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東北地域における気象要素による地替区分と大豆生産の変遷

持田秀之

(東北農業研究センター)

Zoning for Soybean Production by Climatic Factor in Tohoku District 

Hideyuki MOCHIDA 

(National Agricultural Research Center‘for Tohoku Region， Daisen， Akhα 014-0102， Japan) 

大豆の栽培技術を技術マニュアルとして提示する上

で，気象条件に応じた技術の開発やその適用範囲を明

らかにすることは極めて重要である. らは，既報

で，気象要素に基づく地帯区分を行い，地域の収量と

変動係数から各地帯の大豆生産の特徴を明らかにした

ら 1990) .その結果，東北地域は，気象特性に

基づきおおよそ 6つの地帯に分けられることがわかっ

た(第 l図).ここでは，そうした大豆生産の特徴が過

去40年間にどのように変遷してきたかを統計資料を用

いて取りまとめたので，報告する.

材料および方法

1.気象要素による大豆生産の地積区分

地帯区分に使用した気象データは， 1979年から1989

年までのアメダスデータで，大豆の生育期間に当たる

5月から 9月までの平均気温， 日!¥IilB寺陪の月平均値及

び降水量の月積算値を用いた.アメダス地点の選定に

当たっては，地域的な編りをなくすこと，大豆の作付

けの多い地点を考慮して， 60地点を採用した.以上の

データについて主成分分析を施し，各地点の近接度と

地理的な位露関係に基づき，地帯区分を行った.

2. 地帯による大豆生産の特徴

統計資料としては農林水産統計年報と大豆に関する

資料(農林水産省農産園芸局編)を用い，地帯別に196

9年から1978までの10年間， 1979年から1988年までの10

年間， 1989年から1998年までの10年間， 1999年からの2

008年までの10年間の平均単収とその変動について比較

検討した.また，気象要素以外の影響を|明らかにする

ために，田作大立，畑作大豆の単収と水旧作付率につ

いて検討した.

結果および考察

(1 ) 地帯別の平均単収とその変動について

地帯}jIJの平均単収とその変動を比較したところ，

1978年までの10年

間については， 11文

i言(，変動係数とも

に地帯による

小さく， 1979年以
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第 l 図 大更生予言期 間 の

気委主要素による地平管区分

第 l表大立の単収とその変動の推移

1969~1978年 1979~1988年 1989~1998年 1999~2008年

地帯区分 単収 変動係数 単収 変動係数 単~又 変動係数 単i収 変動係数
(kg/10a) (%) (kg/10a) (%) (kg/lO乱) (%) (kg/10a) (%) 

中南部 135 10.6 186 12.4 182 10.7 162 28.4 
日本海側

北 部 130 5.6 151 15.7 159 11.2 144 16.8 

中 部 121 12.5 129 16.5 131 13.9 138 10.2 

太平洋iJliJ 南 部 114 8.3 122 15.2 124 12.4 128 10.0 

北 部 129 13.3 136 25.9 149 20.9 133 21.3 

内陸地域 129 9.7 154 9.7 152 9.1 157 16.0 
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JI3(が低く収量変動が大きいこと，それぞれが大豆生産

の特徴に影響していることがわかった. 日照時間が長

い臼本海側及び気温が高く日照時間は平均的な内陸地

域における単収の増加が顕著となり，その変動は比較

的小さい傾向を示した.また，太平洋側北部では，オ

ホーツク海高気圧の張り出しに伴うやませの影響が大

きく， しかも年ごとにオホーツク海高気圧の強さが異

なるため，それに応じて低収で、J[文章変動が大きい状況

が生じていると言える. 1999年以降の10年間では，日

本海側の単収が減少し，その変動は増加したが，その

他の地域における収量とその変動は変わらなかった

(第 l表).
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(2) 平均単収とその変動に関わる要図について

1979年以降と 1989年以降の10年間において，

a本海鶴，特に中南部の秋田県において単i院が

増加している. この間，東北地域における田作

大豆の収量は， 2002年と2004年を除けば，畑作

に比べて一貫して高くなっている(第 2割). 

また，当該地域では，水田作付率が岩手県，福

島県に比べて1976年から1980年までの短期間に

顕著に増加し70%を超えるまでになっており，

それ以蜂も高く推移している(第 3図).水回

転換畑では，畑地に比べて地力が高く用水が得

やすいため大豆の生産性が高いとされてきたこ

とから(松村 2004)，高い水閏作付率が臼本

海側中南部における大豆の多収を支えたと

醐一周作

t 258i…締

る.

1999年以降の10年間では，日本海側中南部の

単収が減少し，その変動は増加している.この

ことは， この間，長雨，台風などの気象災害が

頻発しており，闘場の冠水や滞水の影響が水田

作付率の高い日本海{問中南部でより大きく現れ

たためと考えられる.また，近年，田畑輪換の

操り返しの中で水田における大豆の作付都合が

高まっており，転換熔における地力が低下して

きたこと(住田ら 2005) もその一因と推察さ

れる.
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第3随 東北各県における水自作付率の捻移
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