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東東・東南アジアの温暖化とコメ生産への影響評価
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～データから読み取る～温温暖化ウォッチ (13)

1. ははじめに

産業革命以後の人口増加、化石燃料の大量消費

や土地利用の変化など、人間活動が環境や気候に

大きな影響を与えることが懸念されており、これ

によって、私たちの生活基盤が脅かされようとし

ている。このような中で、1988年に国連のもとに

設置された「気候変動に関する政府間パネル

(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC)」

は、1990、1995、2001年の3回、当時として最も信

頼のおける自然・社会科学的知見を集約して、気

候変動とそれによる影響などに関する評価報告書

を公表している。そして、これらの知見は国の政

策レベルから圃場の栽培レベルまでの意志決定者

がその対策を考慮する上で貴重な情報となってい

る。このうち2001年に発表された報告書(Houghton

et al., 2001)によると、1990年から2100年までの約

100年間に、全球平均地上気温は1.4～5.8℃上昇す

ると予測されており、私たちが生活を営む東・東

南アジアもこの気候変動にさらされている。

2. 温温暖化によるコメ生産への影響

温暖化によるコメを含めた穀物生産への影響評

価は、温暖化ガス排出シナリオ(SRES:IPCC Special

Report on Emissions Scenarios; Nakicenovic et al.,

2000)をもとに、大気・海洋結合大循環モデル

(CGCM: Coupled General Circulation Model)や地域

気候モデル(RCM: Regional Climate Model)などか

ら得られた気候値を入力データとして、穀物生

育・収量予測モデル(CERES-Rice, SIMRIW,

ORYZA, EPICなど)を用いて行われている。この方

法を用いた予測結果は数多く発表されており、こ

れらを要約すると、今世紀末までには、温帯地域

のいくつかの地域で穀物生産量は、数℃の気温上

昇と二酸化炭素の濃度上昇により増加するが、気

温上昇が大きい場合には高温による障害などで減

少する。これに対して、熱帯・亜熱帯地方の多く

は、生産量が減少する閾値に気温がほぼ達してい

ることから、たとえわずかな気温上昇でも、いく

つかの穀物の生産量は減少する。また、乾燥農業

あるいは天水田農業を基本とする農業地域では、

降水量が大きく減少する場合、穀物生産とってさ

らに悪影響を及ぼすとされている(Mc Carthy et al.,

2001)。

コメに関して注目すると、東・東南アジアでの

イネ生産量は、二酸化炭素の生産生理的影響を考

慮すると約20％増加することが見込まれている

(Parry et al., 1999)。アジア全体では、高温と降水

量の減少により、生産量が約 3 ％減少する

(Murdiyarso, 2000)。中国では、気温が現在よりも

2℃上昇するだけでも灌漑設備をもたない水田の生

産量は5～12％減少することが見込まれている(Lin

et al., 2004)。

図は、横軸に年平均気温(℃)、縦軸に年降水量

(mm)をとり、日本、中国、インドシナ半島諸国の

代表的なコメ作地域に関して、過去30(1971～

図　代表的なコメ作地域における過去30(1971～2000)

年間の年平均気温(℃)と年降水量(mm)。○：日本、

△：中国、◇：インドシナ5カ国(タイ、ベトナム、ラ

オス、カンボジア、ミャンマー)の値。曲線は気温が

生育の制限要因となる地域と降水量が生育の制限要因

となる地域の境界を示す。
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2000)年間の年平均気温(℃)と年降水量(mm)(New

et al., 1999)の関係を示す。図に示されている曲線

は気温が生育の制限要因となる地域と降水量が生

育の制限要因となる地域の境界を示すものであり、

日本は気温が生育の制限要因となる地域に、中国

とインドシナ半島諸国は主に降水量が生育の制限

要因となる地域に属す。温暖化した場合、図に示

された各点が基本的には高温(右)側に移動するこ

とであり、それによって、その地域の気温と降水

量の関係が大きく崩れる。例えば、この図から

20℃付近では気温が2℃上昇したら、この関係を維

持するためには、気温が上昇すると見合った分の

降水量(約500mmの年降水量)の増加が必要となる。

この降水量の増加が見込まれない限り、気温上昇

による水ストレスは大きくなる。

3. ココメ生産影響予測の問題点

以上のような気候値によるコメ生産への影響評

価には問題点も多い。まず、私たちが1993年や

2003年に経験したように、コメの生産量は冷害あ

るいは干ばつといった日々の気温や降水量が平年

値から大きく異なる状態が長期間続く現象(異常気

象)によって大きな影響を受ける。これは、図に示

した気温・降水量の関係を示す各点が毎年どの程

度揺れるのかで示される。この異常気象に関する

研 究 は 、 最 近 に な っ て よ う や く そ の 結 果

(Rosenzweig et al., 2001など)が発表されてきた段階

である。それによると、温暖化によって、冷害や

エルニーニョ現象に関係した干ばつ、洪水、台風

などのような極端な気象現象の強度と頻度が変化

することが明らかにされている。これは、多くの

大気・海洋結合大循環モデルによる予測結果で、

温暖化により熱波や大雨の増加など極端な現象の

頻度や強度およびその継続期間に変化が生じるこ

とが予測されていることに基づいたものである。

また、イネ生産への影響を予測する穀物生育・

収量予測モデルは、もともと、圃場スケールのイ

ネの生育の再現と生産量の推定を行うものであり、

地域・国といったスケールの生産量の推定にこの

圃場スケールのモデルを適用できるかどうかが疑

問である。さらに、大気中の二酸化炭素の濃度が

増加することによって生長あるいは生理がどの様

に応答するのか、あるいは、冷害や干ばつなど極

端な現象に対してどのように応答するのかに関す

る知見、今後の栽培技術の革新や害虫と疾病の影

響、水・土壌資源の劣化に関しての考慮なども不

十分であり、穀物生育・収量予測モデルを用いた

コメ影響予測に対する信頼度は決して高いもので

はない。
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