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2.1.2 果樹 

① 年平均気温の変動から推定したリンゴ及びウンシュウミカンの栽培環境に対する地球

温暖化の影響 

1. 執筆者（公表年） 杉浦俊彦、横沢正幸（2004 年） 

2. 掲載紙 園学雑. （ J. Japan. Soc. Hort, Sci, ）73 （1）: 72 − 78  

3. 対象品目 リンゴ・ウンシュウミカン（栽培適域） 

4. 対象地域 全国 

5. 予測手法の概要 

予測期間：2020 年代、2040 年代、2060 年代（2060 年代、2060 年代

±1℃）、現況（1971～2000 年の気候値） 

空間解像度：10km メッシュ 

気 候 モ デ ル ： CCSR/NIES 、 CCCma/CGCM1 、 CSIRO-Mk2 、

ECHAM4/OPYC3 

排出シナリオ：IS92a15 

適応策の検討：なし 

予測手法： リンゴ、ウンシュウミカンの栽培温度適域を設定 

・リンゴ：年平均気温 6～14 ℃および 7〜13 ℃ 

・ウンシュウミカン：年平均気温 15〜18 ℃ 

6. 影響の概要 

リンゴ、ウンシュウミカンとも栽培に有利な温度帯は年次を追うごとに北上することが予

想された。地球温暖化は今世紀半ばまでにわが国のリンゴおよびウンシュウミカンの栽培

環境を大きく変化させる規模のものである可能性が示された。 

【リンゴ】 

2060 年代には東北中部の平野部までが現在よりも栽培しにくい気候となる可能性が示唆さ

れ、東北北部の平野部など現在のリンゴ主力産地の多くが、暖地リンゴの産地と同等の気

温になる、一方、北海道はほとんどの地域で栽培しやすくなる可能性が示唆された（図 

7、図 8）。 

【ウンシュウミカン】 

2060 年代には現在の主力産地の多くが現在よりも栽培しにくい気候となる可能性が示唆

されるとともに、西南暖地の内陸部、日本海および南東北の沿岸部など現在、栽培に不向

きな地域で栽培が可能になることが予想された（図 9）。 

 

 

 

                                                  
15 IPCC によって 1992 年に開発されたシナリオの一つで、二酸化炭素濃度がほぼ年率 1%複利で増加す

ることに対応する。 
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【食味・食感】 

酸含量（食味）、果実硬度（食感）、蜜入り指数（成熟度）と平均気温との関係を図 11 に

示す。酸含量、果実硬度、蜜入り指数のいずれにおいても、気温と負の相関があることが

明らかになった。 

 

■酸含量（=y（gL-1））  ：（ふじ：長野） y ＝ －0.086 x ＋ 5.687 

（ふじ：青森） y = －0.134 x＋6.364 

（つがる：長野）y = －0.091 x＋4.773 

 

■果実硬度（=y（kg））  ：（ふじ：長野）） y = －0.098 x＋8.170 

 

■蜜入り指数（=y（-））  ：（ふじ：長野）  y ＝ －0.284 x＋6.232 

（ふじ：青森）） y ＝ －0.384 x＋8.4028 

y は、各指標である。x は、満開後 110-180 日（ふじ：長野）、100-170 日（ふじ：青森）、

90-120 日（つがる：長野）の平均気温である。 

 

本文献では、春季の高温や夏から秋季（成熟期）の高温が食味・食感に関する指標の変

化の要因と考えており、もし温暖化による気温上昇が進み、発芽・満開日が前進化すると、

さらにリンゴの食味と食感が変化することが予測されている。 

 

  

 

図 10．生物季節学的な指標（発芽日、満開日）と気温との関係 

（a）発芽日は 3 月の、（b）満開日は 3～4 月の平均気温との関係。直線は回帰直線。 
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図 11．（a）酸含量、（b）果実硬度、（c）蜜入り指数と気温との関係 
気温は、満開後 110-180 日（ふじ：長野）、100-170 日（ふじ：青森）、90-120 日（つがる：長野）の

平均。（a）～（c）の指標は、満開後 180 日（ふじ：長野）、170 日（ふじ：青森）、120 日（つが

る：長野）の値である。 
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③ 気候温暖化は 30 年後の果樹生産にどんな影響を及ぼすか（第 2 報）～近年の生育障害

の特徴と将来の温度環境予測～ 

1. 執筆者（公表年） 山梨県果樹試験場プロジェクト（2006 年） 

2. 掲載紙 － 

3. 対象品目 ブドウ、モモ、オウトウ（加温開始時期） 

4. 対象地域 山梨県 

5. 予測手法の概要 

予測期間：2036 年頃18 

空間解像度：－ 

気候モデル：－ 

排出シナリオ：－ 

適応策の検討：なし 

予測手法： 加温開始の目安となる低温遭遇積算時間を設定 

加温開始の目安となる低温遭遇積算時間の設定： 

ブドウ：400 時間、モモ：1000 時間、オウトウ：1200 時間 

ただし、低温とは時別気温が 7.2℃以下とする。 

6. 影響の概要 

【加温開始時期】 

10/1 からの時別気温が 7.2℃以下となる積算時間を図 12 に示す。平年値に比べると、30

年後においてはブドウ、モモ、オウトウなどの加温開始時期が 7～10 日遅れると予想さ

れる。 

 
 

図 12. 気温上昇が 7.2℃以下の低温遭遇積算時間に及ぼす影響 
清野ら（1981）の方法によるシミュレーション19 

30 年後は日別平年値に最高、最低気温の上昇を加算 

 

  

                                                  
18 本研究では現況の 30 年後を影響評価対象としている。そのため、本研究の報告された年から 30 年後

を記載した。 
19 シミュレーション手法の詳細についての記載はない。 
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④ Prediction of Skin Coloration of Grape Berries from Air Temperature【委員ご提供情

報】 

1. 執筆者（公表年） 
Toshihiko Sugiura, Mikio Shiraishi, Shohei Konno and Akihiko 

Sato.（2018 年） 

2. 掲載紙 The Horticulture Journal，Volume 87 (2018) Issue 1 Pages 18-25 

3. 対象品目 ブドウ（着色） 

4. 対象地域 18 府県20 

5. 予測手法の概要 

予測期間：－ 

空間解像度：－ 

気候モデル：－ 

排出シナリオ：－ 

適応策の検討：なし 

予測手法：実験による（回帰式あり） 

2011 年～2015 年における、「巨峰」（日本の主要品種）、「ピオーネ」（日本で 3 番目に栽培

が多い品種）、「涼香」（新しい品種）において採集したデータに基づき、気温とブドウの果

皮の色について回帰分析を実施している21。 

 

品種：「巨峰」（日本の主要品種）、「ピオーネ」（日本で 3 番目に栽培が多い品種） 

「涼香」（新しい品種） 

 

収集したデータ22： 

満開日23、収穫日24、果皮の色（0：緑～12：黒）、アントシアニン含有量 

 

※上記のデータのうち、気温との関係が図化されているものは、「果皮の色」のみである。 

6. 影響の概要 

 将来影響予測は行われていない。 

「巨峰」（図 13．（A））、「ピオーネ」「涼香」（図 13．（B））については、収穫日前の 40

日間における平均気温が 24℃未満の場合は、十分な相関が得られなかったが、平均気温が

24℃以上の場合は十分な負の相関が得られた。各品種の 24℃以上における回帰式の係数

（巨峰では約－1.0）より、平均気温が 1℃上昇するごとに、カラーチャートの値が 1.0（巨

                                                  
20 茨城県、栃木県、石川県、山梨県、長野県、三重県、京都府、大阪府、奈良県、鳥取県、島根県、岡山

県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、鹿児島県 
21 果皮の色とアントシアニン含有量の関係についても分析しているが、温暖化による影響について、図で

記載されているわけではないため、ここでは割愛した。 
22 気候データは、気象庁のアメダスデータを統計処理することで 1km メッシュとした、AMeDAS mesh 
dataset（seino, 1993）を用いた。 
23 全体の 80%以上の花房において、全体の 80%以上の小花が開花した日とする。 
24 各房の収穫日は香りで判断するが、ここでの収穫日は全体の 50%が収穫された日とする。 
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峰）低下することがわかる。 

 

巨峰：y＝－1.003x＋35.06 

y は果皮の色、x は収穫日前 40 日間の平均気温である。 

 

また、図 13．（B）には、傾きを巨峰と同じ－1.003 として、ピオーネおよび涼香の回帰

式を作成したところ、回帰式の切片はピオーネで 34.03、涼香で 35.79 となった。 

これは、同じ平均気温であっても、カラーチャートの値が、巨峰に比べピオーネでは約

－1.0（≒34.03－35.06）、涼香では約＋0.7（≒35.79－35.06）となることが示される。 

 

 

図 13．収穫日前 40 日間の平均気温と収穫時の果皮の色との関係性 
（A）は「巨峰」の 24℃以上（図の●と■25）において、回帰式を示した。（B）は「ピオーネ」「涼香」

の 24℃以上（図の■と▲）について、（A）の回帰式の傾き（－1.003）を用いて回帰式を作成した。な

お、r はピアソンの相関係数を示す（***P<0.001、**P<0.01）。 
 

 

  

                                                  
25 ●は透明なプラスティックシートで覆われた場合（ハウス栽培）、■は露地栽培。 
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⑤ Predicition of climatic suitability for wine grape production under the climatic change 

in Hokkaido【委員ご提供情報】 

1. 執筆者（公表年） 
Manabu NEMOTO、Tomoyoshi HIROTA、Tomonori SATO（2016

年） 

2. 掲載紙 Jounal of Agricultural Meteorology 72 (3-4)：167-172 

3. 対象品目 ワイン用ブドウ（ヨーロッパブドウ）（栽培好適地） 

4. 対象地域 北海道 

5. 予測手法の概要 

予測期間：－ （1990 年代から全球気温が 2℃上昇した際を想定） 

空間解像度：1km メッシュ 

気候モデル：GCM3 種（MIROC3.2Hires、MPI、NCAR）×RAM263

種（NHM（JMA）、WRF、RSM）の 9 種類27 

排出シナリオ：SRES A1B 

適応策の検討：なし 

予測手法：栽培好適条件の設定 

以下３つの条件を満たした地点は、ヨーロッパブドウの栽培好適地となる。 

①夏季気温：13.1℃≦生育期（4 月～10 月）の平均気温≦20.9℃ 

②夏季降水：255mm≦生育期（4 月～10 月）の総降水量≦1200mm 

③冬季気温：冬季の日最低気温の月平均気温＞－15℃ 

6. 影響の概要 

全球気温が2℃上昇した場合の、9つの気候モデルのデータを基にした栽培好適地分布を

図 14に示す。 

夏季気温条件のみの結果についてはb)、夏季降水条件のみの結果についてはc)、冬季気温

条件のみの結果についてはd)に示してある。これらb)～d)の条件を重ね合わせた結果がa)

である。モデルにより、栽培好適地と判定されたメッシュ（a)にて色がついたメッシュ）

には、ばらつきがあるり、全体として栽培不適地は、特に北海道の南西部に存在すると予

測された。これは、主に夏季降水量が条件を満たさなかったことによる。 

図 15は、図 14a)を集約したものである。白地域は、9つのモデルが全て好適地と判断し

た地域。黄色地域は、1～3つのモデルが不適地と判断した地域であり少しの不確実性を

含む。赤色地域は、4～9つのモデルが不適地と判断した地域で、不確実性が大きい。結

果として、北海道の低地は、将来2℃上昇した際に1990年代と比較し、栽培好適地が拡大

すると予測された。 

 

 

 

                                                  
26 Regional atmospheric model 
27 RECCA により作成されたデータセット 
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図 14. RECCAデータを用いた2℃上昇時の北海道における気候条件のモデルの差異 
a)3つの条件を満足した、ブドウの好適地分布（色つきメッシュ）、b)夏季気温：白地域は、気温が

13.1℃未満の不適域、c)夏季降水：黒地域は総降水量1200mm以上の不適域、d)冬季気温：黒地域は-
15℃以下の気温となる不適域 

 

 
図 15. RECCAデータを用いた2℃上昇時の北海道における気候条件のモデルの差異 

  



 

27 
 

⑥ 高品質の開発と収穫期拡大技術を核としたパインアップルの温暖化対応技術の確立28

【委員ご提供情報】 

1. 執筆者（公表年） 

[研究グループ] 

沖縄県農業研究センター名護支所、沖縄県農業研究センター石垣支

所、農研機構果樹研究所 

[総括研究者] 

沖縄県農業研究センター名護支所 正田 守幸 

（2014 年） 

2. 掲載紙 
農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業（実用技術開発ステー

ジ）／研究紹介、75-76 

3. 対象品目 パインアップル（栽培適地） 

4. 対象地域 沖縄県、鹿児島県の一部 

5. 予測手法の概要 

予測期間：1991～2010 年（現在）、30 年後 

空間解像度：1km メッシュ 

気候モデル：30 年後の気温が現在より 1℃高くなると仮定 

排出シナリオ：－ 

適応策の検討：あり 

予測手法： 栽培温度適域を設定 

各品種の適地 

N67-10：平均気温 20℃以上かつ日最低気温 7.0℃未満の日が年間 3 回未満の地域 

沖縄 17 号：平均気温 20℃以上かつ日最低気温 3.0℃未満の日が年間 3 回未満の地域 

6. 影響の概要 

 温暖化進行後も生産可能で、収穫期の調整が可能な高品質パインアップル品種の開発を

目指し、「沖縄 17 号」が開発された。 

低温障害の評価試験と気象データをもとに、平均気温と日最低気温から「沖縄 17 号」と

従来品種（「N67-10」）の適地マップを作成した。 

また、「沖縄 17 号」については現在と 30 年後の適地マップを作成した。これにより、

従来品種と温暖化適応品種の適地マップの比較が行える（適応策の検討）。 

 「沖縄 17 号」は現在のパインアップル（＝「N67-10」）生産地域よりも適応範囲が広く、

30 年後の栽培適地は南西諸島の北部まで広がる可能性がある（図 16）。 

 

 

 

                                                  
28 「従来品種（N67-10）」と「新品種（沖縄 17 号）」について、栽培適地マップの作成の他、果実重・果

実品質・食味・病害抵抗性・吸芽発生数の比較や、花芽誘導効果・収穫日・糖酸比を比較する実験結果も

記載している。ただし、温暖化による将来影響に関する評価ではなかったため、ここでは割愛した。 
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図 16．現在（1991～2010）と現在＋1℃（30 年後を想定）の栽培適応マップ 
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⑦Predicted Changes in Locations Suitable for Tankan Cultivation Due to Global 

Warming in Japan. 

1. 執筆者（公表年） 
Toshihiko Sugiura, Daisuke Sakamoto, Yoshiko Koshita, Hiroyoshi 

Sugiura and Toshikazu Asakura（2014） 

2. 掲載紙 J. Japan. Soc. Hort. Sci. 83 (2): 117–121 

3. 対象品目 タンカン（栽培適域） 

4. 対象地域 全国 

5. 予測手法の概要 

予測期間：1981～2000 年、2011～2030 年、2031～2050 年、2051

～2070 年 

空間解像度：1km メッシュ（45”×30”） 

気候モデル：MIROC3.2-Hires 

排出シナリオ：SRES-A1B 

適応策の検討：なし 

予測手法：栽培温度適域を設定 

適域判定基準： 

①年平均気温が 17.5℃以上 

②年間日最低気温が－2℃以下の年が 20 年に 4 回未満 

・栽培適域：①、②ともに満たす 

・冷害の恐れのある地域：①は満たすが②は満たさない 

・栽培不適域：①を満たさない 

6. 影響の概要 

【適域評価】 

現在の栽培適域は、沖縄県、鹿児島県の離島、一部の南九州地区の海岸部である（図 

17．A）。将来の栽培適域は徐々に北方へ拡大すると予測された（図 17．B－D）。2011

～2030 年には、南側四国の海岸部や紀伊半島の一部が適域となる。2031～2050 年に

は、関東平野のほとんどの海岸部が適域となる。2051～2070 年には、西日本の日本海側

でも適域が存在すると予測された。 
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黒色：栽培適域 灰色：冷害の恐れがある地域 白色：栽培不適域 

図 17. タンカン栽培に適した地域の変化予測（（A）1981-2000、（B）2011-2030、
（C）2031-2050、（D）2051-2070） 

 

 
黒色：栽培適域 灰色：冷害の恐れのある地域 白色：栽培不適域 

図 18. タンカン栽培に適した地域の変化予測（（A）1981-2000、（B）2051-2070） 
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⑧ Assessment of deterioration in skin color of table grape berries due to climate change 

and effects of two adaptation measures. 【委員ご提供情報】 

1. 執筆者（公表年） 
Toshihiko SUGIURA, Mikio SHIRAISHI, Shohei KONNO and 

Akihiko SATO（2019） 

2. 掲載紙 
Journal of Agricultural Meteorology（2019）75（2） 

（早期公開 DOI: 10.2480/agrmet.D-18-00032） 

3. 対象品目 ブドウ（満開日、果皮色） 

4. 対象地域 全国 

5. 予測手法の概要 

予測期間：1981～2000 年、2031～2050 年、2081～2100 年 

空間解像度：1km メッシュ 

気候モデル：MIROC5, MRI-CGCM3,GFDL-CM3, CSIRO-Mk3-6-0, 

and HadGEM2-ES 

排出シナリオ：RCP2.6、RCP4.5、RCP8.5 

適応策の検討：なし 

予測手法：回帰式 

【満開日推定モデル】 

全国 50 のブドウ畑から得られた気温と開花日のデータから回帰式を開発した。 

 

表 6．4 月～5 月における気温と満開日の関係 

 
OF：オープンフィールド、PC：部分被膜、PH：サイドフィルムなしのプラスチック温室、 PS：サイド

フィルム付きプラスチック温室 
Y：満開日のデータポイントの合計数（場所と年）、X：ピアソンの相関係数、***P<0.001 
W：回帰パラメータ（y=ax＋b、y は満開日、x は 4 月と 5 月の平均気温 a は勾配、b は切片） 
V：回帰方程式の標準誤差、4 月 5 月の平均気温が 15℃のときの回帰式によって推定される満開日 
DOY：1 月 1 日からの日数 
 
【果皮色推定モデル】 

式(1)～(3)（Sugiura et al., 2018：本資料の 2.1.2④をご参照）により、各年の果皮色評価の

将来推定を行った。 

SC (‘Kyoho’) = -0.959 × Tm (50-92DAF) + 33.9 ・・・(1) 

SC (‘Pione’) = -1.053 × Tm (46-91DAF) + 35.3 ・・・(2) 
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SC (‘Suzuka’) = -0.655 × Tm (52-93DAF) + 26.6・・・(3) 

SC：果皮色、Tm：括弧で示される期間の平均気温、DAF：満開日からの日数 

 

6. 影響の概要 

【適域評価】 

図 19 に着色不良の発生確率についての結果を示す。OF での「巨峰」の果皮色評価

は、1981 - 2000 年の 9.4 から 2031 - 2050 年（RCP4.5）の 7.9 に低下した。北日本を除

くほとんどの地域の平野において、OF での「巨峰」のための適応策を導入する必要があ

ることが示された。長期的な適応策としては、生物季節学的変化または優れた色の品種の

使用が効果的と考えられる。 

 
図 19. 果皮色の将来推定結果のマップ（（A）1981-2000、（B-F）2031-2050（RCP4.5）） 

マップの色は着色不良と評価された年が発生する確率を示す。また、OF：オープンフィールド、PH：サ

イドフィルムなしのプラスチック温室、 PS：サイドフィルム付きプラスチック温室を示す。 
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