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微気象学的視点で温暖化に立ち向かう
－イネの高温障害低減に向けて
大気環境研究領域

吉本真由美

１．はじめに
温室効果ガス世界資料センター（WDCGG）の解析によると、二酸化炭素（CO 2 ）の世
界の平均濃度は 2011 年に 390ppmを超えた。また、2013 年 5 月にはハワイ・マウナロア
観測所で 400ppmを超えるCO 2 濃度が初めて観測されるなど、CO 2 濃度は依然として上昇
し続けている。今後、効果的な温室効果ガスの排出削減が実現されない限り、大気CO 2 は
増加を続け、それに伴い今世紀末の世界の平均地上気温は現在より 0.3～4.8℃上昇すると
予測されている（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC 2014）。温暖化に
伴って夏の異常高温の頻度も増えると予測され、2010 年には全国各地で猛暑日や熱帯夜の
日数の記録が更新され、2013 年には高知県江川崎で 41.0℃を記録し、2007 年に埼玉県熊
谷市・岐阜県多治見市で記録された 40.9℃以来、国内観測史上最高気温が更新されるなど、
温暖化時代の到来が俄かに現実味を帯びてきた。
これらの気候変化によるコメ生産への負の影響、特に開花期や登熟期の高温による減収
や品質の低下が懸念されている。登熟期の高温による品質の低下については、近年、高温
条件での白未熟粒の発生が少ない高温耐性品種（例えば、九州や北陸などの「にこまる」
「元気つくし」「てんたかく」「つや姫」など。農林水産省平成 22 年度高温適応技術レポ
ート）が育成されてきている。一方、開花期の高温不稔については、国内では問題が顕在
化していないため、未だ具体的な対策は取られていない。しかしこれまでの多くの室内実
験から、開花時の気温が 35℃を超えると受精障害により不稔籾が多発することが知られ、
35℃以上で稔実率が温度とともにほぼ直線的に低下し、40℃以上になるとほぼすべての籾
が不稔になる等の報告例が示されている（Kim et al., 1996）。中国長江流域では 1990 年
代より既に開花期高温不稔による減収が問題となっており（Wang et al. , 2004）、現在の
気候での高温障害の実態を把握し発生要因を解明するとともに、温暖化による高温障害発
生のリスクを正しく評価し、対策技術を開発する必要がある。
本発表では、温暖化などの気候変動と植物が実際に感受する熱環境との間に介在する
“群落微気象”に焦点をあて、高温障害の温暖化影響評価とその対策に関する知見を紹介
する。
２．気温と植物体温は同じと限らない
水田群落内は、植物の蒸散や水面からの蒸発、茎葉による日射や気流の遮断などにより、
群落上とは異なる気象条件、すなわち水田特有の“群落微気象”を形成している。特に、
イネの高温障害に密接に関連する生殖器官の温度（穂温）は、群落上の気温とは異なり、
その差（ギャップ）は気候や気象条件等により変わる。この群落内外のギャップ、あるい
は群落上の気温と植物体温のギャップが、高温障害の発生要因の解明を困難なものにして
いる。例えば、前述の 1990 年代より高温不稔の発生頻度が増している中国長江流域では、
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気温が 35℃を超える日は少ない一方、オーストラリアの水田では日最高気温がしばしば
40℃を超えるにも関わらず、開花時高温不稔の被害は報告されていない。これは、乾燥し
た気候のオーストラリアでは植物が盛んに蒸散し、群落や穂の温度が気温より大幅に低か
ったことが一因である（Matsui et al. , 2007; 2014）。よって、高温障害の発生メカニズム
を解明するためには、最寄りの気象観測所などでの群落上の気温ではなく、穂温もしくは
穂が曝されている群落内の気温を基準とすることが必須である。
（１）国際観測ネットワークによる群落微気象モニタリング
このような世界の水田での群落微気象のギャップと高温障害の実態を把握するため、私
たちは世界の主要なコメ生産地を対象に国際的な水田観測ネットワーク（MINCERnet）
を構築した（図 1、Yoshimoto et al. , 2012）。水田微気象の測定には、精密かつ簡便に水田
内の気温と湿度を測定できる自立型気象観測パッケージ MINCER（Fukuoka et al. , 2012a）
を用い、国により異なっていたイネの高温障害の調査方法を統一した。
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と、自立型気象観測パッケージ MINCER

これまでの調査から、従来高温不稔発生の指標としてよく用いられてきた日最高気温の
気候による違いは比較的小さい一方、水田での湿度レベルや気温の日較差、夜温などが気
候により大きく異なることがわかってきた（図 2）。これらはイネの穂温や生殖プロセスに
関わる重要な要素で、MINCERnet によって初めて多国間の定量的な比較が可能となった
ものである。また、現地の最寄りの気象観測点は一般に水田地帯には設置されていないた
め、水田上より気温が高く観測される場合が多いこと、さらに、群落内のイネの穂周辺の
気温は水田上の気温より低いことが多く、その差は気候により異なることもわかった（図
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3）。MINCERnet 参加国は、開始時当初アジアのコメ生産国を中心とするインド、スリラ
ンカ、ミャンマー、中国、フィリピン、台湾、アメリカ、日本の 8 カ国であったが、今年
よりアフリカのセネガルやベナン共和国が加わった。広範な気候でのデータ収集により、
温暖化による作物への負の影響が顕在化している地域の水田群落の熱環境と高温障害の実
態を把握したいと考えている。

図2

MINCERnet 参加各国のイネ出穂期の水田での気温・湿度の日変化例
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（２）2007 年猛暑日の穂温分布と高温不稔
同じ気候である日本国内においても、日々の気象条件の違いにより、群落内外の熱環境
のギャップの差異が存在する。2007 年 8 月、関東、東海地域は、熊谷、多治見で観測史
上最高の 40.9℃を記録したほか、関東平野の埼玉県北部から群馬県南部、濃尾平野の愛知
県北部から岐阜県南部において、35℃を超える猛暑日が頻発した。2007 年 8 月の異常高
温は、これまで顕在化していなかった高温不稔を誘発する温度域であり、不稔による被害
発生が懸念された。そこで、農環研と作物研は、群馬県、埼玉県、茨城県、岐阜県、愛知
県と協力して、記録的な猛暑を観測した関東・東海地域において不稔発生の現地調査を行
った。調査水田のうち、出穂・開花日頃の日最高気温が 35℃を超えた水田は 4 割以上を占
め、不稔率は、通常の条件では 5％程度のところ、10％を超えた水田が全体の 2 割程度認
められた（図 4）。しかし、これらの不稔発生率は、これまでの室内実験での温度反応から
推定される値よりは小さい傾向にあった。
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調査水田における出穂・開花時期（5 日間）の最高気温と不稔籾割合の頻度分布
（関東、東海地域をあわせて表示）
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関東・東海の 3 地点を対象とした 2007 年 8 月中旬の日最高気温（左）と
開花時間帯（10～12 時）の推定穂温（右）の推移
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2007 年の高温下の不稔率が、日最高気温から予測される不稔率を下回った要因の一つと
して、感受器官である穂の温度が気温とは異なった可能性が考えられた。フィールドにお
いては、穂温は基本的に外気温、湿度、日射量、風速といった群落上の環境条件と、葉の
茂り方、葉や穂の蒸散に関わる要素などに依存する。例えば、日射は群落や穂の温度を上
昇させる方向に働くが、蒸散は熱の持ち去りによって冷却させる方向に働く。その結果、
穂温は、群落上の気温よりも低くなることもあれば、逆に高くなることもあり得る。これ
らの熱収支プロセスを組み込んだ穂温推定モデル（IM 2 PACT, Yoshimoto et al ., 2011）を
農環研が運営する作物気象データベース（MeteoCrop DB, Kuwagata et al ., 2011）に適用
し、2007 年夏季の関東・東海地域における穂温分布を推定した（図 5）。その結果、水稲
の開花時間帯に相当する午前 10～12 時頃の穂温は最高でも 34～36℃程度で、地域分布に
ついても日最高気温の分布と必ずしも一致しないことがわかった。これは、開花時間帯の
気温が日最高気温より低いこと、開花時気温が高くても湿度が低い場合には穂の蒸散冷却
が促進され、穂温が気温より低くなること等が原因であった。さらに、穂温と不稔率との
相関は、日最高気温と不稔率との相関よりも高い傾向にあった。これらが、日最高気温が
高かった割に不稔の発生が少なかったことに関係していたことが明らかとなった。
（３）大気CO 2 濃度増加による群落温度の上昇
大気CO 2 濃度もまた、群落内外の温度のギャップを生じさせる要素の一つである。大気
CO 2 濃度が増加すると、植物の葉の気孔が閉じ気味になり、蒸散による群落冷却効果が低
下するためである。実際の水田で大気CO 2 濃度を増加させる開放系大気CO 2 増加（Free-Air
CO 2 Enrichment, FACE）実験が、2010 年より茨城県つくばみらい市で行われている。
FACEは、屋外の水田の一部に差し渡し 17mの正八角形状にチューブを設置して、風向き
に応じてCO 2 をリング内に放出し、外気より約 200ppm高い濃度に制御する。
2010 年夏季（6～8 月）の日本の平均気温は観測史上最高を記録し、つくばみらいFACE
での実験期間中の日平均気温は平年より 1.8℃高く推移した。高CO 2 濃度区では、現CO 2
濃度区と比べて整粒率が 17％低下し、多数の白未熟粒が発生した（図 6）。高CO 2 濃度区
では光合成が盛んになり、炭
素化合物の蓄積が促進される
一方、窒素の吸収の促進は大
きくなかったことから、高
CO 2 濃度区では玄米のタン
パク質含有率が低下し、窒素
栄養が不足しやすかったこと
が、整粒率低下の主な原因と
考えられた。

図6

2010 年のつくばみらい FACE において、高

CO 2 濃度がコシヒカリの玄米品質に与えた影響
-7-

しかし、同じタンパク質含有率の条件

現CO2濃度区

で比較しても、高CO 2 濃度区の整粒率は
現CO 2 濃度区に比べて明らかに低かっ
たことから（図 7）、高CO 2 処理による整
粒率の低下には、玄米タンパク質含有率
以外の要因が関わるものと考えられた。

高CO2濃度区

群落内の気温・湿度を測定したところ、
登熟期間中の高CO 2 濃度区の群落内の
日最高気温は、現CO 2 濃度区と比べて約
0.5℃高く推移していた。
このように、高CO 2 濃度条件では、玄
米タンパク質含有率が低下したことに加
えて、群落内の気温が高く推移したこと
などにより、白未熟粒の発生が増加し、
整粒率が大きく低下したと考えられ、高
温障害の発生要因解析における群落微気
象の重要性が改めて明らかとなった。

図7

CO 2 濃度・温度・施肥水準がコシヒカ

リの整粒率に与えた影響（赤；高 CO 2 区、
青；現 CO 2 区。△；多窒素施肥区、○；標
準窒素施肥区、□；窒素無施肥区、◇；水温
上昇区）

３．微気象学的視点からの対策技術の開発
上記のとおり、群落内外の熱環境にはギャップが存在し、その大きさは気候や気象条件、
大気CO 2 濃度、植物の蒸散強度などにより異なる。現在および気候変動下のイネの高温障
害の発生要因の解析や影響評価にあたっては、群落上でなく、群落内の熱環境や生殖器官
の温度（穂温）を参照し、群落内外のギャップによる影響評価の誤差を減らすことが必須
である。一方、この群落内外のギャップを利用し、温暖化しても群落温度や穂温が上がら
ないような耕種的・育種的手法の開発の可能性が考えられる。
（１）施肥による群落熱環境の改変
窒素（N）施肥は、イネの生育や稔実など植物生理上だけでなく、葉の繁茂具合や蒸散
特性の変化を通じて群落微気象を変化させる、重要な管理技術の一つである。農業環境技
術研究所内の水田圃場においてヒノヒカリを栽培し、多肥区（12 gN/m 2 ）と少肥区（4
gN/m 2 ）を設けたところ、開花時刻の穂温は多肥区の方が 0.3～0.7℃低かった。群落内微
気象の測定と穂温推定モデル（IM 2 PACT）で、多肥区の穂温低下の要因を解析したところ、
多肥区では葉や穂の蒸散が多く、蒸散冷却を通じて群落温度や穂温が低かったこと、また、
多肥区では葉面積の増大により穂に到達する日射量が減ったことなどが明らかとなった。
ただし、葉面積の増大は同時に群落内の風通しを悪くし、穂温を上昇させる働きも有する
こと、窒素施用による穂温の冷却効果が気象条件によって変わることもわかった。
一方で、1990 年代以降の食味重視傾向により窒素施肥を低く抑える指導が普及しており
（近藤、2007）、高温障害回避に最適な窒素施肥の量と時期を明らかにし、食味と収量・
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品質の維持を両立させるような管理技術を確立させる必要がある。
（２）穂蒸散が大きい品種の開発
さらに、より積極的に蒸散冷却効果を利用する方向性の一つとして、遺伝的に穂蒸散が
大きい品種の開発が挙げられる。穂蒸散コンダクタンス（穂表面からの蒸散のしやすさ）
には品種間差異があり（Fukuoka et al. , 2012b）、開花時刻の穂蒸散コンダクタンスは 2
倍以上の違いがある（図 8）。穂温推定モデル（IM 2 PACT）で現在の日本の水田の典型的
な気象条件を与えて感度解析を行ったところ、穂蒸散コンダクタンスの最も小さい品種か
ら大きい品種へ移行することで、2℃以上穂温を下げることができると見積もられたが、
最も大きい品種からさらに穂蒸散コンダクタンスを倍にできたとしてもそれ以上の穂温の
低下はわずかであった。このことから、現在確認されている穂蒸散コンダクタンスの最高
レベルの品種程度が、当面の品種改良の目標として適当であると考えられる。

品種

IR72
銀坊主
シルキーパール
ひとめぼれ
IR65598-112-2
あきたこまち
武香粳14号
農林8号
RM645
みやかおり
秋田63号
ヒノヒカリ
コシヒカリ
ゆめのはたもち
タカナリ
はぎのかおり
つくばはたもち
初星
水野黒糯
IR67966-44-2-3-2
Dular

シリーズ1 (2005)
シリーズ2 (2006)
シリーズ3 (2006)
シリーズ間平均

0.2
図8
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開花時刻における穂蒸散コンダクタンスの品種間差異

４．おわりに
以上、高温障害の温暖化影響評価とその対策について、“群落微気象”に焦点を当てて
紹介したが、微気象学的視点からの対策技術は、これまでの温暖化対策技術の主流であっ
た、スクリーニングによる高温耐性品種の選定や、植物栄養学的視点からの肥培管理等と
両立しうる技術である。今後、それらを組み合わせ相補することによって、気候変動下で
より頑健かつ効果的な対策技術の開発につながると期待される。
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