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Ⅴ－５－２ 温度上昇が果実品質に及ぼす影響

【常緑果樹】

温度上昇により、中晩生カンキツ類はこれまでよりも多くの地域で果実を本来の成熟期まで樹上

に成らせることができるようになるため、品質良好となる。一方、ウンシュウミカンは、果実の浮

き皮が発生しやすくなるとともに着色が遅れる。また、糖度が上がりにくくなるうえに減酸が早く

なるため、淡白な味になりやすいとともに出荷期間が短くなる。

【落葉果樹】

果実の内容成分が蓄積する成熟期の温暖化は、落葉果樹の品質に対して大きな影響を与える。

高温下では着色が進まず肉質が柔らかくなって貯蔵性が低下する。わが国の落葉果樹栽培は産地

間競争が激しいため、温暖化によって品質面に影響がでれば各樹種や品種の主産地が北上する可能

性がある。とくに、冷涼な気温を利用して貯蔵用リンゴの生産を行っている地域が温暖化すれば、

リンゴの周年供給体制にも影響のでることが懸念される。

（１）常緑果樹

常緑果樹には数種類あるが、ここではそのうち最も重要なカンキツについて取りあげる。元来カン

キツ類は亜熱帯気候に適応しているため、耐寒性は劣る。特に果実の耐寒性は樹体よりも劣るため、

冬季に成熟する中晩生カンキツの経済栽培は果実の耐寒性に左右される。品種によって異なるが、－

３～－４℃以下の気温に数時間以上遭遇すると速やかに果実に苦みが発生するとともに、その後さじ

ょうにすあがりが生じる。このため、冬季の気温が低い地域では果実本来の成熟期である１～３月ま

で樹上にならせておかずに寒波があまりこない１２月に収穫してしまうことが多く、品種本来の風味

がなく品質の劣る果実となっている。

しかし、気温が上昇すれば、品種本来の成熟期まで樹上に成らしておいても寒害を受けにくくなる

ため、栽培適地が広がり品質良好な果実が生産できるようになる。このためには、冬季の最低気温が

高くなるとともに寒波のような一時的な低温をうけなくなることが重要である。ただし、地域によっ

ては１月以降も樹上に果実を成らせておくと鳥害を受ける危険性がある。袋掛けやネット掛けなどの

対策は多大な労力がかかることから、簡易で有効な鳥害防止技術が開発されないとこれまでと同様に

１２月に収穫されてしまい、果実品質品質が劣るままということもありうる。

一方、ウンシュウミカンは温帯である鹿児島県で誕生し、その後北上しながら現在のカンキツ栽培

地域で品種分化した経緯があるとともに、収穫期が秋季とカンキツ類としては早いこともあり、栽培

適性としては比較的冷涼な気候に適応している。このため、それ以外の中晩生カンキツとは温度上昇

による影響は大きく異なる。

まず、冬季の気温が高いと春季の発芽、開花期のバラツキが大きくなる。開花が早かった果実の減

、 、 。酸は早く 開花の遅かった果実の減酸は遅くなるため 収穫期の果実品質にバラツキがでやすくなる

次に、成熟期の温度が高いと果実の浮き皮が発生しやすくなるとともに着色が遅れる。また、糖度

、 。が上がりにくくなるうえに減酸が早くなるため 淡白な味になりやすいとともに出荷期間が短くなる

ハウス栽培のウンシュウミカンは品質が優れることから、ウンシュウミカンは温度が高いと品質が良

くなると誤解されている場合があるが、実際はきめ細かな水分制御により土壌乾燥処理を行って樹体

に強いストレスを与えることによって高品質果実を生産しているのであり、そのような栽培を行って



いなかった初期のハウス栽培ウンシュウミカンの果実品質は著しく低かった。

このように、温暖化がウンシュウミカンの果実品質に及ぼす影響は、成熟期である秋季の気温上昇

がどの程度かによるところが大きい。

（２）落葉果樹

高温が果実の品質に及ぼす影響を研究した事例は少ないが、冷涼地と暖地で生育した果実の品質を

比較した結果に基づき以下のことが考えられる。

リンゴやナシなどの果実成長がＳ字曲線を描く果実では、極端な高温でなければ気温が高ければ細

胞分裂・肥大は促進され、大きな果実が生産できる可能性はあるが（第１表 、二重Ｓ字曲線を描くカ）

キでは、成長第２期が 度程度の高温だといつまでも第２期が続き、かえって小さな果実となる可能30

性がある。

糖度は気温が高いと高くなる傾向はあるが影響は少ないと考えられる。しかし、糖組成についてみ

るとリンゴでは温度が上昇するとショ糖の割合が減って還元糖が増えるために甘みが淡白となる。ま

た、 ふじ などではミツが入らなくなると考えられる。‘ ’

酸度は温度に敏感で、一般に温度が高いと低下する（第１表 。酸度が低下すると甘みを増すが、味）

がぼけて本来のおいしさを損ねる。

16リンゴやブドウの赤色はアントシアニン系色素であるが、着色を開始する成熟期に適度な低温（

～ ℃）になることが必要である（第１図 。したがって暖地では着色不良となる。温暖地域の‘巨20 ）

峰’が「あかうれ」になるのはこのためである。一方、多くの果実で収穫期になり気温が低下すると

果実表皮のクロロフィルが分解して地色が抜けるが、高温が続くといつまでも青みが残りきれいな着

色が得られない。温暖化によってリンゴやブドウの着色は明らかに悪い影響を受けると考えられる。

一般に暖地産の果実は果肉硬度が低下し（第１表） 貯蔵性が悪い。リンゴでは「あぶらあがり」や

果皮の「やけ」などの貯蔵障害も出やすくなる（第２図 。リンゴは冷涼地域ほど貯蔵性の高い果実が）

生産できるため東北北部で貯蔵リンゴの大きな産地を形成しているが、温暖化によって貯蔵性が低下

すれば周年供給が難しくなり、高い生産を維持できなくなる可能性もある。

成熟期は一般に早まるため収穫時期も早まるが（第１表 、カキでは成長第２期が長くなり、成熟期）

が遅れる。甘ガキは寒い地域では収穫期に達しても渋みが抜けないため、現在の生産北限は茨城県南

部といわれる。温暖化が進むとさらに栽培地域が拡がる可能性がある。

以上のように温暖化によって果実肥大促進や糖度の上昇、果実の早熟化が起こる可能性はあるが、

着色が劣り柔らかい果実となって肉質が劣化して品質は低下する。また、貯蔵性の悪い果実となるた

め、鮮度の低下が早く流通コストも高まると考えられる。品質の低下は産地間競争に影響して産地の

流動化を引き起こすことも考えられる。



第１表 リンゴ‘つがる’の栽培地の違いと果実品質

北海道 青森 宮城 茨城

g 229 264 302 326一果重( )

lb 14.6 12.8 11.8 11.5硬度( )

Brix 12.8 13.0 12.3 13.4糖度( )

% 0.35 0.21 0.23 0.20酸度( )

10/4 9/13 9/7 9/2収穫日

（平成 年度果樹系統適応性特性検定成績検討会資料より）11

図１ リンゴ品種旭の着色と平均夜温との関係

図２ 収穫前の気温と収穫後のヤケの発生

第２図 収穫前の気温と収穫後のヤケの発生
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第１図 リンゴ品種旭の着色と平均夜温との関係
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Ⅴ－６－１ 温暖化が茶の栽培地域の変動に及ぼす影響

茶の品種選択や栽培技術体系は、これまで暖地、温暖地、冷涼地に分けて対応され

てきた。温暖化により、これらの地域がシフトするので、今までと違った品種や技術

が必要となる。実際の現場では種々の問題が発生するであろうが、基本的には解決で

きると思われる。しかし、現在でも沖縄などの栽培体系が確立されていると言い難い

亜熱帯地域が拡大するので、亜熱帯域の栽培体系研究を推進する必要がある。

茶栽培において、従来から暖地、温暖地、冷涼地という区分が良く用いられ、様々な

問題を端的に整理し、理解を容易にすることに役立ってきた。これらの地域では、個別

的には様々な問題があるものの、基本的栽培技術は確立されている。現在経済栽培が行

われている地域より低温な地帯では、採算に問題があるものの茶の栽培が可能な地帯が

あり(限界地)、更に低温になると茶の生存自体が不可能となる(生存不能地)。暖地より

更に温度が高い沖縄などの亜熱帯北部地域では、やぶきたで代表される日本型品種の栽

培は多くの問題を抱えており、九州以北のように栽培技術が確立された状態とは言い難

い。更に南方の、亜熱帯中部である宮古八重山や台湾低地においては、日本型品種の生

産はない。図1に現在の栽培地帯区分を示す。この温度を2℃上昇させると図2の様に栽培

地域が変化する。4℃の上昇では図3の様になる。4℃の上昇でも九州以北において亜熱帯

化する地域は限定されており、茶産業が壊滅することは避けられる。屋久島種子島以南

、 。の島嶼地域では近年栽培が増加しているが 従来技術では対応が困難となると思われる

一方、低温のため現在茶栽培が行われていない所で茶栽培可能地域が拡大するが、ここ

で新たな茶産地が出現する可能性は大きくない。これは茶生産は他の作物と共通でない

栽培技術や機械を要求し、製造技術や工場も必要なためで、現在においても茶産地は他

の作物とは異なり栽培可能地内に散在するのみである。温暖化と同時に進行するとされ

ているCO2濃度上昇、紫外線量増加、酸性雨、気象現象の変動幅拡大などの問題について

の研究はあまりなく、これらが同時に起きた場合にどの様な事態になるかについて研究

を開始することが必要である。

参考文献
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秋冬季の気温上昇が茶の休眠および一番茶収量，品質に及ぼす影響Ⅴ－６－２

秋冬季の気温上昇は、秋芽の生育停止の遅延、浅い休眠および春季の早い萌芽をま

ねく。気温上昇によりもたらされる生育停止期間の短縮化は、全ての茶産地において

一番茶の生育、収量および品質に影響を及ぼす恐れがある。

秋冬季の２℃の気温上昇が茶の休眠に及ぼす影響についてシミュレートした結果を表

１に示している。休眠が開始する時期は、２℃の気温上昇により、鹿児島以南の地域で9

～11日遅くなるが、それ以北の地域では変わらなかった。休眠最深期（冬至付近）にお

ける休眠の深さは、すべての地域で0.6～3.0日（25℃、14時間日長下で側芽が萌芽する

） 。 、 。時の日数 低下した 休眠が解除する春季の時期は すべての地域で5～9日早くなった

上記の結果、休眠期間から計算により求められる茶芽の生育停止期間は、すべての地域

で現在より8～18日短縮すると予想された。秋芽の生育停止期間の短縮は、一般に光合成

産物の蓄積量の低下をまねき、一番茶の生育、収量および品質に悪影響を与えると考え

られている。

昼夜の気温が23及び18℃の変温条件下で栽培した茶樹（23/18℃区）は、17及び12℃の

変温条件下で栽培した茶樹（17/12℃区）に比べて、一番茶摘採日が4月19日から4月7日

へと12日早くなった。また23/18℃区は17/12℃区に比べて、出開度が大きいにも関わら

、 （ ）。 、 、ず 生葉収量がほとんど変わらなかった 図１ なお 一番茶期の気温が高い地域では

出開き度の進行に伴って新芽の硬化が急速に進むため、茶の生葉品質に大きな影響を与

えることが知られている。温暖化に伴って、これらの現象が各地の茶産地で生じる可能

性がある。

 表１．秋冬季の2℃の気温上昇が茶の休眠に及ぼす影響（品種：やぶきた）

　現　在 　　　温暖化による予測

休眠開始 休眠の※ 休眠解除 休眠開始 休眠の 休眠解除
時期 深さ 時期 時期 深さ 時期

埼玉 10月30日 21.5 4月 6日 10月30日 18.5  3月28日
静岡 10月31日 18.6 3月30日 10月31日 16.0  3月21日
京都 10月31日 19.1 4月 2日 10月31日 16.4  3月24日
福岡 11月 2日 17.0 3月26日 11月 2日 14.8 3月18日

熊本 11月 4日 14.3 3月18日 11月 4日 12.3  3月10日
宮崎 11月 4日 12.2 3月 9日 11月 4日 10.3  3月 1日

鹿児島 11月 6日  9.8 2月26日 11月15日  8.1  2月17日
沖縄 11月24日  3.4 1月 1日 12月 5日 2.8 12月27日

※　25℃、14時間日長条件下で側芽が萌芽する時の日数で休眠の深さ

　　を表す。値が大きい方が休眠が深いことを示す。

 

図１．気温が一番茶の生育および収量に与える影響
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Ⅴ－６－３ 夏季の異常高温・干ばつによる茶樹の生育阻害とその対策

暖候期の温暖化によって発生しやすくなる干ばつや異常高温は、茶の生産に大きな

影響を及ぼす。

二番茶芽以降の生育抑制と葉焼けや枝枯れが発生すると翌年春の一番茶生産量が減

少する。影響の程度は茶園立地と管理条件に左右され、なかでも有効土層の深さが被

害程度と密接に関係する。干ばつの被害を中程度以下に抑えるためには少なくとも60c

m以上の有効土層を確保することが望ましい。

茶園の有効土層の深さと干ばつ被害発生程度とは密接な関連があり、土層深度30cm以

浅では生育が著しく不安定になり干ばつ被害甚大で回復にも長期間を要す。土層深度60c

m以上の場合、被害はかなり軽減され生産が回復するまでの期間も短い（図1 。夏期の干）

ばつ被害は、越冬期の葉の量や根量の不足を招き、干ばつ翌年の一番茶で、新芽生育の

遅延や不ぞろいによる生産量の減少や遊離アミノ酸など品質関連成分含有率の低下など

による品質悪化をもたらす。土層が浅いなど干ばつに弱い茶園では、平常時でも蒸散が

抑制されて群落表面温度が高い傾向にあり、晴天時の熱画像から判別できる（図2 。夏）

、 、期の干ばつ発生時およびその秋には 現有の葉層を極力温存する栽培管理が重要であり

秋冬番茶の収穫や秋整枝を見合わせることも早期の樹勢回復に役立つ。

図2 熱画像による不良茶園の検出

（中赤い部分が高温で悪条件の茶園）

 

図１　農家茶園における有効土層の
深さと一番茶収穫量

600

800

1000

1200

1994 1995 1996 1997 1998

年次

生
葉

収
穫

量
（
kg

/
1
0
ア

ー
ル

）

土層60cm以上

土層60cm未満



Ⅵ．気候変動（温暖化）が農作物の生育環境

に及ぼす影響



Ⅵ－１ 水資源への影響 
 

 

 
 
○水循環、水需要バランスの変動 

地球上には約 14 億 km3の水が存在するが、淡水はそのうちの 2.6 %しかない。その大半は氷河、

氷床として存在しており（2.0 %）、河川や土壌に存在し、人間が利用できる量はごくわずかである

（表１）。そして、この水は空間的に偏在している。地球温暖化により気候が変化すると、広い範囲

で氷河・氷床が後退し、また、河川流量の季節パターンが変化する可能性がある。さらに、夏季モン

スーンの強化とともに降水量分布の地域的な格差が大きくなり、場所によっては降雨量の増加による

洪水被害の増加、降雨量の減少による水不足や砂漠化の促進などの危険性がある。このように、水の

空間分布の格差は世界的により拡大し、これによって現在の水需給のバランスが崩れるおそれがある。

河川流量は、高緯度地方および東南アジアで増加、中央アジア、地中海周辺と南アフリカ、オースト

ラリアにおいて減少すると予測されている（図１）。 

 
○水循環，水需要バランスの変動が農業生産に与える（と予想される）影響 

わが国では、3℃ほど気温が上昇すると蒸発散量が増加するため、河川流量の減少が見込まれる。

ただしこの減少量は、降水量が 10%増加すれば相殺される量である。しかし、降水量が増加しない場

合、この河川流量の減少によって河川維持のための用水量の増加を余儀なくさせることになる。また、

平均気温が 3℃上昇することで、生活用水使用量は現在よりも 1.2～3.2％ほど増加することが見積も

られる。農業用水として、現在、全用水量の約 65％を使用している（図２）が、これらのことから、

気温の上昇により農業用水（灌漑水）として分配される河川水が減少することが予想される。 

また積雪地帯では降雪が雨になったり、融雪が早まったりすることで、1～3 月の河川流量が増加し、

4～6 月は減少することが予測され、これによる農作物の作期や作付体系に対する影響が考えられる。 

 

 

 
 

 

 
 

 

 地球温暖化による気候変化によって現在の水需給バランスが崩れ、河川流量の季節変動の変化や農

業用水（灌漑水）の減少によって農作物の作期や作付け体系に影響が出る可能性がある。 



 
 

存在する場所 水量 km3×1000 割合（％） 
海   洋 1 350 000.0 97.403 
大   気 13.0 0.00094 
陸   水 35 977.8 2.596 

河川 1.7 0.00012 

淡水湖 100.0 0.0072 

内海・塩湖 100.5 0.0076 

懸垂水 70.0 0.0051 

地下水 8 200 0.592 

氷河・氷床 27 5000.0 1.984 

動植物 1.1 0.00008 
 

 
 

 
 

図１ HadCM2 モデル(a)と HadCM3(b)から推定された温暖化による流出量変化の分布。両モデルともに

高緯度地方および東南アジアでは流出量が増加し、中央アジア、地中海周辺で南アフリカ、オ－ス

トラリアでは減少することを予測している。その他の地域では，降水量と流出量の変化は異なって

いる。（from Climate Change 2001） 

表１  地球上の水の存在場所とその量（東京大学生産技術研究所より）



 
 
 

図２ わが国の農業・工業・生活用水の割合（平成 13 年版「日本の水資源」より） 
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（注）　１．国土交通省水資源部の推計による取水量ベースの値である。
　　　　２．工業用水は淡水補給量である。ただし，公益事業において使用された水は含まない。
　　　　３．生活用水，工業用水は推計方法の変更を行ったため，平成１０年度版白書の数字とは異なっている。
　　　　４．農業用水については，昭和５６～５７年値は５５年度の推計値を，５９～６３年値は５８年の推計値を，平成２～５年値は元
　　　　　　年の推計値を，用いている。また，平成７年より推計方法の変更を行った。
　　　　５．四捨五入の関係で集計が合わないことがある。

（億m3/年）



Ⅵ－２ 温暖化による耕作土壌への影響

， ，温暖化によって土壌微生物活性が高まり 土壌有機物の分解が促進されるとともに

土壌微生物相が単純化することが指摘されている。また，雨量強度が上昇することに

よって傾斜畑では水食の危険が増大する。水田では，土壌有機物の分解速度は畑より

も遅く，侵食も発生しないため，温暖化の影響は畑よりも少ないと考えられている。

土壌有機物

現在の地温での可分解性土壌有機炭素の畑状態における年間分解率は，札幌で29～63

％，東京で38～86％，鹿児島で42～93％と地温の高い低緯度ほど高い。また，東京の地

温で各土壌タイプについて分解率を比較すると，黒ボク土は38～60％と低く，灰色低地

土で74％，黄色土で86％など非黒ボク土では67～86％の範囲である。札幌，東京，鹿児

島では，2ﾟCの地温上昇を想定した場合，年間促進率はそれぞれ，9～14％，7～13％，4

～11％で，高緯度ほど有機物分解は促進される（表１ 。このように，温度上昇によって）

， 。 ，高緯度ほど土壌有機物の分解が促進され その影響は非黒ボク土で大きい したがって

農耕地土壌の有機態炭素や窒素あるいは肥沃度の維持・向上のためには，現在よりも多

くの有機質資材の投入が必要となる。

土壌微生物

オオムギを作付けした土壌での細菌数は温暖化（気温：外気プラス2ﾟC，CO 濃度：650p2

pm）の影響は認められなかったが，細菌の多様性指数（栄養特性からみた種の多様性を

示す指標）は，明らかに温暖化室で外気追随室（外気の気温と二酸化炭素濃度）よりも

低く，高温域での生存能に優れた菌群の優占が起こり，土壌微生物相は単純化すること

が示されている（図1 。さらに，室内の恒温室における1年間の培養実験でも，25ﾟCから）

35ﾟCの上昇によって多様性指数が2000から200に低下することが確認された。

このように温暖化が土壌微生物の多様性を低下させる原因として，①30ﾟC以上の高温

時間の延長と高温の直接的な影響，②高温・乾燥条件に適性・耐性を持つ細菌群の優占

化，③冬季の気温上昇による低温に曝される時間の減少と温度変化の平滑化が考えられ

ている。また，これらの結果から，温度上昇の長期間の進行により，土壌における化学

物質の変換経路の単純化や外部の環境変動に対する緩衝力が弱まることが予測されるた

め，積極的な微生物の導入や微生物の生育支援資材などの施用による土壌微生物相の維

持・修復技術を開発する必要がある。

土壌侵食

地球温暖化が，対流型降雨（上昇気流によって出来る積乱雲等からの雨）を増加させ

ることによって降雨強度が上昇すると，土壌に降雨がしみ込む程度を示す侵入強度も増

大する。日本の代表的な畑土壌の黒ボク土では直線的に増加するのに対し，黄色土（マ

サ土）では降雨により土壌表面に粘土被膜であるクラストが生成するため雨の侵入が抑

制され，土壌侵食量が加速度的に増大することが明らかにされている（図2 。このよう）

に，気候変動による土壌侵食の増大の危険性は，土壌有機物含量が少なく，細かい粒径

の画分の多い土壌ほど大きい。土壌侵食の増大により生産力の高い表土が失われ，低肥

沃度の下層土が混入することによって，作物の収穫量の減少が予想され，これを回避す

るためには，肥沃度の低下に見合う肥料や土壌改良資材の投入が必要になると予測され

ている。



表１ 温暖化が可分解性土壌有機物炭素の分解率（％／年）に及ぼす影響（竹中，1999）

図１ 温暖化による土壌細菌相の多様性 図２ 降雨強度と侵入強度の関係

の変化（横山，1999） （上：黄色土，下：黒ボク土 （坂西，1999））

参考文献
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２．谷山一郎：土壌環境への影響，地球温暖化問題検討委員会影響評価ワーキンググループ

編，地球温暖化の日本への影響， ( )p146-150 2001



Ⅵ－３－１ 温暖化が水田雑草へ及ぼす影響

熱帯・亜熱帯の水田雑草が日本に侵入しても、定着するには一定の条件が必要。

温暖化で冬期の最低気温が上昇すれば熱帯・亜熱帯産の水田雑草の種子も越冬でき

るようになる。

気温上昇によるノビエの葉齢（除草剤散布時期の指標）の早進化は早期栽培（低温

条件）ほど顕著。移植直後の高温によって水田雑草の生育が早まり、除草剤の散布適

期を逃しやすくなることが防除上の問題となる。

日本の水田雑草の多くは、約 年前の水田稲作の渡来とともに中国南部から侵入し2,600

たと考えられている。東南アジアの熱帯・亜熱帯には日本とは異なる水田雑草種が多数

存在する。これらの雑草は人為的に持ち込まれない限り、温暖化のみでは自然には日本

に侵入しない点で病害虫と異なる。人為的に侵入した場合、日本の夏期は現在でも熱帯

・亜熱帯雑草の生育に充分な温度条件にあるが、当世代の生育が可能でも気温の上昇だ

けでは子孫を残せるとは限らない。日本の気候と稲作の栽培管理のもとで、①冬が来る

前に開花・結実できる（日長反応 、②種子や栄養繁殖器官が冬の寒さをしのげる、とい）

う性質が定着に必要な条件となる。熱帯・亜熱帯の強害雑草であるコヒメビエは、沖縄

県などにも分布するが、九州本島には侵入の初期にある。本雑草は九州の夏に開花して

、 、 （ ）。種子を生産できるが この種子を１日６時間 －５℃で凍結するとほぼ死滅する 表１

凍結温度（℃）
0 -2 -5

1時間 1 76.0±8.2 70.3±4.6
2 76.6±6.2 79.0±10.882.3±13.3
3 71.5±17.170.3±11.7 77.7±6.8
4 76.5±8.4 95.0±8.7 62.3±26.3

3時間 1 74.3±12.6 1.7±2.9
2 87.6±4.2 69.7±7.5 0.0±0.0
3 69.0±2.0 62.3±14.2 0.0±0.0
4 78.3±18.848.3±45.5 1.8±3.1

6時間 1 60.0±18.1 0.0±0.0
2 76.3±10.657.0±49.2 0.0±0.0
3 82.0±4.6 8.7±15.0 0.0±0.0
4 89.5±5.7 8.3±10.4 0.0±0.0

無処理 94.7±9.2

表１　５０％の土壌含水比で凍結処理した熊本県産コ
ヒメビエ種子の発芽率

凍結時間 日数

25℃の恒温器内に20日間おいた発芽率（％）、３反復
の平均値と標準偏差（森田：1996）



「冬期間に最低気温が－５℃以下になる日が４日以上出現する地点では、コヒメビエ

の種子は越冬できない」という仮定で九州の１１４地点での５年間の気象値を整理する

、 、 、 。 、と 九州山地 筑紫山地 島原半島の山地など３２地点では定着不能となった しかし

最低気温が１℃上昇すればこの３２地点のうち７地点では定着可能となることが推定さ

れた（図１ 。）

図１ 冬期間の日最低気温が１℃上昇した場合の、コヒメビエ種子の越冬可能地点

水田用除草剤のラベルには、その時期を過ぎると効果が低下する散布時期の晩限が通

常ノビエの葉齢で示されている。ノビエの葉齢進展は、寒地・寒冷地で遅く、温暖地・

暖地で早い（表２ 。稲作初期の高温によりノビエの生育が早まれば、除草剤の散布適期）

をのがして充分な除草効果を得られなくなる恐れがある。日本の代表的なノビエのタイ

ヌビエと熱帯・亜熱帯のノビエのコヒメビエについて、１時間ごとの気温値を生育の有

効度に換算して積算する「加重型有効積算気温」を用いて福岡県筑後市の気温条件での

葉齢進展の変動を予測した。温暖化による４℃の気温上昇で、出芽から２葉期へ到達す

る時間は、早期栽培に相当する４月 日の出芽ではタイヌビエで 時間、コヒメビエ20 128

で 時間、普通期栽培に相当する６月 日の出芽ではタイヌビエで 時間、コヒメビ144 20 44

エで 時間短縮すると予測された（図２ 。温暖化によるノビエの生育の促進は低温条32 ）

件の早期栽培の方が、温度が生育の制約とならない普通期栽培より大きくなる。

除草剤で制御できる雑草の生育ステージは剤の種類によって異なるので、雑草の生育

の変動を十分に把握した上で剤の適期処理に心がける。なお、除草剤の種類によっては

高温時の処理で稲に対する薬害が助長されることがあるので、剤ごとの使用基準を遵守

して安全使用に務める。



図２ 出芽時期を異にするコヒメビエとタイヌビエの気温上昇による葉齢進展の変動

参考文献

1999 114 115１．河野昭一、井村治共編（ ）環境変動と生物集団（海 ～游 舎 ）：

２．住吉正（ ）熱帯・亜熱帯性強害雑草の水田への侵入・定着条件の解明．農林水産1999
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表２　代かき後日数とノビエ葉齢の関係の地域差

ノビエの葉齢幅
寒地 寒冷地 温暖地 暖地

5
7 0.5-1.0 1.0-1.2 1.0-1.5 1.2-1.8
10 1.0-1.5 1.2-1.4 1.5-2.0 2.0-2.1
12 1.5前後 1.2-1.7 1.5-2.5 2.7-2.8
15 1.5-2.0 1.8-2.0 2.0-3.0 3.3-3.5
20 2.0-2.5 2.0-3.4 2.5-4.0 4.0-4.3

「除草剤解説（植調協会：1974）による（芝山：1993）。

代かき後
日数



Ⅵ－３－２ 温暖化が冬作雑草の生育に及ぼす影響

温暖化に伴って冬作雑草の発生可能期間が拡張して雑草害が増加し、高 条件がそれを拡大すCO2

る可能性がある。

図１ 冬作雑草 （スズメノテッポウの一種）の生育最低温度はコムギよりも低Alopecurus myosuroides

く、冬期の低温下でも生育を継続する。

図２ 麦作強害草カラスムギはCO 濃度が30％上昇すると、30～80％生育が増加する。2



温暖化によって冬期の気温が上昇すると予想されている 温室試験及び野外試験によって主要草種の。

生育可能限界温度（ ）が推定され、 を用いて生育予測が試みられている。一般に、冬作の雑草T Tbase base

は が作物（麦類）よりも低いことがわかっている（図１ 。したがって、冬小麦における越冬期間Tbase ）

の温度上昇は雑草の有効積算温度を増加させる その結果 雑草の発生期間の延長 越冬率の向上 春。 、 、 、

期の発生期間前進といった影響をもたらし、麦に対する雑草害についても再検討する必要がある。

冬雑草は 植物であり、高 条件では生育が促進されると予想されている。代表的な麦の強害草C CO3 2

であるカラスムギは高 濃度区（ 倍）の乾物重が ～ ％対照区に比べて多かった（図２ 。CO 1.34 32 872 ）

コムギでは 濃度が２倍になった場合の乾物重増加は ～ ％との研究例があるが、これと比較しCO 7 972

てカラスムギの 濃度上昇による生育促進効果は著しい。また、 濃度の変化に対する乾物重のCO CO2 2

増加程度はカラスムギ集団間で異なった さらに 多くの集団で成熟迄日数が短縮し 種子生産量が増。 、 、

加するなど、影響は生活史全体にも及ぶ可能性が高い。

濃度の上昇と温暖化が冬雑草に及ぼす影響については研究が少なく、特に生活史の変化についCO2

ては未解明な部分が多い。しかし、これまでに得られた結果は 濃度の上昇と温暖化は在来の冬雑CO2

草の生育に影響を及ぼし、雑草害の増加をもたらす可能性を示唆している。

参考文献
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Ⅵ－４－１ 気温上昇が水稲病害の発生に及ぼす影響

【いもち病】

いもち病は低温（ ～ ℃ 、多雨、日照不足、多窒素等の条件下で多発生する。20 25 ）

梅雨明け後の ℃を越す高温、多照によって病勢進展は著しく停滞する。30

この現象は一般に「高温抑制」と称され、緯度が低く、標高の低い地帯ほど強く発

現される。気温の上昇によって高温抑制がおきる地域が増大し、日本全体としてはい

もち病多発生危険地帯は減少すると同時に、危険地帯は北海道、東北北部に移行する

と予想される。

【紋枯病】

紋枯病菌の菌糸発育最適温度が ～ ℃である。高気温年に多発生することが多28 32

い。病原菌の侵入、菌糸進展、病斑進展には気温と株内湿度が大きな影響を及ぼす。

一般に病斑の上位葉鞘への急激な進展は穂ばらみ期以降になるので、この時期に気温

が低いと病斑は上位葉鞘にまで進展せず、減収・品質低下等の被害は軽微に終わる。

気温上昇によって本病の多発生危険地帯は増大すると予想される。

【もみ枯細菌病】

30病原細菌は本田では穂枯れ症、育苗期には苗腐敗症を引き起こし、生育適温は

～ ℃である。このため前者の発生は関東以西、特に九州、中四国で多い。気温の35

上昇がイネ体上における病原細菌の増殖にプラス要因として働き、穂枯れ症の発生面

積を拡大させ、発生地域も北上すると推測される。

病害の発生には降雨、露等によるイネ組織の濡れ時間、湿度が重要であり、これに気

温、稲体の抵抗力、作付け時期、肥培管理等の多数要因が複雑に関与している。温暖化

は単に気温の上昇だけにはとどまらないので、病害の発生変動を予測することは現時点

では極めて困難である。今後、気象変動の数値シミュレ－ションモデルに基づいた変動

予測モデル作成の研究を進める必要がある。ここでは重要病害であるいもち病、紋枯病

（ ） 。及びもみ枯細菌病の発生が温暖化 気温の上昇 によってどの様に変動するか推測する

１．いもち病

高温抑制に関与する要因として葉の老化・抵抗力増強に伴う病斑数の減少、病斑進展

速度の停滞、病斑上の胞子形成数の減少、胞子離脱・飛散開始時間の遅れ等があげられ

る。

イネ葉は抽出中・直後が最も抵抗力は弱く、抽出後日数の経過とともに抵抗力を増す。

高温下では一枚の葉の抽出に要する日数は短くなり、老化速度が促進される。

病斑進展、胞子形成数と気温の日変化の関係を図１に示した。 ℃変温下（図中×32/25

印）では始めの８日間は急速に進展するが、その後は急激に落ち、停滞状態になる。胞

25/16 32/20子形成数でも同様な傾向が認められる。 ℃変温下（○）の病斑進展は初期には

℃変温より遅いが、徐々に上回る病斑長になる。なお、日変温 ℃は平常年の関東以32/25

西の７月中旬～９月上旬（沖縄の６月下旬～９月上旬 、 ℃は北海道の７月下旬～） 25/16



８月上旬、東北地方の６月下旬～７月上旬、関東以西の５月下旬～６月上旬の半順別平

均気温に近い温度域である。

病原菌の侵入には組織が露、雨滴等で濡れていることが必須条件で、侵入率、病斑数

は濡れ時間と温度で大きく異なる。 ℃では６時間が病斑形成までの最短時間で、濡れ25

時間が長いほど病斑数は多くなる。 ℃では最短時間は 時間前後であり、濡れ時間が15 12

長くなっても病斑数は ℃よりはるかに少ない（図２）ので、侵入に関しては夜間の気25

温の上昇が発病増加要因になる。とくに北日本ではこの影響が大きく働き侵入に好適な

条件の日が多くなると考えられる。５月から 月にかけての平均気温は、緯度１°の差10

が約 ℃である。同様の温度較差は標高の違いによってもみられ、 上昇するごと0.6 100m

に約 ℃低下する。0.6

図１ 気温の日変化と葉いもち病斑の進展 図２ 葉面濡れ時間中の温度と

ならびに分生胞子形成能（Kato et al.1974） 病斑形成数

２．紋枯病

山口県農業試験場露場での７～９月の気温測定結果と同県の本病発生面積の関係を図

３に示した。最低気温 ℃以上の日が少ない年は少発生、多い年には多発生になること25

。 、が明らかである 本田で初期病斑が形成されるのは平均気温 ℃に達した時期であり22.0

病斑の進展は日平均気温 ℃が最も速い（表１ 。28 ）

気温の上昇よって病斑進展に適した日数は増加するので本病の多発生危険地帯は緯度

の高い地帯まで拡大し、被害程度も高くなると予想される。



表１ 相対湿度100％下における日平均

気温と病斑進展の関係

図３ 最低気温25℃異常の積算日数と

（ ）紋枯病発生との関係 堀・安楽1971

３．もみ枯細菌病

穂枯れ症の発生には籾での病原細菌濃度が関係し、最少感染濃度は約10 ～10 cfu/mlと考2 4

えられる（図４）。病原細菌の増殖は温度に影響され、初期濃度を10 /mlにして温度の異なる条4

件下で静置培養した結果、細菌数が10 /mlに達する時間は31.5℃と28℃では36時間以内であ8

ったのに対し、16℃では72時間経過しても10 /ml以下であった（図５）。発病には籾が濡れてい6

ることが必須条件で、濡れ時間が長くなるほど発病が多くなる。また、病勢進展には温度も影響

しており、温度が高いほど発病は増加する（図６）。現在、東北地域において、穂枯れ症の発生

確認年が極めて少ないのは、西南暖地に比べ稲作期間の気温が低く推移し、上位葉鞘、穂に

到達する菌量、増殖量が少ないことによると考えられる。

図４ もみ枯細菌病（穂枯れ症）の発病と接種濃度の関係（對馬 1985）



図５ もみ枯細菌病菌の増殖に及ぼす温度の影響（對馬 1986）

図６ もみ枯れ病菌（穂枯れ症）の病勢進展に及ぼす温度の影響



Ⅵ－４－２ 温暖化が野菜の病害発生に及ぼすについて

【ナス科野菜の青枯病】

地温が高い時に被害の多いナス科野菜の青枯病は、温暖化が進むにつれて病原細菌の増殖が盛ん

になり、さらに相対的に各種野菜の青枯病に対する抵抗性が弱くなる場合が多いと予想される。こ

のため、病害の発生時期が長くなり、また発生地帯が拡大して、青枯病による被害面積が激増する

危険性がある。

【各種野菜の白絹病】

夏季の地温が高い時に被害の多い各種野菜の白絹病は、温暖化が進むにつれて病原菌の繁殖が盛

んになり、各種の野菜で白絹病による被害が多くなると予想される。このため、病害の発生時期が

長くなり、また発生地帯が拡大して、白絹病による被害面積が激増する危険性がある。

【ネギさび病】

春と秋に温暖で多雨の時に被害の多い傾向がある。さび病菌は被害植物上で夏胞子や冬胞子の形

、 、 。 、 、 。で越冬し 翌春 夏胞子を飛散して伝染する 春季から秋季に発生するが 夏には 一時終息する

冬季の温暖化が進むにつれて、病原菌の越冬量が多くなり、初発生時期が早まり、栽培期間中での

被害が大きくなる。また、冷涼な山間地や寒冷地では、発生時期が早まり、伝染の繰り返しが盛ん

になるため被害が拡大する。このため、病害の発生時期が長くなり、また発生地帯が拡大してさび

病による被害面積が激増する危険性がある。

野菜病害の発生には温度（気温、地温 、湿度（降雨、露、空気中の相対湿度 、病原の多少および） ）

。 、 、野菜病害に対する野菜自身の抵抗性などが複雑に関与している このため 地球の温暖化現象のみで

野菜病害の発生変動を予測することは、極めて難しい。ここでは、将来年平均気温が3.5℃上昇すると

予想して、気温の上昇に伴って起こる環境要因の変動に影響されて、主要な野菜病害の被害がどのよ

うに拡大するか、３種の重要病害を例にして推定した。

１）ナス科野菜の青枯病

ナス科野菜の青枯病は、高温性適応性の病原細菌の一種が野菜を侵すために起こる。病原細菌の増

殖適温は35～37℃であり、地温が30℃以上で排水が不良な施設栽培や露地栽培で発生が多い。このた

め、抵抗性品種・台木の利用、土壌殺菌の励行、畑の排水を良くしたり、土壌pHを発生しにくい状態

に管理するなど耕種的な防除技術を組み合わせて総合的に防除しているのが現状である。

温暖化が進むにつれて、現在は高温性で、主として夏季に被害が大きい青枯病が被害時期や発生地

、 、 。帯を拡大し 春秋にも被害が大きくなり また寒冷地や高冷地にも被害地帯を拡大する危険性がある

この場合に、野菜の生産水準を維持するためには、高温に耐えうる作目、品種の変化が起こり、作型

が変更されるために、病害の発生状況も大きく変化すると考えられる。このような栽培環境の変化に

よって、病害の発生様相も大きく変化するために、新たな病害の診断技術・同定技術の開発、発生生

態の解明や既存の防除技術に加えて、新しい防除技術の開発など技術的な対応が必要になると考えら

れる。



２）各種野菜の白絹病

各種野菜に発生する白絹病は、高温適応性の病原糸状菌の一種が野菜を侵すために起こる。病原菌

の生育適温は32～33℃であり、地温が25～35℃以上の畑で発生が多い。病原菌は土壌中で菌核によっ

て越冬するが、5℃以下の期間が長くなると死滅する割合が多くなる。生育に適した温度条件下で、土

壌表面近くに大量の未熟堆肥や植物残さがあって、適度な土壌水分状態の時に病原菌の繁殖が盛んに

なり、被害が激増する。

このため、完熟した有機物の施用、土壌殺菌の励行、畑の排水を良くしたり、石灰を施して土壌pH

を発生しにくい中性近くに矯正するなど、耕種的な防除技術と化学的な防除技術を組み合わせて防除

しているのが現状である。

温暖化が進むにつれて、現在は高温性で、主として夏季に被害が大きい白絹病が、越冬した伝染源

の増加や発病適温になる時期が長期化することによって、被害時期や被害地帯を拡大し、春秋にも被

害が大きくなり、また寒冷地や高冷地にも被害地帯を拡大する危険性がある。この場合に、野菜の生

産水準を落とすことなく、維持するためには、高温に耐えうる作目、品種の変化が起こり、作型が変

更されるために、病害の発生状況も大きく変化すると考えられる。このような栽培環境の変化によっ

て、病害の発生様相が大きく変化するために、新たな病害の発生生態の解明や既存の防除技術に加え

て、新しい防除技術の開発など技術的な対応が必要になると考えられる。

３）ネギさび病

ネギさび病菌の夏胞子の発芽は、気温9～18℃で盛んになり、24℃以上では少なくなる。暖冬の年に

は、伝染源から夏胞子の飛散が早期に起こるために発生が多くなる。近年は、暖冬傾向にあるため、

各産地で早春から被害が発生して、被害面積が増加している。

このため、早期診断と薬剤による初期防除の徹底が大切であり、また肥料切れすると被害が大きく

なるので、施肥管理を適切にして耕種的な防除技術と化学的な防除技術を組み合わせて防除している

のが現状である。

冬季の温暖化が進むにつれて、さび病の発生地域、発生期間が拡大する。越冬した伝染源の増加や

発病適温になる時期が長期化することによって、被害時期や被害地帯が拡大し、さらに現在の寒冷地

や高冷地にも被害地帯を拡大する危険性がある。この場合に、野菜の生産水準を維持するためには、

高温に耐えうる品種の開発などの変化が起こり、作型が変更されるために、病害の発生状況も大きく

。 、 、変化すると考えられる このような栽培環境の変化によって 病害の発生様相も大きく変化するので

新たな病害の発生生態の解明や既存の防除技術に加えて、さび病抵抗性品種の開発や生物的防除など

の新しい防除技術の開発など技術的な対応が必要になると考えられる。



Ⅵ－４－３ 温暖化が果樹病害の発生に及ぼす影響について

【カンキツグリーニング病と媒介昆虫ミカンキジラミ】

グリーニング病は熱帯・亜熱帯地域に分布し、我が国では沖縄県で発生が認められ

ている。この病原菌は媒介昆虫のミカンキジラミによって伝搬される。キジラミは現

在のところ、奄美大島以南 でしか発見されていないが、温暖化によってキジラミの

分布が北上する

可能性は否定できない。ただ、キジラミがいても罹病樹がなければグリーニング病は

、 。蔓延しないので 罹病樹を持ち込まないことが本病の分布拡大を防ぐ上で重要である

【リンゴ白紋羽病】

病原糸状菌は土壌伝染性であり、りんごの根部を加害するため、地上部を衰弱させ

枯死に至らせる。発育温度は11.5-30℃であり、温暖地に多いと考えられる。

気温上昇により秋期～春期の活動が旺盛になると発生を助長させる可能性がある。

【果樹の黒星病】

果樹に発生する黒星病には５種類の病原菌がそれぞれ関与しており、これらの病原

菌の活動の適温は比較的低く、気温の比較的低い春期から梅雨期に発病し、夏期には

病勢進展は停滞するが、秋期には気温の低下に伴い再び感染の好適条件となり、翌春

の伝染源を多くする要因となる。温暖化に伴う秋期発病の増大や暖冬による休眠覚醒

や耐寒性への悪影響により、病害の多発生や栽培適地の移動に伴う発生分布の拡大が

予想される。

１）カンキツグリ－ニング病と媒介昆虫ミカンキジラミ

カンキツグリ－ニング病は熱帯、亜熱帯のカンキツに発生する重要病害である。本病

は接ぎ木や２種のキジラミ： ミカンキジラミとトガリキジラミ科の一種(後者を以下、T

Eと略す)によって伝搬される。種子伝搬はないと考えられている。グリ－ニング病の分

布とキジラミの分布には極めて密接な関係があることから、キジラミがグリーニング病

伝搬の主因になっていると推定される。我が国にはミカンキジラミが奄美大島以南に分

布しているが、グリ－ニング病は発生していなかった。ところが、近年になって沖縄本

島でも発見され問題になっている（温暖化以外の原因で侵入したと思われる 。）

２種のキジラミが発生するレニュオン島において、TE は標高500m以上の冷涼で高湿な

地域に分布しているのに対し、ミカンキジラミは海岸近くの高温乾燥地帯でよく増殖す

る。また、中国南部の標高1,385m 以上、ネパ－ルの 1, 000m以上の地域ではミカンキジ

ラミの生息は確認されていない。これらから、ミカンキジラミの増殖適温は TE よりも

高いと思われる。また、ミカンキジラミはミカン科の植物にしか寄生しないが、カンキ

ツ類よりもゲッキツが増殖に適しているようで、前者でほとんど寄生が認められないと

きでも、後者では多数の個体が採集できる（ただし、ゲッキツではグリ－ニング病菌は

増殖できないといわれている 。この植物は熱帯、亜熱帯に分布し、九州中部以北では冬）

期に枯死する。ゲッキツの分布もキジラミの生息域限定要因の一つと考えられるが、今

後の検討課題である。いずれにせよ、温暖化はミカンキジラミの分布北上に有利に働く



ので、今後の発生動向に注意をはらう必要がある。

カンキツが永年作物であり、媒介キジラミがカンキツ以外の寄主でも増殖できること

から、本病はいったん蔓延すると、根絶が困難な病害である。グリ－ニングそのものの

化学的防除防除法については多くの試験が行われているが、グリ－ニング病が根治され

た事例はない。また、ミカンキジラミは殺虫剤に感受性が高いため、薬剤散布によって

カンキツ園の個体群を防除することは容易である。ただ、カンキツ園周辺にゲッキツな

どの代用寄主がある地域では、たびたび薬剤散布を行う必要がある。このようなことか

ら、キジラミの常発地域はもとより、近接地域においてもグリーニング罹病樹を持ち込

まないことが最も重要なグリ－ニング病発生防止対策となる。
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２）リンゴ白紋羽病

本病は一般的に開墾後年数の古い平坦地に発生しやすいといわれ、その発生要因として

は、主に土壌の種類、土壌環境（過湿、乾燥 、粗大有機物の大量投入などが関わってい）

ると言われている。しかしながら、 年に実施された発生実態調査によれば、青1986-1989

森県、秋田県の東北北部では紫紋羽病の発生が多く、群馬県で白紋羽病と紫紋羽病の発生

は同程度であり、長野県では圧倒的に白紋羽病菌の発生が多いという調査結果が出ている

ことから（第１表 、温度差が発生に関わっている可能性もあるが、気温と発病との関係）

を具体的に示したデータはない。白紋羽病菌の発育温度は ℃であり、紫紋羽病菌11.5-30

では ℃と言われており、発育温度の最低温度の差が白紋羽病発生の差となっている7-35

可能性がある。長野県と青森県では平均気温で１℃、最高気温で ℃長野県の方が高い2.7

、 、 。が 長野県と秋田県では平均気温がほぼ同じで 最高気温が長野県で１℃高いのみである

しかしながら、りんごの生育状態を示す１つの指標であるリンゴの開花時期は最近７年間

の平均で長野県の方が秋田県より平均して４．７日程度早く、高温と降雨が発生に関わる

と言われる斑点落葉病の発生の急増期は、長野県では６月中・下旬頃であり、秋田県では

７月上・中旬頃であることから、長野県と秋田県にも統計上は現れない温度差があると考

えられる。

第１表 白紋羽病菌と紫紋羽病菌の発生状況

白紋羽病 紫紋羽病 両者混在 備 考

調査樹に対する発生率( )青森県 津軽 ％ ％ －0.5 3.6 1985-1986

調査樹に対する発生率( )県南 －0.2 5.8 1985-1987

調査樹に対する発生率( )秋田県 中央以南 ％ ％ －0.0 2.9 1985

調査樹に対する発生率( )県北 －0.1 4.5 1985

紋羽病発生園率( )群馬県 ％ ％ ％28.9 48.5 8.5 1985~1987

紋羽病発生面積( )長野県 －28,480a 3,466a 1985



３）果樹の黒星病

の気候変動予測では、気温の上昇は海洋より陸上、低緯度より高緯度、夏より冬IPCC

のほうが著しく、暖冬傾向になると予測されている。一般に温帯果樹は生育停止後、徐々

に自発休眠に入り、秋になり気温の低下とともに自発休眠が進む一方で耐凍性を増し、厳

しい冬を強制休眠で乗り切るとされている。ところが暖冬下では休眠の覚醒が不十分とな

って発芽、開花の遅延が起こり、収量が減少することが知られている。このように暖冬傾

向によって果樹の栽培環境が変化し、栽培適地の移動が予想されている。

果樹の黒星病には表１に示したように、５種類の病原菌がそれぞれ関与しており、リン

ゴ、ナシの黒星病は発生量及び被害程度から重要病害であり、核果類ならびにカキの黒星

病も果実に発生するため防除対策が必要である。リンゴ、ナシ、モモ、カキに発生する黒

星病は、第一次伝染源として機能する有性胞子の存否を除けばほぼ同様の発生生態を有し

ており、これらの防除には春期の第一次感染の防止が重点であり、また、越冬伝染源とな

る秋期発病を抑えることも重要である。温暖化の影響により樹体が病原菌の感染に曝され

る秋期の期間が長くなることによる多発生や、上述のように栽培適地の移動に伴う発生分

布の拡大が予想される。

表１ 果樹に発生する黒星病の種類と病原菌

樹種 病原菌

Venturia inaequalisリンゴ

V. nashicolaナシ

V.pirinaセイヨウナシ

Cladosporium carpophilumモモ、スモモ、アンズ

Fusicladium levieriカキ



Ⅵ－４－４ 温暖化が茶病害の発生に及ぼす影響について

【炭疽病】

温暖化に伴い温暖期に発生する炭疽病の春の発生開始時期が北九州から関東東海地

方にかけて早まるとともに、秋の終期も遅くなり、越冬病源も増加する。また、温暖

化と降雨量の増加により炭疽病の発生が活発化した茶園では常時多発生状態となり、

防除に関わる資材、労力は増加する。茶園の病原菌量が非常に高くなり、炭疸病では

耐性菌の出現により防除効果が低下する可能性がある。

【輪斑病】

温暖化に伴い輪斑病も春の発生開始時期が早まるとともに、秋の終期も遅くなり、

輪斑病では越冬病源も増加すると想定される。また、温暖化により輪斑病の発生が活

発化した茶園では常時多発生状態となり、防除に関わる資材、労力は増加する。茶園

の病原菌量も非常に高くなり、輪斑病でも炭疽病と同様に、耐性菌の出現により防除

効果が低下する可能性がある。

【赤焼病】

赤焼病など寒冷期に発生する病害については、冬の厳寒期が消滅することにより厳

寒期の発生休止期が無くなり、短期二極化していた発生消長（図３）が長期一極化す

る。また、寒冷期の病害でも同様に防除に関わる資材、労力は増加する。さらに、茶

園の病原菌量が非常に多くなるので耐性菌の出現により防除効果が低くなる可能性が

ある。

茶病害は通年発生し、温暖期に発生する病害の発生量は温暖期の最高気温によるが、

秋から春にかけての最高気温により発生の開始、終焉、越冬伝染源量が左右される。寒

冷期に発生する病害では冬の厳寒期により発生が抑制される。茶病害には気温が重要で

あるが茶病害の多くは雨滴媒介性のため降雨、濡れ時間、湿度も重要な要素となる。温

暖化と降雨量の増加で茶園での病原菌量を飛躍的に増加させる。ここでは茶の重要病害

である炭疽病、輪斑病、赤焼病の発生が温暖化によりどの様に変動するか推測する。

１）炭疽病

炭疽病の感染には降雨時間の関与が大きいが、新葉が濡れている継続時間が 時間以12

上必要で、さらに気温が炭疽病菌の生育適温である ～ ℃に維持されると感染発病率25 27

は高くなる（図１）南九州では一番茶での発生があり、生育期間の発生量は多く、北九

州から関東東海にかけては一番茶での発生は問題とならず、関東及び中山間地の冷涼地

では生育期全体の発生量も少ないとされている。しかし、近年は全国的に頻発する局地

的な豪雨の影響もあり、炭疽病の多発生が見られている。また、南九州では従来少なか

った秋芽での炭疽病の発生が増加しており、一番茶から生育期全体を通じての発生が増

加している。さらに近年、関東でもこれまで比較的少なかった炭疸病の発生が多く認め

られるようになったため、関東でも本格的な炭疸病防除対策が必要となってきた。治療

系のベンズイミダゾール系殺菌剤、チオファネートメチル系殺菌剤に対する薬剤抵抗性



は現在も高いままに維持されているが、新規の治療系脱メチル化阻害剤の登場で問題は

解消してきている。今後は脱メチル化阻害剤の使用も増加する傾向のため、脱メチル化

阻害剤の耐性菌発生状況も明らかにする必要がある。

２）輪斑病

輪斑病の場合、摘採とほぼ同時に葉や枝の傷口に付着した胞子は、真夏の高温条件下

では ～ 時間で葉や茎の組織内に侵入を開始する。春から秋まで、時期を変えて接種2 3

試験を行い 摘採した結果 摘採した時期の最高気温と発病葉数と関連が認められた 図、 、 （

２ 。輪斑病でも頻発する局地的な豪雨の影響で輪斑病の多発生が見られ、南九州では従）

来少なかった秋芽での輪斑病の発生が増加している。最近、輪斑病菌が潜在菌の状態で

茶園に大量に越冬し、年により越冬量が増減していることが明らかになった。越冬葉で

の潜在菌の増加は一番茶での輪斑病の発生に関連があると推測されている。一番茶期で

。 、の気温が上昇すれば発生量は増加すると思われる 秋芽での発生が増加した南九州では

近年、一番茶から発生が見られるようになり、生育期全体を通じて輪斑病の発生が多く

認められるようになった。輪斑病では現在もベンズイミダゾール系殺菌剤、チオファネ

ートメチル系殺菌剤に対する薬剤抵抗性は高いまま維持され、防除効果を低下させてい

る。

３）赤焼病

赤焼病は冬季の気象条件と発生が密接に関連しており。病原菌の感染は初冬の 月か12

ら増加し始めるが、 月前後の厳寒期は病原菌の増殖にも不適なため 月から増加を始1 12

めた茶葉内の病原菌は一端減少する。早春の２月からの最低気温の上昇にともない再び

増加を始める（図３ 。現在、南九州では寒冷期に発生する赤焼病が増加している。 月） 2

から茶葉内の病原菌も増殖を始め、感染量も一気に増加する。温暖化により 月の厳寒1

期が消滅すると 月から増加し始めた病原菌は衰えることなく、長期間増殖するため茶12

園内の汚染量は増加し、感染量は飛躍的に増加すると推察される。現在の防除方法は銅

剤の予防散布で最も効果があるが、冬季の雨量の増加等で効果が安定しなくなる。




