
 
 

平成２６年度 
農林水産分野における地球温暖化 

経済影響調査事業 
 
 

報告書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング 

 

平成２７年３月 
 
  



 
  



 

目  次 
 
第 1 章 はじめに .................................................................................................................... 1 

1.1 調査の背景 ................................................................................................................... 1 
1.2 調査の概要 ................................................................................................................... 1 

1.2.1 海外における適応計画の調査 ............................................................................... 1 
1.2.2 我が国における地球温暖化の経済的な影響調査 .................................................. 1 
1.2.3 検討委員会の運営 .................................................................................................. 2 

第 2 章 海外における適応計画の調査 .................................................................................... 3 
2.1 調査の背景と目的 ........................................................................................................ 3 
2.2 海外事例の調査対象の検討 .......................................................................................... 3 

2.2.1 国内の有識者へのヒアリング調査 ........................................................................ 3 
2.2.2 海外ヒアリングの候補 .......................................................................................... 4 
2.2.3 海外のヒアリング実施対象 ................................................................................... 5 

2.3 調査対象の状況認識とヒアリング事項 ....................................................................... 6 
2.3.1 英国 ....................................................................................................................... 6 
2.3.2 仏国 ....................................................................................................................... 8 
2.3.3 欧州委員会、ワーゲニンゲン大学 ........................................................................ 9 

2.4 ヒアリング調査の結果（各国） ................................................................................ 10 
2.4.1 英国（DEFRA(英国環境･食料･農業地域省)，Ｅｎｖｉｒｏｍｅｎｔａｌ Ａｇ

ｅｎｃｙ） .................................................................................................................... 10 
2.4.2 英国（Prof. Fankauser and Committee on Climate Change(CCC)） ............. 11 
2.4.3 仏国（Ministry of Ecology , Ministry of Agriculture）.................................... 13 
2.4.4 蘭国（Wageningen University） ...................................................................... 15 
2.4.5 欧州委員会（European Commission） ............................................................. 16 

2.5 欧州の気候変動適応策の状況 .................................................................................... 18 
2.5.1 欧州の適応計画の策定状況 ................................................................................. 18 
2.5.2 経済影響評価の実施状況、検討状況 .................................................................. 20 
2.5.3 経済影響評価の活用状況 ..................................................................................... 21 
2.5.4 5.4. 経済影響評価を活用する上での留意点 ........................................................ 22 

  



 
第 3 章 我が国における地球温暖化の経済的な影響調査 .................................................... 23 

3.1 調査の目的と内容 ...................................................................................................... 23 
3.2 調査の進め方 .............................................................................................................. 23 
3.3 推計の前提条件 .......................................................................................................... 24 
3.4 経済評価の実施プロセス ........................................................................................... 25 
3.5 品目別、生産への影響と経済評価 ............................................................................. 26 

3.5.1 米 ......................................................................................................................... 26 
3.5.2 ねぎ ..................................................................................................................... 36 
3.5.3 トマト .................................................................................................................. 41 
3.5.4 りんご .................................................................................................................. 47 
3.5.5 しいたけ .............................................................................................................. 55 
3.5.6 のり ..................................................................................................................... 60 

3.6 【参考】本調査で採用した気候モデル ..................................................................... 66 
第 4 章 検討委員会の運営 .................................................................................................... 71 

4.1 検討委員一覧 .............................................................................................................. 71 
4.2 開催概要 ..................................................................................................................... 71 

 
 
 
 
 
 



第1章 はじめに 

 

1.1 調査の背景 

政府は、平成 27 年夏頃を目処に気候変動適応計画を策定するため、平成 24 年度より温

暖化による影響評価等に関する検討を進めている。この動きと平行して、農林水産省では農

林水産分野の地球温暖化に係る対策･研究を進めており、温暖化に伴う農林水産業の自然

科学的な影響が明らかになっている。 

このような中、農林水産分野において地球温暖化に対して適切かつ効率的な適応策を検

討し、国民の理解を得て対策を実施していくためには、地球温暖化が農林水産分野に及ぼ

す自然科学的な影響だけでなく、経済的な影響について分析･評価する必要がある。 

上記の観点から、本事業では特定の作物を設定した上で、地球温暖化がそれら作物生産

及び農業経営に与える影響について分析･評価する。 

 

1.2 調査の概要 

1.2.1 海外における適応計画の調査 

我が国の適応策の検討のあり方や、検討に際しての地球温暖化による経済的影響の考慮

のあり方などの参考材料を得るため、欧州諸国の適応計画の策定状況、及び経済的影響評

価の実施状況、活用方策につき情報収集及び聞き取り調査を実施した。 

 

1.2.2 我が国における地球温暖化の経済的な影響調査 

将来的な地球温暖化が国内における農業、林業、漁業の生産等に与える影響を通じて、

経営体及び我が国に与える経済的影響を評価した。対象品目は、米、ねぎ（春ねぎ、夏ねぎ、

秋冬ねぎ）、トマト（夏秋トマト、冬春トマト）、りんご、しいたけ、のり類とし、温暖化のシナリオ条

件を設定するなどした上で、生産性や品質等に与える影響を推計し、個別経営体、我が国全

体に与える経済的な影響をシミュレートした。 
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1.2.3 検討委員会の運営 

1.2.2 及び 1.2.1 について、調査の進め方、調査手法・算定手法等の検討などを行うため、

各作物分野の専門家及び経済評価の専門家からなる検討委員会を設置し、合計３回の検討

委員会を実施した。なお、検討委員については、検討委員会以外でも個別に情報提供、助

言等を依頼した。 
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第2章 海外における適応計画の調査 

 

2.1 調査の背景と目的 

本調査では、将来的な地球温暖化が国内における農業、林業、漁業（海面養殖業）の生産

等に与える影響を通じて、農業経営体、栽培きのこ経営体、漁業経営体に与える経済的な影

響を評価し、これを踏まえた適応計画の策定、適応策の推進を図るための情報整理を主な目

的としている。 

将来的な地球温暖化が国内における農業、林業、漁業（海面養殖業）の生産等に与える影

響を通じて、農業経営体、栽培きのこ経営体、漁業経営体に与える経済的な影響を評価して

いる。対象品目は、米、ねぎ（春ねぎ、夏ねぎ、秋冬ねぎ）、トマト（夏秋トマト、冬春トマト）、り

んご、しいたけ、のり類の９品目である。 

上記を踏まえ、我が国の適応策の検討のあり方や、検討に際しての温暖化による経済的影

響の考慮のあり方などの参考材料を得るため、欧州諸国の適応計画の策定状況、及び経済

的影響評価の実施状況、活用方策につき情報収集及び聞き取り調査を実施した。 

 

2.2 海外事例の調査対象の検討 

適応計画の調査対象国の選定にあたっては、１）我が国における検討の際に参考となるよう

な気候変動適応策が検討・実施されていること、２）適応策の経済的影響評価が行われている

こと、３）我が国における検討対象となる品目が生産されていることを考慮して行った。 

 

2.2.1 国内の有識者へのヒアリング調査 

海外事例の調査等を実施するにあたり、気候変動の適応策に詳しい国内の有識者に事前

ヒアリングを行った。 

 

（1）国立環境研究所 久保田 泉 研究員 

＜農産物に関する適応策の経済評価＞ 

・ 影響評価から試算にかかるコストが膨大であるため、先行事例でも数品目の評価にとど
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まってしまうのではないか。 

・ 米など品種が多様な作物については、一律で影響評価を行うことは難しい。英国などの

事例をどこまで参考にできるか 

＜海外ヒアリング調査＞ 

・ 海外の政府機関職員には技術的な担当者も多く含まれており、既存のレポートについて

は政府へのヒアリングでは技術面でのコメントを得られる可能性がある。 

・ 影響評価の手法などについては IPCC 主筆者などの研究者に対して情報収集を行うとよ

いのではないか。 

・ 英国であれば DEFRA が適切である。 

 

（2）法政大学 白井信雄 特任教授 

＜農産物に関する適応策の経済評価＞ 

・ 国内では S8 研究の経済評価を担当した名城大学の大野栄治先生が評価手法に関する

知見を持っている。 

・ 異常気象等による被害額を考慮に入れる場合は、農業被害統計の原因別の被害額を

参考にすればいい。 

・ 農業分野の経済評価を行うには、気候変動の影響予測と、各作物に与える影響の関数

をもとに収量を算定し、それを貨幣価値に換算する。このプロセスは多くの労力を要するので

英国等の先進地域でも主要な品目のみについて経済評価を行っている。 

・ 実経済ではない生物多様性や景観などの多面的機能であれば、CVM 等で評価ができ

るため行いやすい。 

 

2.2.2 海外ヒアリングの候補 

上記の国内有識者へのヒアリング及び、文献調査の結果を踏まえて、検討委員会において

海外事例のヒアリング候補を検討した。その結果、本調査の趣旨から農林水産分野における

気候変動適応策の経済影響評価に関しては、イギリス、フランスの 2 国および欧州委員会

（EC）が調査対象として適当であるとの結論であった。 

 

 

図表 2-1 欧州主要各国における気候変動適応策の検討状況 

 イギリス フランス ドイツ オランダ EC  
気候変動適応戦略・適応計画 ○ ○ ○ ○ ○ 
適応策の経済評価 ○ ○    
農産物に関する経済評価 ○ ○    
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（1）イギリス 

＜政府・研究機関担当部局＞ 

・DEFRA-ACC（気候変動適応プログラム担当部局） 

・UKCIP（英国気候影響プログラム） 

・Environment Agency （イギリス環境庁） 

 

＜研究者＞ 

・Richard Tol （Sussex 大学 IPCC 第 5 次評価報告書 Economics of Adaptation 

Coordinating 共同執筆者） 

・Richard Triffin （Assessing the Cost of Adaptation to Climate change(2009)の農林水産部

分の著者） 

 

（2） フランス 

＜政府・研究機関＞ 

・Ministry of the Environment（環境省気候変動部局） 

・ONREC（国立地球温暖化影響監視機構） 

・GIS Climat（フランス気候環境コンソーシアム） 

・National Environmental Research Alliance（国立環境研究連合） 

 

（3） EU（欧州委員会） 

＜政府・研究機関＞ 

・欧州委員会気候変動総局 

・欧州委員会農業・農村開発総局 

＜研究者＞ 

・G.Robert BiesBrook （オランダ・ワーニンゲン大、EU 諸国による気候変動を概観する論

文を執筆） 

 

2.2.3 海外のヒアリング実施対象 

上記の候補から、現地の関係者に対してヒアリングの依頼を行い、調査実施期間に対応可

能な候補を絞り、ヒアリング実施対象を選定した。 

 

（1）イギリス（ロンドン） 

・Department for Environment, Food and Rural Affairs(DEFRA)：11/13 

・Department for Climate Change, Environment Agency：11/13 
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・Prof. Fankauser and Committee on Climate Change(CCC) ：11/14 

・Iale UK：11/17 

 

（2）フランス（パリ） 

・ONREC：11/18 

・Ministry of Agricultur：11/18 

・Ministry of Ecology：11/18 

 

（3）オランダ（ワーゲンニンゲン） 

・Wageningen University：11/20 

 

（4）ベルギー（ブリュッセル） 

・European Commission：11/21 

 

 

2.3 調査対象の状況認識とヒアリング事項 

2.3.1 英国  

（1）状況認識 

イギリスは、国家的な適応策の検討が最も進んだ国と考えられている。2013 年には、適応

策に関する経済評価 ECR - Economics of Climate Resilience の実施、NAP - National 

Adaptation Programme の策定を行うなど、気候変動適応策は国家的な枠組みで実施される

段階に入っている。また冷涼な気候のもと、小麦、ビート、じゃがいも等が主要な農産物となっ

ており、これらの農作物に関する気候変動の経済的な影響に関する評価が実施されている。 

 

 2008 年：Adapting to Climate change in England, A Framework for action 

 気候変動による影響、適応に関する基本的な解説のほか、2008年～2011年をPhase1

とする the Adapting to climate change Programme を規定。 

 2012 年：CCRA - UK Climate Change Risk Assessment 2012 （気候変動リスク評    

価報告書） 

 環境･食料・農村地域省（DEFRA）が実施、調査担当はHR Wallingford Ltd.など。農林

水産業を含む気候変動の影響について、機会・脅威の双方について確度・結果の重

大さを検討。 

 2013 年：ECR - Economics of Climate Resilience （気候レジリエンスの経済学） 

 気候変動適応に係る経済的なフレームワークを提示。農業、林業等への影響につい
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て検討。農産物については特定の品目（小麦、ビート、ジャガイモ）で経済的な影響を

試算。そのほか洪水など異常気象への適応策の検討等が行われている。調査は

Frontier Economics Ltd.が実施。 

 2013 年：NAP - National Adaptation Programme （国家適応プログラム） 

 農林業、自然環境等の分野ごとに適応策を検討。進行中の政策や自主協定について

レポート。 

 Economics of the National Adaptation Programme 

 

図表 2-2 農業分野におけるリスク評価（CCRA より） 
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図表 2-3 イギリスにおける気候変動の農業生産額への影響試算（ECR より） 

 
 
 

（2） ヒアリング事項 

調査の趣旨を踏まえ、ヒアリング事項として下記の点を挙げる。 

 NAP - National Adaptation Programme の農業分野における適応策の推進状況とその

成果の見通し 

 気候変動の経済的な影響評価（ECR - Economics of Climate Resilience）の導入経緯、

評価結果の活用方法（どの程度の期間、予算規模を掛けて実施されたものか） 

 地方自治体と政府の適応策に関する役割分担の考え方、イギリスにおける国と自治体

の役割分担、連携方法 

 

2.3.2 仏国 

（1）状況認識 

フランスは、2009 年の Climate change : costs of impacts and lines of adaptation において気

候変動適応のコストについてまとめており、農業分野では小麦、とうもろこしに加え、ブドウ栽

培への影響評価が行われている。気候の面では、同国南部の温暖な地域と我が国は必ずし

も一致しないが、欧州最大の農業国であることから、農業分野に関する経済的評価について

は最適であると考えている。 

 

 2007 年：National Strategy for Adaptation to Climate Change  (国家適応戦略)  

 戦略策定の目的、戦略の方向性、分野横断的なアプローチ、分野別の適応策などか

らなり、各項目に関して 43 の具体的な勧告が記されている。 

 2009 年：Climate change : costs of impacts and lines of adaptation （影響評価報告書

「気候変動：影響のコストと適応の道筋」） 
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 異なる分野への気候変動の影響を同一の手法で評価。農業分野ではとうもろこし、小

麦、ぶどう、牧草について、成り行きに任せた場合（適応策を講じない場合）のコストを

試算。その上で推奨される適応策について述べている。 

 2011 年：The national climate change adaptation plan  (気候変動影響適応計画) 

 2011 年から 2015 年を対象とする適応計画。20 の分野に関する具体的な行動計画を

定めた Adaptation Plan Action Sheets を設ける。農業分野においては、研究と経験か

らのイノベーション、地域の脆弱性や機会に配慮した空間計画など 5 つのアクションを

規定。 

 

（2）ヒアリング事項 

調査の趣旨を踏まえ、ヒアリング事項として下記の点を挙げる。 

 Climate change : costs of impacts and lines of adaptation の気候変動の適応計画の策

定過程における経済影響評価の実施経緯、検討機関 

 フランス国内で実施された気候変動の経済的な影響評価の結果概要、評価結果の活

用方法と施策推進における効果 

 地方自治体と政府の適応策に関する役割分担の考え方、フランスにおける地方計画

の策定状況と運用状況 

 

2.3.3 欧州委員会、ワーゲニンゲン大学 

（1）状況認識 

EU（ＥＣ）、研究機関においては、欧州の適応策経済評価の最新の状況について把握した。

我が国と同様に複数の気候帯からなる地域における気候変動に関する経済評価のあり方に

ついて知見を収集した。 

 

 2007 年：Adaptation to Climate Change in the Agricultural Sector  

・EU 内の異なる農業気候帯別に影響評価、適応策、政策の検討を実施。 

 2009 年：White Paper on adapting to climate change  

・影響評価を実施し適応白書を作成（欧州委員会、欧州議会） 

 2010 年：EU Adaptation Strategy 

・EU 気候変動適応戦略策定（2013 年欧州委員会） 

 

（2） ヒアリング事項 

調査の趣旨を踏まえ、ヒアリング事項として下記のとおりである。 

 欧州全体の気候変動の適応計画の策定状況、適応策の関連事業の進展状況、特に地

方自治体における取組の状況 
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 欧州全体の気候変動の経済的な影響評価の実施状況、評価結果の活用方法の全体的

な傾向、経済的影響評価の社会的インパクト、政策の推進効果 

 適応策としてのグリーンインフラの活用状況、導入状況 

  

2.4  ヒアリング調査の結果（各国） 

2.4.1  英国（DEFRA(英国環境･食料･農業地域省)，Ｅｎｖｉｒｏｍｅｎｔａｌ Ａｇ

ｅｎｃｙ） 

（1）概要 

◆日時：2014 年 11 月 13 日 11 時～12 時半 

◆場所：DEFRA meeting room, London, UK 

◆対応者：DEFRA、環境庁 

 

①ＵＫの気候変動適応計画の概要 
・ ＵＫは、2013 年 6 月に「National Adaptation Programme(NAP)」を策定し、これをもとに、

これから各主体の適応策の実施を進める予定である。 

・ NAP の策定は、DEFRA が中心となって進めてきたが、ＡＥ（環境省）も情報収集、分析を

行い、また企業や自治体も参加しており、多様な主体と連携して行われた。 

・ NAPの策定を進める上で、Committee on Climate Change(CCC)が実施した気候変動リス

ク評価報告（CCRA）は極めて大きな役割を果たしている。CCRA の評価結果をもとにして、

NAP の策定は行われており、政策決定の重要な要素であった。 

・ 農業分野については、NAP の 58P にまとめられており、水不足の影響、作物の収穫量の

変化など様々な影響を整理し、将来的なリスク対応を示している。 

・ NAPは、2008年に策定された気候変動法（Climate Change Act.）に基づく国の行政計画

であるが、地方自治体、行政、企業などに対して、法的規制や義務を負わせるものではない。 

・NAP は、イングランドの計画であり、他の UK の地域（ウェールズ等）には直接関係がなく、

他の地域も独自に同様の計画を策定しつつある。 

・ NAPは、法的規制や義務はないが、独立した組織（CCC）が５年ごとに進捗報告を直接、

議会に行い、政府はその結果を受けて、対応が求められるため、適応施策を促す状況となっ

ている。 

 

②UK の影響評価の活用状況 
・ UK は、適応プログラムの発表前に、CCRA（2012）と ECR（気候レジリアンスの経済学）を

公表し、これらの報告は、NAP の策定や適応に関する施策の推進に意義があったものと考え
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ている。 

・ UK では、気候変動によるリスクと同時に、チャンス（機会）に関して積極的に公開してい

るが、気候変動の対策を不要論が出ることはない。むしろ、チャンスを得るためにも、適切な準

備が必要であることが理解されると考えている。 

・ CCRA と ECR の結果は、それぞれ適応計画の施策形成を行う上で、関係者の説得に対

して有益であったが、具体的な効果については言及しづらい。幅広い層への理解が促された

というところであり、現時点では、費用対効果の分析等に活用するなど、個別の事業展開の直

接的な根拠には用いられていない。 

・ しかし、ビジネス分野では、大手企業を中心にリスク評価の結果については、大きな関心

を集めており、数百の主体がサプライチェーンなどのリスク評価を進めている。 

・ また、一次産業の中では、「Sea Fishing」という漁業団体が適応策の具体的検討に入って

いる。 

・ 現在、第２次のCCRAの作成に向けて情報の収集を行っており、2017に公表される同報

告ではこれまで以上に具体的な検討結果が報告される予定である。 

 

③ 地方自治体における適応計画の役割分担 
・ 適応計画においては、地方自治体における適応策の推進は重要であるとの整理をして

いるが、同計画自体に基づく地方自治体への役割を強制するものではない。 

・ ただし、適応計画の推進における指標の中に、地方自治体の行動に関するものが含ま

れており、今後、CCC の勧告等により自治体の役割も後押しされると見られる。 

 

2.4.2 英国（Prof. Fankauser and Committee on Climate Change(CCC)） 

（1）概要 

◆日時：2014 年 11 月 13 日 15 時～16 時半 

◆場所：University of London Economy, London, UK 

◆対応者：Committee on Climate Change, London school of Economiy; Prof. Sam 

Frankhauser） 

 

①CCC の気候変動適応計画の役割 
・ CCC は、UK の適応計画の進捗を評価する立場であり、政府から独立した組織。 

・ 適応計画の進捗評価には、Frankhauser 教授も含まれる委員会（ASC：Adaptaiton sub 

Committee）が中心となって行い、CCC はその専門会議を担っている。 

・ CCC は、政府から独立した機関であり、政府の適応計画の進捗に関して議会に直接的

に報告（勧告）することができるため、政府の行動を正しい方向に促すことができる。 

・ このような（議会に直接勧告できる）仕組みは、世界の 55 カ国で導入されており、日本で
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も適応が可能であるだろう。 

 

②英国の気候変動適応計画の仕組み 
・ 英国の気候変動計画は、UK Climate Change Act に基づいて、2013 年に最初のバージ

ョンが策定され、今年から本格的に取組が始まっている。気候変動適応計画は、CCRA の気

候変動の影響評価（リスクとチャンス）が基本となっており、CCRA は適応計画の策定に大きな

役割を果たしている。 

・ 現在、適応計画に基づいて政府、企業、自治体が適応策の推進を始めており、今後の

取組の評価について CCC は監視している状況である。 

・ CCC は、2015 年に政府の進捗に対する評価を行い、議会に報告する予定である。この

評価の結果を受けて、議会は、政府に対して勧告を出し、政府の気候変動適応計画が改訂

されることになる。 

・ さらに、適応計画の改定の前に、CCRA の改訂版が出される予定（現在、コンテンツとな

る情報収集中）であり、これも新たな適応計画の根拠となる。 

・ 現時点では、政府の適応計画と CCC による評価のフィードバックが一度も回っていない

ため、このようなシステムがうまく機能するかについては分からないが、現時点では最良のもの

と考える。 

 

③農林水産分野の気候変動の経済影響評価 
・ ECR は、CCRA とは行政資料としての法的位置付け、捉え方が大きく異なっている。

CCRA は CCA による法的な担保もされており、比較的、行政資料としての重要度は高い。し

かしながら、ECR は、法的根拠が明確にされておらず、DEFRA が独自に特定の施策形成を

促すための資料として用いられており、公的な担保は十分にされていない。 

・ ECR は、最も基本的な経済評価だけを実施しており、これらの結果は、農業分野の経済

的影響のごく一部であり、そういった状況を理解して使われている。 

・ ここで評価している内容は、気候変動の温暖化や降水量の変化に伴う生産量の変化だ

けを評価しており、生産量の変化をもたらす他の要因（例えば、病虫害のリスクの増加など）は

考慮されておらず、また気候変動による農業関係インフラへの影響や、国内外の需給の変化

等の影響も全く捉えられていない。また、主要な作物の影響だけを評価しており、ごく一部の

影響の評価に留まっている。 

・ 従って、現行の ECR の結果だけでは、気候変動の農業への影響は、殆ど捉えられてい

ないことから、英国の気候変動適応策の推進の主要な根拠になっている訳ではない。しかし

ながら、企業や政府の関係団体に対して、気候変動適応策への関係を高めることにはつなが

っていると考えられる。 

・ 但し、定量的評価の結果を分かりやすく伝えているCCRAの結果に比べ、ECRは政策形

成の観点からはあまり大きな影響を持っているとは言えないが、これは経済的影響の評価の
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意味がないということではない。現段階では、十分な信頼性のある評価ができていないが、次

の CCRA2017 ではこの点も含めて検討しており、今後重要な資料となる可能性がある。 

 

④今後の気候変動影響評価（CCRA2017）の検討状況 
・2016 年に公表予定の次期 CCRA 策定に向けて、根拠となる情報収集を現在始めており、

経済評価を含めて、前回よりも幅広い内容の検討を行う予定である。 

・ 次期の CCRA については、自然環境と地域経済への影響、インフラへの影響、ビジネス

部門への経済的影響、国際的な貿易による影響など、幅広いリスクについての評価を進めて

いる。 

・ 特に、実際的に気候変動の農林水産分野への影響の大部分をもたらすかもしれない、

国際的な貿易による影響についても検討を進めているが、現段階では評価可能かは分から

ない。 

・ しかし、国際貿易の農業の分野における貿易収支の経済的モデルを活用することで、気

候変動がもたらす国際的な農産物の需給を明らかにすることができる可能性がある。しかしな

がら、グローバル経済の影響を予測することは、相当の不確定要素が含まれるため、直ぐに信

頼性の高い影響予測をすることは困難である。 

  

2.4.3 仏国（Ministry of Ecology , Ministry of Agriculture） 

（1）概要 

◆日時：2014 年 11 月 18 日 11 時～13 時 

◆場所：Ministry of Ecology, パリ市 

◆対応者：環境省 農林水産省 

 

① フランス政府の気候変動適応計画の策定状況 
・ フランスは、2007 年～2009 年に適応計画の策定準備を行い、2009 年に欧州の中早い

段階で適応計画を策定した（もしかしたらドイツの方が若干早いかもしれないが）。適応計画の

策定は、環境省だけでなく、農業省や地域計画省等の政府をはじめ、研究機関、企業、NGO

等を含む多様なステークホルダーが参加して作成した。 

・ 適応計画は、フランスの環境法に基づいたものであるが、ステークホルダーに対して法的

義務を課すものではなく、基本的には政府の各セクターに対する指針を示したものである。 

・ フランスでは、地方自治体や農業団体等の事業の内容が適応計画により規定されること

はなく、政治家をはじめ、幅広い層への気候変動適応策に関する情報提供の側面が大きい。 

・ 国家レベルの計画を作成した後、地域レベル、自治体レベルでも適応策が進められや

すくなったと聞いている。 

・ 現在、フランスでは、次期の気候変動適応計画（2016 年以降）の改訂に向けた準備を行
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っており、2015年までに気候変動影響評価を再度実施することを計画している。また、2015年

以降、複数の気候変動適応に関する会議が欧州で開催される予定であり、それに向けた準

備を行っている。 

・ ただし、今後、気候変動適応に関する経済影響の評価を実施するかについては決まっ

ていない。 

 

②フランスの農林水産分野の気候変動影響の経済評価 
・ 気候変動の経済影響評価は、そもそも非常に不確実性の高いものが対象であり、また多

様なシナリオにより結果が大きく異なるため、結果の解釈については極めて難しかった。 

・ フランスでは、温度や降水量の変化、受粉確率の変化などを踏まえて予測を行っている

が、パラメーターは必ずしも十分ではないと考えている。また、国際的な貿易の変動（生産物

の需給の変化）や生態系の変化に伴う二次的な影響（災害との関係）も農業に大きな影響は

与えると認識しているが、これまでの調査では対象としていない。 

・ 前回の調査で対象作物を選んだ基準は、単純にデータ量が一定存在し、またフランスで

典型的な作物であるものを選んでいる。ただし、情報が一部の地域に限られていたものも含ま

れる。なお、水産物については、ほとんどデータがなかったために調査を実施していない。 

・ 経済影響評価の結果は、直接的な事業や制度の意思決定に使われたということはない

（そこまでの精度は担保されていない）。 

・ ただし、経済影響評価の結果は、気候変動適応計画の策定の関心を高め、関係者内の

議論を活発化させた効果はあったと考える。特に、政治家の関心を引き付ける上では大きな

意味があった。また、農家が今後の営農計画を策定する上での基礎的な資料にはなっている。

実際、気候変動の影響を考慮して、作付面積の変更や営農方法の選択を行う機会となった。 

・ 経済影響評価は、民間の調査・コンサルティング会社が政府の委託により実施している。 

 

③ フランスの地方自治体の適応策の推進状況 
・ パリなどでの大都市では、適応計画が独立して定められていないが、地方単位で適応計

画が定められているところもある。フランスの南西部では、地方の適応計画が策定されており、

地方の詳細な影響評価（経済影響評価も含む）もなされている。その結果、農家レベルの適

応策の推進が図られている。 

・ フランスでは、国レベルの適応計画を策定した後、地方のいくつかの地域でワークショッ

プを行い、地域の気候変動の影響や適応策について議論する場（ワークショップ）を設けるこ

とで、現場における適応策の普及を行っている。ワークショップは、全ての地域ではないが、

10 地域程度で開催している。 

・ 地方自治体の適応策の推進に向けて、政府は、地方、自治体向けの気候変動影響評価

を行うツールを開発し、これを用いて地方や自治体が適応策を検討する流れができている。 

・ フランスでは、気候変動適応に関して、政府主導でトップダウン的に行うのではなく、自
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治体が独自に動けるような仕組みづくりに注力している。イギリスでは、政府がある程度主導

権をとって行っていると聞いているが、フランスの感覚では理解できない。 

 

 

 

2.4.4 蘭国（Wageningen University） 

（1）概要 

◆日時：2014 年 11 月 20 日 11 時～13 時 30 分 

◆場所：Wageningen University , part of Wageningen UR 

◆対応者：WUR：Prof.. Dr. Ir.C.J.A.M. (Katrien)  

 

①欧州全体の気候変動適応計画の動向、欧州委員会の役割 
・ 欧州委員会は、各国に対して 2007 年に気候変動適応策に関するニーズ把握や関心の

状況を把握する調査を行い、2009 年には適応策に関する基本的な指針を出している。 

・ 欧州委員会は、他の分野と同様、加盟国に対して気候変動適応に関する規制や義務を

負わせるものなく、各国の政策の評価、情報共有、資金援助等を行っている。 

・ 各国の取組に対する資金援助は、欧州委員会の調査予算の 20％を気候変動（緩和と適

応の両方）に充てられており、これが該当する。年間の予算は、おおよそ 80 万€程度であり、

緩和と適応の割合については分からない（どちらにも効果があるものが多くて、区別できない

のではないか）。 

・ 2014 年 9 月に公開された欧州委員会と共同で作成したレポートでは、各国にアンケート

調査を実施し、欧州各国の気候変動の適応策の推進状況を明らかにした。 

・ 欧州全体で気候変動適応に取り組んでいる国は、加盟国 32 カ国中、19 カ国である。各

国ごとに取組内容や適応計画の策定時期やプロセスが大きく異なっている（資料あり）。 

・同調査では、各国の適応策に関する障壁の状況と、適応策の進捗状況の関係を分析し、

いくつかの障壁が少ないほど、適応策の施策形成が進む傾向が示されている（資料あり）。 

・ 各国の状況を概観すると、適応策が進んでいる国としては、イギリスが挙げられる。また、

その他であると、フランスやドイツも比較的進んでいる傾向にある。 

・ イギリスの良い点としては、独自の政策指標により、適応計画が適正に評価され、それが

次の施策形成にフォードバックされる仕組みが整っているからである。 

 

②オランダの気候変動適応計画の状況 
・ オランダも気候変動適応計画を策定しており、また、策定課程においては、気候変動の

影響評価を幅広い分野（洪水、渇水、ヒートアタック、生物多様性保全等）で実施しているが、

農業、水産業について影響についてはあまり注力してこなかった。 
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・ オランダでは、経済影響評価は実施しておらず、また、現在、他国で実施されている内

容であれば、実施する予定はない。 

・ オランダでは、気候変動に対する社会的な関心が低く、積極的な適応策を策定できてい

ない。水リスクは大きいと予想されているが、近年、大きな洪水も起こっていないため、普及啓

発に力を入れているが国民の関心は低い。それに伴い、政治家も、気候変動に関する政策

に対してはあまり力を入れていない状況である。 

 

③気候変動適応の施策形成における経済評価の役割 
・ 気候変動適応策の施策形成において経済影響評価は、極めて重要であるが、これまで

イギリスやフランスで実施された経済評価のレベルであると、大きな影響をもたらしておらず、

同様の信頼性であればそれほど重要ではない。 

・ これまでの各国で行われた経済影響評価は、学術的な整理に留まっており、戦略的な

行政計画に活用されておらず、政治家や国民、市民等への気候変動の問題に対する関心を

集めることに使われている。 

・ しかし、気候変動の経済影響の評価は、将来的には重要なツールになると期待されてお

り、今後の研究の進展が望まれる。 

 

④地方自治体の気候変動適応策の実施状況 
・ オランダの地方自治体、地域によっては、気候変動適応策、適応計画を先進的に行って

いる。 

・ 一部の都市では、独自に地域の影響評価を実施し、地域の適応計画を策定している。ま

た、適応策としてさまざまな事業を展開しており、市域内のコリドーの設置、緑地空間の活用

など、グリーンインフラを活用しつつ、適応策となる事業を幅広く行っている。 

・ 農村部では、南西部のデルタ地帯で進んでいる地域がある。この地域では、気候の変化

を受けて、洪水リスクを独自に評価し、また気温の変化から、農産物の営農方法を変えてい

る。 

 

 

2.4.5 欧州委員会（European Commission） 

（1）概要 

◆日時：2014 年 11 月 21 日 10 時～13 時 30 分 

◆場所：Europe Committee, Bruxcel 

◆対応者：気候変動適応策担当 
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①欧州全体の気候変動適応計画の動向 
・ 欧州委員会は、気候変動の適応計画を 2010 年に策定し、各国や各都市に気候変動の

適応策を推進することを推奨しているが、この計画自体に、大きな法的な強制力や規制となる

ものではない。 

・ 欧州委員会は、各国の気候変動の適応策に関する情報提供、コミュニケーション、普及

啓発を行っている。 

・ 現在、欧州委員会では、17 の加盟国が適応計画を策定していることを確認しており、今

後、さらに増加していくと考えている。 

・ 欧州委員会の適応策は、2017 年に見直し（改訂）する予定であり、来年から適応策の改

訂に向けたレビューを実施する予定である。この見直しの段階で、レビュー次第であるが、必

要に応じてこれまでよりも法的拘束力のあるプランも導入可能であるか、検討する。 

 

②欧州の気候変動適応の推進方策 
・ 欧州委員会による適応策の支援策としては、「Life Program」が重要である。これは、昨年

から始まった資金プログラムであり、毎年 2000 万€を資金として、EUの適応策に関わるステー

クホルダー（企業、自治体、政府、NGO 等）の気候変動適応策のプロジェクトを支援するもの

である。 

・ ただし、「Life Program」の対象は、気候変動の緩和策も対象となっており、全てが適応策

の事業に充てられる訳でない。適応策への配分の割合は、緩和策か適応策かの区別が難し

く、年によっても大きく変わるため、的確に整理できていない。 

・ このプログラムは、７年間継続して実施される予定であり、調査研究活動は含まれておら

ず、実際の適応策の事業の支援である。支援は、実施主体と EC が両方から拠出する形を取

り、事業費の 50％を EC から拠出するものである。 

・ また、適応策を推進するプロジェクトとしては、「Mayers Adaptation」がある。これは、昨年

から始まった地方自治体に気候変動適応策に関する宣言（イニシアティブ）を出してもらうプロ

ジェクトである。 

・ 既にこの 10 月の時点で、100 以上の自治体が参加しており、当初想定したよりも大きな

反響があり、喜んでいるところである。まずは、適応策については、こういった方法で、ステーク

ホルダーの意識を高めていきたいと考えている。 

 

③欧州の気候変動影響評価（経済評価） 
・ご承知のとおり、欧州加盟国において経済評価を実施した国は、イギリスとフランスであり、

これらの国では計画に用いられていることを確認している。ただし、ドイツも一部やっていた可

能性がある。 

・ 欧州委員会でも、気候変動の経済的影響についての評価は、とても重要であると考えて

おり、次回の改訂に向けたレビューの段階で、特に、費用対効果の分析の活用の観点から情
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報を収集する予定である。 

・ ただし、経済影響の評価手法については、知識のギャップが大きく、また技術的課題も

沢山あることから、直ぐに解決策は出すことはできないと捉えている。 

・ 経済影響評価の研究は、JRC という欧州委員会の内部の組織でも行われている。まだ、

検討途上で大きな成果は出ていないが、継続的に実施されているプロジェクトである。JRC は、

欧州委員会の政策課題等を調査分析する機関である。 

 

 

 

2.5 欧州の気候変動適応策の状況 

本調査で得られた農林水産分野における気候変動適応策に関する情報について、欧州諸

国の適応計画の策定状況、経済的影響評価の状況、活用方策は下記のどおりである。 

 

2.5.1 欧州の適応計画の策定状況 

・ 国家レベルの適応計画の策定の動きは拡大しており、欧州連合 29 カ国中で 19 カ国が

策定済みであり、各国の社会的、自然的状況に応じた適応計画の策定、運用がなされてい

る。 

・ 都市レベル、地方自治体においても、適応計画の策定の動きが拡大しているが、英国、

フランスが中心であり、それ以外の国ではそれほど進んでいない。 

・ 気候変動の適応策の法的位置付けは、国家、自治体レベルの両方において担保されて

いることが多いが、予算措置付けられているものではなく、またステークホルダーに強制力を

発揮させるものではない。 

・ ただし、英国では、行政計画の評価機関が議会に対して直接的に報告するなど、一定

の政策的影響を持つ。 

 

図表 2-4 英国、仏国における気候変動適応計画の実施状況 

 英国 仏国 
適応計画 NAP - National Adaptation 

Programme（国家適応プログラ

ム）：2013 年 

National Strategy for 
Adaptation to Climate Change 
(国家適応戦略)：2007 年 
The national climate change 
adaptation plan  (気候変動影響

適応計画)：2011 年 
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気候変動影響

評価 
CCRA - UK Climate Change 
Risk Assessment 2012（気候変動

リスク評価報告書）：2012 年 

Climate Change report（気候変動

報告書）：2009 年 

気候変動経済

影響評価 
ECR - Economics of Climate 
Resilience（気候レジリエンスの

経済学）：2013 年 

Cost of Impacts and Lines of 
Adaptation（気候変動影響のコス

トと方針）：2009 年 
適応計画の法

的根拠 
「Climate Change Act 2008」 
 

「Grenelle de l'environnement」 
(環境グルネル) 

策定主体 政府（DEFRA 中心） 政府、地方自治体、研究者、NGO
等の多様な主体 

ステークホル

ダーに対する

法的拘束力 

なし 
行政機関への指針 

なし 

改訂期間 ５年毎に改訂を予定 不定期（５年を目途に検討） 
外部評価 気候変動委員会（Committee on 

Climate Change(CCC) ）が計画の

進捗管理、評価を行い、議会に

対して報告 

特になし 

担保された事

業予算 
特になし 特になし 

地方自治体に

おける影響 
現在、先進地域において適応計画

を検討中 
現在、先進地域において適応計画

が検討中（一部で実施） 

適応計画の今

後の予定 
2016 年公表予定の CCRA2017 に

向け、情報収集を開始。 
2018 年に適応計画を策定予定 

National adaptation plan のレビュ

ーを実施後、改訂を検討（2016
年に可能であれば改訂） 
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図表 2-5 欧州経済領域加盟国における適応政策進捗状況 

 
資料：National adaptation policy processes in European countries-2014 

 

2.5.2 経済影響評価の実施状況、検討状況 

・文献調査の結果のとおり、英国、及びフランスのみで実施されている。但し、正

式に公表されていないが、欧州委員会、地方自治体や研究機関でも行われている。 
・既存の各国の経済影響評価の対象は、農林水産業への影響の一部のみであり、全

体を俯瞰する評価手法は確立されていない。 
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図表 2-6 英国、仏国における気候変動経済影響評価の概要 

 英国 仏国 
気候変動経済

影響評価 
ECR - Economics of Climate 
Resilience（気候レジリエンスの

経済学）：2013 年 

Cost of Impacts and Lines of 
Adaptation（気候変動影響のコス

トと方針）：2009 年 
対象作物 小麦、ビート、ジャガイモ 小麦、ぶどう、牧草 
対象作物の選

定理由 

典型な農産物、利用データ 典型な農産物、利用データ、（行政

機関の調整） 
対象空間範囲 全国 全国 
生産への影響

要因 
気温・降水量による単収変化（病

害虫、CO2濃度等は考慮せず） 
CO2濃度(単収)、気温･降水量変化

(生産)、熱波(小麦、ぶどうのみ) 
市場への影響 価格への影響を推計 

※単収が減少しても生産額は上昇 
影響しないと想定 

経済影響の対

象プロセス 
△気候変動による生産量 

×気候変動による生産基盤・要素 

×気候変動による外部経済性 

×国内外の貿易需給 

△気候変動による生産量 

×気候変動による生産基盤・要素 

×気候変動による外部経済性 

×国内外の貿易需給 

経済評価の解

釈 
不確実性は高い 
ECR は、気候変動の農業への影響

の全体の一部と認識 
農業への気候変動の経済的影響を

的確に評価する手法は未確立 

不確実性は高い 
気候変動の農業への影響の全体の

一部と認識 
農業への気候変動の経済的影響を

的確に評価する手法は未確立 
経済評価の実

施主体 
コンサルティング会社（Frontier 
Economics 社） 

政府、コンサルティング会社

（Ecofys 社）：特定の分野 
今後の検討状

況 
CCRA2017 において、評価対象を

広げた検討を行う予定 
National adaptation plan のレビュ

ーから、必要に応じて実施 
注)表中の△は限定的に実施されていることを示し、×は対象とされていないことを示す。 

 

2.5.3 経済影響評価の活用状況 

・既存の各国の経済影響評価の結果は、議会、行政他部局、国民等の関係者への気

候変動の適応策の推進に向けた説明資料、または普及啓発資料に活用されている。 
・適応策の事業判断や政策決定等、気候変動適応策の推進に向けた高度な意思決定
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には使われていない。 
図表 2-7 英国、仏国における気候変動経済影響評価の活用状況 

 英国 仏国 
気候変動経済

影響評価 
ECR - Economics of Climate 
Resilience（気候レジリエンスの

経済学）：2013 年 

Cost of Impacts and Lines of 
Adaptation（気候変動影響のコス

トと方針）：2009 年 

経
済
影
響
評
価
の
活
用
方
策 

普及啓発 
 

DEFRAが進める気候変動適応策

の推進を行政内部で強化するた

めの行政資料 
気候変動適応計画の策定に向け

た行政内部、議会の関心を向上 

生産者や行政関係者、国民に対す

る気候変動の問題認識を醸成す

るために活用 
気候変動適応計画の策定に関す

る関係者間の機運を向上（特に政

治家の関心） 
営農方法 

 

営農方法の変更などが行われた

事例は確認できず 
一部の地域において経済評価の

結果を参考にして営農方法、作付

けの検討行った事例あり（トウモ

ロコシの減収予想に基づく） 
政策・事

業判断 
経済影響評価の結果は、直接的に

政策・事業の意思決定に用いられ

ていない 

経済影響評価の結果は、直接的に

政策・事業の意思決定に用いられ

ていない 
留意点 経済学者は ECR を重視される

ことが多いが、法的には、ECR
はCCRAの補足的なレポートで

ある 

政治家は、膨大な量の他の関連

資料を参考としており、我々の

経済評価だけが判断材料となっ

ている訳ではない 
 

2.5.4  5.4. 経済影響評価を活用する上での留意点 

・ 欧州、特に英国、仏国においては、先行して気候変動の経済影響評価を実施し、気候

変動の適応策の社会的関心の醸成、関係者の意識・理解の向上を図るための情報として活

用している。 

・ 気候変動の経済影響評価は、英国、欧州委員会等で継続的に調査研究が進められて

おり、関係者間においてその必要性は広く認識されている。 

・ 現時点では、農林水産分野における気候変動の経済的影響を高い精度で捉える手法

は確立されておらず、既往の経済影響評価の結果は、実際の影響のごく一部（生産性の変化

のみ）だけを捉えており、不確実性の高い結果であることに留意する必要がある。 
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第3章 我が国における地球温暖化の経済

的な影響調査 

3.1 調査の目的と内容 

農林水産分野において地球温暖化に対して適切かつ効率的な対応策を検討し、国民の

理解を得て対策を実施していくためには、地球温暖化が農林水産分野に及ぼす自然科学的

な影響だけでなく経済的な影響について分析･評価する必要がある。 

そこで、本事業では将来的な地球温暖化が国内における農業、林業、漁業の生産等に与

える影響を通じて、経営体及び我が国に与える経済的影響を評価する。 

以下の対象品目について、温暖化のシナリオ条件を設定した上で、生産性や品質等に与

える影響を推計し、さらに個別経営体、我が国全体に与える経済的な影響をシミュレートす

る。 

【対象品目】米、ねぎ（春ねぎ、夏ねぎ、秋冬ねぎ）、トマト（夏秋トマト、冬春トマト）、りんご、

しいたけ、のり類 

 

3.2 調査の進め方 

気候変動が農業生産に与える影響の経済評価を経済評価するにあたっては、はじめに気

候変動が農業生産に与える影響を定量化することが求められる。作物によっては、これまでに

定量化を行っている既存事例が存在するが、今回対象とした作物の中には、このような検討

が全くなされていない作物も存在する。従って、文献調査により、これらの研究状況をサーベ

イした上で、不足する部分については、専門家等へのヒアリング等により補うこととした。定量

化にあたっては、必ずしもデータが揃っていない作物もあることから、産地で活動している専

門家（公設試験場研究員、普及員等）の経験則や統計データの分析等により推計を行うことと

した。 

生産への影響の定量化を行った後に、それらが産地の個別農業経営体に対して与える影

響について所得面から定量化し、最終的には全国ベースの所得変化を推計した。ただし、デ

ータ上の制約等の問題から、米以外の作物については、主産地のみの所得となっている。 
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3.3 推計の前提条件 

気候変動による農業生産への影響の経済評価を行うにあたっては、いくつかの前提を置い

た。なお、これらの推計は、前提条件によりその結果が大きく異なってくることに留意する必要

がある。なお、生産量の影響の推定条件や経済評価結果については、それらの信頼度がど

の程度かを付記している。 

 

（1）気候変動に関する前提 

はじめに、推計の前提となる気候変動について設定を行った。気候変動については、これ

までも様々なシナリオ、モデル等による推計が行われてきた。ここでは、期間として、中期

（2031-2050 年程度)、長期（2081-2100 年程度)を対象とすることとし、気候変動予測シナリオ

としては、RCP2.6、4.5、8.5 シナリオを採用した。 

なお、この RCP シナリオとは、気候変動に対する対策を折り込んだシナリオであり、2100 年

以降も放射強制力（地球温暖化を引き起こす効果）の上昇が続く「高位参照シナリオ」

（RCP8.5）、2100 年までにピークを迎えその後減少する「低位安定化シナリオ」（RCP2.6）、こ

れらの間に位置して2100 年以降に安定化する「高位安定化シナリオ」（RCP6.0）と「中位安定

化シナリオ」（RCP4.5）の 4 シナリオがあり、RCP に続く数値が大きいほど 2100 年における放

射強制力が大きい。 

なお、このシナリオを適用して気候変動を推計するモデルについては、MIROCS5、

MRI-CGCM3.0、GFDL CM3、HadGEM2-ES の平均をとった。また、気候変動については、地

域的な偏りや季節等により違いが生じることが想定されるが、今回はその違いを考慮せず、一

律に変化するものと想定した。 

本調査で採用した気候変動モデル、シナリオの詳細については、3.6 に記載しているので

ご参照いただきたい。なお、上記のシナリオ、気候変動モデルにより算定された全国の気温上

昇は以下の通りとなる。以後、本調査ではこの値を用いる事とする。 

 

図表 3-1 シナリオ･時期別、全国の気温上昇予測結果 

 2050 年（2031-2050 年） 2100 年（2081-2100 年） 

RCP8.5 シナリオ 2.0℃上昇 4.925℃上昇 

RCP4.5 シナリオ 1.75℃上昇 2.8℃上昇 

RCP2.6 シナリオ 1.7℃上昇 1.875℃上昇 
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（2）生産面への影響評価に関する前提 

生産面への影響評価について、英国等で行われている推計では、原則、作物横断的に同

じ影響要素について同じ方法で推計しているが、本調査では、作物毎に、影響の内容、影響

を与える要素、推計の考え方、方法等が異なるものと想定した。これは、英国で対象としてい

るのは農作物のみであり、その中でも比較的似た作物種類を対象としているのに対し、今回

の推計では、林産物、水産物を含んでおり、農産物についても、より広い範囲の作物を対象と

しているためである。 

推計については、①温暖化対策をとらずに将来にわたって生産を行った場合（現在でも行

われている生産作業の一部として行われている対応策は含む）と、②現状で実施可能な適応

策（温暖化に対応した品種の導入、温暖化に対応した栽培技術の導入、作付時期の変更）を

とった場合の２通りについて検討した。ただし、②については、現在の生産水準を落とさないよ

うに対応策が検討されていることから、主として推計の対象となるのは①となっている。 

 

（3）経済評価に関する前提 

経済評価を行うにあたって、農業者は各作物の作付面積を将来にわたって変化させないと

想定した。なお、対象作物の販売価格は、平成 24 年をベースとして推計し、品質変化が生じ

た場合には、それに応じて変化するものと想定している。なお、資材価格や雇用労賃単価に

ついては、変化しないものと想定している。 

 

（4）価格変動に関する前提 

経済学の観点から見ると、気候変動による生産量の増減は、価格メカニズムにより調整され

る（例えば、生産量が低下したとしても価格が上昇することから、必ずしも農業所得の減少に

はつながらない）と考えられる。この価格への影響は、気候変動だけでなく政策的な要素、海

外市場等様々な影響を受けることから、予測することが難しい。 

また、例えば品質の低下等を経済モデルに反映して、価格への影響を把握することは実務

上からも困難を伴う。そこで、ここでは生産量増減による市場価格への影響はないものと想定

して推計を行った。 

 

 

3.4 経済評価の実施プロセス 

経済評価は、「①生産への影響推計フェーズ」と「②経営･経済への影響推計フェーズ」の２

つのフェーズから成っている。「①生産への影響推計フェーズ」とは、ヒアリングやデータ分析

などにより、気候変動と作物生産との関係を定量化し、それに予想される気候変動を適用する

ことで、具体的な生産への影響を評価するプロセスであり、「②経営･経済への影響推計フェ

ーズ」は、生産への影響を経営体データに当てはめて、個別経営体ベースの評価を行った上
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で、全国に展開して、マクロ的な観点での経済評価を実施するプロセスである。なお、各プロ

セス毎の具体的な推計方法については、作物毎に異なっている。 

 

 

図表 3-2 推計のプロセス 

 

 

 

3.5 品目別、生産への影響と経済評価 

3.5.1 米 

（1）米生産への影響と適応策 

①米生産への影響 
気候変動による米生産への影響については、既存研究の蓄積がある程度揃っており、特

に、森田（2011）1では、体系的に示されている。また、生産への影響を定量的に示した研究に

ついても進められている。例えば、横沢ら（2009）2は、イネ生育･コメ収量推定モデルにより、

広域的な範囲で気候変動による米生産への影響を推計している。この推計結果では、概ね

現在より 3℃程度の気温上昇であれば生産は増加するが、それ以上であれば減少する、また、

北日本では冷害の減少により、米生産が増加する可能性があるといった示唆が得られている。

1 森田敏『 イネの高温障害と対策―登熟不良の仕組みと防ぎ方』 農文協、 2011 
2 横沢正幸、飯泉仁之直、岡田将誌(2009)『 気候変化がわが国におけるコメ 収量変動に及ぼす影響の広域評

価』 地球環境,14 

気候変動データ

-気候変動シナリオに応

じて、生産へ与える気候
変動要素。

生産への影響要素

-気候変動によって生産
に影響を与える要素。

生産への影響定量化

-具体的な生産に対する
影響を定量化

経営･経済データ

-経済評価の対象となる、

経営や経済に関する
データ

経済評価

-経営・経済データに生

産への影響を適用し
て推計

①生産への影響
推計フェーズ

②経営･経済への影
響推計フェーズ
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また、國光ら（2014）3は、品質も含めて、米の総合生産性への影響を定量化している。 

本調査では、これら文献調査に加えて、現地調査を実施し、ヒアリングを行った。ヒアリング

対象としては、米の主産県であり、高温障害により、一等米比率が大幅に低下した経験を持

つ新潟県、および早場米の産地である、宮崎県を対象とした。 

気候変動（温暖化）が米生産に与える影響として最も顕著であるのは、白未熟粒の増加で

ある。これは、出穂後の高温により、適切に登熟せず実が白く濁った状態になるものであり、食

味には影響しないと言われているものの、米品質（等級）の低下につながる。ヒアリングを実施

した新潟県、宮崎県共に、高温障害による一等米比率の大幅な低下を経験している。 

次に影響が大きいのが、害虫（特にカメムシ）の増加である。斑点米カメムシの発生は、等

級低下の主要な要因の一つであるとともに、不稔米やくず米などの被害を助長する。温暖化

によりカメムシの生育が促進され、年間世代数が増加することが大きく影響している。なお、宮

崎県などでは、これまで越冬できなかった地域でも越冬できるようになるのではないか、とのこ

とであった。 

 

②気候変動影響適応策 
カメムシについては、比較的防除体制が整っており、最も影響が大きいのが白未熟粒の増

加であると言える。これに対して、最も有効な適応策は育種である。実際に、宮崎県では高温

耐性品種の開発を行い、県内に奨励している。この品種が普及することによって、ある程度の

気候変動には対応できると考えられている。 

加えて、2010年に猛暑による白未熟粒の増加を経験した新潟県では、当時、高温下でも品

質の低下が見られなかった農家等について調査し、高温に耐えられるような基本技術の徹底

が重要との認識から、県内農家に指導を行っている。 

 

図表 3-3 米生産への影響と適応策のまとめ 

影響 概要 具体的な要因指標 
影
響
度 

適応策 

白未
熟粒 

出穂後の高温により適切に登
熟せず、実が白く濁った状態
になる。品質が低下し、等級が
下がる。（食味には影響しな
い） 
 

・出穂後 20日間の平均気温が
27℃を超えると発生。（※新潟
県での H22 は 29℃。1 等米比
率は 21％にまで低下。） 
・特にフェーン現象が来た場
合など、大きな影響を受ける。
（宮崎県での H19。1 等米比率
0.2％） 

◎ ・育種 
 →宮崎県では耐暑性の高
い品種を育成。 
 →新潟県では時期をずらし
た極晩生品種を育成。 
・高温に耐えられるような基
本技術の徹底（土づくり等） 

病気 
 

高温多湿を好むいもち病が増
加する。（宮崎県） 
※新潟県では減少するとの見
解。 

・いもち発生の予察システムあ
り。 

△ ・現在は BL 品種の普及や発
生予察、薬剤防除などにより
被害が軽減されている。 

高温
に よ

気温上昇により、反収の増加･
減少が生じる。（二酸化炭素濃

・既存研究によると、気温３℃
の上昇までは単収が増加し、

○  

3 國光洋二*・ 工藤亮治・ 飯泉仁之直・ 横沢正幸(2014)『 稲作の総合生産性に対する気候変動と空間的従属

性の影響－空間計量経済モデルによる分析－』 地域学研究 (accepted on July 23, 2014). 
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る 生
育変
化 

度増加、生育障害等） それ以上上昇すると単収が低
下する。（地域により異なる） 

害虫 温暖化によりカメムシの成育が
促進され、年間世代数が増加
する。また、一部の地域では、
もともと日本の沿岸部でしか越
冬できなかったカメムシの分布
が広がることから、増加する。
カメムシは、斑点米等の品質
低下の要因となり、等級への
影響が非常に大きい。 

・宮崎県においては 1℃気温
が上昇すると、年間では発育
零点以上の積算温度が通算
300℃以上の上昇となる。積算
気温が 300℃上昇すると、1～2
世代程度は増加する。 

○ ・影響としては大きいものの、
防除技術は確立されている。 

 

 

 

（2）経済評価の実施 

①経済評価プロセス 
前述した経済評価の一般的なプロセスにあわせて、米の経済評価プロセスを示すと下図の

とおりとなる。 

 

図表 3-4 気候変動による影響の経済評価プロセス 

 

 

②推計にあたっての想定と推計手法の概要 
1）生産への影響 
i）生産量への影響 

 生産量については、二酸化炭素濃度の増大による生産量の増加や生育障害等による

生産量の減少が生じるものと想定した。（科学的根拠があり、比較的確信度は高い） 

 推計にあたっては、既存研究（コメ生育モデル）で示された、気候変動による米生産へ

の影響（単収の増減）がそのまま生じると想定した。（既存研究をそのまま利用しており、

気候変動データ

-出穂後20日間の気温
変化の定量化

生産への影響要素

-気温上昇と米収量との
関係を定量化。(既存研
究利用。
-出穂後20日間の気温と
1等米比率の関係を定
量化。

生産への影響定量化

-都道府県別の1等米比

率及び生産量変化を推
計。

経営･経済データ

-都道府県別の2012年
ﾍﾞｰｽ生産量、生産額、ｺ
ｽﾄ、所得等。

経済評価

-都道府県別にモデル経
営体の1等米比率低下

と生産量変化による所
得低下を推計。
-モデル経営体を都道府

県全体に適用して都道
府県全体の所得低下を
推計。
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比較的確信度は高い） 

 生産については、単収のみに影響すると想定し、作付面積には影響を及ぼさないもの

と想定した。 

 推計に当たっては既存の研究成果をそのまま活用 

 

ii）品質への影響 

 既存研究やヒアリング結果を基に、出穂後 20 日間の気温が一等米比率に影響すると

想定した。（既存研究もあり、比較的確信度は高い） 

 日照時間あるいは日射量も影響するとの既存研究があるが、一等米比率との相関関

係が見られなかったため、本推計では気温のみが品質へ影響すると想定した。この想

定の信頼度は中程度である。岡田ほか（2011）4などの一等米比率予測に関する研究

結果を参照することで信頼度が向上すると考えられる。 

 都道府県別の出穂後 20 日間の気温(農林水産省『作物統計』で示された出穂日から

20 日間。県庁所在地の気温を採用)と都道府県別一等米比率との相関関係を推計。 

 

2）経営・経済への影響 
 農業所得を評価指標とし、個別経営体（単位面積当たり）、及び全国の農業所得への

影響を推計した。 

 一等米比率の低下に伴い、米の平均単価が低下すると想定したが、生産の増減によ

る米価格への影響については、考慮しない。 

 生産資材の投入量･価格、労働投入量等に変化は無く、生産コストは変化しないものと

想定。 

 都道府県別に、農林水産省『農業経営統計』を利用して、個別経営体ベースの生産

量の変化と単価の変化による農業所得率の変化を算定。 

 一方、都道府県全体の生産額を算定し、農業所得率を適用して総所得を算定。 

 

③米生産への影響 
1）生産量への影響 
横沢ら（2009）5の推計によると、米の単収については、現在より 3℃上昇するまでは概ね上

昇し、それ以上になると減少すると予測されている。前述した既存研究によると、最適気温との

関係から、気候変動により、北日本では単収が増加し、西日本では現在とほぼ同じかやや減

少すると予測されている。 

 

4 Okada, M., T. Iizumi, Y. Hayashi, and M. Yokozawa, 2011: Modeling the multiple effects of temperature and 
radiation on rice quality. Environmental Research Letters, 6, 034031, doi:10.1088/1748-9326/6/3/034031. 

5横沢正幸、 飯泉仁之直、 岡田将誌(2009)『 気候変化がわが国におけるコメ 収量変動に及ぼす影響の広域評

価』 地球環境,14 
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図表 3-5 既存研究により推計された温暖化と単収との関係 

 

資料)横沢正幸、飯泉仁之直、岡田将誌(2009)『気候変化がわが国におけるコメ収量変動に及ぼ

す影響の広域評価』地球環境,14 

 

上記の米単収への影響を、温暖化シナリオに当てはめて算定した米の単収を算定し、さら

に、全国の作付面積（将来にわたって不動と想定）に適用して、全国の米生産量を推計すると

下図のとおりとなる。 

 

図表 3-6 全国米生産量の推計結果 

 

注 1)既存研究から想定した気温上昇と米単収との関係から MURC 推計。 

2012年 2050年 2100年
RCP8.5 852 926 904
RCP4.5 852 922 926
RCP2.6 852 918 935
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2）品質への影響 
気温上昇による白未熟粒やカメムシの増加等により、米の品質が低下することが予想され

ている。出穂後の平均気温と一等米比率との関係から、都道府県別に、温暖化に伴う一等米

比率の変化を推計すると下図のとおりとなり、全国平均の一等米比率は 2012年の 78.4％から

60.9％にまで低下すると予測される(RCP8.5 シナリオ)。 

なお、品質には日照時間あるいは日射量も関連するとの研究成果も示されているが、本推

計ではその関係を明示的に示す結果を得ることができなかった。従って、推定結果の確度は

中程度である。信頼度を高めるためには、日射環境の変化を説明変数として取り入れる必要

がある。 

 

図表 3-7 気温と一等米比率との影響 

 

注 1）H19～H24 の都道府県別一等米比率（農林水産省）と、地点別出穂後 20 日間の平均気温

（気象庁データ）より、MURC 推計。 

注 2）出穂日は、農林水産省『作物統計』で示されている日とした。 

 

y = -6.4455x + 236.71
R² = 0.1926
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図表 3-8 都道府県別一等米比率（2050 年：RCP8.5） 

 

注 1)RCP8.5 シナリオを用いて MURC 推計。 

注 2）出穂後 20日間の平均気温の上昇を想定したうえで、左記の相関関係に適用して、一等米比

率の変化を推計。 

 

図表 3-9 シナリオ別、一等米比率の変化 
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注 1）図表 3-8 と同様の手法で全国ベースで集計（MURC 推計）。 

 

④経済評価 
1）米農家経営への影響 
収量や一等米比率の変化によって価格は低下するものの、単収が増加することから、コメ

生産農家の所得は、増加すると予想される。単位面積当たりの農業所得を見ると、全国平均

ベースで 2012 年には約 3 万 6 千円であったものが、2050 年には、4 万 6 千円に増加すると

予想される(RCP8.5 シナリオによる)。 

 

図表 3-10 図 単位面積当たり農業所得の変化（全国平均） 

 
 

注 1）2012 年データは、農林水産省『農業経営統計』によるもの。 

注 2）2050 年データは、2012 年データをベースに、農業生産量の増大による粗収益の増加と、一

等米比率の低下による粗収益の低下の影響を適用して MURC 推計。 
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2）都道府県別、総農業所得の変化率 
RCP8.5 シナリオを用いて 2050 年、2100 時点の都道府県別、米農家の総農業所得の変化

を推計すると、下図のとおりとなる。 

 

図表 3-11 都道府県別、農業総所得変化率（2012 年からの変化率) 

 

注 1）都道府県別に、2012 年の農業経営費を一定と固定した上で、単位面積当たり所得を算定し、

作付面積に適用して総所得を算出。 
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3）シナリオ別、全国総農業所得の変化 
シナリオ別に米農家の全国総農業所得を推計すると下図のとおりとなる。全てのシナリオで

2050 年に向けて農業所得は増加しているが、さらに長期で見ると RCP8.5 シナリオでは、農業

所得が減少に転じる。 

 

図表 3-12 シナリオ別、全国総農業所得 

 

注 1）前頁と同様の手法で全国ベースで集計（MURC 推計）。 

 

 

【参考】既存研究による推計結果 

 

気候変動が生じた場合の経済評価については、想定次第で様々な状況が考えられる。そこ

で、ここでは、本事業の分析とは異なる想定で推計されている既存研究を紹介することとする。

國光（前述）は、動学地域応用一般均衡モデルを用いて、将来の気候変動による稲作生産の

変化が地域経済や日本経済に及ぶ影響を分析している。下図はその結果を示したものであり、

それぞれ点線が気候変動が無いケース、実践が気候変動を想定したケースとなっている。 

図表 3-13左図は、生産量の変化を示したものである。点線は、気候変動がない場合の生産

量（増加傾向）を示しており、点線は気候変動を想定した場合の生産量を示している。気候変

動がない場合に比べて、気候変動が生じた場合の方が生産量が高くなることがわかる。図表 

3-13 右図は、価格の変化を示したものである。生産量の増加（気候変動がない場合に比べて）

2012年 2050年 2100年
RCP8.5 5,351 6,673 5,979
RCP4.5 5,351 6,669 6,514
RCP2.6 5,351 6,602 6,845
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に伴って、価格の低下（気候変動がないケースである点線より、気候変動を想定した実線の方

が下回っている）が生じている。また、ここには示していないが、価格低下（気候変動がない場

合に比べて）により、農家所得は減少する（気候変動がない場合に比べて）と推計されている。 

 

図表 3-13 既存研究による生産量と価格の推計結果 

 

 

 

 

 

3.5.2 ねぎ 

（1）ねぎ生産への影響と適応策 

①ねぎ生産への影響 
気候変動によるねぎ生産への影響について示している文献はほとんど見られない。公設試

験場での試験情報を見ると、鳥取県において高温障害対策技術の開発を行っていることから、

ねぎについては、鳥取県へのヒアリング調査を中心にねぎ生産への影響を検討することとする。

ただし、収穫直前の夏ねぎも軟腐病による影響を受けやすい。 

ねぎは、基本的に寒さに強く暑さには弱い作物である。特に、秋冬ねぎの場合には、夏越

しをするため、そこをどう越えるかが営農上のポイントとなる。ねぎは、最高気温が 30℃を超え

ると生育が停止し、その時期には軟腐病等への感染リスクが高まるという。高温障害により、ね

ぎそのものが枯れるといったことはなく、病気により生産が大幅に低下する場合が見られる。鳥

取県弓浜地区では、近年この問題が顕著になっており、それが原因で農業から撤退する経営

体もあるとのことであった（弓浜地区は砂丘地区であり、他の作物への転換が難しい）。 

 

②気候変動影響適応策 
鳥取県園芸試験場弓浜砂丘地分場では、散水による適応技術の開発に取り組んでいる。

ねぎは、本来湿気を嫌う作物であり、散水は御法度とされてきたが、蒸発量等を計算して、適

切に散水することで、軟腐病等の感染リスクを低減できるとのことであった。 

また、現在のところ、散水以外に決め手となる適応策は無く、作型の変更や高冷地への産

地移動等が想定されるとのことであった。ただし、鳥取県弓浜地区の場合は、砂丘地であり、

図 米生産量の変化
資料）國光洋二「日本における長期気候変動の経済影響」

図 米価格の変化
資料）國光洋二「日本における長期気候変動の経済
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他の作物への転換が難しいとのことであった。 

 

図表 3-14 ねぎ生産への影響と適応策のまとめ 

影響 概要 具体的な要因指標 
影響
度 

適応策 

病害
虫 

ねぎは最高気温 30℃以上で生育が
停止する。その状態では、高温多湿
を好む軟腐病等への感染リスクが高
まる。 
特に、夏越しが求められる秋冬ねぎ
で顕著。 

軟腐病への感染：30～
35℃、多湿 

◎ ・散水 
※ただし、水がない地域では
難しい。 
・通常の薬剤散布に加え、被
害を軽減する施肥技術なども
開発されている。 

 

 

 

（2）経済評価の実施 

①経済評価プロセス 
前述した経済評価の一般的なプロセスにあわせて、ねぎの経済評価プロセスを示すと下図

のとおりとなる。 

 

図表 3-15 気候変動による影響の経済評価プロセス 

 

 

②推計にあたっての想定と推計手法の概要 
1）生産への影響推計 
 特に夏越しが必要となる秋冬ねぎ（白ねぎ）の生産に大きく影響すると想定。(学術的

な裏付けはないが、ヒアリングや文献等に示されており、比較的各位震度は高い) 

 夏期の気温がねぎ単収に影響すると想定。(学術的な裏付けはないが、ヒアリングや文

献等に示されており、比較的各位震度は高い) 

気候変動データ

-特に問題となる夏期の
気温データ

生産への影響要素

-夏期の気温（30℃以上

日数割合）とねぎ生産
（単収）との関係を定量
化。

生産への影響定量化

-主産地での単収変化の
推計。

経営･経済データ

-都道府県別のねぎ生産
額、ねぎ経営体データ。

経済評価

-主産地のねぎ単収変化

を推計し、それに伴う生
産量、生産額の変化を
定量化。
-経営データに当てはめ

た上で、農業所得の変
化を推計。
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 作付面積や産地移動等は想定しない。 

 都道府県別（白ねぎ主産地：20 都道府県）の 6 月～9 月の気温 30 度以上日数と、都

道府県別、ねぎ単収との相関関係を推計。なお、気温３０℃以上日数については、各

都道府県の中で、主産地になるべく近い箇所の気温を計上した。 

 気温上昇に伴う、30 度以上日数の増加を上記の関係に適用して、単収を推計。 

 

2）経営･経済への影響推計 
 農業所得を評価指標とし、個別経営体（単位面積当たり）、及び白ねぎ主産県の農業

所得への影響を推計した。 

 気温上昇による単収低下がもたらす影響を推計し、ねぎ価格の変動については考慮

しない。 

 生産資材の投入量･価格、労働投入量等に変化は無く、生産コストは変化しないものと

想定。 

 農林水産省『農業経営統計』を利用して、個別経営体ベースの生産量の変化と単価

の変化による農業所得率の変化を算定。 

 都道府県全体の生産額を算定し、農業所得率を適用して総所得を算定。 

 

③ねぎ生産への影響 
1）気温と秋冬ねぎ生産との相関関係の推計 
ヒアリング、文献調査等により、ねぎは高温多湿に弱く、夏越しの時期に、高温多湿状態が

続くと、軟腐病等が発生して収量に大きく影響するとのことであった。そこで、都道府県別（主

要産地のみ）の秋冬ねぎ生産量と、最高気温 30℃以上日数、降水量、日照時間（いずれも 6

～9 月）との相関関係を推計した。 

 

図表 3-16 気温とねぎ生産との相関関係 

  係数 標準誤差 t 値 P-値 

切片 11.57968 1.198454 9.662177 2.75E-20 

出荷率 12.11343 1.084312 11.17154 6.81E-26 

北海道ダミー 11.29063 0.813538 13.87843 5.13E-37 

関東ダミー 2.438683 0.468706 5.203012 2.92E-07 

30℃以上日数 -0.06494 0.009873 -6.57792 1.26E-10 

降水量 -0.00279 0.000541 -5.15582 3.71E-07 

日照時間 0.007612 0.001729 4.403552 1.32E-05 

注 1）出荷率：農林水産省『野菜生産出荷統計』より、出荷量/生産量として算定。 

注 2）地域ダミー変数：当該地域であれば１，そうでなければ 0 となる変数。 
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注 3）気象データ：気象庁データベースより、6-9 月のデータを利用。なお、地点については、都道

府県別にできる限り産地に近い地点を選択した。 

注 4）1990 年～2012 年のデータを利用 

注 5）自由度修正済み決定係数：0.617 

注 6）葉ねぎと白ネギは単収や作型が大きく異なることから、本推計では各都道府県の全農の HP

を参照に葉ねぎ生産県（兵庫県、奈良県、徳島県、香川県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県

を除外）を特定し、推計から除外した。 

 

2）秋冬ねぎ単収への影響推計方法（鳥取県の例） 
都道府県別（主要産地）に、気候変動による 30℃以上日数の変化を推計し、その結果を前

頁の推計結果に適用することで、単収の変化を推計することができる。 

 

図表 3-17 秋冬ねぎ単収への影響推計方法（鳥取県の例） 

 

 

 

④経済評価 
1）単位面積当たり農業所得変化（主要産地平均）の推計 
単位面積当たりの農業所得の推移を推計すると下図のとおりとなる（RCP8.5 シナリオ）。

2012 年で単位面積当たり 259 千円/10a であった農業所得は、生産量の減少に伴い、2050

年時点では、217 千円/10a にまで低下する。 

 

 

・30℃以上の日数が9日増加す
ることから、前頁の推計結果を用
いて、単収が0.58t/ha（＝9日×-
0.06494）減少すると想定される。
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図表 3-18 単位面積当たり農業所得変化の推移 

 

 

注 1）農林水産省『農業経営統計』より、ねぎ粗収益に前頁の方法で推計した生産額変化割合を

適用して各年の粗収益を算定。経営費については、2012 年から変化しないと想定して、粗収

益と経営費の差より農業所得を算定。 

 

 

2）秋冬ねぎに関する主要産地農業所得の推計結果 
秋冬ねぎに関して、全国の農業所得の推移を推計すると下図のとおりとなる。2012 年に約

189 億円であった農業所得が、2050 年には 159 億円前後にまで減少する推計となった

（RCP8.5）。 

 

2012年 2050年 2100年

粗収益 600 558 528

経営費 340 340 340
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図表 3-19 秋冬ねぎに関する全国農業所得の推移 

 

注 1）前頁で推計した単位面積当たり農業所得より農業所得率を算定し、白ネギ主産県の生産額

に適用して算定。 

 

3.5.3 トマト 

（1）トマト生産への影響と適応策 

①トマト生産への影響 
トマトは高温性野菜であるが、極端な高温になると生産量や品質への影響が生じる。冬春ト

マトに関しては、逆に燃料代の削減等のメリットが生じる可能性があるが、夏秋トマトの場合は

影響が大きい。特に大きな影響となって現れるのが、花落ちと呼ばれる現象である。特に、ま

だ生長しきっていない時期７月～8 月初旬などに極端な高温状態になると樹勢が低下し、花

落ちが生じる。当然ながら、花が無くなってしまうことから、実がつかないこととなる。 

どの程度の気温であれば花落ちが生じるか、という点に対しては、はっきりとした基準がある

わけでは無かった。インタビュー対象によって、最高気温 30℃以上が 3 日間以上続いた場合、

ハウス内気温が35℃以上となった場合、夜温が高い場合といった様に様々な意見が見られた。

また、学術研究としては、佐藤（2006）6で、高温ストレスによる生産性への影響に関する実験

が報告されている。その結果では、平均気温が 25℃（昼夜温 28℃/22℃）から 1℃でも上昇す

ると着果率が有意に低下し、その影響は昼温も夜温も同様であると報告されている。 

 

6 佐藤卓『 地球温暖化に伴う おだやかな高温スト レスがト マト の生産性と雄性器官の発達に与える影響』

食と緑の科学、 60 

2012年 2050年 2100年
RCP8.5 18,907 15,918 13,779
RCP4.5 18,907 16,743 14,308

RCｐ2.6 18,907 16,743 15,694

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

主
産
県
農
業
所
得
の
推
移
（
百
万
円
）

41 
 

                                                   



 

②気候変動影響適応策 
トマトに関する気候変動影響適応策については、国の主導で進められてきており、平成 22

年度から 25 年度にかけて、青森県、岐阜県、大分県、熊本県で技術開発の取組がなされて

きた。技術開発の方向性としては、物理的にハウス内温度を低下させるものが中心であり、遮

光ネット、循環扇、通路灌水等が試みられてきた。また、それに加えて、樹勢を強化するため

の管理手法確立、新たな品種導入等が試みられている。それ以上に気温が上がる場合は、

真夏を避ける作型の導入や産地の移動等が想定される。 

 

図表 3-20 高温の生産への影響と適応策のまとめ 

影響 概要 具体的な要因指標 
影
響
度 

適応策 

花落
ち 

高温により樹勢が低下し、
花が落ちる。概ね開花後 45
日で収穫が来るため、その
時期の収穫が減少。 

・気温 30℃以上が 3 日続く
と落ちる。(青森) 
・日中の気温よりも夜温が影
響する。(愛知) 
・ハウス内の気温が 35℃を
超えると影響が出る。（熊
本） 
 →外気に直すと 30℃程
度。 

◎ ・遮光ネット等によりハウス内気温を
下げる。 
・適切な管理により樹勢を強化する。 
・それ以上に気温が生じる場合に
は、作型の見直し。（夏を避けた作
型） 

裂果 気温が高くなり蒸散量が大
きくなると、夜間の給水が極
端となり裂果する。 
劣化した果実は商品価値
が大幅に低下。 

・気温 30℃以上が 3～5 日
程度続くと、3週間後に採れ
る実が裂果する。 

○ ・適切な水管理 

空洞
化 

高温で花落ちの危険性が
ある場合に、着果促進剤に
より着果させた場合、ゼリー
部分が発達せず、空洞化が
生じる場合がある。空洞化
によりかたちがいびつとな
り、商品価値が低下。 

 △  

病害
虫 

萎凋病病、青枯病の発生が
生じる。 
これまで重要視してこなか
ったオオタバコガの発生。 

 △  

着色 果実が大きくなる前に着色
してしまう。そのため果実が
小さく、収量が減少。 

着花から積算 850℃で着色
する。これは通常では 45～
50 日に相当するが、温暖化
状態では 35 日程度になる
可能性がある。 

△  

 

（2）経済評価の実施 

①経済評価プロセス 
トマトについては、以下のプロセスで評価を行う。 
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図表 3-21 気候変動による影響の経済評価プロセス 

 

 

②推計にあたっての想定と推計手法の概要 
1）生産への影響推計 
 夏期の高温により、夏秋トマトにおいて花落ちが生じ、着果率、収量の低下に影響す

ると想定。(既存研究もあり、比較的確信度は高い) 

 最高気温と着果率との関係を想定し（設定した気温と着果率との関係については後

述）、当該想定気温を超えた場合には、45 日後の収量が減少すると想定。（既存研究

等による裏付けは無く、確信度は低い） 

 花落ちの影響が見られる９月、１０月の収量が変化すると想定し、それ以外の月の生

産は変化しないものとした。 

 主要な夏秋トマト産地（８都道府県別）に、気温上昇を推計し、9 月～10 月の収量変化

を推計。 

 

2）経営･経済への影響推計 
 生産量の変化をトマト単価で評価するが、生産量の増減に伴う価格への影響は無いも

のと想定。 

 生産資材の投入量･価格、労働投入量等に変化は無く、生産コストは変化しないものと

想定。 

 農林水産省『農業経営統計』を利用して、個別経営体ベースの生産量の変化による農

業所得率の変化を算定。 

 都道府県全体の生産額を算定し、農業所得率を適用して総所得を算定。 

 

 

気候変動データ

-夏期の日別気温の変
化。

生産への影響要素

-日別気温と、花落ちと
の関係の定量化。
-日別気温と裂果との関
係の定量化。

※気温と裂果との関係
の定量化は困難

生産への影響定量化

-主産地での月別生産量
の推計。

経営･経済データ

-都道府県別のトマト生
産額、経営体データ。

経済評価

-主産地別の生産額の
変化として評価。
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③トマト生産への影響 
1）気温と着果率との関係の想定 
特に夏秋トマトにおいて、梅雨明け後の高温が花落ち・着果率の低下につながる。ヒアリン

グや研究結果より、気温と着果率との関係を以下のとおり想定。 

 

図表 3-22 気温と着果率との関係 

気温 着果率 

30℃未満 100％ 

30℃以上、32℃未満 80％ 

32℃以上、34℃未満 50％ 

34℃以上、36℃未満 20％ 

36℃以上 0％ 

注 1） ヒアリング、文献調査等により MURC 想定。 

 

2）主要産地別、トマト生産量の推計方法 
影響が大きい 7 月、8 月について産地別に、シナリオ別、年代別の日別気温を算定（地域

別・月別の平均気温分だけ、毎日上昇すると想定）し、前頁の想定に従って、着果率を算定。

（7/16-8/15 までが 9 月の収量に、8/16-9/15 までが 10 月の収量に影響すると想定） 
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図表 3-23 夏秋トマト主産地の気温の推移（青森県の事例） 

 

注）気象庁の日別気温データより 10 日間の移動平均をとって作成。 

 

3）主産地における、トマト生産への影響の推計結果 
前頁までの想定、試算方法により、主要産地別に9月、10月の生産の減少割合を算定する

と下表のとおりとなる。 

 

図表 3-24 9 月、10 月の生産量減少割合：（2012 年生産量-将来生産量）/2012 年生産量 

  
  

北海道 青森 福島 茨城 千葉 岐阜 熊本 大分 

2050
年 
 
 
 
 

RCP
2.6  

9 月 3% 10% 12% 34% 24% 12% 20% 36% 

10 月 0% 6% 6% 20% 21% 8% 11% 22% 

RCP
4.5  

9 月 3% 10% 12% 34% 26% 12% 20% 38% 

10 月 0% 6% 6% 22% 21% 9% 14% 23% 

RCP
8.5  

9 月 5% 14% 14% 40% 27% 17% 26% 44% 

10 月 0% 8% 8% 26% 21% 14% 15% 28% 

2100 RCP 9 月 4% 12% 13% 36% 26% 14% 22% 40% 
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年 
  
  
  
  
  

2.6  10 月 0% 7% 6% 23% 21% 13% 14% 24% 

RCP
4.5  

9 月 8% 24% 27% 57% 44% 26% 41% 61% 

10 月 1% 14% 16% 35% 34% 25% 25% 45% 

RCP
8.5  

9 月 31% 54% 61% 89% 77% 59% 74% 95% 

10 月 19% 42% 44% 70% 68% 57% 56% 78% 

注 1） 前頁の方法を用いて MURC 推計 

 

④経済評価 
1）単位面積当たり農業所得の（主産県平均）推計結果 
前頁の結果より、全国の生産量を算定し、そのうえで、単位面積当たり経営費が変化しない

ものと想定して、主産県の単位面積当たり農業所得の変化を推計した。 

 

図表 3-25 単位面積当たり農業所得の変化（主産県平均） 

 

 

注 1）前頁の推計結果を活用して MURC 推計。 

注 2）9月、10月以外は、生産量が変化しないものと想定して、月別の生産量データより、年間の単

位面積当たり生産量を推計。さらに、単価を適用して単位面積当たり粗収益を推計。 

注 3）経営費については、2012 年から変化しないものと想定したうえで、単位面積当たり所得を推

計。 

 

2012年 2050年 2100年
RCP8.5 1,116 907 422
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2）トマトの農業所得（主産県合計）の推計結果 
夏秋トマトの農業所得について主産県の合計値を算定すると、2012 年の約 400 億円から、

RCP シナリオでは、2050 年に 320 億円に、2100 年には、150 億円程度にまで減少する推計

結果となった。 

 

図表 3-26 トマトによる農業所得の推移（主産県合計） 

 

注 1）前頁の推計結果を主産県の作付面積に適用して MURC 算定。 

 

 

3.5.4 りんご 

（1）りんご生産への影響と適応策 

①りんご生産への影響 
りんご生産への影響として大きなものは、着色不良と日焼けの問題である。りんごの着色に

ついては、高温では着色不良が生じることが知られている。その基準については明確な基準

があるわけではないが、青森県へのヒアリングによると、最低気温ベースで、つがるでは 18℃

以下、ジョナゴールドでは 15℃以下、ふじでは 10℃以下という経験則が示された。また、本多

(2015)7は、一旦収穫したりんごを温度を変えたインキュベーター内に静置し、それぞれのアン

トシアニンの蓄積状況を調査している。本研究によっても、品種別の着色温度の違いやその

着色特性の違い等が示されている。なお、着色については、食味には影響が無いと言われて

いるものの、商品価値に大きな影響を及ぼし、着色不良が顕著な場合は加工用に回されるこ

7本多親子「 リ ンゴの高着色品種では着色に対する低温要求性が低い」 『 果実日本』 第 70 巻、 1 月号 
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ととなる。 

もう一つの影響としては、日焼けが挙げられる。日焼けは、夏場などの急激な温度上昇によ

って生じるものであり、商品価値に大きな影響を及ぼす。一般的には、果実表面温度が 45℃

以上が１時間続くと日焼けが生じるとされ、非常に短期に起こる現象であると言える。 

 

②気候変動影響適応策 
現在のところ、着色不良や日焼けなどに対する画期的な対策技術は無い。日焼けについ

ては、一部で被覆資材の活用等による対策が試験的に行われているものの実用段階には至

っていないとのことである。 

着色不良については、品種の転換により、ある程度回避はできる。近年は着色が進まない

事例が増えてきていることから、生産現場においては着色系統の導入が進められている。前

述の本多の研究でも着色系統についても同様の調査を行い、アントシアニンの蓄積が従来品

種に比べてより進むことが確認されている。一方で、着色系統は食味がやや落ちるとされてい

ることから、従来品種に劣らない食味をもつ品種の開発が望まれている。 

 

図表 3-27 生産への影響と適応策のまとめ 

影響 概要 具体的な要因指標 
影
響
度 

適応策 

霜害 冬期の気温が上昇すると発芽
が早くなる。早く発芽すると低
温にあたるリスクが高くなり、霜
害が生じる。 

 △ ・防霜ファンの設置 
・燃焼法 
・灌水法 

着色
不良 

高温だと果実の着色不良が生
じ、価格に影響を与える。 

・着色すると想定した最低気温
は以下のとおり 
 -つがる（早生）  18℃以下 
※8/20 頃であるため、最も影
響が大きい 
 -ジョナゴールド（中生） 15℃
以下 
 -ふじ（晩生） 10℃以下 

◎ ・育種 
※画期的な対策はない 
※氷水をかける農家もある。 

日焼
け 

高温により実が日焼けを起こ
す。 

・試験結果はあるが、生産状況
や立地条件により異なるため、
一概に示すことは難しい。 

◎ ・育種 
※画期的な対策はない 

病害
虫 

輪紋病、炭疽病等の病害虫発
生。 

6 月～8 月が高温多湿であると
発生。 

△ ・耕種的防除および薬剤防除
により対応できる。 

 ダニの発生。殺ダニ剤を散布
するが薬剤耐性を持つダニ系
統の発生により、効果が小さく
なっている 

高温乾燥を好む。。 △ ・散水や別系統薬剤のローテー
ション散布などにより防除でき
る。 

成熟
不良 

前年の 7 月～9 月中旬に形成
される花芽が気温が高ければ
抑制される。その場合、芽の品
質が悪く、成熟不良となる。 

 ○ ・早期摘果 
※摘果には 60h/10a 程度かか
り、大規模にやっている農家で
は早期に実施することは難し
い。 
※早い人は花のうちから実施す
るがリスクは高い。 

果実
軟化 

夏の気温が高いと実の酸度や
硬度が低下する。そのため、
貯蔵上の問題が生じる。 

 △ ・早めに出荷することで対応 
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（2）経済評価の実施 

①経済評価プロセス 
 

図表 3-28 気候変動による影響の経済評価プロセス 

 

 

②推計にあたっての想定 
1）生産への影響推計 
 温暖化により着色不良が生じ、商品価値が低下すると想定。 

 着色期間中、特定の割合で徐々に着色が進むものと想定したが、そのスピード（１日あ

たり着色割合）については、品種別に既存研究を参考に設定した。(科学的根拠に乏

しく、確信度は極めて低い) 

 品種別に着色する気温を設定し、当該気温以下であれば設定した１日当たり着色割

合分だけ着色し、気温を上回った日は着色しないものと想定した。(科学的根拠に乏し

く、確信度は極めて低い) 

 主要な産地（青森、長野）において、気温上昇を推計し、着色する気温を上回る日数

比率を算定。その比率を、着色不良果率と想定する。 

 

2）経営･経済への影響推計 
 生産量は変わらず、着色不良による単価低下のみが生じると想定。着色不良果の単

価は、生食用の 1/5と想定し、以下の方法で平均単価を算定。（根拠に乏しく、確信度

は低い） 

平均単価＝生食単価×（１－着色不良率）＋生食単価/５×着色不良率 

 生産資材の投入量･価格、労働投入量等に変化は無く、生産コストは変化しないものと

気候変動データ

-夏期～冬期の日別気
温の変化。

生産への影響要素

-気温と着色との関係に
ついて定量化。
-気温と日焼けとの関係
につい定量化。

※気温と日焼けについ
ては、定量化が困難。

生産への影響定量化

-主産地（青森、長野）で
の生産量の推計。

経営･経済データ

-都道府県別のトマト生
産額、経営体データ。

経済評価

-主産地別の農業所得
の変化として評価。
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想定。 

 農林水産省『農業経営統計』を利用して、個別経営体ベースの生産量の変化による農

業所得率の変化を算定。 

 一方、都道府県全体の生産額を算定し、農業所得率を適用して総所得を算定。 

 

③りんご生産への影響 
1）着色不良の発生推計方法 
りんごは品種別に、着色が生じる気温（最低気温）があり、その基準温度は明確になってい

ないが、ここでは、つがるで 18℃以下、ジョナゴールドで 15℃以下、ふじで 10℃以下と想定す

る。下図は、青森県津軽地方における気温と、上記３品種の着色期を示したものであるが、こ

の想定では、2050 年ﾍﾞｰｽにおいて、つがるはほぼ着色しなくなることがわかる。 

 

図表 3-29 現在、2050 年(RCP8.5)の気温（最低気温）と着色期間・温度 

 

 
 

2）りんごの着色に関する研究データ 
本多(2015)8は、りんごの品種別に収穫期 4週間前、2週間前、収穫期の 3回に分けて一旦

収穫し、15℃、20℃、25℃、30℃の各温度に設定したインキュベータ内に静置し、2 日間に蓄

積されるアントシアニン濃度を測定した。その結果を示したものが下図である。棒グラフ（左軸）

は、各気温、時期での２日間のアントシアニン量を処理前と比較したもの（一番左側の「処理

前」との差が２日間のアントシアニン蓄積量となる）であり、折れ線グラフ（右軸）は通常の生産

8本多親子「 リ ンゴの高着色品種では着色に対する低温要求性が低い」 『 果実日本』 第 70 巻、 1 月号 
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を行った際のアントシアン蓄積量を示す。いずれも収穫期に向けて徐々にアントシアニンが蓄

積され着色が進むことが示されているが、その進み方は品種間で差が生じている。つがる、ジ

ョナゴールドでは収穫期に近づくほど１日当たりのアントシアニン蓄積量が増加するのに対し、

ふじではあまり変わらない。 

 

図表 3-30 りんごの着色に関する研究データ 

 

資料）本多親子「リンゴの高着色品種では着色に対する低温要求性が低い」『果実日本』第 70巻、

1 月号 

 
3）１日当たり着色能の設定 
ここでは、前頁の研究成果を活用して１日当たり着色能を設定する。着色期を前期２週間、

中期２週間、後期１週間とし、この着色期で100％着色すると見なした場合の１日当たりの着色

能を設定した。それを示したのが下図である。つがるは着色前期の着色能が低く、ほとんどが

着色後期に着色するが、ふじの場合は、全期間ほぼ均一に着色することがわかる。 

当該時期において、設定温度（つがる 18℃、ｼﾞｮﾅｺﾞｰﾙﾄﾞ 15℃、ふじ 10℃）を下回った場合

に、その分だけ着色するものと見なすこととする。 

 

図表 3-31 １日当たり着色能の設定方法 

 

収穫期4週前 2週前

着色前期 着色中期 着色後期

着色前期 着色中期 着色後期

つがる 0.8％ 1.5％ 9.7％

ｼﾞｮﾅｺﾞｰﾙﾄﾞ 1.8％ 3.1％ 4.5％

ふじ 2.8％ 2.9％ 2.9％

■１日当たり着色能（当該日が設定温度を下回った際に着色する割合）
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④経済評価 
1）着色不良果の単価の設定 
着色不良が生じた場合の単価に関するデータを集めることは難しい。そこで、ここでは以下

の２通りの設定を行った。 

 

設定① 100％着色しない場合を加工用りんごの単価（生鮮用の１／５と想定）とし、着色度

合いによって加重平均して単価を算定する。 

りんご単価＝生鮮単価×着色率＋加工用単価×（１－着色率） 

設定② 100％着色しない場合は、設定①と同様加工用りんごの単価（生鮮用の１／５と想

定）とするが、加重平均では無く段階別に単価を設定する。 

      着色率 80～100％： 生鮮用単価 

      着色率 50～80％： 80％×生鮮用単価＋20％×加工用単価 

      着色率 1～50％： 50％×生鮮用単価＋50％×加工用単価 

      着色率 0％： 加工用単価 

 

2）青森県、長野県における着色不良による単価の低下の推計結果 
1）で設定した２通りの単価算定方法に従って、シナリオ別の将来単価を推計した。(ただし

着色不良が発生する基準温度等に科学的根拠に乏しく、確信度は極めて低い) 
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図表 3-32 RCP8.5 シナリオにおける、品種別単価（設定①） 

 

注 1）各時期の気温上昇を想定し、品種毎の着色期間日数に占める、着色気温を下回る日数割合

を算定。設定①で示した方法で単価を算定して適用。 

 

図表 3-33 RCP8.5 シナリオにおける、品種別単価（設定②） 

 
注 1）シナリオ別に各時期の気温上昇を想定し、品種毎の着色期間日数に占める、着色気温を下

回る日数割合を算定。設定②で示した方法で単価を適用。 

2012年 2050年 2100年

つがる 2,447 944 489
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3）着色不良による品種別農業所得の低下 
農業生産に要するコスト（自家労賃を除く）を 2012 年ベースで固定して、粗収入から生産コ

スト（自家労賃を除く）を除して単位面積当たり農業所得を算定すると下図のとおりとなる。つ

がるについては、設定①、設定②ともに、全てのシナリオ、年次で農業所得がマイナスとなり、

生産が行われないものと想定される。(ただし着色不良が発生する基準温度等に科学的根拠

に乏しく、確信度は極めて低い) 

 

図表 3-34 シナリオ別、単位面積当たり農業所得（単位：円/10a） 設定① 

品種 2012 年 
2050 年 2100 年 

RCP8.5 RCP4.5 RCP2.6 RCP8.5 RCP4.5 RCP2.6 

つがる 84,251 -205,818 -118,165 -118,165 -293,471 -293,471 -293,471 

ｼﾞｮﾅｺﾞｰﾙﾄﾞ 95,695 33,718 33,718 33,718 -15,971 592 33,718 

ふじ 116,228 51,597 67,755 67,755 -94,400 -45,349 3,124 
 

 

図表 3-35 シナリオ別、単位面積当たり農業所得（単位：円/10a） 設定② 

品種 2012 年 
2050 年 2100 年 

RCP8.5 RCP4.5 RCP2.6 RCP8.5 RCP4.5 RCP2.6 

つがる 84,251 -104,610 -104,610 -104,610 -293,471 -293,471 -293,471 

ｼﾞｮﾅｺﾞｰﾙﾄﾞ 95,695 95,695 95,695 95,695 9,889 9,889 95,695 

ふじ 116,228 116,228 116,228 116,228 12,011 12,011 12,011 

 

 

4）着色不良による青森･長野でのりんご生産農業所得の推計結果 
前頁の結果を用いて、青森･長野でのりんご生産による農業所得の変化を推計した（設定

①のみ）。この設定では、気候変動により、りんご生産は大きな損害を受ける推計結果となった。

(ただし着色不良が発生する基準温度等に科学的根拠に乏しく、確信度は極めて低い) 
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図表 3-36 着色不良による青森･長野でのりんご生産農業所得 

 

注 1） 前頁の結果を青森･長野におけるりんご樹園地面積に適用して MURC 推計。 

 

 

 

3.5.5 しいたけ 

（1）しいたけ生産への影響と適応策 

①しいたけ生産への影響 
ヒアリング調査では、現状では、気候変動によるしいたけ生産への影響はほとんど生じてい

ないとの事であった。ただし、これは、品種を変えて対応している(低温系から中温系系統への

転換)とのことであり、品種を変えなければ、生産への影響は出てしまうとのことであった。 

温暖化により問題となるのは、ほだ木伏せ込み期間中の高温であり、特に秋子の発生が悪

くなるというものである。また、温暖化に対応して、低温でないと発生しない低温系(冬～春に

発生)から、より高い温度で発生する中温系品種(秋、春に発生)へと品種転換が生じると、評

価の高い春子が減少することから、単価の低下につながる可能性がある。また、しいたけは、

発生温度帯が決まっており、近年の暖冬においては、温度上昇のスピードが上がっているた

め、発生開始は早くなるが、発生が止まる時期がより早くなるため、発生期間が短くなり、生産

量が減少するとのことであった。 

 

②気候変動影響適応策 
しいたけについては数多くの品種があり、現在のところ、低温系から中温系への品種転換

2012年 2050年 2100年
Rcp8.5 22,098 8,170 0
RCP4.5 22,098 10,502 13
RCP2.6 22,098 10,502 1,176
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により大きな影響を受けずに生産を行う事が可能となっている。 

 

図表 3-37 生産への影響と適応策のまとめ 

影響 概要 具体的な要因指標 
影
響
度 

適応策 

ほ だ
木の
高温
障害 

伏せ込み期間中において、高温
となると発生が悪くなる。 

 △ ・品種の転換により対応 

品質
への
影響 

評価の高い春子から秋子へ転換
することで高温対策をしているた
め、単価が低下する。 

 △  

発生
への
影協 

春子は低温による刺激で生育が
促進されるが冬場が高温になると
早く出て、期間が短くなってしま
う。 

 △ ・品種の転換により対応 

 

 

（2）経済評価の実施 

①経済評価プロセス 
 

図表 3-38 気候変動による影響の経済評価プロセス 

 

 

②推計にあたっての想定 
1）生産への影響推計 
 気候変動に伴い秋子の発生量が低下するものと想定する。 

 伏せ込み期間中（２年目）の高温により、ほだ木の品質が低下し、その後の発生に影

響すると想定。(科学的根拠に乏しく、確信度はやや低い) 

気候変動データ

-夏期の最高気温に関す
るデータ。

生産への影響要素

-ほだ木生産時の気温と、

発芽状況との関係につ
いて定量化。

生産への影響定量化

-主産地での生産量の推
計。

経営･経済データ

-主産地における乾燥し

いたけ生産額、経営体
データ。

経済評価

-主産地別の所得の変
化として評価。
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 ここでは、品種の転換等は行わないものと想定し、全国で中低音系品種、低温系品種

で推計されたものと同等の発生量の減少が生じるものと想定する。(確信度はやや低

い) 

 ２年目の伏せ込み期間中の気温（6～9 月の最高気温平均）と初年度発生量との相関

関係から、気温上昇による生産への影響を推計。(中低温系品種で推計) 

 

2）経営･経済への影響推計 
 生産資材の投入量･価格、労働投入量等に変化は無く、生産コストは変化しないものと

想定して推計。 

 
③しいたけ生産への影響 

1）気温と生産との相関関係の推計 
図表 3-39 は、大分県農林水産指導センター林業研究部きこのグループから提供された

データを用いて、伏せ込み期間中（２年目）の気温（6～9 月の最高気温平均）と、秋子（10～

12 月）の初年度発生量をプロットし、その相関関係を示したものである。なお、上の図は低中

温系品種、下の図は低温系品種について示したものである。 

この結果より、2 年目の伏せ込み期間中の気温と、その後の秋子発生量との間には、強い

負の相関関係があり、その関係は低温系品種の方がより強くなることがわかる。なお、ヒアリン

グによると初年度の発生量がその後の発生量に大きく影響するとのことであった。 

 

図表 3-39 気温と初年度秋子発生量との相関 

 

y = -1676.5x + 63753
R² = 0.2526
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注 1）大分県農林水産研究センター林業研究部きのこグループによる試験データを用いて MURC

推計。 

 

2）上位５県における乾しいたけ生産量変化の推計 
ここでは、仮に 1）で示した相関関係が全ての乾しいたけの生産に影響すると想定した場合

の乾しいたけ生産量上位５県（全国の 85％を生産）の生産量を推計する。前項では、低中温

系品種、低温系品種について、伏せ込み期間中の気温とその後の発生量との関係を推計し

たが、これ以降の推計には低中温系品種と低温系品種の平均値を用いる事とする。前項での

推計結果では、低中温系品種のパラメータが-1676.5 で低温系品種が-653.37 と推計されて

おり、平均をとると 1166.935 となる。これは、6-9 月の月最高気温の平均が 1℃上昇すると、そ

の後の発生量が 1166.935g/m だけ減少することを意味している。従って、設定されたシナリオ

及び推計年次に応じた気温上昇のデータを用いて、以下の通り推計が可能となる。 

 

A 県における N 年の生産量変化＝（-1676.5×N 年の気温上昇×A 県伏せ込み量/2）×5 

 

注 1）伏せ込み量を 2 で割っているのは、伏せ込み期間を 2 年と想定しているため。 

注 2）5 をかけているのは、収穫期間を 5 年と想定し、毎年同じだけ変化すると想定している

ため。 

 

この生産量変化を 2012 年の生産量に加えることにより、都道府県別のシナリオ別、年別生

産量を推計した。 

 

y = -657.37x + 23480
R² = 0.598

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

33 33.5 34 34.5 35 35.5 36

秋
子
発
生
量
（
g
/
㎥
）

6-9月の月最高気温平均

伏せ込み期間中(2年目)の気温と初年度秋子発生量

（低温系品種）

58 
 



図表 3-40 上位５県における乾しいたけ生産量の推計結果 

 

注 1） ヒアリング調査では、1 年目の発生量とその後の発生量の間には高い相関があるとのことで

あった。そこで、2 年目以降も 1 年目と同様の割合で発生量が低下すると想定し、前頁の相関

関係を用いて生産量を推計した。 

 

④経済評価 
1）上位５県における乾しいたけ生産経営体の所得の推計結果 
経済評価を行うにあったって、③2）で推計した生産量に単価を適用して総生産額を算定し、

乾しいたけ生産に必要な経営費比率は変化しないものと想定して、それぞれ（1 マイナス経営

費比率）を適用して所得を算定した。 

 

2012年 2050年 2100年
RCP8.5 3,054 1,501 833
RCP4.5 3,054 1,908 833
RCP2.6 3,054 1,929 1,336
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図表 3-41 上位５県における乾しいたけ経営体所得の推計結果 

 

注 1）農林水産省『林業経営統計調査』（ただし、平成 20 年で終了しているため、平成 20 年の

データを利用）より、経営費を推計し、それが変わらないものと想定して、所得を推計した。 

 

 

3.5.6 のり 

（1）のり生産への盈虚と適応策 

①のり生産への影響 
のりについては、水温が一定温度（23℃）を下回らないと生産を行う事ができない。従って、

気候変動により水温が上昇した場合には、その分、秋芽生産期間が短くなり、生産量が減少

する。また、のり生産に重要な栄養塩量への影響として、気温上昇による病気が害獣の増大、

海洋でのプランクトンの状態変化等が想定され、品質や生産量に影響を及ぼすと考えられ

る。 

 

②気候変動影響適応策 
 

図表 3-42 生産への影響と適応策のまとめ 

影響 概要 具体的な要因指標 影
響
度 

適応策 

生産
量低
下 

水温の上昇により生産を開始で
きる期間が遅くなり、生産枚数が
減少。(既往知見に基づく) 

水温が 23℃を下回らないと
生産が開始できないことから
生産開始時期が遅れる。生

◎ ・育種（ただし難しい） 
・早取り技術の開発 
・こまめな養殖管理 

2012年 2050年 2100年
RCP8.5 2,147 1,056 586
RCP4.5 2,147 1,342 586
RCP2.6 2,147 1,357 939

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500
上
位
５
県
乾
燥
し
い
た
け
生
産
所
得

の
推
移
（
百
万
円
）

60 
 



産終了時期については、病
気等の関係で後ろにずれる
ことはない。従って、生産期
間が短くなる。 

 ※大規模にやっていると難
しい 

 

 

（2）経済評価の実施 

①経済評価プロセス 
 

図表 3-43 気候変動による影響の経済評価プロセス 

 

 

②推計にあたっての想定 
1）生産への影響推計 
 温暖化により水温が上昇し、のりの生産可能時期が遅れ、生産枚数が減少すると想定。

(科学的根拠があり、確信度は高い) 

※温暖化にあわせて、生産時期をずらすものと想定する。（ずらさない場合は、秋芽網

期の生産はほぼ無くなる） 

 水温と生産枚数との関係を分析した既存研究結果を用いるが、気温上昇と水温上昇

については、長期的にはほぼ同じ水準になると想定し、本推計では同じだけ上昇する

ものと想定。(科学的根拠に乏しく、確信度はやや低い) 

 主要な産地(16 都道府県)において、水温上昇を推計し、既存研究で得られた水温と

生産枚数との関係に適用して推計。 

 

2）経営･経済への影響推計 
 漁業所得を評価指標とし、個別経営体、及びのり主産県(16 都道府県)の漁業所得へ

気候変動データ

-10～12月の平均水温

生産への影響要素

-10～12月の平均水温と

秋芽網期の生産可能量
との関係。

生産への影響定量化

-産地別の生産枚数の
変化を定量化。

経営･経済データ

-産地別ののり生産量、
生産額、経営データ。

経済評価

-産地の漁業者の所得
の変化として評価。
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の影響を推計した。 

 のりの品質への影響は考慮していないため、生産単価は変わらず、生産量のみが低

下すると想定。 

 生産資材の投入量･価格、労働投入量等に変化は無く、生産コストは変化しないものと

想定。 

 農林水産省『漁業経営調査』等を活用して、生産量の変化による漁業所得の変化を算

定。 

 

③のり生産への影響 
1）水温と生産との相関関係に関する既存研究 
のりについては、海水温が 23℃を下回らないと生産できないことから、海水温が生産枚数

に直接的に影響する。特に、秋芽網期における 10 月～12 月の水温の影響が大きく、この時

期の平均水温が 1℃上昇することにより、秋芽網期の生産枚数が 2.6 億枚減少すると推計さ

れている（下右図参照）。これは、全生産量の 15％に相当する。 

 

図表 3-44 のり生産と気温との関係に関する既存研究 

 

資料）川村嘉応(2002)「佐賀県有明海域におけるノリの生産状況と環境変化」、のりと海藻.64 

 

 

2）のり生産量への影響の推計結果 
水温１℃当たりの生産量への影響データを基に、主要産地での 7 月～12 月の生産量を算

定すると以下のとおりとなる。 
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図表 3-45 主要産地における秋芽（7 月-12 月）生産量 

産地 2012 年 
2050 年 2100 年 

RCP2.6 RCP4.5 RCP8.5 RCP2.6 RCP4.5 RCP8.5 

宮城県 134,672 97,806 96,796 91,240 94,270 73,565 28,113 

千葉県 71,917 52,230 51,690 48,724 50,342 39,285 15,013 

愛知県 103,918 75,471 74,691 70,405 72,743 56,765 21,693 

三重県 31,895 23,164 22,925 21,609 22,327 17,423 6,658 

兵庫県 153,942 111,801 110,646 104,296 107,760 84,091 32,135 

岡山県 39,743 28,863 28,565 26,926 27,820 21,710 8,296 

広島県 6,709 4,872 4,822 4,545 4,696 3,665 1,400 

山口県 19,647 14,269 14,121 13,311 13,753 10,732 4,101 

徳島県 12,917 9,381 9,284 8,751 9,042 7,056 2,696 

香川県 79,228 57,539 56,945 53,677 55,459 43,278 16,539 

愛媛県 3,820 2,774 2,746 2,588 2,674 2,087 797 

福岡県 373,447 271,216 268,415 253,010 261,413 203,995 77,957 

佐賀県 669,168 485,983 480,965 453,361 468,418 365,533 139,689 

長崎県 5,005 3,635 3,597 3,391 3,503 2,734 1,045 

熊本県 248,184 180,244 178,383 168,145 173,729 135,571 51,808 

鹿児島県 2,593 1,883 1,864 1,757 1,815 1,416 541 

 合計 1,956,805 1,421,130 1,406,454 1,325,736 1,369,764 1,068,905 408,483 
注 1） 前頁での水温と生産との関係から、シナリオ毎、主要産地毎に MURC 推計。 

 

④経済評価 
1）経営体当たり所得の推計結果（一部の主産地） 

RCP8.5 シナリオを用いて、2050 年の地域別の経営体当たり所得を算定した。 
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図表 3-46 主産地別、経営体当たり所得 
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注 1） 前頁の結果と、農林水産省『漁業経営調査』を用いて経営体当たり所得を推計した。 

 

2）のり主産地における生産漁業経営体総所得の推計結果 
主産地別に、のり生産漁業経営体の総所得を推計し、それを合計して、主産地合計を推

計。 

 

図表 3-47 主産地におけるのり生産漁業経営体総所得 

 
注 1） 前頁より経営費割合を算定した上で、2012 年の各地域生産額に適用して、総経営費を算

定。当該経営費が変化しないものと想定して、主産地別の総所得を算定した。 
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3.6 【参考】本調査で採用した気候モデル 

（1）データ入手の流れ 

ここでは、上記設定に示した気候モデルの選定プロセスについて説明する。本推計では、

気候変動そのものを推計することはせず、これまでのシミュレーション結果から、本分析に利

用するものを選定した。そのうえで、それらシミュレーションで導出されている、気候変動による

日本の気温変化等のデータについて入手・整理を行った。 

一般的に、気候変動の影響については、将来の気候変動予測シナリオを設定し、それを気

候モデルに適用することで、将来の日本の姿を描き出す。その気候モデルで描き出された将

来の姿を温暖化シナリオとして整理し、そのシナリオにおける具体的な気温等の条件を、作物

への温暖化影響評価に使用するデータとして入手・整理することとなる。 

 

図表 3-48 温暖化影響の評価に使用するデータの入手・整理の流れ 

 

 

 
 

（2）温暖化影響の評価に使用するデータの入手方針 

①対象とする気候変動予測シナリオの選択 
気候変動予測シナリオの設定には、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が気候変動

に関する科学的知見をとりまとめた第 5 次評価報告書（AR5）を参考とする。AR5 では気候変

動予測シナリオとして代表的濃度パス（RCP）シナリオを気候モデルでの気候変動分析に使

用している。RCP シナリオは放射強制力に基づき、「低位安定化シナリオ」（RCP2.6）、「中位

安定化シナリオ」（RCP4.5）、「高位安定化シナリオ」（RCP6.0）、「高位参照シナリオ」

 

本事業で使用できる形にデータを整理 

温暖化シナリオ及び 

温暖化影響の評価に使用するデータの導出 

気候モデルへの気候変動予測シナリオの適用 

気候変動予測シナリオの設定 
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（RCP8.5）、の 4 種類のシナリオが存在する。本事業においてはそのうち、2100 年における大

気中の温室効果ガス濃度が低濃度のシナリオとして RCP2.6 を、同じく中濃度のシナリオとし

てRCP4.5を、同じく高濃度のシナリオとしてRCP8.5を選択し、合計で 3シナリオを設定する。

高位シナリオが RCP6.0 と RCP8.5 の 2 種類ある中でより温暖化が進む RCP8.5 を選択する理

由としては、温暖化影響を評価する際になるべく温暖化の幅を広く設定しておきたいためであ

る。 

 

図表 3-49 RCP シナリオにおける 1986～2005年を基準とした 21 世紀末の世界平均地上気温

の予測 

 
（出典）IPCC 第 5 次評価報告書の概要 ‐第 1 作業部会(自然科学的根拠) ‐（環境省） 

 
（参考）RCP（代表的濃度経路）シナリオについて 

 
気候変動の予測を行うためには、放射強制力（地球温暖化を引き起こす効果）をもたらす

大気中の温室効果ガス濃度やエーロゾルの量がどのように変化するか仮定（シナリオ）を

用意する必要がある。しかし、IPCC がこれまで用いてきた SRES シナリオには、政策主

導的な排出削減対策が考慮されていないなどの課題があった。このため、政策的な温室効

果ガスの緩和策を前提として、将来の温室効果ガス安定化レベルとそこに至るまでの経路

のうち代表的なものを選んだシナリオが作られた。このシナリオを RCP（Representative 
Concentration Pathways）シナリオという。IPCC は今回の報告書からこの RCP シナリ

オに基づいて気候の予測や影響評価等を行うこととした。 
SRES シナリオを用いた前回の報告書では、複数用意した社会的・経済的な将来像による

排出シナリオに基づき将来の気候を予測していたのに対して、RCP シナリオを用いた今回

の報告書では、放射強制力の経路を複数用意し、それぞれの将来の気候を予測するととも

に、その放射強制力経路を実現する多様な社会経済シナリオを策定できるので、緩和策の

効果やその結果現れる気候変化による影響を反映させることができる。これにより、例え

ば「気温上昇を○℃に抑えるためには」と言った目標主導型の社会経済シナリオを複数作

成して検討することが可能となる。 
RCP シナリオでは、シナリオ相互の放射強制力が明確に離れていることなどを考慮して、
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2100 年以降も放射強制力の上昇が続く「高位参照シナリオ」（RCP8.5）、2100 年までに

ピークを迎えその後減少する「低位安定化シナリオ」（RCP2.6）、これらの間に位置して 2100 
年以降に安定化する「高位安定化シナリオ」（RCP6.0）と「中位安定化シナリオ」（RCP4.5）
の 4 シナリオが選択された。”RCP”に続く数値が大きいほど 2100 年における放射強制力

が大きい。 
 

 
図 RCP シナリオに基づく二酸化炭素の濃度変化（図内側）と RCP シナリオに対応する

化石燃料からの二酸化炭素排出量（図外側；地球システムモデルによる逆算の結果。細線：

個々のモデルの結果、太線：複数のモデルの平均） 
 
引用：文部科学省・経済産業省・気象庁・環境省（2014 年 11 月 2 日報道発表資料）『気候

変動に関する政府間パネル（IPCC）第５次評価報告書統合報告書の公表について』 
 
 

②対象とするモデルの選択 
図表 3-48 の一般的な気候変動シミュレーションの流れでは次に、設定した気候変動予測

シナリオを気候モデルに適用するという手順になる。ここで、気候モデルの選択及びシナリオ

適用とその後の温暖化シナリオ及びデータの設定までの検討を、環境省の環境研究総合推

進費で実施されている「温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」9で既に行っている

9 https://www.nies.go.jp/whatsnew/2014/20140317/20140317.html 
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ため、同研究の成果が本事業で使用できる場合は、その使用を前提に使用方法を検討した。 

「温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」は、国立環境研究所をはじめとする日

本の代表的な研究機関が参加した最新の温暖化適応研究であり10、現在 RCP シナリオを使

用して日本を対象として気候変動の影響及び適応策の評価の研究を行っている。同研究で

は以下に示す 4 つの気候モデルを採用し結果に幅を持たせることで、気候モデルによって気

温等の予測値にばらつきが出ることへ対応している。そこで、本推計においても、上記４モデ

ルの平均値をとることとした。 

 

【温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究での使用気候モデル】 

MIROC5（日本、東京大学/国立環境研究所/海洋研究開発機構） 

MRI-CGCM3.0（日本、気象庁気象研究所） 

GFDL CM3（米国、NOAA 地球物理流体力学研究所） 

HadGEM2-ES（英国、気象庁ハドレーセンター） 

 

 

③気候変動の設定 
下表は、①で示したシナリオを、②で示したモデルに適用した際の全国ベースの気候変動

予測結果である。 

 

図表 3-50 温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究における気候シナリオ（全国） 

 
（出典）温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究 2014 報告書（茨城大学等） 

 

上記の表から各モデルの平均値を算定すると、シナリオ別、時期別の全国の気温上昇は、

10 参加機関は、茨城大学、国立環境研究所、筑波大学、独立行政法人海洋研究開発機構、北海道大学、

東京大学、東北大学、国立保健医療科学院、東洋大学、福島大学、国土技術政策総合研究所、静岡大学、

森林総合研究所、 農業環境技術研究所、 農業・ 食品産業技術総合研究機構果樹研究所、 埼玉県環境科学

国際センター、 大阪府立大学看護学部、 長崎大学、 国立感染症研究所、 名城大学、 東北文化学園大学、

兵庫県立大学、日本総合研究所、法政大学、東京都環境科学研究所、長野県環境保全研究所、九州大学、

山梨大学医学工学総合研究部、地球環境戦略研究機関、国際連合大学サステイナビリ ティ と平和研究所、

高知大学、  京都大学霊長類研究所、  神戸大学、  慶応義塾大学 
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以下のとおりとなる。以降の分析では、以下の気温上昇を元に農林水産物生産への影響を推

計する。 

 

図表 3-51 シナリオ･時期別、全国の気温上昇予測結果 

 2050 年（2031-2050 年） 2100 年（2081-2100 年） 

RCP8.5 シナリオ 2.0℃上昇 4.925℃上昇 

RCP4.5 シナリオ 1.75℃上昇 2.8℃上昇 

RCP2.6 シナリオ 1.7℃上昇 1.875℃上昇 
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第4章 検討委員会の運営 

4.1 検討委員一覧 

 

【委員長】 

林 陽生 NPO 法人シティ・ウォッチ・スクエア 理事長（元・筑波大学大学院生命環境科

学研究科教授） 

【委員】 

岡田 邦彦 (独)農研機構 野菜茶業研究所 企画管理部 企画調整役 

川村 嘉応 佐賀県有明水産振興センター 所長 

國光 洋二 (独)農研機構 農村工学研究所 農村基盤研究領域 上席研究員 

杉浦 俊彦 (独)農研機構 果樹研究所 栽培・流通利用研究領域 上席研究員 

宮崎 和弘 (独)森林総合研究所 九州  支所 森林微生物管理研究グループ 主任研究

員 

 

4.2 開催概要 

（1）第１回検討委員会 

 

■日時：平成 26 年 8 月 5 日(火)13:30～16:30 

■場所：三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング 1401 会議室 

■議事： 

(1)地球温暖化適応策検討をめぐる状況について 

(2)本事業の概要 

(3)対象となる産地･経営体の選定 

(4)温暖化影響の評価に使用するデータの入手・整理について 

(5)「海外における適応計画の調査」 文献調査による検討 

■配付資料： 

資料 1 平成 26 年度農林水産分野における地球温暖化経済影響調査事業 

検討委員会 名簿 
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資料 2-1 農林水産省気候変動適応計画推進本部の設置について 

資料 2-1 農林水産省気候変動適応計画推進本部の体制 

資料 2-3 政府全体の気候変動適応計画の検討スケジュール 

資料 2-4 気候変動による将来影響の分野及び項目の整理のイメージ 

資料 2-5 適応策の取組時期のイメージ 

資料 3 平成 26 年度農林水産分野における地球温暖化経済影響調査事業 

事業概要 

資料 4 対象となる産地･経営体の選定 

資料 5 温暖化影響の評価に使用するデータの入手・整理について 

資料 6 「海外における適応計画の調査」文献調査による検討 

 

（2）第 2 回検討委員会 

 

■日時：平成 26 年 12 月 22 日(月)  12:30～14:30 

■場所：三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング 1401 会議室 

■議事： 

(1)地球温暖化影響調査について 

(2)海外調査報告 

■配付資料： 

資料 1 平成 26 年度農林水産分野における地球温暖化経済影響調査事業 

検討委員会 名簿 

資料 2-1 気候変動による各作物への影響について 

資料 2-2 我が国における地球温暖化の経済的な影響調査―調査結果のまとめ― 

資料 3 「欧州の農林水産分野の気候変動経済影響評価の動向調査報告」本編 

参考資料 1 「欧州の農林水産分野の気候変動経済影響評価の動向調査報告」資料編 

参考資料 2 第 1 回検討委員会 議事録 

 

（3）第 3 回検討委員会 

■日時：平成 27 年 3 月 5 日(木) 9:30～12:00 

■場所：三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング大会議室 

■議事： 

(1)調査の進め方について 

(2)ご議論頂きたい点について 

(3)今年度報告書について 

■配付資料： 

資料 1 平成 26 年度農林水産分野における地球温暖化経済影響調査事業 
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検討委員会 名簿 
資料 2 今後の調査の進め方について 
資料 3 ご議論頂きたい点について 
資料 4 報告書 ドラフト 
参考資料 第 2 回検討委員会 議事録 
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