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冷夏の可能性が高い 2010年とその冷害対策

真木太一*

〔キーワード):冷夏・冷害推測，ヱルニ一二三，

太揚黒点数，火山噴火，農業気象

的冷害対策

1 はじめに

本年の夏季の気象経過の推測状況と冷害に向け

た対策は次のとおりである.なお，夏季の気象の推

測は 2010年 4月上旬に行い，文章化は 5月中旬に

行ったものである.冷夏 .f令書についての著者のコ

メントは日本農業新聞の 2010年 5fl 5日に記述さ

れている.

2010年室季の気象推測結果を報告する.①春季に

エノレニーニョが終息するが，海に囲まれた北日本で

はポストエルニーニョとしての影響が継続しやす

い.②インド洋の海水i誌の高温額向が継続しやすい.

③地球温暖化による高温化に対ーする成層圏低温イと

によって北極から寒気の南下が北日本に影響しや

すい.④春季気混乱高下の夏季気象への影響が継続

しやすい.⑤太陽黒点数が極ノト期を過ぎた翌年に4、目

当するため冷夏になりやすい.⑤アイスランド火山

爆発の噴煙・ダストの地球規模浮遊と沼射の減少の

ため冷夏になりやすい.

以上 6項自から，北日本太平洋1PJJではヤマセ気象

が継続しやすいが，少なくとも北日本では冷夏が発

生しやすい.ただし，北冷商暑型天候が推mlJされる

が，全問的天候不)1僚も否定できないそして，地域・

高度の気温較差が大きくなることで，関東以西でゲ

リラ型降罰が発生しやすし¥

冷害の旅田となる 6条件が重なったことで，過去

の気象事例・傾向から比較的強い冷夏を推測し，本

文に冷害発生を軽減する各種農業気象・営農的対策

法を提示した.

2. 各気象特性と冷夏との関係

(1)ポストエルニーニョと冷夏

一般によく言われるエルニーニョと日本，特に北
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日本の冷夏と関連があるが，相関係数は 0.6で，そ

れほど高くはない.これには，ポストエルニーニョ

(エルニーニョの終わったその年次)の条件が付け

加わっていないためである.すなわち，日本，特に

北日本はオホーツク海，日本海，太平洋と海に臨ま

れている.したがって，海洋の影響を受けやすいと

考えられる.海水は石や土よりも比熱が大きく，か

つ熱容量が大きい.よって，熱しにくく冷めにくい

ため，エルニーニョの影響はその発生時には 0.6で

も，ポストエルニーニョでは約 0.8になると推測し

ている.

このことを考躍すると， 5)ヨにエルニーニョが終

息しようとしているが，たとえ終わっても冷夏の発

生確率は高く，冷笈がニ予演目される.この点(ポスト

エノレニーニョ)が気象関係者との意見の分かれると

ころであるが，気象関係者に，あるいは農水省・気

象庁関係者の会議で説明しでも受け入れられてい

ない.なお，最近 15年 (3回)余りで，推測は的中

したとされる.

確率が高いホ。ストエルニーニョとの関係では， f自

の気象研究者は不確かな推践を行っていることに

なる.冷夏の長期推測に関しては，予報が出なくて

冷夏になり，予報が出て冷夏にならないなど，最近

1O~20 年の長期予報では冷夏が的中していないよ

うに思われる.ただし，昨年 2009年 3月時点の予

報でなく，夏季のさなか 7月における冷夏報道は当

たったとも考えられるが，遅過ぎるようであり，ど

うであろうか.

(2) ダイポール現象と冷夏

インド洋の高温化による冷湿気象の発生関係と

して，赤道を挟むインド洋全域の海水温は 2009年

初期から継続的に上昇し，さらに 2010年に入って

急激な昇混状態となっており，しばらく継続するこ

とが推測される.すなわち，これがポストエルニー

ニョとしての機能を果たしているものと著者は考
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えており，近年，日本の冷夏との関係等が解明され

るようになった.すなわち，関連が高いとして，従

来のエルニーニョ終息、を補う現象として評価すべ

きであり，ここでの推棋に利用し，上述のとおり，

さらなる冷夏の推測を確実にする現象である

(3)北根からの寒気の南下領向と冷夏

最近，特に春季に，北甑からの寒気の南下傾向が

あり，夏季においても，その傾向が継続すると推測

され，かなり頻繁な寒気の南下が推測される.これ

は，後述の気温の乱高下にも関連する.

近年，地球温暖化よって，地表面，海面付近の気

温は 100年間に 0.70Cの大きい昇温となっている.

さて，一般には余り知られていないが，その地表面

付近の気温上昇と相殺する役割を果たす上空の成

題圏の気温は 100年間に約 0.70
Cで，数値的には同

であるが，逆に低下している.したがって，本年は，

この成層圏の低温気層からの低温伝播の発生がか

なり頻繁に推測され，北極付近からの寒気の南下が

起こる傾向があることで，北日本の冷夏の可能性が

高くなる

(4)春季気温の激動年次の気候と冷夏

異常気象で全国規模の冷容が発生した 1980年(作

況指数全国:87，北海道:81，東北:78)は，春

季気温の乱高下の激動で， 3月と 4Jl ~5 月上旬の

異常低温， 5 月中旬~6 月上旬の異常高温後の 7~8

月の異常低温により，冷害が顕箸に発生した.この

年次と今年の春季 3~5 月上旬の変動 (3 月下旬の低

槌， 4月中下旬の異常低温， 5月上旬の高温， 5月中

旬の低撹)の大きな気象変化が類似している.これ

は，異常気象と気混激動の発生傾向の両方が，継続

して起こりやすい推測理由による しかし，類倒し

ている気象変化は必ずと言う訳ではないが，付け加

わるべき重要な冷夏推測条件である.

(5)太暗黒点数極小期後の回復期の気象と冷夏

近年では， 1980~83 年と連続した 4 年開の冷容が

あるが， 1980年の冷害はセントへレンズ火山の噴火

の影響であり，それにエノレチチョン火山の噴火が加

わって，数年間影響した結果であるとともに，冷

夏・冷害は集中して発生することがあることを裏付

けている.そのことはさておき，冷夏は最近， 1983， 

1988， 1993， 1998， 2003年までは全て 5年毎に発生

していた.

現在，太陽黒点数は最小期を過ぎて，かなり増加

に転じている.ここで，太陽黒点数の極大期から減

少に転じた 1~2 年沼，極小期から増加に転じた 1~

2年目が冷夏になりやすい現象がある.過去に長期

間の平均的な太湯黒点数の周期は約 11年であった

が，近年の 20年院は 10年周期となっていた.今回

は悌小期の期間が長引き年以上遅れている.す

なわち 11年周期から 2回の 10年周期を調整する結

果になり，かなり一致してきている. 2009年の冷

夏はその結果であるが，なおかつ極小期間が長引き，

回復が遅れていた.したがって，上述のとおり毘復

期の 2010 年~20l 1 年は太践の黒点数からも冷夏の

可能性が高い.

ところで，冷害は 2003年の次が 2009年に発生し

ている.これは上述した黒点数の最小期の遅れのた

めである.そして， 5年毎の黒点数の梅大からの減

少期後と極小から増加期後 1~2 年日に相当してい

る.2010年の冷夏は梅小期の遅れのため，その撞小

期から l年目(翌年)に相当する.

(6)火山噴火による日射震の減少と冷夏

過去 1783fj三のアイスランド・ラキ火山の爆発に

おける火山;爆発噴出量は，今回の火山爆発噴出量の

100倍であるが， 3日間と長期間の比較の差には注

意が必要であり，その後の大爆発もあるので，予断

を許さない状況ではある.このラキ火山の;爆発で

ヨーロッパでは 1783~85 年の冬季の平均気温が

20C低下したとされている.もちろん相当に夏季も

低温となり，飢俸が発生して，フランス革命のきっ

かけになったとさえ言われている(朝日新聞 4月

22 S). 火山噴火と冷害との際係は思わぬほど大き

く，懸念される現象である.

さて，アイスランドのエイヤフィヤトラ氷河下の

火山 (3月の爆発は氷河上には達しなかった)が2010

年 4月比日に大爆発を起こした.噴出した火山灰

量は 3日間で O.14km3と莫大な量であり，雲仙普賢

岳の 5年間の噴出量にほぼ相当する.5月になって

も爆発さと続けており，航空機の運行中止など膨大な

被害を及ぼしている.

今回の爆発による噴火高度は 11kmであり，北憾

に近いアイスランドでは高緯震のため，成層圏まで

の高度が低く，噴煙は成題欝にまで達した. した

がって，火山灰・ダストは長期間地球を浮遊する結

果となる.また，直接の太陽光・日射の遮蔽による

臼射量の減少が懸念される.もちろん，定量的には
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明確でないが，日射量減少による地球規模での気温

低下が推概される.仮に直達日射量が 5%減少しで

も，散乱臼射量が増加するため，直ちに数学には反

映されないが，数%の日射最の減少が推概される.

上述のとおり，今屈の火山噴火は相当大規模なも

のであり，火山灰が地球規模で浮遊し，格当長期間，

地球を浮遊・継続することを考慮すると，来年への

影響は別としても，誼後の本年の日本の冷夏に影響

があることは推測される.このことで，冷夏の可能

性が一層大きくなる.

(7) 北冷西暑聖天候と全国的天候不)1獲の発生

北冷筒暑型天候として，上述の幾つかの冷温の推

測によって，北日本は冷瓶になりやすい反面，地球

温暖化等の影響によって西白木は高磁になること

が多いと推測される.この現象は冷夏年にはかなり

の高頻度で発生することであり，その現象の発生が

推測される.北冷iN暑型天候が多くなることで，北

日本は冷ta-少照，西日本は高温・多照となること

が多くなりやすい.

なお，かなり強し、冷夏が推測されるので，場合に

よっては，全間的な低温，お照不足，すなわち天候

不!領になることも推測される.これについては今後

の気候推移によって，明確になると判断される.

(8)ゲリラ型強間現象の発生

ゲリラ型強雨・豪雨現象の発生が多い傾向がある.

上述のように北冷商暑型天候が多くなり，北日本は

冷温・少熊，商臼本は高I鼠・多照となることで，場

所・地域による気温較差，あるいは数R開や同日間

での時間的な気温較差が大きくなることで，ゲリラ

型降水になりやすい.また，地表部と上空との上下

向で気温較差が大きい額向が多くなることでも，ゲ

リラ型降水現象が，梅雨期，特に末期，そして場合

によっては盛夏期にも発生しやすい.この現象は関

東以西で多くなる鎮向があると推測される.

3.冷夏・冷害推測の結論

以上，上記 6項目の理由が整えば，冷夏発生の可

能性がより大きいことになるが，それは気象・天候

である.相互に影響して打ち消すこともあり，

すべきではある.しかし，数少ない警戒すべき年な

ので，多くの情報収集を行って，冷害防止に心掛け

る必要があると著者は強く思っている.なお，

1~6 項目は冷夏が推概される原閣の解析結果であ

り，上記 7~8 項目はその結果から出てくる，特に

関東以西における現象である.

6項目の解析結果から北日本太平洋側で、はヤマセ

嵐の発生が多く，曇雨天が多く，日照時間が少なく

なる傾向が発生する.また，北日本の日本海織でも，

今回の冷夏ではかなり多く低視になることが推測

されるので注意が必要である.

しかし，還延型冷害(長期間の低温と日照不足で

発生)になるか，障害型冷害(出穂期の短期間の極

端な低滅による発生)になるかは明確ではないが，

冷害発生の可能性として，多くは並行的に発生する

ことが多いため，現時点では，間にらみで対策する

必要があると思われる.また，イモチ型冷害の可能

性もあり，これについては初期発生時の農薬散布で

相当対応可能で、ある.

なお，冷夏の推測による冷害軽減対策については

後述するとおりである.

4. 冷夏・冷害に向けた農業気象・営農的対策

夏季，水稲をや心とした稲作への影響が懸念され

るが，天候の経過によっては露地野菜・果樹・工芸

作物・牧草等への影響も懸念され，また各穏産業へ

の影響，夏季を中心とした広い社会的影響も懸念さ

れる.全般的な対策はこの程震にして，詳しい解説

は次のとおりである.

特iこ，7J<揺を中心とした農業への対策として，北

日本では耐冷性水稲品種の本年の使用は手遅れで

あるが，その他，次に主要な技術的な対策を推焚し

ておきたい.

①水田水温上昇j去の導入:議瓶水を加温して導入す

る方法である.これには稜々の方法がある.迂回水

路法として薩i隊水導入まで、lこ水路を長くして迂回

させ，日射の吸収，土壌との接触時間の確保などを

見込んで昇温させる方法である.また，ダム，許水

池で、は底7Kで、なく表層水からの取水が有効で、ある.

河J11ではJ11簡に広く貯水する方法を兼ねた段差を

造る流下方法もある.水稲の冷害は，主に減数分裂

期までが対象である.すなわち，水稲の低温被害は

幼穂形成期~穂ばらみ期~穂首分化期~減数分裂

期に発生する(佐竹・小沢 1975;宮本・小沢 1975).

したがって，茎内にある幼穂と出穂後の穂までを

保護する必婆がある.

②深水港j既法の導入・冷害時には特に有効であり，
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気温が水温より低い場合の対策である.すなわち，

気温との高低を考慮、して実施することが不可欠で

ある.本田の水稲の茎部分が水商下になるように，

深水にして対応する方法で，昼間でも非常な低温時

には有効である.そして，特に夜間の低温から保護

する方法が深水瀧i隊法である.したがって，夜間は

深水にして，昼間止め7k.夜間濯蹴法が有効となる.

後述のとおり畏開は比水・浅水にして，7k温，地I置

を上昇させておき，夜間は深水にして，日中の昇瓶

を利用して夜間に保温する方法である.

③墨関.Jl7J<.夜間濯j既j去の導入:文字どおり昼間に

止め水にして，夜間に瀧慨する上述の方法である.

すなわち，昼間には諜i絞水を少なく，浅くして対応

する.もし晴天であれば，日射・太陽光の放射熱を

濯脱水および土壌に十分吸収させ水温・地温を高め

て，夜間の低淑に対して高滋・土壌を保温して，夜

間の低滋防止に利用する方法である.少々手間は掛

かるが有効な方法である.もちろん昼間でも非常に

低瓶で，曇雨天で日射がない;場合には，濯i銃7ki箆の

方が高ければ，上述の深水鴻[i阪を行う.

⑧妨風林・塩・ネットによる昇温法の導入-防風林，

防風;医，防風ネット(網)の防風施設の導入法であ

るが，肪風林・防風墳では恒久的なものになり，特

に有効である.一方，水田畦畔に防風ネット(誌急、

的な対-応がやりやすし、)を設定すれば，その時から

効果が発揮でき，手軽な対策である割には効果が高

い方法である.設定すれば，晴天Bには，気温を 20C，

7ki鼠を lOC上昇させることは簡単に可能である.防

風範閲は防風施設の高さ(日)の 5"'20倍(は風

上側)である(真木 1987).例えば， 2mの防風ネッ

トであれば，風下側 40mまで昇溢が大きい.水温

では 40倍 (80m)でも，また7k133畦畔には昇慌し

た水が吹き寄せられるため，水回全面を約 lOC界温

させる効果が大きく，特に有効で2ある.

⑤密植を避け窒素肥料・減目巴対策等の営農的対策.

栽培上，今後は極力，窒素肥料を減らして，カリ，

珪酸質肥料を多く与えることが有効で、ある.水稲栽

培には営農的対策が重重きであり，常臼頃から，健全

な水稲の生育に心掛け，営農・栽培的対策の総合的

対策に心掛けて欲しい.

⑥イモチ病等の病気・害虫対策:冷害年では特にイ

モチ病が発生しやすいが，葉・茎・穂・穂主主イモチ

対策として発生前の予坊対策が重要である.また，

第 7号 (2010年)

葉鞘褐変病，稿コウジ病等の発生が懸念される.し

たがって，病害発生初期が重要であり，農薬散布な

どで対策に付近への蔓延訪止を行う必要がある.

5. まとめ

(1)エルニーニョが春季に終息しているとして，

夏季はポストエルニーニョとなって，それが顕著に

影響を与える.釘本は周辺が海洋であり，当年の夏

季には海洋の低温化の影響が遅れて出るため，特に

北日本では太平洋側のヤマセ風が吹くような冷害

気象(冷温で曇雨天が多く日照時間減)の発生を程

こしやすい.

(2) ポストエルニーニョとも関連するが，インド

洋の権水温の高温傾向が継続しており，北日本の冷

夏に影響を起こしやすい.

(3)地球温暖化の地表付近での気温上昇にバラン

スする成層閣の気滋低下による影響が近年発生し

ており，北日本にその影響が継続し，夏季において

寒気の南下を起こす傾向がある.

(4) 当該年の春季の高瓶・低温，すなわち気温の

乱高下が激しい年次は，その傾向が継続して冷夏に

なるケースが多い.

(5)太陽黒点数は極小期が長く続いていたが， 2010

年になって増加に転じている.近年，この梅大・擬

小期からの回復(減増)期 1"'2年後に冷夏になる

ケースが非常に多いただし，極大場後の減少期で

ないので，冷夏(冷;鼠，日照不足)の程度は比較的

弱い.

(6)アイスランドのエイヤフィヤトラ氷河火山の

火山灰・ダストで日射が遮られ，数%の直射白光の

減少の可能性があり，北半球ではその影響を受け，

本年の冷夏の可能性は相当高くなると判誌号され，ま

た冷夏になれば，かなり5齢、冷害発生の恐れがある

と推測される.

(7)以上の条件から判断すると北冷西暑聖天候に

なりやすいが， 5齢、影響が出る場合には全国的天候

不傾の可能性も否定できない.

(8)地域・高度の気温格差が大きくなることで，

関東以西で梅雨期・盛夏期にゲリラ型降雨が発生し

やすい.

(9)農業的影響・対策について記述する.水稲中

心の対策では，7k回水温上昇法の導入，深7k濯i銃法，

昼間止め水・夜間諜;隊法，防風施設(林・垣・ネッ
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ト)の導入，密植を避けた窒素肥料の減肥対策，イ

モチ病対策と営農的な総合的対策が必要である.

(10)夏季，上述のとおり，水稲を中心とした稲作

への影響が懸念されるが，天候の経過によっては露

地野菜・果樹・工芸作物・牧草等への影響も懸念さ

れ，また各種産業への影響，すなわち夏季を中心と

した広い範囲の社会的影響が懸念される.

6. おわりに

1998年の冷夏は 1998年の 5月に推測したとおり

である(真木， 1998). 1998年以符の冷夏は 1993

年の時点で5年毎の冷夏を認識して推測に利用して

いた.また， 1998年時点で， 2003年の冷夏を推測

していた.

今期の冷夏推測については， 2003年にすでに，

2008~2010 年の推測を出している(真木 2003) .こ

の推測範囲が長いのは，太陽黒点数の極小期がずれ

ることが推測されるためである.推alUどおり楊小期

は遅延した.これらについてはお本農業新聞でコメ

ントしたとおりであが，それまで 11年で、あった周

期が，ここ 20年間は 10年周期になり，その調整が

2009年の冷夏の結果となっている.なお，さらなる
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今日，作物に関する研究分野は古典的なものから最先

端のものまで非常に多i岐にわたり，分野を異にする研究

者間での窓思の疎通が間難なことさえある。用語の使用

に当たり，様々な問題に対応すべく従来から臼本作物学

会では用語集を編纂してきましたが，今回は新編と銘打

った大幅な改訂がなされました。

最初の rf乍物学用語主義Jは，学会設立50均年を記念し

て昭和52年に発刊されました。しかしその後の学問の急

速な発援に再検討がなされ， 10年後の昭和62年に f改訂

作物学用語集jが刊行された。いずれも好評を博したが，

時代の変革に対応すべく平成8年に本格的な改訂の検討に

着手，用語委員諸志による検討会議を縫て，ょうやく和

英，英和とも約 9，000の見出し語からなる「新編作物学

用語集Jの刊行に玉三った。本警は， 2008年に見直しを計

り，研究領域の深化・拡大を願って，環境，バイオテク

ノロジー，統計，情報処理などに関する用語を充実させ

た。作物に関わる研究者・技術者に広くお薦めします。
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冷夏の遅れか，連続した集中的な冷夏の発生の関与

かは暁礁でないが，火山爆発も関与して，どちらも

その可能性があり，特に連続伎を考慮して対ー策する

ことを期待している.

さて，気象関係者の推測と著者の推測とは， 20 

年来，初めての一致であるが，本年 3月の時点から

冷夏の推慨を出している.結果はどうなるかは，も

ちろん未定であるが，また本文が発行される頃には，

も1/3経過した頃であり，冷夏の傾向がより鮮

明になる頃であるが，その中でも，できるだけ対応

可能な対策を怠ることなく実行するよう，注意喚起

をしておきたい.
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関 髄韓盟関
一天気予報の科学からヱル・ニーニョまで一

本書は 8人の執筆者が各自の専門分野を，一般の方々

に関心の深いトピックス的事項を分かりやすく，各案読

み切りのかたちでまとめた気象現象の基礎的な理解響。
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本警は，災答対策，特に「最近の防止法」に重点をお

いて記述されている。防止法適用地域についての情報の

具体化・詳細化，地域気象情報の利用法，遠隔技術の活

用法，環境慈化への対応策さらには各災害についての将

来展望等が詳述されている。
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