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１．はじめに 

 わが国では，農用地土壌汚染防止法（1971）が制定された際に，14地域，391haがヒ素
汚染対策の必要な地域として指定された．ヒ素は岩石，土壌，植物体などに普遍的に存在

する元素であり，天然賦存量程度の濃度であれば，作物に障害を発生することは稀である．
日本における作物の生育障害を伴う土壌のヒ素汚染の原因は，かつて農薬に使われていた
ヒ素の残留に由来するものや，東南アジア諸国に見られる地質由来のものはわずかであり，
その多くが鉱山開発によって生じたズリや鉱滓および坑廃水に含まれるヒ素が，洪水ある

いは長年月をかけて流出し，農地に蓄積したものと考えられる．このようなヒ素汚染地域
で畑作物を栽培する場合の生育障害は比較的軽いが，水田として水稲を栽培すれば激しい
生育障害が発生することが知られている．これは，ヒ素が土壌の酸化還元状態によりその

形態を変化させることが要因であり，湛水して土壌の還元が発達することにより，ヒ酸が
亜ヒ酸に還元され，その可溶性，作物への可給性および毒性が著しく増加するためである．
そのため，かつてのヒ素汚染地域における水稲栽培では，被害軽減のための節水栽培が行
われていたが，水利的，労力的な困難を伴い，収量は著しく低いものであった． 

農用地汚染防止法において，島根県では笹ヶ谷鉱山下流地域（津和野町・益田市，66.1 

ha），五十猛（大田市,7.3ha），左ヶ山（益田市,27.3ha）の3地域が指定され，日本で最

もヒ素汚染対策が必要な地域であった，このため，山根（1989）を中心に島根県農業試験
場（当時）において，水稲のヒ素障害に対する耕種的・土木的な研究が行われ，日本にお

けるヒ素障害対策技術に大きな貢献を行った．2008年までに，農用地土壌汚染防止法で指
定された391haのうち，約83％にあたる324haが排土客土などの対策を完了し，現在に至っ
ている． 

一方，ヒ素をめぐる国際情勢は近年大きく変化しており，食品中に含まれるヒ素に関し
てCodex委員会での議題とされている．1988年にはJECFA（FAO/WHO合同食品添加物専

門委員会）から無機ヒ素の暫定耐性基準値が15μg/kg（体重）/週と提案され，現在も疫学
的な観点から議論が続いている．他の農産物に比べて，コメ中のヒ素濃度はとりわけ高く，
日本人のヒ素の主要な摂取源はコメだと考えられている．そのため，今後はヒ素の非汚染

地域においても，コメ中のヒ素濃度に留意した生産を行う必要があり，水稲によるヒ素吸

収低減技術が求められることは必定である．前述したように，ヒ素による水稲の生育障害
対策として，ヒ素吸収低減に関する耕種的・土木的な技術が提案されてきた．しかし，こ

れらの技術は，一般的な水田作における水稲によるヒ素の吸収を想定したものではなく，
現在の日本の水稲栽培にそのまま実践するためには，更なる検証が必要であろう．そこで，
本稿では，島根県において精力的に行われたヒ素による生育障害対策を紹介するとともに，
それらの中から，ヒ素非汚染土壌でも水稲のヒ素吸収抑制効果を示した技術について解説
する． 

 

２．島根県で行われた水稲のヒ素障害対策に関する研究 

 山根（1976，1989）はヒ素汚染土壌中の総ヒ素濃度と水稲生育の関係を検討し，土壌の
性質が類似している場合には，両者には高い負の相関が認められるものの，沖積土壌に比
べて2~3倍のヒ素濃度であった黒ボク土壌では，沖積土壌よりも障害程度が軽く，総ヒ素濃

度は水稲の障害の指標には成り得ないことを指摘した．これに対し，小山ら（1976）が提
案し，増島（1976）が検証を加えた1M塩酸可溶ヒ素は土壌の種類が異なる場合でも，その

濃度と水稲の生育障害程度に相関が認められることから，ヒ素による水稲の生育障害を論
じる場合には，この方法が適していると結論した．山根（1989）はこれを用いて水稲の収
量との関係を検討し，玄米収量が10％低下する土壌中の1M塩酸可溶ヒ素濃度は15mgkg-1

で，半減する濃度は73 mgkg-1であるとした（図１）．この1M塩酸抽出法による土壌中の



可溶性ヒ素の評価は現在でも公定法として広く用い
られている． 

 ヒ素汚染水田における水稲の生育障害防止対策に

は土木的方法と耕種的方法がある．土木的な手法は，
①客土による希釈，②汚染作土の除去，汚染作土と
非汚染作土の入れ替えなどである．耕種的方法とし
ては①水管理により土壌を酸化的に維持し，ヒ素の
溶出を防止する，②資材を土壌に加えて難溶性ヒ素

化合物の生成，沈殿を促す，③ヒ素が溶出しても類
似の物質による競合的な根の吸収抑制などがある．
これらのうち，土木的手法はヒ素汚染地域における
恒久的対策として実施されており，笹ヶ谷鉱山下流

地域の現地圃場で上乗せ客土により，耕深20cm間の
可溶性ヒ素濃度を15 mgkg-1未満に希釈し，肥料成
分が制限因子にならないように十分にあたえること

で，減収率を10％未満に抑えることが実証された．
本稿ではヒ素の非汚染地域でのヒ素吸収抑制を想定
していることから，これらの土木的手法については
これ以上言及せずに，これ以降は耕種的方法につい

てのみ検討する． 

 水管理によるヒ素の吸収抑制は，酸化状態でヒ素

の可溶性が低下することから，節水栽培を行い，土
壌を酸化的に保つことでヒ素の吸収抑制に顕著な効

果があり（図２），この際，0.2％α・α′ジピルジ
ルを土壌に摘下した場合に2価鉄がかろうじて検出
できる程度であればヒ素の可溶化は少なく，障害発

生の恐れはほとんどないとした．ヒ素汚染地域では，
慣行の水管理であれば，上記のような間断灌漑によ

る節水栽培を行うことで，400~450kg/10a程度の収
量が確保できると結論している． 

 資材施用による生育障害回避としては，鉄資材，

リン酸の増施，ケイ酸資材，マグネシウムおよびイオ

ウの効果が検討された．鉄資材の効果としては，①水
稲根周辺の酸化帯および根で酸化鉄の沈積が多くなり，根へのヒ素侵入を抑制する，②ヒ

素に対する鉄の割合が高まると中性付近で共沈する，③鉄へのヒ酸の吸着による可溶性の
亜ヒ酸溶出抑制などが考えられる．ヒ素汚染土壌に0.2~0.4％の硫酸第一鉄または硫酸第二
鉄を施用することにより，ヒ素の難溶化が認められ，水稲の生育障害が軽減されたが，そ
の効果は，節水栽培には劣った．また，転炉さいの施用は硫酸第一鉄および硫酸第二鉄に
比べて，その効果は若干劣るとしている．リン酸の増施による効果は，ヒ素と化学的に類

似しているリン酸を多量施用（標肥の4倍程度）することにより，水稲によるヒ素の吸収を
競合的に抑制すると考えられたが，ヒ素障害の軽減効果は認められなかった．また，ケイ
酸資材も同様な理由で検討されたが，顕著な効果は認められず，ヒ素障害に対するケイ酸
の効果は期待できないとした．マグネシウムは土壌中で難溶性のヒ素化合物を生成するこ
とによるヒ素の吸収抑制を狙ったものであるが，土壌中でヒ酸マグネシウムが形成された

と仮定しても，その溶解度はヒ酸鉄，ヒ酸アルミニウムよりもはるかに高く，ヒ酸カルシ
ウムよりも多少低い程度で，効果は認められなかった．ヒ素と結合して不溶性の硫化物を

生成するイオウの施用は可溶性ヒ素の低下により，水稲のヒ素障害軽減に効果がある可能
性を認めたが，硫酸根の問題から，十分には検討されなかった． 

 かつて島根県のヒ素汚染地域では，以上のような耕種的・土木的な水稲のヒ素障害軽減
対策が検討されてきた．これらの技術はいずれも高度に汚染された地域での障害対策であ

図 1水田作土中の可溶性ヒ素濃度と水稲ヒ

素濃度との関係（山根，1989） 

図 2 土壌中のヒ素濃度，水管理と玄米収量

（山根，1989） 



り，一般的な水田での水稲のヒ素吸収実態に対応したものではない．一方で，上述したよ
うに，土壌汚染防止法で指定された391haのヒ素汚染地域の多くは排土客土などの恒久対
策が完了し，高度なヒ素汚染地域は見られなくなってはいるが，その周辺には基準値以下

であったために，対策が見送られ，比較的ヒ素濃度の高い水田も数多く存在する．また，
国際的にもコメ中に含まれるヒ素に対して厳しい目が向けられるようになってきた．そこ
で著者らは非汚染地での一般的な水田作に実践できる可能性のある技術として，水管理と
鉄資材およびケイ酸資材施用による水稲のヒ素吸収抑制効果を検証することとした． 

 

３．水管理による水稲のヒ素吸収抑制技術 

 節水栽培によるヒ素汚染土壌でのヒ素障害軽減効果は顕著であり，水稲のヒ素吸収を大
幅に低減することが示されている．しかしながら，このような節水栽培はヒ素障害軽減が
主目的であるために，収量と玄米品質の低下に関してはやむを得ないという判断から，栽

培期間を通じてかなり強めの節水管理が行われていた．そのため，通常の水稲栽培におい
て，収量と品質を維持しつつ，玄米のヒ素濃度を低減するための水管理に関しては，詳細
な検討が行われておらず，不明な点が多い．Arao et al （2009）は1M塩酸可溶ヒ素濃度

が異なる2種類の土壌を用いて1/5000aワグネルポットで水稲栽培を行い，7種類の水管理条
件を設定し，玄米ヒ素濃度に及ぼす影響を検討した（表１）．いずれの土壌においても，
出穂前後3週間を節水管理することで，玄米ヒ素濃度が常時湛水条件と比べて1/9~1/10にま
で低下することを報告した（表１中の処理区5および7）．しかしながら，玄米中のカドミ

ウム濃度は最も高くなった．土壌が湛水により還元的な条件ではカドミウムは不溶化され
て水稲に吸収され難くなるが，酸化的な条件ではカドミウムの可溶化が促進され，水稲に

よる吸収量も増加する．従って，ヒ素とカドミウムはトレードオフの関係にあり，水管理
だけで両者を同時に低減することは難しいと指摘された．一方で，精密な水管理により，

土壌の酸化還元電位を注意深くコントロールすることにより，土壌中のヒ素とカドミウム
を同時に低濃度で維持するような条件も検討されており，今後の研究の進展に期待したい． 

 

４．資材施用による水稲のヒ素吸収抑制技術 

 ヒ素汚染地におけるヒ素障害対策において，鉄資材の施用が障害軽減に一定の効果があ
ることから，著者らはかつてのヒ素汚染地域の周辺水田から採取した比較的ヒ素濃度の高
い土壌を用いた培養実験とポット試験により，土壌中のヒ素の可溶化抑制ならびに玄米ヒ
素濃度の低減に効果の高い市販の資材の検索を行った．湛水培養試験において，土壌溶液
中のヒ素濃度はゼロ価鉄の施用により極めて低く維持された（図３）．また，転炉さい系

の資材の一つ（資材A）は無施用に比べてヒ素濃度が半減した．ケイカルの施用は無施用よ

りもやや高く推移し，土壌改良資材の施用効果は種類によって異なった．これらの資材を

用いたポット試験においても，培養試験において土壌溶液中のヒ素濃度が低く推移した資
材AとCの玄米中のヒ素濃度は対照区に比べて有意に低下したことから，鉄資材の施用は土
壌中の可溶性ヒ素の溶出抑制を通じて，水稲のヒ素吸収量を低下させ，玄米ヒ素濃度の低

表１ 水管理の違いが水稲の玄米およびワラ中のヒ素とカドミウムに及ぼす影響（Arao et al，2009） 



減に効果があると推察された（図４）．出穂期以
降の水管理と資材施用（0.5t/10a）を組み合わせ
て同様の土壌を充填したコンクリート枠試験（0.

72m2）を行ったところ，出穂直後から落水した
場合には出穂後20日まで湛水した場合に比べて
玄米ヒ素濃度は40％低下したが，カドミウム濃度
は約7倍高い値であった（図５）．カドミウム濃

度の低減を考慮すれば，出穂期以降の湛水期間を
長くすることによる効果は大きい．一方，鉄資材

を施用した場合の玄米ヒ素濃度は出穂直後から
の落水処理とほぼ同程度であった．これらの結果

から，ヒ素とカドミウムの両方を低減するには，
水管理と資材施用を併用することが有効である

と推察された．さらに，鉄資材とケイ酸資材の併
用効果を上記コンクリート枠で検証した．ケイカ
ルの施用は玄米ヒ素濃度への影響が認められな

かったが，鉄資材の施用（0.5t/10a）はゼロ価鉄
（表２中EM）とフェリハイドライト（表２中FB）は無施用区に比べて優位に低下し，転

炉さい（表２中FM）は有意差は認められなかったものの，無施用区よりも20％以上低下し
た（表２）．これらの鉄資材の施用と土壌中の可溶性ヒ素（1M塩酸抽出），非晶質Feおよ

び玄米ヒ素濃度との関係を図６に示した．土壌中の可溶性ヒ素と非晶質Feには極めて高い
負の相関が認められた．特にゼロ価鉄施用による可溶性ヒ素の減少と非晶質Feの増加は顕

著であり，フェリハイドライトがこれに続いた．非晶質Feと玄米ヒ素濃度にも負の相関が
認められた．これらの結果から，鉄資材の施用は土壌中の非晶質Feの増加を促し，ヒ素の
吸着を促進し，その溶出を抑制することで，水稲のヒ素吸収量が低下したのではないかと
推察された．一方で，玄米ヒ素濃度の低下に最も効果のあったゼロ価鉄は土壌に施用され
た場合，難溶性となるヒ素の硫化物を形成することが指摘されており，この効果も大きい

のではないかと考えられる．すなわち，ゼロ価鉄と酸化鉄系の資材であるフェリハイドラ
イトや転炉さいとでは，ヒ素の吸着ならびに溶出抑制メカニズムが異なることも推察され
る．また，水稲の側から鉄資材施用効果を検討すると，Liu et al（2005）が指摘している
ように，根の近傍および表面の鉄酸化被膜の形成が水稲根によるヒ素吸収を抑制している
可能性も考えられる．  

 以上の試験はポットおよびコンクリート枠で実施されたものであるが，いずれも鉄資材施
用により，土壌中の可溶性ヒ素濃度が低下し，水稲のヒ素吸収が抑制され，玄米ヒ素濃度

が顕著に低下したことから，その効果が実証された．現在，かつて農用地土壌汚染防止法
でヒ素汚染地として指定された地域の周辺の比較的ヒ素濃度の高い水田において，同様な
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図 4 ポット試験における土壌への資材施用が水

稲（コシヒカリ）玄米のヒ素濃度に及ぼす影響 

図 5 水管理と資材の施用がコンクリート枠試

験における水稲（コシヒカリ）玄米のヒ素濃度

に及ぼす影響 

図 3 資材の添加が湛水培養土壌の土壌溶液中の

ヒ素濃度に及ぼす影響 



処理区

無施用 25.5 30.2 0.445 a 8.04 a 0.037 0.061
EM 29.7 35.3 0.220 b 5.09 b 0.013 0.038
FB 25.7 32.0 0.237 b 6.95 a 0.021 0.038
FM 28.7 36.4 0.349 ab 7.37 a 0.012 0.038
無施用 27.2 32.6 0.326 7.08 0.024 0.043
施用 27.5 34.4 0.299 6.64 0.018 0.045

二元配置の分散分析
鉄資材 + + *** **** + NS
ケイカル NS NS NS NS NS NS
交互作用 NS NS NS + NS NS
 + p<.10, * p<.05, ** p<.01, *** p<.005, **** p<.001
異なるアルファベット間にRyan法による5％水準の有意差があることを示す．

Cd濃度
玄米 わら

（mg kg-1) （mg kg-1)

乾物重 As濃度
玄米 わら

（mg kg-1) （mg kg-1)

鉄資材

ケイカル

玄米

（ｇ/株）

わら

（ｇ/株）

鉄資材施用の圃場レベルでの実証試験を行っており，これらの技術の実用化に向けた検証
を進めている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．おわりに 

 近年，国際的に食品中の重金属濃度に高い関心が寄せられており，コメ中のヒ素濃度に
も厳しい目が向けられている．日本人のヒ素摂取量の多くは主食であるコメに由来すると

されており，コメ中のヒ素濃度を低下させるための肥培管理技術を確立することが早急に
望まれている．本稿では，かつて山根（1989）を中心に島根県で行われていたヒ素汚染土
壌における水稲の生育障害対策技術を紹介するとともに，その中から，現在の一般的な水
稲の肥培管理に対応可能なヒ素吸収抑制技術について検討した．出穂前後3週間の節水管理

表 2 コンクリート枠試験における鉄資材とケイカルの施用が水稲（コシヒカリ）玄米とワラのヒ素およびカド

ミウム濃度に及ぼす影響 

図 6 鉄資材とケイカル施用による土壌中の可溶性ヒ素濃

度，非晶質 Fe および玄米ヒ素濃度の関係への影響 



は玄米ヒ素濃度の低減に極めて効果的であるものの，カドミウムとの兼ね合いから，さら
に検討を要するであろう．また，そのような水管理の効果は土壌の物理性や地域の気象状
況による影響が大きく，試験で得られた効果を普及していくためには，さらに多くの圃場

レベルでの検証が必要となる．また，鉄資材の施用による玄米ヒ素濃度の低減効果も大き
いが，資材の価格，散布に関連する労力など営農を通じたコスト等も考慮しなければなら
ない．転炉さいの価格は必ずしも高価ではないが，ヒ素濃度の低減効果の高いゼロ価鉄や
フェリハイドライト系の資材の価格は高く，一般的な水田営農からみれば，容易に導入で
きるものではない．このような総合的な観点から圃場レベルでの検証を進めていかなくて

はならない． 

 

６．参考文献 

1）山根忠昭・山路 健・高見有一（1976）: ヒ素汚染土壌における水稲生育障害の発生機

構とその対策（第1報）．島根農試研報，14，1‒17 

2）山根忠昭  （1989）: 水稲におけるヒ素被害の発生機構と対策．島根県農業試験場研究
報告, 24, 1‒95 

3）小山雄生・粟野博夫・渋谷政夫（1976a）: 土壌中のAsと水稲生育との関連に関する研
究（第1報）‒As化合形態と水稲の生育阻害について．土肥誌，47，85‒92 

4）小山雄生・渋谷政夫（1976b）: 土壌中のAsと水稲生育との関連に関する研究（第2報）
‒易溶性Asとくに1NHCl可溶Asとの関連について．土肥誌，47， 

5）増島 博（1976）：土壌中の1規定塩酸可溶ヒ素の測定精度．土肥誌，47，8-9 

6）Arao, T., Kawasaki, A., Baba, K., Mori, S. and Matsumoto, S.  2009a. Effects 

 of  water  management  on  cadmium and arsenic accumulation and dimethyl

 arsinic acid con-centrations in Japanese rice, Environ. Sci. Technol, 43: 9361-9

367. 

7）荒尾知人・他14名（2009）：水田土壌における化学形態別ヒ素の動態に関する最近の
研究動向（総説）．農環研報26，91-103 

8）Arao T., Kawasaki A., Baba K., Matsumoto S., and Maejima Y. (2011) Arsenic 

contamination in soil and various countermeasures. Pedolojist, 202-213 

9）W.-J. Liu, Y.-G. Zhu and  F.A. Smith (2005) Effects of iron and manganese pl

aques on arsenic uptake by rice seedlings (Oryza sativa L.) grown in solution c

ulture supplied with arsenate and arsenite. Plant and Soil, 277, 127–138. 

10）N. Yamaguchi, T. Nakamura, D. Dong, Y. Takahashi, S. Amachi, T. Makino

 (2011) Arsenic release from flooded paddy soils is influenced by speciation, E

h, pH, and iron dissolution. Chemosphere, 83, 925–932. 


