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序   文 
 

研究成果シリーズは，農林水産技術会議が関係試験研究機関の協力を得て推進したプロジェクト研究等の

成果を研究・行政等の関係者に総合的かつ体系的に報告することにより，今後の研究及び行政の効率的推進

等に資することを目的として刊行するものである。 

この第 386 集「高精度観測衛星を利用した地球温暖化等に伴うアジアの食料生産変動の予測手法の高度化」

は，農林水産技術会議の行政対応特別研究として，平成 10 年度から平成 12 年度までの３年間にわたって，

農業環境技術研究所（現・独立行政法人農業環境技術研究所）が中心となり，農業研究センター（現・独立

行政法人農業技術研究機構中央農業総合研究センター），国際農林水産業研究センター（現・独立行政法人国

際農林水産業研究センター）及び中国農業科学院が共同で実施した研究の成果を取りまとめたものである。 

本研究は，今後予想される地球環境の変化に対応し，我が国の食料の安定確保を図るため，地球観測衛星

に搭載されている高性能センターを活用したリモートセンシング技術の高度化により，農耕地資源及び作物

生産状況等の把握手法を確立するとともに，地球温暖化等に伴うアジア地域の食料生産力の予測と生産変動

の推定手法を開発する目的で実施したものである。 

この研究成果は，今後の農林水産関係の試験研究及び行政を推進する上で貴重な知見を与えるものと考え，

ここに本書を刊行し，広く関係者の参考に供する次第である。 

本研究を担当し，推進された方々の労に対し，深く感謝の意を表する。 

 

平成  月  日 

 

農林水産技術会議事務局長 

岩元 睦夫 
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研 究 の 要 約 

 

Ⅰ 研究年次・予算区分 

研究年次：平成 10 年度～12 年度（３ヵ年） 
予算区分：農林水産技術会議 行政対応特別研究 

 
Ⅱ 主任研究者 

主 査：農業環境技術研究所 所長 
西尾道徳（平成 10 年 4 月～12 年 3 月） 
陽 捷行（平成 12 年 4 月～13 年 3 月） 

副主査：農業環境技術研究所 環境資源部長 
藤井國博（平成 10 年 4 月～12 年 3 月） 
浜崎忠雄（平成 12 年 4 月～13 年 3 月） 

推進リーダー：農業環境技術研究所 地球環境研

究チーム長 
袴田共之（平成 10 年 4 月～12 年 3 月） 
林 陽生（平成 12 年 4 月～13 年 3 月） 

サブリーダー： 
１（高度化）農業環境技術研究所 環境管理部計

測情報科上席研究官 
斎藤元也（平成 10 年 4 月～13 年 3 月） 

２（変動予測）農業環境技術研究所 環境資源部

気象管理科気候資源研究室長 
林 陽生（平成 10 年 4 月～12 年 3 月） 
鳥谷 均（平成 12 年 4 月～13 年 3 月） 

 
Ⅲ 研究場所 

農業環境技術研究所，農業研究センター，国際農

林水産業研究センター，中国農業科学院 
 
Ⅳ 研究目的 

 
１．リモートセンシング等によるアジア地域の農業

生産資源の把握手法の高度化 

これまでに行なわれてきた農業環境技術研究所に

おけるリモートセンシング技術に関する研究により，

砂漠化等による農耕地資源のかい廃状況の把握，草

地の更新状況の把握，作物の葉色による生育状況の

把握等の手法が開発されてきた。しかし，従来の衛

星に搭載されているセンサは，空間分解能及びスペ

クトル分解能が十分でないため，我が国をはじめと

するアジア・モンスーン地域の国々の特徴である小

区画圃場の明確な識別，生育ステージが近い作物の

識別等は極めて困難であった。このため，本研究で

は，最近の衛星に搭載されている高性能のセンサを

利用した，農耕地資源の把握手法の高度化を図ると

ともにアジア地域の作物生産状況把握手法を開発す

る。 
具体的な課題として，耕地及びかい廃農地などの

高精度検出手法の開発，汎用性の高い作物収量予測

手法の開発，アジア地域の主要穀物の同定手法の開

発，作物モデルと衛生データによる広域的作物生育

把握手法の開発に取り組む。 
 
２．地球温暖化等に伴うアジア地域の食料生産変動

の予測 

今年発表された IPCC の第３次評価報告書による

と，地球の平均地上気温は２０世紀に約 0.6℃上昇

し，このうち最近 50 年間の昇温傾向は人間活動に起

因することが明らかになった。また気象庁がまとめ

た，過去 100 年間の気温と降水量の変化を世界の各

地域ごとに比較した結果によると，日本を含む北ア

ジア地域で気温上昇の幅が最大かつ降水量増加の割

合が最大であったことが示されている。これらの傾

向が今後も継続すれば，日本の農業は世界の中でも

最も早く温暖化の影響を被ることが懸念される。こ

れらを背景として，本研究においては特にアジア地

域の食料生産量変動予測を目標に設定し，リモート

センシング等による生産変動要因の把握手法の高度

化および主要穀物の生産力の予測と生産変動の推定

を行う。 
具体的な課題として，温暖化等に伴う中長期的な

気候変動シナリオの作成，グローバルデータベース

等による農耕地資源の変動予測，異常気象の予測情

報解析及びその気候変動シナリオとの統合化，主要

穀類の生産力の予測及び生産変動の推定に取り組む。 
研究課題の構成を表１に示す。 

 
Ⅴ 研究方法 

 

１．リモートセンシング等によるアジア地域の農業

生産資源の把握手法の高度化 
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課題別年次計画 

 

研究年次 担    当 
研 究 課 題 課題番号 

10 11 12 13 場  所 部支所等 研 究 室 

(1)リモートセンシング等によるア

ジア地域の農業生産資源の把握

手法の高度化 

1000        

①リモートセンシング等による農

耕地資源の把握手法の高度化 

1100        

ア．耕地及びかい廃農地の高精度

検出手法の開発 

1110     農耕研 環境管理 隔測研 

イ．汎用性の高い作物の収量予測

手法の開発 

1120     農研センター 耕地利用 気象立地 

②アジア地域の作物生産状況把握

手法の開発 

1200        

ア．アジア地域の主要穀物の同定

手法の開発 

1210     農環研 

国際センター 

環境管理 

海外情報 

計測上席 

情報官 

イ．作物モデルと衛生データによ

る広域的作物生育把握手法の開

発 

1220     農環研 環境管理 情報システム

隔測研 

(2)地域温暖化等に伴うアジア地域

の食糧生産変動の予測 

2000        

①リモートセンシング等による生

産変動要因の把握手法の高度化 

2100        

ア．温暖等に伴う中長期的な気候

変動シナリオの作成 

2110     農環研 環境資源 気候資源 

イ．リモートセンシング等による

農耕地資源の変動予測 

2120     農環研 企画調整 地球チーム 

②アジア地域の主要穀類の生産力

の予測及び生産変動の推定 

2200        

ア．異常気象の予測情報解析及び

その気候変動シナリオとの統合

化 

2210     農環研 企画調整 地球チーム 

イ．主要穀類の生産力の予測及び

生産変動の推定 

 

 

 

2220     農環研 企画調整 地球チーム 

 
 

(1) リモートセンシング等による農耕地資源の把握 手法の高度化 
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耕地及びかい廃農地などの高精度検出手法の開発

に関して，北海道石狩川流域ほかを対象とし，過去

に観測した Landsat/TM データと解析対象年の

RADARSAT データを用い，水稲作付け地域を推定す

る。さらに，市町村ファイルを利用し，作付け面積

などを求める。また，観測時期および種類の異なる

衛星画像データを利用し，農耕地から宅地への変化

および土地利用変化を明らかにする。 
汎用性の高い作物収量予測手法の開発に関しては，

つ く ば 市 に 隣 接 し た 水 田 圃 場 を 対 象 と し ，

Landsat/TM データ，スペクトロメータによる群落植

生指数，サーモトレーサーによる群落表面温度，ア

メダスデータおよび圃場気象観測データを用いた収

量推定法を開発する。 
 

(2) アジア地域の作物生産状況把握手法の開発 

アジア地域の主要穀物の同定手法の開発に関して

は ， 分 解 能 ・ 観 測 頻 度 の 異 な る 光 学 セ ン サ

（SPOT/HRV，Randsat/TM，NOAA/AVHRR）と合成

開口レーダ（RADARSAT，JERS-1/SAR）を組み合

わせた手法を用いて，農業土地利用解析および稲作

地帯における水田の抽出に関する解析を行う。比較

的狭い地域での毎年の正確な水稲栽培面積把握には

日本を対象に，栽培面積が広域にわたる場合の例と

して中国を対象にして同定手法を示す。 
作物モデルと衛星データによる広域的作物生育把

握手法の開発に関しては，（Ａ）リモートセンシング

と作物成長モデルによる作物生産動態の推定－方法

論とケーススタディ－，（Ｂ）広域的生育把握のため

の作物成長プロセスモデリング，の２つのパートに

分けて解析を行う。（Ａ）については，利根川流域お

よびタイ国チャオプラヤデルタを対象として気象デ

ータ等の地上観測情報，Landsat/TM，ADEOS/AVNIR，

SPOT/HRV 等の衛星観測画像，ならびに作物生長の

プロセスモデルを組合わせた生産量の推定を行う。

水稲の生長シミュレーションモデルには SIMRIWを

採用する。（Ｂ）については，従来の水稲生長プロセ

スモデルと観測値の比較解析を行う。IGBP-GCTE 
Rice Network に登録された水稲成長プロセスモデル

６種類を利用し，検証のための実測データは中国（南

昌）の早稲と晩稲，盛岡およびフィリピン（ロス・

バニオス）の乾季作の計４セットを対象とする。 
 

２．球温暖化等に伴うアジア地域の食料生産変動の

予測 

 

(1) リモートセンシング等による生産量変動要因の

把握手法の高度化 

温暖化に伴う中長期的な気候変動シナリオの作成

では，主に韓国および日本一帯，中国，インド，イ

ンドシナ諸国，フィリピン，インドネシアを対象地

域とする。1960 年～1995 年の平均を平年値とし，

IPCC-IS92a（温室効果ガス排出シナリオ）に基づい

た４種の GCM 出力結果から温暖化時の気候条件を

求める。それらを空間補間して温暖化影響評価の基

準となる気候データベース（局地気候変化シナリオ）

を作成する。温暖化時における栽培環境の特徴を知

るため，純一次生産力や栽培期間の気象要素を用い

た栽培地帯分類を行う。 
リモートセンシング等による農耕地資源の変動予

測に関して，土地利用データとして IGBP（地球圏

－生物圏国際共同研究計画）が編集した土地被覆分

類図を利用する。加えて現在の気候および温暖化過

程の気候，主要穀物の栽培期間データを用い，温暖

化に伴う農業生態系ゾーンの変動に関する解析を行

う。 
 

(2) アジア地域の主要穀物の生産力の予測及び生産

変動の推定 

異常気象の予測情報解析及びその気候変動シナリ

オとの統合化に関しては，タヒチとダーウィンの気

圧差で定義される SOI（南方振動指数）を基準にし

てエルニーニョ年を抽出し，基準値を上回る（下回

る）降水があった場合を異常多雨（異常少雨）と定

義する。将来の気候条件には，気象研究所の CGCM
（大気海洋結合大循環モデル）による温暖化実験の

結果を用いる。CGCM の地上気圧および観測された

地上気圧と降水量との関係を用いて，地上気圧を基

にした降水量の長期変化と年々変動などの詳細な地

域性の解析を行う。 
主要穀類の生産力の予測及び生産変動の推定に関

して，東～南アジアのイネ栽培適地を推定する。ま

た，21 世紀のアジア地域において需要を満たす穀物

生産が可能か否かなどにつき気候変動の影響を加味

して検討する。 
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Ⅳ 研究結果 

 
１．リモートセンシング等によるアジア地域の農業

生産資源の把握手法の高度化 

 

(1) リモートセンシング等による農耕地資源の把握

手法の高度化 

耕地及びかい廃農地などの高精度検出手法の開発

に関して，水稲作付け地域及び面積の推定，農地か

ら住宅への変化地帯の抽出，水田放棄地と復元田の

抽出，畑地から市街地への変化地帯抽出を行った結

果，過去に観測された衛星データと天候に左右され

ない SAR（合成開口レーダ）データを用いて年々の

水稲作付け面積の推定が可能となった。水田単作地

帯だけでなく，一部中間農業地を含む地域でもこの

手法による推定が可能なことから，実用技術として

有効と考えられた。水田からアパートなどへの土地

利用変化の抽出には，植生が繁茂する時期が最も有

効と判断された。また，水田面積の経時変化を抽出

するには田植後の画像データが有効であった。解像

度が２～３倍程度までの相違であれば，複数のデー

タのマトリクス演算やマスク処理により，高精度分

析が可能と考えられた。 
汎用性の高い作物の収量予測手法の開発では，気

候登熟量指数の式に含まれる収穫量，日射量，気温

に関わる要素の一部を，サーモトレーサによる近接

リモートセンシングデータおよび衛星リモートセン

シングデータを用いて記述する新しい式を導いた。

この関係式は，従来評価の対象となっていない出穂

期までの生育情報を，リモートセンシングデータで

評価の対象としている点に特徴がある。圃場試験デ

ータを用いてモデルの検証を行った結果，サーモト

レーサによる測定値（赤外領域の放射エネルギー）

は乾物重要よりもクロロフィル量や日射吸収量の推

定に有効であること，収量の推定精度が十分確保さ

れることが示された。 
 
(2) アジア地域の作物生産状況把握手法の開発 

アジア地域の主要穀物の同定手法の開発では，最

近利用可能となった SAR データと従来の光学セン

サによる衛星データを併用した，主要水稲の作付け

時期を地域の同定に関する解析を行った。その結果，

この手法により良好に同定できることが明らかにな

った。SAR データは雲に覆われていても地表状態の

観測が可能な全天候型センサであることから，広域

の主要穀物を対象とした栽培実態の把握に極めて有

効であることが示唆された。 
作物モデルと衛星データによる広域的作物生育把

握手法の開発のうち，（Ａ）リモートセンシングと作

物成長モデルによる作物生産動態の推定・方法論と

ケーススタディでは，田植え直後１シーンを含む２

時期分類により効果的に地域判別と抽出を精度よく

実行できることが明らかになった。得られた水田抽

出画像に生育シミュレーション予測を重ね合わせる

ことで，日々の衛星画像に対応した生育情報を作成

するシステムを構築した。また，タイ国チャオプラ

ヤーデルタを対象とした水稲作付け時期別分布マッ

プにより，デルタ内の作付け時期の地域的な違いが

判定できる手法を開発した。次に（Ｂ）広域的生育

把握のための作物成長プロセスモデリングでは，モ

デル推定結果と実測との間に系統的な偏りが認めら

れた。この要因はモデル推定値が潜在的収量に相当

すること，品種に合わせたパラメータを詳細に決定

する必要があることが明らかになった。 
 
２．地球温暖化に伴うアジア地域の食料生産変動の

予測 

 
(1) リモートセンシング等による生産変動要因の把

握手法の高度化 

温暖化に伴う中長期的な気候変動シナリオの作成

では，はじめに東アジアにおける代表的な水稲栽培

地域である日本と韓国について，気候のデータベー

スを作成した。これを用いて純一次生産力の制約要

素の分布に関する解析を行った結果，瀬戸内海沿岸

東部ほか，韓半島の西海岸地域において降水量によ

る制約を受けていることが示唆された。また，東南

アジアの多くの地域でも水資源量が制約要素になっ

ているが，将来の気候条件下では水資源量が豊富に

なり制約が緩和する一方，インドなどの低緯度地帯

では水資源量不足の傾向が続くことが示唆された。

イネ栽培地帯の分類を行い，二期作が可能な地帯な

どが明らかになった。コムギについては有効水分量

の増大による負の影響が懸念されるため，栽培期間

における降水量が過剰になる年の出現頻度を解析し

た。この結果，南米，ヨーロッパ，中国南部で出現
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頻度の大幅な増加が予測された。 
リモートセンシング等による農耕地資源の変動予

測では，土地被覆分類図は穀物栽培地帯の解析に不

可欠であることから，これを用いて世界の耕地面積

を求めたところ，ほぼ 6.924×103km2 となった。こ

の値は FAO の統計値とほぼ一致した。現在の気候条

件および 2060 年代における耕地の AEZ（農業生態

系ゾーン）を推定し変化を比較したところ，東～南

アジア全体で 2060 年代には高温または多雨区分が

増えることが明らかになった。熱帯では，乾燥帯が

縮小し湿潤帯が拡大する。将来の気候条件は，イネ

二期作地帯の冷涼期（１月～４月期）の栽培には好

影響となるが，コムギ栽培には高温過ぎて悪影響が

及ぶと予想された。降水量増加は，旱魃の危険が減

り乾季のイネ栽培には好影響となるが，雨期には洪

水の危険が増し，コムギ栽培には湿害を招く恐れの

あることが指摘された。 
 

(2) アジア地域の主要穀物の生産力の予測及び生産

変動の推定 

異常気象の予測情報解析及びその気候変動シナリ

オとの結合を考える際に，東北アジアにおける気候

システムの理解が重要である。冷夏を引き起こす要

因となるオホーツク海高気圧の活動は，ほぼ 70 年後

までの期間では，数 10 年おきに変動すること，また

東アジアの多くの地域でエルニーニョ年もしくはそ

の翌年の状況が降水量や降水強度の増加と関係する

ことが明らかになった。東北アジアの気候システム

と並び中期的な気候変動の要因となる火山噴火の影

響について，1993 年のピナトゥボ火山の噴火が東ア

ジアの冷夏にある程度は関連していることを示した。

しかし，実際の気候から火山噴火の影響を抽出する

ことは難しいため，今回のシナリオの統合化では考

慮しなかった。新たに作成した統合化手法によると，

降水量分布に明瞭な地域差が見られ，この特徴は大

気大循環モデルの結果とほぼ一致するなどよい結果

が示された。これを予察的解析に適用した結果，今

後 50 年程度は北日本で冷害が頻発に発生すること，

その後は西日本で高温障害や干ばつによる被害に注

意を要すること，また中国では，二毛作地帯である

黄河流域で洪水による被害，二期作地帯の華南では

干ばつによる水不足に注意が必要であることが明ら

かになった。 

主要穀物の生産力の予測及び生産変動の推定では，

土地被覆分類図を用いて東～南アジアにおける現在

（1961～1990 年）の気候的地理的イネ栽培面積を推

定したところ，FAO の統計による 1992 年イネ収穫

面積の 1.2 倍となった。さらに一定の気象条件およ

び土地条件を設定し，イネ栽培適地面積を求めた結

果，FAO の統計値における 1992 年のイネ収穫面積

の 5.4 倍となった。この差異の解釈は今後の検討課

題である。一方，2050 年代の気候条件におけるイネ

栽培適地は，現在より約 6％拡大することが予測さ

れた。中国東北地方のジャポニカの栽培適地に限る

と，31％拡大することが示された。 
 
Ⅶ 今後の問題点 

 
１．リモートセンシング等によるアジア地域の農業

生産資源の把握手法の高度化 

 
(1) リモートセンシング等による農耕地資源の把握

手法の高度化 

耕地及びかい廃農地などの高精度検出手法の開発

に関しては，対象とした土地利用変化は比較的面積

の広い部分（数ピクセル以上）の抽出が主で，低平

地を中心とした地域が主な対象地域である。中山間

地を対象にした場合には，より高分解能の衛星デー

タを用いると同時に GIS データを用いた補正が必要

と考えられる。また，今後更に高精度のセンサを搭

載した衛星が打ち上げられるに従い，新しいデータ

と過去のデータを重ね合わせた解析手法について検

討する必要がある。 
汎用性の高い作物の収量予測手法の開発では，今

回示した新しい予測式に気象災害，病害虫による減

収を考慮することにより，より高度なモデルになり

うると考えられる。また今後の研究では，気象情報

のみならず土壌の物理性などの情報も考慮する必要

があるものと考えられる。 
 

(2) アジア地域の作物生産状況把握手法の開発 

アジア地域の主要穀物の同定手法の開発では，把

握手法の高度化のためには衛星データの受信・処理

システムの検討が必要であり，この点に関しては，

行政対応調査研究「食料安全保障」および環境研究

「食料変動予測」等の課題のなかで実施予定である。 
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作物モデルと衛星データによる広域的作物生育把

握手法の開発では，本研究で開発した手法をさらに

多角的に検証し，実用的なものとしていく必要があ

る。すなわち，精度のよい日々の気象データを広域

的に整備すること，衛星データについても，高頻度，

高空間分解能，多波長というセンサ使用としては互

いに拮抗する要求を満たしていくことが求められる。

また，種々のシミュレーションモデルや，モニタリ

ング手法を検証し高度化していくためには，検証デ

ータを充実させていく必要がある。わが国のような

精細で整備されたデータが得られる環境は，現時点

では他のアジア諸国には望めないが，少数の地点で

もそれらのデータセットを国際的な協力関係のもと

で整備していくことも今後の課題の一つである。 
さらに，現実の圃場における農作物の生育をプロ

セスモデルて的確に把握するためには，窒素の収支

を明示的に記述することが必要である。また東南ア

ジアや南アジアに多い，天水田水稲や陸稲を対象に

するためいには，土壌水分制約の記述が必須である。

こうした課題を実現しつつ，簡潔さを保ったイネ成

長プロセスモデルの開発が今後期待される。 
 
２．地球温暖化に伴うアジア地域の食料生産変動の

予測 

 
(1) リモートセンシング等による生産変動要因の把

握手法の高度化 

温暖化に伴う中長期的な気候変動シナリオの作成

では，GCM シナリオから気候変動シナリオを作成

する場合のグリッドの大きさがベースマップのグリ

ッドサイズに依存する。東・東南アジアから全球ス

ケールでの解析では 50km グリッドの気候データを

ベースマップとして使用したが，より精度の高い解

析を行うためには，これまで以上に詳細なグリッド

の気候データを使用することが必要になるだろう。 
リモートセンシング等による農耕地資源の変動予

測に関して，研究期間が１年短縮されたため，栽培

期間と地域の移動の問題が残された。これについて

は，次年度に新たに始まる課題で対応する予定であ

る。 
 

(2) アジア地域の主要穀物の生産力の予測及び生産

変動の推定 

異常気象の予測情報解析及びその気候変動シナリ

オとの統合化では，本研究で用いた異常気象の予測

手法は，温暖化による水蒸気増大と水循環サイクル

活発化の効果が反映されにくく主要でない統計的関

係は棄却され再現されないため，実際に予測される

降水量の年々変動はこの結果よりもさらに大きくな

ること等の問題点があり，この点については今後の

課題である。 
主要穀類の生産力の予測及び生産変動の推定に関

して，研究期間が１年短縮されたため，21 世紀にア

ジア地域において気候変動の影響を加味したうえで

需要を満たす穀物の生産が可能か否かの予測，また

気候変動に伴う耕作可能面積の増減と社会経済的背

景の解析などが今後の問題として残された。 
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Ⅸ 研究担当者 

（＊はとりまとめ者，○は執筆者，所属は研究終

了時（2001 年 3 月末時点），研究終了時以前に担当

場所から異動した研究者は，研究終了時の所属を

「現」と示した。また。 
 
第Ⅰ編 

第１章 

１（1110）小川茂男○，井上吉雄，美濃伸之，富

田淳志（農環研） 
２（1120）脇山恭行○，井上君夫（農業研究セン

ター） 
第２章 

１（1210）斎藤元也○，村上拓彦，石塚直樹，叢 

敏（農環研） 
内田 諭（国際農林水産業研究センタ

ー） 
周 清波，陳 佑啓（中国農業科学院

自然資源和農業区劃研究所） 
２（1220）小林和彦○，井上吉雄○，富田淳志（農

環研） 
第Ⅱ偏 
第１章 

１（2110）後藤慎吉○，鳥谷 均，横沢正幸，林 

陽生＊（農環研） 
２（2120）岡本勝男○，横沢正幸（農環研） 

第２章 
１（2210）西森基貴○，横沢正幸（農環研） 

山川修治（現，日本大学） 
２（2220）岡本勝男○（農環研） 

川島博之（現，東京大学） 
 
Ⅹ とりまとめ責任者のあとがき 

近年，リモートセンシング解析技術が飛躍的に進

歩すると同時に，合成開口レーダなど新しいセンサ

による観測データの利用が進んでいる。また 1990
年以来，IPCC の温暖化に関する評価報告書が逐次刊

行されるに従って，影響評価研究の基盤的情報が刷

新されつつある。本プロジェクトは，これら最新の

技術と情報を用いてアジア地域を対象とした食料生

産量変動の予測手法を高度化すべく準備され，多く

の成果をあげて終了したところである。 
ところで本プロジェクトの当初計画では，研究の

終了年度が平成 13 年度に設定されていた。しかし，

温暖化による昆虫相や土壌環境などへの影響予測を

加える必要性および新しい気候変化シナリオ開発の

必要性から，平成 12 年度中に次期プロジェクトの企

画が進み，本プロジェクトを包括した形式で改めて

環境研究「地球規模の環境変動に伴う食料変動予測

に関する技術開発」（平成 13～17 年度）をスタート

させることとなり，本プロジェクトは平成 12 年度で

終了することとなった。一部，次期プロジェクトへ

の引継ぎがあるものの，ここにまとめた成果は，今

後の食料生産量変動に関する研究の基礎となること

が期待される。 
また本プロジェクトを進める過程で，リモートセ

ンシング画像や広域の気象および栽培データを素材

とした多くのカラーマップを作成した。これらは，

プロジェクトの成果であるばかりでなく，最新の研

究情報として個別の利用価値も高いと考えられた。

そこで，平成 12 年度に技術会議事務局連絡調整課に

ご協力頂き，その一部をマップ情報として整理し刊

行することとした。成果シリーズではカバーできな

い情報源としてご利用頂ければ幸いである。ご希望

の方は，農環研へお問い合わせ下さい。 
21 世紀には，人口増加と食料増量のせめぎ合いが

これまで以上に顕在化するものと考えられる。本プ

ロジェクトの成果が，今後の研究の一助となること

を期待する。 
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第Ⅰ編 リーモートセンシング等によるアジア地域の 

農業生産資源の把握手法の高度化 

第１章 リモートセンシング等による農耕地資源の 

把握手法の高度化 

 
１ 耕地及びかい廃農地の高精度検出手法の開発 

 
ア．研究目的 

耕地は農作物価格や国策によって作付け面積・作

付け作物が変化する。このような耕地情報（耕作地，

かい廃農地）を衛星データ等から把握する手法を開

発し，その精度を検証する。手法開発に当たり，日

本国内だけでなくアジア地域についても考慮して実

施する。そこで，過去の衛星データと近年の衛星デ

ータを組み合わせて解析をすることによる，耕地情

報や土地利用変化情報の取得手法について検討する。

衛星データから得られる情報は季節によって異なる

ため，最適な時期や組み合わせを明らかにし，精度

を検証する。 
以上の目的を達成するために，次のような４項目

について解析と検証を行った。 
（ア）全天候型水稲作付地及び面積の推定：北海道

石狩川流域の水田単作地帯と一部２毛作が行われて

いる栃木県中・南部地域を対象に，RADARSAT 衛星

データを用いて水稲作付け地を抽出・集計して面積

を求めた。得られた値と統計データを比較検討した。 
（イ）農地から住宅への変化地点抽出：H 市を対象

に，過去に観測された ADEOS/AVNIR データと

Landsat/TM データを用い，農地に建設された建築物

（学生用アパート）を選出し，センサや観測時期の

違いによる識別能力と抽出手法について検討した。

この地域には大学が移転し，水田地帯にもアパート

が建設された。 
（ウ）水田放棄地と復元田の抽出：つくば市周辺を

対象に，水田のかい廃状況や転換畑の様子を衛星デ

ータからモニタリングした。 
（ エ ） 畑 地 か ら 市 街 地 へ の 変 化 部 分 抽 出 ：

Landsat/MSS と Landsat/TM データを用い，畑作中心

である中国北京市周辺の広域を対象に長期的な土地

利用変化（主に畑地が市街地に変化）の抽出を試み

た。 
 
イ．解析方法 

（ア）全天候型水稲作付地及び面積の推定：北海道

石狩川流域（水田単作）および栃木県エリア（一部

２ 毛 作 地 帯 ） を 対 象 に ， 過 去 に 観 測 さ れ た

Landsat/TM データと当該年の RADARSAT データ

（石狩川流域 1997 年 6 月 5 日，栃木エリア 1998 年

5 月 17 日，6 月 27 日）を用いて水稲作付け面積を推

定した。過去の Landsat/TM データから水稲作付け可

能地（水田または畑として利用された土地）を選出

しておく。田植え直後に観測された当該年の

RADARSAT データに幾何補正や平滑化処理を施し

た後，画像から後方散乱の小さい湛水した水田や水

面を選出する。選出した部分と先に求めた水稲作付

け可能地ファイルを重ね合わせることにより，作付

けした水田のみが抽出できる。これを市町村ファイ

ルと重ね合わせて集計することにより面積を求めた

（図１）。 
（イ）農地から住宅への変化地点抽出：過去に観測

された２時期の ADEOS/AVNIR データと５時期の

Landsat/TM データ（表１）を用い，農地にできた学

生用アパートを選出し，センサや観測時期の違いに

よる識別能力と抽出手法について検討した（図２）。

抽出された学生アパートと空中写真から判読した結

果を比較検討した。 
（ウ）水田放棄地と復元田の抽出：解析に使用した

データは Landsat/TM，ADEOS/AVNIR であり，検証

データとして空中写真と現地調査を実施した。解析

は図３に示すように，教師なし分類（ISODATA 法，

40 クラス）を行い，これを 12 クラスに統合した。

得られた両時期の分類画像をマトリックス演算によ

り変化部分の抽出を試みた。 
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表１ 解析および検証に使用したデータ（H 市） 

データ種別 観測日 地上解像度 その他 

AVNIR 1997/2/23 16m 4 バンド 

 1997/5/17 16m 4 バンド 

TM 1984/5/24 28.5m 7 バンド 

 1985/7/30 28.5m 7 バンド 

 1985/10/18 28.5m 7 バンド 

 1994/8/8 28.5m 7 バンド 

  1998/5/31 28.5m 7 バンド 

数値地図 1992 年修正 2.5m 
1/25,000 
から作成 

空中写真 1981/10/4 1/10000 カラー 

 1986/5/17 1/20000 白黒 

  1995/5/6 1/25000 カラー 
 

 
表２ 解析および検証に使用したデータ（つくば市） 

データ種別 観測日 地上解像度 その他 

AVNIR 1997/4/8 16m 4 バンド 

  1997/5/30 16m 4 バンド 

TM 1993/5/21 28.5m 7 バンド 

  1997/8/4 28.5m 7 バンド 

数値地図 1995 年修正 2.5m 

1/25,000 

から作成 

空中写真 1990/11/5 1/10000 カラー 

  1994/11/2 1/20000 カラー 

  1997/10/16 1/25000 白黒 
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図１　マイクロ波データ等による水稲作付け面積の推定フロー

図２　衛星データを用いた学生アパート抽出の解析手順
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（エ）畑地から市街地への変化部分抽出：畑の長期

的土地利用変化として Landsat/MSS（1979 年 5 月 2

日,1980 年 9 月 17 日）と Landsat/TM（1992 年 9 月 7
日）データを用い，畑作中心である中国北京市周辺

の広域を対象に解析した。分類は上述の教師なし分

類により 40 項目に分類し，調査結果から分類項目を

決定した。Landsat/MSS データは解像度や観測波長

帯の違いから Landsat/TM データより分類精度が低

く，畑と市街地が精度良く分類できない。そこで，

TM データの市街地をマスクとして使用して MSS デ

ータを分類し，TM データの分類結果と重ね合わせ

ることによって土地利用変化を抽出した（図４）。 
 

ウ 結 果 

（ア）全天候型水稲作付地及び面積の推定：北海道

石狩川流域を対象に標高データを用いて幾何補正を

し，集計した水稲作付地面積は，統計値に対し１６

市町平均で 98.5%と高い値であった一方，標高デー

タを用いなかった場合は 95.8％とやや低く，標高補

正の効果がみられた。また，図５に示すように，標

高データを用いて補正した結果が統計値により近付

いていることから，標高補正することにより精度が

向上したと考えられる。ランドサット TM データか

ら求めた水稲作付け候補地の中で，5 月 17 日および

6 月 27 日の RADARSAT データから抽出された部分

を集計した。 集計結果ではほとんどが 5 月 17 日以

前に田植えが行われた水田であり，対象地域の南部

ほど 5 月 17 日以降作付けの水田が多くみられた。現

地調査の結果，一部で田植えの遅い地域も見られ，6
月 27 日のデータから抽出された部分が必ずしも２

毛作の水稲作付け地（前作として麦を作付け）では

ない。 
栃木県中・南部地域を対象に水稲作付地面積を市

町村単位で集計した結果が図６であり，平成 10 年度

の統計値と比較して 101.1%とほぼ一致した。しかし，

最高で 13％多く推定された地区がみられた。 
RADARSAT データから水稲作付け地を抽出する

ために閾値を決定する必要があるが，ここでは水田

地帯における２点間の断面プロファイルや統計量を

用いている。この場合，解析者知識，経験の違いや

対象地区のどこの断面プロファイルや統計量をとる

かによって値が異なってくる可能性があり，一義的

にその値を決定できない。また，フィルタ処理を施

すと，水稲の生育状況によっても閾値が変化するた

め，毎年同じ値が使えるとは限らない。このような

図３　水田の土地利用変化抽出解析の流れ
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問題点があるものの，年々の解析例を増やすことこ

とにより適切な値が決定されると思われる。 
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図５ 統計値と推定値の比較 

(石狩川流域，市町村単位) 

図６　水稲作付け面積の推定結果
（栃木エリア，市町村単位）
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（イ）農地から住宅への変化地点抽出：４時期の衛

星データから，図２の解析手順で学生アパートの抽

出解析を試みた。1986 年から 1995 年の間に建築さ

れた学生アパートを水田地帯に限り空中写真から目

視判読した結果，全部で 41 件みられ，AVNIR，TM
データからは各々39,40 件検出できた。AVNIR では

新規に建築されたアパートがよく抽出できているが，

農家の宅地は検出率が低かった。TM データは民家

も比較的よく検出されている。これは季節の違いに

よるものと思われる。また，TM 程度の空間分解能

（30m）でも 7～8 月の時期であれば水田地帯の宅地

や建造物を抽出可能であった（表３）。 
 

表３ データによるアパートの検出状況 

使用データ 
学生アパート 

の検出数 
割合（％） 

空中写真で検出 

(1986,1995) 
41 100.0 

ADEOS/AVNIR で検出 

(1997/2/23) 
39 95.1 

Landsat/TM で検出 

(1994/8/8) 
40 97.6 

両データで検出 38 92.7 

AVNIR でのみ検出 1 2.4 

TM でのみ検出 2 4.9 

両データで検出不可 0 0.0 

Landsat/TM で検出 

(1998/5/31) 
38 92.7 

 
（ウ）水田放棄地と復元田の抽出：衛星データを分

類した画像は誤分類を含んでいる可能性がある。ま

た，観測時期によっても分類項目の精度が異なって

くる（表４）。水稲作付け地の分類・抽出には田植後

のデータ（5 月 21 日観測の TM データ，5 月 30 日観

測の AVNIR データ）が有効であるが，野生の植生

が繁茂した放棄地だけを分類・抽出して識別するこ

とはできない。また，これらの分類画像を単純に重

ね合わせると誤差が増加する。そこで，分類した画

像をマトリックス演算により再度分類した。ここで

はそれぞれ 12 分類項目（表３）に分類したため，２

時期のデータを組み合わせると 144 項目となり，変

化部分がより精度良く抽出できる。また，予め 12
項目に分類してあるため，マトリックス演算の結果

を再分類しやすい。その結果分類精度が向上し，

Landsat/TMデータとADEOS/AVNIRデータのように

衛星データが異なっていても両データから土地利用

変化が高精度で抽出可能であった。特に水田が放棄

された部分の抽出には，田植えが終了した５月下旬

のデータが有効であった（図７）。２時期の
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Landsat/TM データを組み合わせるよりもより精度

の高い AVNIR データと TM データを組み合わせて

マトリックス演 

算で分類する方が精度の高い抽出が可能と推察され

た。 
 

表４ 解析に使用したデータと分類適正 

センサ 観測日 水域 水田 放棄地 畑 草地 備 考 

TM 1993/5/21 △ ○ △ △ △ 小麦と草地，水域と水田の間で一部誤分類 

AVNIR 1997/4/8 △ △ △ ○ ○ 水域と湿田の一部が誤分類 

AVNIR 1997/5/30 ○ ◎ △ △ ○ 畑作物とその他植生で一部誤分類 

TM 1997/8/4 ◎ ◎ △ △ △ 放棄地や畑，森林で一部誤分類 

  ◎：分類精度が非常に高い △：一部で誤分類   

  ○：分類精度が高い ×：分類精度が低い   

 
 

 
図７ 衛星データから求めた土地利用変化画像 

 
（エ）畑地から市街地への変化部分抽出： 空間解

像度，光学的分解能の低い Landsat/MSS データ（80m, 
7 ﾋﾞｯﾄ）は分類精度が低いため，Landsat/TM データ

（30m, 8 ﾋﾞｯﾄ）と比較するために２時期のデータを

用いてマトリックス演算を行い，更に TM データを

補助データとして土地利用分類画像を作成した。 
 北京市中心部を原点とし，同心円状に 1km 幅の輪

を作成し，分類結果を４項目に統合した結果の割合

を示したのが図８である。２時期の MSS データを用

い，マトリックス演算により単純に作成した結果で

は，裸地状態の畑の一部が市街地に誤分類された部

分が多かったが，市街地として分類された面積の割

合自体は TM から分類されたものより少なかった

（図８(a),(b)）。 
 ５月２日の MSS データでは夏作物畑が画像上裸

地状態，９月 17 日では小麦を中心に収穫後の畑が裸

地状態であるため，市街地と畑が明確に分類できな

かった。一方，９月７日の TM データでは，小麦収

穫後の畑が裸地状態であっても短波長赤外波長（バ

ンド５，７）を観測しているため市街地と分類が可

能であった。 
 北京市周辺の土地利用変化状況から，市街地が畑

に変化した部分が見られないため，1992 年観測の

TM データで分類した市街地を最大としたマスクを

作成し，その中の土地利用について再度分類した。

このように処理した結果をみると，市街地の割合が

最初の結果より減少し，明らかに畑で市街地に誤分

類された部分が修正できた。 
このように処理したMSSの分類画像とTMデータ

から求めた分類結果を再度マトリックス演算するこ

とにより，土地利用変化部分が抽出できた（図９）。

得られた画像からは，北京市の市街外縁部を中心に

市街地が拡大している様子（図９の黒の部分）がわ

かる。 
解像度の異なる衛星データを単純に比較すると低

解像度のデータが基準となるため分類制度が低下す

る。そこで，ここでは低解像度の衛星データを子解

像度の衛生データと比較できるよう補正処理した。 

水田→放棄地
復元田
水稲作付地
畑
ゴルフ場，芝地
市街地，宅地
林地
水域
雲影

0 1 2km

Landsat/TM(1993.5.21)及び
ADEOS/AVNIR(1997.5.30)の
ﾃﾞｰﾀから作成
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（ａ）主要土地利用割合（'79＆'80MSS，単純分類）
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図８ 北京市周辺の土地利用割合 

 

図９ 北京市周辺の土地利用変化の分布 

 

 

 

エ 考 察 

 水稲作付け面積の推定で，Okamoto ら(1996)は
田植後の Landsat/TM データを用いて北海道の水

田面積を高い精度で推定している。しかし，天候

等の影響によって田植後に確実に衛星データが取

得できるとは限らない。本研究では，過去に観測

された衛星データと天候に左右されない SAR デ

ータを用いることにより，毎年確実に水稲作付け

面積を推定することを可能にした。この方法では

北海道の水田単作地帯だけでなく，一部中間農業

地を含み２毛作も行われる栃木県エリアでも推定

が可能であったことから実用性の高い技術といえ

る。２毛作地帯では２時期の SAR データを用いる

ため，単作水田と区別することが出来る。 

 水田から住宅地などへの土地利用変化抽出には，

植生が繁茂する時期が最も有効と考えられるが，

植生がない時期でも地上解像度の高い衛星データ

を用いれば判別可能である。アパートなどへの変

畑から市街地に変化
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化は面積的に小さいので，画像強調した目視判読

が有効と思われる。 

 水田の土地利用変化を抽出するには田植後のデ

ータが有効であり，マトリックス演算を用いるこ

とで誤分類が減少し，土地利用の変化部分が精度

良く抽出できた。 

 解像度の違いが２～３倍程度であれば，低解像

度データをマスク処理したり複数のデータをマト

リックス演算することにより，高精度の衛星デー

タに合わせて比較することが可能である。しかし，

観測時期や作付け作物の違いによって観測データ

の分類精度が異なるため，これらを考慮する必要

がある。 

 

オ 今後の問題 

 本研究で対象とした土地利用変化は低平地を中

心とした比較的面積の広いエリアでの抽出（数ピ

クセル以上）が主な対象地域である。中山間地を

対象にする場合は，より高分解能の衛星データを

用いる必要があり，GIS データを用いた解析が必

要と考えられる。 

 また，今後更に高精度のセンサを搭載した衛星

が打ち上げられるが，これらによって提供される

観測データと過去のデータを重ね合わせで解析す

る手法について今後検討していく必要がある。 

 

カ 要 約 

 RADARSAT データを用いることにより，水稲作

付け地および面積を天候に左右されることなく高

い精度で推定できた。また，水田の土地利用変化

を抽出するには田植後のデータが最も有効で，過

去に観測された低解像度のデータとセンサは異な

っても解像度の高い衛星データとの間でマトリッ

クス演算することで抽出精度が高まることを示し

た。また，MSS データと TM データを重ね合わせ

て解析する場合，解像度の低い MSS データを複数

時期用いマトリックス演算やマスク処理をするこ

とによって，土地利用の変化部分が高い精度で抽

出できた。 
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1) 福原道一，天野哲朗，宮地直道：ランドサッ

ト TM データによる畑作物の作付け図の作成，

1988 年度日本写真測量学会年次学術講演会

論文集，pp.169-172, 1988. 
2) Okamoto, K. and Fukuhara, M.：Estimation of 

paddy field area using the area ratio of categories 

in each mixel of Landsat TM. International 

Journal of Remote Sensing, 17,9, pp.1735-1749, 

1996. 

3) 岡野千春，福原道一，岡本勝男，西宗 昭，

嶋田典司：多時期ランドサット TM データによ

る十勝平野の作付け図の作成，システム農学，

9，pp.82-91, 1993. 
 

（小川茂男・井上吉雄・美濃伸之・富田淳志） 
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２ 汎用性の高い作物の収量予測手法の開発 

 

ア．研究目的 

衛星リモートセンシングデータを用いた作物の収

量予測については，いくつか報告がみられる。それ

らの報告の多くは，作物の実収量と衛星データから

求めた植生指数との相関を調べ，予想に反映させよ

うとするものである。一方，最近の衛星データを用

いた収量予測に関する研究は，既存の作物生育モデ

ルに衛星データを組み入れ予測するものなど，生育

モデルの考え方と衛星データを結合させようとする

方向に進んでいる。 

羽生ら 1)は出穂後 40 日間の日照時間と平均気温

を用いて国内における地域ごとの水稲の生産力を示

した。村田 2)も 8 月及び 9 月の日射量，気温と水稲

収量との関係を調べ，気候条件が各地域の水稲生産

に及ぼす影響について報告している。本課題は，衛

星データをこれら気候登熟モデルに組み入れた改良

型気候登熟モデルを開発し，水稲の収量予測法を確

立することを目的として実施した。 

 

イ．研究方法 

（ア）気候登熟モデルの再検討 

羽生らが提案した気候登熟モデルを再検討するた

めに，豊作年であった 1987，1992，1994，1995 年の

北海道から九州の市町村別収量データ，気温及び日

照時間のアメダスデータを適用し，解析した。 
気候登熟モデルは，出穂後 40 日間の日照時間，平

均気温を説明変数として地域ごとの水稲の生産力を

表したものである。以下にモデル式を示した。 

 

Y / S = 4.16 - 0.13 (21.4 - T)2   (1)式 
      Y：水稲玄米収量(kg/10a) 
      S：出穂後 40 日間の日照時間(hr) 
      T：出穂後 40 日間の平均気温(℃) 
         Y / S：気候登熟量示数( kg /hr ) 
 

（イ）近接リモートセンシングデータの収集 

近接リモートセンシングデータを収集するために

圃場での栽培実験を実施した。水稲供試品種には日

本晴を用い，実験区は施肥量を４段階に変え４処理

区を設けた。基肥は代かき時に施用し，追肥は 7 月

20 日に施用した（表１）。移植は，葉齢 4.0 に達し

た苗を１株３本，畝間 30cm，株間 15cm で，手植え

により 2000 年 5 月 25 日に行った。出穂日は 8 月 12
日，収穫日は 9 月 24 日であった。栽培期間中スペク

トロメータを用いて群落表面上約 80cm より波長

675nm の赤色域（R），850nm の近赤外域（IR）にお

ける水稲及び標準白色版の分光反射を測定した。測

定は晴天日の 11 時から 13 時の間に行った。得られ

た分光反射データより各波長の分光反射率を求め，

一般によく使われる植生指数（NDVI 及び VI）を求

めた。各植生指数は以下の式で表される。 
 
        NDVI = (IR – R)/(IR + R)  (2) 
      VI = IR/R                (3) 

 

表１ 圃場実験における各処理区への施肥量(成分量) 

実験区 基肥(㎏ 10a-1)  追肥(㎏ 10a-1) 
 Ｎ Ｐ Ｋ  Ｎ Ｋ 

13Ｎ 13 13 13  5.6 5.6 

9Ｎ 9 9 9  3.9 3.9 

4Ｎ 4 4 4  1.7 1.7 

0Ｎ 0 0 0  0 0 

 

生育調査は，生育期間中２週おきに行った。調査

項目は，葉面積，生体重，乾物重，クロロフィル含

量である。クロロフィル含量は，あらかじめ葉緑素

計で葉色値を測定した葉を切り刻み，80%アセトン

溶液中に浸し，冷暗所に 48 時間おきクロロフィルを

抽出した後，アーノン法で定量し求めた。定量した

葉中のクロロフィル量と葉色値の関係から検量線を

作成し，生育期間中はこの検量線を用いて葉緑素計

で測定した葉色値からクロロフィル含量を求めた。

検量線作成にあたっては，生育初期から登熟期まで

葉をサンプリングし，合計約 200 枚の葉を定量に用

いた。 

これらの他に，群落上端へ入射する日射量，群落

反射日射量，群落透過日射量を測定し，群落日射吸

収率を求めた。 

（ウ）衛星データの解析 

衛星データの解析には出穂直前の 1997 年 7 日 19
日に撮像したランドサット TM データ（パス 107，
ロウ 33）を用いた。また水田抽出のため 1987 年 5
月 21日に撮像したランドサットTMデータを用いた。

この画像の撮像日は移植のために水田へ入水を行う
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時期であり，入水した水田は，他の異なる土地利用

状態と識別が容易である。この画像と重ね合わせる

ことによって水田を識別し，水田からの植生指数を

抽出した。植生指数は，近接リモートセンシングと

同様に NDVI，VI の２種類を用いた。ランドサット

TM データの場合，赤色域である TM3 バンド（R:波
長 630～690nm）及び近赤外域である TM4バンド（IR:
波長 760～900nm）を用い計算する。NDVI，VI は(2)，

(3)式より求めた。 
 

ウ．結果及び考察 

（ア）気候登熟モデルの再検討 

 図１に，最近の豊作年の収量データ，気象データ

を用いた Y/S 値と登熟期間の平均気温の関係を示し

た。また，図中の２次曲線は羽生らと同様な方法で

18℃から 29℃まで 0.5℃毎にその間で最も高い Y/S
値を選び，それらに近似曲線をあてはめたものであ

る。近似曲線式を以下に示した。 

 

 Y / S = 3.78 - 0.0582 (21.6 - T)2 (4)式 

 
図１ 気候登熟量示紙(Y/S)と登熟期間の平均気温の関係 

 

羽生らによれば(1)式の 21.4 は，登熟期の最適気

温を表している。村田は登熟最適気温が 21.5℃であ

ったと報告している。今回の再検討では，登熟最適

気温が 21.6℃と羽生ら，村田の結果に近い値が得ら

れた。今回は，登熟最適気温に 21.6℃を用いること

とした。 

ところで，(4)式の Y/S は厳密ではないが，吸収

された日射が乾物へ転換される割合を表す日射転換

効率を表している。例えば，東北，北海道地域の多

くは Y/S 値が高く，気候条件が水稲栽培に適した地

域であることがわかる。逆に，九州，中国・四国，

関東東海地方は Y/S 値が低く，同時に平均気温が高

いところに分布するものが多く，登熟期間の気温が

高いため呼吸による光合成生産物の損失の大きいこ

とが推察された。このように，このモデルは気候条

件からみた地域ごとの水稲の生産力をよく表してい

ると考えられた。しかし，(1)式をみると，このモデ

ルは登熟期間の日射量と平均気温だけで収量を表し

ている。水稲の収量は登熟期の日射，気温だけでな

く出穂期までの地上部乾物重に大きく左右されるが，

気候登熟モデルには出穂期前までの生育量が考慮さ

れていない。この考慮されていない部分を，衛星デ

ータで表すことができればより普遍的なモデルにな

りうると考えた。 

（イ）改良型気候登熟モデル 

気候登熟モデルの再検討の結果，得られた(4)式を

以下のように変形する。 

Y = 3.78 S – 0.0582 S (21.6 - T)2 (5) 

上記の式は，乾物生産量＋減収量から成り立って

おり，3.78 S の項は登熟期間の乾物生産量を，0.0582 
S (21.6 – T)2 は減収量を表している。この乾物生産量

の項にリモセンデータを組み入れた改良型気候登熟

モデルを以下に示した。 

 
  Y = a Re・SR + b (To - T)2 + c (6)式 

       Y：収量(kg/10a) 
       Re：出穂期の衛星データ（植生指数） 
    SR：出穂後 40 日間の日射量(MJ/㎡) 
     T：出穂後 40 日間の平均気温(℃) 
       To：登熟最適気温（℃） 
     a～c：パラメーター  

 

前述したように，気候登熟モデルは出穂期までの

地上部乾物重を考慮していないが，改良モデルは，

出穂期の衛星データ（植生指数）を取り込んでいる

ため，出穂期の地上部乾物重に関する情報を反映し

ているものと考えた。 

（ウ）近接リモートセンシングによる検討 

以上のモデル構築に併せて，圃場で近接リモセン

データを収集し，リモセン情報の有利性を検討した。 

図２には，葉面積指数（LAI：A），クロロフィル

含量(B)，乾物重(C)の推移を示した。LAI は，各処

理区とも８月上旬に最大値を示し，N13 区では 6.1，
N9 区は 4.9 ，N4 区は 3.0，N０区は 2.4 に達した。
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クロロフィル含量も同様に８月上旬に最大となり，

N13区は3.28gm-2，N9区は 2.41gm -2，N4 区は1.3g m-2，

N0 区は 0.86g m-2 であった。地上部乾物重は，施肥

量に比例してN13 区＞N9＞N4＞N0 の順に大きかっ

た。異なる生育量，クロロフィル含量での近接リモ

センデータを収集するために，施肥量を変え４処理

区を設けたが，図２に示したとおり処理の効果が明

瞭に現れた。 

 

図２ 葉面積指数，クロロフィル含量及び 

地上部乾物量の推移 

A：葉面積指数(LAI) B：クロロフィル含量 C：地上部乾物重 

 
図３には，近接リモセンによる NDVI，VI と地上

部乾物重の関係を示した。NDVI と地上部乾物重の

関係をみると，両者の相関係数は r = 0.57 と中位の

相関であった。VI についても乾物重との相関は

r=0.56 とほぼ同様な相関であった。従来のリモセン

研究では，このような乾物重（収量）と植生指数の

相関にもとづく解析が多いが，この方法では，さら

なる精度の向上は難しいと考えられた。 

 

図３ 植生指数と地上部乾物重の関係 

A：NDVI     B：VI 

 

図４には，㎡当たりのクロロフィル量と NDVI，
VI との関係を示した。クロロフィル量の増加に伴い

NDVI は高くなり，両者の間にはかなり高い相関が

みられた(r=0.89)。VI についても高い相関を示した。 

 

図４ 植生指数と稲体中にクロロフィル含量の関係 

A：NDVI     B：VI 
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図５には NDVI，VI と日射吸収率の関係を示した。 
NDVI が高いほど日射吸収率も高く，両者の相関係

数は高い値を示した。VI についても同様に高い相関

がみられた。以上の結果から，リモセン情報は乾物

重の推定よりも，クロロフィル量，日射吸収率など

日射に関する情報の推定に有効であることが確認で

きた。 
（エ）衛星リモートセンシングデータの解析 

次に，これら近接リモセンでの実験結果が衛星デー

タにもあてはまるか，また改良モデルの有効性を検

証するために，稲作の盛んな東北地方を対象に衛星

データの解析を行った。 

 
図５ 植生指数と日射吸収率の関係 

A：NDVI     B：VI 

 

図６には，収量と NDVI，VI の関係を示した。近

接リモセン同様に，NDVI，VI と収量との相関係数

はそれぞれ r=0.48，r=0.49 と中程度であった。出穂

後 40 日間の日射量と収量との関係は，比較的高い相

関であった（図７）。(6)式の改良モデル中の植生指

数×日射量(SR)の項の有効性をみるために，NDVI・
SR，VI・SR と収量の関係を図８に示した。両者の

相関は，それぞれ r=0.82，r=0.83 と，植生指数と収

量，日射量と収量の場合に比べて相関が高まった。

これは，図５に示したように，植生指数は日射吸収

率をよく表しており，植生指数×日射量が登熟期間

中の総日射吸収量を表しているためと考えられた。

気象情報を利用した作物生育モデルでは，葉面積と

日射量を用いて，群落の吸収日射量を推定し，これ

を乾物生産量に結びつけている。改良モデルの植生

指数×日射量の項も同様に登熟期の乾物生産量を表

していると考えられる。この項の導入によって，衛

星データを用いた収量の予測精度がより高まる可能

性が示された。 

 

図６ 植生指数と水稲収量の関係 

A：NDVI     B：VI 

 

 

図７ 登熟期間の日射量と水稲収量の関係 

 

最後に，衛星データ，収量データ，気象データを

用いて重回帰分析を行った。得られた式を以下に示
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した。なお，衛星データを用いた場合，NDVI より

も VI を用いたほうが，精度が高かったので，VI を
用いた場合の結果を示した。 
 Y = 0.105 VI・SR + 7.57 (21.6 - T)2 + 359     
       (r2 = 0.70)    (7)式 

 

(4)式の寄与率は，0.70 と高く，改良モデルは十分

な精度を示した。これは広域の収量予測が可能とな

ることを示しており，改良モデル(6)式にさらに気象

災害，病害虫などによる減収項を導入することによ

って実収量が予測できる汎用性の高いモデルになり

得ると考えられた。 

 
図８ 植生指数と登熟期間の日射量の積と水稲収量の関係 

A：SR・NDVI   B：SR・VI 

 

エ．要 約 

（ア）豊作年の収量データを用いて，気候登熟量示

数と平均気温の関係を再検討したところ，登熟の最

適気温は 21.6℃と羽生らの 21.4℃，村田の 21.5℃と

ほぼ同様であった。気候登熟モデルは，乾物生産量

を登熟期の日射，気温で表しており，出穂期のイネ

の生育量は考慮されていない。この部分を衛星デー

タで補うことができると考えた。 

（イ）近接リモセンによる検討では，植生指数とク

ロロフィル量及び植生指数と日射吸収率との間に高

い相関が認められた。このようにリモセン情報は日

射に関する情報の推定に有効であることが確かめら

れた。 

（ウ）衛星リモセンの解析では，改良モデル(6)式の

植生指数と登熟期間の日射量との積の項の有効性が

明らかになり，改良モデルは，十分な精度を示した。 

 

オ．今後の問題点 

今回示した改良モデルにさらに気象災害，病害虫

による減収項を導入することにより，汎用性の高い

モデルになりうると考えられる。また，改良モデル

は気象情報のみを利用しているが，土壌情報も水稲

生産に関わっていると考えられるので土壌情報の導

入も必要であると考えられた。今後は，以上の点に

ついての検討が必要である。 
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（脇山恭行・井上君夫） 

 



 －22－ 

第２章 アジア地域の作物生産状況把握手法の開発 
 

 

１ アジア地域の主要穀物の同定手法の開発 

 

ア．研究目的 

高度成長をなしてきたアジア地域の経済発展は，

一時期足踏み状態にあったが，日本を除き再び経済

発展が進み始めた。また，アジア地域の人口は，21
世紀に入っても増加しつづける。このため，21 世紀

には経済発展による食生活の変化と人口増加により，

アジアの食料需要は急増するものと考えられる。ま

た，気候温暖化等の地球環境の変動が進み，食料生

産は不安定性を増すものと考えられる。このような

状況の中では，各々の地域における食料生産高の正

確な予測と把握が食料政策上で重要な事項である。

このため，アジア地域の主要穀物の栽培面積を正確

に把握する技術を開発することが求められている。

今回は，日本の佐賀平野と中国中央沿岸部の江蘇省

を対象に，衛星リモ－トセンシングデ－タを利用し

て水田作付け面積を明らかにする手法の開発を行う。 
 

イ 研究方法 

主要穀物の栽培を広域に同定する唯一の方法は，

衛星リモートセンシングデータの利用である１）。こ

のため，光学センサの分解能と観測頻度を考慮した

利用法，及び，近年データ利用が可能になった合成

開口レーダ（SYNTHTETIC APERTURE RADAR：以

下 SAR とする）を利用して，主要穀物である水稲の

作付け同定を主体にその利用方法の開発を行った。 
ａ 光学センサ 

日本国内での調査を想定し，毎年の正確な面積把

握を行うため，20ｍの地上分解能（SPOT 衛星／HRV
センサ）での解析を佐賀平野で実施した。一方，ア

ジア地域の調査として中国中央沿岸部の江蘇省で，

地上での分解能 30ｍ（LANDSAT/TM）での解析，

さらに， 広域把握 を目指し 地上分解 能１ km
（NOAA/AVHRR）のデータを利用した２種類の解析

を行った。 
(ⅰ) SPOT/HRV による佐賀平野の解析 

SPOT/HRV は，ポインティング機能によって高い

観測頻度を得ることが可能なことを活用し，水稲及

び４麦（二条大麦，六条大麦，小麦，裸麦）を対象

作物として作付面積推定手法の開発を行った。

SPOT/HRV のカバーする観測波長域について可視赤

色域（R）と近赤外域（NIR）に注目し，さらに R-NIR
関係から VSW 指数２）を算出した。対象作物が作付

けされている地点からサンプルを抽出し，植生(V)，
土壌(S)，水(W)指数の関係について検討し，関係式

を得る。これらの関係式に基づいた面積推定を行う

手法について検討した。 
(ⅱ) LANDSAT/TM による中国江蘇省地区の解析 

中国江蘇省無錫市と錫山市を中心とした太湖と揚

子江に挟まれた地区について，LANDSAT/TM の

1997.6.5，98.8.11，及び 99.2.3 の３シーンを用い水

田作付けについての解析を実施した。 
(ⅲ) NOAA/AVHRR による中国江蘇省地区の解析 

米国地質調査所（USGS）の 1995 年の２月から 96
年１月までの 10 日間毎の雲除去合成画像データの

NDVI３）と熱バンドを用いて，中国中央沿岸部江蘇

省について農業的土地利用の現状解析を行った。 
ｂ 合成開口レーダ 

SAR は雲を透過し地表の情報が収集できるため，

梅雨期のある日本でも安定してデータを取得するこ

とが可能であると思われる。それゆえ，SAR は日本

をはじめとするアジアモンスーン稲作地帯のモニタ

リングに力を発揮することが期待されている。全天

候型の RADARST/SAR および JERS-1/SAR データを

利用し，水田の湛水・非湛水を同定することにより

水稲の作付面積の推定を行った。 
(ⅰ) RADARST による佐賀平野の解析 

RADARST データは 7 月 3 日（水田で田植えが終

わった状態）と 7 月 27 日（稲の最大成長時期）を利

用し，佐賀平野の水田作付け面積の推定を行った。 
(ⅱ) JERS/SAR よる中国江蘇省地区の解析 

中国江蘇省無錫市と錫山市を中心とした太湖と揚

子江に挟まれた地区について JERS/SAR の入手でき

た 98.1.22，98.6.3，98.7.17 及び 98.8.30 のシーンを

利用し解析を行った。 
 

ウ 結 果 
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光学センサと SAR を用いて日本の佐賀平野と中

国江蘇省において，農業土地利用解析及び水田抽出

を行い良好な結果を得た。 
ａ 光学センサ 
(ⅰ) SPOT/HRV による佐賀平野の解析 

ポインティング機能によって高い観測頻度を得る

ことが可能な SPOT/HRV データを活用し，水稲，４

麦（二条大麦，六条大麦，小麦，裸麦）の作付面積

推定を行った。SPOT/HRV のカバーする観測波長域

について可視赤色域（R）と近赤外域（NIR）に注目

し，さらに R-NIR 関係から VSW 指数を算出した。

対象作物が作付けされている地点からサンプルを抽

出し，V，S，W 指数の関係について検討し，関係式

を得た。これらの関係式に基づいた麦類と水稲の作

付け面積推定を行った。 
水稲作付け地における VSW 指数の関係について

検討した結果，7 月データのＶ指数とＷ指数の間に

高い線形関係がみられた。佐賀平野の水稲作付状況

から判断して 7 月 23 日は作付け（移植）からほぼ１

ヶ月経過しており，水稲と水面の混合状態がＶ－Ｗ

の線形関係に強く影響したものと考えられた。４麦

についても 1997 年，1998 年共に 4 月データのＶ指

数とＷ指数の間に高い線形関係がみられた。実際に

は，４麦作付地に水面は存在しないわけであるが，

これにはキャノピーの密度に応じて生じた影が影響

しているものと判断される。この根拠として，R-NIR
空間において水面と影の分布位置が非常に近いこと

が挙げられる。以上，V－W 空間で得られた線形回

帰式をピクセル分布の中心として，RMS 誤差の整数

倍の範囲で水稲及び４麦のピクセル抽出を行った。

その結果が表１である。全て３倍の RMS 誤差でピ

クセル抽出を行った時が最も推定精度は良かった。

これらの結果から RMS 誤差３倍の範囲が最も面積

推定に妥当であることが示され，満足できる精度が

得られた。 

表１ SPOT/HRV による麦類及び水稲分類精度 

精度＊ 
穀 物 年月日 RMSE ×

2 
RMSE ×

3 
RMSE ×

4 

水 稲 1997.7.23 81.5% 99.1% 112.2% 

     

麦 類 1997.4.26 87.1% 102.3% 112.3% 

 1998.4.19 87.7% 103.2% 113.4% 

＊精度：既存の統計値に対する％，RMSE：標準偏差 

 
(ⅱ) LANDSAT/TM による中国江蘇省地区の解析 
水田抽出は田植え直後の LANDSAT/TM データが入

手できれば，水田表面の水を観測することで水域を

抽出し，そこから他時期のデータで抽出した本来の

河川および湖沼の水域を取り除くことで，比較的簡

単に抽出できる。しかしながら，アジアモンスーン

地帯では雨季に田植えを行うため，田植え直後の

LANDSAT/TM データを入手することは難しい。本

研究においては，1997 年代以降の LANDSAT/TM デ

ータを検索したが，田植え直後の６月中下旬から７

月中旬まで利用可能なデータはなかった。このため，

入手できた４時期データにより水田抽出を行った。

1997年 5月 4日の画像を航空パイロット用 1/500,000
地図により幾何補正を行い，UTM 座標系にあわせた。

この画像に他の３画像をあわせて４画像のデータセ

ットを作成した。1999 年 2 月 3 日の TM5 により水

域を抽出した。４時期データのデータで正規化差分

植生指数（NDVI）を計算し，４時期とも NDVI が大

のところを森林，時期的変化の認められたところを

農耕地，何れの時期も小のところを都市域とした。

1998 年 8 月 11 日 TM5 の画像により，完全水域，植

生下に水面があるところ，通常の地面および植生に

分けた。４時期の NDVI で農地と判定したところの

うち，8 月 11 日の TM5 により植生下に水面がある

ところを水田と判断した。（図２） 
(ⅲ) NOAA/AVHRR による中国江蘇省地区の解析 

USGSの 10間合成画像を中国の地形図にあわせて

目的の江蘇省をきりだし，36 シーンのデータセット

を作成した。この画像では，雲が取り切れていない

ため，NDVI と CH5 について，各月の最大値をとり，

12 月分の 12 シーンデータとして利用した。この

NDVI の季節変化パターンで，陸域を都市，森林，
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農耕地に３分類した。この農耕地のうち，CH5 の最

大値と最小値の差が低い場所を水田として判別して，

良好な水田抽出ができた。 
ｂ 合成開口レーダ 
(ⅰ) RADARSAT による佐賀平野の解析 

RADARSAT データは 7 月 3 日（水田で田植えが終

わった状態）と 7 月 27 日（稲が成長し後方散乱が大

きい）を使用した。強度値（DN）を参考に湛水域と

それ以外を分ける閾値を決め，湛水域のみを切り出

した。7 月 27 日の水田において低い DN は，稲を栽

培していない水田であり，7 月 3 日の湛水域の面積

から 7月 27日の湛水域の面積を差し引いた面積を水

稲作付面積とした。国土地理院の数値地図 25000 よ

り市町村界ベクターを作成し，各市町村の水稲作付

面積を求め，良好な結果を得た。（図１） 

図１ RADARSAT による水田抽出結果 

 
(ⅱ) JERS-1/SAR よる中国江蘇省地区の解析 

1997 年 5 月 4 日の幾何補正済み LANDSAT/TM デ

ータに合わせて，98 年 1 月 22 日の JERS-1 の画像を

幾何補正し，この幾何補正済み JERS-1/SAR 画像に

あわせて，他の３時期の JERS-1 画像について幾何

補正を行った。それぞれの JERS-1/SAR 画像につい

て，水域および舗装面で後方散乱計数（BSC）の小

さいものと，それ以外の陸域に２分した。この２分

画像を３×３の多数決フィルタによりノイズ除去を

おこなった。この４時期のノイズ除去２分画像で，

４時期とも水域と判定された所を河川・湖沼等の水

域と分類し，４時期とも陸域と判定されてた所を水

田以外の陸地と分類し，これ以外の１時期から３時

期に水域と判定したところを水田と分類した。（図

３） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ LANDSAT/TM により作成された水田(白色) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ JERS/SAR により作成された水田(灰色) 
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RADASAT/SAR では，Ｃバンドの６cm マイクロ

波を利用しており波長が短いため，(ⅰ)に示したよ

うに稲が生長すると BSC は増加するが，JERS-1/SAR
はＬバンドで 23cm の長波長なので，水田において

は水稲の植物体を透過し水面とほぼ同じ BSC とな

った４）。 
 

エ 考 察 

リモートセンシングデータによる主要穀物の把握

手法に関して，光学センサとＳＡＲとの両者を用い

て検討した。SAR は全天候型センサであり，雲があ

っても地表面の観測ができ有用である。しかしなが

ら，現状では，１バンドのデータであり，多種類の

分類は困難である。光学センサと SAR センサを組み

合わせて使用することにより，広域の主要穀物栽培

面積の実態把握が可能になると思われる。 
 

オ 今後の課題 

把握手法の高度化のための衛星データの受信・処

理システムの検討が必要であり，この点については，

行政対応調査研究「食料安全保障」・環境研究「食料

変動予測」等の課題の中で実施予定である。 
 

カ 要 約 

広域の主要穀物の栽培実体を同定する唯一の方法

は，リモートセンシング技術の利用である。このた

め，従来の光学センサの利用法及び近年データ利用

が可能になった合成開口レーダ（SAR）を利用して，

主要穀物である水稲の作付け同定を主体にその利用

方法の開発を行った。光学センサにおいては，日本

国内での調査を想定し，毎年の非常に正確な面積把

握を行うため，SPOT/HRV という 20ｍの地上分解能

衛星を利用した解析，アジア地域での LANDSAT/TM
という直下し分解能 30ｍでの解析，さらに，広域把

握を目指し NOAA/AVHRR という地上分解能１km
のデータを利用した３種類の解析を行った。佐賀平

野での解析結果は，既存の統計とよく一致した。ア

ジア地域は中国を対象として行い，定性的に良好で

あった。SAR は雲を透過し地表の情報が収集できる

ため，梅雨期のある日本でも安定してデータを取得

することが可能であり，SAR は日本をはじめとする

アジアモンスーン稲作地帯のモニタリングに力を発

揮 す る こ と が 期 待 さ れ て い る 。 全 天 候 型 の

RADARSAT/SAR および JERS-1/SAR データを利用

し，水田の湛水・非湛水を同定することにより水稲

の作付面積の推定を行い，良好な結果を得た。 
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２ 作物モデルと衛星データによる広域的作物生

育把握手法の開発 
 

(1) リモートセンシングと作物生長モデルによる作

物生産動態の推定―方法論とケーススタディ－ 

 

ア 研究目的 

作物生産状況を広域にわたって定量的に把握し，

地域あるいは世界スケールにおける意思決定を支援

する情報収集手段として，衛星データを利用した高

精度のモニタリング手法を確立することが期待され

ている。 

しかし，衛星センサの仕様からくる制約ならびに

天候によるデータ取得の不確実性のために，衛星デ

ータ単独による作物生育状況の正確な把握は難しい

のが現状である。 
そこで，本研究では広域にわたって直接現況を把

握できる衛星リモートセンシングの利点を活かし，

時系列で得られる衛星データから水稲の作付け状況

および作付時期を精度良くモニタリングする手法を

開発した。さらに，気象データを入力とする作物生 
育モデルおよびメッシュ気象データを解析手法の

なかに組み入れることによって，高精度・高信頼性

の作物生育モニタリング手法の開発を目指した。 
 

 

図１ 衛生画像データ，生長シュミレーションモデル，および気象データを結合するためのシステムスキーム 
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イ 研究方法 

① 作物生長モデルと衛星画像データを結合するた

めのスキームの開発と検証 
気象データ等の地上観測情報，衛星観測画像，な

らびに作物生長のプロセスモデルを組合わせて利用

するために図１のようなスキームを構築した。各構

成部分はモジュール的になっているので，各モジュ

ールの構成要素はそれぞれの研究の進歩に応じて順

次差し替え，進化させることができる。ここでは，

水稲のシミュレーションモデルとして，堀江らによ

って開発された生長モデル SIMRIW を採用した。

SIMRIW は日々の気象データを入力として，稲の発

育ステージとバイオマス生長と収量を算出する構造

が比較的複雑でないモデルである。発育ステージは

出芽時に０，出穂期に１，完熟期に２となる発育指

数 DVI で表わされる。 
衛星データの面的イメージと比較を可能とするた

め，モデルへの入力データについても入手可能なデ

ータからメッシュ化データを生成できるようになっ

ている。メッシュ化計算にあたって必要となるメッ

シュ月別平均気温（平年値）およびアメダス日平均

気温（実況値）は気象庁から，メッシュ標高データ

については国土庁からそれぞれ提供を受けた。また，

日積算日射量は気象衛星データから算出したものを，

地上データにより検証して用いた。メッシュ日平均

気温やメッシュ DVI の計算にあたっては，ソフトウ

ェアを独自開発した。ソフトウェアの核は全てＣ言

語により記述されているのでパソコン，UNIX いず

れのプラットフォーム上でも実行可能である。 
このようなスキームを実際に動かしてその挙動と

実際的な問題点を探るため，茨城県の利根川流域の

地帯（東西約 43km，南北約 17km）を主要なテスト

サイトとして，ケーススタディを行った。衛星画像

は Landsat-T，ADEOS/AVNIR，SPOT/HRV 等を収集

した。これらは，ＤＮマッチングを行った後，６Ｓ

コードにより分光反射率に変換して稲の生育期間の

時系列データを得た。 
② 衛星画像解析による水田地帯の作付け情報の

把握に関するケーススタディ－タイ水田地帯

の作付け動向解析－ 
タイ国チャオプラヤデルタにおける乾季の稲生産

は水資源利用の不安定性のため，年次と地域によっ

てその作付けパターンが大きく変動する。そこで，

上記のような衛星画像を用いた手法を広域的に活用

していくための一ステップとして当該地域約 200 万

ha（灌漑区内）をテストサイトとして選択し，解析

を試みた。図２にそのテストサイトを示す。 

 

図２ 衛生画像 NOAA/AVHRR(1997)でみたタイ国チャオ 

プラヤデルタの解析領域，数値は行政区画： 

1．Chachoengsao, 2．Nonthaburi, 3．Pathumthani, 
4．Bamgkok, 5．Ayuthaya, 6．Lopburi, 7．Singburi, 
8．Suphanburi, 9．Angthong. 
 
衛星データとして，NOAA/AVHRR， ADEOS/ 

AVNIR，および JERS-1/VNIR の多時期の観測画像

を用いた。地上での空間解像度はそれぞれ NOAA/ 
AVHRR が 1km，ADEOS/AVNIR が 16m，そして

JERS-1/VNIR は 18m である。 NOAA/AVHRR は空

間解像度は粗いが，全域にわたって毎日観測されて

いるため，それらを連続的に解析することで時系列

的な変化情報の抽出には好適である。一方，後者は

観測領域と観測頻度には制約があるものの，空間解

像度が高いため地上での変化を詳細に捉えることが

可能である。 NOAA/AVHRR は 1:500,000 の， 
ADEOS/AVNIR と JERS-1/VNIR は 1:50,000 の地図

に基づいてそれぞれ正確な重ね合わせを行った。こ

こでは，植生指数 NDVI = (NIR - RED) / (NIR + 
RED)，および土壌背景の影響を除去するために考

案された指数 SAVI= 1.5･(NIR - RED) / (NIR + 
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RED+0.5)を主として用いた（NIR：近赤外バンド，

RED：赤バンド)。本目的のためにはバンドごとのデ

ータを直接用いるよりも，これらの指数を用いるこ

とによって粗データの誤差を相殺し，かつ植生の変

化をより効果的に検出できると考えたためである。 
 

ウ 結 果 

① 作物生長モデルと衛星画像データを結合するた

めのスキームの開発と検証 
利根川流域のテストサイトの夏期４シーンについ

ての水田領域の判別および抽出は，田植え直後１シ

ーンを組み合わせた２時期分類により効率よく実行

できることがわかった。また，水田の抽出画像に地

形図を重ね合わせて，抽出画像および地形図の妥当

性を相互検証をした結果，良好な結果が得られ，こ

のようなフローで水田領域を効果的に抽出できるこ

とが確認された（図３）。 

 

図３ Ladsat-TM 等に基づいた利根川サイトの水田マップ 

 
得られた水田抽出画像にシミュレーションによる

メッシュ DVI を重ね合わせることで，生育ステージ

等の情報を重ね合わせることができる。このように，

日々のメッシュ気象データと生長モデルから衛星画

像に対応した生育情報画像を作成するシステムを構

築し，衛星による水田域観測データと発育シミュレ

ーション結果を比較検証，結合利用することを可能

にした。 

つぎに，利根川下流の水田単作地帯をテストサイ

トとし，稲の全生育期間を通したモニタリングを試

みた。比較のためにタイのバンコク近郊の水田地帯

も３種類の衛星データ計７シーンを利用して解析し

た。同時に，気象条件から生育量を推定・把握する

ため生育モデルのコンピュータシミュレーションを

行った。モデルに入力したのは入手可能な気象要因

（気温・日射量・日照）である。 
     衛星データセンサ出力の直感的・視覚的補正法

を考案し，植生指数の時系列変化をより明確に認識

することを可能にした（図４）。一方，水稲生育シ

ミュレーションから LAI（葉面積指数）・バイオマ

スの時系列データが得られた（図５）。これにより，

時系列データを相互比較するシステムの原型を構築

することができた。本システムは，衛星データによ

る作付け面積および生育状況の定量化・高精度化の

ための重要なステップであり，さら実際的な検証を

進める必要がある。現在進みつつあるセンサの高度

化，衛星運用の効率化などによって，リアルタイム

の衛星データに基づいた実際的な地域スケールの作

況予測と生産予測へと将来展開するうえで不可欠な

システムと考えられる。 
 

 

 

図４ 利根川サイトにおける稲の生育に伴う植生指数の変化 
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図５ 利根川サイトおよびタイサイトにおける水稲生育の 

シミュレーション 
 

 

 

図６ 96～97 年乾季作付マップ：図中の黒線は県境界を，

灰色の背景領域は灌漑区全体を表している。作付は，

前期が主にデルタ南東端，中期に中央部，後期に上部

に集中していることがわかる。 
 

 

② 時系列衛星画像による水稲の広域的な作付け分

布及び作付け時期の解明 
タイ国チャオプラヤーデルタ全体（約 200x200km

エリア）を対象とし，水稲の作付け状況および作付

け時期を検出・推定し，デルタ全体の水稲作付け時

期別分布図を作成した（図６）。この作付マップに

より，デルタ内の作付け時期の地域的な違いが明ら

かにできることがわかった。その特徴は作付時期を

前期（EARLY：96 年 11 月～12 月）・中期（MAIN：

97 年 1 月～2 月）・後期（LATE：97 年 3 月～4 月）

の３時期に区分することでよく捉えられることがで

きる。 
作付け時期について，県毎の農業統計データと比

較したところ良い対応関係が見られ（図７，図８），

統計情報からは得られない地域的な作付け動向を把

握することができた。 

 

 

図７ 作付時期の県別推定：作付強度による。作付強度（グ

ラフ縦軸）は，乾季作全体の作付面積の対する，ある

特定の時期に作付された面積の比率として計算され

る。凡例の番号は，図６と共通。 
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図８ 衛星データから求めた水田作付強度と農業統計の比

較：作付強度のプロット。凡例の番号と県名は図６，

７に対応。 
 

一方，高解像度衛星データ（空間解像度約 20～
30m）では，観測領域は限られるものの，より詳細

な空間解像度で作付状況を把握することができる。

しかし，現時点では観測頻度が低い（最高で月２回

程度）ため，雲による観測不能期間が存在する。こ

れに対し，観測頻度が高い NOAA データからは乾季

全期間を通じた植生の時系列変化情報が得られるた

め，作期のずれによる数え落とし・他の植生との混

同が少なくなり，信頼性の高い分類結果が得られる。

このように広域的な分布を知るには NOAA データで

充分であるが，圃場レベルのより詳細な現地作付け

情報の取得には，高解像度衛星の利用も重要である。 
上記で作成されたチャオプラヤーデルタの作付マ

ップは，衛星画像データベースシステムを利用する

ことで，他の年度についても作成可能である。実際

的な利用はデータの整備状況に依存するため，総合

的なデータの整備を早急に進めることも現実的な課

題の一つである。 
以上，時系列で得られる NOAA 衛星データを利用

することによって，水稲の作付け時期別分布図を広

域的に生成することができた。これは，従来の農業

統計データからは得られない面的情報であり，作付

時期の地域的な違いや動向を把握することを可能に

することが示された。 
 

エ 考 察 

作物生長の評価や予測のためには，これまですで

に多くの作物生育モデルが開発されている。これら

は大別すると，①統計回帰モデル，②生理的プロセ

スを定式化し積み上げる詳細プロセスモデル，およ

び ③主要な生物学的関係のみに基づいたシンプル

モデルに分けられる。しかし，目的によって構造の

精粗，組み込む要因の数が大幅に異なっており，研

究面と実用面双方からみた得失が検討されそれぞれ

の限界も指摘されている。そして，生理過程の仮説

検証的な研究での利用はともかく，作物生産の診断

や予測といった実用面からはシンプルモデルが最も

利用価値が高いと考えられ，その信頼性向上や適用

範囲拡大，利用手法の整備が重要となっている。 
一方，衛星データによる収量評価についても米国

や EU を中心に多数の研究（大きなプロジェクトとし

ては，たとえば AGRISTARS，LACIE，MARS-STAT）
が行われ現在も種々の形で進行中である。しかし，

衛星データの一貫性の問題や空間解像度，観測頻度

などの制約もあり，現時点ではＮＤＶＩとの比較的

単純な関連づけにとどまっており十分に精度が上が

っているとはいえない。特に小面積でモザイク状の

土地利用が多いアジアでは低解像度が大きな制約と

なっていたため，今後，高解像度データによる生育

情報抽出の高度化が期待される。 
以上のように，生長モデルとリモートセンシング

のいずれも，きわめてすぐれた特性を有する一方，

限界もある。それらは以下のように要約される。 

すなわち，生長モデルにはすぐれた点として，①

シミュレーションにより仮想状態での予測等が可能，

②多数の要因を同時に扱える，③要因間の因果関係

を定量的に評価できる，④ダイナミックな変化を連

続的に表現できる，などの特性がある。しかし，問

題点として，①モデルの構造および組込める変量・

パラメータに限界がある，②結果の検証が困難なこ

とがある，③複雑なモデルの場合，要因間の因果関

係や結果に対する寄与の評価が困難な場合がある，

④入力データの収集が容易でない場合が多い，など

の悩みもある。 

一方，リモートセンシングについては，①非破壊・
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遠隔的・省力的，②広域性，③不可視信号の計測も

可能などのすぐれた特徴があるものの，①観測が瞬

時的かつ方向性がある，③空間解像度とデータ取得

頻度に制約がある，④一貫性のある物理量が得られ

たとして，それを対象の特徴量に翻訳する必要があ

る，などの問題点がある。 

したがって，ふたつの手法を結合して，両者のす

ぐれた特徴をより生かしたアプローチが有効と考え

られる。すでに，リモートセンシングと生長モデル

を結びつけるアプローチもいくつか試みられており，

大別して，①リモートセンシングデータを直接入力

としてモデルを駆動する方法，②モデルの出力をリ

モートセンシングデータで随時最新化しつつシミュ

レーションを続ける方法，および③モデルパラメー

タをリモートセンシングデータによってチューニン

グしモデルの最適化を図りつつシミュレーションを

続けるアプローチがある。現在のリモートセンシン

グデータの制約およびモデルの限界を考慮すると，

筆者らがすでに明らかにしてきたように，第３の方

法が最も有効と考えられる。 
本研究でもその応用として，不完全ながらも，こ

のような観点から衛星リモートセンシングデータと

生長シミュレーションモデルを活用した方法につい

て検討した。結果として，やはり，衛星データの信

号としての一貫性，すなわち大気情報の入手困難な

どのために物理信号（反射率）へ変換が不十分であ

ること，植生変量の推定アルゴリズムが研究途上に

あることなどの制約のために，現時点では直ちに実

用的な利用に移せるとは言いがたい。しかし，本研

究により，図１に示したようなシステムを構築し，

ケーシステムスタディによって，その有効性を検証

することができた。これによって，実用化に向けた

手法論的な検討が進み，長足の進歩を遂げつつある

センシング技術，衛星技術，情報技術の進歩を取り

込んで，それらを作物生産のモニタリングと予測へ

と総合的に活用するプラットフォームとしてのプロ

トタイプが構築されたといえよう。本研究では稲を

対象としたが，今後さらに多くの作物品種や多様な

条件での作物生産の高精度モニタリングへと，改良

と進化を図ることが必要と考えられる。 
 

オ 今後の問題点 

本研究で提示した方法をさらに多角的に検証し，

実用的なものとしていくためには，いくつかの環境整備と

さらなる研究深化が必要である。 

ひとつはデータ環境の整備である。すなわち，精

度のよい日々の気象データを広域的に整備すること

である。また，衛星データについても，高頻度，高

空間分解能，多波長というセンサ使用としては互い

に拮抗する要求を満たしていくことが求められる。

また，種々のシミュレーションモデルや，モニタリ

ング手法を検証し，高度化していくための検証デー

タを充実していく必要がある。わが国のような精細

で整備されたデータ環境は，現時点では他のアジア

諸国には望めないが，少数の地点でもそれらのデー

タセットを国際的な協力関係のもとで整備していく

ことも課題のひとつである。 
もうひとつは，手法のさらなる高度化である。本

システムは総合的であるとともに常に最新の研究成

果をモジュールの更新によって柔軟に取り込むこと

が可能である。したがって，作物シミュレーション

モデル，リモートセンシング手法のアルゴリズムな

ど個別分野の基礎的・開拓的な研究成果は，本手法

に絶え間なく反映していくことができる。これらの

最先端の研究をいっそう深化させるための研究プロ

ジェクトが望まれる。 
 

カ 要 約 

本研究では広域にわたって直接現況を把握できる

衛星リモートセンシングの利点を活かし，時系列で

得られる衛星データから水稲の作付け状況および作

付時期を精度良くモニタリングする手法の開発，な

らびに，気象データを入力とする作物生育モデルお

よびメッシュ気象データを解析手法のなかに組み入

れることによる，高精度・高信頼性の作物生育モニ

タリング手法の開発を目標とした。 
その結果，気象データ等の地上観測情報，衛星観

測画像，ならびに作物生長のプロセスモデルを組合

わせて利用するための総合的なスキームを構築した。

日々のメッシュ気象データと生長モデルから衛星画

像に対応した生育情報画像を作成するシステムを構

築し，衛星による水田域観測データと発育シミュレ

ーション結果を比較検証，結合利用することを可能

にした。 
また，時系列で得られる NOAA 衛星データを利用

し，乾季におけるタイ国チャオプラヤーデルタの水
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稲作付け時期別分布図を作成した。これによって，

従来の農業統計データからは得られない面的情報を

効率的に得られることを示した。 
以上，作物生育・収量の地域的および時間的変動

に関する情報を迅速・広域的に把握するための実用

的なシステム開発に向けて，作物生育モデルと高解

像度衛星データの統合的利用手法を考案しその可能

性を提示した。 
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(2) 広域的生育把握のための作物生長プロセスモデ

リング 

 

ア 研究目的 

農作物の生育や生産性の把握において，生長プロ

セスのシミュレーションに基づくモデル（以下生長

プロセスモデル）は，相関と回帰のみに基づくモデ

ルよりも適用性が広いと考えられている。後者のモ

デル作成が観測値にほとんど依存するのに対して，

プロセスモデルは，農作物の生長についての膨大な

農学的・生物学的研究蓄積を利用して作られている

からである。大胆に言えば，農作物の観測データが

無くても，プロセスモデルは適用可能である。地球

環境変化後の農作物生産性の予測や，広域的な農作

物生育の把握は，そうしたプロセスモデルの利用が

有効な場合であり，実際に利用されている。 
ただし，プロセスモデルの適用性が広いのは手法

としての利点であって，推定値の信頼性とは別であ

る。モデルである以上，現実の生長プロセスの細部

をすべて記述するわけにいかず，何らかの簡略化は

避けられない。そうした簡略化は，モデルのパラメ

ータとして明示的に表れ，あるいはモデルの構造に

内在する。例えば，日射利用効率（ radiation use 
efficiency）は，多くのモデルでパラメータとして扱

われるが，実際には個葉の光合成量を積分して得ら

れる群落光合成量と，同じく個葉の受光量を積分し

て得られる群落受光量の比であって，葉の窒素濃度

などに依存して変化する 13)。また，葉の窒素濃度は，

根による窒素吸収と，吸収した窒素の分配や再転流

の結果大きく変化するが，モデルによってはそれを

入力変数として扱ったり，窒素が生長に影響しない

場合に適用場面を限定して，窒素濃度自体を省略し

たりする。こうした簡略化は，モデルの推定値が真

の値から「ずれる」原因になるが，適用対象につい

て観測値があれば，パラメータの値を調節して，観

測値からの「ずれ」を小さくすることができる。こ

れを「キャリブレーション」と称し，それによって

モデルの推定値を真の値に近づけることができると

考えられている。 
本研究の目的は，世界の主な水稲生長プロセスモ

デルについて，実測値との比較・解析により，キャ

リブレーションの意義を明らかにし，また広域的生

育把握への利用可能性を評価することであった。 

イ 研究方法 

プロセスモデルの推定値と観測値の「ずれ」，裏返せ

ば「両者の一致程度」は，相関係数や回帰係数で評

価することが多い 7) が，この方法には問題があるこ

とが指摘されており 5, 10)，相関係数に代る評価基準

も提案されている 11, 15)。それらはしかし，「こうす

ると良い」という操作的な議論であり，なぜ相関係

数が不適当なのか，より適切な基準は何かについて，

基本に立ち返った考察は充分されてこなかった。本

研究では，モデルの推定値と観測値との平均偏差平

方和（MSD）を両者の「ずれ」の尺度として，相関

係数は MSD の一部に過ぎないことを明らかにした
8)。つまり，相関係数が不適当なのではなく，それ

だけでは不充分なのである。このことは，MSD を要

素に分解すると明確になった。すなわち 

∑
=

−=
n

1i

2
iin

1 )( yxMSD  LCSSDSDSB ++= ,  

[1] 
ただし 

2)( yxSB −=  

2)( SDmSDsSDSD −=  

)( rSDmSDsLCS −⋅⋅⋅= 12  

ここで x と y は，それぞれモデルの推定値と観測値

の平均値，SDsと SDmは推定値と観測値の標準偏差，

r は推定値と観測値の相関係数である。モデルの推

定値と観測値のずれ全体を MSD が表し，そのうち

SB は平均的な偏りを，SDSD は変動サイズの違いを，

そして LCS は変動パターンの違いをそれぞれ表す。

従来しばしば用いられている RMSD（ root mean 
square deviation. また RMSE: root mean square error
とも呼ぶ）と MD（bias）は，次のとおり MSD 及び

SB と直接関係付けられる。 

MSD = RMSD 2 

SB = MD 2 
MSD を[1]式のように展開することは，景気予測

の分野で既に提唱されているが 14)，プロセスモデル

については，今までに無かった。モデルの推定値と
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観測値を比較する際に，従来は RMSD と MD，そし

て相関係数（r）を合わせ考えて，注意深く解釈する

必要があったが，MSD を要素に分解するこの方法で

は，各要素が相加的であるので解釈は簡単である。 
こうして開発した方法を， IGBP-GCTE Rice 

Network3)で実施された，水稲生長プロセスモデルと

観測値の比較に応用した。用いたモデルは，

CERES-Rice12) ( 以 下 CERES) ， ORYZA19) ，

ORYZA-European1) (以下 ORYZAE) ，RICAM17)，

SIMRIW6)，TRYM16) の６種類で，水稲の観測データ

は 1980 年から 1989 年まで 10 年間の，南昌（中国）

の早稲と晩稲，盛岡（日本），そしてロス・バニオス

（フィリピン）の乾季作の計４セットであった。各

モデルは，出穂日，収穫日の観測値を用いて発育に

関してのみキャリブレーションを行った後，窒素や

水の制約が無いものとして，各地点の気象データを

入力して，生長シミュレーションを行った。すなわ

ち，発育以外の生長プロセスについては，キャリブ

レーション無しでいわゆる「ポテンシャル生長」を

推定し，その結果を観測値と比較して，MSD（[1]
式）とその要素を計算した。さらに，MSD の相対的

な大きさを評価するために，相対標準偏差（RRMSD）

を以下のように求めた。 

yMSDRRMSD /=  

ここで， y は観測値の平均値。 

 

ウ 結 果 

田植えから収穫までの生長期間の長さは，生長に

関して４つのデータセット間で最も大きな違いの一

つであり，最短の南昌早稲と最長の盛岡とでは，実

に 60 日間以上の差があった。発育については，観測

値を用いたキャリブレーションを行ったため，どの

モデルも RRMSD は 10-15%以下であった。ただし

ORYZA1 と ORYZAE は，盛岡の生長期間を 20 日程

度過小推定する傾向が見られた。一方コメ収量につ

いては，モデルは南昌晩稲とロスバニオス乾季作の

収量を，大幅に過大推定する結果となった。まずロ

スバニオス乾季作の収量は，ORYZA1 と SIMRIW，

TRYM が RRMSD で 50-60%過大推定した（図１a）。
また ORYZA1 と SIMRIW は，南昌晩稲の収量を

60-70%過大推定した（図１c）。どちらの場合も，過

大推定はほとんど SB によって生じた。つまり，モ

デルの推定値は 10 年間を通して過大推定となった。

南昌早稲（図１b）と盛岡（図１d）では，RRMSD
はどのモデルとも 10-20%の範囲にあった。 
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コメ収量を，地上部乾物重と，収穫指数（=コメ

収量／地上部乾物重）に分けて，観測値とモデルの

推定値を比較した。ただし，ロスバニオスは地上部

乾物重のデータが無かったので，この解析から除外

した。まず地上部乾物重は，南昌早稲で RICAM と

ORYZAE が 20-30%の過小推定となった（図２a）。
RICAM と ORYZAE は，南昌晩稲でも 30%前後過小

となったが，逆に SIMRIW，CERES，ORYZA1 は地

上部乾物重を 30-40%過大推定した（図２b）。盛岡で

図１. コメ収量の推定値と観測値の比較。 

      a. ロスバニオス乾季作、b. 南昌早稲、 

      c. 南昌晩稲、d. 盛岡 
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は，CERES と TRYM が 40-50%の過大推定となった

（図２c）。一方，収穫指数の推定では，地上部乾物

重の推定の偏りを打ち消す傾向が見られた。すなわ

ち，南昌早稲では RICAM が 25%以上過大となり（図

3a），また南昌晩稲でも，RICAM は約 40%過大推定

となった（図 3b）。このように RICAM は，地上部

乾物重の過小推定を，収穫指数の過大推定で打ち消

した結果，コメ収量の推定が他のどのモデルよりも，

観測値に近くなった（図１）。また，盛岡では多くの

モデルが収穫指数を過小推定し，特に CERES は 30%
以上過小となったが（図 3c），これは地上部乾物重

の過大推定を打ち消す結果となった（図１d）。いず

れの場合にも，MSD の大部分が SB すなわち 10 年間

共通の偏りであるのは，コメ収量と同様だった。 
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エ 考 察 
本研究で用いた水稲生長プロセスモデルは，いず

れも IGBP-GCTE Rice Network に登録されたもので，

過去の使用実績もあり，ほぼ確立されたモデルであ

る。モデルとの比較に用いた観測データも，同じく

Rice Network に登録されたもので，農業試験場等で

管理の良く行き届いた圃場で得られた。にもかかわ

らず，両者の間にはかなり大きなずれが生じ，その

大部分が系統的な偏り（SB）であった。 
原因は幾つか考えられるが，第 1 にモデルが「ポ

テンシャル収量」を推定したのに対して，観測値は

現実の圃場データだったことが挙げられる。ここで

「ポテンシャル収量」は，土壌養分や水が生長を制

約せず，気温や日射のみが生長を支配する条件下で

得られる農作物収量と解されるが，最大収量の達成

を意図した特別の実験でない限り，圃場実験で得ら

図 2. 地上部乾物重の推定値と観測値の比較。 

a. 南昌早稲、b. 南昌晩稲、c. 盛岡 

図 3. 収穫指数の推定値と観測値の比較。 

a. 南昌早稲、b. 南昌晩稲、c. 盛岡 
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れる収量が「ポテンシャル収量」を下回ることは，

ほとんど明白である。従って，図 1 で幾つかのモデ

ルが，コメ収量を 50％以上も過大評価したのは，驚

くにはあたらない。例えばロスバニオスのデータは，

国際イネ研究所の連続栽培圃場で得られたものだが，

同圃場における乾季作コメ収量の最高値は，1968 年

から 1991 年の間に 44%低下した 2)。その原因は，イ

ネの窒素吸収量の減少と窒素利用効率の低下だとさ

れているが，本研究で用いたロスバニオスの

1980-1989 年の観測値も，同様の原因で「ポテンシ

ャル収量」を下回ったものと思われる。 
本研究で見られたモデルの推定値と観測値とのず

れは，しかし「ポテンシャル収量」と実際の収量と

の差だけが原因とは思われない。モデルによっては，

観測値にかなり近い推定値を与えたものもあったか

らである。どのモデルもポテンシャル収量を与えて

いるはずだが，その値はモデルによって違うことに

なる。また，図 1 で分かるように盛岡では，どのモ

デルも観測値に近い推定値を与えたが，盛岡の観測

値は他の場所よりも「ポテンシャル収量」に近いの

だろうか？図２c と図 3c は，少なくとも幾つかのモ

デルについては，誤差が互いに打ち消し合った結果，

観測値に近い推定値を与えたに過ぎないことを示し

た。そのことはまた，収量の推定値が観測値に近く

ても，生長が適切にシミュレートされたとは限らな

いことも示している。 
本研究では，発育についてのみキャリブレーショ

ンをし，それ以外の生長についてはキャリブレーシ

ョン無しで推定を行った。「ポテンシャル収量」のモ

デル間の違いは，そのためであろうと考えられる。

発育には品種間差があり，観測値でキャリブレート

する以外に，品種ごとの発育パラメータを得る方法

は無いが，生長についても同様に，品種に合わせた

キャリブレーションが必要なのだろう。ただし，本

研究で扱った収量や地上部乾物重のみであれば，観

測値からのずれは SB が大部分であるから，推定値

に一定のテクノロジーファクターと称される係数を

かけることにより，SB をほとんど消去し，RMMSD
をほぼ 10%以下に減らせるだろう。そのことは，し

かし，モデルが途中の生長も適切にシミュレートで

きることを保証しない。葉面積や乾物重の継時的な

観測値に対して，モデルの各パラメータを調節する

キャリブレーションが必要である。 

以上，本研究で見られたモデルによる推定値と観

測値との違いは，「ポテンシャル収量」と実際収量の

差と，生長についてのキャリブレーションをしなか

ったことの両方によると考えられる。６つのモデル

を比較すると，コメ収量だけを見る限り，RICAM に

よる推定値が他のモデルよりも小さい（図１）。しか

し収量を地上部乾物重と収穫指数に分けてみると，

RICAM が他のモデルよりも観測値に近かったとい

うわけではない（図２，３）。それゆえ，観測値への

近さという点で，他よりも明らかに優れているモデ

ルは見出されなかった。また CERES-Rice や

ORYZA1 といった比較的複雑なモデルと，SIMRIW
や TRYM のような簡単なモデルとで，観測値とのず

れに違いは無かった。いずれにせよキャリブレーシ

ョンが必要で，またキャリブレーションによって，

ポテンシャル収量と現実ほ場収量との差というモデ

ルの構造上の「ずれ」が，カバーされ得ると考えら

れる。簡単なモデルは，パラメータの数が少なく，

キャリブレーションも一般に容易である。従って，

キャリブレーションを前提とした適用には，簡単な

モデル，例えば SIMRIW や TRYM が向いている。

ただし，モデルの構造上のずれをパラメータの調節

でカバーできる範囲は限られるので，対象とする農

作物の生長を支配する主な要因については，少なく

とも明示的にモデリングされていることが必要であ

る。 
 

オ 今後の問題点 

現在利用できる水稲の生長プロセスモデルの多くは，

ポテンシャル収量を与えるものである。キャリブレ

ーションによって，観測値に近づけることができる

とはいえ，それにより適用範囲が制限されることに

なる。現実の圃場における農作物の生育を的確に把

握するためには，窒素の収支を明示的に記述するこ

とが必要である。また東南アジアや南アジアに多い，

天水田水稲や陸稲を対象にするためには，土壌水分

制約の記述が必須である。こうした課題を実現しつ

つ，簡潔さを保ったイネ生長プロセスモデルの開発

が，今後期待される。また，プロセスモデルのキャ

リブレーション手法も，一層の改善が必要である。

本研究では，モデルの推定値と観測値の差の解析に

ついて，基本的枠組みを明らかにした。これに基づ

いて，より洗練された手法の開発が，今後のプロセ
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スモデルの利用において有用だろう。なお本研究で

は，スケーリングアップにともなう問題点，例えば

アグリゲーション・エラー4)は扱わなかったが，リ

モートセンシング情報を用いたプロセス・モデルの

広域適用においては，解決すべき重要な問題である。 
 
カ 要 約 

世界の主な水稲生長プロセスモデルについて，実

測値との比較・解析により，キャリブレーションの

意義を明らかにし，また広域的生育把握への利用可

能性を評価することを目的として研究を行った。 
まず，プロセスモデルの推定値と観測値の「ずれ」

を評価する方法を開発した。この方法は，推定値と

観測値の平均偏差平方和（MSD）を両者の「ずれ」

の尺度とする。MSD はさらに，平均的な偏りを表す

SB，変動サイズの違いを表す SDSD，そして変動パ

ターンの違いを表す LCS の 3 要素に分解される。 
この方法を，IGBP-GCTE Rice Network で実施され

た，水稲生長プロセスモデルと観測値の比較に応用

した。用いたモデルは，CERES-Rice，ORYZA1，
ORYZA-European，RICAM，SIMRIW，TRYM の６

種類で，水稲の観測データは 1980 年から 1989 年ま

で 10 年間の，南昌（中国）の早稲と晩稲，盛岡（日

本），そしてロス・バニオス（フィリピン）の乾季作

の計４セットであった。各モデルは，発育について

観測値を用いたキャリブレーションを行った後，各

データセットの気象データを用いて「ポテンシャル

生長」を推定し，コメ収量の観測値と比較した。そ

の結果，ロスバニオスと南昌晩稲では，モデルの推

定値は観測値を大幅に上回った。コメ収量を地上部

乾物重と収穫指数に分けて，観測値と推定値を比較

したところ，盛岡では地上部重を過大推定し，収穫

指数を逆に過小推定した結果，両方の誤差が打ち消

し合って，コメ収量が観測値に近くなったことが分

かった。一方南昌では，地上部重を過小推定するモ

デルもあった。観測値と推定値の近さにおいて，他

よりも明らかに優れているモデルは無かった。 
以上のような，モデルの推定値と観測値との差が

生じた原因は，現実の収量と「ポテンシャル収量」

の違いと，生長についてキャリブレーションをしな

かったことの両方だと考えられた。キャリブレーシ

ョンによって，「ポテンシャル収量」と実際収量との

差を小さくできるにしても，窒素や土壌水分といっ

た農作物生育に対する基本的制約を，簡潔かつ明示

的にモデリングすることが，今後さらに必要なこと

が明らかになった。 
 

キ 引用文献 

1) Casanova, D. Ph.D. thesis "Quantifying the effects 
of land conditions on rice growth: a case study in 
the Ebro delta (Spain) using remote sensing". 
Wageningen Agricultural University, Wageningen, 
The Netherlands (1998). 

2) Dorberman, A., Dawe, D., Roetter, R.P., and K. 
Cassman. Agronomy Journal 92, 633-643 (2000). 

3) Gregory, P.J., Ingram, J.S.I. and K. Kobayashi. 
Global Environmental Research 3, 71-77 (2000). 

4) Hansen, J.W. and J.W. Jones. In M.V.K. Sivakumar 
ed. "Climate prediction and agriculture", pp. 
77-117. International START Secretariat, 
Washington, D.C., USA (2000). 

5) Harrison, S.R. Agricultural Systems, 34, 183-190 
(1990). 

6) Horie, T., Nakagawa, H., Centeno, H.G.S., and M.J. 
Kropff. In R.B. Matthews, M.J. Kropff, D. Bachelet, 
and H.H. van Laar eds. "Modeling the impact of 
climate change on rice production in Asia", pp. 
51-66 (1995). 

7) Kiniry, J.R., Williams, J.R., Vanderlip, R.L., 
Atwood, J.D., Reicosky, D.C., Mulliken, J., Cox, 
W.J., Mascagni, H.J., Hollinger, S.E., and W.J. 
Wiebold. Agronomy Journal 89, 421-426 (1997). 

8) Kobayashi, K. and M.U. Salam. Agronomy Journal 
92, 345-352 (2001). 

9) Kropff, M., Matthews, R.B., Laar, H.H. van, and 
H.F.M. ten Berge. In R.B. Matthews, M.J. Kropff, 
D. Bachelet, and H.H. van Laar eds. "Modeling the 
impact of climate change on rice production in 
Asia", pp. 27-50 (1995). 

10) Mitchell, P.L. Agricultural Systems. 54, 313-326 
(1997). 

11) Mitchell, P.L. and J.E. Sheehy. In M.J. Kropff, P.S. 
Teng, Aggarwal, P.K., Bouma, J. Bouman, B.A.M., 
Jones, J.W. and H.H. van Laar eds. "Applications of 
systems approaches at the field level" Vol. 2, pp. 
437-451. Kluwer Academic Press, Dordrecht, The 



 －39－ 

Netherlands (1997). 
12) Ritchie, J.T., Alocilja, E.C., Singh, U., and G. 

Uehara. In E. Humphereys, E.A. Murray, W.S. 
Clampett and L.G. Lewin eds. "Weather and rice", 
pp. 271-281. IRRI, Los Banos, The Philippines 
(1987).  

13) Sinclair, T.R. and T. Horie. Crop Science 29, 90-98 
(1989). 

14) Theil, H. Applied Economic Forecasting. 
North-Holland Publishing Co., Amsterdam, The 
Netherlands (1966). 

15) Wallach, D. and B. Goffinet. Ecological Modeling 
44, 299-306 (1989). 

16) Williams, R.L., Durkin, C.O. and M. Stapper. In E. 
Humphereys, E.A. Murray, W.S. Clampett, and L.G. 
Lewin eds. "Temperate rice - achievements and 
potentials", pp. 703-710 (1994). 

17) Yin, X. and C. Qi. Acta Agronomica Sinica 20, 
339-346 (1994). 

（小林 和彦） 



 －40－ 

第Ⅱ編 地球温暖化等に伴うアジア地域の 
食料生産変動の予測 

 

第１章 リモートセンシング等による生産 
変動要因の把握手法の高度化 

 
１ 温暖化等に伴う中長期的な気候変動シナリ

オの作成 
 
ア 研究目的 
近年，長･中期的なスケールの地球環境変動が農

業生産に及ぼす影響が指摘されており，人口増加や

農耕地面積の減少などにより，今世紀中頃の食料生

産量がどのような影響を受けるのかを予測すること

が極めて重要な研究課題となっている。 
この課題に対応するため，東・東南アジアについ

て，作物収量変動を把握し推定するために必要な，

詳細な時間-空間スケールでの東・東南アジアの気候

変動シナリオを作成することが必要となる。現在，

大気中の二酸化炭素濃度の上昇による温暖化の予測

にはいくつかの大気大循環モデル(以下，GCM)が用

いられているが，全球数値実験の結果であるこれら

の GCM シナリオは空間分解能がいずれも経度方向

3～5°，緯度方向 3～6°と粗く，作物収量変動等を

把握，推定するには不十分である。そこで本課題は

上記の目的に適したシナリオを作成することを目的

とする。ここで作成されたシナリオは，本研究の全

体の課題で活用されることが期待される。 
 
イ 研究方法 
（ア）気候変動シナリオを作成するために必要な気

候グリッドデータのうち，日本と韓国における気温

と降水量に関する 1km の気候グリッドデータを韓

国気象庁応用気象局との共同研究を実施することに

よって作成した。これを用いて Miami model（Lieth，
1973）から純一次生産力(以下，NPP)を算出し，それ

ぞれの地域についてその分布を明らかにした。 
（イ）今回，気候変動シナリオを作成するために用

いたGCMシナリオは IPCC-DDC(1997)で温暖化よる

影響評価のために提案されたもののうち，

ECHAM4/OPYC3(DKRZ，ドイツ)，CCCM1 (CCCma，
カナダ)，CSIRO-Mk2(CSIRO，オーストラリア)，

CCSR-98(CCSR，日本)の４つであり，各 GCM シナ

リオとも CO2 濃度が年率 1% ずつ増加する

IPCC-IS92a シナリオにもとづいた漸増実験結果で

ある。 
各 GCM シナリオには最高気温，最低気温，平均

気温，降水量，日射量の５つの気候要素が含まれて

いる。この各要素の 2000 年～2099 年までにおける

10 年毎の 10 年間の月別平均値を，50km の全球気候

グリッドデータ(IPCC-CRU Global Climate Dataset)を
ベースグリッドデータとして平年差法(清野，1993)
を用いて作成した。 
次に対象地域を中国，インド，インドシナ諸国，

フィリピン，インドネシア，韓国および日本が含ま

れる北緯 50°から南緯 12°，東経 66°から 150°
の領域とした。また作物の栽培環境を，栽培期間内

における０℃以上の有効積算気温(SDD)と，降水量

と可能蒸発散量との差から定義した有効水分量

（AWR）の二つの気候資源量によって分類した。こ

れらの気候資源量を，IPCC-CRU(New，1999)によ

る 1961～1995 年の平年気候グリッドデータ（現在の

気候データ）と上記で作成した将来の気候変動シナ

リオを用いて算出し，現在の気候条件下と気候変動

時におけるそれぞれの分布図を作成した。これによ

り，対象地域における作物の栽培環境の気候変動に

よる変化を考察した。 
（ウ）作物の栽培が適切に行われるために必要な気

象条件を，播種から収穫までの栽培期間における平

均気温と降水量（以下，気候的拘束条件）で定める

(Table1)。これを用いて世界の作物生産地域におい

て，栽培期間内の気象が気候的拘束条件を満たさな

い頻度を現在の気候データと将来の気候変動シナリ

オを用いて調べた。ここで主要作物(イネ，春・冬コ
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ムギ，トウモロコシ)の栽培期間については，USDA
（1994）と FAO（2000）から，各国の標準的な期間

(播種から収穫までの時期)を決定した。また，各作

物の生産地域はUSGS土地被覆分類図（USGS，1997）
から決定した。 
 
ウ 結 果・考 察 
（ア）日本と韓国における気候データおよび NPP の

分布の特徴 
ａ）日本では年平均気温が-5.9～24.9 ℃，年降水量

が 650～4676 mm の範囲で，韓国ではそれぞれ 2.1
～14.9 ℃，1453～1723 mm の範囲で分布する。 
ｂ）NPP は，日本では 3.5～24.9 t dry matter ha-1の範

囲で，韓国では 8.2～18.2 t dry matter ha-1の範囲で分

布している（図.1）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図１ 気候データより算出した日本と韓国における 

NPP の分布 

ｃ）降水量から求めた NPP と気温から求めた NPP
の差の分布を日本と韓国に関して示す(図.2) 。これ

はその地域が気候的に気温と降水量のどちらがNPP
の制限要素となっているのかを示している。日本で

は，関東北部から長野・山梨県の盆地地域，瀬戸内

海沿岸東部で，韓国では慶州（ｷｮﾝｼﾞｭ）などの東部

平野部と，大邱（ﾃｸﾞ）・尚州（ｻﾝｼﾞｭ）などの中央部，

烏山（ｵｻﾝ）・禮山（ｲｪｻﾝ）付近，湖南（ﾎﾅﾑ）平野，

木浦（ﾓｯﾎﾟ）付近などの西海岸地域でこの差が負と

なり，これらの地域では気温よりも降水量によって

NPP が大きく影響をうけることが示唆された。すな

わち，これらの地域では低温による冷害よりも，少

雨による干害の被害を受けやすい。 
 

 

図２ 降水量から求めた NPP と気温から求めた 

NPP の差の分布 

 
（イ）東・東南アジアでの温度，水分資源量分布と

その気候変動時の変化 
東，東南アジアのイネ栽培地帯に見られる栽培形

態を積算気温(SDD)と有効水分量(AWR)の分布か

ら分類した。図におけるセル中の数字は SDD と

AWR から定めた気候資源量区分の分類番号を示し

ている（図.３）。 
これによると，縦軸の SDD と横軸の AWR によっ

て栽培体系はそれぞれ次のようにおおまかに分類さ

れる。SDD が 4000℃days 以下は，コムギ・トウモ

ロコシなどの一期作栽培地帯，4000～5800℃days で
は，イネとコムギなどの二期作栽培地帯，5800～
8000℃days では，イネの二期作と他の作物の三期作

栽培地帯，8000℃days 以上では，熱帯作物の栽培地

15 ºC以上， 
32 ºC以下 

400 mm以上 

 

イネ 

16 ºC以上， 
29 ºC以下 

250 mm以

上， 

トウモロコシ 

13 ºC以上， 
20 ºC以下 

100 mm以

上， 
春コムギ 

4 ºC以上， 
 18 ºC以下 

150 mm以

上， 

冬コムギ 
平均気温 総降水量  

表1 主要作物の栽培期間における適切な気候条件 
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帯となる。また，AWR が 1000ｍｍ以下では湿潤条

件での栽培が不可能な地帯，1000～2000mm では通

年作が可能な地帯である。Fig.４に現在の気候条件

下での SDD と AWR の分布を示す。アジアのイネ栽

培地帯は分類区分 1，2，3，4，6，9，10，11，13，
14 に主に分布していた。中国のハイブリッドイネ栽

培地帯もしくは湿潤潅漑イネ栽培地帯は区分 6，9，
10，13 に分類された。日本，韓国は主に区分 10，14
に属し，湿潤潅漑イネ栽培地帯に分類された。タイ，

フィリピン，インドネシアの東南アジア地域の一部

は区分 2，3，4 に属し，イネの二期作が可能な地帯

と考えられることが確認された。また，区分 1 の分

布のようにインドの大部分では有効水分量である

AWR が負の値となり，イネの湿潤作が不可能な地

帯に分類され，これは水資源量が不足していること

を示している。インドネシアおよび中国の一部でも

AWR の値が負となり，水資源量の限界を下回る地

域が存在する。全体として当該領域のイネ栽培地帯

では SDDなどの温度資源量よりもAWRなどの水資

源量がイネ生産の主たる制限要素になっていること

が明らかになった。 
 

 
Irrigated ｄｒｙ：乾燥灌漑イネ栽培地帯 Irrigated wet：湿潤灌漑イネ栽培

地帯 Upland：陸イネ栽培地帯 Hybrid：ハイブリットイネ栽培地帯  

 

図.３ 有効積算気温（SDD）と有効水分量（AWR）から定め

たイネ主要栽培地帯における気候資源量の分類区分 

 

図５は気候変動シナリオに基づく 2060 年代（大

気中二酸化炭素濃度が現在のほぼ２倍となった状

況）における SDD と AWR の分布の予測である。こ

こでは ECHAM4 と CCSR による予測結果を示す。

ECHAM4はインド，中国の一部の地域を含む区分 1，

5，9 の AWR の分布が現状と同程度の水資源量にと

どまると予想した。さらに，CCSR では日本・韓国

で AWR が増加し，イネの通年作が可能になること

が示唆された。また，インドを含む区分１も同様に

AWR が若干増加したが，通年作が可能な値までに

は達しておらず，依然水資源量不足の傾向にある。

他の地域においても顕著な変化は見られなかった。 
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図４ イネの主要栽培地帯における気候資源量の分布（栽培

期間中における有効積算気温(SDD)と有効水分量

(AWR)）1960 年から 1995 年までの平均気候条件での値 

 
（ウ）作物の栽培期間における将来の気候条件の変

動 
図６に冬コムギの栽培期間における降水量が過剰

になる年の(過去と将来 35 年間での)出現頻度の差を示

す。南米，ヨーロッパ，中国南部で出現頻度の大幅な

増加が見られた。また，図.７にトウモロコシの栽培期

間での降水量が不足する年の出現頻度差を示した。こ

れよりヨーロッパ，アメリカ南部の主要栽培地帯での

出現頻度が大きく増加することが予測された。 
 
エ 今後の問題 
今回用いた方法で GCM シナリオから気候変動シ

ナリオを作成する場合，そのグリッドの大きさはベ

ースマップとなるグリッドデータのグリッドの大き

さに依存する。東・東南アジアから全球スケールで

の解析では 50km グリッドの気候データをベースマ

ップとして使用した。この範囲でより詳細なスケー

ルの解析を行うためには，グリッドがこれより細か

い気候データをベースマップとして使用することが



 －43－ 

必要になってくるものと思われる。 
 
オ 要 約 
（ア）日本と韓国について現在の気候データをグリ

ッド化し，NPPを算出し，制限要素となる気象要素，

地域を考察した結果，降水量によって NPP が制限を

受ける地域が明らかになった。 
（イ）東，東南アジア地域のイネ生産地帯において，

現在の気候条件下と気候変動時の温度資源量と水資

源量の分布について考察した結果，現在の気候では，

多くの地域で水資源量が制限要素になっており，気

候変動時には，その水資源量が増加する傾向が認め

られたが，インドなどの低緯度地帯では，依然水資

源量不足の傾向にある事が示唆された。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 気候変動シナリオに基づいたイネの主要栽培地帯に

おける気候資源量の分布（A：ECHAM4 シナリオ，B：CCSR

シナリオ） 

 

（ウ）世界の作物生産地域の過去と将来 35 年間につ

いて，各作物の栽培期間における降水量が過剰にな

る年と不足する年の出現頻度を調べた結果，気候変

動時に南米，ヨーロッパ，中国南部で降水量が過剰

になる年の出現頻度の大幅な増加が見られた。反対

に，ヨーロッパ，アメリカ南部で降水量が不足にな

る年の出現頻度が大きく増加した。 

 
 

図６ 冬コムギの栽培期間における降水量が過剰になる年

の(過去と将来 35 年間での)出現頻度の差 

 

 
 

図７ トウモロコシの栽培期間における降水量が不足する

年の(過去と将来 35 年間での)出現頻度の差 
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２ リモートセンシング等による農耕地資源の

変動予測 
 
ア 研究目的 

人間活動により，大気中の温室効果ガス濃度が上

昇し，地球の平均気温は最近 100 年間で 0.3-0.6°C 上

昇した。その結果，人口の多いアジアでも，環境が

作物栽培に適さなくなる可能性がある。本研究では，

アジアを対象に，食料生産変動を予測するうえで必

要となる，地球温暖化に伴う農耕地資源の変動を予

測する。 
既存の耕地で現在と気候変動後の農業生態系ゾ

ーン(AEZ)を国別に推定する。さらに，主要穀類（イ

ネ，コムギ，トウモロコシ）の栽培適地で，現在の

栽培期間中の気候資源の変動を予測する。 
 
イ 研究方法 

土地利用データには IGBP Data and Information 
System office (IGBP-DIS) 土 地 被 覆 分 類 図

(USGS-EDC/DAAC 2000)，気候データには The CRU  
Global Climate Dataset（1961-1990 年）(New et al. 
1999) と 東 大 CCSR(Center for Climate System 
Research) GCM の結果（2000s-2090s）(Sumi and Abe 

personal communication)を用いた。主要穀類の栽培期

間は，Major World Crop Areas and Climatic Profiles 
(World Agricultural Outlook Board 1994)と Country 
Rice Facts (Crop and Grassland Service 2000)を参照し

た。栽培適域は，World Agroclimate and Crop Climate 
(Cui 1994)と農学大辞典(Noguchi and Kawada 1987)
を参照した。 

以下の方法で解析を行った。 
(1) AEZ の計算：気候データから，年間積算気温

と降水量可能蒸発散量差(P-PET)を用いて

AEZ(Bachelet and Kropff 1995)を区分する。 
(2) データの統一：すべてのデータを Projection = 

Equirectangular, Spheroid = Clarke1866, Cell size 
= 1 km で統一する。 

(3) 国別 AEZ の集計：東～南アジア 16 カ国

(Bangladesh, Cambodia, China, Indonesia, India, 
Japan, Korea D P Rp, Korea Rep, Laos, Mongolia, 
Myanmar, Malaysia, Philippines, Thailand, Taiwan, 
Viet Nam)の耕地内の AEZ 面積を国別に集計す

る。 
(4) 気候資源の変動予測：東～南アジアの主要穀

類栽培地域（図１）で，現在の栽培期間中の積

算気温と降水量の変動を調べる。 
 

 
 

図 1 現在の栽培期間中の積算気温と降水量の変動を調べた主要穀類栽培地域 
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ウ 結 果 
(1) 現在の耕地の AEZ を推定した(図 2 (a))。土

地被覆分類図による耕地面積は 6,924 x103 km2 
で， FAO の 1997 年耕地面積 6,944 x103 km2とほ

ぼ等しい。 
(2) 現在の耕地での 2060 年の AEZ を推定した(図

2 (b))。2060 年における，現在の耕地分布域での

AEZ 分布を示している。 

(3) バングラデシュの栽培期間内の気温と降水量変

動の例を表 1 に示す。イネ 2 期作地帯の Boro 季の

N. Rajshahi は気温が上昇し，2,594 degree day から

3,563 degree day になる。コムギ作地帯の Aman 季

の Dhaka は降水量が増加し，2,569 mm から 4,171 
mm になる。 

 

 
(a) 1961-1990 年 

 
(b) 2060 年 

 
 

図 2 東～南アジア全体での AEZ の変動 
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表 1 バングラデシュの気候変動 

(a) 積算気温の変動：（上）Aman 季 (May-Nov)，（下）Boro 季 (Jan-Apr)。 
degree days 1961-90 2000s 2010s 2020s 2030s 2040s 2050s 2060s 2070s 2080s 2090s 
Dhaka 5,785 5,900 5,972 5,977 6,092 6,189 6,170 6,297 6,362 6,319 6,398 
Khulna 5,940 6,058 6,116 6,126 6,217 6,318 6,300 6,423 6,486 6,438 6,517 
N. Rajshahi 5,768 5,876 5,992 5,970 6,152 6,245 6,247 6,366 6,422 6,421 6,496 
Dhaka 2,689 2,924 3,136 3,015 3,308 3,294 3,426 3,494 3,515 3,637 3,594 
Khulna 2,854 3,089 3,266 3,154 3,410 3,405 3,532 3,594 3,619 3,722 3,690 
N. Rajshahi 2,594 2,847 3,080 2,950 3,278 3,274 3,385 3,466 3,484 3,609 3,563 

 
(b) 積算降水量の変動：（上）Aman 季 (May-Nov)，（下）Boro 季 (Jan-Apr)。 

mm 1961-90 2000s 2010s 2020s 2030s 2040s 2050s 2060s 2070s 2080s 2090s 
Dhaka 2,569 3,032 3,944 4,266 2,921 3,828 3,821 3,763 5,226 3,770 4,171 
Khulna 1,740 2,168 2,518 2,822 2,043 2,595 2,546 2,507 3,131 2,561 2,805 
N. Rajshahi 2,280 2,874 3,213 3,769 2,642 3,322 3,365 3,177 4,105 3,429 3,431 
Dhaka 330 842 594 680 500 601 527 470 289 370 502 
Khulna 189 523 251 357 248 272 275 250 159 186 252 
N. Rajshahi 153 284 226 260 184 235 220 224 130 154 198 

 

エ 考 察 
(1) 東～南アジア全体では，2060 年には温暖化と

多雨の影響により，zone13 - 14の面積が減少し，

より高温または多雨区分が増える傾向がある。

熱帯は，乾燥帯(zone1)が減少し，湿潤帯(zone4)
が増加する。これは，旱魃の危険は減るが，洪

水の危険が増すことを示唆している。 
(2) 気温上昇は，イネ 2 期作地帯の冷涼期栽培には

好影響となるが，コムギ作地帯には過熱の悪影響

を及ぼす。降水量増加は，乾季のイネ栽培には好

影響となるが，雨季には洪水の危険を増し，コム

ギ栽培には湿害を招く恐れがある。 
 
オ 今後の問題点 

研究期間が 1 年短縮されたため，栽培期間と地

域の移動の問題が残された。これについては，次

年度以降の特別研究費で行う。 
 
カ 要 約 
(1) 東～南アジアの耕地では，気温が上昇し降水量

が増えると予測される。 
(2) イネ 2 期作地帯の冷涼期栽培と乾季のイネ栽培

に好影響となるが，雨季の洪水の危険が増す。コ

ムギには高温と多湿の害が予測される。 
 

キ 引用文献 
1) Bachelet, D., and Kropff, M. J., The impact of 

climatic change on agroclimatic zones in Asia. In 
Modeling the Impact of Climate Change on Rice 
Production in Asia, edited by R. B. Matthews, M. J. 
Kropff, D. Bachelet and H. H. van Laar, 
(Wallingford: CAB International, ISBN 
0-85198-959-4), 85-94, 1995. 

2) Crop and Grassland Service, Country Rice Facts. In 
http://www.fao.org/WAICENT/ 
FAOINFO/GRICULT/AGPC/doc/riceinfo/Corifa.ht
m, (Rome: International Rice Commission, The 
Food and Agriculture Organization, The United 
Nations), 2000. 
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(Hangzhou: Zhejiang Science and Technology 
Publishing, ISBN 7-5341-0656-7), 1994 (in 
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第２章 アジア地域の主要穀類の生産力の 
予測及び生産変動の推定 

 
 
１．異常気象の予測情報解析及びその気候変動シ

ナリオとの統合化 
 
ア 研究目的 

CO２ など温室効果気体の増加に伴う気候変化(地
球温暖化)予測は ,主に大気海洋結合モデル(CGCM)
を用いて行われている。しかしながら，このような

気候変化による農業生産量など社会・経済への影響

評価を行うためには，平均的な気候の変化のみなら

ず，その年々変動度や異常気象の発生頻度をも含め

たより高分解能の出力値が必要である。ところが

CGCM の実験では，モデル内の物理過程や空間的精

度が不十分であるため，降水量の再現性と予測精度

が悪く，各 CGCM 間の差異も大きい(IPCC, 1996)。
また CGCM の結果をネスティングして高分解能の

予測値を求める地域気候モデル実験も，いまだ発展

途上である(佐藤，2000)。これらの弱点を補う意味

で，観測データから得られる年々変動・異常気象シ

ステムの変動を CGCM の予測結果に適用する統計

的ダウンスケーリング手法(SDM)を用いた予測値

の高分解能化手法が発展してきた(例えば von 
Storch et al., 1993)。 

本研究では夏季(6～8 月)の東アジアを対象とし，

まず観測データの統計解析により，東アジアの異常

気象や気候変動の要因となるエルニーニョ現象やブ

ロッキング現象(オホーツク海高気圧)の盛衰，およ

び大規模な火山噴火との関連を明らかにする。つぎ

に，CGCM の出力結果に気候の年々変動度や異常気

象の情報を統合できる SDM を用いて，温暖化時の

降水量予測を試みるとともに，CGCM の出力結果が

比較的信頼できる気温の情報と合わせて，温暖化時

の東アジア農業への影響を推察する。 
 
イ 研究方法 

まずエルニーニョ年を判断するために，タヒチと

ダーウィンの気圧差で定義される南方振動指数

(SOI)を用いた。その結果，2 年連続したエルニーニ

ョ年 11 ケース(1951/52, 53/54, 57/58, 63/64, 65/66, 
69/70, 72/73, 77/78, 82/83, 86/87, 87/88 年)，および

エルニーニョからラニーニャに転じた 10 ケース

(E/L 年; 1952, 55, 68, 70, 73, 78, 81, 86, 88, 90
年)が抽出された。それぞれの例について，対数化さ

れた降水量の平年偏差を算出するとともに，正規化

された降水量の標準偏差を上回る(下回る)降水量が

あった場合を異常多雨(異常少雨)と定義して，全ケ

ース中の出現頻度を計算した。また 1991 年 6 月に発

生したピナトゥボ火山(フィリピン)の噴火の影響を，

その後の対流圏および成層圏の気温変化から追跡し

た。 
GCM デ ー タ の 解 析 で は ， 気 象 研 究 所 の

CGCM(MRI-CGCM1)による，CO２ 濃度一定の基準

実験(CTL)および CO２ 濃度が年 1%複利で増加する

温暖化実験(GCO2)の結果を用いる(Tokioka et al., 
1995)。気温については GCO2 の結果をそのまま用

いて，北東アジアに冷夏をもたらすエルニーニョや

オホーツク海高気圧が気温の年々変動に与える影響

を考察した。また降水量については，CTL における

エルニーニョ－モンスーンシステムと実際の気候シ

ステムとの比較を行った。 
さらに降水量については，CGCM の地上気圧

(SLP)および観測された SLP と降水量を用いて，以

下に示す SDM により，長期変化と年々変動の詳細

な地域性を示した。なお SDM を適用する範囲は

20-50N; 105-150E，入力値として用いる SLP の範囲

は 20-60E; 100-170E とし，主に CO２ 倍増時(61-80
年平均)の変化を見た。 
①まず i グリッドにおける j 年の観測降水量 Yｉｊを

回帰する式を作成する。 

∑
=

+=
p

1m
1mjimij ba ＺＹ   ……（1） 

ここで Zｍｊは正準相関解析による，CTL で降水変動

に関連した SLP 変動モードである。また各成分 Zｍ
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は独立であるため，ａｉｍは Y と Z の偏回帰係数を表

す。 
②次に，温暖化時の SLP 変化パターンを CTL の正

準相関パターン hｍ から構築する。 

∑ ∑
= =

=→=
q

1k

q

1k
kjmkmjkjmkmj hh ､､ ＸＺＸＺ  

ここで Xｉｊは CTL，X`ｉｊは GCO2 におけるそれぞれ

の SLP 偏差である。また hｍｉは CTL および GCO2
に共通な正準相関パターンで，Z`ｍｊは温暖化時の

SLP 変動パターンである。 
③(1)式の Zｍ を Z`ｍｊに入れ替えて，温暖化時の降

水量予測値 Y`ｉｊを算出する。 
 
ウ 結 果 
(ｱ) 実際の気候システムでは，オホーツク海高気

圧の活動に 10 年スケールの変動が見られ，対応

して北日本の冷夏期もおよそ 20 年ごとに出現す

ること(西森，1999)，および CGCM-CTL でも同

様の 10 年スケール変動が見られること(西森・

鬼頭，1999)がわかっている。ここでは GCO2 に

おいても，なおオホーツク海高気圧に 10 年スケ

ールの変動が見られ，北東アジアの相対的な冷 

夏は，少なくとも 70 年後までには，数 10 年おき

に頻発する可能性があることを示した(図 1)。 

 

図1 GCO2により予測された東アジア域(30-50N; 130-150E)

夏季平均気温の経年変動 

CTL150 年平均との差を示す。 

 
(ｲ) エルニーニョ年もしくはその翌年には，東ア

ジアの多くの地域で降水量や降水強度が増加す

る。中国東北区では，エルニーニョ 1 年目，2 年

目とも梅雨期から秋にかけて多雨となる(図 2a)。
また中国華南でも，1 年目の夏後半以降の多雨と，

E/L 年夏の異常多雨がみられる(図 2c)。さらに南

西諸島ではエルニーニョ 2 年目の夏に多雨とな

るが，E/L 年では少雨になる(図 2b)。 

 
(ａ)             (ｂ)             (ｃ) 

 

 
図２ エルニーニョ～ポストエルニーニョ年における降水量の平年偏差と異常降水 

(a)ハルビン，(b)那覇，(c)広州 

太実線と■細実線は，2 年連続したエルニーニョの 1 年目から 2 年目にかけての，○

太破線 と●細破線はエルニーニョからラニーニャに転じたケースの 1 年目から 2 年目

にかけての，それぞれ降水量平年偏差(mm：太線)および異常降水出現頻度(%：細線)を，

それぞれ示す。 
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(ｳ) (ｲ)のようにエルニーニョ年に梅雨前線域で多

雨となることは，CGCM でも良く再現されてお

り，エルニーニョが発生して赤道太平洋で多雨

の時，東南アジアから日本の南方に吹き込むモ

ンスーンが強化され，梅雨前線域の降水が増加

する(図 3)。 
(ｴ) GCO2 による温暖化時の中国では，華北付近に

前線が停滞し，また気圧の谷が通過しやすくなる 

ため，黄河流域から東北区にかけて降水が増加す

る(図 4a)。いっぽう，北太平洋高気圧の張り出し

が強化される華南では降水減となる(図 4a)。SDM
の結果は GCO2 とは若干異なり，GCO2 で増加して

いる東北区～内蒙古においては，増減は見られな

いほか，揚子江流域での少雨が顕著に見られる(図

4b)。 

 
図３ MRI-CGCM1 の CTL でアジア域における，エルニーニョ現象発生時の降水量と 850hPa 風ベクトルの分布 

淡(濃)影域は降水量との相関が 0.3 以上(-0.3 以下)であることを示す。風ベクトルも±0.3 以内のグリッドにつ

いては示していない。 

 

 
図４ CO

2
倍増時(61-80 年平均)の降水量予測値の分布(%) 

(a)GCO2 と CTL の比。GCO2-CTL の SLP 変化(hPa)を併せて示す。 

(b)SDM の結果と観測平均値の比。 
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(ｵ) 時系列により GCO2 と SDM の結果を比較する

と，中国の降水量は，華北では SDM の結果はお

おむね GCO2 と同程度かそれよりも若干少なめ

の増加となっている(図 5a)。いっぽう，華南では

SDM の結果における減少がより顕著である(図
5b)。 

 
図５ MRI-CGCM1 の出力値(細線)および SDM による降水量予

測値(太線)の経年変動。 

(a)中国華北の石家荘付近 

(b)中国華南の福州付近 

(c)日本の和歌山付近 

それぞれ CTL と観測平均値に対する比(%)を表す。 

 
(ｶ) CO２ 倍増時の日本では，GCO2 では顕著な増

減は見られないが(図 4a)，SDM によると，北日

本の日本海側で降水増，北太平洋高気圧の圏内

に入る本州太平洋側では降水減となる(図 4b)。時
系列を見れば，本州太平洋側では降水量の年々

変動が大きくなるとともに次第に減少すること

がわかる(図 5c)。 
 
エ 考 察 
(ｱ) 従来より，エルニーニョ年の日本における夏

季の天候の特徴は低温・多雨であるとされてい

た(気象庁，1993)。ここではその結果をアジア域

に拡張し，特に 2 年続くエルニーニョの 2 年目(ポ
ストエルニーニョ年)にも東アジアの多くの地域

で多雨ととなっていることを示した。 
(ｲ) 今回の解析で，ピナトゥボ火山の噴火による

影響は，1993 年の東アジアの冷夏にある程度は

関連していることがわかったが，その後の異常

気象への影響は不明である。このように，現実

の気候から火山噴火の影響を抽出することはな

かなか難しく，またその影響を将来予測に組み

込むことは困難である。したがって今回の SDM
でも，火山噴火や太陽活動など気候外要因の変

動は組み込まれていない。 
(ｳ) エルニーニョ年にはインドモンスーンが弱く，

梅雨前線が活発である，という関係は現実の気

候システムでもある程度は見られる(Kripalani 
and Kulkarni, 2001)が，CGCM ではより顕著に示

されることがわかった。これは逆に，CGCM が

現実の複雑な気候システムをうまく表現できて

いないことをも意味する。 
(ｴ) GCO2で華南を除く多くの地域で降水増となる

のは，主に気温の上昇による水蒸気の増加と水

循環の活発化によると思われる。SDM において

降水量の増減に明瞭な地域差が見られるのは，

実際の気候システムをうまく取り入れて高解像

度化できたことを意味するが，水蒸気の増加効

果については，SDM で考慮できたかどうかは疑

問である。 
(ｵ) 上記の結果より，温暖化時の東アジアにおけ

る食料生産量予測への展望が開けた。日本のコ

メに関しては今後 50 年程度は北日本で冷害の頻

発に，その後は西日本で高温障害や干ばつによ

る被害に注意を要する。また中国では，コメ・

小麦二毛作地帯である黄河流域では洪水による

被害，コメ二期作地帯の華南では干ばつによる

水不足に注意が必要である。 
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オ 今後の問題点 
本研究で用いた SDM では，温暖化による水蒸気

増大と水循環サイクル活発化の効果が反映されにく

いこと，および主要でない統計的関係は棄却される

ため，実際に予測される降水量の年々変動はこの結

果よりもさらに大きくなること等の問題点があり，

今後の課題である。 
 

カ 要 約 
本研究では，まずエルニーニョ年もしくはその翌

年には，日本の南西諸島や中国東北区・華南でしば

しば多雨となることなど，統計解析により過去の異

常気象情報を明らかにした。次に CGCM の温暖化予

測結果を，統計的にダウンスケーリングし，CO２ 倍

増時の夏，東アジア地域の中では，北日本と中国東

北区・華北では降水増，日本の本州南岸と華中では

降水減となることを示した。これらの結果は，温暖

化時の東アジアの食料生産量予測へ適用可能である。 
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２ 主要穀類の生産力の予測及び生産変動の推定 

 

ア 研究目的 

アジア地域は，人口の増加，経済発展に伴う動物

性タンパク質需要の高まりにより，穀物および飼料

用穀物の需要が急増する可能性が指摘されている。

これらを背景として，本研究では，気候条件と地理

条件から東～南アジアのイネ栽培適地を推定する。

さらに，21 世紀にアジア地域で，需要を満たす穀物

生産が可能か否か，気候変動の影響を加味して予測

する。気候変動に伴う耕作可能面積の増減と社会経

済的背景を考慮する。また，異常気象による豊凶に

ついても検討する。 

 

イ 研究方法 

土地利用データには IGBP Data and Information 

System office (IGBP-DIS) 土 地 被 覆 分 類 図

(USGS-EDC/DAAC 2000)，気候データには The CRU  

Global Climate Dataset（1961-1990年）(New et al. 1999)，

地理データには Global Land One-km Base Elevation 

DEM (GLOBE ver.1)を用いた。 

(1) 環境条件の計算：気候データから，気候条件(年

間積算気温と年間積算降水量)を計算する。標高

データから傾斜度(°)を計算する。 

(2) データの統一：すべてのデータを Projection = 

Equirectangular, Spheroid = Clarke1866, Cell size = 

1 km で統一し，東～南アジアを切出す。 

(3) 栽培環境の解析：栽培地域の気候条件と地理条

件（標高と傾斜度）を調べる。 

(4) イネ栽培適地の推定：年降水量、5℃積算気温、

土地傾斜の 3 変数に関して、それぞれ現在のイネ

栽培地の 90％を含む上限値・下限値を栽培適地

条件として設定、栽培適地を抽出する。なお、

Indica と Japonica を低温耐性の点から区別する。 

(5) イネ栽培適地の変動予測：気候データには東京

大学CCSR GCMの結果(2000s-2050s，毎年 1% CO2

増加) (Sumi and Abe personal communication)を用

いる。上記(4)で決定した栽培適地条件を予測さ

れた気候に適用することにより、2050 年のイネ

栽培適地を予測する。 
 

ウ 結 果 

(1) 東～南アジアの現在（1961-1990 年）の気候的

地理的イネ栽培適地を推定した(図 1)。 

(2) 土地被覆分類図によるイネ栽培面積は 1,619 

x103 km2 で， FAO の 1992 年イネ収穫面積 1,303 

x103 km2 の 1.2 倍である。イネ栽培適地面積は

7,034 x103 km2 で， FAO の 1992 年イネ収穫面積

の 5.4 倍であった。 

(3) 国別に見ると，中国のイネ栽培適地面積は

1,367 x103 km2で，統計値(325 x103 km2) の 4.2倍

である。インドのイネ栽培適地面積は 2,288 x103 

km2 で，統計値(418 x103 km2) の 5.5 倍である。 

(4) 2050 年のイネ栽培適地を推定した(図 2)。 

(5) イネ栽培適地は，現在 7.74x106 km2（うち，Indica 

6.51x106 km2）であるが，2050 年には 8.19x106 km2

（同 6.58x106 km2）になると予測された。 
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(a) 気候的地理的イネ栽培適地（赤色部分） 

 

(b) 土地利用 

 

図 1 東～南アジアの気候的地理的イネ栽培適地と土地利用 
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図 2 東～南アジアのイネ栽培適地の変動 

 

エ 考 察 

(1) 東～南アジアの現在（1961-1990 年）のイネ栽

培適地は，イネ栽培地帯を含んでいる。 

(2) 気候変動（温暖化）によって Japonica の栽培適

地は中国東北部で 31%増加するが，Indica の適地

はほとんど増加しない（1%増）。 

 

オ 今後の問題点 

研究期間が 1 年短縮されたため，21 世紀にアジア

地域で需要を満たす穀物生産が可能か否かの気候変

動の影響を加味した予測，気候変動に伴う耕作可能

面積の増減と社会経済的背景の解析，異常気象の豊

凶への影響解析，他の GCM での傾向分析等が今後

の問題として残された。 

 

カ 要 約 

(1) 東～南アジアの現在（1961-1990 年）と 2050 年

の気候的地理的イネ栽培適地を推定した。 

(2) 中国のイネ栽培適地面積は 1,367 x103 km2，イ

ンドのイネ栽培適地面積は 2,288 x103 km2 であっ

た。 

(3) イネ栽培適地は，現在 7.74x106 km2（うち，Indica 

6.51x106 km2）で，2050 年には 8.19x106 km2（同

6.58x106 km2）に増加すると予測された。 

(4) 気候変動（温暖化）によって Japonica の栽培適

地は中国東北部で 31%増加するが，Indica の適地

はほとんど増加しない（1%増）と予測された。 
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