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< 特 集 >

地球温暖化が道内主要作物に及ぼす影響と

その対応方向 (2030年代の予測)

1. 2030年代の気候予測および技術的対応方向(総論)

中辻敏朗不丹野 久*谷藤 健紳梶山

同寺見

努料松永 浩仲

裕 m 志賀弘行*三好智明**佐藤

要約

地球温媛化が本道の7}く稲， ~H1作物および飼料作物の生育や収益，品質等に及ぼす影響を2030年代を

対象に予測した。現在よりも高温・湿潤な2030年代の気候下でtは，主主殺・飼料用とうもろこしの地収，

秋まき小麦・ばれいしょ・牧草の減収，水稲の食味向上，てんさいの根中糖分低 iご，小豆の小粒イとな

どが見込まれ， mr1i丙筈・鮒陣容性育穏の強化，1i'J切等の変化に応じた栽培技術の見直し，夏季の多雨

への対応等が必要である。

1.はじめに

2007年に公表された四cc(気候変動に関する

政府間パネル)の第 4次報告書は，地球温暖化は

権実に起こっているとし，その原因は人間活動に

よる温室効果ガスの排出増加にあると断定してい

る。これを裏付けるように，我が国の年平均気温

は過去100年で1.l0
CC上昇し，特に1990年以降，

高温となる年が頻出している。このような高温傾

向が農業生産に及ぼす影響を全国的に調査した報

告では，水稲の高温障害，果樹果実の着色不良，

各種作物に対する病害虫の多発などが各地で認め

られ， このまま温暖化が進行すると，我が簡の農

業に深刻な影響を及ぼすことが危慎されている

(農林水産省 2007)。

途上国における人口増加や所得水準向上

Impact of global warming on agricultural produc 

tivity in Hokkaido and 乱daptation strategies 

Projections for the decadεs 2030s 

1. Proj百ctedclimate and adaptation strategies 

*道総研rlJ央i長業試験場 ToshiI勾oNAI¥川、sc，JJ，

Hisashi TANNO， Hiroyuki SHIG，¥ 
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に伴う食料需要の増加，バイオ燃料向け穀物生産

の増大などを背景とする，世界的な食料需要の逼

迫は深刻な問題となっている。これに地球溢暖化

による気象災害の激化や水資源の制約などが加わっ

た場合，カロリーベースで6割の食料を輸入に頼

るわが国は，食料安全保障の面で極めて龍弱な状

況に陥る可能性が高い。

このようななか，我が国の食料供給を支える本

道農業の役割は今後その重要性を一関増すと見込

まれるが，そのためには地球温暖化に対する適切

な対芯策を講じる必要がある。しかし，温暖化が

道内農業に及ぼす具体的な影響については， これ

までほとんど検討されていなし、特に，各種基幹

作物の生産量や品質の変化，栽培適地の移動(ま

たは拡大・縮小)などは，北海道全体または地域

の営農に多大な影響を及ぼすと予想される。その

ため， 20~30年後の近未来に予測される状況を，

農業者だけでなく農業関連産業に対しでも早急に

示し，対応策確立に向けた動きを加速させる必要

カまある。

以上の背景に基づき，道総研農業研究本部では，

地球温暖化が本道の水稲，畑作物(秋まき小麦，

てんさい，ばれいしょ，大立， IJ、立)および飼料

作物(牧草，飼料用とうもろこし)の生育や収量，

品質などに及ぼす影響について2030年代を対象に
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予測し，想定される課題への技術的対部方向を検

討した。本特集ではその概要を 4回シリーズで報

告する。

第 1回目の今回は，各作物への影響予測の前提

となる将来の温暖化気候データについて述べ，あ

わせて第 2回以降での作物別各論(第2呂:水稲，

第 3回:嬬作物，第 4@]:飼料作物)の概要を先

行して紹介し， 2030年代に向けた技術的対応方向

を論じる O

なお，本研究は道立試験研究機関の地方独立行

政法人化に伴って新設された分野横断型研究制度

である戦略研究(課題名:地球温暖化と生産構造

の変化に対誌できる北海道農林業の構築，期間:

平成21~25年)の一部をとりまとめたものであるO

2. 2030年代の気候

既往の温暖化気候予測データを活用し，各種作

物への影響予測に用いる将来の気候データを整備

するとともに，営農上の重要な気候指標である，

晩霜乱初霜B，長期積雪終日(治雷日)の変化

を推定した。

1)方法

(1 ) 温暖化気候データの整備

①用いた温暖化気候データ

本研究で用いた既往の温暖化気候データは，

Y okozawa et al. (2003)による「気候変化メッ

シュデー夕日本 (MeshClimat巴 ChangeData 

of Japan)Jである。これは， IPCCが策定した

温室効果ガス排出シナリオ IS92aに基づき，異な

る4つの全球気候モテ、ル (CCSR/NIES，CGCMl， 

ECHAM4/0PYC3， CSIRO-Mk2) で計算した

地球規模の気候予測債を，日本付近の 2次メッシュ

(一辺約10km四方〉に展顕したものである。温

室効果ガス排出シナリオIS92aは， IPCCが1992

年に発表したもので，大気中の二酸化炭素濃度は

1990年以降，年率 1%複利で増加すると見援もら

れている CIPCC1996)。

本データに収められている気象要素は，平均気

温，最低気混，最高気混，降水量， 日射最で，

2000年から2099年まで10年ごとに， 10年間の月期

平均値(降水量は月J.jIJ積算値)が示されている。

③現在の気候データ

対照となる現在の気候データには， Iメッシュ

気候植2000(気象庁 2002りを用いた。これは気

象官署とアメ夕、スによる 1971~2000年 (30年間)

の観測植に基づく月別平年績を，地形因子(緯度，

経度，標高，勾配)との統計的関係に基づいて 3

次メッシュ(一辺約 1km四方)化したもので，

対象気象要素は「気候変化メッシュデー夕日本J

と両様である。気温の推定には都市化の影響も困

(人工被謹率)として考慮されている。

ここでは，上述の「気候変化メッシュデー夕日

と比較するため 2次メッシュに含まれる 3

次メッシュデータをすべて平均し 2次メッシュ

化して利用した。

③整備方法

本研究では，現実味のある近未来として2030年

代 (2030~2039年)を対象とし，上述の 4 つのそ

デノレによる予測値のなかから， IPCC第 4次報告

書や気象庁による地球混暖化清報第 6号(気象庁

2005)での将来予測に比較的近い， CCSR/NIES 

(以下， CCSRと略記)およびCGCM1気候モデ

ルによる予測値を用いることとした。そして，こ

れら 2つのモデルによる全メッシュデータから道

内に該当する935メッシュのデータを抽出した後，

現在の鎮である 2次メッシュ化した「メッシュ気

候値2000Jと比較し，荷予測髄の特徴を検討した。

2030年代を対象としたのは， 2030年程度までの大

気中の二酸化炭素濃度は排出シナリオにほとんど

依存しない(文部科学省・気象庁・環境省 2009)

こと，また農林水麗省による温暖化適応策工程表

(農林水産省 2007)においては2030年を各種叡り

組みの目標基準年としていることなどに基づく。

一方，各謹作物への影響予測においては，月別の

気象データだけでなく，勾別値と日J.jIH疫が必要とな

る場合がある。そこで， I北海道施肥ガイド2010Jの

地帯区分を考慮、して選定した27市町村(次項の対象

地点を参照)については，対象市町村の重心直近の

メッシュデータを当該市町村のデータとし，これら

を以下の方法で旬別および日別鑑に変換した。すな
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わち，旬汚IJ舗の場合は月日IJ値を中旬の，また日間

値の場合は月別値を当該月の15日の値とし， これ

らの月別健を線形補間して，現在と2030年代の双

方について旬または日別値を推定した。

なお， CCSR， CGCM1ともに各気象要素の年

次変動幅については示されていないので，作物JjIJ

各論でその考癒が必要な場合は，現在の年次変動

揺(標準偏差等)を2030年代にも適用することと

した。

(2) 温暖化に伴う晩霜8，初霜aおよび長期積

雪終日の変化

①対象地点、

「北海道施肥ガイド2010Jにおける地帯区分を

し，以下の27市町村を対象とした。札幌市，

北斗市，八雲町，江差町，県知安町，島牧村，岩

見沢市，滝川市， 11日JII市，富虫野市，名寄市，留

萌市，遠別町，雄内市，枝幸町，紋別市，締走市，

ヨ"子府町，壮瞥町，苫小牧市，浦河町，平取町，

大樹罰T，芽室町，上士幌町， ~"路市，中標津町

②晩霜白と初霜自の推定

一般に，晩霜日，初霜日は平均気温や最低気温

と強く関連することが知られている(山崎 1992)。

そこで，道内の気象官署14箇所(札~毘，倶知安，

岩見沢，旭川，帯広，函館，江差，留萌，稚内，

紋別，網走，苦小牧，浦河，鎖i路〉での 1971~

2000年を統計期間とする晩霜，初霜臼の平年記B

と平均気温および最低気温平年値との関係を解析

し，調日を以下のように内陸部と沿岸部に分けて

最低気温から推定することとした。

晩霜臼:最低気温が，内i謹部では5.10C以下，

沿岸部では4.10C0下となる日

初霜日:最低気揖が，内陸部では5.50C以下，

沿岸部では4SC以下となる日

③長期積雪終日の推定

長期積雪の終日を気象要素から推定するため，

道内の気象官署13笛完IT(札幌，倶知安，岩見沢，

旭川，帯広，画館，江差，留萌，稚内，紋別，嬬

走，浦河，釧路)における長期積雪終日の平年起

日を呂的変数， 12~ 2月のi建水量平年値および l

~3 月の平均気温平年値を説明変数とする重屈帰

分析(ステップワイズ法)を行い，以下の関係式

を得た (R2= 0.820)。本式による推定値と観測

値とのRMSエラーは 6日であり，本式で長期積

雪終日をおおむね推定できると判断した。

長期積雪終日(3月 1日から数えた日数)口0.0803

x C12~ 2月の積算隆水量， mm) 0.245X (3月

の積算平均気温， OC)十0.585

③供試気象データ

現在の気象データには，対象地点近傍の気象宮

またはアメダスの平年値を用いた。

2030年代の気象データには，先に整備した

CCSRおよびCGCM1による予測鑑(月別値， 日

別儀)を利用した。ただし， これらは約10km白

方を平均化した描データであり，気象官署やアメ

ダスのような点データとは空間スケールが巽なる

ので直接比較ができない。そこで，各市町村の重

心直近のメッシュについて， CCSRまたはCGCM1

による2030年代予測備と 2次メッシュ化した「メッ

シュ気候値2000Jとの差(降水量については比率)

を求めた後，その差(または比率)を各市町村の

気象官署またはアメダスデータに加算(または乗

算)し，これを当該地点の2030年代の値として用

いることとしfこO

2)結果

(1 )直接化気候データの整構

①CCSR気候モデルによる予測億の特徴

CCSR気候モデノレによる道内935メッシュ平均

の丹別気象要素予測値を，現在と比較して図 lに

示した。

月平均気温は現在よりもl.3~2.90C上昇する

(年平均2.0
0

C) が，界温程度は秋・冬季の1O~4

月が1.5~2.90C (平均2.10C)なのに対し，作物の

主要生育期賠である 5~9 月はl.3~2.70C (平均

l.8O

C)とややd¥さい{項向にある。

緯水量は現荘比0.8~ 1. 8倍(年平均1.2倍)と変

化幅が大きく 6， 7月にそれぞれ現在比1.6，

1.8倍の多雨が予測されている。

日射量は年簡を通して現在比0.7~1.1倍である

が， 5 ~ 9月は平均0.9倍で，作物の主要生育期
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閣の日射最は現在をやや下回ると見込まれている。

各気象嬰素の道内分布をみると， 5 ~ 9月の日

射最は東部の方が現在に対する減少比がやや大き

い傾向にある他は，際だった地域的特徴は認めら

れない(データ省略)。

これらの月平均気温および降水量予榔値と 6

~8 丹にかけて記録的な高温，多時となった2010

年の実測値(道内 7ヶ所の気象台観測値の平均〉

とを比較すると， 2010年の気温は予測簡を0.2~

1.4
0

C上回っており 7月および 8月の降水量は

予測値に近かった。このように， CCSR気候モデ

ルによる2030年代予測値はすでに現在の気象変動

の範囲内にあり，未知の領域ではない。
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s11 CCSR気候モデルによる2030年代の
気象要素予測値と現在との比較

道内935メッシュの平均値以lEtのひし形(ゆ)は2010年6-8Pl
の月平均気滋の平年去を(上)，および同降水畿の平年比(下〉で，キL
線， I也)11，機内，読書送， ~)il fIII，室i議，関空官での綴測{直の平均値

②CGCM1気候モデルによる予測値の特徴

CGCM1気候モデルによる道内935メッシュ平

均の月別気象要素予部値を，現在と比較して図 2

に示した。

月平均気混は現在よりも1.6~2.80C上昇する

(年平均2.2
0

C)。昇温程度は秋・冬季の10~ 4丹

が1.6~2.80C (平均2.20C)， 5 ~ 9 丹が2.0~2.60C

(平均2.3
0
C)と季節間差は小さく， CCSR予測儀

よりも 6~8 月が0.7~0.80C高く見積もられてい

る。

降水量は現在比0.6~ 1. 7倍(平均1.2倍)と変化

隔が大きく，特に 5， 6， 7および10月に現在比

1.4~ 1.7倍の降水量が予挺されており， これは

CCSRと類似している。

日射量はCCSR予測値と同様に，年閣を通して

現在比0.8~1.1倍であるが， 5 ~ 8月は現在をや

や下田る (0.8~0.9倍)と見込まれている。

各気象要素の道内分布をみると， 4 ~ 8月の昇

温程度が東部でやや大きい他は，特筆すべき地域

的特徴は認められない(データ省略)。

CCSRの場合と同様に， これらの月平均気温お

よび降水量予測値と 2010年 6~8 丹の実測誼とを

比較すると 7丹の気温は予測値よりも0.5
0

C低

かったが 6および 8月はそれぞれ0.4， 0.70C高

く，また， 7， 8月の降水量は予測備に極めて近

かった。 CGCM1による予測値も将来予測として

十分に現実味があると判断される O

0.5 
1月 2H3H 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月

2.0，.--一一一ー一一ーー一一一山一ーーーー一一一一一---ー一向

0.6 

1H 2月 3月 4Pl5Pl 6月 7Pl8Pl 9月10月11月12Pl

図 2 CGCMl気候モデル!こよる2030年代の
気象要素予測値と現在との比較

道内935メッシュの平均値.図rflのひし形(φ)は2010年6-8月
のPlSJZ均気温の平年差(上)，および隠降水援の平年比(下)で，キL
綴，旭川，稚内，縦走，車ilfIII，主主I議，函皇官での観inlJ値の平均値.

③既往の予測値との比較

以上の予概値を「日本の気候変動とその影響

-78 
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(文部科学省・気象庁・環境省2009)Jにおける予

測と比較する。

この報告では， IPCCのSRESA2，AlBおよび

B1シナリオ(IPCC2000)に基づき， 21世紀末

(2090~2099年)の白木の気象を以下のように予

測している(いずれも1980~1999年を基準として)。

i )年平均気温は2.1~4.0oC上昇するが， 2030年

まではシナリオに依らず約1.0
0

C上昇 00年あた

り約0.20C上昇)， 註)昇溢幅は夏季よりも冬季に

大きく，地域的には高緯度で大きい，溢)降水量

はいずれのシナリオでも年平均 5%程度増加し，

100mm以上の大雨の日数が増加， iv)北海道の

は増加。

この報告の予測年代は今世紀末なので， CCSR 

(a) 

岩見沢

必111

一一現在
幽幽203C年代(CCSR)
一2030年代(CGCMl)

(c) 

Wt沢 平i担

抱111 泌河

。;小牧

l;H~~f 

誠子府

一一現在
--2030年代(CCSR)
…・・2030年代(CGCMl)

およびCGCM1と直接的な比較はできないが，少

なくとも2030年代の年平均気温については， CCSR 

およびCGCM1 による予腿値の方が1.0~ 1. 20C高

い。また，降水量や降雪量においても CCSRおよ

びCGCM1の方がやや過大予測とみられる。

(2) 温暖化に伴う娩霜日，初籍臼および長期積

雪終日の変化

①晩霜臼，初霜日，無霜期閣の変化

2030年代の晩霜8は， CCSRおよびCGC叫1の

いずれの場合でも，すべての地点で現在よりも 4

~18日(平均値:全道138，内陸部12日，沿岸部

14日)ほど早まると推定され，その程度に地域的

な揺りは認められなかった(函3(a))。

2030年代の初霜日は， CCSRおよび

、、ι
，ノ

'hu 

r
'
1
¥
 

岩r!iR ヰL在

滝川 浦戸j

旭川 li'J、牧

訓子府

幸司走

H 一一現在
““ 2030年代(CCSR)
…2030年代(CGCMl)

図 3 畏緩イとによる遂内各地の(a)娩穀臼.(b)初霜日

および(c)無籍期間の変化

(a). (b)の総の単伎は月/日.(c)の織の単位は日.晩手tlElは
最低気温が内陵部では5.10C以下，沿岸部では4.1

0

C以下とな
る日，初箱日はJfk低気温が内陵部では5.5

0

C以 f.沿岸部で
は4.50C以下となる日とした
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CGCM1のいずれの場合でも，すべての地点で 4

~19 E3 (平均値:全道13日，内陸部12日，沿岸部

15日)遅くなり，沿岸部の方が内陸部よりも遅延

翠度はわずかに大きかった(図3(b))。

このような晩霜日，初霜日の変化により， 2030 

年代の無霜期間は現在よりも 16~37日ほど長くな

り，現在の 129~203 日(平均値:全道159 日，内

龍部143 臼，沿岸部175 臼)から 149~231E3 (平均

値:全道185日，内語部166E3，沿岸部204日)に

まで増大すると推定された(図3(c))。

②長期積雪終日の変化

2030年代の長期積雪終日は，札幌を除くすべて

の地点で，現在よりも 3~17日(全道平均で11 日〕

ほど早まり，最も早い浦河で現在の 2月27日から

2月13日へ，また最も遅い倶知安でも 4月18日か

ら4月四日にまで阜まると推定された(図4)。

2030年代の 1~3 月の降水量は概して現在よりも

多く見積もられているにもかかわらず長期積雪終

日が全般的に早まるのは， 3月の気温上昇の影響

が融雪に強く しているためと推察される。

札綴

&!事〈 大樹

岩見沢

滝川

4士官主

副11子府

一一現在

開閉 2030年代(CCSR)
...2030年代(CGCMl)

図4 温暖化に伴う道内各地の長期積雪終日の変化
事Ibの単位は月/日.

3. 2030年代の技術的対芯方向

次号以降の作物別各論に先立ち，上述した温暖

化気候データを用いて予測した各作物の収量や品

質等の変化とこれら予測に基づく今後の技術的対

応方向について，以下に解説する O 作物別影響予

測の詳細については，次号以降の連載を参照され

fこL、。
1) 2030年代に想定される変化

2030年代 (CCSR気候モデル予測値による)に

想定される，各作物の生育，収量，品質等に関す

る現在からの変化を表 lにまとめた。

(1 ) 生脊

水稲，秋まき小麦，豆類，牧草では，融雪期の

前進と春季の気温上昇によって移植可能日や播種

期(あるいは起生期や萌芽期)が現在よりも前進

し，開花嬬や成熟期なども全般に早まる傾向にあ

る。しかし，登熟期間や生脊日数は現在と大差な

い場合が多く，生育ー期節全体が現在よりも早い時

期へシフトすると予想される。ばれいしょ，飼料

用とうもろこしについては，気温上昇によって生

育日数が現在よりも趨縮される傾向にある。

(2) 収翠性

水霜では登熟期間の気温上昇と臼射量低下が棺

殺して現在並~やや増収する。冷害リスクについ

ては，遅延裂冷害の発生は減少するが，生育ステー

ジの前進により冷害危険期の気湛は現在よりもわ

ずかに高まるに過ぎないため，地域によっては障

(不稔発生)による収量・品質の抵下リ

スクは依然、として残る。小麦ではE3射量の抵下で

減収，豆類では品種間差はあるが気温上昇で捜ね

増収，牧草では臼射量の低下で減収と見穣もられ

る。とうもろこしでは熟期の遅い品種への変更に

よって増収が可能なのに対し，ばれいしょでは植

付期を早めても日射量の低下により減収する。て

んさいについては，気温上昇による収量(根重)

増加の寄与が根中糖分低下に勝り，現在と間程度

の生育日数であれば，糖量は現在よりも増加する

と予想される。ただし，他作物と異なり，生育日

数が現在よりも長くなり，最大糖量に達する臼

(収穫適期)が現在よりも遅延すると見込まれる

ため，多収の実現には収穫時期の見麗しが必要で

あるO
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表 1 2030年代の気候下で想定される主要作物の生育等に関する現在からの変化

作物 二1b2jC ~X 1β， EJ1 L 口口" 11 

jJ(ffII Cむ移航可能LJやIH絞り訟が'Fま 波書!¥JVJI甘jの気象条i'lーから推定 登奈良気視の鳩大により， アミ

る。 すると，現在並~やや応'収 口ース含有率(%)は0.9ポ

②安全討l秘i矧!剖がMくなり， (現在比98~106%)。 イント， タンパク質含有楽

遅延Ji'1i令3リスデは減少。 (%)は0.2ポイント低下し，

③生脊のfìíi:ìJtにより冷~&危険 災食!沫fとする (rきらら397J. 
JVlの支l!1品はわずかに高まるに 淡泊を怨定)。

泌さず，地域によっては隊:::8
哲v-令'ili(不段、発生)リスクが

主主る (iきらら397J，並の中生

手五をi限定)。

小麦 ①融'['}lVlのriii:iJtと春以i漆の気 ①支1混と LI射泣から1m定した 成ヂ'i¥JVlから収穫JVlの降水没fg
織上昇で. ，包 ~Iò熔i と成主~\JWが ポテンシャノレItXlitは 8~18% 力111こより，扮rJi7~，低アミ口
i手まる。 減少 (iホクシンJを忽定)。 (役i発芳三)，言t、かび被告のリス

②王主;手!¥JWIHlはほとんど変わら ②生tH圭一三f"の降7J<:!l11i泣IJIIIこよ クが[uJまる。

なL、。 り水分不足が緩和され，総I[X
する J1出r，，~もある。

てんさい 主¥i日Lと上i約五tからHE定すると， Ijミ73‘}明治!の支(i品から1ft.定すると，
ぷ火事(iiJI(にi主する 13が透く ①根亙は12%地力110
(生j守口数が長く)なり， I奴 ③1HLiJ糖分(%)は0.8ポイント低下。

程Q;.金JVlは遅延する。 ③私IPI((線illx線中担'f分)は 6%敗力110

1;1: ~1. ¥、しょ i潟.J;J'lVlはほとんど変わらない ① IJ身JiAの減少により 15%程 でんぷんfrlliは 8~ 9月の気泌

が，枯渇lVJが'T'.くなり，モu守 f立減収。 上界により低下。

LJお〔は純くなる。 ②liIi付JUJのliiii立により't'i'fu
数は現在;jfzとなるが，減収の

回復は見込めない。

(J之l上は「紅丸」必のljJ晩~

l挽生禄を:111定)

大豆 ①J品手filVJをJj，l夜組とすると， ①「ユキホマレ」は，現在の 裂!支粒やしわ絞の多発による

Il百花!切と成熟 JVJ は 6~9EH31 6~8 月平均気鼠が18
0

cn下 治~ßo
度早まる(やや阜の「ユキホ のtt!l峨では !~flにそれ以上で
マレJ， L~J伎の「トヨムスメ J は首長i[X。

をJltilD。 ②「トヨムスメ」は，ほとん

②主t?frflの上昇， 1!1¥活'i)Vn甘jの延 どのi也r，，~で増収。

長により，現行の f遊底豆類

I自信号11栽l古指針Jでの地宿区

分は 1~ 2ランク上小7に移行。

小S:-J. f番手fiJVlを呪イ1:殺とすると， [J持 ①十勝・オホ ック・1]立娠で rHi¥lVH視の気潟上界により，

花JUj と l]x;<<\1日l は 7~lOLl'l'ま は 12~19%の幣l氏後込ミ・渡 T守中立正fが減少し，道央・造問

り， :段取れJíi~地域が娘ゑ[B~内 ぬ '1合wでは O~4%の徽地， の一部で流通規終内歩協が低

にまでf広大(仁!J生の阜の「エ 6)守・卒女11・よ)11・留tifiは2 下。

リモショウズjを;盟主E)。 ~4%の減収。

②終地域の作付面積が;現住並

とすると，道内生産IA:は12%
li'ilJlIo 

牧草 CD民生'LJVlのliIj:iJtと気配L上界で， ① IヨlHlitの減少により年間収 i盛期I[足後の主ヨマ:こより， 大き

1 i!ij'，'iの砂i芳'lVJは12Ll，泌総 反は1O~20%減少。 な問題なし。

JUJ は13L1'T'.まる。 ~気焔上界のみを勾浴すると，
② 1 {fj1'r'f.の生向LI数は変化な 現在と関等かわずかに地収。

し。 (1日jft，かっ王手 2問メIJり)

(以上は早伎のチモシ-'11.1語，
チモシー・マメ科~]:ì.昆崎市t出

を位、主主)

続料Jll f縦長から綿糸抽出JVJまでの期 手生地域の作付関税が;現復宣iと 過熱による子夫デンプンや芸

とうもろこし IHlが短縮。 すると，支122tの上界，および 3主織率jfの消化l汲1[X't'ての低下。

界滋程度に合わせた!?MVlの遅

い品報への変更により，会選

では約10~14%の増収。

校 1)2030年代の気象はCCSR予inll値による。また気漏の年変動総はm在授と仮定した。

j主 2) 特に院rr りがない場合，表中に記jlまの数伎はさ長道の5f-~Jがjな frllである。
注 3)イ，liíÉ災担が特に rHうい ~j~~真については r?J を付記。
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f内容と包， その他

①[的請では.HJ総lVlが早まる

ことにより，全道で中生品絞

の殺伐がnJ1ì~。
②いもち病の発生治加。

①jill隊泌i1Vli土6~10 仁l 限度遅

くなる (rきたほなみj対象)。

②様'2ciM1Vlの i笠れにより'~
fflHiおは減少し滅容リスクは

地力1Iかつ

③ 6 月以降の降水五tÞ~i加iによ
り赤かび病の発生がr.;:jまる。

気泌土1ftと7月以降の降水lLt
治加により， 1呂tl:ffvI，終日よHj1，
級協frIj，紫綬如Jが多発。

①I合!iiÆl と自 ~7 刀の多雨によ

り疫病の初発が王手まる。

②欽府1内の発'tが均iえる?

Cむiお絞伊y，紫llf約の発生。

②食~i'I:1iとH.，カメムシ，マ
メシンクイカ治の被安がT;:J火。

①各線約;1;(芸疫病，萎凋病

なと)の発佼拡火。

②メイガ，カメムシによる食

!il.5< アズキソウムシなどの

)11"殺i1f虫による被告の術力II?

かび首i;EE!jミ約答(道三旦H丙， 守主

かひ1丙)の発生拡大?

すす紋f均等、の多発?
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(3) 品質

水稲でアミロース含有率の低下による良食味化が

期待される他は，小麦では成熟期~収穫賠の多雨に

よる品質低下が，また豆類では裂皮粒の増加や百粒

重の低下などが危↑具される。とうもろこしでは過熟

による子実でんぷんの消化吸収率の低下が，ばれい

しょではでんぷん価の低下が懸念される。

(4) 病害虫

水稲のいもち病，秋まき小麦の赤かび、病，てん

さいの褐誼病・根腐病などの増加が予想され，そ

のほかにも高温多雨条件で発生しやすい病害や虫

害の発生が懸念される。

2) 2030年代に向けた技術的対応方向

以上の予械に基づき， 2030年代に向けた技術的

表 2 2030年代に向けた主要作物生産
における技術的対応方向

作物 日1稲開発の方向u 裁t奇技術の対応方向

①作般の拡大に伴う適
①{下期の拡大に伴う栽

正熟期の5i¥霞し
続技術(各生脊Wlにお

②各手F隙11ft氏抗セl:(耐
ける ~::f干潟際、含む)の

;!J<fi1l J令i'l:含む〕品穏 5i¥i直し

③いもち病害事の11ヰ答虫
②地帯別1'l，付綴擦の5i¥

J底抗ill:品総 i査し
(初主主言;段上告の鉱大

CD播符!巡IVJ. t議係五L
①ilillfU，前H長j伏純， 起生WJJよ(p年の総肥体系

小麦
秘!発'#耐tll:r'日穏 の見直し
②wかび再1J号事の病~抵 ②f生生育Jtllにおける生
抗t'l♂1禄 Ff指紋:の児院し

③倒ltj排水↑1Iの確保

病!ll ①i午'JtIJの拡大による日

①記事~íWI: ~l務
機I収益や以後通ltfjの見 の

てんさい
②得隠病i1fjJt抗役ぷ務 澄し

生終発皮
②誼f番栽法適t自主l;大へ
の対応

①t1Ii付IVJのiiij巡jによる
①[t1ji鼠nrf制，高でんぷ 浪芸!肥大lVJの(，;Sil]11の彩

lこ
応

1 ;J: ~1\ 、しょ ん自lIiRtJ務 i澄緩fU じ
②終手R病11HJl抗I'l:品被 ③上告土i立の土留大による た

地I誌変動の緩和
えi防除l護fj 

①ruijJYtl阪科， 加…u菌性 ①殺上市Jt!l干iH玄分の見直

大豆・小笠
に{愛れfこz日1稀 し
(g)得手F病~!f虫 lL~抗 I11 ぷ ②rHj品質化のための綴
手五 手fii創部の見政し

①I段使』右手君主手の塁手入に

牧市 名手'llii存在HJl抗i'l:品穏
よるJ反汲務保
(g)/ii. 地の排水性Ii1H~ と
{~IJ<性改善

①f番手MVJの前進と生育
つ)r~ii~'t紛れ。IV2手F 促進に{半う栽ほえ霊地お

飼料用 ②本州!向けi設伝宣言i訟の よびl収穫i盛期の見涜し
とうもろこし 導入などによる子実例 ②製U/(の巡JVHlIJお!

とうもろこし日必E @子~I蒋とうもろこし
士主総技術の検討

対応、方向を，品種開発および栽培技術分野に分け

て表 2にまとめた。

(1 ) 品種開発の方向性

本道におけるクリーン農業推進の観点からは，

高混・湿潤環境下で増加すると予想される各種病

害虫に対する抵抗性品種の開発がこれまで以上に

重要となる。また，小麦における聴発芽樹性の強

化や畑作物全般における湿害耐性の強化が必要で

ある。その一方で，水稲では穂ばらみ期の耐冷性，

秋まき小麦では耐凍性のように，寒さに対する耐

性の付与も従前適り求められる。また，すべての

作物に共通して，高温耐性の付与が次第に重要と

なる。将来の気候変動については不確実な点も多

いことから，今後の気候変動の動向を的確に見極

めつつ，中長期的な育種目標の設定が必要とされ

よう。

(2) 栽培技術

全作物に共通して，作期の拡大・移動・超縮等

に芯じた栽培技術の見誼しが最霞先と考えられる。

具体的な例を挙げれば，播種・移植適期・収穫期

の変更，施肥体系の再構築，栽培地帯産分の変更，

各生育期における生育指標の見臨しなど多岐にわ

たる O これについては，今後の作物の気象反応を

注意深く観察しながら，各種の予測等も踏まえて，

現行の栽培技術をベースとして修正を図り，対思

していくのが現実的である。また，病筈虫の発生

程度に応じた適期防除の励行はもちろん，新たな

病害虫の発生への対策も視野に入れた準備が必要

である。あわせて娼作では，今後の蜂間変動に対

応すべく，闘場の排水改良や保水性改善などの農

地の基盤整備がこれまで以上に重要となる。

なお，具体的な対芯にあたっては，現行の品種

で実施可能な栽培技術分野での対応を擾先的に実

施しつつ，抜本的な対応である品種開発を開時並

行的に進めることが効率的と考えられる。
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