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智1.須藤重人2・仁科一哉2，3蓮川博之1・高橋有紀1.鳥塚

温室効果ガス，非濯減期，土壌管理，冬期湛水，水稲キーワード
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減できること (Shiratorietal.. 2007)や，水稲収穫後の

稲わらの秋鋤込みは春鋤込みと比較して，水稲作で、のメタ

ン発生量を抑制で、きることが明らかになっている(三浦，

2003) .しかし冬期湛水管理や冬期湿潤管理を導入した

場合，水田土壌の嫌気的条件が進行し，メタン発生量が増

加することが懸念される.冬期湛水圃場における水稲作付

期のメタン発生量についてはいくつかの報告事例 (Bossio

etal.， 1999 ;松本ら， 2002)があるものの，水稲非作付期

と作付期を合わせた年間でのメタン発生量を評価した研究

報告はない.さらに，硝化抑制および脱窒に伴うー酸化二

窒素(亜酸化窒素:N20)の発生にも留意する必要がある.

また，冬期湛水圃場においては土壌からの窒素供給量

が増加するいくつかの報告事例(細川ら， 2012 ;伊藤ら，

2011)がある. これらのことからも，冬期湛水や冬期湿

潤管理導入に伴う水稲非作付期の有機物分解の抑制によ

り，代かき・移植後の 5月以降の地力窒素が一斉に発現す

ることが考えられ，水稲作の収量および、品質への影響が懸

念される.加えて，農地の担い手への集積が進む中，営農

機械の大型化も進んでいることから，冬期湛水や冬期湿潤

管理導入による地耐力の低下に伴う営農作業の悪化も懸念

される.

そこで，冬期湛水管理および冬期湿潤管理が水稲非作付

期から翌年の水稲作付期終了までの年間のメタンとー酸化

二窒素の発生量に与える影響を定量的に評価した.また，

冬期湛水管理した場合の水稲作前の落水の有無による温室

効果ガス発生量への影響についても評価した.併せて，水

稲の収量および品質，土壌化学性および地耐力への影響に

ついても評価した.

1 )試験圃場および試験区の設定

本試験は滋賀県近江八幡市内の滋賀県農業技術振興セン

ター(滋賀農技セ)のライシメータ施設で、行った. ライシ

メータは， 1区画の面積が6m2(2m X 3m)，深さ 1m

のコンクリート製である.

試験区の構成を表1に示す.冬期湛水・落水有区(以下，

湛水・落水有区)，冬期湿潤区(湿潤区)，慣行区の 3処理

区をそれぞれ3反復，計9区画設けた. また，冬期湛水

における水稲作前の落水の有無が温室効果ガス発生量に及

ぼす影響を調べるため，冬期湛水・落水無区(堪水・落水

2. 材料および方法

近年，冬期湛水による水田の多面的機能の発揮が期待さ

れている.冬期湛水は不耕起・疎植・無農薬・無肥料・魚

道水路設置などを取り入れることにより， 自然の再生や環

境創造，生物多様性の向上，水源酒養，地球温暖化ガス抑

制などに貢献する可能性が指摘されている.

高橋ら (2012)は稲わら鋤込みと冬期湛水を組み合わ

せた硝酸態窒素除去技術が水田作の営農作業に大きな変更

をすることなく，流域の窒素除去量を増加させることがで

きると報告している.また，新良ら (2007) も茶園から

流出する硝酸態窒素を多量に含む河川水を休耕田に通年湛

水した現地圃場試験から，水田の浄化機能を活用した窒素

流出負荷削減効果について報告している.生物多様性の観

点からは，伊藤ら (2011)は冬期湛水・有機栽培水田に

おけるイトミミズ類の増加が，水田の物質循環と併せて生

物多様性に影響すると報告している.

これらのことからも，農水省では2011年度から環境保

全型農業直接支援対策の採択要件として冬期湛水管理を導

入しており(農林水産省， 2011)，取組面積の拡大が期待

されている.

しかしながら，冬期湛水の導入に伴う水稲非濯瓶期(水

稲非作付期)における圃場への入水は，特に滋賀県の場合

では水利権の関係等もあり，面的な取組が限定されること

が懸念される.このことからも 蓮川ら (2011)は耕起

時期の遅延，地表排水口への止水板の設置と暗渠管の閉鎖

を組み合わせて，圃場を湿潤状態に管理する冬期湿潤管理

法の導入により，圃場へ入水することもなく，硝酸化成抑

制に伴う水稲非作付期における硝酸態窒素等の流出負荷量

が削減可能なことを現地圃場で明らかにした.

一方，地球温暖化に影響する温室効果ガスの観点からは，

聞場の乾田化により水稲作でのメタン (CH4) 発生量が削

めじは
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無区)を 1反復設定した.調査期間は2010年 10月から

2011年9月までの約 1年間である. このうち，水稲非作

付期は2010年 10月 13日から 2011年 5月 12日までの

212日間，水稲作付期は 2011年5月 12日から 2011年

9月 13日までの 125日間であった.ただし湛水・落水

無区の水稲非作付期の調査期間は2010年 12月7日から

2011年 5月 12日までの 157日間であった.なお，試験

開始前に水稲を同ーの肥培管理で栽培し，圃場条件の均一

化を図った.

全処理区ともに，地表から約30cmまでは滋賀農技セ

内野外圃場の細粒グライ士の作土が，それより下層は花崩

岩由来の黄褐色砂壌土がそれぞれ充填されていた(長谷川

ら， 1985).試験開始前の土壌化学性を表2に示す.土壌

は比較的肥沃で，可給態リン酸含量および遊離酸化鉄含量

等は全区ともに滋賀県改良目標値(滋賀県， 2002)の範囲

内にあった.

全区とも耕起前に土づくり肥料(熔成ケイ酸リン肥，ア

ルカリ分45%)を標準量 C150gm-2
) 散布した後に，小

型管理機で深さ 10cm程度まで一様になるように耕起撹

杵し同時に収穫後の稲わらを全量 C909gm-2
)鋤込んだ.

なお，耕起後のうね立ては行わなかった.耕起は湛水・落

水有区および慣行区は2010年 10月 26日に，湿潤区およ

び湛水・落水無区は 12月9日に実施した.

冬期湛水は 2010年 12月21日から開始した.ただし

湿潤区の地表排水口への止水板および暗渠管の閉鎖は試験

開始前の 2010年 10月 12日に行った.湛水に用いた用水

は滋賀農技セ内の水道水(全窒素平均濃度:0.48mgL-1， 

硝酸態窒素平均濃度:0.24mgL-1
) を使用した.湛水期

間は原則として水深 5~10cm で管理した.湛水・落水有

区および冬期湿潤区の落水は2011年3月31日に行った.

水稲作付期は全区ともに滋賀県環境こだわり農産物栽

培基準に基づき栽培した.全区ともに代かきの入水前に

雑草はすべて持ち出した.入水および代かきは2011年5

月 12日に行った.代かきは小型管理機のロータリによる

浅水代かきとした.作付品種は「コシヒカリ」で， 2011

年5月 16日に移植した.栽植密度は 18.2株m-2とした.

施肥は基肥に有機態窒素 50%入り肥料を 5月 12日に 3g

Nm-2全層施用し穂肥に同肥料を 7月 12日と 7月20

日にそれぞれ2gNm-2表層施用した.水管理は代かきか

ら中干しまでは 3~5cm の浅水管理， 6月 23日から 6月

30日までの 8日間は中干し中干し以降落水までは間断

潅水， 8月30日以降は落水とした.収穫は8月 31日に

行った.

病害虫雑草防除については，種子消毒は温湯消毒，除草

は初中期一発剤の 1回処理，本田の病害虫防除はいもち病，

カメムシ類を対象に行った.

2) メタンおよびー酸化二窒素発生量の測定

水田から大気へのメタンおよびー酸化二窒素のガスフ

ラックスをクローズドチャンパ一法(八木， 1997)で測

定した.測定期間は2010年 10月 13日から 2011年9月

13日(収穫2週間後)までである.調査は原則として午

前9時から 12時に行った.測定頻度は，水稲非作付期の

耕起時期，湛水開始および落水時期，水稲作付期の代かき・

移植時期，落水時期前後(中干し時，収穫時)は週 2~3 回，

それ以外は原則として週 1回行った.ただし水稲非作付

期の 1 月 ~3 月のみ 2 週間に 1 回の測定頻度とした.ガス

の採取はアクリル製のチャンパー(長さ 60cmX幅30cm

×高さ 50cm)で水稲3株を覆い，チャンパー設置直後の

O分， 10分， 20分にチャンパー内の気体を 50mLのシリ

ンジで数回撹持した後，チャンバー内ガスを 30mL採取

した. これを真空にしておいた 15mLパイアル瓶に注入

した.なお，チャンパー内部には空気撹搾用ファンと圧力

調整用テドラーパックを設置した.チャンバーの高さは水

稲の生育に合わせて変更し 穂肥施用前の 7月9日から

試験区

表 1 試験区の構成

水稲非作付期土壌管理 耕起時期
水稲作付前の落水の有無

(落水時期)

湛水・落水有区 冬期湛水 (2010 年 12 月 21 日 ~2011 年 3 月 31 日)

湿潤区 暗渠管閉鎖，止水板設置，耕起時期の遅延

慣行区 慣行(秋耕起，暗渠管開放，止水板なし)

湛水・落水無区 冬期湛水 (2010 年 12 月 21 日 ~2011 年 5 月 12 日)

湛水・落水有区，湿潤区，慣行区は3反復.湛水・落水無区は 1反復.

耕起時に稲わらは全量秋鋤込みし，耕起後のうね立ては行わなかった.

有 (2011年 3月 31日) 2010年 10月26日

有 (2011年 3月 31日) 2010年 12月 9日

無

2010年 10月 26日

2010年 12月 9日

表2 調査圃場の土壌化学性

pH T-C T-N 可給態窒素
可給態 可給態 遊離

CEC 交換性塩基 (mgkg-1)
試験区 P205 Si02 Fe203 

(H20) (gkg-1) (gkg-1) (mgkg-1) (mgkg-1) (mgkg-1) (gkg-1) (cmolc kg-1) CaO MgO K20 
湛水・落水有区 5.5 20.4 1.74 119.4 116.1 129.9 17.3 (16.1) 15.0 1870 244 109 
湿潤区 5.5 21.1 1.84 113.7 135.6 164.3 16.3 (16.0) 14.9 1877 220 111 
慣行区 5.5 20.9 1.82 118.5 123.0 162.8 15.9 (16.5) 15.0 2043 240 105 
湛水・落水無区 5.6 24.1 1.93 128.9 121.4 114.0 18.9 (13.9) 15.1 2153 335 107 
各筆毎に作土を 5か所から採取後混和し，風乾し 2mm舗で調整後分析に供した.

湛水・落水無区を除く他の 3区は3筆の平均値.土壌は 2010年の水稲栽培後に採取.
可給態窒素のみ 2011年の水稲栽培前に採取.遊離Fe203の( )は 2011年水稲栽培後に採取.
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8月30日までは中間台座(高さ 50cm)を追加して 1m

とした.採取したガスのメタン濃度は， FID付きガスク

ロマトグラフ (GC-14A，島津製作所製)で，一酸化二

窒素濃度はECD付きガスクロマトグラフ (GC-14A，島

津製作所製)で分析した.なおー酸化二窒素濃度の分析

は，水稲作付期の代かき・移植時期，落水時期前後(中干

し時，収穫時)は週 2~3 回，それ以外の期間は 1 週間~

2週間に 1回行った.分析手法については，既報(須藤，

2012)に基づき分析した. メタンおよびー酸化二窒素フ

ラックス (F，mgm-2h-1
) は次式により計算した.

V L'lC 273 
F=ρ・1・Tt.----y-

ここで， pは標準状態のガスの密度 (CH4:0.716kgm-3， 

N20-N: 1.25kgm-
3
)， Vはチャンパー内の空気の体積

(m3)， Aはチャンパーの底面積 (m2)，Ll C/ Ll tはチャ

ンパー内ガス濃度の平均増加速度 (lu-6m3m-3h-1)， T 

はチャンパー内の気温 (K) である.測定期間中における

各ガスの積算発生量は台形積分法にて算出した.また各ガ

スの発生量は，地球温暖化係数 (GWP) (IPCC， 2007) 

を用いて二酸化炭素等価発生量 (GWP換算係数:メタン

25倍，一酸化二窒素 298倍)に換算した.

なお，地温 (5cm深)およびチャンバー内の気温につ

いては，温度データロガー(おんどとり，ティアンドディ

製)により，ガス採取中に測定した.降水量は滋賀農技セ

内の気象観測データを用いた.

3)水稲の収量，作物体および土壌の成分，土壌硬度の

測定方法

水稲の収量は，成熟期に 1区画あたり 60株の坪刈り調

査を行い， 3反復の平均値をもとめた.品質を表す指標

として，整粒歩合および玄米蛋白含有率，食味値を調査

し， 3反復の平均値をもとめた.玄米品質は1.8mm以上

の玄米を用い，穀粒判別器 (RGQ1 10B，サタケ製)に

より測定し，粒重比で算出した.玄米蛋白含有率はケル

ダ、ール分析による玄米窒素含量に 5.95を乗じた値で，水

分 15.0%換算値で算出した.食味値は近赤外分光分析計

(NIRS6500，ニレコ製)により 90%精白米粒を測定した.

土壌および作物体の成分分析は，土壌養分測定法委員

会 (1983)および土壌環境分析法編集委員会 (1997)を

参考に，遊離酸化鉄は浅見・熊田法により抽出し，原子吸

光光度計を用いて定量した.可給態リン酸はトルオーグ

法，可給態ケイ酸はpH4酢酸緩衝液浸出法により行った.

可給態窒素は，代かき直前に作土層を採取し，風乾土を

300

Cで4週間密栓・湛水培養した後，アンモニア化成量

をインドフェノール法にて分析した.また，作物体の窒素

成分はケルダール法により分析した.地耐力をあらわす土

壌硬度は自記式コーンペネトロメータ (SM26-R，千代

田製作所製)を用いて， 1区画あたり 3か所で測定し，平

均値をもとめた.なお， コーンペネトロメータのコーンの

底断面積は6.45cm2，先端角は 30
0

である.

酸化還元電位 (Eh)はガス採取時に測定した，測定期

間は湛水・落水有区で、は水稲非作付期の湛水開始後から 3

月末の落水直後までと水稲作付期間，湛水・落水無区では

水稲非作付期の湛水開始後から水稲作付期終了まで，湿潤

区および慣行区では水稲作付期間のみである.測定は深さ

5cm ~こ埋設したままにした白金電極にポータブル Eh 計

(PRN-41型，藤原製作所製)を接続することで行い， 1 

区画あたり 4ヵ所で測定しその平均値をもとめた.

土壌水分 (0~12cm 深)は湛水・落水無区を除く 3 処

理区において，水稲非作付期にのみ測定した.ただし湛

水・落水有区では非湛水期間のみである.測定は携帯型

土壌水分計 (Hydrosense，Campbell社製)を用いてガ

ス採取時に行い， 1区画あたり 5ヵ所で体積含水率を測

定した.そして，得られた体積含水率と固相率 (34.3~

36.6 %)を用いて，土壌空隙中に占める水分割合である

WFPS (Water Filled Pore Space)を算出し， 1区画ご

との平均値をもとめた.なお， 100%を超える値につい

ては飽和状態とし 100%とした.

4)統計解析法

湛水・落水有区，湿潤区および慣行区については，分散

分析の検定を行った後，多重比較検定を TukeyHSD(R 

CoreTeam， 2012)により行った.

3.結果

1 )気象および土壌 Eh，土壌水分

水稲非作付期の降水量，地温，土壌Eh，土壌水分

(WFPS)の推移を図 1(a) ~ (d)に，水稲作付期の降水量，

地温，土壌Ehの推移を図 2(a) ~ (c) に示す.

(1)水稲非作付期

水稲非作付期における降水量は794mmで，平年値 (660

mm， 1976 年~2010 年)と比較して多かった.地温は処

理区間で差はみられなかった.12月上旬から 100Cを下回

り，次第に低下し， 12月末から 2月下旬までは 50C前後

の低温で推移し， 3月以降は上昇し続けた.

土壌Ehについて，湛水・落水有区では 12月下旬の湛

水後に緩やかに低下し，落水を実施した3月末で90mV

まで低下した.また，耕起時期が湛水・落水有区より約

45日遅かった湛水・落水無区では，湛水・落水有区より

やや高く推移し， 3月末で200mV程度となったものの，

4月以降も低下し水稲移植直前で 100mVとなった.し

かし湛水・落水有区および湛水・落水無区ともに調査期

聞を通して OmV以下になることはなかった.

土壌水分 (WFPS)は，湛水・落水有区，湿潤区およ

び慣行区ともに 2010年 10月から 12月下旬(湛水・落水

有区の湛水開始)まで 40~80%の間で推移し，降雨に伴

い増減した.その後，湿潤区では表層水が圃場の一部に観

察されるようになった 1月上旬に飽和状態 (100%)まで

増加しそのまま 3月末まで慣行区よりも高い値で推移し

た. しかし 3月末の落水に伴い湿潤区の WFPSは急激

に減少し 4月中旬以降，湛水・落水有区，湿潤区，慣行
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区ともに 61"'74 %で推移した.

(2)水稲作付期

水稲作付期における降水量は 652mmで，平年値 (636

mm) と比較して多かった.

ガス採取時の地温は処理区間で、差はみられず，中干し以

降は 25"'30Tで推移した.

土壌Ehは，湛水・落水無区では移植 1週間後に 77 

mV，移植 15日後には 195mVと急激に低下したが，

他の 3処理区では移植 15日後で-51"'-88mVの範囲

にあり，緩やかに低下する傾向にあった.6月中旬から中

干し開始 (6月 23日)までは全区ともに-150mV付近

で推移し，還元的な状態にあった.中干しに伴い正の値と

なり酸化的になったが，中干し後の入水に伴い次第に低下

し 7月下旬から収穫前落水までは全処理区ともに 200 

mV付近で推移した.

2) メタンおよびー酸化二窒素発生量

水稲非作付期のメタンおよび一酸化二窒素フラックスの

推移を図 1(e)"'(f)に，水稲作付期のメタンおよび一酸

化二窒素フラックスの推移を図 2(d)"'(e)に示す.また，

水稲非作付期，水稲作付期および年間のメタン，一酸化二

窒素および二酸化炭素等価発生量を表3に示す.

(1)水稲非作付期

水稲非作付期におけるメタンフラックスは， 2010年 10

月(調査開始)から 2011年2月までは湛水・落水有区，

湿潤区，慣行区の 3処理区ともに-0.006"'0.121 mg CH4 

m-2h-1の範囲にあり低い発生量で推移した.湛水・落水

有区では3月以降の地温の上昇に伴い増加する傾向にあっ

たが，落水により減少し，他の区と同程度で推移した.

一方，一酸化二窒素フラックスは，湿潤区では 11月上

旬に一時的なピーク (161.0μgNm-2h-1
) がみられたも

のの， 3処理区ともに低い値で推移し，水田への吸収はみ

られなかった.

水稲非作付期におけるメタンの積算発生量は，湛水・落

水有区で 277.3mg CH4 m-
2と最も多くなり，次いで湿潤

区 (17.3mgCH4m-
2
)，慣行区 (0.7mgCH4m-

2
) の順と

なった.湛水・落水有区のメタン発生量は湿潤区および慣

行区より有意に多くなった (TukeyHSDの5%水準). 

一方，一酸化二窒素の積算発生量は湿潤区で 56.2mg

N20-Nm-
2と最も多くなり，次いで慣行区 (17.8mg

N20-Nm-
2
)，湛水・落水有区 (10.2mg N20-N m -2) の

順となったものの，処理区間では有意な差は認められな

かった.

メタンとー酸化二窒素を合わせた二酸化炭素等価発生量

は，湿潤区 (17.2gC02eqm-
2
) >湛水・落水有区 (10.0

g C02eq m -2) >慣行区 (5.3g C02eq m -2) の順となった

ものの処理区間で有意な差は認められなかった.また，二

酸化炭素等価発生量に占めるメタンの割合は，湛水・落水

有区で69%となり，一酸化二窒素よりメタンの寄与が大

きかったが，湿潤区および慣行区ではそれぞれ 3%，0.3%

となり，二酸化炭素等価発生量のほとんどをー酸化二窒素

が占めていた.

(2)水稲作付期

水稲作付期におけるメタンフラックスは，湛水・落水有

区，湿潤区，慣行区の 3処理区ともに移植から中干しまで

増加し中干し 2目前にピーク (29.6"'37.1mg CH4 m-
2 

h-1
) を示した.その後，中干し時の落水に伴い O付近ま

で急激に低下し，中干し後の入水開始から徐々に増加し始

め，収穫前落水に伴い低下した.また，中干し後のメタン

フラックスは，中干し直前と比較して小さくなった.

一酸化二窒素フラックスは中干し時の大きなピーク

(172.3'" 181.5μgNm-2h-1
) と収穫前落水に伴うピーク

(23.6"'41.0μgNm-2h-1
) が3処理区ともにみられたも

のの，それ以外の期間(湛水期間)は低い値で推移し処

理区間の差はみられなかった.

水稲作付期の積算メタン発生量は，湛水・落水有区で

23.7 gCH4m-
2と最も多くなり，次いで慣行区 (22.5g

CH4m-
2
)，湿潤区 (22.2g CH4 m -2) の順となった.また，

処理区間で有意な差はみられなかった.一方，一酸化二窒

素の積算発生量は湿潤区で 37.7mgN20-N m-2と最も多

くなり，次いで慣行区 (35.1mg N20-N m -2)，湛水・落

水有区 (28.1mg N20-N m -2) の順となったものの，処理

区間では有意な差はみられなかった. メタンとー酸化二窒

素を合わせた二酸化炭素等価発生量は，湛水・落水有区で

600.0gC02eqm-
2と最も多くなり，次いで慣行区 (571.9

g C02eq m-
2
) ，湿潤区 (566.5g C02eq m -2) の順となっ

たものの，処理区間では有意な差は認められなかった.な

表3 年間(水稲非作付期十水稲作付期)を通した CH
4
，NzO， Cuzeq発生量

試験区
CH4発生量 (gCH4m-2) N20発生量 (mgN20-Nm-2) C02eq発生量 (gm-2)

水稲非作付期 水稲作付期 合計 水稲非作付期水稲作付期 合計 水稲非作付期 水稲作付期 合計

湛水・落水有区 277.3 X 10-3 b 23.7 ns 23.9 ns 10.2 ns 28.1 ns 38.4 ns 10.0 (69) ns 600.0 (99) ns 610.0 (98) ns 
湿潤区 17.3 X 10-3 a 22.2 ns 22.2 ns 56.2 ns 37.7 ns 93.8 ns 17.2 (3) ns 566.5 (98) ns 583.7 (95) ns 
慣行区 0.7 X 10-3 a 22.5 ns 22.5 ns 17.8 ns 35.1 ns 53.0 ns 5.3 (0) ns 571.9 (98) ns 577.2 (97) ns 
湛水・落水無区 1470.4 X 10-3 33.8 35.3 9.1 32目o 41.1 39.5 (93) 855.4 (99) 894.8 (99) 

F値 6.835 0.262 0.363 0.497 0.226 0.748 0.340 0.227 0.157 
P1直 0.028 0.778 0.710 0.631 0.804 0.513 0.725 0.803 0.858 

調査期間.水稲非作付期 2010年10月13日から 212日間(落水無区は 12月7日から 157日聞に水稲作付期 2011年5月12日から 125日間.

CO2換算係数 :CH425倍， N20298倍.
CH4発生量(水稲非作付期)の湛水・落水有区，湿潤区，慣行区の3処理区の異なる記号問は5%水準で有意差があることを示す (TukeyHSD).
CHd水稲作付期)， N20， C02eq発生量の湛水・落水有区，湿潤区，慣行区の3処理区の nsは有意差がないことを示す (TukeyHSD)
( )はC02eq発生量に占める CH4発生量の割合を示す
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お，二酸化炭素等価発生量に占めるメタンの割合は湛水・

落水有区，湿潤区および慣行区ともに 98~99% となり，

そのほとんどをメタンが占めていた.

(3)年間

年間のメタンの積算発生量は湛水・落水有区で23.9g

CH4m-
2と最も多くなり，次いで慣行区 (22.5g CH4 m -2)， 

湿潤区 (22.2g CH4 m -2) の順となった.また，処理区間

で有意な差はみられなかった.3処理区ともに水稲作付期

におけるメタン発生量が年間のメタン積算発生量の 99~

100%を占めていた.

一方，年間のー酸化二窒素の積算発生量は湿潤区で93.8

mgN20-Nm-
2と最も多くなり，次いで慣行区 (53.0mg

N20-Nm-
2
)，湛水・落水有区 (38.4mgN20-Nm-

2
) の

順となったものの，処理区間では有意な差は認められな

かった.

また，年間のメタンとー酸化二窒素を合わせた二酸化炭

素等価発生量は，湛水・落水有区で610.0gC02eqm-
2と

最も多くなり，次いで湿潤区 (583.7gC02eqm-
2
)，慣行

区 (577.2gC02eqm-
2
) の順となり，湛水・落水有区で

最も多くなったものの，処理区間では有意な差は認められ

なかった.また，二酸化炭素等価発生量に占めるメタンの

割合は湛水・落水有区，湿潤区および慣行区ともに 95~

98%となり，そのほとんどをメタンが占めていた.

(4)冬期湛水における水稲作前の落水の有無の影響

①水稲非作付期

水稲非作付期におけるメタンフラックスは，湛水・落水

有区では3月末の落水により減少したものの，湛水・落

水無区では4月から上昇し始め，移植直前には 3.195mg
CH4 m-

2 h-1まで上昇した.一方，一酸化二窒素フラック

スは， 3月末の落水の有無に関わらず，両区ともにO付近

で推移した.

水稲非作付期におけるメタンの積算発生量は，湛水・落

水無区で 1470.4mgCH4m-
2となり，湛水・落水有区(277.3

mgCH4m-
2
) より顕著に多くなった.一方，ー酸化二窒

素の積算発生量は湛水・落水有区で 10.2mgN20-Nm-
2，

湛水・落水無区で9.1mgN20-Nm-
2となり，同程度となっ

た.メタンとー酸化二窒素を合わせた二酸化炭素等価発生

量は，湛水・落水無区で39.5g C02eq m-
2となり，湛水・

落水有区 (10.0gC02eqm-
2
) より多くなった.

②水稲作付期

水稲作付期におけるメタンフラックスは，湛水・落水無

区では湛水・落水有区と比較して，中干しまで大きな正の

値(中干し 2日前で78.0mgCH4m-
2 h-1

) で推移したが，

中干し以降は同程度で推移した.また，一酸化二窒素フラッ

クスは，湛水・落水無区と湛水・落水有区で同様の推移をし，

中干し期間に大きな正のピークがみられたほか，収穫前落

水後にも放出が認められたが，両区に差はみられなかった.

水稲作付期の積算メタン発生量は，湛水・落水無区で

33.8gCH4m-
2となり，湛水・落水有区 (23.7gCH4m-

2
) 

より多くなった. また，一酸化二窒素の積算発生量は，湛

水・落水無区で32.0mg N20-N m -2 ，湛水・落水有区で

28.1 mg N20-N m-2となり，同程度となった.二酸化炭

素等価発生量は，湛水・落水無区で855.4g C02eq m-
2と

なり，湛水・落水有区 (600.0gC02eqm-
2
)より多くなった.

Q:年間

年間のメタンの積算発生量は湛水・落水無区で35.3g

CH4m-
2となり，湛水・落水有区 (23.9g CH4 m -2) より

多くなった.一方，年間のー酸化ニ窒素の積算発生量は湛

水・落水無区で41.1mgN20-Nm-
2，湛水・落水有区で

38.4 mg N20 -N m-2となり，同程度となった.また，年

間の二酸化炭素等価発生量は，湛水・落水無区で894.8g

C02eqm-
2となり，湛水・落水有区 (610.0g C02eqm-

2
) 

より多くなった.

3)水稲の収量および、品質，土壌化学性，地耐力の変化

各処理区の水稲収量，品質および窒素吸収量を表4に示

す. また，水稲作付前の地耐力を図3に示す.

精玄米収量は湛水・落水有区510gm-2，湿潤区530g

m-h慣行区 544gm-2，湛水・落水無区546gm-2となり，

全区ともに同水準で，湛水・落水有区，湿潤区および慣行

区の 3処理区間では有意な差は認められなかった.

玄米品質の整粒歩合は，湛水・落水有区55.7%，湿潤

区56.5%，慣行区 55.3%，湛水・落水無区58.1%となり，

全区ともに同水準で，湛水・落水無区を除く 3処理区間で

は有意な差は認められなかった.また，玄米品質の乳白粒，

基部未熟粒および、腹自未熟粒は湛水・落水無区を除く 3処

理区間では有意な差は認められなかった.

玄米蛋白含有率は全区とも同程度であり，若松ら (2008)

の食味からみた適値(上限値)である 7.0%以下となった.

また，食味値および窒素吸収量(わら+籾)は，全区とも

に同程度であった.

水稲作付前の地耐力は湛水・落水有区，湿潤区および慣

行区では代かき時の機械作業に必要とされる目標値である

代かき時の作士直下から 15cmの聞のコーン指数が2kgf

cm-2 (農業土木学会， 2000)を確保でき，慣行と異なる土

壌管理法においても水稲作付前の落水の実施により地耐力

の低下はみられなかった.一方，水稲作付前の落水を実施

しなかった湛水・落水無区では目標値を確保できなかった.

4.考察

1 )水稲非作付期における土壌管理法の遣いが温室効果

ガスに及ぼす影響

今回調査の慣行区における年間(水稲非作付期+作付期)

のメタン発生量は22.5g CH4 m-
2となり(表3)，日本の

平均的な水管理法で、稲わらを前年の秋に鋤込んだ圃場の年

平均発生量 19.0gCH4m-
2(鶴田， 2000) と同程度であっ

た.また，慣行区における年間の温室効果ガス発生量に占

めるメタンとー酸化二窒素の割合は，メタンが97% (561 

gC02eqm-
2
)，一酸化二窒素が 3% (16gC02eqm-

2
) で

メタンの割合が顕著に高くなり，石橋ら (2009)の報告

と同様の傾向を認、めた.慣行区における水稲非作付期と作
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潤管理を導入して，土壌管理法の違いによる年間のメタン，

一酸化二窒素発生量および二酸化炭素等価発生量を慣行管

理と比較したが，処理区間で有意な差は認められなかった.

入水前の土壌の乾き具合は水稲栽培期間中のメタン発生

量に大きく影響する CShiratoriet al.， 2007) と考えられ

蓮川 ・高橋 ・鳥塚 ・須藤 ・仁科 :水稲非濯i飢1切の異なる土壌管理法が年聞の楓室効果ガス発生量に及ぼす影響

付期の比較では， メタンおよび一酸化二窒素ともに水稲作

付期の方が発生量が多く ，特にメタンでその傾向が顕著で

あった.

本調査では， 水稲非作付期における土壌管理法として，

窒素流出負荷削減効果が期待される冬期湛水管理や冬期湿
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本調査の湛水・ 落水無区と類似した管理であった.一方，

Bossioら (1999)は水稲作付期のメ タン発生量が冬期湛

水+稲わら鋤込み区で9.52gCH4m-2となり，稲わら鋤込

み区の 8.87g CH4m-2と同水準でトあったことを報告してい

る. この湛水期間は 11月から翌年3月下旬までであり ，

さらに水稲播種時期が5月第 1週で、あったことから，本調

ている.松本ら (2002)は水稲作付期のメ タン発生量が

冬期湛水処理区で40.4gCH4m-2となり ，対照区 (冬期非

湛水)の10.7gCH4m-2を大幅に上回ったこ とを報告して

いる この冬期湛水処理区については，湛水期聞が 11月

上旬から水稲作付前の入水直前である翌年5月上旬までで

あり，水稲作までの落水期聞が非常に短かったことから，



蓮川 ・高橋 ・鳥塚 ・須藤 ・仁科 :水稲非j産税期の異なる土嬢管理法が年間の温室効果ガス発生量に及ぼす影響 469 

査の湛水 ・落水有区と類似した管理であった.これらのこ

とから，冬期湛水圃場において 3月末に落水し， 水稲作ま

での落水期聞を一定期間保ち，土壌水分を慣行区と同水準

まで低下させることにより 落水から中干しまでのメタン

発生量を慣行区と同レベルまで減らせると考えられる

このことは，水稲作前に落水を実施しなかった湛水・ 落

水無区では，土壌 Ehが移植直後からメタン生成が開始さ

れる -150mV(高井， 1978)まで速やかに低下し それ

に伴い中干しまでのメタンフラ ックスが他の3区と比較し

て顕著に高い値で推移したこととも関連していると考えら

れた. メタンが湛水開始後の早い時期から生成された要因

としては，4月以降の地温の上昇に伴い，作土上に集積し

た有機物が分解され，移植湛水後も継続的に還元化が進行

したことによるものと考えられた.

また，土壌中の遊離酸化鉄含量は土壌の還元過程の進行

に大きな影響を与える (杉井ら，1999)が， メタン発生量

が最も多かった湛水 ・落水無区では，遊離酸化鉄含量の調

査開始前後の減少率が 26%と全処理区の中で最も大きく

(表 2)，このことが土壌Ehの速やかな低下に伴 うメタン

フラックスの増加と関連していると推察された.

一方，湛水 ・落水有区で‘は3月中旬からメタンフラ ック

スが増加したが， 3月末の落水により急激に減少しその

後は湿潤区および慣行区と同水準で、推移した.落水に伴 う

メタンフラッ クスの急激な減少は 水稲栽培期間における

中干し時や収穫前落水時で認められており (Ciceroneet 

al.，1983 ; Yagi etal.， 1990 ;八木， 1991)，本調査におけ

る冬期湛水後の落水についても同様の傾向が認められた

また，落水直後の数日間の大きなメタンフラ ックスを精度

良く測定するための調査頻度は，落水後 1週間， 日中1回

の測定が必要十分な頻度であることが報告 (Minamikawa

etα1.，2012)されている このことからも，今回の調査で

は落水直後の大きなメタン放出を評価できておらず，過小

評価となっている可能性も考えられる. このことについて

は，3月末の落水後 1週間で3回の調査頻度を確保した

ことと， 3月下旬では地温も 10T前後の低温であり，放

出されるメタンフラックスが小さいと推察されることか

ら，湛水・ 落水有区および湿潤区ではその期間中の概ねの

メタン放出量を把握することがで、きたと考えられる.一方

で，今後のさらなる精度向上に向けて，落水期間中の調査

頻度の増加も含めた効果検証を行う必要がある.

なお， 12 月下旬から 3 月中旬までは，地温が 5~10oc 
前後の低温で推移し，土壌 Ehの低下に伴 う還元状態の進

行も緩やかであったため，冬期湛水を実施した湛水 ・落水

有区および湛水 ・落水無区についても，メタンフラ ックス

の増加が慣行区と同様に認められなかったと推察された

湛水・ 落水無区では，耕起時期が湛水 ・落7](有区と比較し

て約 45日遅い12月9日であり，土壌中に鋤込まれた稲

わらの分解に伴 う土壌 Ehの低下が湛水・落水有区と比較

して緩やかとなったため 湛水 ・落水有区で、認められた 3

月中旬以降のメタンフラ ックスの増加が4月上旬以降に遅

れて認められたと考えられた.また，湿潤区については，

12 月下旬から 3 月 中旬までは，地温が 5~10 T前後の低

温で推移したことと， 3月末の落水を行うことにより ，年

聞を通してメタンフラックスが慣行区と 同水準で、推移した

ものと考えられた.

一方， 水稲非作付期については湿潤区では硝化抑制や

WFPS が 80~90 %になる不完全な脱窒に伴 うー酸化二

窒素フラックスの増加 (野田， 2001)が懸念されたが，

11月上旬の一時的なピークを除主増加は認められず，

慣行区と 同水準で推移した.

水田土壌中の硝化作用は温度の低下に伴い低下すること

(SaadandConrad， 1993)や脱窒が生じる最低温度は 2.7

~ 10 oc (Firestone， 1982 ;新良ら， 2007) とされている

ことから，今回の調査で一酸化二窒素フラックスが増加し

なかったこ とは， 3月末の落水までの湿潤区の地温が概ね

10
0

C以下の低温で推移したことと WFPS が 80~90 %と

なる期間 (12 月下旬~1 月上旬や 3 月中下旬) が低温で

あったことによるものと考えられた.

なお，冬期 (11~2 月)のー酸化二窒素の発生は， 降雨

に伴う部分的な還元条件が出現した場所を中心に土壌中あ

るいは土壌溶液中に蓄積した硝酸態窒素の脱窒によるもの

と推察されており (石橋ら，2007)，湿潤区の 11月上旬の

一時的なピークは，ガス採取前日の降雨 (12mm)に伴

う脱窒によるものと推察された.

水稲作付期のメタンフラ ックス と一酸化二窒素フラ ック

スの発生については，既存の報告 (Tsurutaetal.， 1997 ; 

Yagietal.，1996 ;石橋ら， 2009)と同様に， トレードオフ

の関係が確認された.湛水期間中は，一酸化二窒素フラッ

クスは認められなかった. これは，石橋ら (2007)の報

告のとおり ，施肥に伴うアンモニア態窒素が硝化作用を受

ける前に水稲に吸収されたり，窒素ガスまでに脱窒された

ためと考えられた.

その一方で，一酸化二窒素は水溶解度が高いこと (糟谷，

2012)やメタンの下層土への溶脱量が大気への放出量の

約 10%を占めるといったこと(熊谷， 2002)からも，今
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後流域レベルの広域的な評価を行う場合には，下方浸透も

考慮した上で，落水実施に伴う一酸化二窒素やメタンの溶

脱等の間接排出を考慮する必要があると考えられた.

また水田では，農地から発生する温室効果ガスの中でメ

タンが全体の 78%と最大の発生量であると推定(鶴田ら，

2000)されていることからも，今後は水系にも配慮しつつ，

メタンの削減対策を中心に一酸化二窒素発生量の抑制，炭

素貯留機能の向上対策について取り組む必要がある.特に，

メタンの削減対策については，中干し延長が効果的である

ことが報告されている(Itohetal.， 2011 ;須藤， 2011) こ

とから，今後冬期湛水管理や冬期湿潤管理に中干し延長を

組み合わせた，年聞を通した土壌養水分管理と温室効果ガ

ス発生量についても評価し，技術の体系化を図る必要があ

る.

2)水稲非作付期における土壌管理法の遣いが水稲の収

量および、品質，土壌化学性，地耐力に浸ぼす影響

松本ら (2002) は冬期湛水管理実施における精玄米重

は慣行管理と同水準であったことを報告しており，今回も

同様の傾向を認めた.また，玄米品質については，調査年

次は出穂後 20日間の日平均気温が 27"C以上と高温で経

過したことから，既報(森田， 2005) と同様に，白未熟粒

の発生が多く認められ，整粒歩合が全区ともに低くなった.

近年夏期の高温に伴う水稲の白未熟粒の増加等による玄

米外観品質の低下が問題となっており，その対策として初

期生育を抑制することが有効であるとされている(滋賀県，

2010). このことからも，冬期湛水管理や冬期湿潤管理に

伴う有機物の分解抑制により 5月以後の地力窒素の発現

時期を遅らせ，水稲の初期生育を抑制し，秋勝り型の生育

に改善することは温暖化適応策の観点からも有効であると

考えられた. しかしながら，今回の調査では表2に示した

とおり，湛水区や湿潤区における水稲作付期の地力窒素の

発現量は慣行区と同程度であった.また，細川ら (2012)

は冬期湛水実施2年目の圃場の無肥料区において，水稲の

窒素吸収量は移植1か月後から幼穂、形成期にかけて急激に

増加していると報告している.これらのことについては，

本調査は冬期湛水取組1年目の結果であることからも，今

後継続した調査を行い，冬期湛水による窒素供給量の時期

的な変化およびそれに伴う収量・品質への影響を評価する

必要があると考えられた.

また，冬期湛水や冬期湿潤管理導入に伴う地耐力の低

下については，団側ら (1987) は水田土壌の士'性が埴壌

士で作土層下にグライ層が出現する湿田において，水稲非

作付期の湛水による地耐力の変化を調べたところ，地耐力

は1週間の湛水により低下するが，湛水を止めると 10日

間程度で元の値に戻ったと報告している.さらに，蓮川ら

(2011) は冬期湿潤管理による地耐力の低下は認められな

かったことを報告している. これらのことと，滋賀県の場

合，水田輪作の基本体系は水稲一水稲一麦・大豆の 3年4作

であり， 3年周期で水田を麦・大豆作等の畑地化にするこ

とを考え合わせると冬期湛水や冬期湿潤管理に伴う地耐力

への影響は落水実施により少なくなると考えられた.また，

滋賀県の場合水稲作で、の畦畔漏水防止のため，あぜ塗り作

業を 3 月末~4 月上旬に行うことが多く，あぜ塗り作業す

る大型機械の作業性や前述のメタン発生量の削減効果から

考え合わせると，落水時期は今回の調査のとおり 3月末に

は実施することが望ましいと考えられた.

5.要約

水稲非作付期における土壌管理法として，冬期湛水管理

や冬期湿潤管理は窒素流出負荷削減効果が期待されている

が，温室効果ガス発生量に与える影響については明らかに

なっていない.そこで本研究ではライシメータ水田圃場を

用い，年間(水稲非作付期+作付期)を通したメタン，一

酸化三窒素および二酸化炭素等価発生量について，冬期湛

水管理と冬期湿潤管理について'慣行管理と比較調査した.

また，冬期湛水における水稲作前の落水の有無が温室効果

ガスの発生量や地耐力に及ぼす影響を検討した.

その結果，年間の二酸化炭素等価発生量については，土

壌管理法の違いによる明らかな差は認められなかった.こ

の原因として，水稲作付で入水するまでの落水管理の影響

が大きいと考えられた.冬期湛水管理と冬期湿潤管理にお

いて， 3月末の落水により土壌水分が慣行と同水準まで低

下し，その結果，落水から中干しまでのメタン発生量を慣

行と同レベルまで減らすことがで、きたと考えられる.

水稲作付期の地力窒素の発現量は冬期湛水管理および冬

期湿潤管理の導入の有無にかかわらず同水準で，水稲の精

玄米収量および品質についても同水準となった.また，冬

期湛水管理および冬期湿潤管理においては， 3月末に落水

することで，地耐力の低下は防げた.
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らは終始ご指導とご、助言を賜った.また，本研究を実施す

るにあたり，京都大学の伊藤雅之博士には，実験手法およ

びメタン，一酸化二窒素分析についてご指導いただいた.

本論文のとりまとめにあたり農業環境技術研究所の大浦典

子博士，佐野智人博士にはご、教示いただいた.滋賀県農業

技術振興センタ一環境研究部の諸氏には，多方面からご協

力いただいた.ここに記して，感謝の意を表します.
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Influence of different soil management methods during the non-irrigation period on annual 

greenhouse gas emissions from rice paddies 
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Management methods such as winter flooding and winter moistening are expected to reduce nitrogen loads in the 

runoff from paddy fields， but they are also considered to increase greenhouse gas emissions. We quantified the annual 

methane and nitrous oxide emissions from lysimeters in paddy fields under winter flooding， winter moistening， and 

conventional no-flooding management， and investigated the effects of soi1 management under winter flooding treatment 
during the spring fallow period (just before the cropping season) on greenhouse gas emissions and soi1 fertility. 

Annual global warming potential (i.e.， the combined emissions of methane and nitrous oxide) did not differ significantly 

among the different forms of soi1 management. This was attributed to the influence of drainage management in the fallow 
period before transplanting. In this season， the soi1 moisture content under winter flooding and moistening treatments 
decreased to values simi1ar to those found under conventional management. This decrease in soi1 moisture should 

contribute to a decrease in methane emissions from soi1s under winter flooding and moistening treatments during the 

spring fallow period and ear1y growing season. 

The potential soi1 nitrogen mineralization rates of paddy soi1s during the growing period were simi1ar and did not 
differ significantly among the treatments， regardless of soi1 management during the fallow period. Rice yields and their 
quality were also simi1ar. Moreover， water drainage in late March resu1ted in no dec1ine in soi1 ferti1ity in paddy fields 
under winter flooding and winter moistening management 

Key words: greenhouse gases， non-irrigation period， soi1 management， winter flooding， rice 

(Jpn.]. Soi1 Sci. Plant Nutr.， 84， 462-472， 2013) 
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