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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 16 年３月 24日（水） 13：30 ～ 14：30

２ 開催場所 農林水産省第２特別会議室

３ 出席者 【小委員会委員 （12 委員）】

甲斐 諭、増田 淳子、秋田 重誠、佐藤 洋一郎、鈴木 玲子、高見 晋一、

服部 信司、平澤 正、堀江 武、堀口 健治、三浦 洋子、矢口 芳生

【事務局】

佐本生産流通消費統計課長、後藤課長補佐（総括）ほか

４ 議 題 平成 16 年産水稲 10 ａ当たり平年収量について

５ 議事録

(1) 開会

事務局（生産流通消 定刻となりましたので、ただいまから、食料・農業・農村政策審議会

費統計課総括課長補 統計部会農作物平年収量小委員会を開催いたします。

佐。以下「総括」と 事務局を担当しております生産流通消費統計課総括課長補佐の後藤で

する ） ございます。どうぞよろしくお願いいたします。。

当小委員会の開催にあたりまして、生産流通消費統計課長佐本よりご

挨拶を申し上げます。

(2)生産流通消費統 生産流通消費統計課課長の佐本でございます。

計課長挨拶 本日は年度末の大変お忙しい中、皆様方にはご参集いただきましてあ

事務局（生産流通消 りがとうございます。例年この時期に水稲の平年収量を決めております

費統計課課長。以下 が、昨年はご承知のように 10 年ぶりの冷害ということもありまして、お

「課長」とする ） 米の作況指数ですとか作柄というものが大変マスコミのニュース等を賑。

わし、また、これによりお米の値段が上がるといったような話がいろい

ろと議論されました。

平年収量というものは、そういったお米の作況指数ですとか作柄の基

になるいわゆる平年的な 10a 当たりのお米の収穫量のことでございまし

て、お米に関するいろいろな対策等が講じられる際の検討に用いられる

など基本となる数字でございます。

平成 16 年は、これからどのように天候が推移していくかまったくわか

らない状況でありますけども、昨年が冷害で、国の備蓄もだいぶ減って

いるという状況もありますので、今年もお米の平年収量あるいは作柄と

いうものについて注目される年になると思われます。

そういう中で私どもといたしましては、昨年までの気象状況等を勘案

して平年収量の原案を作成しております。本日は大変短い時間でござい

ますけども、16 年産の平年収量につきまして、ご審議を十分いただけれ

ばと思っているところでございます。簡単ではございますけども開催に

あたりましてのご挨拶にさせていただきます。よろしくお願いします。
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事務局（総括） それでは、本日の委員・臨時委員の皆様のご出欠の状況でございます

が、堀口臨時委員、鈴木臨時委員につきましては、所用で遅れるとのこ

とでございます。

また、安倍臨時委員、坂臨時委員、竹田臨時委員につきましては所用

によりご欠席となっております。

それでは、以後の議事につきましては、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。

(3)小委員長挨拶

秋田小委員長 秋田でございます。

本日は、委員の皆様には、年度末のお忙しいところ、ご出席いただき

ましてありがとうございます。

先ほど、課長からのお話にありましたように 10 年ぶりの冷害というこ

とで、昨年はお米の生産も非常に大きな打撃を受けたわけですが、こう

いった状況の中、16 年産の平年収量については、これを少し上げざるを

得ないといった提案になっております。

本当にこの日本の稲作技術がそれほど安定化してるかどうかを巡って

は、色々なご意見があるかと思いますが、本日は「平成 16 年産水稲 10a

当たり平年収量」ということにつきまして、それぞれご専門の立場から

忌憚のないご意見をお聞かせ願いますとともに、ご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。簡単ではございますが私の挨拶とさせていただき

ます。

(4)議事

、 。秋田小委員長 それでは 議事に入ります前に資料の確認を事務局よりお願いします

事務局（総括） お手元の資料の確認をさせていただきます。

（資料確認） 諮問文の写し、続きまして議事次第、座席表、小委員会委員等名簿、

資料№１ 平成 16 年産水稲 10a当たり平年収量について 資料№２ 水「 」、 「

稲 10a 当たり平年収量及び平年収量の推移 、資料№３「平成 16 年産水」

稲の生産事情について 、資料№４「水稲主要品種の作付割合の推移 、」 」

資料№５「過去３ヵ年における気象の推移」でございます。

よろしいでしょうか。

秋田小委員長 それでは議事に入ります。

お手元にあります本日の議題でございますが、平成 16 年３月 24 日付

けで農林水産大臣から当審議会の八木会長あてに諮問をいただいており

ます「平成 16 年産水稲 10 ａ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、八木会長から付託を受けました甲斐統計部会

長より小委員会に審議するよう付託されておりますので、佐本生産流通

消費統計課長より諮問文の読み上げ及び説明をお願いいたします。

事務局（課長） それでは、諮問文を読み上げさせていただきます。

諮問文の朗読 15統計第 1508 号 平成 16 年３月 24 日

食料・農業・農村政策審議会会長 八木宏典 殿
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農林水産大臣 亀井善之

諮問

作物統計調査に適用する全国及び都道府県別の平成 16 年産水稲 10a 当

たり平年収量を別紙のとおりとすることについて、貴審議会の意見を求

める。

以上でございます。

事務局（課長） 引き続きまして、資料の説明をさせていただきたいと思います。

、 「 」資料№１の説明 それでは 資料№１の 平成 16 年産水稲 10a当たり平年収量について

という資料でございます。

まず最初に定義ですが、その年の気象の推移や被害の発生状況などを

、 、平年並みとみなし 最近の栽培技術の進歩の度合や作付変動を考慮して

実収量のすう勢を基にして作成されたその年に予想される 10 ａ当たり収

量をいう。となっております。

先程も若干触れましたが、この平年収量につきましては、農作物の作

柄の良否を表す際の基準となるものでありまして、米の需給調整や農作

。物共済事業における基準収穫量の算定の資料として用いられております

次に、算定方式につきましては、気象要因による収量への影響を除去

して気象が平年並みであった場合の単収に補正した上で、これらを滑ら

かな曲線で結んで翌年産の平年単収を算出するというもので、近年のす

う勢をより正確に反映することができる算定方式で、平成９年より「ス

ムージングスプライン方式」を使っております。

算定に用いる気象要素につきましては、平成 13 年産まで日降水量、日

平均気温、日最高気温、日最低気温、日照時間、日最大風速という６要

素を使用していましたが、平成 13 年７月に「水稲平年収量等に関する研

究会報告」を受けまして、14 年産から、曇りの日であっても日射量は水

稲の収量に影響を与えることから 「日照時間」に代えて「推定日射量」、

を適用しております。

また、昨年の冷害のような時には特にそうですが、出穂前の強い低温

や台風等がやってきた場合に、収量に大きな影響を及ぼすことがあると

いうことで、これを適正に反映させるために、補助変数として「低温積

算値」や「日最大風速の二乗値 、これは風圧ですが、これを適用して」

います。

これらにより算出される傾向値を基本的に平年収量として採用するこ

ととしています。なお、品種構成や栽培管理また収量構成要素の変化な

どの生産事情についても検討・確認を行い、生産事情にかなり大きな変

動があり、傾向と大きく異なるような場合にはそれを考慮し修正を行う

という方法になっております。

ただし、平成９年以降修正を行った事例はありません。今回もそうい

う修正は行っておりません。

平成 16 年産水稲 10a 当たり平年収量につきましては、平成 15 年産に

比べて１ kg アップということで 525kg という算定結果になっておりま

す。

次の表をご覧いただきますと、平年収量はスムージングスプライン方

式によって各都道府県別に算定しまして、この都道府県別のそれぞれの
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生産量等のウェイトにより、全国値を算出するというやり方をしていま

す。それによると全国値では１ kg アップということになっており、県別

に見ていきますと変わらない都道府県が多いんですけども、中には最大

４ kg、特に米の産地でいきますと岩手、茨城、栃木、新潟、長野といっ

たところで、３ kg 以上のアップが見られます。

また、九州の方では大分、宮崎でも３ kg ないし４ kg アップとなって

おります。

これらの平年収量を地図に落とした収量分布図を見ますと、平年収量

、 、 、 、 。が 550kgを超えている県は 青森 秋田 山形 長野となっております

長野県は日本の中で一番単収の高い県で、すでに 500kg どころか 600kg を

超えています。

次のグラフを見ていただきたいんですけども、過去の平年単収をグラ

フ化したものです。赤線は実単収で平成 15 年産は作況指数 90 というこ

とで、実単収が 469kg とかなり落ち込んでいることがおわかりいただけ

るのではないかと思います。

資料№２の説明 次に資料の№２でございます。

これは、ただいま全国のグラフでお示ししたものを各都道府県別に載

せているものでございます。

たとえば、全国では平成 15 年産が落ち込んでいますが、北海道では平

成 14 年、15 年と２年続けて冷害にみまわれたということで、こういっ

た状況になっております。それから次の頁を開いていただきますと、青

森が今年作況指数 53 ということで、かなり落ち込みが見られています。

東北地方の太平洋側の岩手、宮城についても、冷害による減収が大きく

なっており、同じ東北でも秋田とか次の頁の山形、福島などをみていき

ますと、先程の太平洋側の地域ほどは減収はしていないといった状況が

わかります。各県全部載せておりますので、後でご覧いただければと思

います。

資料№３の説明 次に資料№３でございます。

これは 16 年産水稲の生産事情について説明したものであります。これ

によりますと、たとえば品種の動向をご覧いただきますと、相変わらず

「コシヒカリ」のウェイトが高くなっていまして、16 年の見込みでは全

体の 37.8%が「コシヒカリ」になりそうだということです。

また、九州地方を中心に「ヒノヒカリ」も伸びております 「ひとめ。

ぼれ」は、若干頭打ちという傾向となっておりまして、北海道の「ほし

のゆめ」ですとか、青森県の「つがるロマン」とか耐冷性の品種につい

ては、やや少しではありますけども増加していく傾向にあると見込まれ

。 、 「 」 「 」ます 昔 一世を風靡した コシヒカリ と並んで有名な ササニシキ

につきましては、現在ではほとんどが「ひとめぼれ」に置き換わったと

いうことで、ウェイト的にはこのような状況になっています。

それから栽培技術でございますが、これにつきましてもいわゆる側条

施肥の田植機の普及率が徐々にではありますが上がってきており、それ

から、緩効性肥料が普及してきています。これは、コスト面での軽減も

睨みながら、こういった技術が普及してきている状況にあると思われま

す。

それから次に病虫害防除の関連ですが、箱処理剤について今年のよう
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な気象状況の場合、特に冷害及び日照不足でかなり全国的にいもち病が

発生しましたが、箱処理をやっているというのは、かなり効果があった

というふうなことも聞いております。

それから平年単収が増加した主な県について、生産事情を個別にあげ

ております。

まず、岩手県ですが、岩手県は先程も申し上げましたように、４ kg 増

えるということで、これにつきましては基本的に栽培技術が安定向上し

ているということがポイントだとは思いますが、品種についても「いわ

てっこ」といいます岩手県の独自品種だと思いますけども、こういった

耐冷性、多収品種が近年増加傾向にあり、こういったものが単収の向上

に結びついているのではないかと考えております。それから生産技術の

安定向上というのは、千もみ当たり収量ですとか、10a 当たり玄米重と

いうのが、平成６年から 10 年、11 年から 15 年の５中３平均値をみても

こういうアップの仕方をしているということもありまして、それが現れ

ているのではないかと考えています。

それから次に茨城県ですが、茨城県はやはり県の独自品種 「ゆめひ、

たち」という品種が県内でだんだん伸びてきています。基本的にはそう

いうことも収量の増加に関係しているのではないかと思われますが、安

定的な栽培技術が定着しているということも単収アップの要因になって

いるのではないかと思われます。特に 10a 当たり玄米重などをみてみま

すと、3.7%位アップしているというような状況が見られるわけでござい

ます。

、 、それから栃木県ですが ここは収量が近年かなり高くなっている県で

こちらも「あさひの夢」というような新しい品種が徐々に増加している

というようなことがあります。また、この県では適地適作で栽培技術の

徹底というのも県をあげて指導されており、そういった安定栽培技術の

普及というのが効いているのではないかと考えられます。

、 、「 」次に新潟県ですが 新潟県も３ kgアップとなっており コシヒカリ

が圧倒的なんですが、その中でいわゆる良質の品種で「こしいぶき」と

いうのを県で育成しておりまして、これも作付けが徐々に伸びてきてい

るというようなことがあるのではないかと、また、栽培技術の向上によ

る収量水準の上昇ということもありまして、新潟県も同様に 10a 当たり

玄米重について比較して見ますと、5.2 ポイントの増加ということでか

なりアップしており、単収の向上につながっているのではないかと思わ

れます。

それから長野県ですが、長野県につきましては品種構成がそんなに変

わっておりませんが、最近「ひとめぼれ」の栽培が少し増えてきていま

す。元々ここは単収水準が全国一高い県でございますが、そういう中で

安定栽培技術の確立・普及が行われ安定した収量水準を確保しているの

ではないかと思われます。また、10a 当たり玄米重などを見ましても 4.4

ポイント増加しています。

それから九州の大分県ですが、大分県につきましては 「ヒノヒカリ」、

中心の県で、技術指導の徹底などにより、安定した収量水準を確保する

ための技術が普及していると思われ、それによって３ kg の上昇になった

のではないかと考えられます。
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それから最後に宮崎県ですが、宮崎県はちょっと他の県と違う特徴が

ございまして、収量水準の低い早期栽培と普通期栽培という２種類の栽

培方法で米が作られていますが、下の方の表を見ていただきますと早期

栽培の面積が近年減ってきておりまして、普通期栽培の面積の割合が増

えてきているということが分かると思います。これは普通期栽培では主

「 」 、 。に ヒノヒカリ が作付けされており 単収水準が高くなっております

こういった状況から宮崎県においては単収の上昇につながっているの

ではないかというふうに考えています。

資料№４の説明 次に資料№４でございます。

主要品種の作付面積割合の推移のグラフを載せております。たとえば

北海道の「ほしのゆめ 、それから青森県の「つがるロマン 、それから」 」

岩手県の「いわてっこ 、宮城県は「ひとめぼれ」などの推移が収量水」

準の変化に大きく関わっていると見られ、山形県では「はえぬき」がぐ

っと伸びてきまして最近では 60 ％を超えるというふうな状況、あと先ほ

ど申し上げました茨城とか栃木はウェイトは小さいですが、最近、多少

。 、増えてきている品種があります それから申し上げなかったところでも

それぞれ県の独自品種を最近、奨励・普及させている県が見られます。

この他、全国載せてありますのでこれも後で参照していただければと思

います。

資料№５の説明 次に資料№５でございます。

これは過去３カ年における気象の推移ですが、まずは１頁をみていた

だきますと、2001 年、2002 年、2003 年の夏の平均気温が平年に比べてど

のくらい高かったり低かったりしたかを表しています。

先程申し上げましたとおり、北海道は２年続きの冷害、特に 2003 年の

夏をみていただきますとこういう状況で、赤い色が付いているところが

どこもないという状況でした。特に北海道、東北地域の太平洋側につい

ては平年に比べ著しく平均気温が下回っているという状況がおわかりい

ただけるかと思います。

それから次の頁を見ていただきますと、日本全国降水量が多く、特に

西の方では日照不足とも連動しているんですが、かなり雨が多かったと

いうのがおわかりいただけるかと思います。

それから次の頁を見ていただきますと、2003 年の夏にはいかに日照が

少なかったかということがおわかりになるかと思います。ただ、北海道

については低温がきつかったわりには、日照がある程度確保されている

といった感じはあるんですが、東北から関東、北陸、近畿、中国地方の

日本海側、九州まで含めて、相当な日照不足だったということが如実に

表れているのではないかと思います。

それから次の頁には、グラフで稲作期間中の気温などはどうだったか

ということを表していますが、たとえば仙台の平均気温、最高気温、最

低気温、その次の日照時間と見ていただきますと、かなり平年を下回っ

ているのがよくわかると思います。そして今年の特徴は９月の上旬頃に

１回暖かくなったが、その後、刈り取りが遅れているところに、９月の

下旬から 10 月の上旬にまた低温が来ており、今年の不作をさらに決定的

にしておりまして、北海道、東北地方を見ていきますと同じような傾向

で、こういった特徴がありました。
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以上簡単でございますけども私の方から資料のご説明をさせていただ

きました。

秋田小委員長 ありがとうございました。

、 。ただいまの説明につきまして まずご質問をお受けしたいと思います

また、資料の不明確なところ、質問の方ございませんか。

高見臨時委員 平年収量の算出に用いる気象要素について確認させて下さい。日照時

間を推定日射量に置き換えて、その他の日降水量、日平均気温等はその

ままを使われているんですか。日最大風速は日最大風速の自乗値を適用

しているということになっていますけども、最大風速もそのまま使われ

ていますか。

事務局（課長） 日照時間については、現在、使わずに推定日射量というものを使って

おり、残りの５要素につきましては基本的にはそのままの要素を使って

おります。

、 、ただし 台風などが来て日最大風速が９ m/s以上吹いたような場合は

日最大風速を使用せず、日最大風速の自乗値を補助変数として適用して

います。また、出穂前 15 日間に平均気温が 20 度を下回った日があった

場合は、その 20 度と気温の差を積み上げた低温積算値というものを最低

気温に変えて補助変数として使用しております。

。 。 。秋田小委員長 高見委員よろしいですか ほかに質問ございますか 鈴木委員どうぞ

鈴木臨時委員 計算の仕方についての単純な質問です。資料№３の一番下の各頁、平

成６年～ 10 年と平成 11 ～ 15 年を比べる①と②の５中３平均について計

算方法を教えてください。

事務局（課長） よくこういう収量の平均値とかを算出する際に使う方法ですが、５年

間の中から一番高かったものと一番低かったものを除いてその中庸３カ

年の値の平均をとるということです。

秋田小委員長 よろしいですか。他に質問ございますか。どうぞ堀江委員。

堀江臨時委員 昨年は北日本が冷害でしたけども、そういう年にはだいたい収量の落

ち込みについては、低温で説明がつくというのが一般的理解だと思うん

ですけども、昨年度の冷害には低温積算値を当てはめた時、それ単独で

どのくらい収量の落ち込みについて説明ができるんでしょうか。

そういうことはあんまりやられていないんでしょうか。

事務局（課長） 単独でどれくらいだったかは、今ここではわからないですが、ただし

被害率でみていきますと、昨年の場合、東北地方、北海道、特に北海道

の作況の落ち込みのほとんどが冷害だったということですから、低温と

日照不足でほとんど説明できると思います。それと北海道の場合、いも

ち病というものはないのですが、東北の場合はいもち病がありまして、
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これも低温と日照不足によって生じる場合が多いので、気象要素として

は北海道と東北の作柄の落ち込みというのは、ほとんど低温と日照不足

で説明できるじゃないかと考えております。

秋田小委員長 堀江委員よろしいですか。

私も気になるんですが、この場合の低温積算値というのが反映される

のは障害型の被害の時なんですね。

堀江臨時委員 そうです。

秋田小委員長 今年の場合は秋のいわゆる遅延型の冷害なものですから、それに対し

てはこれは効いてないんじゃないかと思いますけど。

事務局（課長） 出穂前の値を取っています。

秋田小委員長 今年の北海道、青森辺りの冷害の様相には、この低温積算値の補助変

数というのはあまり効いていないのではないか。

堀江臨時委員 去年の冷害を詳しく分析はしてませんけど、不稔も出たでしょう。

それに対してはかなり有効だと思いますが。

事務局（課長） 不稔等に対しては、かなり有効です。

堀江臨時委員 遅延型みたいに寒さがくる前に成熟期に至らなかったということもあ

ったのですか。

事務局（課長） それもありました。

その辺は日照時間が相当落ち込んでる部分があるので、日照不足によ

、る生育の遅れみたいなものが気象の指数のなかに読み込まれているので

その分はある程度反映されていると思いますが、後半の低温による遅れ

の部分は、このやり方でそこまで把握できたかというと、今回この積算

のなかには入れられなかったということになります。

堀江臨時委員 そういったこともぜひ考慮した気象指数を今後は検討して下さい。

事務局（課長） そういったことを踏まえて、今後検討の必要があるかと思います。

秋田小委員長 はい、ありがとうございます。よろしいですか、堀江委員。

それでは、質問についてはこれぐらいにしてよろしいですか。

はい、矢口委員どうぞ。

矢口臨時委員 資料№１の２頁なんですけども、生産事情を考慮する上での要点とし

て、品種構成とか３つ位出されていますが、最終的にはこうなるのかも

しれませんが、たとえば来年度から米政策が大きく変わってきますが、
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そういった政策要素の変更によって、たとえば産地づくり推進交付金等

とか色々な補助事業とか含めて産地がどういう対応をしたかによって収

量にもだいぶ影響がでてくる。たとえば「コシヒカリ」が増えれば増え

た分、栽培技術も難しいですから収量がそう簡単にも上がらないのかも

しれませんけども、いずれにしても産地がそういう形で大きく変わろう

としている段階で、こういう最終的には３つのところに収れんされるの

かもしれませんけども、政策要素というものはどういうふうに考慮され

ているのか、考えたらいいのか、その辺について教えていただきたいの

ですが。

事務局（課長） 今回の生産調整の一環として、今の産地づくり交付金は、市町村で皆

さんが一生懸命に計画を作っているところですが、いわゆる転作も含め

てそういった計画を作って、きちっとやったところには交付金という形

でその助成金がおりて、それについて地域で自由度をかなり持って使え

るという、そういった制度だと思います。

一方で、米政策について、いわゆる売れる米づくりということでそれ

が推進されるという状況になっておりますし、また自主流通米が今年の

、 、３月いっぱいで廃止になって 自由度が増すということがありますので

やはり良食味、そして災害に強い多収品種を作付けしていくという傾向

に変わりはなく、今の政策が大きく変わるという中で米政策も変わって

きているということがありますが、基本的な部分は先程の新しい品種が

県の単独品種としてだんだん増えてきているという話ですとか、また冷

害に強くて、良食味、多収であるということで、それぞれの県の需要に

適応した品種であるとか、そういうものが増えてくるという意味からい

いますと、やはり品種とか栽培方法というところに反映してくるんじゃ

ないかというふうに思います。

、結果的には単収の水準にだんだんとそういうものが現れてきますので

今回の政策が変わることによって、平成 16 年の平年単収が大きく変わる

という形にはならないと考えているところです。

秋田小委員長 矢口委員、よろしいですか。

矢口臨時委員 基本的には良いと思うのですが、ただ県単位の平年収量等を出す場合

には、その辺の問題については注視していく必要があると思います。全

国的にはならした形で平年収量は出てくると思いますが、県別は相当違

った形が出てくる可能性があると思いますので、その辺は今後注視して

いく必要があるのではないかと思います。

事務局（課長） その辺につきましても、今回、県別に算定した値が先程も申し上げま

したように、かなり増えているようなところを中心にして、本当にそれ

で良いのかなということにつきまして、色々なデータを調べて品種の作

付けの動向なども詳細に調べた上で検討しておりますが、今後ともその

辺につきましては注視をしながら吟味をし、やっていく必要があるかと

考えております。
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秋田小委員長 はい、よろしいですか、矢口委員。

それでは、他に質問ございますか。質問についても少しずつ意見の方

に動きつつありますが、特に、今聞いておきたいと言うことがないよう

、 。でしたら 諮問に対するご意見の方に移らせていただきたいと思います

「平成 16 年産水稲 10a 当たり平年収量」を全国平均で昨年より 1kg アッ

、 （ ）プ それから多い県によっては４ kgぐらい上がるというような諮問 案

に対するご意見があれば上げていただきたいと思います。

事務局（課長） すみません、過去どれくらい平年収量が上がってきたかと言うことに

（補足説明） ついて、補足説明をさせてください。

先程の資料№１の最後についているグラフをご覧いただきたいんです

が、本年の１ kg アップというのは過去に比べてどうなのかということを

これで見ますと たとえば平成９年から 10年は３ kg アップ 10年から 11、 、

年が５ kg、11 年から 12 年が６ kg でかなりこの時期は上がっております

が、12 年から 13 年というのは増減がゼロとなっています。13 年から 14

年は４ kg、14 年から 15 年は２ kg、今年の 15 年から 16 年は１ kg という

ことで、そういう意味からいいますと、12 年、13 年が同じであったこと

を除きますと、もっとも上がり方が少ない状況となっています。

秋田小委員長 ありがとうございました。今の補足の意見もふまえていただいて、諮

問に対するご意見ございませんか。

どうぞ、鈴木委員。

鈴木臨時委員 先程お示しいただいた資料№１の一番最後のグラフを見せていただく

と、直近では非常に収量が低かったのが平成５年ですが、その翌年は非

常に大きく生産量が伸びています。来年もこのように増加する可能性は

ないでしょうか。

事務局（課長） 今の段階では、なんとも申し上げられないですが、平成５年と６年が

こうなったというのは、当時よく言われたのが、平成５年はすごく単収

が低かったということで、特に東北の方はひどい状況でしたが、そうい

う時は、ほとんどの栄養分がほ場に蓄積された状態になっていたんじゃ

ないかと言われており、それで次の年、非常に天候も良かったこともあ

って、その栄養分が消費され、全国的には、あまりないんですが、作況

指数が 109という結果になったと言われています。

また、過去に遡って見ても、昭和 55、56、57、58 年と４年続けて冷害

で、その翌年の 59 年がやはり作況 108ということになっています。

ただし、最近、ほ場全体に対する窒素の施用量が非常に低くなってき

ている状況にあり、また、昔と違いまして良食味とかいもち病の問題で

すとか、倒伏の問題とかありまして、かなり窒素投入量自体は減ってき

ています。

昔の増収、増収という時代に比べて同様な状況になるかどうか分かり

、 、ませんが 特に作況指数が低かった東北地方においては天候が良ければ

ある程度そういったリバウンド的なことが考えられないこともないので
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はないかと思っております。

鈴木臨時委員 もしそういう意味で稲作農家が今年減少した所得を来年補てんしよう

という形で、同じ面積でたくさん収穫しようという行動が見られるとす

れば、平年並みのお天気の状況でも平年収量自体が上向く可能性がある

のではないかと思うのですが。

事務局（課長） 今年、全国平均で 10%減収だった訳ですが、産地品種によっては、米

の値段が５割くらい上がっている状況もあり、かえって所得が増えてい

るようなところも見られます。例えば、青森の太平洋側みたいに作況指

数が 14 とか本当に穫れなかったところは別なんですけども、コシヒカリ

などを作っていて、一割ぐらい減ったというところは、所得的には増収

しているところがあったりしているみたいですから、一概にはなかなか

そういう形にはならないじゃないかと思っています。

それともう一つは生産調整がありますので、やたら穫るとそれだけ作

付面積がまた減ってしまう方に跳ね返ってきますから、あまりそういう

行動に走らないんじゃないかと考えております。

秋田小委員長 鈴木委員よろしいですか。

他にご意見ございますでしょうか。

高見臨時委員 資料№１の先程のグラフですが、これを見ますと平年収量というのは

若干停滞しているところもありますが、コンスタントに少なくとも下が

ったり上がったりしているのですが、実収量の方を見ますと平坦なとこ

ろが、例えば昭和 58 年から平成４年ぐらいまで、あるいは６年から 14

年くらいまでとなっており、そういうところがひとつ反映されていない

ように見えますので、これがどうしてかということと、それから今全体

的に気候が温暖化しつつあり、二酸化炭素も増えつつある、そういった

状況の中で気象の平年値というものが少しずつ変わってきている状況に

あると思っています。そういうことが影響してないのかどうか、あるい

はそれが含まれてないのかどうか、そういったことがもし考慮されてい

ないと技術水準がコンスタントに上がり続けているが故に、あるいは品

種選択の適正化が進んでいるがために、こういう平年収量の単調な増加

に至っているのじゃないかと疑問がぬぐえないですけどもいかがでしょ

うか。

事務局（課長） 平年収量の算定につきましては平成８年産まで平方根重回帰方式とい

うものを使っておりました。これは、元々収量においては稲作は増収を

目指すものだとされていたために使用していましたが、それでは最近、

品種が多収品種から良食味品種にどんどん変化し、栽培技術もかなり平

準化してきている中で、常に右肩上がりになるというのはおかしいであ

ろうということから見直しを行い、現在のスムージングスプライン方式

を適用している状況にあります。これは実単収が傾向的に下がれば平年

単収も下がりうるといったすう勢値を出す方式でございまして、今後、

全体的に実単収が下がってくれば平年収量も当然下がってくることもあ



- 12 -

りあえます。

昨年は、確か沖縄県で単収が下がっていましたが、それはやはりこの

方式で算定して、品種構成とかが変わって実単収が落ちていることから

下がったということがあります。今後、稲作で高齢化が進んだり、ある

いは所得の問題などにより稲作の粗放化が進んだりしてくると、実単収

、が下がるということになる県もだんだん増えてくるかも知れませんから

そうなると当然ですけども平年収量も下がるということになるのではな

いかと考えています。

秋田小委員長 堀江先生から低温に対する評価についてのご指摘にもあったように、

平年収量が増えたのは、二酸化炭素の増加効果によって増えているとい

うことをきちっと評価しなさいというお話がありました。

それは今のところ分離独立評価していないけども、スプラインのプラ

ス要因の中に含まれてしまっている。平年収量の増加が栽培技術の要因

だけで上がってきているというふうに解釈をしなければならない。

。 。事務局（課長） そうですね 気象の標準的なものが上がればそうなるということですね

秋田小委員長 その他にこの諮問（案）に対するご意見はありませんでしょうか。そ

れでは 「平成 16 年産水稲 10 ａ当たりの平年収量について」当小委員会、

での審議の結果 「妥当である」旨の報告を統計部会長にしてよろしい、

でしょうか。

秋田小委員長 ご意見がないようですので、その旨報告をいたします。

本日の小委員会の議事を終了させていただきます。議事の運営にご協力

いただき、ありがとうございました。

これより、議事の運営を事務局にお返しします。

事務局（総括） 「平成 16 年産水稲 10a 当たり平年収量」のご了承をいただきましてどう

もありがとうございます。

以上をもちまして、平成 15 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。

なお、引き続き 14 時 45 分から、この場所で「食料・農業・農村政策

審議会統計部会」が開催されますのでよろしくお願いいたします。


