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造成後黄色土水田におけるかんがい水の硝酸イオン濃度の違いが

麗酸化窒素とメタン放出に及ぼす影響

糟谷真宏*

摘要:前年に造成した黄色土の実験出に、硝酸イオン濃度の高い汚染した地下水を模した

人工汚染水をかんがいし、土壌浸透過程における硝酸イオンの消失と、距離化窒素および

メタンの放出量を調査した。造成2年目で肥沃度が低く減水深が40mm dωlと大きい本実験

回では、平均硝酸イオン濃度16mg N L-1の流入に対して、土壌浸透過程における硝酸イ

オンの除去は、湛7l<開始後20日間は、ほぼ完全であった。亜酸化窒素とメタンの放出フラ

ックスにはトレードオフの関係が認められ、硝酸イオンの導入により、 jjf酸化窒素の放出

量は増加したが、逆にメタンの放出量は著しく抑制され、両者を合わせた温室効果は硝酸

イオン濃度が低濃度の通常のかんがい水を導入した場合の40先程度に抑制された。

キーワード:水田、硝酸イオン、脱窒、亜酸化窒素、メタン

Promoting Nitrous Oxide Emission and Reducing Methane Emission 
in a Rice Paddy Field Irrigated with Nitrate-polluted Water 

KASUYA Masahiro 

Abstract: Removal of nitrate and emission of nitrous oxide and methane in a yellow"soil 

rice paddy field， which was reclaimed in the previous year and irrigated with 

nitrate幽pollutedwater， was observed in 2007. 
The nitrate concentration decreased from approximately 16 mgN L1 to almost 0 mgN 

V due to percolation through the soil to a depth of 10 cm during the initial 20 days. 

Denitrification was observed to be incomplete， and nitr・ate was detected in the 

percolating water. Approximately 70% of the total nitrogen load was removed from the 

pada.y field during the entire irrigation period. 

Nitrous oxide emission was observed only in the paddy field irrigated with 

nitrate司pollutedwater. In contrast， methane emission rate thr・oughoutthe investigation 

period was lower in the paddy field irrigated with nitrate珊pollutedwater than in that 

irrigated with river water which showed a very low nitrate concentration (0.3 mgN V 

on an average). Calculation performed using the 100幽yearglobal warming potential 

revealed that the total emission of greenhouse gas from the paddy field irrigated with 

nitrate"polluted water decreased to approximately 40% of the emission from the paddy 

field not irrigated with polluted water. 

Key Words : Rice paddy， Nitrate， Denitrification， Nitrous oxide， Methane 
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緒缶

畑地等からの硝酸イオンの流出抑制や公共水域の環境

修復の観点から、硝酸イオンの浄化に対して脱窒機能を

有する水田の活用が有効で、あることが数多く報告されて

いるトヘ畑地帯で地下水の硝酸イオン濃度が高いケース

が頻繁にみられることは、愛知県においてもすでに明ら

かにされておりへ平成18年度の環境省の地下水水質調

査においても、硝酸イオンは環境基準超過率が4.3犯と高

くぺ依然として重要な汚染物質の一つである。さらに、

地下水はやがて主に河川を通じて海に流出することか

ら、閉鎖性の強い三河湾の富栄養化を助長することが懸

念されているヘこのような状況をみると、公共水域の

硝酸イオン除去に水田の脱窒等の自然循環機能を活用す

ることは、今後ますます重要性を増すものと考える。

ところで、硝酸イオンを水田に流入させた場合、脱

窒が不完全で、あると窒素の過剰吸収が問題となる 2)ほ

か、水回の湛水条件で脱窒により生成される車酸化窒

素9) の放出量を増大させるおそれがあり、地球温暖化

への影響の面から填重な検討が必要である。一方では、

逆に硝酸イオンの流入が水田における重要な温室効果

ガスであるメタンの発生を抑制する例も報告されてい

る川。したがって、水田への硝酸イオン導入の環境に

対する影響については脱窒および亜酸化窒素とメタン

放出量を合わせた総合的な評価が必要と考えられる。

著者は、このような、水田土壌における硝酸イオン

の除去と亜酸化窒索、メタンの生成の関係について、

浸透水中濃度を指標とするカラム実験により整理し、

浸透速度15mm d-'では、硝酸イオンがほぼ完全に除去

されるが、 30mm d-1より速い条件では、還元が十分に

進行せず、溶存有機炭素濃度が低く推移することに

より硝酸イオンの除去が不完全になることを明らかに

した11)。加えて硝酸イオンの流入により、また、浸透

速度が速いほど土壌カラム浸透水中の亜離化窒素濃度

は上昇するが、逆にメタン濃度は著しく低下すること

を明らかにした日)。仮に、硝酸イオン導入によるメタ

ン発生抑制効果が亜酸化窒素発生増を上回れば、水田

を硝酸イオン浄化の場として活用した場合に懸念され

る亜酸化窒素の発生増による地球温暖化への影響を相

殺して、地球温暖化抑制の面でも有利に働く可能性が

ある。

以上のことから、水田土壌における硝酸イオンの除

去と亜酸化窒素、メタンの放出について、実水田で定

量的な検証を行うことは有意義と考えられる。そこで、

本報告では、黄色土実験回iこ高濃度の硝酸イオンを含

有する人工汚染水をかんがいしたときの、硝酸イオン

の除去および亜酸化窒素とメタン放出に及ぼす影響に

ついて報告する。

材料及び方法

1 実験由の概要

前年に造成して、 l作水稲を栽培した実験田lこ、 2007

年に、硝酸イオン濃度の高い人工汚染水をかんがいする

水田と(以下、汚染水産と記す)、豊)11用水を通水する

水田(以下、非汚染水区と記す)を設定して実験を行

った。両震とも幅2.5m、長さ10mの区間となっている。

土壌は、細粒黄色土(土性:LiC)で、 2006年12月に稲

わらを5Mg ha-1棺当量すき込んだ。 2007年の土壌の化

学性は、汚染水区がTN: O. 66 g kg-¥TC : 5. 4 g kg-1、遊

離酸化鉄'2) 14.0 g Fe kg-1で、非汚染水区が同じく、

0.56 g kg ¥4. 7 g kピ、 13.1 g Fe kg-'であった。

イネ(品種:あさひの夢)は、 7月3日に代かきを行

った後、条間30cm、株間15cmで、移植し、 10月15日に

収穫した。被覆尿素入り配合肥料の全量基肥栽培とし、

主主素量として80kg N ha-1の施肥を行った。減水深が

大きいため、脱窒が起きる還元状態を維持する目

的で中干しは行わず、 9月30日まで常時様水した。落

水後、間断かんがいは10月10日に一度行った。

2 かんがい水

汚染水区にかんがし、した人工汚染水は、持染した地

下水を模して作成し日}、表 1のとおり、硝酸イオン濃

度が、 14mg N L→となるように設定した。人工汚染水

の100倍濃縮液を、かんがい用配管に接続した希釈装霞

を用いて豊)11用水に混入させてかんがいした。非汚染

水区には豊)11用水をかんがいした。

3 気象と減水深の測定

各区の深さ5cmの地溢を、温度ロガー(ウイジン製、

UIZ3633)で1時間間隔でモニタリングするとともに、

降水量を雨量計により測定した。減水深は、夜径30cm 

のステンレス製枠をすき床麗より深く差し込み、枠内

の水位を観測することにより測定した。

4 サンプリングと分析

調査は、瀧水開始直後の7月3S "-'6日は毎日、その

後は、原則として週l回、合計14回行った。

(1)水質

汚染水匹、非汚染水区ともに、かんがい水および水

田中央における部面水と深さ9"-'11 c mの浸透水を採

取した。浸透水はポーラスカップを通じて減圧吸引し

表 1 人工汚染水の組成

N03 - SO;- CI- Na' K' Mg2' Ca2
' 

mg N L-1 mg L-1 mg L-1 mg L-1 mg L→ mg L-1 mg L→ 

14.0 38.3 10.0 4.7 3.3 9.3 20.0 
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て採取した。これらのサンプルは孔径0.45μmのメン

ブレンフィノレターでろ過後、硝酸イオンと硫酸イオン

をイオンクロマトグラフ(横河電機製、 IC7000) で、

溶存有機炭素 (DOC) 濃度を全炭素分析計(島津製作所

製、 TOC-V)で測定した.

(2) ガスフラックス

水田中央部で、車酸化窒素とメタンのフラックスを

チャンパー法により測定した。用いたチャンパーは、

移植直後は宜径22cm、高さ 17cmのポリプロピレン製

のものを用い、後には、 60cm四方で、高さ50cmあるい

は100cmのアクリル製チャンパーをイネの生長に応じ

て変更して使用した。各自の調査において 15分~30分

の等間隔でゼロタイムから4回チャンパー内空気を採

取し、亜酸化窒妻美とメタン濃度をガスクロマトグラフ

で測定した(亜酸化窒素:島津製作所製、 GC-14A;吋 i

線掠付きECD、メタン:島津製作所製、 GC-12A; FID)。

5 イネの窒素吸収量

収穫後、わらと籾に分別して乾燥重を測定するとと

もに、窒素含量をNCアナライザー(住化分析センタ一

社製、スミグラフNC-800) で分析した。

結果及び考察

1 気象および減水深

実験期間中の汚染水区における深さ5cmの地混と降

水量を図 1に示す。平均地温は25.l
O
Cで、総降水量は

651 mmで、あった。なお、非汚染水区における地温も汚

染水区とほぼ需じで、平均25.0
0Cであった。

減水深は、汚染水区が41土 13mm d-1 (n = 5)、非汚

染水区は36:::t10鵬 d-1 (n = 5) であった。減水深が比

較的大きかったのは、本実験田は造成2年目で、下膚

土の圧密の程度が小さかったためと考えられる。

2 水質変動と硝酸イオンの除去

表 2にかんがい水の平均水質を示した。汚染水区の

硝酸イオン濃度は、平均値でほぼ設定どおりの16.1mg N 

Uであったが、実験開始産後は希釈装置の設定不調の

ため、 20mg N L-1を超える濃度のかんがい水が流入し

た。

国 2に、汚染水区における田面水と浸透水の硝酸イオ

ンと硫酸イオン濃度の推移を示した。水田内に流入し

21ZI--制 限5州 tzi 
-f 11 -v九九....1-20空

!~t 1.11111ナ... I J h III~Iifi 
7月 8月 9月 10月

図 1深さ5cmの日平均地温(汚染水区)と R降水量

た硝酸イオンは、浸透過程で除去されたが、その瀧度

は、実験開始後20日程度は、ほぼ完全で、あったものの、

次第に不完全となった。平均で、は浸透水の硝酸イオン

濃度は5.0mg N L-1であり、流入した硝酸イオンの2/3

程度は浄化されたと考えられる。浄化の要因として、

脱窒のほかに、イネの窒素吸収量が非汚染水区 :8別Ok同g 

N ha 

から、浸透水中に残存した硝酸イオンがイネに吸収さ

れて除去された可能性がある。硫酸イオンも浸透により

濃度が低下したが、その程度は全期間を通じて硝酸イオ

ンの濃度低下の程度より概ね小さかった。脱窒や硫酸還

元が起きるものの不完全となる程度の酸化還元状態が汚

染水区の土壌中に存在したことが推測される。

閤 3に、浸透水の鉄、。OC濃度の推移を示した。還

元の進行により土壌から溶出する鉄濃度の推移をみる

と、非汚染水区では7月10日(湛水開始7日後)から溶

出が始まり、次第に高濃度となっており、土壌の還元

の進行とともに土壌から溶出した状況が明らかになっ

た。一方、汚染水区では、それより遅れて7月初日(湛

水開始17日後)から溶出が始まり、その程度もわずか

であった。さらにDOC濃度は非汚染水区で平均値13.9

mg C L-1であったのに対して、汚染水区では、平均値5.8

mg C L-1と暁らかに低く、好気的呼吸に加えて脱窒や

硫酸還元などにより有機炭素が治耗したものと考えら

れた。硫酸イオンや鉄の還元は、脱窒より還元の進ん

だ条件で起きることからへ汚染水区では、非汚染水区

に比べて土壌がより酸化的な状況であったことが示唆

される。以上のことから、本実験田で硝酸イオンの除

去が不完全で、あったことについて、本実験田は、浸透速

度が40棚 d-1程度と大きく、炭素蓄積も5g C kg-1程度

と十分で、はないために、一旦は硝酸イオンを除去する

ものの、やがて土壌が酸化的となることと脱窒の基質

となる有機炭素の不足することが原因したものと推測

される。このことは、水田土壌における硝酸イオンの

消失の程度に水の下方浸透の早さが影響するとの指摘ω

を支持するものと言えよう。

3 亜酸化窒素とメタン放出量の評価

(1)亜酸化窒素とメタンフラックス

圏 4に亜酸化窒素とメタンフラックスの推移を示し

た。硝酸イオンが湛水状態の水田に導入された場合、脱

窒により亜酸化窒素が生成される9)可能性がある。亜酸

表2 かんがい水の平均水質

試験区

汚染水区

DOC 

mg C L-
1 

2.7:!: 0-4 

非汚染水区 2.1 土 1_0 

2主)平均値土標準備盤、 n=12 
ND検出せず

N03 SO.' 

mgN L→ mg L-1 

16-1土8A 52_0士 27-4

0.32土 0.1 4_7 :!:: 1-1 

Fe 

mgL-1 

ND 

ND 
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亜酸化窒素とメタンフラックスの関係

図 2 汚染水底における図面水と浸透水の硝酸

イオンおよび硫酸イオン濃度の推移

注)8Jl213の浸透水は欠測。

亜酸化窒素とメタンフラックスの推移

4.0 

図3 浸透水の鉄濃度とDOC濃度の推移

注)8月2日の汚染水区は欠測。
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化窒素の放出フラックスは、非汚染水区では認められ

なかったが、汚染水区で、は、湛水開始直後から認めら

れた。このとき硝酸イオンの消失も起きている(図2)

ことからも、湛水開始後、産ちに脱窒が進行したこと

を示している。汚染水区では、 8月17日(湛水開始訪

日後)からは、一旦放出が見られなくなったが、 9月5

日(湛水開始64日後)には最大のピークが認められた。

また、落水後、間断かんがいを行った10月10日にも放

出が見られた。これらのフラックスの大小を支配する

要密については本実験では明らかすることはできなかっ

た。酸化還元性や微生物生態をはじめとする土壌要因を

詳細に検討する必要がある。

一方、メタンは、湛水開始直後は非汚染水区、汚染

水区ともに放出が認められず、非汚染水区では7月10 . 

s (湛水開始7S後)から、汚染水区では7月20日(湛

水開始17日後)からフラックスが認められた。これら

のメタンフラックスが初めて認められた時期は、間芭

ともに鉄の溶出が始まった時期に一致した(図 3)。

このことは、土壌の還元の進行によりメタンの生成・

放出が始まるが、汚染水区では硝酸イオンの流入によ

って、鉄の溶出やメタンの生成が起こる程度の還元状

態への移行が妨げられたことを示唆している。メタン

フラックスは、以後全期間を通じて、常に汚染水医の

方が非汚染水区より小さかった。

亜酸化窒素フラックスとメタンフラックスの関に.

は、間 5のように比較的良好なトレードオフの関係が

認められる。ただし、両者が同時に存在するケースも

認められた。この原閣は明らかではないが、酸化還元

性や基質濃度などの土壌特性の鉛夜方向の分布の不均

一性により、珪酸化窒素、メタンのそれぞれに適した

環境が土壌中に混在するなどの理由が考えられる。

(2) 温暖化係数による瓶室効果の評儲

亜駿イ七窒素とメタンの総放出量を100年間の温暖化

係数 (GWP、亜酸化窒素298、メタン25) 凶を用いて二

酸化炭素量に換算した結果を表 3に示した。汚染水区

では、亜酸化窒素の総放出量が場加したものの、メタン

の総放出量は、非汚染水匿の3，297 mg C m-2に対して、

238 mg C m-2で、あり、非汚染水区の約7犯と著しく抑制さ

れた。その結果、亜酸化窒素とメタンの総放出量のGW

P換算値は、汚染水芭が非汚染水症の40先程度と小さく

なった。このように、水質浄化を目的として硝酸イオン

を水田に導入すると、硝酸イオンを除去すると同時に、

亜酸化窒素は若干放出されるものの、メタン放出抑制を

通じて地球温暖化抑制の面でも有利に働く可能性が示唆

された。

なお、本実験田は造成2年目で、炭素蓄積量が、汚

染水亙で5.4g kg→(初年時:3. 1 g kgつ、非汚染水

1K4.7 g kg→(初年時:3.3 g kgっと低く、また、減

水深が40mmd-'と大きかった。したがって、メタンの

基質に乏しく、土壌が酸化的に保たれたと考えられ、
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表3 亜酸化窒素とメタンの総放出量およびGWPによる

二酸化炭素換算量

亜酸化窒素 メタン
会計

試験区 二酸化炭素換算
mg N m-2 mg C m-2 g CO2 m -2 

汚染水産 75 238 42 

非汚染水区 O 3，297 101 

本実験結果は、メタン生成の少ない条件での結果である

と言える。より還元的な条件では、メタンの生成域は本

実験条件より広く、逆に脱窒が完全に進行することによ

って亜酸化窒素は分子状窒素まで還元が進むかもしれな

い。今後は、メタン生成の盛んな条件でも検証が必要で

ある。
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