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シンポジウム

土壌生態系とガス環境

一土壌物理学の新展開。
一



１．はじめに

土壌生態系からのガス発生と大気環境

農業環境技術研究所

八木一行

産業革命期以降の急激な人間活動の拡大は､地球規模での物質循環に影響を与え、

二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、亜酸化窒素(N２０:一酸化二窒素)、ハロカーボン類な

どの大気微量ガス濃度を増加させてきた｡これらのガスは､温室効果ガスであると同時に、

成層圏オゾンの反応に関与するものも多く､地球規模での大気環境変化に重要な役割を

果たしている。

この問題に対し､1997年１２月に､地球温暖化防止計画の第一歩を策定する｢京都議

定書｣が採択され､米国の議定書への不参加はあるものの､温室効果ガス排出削減目標

の達成に向けた各国の取り組みが進められつつある｡一方､これに先立ち、１９８７年９月

には､成層圏オゾン破壊物質の規制措置を盛り込んだ｢モントリオール議定書｣が採択さ

れ､その後の見直しも含め､オゾン破壊ガスの規制スケジュールが進行している｡このよう

に､｢モントリオール｣と｢京都｣のふたつの議定書により､地球環境に影響を及ぼす微量ガ

ス排出を相互補完的に規制する国際的な取り組みがはじまっている。

これらの議定書により規制される微量ガスの多くは、自然､工鉱業､運輸､農林水産業、

生活､廃棄物など､さまざまな排出源を持つ｡そのうち､メタン､亜酸化窒素､および臭化

メチルは土壌生態系や農業活動が重要な発生源となっている(図1にメタンと亜酸化窒素

の発生源を示す)。本講演では､水田からのメタン発生､施肥窒素からの亜酸化窒素(お

よび一酸化窒素)発生､および土壌くん蒸による臭化メチル発生を中心に､土壌生態系

からのガス発生が大気環境に及ぼす影響に関する研究の現状と今後の課題を解説す

る。

２



メタン：５億3.500万ﾄﾝ／年
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図1．地球全体からのメタンと亜酸化窒素の推定発生殿(IPCC報告群から）

2．水田からのメタン発生

林

水田において､メタンはメタン生成菌と呼ばれる嫌気性細菌の活動により､発達した還

元環境下の土壌中にて生成される｡土壌中で生成されたメタンは､気泡として､面水中を

拡散して､または水稲を通って､のいずれかの経路で大気へと放出される｡このうち、吐的

にもっとも重要なのは､水稲の通気組織を通って放出される経路である｡一方､水田土壌

中にはメタンを酸化分解する別の一群の細菌(メタン酸化菌)が存在する。土壌表層と田

面水中を拡散して行く放出経路では､土壊表層の商いメタン酸化活性により､大部分のメ

タンが分解される(図2)。

世界各国における､これまでの水田からのメタン発生量の調査結果は､水稲一作あた

りのメタン発生垂が地点や土壌､栽培管理方法の違いによりきわめて大きな幅のあること、

新鮮有機物の施用によって端加し､間断潅水や浸透速度の琳加により低下することなど

を明らかにしている｡さらに､落水時における亜酸化窒素発生とのトレードオフの存在や

大気二酸化炭素濃度の増加にともなう水田からのメタン発生増加効果が示されている。

このような観測･試験データの蓄積から､水田からのメタン発生の制御要因や発生獄の

変動に関して､多くの知見が集積されてきた｡しかし､地球規模での発生量には､未だ大

§
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きな娯差が含まれており、地球

肌棋や各地城における発生凧

に対するより精度の高い推定

が必要である。そのためには、

ﾒﾀﾝ生成･発生の物理･化学・

生物過程に対するより定壁的

な取り扱いが不可欠であり、そ

れにＪ１§づく(半)経験モデルや

プロセスモデルの利用による観

測データのスケーリングアップ

４

3.施肥窒素からの亜酸化窒素と一酸化窒素の発生

亜酸化窒素と一酸化窒衆(NO)は土壊I|'でのIilij化および脱窒の両方の過程で剛生成

物として生成される(図3)。これらのガスの生成プロセスは､硝化･脱窒最をパイプの太さ

で､ガスの生成割合をパイプの穴の大きさで表した｢穴あきパイプモデル｣により概念的に

示される。

多くの農耕地土壊におけるI洲盃では､!Ⅲ碓化窒素フラックスが施肥直後や降雨にとも

なう土壌水分含里の増加により大きなピークが現れることが示されている｡すなわち､畑地

からの亜酸化窒素発/'三には窒素施肥にともなう．'二鞭1'１の無機態窒素膿度の珊ﾉllIIとそれら

の変換速度が決定的な制御要因となっているが､これに加えて､土壌の水分や温度によ

る反応の制御もきわめて重要な要因である｡一酸化窒素の場合､土壌中での吸着や分解

割I危飼

Ae｢enChUmqSUS

００２：Ｈ２０＋ＣＯ２
０（汀 １１１

PaddyWater

蕊灘iiiiliiilll

ROC上

Ana9mbIC

(En<-１５０

災

似12.水、土域におけるﾒﾀﾝの生成･酸化･発生経路が課題となろう｡また､有望と考

えられる発生抑制技術の定量

的評価が求められている｡そのためには､'i,i１場試験による抑制効果の実証データの蓄積

とモデル実験等によるメタン発生プロセスの定llt化が必要である。
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恥rogenCyclinginCroppedLamdが大きいため､深層施肥によ

りその発生を抑制することが

可能である｡一方､土壌中で

比較的安定な亜酸化窒素は

その効果が小さい。

水田からのメタン発生に

比べて、亜酸化窒莱と一酸

化窒素の生成･発生過程は

より複雑であることから､それ

らの発生制御要因や発生型

図３.農耕地士壌における窒素循環

の変動に関して未解明の問題が多い｡したがって､メタン以上に､生成･発生の物理･化

学･生物過穆に対するより定量的な取り扱いが求められている｡さらに､土壌からの直接

発生に|ﾉＥ敵すると考えられている､浸透水経山のIⅢ酸化窒素間接発生量を明らかにする

ことも大きなI洲題である｡発生抑制技術については､地ド水への硝雌溶脱の問題と共通

する点が多く､作物による窒素利用効率の向上や硝化･脱窒の抑制等にポイントを置いた

技術の開発が有効であろう。

i4.土壌くん蒸による臭化メチル放出

臭化メチルは成層圏において塩素原子(Ｃｌ)よりも強力なオゾン破壊効果を示す臭素原

子(Br)の殿大の供給源であり､強力な成届間オゾン破壊ガスと位瞳づけられる｡大気臭化

メチルはさまざまな放出源を持つが､土壌くん蒸は最大の人為放出源であると考えられて

いる(表1)。臭化メチルは､土壌中の病害虫と雑革の砿子に対する幅広い殺菌･殺虫･除

''１１[作川を示すことに加え､その使いやすさから｢万能のくん蒸剤｣とされてきたが､先進岡

では２００５年に､途'三国では２０１５年にその使用を全廃することへ向けての規制スケジュ

ールが進行している。

ロ
Ｏ
〕



表1．大気臭化メチルの収支(ＷＭＯ,1998）

放出・吸収源放出・吸収量範囲

放出国Ｌ土壌くん蒸
検疫・貨物用くん蒸
構造物くん蒸
ガソリン燃焼
バイオマス燃焼
海洋

合計

辿』旦旦蕊光'上学反応
土壌

合計

GE/vｒ

26.5

12.3

２

５

２０

５６

122

8６

７７

４２

205

Gg/vｒ

16-48

10.2-14

２－２

卜1０

10-40

５－１３０

４

４３－２４４

６５－１０７

３７－１３３

10-214

112-454

一般に､臭化メチルによる土壌くん

蒸は､臭化メチルを注入した土壌を被

覆資材(フィルム)で覆って行われる。

その放出量はくん蒸直後にきわめて

高い値を示し､その後、日中にピーク

を持つ日変動を示しながら減少する。

くん蒸終了時に被覆資材(フィルム）

を除去したあとにもう一度放出のピー

クがあらわれるが､大部分の臭化メチ．

ルは､被覆期間中にフィルムを通して大気へ放出される｡土壌くん蒸により使用された臭

化メチルのうち､大気へ放出される割合は30から90%と幅広く､くん蒸方法､被覆フイルム

の材質･厚さ･被覆期間､温度､土壌の有機物含量とｐＨ､土壌水分含量により異なる｡残

りの臭化メチルは土壌中の微生物や有機物と反応し､臭素イオンの形態で土壌中に蓄積

する。

臭化メチルによる成層圏オゾン破壊の問題が指摘されて以来､被覆資材と被覆方法

の改良､深土壌注入､土壌中での分解促進等､土壌くん蒸からの放出抑制技術が検討さ

れて来た｡一方､土壌くん蒸における臭化メチル使用の全廃が合意されたことから､現時

点では､その代替技術の開発が最優先の問題となっている｡そのために､代替薬剤によ

る化学的防除､太陽熱､熱水や蒸気による物理的防除､および輪作や病害虫抵抗性品

種導入による耕種的防除が検討されている｡しかし､くん蒸効果､コスト､労力､安全性に

関して多くの問題点が存在し､個々の作物についての新たな耕種体系を確立するまでに

Iま到っていない。

5.おわりに
⑧

大気環境に影響を及ぼす土壌生態系からのガス発生に関して､農地の利用形態･方
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法とガス発生要因の関係を解明し､発生抑制技術を開発することが強く､そして緊急に求

められている｡このうち､発生要因の解明には､より基礎的･解析的な研究アプローチを必

要とする｡一方､抑制技術の開発には､より応用的･実証的な研究アプローチを必要とす

る｡その研究手法としては､これまでと同様、圃場試験を中心に､圃場での現象をより詳

細に解析するためのポット栽培や室内培養実験などのモデル系試験によるデータの収集

が基礎になる｡それに加えて､試験データを計量化し､圃場での現象を予測するための

モデル開発が重要であると考える｡特に､点での観測データを広域評価へと外そうしたり、

発生制御技術の定量的評価を行う際に有効であろう｡そのためには､土壌一作物系にお

けるすべての過程に対する定量的な取り扱いが求められている｡土壌物理学は､生物化

学過程を十分に考慮しつつ､その中心としての役割が期待される。
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土壌からの温室効果ガス発生・吸収に関する研究動向
一畑地および森林の炭素循環とＮＺＯ・CH4フラツクスを中心に－

浬本卓治（農業環境技術研究所地球環境部温室効果ガスチーム）

〒305-8604茨城県つくば市観音台３－l-3sawataku＠niaes.aIEC､gojp

要旨

農耕地あるいは森林からの正味の温室効果ガス排出構造を明らかにし、削減プラ

ンを策定するためには、まずそれらの生態系の炭素循環過程とＮ２０およびCH4の発

生を明らかにする必要がある。異なった温室効果ガス（ここではCO2、CH4、および

N20）が排出されたときに、それらの温暖化影響を相対化するために、ＧＷＰ（Global

WarmingPotenlial地球温暖化指数）が提案されており、１００年という期間では、ＣＯ２
がｌ、CH4が２３，Ｎ２０が２９６である。

農耕地においては、「農業機械駆動、施肥生産、および石灰施与から発生する

CO2、およびＮ２０とCH4の発生から、土壌の炭素蓄積によるCO2の取り込みを差し
引いたもの」が正味の温室効果ガス排出と考えられる。

アメリカ中西部の耕作地と非耕作地の１０の生態系において、上記全ての項目を測

定し、ＧＷＰを用いて正味の温室効果ガス発生の構造を明らかにした事例がある。そ
の結果、不耕起（保全的耕起）による土壌の炭素蓄積とＮ２０の発生が、大きな寄与
を占め、それらを制御することで正味の温室効果ガス排出を削減することが可能で
あることを示した。日本においては、元来土壌の有機炭素濃度が高い黒ぽく土が多

いため、同様の構造であるかどうか不明である。わが国においても、上記のような

項目を典型的な土壌、作物、肥培管理ごとに明らかにすることで、発生量とその主
要な制御因子を明らかにする必要がある。また、土壌有機炭素増加とＮ２０の発生な

どはトレードオフ関係にある可能性も考慮しなくてはならないだろう。

森林においては、「N20の発生、CH4の発生（吸収）および土壌の有機物分解に

よるCO2の発生から、純一次生産による大気CO2の取り込みを差し引いたもの」が、
正味の温室効果ガス発生となる。また、純一次生産から土壌の有機物分解を差し引
いたものは、純生態系生産（NEP）とも呼ばれる。全球の炭素循環への関心の高ま

りから、森林が正味で大気CO2のシンクとして機能しているかどうかを検証する測

定が世界各地で行われている。その方法は主に、林冠で微気象的にCO2フラックス

を測定するものである。一方、上記の各項目を見積もることも、炭素循環と温室効
果ガス発生の柵造を明らかにできる利点がある。

著者らは極東シベリアにおいて、上の各項目を見積もり、森林火災が炭素循環と
温室効果ガス発生に与える影響を調査した。その結果、ＧＷＰ換算で、撹乱を受けな
い成熟林あるいは若い林分においては正味で温室効果ガスを吸収していたが、火災

を受け森林が焼失した地点では、正味の温室効果ガスが排出に転じていた。CH4お

よびＮ２０のＧＷＰは相対的に極めて小さく、炭素循環過程、すなわち、純一次生産
と土壌の有機物分解が、これらの生態系の温室効果ガス発生と吸収の構造を規定し
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ていると思われた。この事実は、上記の農耕地と異なっており、今後の制御を考え

たうえで重要な情報を提示しているといえる。

今後はさまざまな生態系において、温室効果ガスの発生構造およびそれらを構成

する素過程の詳細を.明らかにすること、あるいは温暖化等によるインパクト（温度

上昇、大気CO2濃度上昇、窒素降下物、火災などの撹乱、および土地利用変化な

ど）を総合的に予測するモデルを構築することが必要と思われる。

そのひとつとして、土壌からの温室効果ガス発生モデルを適用し，発生量推定の

精級化と制御可能な削減量の推定を行うことも必要である。モデルでは実測で必ず

しもフォローできない因子間の相互作用も、明らかにできる可能性もある。土壌炭

素．窒素の生物地球化学を扱うプロセスモデルであるＤＮＤＣモデル（De-Nitrincation

andDe-Compositionmodel）は、Ｌｉらによって1990年頃から開発と改良が行われ、北
米および欧州を中心にモデルによる予測値と実測値が良く一致することが確認され

てきた。

著者らは、本モデルを日本の農耕地に適用する検討を行っている。その検討の結

果、黒ぽく土におけるＮ２Ｏ測定事例とモデルによる予測が大きく異なることが明ら

かとなった。現在その原因として、土壌有機炭素に対する土壌バイオマス炭素の比

（SMC/SOC値）が黒ぽく土と非黒ぽく土で大きく異なっていることが主要因と考え、

モデルの改良を行っている。

暗渠排水・湧水・地下水中には、温室効果ガスが過飽和で溶存することが知られ

ているが、これが大気に開放されると、脱ガスによってそれらの温室効果ガスが大

気に排出される。あるいは、都市汚水処理によって温室効果ガスが発生する。これ

らを、温室効果ガスの間接発生（インダイレクトエミッション）というが、直接放

出に匹敵する発生量があるとされているが、情報が十分でなく、その発生量推定の

精度は低い。その推定方法について紹介するとともに、間接発生の実態を、著者ら

が日本において行った結果とともに紹介する。

""耀麓鱗
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地球温暖化研究の歴史る。

地球の温暖化は温室効果ガス（CO2、CH4、本発表では、土壌と関係が深いCO2、CH4、お

N20、CFCs，Ｈ２０など）が地表から放出される熟よびＮｚＯについて、畑地および森林の炭素循環

（赤外線）を吸収するために生じ、もし、大気中とＮ２０．CH4フラックスを中心に、研究背景と研

にこれらの温室効果ガスがなければ、平均気温が究動向を紹介する。

現在より３３℃低下すると考えられている（陽

1994）。化石燃料を多戯に消費すると、大気中の全球の炭素循環（lPCC2001）

CO2濃度が上昇して、地球温暖化が起こるという全球の主要な炭素循環過程は、蓄穣とブラック

説を最初に唱えたのは、ノーベル化学賞受賞者でスから概観できる。蓄積では、大気、植生、土壌、

あるアレニウスであり1896年のことであったおよび海洋にそれぞれ730,1500,500,38,000

（EPAl984）。土壊科学者でもあった宮潔賢治もＰｇＣが蓄積していると推定されている。主要なフ

このことに気づいており、1932年に童話「グスラックスは、大気一植生間（総一次生産と呼吸）

コープドリの伝記」の中で、主人公プドリの犠牲および大気一海洋間（総一次生産と呼吸など）で

的な死によってカルボナード火山が爆発させられ、あり、それぞれ120および90Pgoyrと推定され‘

発生した二酸化炭素により冷害から農民を救う、ている。

と述べている．ここでカルボナードは炭酸塩のこ一方、人間活動による摂動（1980年代の値、

とである（井上1996）。単位はPgqyr）は、大気中のCO2上昇が3.3,燃

1958年頃からハワイのマウナロア島において料燃焼とセメントによる発生が5.4、海洋による

大気中の二酸化炭素濃度の連続測定が世界で初め取り込みが１．９と推定されており、その差が０．２

て開始され、その結果、大気中のＣＯ２濃度が上昇の取り込みとなる．この内訳として、土地利用変

中であることが明らかになった。１９７０年代から、化による発生が1.7、その他の陸域による吸収が

炭素循環に関する研究が盛んになる一方（e,9.,1.9と考えられている。この最後のふたつの値に

Bolinl977;Woodwclll978）、1987年には、南極閲しては、推定制度が低いため、高輸度の推定が

の氷床コアから得られた過去１６万年の大気中の必要である。また、土地利用（形態、耕起法な

CH4およびＣＯ２濃度の値とその変動は、産業革命ど）や大気CO2濃度上昇・温度上昇・窒素降下物

以降急激に上昇したことが明らかとなったなどによる炭素循環へのフィードバックよって、

（lPCCl990）命炭素循環がどのように変化するか、そのメカニズ

地球温暖化に対する危機感が高まる中、（i）ムの解明および制御が課題である。

気候変動に関する利用可能な科学的知見の評価、

（ii）気候変動の環境および社会経済への影響評全球のメタンと亜酸化窒素の収支（IPCC2001）

価および(iii）対応戦略の策定を行うため、世界メタンの発生源とその推定値(TgCH4y-l）は、
気象機関（ＷＭＯ）と国連環境計画（UNEP）に自然発生源１５０（湿原115、シロアリ２０、海洋１０

よって気候変動に関する政府間パネル（lPCC）など）、および人間活動由来３５０（エネルギー75,

が１９８８年に設立された．ｌPCC（2001）によれば、ごみ処理地40,反鯛動物80、水田lOO、バイオ

これまでの研究の結論は、人間活動に由来する大マス燃焼55）が考えられている。メタン吸収源

気中の温室効果ガス濃度の上昇とそれに伴う地球として、土壊による吸収１０、対流圏ＯＨラジカ

温暖化が生じており、全球平均気温は1990年かルによる酸化450が考えられている。

ら2100年に1.4～5.8℃上昇すると予想されていＮ２０発生源とその推定値（TgNy1）は、自然

２０”土鱒鈎理学会シンポジウム
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発生源9.6（海洋3.0、大気アンモニア酸化0.6、CO2については、土地利用や耕起法などによる土

熱帯土壌4.0、温帯土壌2.0）人間活動由来として壌炭素蓄積が重要であるが十分なデータがないた

8.1（農耕地土壌4.2、バイオマス燃焼0.5、産業め上のＯＥＣＤの見稲もりにはカウントされてい

'､3など）、吸収源としては成層圏における分解ない。

（12.3）と推定されている。このようにCH4およ

びＮ２０に関しては土壌の役割が大きいが、土壌土壊からの温室効果ガス生成プロセスと制御因子

由来の推定精度は低い。また、自然生態系も人為前節まで、土壌の役割が重要であることを指摘

の影響（例えば酸性雨）を受けているため、今後したが、これまでに明らかになっている土壌にお

の予測も重要であるとされている。ける温室効果ガス（CO2・CH4・N20）の生成プ

ロセスと制御因子を簡単に紹介する．（詳細は、

ＧＷＰと農業部門からの温室効果ガス例えば、陽1994;Bouwmanl990などを参照。）

政策決定者は、種々の温室効果ガスの相対的なＣＯ２の発生プロセスは、有機物分解（微生物．

放射効果を評価する手段を必要としている。動物）と植物の根呼吸であり、その制御要因とし

GＷＰ（GlobalWaImingPotential：地球温暖化指ては、温度、水分、有機物、根活性などがある。

数）は単位質避の気体が大気中に今排出されたこCH4は、土壊条件に応じて発生も吸収も生じる。

とにより生じる放射強制力を、現在から選ばれたそのプロセスは微生物反応であり、メタン生成菌

『期間ｊで時間稲分して、CO2との相対値で表しおよびメタン酸化（消費）菌による．温度、水分、

た指標として定義される（lPCC2001）。この値酸化還元職位、基質（有機物）濃度などによって

は純粋に科学的な値であり、その「期間」の選択制御され、嫌気的環境ではメタン生成菌の活性が

が任意であり、ＧＷＰを削減するための経済的費優勢となる。Ｎ２０は土壌の無機態窒素の変換過程

用などを組み込んでＧＷＰを使用するべきというから生成する．通常、微生物反応によって生じる

指摘もある（ManneandRichels2001）が、そのが、ふたつのプロセスがある。ひとつは、硝化菌

『期間」として】00年がしばしば用いられ、各種によるよるもので、NH4→NO]の副生成物として

温室効果ガスの発生寄与を見積もるためによく用Ｎ２０が生成するのもうひとつは、脱窒菌によるも

いられる。その値は、CO2をｌとし、CH4で23、ので、ＮＯＪ→NO2→NO→NzO→N2の中間生成物と

N20で296と見積もられている（lPCC2001）．してＮ２０が生成する。温度、水分、酸化週元電

ＯＥＣＤは、ＯＥＣＤ諸国からの温室効果ガス発生位、無機態窒素濃度、ｐＨ、有機炭素濃度などlこ

を見荊もった（OECD2000）のＧＷＰを用いたよって制御される｡

CO2換算（単位：PgCO2eqy-I）で14.112の発生土壌表面と大気のガス交換は、拡散

があり、その内訳はＣＯ２が11.522、CH4が1.437,（difYi1sion）と移流（massflow）によるが、通常

N２０が0.929、その他が0.224であった。このよは拡散が主要である（Bav巳rl972;Hillell998）。

うにＯＥＣＤ諸国からの温室効果ガス発生に関しそのため、土壌表面付近のガス濃度勾配と土壌の

ては、ＣＯ２の寄与が大きい。農業部門からの温室ガス拡散係数がガスフラックスを規定する。土壌

効果ガス発生戯は同じくCO2換算を用いて、ＣＯ２のガス拡散係数はおもに気相率によって変動する。

が0.059、CH4は0.557,Ｎ２０は0.560と見菰もらなお、水稲などは茎や根の内部に通気組織が発連

れている。このようにＮ２０．CH4については、農しており、水田土壌で生成されたメタンのほとん

業分野の寄与率が高い。これは、前節でも述べたどはこの経路で大気に放出されることが知られて

ように、土壌の関与が大きいためである。それらいる。

のより高精度の推定と削減が求められている。

…灘漁I灘
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農耕地および森林生態系における炭素循環と農地への残澄還元.．．…(4)

NzO・ＣＨ‘フラックス収穫物（可食部）は消化されて、その炭素は
これまで農耕地および森林土壊からにおける温CO2として大気に放出するとする

室効果ガス発生盆や炭素循環に関しては、Ｎ２０およびCH4の発生については、吸収の場

Bouwman(1990）（CO2,Ｎ20,CH4）、Raichand合マイナス値とする

Schlesingcr(1992）（CO2と炭素循環）、Bouwman

(1996）（N20）、袴田ら（2000）（CO2と炭素循である。一見複雑のように見えるが、以上の式を
環）、犬伏（2000）（CH4）、鶴田（2000）まとめると、発生と吸収の差し引きは以下のよう

（N20）、FAOandlFA(2001）（N20）、ＬｅＭＥｒになる。

andRogcr(2001）（CH4）などのレビューにまとめ

られている。発生一吸収＝農業機械駆動十施肥の生産過程に

これら各温室効果ガスについて、生態系ごとによる発生十石灰の施与一（当該農地

発生戯あるいは主要因子等を明らかにし制御するへの還元幾澄十当咳農地外からの有

ことは今後とも必要な研究であるが、ここでは、機物の投入一土壌の有機物分解）＋

これらの生態系からの正味の温室効果ガス発生をＮｚＯの発生十CH4の発生.．．…(5)

ＧＷＰを用いて評価し、それを削減する可能性に＝農業機械駆動十施肥の生産過程に

ついて識輪する．そのために、炭素循環過程の詳よる発生十石灰の施与一土壌の炭

細をみることからはじめる。素噌加十Ｎ２０の発生十CH4の発

朱……(6)

農耕地

農耕地（農業活動）からの主要な発生と吸収はすなわち、最も簡略化した（６）式によれば、

以下のように表すことができる。以下では、Ｎ2０農業機械駆動、施肥生産、および石灰施与による

とCH4以外はすべてCO2であり、単位は上記のCO2の発生、Ｎ２０の発生、およびCH4の発生から、

ＧＷＰを用いたCO2換算のｇＣＯｚｅｑｍＦ２ｙＩである．土壊の炭素増加を差し引いたものが、農業活動か
らの正味の温室効果ガス発生と考えることができ

発生＝作物の地上部の呼吸十土壌呼吸十収穫物る‘，

（可食部）の消化十施肥の生産過程によるRobertsonetal．（2000）は、1991年から

発生十農業機械駆動十石灰の施与十NzOの1999年において、アメリカ中西部の耕作地と非

発生十CH4の発生.…．.(1)耕作地の１０の生態系において（６）式の項目全て

吸収＝作物の地上部の光合成による吸収十当該を測定し、温室効果ガスの排出櫛造を明らかにし

農地外からの有機物の投入.．….(2)た。その結果をTablclに示す。正味の温室効果

ガス排出は慣行栽培区の+ｌｌ４から、最近耕作を

ここで、止めた区の-211gCOzeq㎡ｚｙ'の範囲を示した。

、土壌呼吸＝根呼吸十土壊の有機物分解…．．．土壌からのＮ２０発生が正味の温室効果ガス排出

(3)を上げる大きな要因であり、また、不耕起区にお

純一次生産＝作物の地上部の光合成による吸ける土壌炭素蓄積通は、その他の温室効果ガス排

収一作物の地上部の呼吸一根出を打ち消すほどであった．彼らの結果は、

呼吸ＧＷＰを用いて集約農業からの正味の温室効果ガ

ー収穫物（可食部）の消化十当該ス発生の構造を明らかにし、排出を正味で削減す
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ＨＴ,hiStoriCallytilled．ＮT,nevertilled，

る可能性を示したものといえるの本の農耕地土壌も堆肥施与ｆを期加させれば、

その主要なもののひとつは、不耕起（保全的耕CO2の大きな吸収源になりうることを明らかにし

起）あるいは有機物投入による土壌への炭素蓄碩た．また、日本の黒ぽく土においても、不耕起

（carbonsequestmtioninSoil）および化石燃料消費（金漂1995）あるいは堆肥の長期連用（加藤・

抑制の効果である．一般的に、保全的耕起によっ米田2001）によって実際に土壌への炭素蓄積が

て土壌有機物含赴が増加すれば、粒団化が促進さ生じることが測定されている。

れ、保水性と排水性の改善、圧密影響の低減といRobertsonetal．（2000）の結果では、土壌への

った物理的な改善効果が期待される。また、作物炭素蓄積が正味の温室効果ガス排出削減に大きな

の養分保持能の上昇、ＰＨバッファー機能の上昇、寄与を示したが、この櫛造が日本の農耕地にその

重金属汚染の軽減、根の病気を制御するためのまま適用されるかは不明である。なぜならば、彼

（微）生物の供給といった化学生物的な改善効果らの圃場では測定を開始した時点の有機炭素濃度

もある（BatjcSl999;伊藤2002）。欧米では、土が低く（1％程度）、土壌への炭素蓄積が大きく

鯛や水の保全と省力化の要請から、ダイズ、コム評価された可能性があるのに対し、日本の黒ぽく

ギ、トウモロコシといった畑作物における不耕起土などは、元来有機炭素濃度が高いため、土壊へ

栽培が拡がりつつあり（伊藤2002）、大気中の炭素蓄積が正味の温室効果ガス排出にどの程度

CO2削減オプションとして、農耕地土壊への炭素寄与するか不明なためである。今後、日本の農耕

蓄調に関する研究が進んでいる（Batjcsl999;Paul地土壌の炭素蓄積およびＧＷＰを用いた温室効果

etaL1997;Kimbleeta1.2002）。一方、我が国でガスの排出について定盆的な検討が必要である。

Iま、不耕起栽培はおもに水稲栽培に適用されていところで、Robertsonetal．（2000）の結果では、

るが、その土壌肥料学的研究は、金濯（1995）おＮ２Ｏも正味の温室効果ガス排出を上げる大きな要

よび伊藤（2002）の総説に詳しい”最近では、日因であった．上述したようにＮ２０は硝化と脱窒

本の畑土壌においても、白戸ら（2002）が、ロ－の過程で生成し、温度、水分、酸化還元電位、無

ザムステット・カーボン・モデルを黒ぽく土にも機態窒素濃度、ＰＨ、有機炭素濃度などが制御因
適用できるように改良し、日本の畑土壊における子である。そのため上で述べた不耕起や堆肥の長

炭素収支の広域評価を行っている。その結果、日期連用はＮ２Ｏの発生に大きな影響を与える可能

２０”土製磁函学会シンボジクム
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性が極めて高い。すなわち、不耕起や堆肥の長期後述する。

連用といった肥培管理を行うと土壌中の有機炭素

濃度の上昇、粒団の発運と土壌水分の増加が生じ森林などの自然生態系

るでであろう（e,9.,Fmnzluebberseta1.1995;FＩｙｅ森林生態系などの自然生態系からの主要な発生

andBlcvinsl997）。､有機炭素濃度の上昇は脱窒活と吸収は以下のように表すことができる。以下で

性を上昇させ（BcauchamPeta1.1989）、土壌水は、Ｎ２０とCH4以外はすべてCO2であり、単位

分の増加によって、脱窒（あるいは／かつ硝化）は上記のＧＷＰを用いたＣＯ２換算のgCOzeqnr2

が促進される（LinnandDomnl984）。また、粒ｙ~'である。

団化によって粒団内に嫌気サイトが発達するが

（Smithl980;Smithl990）、土壌排水に溶存する発生＝植物の地上部の呼吸十土壊呼吸十N２０の

硝酸態窒素の一部が粒団のソースシンク効果によ発生十CH4の発生．．….(7)

って粒団内に拡散することが指摘されている吸収＝植物地上部の光合成による吸収……

（llamnocta1.1985;波多野1988）。その嫌気サ（８）

イトでＮ２０の生成（Sexstoneeta1.1985）が生じ

ることがマイクロプロープによって実測されておここで、

り、実際の不耕起土壌においてＮ２０発生が増加土壌呼吸＝根呼吸十土壊の有機物分解.．．…

した事例（LinnandDoranl984）も報告されてい（３）

る。このように考えると、農耕地からの正味の温純一次生産＝植物の光合成による吸収一植物

室効果ガス発生にとって、土壌への炭素蓄積によの地上部の呼吸一根呼

るCO2の削減はＮ２０の発生と中長期的にみて卜吸…．．.(9)

レードオフの関係にあるかもしれない．同様なこＮ２０およびCH4の発生については、吸収の場

とを、メタンの発生と吸収にも考えなくてはなら合マイナス値とする

ないだろう。また、ほぼ自明のことであるが、窒

素施肥戯を減らすことは、Ｎ２０発生の抑制と施肥である．発生と吸収の差し引きは以下のようにな

生産によるCO2発生抑制、硝酸溶脱を減少させるる。

が、これは作物生産とトレードオフの関係にある．

以上、本節をまとめると、農耕地からの正味の発生一吸収＝Ｎ２０の発生十CH4の発生十土壌

温室効果ガス発生の削減には、典型的な土壌、作の有機物分解一純一次生

物、および肥培管理ごとに（l～6）式の項目につ産.．．…(１０）

いて、発生魁とその主要な制御因子などを明らか

にする必要がある。そのことによって、主要な温ここで、生態系純生産（NEP:NetEcosystem

室効果ガス発生源を明らかとなり、正味の削減へPmduction）は純一次生産から土壌の有機物分解

の具体的な方法が示唆される。また、各温室効果を差し引いた値として定義され（Melilioetal・

ガス、生産性、硝酸溶脱などはトレードオフの関1995）、その生態系が大気から吸収した正味の

係にあることを念頭に硬く必要がある。作物生育CO2である｡よって、

モデル、土壊プロセスモデル、ライフサイクルア

セスメント（LCA）といった手法を結合し、総合発生一吸収＝Ｎ２０の発生十CH4の発生一生態

的な温室効果ガス発生予測と削減プランの櫛築が系純生産（NEP）．．．．．.(１１）

望まれる。なお、土壌プロセスモデルについては
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である。囲にある欧州の１５森林において、2,500の吸収か

ら330ｇＣＯｚｍ~2ゾ'の放出までのＮＥＰを示し、高

上の（１０）式によれば、Ｎ２０の発生、CH4の発緯度における吸収趣が少ないこと、呼吸が大きな

生、土壌の有機物分解によるCO2発生から純・次因子であることを指摘した。

生産を差し引いたものが森林生態系からの正味のここでは、著者らが、近年の温暖化によって森

温室効果ガス発生（吸収）となる。林火災が頻発する極東シベリアのカラマツ林にお

現在、上述したように全球の炭素循環への関心いて、森林火災が炭素循環と温室効果ガスの発生

から、森林が正味で大気CO2のシンクとして機能に与える影響ついての調査結果を紹介する。シベ

しているかどうかを検証するための研究が世界各リア地帯は、温暖化によって最も温度上昇が激し

地で行われつつある。その方法として、微気象学い地帯と予想されている（IPCC2001）。測定地

的な測定方法を用い森林の樹冠上において年間の点はTable2に示すように、砂質土壌３地点（成

CO2の積算フラックス（NEP）の測定がある。た熟カラマツ林、火災地、火災後若いカラマツ林）

とえば、北方のポプラ林においては477gCO2nr2およびローム質土壊２地点（成熟カラマツ林、火

ｙＩ（Blacketa1.1996）、NewEngIandの森林では災地）である。著者らは、（１０）式の各項を測定

770ｇＣＯ２ｍ~2y~’（Gouldcnctal､1996）、日本のあるいは推定する手法を用いた。これは、上に述

温帯林では1,310gCO2mF2y-I（安田ら】998）、べた微気象学的方法と異なるが、炭素循環と温室

ブナ林で1,730gCO2m-2y-1（Valcntinietal．効果ガス発生の櫛造的な変化とその主要な因子を

1996）、温帯落葉樹林で1,930gCO2mF2y-l明らかできるといった利点がある．

（GrEcoandBldocchil996）（いずれも吸収値）土壌呼吸を測定した結果、その大きさはいくつ

であったという報告がある。これらの値から、高かの北方林と同程度であり、地温と有意な指数相

緯度における吸収戯が少ないように見える。関が認められた。火災を受けカラマツが焼失しわ

Valcntinietal.(2000)も、北緯４１度から64度の範ずかな草本しか残っていない地点では、地温およ
”ぬ土製物理学会シンポジウム
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び土壌水分が上昇したが、土壌呼吸は成熟林あるよりも明らかに低い。今後の詳細な調査が必要で

いは火災後カラマツ林が再生した地点よりも低いあるが、これは窒素フローの違いが原因である可

値であった．土壌を採取して現地の温度・水分で能性が高い。正味の温室効果ガス発生（Net

培養し、根呼吸盆と有機物分解戯を推定したとこＧＷＰ）は、CH4およびＮ２０の値が相対的に極め

ろ、火災によるカラマツの根呼吸の損失が土壊呼て小さいため、炭素循環過程（の変化）がシベリ

吸低下の主要因であることが明らかになったア森林における正味の温室効果ガス発生を規定し

（SawamotoetaL2000;Sawamotoct副1.2001）。通ているようにみえる。この結果はRobertsonetal・

年の地温から年間土壊呼吸趣および有機物分解壮（2000)の農耕地の結果と柵造的に異なっている点

を推定し、各地点の純一次生産斌を測定した結果でも興味深く、今後の制御を考えたときに重要な

を用いて、ＮＥＰ（純生態系生産）を推定した１脅報であるといえよう．

（Sawamotoetal･投稿中）。さらに、CH4およびところで、土壌の炭素循環過程を考えるとき、

Ｎ２０の発生（Sawamotocta1.2001;Monshitactal．今後考慮する必要性が高いと考えられる指摘がさ

2001;Morishitactal､未発表）を年間ＧＷＰに換算れつつある。BooncctaL(1998）は、鉱質土壌、

推定した。以上の値をまとめてTable2に示す。根圏土壌、および根呼吸の温度依存性Ｑ１ｏが異な

生態系純生産（NEP）は、成熟林で＋456およっており（それぞれ2.5,3.4、および4.6）、こ

び＋514gCO2mF2y-lであり正味で大気ＣＯ２を吸のことは将来の温度上昇による土壌呼吸の変化に

収している。この値は微気象的方法で得られた上瞳要であると指摘している‘，またH6gbeIgetal・

記のBlacketal.(】996)の値と近い。一方、火災地（2001)は、菌根菌が土壊呼吸に大きな寄与を占め

によってわずかな草本しかない地点のＮＥＰは－る場合を報告しており、関連してHansonetaL

326および＋２６と成熟林と比較して大きな低下が（2000)は土壊呼吸に占める根呼吸割合についての

認められた。これは、火災によって、生態系に研究をレビューし、その重要性、および先進的な

よる大気ＣＯ２吸収が大きく低下したことを意味す測定方法を紹介している。

る。しかし、火災後若いカラマツ林が再生した地以上、シベリアによる例を紹介したが、農耕地

点では＋876であり、森林の再生によって正味でと同じようにさまざまな森林生態系などにおいて

大気CO2を大きく吸収していることを示している。も温室効果ガスの発生栂造およびそれらを櫛成す

このNEPの変化は、土壊の有機物分解戯と純る素過程の詳細を明らかにすること、あるいは温

一次生産戯の変化によって生じている。Tablc2暖化等によるインパクト（温度上昇、大気CO2濃

によれば、砂質土壌地点では、火災地と若いカラ度上昇、窒素降下物、火災などの撹乱、および土

マツ林のNEPは成熟林と比較してそれぞれ782地利用変化など）を総合的に予測するモデルを構

減少および420増加を示した。NPP変化はそれぞ築することが今後必要と思われる。

れ、436減少および499増加であるから、NPP変

化のNEP変化に対する寄与はそれぞれ56％およ土壊プロセスモデル

ぴl】8％と高い。ローム質土壊においても、火災土壊からの温室効果ガス発生のプロセスや制御

地ではNEPが488減少したが、NPPが539減少因子は多岐にわたり、正味で温室効果ガス発生を

したので、その寄与率はｌｌｌ％と高い｡このよう削減する必要があることを述べた｡そのために、

に、NEPの変化に対してはNPPの変化が主要因土壊からの温室効果ガス発生モデルを適用し,発

であることが推察される何堆丑推定の精繊化と制御可能な削減通の推定を行

CH4のＧＷＰは農耕地の例（Tablel）の値と同うことも重要である。モデルでは実測で必ずしも

じオーダーにあるが、Ｎ２０のＧＷＰは農耕地の例フォローできない因子の相互作用も、明らかにで

鋤躍耀i議鱗
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きる可能性もある。間）である。それぞれの地点において、ＮｚＯの発

ＤＮＤＣモデル（De､Ni廿ifIcationandDc‐生量は、3.5～15.6kgNhaF1（約６ヶ月間）およ

℃ompositionmodel）は土壊炭素・窒素の生物地球び0.17～0.43kgNhaFI（3～１０ヶ月間）であった

化学を扱うプロセスモデルであり、土壌からのの（HatanoandSawamotol997;穏本・波多野2000；

温室効果ガス発生を予測するために、ＬｉらlこよっKusaeta1.2002;Akiyamacta1.2000;Akiyamaand

て1990年頃から開発と改良が行われ（LietaLTsuruta2002）。

l992a;Lieta1.1994;Li2000;Lietal2000）、北米両地点において、地温、土壊水分、土壌硝酸態

および欧州を中心にモデルによる予測値と実測値窒素、作物の炭素同化・窒素吸収戯、土壌呼吸は

が良く一致することが確認されてきた（e,9.,Licｔその季節的推移と大きさについて、実測値と予測

aLl992b;Lieta1.1994;LietaLl997;Stangcctal．値は比較的良く一致した（土壊呼吸は灰色低地土

2000）。本モデルは、土壊からの温室効果ガスでのみ）。灰色低地土において、Ｎ２０の発生はその

あるCO2、N20、およびCH4を同時に予測するこ季節的推移と大きさについて、実測値と予測値が

とができる唯一のプロセスモデルである。比較的良く一致した。しかし、黒ボク土において

本モデルは、水熱サプモデル、作物生育サブモは、放出丘の予測値は実測値と比較して１０倍以

デル、および有機物分解サプモデルが、気象デー上大きく、季節的推移も一致しなかった（浬本ら

タ、土壌特性データ、作物特性データ、肥培管理2002）。

データを読み込み、土壌環境変数（地温、土壌水黒ぽく土は日本の畑地面積の半分以上を占める

分、ｐＨ、Ｅｈ、基質濃度（DOC（溶存有機炭素），ため、上記の不一致は看過できない。黒ボク土は

NH4,NO3）など）を予測する．予測された土壌環特有な理化学的性質を持つこと（Kimbleetal、

境変数を、硝化サブモデル、脱窒サプモデル、発1999）が知られており，このことが何らかの原因

酵サプモデルが読み込み、Ｎ２０およびCH4といつである可能性がある．著者は黒ぽく土における土

た温室効果ガス発生を予測する。対象土層深は壌微生物バイオマスに蒜目した。土壌微生物パイ

３０ｃｍであり、古典的な物理学、化学、生物学のオマスは、有機物分解サプモデル、硝化サプモデ

法則とともに、実験室の測定で得られた経験式が、ル、あるいは脱窒サプモデルに重要であると考え

それぞれの地球化学的あるいは生物化学的反応にたからである。既往の文献（jenkinsonand

用いられている。出力は、１日ごとのデータがテPowlsonl976;JenkinSOneta1.1979;Mammotoetal・

キストファイルに出力される。なお、本モデルの1982;Mammotol984;Mammotol990;Sakamoto

最新情報は、ｈ叩:"WWW.｡､｡c､sr.unh.edu/から参照andObal991；関ら1996,1997;Goyaleta1.2000；

できる。．Ｓ詞k詞motoandHodono2000）をレビューしたとこ

ここでは、著者らが行っている本モデルの日本ろ、土壌有機炭素に対する土壊バイオマス炭素の

の農耕地土壊への適用について紹介する。日本で比（SMC/SOC値）の中央値は、非黒ぽく土で

測定された畑土壌からのＮ２０発生の長期測定２0.0202（範囲：0.001牛0.0538）であったのに対

事例において、モデル予測値と実測値を比較した。し、黒ぽく土では0.00272（範囲：0.00043－

その地点は、１，灰色低地土タマネギ畑（北海道0.00976）と異なっていた（穏本、未発表）。

三笠市、土壌炭素3.7％、ｐＨ:5.8、４月末に基肥約ＤＮＤＣモデルでは、ＳＭＣ/SOC＝０．０２としている

300kgNhaF1、月２回以上測定６年間）および、２，ため、この値をそのまま非黒ぽく土に適用するに

黒ボク土ニンジン・チンゲンサイ畑（茨城県つくは問題があると思われた．そこで、ＤNDCモデル

ば市、土壊炭素3.1％、ｐＨ:5.9、施肥６月と８月内のＳＭＣ/SOC値に黒ぽく土の値を設定し、上記

に約200kgNhaF1、４時間間隔で自動測定３年の黒ぼ<土について、再度モデルによって予測を

1７
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行うと、Ｎ２０発生予測値は実測値に近い値を示し下中の水移動・硝酸溶脱.あるいはその地下中で

た（樫本ら、未発表）。以上のように、日本の農の微生物過程についての詳細は明らかになってい

耕地土壊からの温室効果ガス発生に対して、ないのが現状であると思われる．Nevison(2000）

DNDCモデルの適用が検討され始めている。Ｉま、上の溶脱率と排出係数について再検討を行っ

た。その結果、溶脱率が推定糟度の低さの主要因

間接発生（インダイレクトエミッション）であること、排出係数EF5gの設定が高すぎてい

前節までは、土壌表面から大気へ直接発生（あること、およびこれらの繍度を高める必要性を指

るいは吸収）する温室効果ガスについてみた。本摘した。また、楊（2002）も、地下水・湧水中の

節では間接的発生について述べる。ｌPCC(1996)のＮｚＯの生成機栂・動態メカニズムについて詳細に

ガイドラインによれば、Ａ:施肥によるNH3の柵論じ、上の排出係数の使用への疑問、あるいは現

散とNOxの沈着、Ｂ:窒素溶脱と流出、Ｃ:人間の状の推定が過大評価である可能性を示している。

作物消費と都市汚水処理、Ｄ:NH3からの大気中でこのように、間接発生については今後、推定方法

のＮ２０発生、Ｅ:食品加工が、Ｎ２０の間接発生プの再検討と実測を頑み重ねる必要がある。

ロセスとして挙げられている。このうちＡ－Ｃにこのような背景から、著者らは、さまざまな農．

ついてはその発生丘を推定方法が提案されている地排水中に溶存する温室効果ガス濃度の測定を行

が、ＤおよびＥについては推定するための十分なっている。その一部を紹介する。Sawamotoetal，

情報がないとしている｡例えば、Ｂについては、（査読中）は、北海道灰色低地土タマネギ畑にお

農地毎に以下の排出係数を用いた式にしたがってける暗渠排水からの溶存温室効果ガス発生を澗査

Ｎ２０発生獄を推定しそれらを合計するのすなわち、した。その結果、暗渠排水からの間接発生は

Ｎ20(B)＝[(NFERT＋ＮＥＸ)×FmcLEAcHJ×0.747kgNzO-NhaFly~'であり、これは土壊表面か

[EF5g+EF5r+EF5e］ら大気への直接放出されたＮ２０の4.6％に相当し

ここで、Ｎ20(B)は地下水および農地排水から発生た。暗渠排水中のN20-MNO3-Nは0.00076～

するＮ20(kg)、NFERTは施肥窒素盆(kg)、ＮＥＸは家0.0105の範囲を示し、上記のＥＦ５ｇよりも低かつ

畜排池窒素盆(kg)、FmcLEAmは溶脱率(0.3,ｋｇ/kg)、た．また中島ら（2002）は茨城県畑地集水域の湧

ＥＦ５ｇは排水が大気に開放されたときに過飽和で水および臓岡県台地小流域湧水中のN20-N/ＮＯ３－
溶存していたＮ２０が脱ガスで大気に放出する際Ｎについて、それぞれ0.00004および0.0023程度

の排出係数(0.015,kg/kg)、EF5rは河川流下中に溶であると報告している。溺本ら（未発表）も神奈

存窒素から微生物過程によってＮ２０が発生する川県Ｈ市の農耕地および住宅地輔を梨水域とし．

際の発生係数(0.0075,kg/kg)、EF5eは海洋で溶存た湧水１６地点において調査を行ったところ、

窒素から微生物過程によってＮｚＯが発生する際NzO-N/NOJ-Nは0.00011～0.0011の範囲にあった。

の発生係数(0.0025,kg/kg)である。このように日本においてはEF5gの値として

MoSieretal.(1998)はIPCC(1996)の方法に従つ0.015は高すぎるように思われる。

て、農耕地の窒素循環からのＮ２０発生を推定し一方、ＩＰＣＣ(1996)では、CH4とＣＯ２の間接発生

た。その結果、農耕地土壌からの直接発生盆は全ついては、取り上げていない。しかし、Watanabe

世界で2.ｌＴｇＮｙＩと推定されたのに対し、間接ctal.(1994)は愛知県下の農業用地下水を調査した

発生からも２.lTgNy~’（内訳：NH3の揮散（上結果、それらには過飽和でCH4が溶存し、それら

記Ａ）から0.3、窒素溶脱（上記Ｂ）から1.6、汚からのCH4発生は水田からの直接発生のl～１６％

水（上記Ｃ）から0.2）と大きな発生があること程度に相当すると報告している。また、

を推定した。しかしながら、そもそも、土壌・地SawamotoetaI.(2002)は北海道の土地利用型牧場
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内のさまざまな湧水・河川水を調査したところ、

多くの地点において過飽和でCH4が溶存しており、

CH4の大きな間接発生が生じていることを示唆し

た。また、Sawamotoetal．（査読中）は北海道灰

色低地土タマネギ畑において、暗渠排水からの溶

存CH4およびＣＯ２発生は、０.ll5kgCH4-Cha~ｌｙＩ

およびl32kgCO2-Cha~Ｉｙ１であり、これは直接

発生のそれぞれ58％および2.5％であると報告し

ている。このようにCH4は直接発生と比較して間

接発生も無視できない可能性がある’，またCO2に

ついては、SaWnmOtOetal．（査読中）の例では、

直接発生の2.5％程度であるが、これは面blelに

示した不耕起による土壊の炭素蓄欄と同程度であ

る。

以上をまとめると、土壊系からの温室効果ガス

の間接発生については、細々と定趣化されている

段階であり、土壌・地下中の水移動・硝酸溶脱．

あるいはその地下中での微生物過程についての詳

細と、発生趣の実態を明らかにする必要性がある．
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Physicalbehaviorofgasesinporousmediaandsomerecentinsightson
densitydrivenflow

Abstract

DennisERolston

Land,AirandWaterResources

UniverSityofCaIifbmia,Davis

Undernaturalconditions,fb1℃essuchasgavity,temperature,ａｎｄpressuregradients
inthesoilcoupledwithdifYmsivenuxeswillcontrolthefateofgaseouscontaminants･The
assumptionsunderlyingthebasicequationsofdifYmsiveandadvectivegastransportprocesses
insoilarediscussed・Ｔｏtestthetraditionalequationsfbrgastransport,laboratolyexperiments
werEconductedtoexplorethetmnsportofadensegas(Freon-ll3)throughcolumnsofaiF
dryOso-FlacosandwithalargeconcenhPationofFreon-ll3maintainedattheinlettothe
columns・Gasdensities(concentrations)were、onitoredattheinIetandtheoutletandwithin
thecolumnsduringmnsport・Significantdi晩rencesinnuxesanddensityprofileswere
observedfbrthethreeprimaryflowdirections（horizontaI，verticallyupward,verticalIy
downward)athighsourcedensities・NumericalmodelsbasedonthestandardDarcy-Fickian
transportequationdidnotfitthemeasurEdfluxes・Slipflowwasfbundtobesignificant
relativetoDarcyadvectiveflow，butdidnotaccountfbrthediscrepanｃｙｂetweenmodel
simulationsanddata､Furthertheorydevelopmentwasnecessaryinordertoascertainwhythe
standardequationsdidnotadequateIydescribethedifYUsiveandadvectivehPansportprocesses
fbrdensegases､Newequationsgovemingthetransportofgaseouschemicalsinporousmedia
werederivedbyapplyingthemethodofvolumeaveragingtothepointequationsfbrmassand
momentumflux・Thefbrmofthenewtransportparametersprovidepossibleexplanationsfbr
discrepanciesbetweenexperimentalandnumericalmodelimgresultsfbrsystemswhere
neitherdifYilsivenoradvectivedrivingfbrcesdominate．

Introducti0n

Anunderstandingofthetransportofgas-phasechemicalsinporousmediaisimportant
indeterminingthefhteofmanysoilandvadosezonegasesandcontaminants・Numerous
physicalandchemicalpropertiesandthewaythesepropertiesinteractandvarythroughtime
andspacewillcontrolgas-phasecontaminanttransport､Gas-phasefluxesinthevadosezone
willgenerallybecontrolledbysomecombinationofdrivingfbrcesduetogravityand
gradientsinpressure,temperature,andconcentration・Physicalandchemicalparameterssuch
aspermeability，porosity，diflilsion，andsorptioncoefYicientswillexertcontroloverthe
magnitudeofthefluxesofinterest・

Modelingofgastransportinsituationsofenvironmentalconcemhasgenerallybeen
accomplishedbyutilizingequationsthathavebeensuccessfUllyemployedtodescribeliquid
transportprocesses・Liquidsandgaseswill，ｆｂｒexample，behavedifYbrentlyintheir
interactionswilhthesolid-phaseinporousmedia､Thisbecomesquiteclearinexaminingthe
assumptionswhichunderlieDarcy'ｓＬａｗ，thestandardliquidphaseadvectivevelocity
expression・Darcy'sLawisbasedontheassumptionthatvelocityattheporewallsisequalto
zero・Inthegasphase,however,iftranspoItoccursintheregionwhereneitheradvectionnor
diffilsionisdominant,thisassumptionwillbeinvalid・ThefbrmoflheadvectivevelociW
expressionmayneedtobealteredtoaccountfbrthenon-zerovelocityattheporewalls・Ｔｈｅ
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slipvelocityaccountsfbronlyoneofanumberoffhctoIslhatmustbeexaminedinorderto
arTiveatathoroughunderstandingofthephysicsof,gashPansportinporousmedia・

T11epurposeofthisstudywastoexaminethevalidityofthetraditionalgas-phase
transportequationsfbrporousmediaandtoexploreanymodificationsthatmustｂｅｍａｄｅｔｏ
ｔｈｅｅｑｕａｔｉｏｎｓｂａｓｅｄｏｎａｎｉn-depthexaminationoftheassumptionswhichunderliethe
tTaditionalequations・TransportexperimentsweIEconductedandcomparedwiththeoutputof
anumericalmodelbasedontraditionalandnewtranspoItequations．

PhVsicSofGasTransport

DifYilsionvelocitiesofgasmixturesinsoilarerelatedtoeachotherinacomplex
mannerdependentuponthemolefractionofeachgas,themolarfluxesofeachgas,andthe
binarydifIilsioncoe筋cientofeachgaspair・CurtissandHirschfblder(1949)gavethegeneral
equationsfbrsteadytransportofamulticomponemmixtuTeofgases,basedongaskinetic
theory､IfgravityefYbctsareignoredordifYUsionoccursonlyhorizontally（orpressure
dmsionisneglected:onIyimportantfbrverticaldistancesgreaterthanlOOm),thewell‐
knownStefhn-Maxwell(ＳＭ)equationsprovidethetheoreticalfTameworkfbrdmsionof

.､gasesinsoils・TheSMequations(AmaIiandRolston,1993)are：

ｖｙｉＪｊ－ｙｊＪｉｐｄｙｊ
Ｚ－=－－－ＲＴｄｘ ｊ室,,j誤ｉＤｉｊ

whereJjisthemolarfluxdensity[moles/(soilareaxtime)]fbrspeciesj,yjisthevapormole
fractionfbrspeciesj,Dijisthee碇ctivebinarydifYmsioncoe価cientinsoilofspeciesiinj(or
viceversa),Pisthetotalgasmixturepressure(Pa),Tisthemixturetempemture(｡K),Risthe
universalgasconstant(8.314Ｊｍｏ１．１Ｋ.'),andxisthespatialcoordinate，

Fick，slawfbrdifYilsionisa雁strictivecaseoftheSMequations・JaynesandRogowski
（1983)concludedthatFick，slawwouldresultinincorTectestimationsofmassdistributions

andmassfluxesfbrsystemscontainingmorethantwovaporcomponentswhenthe
concentrationsofthedifYilsingspeciesarenotnegligiblecomparedtothebulkphasegas・
AmaliandRolston（1993）showedthatifthetotalmole丘actionofVOCvaporsinair
exceededabout0.05,Fick，slawfluxesdeviatedfmmthetruedifYUsivefluxfbreachspecies
byuptｏ５％・ThisindicatedthatthetotalmolefiractionofthedifYUsingspeciesalsoneedsto
beconsideredinadditiontotherequirementofLefYblaar（1987)thatthebinaIydmsion
・coefYicientsofthedifYmsingspeciesmustbesu稲Cie､tlydifYErentfbrmulticomponente碇cts
tobeobserved･

Thus,Fick，slawisgenerallyapplicablefbronlyafewspecialcases・Oneofthese
casesisfbrthedifYilsionofatracegasinabinarymixture,meaningthatthemolefractionof
thetracergasissmall･ThesecondspecialcaseisfbrdifYilsionoftwogasesinaclosedsystem
（totalpressureremainsconstant).Inthiscase,、eithergasneedstobeintraceamounts、
Therefbre,ifFick，ｓｌａｗｉｓｔｏｂｅｕｓｅｄａｓｔｈｅｂａｓｉｓｆｂｒａｎｙmethodofmeasuringthesoilgas
difYilsivity,themethodshouIdsatisfyoneormoreoftheseconditions、

Assumingthatthespecialcaseconditionsaremet,Fick'slawisgivenby
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wherefhisthesoil-aircontent(m3airm.］soil)．
Ｆｏｒcaseswhereextemalfbrcingoccurscausingpressuregmdientsordrivi､gfbrces

duetodensitydifYErences，advectiveprocessesneedtobeconsideredinadditiontothe
difYmsiveprocessesgivenbyEq.[2]ａｎｄ[3]､Thetraditionalequationsfbrdmsiveand
advectivegas-phasemassandmomentumconservationinabinaIysystemcanberepresented,．
inonedimension,ａｓ
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whereMgistheamountofgasdiffilsing(ggas),Aisthecross-sectionalareaofthesoil(m2
soil),tistime(s),いthegasfluxdensity(ggasm,2soils,ｿ,Cgisconcentrationinthe
gaseousphase(ggasm3soilair),xisdistance(ｍsoil),andDpisthesoil-gasdifnlsion
Coefficient(m3soilairm,lsoils~').Theunsteadydifnlsionofagas,whichisnonreactive
(physicaIly,bioIogicaliy,andchemically)isdescribedbythecombinationofFickoslaw(Eq．
[2Dandthecontinuityequation

－－
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whereＰｂｕＩｋｉｓｔｈｅｂｕｌｋｄｅｎｓｉｔｙｏｆｔｈｅｓｏｉｌ（kgsoil/m3soil)，aisthemeasured
sorption/desorptionrateconstantfbrLangmuirisotheIm（m3gas/kgFreon)，Qisa
sorption/sesorptionreteconstantfbrLangmuirisotherm(kgFreon/kgsoil),PFisdensityof
thetracergas(kgffeon/m3gas),tistime(s),zisdistance(ｍsoil),pistotalgasphasedensity
(kggas/m3gas),⑳Fismassfractionofthetracergas(kgfeon/kggas),vZistotaladvective
velocity(m3gasm･2soils･'),Uismixtureviscosity(Pas),Kzispermeability(m3gas/ｍsoil),・・
Pistotalgasphasepressure(Pa),gisgravitationalacceleration(m/S2),andaisafactorinthe
slipvelocityexpression､AdsorptionofthegascanbedescribedbyaLangmuirisotherm､The
DarcyvelocitytermtakesintoaccountanadvectivecomponentduetodifYbrencesingas
densiW・Theslipvelocitytermarisesfmmthenon-equimolarnuxfbrgasesthata肥notin
traceamountsandhaveveIydifYbrEntdifYijsioncoe価cients．

MaterialSamdMethods

2６

Experimentswereconductedinanapparatusconsistingofastainlesssteelcylinder
packedwithOso-Flacosandwithlargechambersoneitherend・nlevolumesoftheinletand
outletchamberswere31andl6.3Ｌ，respectively，andwereconstructedof3-mmthick
stainlesssteel・ThesoilcylinderwasO､4omlongwithanlD､ｏｆ７７ｍｍ､Freon-ll3（1,1,2
Trichloro‐1,2,2triflouroelhane)wasutilizedasthetracergasduetoitsrelativelyhigh
molecularweightandvaporpressure､Tablelpresentsthephysicaland,chemicalpropertiesof
theexperimentalsystem・AllparametersweremeasurBdindependently．



Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔｓｗｅｒｃｒｕｎｉｎａ２５ｏＣconstanttemperatu1℃ｒｏｏｍ・Experimentswere
initiatedbyinjectingameasuredamountofliquidけeonintotheventedinletchamberand
allowingittovaporize・Aplungerconnectingthechambertothesoilcylinderwaskeptclosed
untilthefieonhadfUllyvaporizedanｄｉｔｓconcentrationhadstabilized・Theplungerwasthen
pulledandfTeonwasallowedtoenterthesoil・DuringtTansportexperiments，gassamples
weretakenwith50IJlLgassampIingsyringes(Hamilton)throughmininert(VICIInc.)ports
locatedalongthesoilcylinderandintheinletandoutletchamberｓａｎｄanalyzedonagas
chromatograph・Experimemswereconductedinthreeseparateconfiguratioms：vertically
upward（inletatthebottomofthesystem),verticallydownward（inletatthetop),and
horizontally．

ResultsandDiscussion

ComparisonofNumericalMOdelingOutputwithExpcrimentalData

Figurelpresentsmodeloutputplottedwithmeasureddatafbraverticallydownward
廿ansportexperimentconductedatanapproximateinletFreon-ll3densiｔｙｏｆ１．８６ｍｇ/mL
FigurelacontainstherEsultsfbrfluxatthesoilcolumnoutlet、Figurelbcomparesthe
measurEdけｅｏｎｄｅｎｓｉｔｙｐｒｏｍｅｓａｔ５ａｎｄ２５ｃｍ分omtheinletchamberwithmodeloutput・In
bothfigures,itisclearthatthetraditionaltransportequations(Eqs.[2]and[3])arefarfTom
adequatefbrdescribingexperimentaldata，Itshouldbenotedthatmanypreviousstudies
mighthavemissedthis配sultduetotheuseoffitted

Figurel:Comparisionofdataandnumericalmodelsfbrverticallydownwarddata・
Fluxtotheoutletchamber(a)anddensityprofiles(b).ｑ＝0.65fbrnewmodeloutput．

dispersioncoefYicients・Itshouldbenotedthattheseequationsdonotincludeamechanical
dispersionteIm､T11ehighestvelocityencounteredinallofourexperimentswas6.2xlO4m/S・
UtilizingthisvaluealongwithlhemeanporediameteranddifYmsioncoefYicientfTomTablel
yieldsaPecletnumｂｅｒｏｆＯ､025.ThisislhemaximumvalueofthePecletnumberthatwas

encountered,anditlieswellbelowthecriteriavalueofl(Arisl956,Bear1988,Auriaultand
Adlerl995).Thismeansthatmechanicaldispersionwillbenegligiblefbralloftheflow
regimesofinterestinlhisstudy,ＴｈｅslipvelociWwasaccountedfbronlybyutilizingthe
expressioninEqs.[2]and[4]．
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VolumeAveragedTransportEquatiOnS

Basedonthepoorfitofthetraditionalequationstotheexperimentaldata,additional
theoreticalanalysiswasconducted・Thefilllycoupledequationsderivedinthevolume

averagingworkofAltevogt(2001)canberepresentedas

2８

Theterm9appearsinEq.[6]asaresultoftheorderofmagnitudeestimate(A1tevogt2001）
thattheslipcouplingtermwillbealinearfimctionofthespeciesdensitywithinthe
rangeO.l〈９〈１０．DifYbrencesbetweenEqs.[4]ａｎｄ[5］ａｎｄＥｑｓ.［6]ａｎｄ[7］lieinthe

reductioninmagnitudeoftheadvectivefluxandtheinclusionofasorptivecontributiontothe
velocity,bothofwhicharisedirectlyhrommicroscalecoUplingofthemassandmomentum
equations・Equationsweresolvedusingaone-dimensionalfinitedifYbrencenumerical
technique・

Thenewlyderivedmassandmomentumequationsfitthedataremarkablywellwitha

fittedqvalueof0.65.ＴｈｉｓｖａＩｕｅｏｆｑ=0.65wasequallyapplicabletocasesofupwardand
horizontaltransport(notshown).nlemodeloutputfromthenewtransportequationswithq＝
0.65providesaveIygoodmatchtothedata・ThiscorTespondswellwithourestimatethatq
shouldbeoftheorderO.'＜q＜１０.Inordertoobtainanexactexpressionfbrtheslipcoupling
terminEq.[6],itwillbenecessarytofilllysolvethecoupledclosureequationspresentedin
Altevogt(2001)．

Itmustbenotedthatduetothehighmolecularmassoffreonll3relativetothatof

‘‘air，，,thevalueofawillbeminimizedandtheefYectsofslipmagnified・Forspecieswith
smallerdifYbrencesinmolecularmass,thevalueoftheslipvelocitywillbegrEatlyreduced・

Secondly,Freonll3adsoIbsweaklytotheOso-Flacosandusedimhesestudiesascompared
withotherorganicchemicaI/porousmediacombinations・Thus,thevaluesofsorptivevelocity
willundoubtedlybehigherinmanysituations．

一一
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SummarV

Comparisonofsimulationsusingthetraditionaltransportequationswithdatafirom
columnexperimentsusingadensegas(fireon-ll3)clearlyshowthattheseequationsarenot
adequatefbrdescribingtransportofvolatilechemicalsintheregionwhereneitherdiffilsiom
noradvectiveprocessesdominate､Sensitivemeasurementofpressurewithinthesoilcolumn
(Altevogteta1.,2003)showedthatlheinteractionbetweenthenon-equimolardiffilsiveflux
andadvectionduetogravityproducessignificantpressuregradientswithinthesoilthatdifYer
dependｉｎｇｏｎｆｌｏｗｄｉ鱒ction・Ｎewlyderivedtransportequations，usingvolumeaveraging



techniques,gaveadditionaltermsarisingdirectlyfi｢ommicroscalecouplingofthemassand
momentumequations・Simulationsusingthenewlyderivedequationscomparedremarkably
wellwithdata，FurtherrEsearchisneededonthecouplingtermtoevaluatethephysical
significanceanddegreeof廿ansfbrabiliWtoothersystems．
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Introduction

Predictivemodelslbrthekeytransportparametersinlhesoilgaseousphase(thesoil
gasdmsioncoe価cientandthesoilairpermeability)ｈａｖｅｓｏ脇ronlybeentested
withinlimitedmngesofsoilporesizedistributionandsoiltotaIpomsity(Moldmpet
a1.2001).Sincevolcanicashsoils(Andisols)exhibitsoilphysicalpropertiesthatare
quitedi鮭rentIiromnormal（non-volcanic）mineralsoils，includinglargertotal
pomsitiesandhighersoilwaterretention(broaderporesizedismbutions),dataibr
Andisolsshouldprovehighlyvaluableintestinglhegeneralvalidityofpredictive

modelslbrthegasdim1sioncoe筋cient(gasdmsivity)andairpermeability,both
beingnmctionsofsoilailLmledporosityandsoiItype・Thediilbrentsoilphysical
characleristicsofAndisolsistypicallycausedbyallophane，anon-crystalineand
highlyporousmineral・FormoreonAndisolandallophaneproperliesand
characleristics,werEibrtoShQjietal.(1993)andlwataetal.(1995)．

Gasdmsivity（DP)controlsgaslransportand砲teinnaturalsoilsystemswhere
difYUsivegastransportistypicallydominatingcomparedwithconvectivegastransport、
Importantexamplesaresoilaeralioｎ（Buckinghaml904）anditselYEclsonplant
heaIth（Osozawaela1.1994),theemissionofImmiganlsatsoiln』migation､sites
(BmwnandRolstonl980),thedifmsionandvolatilisationoforganicchemicalsfrom
pollutedsoils（Peterseneta1.1996)，andthedmsionandbiodegradationof
greenhousegasessuchascarbondioxideandmelhane(KruseetaLl996).Oneofthe
"mysteries，，insoilphysicsisthealmostuniversaluseoflheMillingtonandQuirk
(ＭＱ;1961)equationtopredictthechangesinDpwithairmIedporosityintransport
and胸temodeIsfbrgaseouscompoundsinsoil､SincetheMQmodelis(i)originally
derivedonlyfbrasoilmediumwithrandomlydistributedparticlesofuniIbrmsize
(mostresemblingacoarsesandysoil),(ii)derivedlbrthecaseofpermeabilityrather
thandmsivity,(iii)nottakinginloaccountanyefYbclsofsoilporesizedistribution，
and(iv)notvaIidatedagainstundisturbedsoildatarepresentingabToadrangeofsoil
texture,theaImostuniversaluseoftheMQequationdoesnotseemwarranted.．
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