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水田湛水層における CO2，溶存酸素 (DO)，pHおよび RpHの日変動

とその相互関係

白井靖浩 1)・粕沸j辰昭 2)

Diurnal variation in CO2， dissolved oxygen (DO)， pH and RpH and their correlations in 

ponded paddy field water 

Yasuhiro usm'l組 dTatsuaki KASUBUCHe
l 

Abstract 

We determined that the levels of CO2， dissolved oxygen (DO)， pH姐 dRpH in ponded paddy field water changed 

with solar radiation. In the ponded water， thre巴 typesof relationships were recognized among these巴1巴ments

during diumal variation. In phase 1 with increasing solar radiation， CO2 decreased and DO and pH increased， with 

photosynthesis by photosynthetic bacteria and micro-algae. The relationship between CO2 and DO was almost 

linear， while that between CO2 and pH was nearly巴xponential.In phas巴II，solar radiation was present but there was 

essentially no CO2 in the ponded water， d巴Spl総 changesin this radiation. After DO and pH peak吋， they gradually 

decreased. In phase III， CO2 increased with DO and pH. Thes巴physicalfactors were mutually related， and each 

relationship showed hysteresis. However， it was difficult to explain all these phenomena by only chemical changes 

in the ponded water. To clarify the hysteresis r巴lationships，further studies should examine in detail the roles of 

cyanobact巴riaand micro-algae in these physical phenomena in the ponded water. 
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摘要

水田湛水層における CO2，溶存酸素(以下， DO)， pHおよび RpHは，日射量の変動に関連して変動

していることが確認された。変動している各要素の相互関係についての報告はされていないことから，

これらの変動を 3つに分け解析することとした。

フェーズ Iでは，日射量の増加とともに， CO2は減少し，DOおよび pHは増加した。 CO2とDOの値，

および CO2の対数値と pHとは，ともに線形関係を示した。フェーズ、Eでは，日射量があるにも関わらず，

湛水層における CO2は，ほとんどゼロを示した。 DOおよびpHはピークに達した後，徐々に減少した。

フェーズEで、は，日射量の減少とともに CO2は増加し，DOおよび pHは減少した。
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COzとDOとの間には，直線的な部分と曲線的な部分からなる関係が， log[C02]とpHとの聞には，

部分的に直線形でその傾きは同程度であり，それぞれにヒステリシスの関係が見られた。

水田湛水層におけるこれらの現象は，化学的な変化のみでは説明することが困難で、あった。その要因

として，湛水層に生息するシアノバクテリアや藻類の活動が水質に影響を及ぼしていることが考えられ

た。今後，ヒステリシスの関係を生じさせる原因を明らかにするために，水田湛水層に生息するシアノ

バクテリアや藻類の物理現象への役割について，より詳細に明らかにしていくことが課題である。

キーワード COz，溶存酸素 (DO)，pH， RpH，水間湛水層

(2011年 2月7日受付;2012年 3月 25日受理)

はじめに

アジアモンスーン地帯の主要な農業は水田農業であ

り，水稲収穫面積の全耕作面積に占める割合は大きい。

近年，水田の農地としての生産性の高さに加え，水田は

陸水境界域生態系の維持，土壌浸食防止や地すべり防

止といった土壌保全，地下水酒養や水質浄化といった

水環境保全(増島， 1996)などの多面的機能を有するこ

とが知られている。水田の多面的機能の発揮に重要な役

割を担うものの一つが湛水層の存在である。土壌の表面

を薄い湛水層で、覆われている点が他の農用地とは異なる

水田の特徴であり，この特徴によって生じる固有の現象

の解明が重要である。この湛水層で、は様々な物理的・化

学的・生物的な現象が生じている。例えば，湛水層で対

流が生じていること (Roseand Chapman， 1968; Mowjood 

et al.， 1997; Mowjood and Kasubuchi， 1998a， 1998b， 2002)， 

溶存酸素(以下， DO) が日周変化し，特に日中では過

飽和状態に達する場合があること (Saitoand Watanabe， 

1978;伊藤・増島， 1980， 1984; Ito， 1987; Mowjood et al.， 

1997; Mo吋oodand Kasubuchi， 1998a， 1998b， 2002; Usui 

and Kasubuchi， 2011)が知られている。これらの報告で

は， DOが日周変化する理由として，湛水層に生息する

シアノバクテリアや藻類の光合成および微生物や動植物

の呼吸をあげている。実際に水田湛水層における DOと

COzが相互に関連して変動していること (Kishidaet al.， 

2001; Usui加 dKasubuchi， 2011)も報告されている。さ

らに水生植物に取り込まれた HC03 は，HC03'ニ OR+

(COz)として光合成に利用され OHイオンは葉の上部

より放出され，水の pHの上昇を導く (Steemann，1960) 

と報告されていることからも， CO2とpHには線形関係

があると考えられる。また水田湛水層では， pHも変動

していること (Mikke1senet al.， 1978;伊藤・増島， 1980，

1984; Ito， 1987; Kishida et al.， 2001; Usui et al.， 2003， Usui 
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叩 dKasubuchi， 2011)， pHと関連して RpHも日周変動

していることが知られている (Usuiet al.， 2003; Usui and 

Kasubuchi， 2011)。しかし，これまで水田湛水層におけ

るCO2，DO， pH， RpHの動態を同時に連続計測し (Usui

and Kasubuchi， 2011)，それらの相互関係について調べた

例は少ない。その理由の一つに，物理環境計測の困難さ

があげられる。すなわち多くの要因が時々刻々と変化し，

しかもそれらが相互に関係していることを明らかにする

には，計測技術の飛躍的な進展が不可欠である(粕淵，

2002)。しかし，近年の計測技術の進展によりこれまで

困難で、あった多くの要素を同時に計測し，その相互関係

を明らかにすることが可能になってきた。多くの要素を

連続的に計測することにより，物理環境のみならず，化

学的・生物的環境も相互に影響しあう農業生態系を明ら

かにできる可能性がある。水田の湛水層は，物質循環や

熱交換のインターフェースで、あり，その特徴を把握する

ことで，施肥管理への応用や多面的機能を理解につなが

る。さらには湿原・湿地の管理といった点でも，有用な

基礎データとして活用が期待される。そこで本研究では，

水田湛水層における COz'DO， pH， RpHを同時に計測し，

それらの相互間にどのような関係があるのかを検討した

ので，その結果を報告する。

材料および方法

実験場所および実験区の状態

実験は山形大学農学部附属農場(山形県，鶴岡市高坂)

において実施した。土壌統群は「細粒灰色低地土(灰褐

系)J に分類され，土性は「軽埴土 (LiC)Jである。慣

行法により耕起，元肥施用，代かきおよび均平を行った

のち，実験区を 2mx2mに設定し，畦畔シートで区画

した。測定日 (2004/6117-18) における湛水深は約 7cm

で、あった。実験に際して，実験区は裸地状態とし，移植
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および、薬剤の投与は行わなかった。除草については，手

作業で行った。実験区をこのように設定した理由は，処

理が施されていない植物の影響がない状態での， 71<田湛

水層における様々な変化を知ることを目的としたためで

ある。

水田湛水層における CO2，溶存酸素 (DO)，RpHおよび

pHの測定法

水田湛水層における溶存 CO2，溶存酸素(以下，

DO)， RpHおよび pHの測定法の模式図を Fig.lに示す。

また，湛水中における CO2および DOの連続測定には，

Mowjood and Kasubuchi (1998a)の自動サンプリングf去

を準用した。湛水は土壌表面から高さ 2cmの位置より

常時湛水をマイクロチューブポンプ (MP-3ヲ EYELACo.，

Ltd.，Tokyo) でサンプリングし (Fig.1における Water

ftow2)，この水を CO2センサーと DOセンサーそれぞれ

に接続したカラムに滞留することなく常時流入させたの

ち排出させた。このマイクロチューブポンプを用いた自

動サンプリング法の模式図を， Fig. 1中に示す。

Refcr担1CCe lectrode 

W臨 dl"wl

• -Water fl，，¥¥な

‘-

v 

水田湛水中の CO2および DOの測定には，それぞれ

CO2電極 (CE-331，DKK・TOA.， Co.， Ltd.， Tokyo) を備

えた CO2濃度計 (CGP-1，DKK • TOA.， Co.， Ltd.， Tokyo) 

とDO電極 (OE-350AM， DKK • TOA.， Co吋Ltd.，Tokyo) 

を備えた DO計 (DDIC-7，DKK • TOA.， Co.， Ltd.， To勾0)

を用いた。 CO2および DOは 15分間隔で計測し，そこ

で得られたデータは，接続したデータ入出力装置(GK-88，

ESD CO.， Ltd.， To勾0)に送り，パソコン内にデータを保

存した。

RpHは， 71<の CO2と大気の CO2を平衡させたときの

pHと定義されている(半谷・小倉， 1995)。フィーノレド

において pHとRpHの両方を測定し，同時にその差を

比較することで，その水が湛水面上の大気中の CO2に

対して，飽和か不飽和かを判別することができる (Usui

et a1.， 2003) 0 RpHおよび pHの測定法については， Usui 

et al. (2003) の方法を用いた。フィーノレドでの RpHの

連続測定は以下の手順によった。まず， 71<回湛水をマイ

クロチューブポンプ (MP-3，EYELA Co.， Ltd吋 Tokyo) に

よって容器 (A) に試料水として取り込む (Waterftowl， 

C02probe 

. 
a . . 
a ， . . . . 
視聴-Water inlet : . . . 

From ponded water : 
・・....雌・m禄・.....1・・S鑑....・・・・・・・・・・.....・・・・・・副.橿・.

Fig. 1. Schematic diagram of system used to measure CO2， dissolved oxygen(DO)， pH and RpH. 

図1.CO2，溶存酸素 (DO)，pHおよびRpHの測定法の模式図.
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Fig. 1)。それと同時に，湛水面上に設置したエアーポン

プにより取り込んだ大気ととの試料水を，容器 (A) 内

で緩やかに混合した。この十分に通気された試料水を，

接続したチューブトを通して，もう一方の容器 (B) に送

り込んだ。これにより，エアーポンプによる気泡と pH

センサーとの直接接触による外乱を防いだ。飽和塩化

カリウム寒天橋は，十分に通気された試料水の入った容

器 (B) に設置したガラス電極 (HGS-2005，DKK • TOA. 

CO.， Ltd.， Tokyo) と，水回湛水中に設置した比較電極

(HS-205C， DKK • TOA. CO.， Ltd.， To匂0)の電気的連続性

を持たせるために設置した。容器 (B) に設置したガラ

ス電極は， RpHを測定するために使用した。もう一方

のガラス電極は，水田湛水中に直接設置した。比較電

極は，水田湛水中に設置し，電位差計 (ODIC-7，TOA. 

CO.， Ltd.， Tokyo) に接続した。 RpHとpHは 15分間隔

で計測し，データ入出力装置に送り，パソコン内に得ら

れたデータを保存した。

0.2 

3 

4‘00 

6.5 

8 

4:00 

Fig. 2. Oiurnal variation in CO2， dissolved oxygen (00)， saturated 

dissolved oxygen (SatOO)， pH and RpH in ponded paddy 

field water， and change in solar radiation. 

図2.水田湛水層における溶存CO2，溶存酸素 (00)，飽和溶

存酸素 (Sa由 0)，pHおよびRpHと日射量の変化.

0:00 20:00 

飽和溶存酸素濃度 (SatOO)の算出方法

飽和溶存酸素濃度(以下， SatDO)は，水温と溶存酸

素濃度の関係を示した表(半谷・小倉， 1995)から算出

した。水温の値は，土壌表面から 2cmに設置した熱電

対の計測値とした。

水田湛水層における CO2とpHとの相互関係

水田湛水層における CO2濃度の対数(以下，log[COzJ 

と記す)と pHとの相互関係を Fig.3に示す。図中の A

~D は， Fig.2 内の A~D に対応し，点線は1:-1 の関

係を示している。

図からフェーズ I (A -B) とフェーズIII (C-D) 

の軌跡は異なった。しかし， log[C02JとpHとの関係

は部分的には直線形をとり，その傾きは間程度で、あった。

すなわち，この直線部分では， CO2の増減が，pH変化

に直接反映され，溶解や平衡といった次に示す化学的反

応により説明できると考えられる。

炭酸平衡が成立している水の pHは

pH = pK1 + log( [HC03.]/[HzU・CO2])

で与えられ(宗宮・津野， 1997)， pK1は平衡定数を示す。

つまり直線形をとり，傾きが同程度であったことは，炭

酸平衡が成立していたと考えられる。また，溶液中の炭

酸の存在比は，本研究の pH域では， HC03-がその大半

を占めるため， HC03-の変動の影響を大きく受けている
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気象観測

日射量はピラノメーター (CM3Pyranometer， Kipp & 

Zonen， Inc.， Delft， The Netherlands) を用いて測定し，そ

こで得られたデータはデータロガー (CRlOX，Campb巴H

Scientific， Inc.， Logan， USA) に保存した。

結果および考察

水田湛水層における溶存 CO2，00， 

および日射量の変動

晴天日 (2004/6117-18) の水田湛水層における典型

的な溶存 CO2，DO， SatDO， pH， RpHおよび日射量の

経時変化を Fig_2に示す。本報告においても Usuiand 

Kasubuchiら(2011)の報告と同様に各要素が日変化して

いることが確認された。しかし，変動している各要素の

相互関係についての報告はされていない。そこで次に，

それぞれの相互関係を調べるために， CO2の変動をもと

に，各フェーズに分け解析することとした。 Fig.2中の

時刻 A，B， C，Dの内， BとCはフェーズの境界である。

RpH pH， SatDO， 
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と考えられる。フェーズ IおよびEでは， Fig.2で示し

たように， RpH > pHの関係から，湛水層の COzが大気

中の CO2濃度よりも高い。

一方，フェーズEでは，pHは一旦上昇したのち，弱

酸である CO2が減少するにも関わらず，pHが徐々に減

少した。このときは， pH> RpHであり，湛水層が大気

中の CO2と不平衡となり，湛水層が CO2を大気中から

吸収できる状態にある。炭酸平衡が成立してない条件

にあると考えられ，炭酸平衡が成立している際の HC03

との差がヒステリシスになる要因のーっと考えられる。

また，フェーズEの後半部分では，CO2が増加している

にもかかわらずpHは増大していた。この理由のーっと

して，湛水層に生息するシアノバクテリアや藻類の活動

が，これに何らかの影響を及ぼしている可能性が考えら

れたが，その要因については，今後の課題である。

湛水層に生息するシアノバクテリアや藻類の活動のう

ち， pHに影響を与えるものとして，光合成や呼吸が挙

げられる。それらの光合成および呼吸活動に関して，水

田湛水層における CO2とDOについて次に検討を加えた。

金:、'¥...1:ーlline

8.5 

s 

ヨaニ 7.5 

7 I 

¥ 。。。議宅、6.5 I 

伶。
例。

-2 o 
log[C02] 

Fig. 3. Correlation between log [C021 and pH in ponded paddy 

field water. A dotted line shows the relationship of 1:-1. 

図 3.水田湛水!警における log[C021とpHの相互関係.点線は

1 :-1の関係を示している.

水田湛水層における CO2と00との相互関係

水田湛水層における CO2とDOとの相互関係を Fig.4

に示した。図中の点線は 1:ー1の関係を示している。図

から明らかなように， CO2およびDOとの間には，右回

りに三角形のような軌跡を描くヒステリシスが生じてい

た。フェーズ Iでは， CO2の減少とともに DOは線形的

に増加し，フェーズ、Eでは， CO2が低下している状態で，

DOは若干増加した後に緩やかに低下し，フェーズEで

は， CO2の増加とともに DOが減少していた。フェーズ

Iは線形であり，フェーズEで、は，曲線的であった。こ

のヒステリシス挙動の原因として挙げられるのは，無

植栽で対流が生じている水田では，酸素の吸収速度お

よび放出速度に差があること (Mowjood佃 dKasubuchi， 

2002)， O2とCO2では水に対する溶解度が異なること

があり，このような違いが表れたと考えられる。ま

たKishidaet al. (2001)は，水田濯概水中の CO2とDO

の聞には，理想的な光合成(呼吸)の関係である次式

(CH20)1師 (NH3)16H3P04+13802 +-+ I06C02+16NH03+H3P04 

+122H20 (半田， 1996) を示唆し(すなわち 106モノレの

二酸化炭素を吸収(放出)して 138モノレの酸素を放出(吸

収)する関係。 Fig.4中の実線は，傾き -106/138を示し

ている)，両者の聞に線形関係があることを報告してい

る。ただ，彼らの報告では一日を通して計測していな

いことから，ヒステリシスの関係を見出すことができな

かったものと考えられる。

フェーズ IやフェーズEとは異なり，フェーズEで

はDOとCO2の聞に負の相関関係は見られなかった。

フェーズEでは湛水中の CO2が低いため，シアノバク

テリアや藻類の光合成に阻害的な影響が及び，理想的な

光合成(呼吸)の関係が見られなかったものと考えられ

る。これに対しフェーズ Iでは，光合成活動に必要な

CO2が十分に，フェーズEでは，呼吸活動に必要な O2

が十分にある状況であった。この結果，フェーズ Iや

フェーズ、血でみられたおのおのの相関関係がフェーズ、E

では見られたかったと考えられた。
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Fig. 4. Correlation between dissolved oxygen and CO2 in ponded 

paddy field water. A solid line shows the slope of -1081136 

and a dotted line shows the relationship of 1 :-1. 

図4.水田湛水層における DOとCO2の相互関係.実線は傾き

108/136を，点、線は 1・4の関係を示している.
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まとめ

水田湛水層で、は， CO2， DO， pH， RpHが一日を通して，

大きく変動していることが確認された。

pHの増大・減少時には， log[C02]とpHの聞には線

形関係がみられ，これは湛水層における CO2の溶解や

溶解した CO2が炭酸平衡に達する化学的な変化による

ものであると考えられた。しかし，CO2の増減が，pH変

化に直接反映されない場合があった。この要因について

は今後の検討が必要と考えられた。

水田湛水の DOとCO2の聞には，ヒステリシス関係

があることがわかった。これは CO2および DOの水に

対する溶解度の違いや O2の放出速度と吸収速度に違い

があることを示している。

多くの要素を連続的に計測することは，物理的・化学

的・生物的作用が複雑に関係した環境を評価する上で有

用な手段の一つであると考えられた。

今後は，上述のヒステリシスを生じさせる原因を明ら

かにするために，湛水層に生息するシアノバクテリアや

藻類の光合成および呼吸についてより詳細に検討する必

要があると考えられた。
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