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農作物の重金属吸収低減に向けた土壌のリスクマネージメント 

－コメのヒ素・カドミウム吸収のトレードオフ関係を中心に－ 

研究コーディネータ 荒尾知人 
 
１.はじめに 

過去に行われた鉱山開発等の影響で、わが国には カドミウム 濃度の高いコメが生産

される可能性の高い地域が存在し、国民がそのコメを摂取することが懸念されている。 ま
た、平成 23 年 2 月、食品衛生法に基づいて、コメ中の カドミウム 基準値が、1.0 mg/kg 
未満から 0.4 mg/kg 以下に改正された (厚生労働省、2009)。 農林水産省が講じてきたコ

メ中 カドミウム 濃度低減対策のうち、土壌中のカドミウム濃度低減策の中心的なものに

「客土工法」があるが、コストが高く、汚染されていない土壌が大量に必要となるため、

周辺の自然環境を破壊することになる。 そこで客土工法を代替する安価で環境負荷が少な

く、広範囲に適用できる土壌浄化技術の開発が望まれている。そこで、農業環境技術研究

所（農環研）ではカドミウム汚染水田土壌の植物（高吸収イネ）または化学物質（塩化鉄）

を利用した浄化技術を開発してきた（農業環境技術研究所、2011）。一方、コメ以外の品

目は基準値が設定されておらず、農産物の低減対策の推進及び汚染実態把握が進められて

いる。農林水産省の実態調査においては、コムギ、ホウレンソウ、サトイモ、ゴボウ、ニ

ンジン、ネギ、タマネギ、ナス、オクラなどで国際基準値を超過した割合が 1%以上であ

り、低減対策が必要と考えられる。 
現在、0.4 mg/kg を超える濃度のカドミウムを含むコメが生産されたことのあるほ場

やその周辺のほ場などでは、基本的な低減対策として出穂前後各 3 週間にわたる湛水管理

による吸収抑制対策を実施することを推進している(農林水産省消費・安全局)。水田に水

を張った状態（湛水管理）を維持すると土壌は還元状態となり、土壌中のカドミウムはイ

オウと結合して不溶性の硫化カドミウムが形成されると考えられており、水稲のカドミウ

ム吸収は抑制され、玄米中のカドミウム濃度を 60-90%程度引き下げることが可能である。

湛水管理の問題点としては、農業用水の不足等から湛水状態の維持ができない場合がある

こと、収穫時のほ場が乾燥しきらずコンバイン収穫に困難が生じる場合があること、土壌

中のカドミウム濃度は低減しないので稲以外の作物を栽培した場合は低減効果がないこと、

そしてコメ中無機ヒ素増加の可能性があることなどがある。本年（2014 年）7 月のコーデ

ックス委員会総会で精米中の無機ヒ素の最大基準値が 0.2 mg/kg として採択された。 
このような状況の中、農作物の土壌由来の重金属吸収低減方法について農環研の成果

を中心に紹介する。 
 

２.カドミウム汚染土壌浄化技術 
（１）塩化鉄を利用した化学洗浄法 

化学洗浄によるカドミウム汚染土壌浄化技術では、水稲を対象に、 
・カドミウム の除去効率が高い化学物質の中から、土壌への影響の少ない塩化鉄を選抜。 
・塩化鉄溶液を投入して、土壌に吸着している カドミウム を水中に溶出させて除去する
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ことによって、水田土壌の カドミウム 濃度が約 60～80 ％、洗浄処理後に栽培した水

稲では 70～90 ％減少。 
・排水処理装置を通った処理水の カドミウム 濃度は、環境基準値の 10 分の 1 以下。 
・本法に必要なコストは間接経費を含めても約 300 万円となり、客土工法と比べて安価で、

所要日数は約 80 日と短期間。 
といった成果を上げてきた。 

これらに続き、転換畑における土壌洗浄による カドミウム 汚染土壌の修復技術の開

発を行った(牧野ら、 2014a、牧野ら、 2014b)。転換畑において、土壌 カドミウム、作

物体 カドミウム ともに土壌洗浄による低減効果は維持され、最長で 6 年間持続性が確

認された。洗浄後オクラ出芽率が低下し物理性劣化との関連が示唆されたが、オクラの出

芽率は、物理性の改善を反映して経年的に良化傾向にある。苦土石灰の施用に伴い増収効

果や品質の向上が認められた。現地洗浄試験で、ベントナイトを漏水田に適用して漏水防

止施工が可能な事を示した。洗浄処理水は２倍希釈で生物影響が無い事を確認し、排水の

生態系リスクは限定的と推察した。下層土の カドミウム 吸着は強く、浸透はほとんど認

められなかった。洗浄強度上昇で、土壌 カドミウム 除去率と可給態窒素上昇、全炭素変

化無し、交換性塩基減少、施肥で矯正可能であった。土壌カドミウム 除去率とダイズ・コ

ムギの可食部 カドミウム 濃度に強い相関関係を確認、修復目標の基礎データとして利用

が期待される。礫質・細粒質灰色低地土転換畑圃場で洗浄による易耕性の悪化を確認し、

粗土塊は耕うん後に多量に存在するが、念入り耕うんで改善した。  
 
（２）カドミウム 高吸収イネによるファイトレメディエーション 

ファイトレメディエーションによるカドミウム汚染土壌浄化技術では、水稲を対象に  
・カドミウム をよく吸収する複数のインディカ米の中から長香穀、IR8、モーれつを選抜。 
・中干し後、落水を継続して土壌を酸化状態にすると、カドミウム が根から吸収されやす

くなり、 そのようにして カドミウム 高吸収イネ品種を 2～3 作栽培し、収穫した地上

部をその都度水田の外へ持ち出すことで、対照区と比較して、水田土壌の  カドミウム 
濃度が 20～40 ％、浄化後に栽培した玄米中の カドミウム 濃度が 40～50 ％減少。 

・最初にイネのもみだけを収穫し、稲わらを数日間水田に放置して天日乾燥させると、収

穫直後の稲わらの水分（70～80 ％）が 40～50 ％まで減少。 その後ロールベーラー

で収穫した稲わらをパレットに載せて上部を透湿防水シートでおおって約 2 ヶ月間放

置すると、水分がさらに 20～40 ％まで減少。 
・稲わらやもみを乾燥によって減量することにより、運搬や焼却のコストを大幅に低減で

き、本技術（3 作栽培）の総コストは、客土工法の１/７程度。 
といった成果を上げてきた。 

これらに続き、各種畑土壌におけるファイトレメディエーションによるカドミウム汚

染土壌修復技術の開発を行った(村上､2014、助清ら、 2014、 村上ら、 2014)。カドミウ

ム 高吸収イネおよびソルガムによる修復栽培４作後にダイズ、コムギ、コマツナによる

検定栽培を行い、検定作物可食部 カドミウム 濃度と各種抽出法による栽培前土壌 カド

ミウム 濃度との相関分析を行った。検定作物と最も相関の高かった栽培前土壌抽出法は、

酢安法か塩酸法であり、それぞれについてコーデックス基準値をクリア可能な土壌修復目
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標値を把握することができた。転換畑修復植物としてソルガムを中心に回収農業機械の適

性評価、作業効率、輸送コスト低減策として、透湿防水シートを使用した屋外在庫乾燥、

減容化としてロールの圧縮、ペレット加工の検討を行い、修復植物の効率的収穫回収処理

の一貫技術を開発した。修復植物栽培で問題となった初期生育、除草剤、倒伏、鳥害に対

する対応策を明らかにした。4 作修復後の土壌カドミウム 濃度は、平均で 25 ～ 32％低

下した。その跡地でダイズ、コムギ、コマツナによる検定栽培を行った結果、４作修復後

のダイズとコムギは平均で約４割、同コマツナは平均で約３割、３作修復後のサトイモは

約２割可食部の カドミウム 濃度が低下した。 
現在ファイトレメディエーションに利用されている水稲品種は易脱粒性、易倒伏性と

いった栽培上の問題点を有する。このため、難脱粒・耐倒伏性を有する実用性の高い植物

浄化用のカドミウム高吸収稲品種・系統の開発を進めている。これまでに、カドミウム高

吸収品種である「ジャルジャン」や「アンジャナダーン」にガンマ線を照射し、難脱粒性

が付与された変異体「MJ3」と「MA22」を開発した（安部ら、2013）。また、それらの品

種が持つカドミウム高吸収遺伝子を多収の飼料イネ品種である「たちすがた」に導入し、

DNA マーカー選抜を行い、難脱粒性と耐倒伏性が付与されたカドミウム高吸収性を有す

る 4 系統を育成した。さらに、「ネパール 555」が持つ別のカドミウム吸収遺伝子も「たち

すがた」に導入し、カドミウム吸収量の増大を目指した系統（7 系統）も育成中である。 
 

３.カドミウム低蓄積性を利用した農作物中カドミウムの低減 
（１）コシヒカリ環 1 号 

農環研を中心とする研究グループは、イオンビーム照射の手法を使ってカドミウムを

土壌からほとんど吸収しないコシヒカリの突然変異体を選抜することに成功した

（Ishikawa et al.、 2012）。変異体の玄米中カドミウム濃度は、「コシヒカリ」 が 0.4 mg/kg
を超える条件で栽培しても、定量限界値未満になる 。この変異体の実用性を、カドミウ

ム吸収性試験、各種生育調査、病害等の特性検定試験、食味官能試験等により確認し、「コ

シヒカリ環１号」 (図１)として品種登録出願した（出願番号 第 28455 号、平成２５年８

月２３日）。「コシヒカリ環 1 号」は遺伝子組換え植物ではないので、栽培するのに手続き

は不要であり、日本各地で栽培実証試験が実施中である。また、農林水産省の「農業技術

の基本指針（26 年 3 月）」にコメのカドミウム対策として「コシヒカリ環 1 号」の導入や、

各県の主力品種及び有望品種へ「コシヒカリ環 1 号」が有するカドミウム低吸収性形質の

導入に取り組むことが記載され、その実用化が大きく進展しようとしている。「コシヒカ

リ環 1 号」のカドミウム低吸収性原因遺伝子は OsNRAMP5 遺伝子であることがわかって

いる。DNA マーカーも既に開発されており、効率的な交配育種ができると期待されてい

る。 
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コシヒカリ環 1 号                  コシヒカリ  
図１ コシヒカリ環１号とコシヒカリのほ場での生育ともみ・玄米の外観形質 

 
（２）スズメナスビを台木としてナス果実中カドミウム濃度を低減  

農林水産省が行った国内実態調査の結果によるとナスはカドミウム濃度が比較的高い

ため、カドミウム吸収抑制技術を確立することが必要である。ナスは接木栽培されること

が多いので、台木の違いによる果実カドミウム濃度の差を検討した。スズメナスビの台木

に接ぎ木した場合、土壌の種類、作型、穂木の種類によらず、自根栽培およびその他の台

木に接木した場合に比較して果実中カドミウム濃度を約１／２～１／４のレベルに低減で

きた(竹田ら、2007、Arao et al.、 2008)。スズメナスビの市販台木品種はトルバム・ビガ

ー、トナシム、トレロがあり、いずれも同様のカドミウム濃度低減効果を示した。その集

積の違いを決定する生理的要因を解析したところ、根に取り込まれたカドミウムを導管に

輸送する能力の差異が決め手であることがわかった(Mori et al.、 2009)。シンクロトロン

放射光源マイクロビーム蛍光 X 線分析法を使って、この台木種の根の内皮近傍でカドミウ

ムが高蓄積していることをマイクロメータースケールで可視化した(Yamaguchi、  et al.、 
2010)。 
 
４.コメ中無機ヒ素最大基準値、カドミウム吸収とのトレードオフ 

2010 年に The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives（2011） で
リスク評価が行われ、「肺がんの発生に係る BMDL 0.5  （がんの発生率が 0.5 ％増加する

無機ヒ素の摂取量の安全側の 95 ％信頼下限値）を飲料水中の無機ヒ素濃度と肺がんに関

する疫学調査をもとに推定したところ、3.0 μg/kg体重／日（ 2.0－7.0 μg/kg体重／日）と

なった。従来の PTWI（暫定耐用週間摂取量） 15 μg/kg体重／週（2.1 μg/kg体重／日に

相当）は、今回推定した BMDL 0.5  の範囲内にあることから、 PTWIとしてもはや適当で

なく、取り下げる」というものであった。 
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本年（2014 年）7 月のコーデックス委員会総会で精米中の無機ヒ素の最大基準値が 0.2 
mg/kg として採択された(Codex Alimentarius Commission, 2014)。これは健康リスクの

低減効果を考慮した上で、国際的に流通しているコメ中の無機ヒ素濃度のデータに基づい

て合理的に達成可能な範囲で低い値を設定（ALARA の原則）されたものである。最大基

準値を 0.1 mg/kg とすると、約 40%のコメが超過すると見積もられるので、合理的に達成

可能ではないと考えられる。 
コメについては、総ヒ素含有量とそれに占める無機ヒ素（亜ヒ酸、ヒ酸）とメチル化

ヒ素（おもにジメチルアルシン酸）の割合は、栽培地域、イネ品種、栽培方法などによっ

て異なることが知られている（Zhao et al. 2013）。コメ中のジメチルアルシン酸について

は、それが、稲体内で無機ヒ素がメチル化されたものに由来するのか、または土壌から吸

収されたものに由来するのかについて、これまで議論されてきたが、以下の研究から、コ

メ中のジメチルアルシン酸は、土壌から吸収されたものに由来することが明らかとなって

きた。イネの水耕栽培で水耕液に無機ヒ素、モノメチルアルソン酸を添加するとコメにジ

メチルアルシン酸が蓄積するが、水耕液中にもジメチルアルシン酸が検出された。抗生物

質を水耕液に添加すると水耕液中のジメチルアルシン酸は劇的に減少した（Arao et al.、 
2011）。イネを無菌栽培した場合、無機ヒ素やモノメチルアルシン酸を培地に添加しても

稲体にジメチルアルシン酸は検出されなかった(Lomax、 et al. 2012)。イネを無菌栽培し、

無機ヒ素・モノメチルアルソン酸・ジメチルアルシン酸を培地に添加してもトリメチルア

ルシンの揮散は認められなかった(Jia、 et al. 2012)。イネ根圏から新規の ArsM 遺伝子

を持つジメチルアルシン酸合成菌が単離され、無菌イネに接種してイネ体内にジメチルア

ルシン酸が検出されることが実証された (Kuramata et al. 2014)． 
現在、ヒ素の摂取がヒトの健康に及ぼす影響については、無機ヒ素に対する評価が先

行し、ジメチルアルシン酸の摂取がヒトの健康に及ぼす影響については、その毒性に関す

る情報が乏しいことから、詳細はまだ明らかになっていない。 
湛水管理によるカドミウム吸収抑制対策が水稲で行われているが、湛水管理はコメの

ヒ素濃度を増加させる可能性がある。還元状態の発達に伴うヒ素の可溶化には、ヒ素を吸

着した鉄（III）酸化水酸化物およびマンガン酸化物の還元溶解のほか、吸着態ヒ酸の亜ヒ

酸への還元による脱離が関わる。山根(1989)によれば、土壌の湛水培養によって溶液中に

溶出する二価鉄（鉄（II））濃度とヒ素濃度の間には高い相関があり、溶出したヒ素の大部

分（86～91%）が亜ヒ酸であった。水田圃場作土の溶存ヒ素濃度が高いのは、気相率がヒ

素不溶化の閾値（0.03～ 0.10 m3 m–3）より低い場合に限られたのに対し、溶存カドミウ

ム濃度は気相率にほぼ比例して増加した。気相率をヒ素不溶化の閾値よりやや高めに保て

ば、溶存ヒ素濃度と カドミウム 濃度をともに低く維持できることが示唆された(加藤ら、

2014)。湛水期間を変えて水稲をポット栽培、ほ場栽培した結果、湛水期間が長いほど玄

米カドミウム濃度は減少したが、玄米総ヒ素濃度は高まった。また、湛水期間が長いほど

玄米総ヒ素中のジメチルアルシン酸の割合が高まった（Arao et al.、 2009、 川崎ら、2012）。 
日本の栽培品種における玄米ヒ素濃度の変異は小さいため、品種選択による汚染リス

クの増大は考慮する必要はなく、湛水管理等の栽培管理が大きくヒ素濃度に影響すること

がわかった。（独）農業生物資源研究所が保有する世界のイネコアコレクション（World Rice 
Core Collection）の玄米ヒ素濃度には最大で３倍程度の差異が認められた。３年間の調査
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を通して安定して玄米ヒ素濃度の低い品種及びジメチルアルシン酸の割合が高い品種を選

抜した(Kuramata et al.、 2013、 石川、2014)。 
平成 25 年度から農林水産省委託プロジェクト「水稲におけるヒ素のリスクを低減する

栽培管理技術の開発」が開始され、水管理、資材、品種を利用したコメのヒ素低減を目指

している。農環研の開発した「コシヒカリ環１号」は落水条件で栽培した場合にもカドミ

ウムの吸収が増えることはないため、この品種を用いてコメ中無機ヒ素の低減がどこまで

できるか、日本各地でほ場試験が行われている。水稲を落水条件で栽培した場合、特に夏

場の気温が高いとコメの収量・品質が低下する懸念があること、コメ中無機ヒ素を低減可

能な水田の水管理が現場で実行可能かどうか考える必要があることなどの課題がある。現

在、カドミウムのみでなく無機ヒ素のコメへの蓄積が少ない稲品種の開発も進められてい

る。  
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