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カドミウム汚染土壌の修復技術の開発

化学環境部 重金属研究グループ長

小野 信一

１．はじめに

食品の国際規格を作る「コーデックス（Codex）委員会 （FAO/WHOの合同食品規格委員会）」

の食品添加物・汚染物質部会（CCFAC）において、食品中のカドミウム最大基準値案が検討さ

れている。2003年6月にローマで第61回FAO/WHO合同食品添加物専門家会合（JECFA）が開催さ

れ、懸案事項であったリスク評価に基づくカドミウム基準値案の見直しが討議された。2000年

6月に開催されたJECFA会議以降に、研究等によって明らかになった新たな事実を加えて、再度

リスク評価を行ったのである。次のステップとして、JECFAのリスク評価に基づきCCFACがカド

ミウムの基準値を検討することになっている。2年に1回開催されるコーデックスの本会議でCC

、 。FAC案が承認されれば 農産物の厳しいカドミウム新基準値が実質的に設定されることになる

また最近わが国では、消費者の間で食品の安全・安心についての関心が、ひじょうに高まっ

てきている。このため、政府は、食の安全・安心を目指すための「食品安全基本法」を成立さ

せ、2003年7月1日付で内閣府に「食品安全委員会」を発足させた。この委員会では、食品の安

全性を科学的に評価し、それを現実の行政に反映させることを目的としている。一方、農林水

産省では、2003年7月1日から、新たに「消費・安全局」を設置した。この部局では、消費者行

政と食品安全行政を一体的に担うこととなっている。

このような背景のもとに、わが国では、米、大豆、麦類、野菜などについて、カドミウムの

国際基準値が設定された後の対策をたてることが急がれている。

現在 （独）農業環境技術研究所は、多くの研究機関と連携して、米、大豆、麦類、野菜等、

におけるカドミウムの低減化技術の開発を行っている。本稿では、それらの技術のうち、カド

ミウム汚染土壌の修復技術について、その概要を報告する。

２．従来は客土による修復技術が主流

１）カドミウム汚染対策の歴史

わが国では、昭和40年代になって日本の各地で、公害問題が頻繁に世間の話題にのぼるよう

になってきた。昭和43年（1968年）にはイタイイタイ病とカドミウム汚染の関係がほぼ立証さ

れた。これを受けて、当時の厚生省は、昭和45年（1970年）に食品衛生法に基づく食品・添加

、 。物等の規格基準を改正し 玄米に含まれるカドミウムは1.0ppm未満でなければならないとした

一方、当時の食糧庁は昭和45年（1970年）に玄米のカドミウム濃度が1.0ppm以上のものについ

ては政府買い入れの対象としないこと、1.0ppm未満のもので政府買い入れ対象となった米につ

、 （ ） 。いても 0.4ppm以上のものについては食料とはしない 工業用の糊などに利用 方針を決めた

その後昭和46年（1971年）に「土壌汚染防止法」が施行され、玄米のカドミウム濃度が1.0p

pm以上となる水田を対象に、カドミウム吸収抑制対策事業が実施された。この当時の対策技術

は、ほとんどが客土（上乗せ客土、排土客土）による土壌修復技術であった。そして、客土の

効果についての研究や試験が各地で実施された。

２）客土の効果

客土は、非汚染土壌の投入により、汚染土壌から水稲根を遠ざけることをねらった手法であ
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り、その効果は大きい。しかし、客土の厚さが薄い場合には、水稲根が汚染土壌まで多く到達

するため、そのカドミウム吸収低減効果は小さくなる。これまでに実施された試験によると、

客土深が15cm以上でよいとする結果（柳澤ら、1984 、20cm以上必要（尾川、1994 、25cmで） ）

十分（近藤ら、1975 、20～30cmでも汚染土の影響を完全に回避することはできない（大竹、）

1992 、など土壌、工法や環境によって結論は異なる。）

３）客土の持続性

つぎに、客土の持続効果について最近調査が行われている。その結果によれば、A地域で30

～40cmの客土で28年後、B地域で20cm客土で24年後、C地域で25cm客土で3年後に十分な持続効

果が認められている。このように、客土の効果は持続性も高い。ただし、深耕して汚染土壌が

混入したり、あるいは潅漑水のカドミウム濃度が高い場合には、客土効果の持続性に低下がみ

られることもある。

４）客土の問題点

以上のように、水稲のカドミウム吸収低減に対する客土の効果は顕著である。しかし、問題

点も多く指摘されている。まずは経費上の問題である。客土工事の単価は高額であり、原因者

負担や国庫補助が十分なければ工事はできない。つぎに、客土材の確保が難しいという問題が

。 、 。 、ある 粘土を適量に含んだ良質の客土用山土を多量に得ることは 最近では容易でない また

客土施工に伴う地力低下の問題がある。客土に使う山土は有機物に乏しい痩せ土なので、多量

。 、 、の堆肥などを長年連用し続けて地力を向上しなければならない さらに 上乗せ客土の場合は

田面の上昇によって、畦畔のかさ上げや潅排水設備の改修などの問題も生じる。

３．現在の研究の概要

現在 （独）農業環境技術研究所では、農林水産省 （独）農業・生物系特定産業技術研究、 、

機構、道県立農業研究機関、大学、民間企業と幅広く連携して、米、大豆、麦類、野菜等にお

けるカドミウムの低減化技術の開発を行っている。すなわち、客土に代わる新しい対策技術の

開発が研究の目的である。ここではその一例として、プロジェクト研究「農林水産生態系にお

ける有害化学物質の総合管理技術の開発」に関する研究のうち、土壌修復技術についての概要
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を紹介する。

図１に研究概要のフロー図を示した。修復技術を適用する場合には、土壌の汚染程度を0.1M

HCl抽出カドミウム量により、おおよそ高・中・低の３段階に区分する。高位汚染土壌はカド

ミウム（Cd）が0.60ppm以上、中位汚染土壌はCdが0.35～0.60ppm、低位汚染土壌はCdが0.35pp

m以下とした。高位汚染土壌では、まず化学的洗浄を行う。この技術では、①洗浄剤の選定、

②効率的な洗浄方法の開発、③廃水処理技術の開発が課題として取り上げられる。洗浄後に土

壌を検定して、汚染レベルが中位に下がっていれば、続いてファイトレメディエーション技術

を適用して、汚染レベルを低位まで下げるようにする。また、汚染レベルが最初から中位レベ

ルの土壌には、直接ファイトレメディエーション技術を適用して汚染レベルを低位に下げるよ

うにする。ファイトレメディエーション技術の開発では、①カドミウム高吸収イネの品種の検

索、②カドミウム高吸収条件の策定、③ファイトレメディエーションに使ったイネの収穫・運

搬・焼却技術の確立などが研究課題となっている。

４．化学的洗浄による土壌修復

化学的な洗浄処理により、汚染された土壌から汚染物質を除去しようという試みがあり、カ

ドミウムについては、過去にいくつかの試験が行われている。尾川（1994）は、土壌を0.1Mの

塩酸（HCl）あるいは0.06Mの塩化カルシウム（CaCl2）で洗浄してポット試験を行った。その

結果、土壌洗浄によって玄米のカドミウム濃度が低下したが、HClとCaCl2ではHClの土壌洗浄

効果が高くなった。中島・小野（1979）は汚染土壌の水田に、EDTA･2Naを1a当たり100kg散布

して土壌洗浄試験を実施した。その結果、土壌洗浄によって、玄米のカドミウム含量はかなり

低下している。

土壌を塩化カルシウムのような資材と水で洗浄して、土壌に吸着されたカドミウムを追い出

す方法では、洗浄後の田面水に溶け出したカドミウムをどのように処理するかという問題が発

生する。この問題も含めて、土壌の洗浄処理をシステム化することにより、以下に示す実用化

研究が現在進められている。

１）洗浄剤の選定

洗浄剤として１４種類の試薬について検定した結果、環境負荷の少ない中性塩のグループでは

塩化カルシウムが最も多くカドミウムを抽出した。また，塩化鉄はキレート剤であるEDTAや強

酸である塩酸などと同等以上の抽出能を示した。以上の結果，環境負荷が少ない塩化カルシウ

ムおよびカドミウム抽出効率の高い塩化鉄を最適洗浄剤として選定した（図２ 。）

図２ 最適洗浄剤のスクリーニング
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２）現地圃場における洗浄試験

現地の水田内に試験田(1a)を設定し，①薬剤洗浄(土壌カドミウム抽出) ②水洗浄（残留カ

ドミウムおよび塩素の除去）③廃水処理（洗浄水中のカドミウムの回収除去；キレート樹脂を

用いた現場設置型廃水処理装置）を実施した（図３ 。この技術開発は （株）太平洋セメン） 、

ト等との共同研究によるものである。

洗浄処理に伴い，現地試験田の0.1N HCl抽出カドミウム含量は0.71mg/kg から0.59mg/kgに

低下し（除去率17.1% ，本法による土壌カドミウムの除去効果が現地圃場で確認された（表）

１ 。残留塩素濃度は水洗浄を８回繰り返すことで水稲の生育許容濃度以下の390mg/lとなっ）

た（表１ 。また，薬剤洗浄および水洗浄処理時に生じた廃水中のカドミウムは現場設置型の）

処理装置により回収除去することで，排水基準（0.1mg/l）以下の0.003～0.019mg/lに低減で

きた（表１ 。以上の結果より，本洗浄システムは農家圃場に適用できることが明らかとなっ）

た。

     表１ 現地における土壌洗浄試験の結果 
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また、土壌カドミウムは各形態共に無洗浄区に比べて洗浄区で低下し，洗浄効果が確認され

た。特に硝安で抽出された交換態画分は無洗浄区の約30%と顕著に低下した（図４ 。）

処理後に栽培した水稲の収量について，あきたこまちでは地上部乾物重，玄米収量共に洗浄

区と無洗浄区の差は認められなかった。密陽23号は移植時期の遅れでほとんどが不稔となった

が，地上部乾物重は両区同等であった（表２ 。以上のように，生育・収量ともに洗浄処理の）

影響は認められなかった。

高吸収品種の密陽23号,普及品種のあきたこまち共に地上部および玄米中のカドミウム濃度

は洗浄区で大幅に低下し，塩化カルシウムを薬剤とした本法のカドミウム吸収低減効果が確認

された（表２ 。あきたこまちではカドミウム含量がCodex基準値の0.2mg/kg以下に減少して）

おり，洗浄法でカドミウム汚染土壌の修復が可能なことが明らかとなった。

５．ファイトレメディエーション技術の開発

土壌中のカドミウムを効率的に吸収する植物があることが、以前から知られている。たとえ

ば、キク科のセイタカアワダチソウやアブラナ科のグンバイナズナはカドミウムの吸収量が多

いといわれている。また最近では、イネ科のソルガムやアオイ科のケナフなどもその例として

あげられている。これらの植物をカドミウムで汚染された耕地に栽培すれば、土壌からカドミ

ウムを吸収除去することができる。

図４ 洗浄処理に伴う土壌Cd含量の変化



- 41 -

この技術は、現在ではファイトレメディエーション（Phyto-remediation）と呼ばれ、環境

にやさしい土壌修復技術として注目されている。ファイト（phyto）というのはギリシャ語で

「植物の」という意味なので、ファイトレメディエーションは日本語では「植物修復」と訳す

ことができよう。ファイトレメディエーションは海外でも広く研究されており、様々な重金属

を汚染土壌から除去する技術として利用が期待されている。カドミウムについては、Brownら

（1995）の文献で、スラスピー（和名；グンバイナズナ）というアブラナ科の植物がカドミウ

ムと亜鉛のHyper accumulator plant（高集積植物）として紹介されている。

日本では以前、館川（1975）がカドミウム汚染土壌からのカドミウム除去を目的として、5

種類の雑草を汚染された2地区と非汚染の1地区の計3ヶ所で栽培し、現地試験を行っている。

その結果によれば、5種類の雑草の中では、セイタカアワダチソウがもっとも乾物生産量が多

く、またカドミウム吸収量も多いとされている。

１）水稲と品種の選定

最近、阿江（2002）により水稲において日・印交雑品種の「密陽23号」などでカドミウムの

吸収量が多いことが認められ、ファイトレメディエーションへの利用が期待されている。水稲

には、他の植物（作物）に比べて、ファイトレメディエーションの実用化に向けて次の利点が

考えられる。

①播種から移植、収穫までの栽培管理技術が確立している

②播種から移植、収穫まで既存の機械で対応できる

③種子の継続的安定供給が地域内で確保できる

④地域にあった品種選択が可能である

⑤水はけが悪い水田であっても良好な生育が可能である

⑥ファイトレメディエーション実行中、農用地に与えるダメージがほとんどない

ファイトレメディエーションのために栽培した水稲は、収穫→搬出→焼却というシステムに

乗せることにより、焼却灰中のカドミウムを回収することができる（図５ 。これらの技術開）

発は （株）植物工学研究所等との共同研究において実施されているものである。、
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２）収穫・梱包作業機械化体系の検討

収穫および焼却処理を効率的に行うために、イネの異なる生育時期での機械による収穫を実

施し、搬出・運搬に伴うハンドリング性と焼却処理の効率化について検討を行った。収穫は9

月30日（糊熟期）と10月30日（完熟期）に実施し、収穫機ならびにラップ機としてホールクロ

ップ収穫機および自走ラップマシーンを用いた。ホールクロップ収穫機はイネの収穫、細断、

圧縮、梱包（ロール形成）を一貫処理する機械で、自走ラップマシーンはこのロールを拾い上

げポリエチレンのフィルムでラップする機械である（図６ 。）

３）収穫イネの焼却試験

焼却処理により収穫イネからカドミウムを効率よく回収するための試験として、ベンチ試験

炉（基礎燃焼炉：200kg/日）およびパイロット試験炉（実証炉：5t/日）での焼却試験を実施

した。本試験では焼却灰の処理量を可能な限り減らすために、飛灰部分（焼却前イネ重量の約

1/100相当）へカドミウムを全量移行させる条件について検討し、焼却コスト削減と効率的な

カドミウム回収を目指した（図７ 。）

小型燃焼炉および中型燃焼炉での試験の結果、800ﾟC以上の燃焼条件下であればカドミウム

を金属イオンとして100%揮散させることが可能であり、バグフィルターの種類の選定およびそ

の改良により99.9%以上のカドミウムを飛灰中で回収できることが明らかとなった。しかし、

焼却炉の規模の違いによるカドミウム揮散率の違いは認められていない。また、燃焼主灰（燃

焼時に出る主要な灰で焼却前イネ重量の約1/10相当）中の重金属類は、Fe, Zn, Mn, Cuが主体

で、カドミウムは認められなかった。このことは、燃焼実験のカドミウム回収において満足で

きる結果が得られたことを示している。

図６ ホールクロップ収穫機（A, B）と自走ラップマシーン（C）およびラップ

された収穫物ロール（D） 

A B 

C D 
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６．おわりに

かつてわが国では、多くの非鉄金属鉱山で銅や亜鉛の採掘が盛んに行われた。以前は、銅や

亜鉛に付随して出て来るカドミウムは、用途のない不要な物質として選鉱過程あるいは精錬過

程で排除されて環境中に放出された。この放出されたカドミウムが、水や風に運ばれて農地へ

混入し、耕地土壌を汚染したのである。これが今日問題となっている主要な農耕地のカドミウ

ム汚染である。

いったん汚染された農地からカドミウムを取り除いて土壌を修復するためには膨大な資金や

労力が必要である。かつては客土によって土壌修復が行われていたが、諸般の社会情勢の変化

からその工事が困難になっている。本稿では、客土に代わる土壌修復技術として、化学的土壌

洗浄とファイトレメディエーションについて概要を紹介した。

しかし、これらの研究はその端緒についたところであり、これから解決すべき課題が多々あ

る。農耕地における化学的土壌洗浄は、低コスト化、環境影響評価、洗浄プロセスの改善等が

今後の課題である。またファイトレメディエーションについても、低コスト化、より効率的な

イネの品種・系統の検索、処理作業の効率化、燃焼に代わるカドミウム回収技術の開発など解

決すべき課題が多い。これらの残された課題に向けた今後の研究の進展が望まれている。

図７ 収穫イネの焼却炉と焼却試験
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