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農地の窒素循環

資源保全チーム

１．はじめに

　窒素は、作物にとって重要な養分の一つであるが、
肥料として農地へ施与されるだけでなく、土壌中にも
多く存在している。農地で窒素がどのように循環して
いるかを理解することは、国内の重要な食糧供給地域
である北海道で進められている農地集積や農地の大区
画化・汎用化を行う上で、より良い農地整備や農地と
その周辺環境の保全管理にとって非常に大切である。

２．窒素と人間活動

　窒素は、生物の多量必須元素である。地球環境中の
窒素の大部分は大気中に窒素ガス（N2）として存在する
が、一部の窒素固定生物を除いて、生物が大気中の N2

を直接利用することはできない。20世紀初期にハーバ
ー・ボッシュ法が確立され、人為的に N2からアンモニ
ア（NH3）を合成し、窒素化学肥料を大量に生産するこ
とが可能になった。窒素化学肥料の製造が、食料生産
の増大に果たした役割は極めて大きく、人口の急激な
増加を支えてきた１）（図－１）。ハーバー・ボッシュ
法による工業的窒素固定が始まる前と比較すると、そ
の後の100年で全球の窒素循環量は約２倍となってい
る１）（図－２）。

図－２　全球の窒素循環量の変化。

図－１　世界人口と工業的窒素固定量の推移。

　施肥した窒素化学肥料のうち、作物に吸収され収穫
物に含まれるのはその約30％である１）。さらに、家畜
生産を考えた場合、畜産物に含まれる窒素は飼料作物
生産のために施与した窒素化学肥料のわずか７％程度
である１）。このように、作物に吸収されなかった窒素
や家畜ふん尿に含まれる窒素は、地球生態系で蓄積、
循環することとなる。土壌が元々保持する窒素や肥料
として施与された窒素が、農地の利用にどのような影
響を受けるかを知ることは、持続的な農業生産のため
に重要である。

（Galloway and Cowling, 2002）

　NOy は窒素酸化物の NO、NO2のほか硝酸イオンや亜硝酸イ
オン等を含めた総称。NHx はアンモニア・アンモニウムイオ
ン等の総称。（Galloway and Cowling, 2002を一部改変。）

解　説
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図－３　窒素の循環。

３．土壌・作物生態系における窒素の循環

３．１　作物の窒素吸収

　土壌中において、窒素は様々な形態で存在するが、
作物が利用吸収できる主な窒素の形態は、アンモニウ
ム態窒素（NH4-N）と硝酸態窒素（NO3-N）である。これ
らはともに無機態 N であり、化学肥料の多くがこの無
機態 N の形態である。
　作物に吸収された窒素は、作物の体をつくるタンパ
ク質や酵素タンパク、葉緑体タンパクなどの構成成分
となる。これらは有機化合物としての窒素、すなわち
有機態 N である。
　また、主にマメ科植物と共生する根粒菌のように、
大気中の N2をアンモニアに変換させる窒素固定菌が存
在する。根粒菌は植物根に共生し、固定したアンモニ
アを植物に供給する代わりに、宿主の植物から養分で
ある光合成生産物を受け取る。

３．２　土壌中の窒素形態変化

　土壌中に存在する窒素の大部分は、有機態 N である。
これは、動植物や微生物の遺体から成る土壌有機物や、
作物残渣、堆肥などに含まれる。有機態 N は、土壌生
物や微生物の分解を受け、無機態 N（主に NH4-N や
NO3-N）に変化する。この過程は、有機態 N の無機化
と呼ばれる。
　有機態 N が、土壌生物や微生物の作用によってアミ
ノ酸を介して NH4-N に変化することを、アンモニア化
成という（図－３）。水田では土壌を乾燥させたさせて
から湛水すると水稲の生育がよくなることが知られて
いるが、これは脱水作用により有機物が微生物に分解
されやすくなってアンモニア化成量が増大するため
で、このことを乾土効果という。
　アンモニア化成により生成された NH4-N や肥料とし
て施与された NH4-N は、土壌中で硝化細菌の活動によ
って亜硝酸態窒素（NO2-N）、さらに NO3-N に酸化され
る（図－３）。この過程は硝化と呼ばれる。硝化細菌は、
主に NH4-N を NO2-N に酸化するアンモニア酸化細菌
と NO2-N を NO3-N に酸化する亜硝酸酸化細菌に分類
される。これらは好気条件でだけ活動する絶対好気性
菌である。水田状態では、有機態 N の無機化が NH4-N
の生成で終了し、硝化作用が発現しないのは、土壌が
嫌気条件であるためである。
　土壌中の NO3-N は、脱窒菌によって NO2-N、NO、
N2O、N2まで還元される（図－３）。脱窒菌は、酸素が不
足する還元状態では、酸素分子（O2）の代わりに NO3-N

４．環境への窒素負荷

４．１　硝酸の溶脱

　NO3-N の地下への溶脱は、地下水の汚染や河川・湖沼・
海域の水質悪化、富栄養化などの環境問題の要因とな
る。土壌は主に負の荷電を持つため、プラスイオンの
NH4-N は土壌に吸着されやすいが、マイナスイオンの
NO3-N は土壌への吸着が少なく容易に移動する。土
壌中の NO3-N は、降雨や灌漑により地下へ溶脱する。
　地下水のNO3-N 汚染は、水田より畑で起こりやすい２）。
畑では好気的環境であり、脱窒過程よりも硝化過程が
支配的となるためである。一方、水田ではごく表層に
酸化層があるものの、酸化層で硝化により生成した
NO3-N は、下層の還元層で脱窒過程により N2ガスまで
変換されると考えられる。

中の結合している酸素を利用して呼吸をおこなう。た
だし、脱窒菌は好気条件でも嫌気条件でも生存するこ
とができる通性嫌気性細菌で、O2が十分に存在する
好気条件では、O2を優先的に利用して好気呼吸をお
こなう。
　有機態 N の無機化により生成された無機態窒素や化
学肥料に由来する無機態窒素は、その一部が微生物に
取り込まれて同化され、有機態 N に変化する。これを
有機化という。土壌中で無機化と有機化を規定する要
因に、土壌有機物や施用される堆肥などでの有機物の
炭素と N の比（C/N 比）が挙げられる。C/N 比が20以上
と大きいと、微生物が増殖するために無機態 N を取
り込むため、有機化が促進される。このような時には
作物と微生物の間で無機態 N の奪い合いが生じ、作物
にとって窒素飢餓状態となる。

38 寒地土木研究所月報　№751　2015年12月



５．まとめ

　土壌中において、窒素は様々な形態をとり、特に微
生物活動によってその形態を変化させる。形態変化に
はアンモニア化成、硝化、脱窒、有機化などがあり、
それぞれ土壌環境に大きく影響を受ける。それらの過
程を理解することは、農地の管理だけでなく環境問題
を考える上でも非常に重要である。

（文責：清水　真理子）
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４．２　アンモニア揮散

　大気へのアンモニア（NH3）揮散は、施肥した窒素の
損失となるだけでなく、酸性雨の要因となったり、乾
性・湿性降下物として地表面へ戻り、自然植生へ影響
を及ぼしたりする。肥料として施与された NH4-N やア
ンモニア化成により生成した NH4-N の一部は、大気中
に NH3として揮散する。特に、家畜ふん尿を農地の表
面へ施与した場合に発生しやすい。大気への接触を少
なくするような家畜ふん尿の施与（例えば浅層注入な
ど）をおこなうことで、大気への NH3揮散を削減するこ
とができる３）。そのため、家畜ふん尿の適切な処理や
適切な施与は重要である。

４．３　一酸化二窒素ガスの放出

　一酸化二窒素（N2O）は、二酸化炭素の298倍の温室効
果を持ち、地球温暖化へ寄与する。さらに、オゾン層の
破壊にも関わっている。N2Oは、硝化の副生産物として、
また脱窒の中間生成物として生成し、その生成は土壌
水分条件に大きく影響を受ける。農地からの N2O 放出
は、畑で水田よりも大きい４）。畑では、施肥後に降雨
があると、N2O 放出量が増大することが報告されてお
り５）、排水性の悪い畑土壌では N2O 放出が大きい傾向
がある４）。水分不飽和の畑では、硝化に引き続き、土
壌の団粒内部などの局所的な嫌気条件下で脱窒も生じ
ていると考えられる。いずれにしろ、窒素肥料の施与
量の増大は N2O 放出量を増大させるため、作物の吸収
とのバランスを考慮した施肥管理や、適切なほ場管理
を行うことが重要である。
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