Ｑ＆Ａ

農地土壌から排出される温室効果ガスについて
資源保全チーム

Ｑ１：農地土壌から排出される温室効果ガスには、ど

はじめに

のようなものがありますか？また、それらはど
IPCC第5次報告書には、「気候システムの温暖化に

の程度排出されていますか？

は疑う余地がなく、また1950年代以降、観測された変
化の多くは数十年から数千年にわたり前例のないもの

Ａ１：主に二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸

である。大気と海洋は温暖化し、雪氷の量は減少し、

化二窒素（N2O）の3つが挙げられます。これらのガ

温室効果ガス濃度は増加している。」と記されていま

スは単位体積当たりの温室効果が異なるため、CO 2

す 。また、同報告書内では人為起源の温室効果ガス

の何倍の温室効果を持つかを表す地球温暖化係数

1）

の増加が温暖化の原因であるとされています。

（GWP）を用いてCO2換算を行なった後に比較されま

人為起源の温室効果ガス排出のうち、農林業分野は

す。IPCC第5次報告書で公表されているGWPの値は、

24%と約1/4を占めています （図－1）。一方で、温暖

CO2、CH4、N2Oがそれぞれ1、28、265です（表－1）5）。

化は水稲の高温障害や果実の着色不良、病害虫の多発

図－2に統計データ 6)より算出された、2018年度にお

等、農林業への悪影響が大きい可能性があります 3）。

ける日本の農地土壌由来の温室効果ガス排出量（CO2

持続可能な農業生産のために、農業分野でも地球温暖

換算）を示します。温室効果ガス排出量はCH4が3種

化対策を講じる必要があります。近年、農業分野の地

のなかで1番多く約13600kt CO2、次いでN 2Oが約5400

球温暖化対策の一つとして土壌管理が注目されていま

ktCO2、CO2が約3200ktCO2です。詳細は後述しますが、

す 。本稿では農地土壌から排出される温室効果ガス

水田はCH4が発生しやすい環境にあります。そのため、

についてQ&A形式で紹介するとともに、資源保全チ

稲作が盛んな日本ではCH4排出量が1番大きくなった

ームの関連研究についても触れます。

と考えられます。

2）

4）

表－1

運輸
14%

合計
49GtCO2
産業
21%
その他
エネルギー
10%

電力と熱生産
25%

GWP

経済部門別の人為起源の温室効果ガス排出量
（参考文献2より筆者が作図）
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2018年度における日本の農地土壌由来の温室効果
ガス排出量
（参考文献6のデータを基に筆者が作図）
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Ｑ２：なぜ農地土壌からCO2、CH4、N2Oが排出されるの

畑（酸化的）

でしょうか？
Ａ２：CO2とCH4は土壌中に存在する有機態の炭素（C）

水田（還元的）
CO2

CH4

CO2

CH4

有機肥料

が土壌微生物の作用によって分解されることで発生し
ます。CO2は畑のような土中に酸素が供給される酸化
的な条件下で発生しやすく（図－3左）、CH4は水田の
ような酸素が供給されない還元的な条件下で発生しや
すいです（図－3右）
。CO2やCH4の基となる有機態Cは、

分解

有機肥料や作物残渣によって土壌に供給されます。

有機態 C

N2Oは、土壌中に存在するアンモニア態窒素（NH4+）
が硝酸態窒素（NO 3–）に変化する硝化と、NO 3–が窒
素ガス（N2）に変化する脱窒の途中で発生します（図

図－3

農地土壌からのCO2、CH4排出過程の模式図

－4）。N2Oの基となる無機態Nは有機態Nの無機化や
化学肥料によって土壌に供給されています。土中で発

N2O

生したこれらの温室効果ガスは、土壌や植物を介して
大気へと放出されます。

有機肥料

化学肥料

温室効果ガス排出量は、微生物活性や投入した有機
物や肥料の量によって変化します。微生物活性は気象

無機態 N

条件による土壌水分量や地温の変化、酸素濃度などに
影響を受けます。たとえば、気温が高いと地温も上昇
して微生物の活動が活発になります。そのため、冬よ
りも夏の方が温室効果ガス排出量は大きくなる傾向に

有機態 N

あります。また、投入した有機物や肥料の量が多い場
合にも、温室効果ガス排出量が大きくなります。

図－4

無機化
有機化

N2O

硝化
NH4+

脱窒
NO3-

農地土壌からのN2O排出過程

Ｑ３：農地土壌からの温室効果ガス排出量を抑制する

抑制には、施肥管理よりも適切な水管理（中干しを行

ためには、どうすればいいでしょうか？

わず常時湛水を保つ）が重要であるとの報告11)もあり
ます。農地土壌における温室効果ガス排出には、CH4

Ａ３：温室効果ガス排出量を抑制するための対策とし

が減少してもN2Oの排出が増加する12)等、トレードオ

て、①「直接排出量削減」と②「農地土壌の炭素貯留」

フの関係があります。そのため、1つのガスに注目す

が挙げられます。

るのではなく、総合的な温室効果を最小化することが

まず、①「直接排出量の削減」に関する技術を紹介
します。稲の生長期間中に水田の水を抜いて土壌中に

重要であるといえます。
次に、②「農地土壌の炭素貯留」について紹介します。

酸素を供給させる 中干しは、CH4の発生量抑制に有

土壌に稲わらや家畜排せつ物などの有機物を投入する

効です。さらに、中干し期間を慣行（10日程度）より

と、有機物の炭素は分解されCO2やCH4となり大気へ

1週間程度延長させることで、CH4の発生量を約30%削

と排出されますが、一部は腐植物質と呼ばれる安定な

減できることが研究により示され 、技術として確立

有機物へと変換されます。炭素換算で考えた有機物の

7)

8）

しています 。収穫後の刈り株や稲わらを、秋のうち

投入量が排出量より大きくなる時、大気中のCO2が減

に土壌へすき込んだり、発酵させて堆肥にしたりして、

少したと考えることが出来ます。また土壌のかく乱を

水稲の苗を田に植える翌春までに分解を進めることも

最小限にする不耕起栽培や省耕起栽培も、農地土壌の

CH 4排出を抑制出来ます 。また施肥量の適正化は、

炭素貯留手法として期待されています。不耕起栽培で

N2Oの排出抑制対策として挙げられています 。作物

は土を耕さないため、有機物の分解を抑制することが

に吸収されない過剰な窒素肥料はN2Oになるため地球

出来ます13）。ただし、高温多湿である日本では、不耕

温暖化の原因になり得ます。水田におけるN2O排出の

起栽培によって雑草が生えやすくなる場合があるため

9）

10）

4）
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注意が必要です。また、十勝地域における黒ボク土の

水位調整型水閘

圃場では、4年間の省耕起栽培を行った場合に、明ら
かな炭素貯留の変化は見られなかったという報告もあ
ります14）。不耕起・省耕起栽培が農地土壌への炭素貯
留を促進するかについては、さらなる検討が必要であ
ると考えられます。

作土

Ｑ４：資源保全チームでは、温室効果ガスの排出につ

下層土
地下かんがい

いてどのような研究を行っているのですか？

暗渠管

Ａ４：当チームでは、「国営農地再編整備事業」で導
入された地下水位制御システム（図－5）が整備され
た農地を対象として、温室効果ガス排出の評価を行っ
ています。新しい栽培技術である地下かんがいの利用

図－5 地下水位制御システムの概要
（図は集中管理孔方式の地下水位制御システム。任意の地下
水位を一定に保つことが出来る。）

が、農地土壌からの温室効果ガス排出に与える影響を
調べることを目的としています。

2） 経済産業省：気候変動に関する政府間パネル

水稲移植圃場で登熟期後半に地下かんがいを実施
し、水稲への水分供給と地耐力および温室効果ガス排
出への影響を調査しました 。8月中旬から下旬に地
15）

下水位を15cm程度に維持することで、登熟期の水稲

5次報告書

第3作業部会報告書

第

気候変動2014－

気候変動の緩和、2014．http://www.env.go.jp/
earth/ipcc/5th_pdf/ipcc_5th_report_wg3.pdf
（2020年11月19日確認）

への水分供給と収穫期に必要な地耐力の確保が両立で

3） 農 林 水 産 省 ： 農 林 水 産 省 地 球 温 暖 化 対 策 総 合

きることを確認しました。しかし、登熟期における地

戦略、2008．https://www.maff.go.jp/j/kanbo/

下かんがいはメタン排出量を増大させる傾向があるこ

kankyo/seisaku/s_ondanka/pdf/all.pdf（2020年

とが分かりました。

11月19日確認）

また、泥炭を基盤とする圃場における下層の泥炭土

4） 農林水産省：農林水産省地球温暖化対策計画、

を用いた室内試験で、土の水分量が温室効果ガス排出

2017．https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/

量に与える影響を調べました 。その結果、土が飽和

seisaku/s_ondanka/attach/pdf/senryaku-2.pdf

16）

状態だと総合的な温室効果が最小になりました。この

（2020年12月7日確認）

ことから、地下水位制御システムを用いて下層の泥炭

5） IPCC: Fifth Assessment Report - Climate

土の飽和状態を保つことは、農地土壌からの温室効果

Change 2013, 2013. https://www.ipcc.ch/site/

ガス排出量の最小化に有効である可能性が示唆されま

assets/uploads/2018/02/WG1AR5_all_final.pdf

した。

(accessed 2020.12.07)

当チームでは今後も現地調査や室内実験を引き続き

6） 国 立 環 境 研 究 所 ： 日 本 国 温 室 効 果 ガ ス イ ン ベ

行い、営農に支障の無い範囲で、農地土壌からの温室

ントリ報告書、2020．http://www-gio.nies.

効果ガス排出量を最小化する地下水位制御システムの

go.jp/aboutghg/nir/2020/NIR-JPN-2020-v3.0_J_

運転方法について検討を進めていきます。

GIOweb.pdf（2020年12月7日確認）
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