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農林水産分野における温暖化対策農林水産分野における温暖化対策

適応策等



○ 水稲の白未熟粒やりんごの日焼け果、トマトの着色障害など、温暖化による作物の被害が発生。
○ 農業分野の適応策として、産地サポート体制の構築や温暖化適応に資する農業生産設備の導入を支援。

地球温暖化適応策について（１）

地球温暖化による農業への影響 地球温暖化への適応

温暖化影響の把握

農 農

○主な作物・影響
水稲（白未熟粒の発生）、りんご（着色不良・遅延、日焼け果）、かんきつ類（浮皮、着色不良・
遅延）、トマト（着果不良）など幅広い品目で影響が報告されている。また、平成22年夏の気候

全国における地球温暖化影響の発生
や適応策の導入状況について調査を
行い、レポートとして公表。

、 着果 良 幅 影響 報 、 気候
は記録的猛暑となり、全国で被害が発生。

作目 主な現象
発生の主な要因

（障害発生時期）
主な発生地域

水稲 白未熟粒の発生
出穂期～登熟期の高温

（7～9月）
全ブロック

（北海道を除く）

着色不良・着色遅延
果実着色期の高温

（ 月）
東北、関東・北陸、

九州 沖縄

専門家によるサポートチームの

産地サポート体制の構築

りんご
着色不良 着色遅延

（8～10月） 九州・沖縄

日焼け果
果実肥大期～収穫期の高温

（7～10月）
東北、関東・北陸

かんきつ類
浮皮

開花～収穫期の高温多雨（6
～12月）

関東・北陸以西の
ブロック

着色不良・着色遅延
果実着色期の高温

（6～12月）
関東・北陸以西の

ブロック 専門家によるサポ トチ ムの
結成や産地診断による助言・指導
により県段階、産地段階での戦略
的な対応を促進。

＜平成２４予算概算決定額＞

水 稲 果 樹 野 菜
着色不良

被覆資材を利用したりんごの日焼け果軽減技術の実証

（ 月） ッ

トマト 着果不良
開花期～果実肥大期の高温

（5～10月）
全ブロック

（北海道を除く）
注：主な発生地域については、全国を5つのブロック（北海道・東北ブロック、関東･北陸ブロック、東海・近畿ブロック、中国･
四国ブロック、九州・沖縄ブロック）に分けて示している。 ※地球温暖化影響調査レポート抜粋

＜平成２４予算概算決定額＞
生産環境総合対策事業

２１百万円

着色不良

りんごの「日焼け果」

平成２３年度は、水稲４県、野菜（トマト、ほうれん
そう）５県、果樹（かんきつ類、りんご、ぶどう）５
県、計１４県で現地技術実証を実施

地球温暖化の影響に適応し得る農業生産設備
の導入を支援。
＜平成２４予算概算決定額＞

正 常

高温条件下、強い日差しに
よって果実表面の組織が障害
を受けて発生

トマトの生育（着花・着果）不良
・高温による花粉機能障害、
赤色色素（リコピン）の生成抑
制

水稲の「白未熟粒」

・水稲の登熟期（出穂・開花
から収穫までの期間）の日
平均気温が２７℃を上回る
と玄米の全部又は一部が
乳白化したり 粒が細くなる

適応策の導入支援

強い農業づくり交付金（共同利用施設の新設）
2,093百万円の内数

産地活性化総合対策事業 5,288百万円の内数

みかんの「浮皮症」

・成熟後の高温・多雨により、
果皮と果肉が分離する。（品
質・貯蔵性の低下）

乳白化したり、粒が細くなる
「白未熟粒」が多発。
・特に、登熟期の平均気温
が上昇傾向にある九州地
方等で深刻化。

細霧冷房設備
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地球温暖化適応策について（２）

○避けられない地球温暖化に対する適応策として、高温耐性品種や着色改善技術など高温下での安定生産技術を開発。

高温障害の例

水 稲

高温障害の例

果 樹

着色不良

地球温暖化適応策の取組

にこまる ヒノヒカリ

高温年でも外観品質が優れている水稲
品種「にこまる」の育成

環状はく皮処理をすると収穫時の着色が向上し赤
味が強くなり，糖度も高くなる。

正 常

にこまる ヒノヒカリ

（環状はく皮処理）
整粒
74

白未熟粒
9

その他
17

整粒
39

白未熟粒
49

その他
12

100粒中の整粒、白未熟粒、その他の数。「にこまる」は整粒が多い。 ２



地球温暖化適応策について（３）

○気候変動により、農業生産基盤である農地、農業用水、土地改良施設にも様々な影響等が懸念。
○農業生産基盤に及ぼす影響を評価し 必要となる適応策及び推進方策等について検討

＜将来生じるおそれのある影響＞
デ

農業生産基盤への影響

気候変動に伴う、①平均気温の上昇、②降雨

これまでの取組

○農業生産基盤に及ぼす影響を評価し、必要となる適応策及び推進方策等について検討。

懸念される主な影響について、将来の気象予測データを用いて、全国的
な影響予測やモデル地区での定量的な評価により変化傾向を把握。

形態の変化、③平均海面水位の上昇により、農
地、農業用水、土地改良施設には、以下のよう
な影響が懸念。

＜農地への影響＞
土壌浸食 農地災害 増加

現在（1981～2000年）と将来（2081～2100年）にお

けるかんがい期の水田の粗用水量の変化を予
測。

モデル地区において、現在（1971～1990年）と将来
（2081～2100年）におけるダムの貯水容量の変化を
予測。

○土壌浸食・農地災害の増加
○農地の湛水被害の増加
○沿岸農地の塩類集積

＜農業用水への影響＞
○融雪利用可能量の減少 6,000
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事業計画基準年（1981年）
ダム確保容量7,456千m3

＜既に顕在化している影響への対応＞

○融雪利用可能量の減少
○かんがい必要水量の増大
○沿岸地域の河川表流水等の減少

＜土地改良施設への影響＞
○水利施設の用水供給機能の低下
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既に顕在化している異常な豪雨や小雨による影響に対して、土地改良施設
の管理者等も独自に対応を開始しており、施設管理者が対応を行う際に必要な
情報等を整理中。

○水利施設の洪水流下能力、排水能力の不足
○海岸保全施設の機能と安全性の低下

今後の取組今後の取組

＜中長期的な影響の予測・評価＞
気候変動影響の予測・評価に関する技術開発の動向を注視しつつ、継続

的に影響予測の結果等をフォローアップ。
＜短期的適応策の具体的検討＞＜短期的適応策の具体的検討＞

既に顕在化している影響やそれへの対応状況等を把握・分析しつつ、高
温障害に対応した水管理手法や、降雨形態の変化に対応した施設管理手法
などの短期的適応策の具体化に向けて検討。集中豪雨による農地の湛水被害

３



地球温暖化適応策について（４）

○気温上昇等の気候変動による森林への影響については、長期的には、植生の変化や、森林における動植物の生態・活動
への影響をもたらすと予想
○集中豪雨の頻発、海面上昇といった影響等によって、山地災害の頻発や海岸林の消失が生じることが懸念。
○森林への温暖化の影響に対する適応策として、以下の対策等を推進。

山地災害等の防止対策

保安林の計画的な指定と管理 治山施設と荒廃森林の一体的な整備
の推進

ニホンジカなどの野生鳥獣が気温上昇に
より活動域を広げることで、森林や高山植
生等 の食害が拡大する恐れがありま

野生鳥獣被害への対応

の推進 生等への食害が拡大する恐れがありま
す。
特に、高山生態系は、温暖化に脆弱な生

態系の一つであり、ニホンジカの食害は、
高山生態系の脆弱性を高めるため、被害

松くい虫被害対策

災害防備等の公益的機能の発揮が求め
られる森林について、保安林の計画的な
指定の推進と適切な管理を実施。

治山施設の整備と荒廃森林の整備と
の一体的な推進のほか、海岸林の適
切な保全の推進。

調査や保護対策を実施しています。

マツノマダラカミキリなど、低温下で
はあまり活発に活動しない病害虫等
が気温上昇によって活動域を広げる

松くい虫被害対策
ハード・ソフト対策等による総合的
な治山対策

山地災害の危険性の高い箇所の把
握と予測

ことで、被害が拡大する恐れがありま
す。そのため、徹底的な防除や樹種
転換等の各種被害対策を推進してい
ます。

新たな施設整備や既存施設の防災機能
の強化等のハード対策、山地災害危険
地区情報の周知等のソフト対策を組合わ
せた総合的な治山対策を推進。

より精度の高い山地災害の危険性の高
い箇所の把握手法の検討等を推進。

４


