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１．はじめに  －地球温暖化と農業－ 

IPCC（政府間パネル）第 4 次報告書では、過去 100 年間に地球の平均気温は約 1℃上昇し

たとされる 1)。わずか 1℃の変動ながら、猛暑の度合いは激しくなり、旱魃の被害も拡大す

るなど、気象現象としては、大きな影響となって現れ始めている(環境省 2007)。「温室効果

ガス」（greenhouse gas 、略して GHG）は、京都議定書で 6 種類が温暖化防止のための削減

目標として定められた。この中で、フロン類、ハロン類、六フッ化硫黄は生産消費が規制さ

れているため、今後は大気中濃度の減少が見込まれる。その他の二酸化炭素（CO2）、メタン

（CH4）、一酸化二窒素（N2O）は天然も含め発生源が多様であり、現在も大気中濃度の上昇が

続いている。農地は地球上の陸地の 40-50％を占めていて、2005 年ベースでは年に 5.1 to 6.1 

GtCO2-eq(-eq＝CO2 換算) の温室効果ガスを排出しており、これは人為起源の全温室効果ガス

（GHGs）排出量の 10-12%に相当する。内訳ではメタンは 3.3 GtCO2-eq/yr、一酸化二窒素は

2.8 GtCO2-eq/yr であり、これは人為起源に占める農業の割合が一酸化二窒素は 60%、メタン

では 50%であることを示す。二酸化炭素は大気と農地間の物質交換量は多いものの、正味の

フラックスはほぼ均衡していて、わずかに 0.04 GtCO2/yr の排出とされる（IPCC 2007）。 

日本においては、2008 年度における農業分野からの温室効果ガス排出量は 2 万 5,845 

GgCO2-eq（温室効果ガスインベントリオフィス（GIO） 2010）であり、日本の温室効果ガス

総排出量の 2.0％を占めている。農作物は光合成によって生長し、その過程で水と二酸化炭

素から酸素と炭水化物を生産することで、大気の二酸化炭素を吸収する。夜間は光合成がな

いため、植物の呼吸と土壌微生物の呼吸によって農耕地は二酸化炭素発生源となる。 

一方メタンと亜酸化窒素に目を向けると，メタンは大気中濃度が 1.774ppm と濃度は二酸化

炭素に比べ遙かに低いが、温室効果能（GWP）は、二酸化炭素の 25 倍もある(IPCC 2007)。メ

タンの人為起源での最大の発生源は水田である。嫌気的微生物が多く生息する水田では、土

壌中の炭素分を微生物が分解することでメタンを大量に発生する。暑い夏の時期の水田は、

光合成活動も最盛期であり二酸化炭素は大幅に吸収するが、メタンの発生もそれに匹敵する

効果があり、正味の温室効果としてはプラス（つまり、地球が暖まる）である。亜酸化窒素

(N2O)は、大気中濃度が 319ppb と二酸化炭素濃度の約 1/1000 だが、温室効果能（GWP）は、

二酸化炭素の 298 倍である(IPCC 2007)。畑は好気的環境であるため、メタンの発生は非常に

少ないが、こうした酸素の豊富な土壌環境では亜酸化窒素が発生する。亜酸化窒素はアンモ

ニア態（尿素系の肥料）や硝酸態の窒素の微生物反応によって発生するため、施肥しない畑

では亜酸化窒素発生は極めて少ない。 

 

２．農耕地から発生する温室効果ガスの計測 

農耕地からの温室効果ガス発生量とは、一定時間に地面（土壌）から大気へ放出する温室



効果ガス（以下、ガス）の量である（これを「フラックス」という）。土壌からガスが放出し

ていればプラスのフラックス、土壌にガスが吸収されている場合はマイナスのフラックスと

なる。ガスフラックス計測は、閉鎖式チャンバー（closed chamber）（図１）と呼ばれる気密

性のある箱で一定時間地面を覆い、その時間内にチャンバーで起きる温室効果ガスの濃度変

化からガスフラックスを求める。 

一定時間とは、チャンバー内の濃度変化

が明瞭に算出できる程度の時間をいう。一

般的に農耕地では、0 分、10 分、20 分経過

後（合計３点）の濃度の差を求めることが

多い。もちろん観測点数は多い方が好まし

いが、許容される作業工程数に応じて判断

すべきである。 

農耕地のガスフラックスを変動させる要

因は土壌微生物の場合が多い。それは、ガ

スの発生・吸収メカニズムが微生物活性に

依存しているためである。微生物活性は、

土壌の温度、水分、物理特性、化学特性、施肥、各種気象条件、耕耘の仕方などに影響され

る（図２）。 

図１ 水田に設置した閉鎖式チャンバー
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２ 農耕地と温室効果ガス 図



ま る程度の幅をもった範囲として観測される。このことを「不

確

試料の保存期

間

 

た、ガスフラックスの値はあ

実性」という。以下、メタンを例にして説明する。日本の稲作によって発生するメタンは、

表１のように常時灌漑水田と間欠灌漑水田を区別して算出されており、さらに間欠灌漑水田

については、表２のように土壌別、施用別に排出係数が決められている。これが、上述のよ

うな不確実性の因子の一部をなしている。未だ、こうした不確実性の全容は解明されていな

いため、不確実性を担保し、データの信頼性を保つためには、「反復」すなわち、同じ肥培処

理条件で繰返し（通常３反復）計測を行う必要がある。経験から、最低９回のガス採取は必

要と考えている。さらに、肥料の種類を変えるなど異なる処理との比較を 3 種類（たとえば、

化成肥料、鶏糞堆肥、豚糞堆肥）にすると、合計で３×３×３＝２７試料となる。採取した

ガスはガスクロマトグラフ（ＧＣ）と検出器で濃度を計測する。1ml 程度のガス試料をガス

タイトシリンジで注入口から手動で注入するのが一般的な方法で、３～１０分ほどの保持時

間で目的成分が分離検出される。メタン、二酸化炭素、亜酸化窒素は検出原理が違うため、

それぞれ水素炎イオン化検出器（FID）、熱伝導度検出器（TCD）、電子捕獲型検出器（ECD）を

使用することになる。このためは、１成分ごとに別の装置あるいは注入口から試料を個別に

注入する。濃度は、既知濃度の標準試料ガスによって機器を校正し、検量線を作成したのち、

実試料の検出によってえられたピークエリア値との比較によって算定する。 

ガスの採取法、検出法はその他にもいくつかの手法と、その組合せがあり、

や測定精度、観測頻度、機器の維持コスト等に一長一短がある。どれが最適であるかは、

観測目的に応じて異なるのが現状である。農業環境技術研究所では、これらの作業を自動化

するために温室効果ガス３成分自動同時分析計（図３）やガス自動採取装置（AGSS）（図４）

を開発し、当該技術の普及を進めている。 

 

  

 図３ 温室効果ガス 3 成分自動同時分析計 図４ 自動開閉チャンバーとガス     

 
 

．水田由来メタンを発生抑制する技術 

 

自動採取装置（AGSS） 
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水田において、メタンは、（１）メタン発酵の基質である易分解性の有機物、（２）水田湛

水

 
 

機物管理による効果 

ら発生するメタンの土壌別、有機物管理別の排出係数を示した。こ

新たな水管理の検討 慣行的な中干しの時期を、メタン抑制も考慮しつつ調整し直すことで、

等による還元状態の発達、（３）微生物（メタン生成菌）の活動に適した地温が揃うことで、

発生する。従って、メタンの発生を抑制するには、上記の（１）～（３）の条件が全て揃う

ことを抑えればよい。メタンが水田において発生するメカニズムの概要を図５に示した。ま

た、我が国の稲作に伴うＣＨ４排出量を表１に示した。 
 

非湛水土壌（落水期間）

有

表２は、我が国の水田か

の表によると、土壌の種類によって排出係数はそれぞれ異なるが、有機物の適用に関しては、

一様に稲わら適用の場合に比べて堆肥を適用した場合の方が、メタン発生量は少ないことが

示されている。稲わらのような新鮮有機物にくらべ、堆肥の方が腐熟が進行しているため、

さらなる分解性は低い。したがって、稲わらを堆肥に換えることは、上述の条件（１）の部

分を抑制することに相当することになり、メタンの基質量が削減され、メタン発生量が抑制

されることとなる。 

 

コメ収量を損なわずにメタンの発生削減が行える有力な手法である。これは、上述の（２）

の条件に主眼をおいたメタン削減方法である。地域、土壌、品種により、水田での水の管理

方法は異なるので、各地でのメタン削減効果の実証試験が必要となる。図６は平成２０年度

の福島県の実証試験例である。横軸が月日、縦軸がメタン放出の大きさを示す。図下側のバ

ーは中干し期間を示している。２週間の慣行中干にくらべて、もう１週間長く水を抜いた中

干し延長区では、メタン削減効果が顕著にあらわれている。 図７は中干しによって水田に

ひびが入ったときの様子である。 
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             図５ 水田から発生するメタン（出典：つくばリサーチギャラリー） 



表１ 我が国の稲作に伴うＣＨ４排出量 
単位 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008

間欠灌漑水田 Gg-CH4 11.6 11.8 9.8 9.5 9.5 9.4 9.3
常時湛水田 Gg-CH4 319.9 325.5 272.1 263.8 262.3 259.8 258

Gg-CH4 331.4 337.3 281.9 273.3 271.8 269.2 267.3
Gg-CO2eq 6960 7083 5920 5739 5707 5652 5614

合計  
（出典）温室効果ガスインベントリオフィス（GIO） 日本国温室効果ガスインベントリ報告書 ２０１０年 

２ 我が国の間欠灌漑水田のＣＨ 排出係数 
 
表 ４

土壌種
［gCH4/m2/年] ［gCH4/m2/年]

無施用
［gCH4/m2/年]

黒ボク土 8.5 7.59 6.07
黄色土 21.4 14.6 11.7
低地土 19.1 15.3 12.2
グライ土 17.8 13.8 11
泥炭土 26.8 20.5 16.4

わら施用 各種堆肥施用

 

（出典）温室効果ガスインベントリオフィス（GIO） 日本国温室効果ガスインベントリ報告書 ２０１０年 

国８県９カ所で実証試験 農業環境技術研究所では、農林水産省生産局の事業に基づいて、

 

 

全

中干し期間の前倒しや期間を延長した水管理など、各地で可能な水管理による水田からのメ

タン発生抑制技術を実証するため、全国８県９カ所での実証試験を行った。その結果、多く

の地点で、中干し期間の延長などの水管理の変更により、栽培期間中のメタン放出量が削減

される結果が得られた。9 カ所中 8 地点で慣行の水管理に比べて 0 ～90 % の削減効果がみら

れた（表３）。日本の主要な土壌タイプの水田におけるメタン放出の削減に対して、中干し期

間の延長が効果的であることがわかった。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
図６ 水田水管理とメタン発生量の関係 

の

図７ 中干しによって田面にひびが入った水田 

 
（平成２０年度・福島県・下部色つきのバー

部分が中干しの期間） 



表３ 水田水管理の修正によって得られたメタン削減効果。削減率は、慣行処理区の期間総メタン発

生量に対する各水管理の処理区における放出削減を示す 

 

表４ 水田中干しの延長によるメタン削減効果（2008 年、2009 年） 
 （出典）参考文献７、農業環境技術研究所（２０１０） 

 
栽培期間と慣行の中干日数の長い東北地方ではさらに中干を延長することで、栽培期間全体

のメタン発生削減が期待できる結果となったが、栽培期間と慣行の中干日数の短い西南暖地

などでは延長できる中干日数に限界があることと、中干延長日数が短い間の降水量に左右さ

れ、安定したメタン削減効果を得ることが難しい地点もあった。また、各地点で期間メタン

発生量はそれぞれ大きく異なったが、これは土壌の物理性・化学性の違いによる土壌の還元

条件の進みやすさなどが影響していると考えられた。前年や冬作の残渣を鋤き込んだ地点の

各処理区の慣行処理区との総中干日数差や中干期間中の日照時間差と慣行区と比べたメタン

発生の間にはいずれも高い負の相関が見られ（P < 0.001）、中干を延長し、土壌の乾燥が進

むことでメタンの発生が効果的に抑制されることが明らかになった。日照時間は中干期間中

の土壌表面からの水分蒸発量に影響を及ぼしていると考えられ、本試験の結果からは、土壌

の排水性などの特性を考慮していなくても、中干期間中の日照時間と慣行区と比較したメタ

ンの放出削減に関係性が見出せることが示された。このことは、各地点のメタン発生量のば

らつきは大きいものの、それぞれの地点において、慣行水管理に比べて中干の延長などの改

良水管理を行うことで、メタン発生の削減が可能であり、削減率は日照時間などでおおよそ

推定可能となることが示された。一方で、有機物を施用しない地点については、中干の延長

でメタンの発生が増加する傾向（P = 0.05）がみられた。これは、有機物を施用しない場合、

中干時期にメタンの基質となる新鮮有機物が少なく、中干時期のメタン発生が小さいため、

この時期の発生抑制効果が小さいことが影響していると考えられた。同時に、中干延長によ

る中干期の地温上昇が、栽培期間後半のメタン発生を助長する可能性や、中干期に根の土壌

深部への伸張が進み、期間後半のメタン発生のバイパスとなっている可能性なども考えられ

た。また、このような栽培期間後半にメタンの発生が集中する地点では、中干の延長ではメ

タン発生削減効果が得にくいと考えられ、栽培期間後半に間断灌水を行うことで効果的にメ

タンの発生を削減できる可能性が示唆された。 

また、亜酸化窒素の発生量は中干期間中に増加する傾向が多くの地点で見られたものの、全



ての地点において、二酸化炭素換算の温室効果はメタンのそれに比べて非常に小さかった。

このことは中干の強化による改良水管理にともなう亜酸化窒素の発生増加が少ないことが示

された。これらの結果から求められる我が国の水田から発生するメタンの排出削減係数は「日

本国温室効果ガスインベントリ報告書」に反映される見込みである。 
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図８ 水田中干し延長によるメタン削減効果 

有機物（稲わら、小麦わら）鋤込みの有無別の慣行処理区と比べた総中干日数。H20 年の熊本、

H20,21 年の鹿児島が有機物無施用（図中赤三角プロット）。 
 
４．おわりに 

日本を含め、世界各国は京都議定書第一約束期間（2008～2012 年）の厳しい温室効果ガス

削減目標に向けて、精力的に取り組んでいる。２００９年の世界規模の経済危機により、各

国の経済活動が鈍化し、２００８年の温室効果ガス排出量は、過去数年を下回り、日本にお

いても、京都議定書基準年（１９９０年）よりわずか１．６％増まで減少した。しかし、今

後の経済の回復状況によっては排出量の増加も懸念される。京都議定書達成に向けて農業も

含めあらゆる分野における温室効果ガス排出削減にむけた取り組みが急がれている。 
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