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研究成果の概要（和文）：水田土壌中では温室効果ガスであるメタンが盛んに生成され、多くはイネの通気組織を介し
て大気へ放出される。しかその輸送メカニズムは殆ど分かっていない。本研究課題では実際のフィールド（農家水田）
から放出されるタンの量とその炭素安定同位体比を生育期間全般に渡って調べた。その結果、生育中盤以降、放出され
たメタンの量は２－３倍に及ぶ日較差を示すこと、さらに放出量の多い日中には、13Cの割合が相対的に多い「重い」
メタンが放出され、夕方～早朝にかけての放出量が少ない時間帯では比較的「軽い」メタンが出てくることが分かった
。この結果は昼夜でメタンの移動メカニズムが異なることを示唆していた。

研究成果の概要（英文）：Rice paddies represent one of the largest anthropogenic sources of atmospheric 
CH4. Methane is produced by methanogens in anoxic soil and released into the atmosphere mainly via 
aerenchyma tissue of rice plants; however physical mechanisms of the emissions remain unclear. In this 
study CH4 emission was measured at a farmer's rice paddy, showing a large (>2-3 folds) diurnal variation 
in CH4 emissions after the middle of the growth season. The larger emissions during the daylight hours 
accompanied relatively heavier CH4 (enriched in 13C) while smaller emissions during the nighttime were 
characterized with lighter (less 13C) CH4. These results suggest occurrence of and shift in different 
transport mechanisms of CH4 through rice plants.

研究分野： 生物地球科学
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１．研究開始当初の背景 
（１）水田は約 30 億人に主食のコメを提供
する食料生産基地である一方、強力な温室効
果ガスであるメタンの最大人為発生源でも
ある。水田からのメタン発生には、微生物に
よるメタンの i) 「生成」と ii) 「酸化（分解）」、
および iii) 土壌中の「貯留」と iv) 大気への
放出に至る「輸送」、という 4 つのプロセス
が関与する。これまでの研究から、水田から
のメタン発生は、環境・土壌・品種・栽培管
理によって大きく変動することが明らかに
なってきた。こうした変動を発生制御技術と
して適正に評価・活用するためには、メタン
発生量の応答を 4つのプロセスに切り分けて
理解する必要がある。これまでの研究からメ
タンの「生成」と「酸化」（生物的過程）に
関する知見は充実してきている。一方で物理
的過程（「貯留」・「輸送」）に関する知見は乏
しい。そのためこれまでの研究の多くは、物
理的過程はメタン放出量の変動を引き起こ
さないと仮定してきた。 
しかし筆者らは、水田土壌中でメタンが気

泡バブル状態で多量に存在することを明ら
かにし、生成と放出には時間的なギャップが
あり貯留過程を考慮する必要があることを
指摘した文献１。このことは、これまで生成の
みに帰結されてきたメタン放出量の変動が、
実際には物理的な貯留・輸送過程にも左右さ
れている可能性を示唆している。またメタン
の多くがイネの通気組織を経由して大気へ
放出されることを考え合わせると文献２、イネ
を通るガス輸送メカニズムを解明すること
が、メタン放出量の変動要因の解明に重要と
考えられる。 
メタンの輸送メカニズムとしては濃度勾

配に従った「分子拡散」と、圧力勾配に伴う
「移流」の二つが想定されるが、単に放出量
を測定しただけでは、この 2 つを分離して評
価することはできない。しかし自然界に存在
する炭素安定同位体を利用することで、拡散
と移流を分離できる可能性がある。これは分
子量が小さいほど、分子拡散係数が大きいこ
とを利用するもので、メタンの場合 12CH4は
13CH4と比べて 1.0195 倍拡散係数が大きい。
したがって拡散による移動が生じる場合に
は最大で 19.5‰の同位体分別が生じる。一方、
「移流」では全てのガスが圧力勾配に従って
移動するため同位体分別は生じない。筆者は
放出量に加えて炭素安定同位体比を調べる
ことで、メタン放出量の変動に拡散・移流と
いった輸送メカニズムがどのように影響を
与えるか調べることができると考え、本研究
課題を設定した。 
 
２．研究の目的 
（１）本研究ではまず、多検体のメタンの炭
素安定同位体比を測定できる分析ラインの
開発を行った。次に作成したラインを用い、
イネを経由するメタンの輸送メカニズムを、
同位体分別効果を活用して調べ、メタン放出

量の変動に輸送過程がどのように影響して
いるか明らかにすることを目的とした。 
 
３．研究の方法 
（１）これまでメタンの炭素安定同位体比は
主に地球科学分野で研究が行われており、比
較的均質なサンプル（たとえば地球大気）を
高精度で測定することが重視され、本研究の
ように環境中で採取した多数のサンプルを
ハイスループットで分析することは意図さ
れてこなかった。そこで筆者は、精度を損な
わないまま、メタンの分析プロトコルを自動
化し、ハイスループットで多検体の分析が行
えるラインの開発を行った。 
特に改良を要した点は、メタンの精製過程

である。メタンの同位体分析では－130℃程
度の低温下で多孔質ポリマーにメタンを一
旦吸着させることで、他の大気成分（窒素／
酸素／アルゴン等）からメタンを精製する必
要がある。既存の分析ラインではこの過程で
冷媒（n-pentane）と液体窒素を用いるため、
2-3 時間に 1 度手動で液体窒素を冷媒に加え
て攪拌する操作が必要で、測定の自動化を妨
げてきた。そこで筆者は冷媒を用いず、液体
窒素とヒーターを組み合わせて任意の温度
に調節できる装置を作成し、24 時間自動で分
析できるラインを作ることを目指した。 
 
（２）茨城県つくばみらい市の農家圃場の一
角に自動で開閉するチャンバとガスを採取
する装置を設置した。チャンバは透明なアク
リル製でイネを 4 株覆う大きさ（30 cm x 60 
cm）とした。チャンバ高さは初期は 35cm と
し、イネの生育を阻害しないように徐々に高
くした。チャンバは 1 日 2 回、日中と真夜中
に 30 分間蓋が閉まるようにセットし、自動
ガス採取装置によってチャンバ閉鎖直後と
30 分後のガスを予めセットした真空バイア
ル瓶に採取した。採取したガスサンプルは定
期的に研究所に持ち帰り、ガスクロマトグラ
フによりメタンの濃度を分析した。チャンバ
内のメタン濃度の変化から放出されるメタ
ンの量を調べ、さらに同じサンプルのメタン
の炭素安定同位体比を新たに開発したメタ
ンの炭素安定同位体比自動分析ラインを用
いて測定した。 
 
４．研究成果 
 
（１）メタンの炭素安定同位体比を高精度か
つハイスループットで測定する分析ライン
を世界に先駆けて開発した発表論文１。開発しラ
インはガラスバイアル瓶に保存してあるサ
ンプルを高純度ヘリウムの流れの中でトラ
ップ・精製した後、1000℃で燃焼し、CO2にし
てから安定同位体比分析計で炭素の同位体
比を測定するものである。大気レベルの濃度
でも 10mL の量で安定同位体比を 0.10‰以下
の精度で測定することができる。液体窒素と
ヒーターを組み合わせた温度コントローラ



によって分析の全過程を自動化し、1日に 77
サンプルの分析が可能となった。またこのラ
インは近年指摘されている大気中クリプト
ンがメタンの同位体比測定に与える影響文献３

についても考慮した。具体的には、メタンと
他の炭化水素・CO・CO2をガスクロマトグラフ
で分離後、メタンを CO2 に酸化し、その後 2
つめの分離カラムを用いてクリプトンとメ
タン由来の CO2 を分離することで、クリプト
ンの影響を排除することに成功した。 
 
（２）自動開閉チャンバを用いることで、実
際の農家水田におけるメタン放出量の変動
を明らかにすることができた。メタン放出量
は土壌の還元に伴って徐々に増加したが、イ
ネの生育初期は昼夜で大きな差は見られな
かった。穂孕み期頃になると明瞭な日変化が
見られるようになり、日中の放出量は夜間の
2-3 倍程度大きくなった。興味深いことに、
この時メタンの炭素安定同位体比も明瞭な
日変化を示した。すなわち、日中放出量が多
いときは 13CH4が多い「重い」メタンが放出さ
れ、夜間放出量が少ないときは比較的「軽い」
メタンが放出されていた。この傾向は登熟期
後半に水田が落水してメタンの放出が止ま
るまで続いた。 
 
（３）これらの結果は、イネを通るメタンの
輸送メカニズムの変動として解釈すること
ができる。すなわちメタンの放出は濃度勾配
に従う「拡散」によって定常的に生じており、
同位体分別効果によって比較的軽いメタン
が放出される傾向にある。一方、日中はそれ
に加えて「移流」が生じ、同位体分別を受け
ない重いメタンが放出されることで、夜間と
比べて放出量が飛躍的に多くなる、と考えら
れた。 
土壌中に多量のメタンが気泡バブル状態

で存在していることを踏まえれば、日中地温
の上昇によって土壌中に蓄積している気泡
の圧力が上昇することが、移流を生じさせる
メカニズムの一つと考えられた。この解釈は、
生育期間の途中までメタン放出量に明瞭な
日変化が見られないこととも一致する。つま
り生育前半はまだ土壌中のメタン賦存量が
少なく、気泡の量も少ないため、気泡圧力の
日変動も生じないと考えられるからである。 
ただし、メタン放出量やその同位体比の季

節変動には、通期組織の形成や節間伸長など
イネの生育・生理が直接影響している可能性
も考えられるため、今後はそれらの点を踏ま
えた研究を行う必要がある。 
 
（４）本研究の結果、メタン放出量の日変化
の要因として、ガス輸送メカニズムの変動が
関与している可能性が強く示唆された。これ
までメタン放出量の日変化は、地温の日変化
に伴って微生物によるメタンの生成量が変
化することで生じる、という考えが一般的で
あった。しかし生成量が放出量を規定すると

いう仮説は、放出量の日変化が生育前半で見
られないことを説明できず、また同位体比の
変化を説明することも困難である。したがっ
て本研究の成果は、放出メカニズムの解明に
留まらず、メタン生成の温度依存性など、こ
れまでのデータ解釈に対して再考の必要性
を示唆している。 
 なお安定同位体を用いたメタン発生の変
動要因の研究はまだ始まったばかりであり、
今後その進展が大いに期待される。例えばメ
タンの酸化や生成に伴う同位体分別効果に
注目することで、生成されたメタンが放出さ
れる前にどの程度分解されているかや、メタ
ンの生成経路に関する情報も得られる可能
性がある。 
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