
食料・農業・農村政策審議会統計部会農作物平年収量小委員会  議事録  

   

１ 開催日時  平成 14年３月 27日（水） 13時 30分～14時 30分  

   

２ 開催場所  農林水産省第１特別会議室  

   

３ 出席者   【小委員会委員】（12委員）  

        甲斐 諭、堀江 武、秋田 重誠、安倍 澄子、石川 郁子、鵜飼 保雄、  

        佐藤 洋一郎、高見 晋一、竹田 香苗、堀口 健治、三浦 洋子、   

        矢口 芳生  

        【事務局】  

        今井生産統計課長 磯部課長補佐（総括）ほか  

   

４ 議 題   平成 14年産水稲 10a当たり平年収量について  

   

５ 議 事  

   

開   会  

           

○事務局（総括）   ただいまから、食料・農業・農村政策審議会統計部会農作物平年収量  

            小委員会を開催します。事務局を担当しております生産統計課総括課長  

            補佐の磯部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。委員の皆  

            様方におかれましては、御多忙中にもかかわらず、御出席をいただきま  

            して誠にありがとうございます。  

             それでは、平成 14年産水稲の 10a当たり平年収量について、農林水産  

            大臣から食料・農業・農村政策審議会の今村会長あてに諮問されていま  

            すので今井生産統計課長より諮問文を読み上げさせていただきます。  

           

○事務局       諮問文の読み上げ  

（生産統計課長）   

           

○事務局（総括）   次に、お手元の資料を確認させていただきます。  

             議事次第、小委員会委員等名簿、資料№１「平成 14年産水稲 10a当た  

            り平年収量について」、資料№２「水稲平年収量等に関する研究会の提  

            言内容及び平成 14年産改善結果」、資料№３「水稲 10a当たり収量及び平  

            年収量の推移」、資料№４「平成 14年産水稲の生産事情について」、資料  



            №５「水稲主要品種の作付面積割合の推移」、資料№６「水稲以外の農  

            作物の作柄の比較方法の見直しについて（案）」でございます。よろし  

            いでしょうか。  

             次に小委員会の委員、臨時委員の皆様方を 50音順に御紹介させていた  

            だきます。  

             甲斐委員でございます。堀江委員でございます。秋田臨時委員でござ  

            います。安倍臨時委員でございます。石川臨時委員でございます。鵜飼  

            臨時委員でございます。佐藤臨時委員でございます。高見臨時委員でご  

            ざいます。竹田臨時委員でございます。堀口臨時委員でございます。三  

            浦臨時委員でございます。矢口臨時委員でございます。  

             なお、本日は坂臨時委員、平澤臨時委員、服部臨時委員が所用により  

            御欠席となっておられます。  

             それでは、以後の議事につきましては、食料・農業・農村政策審議会  

            統計部会運営内規第二条第四項の規定により、昨年３月 21日の「農作物  

            平年収量小委員会」で小委員長に選任されました秋田小委員長にお願い  

            いたします。  

             秋田小委員長、よろしくお願いいたします。   

           

○秋田小委員長    秋田でございます 。  

             本日は、委員の皆様には、御多忙の中にもかかわらず、御出席を賜り  

            ましてありがとうございます。  

             さて、米を巡る情勢につきましては、生産調整の今後のあり方等につ  

            いて、幅広く検討するため、学識経験者、全国生産者団体関係者、都道  

            府県関係者等からなる「生産調整に関する研究会」が平成 14年１月 18日  

            に設置され、議論が行われるなど米政策の見直しの検討が進められてい  

            ます。  

             このような中、水稲の 10ａ当たり平年収量は、作柄の良否、被害の多  

            尐等をわかりやすく表示するための作況指数や被害率算出の基準のほか  

            米の需給計画など農政の基礎資料として用いられています。  

             本日は、統計部会で当小委員会への審議が付託されています「平成 14  

            年産水稲 10ａ当たり平年収量」につきまして、それぞれ御専門の立場か  

            ら忌憚のない御意見をお聞かせ願いますとともに御協力を賜りますよう  

            お願いいたしまして簡単ではありますが私の挨拶とさせていただきます。  

             まず、事務局から定数等について御報告をしていただきます。  

           

○事務局（総括）   それでは、本日の委員、臨時委員の出席状況を御報告いたします。  



             食料・農業・農村政策審議会統計部会運営内規第二条第六項「小委員  

            会の会議は、当該小委員会に属する委員及び臨時委員の３分の１以上が  

            出席しなければ、開催することができない。」と定められていますが、  

            本日は委員・臨時委員総数 15名中のうち 12名の委員に御出席をいただい  

            ておりますので、本日の小委員会が成立していることを確認いたします。  

           

○秋田小委員長    それでは、議題に入ります。  

             まず、最初に本日の議題でございますが、平成 14年３月 27日付けで農  

            林水産大臣から当審議会の今村会長あてに諮問をいただいております「平  

            成 14年産水稲 10ａ当たり平年収量について」でございます。  

             この議題につきまして、小委員会に審議するよう付託されております。  

             この審議につきましては、14時 20分を目途に審議を終了したいと思い  

            ますのでよろしくお願いします。  

             それでは、事務局から説明をお願いします。  

           

○事務局       資料№１～№５について説明  

（生産統計課長）   

           

           

○秋田小委員長    ありがとうございます。それではこれまでの説明について、御意見、  

            御質問を併せてお願いします。  

           

○高見臨時委員    全国平均で傾向値が４kg上昇し、県別に見ても沖縄以外は全部上がっ  

            てます。これには、気象データの取り扱いによる改善の傾向はもちろん  

            入っているはずですが、傾向値自体が上がっているということは反映さ  

            れていないのですか。  

           

○事務局       傾向値自体が上がっているということも反映されています。というの  

（生産統計課長）  は、実収データを使ってやりますので実収は引き続き上がれば、傾向値  

            も上がる。この傾向も上がったのが、大きく言えば実力になる。従って  

            今回は実収の上昇と算定方法の改善の２つの要素が複合されている。  

           

○高見臨時委員    推定日射量を使うことで、従来の方式よりも傾向値が全体的に上がっ  

            たと考えてよろしいか。  

           

○事務局       推定日射量を使うと傾向値を押し上げる効果があった。従来の日照時  



（生産統計課長）  間を使うよりも推定日射量を使ったことによって、本来的には高かった  

            のが反映されたということになると解釈している。  

           

○高見臨時委員    沖縄が低いのは風速の効果で台風の影響が反映されてマイナス７と大  

            きく下がっていると理解してよろしいか。  

           

○事務局       台風の影響もありますが、実収が下がり傾向というのが一番良く効い  

（生産統計課長）  ている。最近、沖縄は作況指数 100 を超えず実収が低いことが大きな原因  

            であるといえる。  

           

○秋田小委員長    他に何かありませんか。  

           

○安倍臨時委員    品種の交代は収量の傾向値に影響はないのでしょうか。  

           

○事務局       品種の影響は１､２年で急には変わりませんが、多収品種あるいは良質  

（生産統計課長）  品種が導入されてくると実収量には効いてくる。従って、品種が変わっ  

            て実収量が変わると数式的にはその実収量が傾向値に反映され捉えられ  

            ているので、栽培技術、品種の実力は傾向値に反映されている。  

           

○鵜飼臨時委員    補助変数として使いました低温積算値と風圧なんですが、これは計算  

            のどの辺の過程で入れることになるのか。  

             最初の気象変数の中に直接入れて、新しい変数として追加して計算さ  

            れたんですか。  

           

○事務局       新しくやった推定日射量は全部日照時間と入れ替えをした。低温積算  

（生産統計課長）  値及び最大風速の２乗値については、主成分分析によらない補助変数と  

            して用いたところであり、回帰式に付け加えたものである。  

           

○鵜飼臨時委員    新しい変数としてですか。  

           

○事務局       新しい変数の外数として付け加えた。今までの気象要素は主成分とし  

（生産統計課長）  て第１主成分から第３主成分（W１、W２、W３）まで用いていたが、今  

            回の改善の、低温積算値と最大風速の２乗値は主成分分析によらないも  

            のとして新しく外数として直接付け加えたところである。  

           

○秋田小委員長    よろしいですか。  



           

○三浦臨時委員     W１、W２、W３は、それぞれの説明変数を入れて、主成分として W１  

            ～W３を出されてると思いますが、そういたしますと、第１主成分、第  

            ２主成分、第３主成分がある代表性を持って参ります。代表性というの  

            は、要するにひとつの気象の傾向が捉えることができていると思うんで  

            す。ですから、今後のやり方としてリッジ回帰を選ばれるということな  

            んですけれども、主成分で回帰分析をされることのどこに問題があるん  

            でしょうか。  

           

○事務局       今回はまだリッジ回帰は用いていません。従来の主成分要素を入れる  

（生産統計課長）  方式ですが、前から問題になっているのは、用いる説明変数が、降水量、  

            平均気温など６つあるわけですが、相関が強い関係にある。従って、独  

            立で入れるというのは無理があるということで、現在の方法を用いてお  

            り、多重共線性を回避するのが主成分分析を用いているひとつの理由で  

            ある。御承知のとおり、第１主成分は天気の良さという名前が付けられ  

            る、第２主成分は直行していますから天気の悪さを表しているといえる  

            が、第３、第４主成分の所は解釈が不明確となってくる。それから、必  

            ずしも第１主成分による当てはまりが良く効いている県ばかりではなく  

            て、第２、第３という解釈のつかないところが当てはまりが良く効いた  

            りする場合があり、非常に解釈が難しいというところがあります。  

             それならば原点に返って直接説明変数として、リッジ回帰で多重共線  

            性を回避するというのも考えられる式ではないかと研究しているところ  

            であり、良いアイディアがあれば取り入れて改善していきたいと考えて  

            いる。気象要素の相関が強いものを上手く入れたいというところで種々  

            検討しているところである。今のところ主成分分析の主成分を入れるの  

            がまだベターだと思っている。なお、先に説明しましたように台風の影  

            響や低温積算値を主成分分析によらない外数で入れて改善したところで  

            ある。  

           

○秋田小委員長    よろしいですか。他にありませんか。  

           

○堀口臨時委員    資料№２の７、８ページ、改善後の算定手法と改善前のペーパーです  

            が、補正値が傾向値にかなり近づくという意味で改善後の方が先ほどの  

            変数を加えた修正が非常に効いてるという理解でよろしいですね。  

           

           



○事務局       はい。例えば一番簡単なのは低温積算値を入れることによって、平成  

（生産統計課長）  ５年の低温が、よく説明できています。今言われましたように、日射量  

            は全年数入れてますから、データが収束し、寄りついた傾向線となって  

            おり、改善が顕著である。従って、今回の改善は作物学的な見地でも理  

            解が容易であり、実際やってみてもあてはめが良く推計上も良い改善で  

            はないかと考えている。  

           

○秋田小委員長    そのほかにありますか。  

           

○竹田臨時委員    自分自身の実感として感じているんですけれども、過去３年くらい平  

            年収量が低い感じがずっとしていた。というのは新潟県の中でも 1.7mm  

            目で見てもちょっと低いと感じていた。作況が良いこともあったと思う  

            が、全体的な米余りの中で、数字的な付き合わせをしているんではない  

            かという感じがしないでもない。現実的な数字にできるだけ近づけた方  

            が良いと言うことは、以前から感じていた。  

           

○事務局       今回は新潟県の上げ幅が３kgですけれども、結果的に上方修正の見直  

（生産統計課長）  しをしたところです。また、新潟県は広くて、上越、中越、下越、魚沼  

            の方と実力が違うわけです。平年収量は県１本で作ってますが、実際に  

            作況指数を出すときには、県内の地域ごとの実力に応じて平年収量を定  

            めており、それに基づき公表していますので理解下さい。  

             また、当然ですが、今後実収の傾向値が上昇し実力が付けば平年収量  

            も上がっていくことになります。  

           

○秋田小委員長    他に何かございませんか。  

             それでは、統計部会から付託されました「平成 14年産水稲 10ａ当たり  

            平年収量」について、当小委員会での審議の結果、事務局提案に対して  

            「妥当である」旨の報告としてよろしいですか。  

             それでは、御意見がないようですので、食料・農業・農村政策審議会  

            統計部会から付託されました「平成 14年産水稲 10ａ当たり平年収量」に  

            ついて、当小委員会での審議の結果、「妥当である」旨の報告をいたし  

            ます。  

             引き続き、事務局で、「水稲以外の農作物の作柄の比較方法の見直し  

            について（案）」について、検討を行っているとのことでありますので  

            説明をいただきますのでコメントがあればお願いします。  

             それでは、事務局から説明をお願いします。  



           

○事務局       資料№６について説明  

（生産統計課長）   

           

○秋田小委員長    この小委員会は農作物となっておりまして、水稲だけではない訳です。  

            ですから当然こういった事も検討の対象になるわけであります。  

             それでは、この説明について、特にコメントすることがあればお願い  

            します。  

           

○竹田臨時委員    麦は変動が大きいというのはすごく気になるが、現実的に生産者の立  

            場は、生産調整にどう対応するかという考え方で動いているところがあ  

            る。生産調整の部分ということになると、結局作り捨ての部分がいくつ  

            かある。それらも含まれているのかなという気がする。その辺はどうな  

            のか。  

           

○事務局       実体的にはそうだと思いますが、本作という言葉があるように農水省  

（生産統計課長）  の経営・生産・技術サイドの指導とすれば、転作の麦、大豆もそれなり  

            にしっかり作って、転作作物から所得も上げるということで頑張ってき  

            ております。従って、麦の単収の変動がなく、安定的な転作ができるよ  

            うにするというのが大事で、県も国も農業団体もそれぞれ役割を発揮し  

            て、安定的にとれるようなことを目指したいと考えている。  

           

○秋田小委員長    そのほかにありますか。  

           

○堀江委員      麦の単収のデータを見て水稲との違いに愕然とした実態があるが、水  

            稲というのは技術を安定させてきていて、よほどの気象災害がない限り  

            大丈夫だが、麦に至っては、50kg～450kgまで変動幅がある。やはり原  

            因は何かを極めることが、予測にも大事だが安定化に寄与するだろう。  

            なぜこう収量が振れるか、凍霜害、長雨、連動して起きるかび病と現地  

            ではいろいろ分かっていると思いますけれど、そういったものを拾い出  

            してみて、先ほど補助変数がありましたが、例えば水稲のような形で推  

            計して、スムージングスプラインをかけるとか、とにかく原因を明らか  

            にすることが大事である。平年収量の予測も大事ですが、農林水産省と  

            して、生産安定対策のため必要な原因を突き止めることも大事だと思い  

            ます。  

           



○秋田小委員長    何かあればいつでもコメントなどを届けてもらうことで、この件は終  

            了したいと思います。  

             それでは、本日の小委員会の議事を終了させて頂きます。  

             議事の運営に御協力いただき、ありがとうございました。  

             それでは、議事の運営を事務局にお返しします。  

           

○事務局（総括）   どうもありがとうございました。  

             それでは、以上をもちまして、平成 13年度食料・農業・農村政策審議会統計部会 

             農作物平年収量小委員会を閉会させていただきます。  


