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地球温暖化が放牧草地における温室効果ガス
（CH4、N2O）収支に与える影響
The effect of global warming on
green house gas (CH4, N2O) budget in pasture
Methane (CH4) and Nitrous oxide (N2 O) are important green house gases. The large amount
of CH4 is released from ruminant and the excreta. Excreta from grazing animal provide high
addition of nitrogen and stimulate N2 O emission in pasture. To observe the effect of global
warming on CH4 and N2 O budget in pasture, the soil warming experiment using an electric
infrared heater was conducted, which increase soil temperature at about 2 ℃ for 2 cm depth.
We measured CH4 and N2 O flux in a pasture (Zoysia japonica ) and cattle dung patch from
June to September 2009.
Although control and warming

plots in pasture absorbed CH4 slightly, the warming

plots emitted CH4 only for short time after fertilization on July. We could not explain the
phenomenon clearly. N2 O fluxes were small in control and warming plots in pasture. We
found no effect of the warming experiment on N2 O fluxes throughout the study period in
pasture. Dung patches emitted a large amount of CH4 just after the dung setting, and then
decreased quickly. While control plots in dung patch absorbed CH4 after 25 days of setting,
warming plots emitted CH4 continuously throughout the study period. Dung patches emitted
the large amount of N2 O in warming and control plots. And there is no difference of N2 O
flux between the two plots in dung patches. Our study suggested that the effect of soil
warming experiment can increase the CH4 emission from dung patch.
the experiment did not affect N2 O fluxes in both pasture and dung patch.
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In the other hand,

1．はじめに
地球温暖化が顕在化しつつある現在、温室効果ガスの放出・吸収量を明らかにすることは急務
となっている。主要な温室効果ガスであるメタン（CH4）や亜酸化窒素（N2 O）は大気中に極めて微
量にしか存在しないが、一分子あたりの温室効果能は非常に大きい。そのため、それらの温暖化
への寄与率はCO2が全体の約60%を占めるのに対し、CH4は20％、N2 Oは6%とされており（IPCC、
2001）、温暖化抑制策を考える上で決して無視できない。
CH4やN2 Oは農業活動が重要な発生源となっている。近年の研究成果により、放牧草地はCH4、
N2 O収支においてその重要性が指摘されている。例えば、牛に代表される反芻動物の消化器官やそ
の排泄物からCH4が多量に放出されていることが確認されている。また、家畜の糞尿が多量の窒素
施肥効果を持つため、その排泄場所ではN2 Oの放出が促進されている。このように、日本において
放牧草地は面積的には決して広くないものの、CH4やN2 Oの放出のホットスポットとなっていると考え
られる。
土壌はCH4やN2 Oの放出・吸収に深く関わっており、それは主に土壌微生物の働きによって引き
起こされている。土壌微生物の働きは地温や土壌水分量によって制限されている。そのため地球温
暖化が進行した場合、それら土壌微生物の働きに変化をもたらし、結果的にCH4・N2 Oの放出・吸
収量にも大きな影響を与える可能性がある。したがって、地球温暖化がそれら微量ガスの収支に与
える影響を明らかにすることは重要である。そこで本研究では、地球温暖化が放牧草地における温
室効果ガス
（CH4、N2 O）
収支に与える影響を明らかにすることを目的とした。
２．調査地および方法
本研究は岐阜県高山市乗鞍岳中腹に位置する岐阜
大学流域圏科学研究センターの敷地内において行わ
れた。 本 調 査 地は標 高 約1340mで冷 涼 湿 潤な環 境
であり、冷温帯に属している。年間平均気温が7.4℃、
年間平均降雨量は2175mmとなっている。
本 研究では放牧草地を想定したシバ草地および牛
の排 糞 場 所 において、2009年6月より赤 外 線ランプ
を用いた土壌 昇温実 験（温暖 化実 験）を行った。平
坦地に約80cm×100cmのシバの植え込みを18個用意
し、そのうち9個において地温（深さ2cm）を連続的に
2℃上昇させた（図1a）。残りの9個は温暖化処理を行
わない対象区とした。2008年9月-11月に地温上昇の予
備実験を行っており、平均1.7℃の地温上昇が確認で
きている。これらシバ草地10個（温暖化区5個、対象
区5個）においてCH4、N2 Oフラックス（放出・吸収 速
度）を2009年の6月から9月まで月1回程度測定した。ま
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図1 調査地の概観
（a）
とフラックス測定用のチャンバー（b）
概観に立っている装置が赤外線ランプである。

た、2009年6月下旬に8個（温暖化区4個、対象区4個）のシバ草地に新鮮な牛糞を設置し（排糞地）
、
（深さ1cm）と
CH4 , N2 Oフラックスを3 ヶ月以上にわたり追跡調査を行った。フラックス測定時に地温
土壌水分（深さ0-5cm）を測定した。シバ草地においては家畜による被食を想定して定期的に草丈を
3ｃｍに刈り揃えた。また、肥料の施肥効果を調べるため、7月初旬に化成肥料（N、P、K、それぞれ
8％）
をシバ草地に120ｇ程度施肥した。一方、排糞地は通常牛による被食は免れるため、刈り揃えは
行わず、施肥も行っていない。CH4、N2Oフラックスは図1bのようなチャンバーを用いて密閉法により行った。
詳しいフラックス測定方法は八木（1996）に準じたためそちらを参照されたい。なお、赤外線ランプ
の破損により、フラックス測定時に土壌温度が上昇しなかった場合、その測定値は除外した。
３．結果と考察
3.1 シバ草地におけるCH4、N2Oフラックス
シバ草地における測定時の地温（−1cm）は常に温暖化区が対象区を0.6℃ -1.5℃上回っていた（図
2a）
。一方で、土壌水分（0-5cm）は対象区が温暖区を1-5%程度上回っており、昇温による乾燥化が
起こっていることが確認された。
本研究において、シバ草地の対象区は常にCH4を吸収していた（図2b）。その平均吸収量は6月か
ら9月の間で ‑16 〜 ‑8μg C m‑2 h‑1の範囲で変動した。一方で、シバ草地の温暖化区におけるCH4
フラックスは大きな変動を示しており、‑1 〜 122μgC m‑2 h‑1となっていた。温暖化区では化成肥料
を投入した後の7月に放出が起こっていた。その後、温暖化区のCH4放出量は減少し、8月に若干の
放出が確認されたが9月はCH4の吸収に転じていた。本研究において、シバ草地の対象区における
N2 O放出量は ‑1 〜 25μg N m‑2 h‑1、温暖化区は ‑1 〜 17μg N m‑2 h‑1の範囲であり、両区で同様
の変動傾向を示した（図2c）。施肥後の7月に最大のN2 O放出が確認されたが、翌8月には若干の吸
収を示していた。
一般に、CH4は好気的な土壌では吸収されており、温帯における草地はCH4の吸収源として機能
している（Mosier, 1998; Le Mar & Roger, 2001）。本研究においてもシバ草地の対象区は常にCH4
を吸収していた。一方、熱帯放牧草地では土壌水分の増加とともにしばしばCH4の放出が起こりうる
（e.g. Steudler et al. 1996; Veldkamp et al. 2001）。これは家畜による土壌の圧密化に加え、土壌

図2

シバ草地におけるフラックス測定時の地温と土壌水分
（a）
、CH 4 フラックス
（b）、N 2 Oフラックス
（c）
地温は深さ1cmで土壌水分は0-5cm。エラーバーは標準誤差を表す。
フラックスについて処理区間に有意差はなかった
（P>0.05、T-test）。N= 4-5。
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水分が通気を抑制するので、CH4生成が起こりやすいためと考えられている。また、CH4の吸収量
（酸
化）は農業的な管理の影響も受けており、例えば、窒素やその他の無機塩類の施肥によってCH4の
吸収量（酸化）
が減少する（Steudler et al. 1989; Veldkamp et al. 2001; Le Mar & Roger, 2001）。
Veldkamp et al.（2001）は草地においてNH4+施肥によりCH4吸収が抑制され、土壌水分が高い条
件化で放出に転じる場合があることを示した。本研究においても温暖化区において、施肥後の土
壌水分が高い7月にCH4放出が見られており、理由として（1）窒素施肥によるCH4酸化の阻害、
（2）高
水分条件における土壌の嫌気化によるCH4の生成の二つが考えられた。しかし、本研究では温暖
化区でのみCH4の放出が確認されており、土壌水分がより大きな対象区では確認されていない。そ
のためこの現象は上記の要因だけでは説明ができない。例えば、温暖化実験により一時的に土壌
呼吸量が増加するため（Kirschbaum, 2004）
、土壌の嫌気化が促進され、結果としてCH4生成が起
こった可能性もある。近年、植物の葉からもCH4が放出される報告がなされていることから
（Keppler
et al. 2006）、今後土壌に限らず植物体も視野に入れてそのメカニズムを検討する必要がある。
本研究におけるN2 Oフラックスは非常に小さかった。農地利用されていて施肥がない場合の温帯
草原におけるN2 O放出速度は0.5 〜 331μg

N m‑2 h‑1 であり（Galtzel & Stahr, 2001）
、本研究

結果はそれらに比べても小さいものであった。本研究における施肥後のN2 O放出速度も他の同等
量（100-200KgN ha‑1）の窒素施肥が行われている草地に比べて小さかった（3.8 〜 2320μg

N m‑2

h‑1, Galtzel & Stahr, 2001）
。一般的に、窒素施肥はN2 O放出量を著しく増加させ、施肥量の増加
とともにN2 O放出量も増加する
（e.g. Bouwman 1990; Mosier, 1998）。また、その増加は施肥後6週
間程度で施肥前の放出速度に戻る（Mosier, 1998）。これらの傾向は本研究でも温暖化区および対
象区で確認された。本研究において両区でのN2 O放出量およびその変化は違いが認められないこと
から、温暖化の影響は小さいと考えられた。
3.2

排糞地におけるCH4、N2Oフラックス

排糞地における測定時の地温（−1cm）もまた常に温暖化区が対象区を0.2℃ -2.4℃上回っていた
（図3a）
。土壌水分（0-5cm）は対象区が温暖区を4-13%程度上回っており、両区の差がシバ草地より
も大きかった。排糞地はシバの刈り揃えを行わなかったため、草量がシバ草地よりも非常に大きかっ
た。そのため、植物からの蒸散が促進され土壌水分をより失いやすかった可能性がある。

図3 排糞地におけるフラックス測定時の地温と土壌水分
（a）
、CH 4 フラックス
（b）、N 2 Oフラックス
（c）
地温は深さ1cmで土壌水分は0-5cm。エラーバーは標準誤差を表す。
＊はフラックスについて処理区間に有意差があることを示す
（P<0.05、T-test）
。N= 3-4。
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排糞地では温暖化区および対象区で糞を設置した直後からCH4の大きな放出が起こっていた（図
3b）
。その放出速度は設置直後から1日目までにピークを迎え、その後急激に減少した。対象区に
おいては糞設置25日目以降、CH4を吸収する状態（‑21 〜 ‑1μg C m‑2 h‑1）に戻ったが、温暖化区
はCH4を放出し続けていた（150 〜 430μg C m ‑2 h ‑1）。この傾向は糞設置後92日目まで続いてい
る。N2 Oに関しては、温暖化区および対象区で糞設置後3日目にN2 O放出速度が最大となり
（対象区
で47μg N m‑2 h‑1; 温暖化区で32μg N m‑2 h‑1）その後徐々に減少した（図3c）。調査期間を通して、
N2 Oフラックスは排糞地の処理区間で有意な違いは見られなかった。
反芻動物の排糞地から多量のCH4放出が起こることは先行研究においても報告されている（e.g.
Saggar et al. 2004;Lin et al. 2009）. Saggar et al.（2004）
によると、そのCH4放出量は糞設置後4
日目ごろをピークとし、1.5 ヶ月間継続した。その後排糞地はCH4吸収に転じている。これは本研究
における対象区でのCH4 フラックスと同様の動きである。一方、温暖化区では3 ヶ月間もCH4放出が
継続しており、92日目には処理区間に有意な差が見られた（P<0.05）
。このことは温暖化により排糞
地からのCH4放出量が増加することを示している。この放出が糞自体からなのか土壌（あるいは植
物体）
から起こっているかは現在のところはっきりしないため、今後検討して行く予定である。
排糞地におけるN2 O放出量の増加も先行研究で報告されている（e.g. Sagger et al. 2004; Lin et
al. 2009）
。これは牛糞の持つ窒素施肥効果によりN2 O放出が増加したと考えられる。本研究におい
て温暖化区および対象区間で明瞭な差が見られなかったことは、シバ草地における化成肥料の効
果と一致しており、いずれの場合もN2 Oフラックスへの温暖化の影響が小さいことを示している。
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