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：茶園における樹冠下点滴施肥方式の亜酸化窒素排出量削減効果を明らかにした。摘要

土壌表層の無機態窒素量は、有機質肥料を主体とした施肥窒素量725 kg-N ha y の慣行-1 -1

茶園では、特に施肥後、うね間で硝酸態窒素の蓄積が認められたが、樹冠下点滴施肥茶園

（施肥窒素量570 kg-N ha y ）では、無機態窒素は高濃度に蓄積することはなく、慣行-1 -1

茶園に比べて低いレベルで安定して推移した。その結果、茶園土壌からの亜酸化窒素フラ

ックスは、慣行茶園では春から夏にうね間で高まるが、樹冠下点滴施肥茶園では樹冠下で

夏季にやや高まる程度で、年間を通して2 mg-N m hr 以下であり、慣行茶園より低いレベル-2 -1

で推移した。年間の亜酸化窒素の排出量は、慣行茶園では、茶園の1/4の面積に相当する

うね間からの排出量が茶園全体からの排出量の7割を占め、逆に、樹冠下点滴施肥茶園で

は樹冠下からの排出量が 8割を占めた。合計では、慣行茶園の55.4 kg-N ha y に対-1 -1

し樹冠下点滴施肥茶園では23.8 kg-N ha y であり、亜酸化窒素排出量は樹冠下点滴-1 -1

施肥方式により慣行の半分以下となった。

：亜酸化窒素排出、硝酸態窒素、茶園、樹冠下点滴施肥キーワード

Reduction of Nitrous Oxide Emission from a Tea Field
Using Drip Fertigation System
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A nitrous oxide (N O) emission survey was conducted in two tea fields in whichAbstract: 2

either the drip fertigation system or the conventional fertilization system was used.
In the conventional fertilization system, the concentrations of soil inorganic nitrogen

and the N O fluxes were low under the canopy. However, in the space between the tea2

hedges, after the application of fertilizer, the nitrate concentration in the surface soil
-2 -2 -1rose to 20 40 mg-N m , during the summer, high N O fluxes of 3 to 10 mg-N m hr− 2

were observed .
In contrast, in the tea field where the drip fertigation system was used, nitrate

accumulation in soil was not detected and N O fluxes were less than 2 mg-N m hr .2
-2 -1

These observations were made at both the sites, under the canopy and between the tea
hedges throughout the year .

During the year, the total emissions of N O from the tea fields in which the drip2

fertigation system and the conventional fertilization system were used are estimated to
be 23.8 kg-N ha and 55.3 kg-N ha , respectively. It is obvious that the absence of a-1 -1

period of high N O emission in the space between the tea hedges resulted in the2

reduction in total N O emission in the drip fertigation system. Hence, the drip2

fertigation system can be expected to reduce N O emission to approximately one-half2

that of the conventional fertilization system.
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緒 言

地球温暖化対策は国際的に急務であり、様々な対策

が実行に移されているが、我が国の2007年度の温室効

果ガスの排出量は京都議定書の基準年と比べて9.0％増

加している 。京都議定書において日本に割り当てら1）

れた第一約束期間（2008年～2012年）における6％削減

という目標達成のためには、さらなる対策の推進が必

要である。我が国においては温室効果ガスインベント

リが整理され 、農業分野においても排出量の把握が1)

行われている。茶園では、毎年繰り返される整せん枝

によって大量の土壌炭素が集積し二酸化炭素のシンク

として有効に働いている一方で、亜酸化窒素(N O)につ2

いては、排出係数が大きく 、施肥量も比較的多いこ1）

。とから大量に排出されていることが指摘されている2－5)

したがって、土壌炭素貯留効果に優れる茶園では、N O2

排出量を削減することができれば、さらに地球温暖化

緩和に大きく寄与できるものと考えられる。

これまで、茶園における環境問題として、硝酸態窒

素（NO -N）の地下水、河川への流亡が施肥窒素量の多3

さに起因することが指摘されてきた。特に、てん茶栽

培では、施肥窒素量は700kg-N ha y （愛知県施肥基-1 -1

準）と多く、かつ、収穫は1度だけの場合が多く茶園外

への窒素持ち出し量が少ないため、余剰窒素量が大き

くなるおそれが強い。そこで、施肥窒素量の削減を可

能とする技術のひとつとして樹冠下点滴施肥方式が開

発され、収量、品質を落とすことなく施肥量を削減で

きる優れた有効性が確認されている 。茶園でN O排出6）
2

量が多いことについても、施肥窒素量の多さが一つの

原因となっていると考えられるため、樹冠下点滴施肥

方式により施肥窒素量を少なくできればN O排出量も削2

減できる可能性がある。そこで、樹冠下点滴施肥方式

を導入したてん茶園を対象にN O排出量を調査し、その2

削減効果を評価した。

調査対象及び方法

2002年11月～2003年10月の1年間、豊田市豊栄町の樹

冠下点滴施肥方式茶園（点滴施肥茶園）と有機質肥料

を主体とした施肥を行う慣行茶園を対象に調査を実施

した。両園とも土壌は細粒黄色土（土性、慣行茶園：

LiC、点滴施肥茶園：SC）で、慣行茶園は1960年前後に

造成が行われ、以後40年以上が経過している。点滴施

肥茶園は1950年代に造成され、1993年に改植が行われ

ている。2002年9月すなわち秋肥の時期から樹冠下点滴

施肥方式に切り替えられた。両園とも、弧状仕立ての

てん茶園であり、うね幅は180cmで、樹冠の幅135cm、

うね間（通路部分）45cmである(図１)。施肥は、表１

のとおり、点滴施肥茶園では、尿素を窒素成分とした

液肥（窒素12％-Nうち尿素11％-N、リン酸:5％-P O 、2 5

カリウム:7％-K 0）を用いてかんがい水量と窒素濃度を2

生育と気候に応じて変動させて行った。ただし、2月以

降、かんがい水量の設定誤差により設定施肥量より多

図１ チャンバーの設置位置

表１ 施肥設計
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めの施肥量となった。なお、樹冠下点滴施肥は、吐出

口間隔10 cmのドリップかん水チューブ（ダブルウォー

ルドリップチューブTW10M）をうねに平行に、株をはさ

んで樹冠下に2条設置して行った（図１ 。年間の施肥）
-1窒素量は、慣行茶園では県の施肥基準（700 kg-N ha

y ）に従って施用したが、実際に使用された肥料-1

-1 -1ロットの成分分析結果から換算すると725 kg-N ha y

であった。点滴施肥茶園では合計570 kg-N ha y で-1 -1

あった。

N Oフラックスの測定はチャンバー法によった。月に2

1～4回、年間では慣行茶園で26回、点滴施肥茶園で24

回の調査を行った。図１のようにうね間および樹冠下

に設置したプラスチック製チャンバー（直径235 mm、

高さ170 mm、2連）から、5～15分間隔でガスタイトシ

リンジを用いて真空バイアルにチャンバー内ガスをサ

ンプリングした。なお、樹冠下の調査時には、かん水

チューブをずらして、チャンバーを設置した。サンプ

リングしたガスのN O濃度の測定は、ECD付きガスクロ2

マトグラフ（島津製作所、GC-14A、カラム：Porapak N

50-80メッシュ、3 m、キャリアガス：アルゴン+4.5％

メタン、検出器温度：340℃、カラム温度：70℃）によ

り行った。

フラックス測定時には、N Oフラックスの関連因子と2

して、チャンバー近傍の地面直上の気温と深さ5 cmの

地温を記録した。また、深さ20 cmまでの土壌の水分含

量、pH、および無機態窒素含量を随時測定した。調査

開始前には、両茶園とも深さ40 cmまでの土壌を10cm毎

に採取し、仮比重、三相分布、全炭素（TC 、全窒素）

（TN）およびpHを測定した。

結 果

１ 調査期間の気象

調査期間の年降水量は1409 mmで平年なみであり（平

年値1460.6 mm 、フラックス測定時の地面直上気温7））

、 、は慣行茶園で8.6～28.9℃ 点滴施肥茶園で8.0～31℃

地温は同じく5.0～27.1℃、5.2～25.0℃の範囲にあっ

た。

２ 土壌の特性

調査開始時点における土壌特性の垂直分布を表２に

図２ 調査期間の気象

表２ 土壌特性（2002年8月23日 ））



150糟谷・辻・樋江井・木下：樹冠下点滴施肥方式による茶園からの亜酸化窒素の排出削減

図３ WFP 、土壌pH、土壌無機態窒素含量、N2Oフラックスの推移＊

* WFP = 液相体積/孔隙体積

示す。両園ともに整せん枝された枝葉の蓄積により、

表層で仮比重が小さく、孔隙率が高く、TC、TN含量が

。 、高い特徴を有していた 特に慣行茶園ではうね間にTC

TNが集中して蓄積していた。pHは、慣行茶園では、

うね間では表層から40 cmまで4前後であり、樹冠下で

は0～10 cmが4.0と低かった以外は、4.5以上でうね間

より高かった。点滴施肥茶園では、0～10cmはうね間で

5.9、樹冠下で4.6であった以外は4以下であった。全体

に、点滴施肥茶園では10年前に行われた改植の影響に

より、深さによる差、あるいはうね間と樹冠下の差は

慣行茶園より小さかった。

３ 土壌水分

（ ） 、 、 、WFP 液相体積/孔隙体積 は 慣行茶園では 常に

うね間で60％前後と高く、樹冠下では20～40％程度と

低く推移した。一方、点滴施肥茶園では、樹冠下の水

分含量は40～80％程度で慣行茶園より明らかに高く、

うね間より若干高い傾向で推移した（図３A 。）

４ pHの推移

土壌pHは、慣行茶園では樹冠下は年間を通じて4.0

程度で安定して推移し、うね間では4.2～5.7の範囲で

変動した。一方、点滴施肥茶園では、うね間が5前後で

比較的安定して推移し、樹冠下では3.8～5.5の範囲で

変動した（図３B 。全体に点滴施肥茶園では、慣行茶）

、 。園に比べてうね間 樹冠下ともにやや高く維持された

５ 無機態窒素含量の推移

、 、土壌の無機態窒素は 慣行茶園では秋肥後を除いて

アンモニア態窒素（NH -N）の集積がほとんど起きずに4

（図３C 、NO -Nとして存在した（図３D 。特に2月～4） ）3

月の施肥期間及び8月末の施肥後9月以降にはうね間に
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。 、NO -Nが最大45 g-N m と高濃度に蓄積していた 一方3
-2

点滴施肥茶園では、施肥期間においてうね間、樹冠下

ともNH -Nは1～12 g-N m と慣行茶園より概ね高いレベ4
-2

ルで維持された。NO -Nはうね間では最大3 g-N m で3
-2

慣行茶園のような高濃度の蓄積は認められず、樹冠下

を比較すると、点滴施肥茶園では2～10 g-N m 慣行茶-2

園より高濃度で推移した。

うね間面積（茶園の1/4）と樹冠下面積（同3/4）を

考慮した平均無機態窒素含量（NH -N + NO -N）は、点4 3

-2 -2滴施肥茶園では5.2 g-N m と、慣行茶園の7.2 g-N m

の72％に相当したが、うね間では慣行茶園の18.3 g-N

m に対して点滴施肥茶園では4.3 g-N m と著しく低か-2 -2

った。逆に樹冠下では両茶園とも低いレベルにあった

ものの慣行茶園の2.7 g-N m に対して点滴施肥茶園の-2

方が5.5 g-N m と高かった。-2

６ N Oフラックスおよび排出量2

慣行茶園では3月から9月にかけて、うね間で1 mg-N

、 （ ）m hr 以上 最大11.5 mg-N m hr 2003年4月30日-2 -1 -2 -1

という大きなフラックスが認められた。一方、点滴施

肥茶園では樹冠下の方がうね間より概ねフラックスは

大きかったが、その大きさは最大でも7月28日の1.7

mg-N m hr であり、慣行茶園のうね間と比べて著し-2 -1

く小さかった(図３E)。

うね間45 cm、樹冠の幅135 cmとして集計した茶園

1haからのN O排出量を表３に示した。うね間からの排2

出量は、慣行茶園では39.0 kg-N ha y であったのに-1 -1

対し点滴施肥茶園では3.2 kg-N ha y と著しく小さ-1 -1

かった。樹冠下からの排出量は、点滴施肥茶園で20.7

、 、kg-N ha y 慣行茶園で16.3 kg-N ha y であり-1 -1 -1 -1

やや点滴施肥茶園の方が多かった。慣行茶園では茶園

の1/4の面積に相当するうね間からの排出量が茶園全体

表３ 茶園1haからの亜酸化窒素排出量（kg-N）

からの排出量の7割を占め、逆に点滴施肥茶園では、樹

冠下からの排出量が8割を占めた。合計では、慣行施肥

茶園55.4 kg-N ha y に対し点滴施肥茶園23.8 kg-N-1 -1

ha y であり、N O排出量は樹冠下点滴施肥により慣行-1 -1
2

の半分以下となった。

考 察

１ 点滴施肥茶園と慣行茶園のN O排出量の比較2

点滴施肥茶園ではN O排出量が慣行茶園の半分以下と2

。 、 、 、なった この相違を 土壌無機態窒素含量 土壌水分

土壌pHの面から検討した。

まず、土壌無機態窒素含量についてみると、慣行茶

園ではうね間のみに数回に分けて集中的な施肥が行わ

れることによって、図３C、Dのとおり、うね間土壌に

最大で45 g-N m 、年平均値で18 g-N m という高濃度-2 -2

のNO -Nが蓄積していた。このように高濃度のNO -Nが3 3

存在するため、うね間からのN Oフラックスが著しく大2

きくなったと考えられる。一方、樹冠下点滴施肥方式

ではこれと異なり、毎日少量ずつの肥料が施与される

ことから、土壌への過剰な窒素の集積が起きなかった

ため、N Oフラックスが小さかったものと解釈できる。2

、 、慣行茶園においても 樹冠下からのN O排出量は少なく2

これも土壌表層の無機態窒素含量が少ないことが原因

となっていると考えられる。なお、点滴施肥茶園と慣

行茶園の土壌の無機態窒素含量の差は、調査開始時点

における土壌への炭素、窒素の蓄積量、すなわち栽培

・土壌管理前歴の違いによる土壌肥沃度の差も原因で

ある可能性は否定できないが、慣行茶園において、土

壌窒素が発現しやすい夏季を経た秋肥前において、土

壌の無機態窒素が枯渇する状況が認められることから

（図３C、D 、土壌の無機態窒素含量の差は、土壌肥沃）

度の違いよりも主に施肥方式と施肥窒素量の違いに起

因するとして差し支えないと思われる。

次に、土壌水分に関しては、WFPが60％程度でN Oが2

よく生成されることが明らかにされているが 、本調8）

査においては、慣行茶園の樹冠下以外はN Oの生成に適2

した水分条件にあったと考えられる。慣行茶園では樹

冠下でN O排出量が少なかったが、その原因として、作2

土のWFPが20～40％と小さかったことが一因と考えられ

る。

また、pHに関しては、茶園土壌の5以下の酸性条件下

で脱窒過程がN Oで留まり、pHが低くなるほどN O排出2 2

ポテンシャルが高まることが報告されている 。本調3）

査では、作土のpHは慣行茶園では、樹冠下は常に4程度

で推移し、うね間でも5以下となる場合が多かった。一

方、点滴施肥茶園では樹冠下では、5以下となることも

多かったが、うね間ではほぼ5程度に保たれていた。全

体的には点滴施肥茶園においてpHが高く維持されてお

り、N O排出量の削減要因の一つとして点滴施肥がpH低2

下を抑えられる特性を有す ことが関与している可能6）

性も考えられる。

愛知県農業総合試験場研究報告第42号
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、日本国温室効果ガスインベントリ報告書 によると1)

茶園からのN O排出係数は2.9％とされ、水稲0.31％、2

その他の作物0.62％と比べて著しく高い。本調査にお

いては、排出係数を求めていないものの、施肥窒素量

、 、に対するN O排出量の割合は 慣行茶園で7.6％と高く2

同地域において調査された事例でも8.2％と報告されて

。 、 、 、いる 一方 点滴施肥茶園では 同じく3.9％であり９）

慣行と比べてほぼ半減した。施肥窒素量も少ないこと

から点滴施肥方式によるN O排出削減効果は極めて大き2

いと評価できる。

２ わが国のN O排出削減目標からみた樹冠下点滴施肥2

方式の評価

現在、日本においては2005年に発効した京都議定書

の第一約束期間（2008～2012年）における各温室効果

ガスの排出量削減目標を定めている 。このうち、N O10)
2

については、地球温暖化係数によるCO 換算で1990年の2

3,300万t-CO y から2,500万t-CO y に削減する（N O2 2 2
-1 -1

全排出量の25％削減。日本の温室効果ガス全排出量比

0.6％の削減に相当 ）ことが目標とされている。この。

目標については、工業プロセスからの排出が1999年以

降、大幅に減少したことから、2007年度の排出量は

2,380万t-CO とすでに達成されているが、農地からの2

排出量は2007年度において全N O排出量の27％と依然と2

して多く、今後、農地での対策を進めることが、N O排2

出量のさらなる削減に繋がるものと考えられる。また、

2009年に日本は、主要国の同調を前提にしているもの

の 「1990年比で2020年までに温室効果ガスの25％排、

出削減」というより高い目標を気候変動枠組条約事務

局に提出している。この目標達成のためには、さらに

広範な分野それぞれでのいっそうの取り組みが必要で

ある。

農地から排出される温室効果ガスとしては畑地からの

N Oと水田からのメタンが重要であり、それぞれ、2007年2

における農業分野からの全排出量の24％と21％を占め

るとされている 。また、農地からの温室効果ガス直1）

接排出に関する1992～1994年の全国調査では、畑地か

らのN Oの総排出量は4.42 Gg-N y と推定されたが、そ2
-1

のうち茶園からの排出量は2.05 Gg-N y と見積もられ-1

ている 。すなわち、全畑地から排出されるN Oの約半4）
2

、 （ 、分が 全畑地面積の1.8％でしかない茶園 48,000 ha

2008年）から排出されていることになり、茶園からの

排出量を削減することが、日本の畑地全体からのN O排2

。出量削減に大きな意味を有していることを示している

したがって、茶園においてN O排出削減技術を確立でき2

、 。れば その効果は非常に大きく発揮されることになる

仮にすべての茶園のN Oの排出が1/2に削減できれば、2

全畑地面積のわずか1.8％での対策で農地からの全N O2

排出量の25％削減を達成できることになる。本報告に

おける樹冠下点滴施肥方式では、排出量の5割削減が可

能と評価され、日本全国の畑地からのN O総排出量25％2

削減の達成を可能とするポテンシャルを有すると考え

られる。今後、さらに多様な茶園で検証する価値があ

ると言えよう。さらに樹冠下点滴施肥方式は施肥量の

大幅な削減にもかかわらず増収効果が確認されている

ことから、余剰窒素量が減少し、過剰な土壌無機態窒

素の蓄積も起きない（図３ 。このため、大降雨時の流）

出も非常に少ないと考えられ、作土から下方に浸透す

るNO -Nを減少させることによって地下環境でのN Oの3 2

生成、ひいては間接排出も削減できる可能性がある。

以上のように、樹冠下点滴施肥方式は、土壌に無機

態窒素の高濃度の集積を起こさず、N Oの排出量削減効2

果が高いことが明らかになった。また、この方式では

施肥窒素の削減や収量、品質の確保も実証されている

ことから 、今後は土壌、気象条件、作型等の異なる6）

様々な茶園での検証を重ね、地球温暖化緩和策の面か

らも広く普及促進を図る価値があると考える。
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