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水稲の作柄に関する委員会（第５回） 議事録

１ 開催日時：平成21年３月11日（水）16:00～18:00

２ 開催場所：農林水産省統計部第３、第４会議室

３ 出席者

（委 員）畑中孝晴座長、秋田重誠委員、黒田栄喜委員、近藤始彦委員、

丸山幸夫委員、諸岡浩子委員

（事務局）大臣官房統計部長、統計部生産流通消費統計課長ほか

４ 議事

(1) 平成20年産水稲作柄の総括について

(2) 平成21年産水稲10a当たり平年収量について

(3) その他

５ 議事録

○加藤生産流通消費統計課課長補佐（総括）（以下「総括」という。） それでは定

刻となりましたので、ただいまから第５回の水稲の作柄に関する委員会を開催させて

いただきます。

委員の皆様におかれましては、年度末の大変お忙しい中ご出席いただきまして、ま

ことにありがとうございます。私は、本日の司会を担当させていただきます、生産流

通消費統計課の加藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

なお、本日は長谷川委員におかれましては、ご都合によりご欠席でございます。

それでは、早速ですが、委員会の開催に当たりまして、長統計部長からごあいさつ

を申し上げます。

○長統計部長（以下「部長」という。） 会議の開催に当たりまして、一言ごあいさ

つ申し上げます。

本日は、年度末の大変お忙しい中、この会合にご参集いただきまして、委員長をは

じめ皆様方、大変ありがとうございます。

水稲の作柄に関する検討会については、昨年３月から、20年産につきましてご議論

いただき、おおむね今日で一巡するということでございます。昨年のこの議論、米を

めぐる状況の中では、特に生産調整を確実に取り組む問題、その中で私どものご議論

いただいております、この平年収量とか、生産量、作付面積、全般にわたって統計数

値に対して、ますます精度、その背景の説明を我々が求められているということは、

ある意味では世間の注目を浴びているという意味で、今回のこれまでのご議論、大変

ありがたく感じているところでございます。

そんな中で本日は、大きく２点ご議論いただきたいと思っております。１点目は、

昨年、20年産の水稲の生産状況の検証・分析。特に、近年の温暖化が水稲の収量に与

える影響ということで、本日、委員としてもお見えいただいている秋田先生をはじめ、
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温暖化に関する検討会を18年から足かけ２年にわたりましてご議論いただきました。

そういったことが昨年の20年産についてもどういった形であらわれているのか、そう

いった検証を私どももできる限り行いましたので、そういった観点につきましても20

年産の全体の検証の中でご議論賜ればと思っております。これが１点でございます。

２点目は、いよいよ今年の21年産に向けての平年収量についてのご議論をいただき

たい。平年収量自体は共済の基準になるものであります。また、生産調整の面積への

換算、あるいは当然、作況指数ということで、さまざまな政策の基準になるものでし

て、また先ほど申しましたように21年産もいろいろな意味での注目を浴びるというこ

とでございますので、こういった観点についても、これまでのスムージング・スプラ

インですとか、昨年の検証を踏まえ、そういった数値を提示いたしますので、ご議論

いただきたいと思います。

簡単でございますが、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。

○総括 カメラ撮りはここまでとさせていただきますので、これ以降の撮影はご遠慮

願います。また、カメラ撮りだけの方は、ここでご退出願います。

それでは、議事に入ります前にお手元の資料について確認させていただきます。配

付資料一覧のとおりでございますが、不足等がございましたら、事務局までお声かけ

をお願いいたします。

よろしいでしょうか。

なお、本日の委員会については公開により行います。また、議事録についても、農

林水産省ホームページに掲載いたします。事前に委員の皆様に確認をいただいてから

公表することとしておりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、これからの議事進行は畑中座長に交代いたしますので、よろしくお願い

いたします。

○畑中座長 それでは、恒例のことでございますので、進行係を務めさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。

本日の議事はお手元にある議事次第のとおりでございますので、これに沿って進め

たいと思います。ご協力をよろしくお願いいたします。

それでは、最初に「平成20年産の水稲の作柄の総括について」、事務局のほうから

ご説明をいただきます。よろしくお願いします。

○宮本生産流通消費統計課課長補佐（普通作物統計班担当）（以下「普通作物班担当

課長補佐」という。） 生産流通消費統計課で普通作物を担当しております宮本です。

私からは、20年産の総括という形で、20年産水陸稲の収穫量と、もう１点、昨年に引

き続きまして温暖化の観点から見た検証ということで、これは資料№３に当たります

が、この２点についてご説明させていただきたいと思います。

まず最初に、20年産水陸稲の収穫量ということで作柄でございます。昨年の12月９

日に公表してあります資料№１でございますが、ここにあるとおり、作況指数につい

ては、おおむね天候に恵まれて、登熟も順調に推移したということで作況指数102と

いう形になっております。同じくこの図の中にありますとおり、ブロック別に見ても、

各ブロック100を超える作柄でありました。

気象関係の資料については、資料№２から添付させていただいておりますが、２－
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１については気象庁から発表されたものでございます。特に、夏、７月は気温も高く

て日照時間もかなりあり、台風については上陸数がゼロという形で整理されておりま

す。

水稲の期間で見ますと、２－２にグラフで整理しております。20年産における気象

のポイント、水稲の生育期間中のポイントになるところは、全般的に５月中旬に低温

が少し入って、５月下旬から６月にかけて日照不足が少し入ってきた。７月から８月

上旬にかけては高温で、日照時間も確保されたということ。８月中旬については、こ

の委員会の中でもご心配いただいたところですが、かなり強い低温が入り、それ以降、

少し日照不足の地域がありました。９月上旬には高温多照傾向で回復したのですが、

関東以西からは９月中旬以降、少し日照不足で推移した。ただし、東北と北海道につ

いてはかなり天候に恵まれて登熟も順調だったということです。

ブロック別に見ていただければ、資料２－３の２ページに地図でブロック別にどう

いう状況だったかを出しております。これは月で一まとめにしていますので、月毎の

中旬、下旬とかの状況は入ってないんですけれども、特徴的なところは６月に日照不

足気味だったというところで、この日照不足が特に九州から近畿にかけて日照不足の

傾向。

７月については全般的に梅雨明けも早かったということでかなり回復して、日照時

間も西はかなりあったということですけれども、北海道の函館のあたりから東北の日

本海側から宮城にかけまして、これは７月中下旬ですけれども、少し日照不足が入っ

ております。

８月につきましては、東北、北海道が少し気温は低めで、今度は８月中下旬で、東

北の太平洋側から北関東にかけて日照時間がやや少なくなりました。宮城につきまし

ては７月と８月、両方の日照不足の影響を受けたこともありまして、100を下回る作

況指数になりました。

９月になりますと、特に北海道から東北にかけて日照時間が非常に多かったのが一

つの特徴でございます。

収穫期までの間、９月21日から10月18日で切っておりますけれども、ここで少し九

州のほう、やや高温気味ですけれども、降水量の部分がかなり増えていまして、台風

は上陸していないものの、９月下旬の接近に伴いまして秋雨前線が刺激を受けてかな

り雨が降った。特に鹿児島から熊本にかけて倒伏等も見られ、穂発芽等も見られたと

いう気候であったと思っております。

そういった気象を受けまして、参考資料№３－３を見ていただければ、ブロック別

に今年の状況がどうだったかというところが見れるかと思います。

１枚めくっていただきますと、県別に全般を通しての生育経過を表にして整理させ

ていただいております。

まず、収量構成要素の中の穂数に至るまでの関係で茎数ですけれども、８月の作柄

委員会の中でもご指摘いただいた疎植指導の県もあるんですけれども、それ以外に５

月中旬の低温であるとか６月の日照不足という部分を受けまして、分げつがやや抑制

された部分から茎数がちょっと少なめになりました。この影響により穂数については

各県やや少なめで、一穂当たりもみ数につきましては、２ページの中央寄りですけれ
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ども、穂数が少なかったことに伴う補償作用という形でかなり多かったということで、

全もみにつきましては全体的に多くなりました。

登熟については、順調に推移してきたという結果で、全もみ数の多いところが登熟

もそのまま順調に推移してきたのかなと考えております。

もみ数のところまでは９月の作柄委員会まででご説明させていただいたものですか

ら、それ以降の登熟の点だけ一点、ご説明させていただきたいと思います。

参考資料№３－１に９月15日現在と10月15日現在の10ａ当たり収量と作況指数を整

理しておりますが、10月調査から収穫期まで指数はもう動いてないものですから、こ

の10月が実際には、ほぼ実績という形で見ていただけたらと思います。ここで作況指

数の動きという中で、東北につきましては先ほどの９月以降の天候に恵まれて、１か

ら２ポイントほど指数については増加してきていると。

関東以西では９月中旬以降の低温などの影響を受けている地域がございます。埼玉

につきましては、８月の降雨の影響等によります登熟不良等もあったということで下

がっております。

東海につきましても、日照不足の影響による病害の発生が出ている。

また、九州が各１ポイントから２ポイント登熟の部分で低下してきておりますけれ

ども、ここが９月中旬以降の日照不足、もう一つは日較差が少し少なくなってきたと

いう部分で、指数としては下がっていると、更に、熊本と鹿児島とかにつきましては、

先ほど触れさせていただきましたけれども、倒伏による穂発芽なども発生しまして、

指数が下がってきております。

登熟においては、全般的に北海道から東北の米主要地帯についてはかなり良くて伸

びた一方、関東以西の一部と九州については、９月中旬以降の日照不足等の影響から

低下傾向で推移してきたところでございます。

資料№１の中では、特に２ページの調査結果の部分は登熟を中心にこういう形でブ

ロック別に書かさせていただいております。

その他の20年産の関係の資料としましては紹介だけにとどめさせていただきます。

一つは20年産の資料としまして、参考資料№２では品種別の状況を２月に公表して

おりますのでこれをつけさせていただいております。品種別の収穫量の状況というこ

とで、これは品種別に20年産も１位が「コシヒカリ」ということで15品種掲げており

ますけれども、順位変動は８位、９位の入れかわりだけで「ななつぼし」と「つがる

ロマン」が入れかわっております。「つがるロマン」が減ったというよりも、両方増

えているんですけれども「ななつぼし」の増加が多かったという形で順位が入れかわ

っているかと思います。

参考資料№３－２につきましては、先ほど説明させていただいた20年産水稲を農業

地域別に文字で整理したものでございます。

参考資料№３－４につきましては、累年として色分けした作況指数と、いつも議論

になっております品質の関係で、１等米比率について、過去からの部分を色分けさせ

ていただいております。

参考資料№４につきましては、８月15日現在、９月15日現在、10月15日現在の調査

に向けて、今年度いただいた当委員会の提言を参考につけさせていただいております。
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以上が20年産水稲の作柄に関する部分です。

次に、温暖化についての検証の部分でございます。これにつきましては、まず参考

資料№５に、先ほど部長からもご紹介がありましたとおり、昨年の委員会の中で温暖

化の議論を進めていただきました。これにつきまして、19年12月12日に取りまとめと

いう形でいただいたものでございます。このポイントに基づきまして、20年産につい

ても検証を進めていったということでございます。

参考資料№５にありますとおり、気温についてはずっと上昇傾向で推移し、九州に

ついては作況指数がずっと低迷し、かつ、品質も悪くなっていると。逆に北海道はか

なり作柄が良い年が続いている。これが温暖化の影響によるものではないかというこ

とで議論していただきました。検討いただいた中では、九州につきましては、特に出

穂以降の最低気温の上昇といったものが、登熟期の品質、収量ともにマイナスに影響

しているのではないかと。

ただ、北海道につきましては、特に夏の気温上昇は明確にあらわれていない。冷害

の危険性が減ったかというとそうでもない。むしろ、多収性品種への移行、あるいは

成苗植えとかいった技術要因ではないかという結論に至っております。

裏面のページはそれを踏まえて、昨年の20年産の平年収量から改良させる点を整理

したものであります。特に出穂前後81日間でやっていた部分を出穂前、出穂後に分け

て整理したとか、これを反映して新しい算定方法に見直したところでございます。

また、昨年そういった検討会の中で各農業関係者や試験場等からもお聞きした意見

等も踏まえて、平年収量の今後の見通しという動向で整理させていただいたものが19

年12月のポイントでございます。

具体的に20年産水稲での検証につきましては資料№３で整理させていただいたとこ

ろでございます。

１ページ目につきましては、各都道府県別の作況指数を作柄の良否に合わせて色分

けをさせていただいています。宮城につきましては先ほど７、８月両方の日照不足の

影響、佐賀についても100を下回っていますけれども、その他はおおむね作況指数100

を超えている状況でございます。

２ページ目でございます。今回も検証のポイントとしましては３点挙げさせていた

だきました。

北海道につきまして、冷害の危険のある７月はどうだったかというところ。

続いて、九州北部についても登熟期の夜温、これについてはどうだったかと。

ポイントの３点目としましては、19年産で関東北部も九州に負けないほどかなり高

温だったにもかかわらず、１等米比率が90を超えていたというところで、その要因が

今ひとつ明確になっていなかったので、もう一度その点について20年産も同様に検証

してみました。

まず、最初の北海道でございます。北海道につきましては作況指数106という形で

非常に良かったんですけれども、網走につきましては不稔が発生しまして作況指数70

という形になっております。

４ページを見ていただきます。隣の地帯で作況指数が良かった上川と網走で比較し

ております。右の表の青囲みの部分が、出穂最盛期から逆算しまして、特に低温の影
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響を受けやすいと言われている減数分裂期、これが出穂前の10日から14日ごろと言わ

れておりますけれども、ここの部分がどうだったかという中で、上川については最低

気温も15度を超えておりますし、最高気温も20度を超えていると。

一方、網走管内でも特に北見市辺りが水稲作付の中心でございますけれども、ここ

については特に囲みの中で27日は特に10度を下回るような強い低温があったというこ

とで、特にこの中の前半が最低気温15度を下回ったり、最高気温も20度を下回ってい

るということでございます。

ただ、もう一点、青い点線で囲みをさせていただいております。ここが、特に北見

では、上川の危険期に当たります同じ日のところが最高気温も20度を下回って、最低

気温も15度を下回って、なおかつ日照時間がないという気象となっています。

ですから、ここが水稲作柄表示地帯としては隣ですけれども、この気象が少し上川

の方にかかっていたら、20年産についても低温による不稔等の発生があったのではな

いかということです。つまり上川についてはたまたま危険期を外れていたことと寒気

なり日照時間寡少となった地域がずれていたということによるものであり、北海道の

冷害の危険性が下がっているとは言えないんじゃないかと。

６ページに、技術的要因について整理させていただきました。まずは、品種構成の

推移という形で、特に「ななつぼし」が増えてきていて、ただ、「ほしのゆめ」も良

食味ということで一時増えてきていたんですけれども、「ほしのゆめ」については収

量がとれないということで最近減少に転じてきておりまして、高収量の「ななつぼし」

が上がってきているという部分で、品種構成でも逆に上げの要因になってきておりま

す。もう「ななつぼし」はほぼ「きらら」と同じぐらいの割合になってきているのか

ということでございます。

グラフ横の表は品種特性表から整理させていただいていたんですけれども、年産も

違うということで、ここにつきましては当方の基準筆成績の10ａ当たり収量で整理さ

せていただいたところでございます。

技術的要因の２点目としましては、冷害に強い稲体の確保ということで成苗植えが

高まっているということです。これも平年収量の検討会メンバーであった北海道十勝

農業試験場の田中委員からいただいたデータで引き続きこうなっているということで

ございます。

ポイント２点目の九州の作柄でございます。特に、九州北部については大体100の

作況指数前後で、南部の方が若干登熟期に、先ほど言った倒伏等はあったんですけれ

ども、おおむね高目で推移してきております。

この中で佐賀県について気象で整理させていただきました。８ページで19年、20年

を整理させていただいております。19年は、出穂期以降９月が最高気温、最低気温と

も非常に平年を上回っていたということで、今年についてはそれほどでもないんです

けれども、20年産の場合は９月下旬の日照不足、日照時間につきまして、平年比87％

で、９ページに表形式で整理させていただいております。

出穂日＋40日平均が、改正後の平年収量の算定式において、期間を分けた後半の部

分に当たり、出穂から刈り取りまでと見ていただければよろしいかと思います。あと

内書きで出穂日＋20日という形で内書きさせていただいたのは、先ほどの平年収量検
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討会委員でもありました九州沖縄農業研究センターの森田委員のところで整理されま

した、何日ぐらいまで高温を当てれば乳白未熟粒発生の影響があるかとの試験結果が

ありまして、そこから大体出穂後20日過ぎればあまり高温による乳白等の影響は少な

いだろうということで、出穂日＋20日も一応整理させていただきました。特にここの

部分の高温が品質に与える影響が強い期間であるだろうと見ていただければと思いま

す。

ただ、19年はかなり最低気温、最高気温とも平年を上回っている状況で推移してい

るということで、特に最高気温32度とか、特に出穂＋20日のところはかなり高いとこ

ろであったかと思っております。

20年産については特に出穂＋20日のところはほぼ平年並みということでございま

す。トータルで見ましても、後半のほうが若干平年を上回って推移しているのかとい

うことで、20年産も19年産ほどではないにしても平年を上回って推移しており、どち

らかというと最低気温が高いということで、日較差が平年より少なかったのと、やは

り日照時間が平年比87という形で推移したということでございます。

ですから、隣の表で最近の作柄ということで全もみ数のところでバツ、「やや少な

い」という形で来ておりますので、通常であれば補償作用で登熟が「やや良」のとこ

ろが、「平年並み」の登熟にとどまり、結果作況指数98になったのかということであ

ります。

一点、ここはデータとしてどれ位という形で出てないんですけれども、なぜもみ数

が少なかったということについて情報の中で、囲みの中の○のところで書かせていた

だいているんですけれども、７月が少し高温・多照に推移しているのでもみ数形成に

必要な段階で、逆に肥料切れを起こしたんじゃないかと。遅効性肥料でずっと来てい

るんですけれども、そこでの高温による窒素部分の溶け出しがかなり早くなって、肥

切れになったんじゃないかという情報も入っております。ここは後でまた、そういっ

た部分も含めましてご議論いただければと思います。

近隣の福岡県、長崎県はどうだったのかということは10ページに出させていただい

ております。温度で見ますと佐賀県ほど高くはなかった。どちらかというと平年並み

に近かったということでございますけれども、やはり日照時間が少なかったというこ

とで、福岡県と長崎県につきましても９月15日から最終作況までで１ポイントほど減

という形で推移したということでございます。

11ページは耐高温性品種の導入状況についてどうなのかということで整理させてい

ただいております。特に、この中では長崎県が一番「にこまる」が導入されてきてい

るんですけれども、まだそれでも20年産で１割にはまだ届かないという作付状況でご

ざいます。

また、その他の情報としまして、囲みの中に入れさせていただいておりますけれど

も、佐賀県は21年以降、耐高温、良食味の「佐賀37号」ですが、これは「あいちのか

おり」と「天使の詩」のかけ合わせたものですけれども、これの栽培拡大を計画中と

いうことで、ただ、具体的にどの位入ってくるのかはまだ不明ですけれども、そうい

った情報を書かせていただいてます。

あと３点目ですけれども、関東の作柄ということで、特に栃木県、群馬県、埼玉県、
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東京都のあたりが作況指数100前後で、比較的千葉県や茨城県といった少し刈り取り

が早いところは103、105と高いものですから、８月中旬以降の日照不足等の影響はそ

の分少なかったのかなと思っているところでございます。

栃木県につきまして分析してみました。19年産はグラフにありますとおり、最高、

最低気温ともかなり高く推移しておりますけれども、20年産は出穂日以降につきまし

てほぼ平年並みで推移したということでございます。ただ、８月中旬の日照不足の関

係がありますので、日照時間につきましては平年を下回っているということでござい

ます。

九州と同じように整理した表を14ページに用意させていただいております。確かに

19年につきましては、かなり品質に影響するであろう出穂日＋20日のところが、平年

比で見ますとかなり高いという状況であります。ただ、19年はかなり日較差が出てい

ることと、日照時間のところ、特に出穂日＋20日のところでは平年比164.2％でかな

り日照があったということで、19年も気温は高かったんですけれども、１等米比率に

つきましては92になったと。

20年産については、出穂日＋20日のところでは温度が昨年を下回るということで、

温度が高温となっていない。ただ、日照時間については前半非常に少なく、後半で少

し盛り返したということで、先ほど前ページのグラフの中でも９月上旬から中旬まで

の間は非常に盛り返したということで、登熟もそこでかなり盛り返したという情報は

伺っております。

あと、秋田委員からも、最近はずっと90％を超えていますけれども作柄の良かった

13年、14年産あたりは１等米比率が悪かった年もあるということですので、13年、14

年も入れております。特に悪かった13年産につきましても参考として出させていただ

いております。このときも日照不足という形が大きく品質に影響して、１等米比率が

かなり悪かった年だったということでございます。

検証結果を最後まとめさせていただいていますけれども、北海道につきましては依

然として冷害の危険性は残っていると。

九州についても、特に後半、登熟が若干抑制というか、佐賀で言うとやや良までに

は至っていないという部分で、引き続きマイナスへの懸念があるということでござい

ます。

栃木県について、今年に限っては収量と品質への影響は明確には見られなかったん

ですけれども、ここについても同じような気象条件で反対に１等米比率が悪かった年

もありますので、また引き続きここも注視しておく必要があるのかと考えているとこ

ろでございます。

最後のページは参考で、19年の温暖化の取りまとめのときにも出させていただいた

ものを直近の形で２年間分リバイスさせていただきました。ですから、とっている部

分が２年分、前回お示ししたところから動いており、14年や気温の低かった15年が落

ちて、気温の高かった19年と20年が入ってくるということで、大きな傾向としては変

わってはおりませんけれども、若干動いている部分があろうかと思います。マイナス

の影響なりが特に日較差、最低気温の上昇においても山陽、四国、九州北部周辺がマ

イナスの影響があるのかと。
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一方、食味ランキングにつきましても今年も整理させていただきました。20年産に

ついては、先ほど耐高温性で出てきた「にこまる」に初めて特Ａがつきましたので、

またこれが21年産にかけて「にこまる」の普及状況といったものがどう影響してくる

かという部分でも今後注目しておかなければならないと思っているところでございま

す。

私の方からは以上でございます。

○畑中座長 随分盛りだくさんのご説明をいただきましたけれども、２つに分けて、

一つは前年度の作柄、いろいろ先生方にご指摘いただいて調査をしていただいたわけ

でございますが、それについて結果が出ていますのでどうということはないんですけ

れども、大体ご心配いただいたような、東北、特に宮城辺りが７月の温度の影響を受

けているのではないかと。そのとおり出てきているのと、西のほうが若干いろいろな

ご注意がございましたけれども、あまり災害とか病害虫とかいうのは少なかったんで

すよね。

○普通作物担当課長補佐 はい、少ない年でした。

○畑中座長 少ない年だったですね。高温でもあまり虫も余計出たというわけでもな

いし、１等米比率もそんなに落ちてないということで。ご注意をいただきながら調査

をして結論が出ています。

まず、20年の結果について経過なり、いろいろなご意見をいただいたところとの関

連みたいなものがございましたらいただきたいと思います。わりと全般的に見て順調

な年であったのではないかと思います。台風が一つぐらいは来るんじゃないかと以前

に話がでたことがあるんですけれども。

○諸岡委員 結局、上陸はしませんでした。

○畑中座長 ちっとも上陸をしないという年は、わりあい珍しいというか数少ない年

だったのかとも思いますけれども。

○諸岡委員 はい。台風が上陸しなかった年は、1951年（昭和26年）の台風統計開始

以降４回目となります。

○畑中座長 被害もあまりなかったようですけど、高温の際の害虫は……。

○中島生産流通消費統計課長（以下「課長」という。） カメムシです。

○畑中座長 カメムシね。１等米比率は落ちてくるけれども収量にはあまり影響しな

いんじゃないかと思いますけれども。

20年はそういうことでございますので、何か特にあればですけれどもよろしゅうご

ざいますか。これは別に了承するとか何とかじゃなくて、こんなふうに決まりました

ということで……。

○丸山委員 解析も含めてでいいんでしょうか。

○畑中座長 はい、結構です。

○丸山委員 九州が登熟が全般的に落ちてという話だったんですけれども、結局佐賀

が当初の数値が100だったので日照不足で落ちて98になったので目立っているんです

けれども、100だった根拠がもみ数が増えてない……。

○普通作物班担当課長補佐 もみ数がやや少ないというところで、補償作用で登熟は

やや良で推移すると予想していたんですけれども平年並みにとどまったという形で…
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…。

○丸山委員 その解析が高温によって肥料の切れ方が早かったんではないかというこ

とだったんですけれども、そうするとその辺、ほかの県もそうじゃないかと思うんで

すが、そこではそうでもなかったように数字的には見えているんですけれども。特に

佐賀が鳥取みたいに非常に肥料を抑えているとかいうことが別途あるのではないかと

思えるんですけれども、その辺はいかがでしょうか。

○普通作物班担当課長補佐 実は森田委員にも少し九州の状況をお伺いしたときに、

佐賀は一発というか、遅効性肥料をして、適正な時にある程度追肥もしなきゃいけな

いんですけれども、そこの肥料切れを起こすところで追肥をやっておけば良かったの

ではないか。そういった点で少し追肥が足りなかったんじゃないのか。確かに、今回

長崎県も少し品質自体は悪くなっていまして、それも少し肥料切れという要因があっ

たという情報も聞いています。ただ、もみ数を左右する時期で出たのか、その後で出

ているかという時期の部分の差もあるのかとも思うんですけれども、佐賀で聞いてい

るのはそういったところの遅効性肥料が溶け出した時点での追肥の部分というところ

が適切にやられたかどうかという部分です。

ただ、じゃあこれまでもそのような形での栽培体系をとっていたのではないかとい

うこともあろうかと思いますが、とにかく７月、これだけ高温で推移した段階で想像

以上に早く溶け出したと。急に１年、２年で施肥量を減らしたということも聞いてな

いんですけれども、そういった中で特に今回の場合はそういった情報が出ているとい

うことでございます。

データでお示しできれば一番いいんですけれども、どうしても情報収集のところで

ございますので、そういった話で聞いたところです。

○畑中座長 これは施肥のやり方みたいなものですよね。富山県に調査に行ったとき

も兼業農家には一発やったら、あとは品質が落ちるので、どんなに照ってもいじるん

じゃないというのが農協さんの指導だったりするんです。そのかわり、本当に専業農

家の方は顔色を見ながら昔どおりに施肥を調整してきちっと穫ると。

○普通作物班担当課長補佐 葉色などの様子を見ながら適切に投与するといった指導

をしているとのことでした。

○畑中座長 だから、だんだん一発肥料になってきて、予想どおりに気候がいかなけ

れば、あれはわりあい早く効いたりいろいろするわけで、その辺のところは、どうし

ても省力化のため一発肥料が増えてきますよね。そういう問題が出てくるので、統計

としては非常に難しいですよね。統計の前提というのは、最大限善良な管理をするこ

とになっているわけですから、葉色があせてきても肥料はやらないというのだと、予

測するのなかなか難しいね。

○丸山委員 その具体的なデータが無いと解釈が非常に難しいと思います。

○畑中座長 難しいでしょうね。

○丸山委員 ええ。

○畑中座長 葉色計が出たころは一生懸命取り組んだけれども、現在結構葉色計は普

及しているはずなんだけれども、見ても肥料をやらなきゃ何もならない。

ほかに。今の問題はやっぱり温暖化みたいなものと絡むので、温暖化のお話をあわ
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せてご議論いただく。

秋田先生は水稲平年収量に関する委員会の委員長をおやりになってたので何か。要

するに、前からこの委員会でも冷害はわりと再現性もあるし実験もできるし、それに

比べて温暖化の影響というか高温障害みたいなものはなかなか再現も難しいし、春か

らのいろいろな履歴が積み重なってなるので、なかなかきれいな解析ができないとい

うお話だったんですけれども、その辺をいろいろ考慮してご検討なさったと思うんで

すが、いかがでございますか。

○秋田委員 全般的に北海道については説明いただいたとおりだと思います。一発、

時期が来れば、今でもまだ予想外の冷害の出る可能性もありますし、そういった意味

で温暖化の影響そのものは北海道では明確には出てない。だけど、これ全体を見てみ

ると、北海道の収量がもう東北に近いんです。このことはいずれは、またもう少した

ってから議論しなくちゃいかんことだろうと思っております。こんなに近くなってく

るということは、確かに今回の北に関してはプラスの効果というか。

ただ、諸岡さんにまとめてもらったところによると、南に比べて北日本では気温の

上昇率が小さいので、すぐに問題になることではないと思います。それに対して九州

ですけれども、今、丸山委員からあったように、確かに佐賀県だけを、今後の平年収

量の平年単収の提案にもかかわってくるのでコメントはあるんです。

というのは、丸山委員がご指摘になったとおり、佐賀県だけを特殊化する理由は分

けて考えなければいかん。登熟は全般に悪いんです。これ、たくさん資料があったの

で、どの資料を見てもそうなんですけれども、九州で佐賀県だけ登熟が特に悪かった

とか、登熟云々のことは言えないと思うんです。登熟は九州が大体どこも同じだった

と考えると、温暖化の影響そのものは九州全体に出てきていると考えていいのではな

いかと思うんです。

ただ、佐賀県の場合、今年作況が98に、他の九州各県に比べて下がった理由はもみ

数が足りなかったと。もみ数が足りなかったというのは登熟とは直接関係がない。む

しろ足らなければ、さっき補償作用で多少登熟が良くなることが期待されるぐらいの

ことですけれども、期待されるところもとにかく九州全体の登熟の条件が近年ずっと

好ましくなくなってくる。

要するに、最低気温が上がって温度較差がなくなる傾向が強くなっていることは見

えてきているわけですから、その影響が九州各県には出ているんだろうと思うんです。

佐賀県だけは、その上にもみ数が足りなかった。もみ数が足りなかった理由が佐賀県

固有の現象なのかというと、気象面から見るとあまりそれを説明できない。だから、

技術的要因として肥料の追肥の仕方という話が出てきていますけれども、それはかな

りしっかりしたデータがないとなかなか言い切れない。

もう一つは土壌要因があります。要するに、佐賀県の干拓土壌のようなところの肥

入れがほかの各県と違うか。いろいろな面から高温時のもみ数減についての解析がも

うちょっと必要かと思います。

○畑中座長 土壌要件というか、立地条件はあると思うんです。佐賀県は平野率が一

番高いし、もともと平たんなところで、かなり暗渠排水なんか今やってますけれども、

やはり違いますよね。長崎県とかほかの県に比べたら。
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○秋田委員 違います。

○畑中座長 最もやっぱり平たんなところですからね。

○秋田委員 平たんで、そういう土壌が……。

○畑中座長 だから福岡の筑後平野と比べても、やっぱり較差は少ないだろうし、昔

のクリーク地帯ですから、どんなに水位を下げようと思ってもほかとちょっと違うの

で、僕もそういう感じするんですけれども。佐賀県はわりと最近といいますか、ずっ

と気象的な災害にしても何にしても結構いろいろでこぼこがありますよね。

○秋田委員 そうですね。

○畑中座長 昔から、佐賀県は優秀で、あまり上下のしないところだったと思うんで

すけれども、近年は塩害がでるなど、いろいろなのがあるので、見ていくのになかな

か難しい県になってきた感じがしますね。

○秋田委員 ええ。ですから、そこの点が今日は気になって、ずっと九州各県の気象

を比較をして見ても、あまり佐賀県だけを正面からは特殊化できない。したがって、

佐賀県だけを作況面で温暖化の影響を見ていくという補正の仕方だと、かなり佐賀県

固有の理由が要るだろうという気がします。

○畑中座長 同様の思いで、今のお話しのような佐賀県の問題をどう見ていくかとい

うのが一つあるんだろうと思いました。

○秋田委員 そうですね。

これはこの委員会とは直接関係ありませんが、１等米比率は明らかに温暖化の影響

なんです。九州北部を見てもらうとべったりと最近、とにかく九州が下がってきてい

る。明らかに温暖化の影響は品質面には出ていることは明らかです。

収量面にも今のような形で、ほんとうだったら今年のような気象だったら九州はも

うちょっと上がってもいい。台風もない、病害もない、それにもかかわらず平年並み

だった、なかりせばの収量に倣っているわけです。それが温暖化の実態なんだろうと

は思います。

○畑中座長 北海道は品種的なものもかなり出てきますし、私は小豆もやっているん

ですけれども、秋が長いと向こうの方はよく言うんだけれども、秋に早霜が来たりな

んかするのはあまり無くなってますので、稲作物も登熟期間長くなってますよね。す

るとどうしても北海道が収量上がってくることがあるんだろうと思うんです。

一時この委員会でも、北関東、栃木とかあの辺の収量がどんどん上がって、平年収

量もそれにつれて上げていったときになぜだろうというのを調べていただいたことが

あるんだけれども、これから気にしていただくのは北海道とか佐賀とか、南と北のと

ころがやっぱり先生方の頭にある県だと思います。

○秋田委員 今言いましたこと、参考資料№３－１です。これを見ていただくと九州

のところだけが要するに登熟が悪くなっているんです。作況指数が９月15日から10月

15日にかけて、この１か月の間に下がっているのは九州です。

○畑中座長 はい。

○秋田委員 四国も多少下がっているけれども、こういう下がり方をしているのはほ

かの地域にはなくて、こういったことがあって、登熟条件は九州は良くなかったんだ

ろうということが一般的に言えると思います。これがむしろ温暖化の影響であって、
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やるんだったら、これ、ほとんど各県とも悪くなっているわけだから反映をさせられ

るべきであって、その上に佐賀県の作況指数が100を切って98になった。それはむし

ろもみ数減。その理由は佐賀県固有のものではなかろうかという解析になってくるん

じゃないかという気がちょっとするんです。

以上です。

○丸山委員 ただ、今の今年のご説明もそうだし、私もそう思っているんですけれど

も、今年の場合は九州の収量の減少は温暖化とは直接関係がないだろうと。日照不足

ということで温度は平年より若干今年の場合は低かったというデータでしたよね。

○普通作物班担当課長補佐 九州は若干高い……。

○丸山委員 高いんでしたっけ。

○普通作物班担当課長補佐 登熟期間でみても……。

○丸山委員 若干高いんだけれどもそんなには高くない。それは前の年と比べてとい

う意味？

○普通作物班担当課長補佐 いや、平年に比べて若干高いんです、今年も。

○丸山委員 若干高い。ただ、日照不足が今年の場合はメインの要因じゃないかと僕

は見ていたんですけれども。

○普通作物班担当課長補佐 そうですね。はい。

○丸山委員 だから一昨年のように、確かに高温の年で収量が低かったというのはあ

ったんですけれども、昨年の場合は日照不足と台風の影響、長雨の影響の増幅であろ

うというふうに分けて考えたほうがいいかなと私は思っております。

○普通作物班担当課長補佐 昨年の場合はちょうど日照がやはり左右しまして、特に

九州南部の方は日照時間が非常に多かった。温度は九州北部も南部も高温で推移して

おりまして、日照時間によって差が出ており、９月から10月の作況指数でいうと、逆

に九州北部は下がったんですけれども、熊本県や鹿児島県の作況指数は上がりました。

だから、温度だけではなくて日照時間がどうなってくる、これが傾向的にものが言え

るのかどうかという部分も多少温暖化の影響を見る時に考慮しなければならないのか

なと思っているところでございます。

○秋田委員 それは温暖化の検討会の中でも、高温になっても要するに日照はそれを

カバーできるだろうと。だから、温度は高くなって低日照、そのときに温暖化の影響

はより強くなるだろうという結論にはなっていると思います。

去年は日照はそれほど平年と比べて変わってないんです。ただ、夜温が高いことは

はっきりしています。

○畑中座長 この気象データはどこの数字が出てくるんですか。佐賀は代表的なとこ

ろで……。

○普通作物班担当課長補佐 資料№２－２の折れ線グラフとかで使ったり、あと平年

収量でも用いているのは水稲が植わっている地域を……。

○畑中座長 平年収量を累計しているよね。

○普通作物班担当課長補佐 単純平均。

○畑中座長 あれ、加重にしているんじゃなくて単純平均にしているんだよね。

○普通作物班担当課長補佐 はい、そうです。水稲が植わっている観測地点の単純平
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均です。

○畑中座長 ほかに温暖化の問題も含めて、温暖化の検討会みたいなことをまだ続け

るんでしょうか。続けるわけではない？

○秋田委員 もう終わっているはずです。

○畑中座長 一応これで出して、また少し……。

○秋田委員 部長はずっと続けたらどうだと言っておられる、この中ではお続けにな

るんでしょうけれども。

○部長 続けていただきたい。

○畑中座長 だけど、温暖化は、障害型の冷害だとかというんだったら解析するのも

いいんだけれども、温暖化の場合というとなかなか急にこれだという結論は出ないと

思いますし、気象庁の予測だってそんなに日照時間とか何かというのはなかなか出て

こないですね。温暖化という言葉も慎重に使っておられますよね。

○諸岡委員 そうですね。昨年発表されたＩＰＣＣの報告書では、「温暖化は既に始

まっている」とはっきり記述されています。

しかし、特に北日本ではオホーツク海高気圧が発達して冷害になることもあります

し、年々の変動で、気温の高い年があれば、低い年もがあります。でも、過去からず

っと現在までを長い目でみると、やっぱり気温は上がっているという感じになってい

ます。

○畑中座長 長期的な観点で見れるというなら、一年一年の勝負みたいになっている

からなかなか難しいところがあるんですよね。

障害型の冷害みたいなものはあるけれども、遅延型というのは減るのかな。今、全

般的に上がってくるということから言えば。よく気象庁の長期予報で、冷気の差し込

みがあるとかいう表現がよくとられるが、ああいうのはやっぱりあるんだと思うんで

す。

○諸岡委員 温暖化が進んでも、一時的な寒気の流入はあると思います。

○部長 一点よろしいでしょうか。

非常に難しいんですね。温暖化の影響と伺っていると、気象もそうですし、さっき

の技術的要素、座長がおっしゃってましたように一発型となってきて、なかなか昔の

専業農家みたいにならないと。しかし、そういった中で私らの悩みは、通常の天候の

もとでお米の収量はどれぐらいだという、いわばその基準がまさにこの課題で、それ

が要るんです。ですから、通常の気候をどう見るか。そういう意味では、通常の栽培

技術と言うんですか、ある程度一発も織り込んだ上で見るかというのが、どうも現場

に行けば行くほど実感と違ってきているのが、今議論になっていることなものですか

ら、そこのところは決して温暖化検討会の復活ではなくても、こういった毎年毎年の

検証の中でぜひそこは深り下げると言いますか、ご議論を深めていっていただければ

大変ありがたいと思っておりますので、また引き続きよろしくお願いします。

○畑中座長 ここで結論を出す話ではありませんけれども、一度またゆっくりと地方

に行って議論していただきたいと思います。

○秋田委員 確かに温暖化の影響をこの単年度の、来年の作況に温暖化の影響を反映

させるやり方は非常に慎重にしなくちゃいかん。要するに、かなり長期に、５年なら
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５年、あるいはＩＰＣＣの報告程度にかなりロングスパンで、徐々に徐々に変化して

いくものですよね。それを理由にして、今年の作況から次年度の作況を算出するとき

に温暖化の影響は何ぼありましたという評価は非常に難しい。

○畑中座長 本当は無理なんだけれどもね。だけどそこは出さないといけないという

話になっているのがこっち側のつらいところだよね。

○秋田委員 徐々徐々に加わっていくファクターですからね。

○畑中座長 気象庁は昔からやっておられるからいいんだけど。

○秋田委員 それがあるトレンドを持っていけば、技術もまたそれを補正しようと思

ってどんどん動いていく。そういったダイナミックに動く中でのお話ですから非常に

とらえにくいことは確かです。

○畑中座長 昔のものなら豊凶考照試験みたいなのをやるといいんだけれどもね。

○秋田委員 そうですね。

○畑中座長 きちっと定点つくって、そしてきちっとした同じような管理でちゃんと

やるとか、あるいは改善するなら改善区を別につくるとか、ああいう物差しづくりみ

たいなものが要るんじゃないかという気がしますけれども。ああいう毎年毎年きちん

とやるような昔の豊凶考照試験みたいなものは、試験場ではなかなかやりたがらない

よね。

○秋田委員 やっている県もありますけれどもね。

○畑中座長 なかなかね。だからああいうものが要るんじゃないかという気がします

よね。そうしないと技術も追いついてくるから両方で行くからなかなかきちっととれ

ないというところはありますよね。

肥料もいろいろな形のものができるじゃないですか。

○課長 今の議論に、肥料の話が出ましたけれども、最近のほかの作物をみても、温

暖化の議論になると、施肥のやり方が温暖化という要素が入らない前のやり方をして

いて、それが今回悪影響をもたらしている部分、その影響を指導者層は見ているのか

もしれませんけれども、地域によっては農家サイドはそこまでは見切れていなくて、

対応し切れてないのが結果として出ている部分もあるのではないかという気がちょっ

とするんです。

そこは高温という要素を温暖化と言うのか、温暖化に対する対応が実は必ずしも現

場で対応し切れてない部分がちょうど影響という形で出ていることがあるのではない

かと。

それは特に、九州なんかは、最近出ていますけれども、品質を良くしようとすれば、

どちらかと言うと昔の技術だと施肥量を減らせみたいにやっていたのが、逆に肥料が

不足すると今度は高温だと乳白米が出やすくなっているのに対して、完全に現場サイ

ドできちっと対応し切れてないのではないかという感じがして、ここ数年間特にそう

いうのが顕著に出ているんじゃないかという気がするんです。

○秋田委員 それはあります。良食味志向が強くなり過ぎて、穂肥、実肥も今は徹底

的に減らしている。そのことが障害、特に品質に強く出ている可能性は、前から、石

原委員がおられる頃からそのことは指摘されている。実際そうだと思います。

○畑中座長 高温障害じゃなくて肥料をやればいいんだという極端な方もおられます
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のでね。

○秋田委員 そうです。あと、これは後から出てきますけれども鳥取は極端に全県、

丸ごと束になって減らしている状況もあって、部長のおっしゃった、どれが慣行技術

なのかが非常に難しい。平年の技術をもってしてという、平年の技術というものは非

常にとらえにくくなっていると。確かですね。

○畑中座長 それじゃ、平年収量のほうにしましょうか。また議論がいろいろ出てく

るでしょうから、そちらをお願いします。

○課長 それでは、議事次第の２番目の内容につきまして、21年産の平年収量に関し

ましてご説明させていただきたいと思っております。

まず、資料№４を見ていただきまして、これは委員の方々、ご案内のとおりでござ

いまして、平年収量の出し方につきまして簡単に書いたものでございますが、先ほど

宮本班長からも若干説明ありましたけれども、算定方式につきましては当然のことな

がらスプライン関数を用いてやってきたわけでございますが、去年の段階において温

暖化を加味した形での見直しを進めさせていただいているということでございます。

次の裏面に我々の作業の流れを簡単に、先生方よくご存じなんですけれども、基本

的にはこんな流れで作業してきていると。10アール当たり実収量を昭和54年以降に当

たりまして、これを気象変動により補正して、これを昨年、若干、見方を補正したと

いうことですけれども、そこにスムージング・スプラインを当てまして、最終的に10

アール当たりの平年収量を算出させていただいて、それをいろいろな要因について、

生産、栽培技術状況から検証させていただいて、本日ご提案させていただくような流

れで、これまで作業を進めてきているところでございます。

具体的に平年収量の（案）でございますが、資料№５でございます。資料№５の２

番目から、簡単にまとめて申し上げますと、全国的には平年収量は前年同で530キロ

グラムを今回算出されてございます。

あとは都道府県ごとの平年収量の見方をグルーピングしますと、品種構成の変化に

よりまして収量水準の変化したものが６道県あります。

ついで栽培技術の変化と言いますか、具体的には倒伏回避のための施肥の手控えな

どによる収量の変化している県1県。

先ほど議論になっていますが、いろいろな、なかなか難しい要因の中で、若干佐賀

が今年も作況98という状況になっていまして、こういう影響が総合的に見て、このよ

うな影響がこれまで平年収量に反映し切れていなかった部分が残っているのかという

ことで佐賀県をここに整理させていただいているわけでございます。

具体的に簡単に県別に申し上げさせていただきますと、Ａ３の大きいページの左側

が品種構成で一応スプラインで算出しているわけで、数値としては単収を算出してい

るわけですけれども、主な要因を生産事情ということで整理させていただいておりま

す。

北海道につきましては535キロと算出しておりまして、対前年差は１プラスでござ

います。これにつきましては収量水準の高い「ななつぼし」の作付面積が増加してい

るのが主な要因ではなかろうかと考えております。

続きまして、埼玉でございます。埼玉につきましても、493キロと算出されている
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わけですけれども、対前年差マイナス２となってございます。この辺につきましても、

収量水準はもともと高い「朝の光」が減っている傾向にありまして、相対的に良食米

でありますけれども収量水準の低い「彩のかがやき」などが増えていることによって

いるのではないかと思っております。

千葉県でございます。千葉県につきましても533キロと算出されまして、対前年プ

ラス２ということになってございますが、これも「ふさおとめ」から収量水準の高い

「ふさこがね」に転換していっていることによっているのではないかと考えてござい

ます。

神奈川県でございます。神奈川県につきましては488キロということで、対前年差

プラス２ということでございます。これにつきましても、収量水準の低い「祭り晴」

が減少して、水準の高い「さとじまん」に変わってきているということが影響してい

るのではないかと思っているわけでございます。

石川県でございます。ここにつきましても519キロ算出されていまして、対前年差

プラス２でございます。これにつきましては、ここの地域は「コシヒカリ」が非常に

優先している地域でございますが、そこが多少偏重を緩和して、良食味米であって収

量水準の高い「ゆめみづほ」が少しずつ増加しているのが影響しているのではないか

と。

静岡でございます。静岡につきましても521キロと算出されていますが、これはマ

イナス２となってございます。これは、これまで植えられていた収量水準の高い「あ

いちのかおり」から収量水準の相対的に低い「コシヒカリ」に変わってきているとい

うことがございまして、このような結果になったものと考えてございます。

右側に移りまして、鳥取でございます。鳥取は昨年も減少したわけでございますが、

今年も514キロと算出されまして、対前年比マイナス３キログラムとなってございま

す。この要因につきまして、我々も現場からいろいろ事情聴取したわけでございます

けれども、やはり16年、17年の台風の全倒伏、半倒伏も非常に高かったことがござい

まして、特に追肥の手控えが昨年以上に徐々に徐々に拡大している傾向がございまし

て、さらにそれが「コシヒカリ」から「ひとめぼれ」のほうも拡大していますし、「コ

シヒカリ」におきましても肥料のやり方は少し下げ傾向なことが影響しているのでは

ないかと思ってございます。

佐賀県でございますが、先ほどご議論いただいておりますが、527キロと算出され

まして、マイナス１キロと対前年差はなってございます。その主な理由につきまして

は、先ほど来から私どもご説明してご議論いただいておりますけれども、なかなかぴ

たっとストレートなものはないわけでございますが、日照不足と合わせて最低気温が

高くて日較差が小さいことなどが総合的に影響しているのではないかと考えて、この

ような形での書き方をさせていただいておるところでございます。

全体として全国の平年収量は一番左上にございますが、結果としては加重平均いた

しまして530キロとなっておるところでございます。

詳細な生産事情等につきましては、担当班長からご説明を加えさせていただきたい

と思ってございます。

では、かわります。
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○進藤生産流通消費統計課課長補佐（解析班担当）（以下「解析班担当課長補佐」と

いう。） 生産流通消費統計課で平年収量を担当させていただいております解析班の

進藤と申します。

では、資料№８に行く前に資料№６と７をこういうものですよということだけご説

明させていただきます。

資料№６については、今回平年収量に変動がありました８つの道県を含めまして、

全国、各県別に昭和54年以降の実収量と平年収量のデータとともにグラフ化したり、

作況指数を入れたりしているものです。それぞれの県が54年からどのように動いてき

たのかを平年収量の動きと見ながら見ていただきたいという資料です。本日につきま

しては、時間もありませんので省略させていただきたいと思っています。

続いて資料№７でございます。資料№７については、３ページぐらいまでと４ペー

ジ以降がそれぞれ違った資料です。

３ページまでは品種の構成の動きと関係機関等による生産指導状況等、収量水準に

関係する生産事情を簡単にまとめさせていただいております。８つの動いた県につき

ましては、さらに資料№８に詳細に説明すると引き継いでいるわけでございます。

４ページ以降につきましては、各種のデータということで54年以降、例えばもみ数

の動きはどうなっているのか、品種の動きはどうなっているのかということで、生育、

生産状況を見るためのものをデータ化しているものです。

例えば、４ページに北海道が出てこようかと思いますが、ここで見ますと、一例と

しては、左一番上にはもみ数と千もみ当たり収量をのせています。もみ数と登熟がど

うだというのを見る指標と考えればいいかと思います。薄い緑が全もみ数の動きです。

北海道については、先ほど宮本補佐からも説明がありましたように、北海道はもみ数

がだんだん上昇していますよというのが、このようにグラフ化されているものであり

ます。登熟のほうはそれほど大きな動きはないのかと思います。

右下のところには品種の動きということで、先ほど「ななつぼし」が増えています

よというのがここにも出てきているところであります。こういう形で、後ほど各県別

の説明のときには、この中から見ていただきたいものをさらに引っ張りだして説明さ

せていただくようにしておりますので、この説明もここら辺で割愛させていただきた

いと思います。

それでは資料№８「平年収量が増減する都道府県の生産事情」で、８つの道県につ

いてまとめさせていただいているのでごらんいただきたいと思います。表紙をめくっ

ていただきますと、北海道が出てまいります。

整理の手順としましては、収量水準に影響すると考えられる品種の構成割合、そう

いう動きでどうなっているかが一つ。

地域別に作付面積が変わることによって、それが収量水準にどう影響するかを見た

のが２つ目の表です。それから、県とかＪＡとかが栽培技術をどのように指導してい

るのか、また、農家の方がどうされているのかを簡単にまとめたもの。

３つ目に温暖化の影響。先ほどからご議論いただいているように、温暖化の影響は

８つの道県でどういうふうにあらわれているのか。

そして４つ目として、そういうものを総合して考えた場合に収量水準はどういうふ
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うになるのかということで整理しているものでございます。

北海道の中身に入らせていただきます。まず、過年時の実収量をもとに平年収量は

算定してまいりますので、そういう計算の結果としましては、前年差プラス１キロと

いう形になったところでございます。それを横に置きまして、じゃあ生産事情的には

どういことがあるのかということでいろいろ見たということです。

最初に品種の動きです。品種の動きにつきましては、右側の一番上にありますが、

ここに「ななつぼし」からいろいろありまして、それぞれ10アール当たり収量という

ことで、（参考）ということで、大体どのぐらい取れる品種なのかを載せているわけ

です。

この数字につきましては、直近７か年のうちの豊作と凶作年、それぞれを除きまし

た５か年の平均という数字です。そのために、北海道の場合、最近７年間は作柄が悪

い年、作況指数の悪かった年が多いことから、どうしてもこの数字が平年収量よりも

少し低目になっているのかと思っております。そのために、計算した結果がイコール

平年収量になるという形にはなっておりません。全体の品種の構成がこう変わると、

大体収量水準の全体はこう変わるのかというのを方向性で見ていただければと考えて

いるわけです。

まず北海道の場合には、近年食味とか耐冷性にやや劣っている「きらら397」、良

食味ではあるけれども収量性がやや低い「ほしのゆめ」というものが減ってきている。

そういう中で、「ななつぼし」「おぼろづき」が増えている。特に、中でも食味と耐

冷性という両面にすぐれ、さらに多収性である「ななつぼし」が増えるということか

ら、品種の面では単収の動きは若干プラス方向に動いているというふうに見られると

いうことでございます。

続いて、その下の地域別ですが、石狩から留萌と北海道の地域別に単収がそれぞれ

横にくっついております。これについても品種と同じような見方なんですが、19年か

ら20年にかけての動きということでは、20年の下のところに0.1とありますように、

そういう地帯の動きによって計算上0.1というプラス方向の数字が出る。こういう面

積の動きからすると、18から19年が0.5kgと19から20年が0.1kg、そんな感じで少し上

向き方向の傾向があるのかと見ております。

補足ですが、北海道道庁におきましては生産調整を行う中で産地の努力が評価、反

映されるように、収量の安定性とか商品性等を評価して、加算数量の傾斜配分が行わ

れる。そういう中でそういう高収量地帯の作付が高まっているのではないかという情

報をいただいております。

３つ目に、温暖化の部分でございます。これは先ほど平成20年産の水稲作柄の概況

とか、温暖化の影響の検証の中でご検討いただいたところでありますが、ここでの整

理といたしましては「20年産も道東で冷害が発生したところであり、冷害の危険性は

常にあることから、温暖化のプラスの影響は明確ではないです」と整理させていただ

いております。

最後に４番目でありますが、そういうことを踏まえた収量水準の動向ということで

すが、北海道では成苗植えなどにより、初期生育を促進し、高収量で安定的に生産す

る栽培技術が普及している。加えて、収量水準の高い品種が増加傾向にあること等か
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ら、全体として収量水準は上昇していると整理させていただいたところであります。

続いて埼玉県であります。埼玉県につきましては、先ほど課長から下がっていると

説明がありました。品種のところをまず御覧ください。「コシヒカリ」から「あさひ

の夢」ということで、北海道は５つぐらいの品種だったのですが、埼玉県はたくさん

の品種がつくられている県と伺っております。

それで、近年、販売戦略上、消費者、実需者のニーズの高い「コシヒカリ」と「彩

のかがやき」、「キヌヒカリ」という３品目に集約するという動きが進められていま

す。こうした中で、良食味の「彩のかがやき」とか「コシヒカリ」が増加する一方で、

収量水準が比較的高いんですが、そういうニーズの問題もありまして、「朝の光」と

か「あさひの夢」、「アキニシキ」といったものが減少傾向にあるということで、収

量水準の比較的高いものが減っていることから、品種の上ではマイナスの方向が見ら

れるということです。

作付面積、地域別の動きについてはほとんどないようです。

温暖化の影響につきましては、田植期、出穂期、登熟期の最低気温ともに、ここ数

年は横ばいに動いております。品質の面でも１等米比率を見ていただくように、15年

以降、80％を上回っていることから考えると、登熟への影響は見られないんじゃない

かと見ているところです。

そういうことでトータル的に考えますと、多収品種、「朝の光」の減少に加えて、

品質・食味を重視する栽培が徹底され、普及されていることから、収量水準は下がっ

ているものと見ているところであります。

続いて千葉県であります。千葉県については、こちらも品種の動きがあります。品

種構成については、収量水準の高い「ふさこがね」の作付割合の増加が見られます。

千葉県については都市近郊ということで、品質、価格等に対する需要者のニーズが多

様なため、「コシヒカリ」に比べて価格が安く、需要があるということで「ふさこが

ね」が増えているということであります。こういうふうに収量水準が高い「ふさこが

ね」が増えていることから、品種全体としてはプラス方向にあるということです。

地域別の動きには大きな動きはないようです。

温暖化については、グラフにありますとおり、全体的には昭和から見れば、田植え

が少し早くなっているとかありますが、近年を見ると、それほど千葉は変わってない

ということかと思います。品質の面でも１等米比率の欄を見ていただくように、15年

以降を見ると90％をおおむね超えているということからして、登熟へのマイナスの影

響は見られないんじゃないかと見ております。

トータルといたしまして、千葉県としては、「ふさこがね」の作付割合が増加して

いるということに加えて、千もみ当たり収量が右上がりになっているように、適切な

施肥管理等が普及している結果、登熟もよくて、収量水準も上昇していると見れるん

じゃないかと思っているところです。

続いて神奈川県であります。神奈川県はプラスになった県です。こちらも品種の動

きがあります。品種構成については、「祭り晴」という品種が減少する一方で、平成

14年に作付けが始まった、良食味で収量水準の高い「さとじまん」が増えている。こ

ういうことから品種の面では収量水準がプラス方向と見ております。
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地域別の面積割合については大きな変化はないようです。

温暖化についてでございます。温暖化については、田植期とか出穂期とか登熟期の

最低気温を見ても、ここ近年としては大きく動きはないのかなと思っております。千

もみ当たり収量もほぼ横ばいで安定しておりますので、温暖化についてはマイナスの

影響はないものかと思っております。

ただ、皆さん気になるのが１等米比率のところかと思うんですが、この表にある平

成10年ぐらいから神奈川の１等米比率は低迷しております。これについては関係機関

とかに聞き取りとか情報収集したところですが、現在神奈川で「キヌヒカリ」が主力

になって、７割ぐらいつくられているんです。これが入ってきて１位になったのが平

成７年。そして平成８年には５割を超えるという状態まで上ってきたんですが、ちょ

うどこのころから田植えの前進化に伴って出穂期が早くなって高温障害による品質面

への影響を受けやすくなったことと、もう一つが、「キヌヒカリ」という品種が、若

干品質的に安定しにくくて、高温登熟による品質低下が著しく、充実度の不足から等

級が悪くなっているのではないかというご意見もいただいている、こういうのが要因

ではないかと見ているところであります。

神奈川県全体としては、やはり「さとじまん」の面積が増えているということから、

収量水準全体が上がっているのではないかと見たところでございます。

続いて、石川県でございます。石川県については、品種のところから入りますが、

石川県はご存じのとおり７割以上が「コシヒカリ」なんですが、最近「コシヒカリ」

偏重の是正という面と、共同乾燥調製施設等の稼働率を改善するという面から、「ゆ

めみづほ」という品種の作付けが推進されて増加していると。この品種が若干、「コ

シヒカリ」よりも作期が早くて良質で、収量水準も高いという面から、全体の収量水

準として品種的にはプラス方向にあると見ているところです。

地域別の面積には動きはないようです。

温暖化の影響につきましても、田植期もずっと横ばいになっておりますし、出穂期

もそれほど動きはありませんし、登熟期間の最低気温も近年横ばいに推移している。

１等米比率についてもおおむね、15年以降は80％以上ということで、そういう面では

マイナスの影響は見られないんじゃないかと思っているところです。

トータルとしましては、「ゆめみづほ」の作付割合の増ということで上昇している

のではないかと見ているところです。

続いて静岡県です。静岡県につきましても品種面での動きということなんですが、

最近「コシヒカリ」が増えていることがあります。良食味で消費者ニーズが高い「コ

シヒカリ」が増えている。その一方で、では何が減るかというと、収量水準が比較的

高い「あいちのかおり」とか「キヌヒカリ」が減っているということで、品種全体の

構成の中で収量水準の違いから全体としてマイナス方向に出てくるという状態です。

地域別作付面積割合には、それほど大きな動きはありません。

温暖化につきましてもそういう「コシヒカリ」の導入とかいうものもありまして、

平成11、12年ぐらいまでは田植期が早くなったり出穂期が早くなったりしているんで

すが、その後の年につきましてはほぼ横ばいが続いている状態です。１等米比率につ

きましても70％程度で動いているということで、トータルとして温暖化の影響は見ら
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れないという整理をさせていただいております。

トータルでは、品種面で「コシヒカリ」の増加に加えて、品質を重視した、もみ数

を適切に管理する栽培指導が普及しているという情報もあることから近年もみ数が減

少傾向にあって、収量水準は低下しているのではないかと見ているところです。

続いて鳥取県でございます。鳥取県につきましては、スプラインによる計算結果と

してマイナス３キロと出まして、これについて検証したという流れでございます。

まず、品種別の構成割合とか地域別の作付面積割合はともに大きな変化は見られな

い状況です。

温暖化につきましても、「コシヒカリ」の作付面積の割合が増えたり、早植えの指

導があったりということで、一時期ずっと出穂期が早くなったりしているわけですが、

最近はほぼ横並ばいという感じになっております。

また、品質の面でも、最近台風とか日照不足で随分悪かった時期があるので長くは

比較できないんですが、ここ数年１等米比率も安定していると。そういうことから九

州北部のように温暖化でマイナスの影響が出ているとまでは言えないのではないかと

見ているところです。

そうした中で、じゃあ何が要因かということなんですが、鳥取県ではご承知のとお

り平成16年に台風10号、18号が日本海を通過、16号が県内を通過という形で連続して

台風が通った。その関係で広範囲に水稲が倒伏、それも作付面積の半分が全倒伏する

という被害が発生しました。このために17年以降倒伏に対して農家が警戒するという

ことで、追肥を減らした栽培が広がったと。そういう中で収量水準が低下し、昨年20

年産の平年収量では６キロという引き下げを行なったということです。

さらに、本年なんですが、20年産の生産事情をいろいろ聞いたり、関係機関からも

情報を集めたりと詳細に検討してきたところであります。そういう中でわかったのは、

追肥が減り始めた最初のころは倒伏しやすい「コシヒカリ」を中心に減肥栽培、肥料

を減らす栽培が広まったわけですが、これが近ごろは「ひとめぼれ」にも広がってい

ると。また、施肥量についても一層の低下が見られることがわかったところでありま

す。

そのデータを見ていただこうと思います。右下のところに施肥の状況ということで

書いているところです。この結果は水稲基準筆調査結果から持ってきているわけで、

県別には調査数が限られるためにばらつきがあります。鳥取県を除いた中国、鳥取県、

若干ばらつきがありますが島根県という形で並べさせていただいたところで、傾向と

してごらんいただければと思います。

鳥取県を除いた中国地域、島根県については、傾向としては基肥がちょっとずつ上

がっているのがおわかりになろうかと思います。中国であれば3.8（10a当たりkg）か

ら20年には4.4という形です。それに対して追肥を見ますと、中国地方で行けば1.9か

ら1.6ということで、基肥が少しずつ増えて追肥がちょっとずつ減ると。トータルと

してはほとんど変わらない。それぞれ、中国地方であれば、平成16年が5.7、20年が

６という形で、それほど大きな動きがないということであります。

これに対して鳥取県を見ますと、基肥は3.5から3.8ということで若干のプラスがあ

りますが、追肥が2.7から1.4ということで、相当ほかとは違う動きをしていることが
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おわかりいただけるかと思います。

補足しますと、先ほど県別にはなかなかばらつきがあるというお話をしたんですが、

鳥取県については去年からこういうふうに施肥の減少がものすごく平年収量に与える

影響が大きいということで、別途この調査以外に水稲標本筆調査、水稲の収穫量を出

すためにやっている調査です。この農家に対しても施肥量の変化を伺いました。その

結果としても大体この基準筆調査と大体同じような傾向で減っているのがわかりまし

たので、鳥取県についてはこの数字はおおむね現実を反映した動きかと見たところで

あります。

もう一つ、その下に小さな表で、追肥を減らした農家の割合を出しております。こ

れも水稲標本筆調査農家に対して聞き取ったもので、20年産で追肥を行った農家に対

して５年前、ちょうど倒伏が起きる前、肥料を減らす前というイメージですが、それ

ともう一つ19年と比べて、追肥はどうでしたかと、減らしましたか、増やしましたか

という形で聞き取ったものです。これによると、５年前、つまり大倒伏の前に比べて

追肥を減らした農家が８割ぐらいになります。

品種別には「コシヒカリ」が92ということで割合が高いことがわかります。一方、

19年、前年と比べた部分では、逆に「ひとめぼれ」のほうを減らしたとする農家が高

くなっています。

こういう面から推測すると、「ひとめぼれ」は若干「コシヒカリ」に比べておくれ

て減肥が進んでいることがうかがわれるかと思っています。これらの見方については、

鳥取県内の農業普及所にも情報、意見を伺ったんですが、大体やはり「ひとめぼれ」

が追いかけているなというのは、普及所が見ている見方と同じところです。

全体をひっくるめまして、鳥取県としては施肥を控えた栽培が「コシヒカリ」から

「ひとめぼれ」へと拡大し、さらに施肥量がもう一段減少していることが収量水準を

下げているのかというふうに見ているところであります。

最後に、佐賀県でございます。佐賀県につきましては、スプラインの結果として、

前年差マイナス１という算出がされたということで、では下がる要素は何なのかを一

生懸命勉強させていただいたという状態です。

品種面、地域別の面積の動きについてはごらんのとおり、大きな動きはないという

状況です。

温暖化のところに入ります。佐賀県については先ほどからご議論いただいていると

おり、昨年温暖化によるマイナスの影響ということで整理をさせていただいたという

ことです。今回、21年産を検討するに当たって、もう一度品種構成とか地域別の面積

があまり変わらないという中で、なぜスプラインが下がるのかという形で分析を行っ

てきたところであります。既に、先ほど資料№３の、「平成20年産水稲作柄等の概況

―温暖化の影響の検証―」において、佐賀県の作柄については詳細にご検討いただい

たところで、重複するような文章になりますがご容赦いただきたいと思います。

20年産でございますが、私たちの分析の結果としては、例年より梅雨明けが早く、

７月がかなりの高温・多照となったことから肥料切れの状態となり、もみ数が少なく

なりました。そして、登熟については当初はもみ数が少なかったから登熟がよくなる

ものと期待していたところでありますが、気温は19年ほど高くなかったものの最低気
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温が平年を上回り、気温日較差が小さかったことが日照不足と相まって登熟を低下さ

せたのではないかと見たところであります。作況指数の表を見ていただいても、９月

15日から最終にかけて２ポイント下がったと。こういうところに出てきたのかと見た

ところであります。

このように佐賀県につきましては、引き続き温暖化によるマイナスの影響があって、

スプライン的にも１キロマイナスという結果になったのではないだろうかと推測をし

たところでございます。

以上、大変雑駁で文章を読んだだけでございますが、説明にかえさせていただきた

いと思います。

○畑中座長 今、いろいろご説明いただいてありますが、単年度の下がったの上がっ

たのという説明がなかなかきちっとやるのは難しいんじゃないかと思いますけれど

も、10アール当たり収量及び平年収量の推移という経過表が中に入ってますので、そ

の辺を見ていただくと最近の傾向が大体わかるのではないかと思いますが、ご意見ご

ざいましたらどうぞ。

この、10アール当たりの収量は、例えば北海道で言うと、「きらら397」が一番高

くなっているが、これは標本筆の結果？

○解析班担当課長補佐 はい、標本筆で調査した結果です。

○畑中座長 なかなか難しいよね。標本の中で見ていくというのは。

○解析班担当課長補佐 そうですね、はい。

○畑中座長 施肥が減ったり増えたりしているのは、鳥取なんかでもそうだけれども、

県の指導方針みたいなものでかなりきちっと出ているんじゃないですか。そういうも

のを使ったらいいんじゃないの。実測というのも非常に大事だけれども、どこまで浸

透しているかわからないから。県が指導したってそのとおりやらないのはあるけれど

も、一応16年にかなり倒れて、17年から県もかなり検討されたんだと思うんです。17

年からの耕種概要みたいなやつは多分県が地域別につくっているはずなんだよね。そ

れが減っているわけでしょう。

○解析班担当課長補佐 鳥取県の栽培指針とか見せていただくんですが、指針ではこ

の施肥量よりももう少し高いです。

○畑中座長 いやいや、絶対量は高いのかもしれないけれども、まさに言われたよう

な県の方針で減らしているんじゃないの？

○解析班担当課長補佐 方針というか……。

○畑中座長 じゃなくて農家自身がやっているということですか。

○解析班担当課長補佐 そうですね。それ以上に減らしているという感じですね。指

針で、例えば、４キロやったほうがいいですよと言っているのが、心配してもっとそ

れ以上減らしているという感じ。

○畑中座長 だから指導方針が変わったという感じで、17年からとおっしゃっている

んだから、やはりそれまでのものと、その絶対量は別にして、やはり県の方針として

こうなっているんだというのはどこかに入れておかないと実態としてというだけだ

と、なかなか調査も難しいから。

○課長 我々も確かにおっしゃるとおりなので、そこについては現場で指導している
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普及機関にもいろいろ聞いて回っているんです。そうすると、施肥量の見方について

はやはり減らしているというのを各所で、いわゆる巡回調査と言ってやっているんで

すけれども、その中で同じ傾向ということでは意見は伺っているんです。

ただ、栽培指針だけから見ますと、なかなかそこはそんなには急に減らすような話

はどうもしてないようで、むしろ現場は先にそうなっていっているのが鳥取県の状況

だなという感じはしています。

○丸山委員 各県が品種ごとに栽培基準を出すんですよね。それを見れば、もうわか

ると思うんですけれども、今の話ですとそういうのは変わってないと。

○課長 あまり変わってないです。

○丸山委員 というのを確認されて、最初それはどういうことなのかということで実

態をずっと当たり始め、実際の現場の農家の動きを見てきた人たちに聞いていって、

こういう感じになってきているということではないかなと思います。

あと、ついでに、一つ質問なんですけれども、佐賀の温暖化によるマイナスの影響

はおそらく、昨年か一昨年か平年収量の計算方法を変えたんですよね。

○解析班担当課長補佐 はい。

○丸山委員 そのときに温暖化の影響が出るように、反映されるように変えたという

説明だったんですけれども、それはもうその式でこれだけ温度が上がっているので、

２キロ分ぐらいですか、それぐらい下がるというようなデータは出てこないんですか。

ほかの栽培要因とか品種の構成は、現場に聞かなきゃわからないんですけれども、気

象要因の場合はもう既に減少したのはどのファクターがどれだけ効いているかはわか

るように思うんですけれども、いかがですか。

○解析班担当課長補佐 スプラインの計算では1kgです。――スプラインというより

も気象効果のところで計算されるんですが、なかなかじゃあ気象要素のどこが影響し

ているかというところまで読み切れない。

○課長 先ほどスプラインのやり方のときに簡単に説明しましたけれども、まず気象

の情報を補正してからスプラインにもっていくんです。今年見ますと、気象状況を補

正すれば当然平年収量に近い形の数量に戻るわけですが、100％は今までだって戻ら

ないんだけれども、20年産もやっぱり完全に戻し切れてないんです。去年の補正した

やり方で、まず気象条件を平年に戻す形で作業をするんです。その上でスプラインに

かけるんですけれども、補正するときのデータを見ますと、要するに平年収量と同じ

ところまで戻ってないんです。戻しても下のほうになっているんで、何かの形で１年

間の気候条件で言えば、プラス要因があったかもしれないんですけれども、マイナス

要因もあり、それが全部干渉し合って、100％戻し切れてない状況がまずあって、そ

こにスプラインを引きますので、それが結果として、数値として１マイナスの結果に

なっているんじゃないか。だからそこが非常に難しくて、どの気象要因が影響してい

るかはなかなか私らも明快には言えないんですけれども、いろいろ当たってみて、こ

の前の勉強した結果から言うと、去年議論いただいた温暖化の影響に対して栽培技術、

特に肥培管理が対応しきれていないことによる要因が去年と基本的には同じだったん

じゃないか。去年、もし仮にスプラインが下げ切っていれば、そこはもしかしたら今

回下がらなくてもよかったかもしれない。やっぱり過去の実施例を追いますので、そ
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の辺が結果として今年もあわせて佐賀については出てきたんじゃないかと思うんで

す。

○丸山委員 そうすると興味のあるところは、これから九州のほかの県で同じような

ことが出てくるかどうかなんですけれども、そういうのは今年の動向からはポイント

１とか下げるまでには至ってないけれども、そういう温暖化の影響が見られるといっ

たことはあったんでしょうか。

○課長 それは基本的には先ほど宮本班長から話がありましたように、長いスパンで

言えば、１等米比率で見ましてもずっと傾向は悪いです。かつ、収量も登熟の時期に

今年も下がったように悪い影響は出ているんだと思うんです。

ただ、我々としては平年収量の水準をどうするかを今回議論していただいている中

で、今回水準を下げるかどうかは回帰式（スプライン）の結果によるわけです。スプ

ラインは、過去の単収水準をトレースする形で出していると。その変化の中身は何の

要因によるのかを検証しておりますが、それは北九州地域の全部おそらく温暖化の悪

影響は残っていると思うんです。ただ、それが平年収量を下げるところまでスプライ

ンに影響するかというと、そこは多分今年はほかの県はなかったんではないかという

感じで見ているんです。

○畑中座長 ほかにありますか。

○黒田委員 鳥取県で、いわゆる追肥が県の指導よりも実際の農家現場でかなり下が

っており、そのことが収量レベルの低下につながっているということですが、ここで

言う追肥は穂肥と言うことだろうと思います。最近の作柄の動きを示した表では全も

み数が下がっていることになっておりますが、それは穂数の減少によるものなのか、

それとも一穂もみ数が減少することによるものでしょうか。

○解析班担当課長補佐 一穂当たりのもみ数で、鳥取につきましてはおおむね大体横

ばいという感じの動き方です。上下はあります。

○課長 ちょっと変動してますね。

○解析班担当課長補佐 すいません、数字をちょっとご紹介したほうがいいでしょう

か。19年までしか数字がないんですが……。

○畑中座長 ここだとどっちが響くかっていう話ですよね。

○黒田委員 はい、穂数の方が効いているのか、あるいは一穂もみ数の方が効いてい

るのか、どちらでしょうか。

○畑中座長 統計的に出てくるのかどうかという。

○黒田委員 変動は随分あるんだろうと思うんですけれども。

○課長 両方ともデータ数は申し上げられませんけれども、一例だと有効穂数も15、

16年から19年の間で下がっているんです。一穂当たりもみ数もさらに下がっています。

20年では、少し戻っていますけれども、両方が下がっている傾向になっていますけれ

ども、必ずしも解析しているわけじゃないので、データ的にはそういうことです。

○黒田委員 両方とも下がる傾向はあるものの、穂肥を控えたことによる影響が稲体

には出ており、県平均の収量レベルでもその影響はみられると言うことなんですね。

○畑中座長 16年にあれだけ倒れれば17年に何か県も方針を出しそうなものだけれど

も、そこがあまり明確になってないとすると、やっぱり倒しちゃいけないからちょっ
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と控えようかという農家も自衛的になるかもしれませんね。

収量の低いときには続いているんですよ、減肥傾向というのは。

○秋田委員 そうです。

○畑中座長 そういうこともあってだと思うんですけれども。

○秋田委員 減肥傾向はいいんですけれども、これ、７ページの表を見せてもらうと、

今黒田委員が質問されたかったことはどういうことか私、ずっと考えてみると、これ、

追肥という言葉にこだわることはないんです。全県、減肥傾向。追肥が明らかに減っ

たのは19年１年だけですよね。あとのところは他地域と比べて特に追肥だけが下がっ

ているわけじゃなくて基肥も下がっているんです。だから、当然穂数も下がれば一穂

もみ数も下がってくるということで、減肥傾向ということにとどめておかれたほうが。

これ、追肥と断定はしにくい。

細かいことで、これ、何かで発表されるようなときに追肥にこだわられるんだった

ら追肥の影響、例えば、一穂もみ数がうんと下がるとかいう形のデータをつけないと

いけない。これを見る限りは今説明を聞いても両方下がっている。要するに、減肥傾

向ということで……。

○課長 減肥傾向。

○秋田委員 ええ、もみ数が下がってきたという程度じゃないでしょうか。

○課長 わかりました。

○秋田委員 ええ、このデータから読み取れるのは。確かに19年だけは極端にほかの

地域より下げてますけれども、ほかの年度は他地域と比べて特に鳥取が追肥だけを下

げたということではない。

○課長 おっしゃるとおりです。ただ、鳥取の追肥のほうがより下げる傾向にあると。

ほかはどちらかと言いますと、追肥の下げ方が緩やかではありますが、減らしている

ことには間違いないですね。

○秋田委員 ええ。

○課長 そうですね。

○秋田委員 だから減肥傾向。

○課長 減肥傾向ということですかね。はい。

○秋田委員 いいんじゃないでしょうか。特に総もみ数に対する内容をそんな細かく

言えるデータではないような気がします。

○畑中座長 ほかにありますか。

これ、今の平年収量の話ではないんですけれども、今年暖候期の予報が出ています

よね。昔より文章が簡単になっている感じがするんだけれども、簡単になって根拠み

たいなものをかなり長いこと書いておられるんですよね。前は根拠よりも発表文がも

う少し長かったんだと思うんです。長く書いたって同じことなんだけれども、長かっ

たような気がするんですけれども。

結局普通の年という理解をして、北からのものが寒いのは差し込みがあるのは、例

年可能性としてはあるわけだから、そんな感じですよね。これ、拝見しても南からの

高気圧の張り出しが弱いんじゃないかと言うけれども、もう一方で大体同じだと書い

てあったりするんで、大体普通の年でやや高温気味と理解すればよろしいんですか。



- 28 -

読み方ですけれどもね。

○諸岡委員 そうですね。今座長が大体おっしゃるとおりです。現在、太平洋赤道域

はラニーニャ現象が発生していますが、この春には次第に終息する見込みで、その後

は平年並に推移すると予想されています。そのため、近年、全国的に高温の夏が多い

ことを考慮して、今回の予報でも全国的な高温傾向とみています。しかし、北日本を

中心に寒気の影響を受けることが見込まれるので、北日本の低温の確率がその他の地

方よりも大きくなっています。

○畑中座長 結構です。今日の議題に関係ないんですけれども、またずっと予測のと

きに気をつけていかなきゃいけないみたいな話になるので、あまり冷たいほうよりも

暖かいほうを考えていかきなゃいけないのかなという感じがしますので。はい、わか

りました。

僕らが昔やっているときより予報文が短くなってきているので。前は梅雨明け後は

暑くなりましょうなんて書いてあって、寒気の差し込みがなんて書き方で整理されて

ましたけれども、もうちょっと文学的表現が多くて根拠がきちんとしてきたというの

は非常にいいんじゃないでしょうか。

○諸岡委員 そうですね。ありがとうございます。

○秋田委員 ちょっと確認なんですが、よろしいですか。

参考資料№５に「温暖化の影響を考慮した米の平年収量の見直し方向」ということ

で、その裏側の表に基本的な考え方の次の表ですけれども、これまでのスムージング

・スプラインの適用の仕方があって、その後、見直し後というところに赤字で、出穂

前と出穂後に分けたそれぞれの平均、地域ごとの気温の年々の上昇度を加味した平均

値、これをスムージング・スプラインのファクターとして入れて出したのが資料№６

のスムージング・スプラインの線ですね。そう理解して……。

○解析班担当課長補佐 資料No６にある線は、平年収量の線なので、（21年産平年収

量を算定した）スムージング・スプラインによる傾向線ではありません。

○秋田委員 違うのか。

○解析班担当課長補佐 はい、これは毎年毎年新しいデータを加えて計算して点をと

っていったもの（平年収量）です。

○秋田委員 それはここに、この資料にはないんですね。

○解析班担当課長補佐 今回、（新しく計算した傾向線は）つけてないです。

○秋田委員 ない。わかりました。それならいいんです。だけど、それはそういう検

証のされ方をしておられるんですよね。

○解析班担当課長補佐 はい、毎年毎年新しいデータを加えて計算しています。

○秋田委員 そうですよね。引き直す。

○解析班担当課長補佐 引いていきます。

○秋田委員 それならいいんです。

○丸山委員 それ、変えたのは今年が初めてなんでしたっけ。

○解析班担当課長補佐 20年産からです。

○秋田委員 それから今の計算方法と一つ違って、これまた品質の関係で私は非常に
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興味を。

香川県は何でこんなに一等米比率が低いのか説明できますか。

○解析班担当課長補佐 はい。情報収集をしたものがあります。

○秋田委員 僕は香川県はわりあいおいしい米をつくってたんじゃないかと思って

た。品質を見るともう断トツに、これ10％以下という数字が数年続いている。香川は

かなり米はあるはずだ。

○解析班担当課長補佐 私も１等米の比率が全国を見ていたら香川県、えらく低いな

と思ったんです。

○秋田委員 ええ、数年……。

○解析班担当課長補佐 香川県は、表を見ていただいてもわかるように、参考資料№

３－４を見ていただいていいですか。随分色が濃いので恐縮ですが……。

○秋田委員 これでしょう。これを見て言っているんです。

○解析班担当課長補佐 それの２枚めくったところに１等米比率の推移がありまし

て、昭和54年から全国がずっと載っているんですが、香川県が平成９年までは大体１

等米比率60％を上回っていたんですが。

○秋田委員 どこもこれまではいいんですよね。それから悪くなり始めるんだけれど

も。

○解析班担当課長補佐 数字として各県、四国とか近隣の県を見ると香川県は2.1ミ

リ以上の段目が随分低い割合になっています。粒が小さいという結果です。

こういうのはなぜかと聞いてみますと、香川県は平野部を中心に作付が集中してい

ると。そういう中でどうしても平野部で気温表を見ても気温日較差が小さいのが１等

米比率を下げている要因に一つなっているんじゃないかと聞いています。

○秋田委員 これは温暖化のものすごい影響が出ることだよね。

○解析班担当課長補佐 温暖化というよりも平地のため気温較差が周囲に比べたら小

さくなっているのでは。

○秋田委員 ここずっと、数年、これは改善する気配も全くなくてね。

○解析班担当課長補佐 そうですね。

もう一つ、品種的なもので見たんですが……。

○秋田委員 そうそう、あそこは特殊な品種が入っている。

○解析班担当課長補佐 以前は平成１けた台、ずっと「コガネマサリ」という品種が

中心だったんですが、「コシヒカリ」さらに「ヒノヒカリ」が入ってきたんですが、

ちょうど「ヒノヒカリ」と「コシヒカリ」が今二分するような状態で香川はあるんで

すが、中でも「ヒノヒカリ」の増加が１等米比率の低下に寄与しているんじゃないか

という、「ヒノヒカリ」の特性が少しあるんじゃないかというご意見を伺っていると

ころです。

○秋田委員 あまりにも低いもので、これはわかっておられたからいいんですけれど

もね。

○畑中座長 九州の「ヒノヒカリ」があまり品質がよくないって少し減っているんじ

ゃないでしょうかね。

○秋田委員 ええ、どんどんと変わってはいるんですけれども。
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○畑中座長 どんどん変わってますよね。

○解析班担当課長補佐 あんまり品種に文句言ったらいけないのかもしれないんです

けど。

○畑中座長 新しい品種が出ることはいいことなんですよ。古いのが変わっていって

いいことなんだけど。

○課長 九州では一応高温耐性の品種育成は各県、国の指定試験地も含めてどんどん

進められているとは聞いているんです。

○秋田委員 高温耐性はどういう定義で使っておられるんですか。

○畑中座長 さきほども課長から高温耐性の話がありました。

○秋田委員 高温耐性というのは要するに高温下でも収量が下がらないこともある

し、品質が低下しないこともあるし……。

○課長 一番いいのは品質の……。

○秋田委員 品質のことですか。

○課長 ええ。品質を考えておられるんだと思うんですけど。技術会議から聞いたと

ころ、先ほどの「にこまる」もそうなんですけれども、宮崎農試の南海121、132号が

出て、高温耐性イネ系統とか言ってます。

宮崎のほうでも指定試験で南海166号とか、筑後のほうの九州沖縄農研ですけれど

も、ここでも系統育成、西海258号、福山でも中国190号ということで高温耐性稲とい

う言い方になっておりますが、それは品質を優先しているものです。

○秋田委員 なるほど。それならそういうふうに、もう少しわかりやすい言葉にされ

たほうが。高温耐性稲と……。

○課長 厳密に略語を使わせていただきましたところです。

○近藤委員 あと、最近では九州農研では高温プラス遮光処理するようなことをして、

比較的低日照にも適応性のあるものを選抜しようと始めた。

○畑中座長 高温低日照？

○近藤委員 はい。

○秋田委員 ああ、高温低日照の耐性の稲なんてできるのかな。

○近藤委員 かえって……。

○秋田委員 やっておられる？

○近藤委員 前者のほうはあるかもしれませんね。

○丸山委員 でも、それ収量性がどうかというのはありますよね。

○近藤委員 品質は向上するけれども、収量は少なくとも同等というのが基本的な目

標になると。

○畑中座長 低日照って、だけど上に張ったら温度下がるよね。

○近藤委員 それは実験的な問題がある。

○畑中座長 それは、だから、一定の温度にするわけね。

○近藤委員 はい。

○畑中座長 収量とか平年収量の推移について資料№６を見ると非常に安定している

県と相当振れている県があるので、振れている県の平年収量はどんなつかみ方をして

も非常に難しいと思うんですが、それは今のような定性的ないろいろな情報をつかみ
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ながら決めていくということだと思うんですが、一応これは平年収量を決めるという

よりも意見を言って、あとは役所のほうで勘案して決めていただくということになっ

ているようでございますので、ほかにご注意があれば伺っておきたいと思います。

よろしゅうございますか。

そろそろ時間も来ましたので、その他で何か特に役所のほうがあれば。

○課長 それでは、その他で特に話題ということではございませんけれども、今後の

年間のスケジュールということで参考資料№１－２を念のため、これからの年間スケ

ジュールをつけさせていただいております。

基本的考え方は20年と同じでございまして、今年の夏、８月上旬にに現地調査なり

第１回の委員会を開催して以降、２回目は８月下旬に第２回委員会を開催させていた

だきまして、９月下旬の第３回委員会を開催させていただくような委員会の持ち方を

させていただきます。年が明けまして、第４回委員会を開催させていただきたいと思

います。それを踏まえて、それぞれ作況動向などを発表していく手順になろうと思い

ます。これは昨年と基本的にスケジュールは変わらないということをご紹介しており

ます。

あわせて、先ほど座長からもおっしゃいましたけれども、今日のご意見を踏まえま

して、一応私どもとしてはおおむね基本的にご了解いただいたことを前提にして、明

日あたり役所として公表扱いの手続をとっていきたいと思っております。

以上でございます。

○畑中座長 本日の資料の扱いはどうなりますか。

○課長 基本的にはお持ちいただいて結構で、オープン扱いにします。後でホームペ

ージに載せますので。

○畑中座長 それでは私の役目はそれだけでございますので、後は事務局で連絡があ

ればということで、どうもありがとうございました。

○総括 委員の皆様におかれましては熱心なご討議をいただきまして、まことにあり

がとうございました。これをもちまして水稲の作柄に関する委員会を閉会とさせてい

ただきます。ありがとうございました。

― 以上 ―


