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気候変化シナリオデータセットELPIS-JP

気候変化の影響評価や適応・緩和策の開発には、将
来の気候変化の見通し（気候変化シナリオ）が不可欠
です。気候変化シナリオは全球気候モデルを用いた
予測に基づいて作成されますが、モデルによる予測
は計算に使用するモデルや将来の温室効果ガス排出
量の見通し（温室効果ガス排出シナリオ）によって結
果が異なります。しかし、従来の気候変化シナリオで
は、利用可能なモデルの種類や温室効果ガス排出シ
ナリオが限られていました。そこで、国内を対象に、
多数の気候変化シナリオを利用可能なデータセット
ELPIS-JPを作成しましました（「ELPIS」は「希望」を意
味するラテン語）。

ELPIS-JPでは、農業分野で利用頻度が高い 7 つの
気候要素について、国内 938 地点での 1981～2091
年の日別値が利用できます。3 つの温室効果ガス排
出シナリオと10 個の全球気候モデルの組み合わせ
で得られた 26 種類の気候変化予測を利用し、それぞ
れの予測ごとに、ウェザージェネレータとよばれる確
率モデルを用いて、日々変動が異なる50 通りの時系
列データを作成しました。26×50=1,300 通りの気候
変化シナリオが利用できるので、単一のシナリオでは
得られない気候変化の不確実性に関する情報が得ら
れ、水稲開花期の高温発生確率の推定などにも応用
できます。

水田土壌から発生する温室効果ガス・メタンは、我
が国の人為起源のメタン発生量の約 30％を占めてい
ます。メタンは、還元状態の土壌、すなわち水を張っ
た状態で形成される土壌環境で発生するので、水田
でも、水を張らない期間が長くなれば、メタンの発生
量を抑えられると期待されます。そこで、水稲の生育
向上の一環で行われている中干し（田んぼの水を落
とす）の期間を延長することで、米の収量を低下させ
ずに、どの程度メタンの発生を抑えられるのか、全国 8
県、9 か所の水田で 2 年間調べました。

その結果、中干しの期間を通常より１週間程度延長
すると、18～72％程度、メタンの発生が削減されまし
た（図）。また、この効果が得られるのは、前年に稲わ
らや麦わらなどの有機物をすき込んでいる水田であ
ることが分かりました。一方、収量（精玄米重）は、通
常の中干しの場合に比べて同等もしくはややわずか
に減少する程度で、また、品質や食味を示す指標（登
熟歩合やたんぱく質含有率）は、向上傾向にありまし
た。中干し期間の延長は、メタンの発生を削減する簡
易な技術と考えられます。

これらの結果を取りまとめて、「水田メタン発生抑
制のための新たな水管理技術マニュアル」として公開
しています。

中干し期間延長によるメタン削減効果を検証
水田から発生する温室効果ガス・メタンの削減技術

中干し期間の延長によるメタン削減効果
横軸：慣行と比較した中干しの延長日数のうち降雨のない日数
縦軸：慣行水管理を100としたメタン発生比率
各地での試験により、メタン発生量の数値は場所、年次により大きく変動す
るため、水管理によるメタン削減効果は、慣行を100とした場合のメタン発
生量相対比によって示しました。

ELPIS-JPの概要
温室効果ガス排出シナリオ：A1B、B1、A2（気候変動に関する政府間パネルによる）
全球気候モデル：温室効果ガス排出シナリオ A1B と B1 は 10 個、A2 は 6 個
ウェザージェネレータによる時系列数：50
気候要素：日平均・最高・最低気温、降水量、積算日射量、相対湿度、風速
データの期間：1981-2091 年
時間分解能：日別
空間解像度：約 30km （気象官署およびアメダス４要素観測地点の合計 938 地点・上図）
データ容量：約 12TB
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玄米、白米および水田土壌中の
Cs-137放射能濃度の全国平均の推移

Cs-137放射能濃度の土壌の最高値は1964年の42.7Bq/kgで、2010年には
5.9Bq/kgまで低下していました。玄米の最高値は1963年の11.5Bq/kgで、
2000年には0.039Bq/kgで、白米はその半分程度の濃度でした。

土壌中でのディルドリンの分解効率（左）と
分解糸状菌DDF株の顕微鏡写真（右）

農業環境中の放射性物質長期
モニタリングデータの活用

核実験や核施設事故で放出された放射性物質によ
る農地土壌や作物の汚染状況を把握するため、北海
道～九州の水田最大 15 地点、畑最大 13 地点におけ
る、玄米、白米、玄麦、小麦粉および土壌の Cs-137と
Sr-90 の放射能濃度について調査・研究を1959 年か
ら開始しています。とりまとめた結果についてはホー
ムページで公開しています。
http://psv.niaes3.affrc.go.jp/vgai_agrip/sys_top.html

これらのデータは、1986 年の旧ソ連のチェルノブ
イリ原発事故や 1999 年の東海村ウラン加工施設で
の臨界事故などの際の農地土壌や農作物の汚染状況
の評価に用いられました。また。東京電力福島第一
原発事故の際、2011 年 4月8日に原子力災害対策本
部から発表された、「稲の作付に関する考え方」にお
いて、作物への移行の指標としての玄米移行係数の
算定に活用されました。これによって、警戒区域など
に加え、生産した玄米の放射性セシウム濃度が食品
衛生法の暫定規制値を超える可能性の高い地域につ
いて稲の作付制限を行うとの考え方が示されました。
今後、2011 年のデータを付加するとともに、福島県
を中心とする地域に新たにモニタリングサイトを設定
して農地土壌と作物の放射性物質濃度の測定を開始
し、東京電力福島第一原発事故の影響を把握する予
定です。

ディルドリンは「残留性有機汚染物質に関するス
トックホルム条約」の対象物質で、環境中に長期間残
留すること知られています。そこで、ディルドリンを効
率的に分解する微生物を探索し、その分解能につい
て検討しました。

ディルドリンと類似の構造を持つ殺虫剤エンドス
ルファンを連用した畑土壌から、ディルドリンを好
気的に分解する糸状菌（菌株名：DDF 株）を発見し
ました。本菌は DNA 塩基配列の解析から、Mucor 
racemosus に近縁であることが明らかになりまし
た。この菌は、液体培地に添加したディルドリン（13.2 
µM）を培養 10日間で最大 96％分解しました。また、
ディルドリンの分解に伴い、代謝物としてアルドリント
ランスジオールが検出されました。初期基質として
アルドリントランスジオールを添加すると速やかに消
失することから、この菌はアルドリントランスジオール
を更に分解していると考えられます。

ディルドリンを添加した模擬汚染土壌（5 mg/kg-
乾土）に、DDF 株を培養したふすまを6％（w/w）混
和し、土壌水分を50％に調節したところ、培養 7日間
で土壌中のディルドリンをほぼ完全に分解しました。
Mucor racemosus DDF 株は、ディルドリンを好気的
にほぼ 100％分解できる糸状菌として世界で始めて
単離された菌株であり、ディルドリン残留土壌でのバ
イオレメディエーションへの適用に大変有望な菌株と
して期待されます。

ディルドリンを好気的に分解する糸状菌の単離
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コナカイガラムシ類寄生蜂の
強力な誘引物質

殺虫剤に代わる環境に優しい農作物害虫の防除法
として、天敵寄生蜂の利用が有望です。果樹・野菜
類の重要害虫であるフジコナカイガラムシ（以下、フジ
コナ）の性フェロモントラップには、フジコナ以外の他
種コナカイガラムシ類の寄生蜂も含めて多数の寄生
蜂が混入することがわかっています。これらはフジコ
ナの性フェロモンそのものではなく、その合成過程で
ごく微量生じる副産物に誘引されることが明らかとな
りました。そこで、この物質の化学構造を質量分析計
や核磁気共鳴装置を用いて決定し、シクロラバンデュ
リルブチレート（新規化合物）と命名しました。

合成したシクロラバンデュリルブチレートを誘引源
としたトラップを野外圃場に設置すると、非常に強力な
誘引力により、コナカイガラムシ類の天敵であるサワダ
トビコバチとフジコナヒゲナガトビコバチを圃場外か
ら誘引し、コナカイガラムシ類の寄生率を6 倍以上に
上昇させることがわかりました。本物質を低コストで
合成する方法が開発できれば、コナカイガラムシ類の
総合的防除技術として活用できると考えられます。

農業用マルチフィルムは、雑草や害虫の発生を抑
え地温と水分を維持するなど畑作に欠かせません。
しかし、従来のマルチは使用後の回収とゴミ処理が問
題でした。生分解性プラスチック（生プラ）製のマル
チは、使用中に劣化し収穫後に畑に鋤き込めば完全
分解されゴミが出ません。ただ、生プラマルチの分解
速度は使用する環境によって異なるので、時として分
解が遅い場合があります。使い手が微生物や酵素を
処理してマルチの分解を早める方法があれば、作付
けの計画をたてやすくなります。

当所では、植物の常在菌の中から強力な生プラ分
解活性を持つ酵母やカビを見つけました。さらに分
離した酵母菌から生プラ分解酵素を大量生産する培
養方法を確立し、粗酵素液の大量生産に成功しまし
た。具体的には、この酵母菌が培地にキシロースを
加えると、分解酵素を大量に分泌することを発見し、
ジャー培養装置を用いて、検討前に比べて約 4 万倍の
効率で酵素液を生産できるようになりました。酵母や
カビの菌体を除去した酵素液を、畑に張った生プラマ
ルチの表面に散布すると、半日後にはマルチ表面に
穴が開き始め、表面全体が大きく劣化することを確認
しました（図）。散布する際に保湿剤を併用すると、さ
らに分解が早くなります。この成果を利用して、使用
済みの様々な生プラ製品を短時間で分解する技術の
実用化が期待できます。

生分解性プラスチックを素早く分解する酵素

畑に設置した市販の生プラ製マルチフィルムが
酵素液の処理で分解する様子

（酵素液と保湿剤同時処理から一日後）

シクロラバンデュリルブチレート（上）とラバンデュロール（下）
シクロラバンデュリルブチレートはラバンデュロール（ラベンダー香の成
分）が環化した特徴的な炭素骨格を持つモノテルペノイドです。

フジコナヒゲナガトビコバチサワダトビコバチ

酵素あり 酵素なし（水処理）
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畑ワサビの害虫ゾウムシを新種として発表時系列衛星画像による作物生育モニタリング

地球観測衛星（Terra）に搭載された光学衛星センサ
（MODIS）は、同じ地点をほぼ毎日観測することがで
きることから、作物生育の広域モニタリングに活用さ
れています。本研究では、作物の活性状態の指標と
なる植生指数（WDRVI）の季節変化に着目し、トウモ
ロコシの生育ステージ（2 ～ 3 葉期 , 絹糸抽出期 , 黄
熟期 , 成熟期）の発現日を2.4 ～ 7.4日の誤差で推定
する「Shape model fitting 法」を開発しました。この
方法を用いて、アメリカコーンベルトのトウモロコシ
の生育ステージの空間分布を年毎に明らかにしました

（図）。また、この結果を気象データ結果と合わせて
用いることにより、トウモロコシの光合成量の日変化
を推定する「作物光合成の簡易推定法」も開発しまし
た。これらの手法は、同地域の大豆の生育に対して
も応用できることから、世界各地のトウモロコシと大
豆に関する作柄情報の収集や収量予測に活用される
ことが期待されています。

1999年、岩手県岩泉市のワサビ畑で見慣れないゾ
ウムシによる被害が発生しました（図）。当初、本種はア
ブラナ科野菜の害虫として知られるミドリサルゾウム
シと同定され、防除対策がとられました。しかし、後に
本種はミドリサルゾウムシではなく、正体不明の別種
であると指摘されましたが、種名が確定しないままミド
リサルゾウムシと混同される状態が続いていました。

このため、この問題の解決を目指して分類学的研
究を行った結果、本種は未知の種であることが判明
し、新種ワサビルリイロサルゾウムシCeutorhynchus 
wasabi Yoshitakeとして発表しました。本新種は、ミ
ドリサルゾウムシと形態的によく似ていますが、ミドリ
サルゾウムシは上翅を含む体全体が銅色～暗緑色で
あるのに対し、本新種では上翅がメタリックブルーで、
それ以外の体の大部分が青色光沢のある黒色である
こと、体側面が白色鱗片で密に覆われることなどによっ
て明確に識別できます。

今回、近似種との識別点が明らかになったことによ
り、農業や害虫防除に携わる人々が本種に関する情報
を正しく取得することが可能になりました。

体は青色光沢のある黒色 体は上翅も含めて
銅色～暗緑色

畑ワサビを食害するワサビルリイロサルゾウムシ
（左）葉上の成虫、（右）茎内部を食害する幼虫

ワサビルリイロサルゾウムシ ミドリサルゾウムシアイオワ・イリノイ・インディアナ州における
絹糸抽出期の推定結果

MODISから推定
された絹糸抽出期

アメリカ農務省
発表の統計値


