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台湾の稲作における気象変動の影響と研究の現状

近藤始彦*・麗虎生*キ

〔キ…ワードイネ，台湾，地球温暖化，玄米品質

1 .は じめ に

2007 年 10 月に台中市の国立中興大学

(Chung-Hsing University) で台湾農塾学会が主催

するシンポジウム吋hesymposium of effects of global 

warming on rice industry in Taiwan"が擬イ桜さnた.

・農業委員合 (Agricultur巴 andFood Agency， 

Council of Agriculture) および国立台湾大学も共催

となり，地球温暖化が台湾の稲作に及ぼす影響と

策に関して，行政，研究，民間の関係者から 10件

の講演があり議論がもたれた.シンポジウムでは，

温暖化に直接関する話題にとどまらず，台湾の稲作

の活性化，水田の有効利用の方策に関係するトピッ

クも含まれていた.台湾の稲作も臼木と同様， 1970 

年代からの経済成長に伴ない食が豊かになるに従

い収量より品質を重視する傾向が強まった.この過

程で米の消費量の低下と稲作面積，米生産量の減少

が続いている.気象変動による品質，収量の不安定

化は農家に経済的損失を及ぼすとともに，台湾の稲

作全体の基盤をさらに脆弱化させる可能性がある.

このため，温暖化による米の品質や収量への影響の

現状把握，対策の方向性の確立についての関心が高

まっている.このような背景もあり，シンポジウム

では行政，研究，普及，米産業に関わる民間業者の

各方面から参加者があり真剣な議論が印象的で

あった.本稿では，このシンポジウムで発表された

内容から，台湾の稲作と気象条件，温暖化の影響と

今後の対応について紹介したい.とくに国立台湾大

学でイネの生理研究を行なっている虚虎生が発表

した内容 (Lurら2007)を中心に具体的な研究課題

などをあげる.

2. 台湾の稲作事情

農業委員舎の統計によると 20例年の稲作面積は

サ虫立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構作物研究所

(Motohiko Kondo) 

キ罰tL台湾大学・ j災遺基系(白山田ShengLur) 

のベ 23.7万 haで 1作期目が 13.5 ha， 2作期目が

10.2万 haとなっている.また米生産量は 116.5万

tで，作期別にみると 1作期日は 72.6万 t，2作期

目で 43.7万 tとなっている. 1995年に比べると面

積が 35%，生産量は 31%減少している.輸入量は

20万t程度である.水揺はほぼ全国的に栽培されて

いるが，彰化時 (Changhuacounty) ，雲林将 (Yunlin

county) など西部の平野地帯で最も栽培面積，生産

量が多い.玄米収量は全匡平均で 4，914kg/ha， 1 

期が 5，372 kg/ha， 2期が 4，303 kg/haとなってい

る.最近 10 年間 (1995~2004 年)の平均玄米収量

は 4，554 kg/ha，変動係数は 5.7%となっており変

動はやや大きいとみられる.また一人当たり米消費

量は48.5kg，米の小売価格は標準米で 34.3元/kg，

高級米で 80.1元/kgとなっている

品種構成はジャポニカ型の梗品種が 85%と主流

を占め，長粒のインディカ型品種が 7%程度を占め

る.食味の忘向が日本に近くジャポニカ型品種の商

品質，良食味品種が重視されている.経済成長にと

もない，栽培面においても 1980年代以降収量より

品質が重視される技術体系になってきている.主流

であるジャポニカ型品種の育成の流れは， 1900年代

初頭にB本から導入された品種に主に由来する.当

時の台湾総督府農事試験場などが中心となって

ジャポニカ型品種を利用した品種育成が行なわれ，

f台中 65号j などの普及品穣が育成された.台北

ある国立台湾大学の農学系キャンパスには当

された水稲の実験施設が見られる(図1).

台湾総督府農事試験場や台北帝国大学(現在の匡立

台湾大学)で多くの品種育成の業績を残した日本人

育種家磯永吉と台湾品種を蓬莱米と呼称するよう

になった歴史は，台湾と日本のつながりの深さを象

徴する.ジャポニカ型品種の導入以来，新品種の育

成の過程で台湾の気象，土壌に適した性質が付与さ

れてきたと考えられる.台湾はジャポニカ聖品種の

主要栽培地域としては最も抵緯度の地域のひとつ

であると考えられ，現在の台湾の品種が熱帯・亜熱
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i蛮l 毘立台湾大学(台北市)民主主系キャンパスにある台北帝国大学時代の水稲などの実験施設

帯性の気象環境への適応性に関してどのような生

理機能を有しているのかを明らかにしていくこと

は，今後の気象変動への対応を考える上でも興味の

もたれるところである.

3. 台湾の気象環境と

米の品質への影響

台湾各地の8つの農業関係試験機関において測定

された気温， 日射量のデータ(l990~2005 年平均)

を鴎 2{こ示す.夏季 7~8 月は気温の地域間差は比

較的小さいが，冬季 1~2 月には北部(桃闘，苗栗)

で低く，南部(高雄)で低い地域湾差呉が大きくな

る.台湾におけるイネの作期は，地域によりまた関

場によりかなりバラツキがあるが，主要な作期は l

作期が2月から 6月， 2作期は7月から 11月である.

1作期呂は生育にともない気温は上昇し， 2作期間

では低下していく傾向にある.いずれの地域でも 2

作期目より l作期目で登熟期間の気温は高い.日射

量は 7~8 月に高く 11~1 月に低い推移を示す 1 

作期目は生育後半に日射量は高まるのに対し， 2期

作目は後半に低下し 9月以降は全地域で 13MJ/m2 

を下回る.低尽射量は主に日照時聞が想いことによ

ると思われる.このように，2作期間で気象条件は

かなり異なる.

地域ごとの特徴をみると，高雄など南部地域では

l作期目， 2作期間とも最も高温である.台南から

台中にいたる間部地域では作期目の後半に高温

に平均気温 26
0

C以上の高視に遭遇する.北部の苗栗，

Jる

。合中

台
。

q 

|辺 2 気象観測地点の所在i也

桃園では作期医の気温の上昇は南部， より

遅いが主主熟期となる 6月下旬以降には 28
0

C以上と

なる.2作期目のほぼ登熟期前半にあたる 10月後半

の平均気温は 21~220C となり，日射量も他地域より

比較的高いため登熟に比較的有利な条件と推察さ

れる.一方，季節風による倒伏などが収量，品質の

低下要医となりえる 東部南地域の台東では，気温

は比較的低く推移する一方で，自身す量が低く推移し

10 MJ/m2を下回る期聞が長い.
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図 3 台湾各地の平均気温および日射量の平年値(1990~2005)
対照として，つくばおよび鹿児島の平均値(j971~2000) を表示した.

2001~2007 年の鯨別の白未熟粒(基データでは白粉

質粒と表記，乳白粒，心白粒，背白粒を含む)率と

未熟粒率(青未熟粒，基白粒，その他の未熟粒を含

これらの各地域の気象条件と収量，品質との関係

については必ずしも明確にされていない.図 3に行

政院農業委員会の玄米品質のデータから引用した
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む)を示す.白未熟粒は，年次，地域による変動が

みられるが，全般に I作期間で 2作期目より高い領

向がみられる.試みに 1作期目を 2作期間の主主熟期

の気温をそれぞれ 5~6 月， 1O~1l月で代用し，図

4で示した 7地点の属する鯨の品質との関係をみて

みると，自未熟粒率と正の相関がみられ，変動に気
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2001 ~2007 年の平均値 ノミーは最大綴，最小{症な示す‘

5.0 

4，0 

E尺
罫 3，0

認

震2，0

{[l 

1.0 

0 

@ 

• 1作期目

02作期g

。ムヂイ
o 0 yニ 0.2545x-3.807 
o R = 0.593 (Pく0.05)

20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 

平均気温(OC)

図5 '1豊熟期間の気温と自未熟粒率の関係

平均気1鼠は図 3 の 1990~2005 のデータから， 1 作期目は 5~6 月， 2作期間は
10~1l月の平均値を，自未熟粒率l土 2001 ~2007 年の平均値を用いた

温が関与している可能性が示唆され

た(国 5).また，気温が低い 2作期

目で発生が高い花蓮鯨は臼対量が最

も低い.今回の試みは，品種の影響

も考慮しておらず，まさに予係的な

解析にすぎないが，今後の詳細な解

析により変動要国が明らかにされる

ことが期待される.収量や品質の地

域間差異を考える場合，気象以外に

土壌や栽培法による影響も考慮する

必要があろう.一般に東部地域で食

味は良いとされる.これには気温が

比較的援熟適温に近いとし、う気象条

件に加え，台風に備えて N施肥量が

少ないこと，水質が良いこと，農家

の品質への関心が高いことが関係す

る要屈として想定されている.

4. 近 年 の 気 象 の 変 化

IPCC (Intergovemmental Panel on 

Climat巴Change)の第 4次評価報告書

は，最近 100 年間(l906~2005 年)

で気温が 0.74
0

C上昇しており，その

原因が人為的な温室効果ガスの放出

と関連性が高いとした.台湾におい

ても気温の上昇傾向が報告されてお

り， 6 地点で観測された 1900~20例

年の夏季の気温の解析では， 0.14
0
C 

/10年の上昇が認められた (Liu ら

2007) .とくに 1976~2004 年では

0， 18
0

C/10年の上昇がみられた.これ

らの気温上昇には都市化の影響が考

産される必要があるが，全土で気温

は上昇鎮向にあると思われる.

さらに注目されるのは日射量の減

少傾向である.台湾各地の長期的な

気象解析により臼照時間の低下傾向

が報告されている (Liuら 2002) . 

1898 年~1999 年の日照時間の解析で

は， 1970年代以降に大きな低下傾向
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がみられ， 1995~1999年の平均は全期間平均を 16%

下回っていた.主に都市部で低下は大きいが，

Yushan (玉山) ， Alishan (阿里山)など 2，000m 

以上の高山を含む全土で同様の傾向がみられるこ

とより， 1960年代以降の台湾やその他のアジア地域

の経済成長にともなうアエロゾノレの放出増加によ

る雲量あるいは雲アルベドの増加の影響と推察し

ている.日照時間の低下とともに，日較差の減少や

降雨の集中化鎮向もみられ，これらの変化にも関係

するとみられている.このような気象の変化が，イ

ネを含む農業生産に影響している可能性が指擁さ

れている.

台湾で、の今後の?即菱化の影響を把握，予測するに

あたっては，台湾の現有品種の特性，とくに各生育

ステージにおける適温域がより明らかにされる必

要がある.日本の主要品穏においては，白未熟粒の

発生は出穂後初日間の平均気温が 26~270C以上で

増加する傾向が見られる(近藤ら 2006など) .日

射量当りの収量は登熟期の気温が 21~240C前後で

最大とする報告が多い(村田 1964など) 台湾の

ジャポニカ型，インデ、イカ型品種の主主熟の最適気温

については興味の持たれるところである.また， f底

日射に対する反応性，適応性の解明も持たれる. 1 

作期疫の登熟期間にあたる 6J3の平均気温は台湾南

部，西部では 27~290C前後であり鹿児島の 7~8 月

にほぼ近い.一方， 日射最は鹿児島での平均 17.8

MJ/m2 に比べると 18~27%低く，高温で比較的低

日射の条件で登熟が進むと推察される.また地域間

でみると東部地域ではより抵視，抵日射条件である

が，このような事例からの収量や外観品質，食味へ

及ぼす日射と気温の交互作用の影響の解析も今後

の作期策定などの対策の基礎知見となろう.

南部を中心lこ， 6~8 月の a 最高気温が 330C以上

となる頻度は高いため，高温化の鎮向が続く場合に

は，高濃不稔への影響についても留意される必要さが

ある.チャンパ一実験で、は開花期および開芯前の

35
0

C以上の高温が不稔を増加させることが報告さ

れている (Satakeand Yoshida 1978) .このような

関係は圏場条件では当てはまらない可能性もあり

(長谷川ら 2008) ，闘場条件において不稔を出き

起こす温度域について品種間差異も含めて今後明

らかにするとともに，実i擦の水田での発生実態を把

握することが求められる.

5. 品質 ，収 量低 下の 抑髄 対策

Lurら (2007)は，温暖化に対する対策として，

栽培，品種両面からの検討の必要性を指摘している.

栽情対策としては，籾数の制御法や適作期の策定が

検討課題となる.この場合，前述のような各地域の

気温や日射量を考慮するとともに降雨や台風によ

る剖伏も考慮する必要がある.また，台湾では，良

食味品種の普及が広がっているが，今後の高温化や

B射量の低下を想定するとこれらの気象変動に適

志した品種の開発は重要な遮応策と捉えられてい

る.気象変動に適応した品種育成のための育種形質

の具体的な目標はまだ、定められていないが， Lurら

(2007)は，適応品種の理想、型の形質の着目点，育

種方向として以下をあげている.

①高い稔実率

②玄米比重が大きい

③粒長/粒幅が 2以上の長い粒形

④穂内の粒重，比重のバラツキが小さい

⑤l次枝梗が多く，過度に密粒でない

@現有品種より少ない分げつ数，株内の穂の均一性

⑦長い登熟期間

③1， 2作期間の各作携に適Fむした品種の育成

⑨登熟期の葉色の維持能力 (staygreen) 

⑮白未熟粒が少ない.高視処理による品種選抜

⑪インディカ型品種の導入

これらの各形質，育種の方向性について，今後そ

の有効性と実現の可能性が検討される必婆がある.

粒形については長い品種で白濁が少ない傾向があ

ることから着包されている.上述のようにし 2作

期目では，気象条件が大きく異なるため，それぞれ

に適応した品種の特性の見直しが望まれている.ま

ずは現在の品種の高温，低日射条件への適応能力の

評価が基礎となると思われる.

6.合湾の温暖化対策研究の体制

温暖な気候条件下にある台湾では，地球温暖化に

よる気象変動と稲作の関係についての関心は強く

なかった.しかし，上述したような気温の上昇や沼

頬待問の減少傾向が報告され，稲作への影響の現状

把握や対策の重要性が認識されるようになってき
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ている.台湾でのイネ研究は 3つのレベノレの公立機

関が主に担っている.農業委員舎に属する各地域の

試験研究機関，ならびに中核研究機関である台湾農

業試験所(T ARI Taiwan Agricultural Research 

Institute) ，そして大学である.これら 3つのレベ

ノレの研究機関が協力して温援化対策に取り組むプ

ロジェクトを最近スタートさせた 6つある各地域

の試験研究機関では，闘場条件での品種や栽培技術

の評価や開発，さらに普及を担当し，台中時に本部

が所在する TARIは育種，圏場レベルの生理研究な

ど基礎的研究を行なっている.また大学は分子レベ

ノレの生理研究や手法開発を含むより基盤的な研究

を担っている.育種分野では，自未熟粒の少ない品

種の育成を目標として，花蓮匝農業改良場 (Hua-lien

district agricultural research and extension station) を

中心に評価・選定が進められている.また，ファイ

トトロンや根闇温度処淫装置などを用いた温度制

御下での品種評価を国立台湾大学と共院で開始し

ている.栽培技術については，各作期にそれぞれ適

した栽培技術の熊発を進めようとしている.台湾で

は長い間 2期作が行なわれてきたが，各作期の気象

条件に適した作期や技術は必ずしも明確にされて

こなかった.このため ITaiken9J を標準品種とし

て作期，栽植密度などの影響解析を進めている.台

湾のイネの研究体制は日本と類似した点も多いが，

日本と比較すると研究勢力の薄さは否めない.温暖

化対策についても上述のように研究の緒に就いた

ところである.日本で、の高温による品賞，収量への

影響や不稔に関する研究蓄積は，台湾においても今

後，現状を解析し研究を深めるにあたり有用な基礎

知見となると思われる.一方，高温な気象条件下に

ある台湾の事例に学ぶことは，日本にとっても将来

の予測や対策技術の開発に貴重な情報をもたらす

と思われる このため，台湾， s本の陪の研究の交

流を深めることは双方にとり有識であり，また類鎖

した自然，社会環境下にある東アジア地域でのイネ

研究の新しい進展に寄与するものと期待する.
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