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１．はじめに 

一酸化二窒素（亜酸化窒素；N2O）は 100 年あたりの地球温暖化係数（同じ質量の二酸化炭

素を１とした場合の温暖化への寄与を表す係数）が二酸化炭素（CO2）の 296 倍という、強

力な温室効果ガスである。N2O は京都議定書により削減義務を負うことが決まった 6 つのガ

スのうちのひとつであり、現在の温室効果への寄与は CO2、メタンについで 3 番目に大きい。

また、N2O は成層圏オゾンの破壊物質でもあり、Ravishankara ら(1)は N2O の排出制限に今

すぐ取りかからなければ、N2O は 21 世紀最大規模の成層圏オゾン破壊物質になるであろう

と述べている。 
硝化(nitrification)は好気的条件において起こる反応であり、NH4

+から NO2
-へ酸化されるアンモ

ニア酸化の過程と NO2
-から NO3

-へと酸化される亜硝酸酸化とに分かれる。前半のアンモニア酸化

の過程は、従来はアンモニア酸化細菌のみによるものと考えられていたが、近年、アンモニア酸

化古細菌が海洋や土壌中に広く分布し、アンモニア酸化細菌とともに反応を担っていることが明

らかになってきている(2)。後半の亜硝酸酸化の過程は亜硝酸酸化細菌が担っている。さらに NO3
-

は嫌気的条件において脱窒(denitrification)され N2 へと還元される。脱窒は有機物を電子供与体に

用い、酸化的窒素化合物を電子受容体として用いる呼吸の一種である。自然界に生息する多くの

細菌がこのような脱窒能を有している。従来は細菌のみが脱窒過程を担っていると考えられてい

たが、カビにも脱窒系を持つものがあることが明らかになり、このカビ脱窒も重要な役割を担っ

ていると考えられるようになった（2）。このように、さまざまな種類の微生物が担う硝化と脱窒の

両方の過程において N2O が

生成される。硝化細菌のなか

にも脱窒経路をもつものがあ

り 、 硝 化 菌 に よ る 脱 窒

（nitrifier denitrification）も重

要な N2O 発生源である可能

性がある（3）。この硝化菌脱窒

においては、NH4
+から硝化過

程により生成された NO2
-が

脱窒の基質となっている。 
自然起源の N2O は、主に

海洋および土壌において、

硝化および脱窒の過程に

より生成されている（図

1）。人為起源の N2O の発

生源としては、農業（施
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図１ 地球全体の N2O の発生源の内訳 

（単位：TgN yr-1；IPCC, 2007（4）より作成） 

白抜きは自然発生源．白黒パターン部分は人為的発生源を示す． 



肥土壌および家畜排泄物の処理過程（堆肥化等）における硝化および脱窒）、バイオマス燃焼

（森林火災や作物残さの燃焼過程）、河川および海岸（人為的起源窒素の脱窒）などが主な発

生源となっている(4)。一方で消失源は成層圏に到達後の光分解である。発生と消失のバラン

スにより、大気中 N2O 濃度が決定されるが、人為的発生源の増大を反映して、大気中 N2O
濃度は産業革命前の 270ppb から 16%増加し、2005 年には 319ppb となった。 

が装置が簡単

で

N2O の人為的発生源のうち、最大のものは農業であり、施肥土壌および家畜排泄物の処理

過程（堆肥化等）からの N2O 発生量は、地球全体の人為的発生量の約 40％を占めると推定

されている（図１）。農耕地において、N2O はおもに化学肥料および有機肥料の施用により

発生している。  
1960 年から 2000 年の間に、世界の窒素肥料の使用量は 8 倍にも増大した。作物の施肥効

率は一般に 40%以下とされており、作物に吸収されなかった大量の窒素肥料の一部は脱窒さ

れ N2となって大気に戻るが、一部は雨によって流亡し水質汚染を引き起こしている。また、

施肥した窒素量の 0～数％程度が N2O となって大気へ放出されている。N2O の発生量は施肥

効率の点からはあまり問題にならないが、地球環境に与える影響は大きい。先進国において

は化学窒素肥料の使用量の増加は頭打ちとなっているが、発展途上国においては今後も使用

量が増加すると考えられている。世界的な化学肥料使用量の増大に伴い、農耕地土壌からの

N2O 発生量も増大すると考えられる。 
 
２．土壌から発生する N2O フラックスのモニタリング 
土壌から実際にどのくらいの N2O が発生しているのかを評価するためには、フィールドに

おける N2O フラックス（単位面積から単位時間に発生する量）のモニタリングが欠かせない。

現在、最も一般的に普及している土壌からの N2O フラックスのサンプリング方法はクローズ

ドチャンバー法である。これは、土壌面にチャンバー（底のない容器）を置き、一定時間ご

とにチャンバー内の空気サ

ンプルを採取し、サンプル

中の N2O 濃度を分析するこ

とによりフラックスを計算

する方法である。手動のク

ローズドチャンバー法は、

労力がかかる

安価なことから、現在で

も広く使われている。 
土壌から発生する温室効

果ガスのフラックスは季節

変動が大きいため、それを

精度良く定量するためには、

高頻度・通年測定すること

が望ましい。しかし、一般

←自動開閉チャンバー

可搬型温室効果ガス
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↓

図２ 可搬型温室効果ガスサンプリング装置 



的な手動のクローズドチャンバー法では多大な労力がかかるために測定頻度や期間を十分に

とることは困難な状況であった。このため、筆者らでは高頻度かつ通年測定が可能な自動連

続モニタリング装置を用いた高精度モニタリングを行っている。また、自動連続モニタリン

グ装置よりも小型で低コストな可搬型ガスサンプリング装置を開発した（図２）(5)。 
 
３．農耕地土壌における N2O の発生 
世界の農耕地土壌における N2O 発生量のモニタリングデータを収集・解析した結果によれ

ば、農耕地土壌からの N2O 発生量は 0～24 kgN ha-1 yr-1と大きな幅がある（6）。このモニタ

リングデータの解析において、圃場スケールの N2O 発生量に影響が大きい要因として、窒素

施肥量、土壌炭素量、土壌の排水性などが挙げられている(7)。これらはすなわち硝化および

脱窒に直接的または間接的に影響を与える要因である。一方、筆者らは日本の農耕地土壌か

らの N2O 発生量のモニタリングデータを収集・解析し、排水性の悪い土壌からの N2O 発生

量は高く、排水性の良い土壌からの N2O 発生量は低いことを明らかにした(図３)(8)。 
また、化学肥料だけでな

く有機肥料も N2O の発生源

であるが、有機肥料は種類

が多岐にわたり、また成分

のばらつきも大きいことな

どから、有機肥料からの

N2O の発生に関する研究は

化学肥料に比べて遅れてい

た。このため、筆者らは上

述の連続自動測定装置を行

い、有機肥料からの N2O の

発生量の高精度モニタリン

グを行った。その結果、施

用有機物の種類により、

N2O の発生量は大きく異な

ることが示された。C/N 比

が比較的低い有機物〔括弧

内の数値は C/N 比〕〔発酵鶏糞

（9.7）、発酵豚糞（10.7）、菜

種油かす（9.6）、魚かす（4.2）〕
からの N2O 発生量は尿素区よりも大きく、逆に、C/N 比の高い有機物〔牛糞堆肥（24.3）、
乾燥牛糞（15.9）〕からの N2O 発生量は化学肥料（尿素）区よりも小さい傾向がみられた。

施肥量等の統計データを用いて N2O の排出量を試算した結果、わが国の農耕地において、

有機肥料の施用は化学肥料の施用に匹敵する N2O の主要な排出源のひとつであることが明

らかになった（9）。 

図３ 日本の農耕地において土壌の排水性が N2O 発生量に

与える影響（Akiyama et al. (8)） 



一方、畜産の集約化に伴って畜産地帯では地域内の農耕地だけで大量の家畜排せつ物を耕

地還元することが困難になっている。その問題解決のため、家畜糞堆肥の取り扱いを容易に

し、広域流通をすすめる方策として、ペレット堆肥が実用化されている。このペレット堆肥

からの N2O 発生量の高精度モニタリングを行った結果、通常の堆肥よりもペレット堆肥から

の N2O 発生量のほうが多いことを明らかにした（10）。この理由としては、ペレット内部が嫌

気的になることにより脱窒が促進されるためと考えられた。 
 

４．農耕地における N2O の発生削減 
  気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第 4 次評価報告書（11）では、農耕地における N2O
の発生削減策として施肥管理、排水性の改善、および耕作放棄を挙げている。このうち、排

水性の改善については脱窒による N2O の発生を抑制できる可能性があるが、現在のところ具

体的な研究例は少ないため、削減ポテンシャルの推計は困難である。また耕作放棄について

は、今後も人口増加にともなって食糧需要も増大すると考えられることから、N2O 発生削減

技術として現実的でない。一方、施肥管理については分肥や精密農業による施肥効率の改善、

硝化抑制剤入り肥料および被覆肥料などが挙げられている。施肥効率の改善による窒素肥料

の使用量の削減は N2O の発生削減と水質汚染の改善につながる理想的な方法であるが、実際

の農業現場では窒素肥料の使用量の削減はあまりすすんでいない。一方、N2O の発生削減技

術として最もよく研究されているのは硝化抑制剤入り肥料および被覆肥料の N2O 削減効果

についてである。硝化抑制剤入り肥料とは、アンモニア態の肥料に硝化抑制剤を添加した肥

料である。また、被覆肥料とは肥料成分を樹脂などでコーティングすることにより肥料成分

がゆっくりと溶出す

る肥料である。いずれ

もすでに市販されて

いる肥料である。 
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評価の方法としては、
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る評価が基本となる。

しかし、個々の圃場試

験においては気象や

土壌条件により削減

効果が大きくばらつ

くため、平均的な削減

率を得ることは困難

である。このため、筆

者らは圃場試験の文

1

図４ 硝化抑制剤入り肥料の N2O 削減効果 
慣行肥料に対する相対的な発生量（平均値と 95%信頼区間）で示してい

る。図中の数値はデータ数。All NIs: すべての硝化抑制剤入り肥料の効

果の平均値。DCD 以下は個別の硝化抑制剤入り肥料の効果である。

Akiyama et al. (12) 



献値を収集し、統計解析（メタアナリシス）を行うことにより、平均的な削減効果の評価を

行った。その結果、硝化抑制剤入り肥料の平均的な N2O 発生削減率は慣行肥料の 38%であ

り、様々な環境の圃場試験においても比較的安定した削減効果がみられることが明らかにな

った。一方、被覆肥料の平均的な削減率は 35%であるが、土壌により削減効果が大きく異な

っていた。すなわち、粘土質な土壌での削減効果が大きい一方、日本の畑土壌の約半分を占

める黒ボク土では明瞭な削減効果がみられなかった（12）。 
 
５．おわりに  

本稿では農耕地 N2O 発生と発生削減を中心に解説したが、N2O だけでなく水質汚染など

も含めた窒素環境負荷全体を軽減していくためには、窒素循環全体を理解し、対策を考える

必要がある。このような窒素循環全体の理解と環境負荷の削減のため、世界的な窒素管理の

ためのパートナーシップである国際窒素イニシアティブ(International Nitrogen Initiative, 
INI)が活動を行っている。INI では、窒素に関わる問題についての科学的な理解を深めるこ

とだけでなく、窒素負荷を削減するための技術の開発とそれらの技術を各国政府に向けて発

信することも重要な任務と位置づけて活動している。人口増加に伴い、生物圏の窒素循環量

は今後も増大することが見込まれることから、INI の提唱するような窒素循環全体を管理（コ

ントロール）するという視点が重要になってくると考えられる。 
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