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気候変動に伴う高温と低温の発生頻度の変化が
東北地方のコメ収量に与える影響の評価
Impact of climate change on temperature stress and rice
yield for Tohoku district
Food security is serious concerns under climate change. Global warming brings negative
impacts for rice growth such as decrease of yield and deterioration of quality. These issues mainly
found for southern Japan. Therefore, presently cool area as Tohoku district would be more major
rice production area in the future climate. In this study, we estimated impacts of climate change on
rice growth, taking Tohoku district as an example.
We first composed a summer climate data (June-August) with 10-km mesh by downscaling
global climate data of the MIROC5 model for the present (1981-2000) and future (2081-2099)
climate. The downscaled scenario showed that surface warming around 3 ºC for whole area and
an increase of downward shortwave radiation for the Pacific Ocean side, indicating weakening of
Yamase airflow.
Downscaled climate data then inputted to a rice growth model. When we fixed a cropping
cultivar as the present one, climate change brought positive impact for yield and low-temperature
stress; however, high-temperature stress became apparent for southern planes. A ratio of lowtemperature stress relative to high-temperature stress was 71 for the present climate and 3.9 for the
future climate. Cold damage is major concerns in the present climate but cautions for both of cold
and heat damages would be needed in the future climate.
Same simulations were also conducted for other nine Japanese cultivars to assess effectiveness
of changing cropped cultivar. For the southern area, there were several cultivars that provide higher
yield and/or decrease of high-temperature stress than present cultivar. However, for the northern
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area, there were few cultivars because of present cultivar’s tolerance for low-temperature stress.
Our simulations suggest that there would be two effective adaption ways; to keep cultivars as
presently ones for the northern area and to introduce cultivars cropped in further south area for the
southern area.

1. はじめに
近年の温暖化に伴い、日本の水稲生育環境に影響が現れはじめている。四国では過去 20 年の昇
温によって減収が報告されているほか（ Yoshida et al. 2012 ）
、九州では一等米比率が低下している
（ Okada et al. 2011 ）。県スケールの推定によると、1990 年代の収量に対する2090 年代の収量は西
日本で20％程度の低下、東日本で10％程度の増加が見込まれている（ Iizumi et al. 2011 ）。高温によ
る不稔は将来の日本において深刻な問題になると想定されるため（ Nakagawa et al. 2003 ）
、冷涼な
東日本のコメ生産の重要性が今後より増すと考えられる。
一方で、東日本は太平洋側を中心にヤマセの発生による冷害が深刻な地域である（ Shimono
2011 ）。温暖化は平均気温を押し上げるため冷害リスクの低下が期待されるが、100km スケールと比
較的荒い解像度の解析では、将来もヤマセはなくならないとの報告がある（Kanno et al. 2013 ）。さら
に、100 年後に 5 度程度昇温するとした場合、現在冷涼な北海道でも高温不稔が頻発すると考えられ
ている（ Nemoto et al. 2012）
。水稲の生育に影響を与える要素としては二酸化炭素や降水量、日射と
いったものが挙げられるが、中でも生長期の気温が最も重要な要素である（ Wassmann et al. 2009 ）。
こうした背景に基づき、安定した食料供給の視点から高解像度の気象データに基づいた東日本の気候
変化の理解およびリスクを低減できる品種の選定が必要である。本研究は、現在冷涼な気候である東
日本を例に、高解像度気候変化シナリオの構築と温暖化に適応する品種を明らかにする。

2. 方

法

2 . 1 気候変化シナリオのダウンスケール
東京大学・国立環境研究所・海洋研究開発機構で開発された全球気候モデル MIROC5
（ Watanabe et al. 2010 ）をIshizaki et al.（ 2012 ）の方法によって 20kmメッシュに高解像度化され
たデータを用いた。代表的濃度パス RCP は 4.5 である。水平解像度 20km では東日本の地形が十分
に表現されないため、気象庁・気象研究所で開発された非静力学モデル JMA-NHM（ Saito et al.
2007 ）を用いて10kmメッシュにダウンスケールした。
現在気候として20年（1981-2000）
、将来気候として19 年（2081-2099）を想定し、水稲生育に重要
な各年 6月1日から8月31日までの 92日間の気候データを作成した（のべ 3588日間）。現在・将来気候
の気候データから差分を抽出し、気温は差、日射量・相対湿度・湿度は比を観測値 Mesh-AMeDAS
（ Seino 1993 ）に合わせて通年の気候データを作成した。このデータセットにより、水稲の生長期にお
ける気候変化が生育に与える影響を評価することが可能となる。
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2 . 2 水稲生育モデル
次いで、作成した 10kmメッシュデータを水稲生育モデル Hasegawa / Horie（ H / H ）
（ Yoshida et
al. 2015）に入力した。H / Hモデルは、窒素の投入量や二酸化炭素濃度、日ごとの気象といったデータ
を入力として日々の生長を計算し、収量や気温によるストレスの値が算出される。日々の気温や日長に対
する成長率の違いを品種ごとに考慮することが可能で、本研究では表 1 に示す 10 品種を対象とした。
品種ごとのパラメータは Fukui et al.（2015）で得られたものを使用した。さらに、農林水産統計を参考
に各県で作付面積が最大の品種を現行品種と定義した（注：どの県においても現行品種は表 1のいず
れかの品種である）
。
表 1 . 解析に用いた品種。

1 . ひとめぼれ

2 . きらら397

3 . ヒノヒカリ

4 . あさひの夢

6 . あいちのかおり

7 . はえぬき

8 . こしいぶき

9 . コシヒカリ

5 . あきたこまち
10 . キヌヒカリ

3 . 結果と考察
3 . 1 東日本の気候変化
将来気候において、夏季の平均気温は 2.8 度の昇温であった（図 1a-c ）。この値は第 5 期結合モ
デル相互比較計画（ CMIP5 ）に参加したモデル予測の 5-95 ％の範囲に収まっている（ Collins et al.
2013 ）。昇温は日本海側よりも太平洋側、南部よりも北部で大きく、北海道の太平洋側および東北地方
北部で3.5 度程度の気温の上昇が推定された。図では示していないが、日最高（領域平均値：＋2.7 度）
や日最低気温（同＋3.0度）についても同様の分布であった。

図 1. MIROC5（RCP4.5）モデルを10kmメッシュに高解像度化したデータによる各年6月1日から8月31日までの平均値。
上段（ a ）-（ c ）は日平均気温、下段（ d ）-（ f ）は日射量。左列は現在気候（ 1981-2000 平均）、
中列は将来気候（ 2081-2099 平均）、右列は将来気候と現在気候の差。各図右下の値は領域平均値を表す。
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日射量は、日本海側で大きく太平洋側で小さいといった空間分布の特徴があるがこれは将来気候に
おいても同様であった（図1d-f）
。変化量に着目すると、多くの地域では2 W m－2 以下の変化に収まっ
ているが、北海道の太平洋側では10 W m－2 前後の増加が見込まれた。平均気温の昇温が大きい地
域と日射量の増加した地域は概ね対応しており、雲量の減少に伴って日射が多く入るようになり、気温
が上昇したことが原因と考えられる。6-8 月の東日本太平洋側はヤマセが発生する時期であり、下層雲
を伴う冷たい北東風が吹き、日射量が小さくなる傾向がある。MIROC5 モデル（ RCP4.5 ）に基づく将
来気候のデータでは、こうしたヤマセは弱化することが期待される。
3 . 2 現行品種を維持した場合の収量の変化
気温や日射といった気候データを H/H モデルに入力した。温暖化の進行に伴い、約 2 割の増収が
推定された（図 2 ）。増収率は北海道や本州の標高の高い地域といった、現在低温によるストレスを受
けている地域で高い値であった。低温によるストレスの緩和のほか、二酸化炭素が増加することによる
施肥効果が増収の主な要因であった。現在気候では収量 720-840g m－2 の区分は高い値と言えるが、
将来気候においては本州の多くの地域でこうした値の収量が確保できると推定された。

図2 . 現行品種を維持した場合の収量変化。
（a）現在気候、
（b）将来気候、
（ c ）将来気候の現在気候に対する比。右下の値は領域平均値。北海道東部の灰色は、
非水田地域を表す。

現在の東日本では、高温ストレスは収量に対する制限要因になっておらず、主に低温ストレスが減収
の要因になっているが（高温：低温 =1：71 ）
、将来は高温ストレスの顕在化と低温ストレスの緩和が得
られた（ 1：3.9 ）
（図3）
。高温によるストレスが増加する一方で、先行研究（ Kanno 2004；Kanda et al.
2014 ）が指摘するように低温の影響は温暖化が進んだ将来においても現れるであることから、今後は
継続する冷害と顕在化する高温障害の両面に警戒が必要になっていくと考えられる。
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図3 . 現行品種を維持した場合の高温（ a-c ）、低温（ d-f ）による不稔率の変化。
左列は現在気候、中列は将来気候、右列は将来気候の現在気候に対する差。右下の値、北海道東部の灰色については
図2と同様。

3 . 3 品種の入替による適応策の検討
現行品種を将来も維持した場合と比較し、収量の増加や気温ストレスの低減が見込める品種を検討
した（図 4 ）。現在の東日本では低温に強い品種が栽培されているため、気温の上昇した将来では耐
暑性の強い品種がより高い収量や高温ストレスの低下を達成した。一方で、冷害のリスクは将来もなくな
らないことから、現行品種以上に低温ストレスを軽減できる品種はほぼなく、北海道ではいずれの品種
も選択されなかった。
高収量および気温ストレス低減を同時に達成する品種は、東北北部から北海道では見られず、東
北南部以南では数品種のみが選択された。現行品種の維持が有効であると判定された地点は対象
領域の 64.4 ％、品種の入れ替えが有効であると判定された地点は 35.6 ％であった。入れ替えの候補
として選択された品種は、あいちのかおりやあさひの夢といった高温に対する耐性が高く、日長に対す
る感受性の高い品種であった。これらの品種は現在の東日本の気温では生長が遅く、十分な収量を
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確保できないが、気温の上昇した将来では生長期間が確保され、高い収量を達成できるために現行品
種からの入れ替えが有効であると判定された。

図4 . 現行品種よりも好条件を示す品種数の空間分布。
（a）高収量、
（ b ）高温ストレスの低下、
（ c ）低温ストレスの低下、
（d）高収量＋高温ストレスの低下＋低温ストレスの低下。北海道東部については図 2と同様。

4 . まとめ
高解像度気象データを作成し、温暖化の進行した東日本を対象に水稲の生育シミュレーションを行っ
た。現行品種を維持した場合でも低温によるストレスの緩和と二酸化炭素の施肥効果によって2 割程度
の増収が見込めるが、高温障害の顕在化も推定された。そのため、現行品種よりも高い収量や気温ス
トレスの低下が可能な品種について検討した。将来も冷害がなくならないことが重要な要素となり、東日
本北部では現行品種の維持、南部では耐高温品種の導入が有効であることが明らかになった。
ただし、得られた結果は 1 つの気候データ（MIROC5 モデル・RCP4.5シナリオ）に基づくものであり、
必ずこのようになるものではないことに注意が必要である。予測の不確実性を把握するため、複数の
RCPシナリオに基づく、より多くの気候モデルの出力を利用した解析が今後必要である。
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