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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 年３月 日（水） 時 分～ 時 分15 26 13 30 14 50

２ 開催場所 農林水産省三番町共用会議所

３ 出席者 【小委員会委員 （ 委員）】 12

甲斐 諭、増田 淳子、秋田 重誠、安倍 澄子、佐藤 洋一郎、

鈴木玲子、高見 晋一、竹田 香苗、服部 信司、堀江 武、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）ほか生産統計課課長補佐等

４ 議 題 平成 年産水稲 ａ当たり平年収量について15 10

５ 議事録

開会(1)

事務局（総括） 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

議会統計部会農作物平年収量小委員会を開催いたします。

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、ご多忙中にもかかわらず、ご出

席を頂きまして誠にありがとうございます。

委員紹介(2)

事務局（総括） それでは新たに小委員会の委員に選任されました方をご紹介させ

ていただきます。

増田委員でございます。

鈴木委員でございます。

なお、本日は坂委員、平澤委員、堀口委員が所用によりご欠席と

なっております。

続きまして小委員長の選出につきまして、事務局よりご説明いた

します。

小委員長の互選(3)

事務局（生産統計課 生産統計課長の今井でございます。どうぞよろしくお願いいたし

長。以下「課長」と ます。

する ） 今、司会の方からありましたように、小委員長の選出をお願いし。

たいと思います。平成 年１月 日付けで食料・農業・農村政策15 29

審議会農作物平年収量小委員会の委員が改選されましたので、これ

に伴いまして当小委員会の小委員長を新たに選出していただく必要

が生じております。

つきましては小委員長の選出につきまして、どなたかご推薦はご

ざいませんでしょうか。
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甲斐委員 従前より小委員長をお務めいただいている秋田委員に引き続き小

委員長をお願いしたいと思います。

事務局（課長） ただいま、甲斐委員より秋田委員に小委員長を引き続きお願いし

てはどうかとご提案がありましたが、いかがでしょうか。

（全委員「異議なし ）」

事務局（課長） ご異議がないようでございますので、互選により秋田委員が小委

員長に選出されました。秋田先生よろしくお願いします。

事務局（総括） 秋田委員には小委員長席に移動をお願いします。

、 。それでは ここで秋田小委員長からご挨拶を頂きたいと思います

なお、以後の議事につきましては小委員長にお願いいたします。よ

ろしくお願いします。

小委員長挨拶(4)

秋田小委員長 秋田でございます。これまで２年務めさせていただいたわけでご

ざいますが、また引き続き小委員長の役をおおせつかりました。よ

ろしくお願いいたします。

本日は委員の方、年度末のご多忙の中にもかかわらず、ご出席を

賜りましてありがとうございます。

本日は統計部会で当小委員会への審議が付託されております「平

成 年産水稲10a当たり平年収量」につきまして、それぞれご専門15

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いたしまして簡単ではございますが挨拶とさ

せていただきます。

小 委 員 長 代 理 の(5)

指名 それでは、これから議事を進行させていただきます。まず食料・

秋田小委員長 農業・農村政策審議会統計部会の運営内規の第２条第５項の規定に

よりまして、小委員長の職務を代理する委員を指名させていただき

たいと思います。小委員長の代理は、私の方から堀江委員にお願い

したいと思いますが、いかがですか。

堀江委員 （堀江委員了承）

秋田小委員長 それでは堀江委員、よろしくお願いします。

議事(6)

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の方でお願いい

たします。

事務局（総括） お手元の資料の確認をさせていただきたいと思います。

最初に諮問文がございます。その他に綴じているものといたしま

して議事次第、小委員会の委員等の名簿、それから資料一覧に記載
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されております資料の№１から№６までございます。そのほか、別

添参考、参考配付という種類のものがございます。

よろしいでしょうか。

それではよろしくお願いいたします。

秋田小委員長 それでは議題に入らせていただきます。

まず、最初に議事の第１番目です。平成 年３月 日付けで農15 26

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 年産水稲10a当たり平年収量について」でございます。15

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

ますので、まず今井生産統計課長より諮問文の読み上げ及び説明を

お願いしたいと思います。

事務局（課長） 皆さんにお配りしておりますが、諮問文を読み上げたいと思いま

す。

諮問文の朗読 平成 年３月 日付けです。15 26

食料・農業・農村政策審議会会長の八木宏典会長あてです。

農林水産大臣大島理森

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 年産水稲1015

a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。

以上です。

別紙は次に添付されてありますが 「平成 年産水稲10a当たり平、 15

年収量」というタイトルで全国 、以下県別はそこに別紙で明524kg

記してあるとおりです。諮問文は以上です。

続きましてお手元の資料に基づいて提案、諮問事項に関連する資

料を中心にご説明申し上げます。

諮問に関係のある平年収量関係は資料№１から６までですので、

まず、資料№１についてご説明いたします。

資料№１の説明 まず、資料№１ですが 「平成 年産水稲10a当たり平年収量につ、 15

」 。 、いて というタイトルです 表紙を１枚めくると最初に１番として

10a当たり平年収量の定義を書いております。読み上げますと 「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等を考慮し、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10a当たり収量をいう 」と。

いうことです。

それから注書きとして、平年収量は単に作況指数による作柄の良

否を表すだけではなく、ご承知のとおり、農作物共済事業における

共済基準収量の設定であるとか、需給見通し等のプランを作るとき

に利用されていますので、このようなことからも非常に重要な意味

を持つものです。



- -4

次に２番目の、水稲10a当たり平年収量の算定についてですが、既

にご承知の委員の先生もいらっしゃるかと思いますが、現行はスム

ージングスプライン方式を採用しています。

これは、簡単にいいますと、昭和 年以降の実収量について気象54

要因による年次効果を除去し平年並みであった場合の単収に補正し

た上で、これを滑らかな曲線で結ぶことにより近年のすう勢をより

正確に反映することができる方式ということで、平成９年産から採

用しています。ここで、データを昭和 年からとしているのはアメ54

ダスデータが取れる年からということです。

次の段落の「しかしながら」というところですが、昨年も当小委

員会で議論していただきましたが、平成 年２月に学識経験者等で13

構成する「水稲平年収量等に関する研究会」が設置され、 年７月13

に提言がまとめられました。昨年もこの提言を受けて、当小委員会

で改善すべきところは改善するということで、改善事項を取り入れ

て算定したところであり、平成 年産の水稲10a当たり平年収量に15

ついても同様に算定しています。

分かり易くいいますと、昨年は研究会の提言である改善事項を取

り入れて算定し、本年の諮問についても昨年と同様の算定方法によ

り算定しているということです。

この改善事項については、次のページに注２として書いています

、 、ので簡単に説明しますと ①日照時間に替えて推定日射量を用いる

②補助変数として低温積算値及び日最大風速の自乗値を適用する、

、 、 、としていまして これは県によっては 低温の効果が大きかったり

台風等の一過性の強風等の影響を適切に反映させるために補助変数

として入れて説明力を付けようということです。

それから、３番目は平成 年産水稲10a当たり平年収量 案 の作15 ( )

成方法についてですが、これは、今、説明しましたが、昭和 年以54

降の実単収から気象による変動を極力除去し、その長期的すう勢、

これがスムージングスプライン方式によるということですが、これ

から算定した平成 年産の傾向値を基に最近の生産事情を考慮した15

上で作成するということになっています。なお、生産事情として考

慮する事項はそこに書いてあります３点です。

４番目は、諮問の平成 年産水稲10a当たり平年収量で全国値に15

( ) 14ついて記述していますが 全国の10a当たり平年収量 案 は 平成、「 、

年産に比べて２㎏高い ㎏とすることとする 、これが本諮問の524 。」

中身です。都道府県別については、別表のとおりで、１枚めくって

いただきますと分かりますが、平成 年産と本諮問の 年産につ14 15

いて対比しています。全国で２ 増で、ご承知のとおり ａ当たkg 10

り平年収量は県別に算定しておりますので、各県の結果を加重して

、 。全国値を求めており 算定単位はあくまで県であるということです

したがって、県ごとにすう勢・傾向が違いますので資料に書いて

、 、 、 、あるように北海道は横ばい 茨城 栃木はそれぞれ４ ５ 増kg kg

北陸の新潟は５ 増という様に算定さています。また、西の方は３kg

、２ 増や横ばいもありまして、最後に沖縄が６ 減と算定さkg kg kg
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ております。

４ページ目に、全国の10a当たり平年収量すなわち平年単収の水準

がどうなっているか、 刻みで色分けしています。赤いところが50kg

を超えている県で４県あります。それから、逆に低いところ550kg

は緑色で表示していますが、西の方に多くなっているのが分かると

思います。

次のページが全国値の実単収と平年単収の推移をグラフで表して

います。下の表は、実単収と平年単収の数値と作況指数を記載して

いますので見比べると分かり易いと思います。平年単収は傾向的に

。 、は実単収の増加につれて上がってきています 作況指数については

年は でした。14 101

以上が資料№１です。

資料№２の説明 続きまして資料№２の説明をしたいと思います。タイトルは「水

稲10a当たり平年収量の算定方式」です。

１ページ目のスムージングスプライン方式についてですが、先ほ

ども簡単に説明しましたが、中程に考え方と特徴を書いています。

一番目にありますように、水稲の収量というのは年次的に緩やかに

変動する傾向的な部分と気象による変動部分によって表されると考

えられます。傾向値を年次のスプライン関数で、気象による変動部

分を気象データを入れることによる重回帰で表現しています。

それから、２番目に書いてありますように、スムージングスプラ

イン方式を採用する以前は、平方根重回帰という手法だったわけで

すが、当小委員会でも以前議論があったように、収量の年次的な変

化の頭打ちやあるいは減少するというような場合には対応できない

ということで、現在のスプライン関数で表現することが適切である

ということになったものです。

２ページ目ですが、スムージングスプラインの算式自体はかなり

難しいものですが、図により簡単に解説しておきますと、変動部分

が気象要因ということで、棒グラフで気象効果というものがありま

すが、これが気象による変動を表す効果であるということになりま

す。したがいまして、この気象変動の部分を取り去ったものが赤い

線で表示されている③の補正値ということになります。すべての年

、次において完全に除去しきれないということは分かると思いますが

気象の効果を極力取り去ったあとに傾向線を引くという考え方で、

スムージングスプライン方式を採用しています。実際の計算は、気

象効果の部分とスプライン関数の部分と同時に計算しておりますの

で、段階をおって傾向線を算出しているものではありません。気象

効果は下の方に書いてあるとおり、日降水量、日平均気温、日最高

気温、日最低気温、日照時間、日最大風速の６要素が基となってい

ます。補助変数についてはまた後でご説明いたします。

３ページ目は、算定方式の概要とありますが、各データに基づい

てスムージングスプライン方式で傾向値を算定するというのが左側

の流れです。更に、右側の流れでは、スムージングスプライン方式
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で算定した傾向値が生産事情の面から見ても傾向的におおむね一致

しているか検証して、生産事情が来年から急激に変化するものであ

れば生産事情に基づいて再度検討する必要があり、生産事情の大き

な変化が見られないということであれば、スムージングスプライン

方式で算定した傾向値が妥当であろうと考えられます。これらの確

認を行って10a当たり平年収量を算定しているわけです。

４ページ目につきましては、算式の事例ということで式の形を表

しています。事例１が６要素をもとに気象指数という形で入れたも

ので、主成分分析を行った主成分を入れているということです。補

助変数を使用した事例が事例２です。最大風速の自乗値あるいは低

温積算値については直接変数として入れてあるということです。台

風のような強い風が吹かない県についてはこの最大風速の自乗値は

適用しておりません。

５ページ目ですが、水稲平年収量等に関する研究会で出された提

言事項を書いております。１番目が「直ちに適用できる改善事項」

、 。ということで これは昨年の算定から対応して入れている事項です

２番目が「今後引き続き検討を要する事項」として提言された事項

で、一つは気象要素を主成分でまとめるのではなくダイレクトに入

れたらどうかということで、二つ目は、現行はスムージングスプラ

イン方式により県一本で算定していますが、県を更に分割してスム

ージングスプライン方式で算定してはどうかという提言で、この二

つを引き続き検討することとなっています。

資料№３の説明 続きまして資料№３につきましては、県別に実単収と平年単収の

推移がどの様になっているかを示したグラフです。下段の表に実単

、 。収 平年単収の他に平年単収の年次差と作況指数を記載しています

年の北海道は、低温・日照不足の影響で実単収は下がっていま14

、 、 、すが 普通の気象であれば 平年単収並みには穫れるということで

平成 年産についても横ばいという形で算定されています。以下、15

青森、岩手が北海道よりは気象の影響が小さいですがこのような形

になっています。宮城、秋田、山形、福島以下、東北、北陸、北関

東のグラフを見ていただくと分かりますとおり、赤い実単収の線が

平年単収を上回っている県が多くなっています。このほか、県別に

つきましては、同様に見ていただけば分かると思いますので、省略

させていただきますが、一番最後の沖縄は、平年単収がマイナスと

なっておりますので、 ページを見ていただきたいと思います。沖24

縄県では最近、実単収についても低下傾向にあるということで、平

年単収も下がったことは適切であると考えます。

資料№４の説明 次に資料№４は、スムージングスプラインによって算定された傾

向を生産事情の面から見てもおおむね妥当であるかという検討資料

の一つとして提出しているものです。

１ページ目は品種の動向ですが、着実に「コシヒカリ」が増えて

いるというと言い過ぎかもしれませんが、品種の傾向というかウエ
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イト的な面でみると大きなウエイトを占めています。

次に栽培技術ですが、施肥田植機等について書いてありますが、

着実に伸びるべき技術は伸びているということがあると思います。

病害虫については、技術対策等のおかげで押さえられている傾向

にあると思います。

それから４ページ目ですが、県別に品種の動きと主な生産事情、

あと作期の変化、ほ場条件・土地利用について、分かり易いポイン

トをまとめて記載していますので確認いただければと思います。

、 。代表的な県については もう少し具体的に資料を整理しています

ページは北海道の例でありますが、ご承知のように「きらら３９13

７」が多く、最近の新しい品種で「ななつぼし」等も若干増えてき

ています。全体的な品種構成としては、大きな変化はありません。

また、成苗移植、これは苗の大きい移植ですけれども、これも大き

な変化はなく同程度です。施肥方法については、側条施肥について

記載していますが、見込みとしては安定していると思われます。

北海道全体としても、技術的な面であるとか生産事情の面から見

ても現在の傾向が安定して横ばい的に推移するのではないと見込ま

れます。

スムージングスプラインによって算定された傾向値と比較しまし

ても、生産事情に劇的な変化がなく、おおむね一致しているのでは

ないかと考えます。

次に福島県ですが、福島県はそこにありますように、収量水準の

高い「ふくみらい」が入ってきているということで、新品種が若干

入ってきているということが分かると思います。安定栽培技術とし

て、生育診断や施肥管理ですが、側条施肥についても若干ではあり

ますが増加しています。こういったことから、生産事情についても

若干増加傾向であると言えると思います。スムージングスプライン

によって算定された２ 増という傾向値と歩調が合っているのではkg

ないかと思われます。

次に茨城県ですが、品種の動向としては「コシヒカリ」が若干減

少する一方 「ゆめひたち」という良食味で収量水準も高い新しい、

。 、 、品種が少しずつ入ってきています 栽培技術の面からは 施肥管理

病虫害防除が徹底され、安定的な栽培技術が定着してくると思われ

ることなどから、収量的な面では増加傾向にあると思われ、この傾

向はそのまま続くのではないかと思われます。諮問案では４ 増とkg

なっています。

、 「 」 、次に新潟県ですが 作付品種は コシヒカリ に偏っていまして

県の技術指導サイドでは、なんとか「コシヒカリ」のシェアを低め

て新しい品種ということでここにあります「こしいぶき」という良

食味で収量水準の高い品種を定着させていこうという動きがあり、

それを受けて若干増えてくるだろうと見込まれます。このほか、収

量構成要素、被害状況については見てのとおりです。生産事情から

見た収量的な面では増加傾向にあると読みとれます。

それから、静岡県ですが、品種の構成については「あさひの夢」
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という若干収量水準の高い品種がわずかではありますが増加が見込

まれるなど、その他の生産事情も安定的に推移すると見込まれ、諮

問も微増となっています。

次の京都府ですが、品種の構成は、それぞれの品種でわずかずつ

変化していまして安定栽培技術・施肥方法などをみても収量的には

横ばいから若干増加傾向にあると見込まれ、諮問も微増となってお

ります。

次に広島県ですが、品種構成は 「こいもみじ 「コシヒカリ 、、 」、 」

「ヒノヒカリ」という品種が若干増える傾向にあります。施肥方法

の推移、収量構成要素の推移についてはそこに書いてあるとおりで

す。諮問としては３ 増となっております。kg

次に熊本県ですが 「森のくまさん」という品種が着実に定着し、

てきています。それから、施肥、収量構成要素についてはそこに書

いてあるとおりです。これらのことから、栽培技術上も増加傾向に

あるのではないかということが読みとれます。諮問も微増の諮問と

なっております。

それから、最後に沖縄県ですが、先ほどもご説明しましたとおり

マイナスということで、あとの資料で品種の推移のグラフも出てき

、 、 「 」、ますが データで見ても分かるように 平成 年には ひとめぼれ10

これは東北の品種ですがこれが ％程度 従来作付けされていた チ16 、 「

ヨニシキ」が ％程度あったわけですが、近年を見ると 「ひとめ73 、

ぼれ」が急激に増えてきたということで、 年以降、品種構成が急11

激に変化したということが分かると思います。

東北の品種が急激に入ってきたということで、栽培技術がまだ不

安定で、実単収もこの品種の構成の変化に伴い低下気味であるとい

うことが一つの理由であると思われます。

こういう構造的な部分が平年単収の算定に効いているということ

で、マイナスの傾向値が生産事情で裏付けられています。

以上が生産事情から検討した資料です。

資料№５の説明 資料№５につきましては、主要品種の作付面積割合のグラフであ

りまして、資料№４で主要な県については説明しておりますので、

見ていただければいよいかと思いますが、最後の ページの沖縄だ12

けは若干説明したいと思います。一番下に載っていますが、これだ

け短期間に品種の構成が変化した県というのはこれまでになく 「ひ、

とめぼれ」が一気に入ってきて、品種構成が大きく変化したのが分

かると思います。

資料№６の説明 それから、最後に資料№６については、最近の気象を説明した資

料です。簡単に説明しておきますと、１ページ目が平均気温を並べ

てみたものです。 年は暖かい色というか赤い色が多くついてい2000

ますが、 年、 年については、北がちょっと低温気味で西が2001 2002

暑いという同じ傾向の天候が２年続いているというのが読みとれる

と思います。あと、日照時間、降水量については、ここに書いてあ



- -9

るとおりです。

次に４ページは、米の収量に影響する期間の気象を月別の平年値

を比較したグラフを載せています。これは参考として見ていただけ

ればと思います。

最後に７ページにエルニーニョが単収に影響することがあります

ので、気象庁から公表されたものを抜粋しています。エルニーニョ

は終息に向かうということで、基準値に近い値で推移すると予想さ

れています。

以上です。

15秋田小委員長 どうもありがとうございました。今、事務局からの提案として

年産水稲の10a当たり平年収量、これを全国レベルでみると２ アkg

ップ、各県別は特に北関東、北陸、それから主産地の県を主に上げ

て沖縄は下がる、こういったような提案がありました。また、その

根拠についての説明があったわけです。それではこれまでの説明に

つきまして、ご意見、それからご質問を併せてお願い出来ればと思

います。

はい、高見委員どうぞ。

高見臨時委員 計算で平成 年産の傾向値を予想されてますが、それを生産事情15

という定性的な観察、そういったものを考慮して修正するような県

はありましたか。

事務局（課長） 今回の諮問につきましては修正した県はありません。

秋田小委員長 よろしいですか。他にございますか。

はいどうぞ。鈴木委員。

鈴木臨時委員 初めてなものですから非常に基本的なご質問してしまうと思うん

ですけれども、５つばかりございます。

まず最初は、10a当たりの平年収量というのは籾のつかないベース

で、玄米ですか。

事務局（課長） はい。玄米です。

鈴木臨時委員 次は、これは質問でどういうことなのかを知らないので教えてい

ただきたいのですが、一番最初の資料１の１ページにあります「い

ろいろなものに用いられている」という農作物共済事業における共

済基準収量というのはどういったものですか。

事務局（課長） 共済に農家が加入するときに基準収量を設定して共済に申し込む

わけです。簡単に言えば、基準収量を高くすれば共済金は多くなる

わけです。共済というのは被害があり、収穫量が基準収量を下回る
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と保険金が支払われますので、共済に入るときには事前に基準収量

を決めてそれで加入するということになっています。この基準収量

を設定するときに平年収量が使われています。

もっと具体的に言いますと、本審議会で平年収量を県一本で決め

ていますが、これを基に県の基準収量、実際には農家のほ場ごとに

基準収量が設定されます。ここで決められた県の平年収量が基準に

なって、掛け金の単位でありますほ場単位のところまで基準収量が

計算されているということです。要は当小委員会で決められた平年

収量が共済基準収量のもとになるということで、非常に大事なもの

であるということです。

鈴木臨時委員 わかりました。次に、これは以前ちょっとご説明いただいたとき

にも申し上げたんですが、資料２の４ページ目の「算式の事例」の

ところです。今後の課題というところに出ていましたが、主成分分

析により気象指数を計算しているということで、現在事例２のよう

な形で最初に一番左側に４つ気象の情報があって、そこから気象指

。数として主成分として３つ取り出しているという説明がありました

しかしながら、私の理解が正しければ主成分分析というのはいろ

いろな変動がある中から一番大きい変動を取りだしてくると言った

方法ですから、４つの変動のうち上位３つを取ると言うことは、最

後は非常に少ない部分しか残らないわけです。４つの中から３つを

取るのに主成分をかける位だったら全部やるのが普通だろうと思い

ますので、主成分の意味がこうなってくると薄れているのかなあと

考えられます。これはご説明でもありましたように、たぶん元々は

きっとサンプル数が足りないときに情報を集約するためにこうなさ

ったと思うんですけれども、アメダスが採られてから非常に時間が

、 、あって サンプル数があって自由度が十分に確保できると思うので

これはあまりいらないんではないのかなという感じがします。

それと、できればＹの式の中で平滑化のパラメータ、ラムダです

か、それがどれくらいなのか、また、県別に同じなのか、この辺り

を教えて下さい。

事務局（課長） 最初の、主成分を取るのなら気象は４つだからあまり意味がない

んじゃないかというご質問ですが、統計学的には確かにそういう意

見もよく分かります。しかしながら、そもそもこの形になったのは

６要素をみてお分かりのとおり、それぞれ降水量、平均気温、最高

気温、最低気温、日射量、最大風速、これは相互に非常に相関が高

いんです。従って当時相関の高いものをそのままダイレクトに入れ

るのは統計学的な普通の手法ではおかしいという考えでした。

先生ご承知のとおり主成分にすれば相関がお互い無いですから、

第一主成分、第二主成分というように取れれば解決できると判断し

たわけです。主成分の数で議論したのではなく、相関性のないもの

に置き換えて変数として入れようという考えで入れましたので、３

つでいいのか２つでいいのか１つでいいのかというのは議論がある
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んですが、いろいろ試行錯誤した結果、説明力を高めるためにより

多くの主成分を入れていったという経緯です。

それから平滑化パラメータの件はちょっと細かくなりますので後

ほどご説明したいと思います。以上です。

鈴木臨時委員 あと、最後の質問なんですが、先ほどもご質問にありましたとお

り最後に定性的な情報により修正をなさる場合に品種の構成とかが

入ってるということなんですが、例えば、先ほど沖縄の例を挙げて

くださったんですけれども、品種の構成で収量が変わるとすれば、

それを推計式に入れることは考えられないんですか。

事務局（課長） そういう考えも従来からあるんですが、そうしますと生産事情は

品種だけではなく、肥料とかいろんなものがあり、多くの要素があ

るわけですが、そういうものを全部入れて作ったらどうかという考

え方もあります。品種構成を示したのは品種構成が一番典型的でわ

かり易いので説明に入れたということであって、品種の構成だけで

生産事情を説明するということではありません。分かり易いうえで

品種の構成ががらりと変わったのが大きく影響している県を説明し

たということです。

しかし、委員の言われるような品種などの生産事情を数量化する

のは非常に難しく、特に、予測的に入れるのは非常に難しいのが現

状です。現在の傾向線で種々の増減要素を取り込んでいくという方

式が、限界はあるかもしれませんが、まあ妥当ではないかというこ

とで、適切な方法であると考えております。

鈴木臨時委員 天気ですとかいろんな事情は夏や秋にならないと分からないんで

すが、品種の構成だけは今の時点でおよその見込みが、品種別の作

付けが分かってますので、そういう情報が前もって分かるというこ

とで、予測がかなり確定する部分が品種についてはどうもあるんで

はないかと思います。仕事柄よく予測するんですが、前もって分か

るものはなるべく入れてしまうと、その方がより手探りでやるより

は情報が確実になるということがあります。それで品種構成だった

ら一歩先が分かっているので、これだったら入るんじゃないかなと

考えております。

事務局（課長） 難しいところがありまして、品種構成の変化の予測精度が高くな

ければいけないということと、また、品種構成が変わったら県全体

の収量にどのくらいの影響があるのかなどを見極めなければならな

いなど十分検討する必要があり、これからの研究課題であると考え

ています。

鈴木臨時委員 あと、さきほど沖縄は品種が変わるのでマイナスになるというご

説明だったんですが、グラフを拝見しましたら、資料５の沖縄なん

ですが、もう「ひとめぼれ」はピークアウトしている感じで、変化
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している間はどんどん収量が落ちると思うんですね。もう既に変化

が固定してしまって、むしろこの場合は、 年から 年にはその14 15

影響はもうないんじゃないかと思うんですがいかがでしょうか。

事務局（課長） 典型的な動きということで「ひとめぼれ」だけ説明したのは申し

訳なかったんですが、資料にありますように、同じく東北の品種の

「はえぬき」というのが増えているということで、新しい東北の品

種が 「ひとめぼれ」が減った分入ってきている。あまりまだ馴染、

みのない東北の品種ですね、それがニューフェイスとして入ってき

ているので、引き下げの要因になっているということになります。

「ひとめぼれ」を代表して大雑把に説明してしまいましたので、

説明不足でした。

鈴木臨時委員 わかりました、以上です。

秋田小委員長 よろしいですか、鈴木委員。

不確定に修正する要素は出来るだけなくすためにスプライン方式

にしたわけです。ですから本来ですとあまり生産事情による修正と

いうのは少ない方が望ましいというのがこれまでずっと言われてき

ました。よほど急激な生産事情の変化があって、スプライン方式で

対応できないときに限って調整をするといった方法であると理解し

ています。

それと沖縄の例はおそらく、新しい品種が入ってきて農家の生産

技術そのものがまだ安定化していない状況にあると考えられます。

従ってまだ多少、単収の推移も落ちているというところがあると思

われます。以上のようなところで鈴木委員、よろしいですか。

それでは、他の方、ございますか。竹田委員。

竹田臨時委員 特別な事情の中にどういうものが入るのかですけれども、その辺

を教えていただきたい。というのは、今回新潟、特に上越地域なん

ですけれども、 年度については田植えの時期を約２週間、 日か14 10

ら 日遅くしたわけです。その結果、良品質の上位等級比率がぐっ15

と上がりました。それに基づいて県自体の栽培指針も田植えの作期

を全体的に遅らせるという方向に動いてきているわけです。その辺

がどの程度入るのか、というのはこれからの米改革の大綱の中での

良質米栽培の指針のベースの中にはそれが必ず入ると思うんです。

その辺をご説明いただければと思います。

事務局（課長） 特別な事情というのは、決められた算定方法で推定された伸びと

非常に違う急激な変化が予想される場合です。委員がいわれました

田植えを後にするというのは少しずつ効果が出てきていますが、そ

れは全体の技術の上昇といいますか、傾向の中で十分従来の式でも

取り込まれるだろうと考えています。従来の傾向とは非常に段差の

ある、ギャップのあるものが出てきた場合を非常に特別な場合と考
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えております。今のところ、全く予見できないような品種や栽培技

術などが急に入るということはそんなに無いと思われますので、あ

。まり特別な事情で試算結果を動かすというようなものはありません

竹田臨時委員 米を作っている立場としまして、今までずっと収量アップのため

に何をするかというと、田植えの時期を早める。どんどんどんどん

前倒しにしてきたわけです。５月の 日頃の田植えがどんどんどん20

どん早くなって、最終的には５月の連休明けから 日位というのが10

新潟の場合で、それが実収をあげるうえではすごく効果があったわ

けです。それが逆に今度は田植えの時期をもっと遅らせ 日以降に15

するということで、逆行しているわけですよね。

その辺がどうなのかなというのがあって、現場として極端に反対

の方式になるわけですから。良質米を作るという立場からするとそ

のとおりなんですけれども、収量を増加させるという部分からする

と、新潟だけかも知れませんけれども、そういう逆の形が出てきて

いるというのが今回すごく目立つわけで、私自身からすると、その

辺がちょっと引っかかるわけです。

事務局（課長） データ的な面で解説しますと、平成 年産は新潟はそういう指導14

があって田植えの時期は前年に比べて、県平均では１日遅くなって

ます。しかしながら、実収は伸びています。実証的といいますか、

データ的には、田植えが遅くなることで収量を落とすということで

はなくて、因果関係は明確ではないかも知れませんが、新潟の収量

は確実に増加しているということです。

これは委員ご承知の高温障害による乳白被害の回避のため、作期

を遅くする指導をしているわけですが、現在は、遅く田植えをした

ことが必ずしも収量の急激な減少に結びつくのではなくて、むしろ

収量の安定的な方に働いているのかなというのが、県全体のデータ

からはうかがえるということです。

秋田小委員長 よろしいですか。

はい、それでは高見委員。

高見臨時委員 竹田委員の質問に関連して質問ですが、ちょっと質と量の問題が

混同しているように思います。私にははっきり区別が出来ていない

んですが、統計ではどこまで質の問題で乳白あるいは胴割れなどが

汲み取られているのでしょうか。

事務局（課長） 生産統計はご承知のように量なんですが、具体的に解説しますと

生産統計は玄米としての品位を保っているものを量として把握して

います。もっと具体的にいいますと、１等から３等に入るものは収

量としてカウントします。逆に、３等から外れるものは収量にして

いないわけです。

今、委員が言われましたように量と品質の関係はこの辺から出て
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くるんですが、例えば、胴割れが非常に多くなればそれは３等以下

になる。これは統計としては減収といいますか、収量から落ちると

いうことになります。したがって、１等から３等に入っている範囲

内の品質の低下は作況・収量には何ら影響しませんが、それを超え

て規格外になれば、確実に収量の減収になるということで、収量と

品質は必ずしも無縁なものではなくて、収量に響く段階の品質低下

はあるということであります。

秋田小委員長 よろしいですか。

高見臨時委員 ある程度以上の品質低下は収量に統計として反映されているとい

うことですね。分かりました。

秋田小委員長 品質の問題はまた後ほど出てくると思いますので、他にございま

すか。

それでは他に無いようですのでこの小委員会での審議の結果とし

て、事務局提案に対して「妥当である」という旨の報告をしてよろ

しいでしょうか。

（全委員「異議なし ）」

秋田小委員長 よろしいですか。それでは、その旨を報告させていただきます。

それでは議題の１を終わらせていただきまして、次にその他、事

務局で別添参考として「水稲10a当たり平年収量算定方法の改善等」

という資料がありますが、これは諮問事項ではございませんが事務

局で関連する事項として検討しておりますので説明をいただいた後

で意見交換できればと思います。

それでは事務局から説明をよろしくお願いします。

事務局（課長） それでは、右上に「別添参考」と書いてある資料について説明し

ます。

その前に鈴木委員から先ほどご質問いただいた平滑化パラメータ

の件ですが、県別までの細かいデータは今はありませんが、平滑化

パラメータは のマイナス５乗から の５乗までの間で当てはま10 10

。りの良さを表すＧＣＶが最小となるようなラムダを採用しています

具体的な部分は後ほど委員にご説明いたします。

別添資料の説明 別添参考についてですが、タイトルにもありますように、水稲10a

当たり平年収量の算定方法の改善ということで、今回も話題に出て

おりましたが、現在検討を実施していますので、検討の初期段階で

はありますが現段階での検討状況についてご説明したいというのが

一点目です。二点目はですね、これは米ではないんですが、前回の

小委員会で事務局サイドから麦類の10a当たり平年収量も米と同様に

スムージングスプライン方式で算定してはどうかというご相談をさ
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、 。せていただきましたので その検討結果を報告するというものです

したがいまして、一点目はこれから取り組むもの、二点目はご報

告ということになります。

１ページ目は、10a当たり平年収量の算定方法は更に改善すべきだ

という提言が、水稲平年収量等に関する研究会で出ているというこ

とも含めて検討しています。２に書いてありますように、気象要素

をダイレクトに使用したらよいのではないかという点について検討

事項になっていますので、少しずつ検討を進めているところです。

まだ、全県で検討できているわけではなく、今後急ピッチに検討

、 。・検証したいと思いますが ２ページ目に１県だけ記載しています

４要素を直接入れるのと、主成分分析して入れるのとありまして、

①に書いてありますのが直接入れたらどうなるか、②が現行によっ

てやったらどうなるかを記載しています。

ある県での事例ですが、この県では対差が１～２ の幅の中に入kg

っていて大きな差は見られませんでした。参考に７中５、７中５と

いうのは７年のうち上と下を除く５カ年平均ということで、これが

示してありますけれども、どちらと比較しても大きくは変わらない

状況ですが、あくまで検討初期の段階で１県だけの事例ですから、

この県が良いのでどちらの手法でも良いということにはなりません

ので、更に全県レベルで今までの手法とダイレクト方式はどうかと

いうことの検討・検証を進めて行きたいと思います。

２点目は県を分割して算定する方法ですが、従来から県一本で算

定していますが、統計では県の中を作柄表示地帯別ということで分

割しておりまして、例えば、新潟県では佐渡と魚沼地域は収量、栽

培面でも異なりますので、作況指数は作柄表示地帯ごとに出してお

ります。また、全国では の作柄表示地帯がありまして、県にす150

ると平均３～４つの地帯に分かれていることになりますが、実際に

公表するときには、県一本の作況は当然公表しますが、参考として

地帯別にも公表しているわけです。しかしながら地帯別の10a当たり

平年収量は、スムージングスプライン方式ではなく、各県にありま

す事務所が算定しています。それを に書いていますとおり、各作(2)

柄表示地帯も県の算定方法と同じスムージングスプライン方式で、

気象要素は直接適用方式によって一挙に算定してはどうかというこ

とです。これは全国で 箇所もありますので計算が非常に膨大に150

なるので少しずつやっているところです。今日、こういう結果でこ

れがいいというようなところまではお示しできませんが、今後、検

討・検証を行ってデータの整理等が進みましたら、ご相談したいと

思います。

それから、３ページ、４ページは水稲平年収量等に関する研究会

の報告書の抜粋ですから、省略させていただきます。

５ページ目が気象要素を直接適用した場合、この県ではあまり違

和感がないということであり、データ的に見ますと赤い線が補正値

ですが、気象要素を直接適用した場合もかなり気象効果は補正され

ているのではないかと思われます。しかし、あくまでこの県だけで
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の事例ですから、更に全県的に検討していきたいと思います。

６ページ目は、ある県の作柄表示地帯別にどういう傾向値になっ

ているのかというのを示したものです。赤く太い線が従来からの県

一本での平年単収ですが、それに対して各作柄表示地帯別の値は御

覧のとおりで、ある地帯は昭和54年は一番低かったのに、15年は上

位になっており、低単収の地帯だったのが20年ぐらいかけて着実に

増加しています。こういう地域がある一方でずっと停滞している地

帯があるというのがよく分かると思います。このように地帯別のデ

ータを分析していくとその動向もよく分かってきますが、このデー

タはあくまで検討段階の１事例ということでご了承下さい。

次に７ページですが、陸稲及び麦類の10a当たり平年収量の算定に

ついてもスムージングスプライン方式を適用してはどうかというこ

とについて前回ご相談いたしましたので、その検討結果をご報告し

たいと思います。

次のページの８ページは気象データの取り方ですが、麦は当然冬

から春にかけて生育しますので、米と同様の気象データの取り方は

できません。また、適切な気象データを入れないと説明力が無いわ

けで、収量に関係のないデータをいれてもそれは算定式としては全

く成立しません。ただ、収量に効く気象データとは何かというのが

非常に難しく、研究者にも十分相談してこの時期のこの気象データ

が入れば収量に及ぼす気象としては妥当ではないかということでか

なり手探りな部分も含めてやったところであります。

麦で難しいのは順調に生育していても、収穫の時にひと雨あった

ら収量が極端に落ちることもあり、米以上に気象との関連では難し

いところがあります。陸稲の生育期間は、ほぼ水稲と似通っていま

すので省略させていただきますが、麦類については、そこに書いて

ありますとおり、気象データとしては の麦類の「ア」に書いてあ(2)

りますように、 ｱ として幼穂形成期前後 日間の最低気温の平均( ) 30

値、 ｲ として出穂最盛期前後 日間の最低気温と日照時間の平均( ) 20

値、 ｳ として刈取最盛期前 日から刈取最盛期後５日の降水量の( ) 20

平均値、これは刈り取り時期の雨の量ですが、あと ｴ として刈取最( )

盛期前 日間の最低気温及び日照時間の平均値、これらの気象デー20

タを入れると説明力が付くのではないかということで検討の結果入

れることとしました 「イ」として補助変数ですが、これも米に倣。

ってある特定の時期の気象が大きく影響する場合は、補助変数とし

、 、て入れるということで 刈取最盛期前 日間にウエイトを付加して20

以上の降水があった日のウエイトの積算値を補助変数としま10mm

した。

結論としては、スムージングスプライン方式で水稲と同様に算定

することについては、気象要素の効果を比較的除去し、補正できる

ということで、平成 年産の麦からスムージングスプライン方式で15

10a当たり平年収量を算定したところです。

なお、後半に書いてありますが、麦については、あまり小さな作

付面積のところで算定しても、データ自体も変動が大きくスプライ
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ンで算定する意味もあまり無いということで、 以上の作付が500ha

ある県を基準にスムージングスプライン方式で算定しています。

ページ目がどれだけスムージングスプライン方式が良いのか悪10

いのかということで、 ページ目は陸稲ですが、赤い線が補正値で10

。 、 、す 水稲ほどの効果はありませんが 収量の変動が大きいことから

各平均値等に比べれば、傾向としては現れていると思います。

次のページの小麦だけ紹介しておきますと、スムージングスプラ

イン方式でかなり気象効果は説明されており、気象効果を除去する

ことにより、より良い傾向値が現れ出ているのではないかというこ

とで、スムージングスプライン方式を採用しても適切であろうと判

断しました。

以下麦種別にグラフがありますが、御覧いただければよいかと思

います。昨年からみなさんのご意見をいただきながら、陸稲、麦類

のスムージングスプライン方式導入の検討を行いまして、以上を検

討結果としてご報告いたします。

以上です。

秋田小委員長 ありがとうございます。それでは、時間が非常に押していますの

で、特にコメントがある方に限って受けたいと思います。とにかく

まだ算定方法の改善というのは検討途上でございますので、特にコ

メントがある方のみお願いします。

鈴木臨時委員 いろんな気象データをトライなさって大変だなあと思うんですけ

れども、どれが効いているかを統計式で、どれくらい統計的に有為

になっているかが示してあると判断が容易で、皆さんが議論しやす

いと思います。

事務局（課長） 全県的なレベルでデータが揃ったときには客観的な指標で皆さん

にお示しして相談したいと思います。

秋田小委員長 ありがとうございます。他にございますか。

安倍臨時委員 「気象変動に適応した水稲生産技術に関する検討会」の資料につ

いての説明はもう終わったんですか。

事務局（課長） 後ほどご説明します。参考配付の方ですね。

秋田小委員長 議題と直接関係ないようですので後ほどということで、他に特に

無いようでしたら平年収量の算定方法の改善については、引き続き

事務局で検討をお願いするということにしたいと思いますが、よろ

しいですか。

それでは、本日の小委員会の議事をこれで一応終了させていただ

きます。議事の運営にご協力いただきましてありがとうございまし

た。それから今の参考配付資料の説明等は事務局にお任せしてよろ
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しいですか。

事務局（課長） 先ほど委員の方から質問がありましたので、参考配付の「気象変

」 。動に適応した水稲生産技術に関する検討会 についてご説明します

これは２月４日に開催されて各県及び国の研究者、独法の研究者が

集まって従来の研究蓄積を持ち寄って、高温の影響により乳白被害

がどの程度発生するか、どういうメカニズムで発生するかというこ

とを検討したものであります。本小委員会の皆さんも関心が深いと

思われましたので参考に配付しております。なお、これはまた、来

年以降も研究・技術サイドでフォローしていくということになって

おります。

あと、米政策改革大綱も配られておりますので参考にしていただ

きたいと思います。以上であります。

秋田小委員長 特にこのことについては、ここで議題として取り上げませんので

質問がある方は直接、事務局へ照会いただくということでよろしい

ですか。

それでは、これで議事の運営を事務局にお返しします。よろしく

お願いします。

閉会 どうもありがとうございました。(7)

事務局（総括） 「平成 年産水稲10a当たり平年収量」のご了承を頂きましてあ15

りがとうございます。

それでは、以上をもちまして 「平成 年度食料・農業・農村政、 14

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。

引き続きまして、 時 分から、この場所におきまして「食料15 10

・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

願いしたいと思います。どうもありがとうございました。


