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【基調講演】 

土壌修復技術の現状と今後の展望 
 

矢木 修身（日本大学大学院総合科学研究科） 
 
１．はじめに 

全国各地の土壌・地下水や工場跡地からトリクロロエチレン（TCE）やテトラクロロエチレ

ン（PCE）、シス-1,2-ジクロロエチレン（cis-DCE）などの揮発性有機塩素化合物が、また砒

素、鉛、水銀、6価クロムなどの金属類が、さらにダイオキシン、油、硝酸・亜硝酸性窒素等

が高い頻度で依然として検出され大きな問題となっている。わが国においては、2004年度ま

でに合計1,906件の土壌汚染が判明しているが、アメリカ、ドイツ、オランダにおける土壌汚

染件数は、それぞれ20万、30万、50万件以上あり、アメリカにおける浄化費用は170兆円と試

算されている。 

汚染土壌の浄化方法として、主に固化･不溶化、化学的酸化、焼却、洗浄等の物理化学的手

法が用いられているが、浄化コストが高いため、従来技術と較べ比較的安価で無害化処理技

術である生物学的技術であるバイオレメディエ－ション技術が注目されている。 

バイオレメディエーション技術とは、微生物、植物および動物などの生物機能を活用して

汚染した環境を修復する技術である。一般に土壌1g中には１～100億匹の微生物が生息してい

るが、最適な条件にすれば1,000億匹は生息できる。地球上には5×1030匹の微生物が存在し、

地球上のバイオマスの60％、植物の2倍量存在しているといわれている。したがっていろいろ

な微生物が存在し、極限環境微生物と呼ばれる常識では考えられない微生物が見出されてい

る。pH1～10まであるいは飽和食塩水でも増殖できるもの、また140℃の高温でも増殖できる

細菌が見出され、この細菌で生ごみを分解すると、容器が蒸気で突沸する現象が確認されて

いる。このような微生物は各地から見出され、決して特殊な細菌ではないことが判明してい

る。 

最近、生物的分解が困難と考えられていたクロロエチレン類やダイオキシン類を分解する

新しい嫌気性及び好気性微生物が次々と見出され、これらの微生物を活用するバイオレメデ

ィエーション技術の実用化が開始されている。最近のバイオレメディエーション技術の現状

と今後の展望について紹介する。 

 

２．バイオレメディエ－ション技術の現状 

汚染土壌・地下水の浄化を目的とするバイオレメディエーション技術は、利用する微生物

およびそのプロセスより分類される。微生物の利用法からは 2 種に分類される。一つは、バ

イオスティミュレーション（Biostimulation）といわれ、汚染した土壌・地下水に窒素、リ

ン等の無機栄養塩類、メタン、堆肥等の微生物の増殖に必要なエネルギー源としての有機物、

さらに空気や酸素発生剤（Oxygen Release Compound, ORC）、水素発生剤（Hydrogen Release 

Compound, HRC）、 過酸化水素等を添加し、現場に生息している微生物を増殖させて浄化活性

を高める方法である。他の一つはバイオオーグメンテーション（Bioaugmentation）といわれ、

汚染現場に浄化微生物が生息していない場合に、分解微生物を添加して浄化する方法である。

したがって、新機能を有する微生物の開発が精力的になされている。 
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現在実用化されている技術及び今後実用化が期待される技術の対象物質、活用場所および

活用生物を表１に示す。活用生物として微生物、植物、動物があげられるが、下線を引いた

部分で実用化が開始されている。

軽質油の油汚染に関しては広く

実用化が開始されている。重金

属に関しては、ドイツにおいて

水銀還元細菌が排水処理に、ま

た中国では六価クロムを 3 価に

還元する微生物を用いる排水処

理技術が確立している。PCB、PCE、

TCE、ダイオキシンなどの有機塩

素化合物を分解する種々の微生

物が見出され、浄化への実用化

も始まった。ヒ素に関しては、

メタン生成菌の有するヒ素還元

能を活用してメチル砒素にし、

ガスとして回収する技術の活用

が期待されている。植物による

重金属の蓄積除去の実用化も期

待されている。 

一方、バイオレメディエーシ

ョン技術の利用するプロセスか

ら見た相違により3種に分類さ

れる。１種目は、原位置外処理

（Ex-situ treatment）で掘削

等を施し汚染土壌を原位置よ

り移動して処理する方法で、バイオパイル(Biopile：汚染した土壌を積み重ね、水分や窒素、

リンなどの栄養塩類を添加して、通気することにより土壌中の好気性の微生物の活性を増大

させて浄化する方法)、ウインドローコンポスティング（Windrow composting：掘削した土壌

を畝状に盛り上げこれに発熱性有機物を添加し、高温にして分解速度を速める方法）、ランド

ファーミング(Landfarming：汚染土壌に水分、窒素、リンなどの栄養塩類を添加し、トラク

ター等の機械で攪拌する方法)、スラリー処理（Slurry bioreactor：汚染土壌に水を加えス

ラリー状にし、これを反応槽中に移し分解微生物や栄養物質を添加し、撹拌混合して処理す

る方法）等があり、２種目は、原位置処理（In-situ bioremediation）で土壌を掘削せず原

位置のままで浄化する技術で、バイオベンティング（Bioventing：土壌の不飽和帯に空気を

吹き込むことで現場に生息する微生物活性を高め、有機物の分解を促進する方法）、バイオス

パージング(Biosparging:水飽和帯に空気を吹き込む方法)、直接注入(Direct injection)、

地下水循環(Groundwater circulation)、透過性反応浄化壁（Permeable reactive barrier：

活性な微生物壁を作り、地下水が通過する際に浄化する方法）、ファイトレメディエーション

（Phytoremediation:植物の蓄積・分解能を活用する方法）等があり、三種目はナチュラルア

    活 用 場 所  汚染対象物質 

土壌 水域 大気 排水処理 

重金属（蓄積・分解） 

 Hg 

 Cd、Pb 

 Cr６＋ 

 

微生物 

植物 

 

 

植物 

植物 

 

 

 

 

 

 

微生物 

 

微生物 

有害化学物質（分解） 

 PCB 

 ダイオキシン 

 トリクロロエチレン 

 

 テトラクロロエチレン 

 PAH 

  

 MTBE 

 農薬 

 環境ホルモン 

 NOx, SOx 

 

微生物 

微生物 

微生物 

植物 

微生物 

微生物 

植物 

微生物 

微生物 

微生物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植物 

植物 

植物 

 

微生物 

 

微生物 

 

微生物 

 

 

 

 

微生物 

有機汚濁物質 

   （分解・蓄積） 

 BOD, COD 化合物 

  

 窒素 

 

 リン 

 油 

 

 

 

 

微生物 

 

 

微生物 

植物 

 

 

微 生 物

植物 

微生物 

植物 

植物 

微生物 

  

 

微生物 

 

微生物 

 

微生物 

微生物 

表１ バイオレメディエーション技術の活用可能な対

象物質，活用場所および活用生物 

PAH:多環芳香炭化水素化合物，MTBE:メチル-ｔ-ブチルエーテル

下線：実用化されている技術 

9



テニュエーション（Natural attenuation：自然の浄化力を活用し、浄化の程度をモニターし

て評価する方法）である。 

バイオレメディエーション技術の長所は、①生物を活用するため、常温、常圧で反応が進

む省エネルギー的技術である。②薬品を使用しないため二次汚染が少ない。③原位置での汚

染の修復が可能である。④低濃度、広範囲の汚染の浄化に適応できる。⑤他の処理法と比較

しコストが安いなどがあげられる。 

また、短所としては、①種々の物質で汚染されている場合は、技術開発が必要である。②

物理化学的処理に比べ浄化に長期間を要する。③生物分解されない物質には適応できない。

④有害な中間分解生成物の有無を調べる必要があるなどがあげられる。 

 

３．クロロエチレン類のバイオレメディエーション 

PCE や TCE による汚染に加え、これらの物質の環境中における分解代謝産物であるシス-、

トランス-、1,1-ジクロロエチレン（cis-、trans-、1,1-DCE）、ビニルクロライド（VC）によ

る汚染が問題となっている。PCE を好気的に分解する微生物は見出されていないが、TCE, 

DCE,VC 等のクロロエチレン類は、メタン酸化細菌、アンモニア酸化細菌、トルエン分解細菌、

フェノール分解細菌等の多くの好気性細菌により分解されることが知られている。筆者らは

土壌中よりメタン酸化細菌 Methylocystis sp. M 株を分離し、分解特性、分解酵素、分解酵

素遺伝子、M 株の挙動等の研究を進めている。また、トヨタ（株）と(株)大林組の共同で、

フェノール分解細菌 Janibacter sp．MO7 株を用いる、短期間、低コストで浄化可能な「積

上げ養生型バイオレメディエーション処理システム」が開発されている。 

PCE に関しては好気的分解が困難なことから、嫌気性微生物を活用する方法が採用されて

いる。多くの場合、直接注入方式が用いられる。すなわち、窒素、リン等の栄養塩類、及び

乳酸、食用油および水素発生剤（ポリ乳酸）などの有機物を、地下水あるいは土壌中に垂直

井戸や水平井戸を用いて直接注入し、微生物活性を高める方法である。 

PCE は嫌気的微生物の還元的脱塩素化反応によって、塩素が水素と置換されて、TCE、DCE、

VC、エチレン（ETH）に分解される。これらの反応を有する Dehalococcoides 属の細菌が注目

されている。 

米国やカナダでは、これらの Dehalococcoides 属細菌を含むコンソーシア（集積複合微生

物）が販売され、クロロエチレン類の土壌・地下水汚染の浄化に有用であるとの報告がなさ

れている。Regenesis 社では”Bio-Dechlor INOCULUM”を販売している。この商品は

Dehalococcoides 属 BAV1 株のコンソーシアで、14μM の cis-DCE で汚染した地下水を 50 日間

で 95％以上エチレンにまで浄化する能力を有していた。また SiREM 社は、Dehalococcoides 

ethenogenes の集積体であるコンソーシア“DECHLORINATOR KB-1” を販売している。 

 

４．ダイオキシンのバイオレメディエーション 

ダイオキシン類は、ポリ塩素化ジベンゾ-p-ダイオキシン（DD）、ポリ塩素化ジベンゾフラ

ン（DF）及びコプラナーポリ塩素化ビフェニル（PCB）の３種類の総称で、塩素置換数、置換

位によって数多くの異性体が存在する。ダイオキシン類はごく微量でも生物に対し慢性毒性、

発ガン性、生殖毒性、催奇形性等の様々な毒性影響が懸念されているため、土壌の環境基準

値が 1,000pg/g・土壌および 150pg/g・底質と設定されているが、この値を超えている汚染土
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壌が各地で見出されている。 

最近、DD を分解する微生物が次々と見出されている。これまでに好気性物細菌である

Pseudomonas resinovorans CA10、Pseudomonas veronii PH-03、Sphingomonas sp. HL7、

Sphingomonas (Beijerinkia) yanoikuyae B1、Sphingomonas sp. KA1、Sphingomonas wittichii 

RW1、Burkholderia sp. JB、Rhodococcus opacus SAO101、Terrabacter sp. DBF63、Janibacter 

sp. YY-1 や YA、Geobacillus midousuji SH2B-J2 が、またキノコに分類される白色腐朽菌

Phanerochaete chrysosporium OGC101、Phanerochaete sordeda YK-624 がダイオキシン類を

分解できることが報告され、実用化の研究が精力的になされ、実用化への期待が高まってい

る。 

 

５．微生物によるバイオレメディエーション利用指針（ガイドライン） 

安全性評価手法及び管理手法等のためのガイドラインが平成 17 年 3 月に制定された。利用

対象微生物として、１）分類・同定された単一微生物又はそれらを混合した微生物系 およ

び ２）特定の培養条件で集積培養された複合微生物系であって、その種組成が安定的に構

成されたもの（コンソーシア）の２種類が挙げられている。生態系等への影響評価は、 

１）利用微生物の浄化終了後の増殖の可能性、２）作業区域における他の微生物群集への影

響 ３）作業区域及びその周辺における主要な動植物及び人に対する有害な影響を及ぼす可

能性 ４）浄化対象物質及び分解生産物の拡散の可能性 等に関し実施することとしている。

すでに、Desulfitobacterium sp.KBC1 株を用いる土壌中の PCE の除去、および白色腐朽菌に

よるダイオキシンの除去に関する技術の利用指針への適合が確認されている。 

 

６．今後の展望 

バイオレメディエーションは、微生物を活用することから、毒性の高い物質や PCE やダイ

オキシン等の難分解性物質に対しての適用が困難であった。ところが、最近これらの物質を

分解する新規の微生物が次々と見出されている。また環境中の全 DNA を回収し、クローニン

グして、個々の遺伝子の機能を解析するメタゲノム研究も進展しており、新たな分解能の開

発や更なる分解機能の向上化が期待される。 

また、嫌気性微生物は高塩素化有機化合物の分解に適しており、好気性微生物は低塩素化

有機化合物の分解に適している。両者を併用する手法、さらに、高濃度汚染に有効な物理化

学的手法と低濃度汚染に有効なバイオレメディエーションとの併用技術の開発が期待される。

同時に、自然の浄化力を評価するナチュラルアテニュエーション、植物を用いるファイトレ

メディエーションの開発も大いに期待される。バイオレメディエーション技術は、自然の浄

化力を活用するものであり、更なる発展が期待される。 

 

参考文献 

1) 環境省(2007) 環境・循環型社会白書, 平成 19 年度版. 

2) Atlas R. M. and J. Philp  (2005)  Bioremediation, ASM Press, pp.366. 

3) 今中忠行他(2002) 微生物利用の大展開, エヌ・ティー・エス, pp.1189. 

4) 地盤環境技術研究会編(2003) 土壌汚染対策技術, 日科技連, pp.367. 
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【一般講演(1)】 

イネを利用したカドミウム汚染土壌の修復 
 

茨木俊行（福岡県農業総合試験場） 

 

【背景・目的】 

土壌中の有害な重金属を植物に吸収させることにより汚染土壌を浄化するファイトレメディエ

ーション（Phytoremediation）は環境に優しい方法として近年注目さている。これまでの研究は、

有害重金属を高度に蓄積できる植物の検索に重点をおいたものが多い。しかし、これらの植物は

収量が低かったり、栽培が難しいなど実用化には不向きなものが多い。そこで本研究ではカドミ

ウム（Ｃｄ）汚染農地を対象に、実用的なファイトレメディエーションの確立を目指した。この

目的遂行のため、浄化植物に求められる条件を明らかにし、それに合致した植物を選定した。ま

た、Ｃｄの吸収を高めるための栽培管理技術を検討するとともに、経済性も重視した収穫・乾燥

から処理までの一貫システム技術を検討した。 

【研究の概要】 

１．浄化植物の条件 
ファイトレメディエーションを普及可能な技術にするために植物に求められる条件は、Ｃｄの

吸収に優れること、乾物生産量が多いこと、農家が栽培しやすいこと、既存の農業機械が利用で

きることなどである。これらの条件に合致する作物は、日本ではイネや麦類、飼料作物などであ

る。 
２．イネによる土壌中Ｃｄ濃度の低減化技術 
Ｃｄ吸収に優れるイネ品種を検討したところ、インディカ種でＣｄ吸収量が高いことが明らか

になった。各地域に適合した品種も明らかにすることができ、東北地域ではインディカ種の長香

穀、西南暖地では同じくＩＲ－８、ミナミユタカなどでＣｄ吸収量が優れていた。イネでは水管

理によりＣｄ吸収量が異なることが知られている。そこで、移植後 1 ヵ月以降、落水を順次行い、

落水時期とイネ地上部のＣｄ吸収との関係を検討した。その結果、落水時期を早めても地上部乾

物重は通常の水管理の場合とほぼ同等であった。Ｃｄ含有率は落水時期が早いほど高くなり、こ

のためイネのＣｄ吸収量も落水時期が早いほど高くなることが明らかになった。これらの結果を

もとに、実用化に向けた機械移植試験（面積；33a、移植日；2005 年 6 月 24 日、落水開始日；7
月 23 日、作付前の土壌中Ｃｄ濃度；2.5～2.9mgkg -1）を行った。その結果、ＩＲ－８のＣｄ吸

収量は 696gha -1、モーれつで 546gha -1 であり、作付け前後の土壌中Ｃｄ濃度はそれぞれ、

0.34mgkg -1、0.22mgkg -1低下した（表 1）。 
土壌中のＣｄ濃度とイネ地上部のＣｄ吸収量の関係を場内 1 ㎡枠試験で検討したところ、両者

には高い正の相

関（r=0.832＊＊）

が得られた。こ

の枠試験では 2
年間に土壌中の

Ｃｄ濃度を約

20％低減する

ことができた。 
イネの乾田直

作付前 跡 地

Mgha－１ mgkg－１ gha－１ mgkg－１ mgkg－１

ＩＲ－８ 14 50.1 696 2.52 2.18 (0.34) **

モーれつ 13.5 40.4 546 2.91 2.69 (0.22) **

注)①土壌は作土層を対象とし、10反復の平均で示した。
　 ②カッコ内は作付前後の濃度差を示す。
   ③**はｔ検定により有意水準１％で作付前後のＣｄ濃度に差があることを示す。

吸収量

表１　イネによるカドミウム吸収量と土壌のカドミウム減少量

mgkg－１

土壌のカドミウム濃度

濃度差
乾物重 含有率

品種
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播栽培を試みた（2005 年 5 月 24 日播種、播種量；80kgha -1、作付け前の土壌中Ｃｄ濃度；1.6
～1.8mgkg -1）。畝間間隔を狭めること、除草剤を使用することにより雑草の繁殖を抑制でき、イ

ネは順調に生育することができた。収量は早期落水栽培とほぼ同等で、Ｃｄ吸収量は IR-8 で 628 
gha -1であった。跡地土壌のＣｄ濃度は作付け前に比べて低下し、特に 15～30cm の下層で顕著

であった。この栽培方法は畑地土壌に応用が可能と考えられる。 
３．収穫および乾燥技術 
収穫時に天候が安定した地域で、かつ排水が良好な圃場では「籾・ワラ分別予乾収穫体系」が良い。

これはコンバインで籾を収穫し、ワラは無切断で圃場に落として天日で乾燥させた後ロールベーラーで

拾い上げてロール状に成形するものである。収穫時のイネ地上部の水分含量は 55～65％程度であり、ワ

ラの水分含量は天日乾燥により 20～25％にまで低下した。イネの水分含量と梱包密度との間には負の

相関が認められ、水分含量が低い程梱包密度は高くなった。一方、収穫時の天候が安定しない地域や

排水不良田では「籾・ワラ一体収穫体系」が望ましいと考えられる。これは立毛中のイネをホールクロップ

収穫機で籾・ワラ同時に収穫するものである。なお、梱包ロールを屋外に在庫する場合は上部を透湿防

水シートで覆うことにより水分含量が低下し、ロールの保形性も問題ないことが明らかになった。 

４．焼却処理 
一般に飛灰の発生量は燃焼物投入量の約 100 分の 1 の質量であるため、飛灰でＣｄを回収する

方がその後の処理を考えると効果的である。燃焼温度を 900℃以上に上げると未燃焼物の発生は

なく、ほとんどのＣｄを飛灰で効率的に回収出来ることが明らかになった。そのときの排ガス中

に含まれるＣｄ濃度は 0.01 mg m-3Ｎ未満であった。イネ梱包ロールの焼却に係る費用を既設焼却

炉で算出したところ、水分含量が 40％までは乾燥質量当たりの費用を安く抑えることができた。 
５．バイオマスとしての有効利用 
イネからエタノールへの転換技術とＣｄ回収技

術を検討した。その結果、白米をエタノール用（無

水エタノール生産量：470L/白米 1t）とし、それ

以外（茎葉および籾殻）を熱エネルギー源として

有効利用することが最も効率的であると考えられ

た（図 1）。その際、白米中に含まれるＣｄは、蒸

留残渣をワラ等と混焼後、飛灰から回収すると良

いことが明らかになった。 
【今後の課題】 

イネでは刈り株に高濃度のＣｄが含まれることが明

らかになっている。修復効率を上げるためにはこの刈

り株を効率的に回収する技術を確立する必要があ

る。また、イネ以上に土壌浄化能が高い植物や、土壌

浄化能と高バイオエタノール生産能を併せ持った植

物の検索とその栽培マニュアルの確立は今後も継続

する必要があると思われる。 
ファイトレメディエーションでは修復目標値（土壌の

Ｃｄ濃度）を設定しなければならない。これは修復後の栽培作物の種類などにより異なると考えられ、それ

らの植物による効果の確認が必要である。 
この技術は修復作物を数年に渡り、ほ場外に持ち出すが、その際に土壌の肥沃度が低下するおそれ

がある。そのため、修復後の土づくり対策が必要になる。 

Ｃｄ高吸収イネ

籾 ワラ

白米 米ぬか・籾殻

糖化液

熱エネルギー 焼却

発酵

蒸留 蒸留残渣

バイオエタノール

図１　イネの収穫から処理までのシステム

Ｃｄの回収
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【一般講演(2)】 

オンサイト土壌洗浄によるカドミウム汚染水田の修復 
 

牧野知之（農業環境技術研究所） 

 

【背景・目的】 

我が国には鉱山や製錬所等が原因となったカドミウム汚染水田がある。重金属の一種であるカ

ドミウムは、その摂取量が多ければ人の健康に有害な作用を及ぼすので、食の安全を確保するた

めには、コメ等の農作物に含まれるカドミウム濃度を基準値以下とすることが必要である。汚染

された水田からは基準値を超えるカドミウムを含むコメが生産されることがあるので、これまで

は客土工事等による汚染土壌の修復が行われてきた。しかし、コストが高い、客土に用いる未汚

染土壌の確保が困難である等の理由で実施が難しくなっている。そこで、カドミウムで汚染され

た水田土壌を低コストで迅速に浄化する土壌洗浄技術の開発を目指した。 

【研究の概要】 

１. 洗浄条件の設定 

土壌洗浄法は化学的手法であるため除去効率が高く、短期間で修復可能という長所を

もつ。ただ、これまでの洗浄法は工場跡地などを対象とすることが多く、通常、汚染土

壌を処理場に搬入して浄化している。水田は処理場から遠く離れているため、水田の現

場で土壌洗浄を行う必要がある。また、洗浄剤も環境に優しい資材を使用することが重

要である。そこで、まず各種資材から抽出効率と環境への影響を考慮して、塩化第二鉄

を洗浄薬剤に選定した。塩化第二鉄は水田中で水に溶解し、下記の反応が進行する。生

成した水素イオン（H+）が土壌からカドミウムを溶出させると考えている。  
FeCl3 → Fe3+ + 3Cl–，  Fe3++3H2O→Fe(OH)3 + 3H+         

次に、水田での土壌洗浄を最適化するために、洗浄資材添加量、固液比、撹拌時間、

資材洗浄回数、水洗浄回数等の条件を各種土壌で検討した。pH が高く、粘土質でカド

ミウム含量の高い土壌では塩化鉄の施用濃度上昇に伴いカドミウム抽出量が直線的に

増加した。一方、比較的砂質でカドミウム含量の少ない他の土壌では塩化鉄 10～20 mM
程度でカドミウム抽出量が頭打ちとなり、15mM を施用濃度に設定した。このように

土壌によって粘土含量、有機物含量やイオン保持能などの各種特性値が異なるため、洗

浄資材によるカドミウムの抽出パターンは大きく変化する。現地洗浄では資材濃度の事

前検討が重要となる。固液比（洗浄するときの土と水の比率）は液相の比率が高いほど

カドミウム除去効率が向上するが、水田の畦高さと洗浄工程に使用するトラクターの構

造上の制約から、最大で１：２とした。資材洗浄回数の増加によりカドミウム抽出率は

上昇したが、現地での施用量やカドミウム除去効果を考慮して資材洗浄回数を１回とし

た。以上のように、室内試験の結果に基づき現地圃場での最適洗浄条件を設定した。  
２. オンサイト土壌洗浄 

水田は水持ちが良いため、現場での洗浄処理が可能である。そこで、次のようなプロ

セスの洗浄法を開発した（図１）。①洗浄剤（塩化第二鉄）の水田施用と土壌との混合；

塩化鉄は土壌中のカドミウムを強く洗い出す作用をもち、安価で安全な資材である。施

用後、水田に農業用水を加え、攪拌機で土壌と田面水を混合する。この段階で土壌から

田面水にカドミウムが洗い出される。②水洗浄；さらに用水のみで繰り返し洗浄して、

土壌に残ったカドミウム及び塩素を除去する。③洗浄排水の処理；これらの洗浄におい

て、洗浄後しばらく時間をおいて田面水の濁りが透明になってきたら、排水して現場に
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設置した排水処理装置に導入する。排水処理装置にはカドミウムを回収するための吸着

資材を内蔵している。 

このようなプロセスの洗浄処理を行うことで、洗浄中に生じた廃水中のカドミウム濃

度を排水基準 (0.1 mg/l)及び水質環境基準 (0.01 mg/l)以下に低減でき、本排水処理装置

の有効性が実証された。また、塩酸抽出法で測定した土壌カドミウム含量は無洗浄区に

対して、洗浄区で 30～50％に低下し、本洗浄法による土壌カドミウムの除去効果が確

認された。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. 洗浄効果の検定  

洗浄処理後の土壌では、カドミウム含量が低下して水稲のカドミウム吸収量は低減す

ると期待される。しかし、洗浄に伴い土壌肥沃度が低下し、生育・収量へ悪影響を及ぼ

す可能性も想定される。そこで、土壌肥沃度の変化を評価するとともに、洗浄水田にお

いて水稲栽培を行い水稲収量およびカドミウム吸収の結果に基づいて洗浄法の効果を

検証した。塩化第二鉄洗浄処により交換性カルシウムおよび交換性マグネシウムは大き

く減少した。このため、資材施用により塩基バランスの補正を行った。土壌の電気伝導

度は洗浄処理に伴い上昇し、pH は低下したが、生育に影響を及ぼすレベルではなかっ

た。炭素及び窒素含量は洗浄によりわずかに低下した。また、地上部乾物重、玄米収量

ともに洗浄処理に伴う大きな変化は認められなかった。以上のように、土壌肥沃度の一

部の項目で変化は認められるものの施肥などで補正可能と考えられ、本洗浄法は土壌肥

沃度および水稲生育に大きな悪影響を及ぼさないと判断した。  
一方、地上部のカドミウム濃度は洗浄処理に伴い大幅に低下し、玄米中の濃度につい

ても無洗浄区に対して、洗浄区では 10～30％の値に大きく減少し、塩化第二鉄を洗浄

剤とした本法のカドミウム吸収低減効果が確認された。  
【今後の課題】 
過去に行われた土壌洗浄法は洗浄資材の選定や排水処理の問題を解決できず、汚染

現場への適用は困難とされてきたが、本研究により水田における土壌洗浄は実用的な

レベルに近づいたと考えられる。今後は、洗浄効果の持続性やコスト低減に関する検

討を続けるとともに、洗浄後の転換畑への適用性を検証していく必要がある。 

なお、本発表は太平洋セメント株式会社、長野県農業総合試験場、富山県農業技術セ

ンター、福井県農業試験場、福岡県農業総合試験場、新潟県農業総合研究所（園芸研究

センター）との共同研究の成果をとりまとめたものである。記して深謝する。  

①洗浄剤での溶出工程 ②水洗浄工程 ③排水処理工程

洗浄剤（塩化第二鉄）による
土壌中カドミウム（Cd）の溶出

残存している溶出Cｄと
　　洗浄剤の用水による洗浄

洗浄水中に含まれる Cｄの

キレート資材による除去

洗浄剤洗浄剤

・代掻き（しろかき）
・土壌沈降

Cd

Cd

Cd
Cd

Cd

Cd

Cd

Cd
Cd

Cd

Cd
Cd

Cd

Cd

水水

・代掻き
・土壌沈降

Cd Cd

Cd

排水処理装置

Cd
Cd

Cd

処理水

Cｄの除去

放流

環境基準の

遵守

田面水

③へ

②へ Cd
Cd

Cd

Cd ③へ

Cd

キレート資材

Cd

図１ オンサイト土壌洗浄法のイメージ図 
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【一般講演(3)】 

有機性廃棄物の農耕地利用に伴うカドミウム汚染リスク 
 

川崎 晃（農業環境技術研究所） 

 

【背景・目的】 

わが国において、有機性の産業廃棄物排出量の多い業種は農業と下水道業であり、それぞれ家

畜排泄物と下水汚泥がその大部分を占める。したがって、農業生産における家畜排泄物等の有機

性廃棄物の利用は、有機農業を促進し、循環型社会を形成する上で重要な課題である。しかし、

有機性廃棄物を利用するには、それらに含まれている有害物質の影響評価が必要である。特にカ

ドミウム(Cd)に関しては、従来研究されていた濃度レベルよりも低いレベルでの影響評価を必要

としているが、それに対応できる知見は必ずしも十分ではない。本研究では、有機性廃棄物の利

用と安全な作物生産の両立を目指し、有機性廃棄物の施用に伴って農地に負荷される Cd の蓄積や

存在状態、作物への吸収特性を検討した。 

【研究の概要】 

１．材料と方法 

供試資材として、水産系廃棄物、都市廃棄物、畜産廃棄物、下水汚泥を原料とする肥料(Cd 濃

度は現行法令の許容範囲内)を使用した。それらを土壌に施用し、その連用が土壌中の Cd 濃度(全

Cd または 0.1M 塩酸可溶性 Cd)と存在形態(逐次抽出法による形態分別または E値法による潜在的

可給性 Cd)に及ぼす影響、および作物の Cd 濃度に及ぼす影響を評価した。また、石灰質資材、堆

肥などの施用と、作物の Cd 吸収抑制効果との関係を評価した。さらに、イネについては、収穫前

に Cd 濃度を予測する技術についても検討した。 

２．結果と考察 

北海道で 1年間に発生する有機性廃棄物に含まれる Cd は 6.84 Mg であり、そのうちの 1.62 Mg

が農地還元された。これを北海道の全農地で均等に受け入れたと仮定したときの負荷量は 1.4 

g/ha となった。一方、収穫による農地からの Cd の持ち出し量は、収穫物の Cd 濃度が国際基準の

上限値であったとして、コムギが 0.8 g/ha、キャベツが 1.9 g/ha、ニンジンが 3.0 g/ha、バレ

イショが 3.8 g/ha と試算される。実際の収穫物の Cd 濃度は国際基準の上限値より低く、農地か

らの Cd の持ち出し量は上記の試算より少ないことから、有機性廃棄物に由来する Cd 負荷量であ

る 1.4 g/ha は無視できない水準にあると考えられた。 

熊本県で 1年間に利用される家畜ふん堆肥に由来する Cd は 290 kg であり、県内の農地に均等

に受け入れたと仮定したときの負荷量は 1 g/ha となった。これを市町村別にみると、多いところ

では 9 g/ha に達し、Cd の土壌蓄積が懸念された。 

ホタテウロ肥料(Cd濃度 3.1 mg/kg)連用 4年目の土壌において、Cd の累積負荷量が 40 g/ha 程

度では土壌の 0.1M 塩酸可溶性 Cd 濃度と作物の Cd濃度に有意な上昇は認められなかった。ところ

が負荷量が 90 g/ha になると、土壌の Cd濃度は 0.35 mg/kg(対照区は 0.30 mg/kg)になり、Cd 負

荷量に見合った濃度上昇が認められ、ホウレンソウの Cd 濃度(0.17 mg/kg)も対照区の 0.13 mg/kg

より高くなった。土壌 pH は変化しなかったことから、ホタテウロ肥料は土壌の Cd 収着能を高め

る効果が少なく、可給性 Cd を増やす傾向にあると考えられた。 

都市廃棄物由来の肥料の 4年連用による Cd の累積負荷量は、都市ゴミや下水汚泥による負荷が

15～24 g/ha、水産副産物系肥料による負荷が 67 g/ha であり、水産副産物系肥料の負荷が顕著に

高かった。水産副産物系肥料区土壌の 0.1M 塩酸可溶性 Cd 濃度は対照区より 0.02 mg/kg 程度上昇
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しており、耕起深 20 cm、仮比重 1.2 として予想した

濃度にほぼ見合った。連用 3年目のコムギ子実、連用

4年目のアズキ子実のCd濃度は処理区間で顕著な差は

認められず、その要因は処理区における土壌 pH の上昇

によると考えられた。 

草地更新時に水産堆肥(Cd濃度4.1 mg/kg)を5 Mg/ha

施用した土壌(0～5 cm)の 0.1M 塩酸可溶性 Cd 濃度は

0.35 mg/kg であり、標準施肥区(0.08 mg/kg)より顕著

に上昇した。一方、汚泥区土壌の Cd 濃度は 0.11～0.14 

mg/kgであり、わずかな上昇に留まった。土壌のE値(同

位体交換可能な Cd 量、すなわち潜在的可給性 Cd 量)

は、水産堆肥区が 0.25 mg/kg、標準施肥区が 0.08 mg/kg、

汚泥区が 0.12 mg/kg であり、水産堆肥区において可給

性 Cd 量の増加が認められた。牧草(チモシー)の Cd濃

度は、草地更新 1年目の水産堆肥区が 0.07 mg/kg であ

り、標準施肥区の0.03 mg/kg、汚泥施用区の0.03～0.04 

mg/kg より高かった。ところが、更新 2 年目以降は、

処理区間差が認められなくなった。この土壌の場合、1

分間で同位体交換する Cd 量は処理区間で顕著な差が

認められないことから、1作期に植物に吸収される Cd

量にはあまり違いはないと考えられた。 

土壌 pH がほぼ同等の場合、堆肥連用区のコムギ子実

の Cd 濃度は、石灰施用区より低かった。石灰施用は

Cd 吸収抑制に効果的であるが、その効果は年々低下し、

4 年後には対照区の水準に戻った。アルファルファの

Cd 濃度に対する石灰施用の効果は 1番草において認められるものの、2番草以降になると効果は

判然としなくなった。以上のことから、石灰施用の効果は短期間に限定されると考えられた。 

牛ふん堆肥の施用(40 Mg/ha)は土壌 pH に影響しなかったが、豚ふん堆肥(20 Mg/ha)は土壌 pH

を 0.7 上昇させた。牛ふん堆肥または豚ふん堆肥を Cd 汚染土壌に施用すると、土壌中の交換態

Cd の割合が減少し(図１)、ダイズ、コムギ子実中の Cd 濃度も無施用区よりも低くなった。特に

豚ふん堆肥施用区は土壌 pH の上昇も相まって、効果が顕著であった。以上のことから、堆肥中の

有機物が Cdの可給性を抑制していることが示唆された。 

玄米の Cd 濃度は穂揃い期の若い穂または止葉の Cd濃度と高い相関を示し(図２)、出穂期に落

水しない限り、年度、栽培条件を異にしても同じ相関関係が認められた。したがって、出穂期前

後の湛水管理を行う場合、すなわち Cd 吸収を抑制する栽培を行う場合は、若い穂または止葉の

Cd 濃度から玄米の Cd 濃度を予測できる。 

【今後の課題】 

本研究により、有機性廃棄物の施用に伴う Cd 負荷と作物への影響がある程度明らかになった。

この知見を一般化し、有機性廃棄物の施用が作物の Cd 吸収に及ぼす影響を予測するには、施用

された有機物が土壌の Cd 収脱着特性に及ぼす影響、強度因子として土壌溶液中の Cd 濃度、容

量因子として潜在的可給性 Cd 量などのデータを蓄積し、Cd の可給性に関与する土壌のパラメ

ータと作物の Cd 吸収との関係をさらに詳しく調べる必要がある。 
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図 1．堆肥施用土壌の形態別 Cd 濃度 

図 2．若い穂と玄米の Cd 濃度の相関関係
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【一般講演(4)】 

農薬の水生生物への影響を評価するための、新しい試験法の開発 
 

堀尾 剛（農業環境技術研究所） 

 

【背景・目的】 

これまで農薬の影響評価は主として人に対する健康被害を防止するという観点から行われ、規

制・監視が進められてきている。しかし、近年、野生生態系に与える農薬の影響(農薬の生態影響)

に対する社会的関心が高まり、人への毒性が低い農薬についてもその環境中における動態と環境

中の生物への影響を明らかにして評価することが求められている。生態影響を評価する際には、

現行では、欧米で汎用されている手法に準拠しているため、魚類、ミジンコ、藻類といった限ら

れた生物に対する急性毒性試験を実施し、そこから水産動植物全体への影響を推定している。し

かしながら、この評価法に対しては、評価の対象とする環境・生物が日本に即していない、評価

対象となる生物種・評価法が少ない、あるいは一時的な影響からの回復性を考慮した個体群動態

に関しての配慮がされていない等の指摘がある。そこで、本研究ではわが国の環境に即した農薬

の生態影響の評価手法の高度化を目的に、絶滅危惧植物種や水生昆虫を含む試験生物種の充実化

および複数の生物種からなる個体群レベルでの動態を考慮した新たな影響評価法を検討した。 

【研究の概要】 

１．微生物生態系に着目した生態影響評価法の検討 

河川水中における主要な一次生産者である付着藻類(主として珪藻)及び分解者である細菌は、

石の表面において共生関係を築き生物膜として微生物生態系を構成している。この生物膜に着目

し、研究室内においてモデル生態膜を構築し、個々の生物種ではなく微生物生態系全体への影響

を評価する試験法開発を検討した。 

室内試験において生物膜を構成する細菌及び珪藻を増殖性、付着性、群集の構造解析の際の遺

伝子の反応性や検出力を検討し、細菌 3種及び珪藻 2種を選抜した。これらの組み合わせにより、

群集構造を再現性よく構成する生物膜が形成された。また、細菌は生物膜の形成を促進し、珪藻

は細菌の増殖に必要な有機物の生産に寄与しており共生的な関係を取っていることが明らかとな

った。この生物膜に対して除草剤を暴露すると、珪藻の増殖が阻害され有機物生産が減り、結果

として細菌の増殖も抑制された。以上のように、複数の藻類・微生物からなるモデル生物膜を室

内試験により形成可能となり、モデル生物膜に対する農薬の影響を群集レベルで評価することが

可能となった。 

２．水生昆虫を用いた生態影響評価法の検討 

現行の農薬の生態影響評価制度では、水生生態系の一次消費者の代表種としてミジンコ類が影

響評価試験に用いられている。しかしミジンコ類の生息場所は湖沼であり、我が国の環境に特徴

的な急流河川には分布していないため、必ずしもミジンコ類が河川生態系の一次消費者を代表し

ているとは言い難い。このような河川では通常「川虫」と総称される水生昆虫が一次消費者とし

て重要な役割を果たしている。そこで日本の河川に広く分布する水生昆虫のうち、トビケラ類の

一種コガタシマトビケラ(以下トビケラと略)に着目した。このトビケラを試験生物として用いた、

河川生態系の一次消費者に対する農薬の影響評価手法の開発を目指し、トビケラの室内完全人工

飼育（累代飼育）及び影響評価方法（急性毒性試験法）の検討を行った。 

① 室内完全人工飼育方法の確立：これまで河川の水生昆虫の試験生物化が進まなかった主たる

理由の一つは、生活史全てをカバーする飼育方法の確立が困難であったからである。トビケラ



の室内人工飼育では、幼虫飼育容器に大型シャーレを用い、スターラーにより飼育水を攪拌す

ることによって流水環境を再現し、人工飼料のみで安定的に幼虫を大量飼育できるようになっ

た。また、羽化した成虫に効率よく産卵させ、その卵から幼虫をふ化させて増殖を図ることが

可能となり、室内完全人工飼育法を確立した。現在この技術を用いて第 14 世代まで累代飼育を

継続しており、一年を通して卵を採取できるようになっている。 

② 急性毒性試験法の開発：毒性試験に用いるトビケラとしては、農薬に対して感受性が高く、

成育ステージが揃っている試験個体を確保できる、ふ化後 1日以内の１齢幼虫を用いた。１齢

幼虫の性質や農薬の様々な物理化学的性質に対応した簡便な急性毒性試験法を開発した。この

試験法を用いて各種殺虫剤の毒性試験を実施しトビケラの感受性を調べたところ、再現性が高

い試験結果が得られた。さらに既存の試験生物であるミジンコ類と感受性を比較すると、殺虫

剤の種類によっては感受性に大きな差があることが確認された。 

以上の結果より、トビケラの試験生物化を含め河川生態系の水生昆虫に対する生態影響評価法

を開発した。トビケラは農薬に対し従来のミジンコ類と異なる特性を示すことが明らかとなり、

河川生態系の生態影響評価の際の試験生物として有用であることが示された。 

３．水生の絶滅危惧植物を用いた生態影響評価法の検討 

農薬の生態系への影響を評価する時には、その評価地域において絶滅が危惧される植物が存在

する場合もある。その際には、現行の試験生物である藻類に対する生長阻害試験のみでは、対象

植物への影響評価と乖離する恐れがある。そのため、水生の絶滅危惧植物であるオオアカウキク

サ、サンショウモ、タコノアシ、デンジソウと代表的な試験植物であるコウキクサ、イボウキク

サを対象植物とし、絶滅危惧植物に対する除草剤の急性毒性を明らかにした。また、タコノアシ

については、絶滅を評価の観点に導入した毒性評価手法の開発を検討した。 

水稲用除草剤のうち、シメトリン、ベンチオカーブ、メフェナセットについては、緑藻類の急

性毒性値と本研究で用いた水生植物のそれは概ね一致した。しかし、スルホニルウレア系除草剤

であるベンスルフロンメチルについては、絶滅危惧植物の方が緑藻類に比べ非常に高い感受性を

示した。したがって、農薬の種類によっては、既存のデータでは絶滅危惧植物に対する生態リス

クを検出できない可能性が示唆された。 

次に、絶滅危惧植物タコノアシの絶滅リスク評価に必要となる個体群動態を記述する推移行列

モデルを構築するため、本種の生活史段階別（種子発芽、栄養成長、種子生産など）に除草剤ベ

ンスルフロンメチルの暴露試験を実施し、各生活史段階別にベンスルフロンメチル濃度と生存率

の関係をモデル化した。その結果、種子発芽と栄養繁殖個体の栄養成長は通常使用される農薬濃

度のレンジでは影響を受けなかった。一方、最も感受性の高い段階は当年生実生の初期栄養成長

であった。 

以上により、水生植物の農薬感受性分布の検出と絶滅リスクに基づく個体群レベルの毒性評価

法を開発する上で、絶滅危惧植物を利用することの有効性が示された。 

【今後の課題】 

微生物生態系に着目した生態影響評価では、除草剤の濃度と微生物群集の数や活性に及ぼす影

響との関係を調べ、評価方法の確立を目指す。トビケラの室内累代飼育法及び急性毒性試験法を

マニュアル化して試験法の普及を図るとともに、個体数・産卵数の変動等を考慮した個体群レ

ベルでの影響評価法の開発を目指す。また、絶滅危惧植物タコノアシにおいて実施した生活史段

階別の農薬の影響解明試験を他の絶滅危惧植物においても実施し、絶滅危惧植物に普遍的に見ら

れる影響特性を解明する必要がある。 
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【一般講演(5)】 

東京湾における有機スズの動態モデルの開発 
 

橋本伸哉（静岡県立大学） 

 

【背景・目的】 

トリブチルスズ（TBT）を代表とする有機スズ化合物は、我が国において船底防汚剤や漁

網防汚剤として 1960 年代半ばから大量に使用されてきた。しかし、その強い毒性が明らか

になり 1990 年前後に有機スズ化合物の使用規制が行われた。環境中に放出された TBT は速

やかに分解されず底泥に吸着・蓄積するため、全面禁止後も底泥中の TBT の分解や分解物

の海水中への溶出などに十分配慮しなくてはならない。本研究では、TBT 及び環境中で TBT

が変化した（メチル化した）トリブチルモノメチルスズ（TBMMT）の濃度変化に着目し、

我が国の代表的な内湾である東京湾における有機スズ化合物の濃度を予測するモデルの開

発を行った。 

【研究の概要】 

1．有機スズ化合物の高感度な分析方法の開発 

濃度の低いスズ化合物の分析に適した、ガスクロマトグラフ誘導結合プラズマ質量分析

装置（GC/ICP-MS）を用いた有機スズ化合物の分析方法を検討して、従来のガスクロマト

グラフ質量分析装置（GC/MS）を用いた測定法との感度の比較を行った。海水試料１ℓ中の

有機スズ化合物を分析した場合、従来の GC/MS では検出できる最低濃度が数 ng（10 億分

の 1g）程度であるのに対し、GC/ICP-MS では数 pg（1 兆分の 1g）程度であった。GC/ICP-MS

を使用することで、GC/MS と比較して 2 から 3 桁ほど濃度の低い有機スズ化合物も測定

できるようになった。 

2．環境試料の測定～モデル開発のための基礎データの収集～ 

東京湾内の 5 地点（図 1）の海水及び底泥、また対照試料として駿河湾、南大洋の海水

中の有機スズ化合物の測定を GC/ICP-MS で行った。東京湾の海水１ℓ 中の TBT、TBMMT

量はそれぞれ 0.06～0.4、0.005～0.1 ng であった。堆積物中の TBT、TBMMT は底泥 1g あ

たり 8～18、4～7 ng であった。特に、TBMMT が全ブチルスズに占める割合を検討した結

果、海水中（0.4～3.6％）に比べ、底泥中（5.9～21％）でその割合が高かった。また、TBT

に対する TBMMT の割合は底層海水中の濃度と底泥中の濃度が相関することが明らかに

なり、TBMMT が底泥中で生成して、その後海水中に溶出していることが示唆された（図

2）。駿河湾の海水を分析した結果、12 種類の有機スズ化合物が検出され、中でも TBT が

最も高濃度（0.2～13.6 ng/ℓ）であった。一方、南大洋の海水試料からは 3 種類の有機スズ

化合物しか検出されず、全有機スズ化合物の濃度範囲も 0 から 0.266 ng/ℓ であった。 

3．バイオアッセイによるトリブチルモノメチルスズの毒性評価 

TBMMT の毒性を明らかにするために、酵母を用いた毒性評価方法で毒性を調べた。イ

ボニシ貝にインポセックスを引き起こす原因との関連性が指摘されているレチノイド X 
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レセプター（RXR）を導入した酵母および海洋細菌を用いて毒性を調べた。その結果、

TBMMT は、RXR を活性化せず、細菌に対する毒性を示さなかった。二つの毒性評価にお

いては、TBMMT は内分泌かく乱作用や細菌への毒性が無いことが示唆された。 

4．東京湾有機スズ化合物の動態モデルの構築 

従来の TBT を中心とした有機スズ化合物の環境中での濃度変化（動態）モデルに改良を

加えて、新規に 3 つの TBT 分解物（ジブチルスズ：DBT、モノブチルスズ：MBT、TBMMT）

を含めた有機スズ化合物のより詳細なモデルを開発した（図 3）。モデルの計算結果と東

京湾での化合物の測定値とを比較しながら、新たに加わった 3 つの化合物（DBT、MBT、

TBMMT）のパラメータの最適化を行った。その結果、本研究で開発したモデルを用いて

実測データと良く一致した計算結果を得ることが可能となった。 

5．研究成果 

この 5 年間の研究成果をまとめて、外国雑誌に 2 報の論文を発表した。 
Evaluation of ecotoxicity and fate of methylated butyltins in sediments and seawater from Tokyo 

Bay (Japan). 
Ryo Kurihara, Fujio Shiraishi, Ramaswamy Babu Rajendran, Hiroaki Tao, Fumio   
Horiguchi, Kisaburo Nakata, Shinya Hashimoto. 
Environmental Toxicology and Chemistry, in press. 

Analysis of organotins in seawater of the Southern Ocean and Suruga Bay, Japan by gas 
chromatography/ inductively coupled plasma mass spectrometry. 
Ryo Kurihara, Ramaswamy Babu Rajendran, Hiroaki Tao, Itsuaki Yamamoto, Shinya Hashimoto. 
Environmental Toxicology and Chemistry, 26: 647-654 (2007). 
今後、本研究で開発した動態モデルを従来のモデルと比較して、有機スズ化合物の分解

物も計算に含めた新しいモデルについて外国雑誌に発表する予定である。 
 

   
図 1 東京湾における試料採取地点    図 2 底泥と底層海水中の 

                          TBMMT：TBT 濃度比の関係 

 

 

 

 

 

図 3 本研究で開発した有機スズ化合物の動態モデル 
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【一般講演(6)】 

日本やアジアで使われた農薬のゆくえ？ 
 

○西森基貴・小原裕三（農業環境科学技術研究所） 

魏永芬（岐阜大学） 

 

【背景・目的】 

農薬などの残留性有機汚染物質(Persistent Organic Pollutants: POPs)が、使用地域から遠い北極域

でも検出されるなど、地球規模の環境汚染が問題となっている。このような有害化学物質の持つ

リスクを評価するために最も確実な方法は、直接測定(モニタリング)を行うことである。しかし

ながら多種多様な化学物質の測定を世界各地で常時行うことは、労力的にも経済的にも難しく、

数値モデリング手法が現実的で有効な手段として期待されている。日本では未だモニタリングを

重視する傾向にあるが、欧米では既に数値モデリングが行政施策立案に活用されている 1)。環境

中の挙動がある程度分かっている物質に関して、ある地域の特定の媒体(大気、河川や湖沼など)

における濃度分布を予測するためには拡散モデルが有効である。しかし、環境媒体間の分配傾向

などが未知な物質の動態を予測するためには、多くの媒体を同時に扱うことが可能で、媒体間の

分配傾向が考慮できる「マルチメディアモデル」(Multi-Media environmental fate Model: MMM)の
利用が有効となる。 

これまで欧米諸国で開発されてきた全球規模の MMM2)では、農耕地を取り扱わないか、または

農耕地に関して畑地のみを取り扱うモデルであったため、水田が主要な土地利用を占める日本な

どアジアモンスーン地域へ適用した場合には、現実を反映しない結果しか得られなかった。また、

ストックホルム条約で指定されている POPs は非極性物質であるため、従来の MMM ではこれら

非極性物質を対象としたものであり、極性物質が多い現在の農薬を評価することはできなかった。 

さらに既存のモデルでは、全球表面積の 7 割を占める海洋水中における化学物質の塩析効果 3)

を含んでおらず、全球規模の長距離移動性の評価に関しての疑問が残っている。これまでの全球

規模のモデルでは、南北方向の物質移動のみを考慮しており、東西方向の物質移動まで考慮した

モデルはごく最近のもの 4)5)に限られていた。そこで農業環境技術研究所では、水田媒体を含み、

かつ極性物質の海洋水の塩析効果と東西方向の動態を考慮するための新たなモデル

NIAES-MMM-global6)7)を開発した。ここでは本モデルを用いて、日本やアジアで実際に使われた

農薬の長距離移動や環境中への残留性を評価した結果を紹介する。 

【研究の概要】 

我々が開発したモデルは、上層大気・下層大気、非農耕地・森林・農耕地として畑地と水田、

陸水・陸水底質および海洋の 9 媒体からなる、緯度 15°経度 30°を 1つのグリッドとしたフガシテ

ィ理論 8)に基づいたモデルである。ここでフガシティ f は圧力の単位を持ち、各媒体における濃

度 C に対し、f=CZ(Z は媒体ごとの物質特有のフガシティ容量)の関係にある物理量で、化学物質

の媒体間の分配傾向を記述する際には濃度勾配を用いるよりも優れている 8)。ところで経済開発

協力機構(OECD)で POPs 様物質の推定に関して使われる MMM9)は、物質の放出量や境界条件と

しての自然環境を一定と仮定する定常状態のみの計算を行っているのに対し、本モデルは非定常

状態の計算に対応しており、気温や風などの自然環境の年々および季節変化、ならびに水田媒体

における作物の成長過程に応じた放出量変化に対応していることが特徴である。本発表での評価

対象物質は、日本において過去に使用され正確な出荷記録のある農薬の中で、現在 POPs として

指定されている、あるいは今後指定が予想される DDT、hexachlorocyclohexane(HCH)、heptachlor
およびドリン系の有機塩素系殺虫剤である。 

まず、日本で農薬として使用された HCH を対象とし、1949～1971 年までは実際の使用量デー



タを用い、それ以降は環境中への放出はない(農薬としての HCH の出荷は 1968 年がピーク、1971
年には農薬登録失効)として、現在までの約 60 年間に渡るモデル計算を行った。図 1に、放出源

の日本域、および北方の２つのグリッドにおける海洋水中の濃度(pg/L)の経年変化を対数で表し

たものを示す。これによると 1980 年代半ば頃までは、物質が放出された日本域における海洋中濃

度が最も高く、そこから北方に行くに従って濃度が低くなっている。日本付近の海洋における濃

度のピークは出荷量のピークからやや遅れ、1969～1970 年頃である。その濃度のピークである

1970 年 8 月の海洋中濃度の全球分布(図 2)によると、HCH は放出源の日本付近の海洋より黒潮に

乗ってオホーツク海およびベーリング海付近に高濃度域が拡がり、さらに大気輸送によって東シ

ベリア沿岸の北極海沿岸にも達している。つまり日本で使用された農薬は、当初の予想以上に広

範囲に達していることが示唆された。また図 1 で注目すべき点は、北緯 60°より北の北極域では、

HCH が日本付近でほぼ消失した後もごく最近まで存在したことである。DDT やドリン系農薬を

用いたモデル計算では、このように放出された物質が広範囲に輸送されることはなかった。これ

は HCH が他の農薬に比べ、揮発性と水溶性が高いためである。 

【今後の課題】 

DDT やドリン系農薬を用いたモデル結果では、これら物質の日本の水田土壌中濃度の減少速度

が実測値に比較して過大であった。この原因として本モデルでは、物質の反応消失プロセスを過

大評価していると考えられるほか、中国など日本周辺国からの放出を考慮していないため、物質

の大気中濃度が実測よりも小さくなり、結果として土壌から大気への移行量を過大評価すること

になり、土壌中濃度を過小評価する結果となった。このため、地球上での全放出源を加味したシ

ミュレーション結果との比較が必要である。 
【参考文献】 

1) 片谷教孝 2005. 環境科学，18, 419-426. 
2) Wania, F. and D. Mackay 1999. Environmental Toxicology and Chemistry, 115, 1390-1399. 
3) Xie, W.-H. et al. 1997. Marine Environmental Research, 44, 429-444. 
4) 鈴木規之ほか 2007. 第 16 回環境化学討論会講演要旨集，188-189.  
5) MacLeod, M. et al. 2005. Environmental Science and Technology, 39, 6749-6756. 
6) Nishimori, M. et al. 2007. Organohalogen Compounds, 69, 1461-1464.  
7) Nishimori, M. et al. 2006. Organohalogen Compounds, 68, 1151-1154. 
8) Mackay, D. 2001. Lewis Publishers, 261p. 
9) Bennett, D. H. et al. 2000. Environmental Toxicology and Chemistry, 19, 810-819. 

図１ 日本で使用された HCH の出荷記録を基にした

モデルシミュレーションによる物質の海洋水中の

濃度(log10:pg/L)の経年変化 

図２ 日本域で最も高濃度であった 1970 年 8 月(図 1

の左側の縦線)における海洋媒体中の濃度の全球分

布(log10:pg/L) 
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【一般講演⑦】 

ダイオキシンや DDT を効率的に分解する酵素系の開発 
 

福田雅夫（長岡技術科学大学） 

 

【背景・目的】 

DDT やダイオキシン等の残留性有機汚染物質（POPs, Persistent Organic Pollutants の略）による

地球環境汚染の防止を達成するために、国際的に協調して廃絶・削減等を行う必要から、2001 年

に「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」が採択され、汚染に対する取り組みの強

化が望まれている。環境中に放出された POPs は蒸発し、偏西風等を通じて越境移動し、POPs の
放出がない地域の汚染を引き起こす結果を招いている。 
本研究では、DDT やダイオキシン類による低濃度の環境汚染に効果を発揮すると期待される分

解細菌を利用した処理法を確立することをめざしており、DDT やダイオキシン類に類似の化合物

に分解活性をもつ細菌に着目し、このような細菌から DDT やダイオキシン類に対する潜在的な

分解活性をもつ酵素系を発掘して育種し、実用的な分解活性を備えた酵素系を開発することを目

的とした。 
【研究の概要】 

(1) DDT 分解酵素系の発掘と育種 
自然界では DDT が脱塩素されて DDE に変換される傾向が知られている。さまざまな脱塩素

活性をもつ γ-HCH（γ-BHC）分解細菌 Sphingobium japonicum UT26 株について検討したところ、

DDT を DDE に変換する活性を見いだした。さらに UT26 株の変異株について DDT 変換活性を

検討したところ、DDT の脱塩素活性は γ-HCH 脱塩化水素酵素（dehydrochlorinase）をコードす

る linA 遺伝子に由来することが明らかになった。LinA 酵素のアミノ酸置換変異体について DDT
変換活性を調べて高い活性を示すものを選抜し、それぞれの LinA 酵素を精製して活性を測定し

た結果、高い活性を示す変異体 LinA Y50H/L90A を取得するのに成功した。 
約 50 カ所から採取した土壌サンプルからビフェニルなどの DDE 類似化合物を利用して生育

できる分解菌の検索をおこない、得られた分解菌を DDE を加えた培地で培養後、DDE 分解活

性を GC/MS を用いて調べた。その結果、DDE 分解活性をもつ YM01, YM02, TYM322 を取得し

た。16S rRNA 遺伝子配列の解析から YM01 株は Nocardioides 属、TYM322 株は Pseudomonas 属
に分類された。TYM322 株を DDE を加えた培地で培養して生じる分解産物を GC-MS 分析によ

る質量スペクトルと特異吸収波長測定で調べたところ、芳香環の 3,4-位の炭素を水酸化した後

に芳香環開裂をおこなうことが示唆された（図）。また当研究室が保有している PCB 分解菌

Rhodococcus sp. RHA1株においてもDDE分解活性を見出した。DDEの分解産物を調べたところ、

芳香環の 2,3-位の炭素を水酸化して二水酸化物（diol 化合物）を生成することが示唆されたが、

分解試験に用いる DDE 濃度を下げたところ、芳香環開裂産物に特異的な特異吸収波長が検出さ

れ、DDE から芳香環開裂に至る活性をもつことが判明した（図）。高濃度の基質では芳香環開

裂酵素に阻害が生じることが想像された。RHA1 株はビフェニル水酸化酵素遺伝子を 3 種類も

つが、それぞれのビフェニル水酸化酵素遺伝子についての変異株について DDE 分解活性を調べ

たところ、DDE 分解には bphA 遺伝子のコードする BphA 水酸化酵素が主に関与していること

が示唆された。このことは Rhodococcus erythropolis IAM1399 株に bphA 遺伝子を導入して発現

させると DDE 分解活性が生じることからも確認された。 
DDE 分解能を有する RHA1 株を DDT 分解菌に育種するため、DDT から DDE への変換能を
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もつ linA 遺伝子をもつプラスミド pMYLA を作成して RHA1 株に導入した。しかしながら、得

られた pMYLA をもつ RHA1 株において、DDT から DDE への変換活性は認められなかった。 
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(2) ダイオキシン類分解酵素系の発掘 
ダイオキシン類に属する塩化ジベンゾフランの類似化合物ジベンゾフランを利用して生育で

きる分解菌の検索をおこない、DF412 株を取得した。16S rRNA 遺伝子配列の解析から DF412 株

は Nocardioides 属に分類された。DF412 株の芳香環水酸化酵素に共通する配列をプライマーに用

いた PCR 法により 2 種類の水酸化酵素遺伝子断片を取得した。ジベンゾフラン代謝時に転写誘

導されるかどうかをハイブリダイゼーション実験で調べ、dfdA1 断片を選抜した。この断片をプ

ローブに用いたコロニーハイブリダイゼーションにより水酸化酵素をコードする dfdA1A2A3A4
遺伝子を取得した。これらの遺伝子を Rhodococcus erythropolis IAM1399 株に導入した結果、ジ

ベンゾフラン以外にジベンゾ-p-ダイオキシンおよびビフェニルにも活性をもつことが判明した。 
環開裂酵素遺伝子をジベンゾフラン二水酸化物の類似化合物である 2,3-ジヒドロキシビフェニ

ル対する活性を指標に単離し、3 種類の遺伝子を得た。ハイブリダイゼーション実験によりジベ

ンゾフラン代謝時に転写誘導されるかどうかを調べ、環開裂酵素と加水分解酵素をコードする

dfdB1、dfdC1 遺伝子の塩基配列を明らかにした。これらの遺伝子を Rhodococcus erythropolis 
IAM1399 株に導入したところ 2,3-ジヒドロキシビフェニル対する活性が確認された。また dfdB1
上流に TetR タイプの制御遺伝子 dfdR を見出し、dfdB1C1 の転写を抑制していること、代謝中間

産物である 2,2’,3-trihydroxybiphenyl によって抑制解除されることを明らかにした 
【今後の課題】 

RHA1 株および TYM322 株で芳香環開裂までの酵素系を見出したが、芳香環開裂後の分解酵素

系を発掘する必要がある。すでにビフェニルで生育できる分解菌から芳香環開裂産物を分解でき

る分解菌の検索を進めている。一方、RHA1 株ではビフェニル由来の芳香環開裂産物を切断する

加水分解酵素の三次元立体構造が明らかになっており、立体構造を利用して DDT 由来の芳香環

開裂産物に有効な酵素を設計できる可能性があるので、RHA1 株の芳香環開裂産物分解酵素系を

育種することも検討している。また完全分解菌の育種に向けて RHA1 株に導入した linA 酵素遺伝

子を発現させる必要がある。遺伝子の発現にかかわるプロモーターや SD 配列などを RHA1 株の

遺伝子由来のものと順次置き換えて発現させることを計画している。 
DF412 株のジベンゾフランからサリチル酸に至る分解酵素系を解明したが、サリチル酸以降の

酵素系を解明する必要がある。すでに分解産物の解析からサリチル酸からカテコールを経て分解

されることが示唆されており、酵素遺伝子の共通配列を利用して遺伝子を解明できると考えてい

る。また、塩素化ジベンゾフランなどの塩素化物に対する分解活性を明らかにする必要があり、

準備を進めている。 
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【一般講演(8)】 

品種および資材を利用してキュウリのディルドリン吸収を抑制 
 

○大谷卓・清家伸康・荒尾知人・殷煕洙（農業環境技術研究所）、小野長昭・西原英治・中

野太佳司・横山和男（新潟県農業総合研究所）、森岡幹夫・梁瀬正裕（山形県農業総合研究

センター）、佐藤賢一・菅原章夫（埼玉県農林総合研究センター）、橋本良子（東京都農林

総合研究センター） 

 

【背景・目的】 

「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（POPs 条約）」の規制対象物質の１つであ

るディルドリンは、土壌中での消失速度が極めて遅いため、国内で使われなくなってから 30 年以

上経過（1975年に農薬登録が失効）した現在でも農地に残留している。昨今、いくつかの地域で

生産されたキュウリ果実から、残留基準値（0.02 ppm）を上回るディルドリンが検出され、「食

の安全」を揺るがす問題として社会的な関心を集めるとともに、産地では出荷の自粛や作物・土

壌残留検査などの緊急対応を余儀なくされている。本研究では、低吸収性品種の利用および土壌

への吸収抑制資材の施用によるキュウリ果実中ディルドリン濃度の低減技術を検討した。 

【研究の概要】 

１．低吸収性品種によるキュウリ果実中ディルドリン濃度の低減 

わが国のキュウリ生産はカボチャを台木とした接木栽培が主流であるため、「ディルドリンを吸

収しにくい品種」をスクリーニングする場合、台木と穂木のどちらがその吸収性に支配的である

かを明らかにする必要がある。そこで、キュウリ栽培で一般的に用いられている台木用カボチャ

10 品種、および穂木用キュウリ 23 品種の幼植物をディルドリン残留土壌で栽培し、茎葉部のデ

ィルドリン濃度を比較したところ、それぞれ 2～3倍の品種間差が認められた。次に、ディルドリ

ン吸収性の異なる台木 3品種（[新土佐 1号]＞「ひかりパワーゴールド」＞「ゆうゆう一輝黒タ

イプ」）、穂木 2 品種（「シャープ 1」＞「夏ばやし」）を各々選び、6通りの穂木／台木の組み合わ

図 台木品種の違いが接木キュウリ果実中ディルドリン濃度に及ぼす影響（ポット試験） 

   I： 標準偏差（n=3）． 
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せで接木植物を作成、2 種類のディルドリン残留土壌（黒ボク土および褐色低地土）を充填した 

ポットで収穫期まで栽培し、キュウリ果実中ディルドリン濃度を比較した。その結果、接木植物 

のキュウリ果実中ディルドリン濃度は穂木品種の違いによる影響は小さく、台木品種の影響を強 

く受けていることが明らかとなった。すなわち、「ゆうゆう一輝黒タイプ」のような低吸収性の台

木品種を用いると、いずれの穂木品種においても、高吸収性の台木を用いた場合に比べ、キュウ

リ果実中ディルドリン濃度は 30～50％程度低下していた（図）。 

低吸収性台木品種によるキュウリ果実中ディルドリン濃度の低減効果は、ディルドリン残留圃

場を用いた現地試験においても実証されつつある。ただし、低吸収性品種とはいってもディルド

リンを全く吸収しないわけではなく、果実中ディルドリン濃度の低減効果も高吸収性品種に比べ

て半減程度であるため、重篤な汚染圃場においてはその適用に限界がある点に留意する必要があ

る。しかしながら、低吸収性台木品種の利用は、農家にとっては「単に台木品種を転換するだけ」

のことであるから、余分なコストや労力をかけることなくキュウリ果実のディルドリン汚染を低

減することが可能であり、軽度な汚染地に対応した技術として有望である。 

２．吸着資材の施用によるキュウリ果実中ディルドリン濃度の低減 

ディルドリン残留土壌に各種吸着資材（モレキュラシーブ・ゼオライト・スメクタイト・活性

炭）を混和し、土壌 10 g に対し水 400 mL で 48 時間撹拌して溶出量を比較したところ、活性炭資

材が最もディルドリンの溶出を抑制した。このことから、活性炭資材はディルドリンの吸着能が

高く、土壌に混和することによりキュウリのディルドリン吸収を抑制することが期待された。 

そこで、活性炭資材をディルドリンが残留している現地圃場に土壌混和し、そこで栽培される

キュウリの果実中ディルドリン濃度の低減効果を検討した。その結果、沖積土壌の場合、粉状活

性炭 500 g/㎡あるいは液状活性炭 25 倍液 30 L/㎡程度を施用することにより、キュウリ果実中デ

ィルドリン濃度は無施用区の約 10～30％に低減した。火山灰土壌の場合には沖積土壌に比べてそ

の効果が劣る傾向にあり、液状活性炭 25 倍液 30 L/㎡施用では無施用区の約 60％、粉状活性炭の

場合には施用量を4000 g/㎡としても約50％の低減にとどまったものの、その効果は認められた。

また、効果の持続性についても検討を行い、活性炭資材を施用した後 3年間キュウリを連作して

も、果実中のディルドリン濃度の抑制効果は施用初年目と同程度に推移し、少なくとも 3年間は

効果が持続することが確認された。なお、試験期間内では活性炭資材の施用による収量の低下等

の悪影響は認められていない。 

活性炭施用の効果は土壌により異なり、土壌タイプおよび汚染度に応じて施用量を調節する必

要があるが、少なくとも数年間はキュウリ果実のディルドリン濃度を低減させることが現地圃場

で実証された。活性炭資材は現行では 250 円/kg 程度であり、1 kg/㎡ 施用とすると約 25 万円

/10a 、効果が 5 年間継続するとして年間当たり 5 万円/10a 程度の資材費を要する。しかし、特

に沖積土壌の場合にはその抑制効果が高いため、低吸収性品種の転換では対応仕切れない程度の

汚染地においては実用性が高い技術と考えられる。 

【今後の課題】 

ディルドリンの土壌残留によるキュウリ汚染の対策を講じる場合、現時点では「栽培・収穫

後にキュウリを分析してみないと汚染が判明しない」ため、対策が後手に回らざるを得ない。

このため、「土壌分析から作物汚染の可能性を評価できる測定法」の開発が必須である。また、

「低吸収品種」ならびに「吸着資材」による吸収抑制技術はいずれも対処療法的なものであり、

本質的な問題解決のためには「土壌中からディルドリンを除去する」技術開発が求められる。 
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【一般講演(9)】 

各種汚染土壌のリスク低減化技術を包括的に評価する 
 

○井上 康・片山新太（名古屋大学エコトピア科学研究所） 

 

【背景・目的】 

難分解性有機汚染物質や重金属等による汚染土壌のリスク低減化には、非常に大きなコストや

エネルギーがかかる。汚染サイトによって、必要な対策レベル（リスク低減度）と処理技術、許

容される処理時間とコスト（あるいはエネルギー）が異なるため、対象サイトに適用可能なリス

ク低減化技術を比較評価する手法がリスクコミュニケーションの上で重要になっている。過去、

汚染土壌によるリスクの評価は行われてきたが、必要なリスク低減化のためにどれだけのコスト

で処理するか、どの程度の環境負荷を許容するかなど、リスク低減化技術の総合的パフォーマン

スを評価する手法は無かった。そこで我々は、リスク低減化技術の包括的評価手法の開発を目的

として、汚染土壌に対する各種技術によるリスク低減度とリスク低減化にかかるコスト（または

排出される環境負荷）の両者を考慮する包括的評価指標の提案を行った。 
【研究の概要】 

包括的な評価指標を開発するにあたって、リスク低減化技術のパフォーマンスを特徴付ける項

目として、汚染物質によるリスク、経済的コスト、環境影響および低減化に要する時間を取り上

げ、それらに基づく包括的評価手法の概念を示した。さらに、リスクとしてヒト健康被害リスク、

コストとしてリスク低減化と機能回復にかかる総費用（浄化費用、土地機能の回復費用、生産損

失額の和）、環境影響として二酸化炭素（CO2）排出量をそれぞれ採用して、リスク残存量（＝「低

減化しない時のリスクの大きさ」－「技術適用により低減されたリスクの大きさ」）と総費用、

CO2排出量との積の大きさを指標とした技術評価手法を提案した。提案した包括的評価指標を

RNSOIL（レスキュー・ナンバー・ソイル）と名付けた。RNSOILの値は、小さいほど高評価、大きい

ほど低評価であることを示し、技術の未成熟さを表すと考えられる。 
この技術評価指標は、技術パフォーマンスの判定材料として、リスクコミュニケーションにお

ける技術選択という意志決定をサポートすることを想定したものであり、候補技術のランキング

（順位）を示すものである。一方で、技術保有者・開発者にとっては、自社の技術は他社のもの

と比較して「競争力がどの程度あるのか」を示すものであると考えられる。複数の技術の中で、

高い評価であれば競争力があり、選択される機会が増えると考えられ、逆に低い評価であれば、

選択される可能性が低くなり、競争力を有しないと見なせる。この指標で高い評価となるように

技術開発を行うことができれば、あらかじめ競争力を持った技術の開発に取り組めることになる。 
ランキングを示すだけでなく、技術改良が行われた際の推定指標値を求めることを考えると、

技術スペック上の変化が使用資材、機材、燃料などにどのように影響を与えるかを評価する必要

がある。そこで、コストおよびCO2排出量の評価にライフ・サイクル・アセスメント（LCA）の手

法を適用した。リスク低減化技術の工程モジュール化と工程毎の使用機材、材料、消費エネルギ

ー、必要労働力などの種類と量および単価に関する詳細データ、CO2排出原単位の収集を行い、こ

れらのデータに基づく技術情報データベースおよび技術工程モジュールの構築を行った。 
手法の適用性を検証するために、リスク低減化に関するシナリオを構築して、収集したデータ

を元にしたリスク低減化技術適用時における工程、構成要素毎のコスト、CO2排出量およびそれら

の積み上げによる総コスト、総CO2排出量、さらにRNSOIL値の計算を行った。ここでは、都市的地

域集落の広さ1,000m2の農耕地表層1mのディルドリン汚染土壌に対するリスク低減化技術である



排土客土工法、高温熱脱着工法（以上、物理化学的手法）とバイオパイル工法（生物学的手法、

浄化期間36ヶ月の通常工法と24ヶ月の改良工法の二通り）の比較評価結果を例示した。図1(a), (b)
に、エネルギー消費、建設機械等の使用、資材消費、労働力を内訳として、各技術の総コスト、

総CO2排出量をそれぞれ示した。図2には、排土客土工法を基準（評価指標値=1)として、各技術を

相対評価した結果を示した。倍率が1未満の場合は基準工法より有利に、1以上の場合は不利であ

ることを意味し、特にRNSOILでの比較において、相対値が1付近で競争力有り、1より大きい場合に

は競争力がないことを意味する。バイオパイル工法は、コストおよびCO2排出量で有利であるが、

リスクで大きく劣るため、包括評価では排土客土工法に劣る結果となった。バイオパイル工法の

浄化期間を36ヶ月から24ヶ月に改良短縮した場合も、コストおよびCO2排出量に効果は見られたが、

高温熱脱着を比較しても十分な競争力を持ち得るまでは改善されなかった。 
さらに、この結果を利用して、技術のどの点を、どの程度改良すれば、より高評価である技術

に対する競争力を獲得できるのかを検討することが出来る。バイオパイル工法の競争力は、図1(a)
に示されるように、労働力（人件費）を削減すること、あるいは環境負荷の観点では、エネルギ

ー消費を削減することで、評価指標値の改善が見込まれる。一方で、リスク側の1/3程度までの低

減（図2）も効果的であると考えられる。これは、リスク低減時間を短縮することによって実現可

能であるが、汚染物質に対して非常に早い分解速度を持つ微生物の発見が必要である。これは技

術開発上、キーポイントであるが、非常に困難なポイントでもある。このように、技術改良によ

る競争力獲得に関する事前評価やそれを利用した目標設定が可能であり、RNSOILの適用によって、

効率的な技術選択や効果的な技術開発が見込まれる。 

【今後の課題】 

土地所有者、住民、行政などの意志決定者や企業などの技術開発者が RNSOILによる技術評価・

比較を容易に行えるようにするため、評価システムのソフトウェア化を行うことが課題である。

同時に、事例研究による検証や様々な技術に関するデータ収集とそれに基づくデータベースの拡

充を行うことが重要である。 
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図 1 浄化処理シナリオにおける各技術のコスト、CO2 排出量 

図 2 RNSOIL値による各技術の評価
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ポスター
番号

課題
番号

発表者 発表タイトル

1 1110
伊藤正志、中川進平、佐藤福男、
松本眞一、金和裕(秋田農技セ)

Cd高吸収イネ品種の選定と土壌修復用栽培技術の開発

2 1120-1 茨木俊行、黒栁直彦(福岡農試) 水稲の早期落水栽培によるファイトレメディエーション

3 1120-2
斉藤正志、坪内　均、小谷佳史、
神田美奈子、伊森博志(福井農試)

カドミウム濃度中位土壌におけるカドミウム高吸収イネ、冬
作物の土壌浄化効果

4 1120-3
桑名健夫、三好昭宏、河野　哲
（兵庫農水技総セ）

塩素系肥料の施用がイネのカドミウム吸収に及ぼす影響

5 1120-4
三好昭宏、桑名健夫、河野　哲
（兵庫農総セ）、村上政治（農環
研）

汚染ほ場における「イネ＋エンバク」体系及び「ソルガム＋
エンバク」体系によるカドミウム吸収持ち出し量

6 1130-1

倉俣正人、増谷修一、高橋芳弘
(東北大院生命）、北川悦子(秋田
農技セ)、 Youssefian Shohab(秋
田県立大)、井上千弘(東北大院環
境）、草野友延(東北大院生命)

メヒシバ由来のカドムウム耐性遺伝子の解析

7 1130-2

阿部 みどり（秋田県立大）、倉俣
正人、草野友延(東北大院)、北川
悦子(秋田農技セ)、石川　覚(農環
研)、 Youssefian Shohab(秋田県
立大)

遺伝子組換えイネを用いたカドミウム高吸収機構の解明

8 1130-3
北川悦子、佐藤友博(秋田農技
セ)、 Youssefian Shohab(秋田県
立大)、草野友延(東北大院)

イネ根部から茎葉部へのカドミウム移行性の品種間差異

9 1140-2

神谷　隆、高野博幸(太平洋セメン
ト)、牧野知之(農環研)、近藤和
子、関谷尚紀(長野農総試)、稲原
誠(富山農技セ)、小谷佳史(福井
農試)、黒柳直彦、茨木俊行(福岡
農試)、前島勇治(農環研)

水田土壌を対象とした化学洗浄法によるカドミウム汚染水田の
浄化Ⅰ　- 洗浄メカニズムと現地洗浄試験 -

10 1140-3

近藤和子、関谷尚紀(長野農総
試)、牧野知之(農環研）、稲原　誠
(富山農技セ)、小谷佳史(福井農
試)、黒柳直彦、茨木俊行(福岡農
総試)、神谷　隆、高野博幸(太平
洋セメント)

水田土壌を対象とした化学洗浄法によるカドミウム汚染水
田の浄化Ⅱ　ー水稲栽培による浄化効果の検証ー

11 1140-4

佐藤　淳、竹田宏行、横山和男(新
潟園研セ）、西原英治(鳥取大)、
神谷　隆、高野博幸(太平洋セメン
ト)、牧野知之(農環研）

水田土壌を対象とした化学洗浄法によるカドミウム汚染水
田の浄化Ⅲ　- 洗浄後の転換畑におけるサトイモ栽培によ
る浄化効果の検証 -

12 1140-1
小谷佳史(福井農試)、牧野知之
(農環研)、神谷　隆、高野博幸(太
平洋セメント)

水田土壌を対象とした化学洗浄法によるカドミウム汚染水
田の浄化Ⅳ　-洗浄処理における沈定容積増加現象の原因
解明-

13 1150-1
荒尾知人(農環研）、竹田宏行(新
潟園研セ）、森　伸介(農環研）、西
原英治(鳥取大)

ナスとスズメノナスビ（Solanum torvum ）のカドミウム及び他
の金属元素含量の比較

14 1150-2
森　伸介(農環研）、浦口晋平（東
大・生物生産工学研セ）、石川
覚、荒尾知人(農環研）

ナスおよびナス近縁種間のCd吸収・移行性の比較

15 1150-3
杉山　恵(農環研）、羽鹿牧太(作
物研)

ダイズのカドミウム吸収機構の解明

16 1150-4
羽鹿牧太、高橋浩司、山田哲也
(作物研)、杉山　恵(農環研）

大豆のカドミウム蓄積量の遺伝的背景

【カドミウムチーム（1000）】
低吸収、土壌修復サブチーム（1100）

「有害化学物質」研究成果発表会、ポスター発表リスト
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17 1150-5

竹田宏行、佐藤　淳(新潟園研
セ）、西原英治(鳥取大)、大崎佳
徳、飯田佳代(高知農技セ)、箭田
佐衣子、荒尾知人(農環研）

スズメノナスビ（Solanum torvum ）を台木とした接ぎ木栽培
によるナス果実中カドミウムの低減技術の開発

18 1150-6
松本真悟、三島幹広、斉藤洋美
（島根大学生物資源科学部）

ホウレンソウにおけるカドミウム吸収反応の品種間差とその
要因

19 1150-7
斉藤洋美、三島幹広、松本真悟
（島根大学生物資源科学部）

数種作物のカドミウム吸収反応における必須重金属元素の
相互作用

20 1150-8
辻　顕光、齊藤猛雄 (農研機構野
菜茶研)、荒尾知人（農環研）

近縁種を含むナス類のカドミウム吸収能の評価

21 1150-9
中野亜弓、折坂光臣(岩手県農研
セ)

ホウレンソウのカドミウム吸収特性と土壌pH調整による吸収
抑制効果

22 1150-10
山口誠之、片岡知守、遠藤貴司、
中込弘二(東北農研セ)

玄米カドミウム低吸収性イネ系統の選抜

23 1150-11
石川　覚、阿部薫(農環研）、山口
誠之（東北農業研究セ）

イネのカドミウム輸送機構の解析
－玄米カドミウム濃度の異なる品種間での比較－

24 1150-12 亀和田國彦、中山 恵（栃木農試） 大麦カドミウム吸収の品種・系統間特性

ポスター
番号

課題
番号

発表者 発表タイトル

25 1210-1
細淵幸雄、日笠裕治（道立道南農
試）、古館明洋（道立上川農試天
北支）、中本　洋（道立中央農試）

農耕地における有機性廃棄物利用に伴うカドミウム負荷リ
スクの評価

26 1210-2 川崎　晃、箭田佐衣子(農環研）
同位体希釈法を利用した下水汚泥施用土壌中の可給性カ
ドミウムの評価

27 1210-3
柿内俊輔、古家光之（熊本農研
セ）、川崎　晃（農環研）

オガクズ牛ふん堆肥を連用した黒ボク畑ほ場の大豆・小麦
のカドミウム含有率

28 1220-1 杉沼千恵子（埼玉農林総研セ）
イネ、ムギ、ダイズを対象としたカドミウム負荷軽減のため
の営農対策技術

29 1220-2
本間利光、大峽広智(新潟作物
セ）

カドミウム高吸収稲を用いた汚染土壌の修復

30 1220-3 馬場浩司（農環研）
レーザーアブレーション－ＩＣＰ－ＭＳによる農産物中有害元
素の定量

ポスター
番号

課題
番号

発表者 発表タイトル

31 2111 中野亜弓、折坂光臣(岩手農研) 河川及び広域水系における水田用農薬の動態解明

32 2112 矢口直輝、小林富雄(長野農総試) 傾斜地果樹園における農薬の動態解明

33 2113
大竹敏也、大橋祥範、吉川那々
子、山田眞人(愛知農総試)

傾斜地茶園での農薬の動態解明

34 2114 井上隆信(豊橋技科大) 果樹園散布農薬の流出モデル

35 2121
佐藤一弘、神田　徹、佐藤　賢一
(埼玉農総セ)

ノニルフェノール類の水田から水系への流出動態の解明

36 2122
吉川博道(福工大)、田村廣人(名
城大)

ノニルフェノール系界面活性剤の土壌における動態解明

37 2130 橋本伸哉(静岡県立大)
東京湾におけるメチルブチルスズを含む有機スズ化合物の
動態モデルの開発

38 2151-2
魏永芬(岐阜大)、小原裕三、西森
基貴(農環研)

グローバルスケールマルチメディアモデルのための環境因
子データベースの構築

39 2152
小原裕三、西森基貴(農環研)、魏
永芬(岐阜大)

グローバルスケールマルチメディアモデルのための農薬等
の物理化学的性質データベースの構築

40 2153 清家伸康、大谷卓(農環研) 水田土壌におけるダイオキシン類の消失特性の解明

資材、土壌管理サブチーム（1200）

リスク評価サブチーム（2100，2200）
【有機化学物質チーム（2000）】
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41 2155 北條敏彦、宮崎さとえ(エスコ)
マルチメディアモデル開発のための散布農薬の初期大気移
行・拡散量評価

42 2156 川勝健伸、本橋勝紀(化評研)
土壌中における残留性農薬の分解、消失速度とその温度依
存性

43 2158 脇坂昭弘、岩上　透(産総研)
マルチメディアモデルに必要なオクタノール/水分配係数の
分子科学的評価

44 2211 井藤和人(島根大) 河川モデル生物膜を用いた農薬の影響評価

45 2212
横山淳史、大津和久、堀尾　剛(農
環研)

水生昆虫のトビケラを用いた農薬の影響評価

46 2213 池田浩明(農環研) 水生絶滅危惧植物を用いた除草剤の生態リスク評価

47 2231
大久保誠、清水昭男（中央水産研
究所）

マミチョグ生殖内分泌関連遺伝子のクローニング

48 2232
持田和彦、伊藤克敏、隠塚俊満、
角埜彰、藤井一則(水研セ・瀬水
研)

TBT暴露によりマミチョグ精巣において発現量が変化する遺
伝子

49 2251 飯島憲章(広島大)
有機スズ化合物が魚類の抗菌ペプチド遺伝子発現に及ぼ
す影響の評価

50 2261
高橋透、細江美佐、牛澤浩一(生
物資源研)

内分泌かく乱物質による胎盤形成遺伝子発現障害機構の
解明に基づく影響評価

51 2262
グルゲ キールティ シリ、山中典
子、宮崎茂(農研機構)

家畜の飼料および畜産物におけるダイオキシンおよび
ダイオキシン型化学物質の毒性評価

ポスター
番号

課題
番号

発表者 発表タイトル

52 2311 乾秀之（神戸大） 植物と動物の特性を活かした環境汚染物質の浄化

53 2321 後藤正利、古川謙介（九州大） 有機塩素系化合物分解菌の分子育種

54 2323-1 森本晶、藤井毅（農環研） 環境DNAからの化学物質分解酵素遺伝子取得技術の開発

55 2323-2 津田雅孝、永田裕二(東北大)
培養非依存的手法による土壌からの環境汚染物質分解酵
素遺伝子の取得と解析

56 2326

渡邊克二（九沖農研セ）、吉川博
道（福岡工大）、後藤正利（九州
大）、古川謙介（現別府大バイオ
学科）   

土壌や汚泥から分離したPOPs類を分解する新しい嫌気性
微生物

57 2334-1
横山和男、佐藤淳（新潟農総園研
セ）、西原英治（鳥取大学）

活性炭を利用したキュウリ果実へのドリン吸収抑制技術の
開発　（北陸地域・沖積土壌）

58 2334-2
梁瀬正裕、森岡幹夫、岡本真理、
森谷真紀子（山形農総研セ）

活性炭と台木を利用したキュウリ果実へのドリン剤吸収抑
制技術　（東北南部地域・沖積土壌）

59 2334-3 菅原章夫（埼玉農総研セ）
活性炭を利用したキュウリ果実へのドリン剤吸収抑制の実
用化　（関東北部地域・火山灰土壌）

60 2334-4 橋本良子（東京農総研セ）
活性炭と台木を利用したキュウリ果実へのドリン剤吸収抑
制の実用化　（関東南部地域・火山灰土壌）

61 2411
牧野知之、清家伸康、大谷卓（農
環研）

凝集剤によってダイオキシン類の水田からの流出を防止で
きる　－土壌有機炭素吸着係数に基づく解析－

62 2413
磯田勝広、永瀬裕康、八木清仁
（大阪大）、川瀬雅也（大阪大谷
大）

ダイオキシン類除去のための新規疎水性資材に関する研究

63 2420
池田努（森総研）、河村文郎（国際
農研）

木材の燃焼におけるダイオキシン類生成防止技術の開発

64 2430
西村宏一、須藤まどか（畜草
研）、宮崎茂（動衛研）

牛およびその生産物におけるダイオキシン類の低減化技術
の開発

65 2441
高木和広、亀井一郎（農環研)、吉
岡祐一（東洋電化工業(株)）、岩崎
昭夫(興和(株)）

複合分解菌集積炭化素材を用いた複合汚染土壌のバイオ
レメディエ－ション

66
2443
2444

山口宗義、関谷敦(森総研）、亀井
一郎、高木和広（農環研）、江副
祐介、近藤隆一郎（九州大）

担子菌によるダイオキシン類汚染土壌浄化技術の開発

リスク低減化サブチーム（2300，2400）



【ポスター(1)】 

Cd 高吸収イネ品種の選定と土壌修復用栽培技術の開発 
 

○伊藤正志・中川進平・佐藤福男・松本眞一・金和裕 （秋田農技セ） 

 

カドミウム（Cd）汚染土壌の修復植物としてイネに注目し、Cd 高吸収品種「長香穀」を国内

外の品種 120 種から選定した。さらに植物体の Cd 吸収量を最大化するための最適な施肥量や水

管理方法などの栽培条件、収穫などの機械作業を現地ほ場において検討した。栽培管理は一般

水稲より低コスト、省力的な条件でも高 Cd 吸収量を得ることが可能であり、また収穫作業はフ

レール型飼料稲収穫機械を用いることにより脱粒し易い品種でも収穫ロスを十分に抑えること

が可能であった。 

最適な条件で修復栽培した跡地では栽培前に対して土壌Cd濃度が10%低下した（10ほ場平均、

範囲 2～22%、0.1M 塩酸可溶性濃度、H18 年）。 

 

【ポスター(2)】 

水稲の早期落水栽培によるファイトレメディエーション 
 

茨木俊行・○黒栁直彦（福岡県農業総合試験場） 

 

土壌中のカドミウム(Ｃｄ)を植物によって吸収・除去するファイトレメディエーションはＣｄ

吸収量を高める栽培技術の確立が課題である。浄化植物にイネを用いた場合、Ｃｄ吸収を高める

栽培法として、移植 1 ヵ月後に落水し、それ以降かん水しない早期落水栽培が効果的であった。

この方法でＩＲ－８およびモーれつを栽培すると、乾物重およびＣｄ含有率は経時的に増加し、

それにつれＣｄ吸収量も増加した。作付け前および跡地土壌のＣｄ濃度差はＩＲ－８で 0.34 

mgkg－１、モーれつで 0.22 mgkg－１であり、土壌中のＣｄ濃度は確実に低下した。なお、2006 年

作付け前のＣｄ濃度は 2005 年の跡地土壌より少し上昇したが、これは西南暖地では水稲作付け前

までに刈り株および残根中のＣｄの一部が還元したためと考えられる。 

 

【ポスター(3)】 

カドミウム濃度中位土壌におけるカドミウム高吸収イネ、冬作物の 

土壌浄化効果 
 

○斉藤正志・坪内 均・小谷佳史・神田美奈子 1)・伊森博志 2) 

（福井農試・1)現福井園試・ 2）現福井農林総合事） 

 

カドミウム濃度中位（0.1M 塩酸浸出 Cd 0.5mg kg-1）の中粗粒灰色低地土水田において、カド

ミウム高吸収作物の栽培と圃場外への持ち出しによる土壌浄化の効果を検討した。2005-2006 年

の 2 ヶ年、イネ 8 品種を節水栽培した結果、イネのカドミウム吸収量が多いほど土壌カドミウム

濃度の低下が大きい傾向にあり、高吸収品種（C）では土壌カドミウムが 7 割にまで減少した。

この圃場で 2007 年、食用イネを中干し-間断灌漑により栽培したところ、2006 年までの土壌カ

ドミウム濃度低下（イネのカドミウム吸収）等により土壌カドミウム濃度が低いほど玄米カドミ

ウム濃度が低い傾向にあった。酸性化資材を施用したエン麦（ネグサレタイジ）のカドミウム吸

収量はイネ（IR8）の 1／7 と少なく、冬作物では土壌浄化効果が劣ると察せられた。 
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【ポスター(4)】 

塩素系肥料の施用がイネのカドミウム吸収に及ぼす影響 
 

○桑名健夫・三好昭宏・河野 哲（兵庫農総セ） 

 

塩素イオンは、土壌中のカドミウムを可溶化させて植物への吸収を促進させる効果があるとさ

れる。そこで、塩素系肥料を施用した場合、イネのカドミウム吸収がどの程度増加するのかを検

討した。汚染土壌（カドミウム濃度は 1/10Ｍ塩酸抽出法で約 3mg kg-1 乾土）を用いたポット試

験（塩素系肥料として塩安、対照肥料として硫安を使用、水管理は常時湛水と間断かん水）の結

果、カドミウム吸収量は、間断かん水が常時湛水の 7～8 倍となり圧倒的に多く、肥料による有

意な差は認められない。肥料の影響は水管理に隠されることが伺われる。汚染ほ場における栽培

試験では、有意ではないが、硫安施用より塩安施用のほうがカドミウム吸収が増加する傾向が伺

われる。非汚染ほ場で同様の検討をすると、カドミウム吸収に及ぼす肥料の影響は認められない。 
 

【ポスター(5)】 

汚染ほ場における「イネ＋エンバク」体系及び「ソルガム＋エンバク」

体系によるカドミウム吸収持ち出し量 
 

○三好昭宏・桑名健夫・河野 哲（兵庫農総セ）・村上政治（農環研） 

 

研究用の現地汚染水田（礫質灰色低地土、土性 L、作土中カドミウムは 1/10Ｍ塩酸抽出法で約

3mg kg-1乾土）において、ファイトレメディエーション用に選抜した品種を用いて「イネ＋エン

バク」及び「ソルガム＋エンバク」の周年栽培体系による地上部のカドミウム吸収持ち出し量を

検討した。「イネ＋エンバク」体系による 2 年間の積算カドミウム吸収量は、イネ品種「ＩＲ-8」
で最も多く約 700g ha-1、次いで「ミナミユタカ」で約 600g ha-1である。「ソルガム＋エンバク」

体系による３年間にわたる積算吸収量は約 800g ha-1である。土壌ｐＨは 5.5～6.5 の管理が望ま

しい。両体系とも夏作による吸収量は全吸収量の約７割である。イネ、ソルガム、エンバクの吸

収量は共に年次変動が大きい。その年の天候に応じた吸収を促進させる適切な栽培管理が大切で

ある。 
 

【ポスター(6)】 

メヒシバ由来のカドムウム耐性遺伝子の解析 
 

倉俣正人１、増谷修一１、高橋芳弘１、北川悦子２、ショハブ・ユセフィアン３、井上千弘４、○草野友延１

（１東北大・院生命、２秋田農試、３秋田県立大、４東北大・院環境） 

 

尾去沢鉱山跡地より採取したメヒシバの根から抽出した全 RNA を鋳型に cDNA ライブラリ-を作

製し、カドミウム感受性酵母株（Δycf1）を用いてカドミウム耐性遺伝子のスクリーニングを行

った所、15 個のカドミウム耐性クローンを得た。これらの中で DcCDT1 と命名したクローンは、

cDNA サイズ 521bp（ORF は 168bp）で 55のアミノ酸からなるペプチドをコードしており、そのう

ち 14 残基(25%)がシステインであった。データベース検索の結果、イネから２つ相同遺伝子が確

認された。このうち一つ OsCDT1 については Tos17 遺伝子破壊株が入手できた。現在、シロイヌナ

ズナでの DcCDT1 過剰発現株および OsCDT1 の Tos17 変異株を用いた解析により、CDT1 のカドミウ

ム耐性機構を解析している。 
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【ポスター(7)】 

遺伝子組換えイネを用いたカドミウム高吸収機構の解明 
 

阿部みどり（秋田県立大）、倉俣正人・草野友延（東北大学大学院）、 

北川悦子（秋田農水技セ）、石川覚（農環研）、○ Youssefian Shohab（秋田県立大） 

 

ファイトレメディエーションはカドミウム（Cd）汚染土壌の修復に有効と考えられている。植

物の Cd 高吸収能には植物体内での Cd 輸送能や無毒化および細胞内への蓄積機構が関与すると考

えられているものの、これらの相互の関連性については明らかにされていない。本研究では、そ

れぞれの機能と植物の Cd 高吸収機構との関係を解明するため、重金属輸送遺伝子（merC）や Cd

無毒化作用が期待される 2種類の遺伝子（cys1、ｓPC）および細胞内への Cd 輸送遺伝子（SpHmt1）

を導入した組換えイネを作出した。これら 4種類の遺伝子組換えイネの特性解析を行ったところ、

Cd への感受性や無毒化関連成分の合成量の改変が認められた。さらに、Cd蓄積能の改変も可能で

あることが示唆された。 

 
【ポスター(8)】 

イネ根部から茎葉部へのカドミウム移行性の品種間差異 
 

○北川悦子・佐藤友博（秋田農水技セ）、Youssefian Shohab（秋田県立大）、 

草野友延（東北大院） 

 

イネによるカドミウム（Cd）汚染土壌の修復とこれに適したイネの選定が進められている。イ

ネ茎葉部の Cd 吸収能に品種間差異のあることが知られているものの、他の部位の Cd 吸収特性は

十分解明されていない。本研究では、茎葉部 Cd吸収能と根部 Cd 吸収特性の関係を明らかにする

ため、Cd 汚染土壌を入れたポットで茎葉部 Cd 吸収能の異なるイネ 4 品種を栽培し、生育時期別

ごとの茎葉部と根部 Cd 吸収特性を調査した。その結果、根部から茎葉部への Cd 移行性は Cd高吸

収品種で優れ、根部 Cd蓄積性はその逆であった。また、Cd 吸収量の経時変化から茎葉部 Cd 吸収

能には土壌からの Cd 吸収能と根部から茎葉部への移行性の関与が示唆された。以上から、Cd 高

吸収イネは根部から茎葉部へのCd移行性に優れ、Cd根部蓄積性の低いイネであると考えられる。 

 
【ポスター(9)】 

水田土壌を対象とした化学洗浄法によるカドミウム汚染水田の浄化Ⅰ 
-洗浄メカニズムと現地洗浄試験- 

○神谷隆、高野博幸（太平洋セメント）、牧野知之（農環研）、 

近藤和子・関谷尚紀（長野農総試）、稲原誠（富山農技セ）、小谷佳史（福井農試）、 

黒柳直彦・茨木俊行（福岡農総試）、前島勇治（農環研） 

 

わが国には、廃鉱山や旧製錬所等に由来するカドミウムで汚染された水田があるが、これまで

用いられてきた客土法による修復にはコストが高い、未汚染土壌の確保が困難等の問題点がある。

そこで、土壌に薬剤を添加して洗浄処理を行い浄化する「土壌洗浄法」の開発を目指した。まず、

最適薬剤として塩化第二鉄を選定した。これを水田土壌に添加すると、生成する水素イオンと塩

化物イオンの作用で土壌からカドミウムを効率よく抽出可能なことを明らかにした。この洗浄メ

カニズムに基づき、カドミウム汚染水田に塩化第二鉄を施用・洗浄し、さらに、この洗浄過程で

生じてくるカドミウムを含有する排液をオンサイトで処理可能な実用的な土壌洗浄技術を開発し

た。洗浄に伴い土壌中のカドミウム含量は大きく低下し、本法の浄化効果が確認された。 
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【ポスター(10)】 

水田土壌を対象とした化学洗浄法によるカドミウム汚染水田の浄化Ⅱ 

-水稲栽培による浄化効果の検証- 
○近藤和子・関谷尚紀（長野農総試）、牧野知之（農環研）、稲原誠（富山農技セ）、小谷佳史

（福井農試）、黒柳直彦・茨木俊行（福岡農総試）、神谷隆・高野博幸（太平洋セメント） 

 

第 1 報から引き続き、本研究では水稲栽培により洗浄処理による浄化効果を検証した。まず、

水稲生育に影響をおよぼす土壌肥沃度の変化を測定したところ、カルシウムおよびマグ

ネシウムが減少していたため、資材施用で補正した。土壌 pH は洗浄処理で低下したが、

生育に影響を及ぼすレベルではなかった。炭素及び窒素含量は洗浄によりわずかに低下

した。以上のように、土壌肥沃度の一部に変化は認められるが施肥などで補正可能と考

えられた。水稲収量については、地上部乾物重、玄米収量ともに洗浄処理でやや増加し、

悪影響は認められなかった。一方、玄米のカドミウム濃度は無洗浄区に対して、洗浄区

で 10～30％の値に大きく減少し、本法のカドミウム吸収低減効果が明らかとなった。 

 
【ポスター(11)】 

水田土壌を対象とした化学洗浄法によるカドミウム汚染水田の浄化Ⅲ 

－洗浄後の転換畑におけるサトイモ栽培による浄化効果の検証－ 
○佐藤淳 1・竹田宏行 1・横山和男 1・西原英治 1.2・神谷隆 3・高野博幸 3・牧野知之 4 

（1新潟農総研園研セ、2鳥取大学、3太平洋セメント 4 農環研） 

 

本研究では新潟県下の洗浄試験田においてサトイモ栽培を行い、洗浄処理がサトイモのカドミ

ウム(Cd)吸収に及ぼす効果を検証した。洗浄後の土壌 Cd は、各形態共に無洗浄区に比べ大幅に低

下し、洗浄効果が確認された。サトイモ可食部（孫イモ）の Cd含量は無洗浄区の 0.16mg kg-1に

対して洗浄区では 0.10 mg kg-1と大幅に低下し、洗浄効果が確認された。しかし、降雨により定

植が遅れたため、生育が全体的に劣り、特に洗浄区で低い収量となった。洗浄２年目の生育は両

区とも良好であり、ｱﾙｶﾘ資材との併用効果を検証中である。今後、酸化的条件での土壌洗浄や栽

培技術の改善等の更なる低減対策を行うことで、Cd濃度低減率の向上が可能になると考えられる。 

 

【ポスター(12)】 

水田土壌を対象とした化学洗浄法によるカドミウム汚染水田の浄化Ⅳ 

-洗浄処理における沈定容積増加現象の原因解明- 
○小谷佳史(福井県農業試験場）、牧野知之(農業環境技術研究所）、 

神谷隆・高野博幸(太平洋セメント） 

 

福井県下の洗浄では水洗浄後半から沈定容積（土壌を攪拌・静置後の容積）が増加して田面水

量が減少し、カドミウム除去率が低下した。本研究ではこのメカニズムを検証した。土壌の深さ

別の粒径組成・粘土鉱物組成は、ほぼ同様であり、沈定容積の差異は他の要因による。下層の沈

定容積は表層より大きく、下層内では深い土層(深さ 19～23cm)ほど大きかった。土壌と水の混合

比を変えて攪拌すると回収可能な上澄み量は土壌の比率が高いほど小さかった。一方、洗浄区の

土壌断面における炭素含量の結果から、現地洗浄では下層の巻き上げが確認されている。以上よ

り、現地洗浄では下層土の巻上げで土壌/水の比が大きくなり、沈定容積が増加したと推測された。

下層土巻上げを防止し土壌/水の比を小さくすることでカドミウム除去率の向上が期待できる。 
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【ポスター(13)】 

ナスとスズメノナスビ（Solanum torvum）のカドミウム及び 

他の金属元素含量の比較 
 

○荒尾知人(農環研）・竹田宏行(新潟園研セ）・森 伸介(農環研）・西原英治(鳥取大) 

  

カドミウム(Cd)汚染土壌ポット及び非汚染圃場でナス接木苗（穂木：千両二号、台木：台太郎、

ヒラナス、トルバムビガー、トナシム）を栽培し、果実と茎葉の金属濃度を測定した。ナス果実・

茎葉 Cd 濃度はスズメノナスビ（トルバムビガー、トナシム）台木でヒラナス台木、台太郎台木の

約 30％であったが、各種金属濃度（Ca,Cu,K,Mg,Fe,Mn,Zn）には大きな違いはなかった。また、

ナス（千両二号、台太郎）とトルバムビガーを Cd 汚染土壌で自根栽培し、幼植物茎葉の金属濃度

を測定した。茎葉 Cd 濃度はトルバムビガーで千両二号、台太郎の約 30％であったが、各種金属

濃度（Ca,Cu,K,Mg,Fe,Mn,Zn）には、大きな違いはなかった。これらのことから、スズメノナスビ

には Cd の地上部への移行を特異的に抑制する何らかの機能が備わっていると考えられる。 
 
【ポスター(14)】 

ナスおよびナス近縁種間の Cd 吸収・移行性の比較 
 

○森 伸介 1・浦口 晋平 2・石川 覚 1・荒尾 知人 1 

（1.農業環境技術研究所, 2. 東大・生物生産工学研セ） 

 

1/5000a ポットでナス(台太郎 Solanum melongena)、ES137(Solanum nigrum)、トルバム・ビガ

ー(Solanum trvum)、LS2458(Solanum sp.）、LS2453(Solanum sp.）を栽培し Cdの吸収・移行性を

比較した。茎葉と導管液の Cd 濃度はトルバム・ビガー、LS2458 ＜ 台太郎、ES137、LS2453 であ

った。また、水耕条件下で培養液の鉄濃度(0, 3ppm)の違いによる Cd 吸収・移行性を比較した場

合でも、培養液中の鉄濃度の違いに関わらず、トルバム・ビガーと LS2458 の茎葉と導管液の Cd

濃度は他の品種より低かった。発表ではナス品種間で茎葉 Cd 濃度が異なる生理的要因を検証する

ために千両二号(Cd 茎葉移行性：高)およびトルバム・ビガー(Cd茎葉移行性：低) を用いて、根

の Cd 吸収における速度論的解析も行ったので報告する。 

 
【ポスター(15)】 

ダイズのカドミウム吸収機構の解明 
 

○杉山 恵・羽鹿牧太（農業環境技術研究所・作物研究所） 

 

ダイズは遺伝的に子実カドミウム（Cd）濃度が高い品種と低い品種に分けられる。低 Cd品種は

根に Cd を多く蓄積することで、Cd が地上部に移行するのを抑えている。生育前期では亜鉛（Zn）

の添加によって地上部の Cd 濃度が上昇し、Zn 濃度と高い相関を示した。Cd は Znの移行経路を利

用すると思われる。しかし子実 Cd と Znに関連はみられなかった。地上部に移行した Cd の多くは

葉に蓄積したが、Cd を蓄積したまま落葉することから葉から子実への Cd 転流は少ないと考えら

れた。子実が肥大化する生育後期に子実形成のため多量に必要とされる窒素を追肥したところ、

子実 Cd 濃度が低下した。このことからも、根から他の必須元素とともに吸収された Cd が直接子

実へと移行・蓄積していると考えられた。 
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【ポスター(16)】 

大豆のカドミウム蓄積量の遺伝的背景 
 

○羽鹿牧太・高橋浩司・山田哲也（作物研究所）、杉山 恵（農業環境技術研究所） 

 

大豆の種子へのカドミウム蓄積には品種間差異が存在し、大きく分けて高蓄積品種グループと

低蓄積品種グループに分けられる。国内の主要品種の多くは低蓄積グループに属するものの、

高蓄積グループ品種も存在する。さらに高蓄積グループは育成系譜からハロソイグループ、ホ

ウギョクグループなどいくつかの品種群に分けられた。 

低蓄積品種と高蓄積品種の交配後代は、低と高がほぼ３：１に分離することから低蓄積性が

優性の一遺伝子支配であると考えられる。また遺伝資源から低蓄積グループよりさらに低い品

種を探索した結果、極端に低い品種は見つからなかったものの、やや低い品種がいくつか見い

だされた。 

 

【ポスター(17)】 

スズメノナスビ（Solanum torvum）を台木とした接ぎ木栽培による 

ナス果実中カドミウムの低減技術の開発 
 

○竹田宏行・佐藤 淳(新潟園研セ）、西原英治(鳥取大)、 

大崎佳徳・飯田佳代(高知農技セ)、箭田佐衣子・荒尾知人(農環研） 

 

農水省が行った実態調査では、国内で流通するナスの約 7％がコーデックスの Cd 基準値(ナス

0.05mgkg-1)を超過しており、吸収抑制技術の確立が急務である。そこで、スズメノナスビ（トル

バム種）の台木を用いた接ぎ木栽培によってナス果実中 Cd 濃度を低減する手法を開発した。 

トルバム種の台木に接ぎ木した場合、土壌の種類（沖積土壌：褐色低地土と灰色低地土、火山

灰土壌：黒ボク土）、穂木の種類（千両二号、竜馬、新潟黒十全、魚沼巾着）、作型（6月定植 7

～10 月収穫、9月定植 10～5 月収穫）によらず、自根栽培および他の台木品種に接ぎ木した場合

に比較して概ね 20～40%の濃度に果実中 Cd 濃度を低減できる。トルバム種の市販台木品種は「ト

ルバム・ビガー」「トナシム」「トレロ」があり、いずれも同様の Cd 濃度低減効果を持つ。 
 

【ポスター(18)】 

ホウレンソウにおけるカドミウム吸収反応の品種間差とその要因 
 

○松本真悟・三島幹広・斉藤洋美（島根大学生物資源科学部） 

 

ホウレンソウの Cd 吸収反応には品種間差が認められている．Cd は植物の必須元素ではないた

め，その地上部への吸収・移行には，必須重金属元素の輸送機構が関与していると考えられる．

本研究では，ホウレンソウの地上部の Cd 濃度と他の重金属との関連性に着目し，その吸収・移行

特性を明らかにすることを目的とした．Cd を添加した水耕栽培でホウレンソウを栽培したところ，

地上部の Cd 濃度には品種間差が認められたが， Cd 濃度と Cu，Zn，Mn，Fe 濃度にはそれぞれ明

瞭な関係は認められなかった．しかし，地上部 Cd 濃度と地上部の Cu と Cd の比率(Cu/Cd 比)には

極めて高い相関が認められ，Cd濃度の高い品種ほど Cu/Cd 比が低い(Cd 比率が高い)という関係が

示された．Cd の吸収・移行は必須元素（Cu など）の誤認による可能性が示唆された． 
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【ポスター(19)】 

数種作物のカドミウム吸収反応における必須重金属元素の相互作用 
 

○斉藤洋美・三島幹広・松本真悟（島根大学生物資源科学部） 

 

Cd は 2 価イオンであり、同様に 2価イオンとして土壌中に存在する微量金属元素(Zn,Cu,Fe)と

Cd の植物の吸収への関連性は明らかではない。そこで、数種類の作物を Cd を添加した水耕溶液

で栽培し、植物体(地上部、根部)及び、導管液中における Cd と他の微量金属元素の存在比を調査

することにより、作物の Cdの吸収・移行に対する他の微量金属元素の関連性を検討した。溶液の

Cu，Zn，Fe 濃度の変化によって各作物の導管液中の Cu 濃度は強く影響され、特に溶液 Cu10 倍処

理区の導管液中の Cd濃度は全ての作物において顕著に減少した。すなわち、作物の Cd 吸収反応

において、地上部への Cdの吸収・移行は Cd と Cu、Zn、Fe との拮抗作用により影響を受けるもの

と推察された。 

 

【ポスター(20)】 

近縁種を含むナス類のカドミウム吸収能の評価 
 

○辻 顕光・齊藤猛雄（農研機構野菜茶研）、荒尾知人（農環研） 

 

カドミウム（Cd）吸収能が低いとされるトルバム・ビガーよりさらに低吸収能のナス台木開発

を目的として、市販のナス台木用品種およびナス近縁種合計８８点の幼苗に対して Cd を含む水溶

液で処理し、数週間後に地上部の Cd 含有量を測定、比較した。 

その結果、近縁種を含むナス類の Cd 濃度は、トルバム・ビガーの濃度の 0.7 倍から 19 倍の範

囲であり、トルバム・ビガーと同程度に低いグループ、ナスと同程度（トルバム・ビガーの３～

６倍）のグループ、および高い濃度（同じく７倍以上）のグループに分けることができた。また、

低吸収能グループを台木としてナス‘千両二号’を接ぎ木し、穂木への Cd 移行性を調査したとこ

ろ、穂木の Cd 濃度は台木自身の Cd 吸収能を良く反映していた。 

 

【ポスター(21)】 

ホウレンソウのカドミウム吸収特性と土壌 pH 調整による吸収抑制効果 
 

○中野亜弓・折坂光臣（岩手県農業研究センター） 

 

野菜の中でも可食部カドミウム濃度が高いと懸念されるホウレンソウについて、土壌と地上部

（可食部）カドミウム濃度との関係を調査した。多くの品種で土壌 pH の上昇に伴い地上部カドミ

ウム濃度が低下する傾向があり、ホウレンソウの生育至適 pH を目標に、石灰質資材の施用によ

り土壌ｐＨ調整を行うことで地上部カドミウム濃度の低減が可能であることが示された。

土壌 pH が上昇すると、土壌中カドミウムのうち交換態および無機結合態カドミウムが減

少し、これらの画分は地上部カドミウム濃度と相関が高いことから、ホウレンソウは主に

これらの画分のカドミウムを吸収すると考えられる。 
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【ポスター(22)】 

玄米カドミウム低吸収性イネ系統の選抜 
 

○山口誠之・片岡知守・遠藤貴司・中込弘二（東北農業研究センター） 

 

カドミウム（Cd）汚染土壌で栽培するイネのCd低減対策の一つとして、低吸収性品種の利用は

重要である。玄米Cd吸収性が一般品種よりも低く栽培特性が優れた系統の育成を目標に、実用的

な栽培特性が不十分なCd低吸収性品種「LAC23」と草姿の良い多収品種「ふくひびき」との交雑後

代から有望系統の選抜を行った。「LAC23/ふくひびき」由来126系統の玄米Cd濃度はF3系統（2005

年）で0.25～1.31mg/kg、F4系統（2006年）で0.26～1.44mg/kgのばらつきがあり、２年間とも玄

米Cd濃度が「ふくひびき」の半分以下のものが８系統存在した。これらは、出穂期が「ふくひび

き」より遅く、稈長が長かったが、粒形が「ふくひびき」に近いものが存在した。今後、これら

のCd低吸収性系統の収量試験、食味試験等を実施して特性を把握し、品種育成を目指す。 

 

【ポスター(23)】 

イネのカドミウム輸送機構の解析 

－玄米カドミウム濃度の異なる品種間での比較－ 
 

○石川覚・阿部薫（農業環境技術研究所）、山口誠之（東北農業研究センター） 

 

本研究は、低カドミウム（Cd）イネ品種の開発に向けて、イネの Cd輸送機構を解析することを

目的とした。得られた結果は以下のとおりである。１）玄米 Cd 濃度の異なる代表的な３品種（LAC23

＜コシヒカリ＜密陽 23 号、玄米 Cd 濃度の低い順）を選抜し、Cd の器官別分布割合を比較した。

その結果、LAC23 は茎葉部に Cd を高蓄積し、玄米への Cd 移行を抑制している可能性が示唆され

た。２）玄米への Cd 移行に関わる経路を明らかにするため、導管液と篩管液を採取し、各々の

Cd 濃度を品種間で比較した。その結果、LAC23の導管 Cd 濃度は比較的高いが、篩管 Cd 濃度は最

も低く、玄米 Cd 濃度の品種間差異と一致した。以上の結果、根に吸収された Cdは導管を通して

茎葉部へ運ばれるが、その後、篩管経由で玄米に到達すると考えられた。 

 

【ポスター(24)】 

大麦カドミウム吸収の品種・系統間特性 
 

○亀和田國彦・中山恵（栃木県農業試験場） 

 

大麦 45 品種を非汚染ほ場および Cd 添加土壌で栽培し、大麦の Cd 含有率を測定した。 

非汚染ほ場(0.1M 塩酸抽出 Cd：0.20mgkg-1)で栽培した大麦の子実中 Cd 濃度は、0.01～ 

0.07mgkg-1、わら中 Cd含有率は 0.02～0.76mgkg-1の範囲に分布した。また、Cd を 10mgkg-1 

添加した土壌で栽培した大麦の子実中 Cd 含有率は、0.06～2.76mgkg-1、現地汚染土壌(0.1M 塩酸

抽出 Cd：2.19mgkg-1)で栽培した大麦の子実中 Cd含有率は、0.31～0.51mgkg-1の範囲に分布した。

大麦の品種は、土壌中の Cd 含有率に関わらず、子実・わらともに Cd 含有率の高い品種群と子実・

わらともに Cd 含有率の低い品種群に分けられ、Apam およびカシマムギ等は、高い品種群に、

2727(GRIN)および Spartan 等は、低い品種群に分けられた。 
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【ポスター(25)】 

農耕地における有機性廃棄物利用に伴うカドミウム負荷リスクの評価 
 

○細淵幸雄 1、古館明洋 2、中本洋 3、日笠裕治 1 

(1道南農試,2上川農試天北支場,3中央農試) 

 

北海道における有機性廃棄物由来のカドミウム(Cd)発生量は年間約 8.1×106g と試算され、そ

の内訳は農業由来の家畜ふん尿(25%)、非農業由来の水産系廃棄物(15%)と汚泥類(41%)である。発

生した Cd のうち、現状では農業および非農業由来からそれぞれ 2.0×106および 1.3×106g が農

地還元されていると推定される。今後非農業由来の農地還元が促進されると、Cd 負荷も増加する。 

有機性廃棄物由来資材の施用に伴う Cd 負荷量が、作物の吸収量に近い場合、土壌の 0.1mol/L

塩酸可溶性 Cd(0.1NHCl-Cd)の増減は少ない。しかし、負荷量が作物の吸収より多い場合、負荷量

と土壌の 0.1NHCl-Cd との間に直線関係が得られ、負荷量 250g/ha で 0.1NHCl-Cd が 0.1mg/kg 増加

する。 

 

【ポスター(26)】 

同位体希釈法を利用した下水汚泥施用土壌中の可給性カドミウムの評価 
 

○川崎 晃・箭田佐衣子（農業環境技術研究所） 

 

同位体希釈法を用い、土壌中の可給性カドミウム(Cd)の総量、すなわち土壌の液相中の Cd 量と、

固相中の Cd のうち液相に移行できる Cd 量の合量(E 値)を評価した。113Cd をスパイクした土壌懸

濁液の 113Cd/114Cd 比はスパイク後 400 分までに急速に減少したが、スパイク後 7 日目以降はほぼ

一定(平衡状態)に達し、平衡時の 113Cd/114Cd 比から E 値が算出できた。スパイク後の 113Cd/114Cd

比の時間変化は Fardeau らの式に合致し、スパイク後 100 分までの 113Cd/114Cd 比の測定値からス

パイク後 7 日以降の 113Cd/114Cd 比ならびに E 値が推算できた。対照区土壌と下水汚泥連用(5 回)

土壌の E値に差が認められなかったことから、汚泥施用は可給性 Cd の総量に影響しないことが示

唆された。また、E値は土壌中の全 Cdの 40～60%であり、0.1M塩酸可溶性 Cd 濃度に相当した。 

 

【ポスター(27)】 

オガクズ牛ふん堆肥を連用した黒ボク畑ほ場の 

大豆・小麦のカドミウム含有率 
 

○柿内俊輔・古家光之（熊本県農研センター）、川崎 晃（農環研） 

 

作物生産にとって重要な土づくり資材である牛ふん堆肥を 0、2 及び 4t/10a の３水準として 8

年間連用した黒ボク畑において大豆及び小麦を栽培し、子実中 Cd含有率に及ぼす家畜ふん堆肥に

由来する Cd負荷の影響について検討した。その結果、子実中 Cd 含有率はオガクズ牛ふん堆肥の

施用量に拘わらず、大豆では 0.01～0.02mg/kg、小麦では 0.03～0.06mg/kg とほぼ同じ範囲の値

で、牛ふん堆肥施用の影響はほとんど認められなかった。また、土壌中の 0.1N-塩酸抽出態 Cd 含

有率は堆肥連用開始時 0.1～0.13mg/kg、堆肥連用試験終了時の 2005 年は 0.08～0.14mg/kg であ

り、堆肥連用による増加もみられなかった。 
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【ポスター(28)】 

イネ・ムギ・ダイズを対象としたカドミウム負荷軽減のための 

営農対策技術 
 

杉沼千恵子（埼玉県農林総合研究センター） 

 

イネ、ムギ、ダイズの輪作地域を対象に、カドミウム負荷軽減のための営農対策技術を検討し

た。水稲では、中干しを強く行うと、出穂期前後の湛水条件下でも還元状態が安定せず、落水後

は速やか酸化状態になり、玄米カドミウム濃度が上昇した。ただし、穂肥施用時に ALC を施用す

ると、玄米カドミウム濃度は低下し、その効果は後作のコムギでも継続した。 

ダイズ・コムギ輪作体系における、石灰資材施用による土壌 pH上昇効果は２作目までは継続し

たが、３作目では資材施用前程度まで低下し、子実カドミウム濃度低減効果がみられなくなった。 

ダイズ及びコムギ子実カドミウム濃度と相関関係がみられた、作付け前土壌の 0.01N 塩酸抽出

カドミウム濃度を基にしたカドミウム吸収抑制対策の実施指標を算出した。 

 

【ポスター(29)】 

カドミウム高吸収稲を用いた汚染土壌の修復 
 

○本間利光・大峽広智（新潟県農業総合研究所） 

 

[目的]カドミウム(Cd)汚染土壌において土壌修復技術を確立するため、修復に適する水稲品種の

生育特性および 3ヵ年の修復効果・土壌の理化学性の変化を明らかにする。 

[方法] Cd 高吸収 6品種を節水管理下で 3ヵ年栽培し、部位別の Cd 吸収量および土壌中の Cd 濃

度の変化を測定した。また、試験開始前後の土壌 Cdの形態変化と土壌理化学性の変化を測定した。 

[結果] 供試圃場の試験開始前の作土中 Cd 濃度は約 0.5mgkg-1であった。3ヵ年の Cd 吸収量は I

で多く、また土壌 Cdの土壌修復効果も Iが最も高かった。このときの土壌 Cd濃度は 0.48 mgk-1 か

ら 0.31 mgkg-1に減少し、非汚染地レベル程度まで低下した。また、3カ年の修復により土壌中の

Cdは交換態Cd濃度は上昇したが他の形態は大きく減少し、可給態窒素含量の減少が認められた。 
 

【ポスター(30)】 

レーザーアブレーション－ＩＣＰ－ＭＳによる 

農産物中有害元素の定量 
 

馬場浩司（農業環境技術研究所） 

 

玄米、玄麦、大豆などの粉末に含まれるカドミウムを従来法に比べて前処理が大幅に削減でき

るレーザーアブレーション-ICP-MS を用い直接分析した。試料粉末を加圧錠剤成型し分析したと

ころ玄米では検出限界 5 ppbであり CODEX 基準値 0.4 ppm に比べて十分低く、非汚染標準玄米粉

末を測定したときの精度も保証値の±20%内にあった。試料を粉砕することなく直接分析した結果

を従来の溶液法により得られた濃度と比較したところ玄米、大豆では高い相関があり、前処理が

全く必要ない高速スクリーニングが可能であった。またイネ茎葉中のカドミウム、鉛等の分布を

調べ、茎葉基部でカドミウムが高濃度であり、かつその個体から得られた玄米中カドミウム濃度

と高い相関があることを明らかにした。 
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【ポスター(31)】 

河川及び広域水系における水田用農薬の動態解明 
 

○中野 亜弓・折坂 光臣（岩手県農業研究センター） 

 

水田用農薬について、環境影響評価を目的とした動態モデル開発の基礎データを得るため、１

河川及びダムに排水する主要河川の降雨時等の農薬濃度調査・解析を行った。水面施用剤イソプ

ロチオラン及びプレチラクロールは、農薬使用時期の降雨による河川増水に伴い河川での検出濃

度が増加する傾向がみられた。茎葉散布剤フサライド、EDDP 及び MPP は使用時期に 1ppb 未満の

濃度で検出されたが、降雨・増水による濃度増加はなかった。その他の主要河川でも、検出頻度

及び濃度が高いのはイソプロチオラン、プレチラクロール及びピロキロンであり、フサライド、

EDDP 及び MPP では低かった。使用直後の田面水濃度が前者では高く、後者では低いため降雨等に

よる河川への流出量に差が生じたと考えられた。 

 

【ポスター(32)】 

傾斜地果樹園における農薬の動態解明 
 

○矢口直輝・小林富雄（長野県農業総合試験場） 

 

りんご、ぶどう、プラムを主体とした傾斜地果樹栽培地域の、域内を流れる中規模河川におい

て CYAP、NAC、クロルピリホス、キャプタンの水中濃度を 4 年間にわたって毎週 1 回調査（以降

“定期調査”と記す）した。農薬は当該農薬の使用時期のみに検出され、検出濃度は CYAP が 0.02

～17.1ppb、NACが 0.02～0.4ppb、クロルピリホスが 0.02～2ppb、キャプタンが 0.02～1ppbであ

った。また、クロルピリホスを除く 3農薬を対象にした降雨時の調査では、定期調査と同様に、

使用時期のみに農薬が検出され、検出濃度は CYAPが 0.04～10ppb、NAC が 0.02～2ppb、キャプタ

ンが 0.08～2ppb であった。定期調査結果から求めた農薬の河川への流出率は、最大で NAC の 0.8%

であった。 

 

【ポスター(33)】 

傾斜地茶園での農薬の動態解明 
 

○大竹敏也・大橋祥範・吉川那々子・山田眞人（愛知県農業総合試験場） 

 

傾斜地茶園に散布された農薬は降雨による表面流去や地下浸透により農耕地系外に流出し、河

川等における生態系に影響を及ぼすことが懸念されている。41.5ha の傾斜地茶園の河川で農薬の

動態に関する調査を実施した。使用量の多い農薬は有機リン剤系殺虫剤ＤＤＶＰ、ＢＲＰ、アセ

フェート、ピラクロホス、ＤＭＴＰで、このうちＤＭＴＰとフルフェノクスロンが河川水から検

出された（特に降雨後）。降雨時のＤＭＴＰ濃度の消長パターンが２種類確認され、これはＤＭＴ

Ｐが散布されたほ場と採水地点との距離の違いによる影響と推察された。河川への流入経路に関

する検討では、ＤＭＴＰ濃度は茶樹表面で高く、ほ場境界から５ｍでは 0.02μg/cm２と極度に低

かった。また、ＤＭＴＰの土壌中での減衰は早いため、地下への浸透は少なく、表面流去が流出

の主な経路と考えられた。 
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【ポスター(34)】 

果樹園散布農薬の流出モデル 
 

井上隆信（豊橋技術科学大学） 

 

農薬の生態系に対するリスク評価が緊急の課題となっている。国内においては水稲用除草剤を

中心に水系での動態が調査されているが、畑地農薬の動態に関する調査・報告は多いとはいえな

い。本研究ではどのような物性の農薬が、いつ、どこに、どれだけ散布されたかという情報から、

散布後の河川水中濃度を定量的に予測するモデルを開発した。構築した流出モデルを用いて、調

査した殺菌剤と殺虫剤の河川水中濃度をある程度再現することができた。降雨時に樹園地周辺の

舗装路に発生する表流水からも散布農薬が検出されているため、今後は流出モデルを改良し、

ドリフトによる影響を考慮する必要がある。さらに、上記モデルの感度解析を行い、散布された

農薬の河川水中濃度を支配する因子についても検討する必要がある。 

 

【ポスター(35)】 

ノニルフェノール類の水田から水系への流出動態の解明 
 

○佐藤 一弘・神田 徹・佐藤 賢一（埼玉県農林総合研究センター） 

 

環境ホルモンとして懸念されるノニルフェノール類の農耕地から水系への流出機構を解明する

ため、現地（坂戸市）水田群にて流入水及び排出水の実態調査を行った。またライシメータ（モ

デル水田）を用い、ノニルフェノールエトキシレートを含有した展着剤を田面水に暴露し、水系

における消長を調査した。その結果、①水田群水系におけるノニルフェノール濃度は取水口では

0.034～0.267μg/L、排水路末では 0.069～0.378 μg/L の範囲にあり、水田群を経た排水路末で

明らかに流入水濃度より高く、水田群からのノニルフェノールの負荷が想定された。②ライシメ

ータでのノニルフェノールエトキシレート暴露後速やかに、田面水及び浸透水でノニルフェノー

ルを含んだ各種ノニルフェノール類が検出された。 

 

【ポスター(36)】 

ノニルフェノール系界面活性剤の土壌における動態解明 
 

○吉川博道(福岡工大)・田村廣人(名城大) 

 

ノニルフェノール系界面活性剤を含むアルキルフェノール系界面活性剤は、農耕地において生

物的あるいは非生物的に分解を受ける。分解産物である短鎖のエトキシレートと原料のフェノー

ルには内分泌かく乱活性が報告されている。市販のノニルフェノール系界面活性剤は多数のエチ

レングリコールユニットを含む混合物であるため、分解生成物がどの原料に由来したかを決める

ことは困難である。我々は単一鎖長の異性体並びにその重水素化物の合成を可能とする合成法を

確立した。得られた単一鎖長の異性体を用いて太陽光による光分解を検討したところ、9 時間の

太陽光照射で 65％、10 時間の太陽光照射で 90％以上の分解が起こることを確認した。 
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【ポスター(37)】 

東京湾におけるメチルブチルスズを含む有機スズ化合物の動態モデルの開発 

 

橋本伸哉（静岡県立大学） 

 

トリブチルスズ（TBT）及び TBT 分解物の環境中での濃度変化に着目し、東京湾における有機ス

ズ化合物の濃度を予測するモデルの開発を行った。東京湾内の海水中及び底泥中の有機スズ化合

物をガスクロマトグラフ誘導結合プラズマ質量分析装置（GC/ICP-MS）で測定したところ、TBT か

ら低濃度の TBT 分解物まで 12 種の有機スズ化合物が検出された。その結果を踏まえ、新規に 3

つの TBT 分解物（ジブチルスズ：DBT、モノブチルスズ：MBT、トリブチルモノメチルスズ：TBMMT）

を含めた有機スズ化合物のより詳細なモデルを開発した。本研究で開発したモデルを用いて実

測データと良く一致した計算結果を得ることが可能となった。 

 

【ポスター(38)】 

グローバルスケールマルチメディアモデルのための環境因子 

データベースの構築 
 

○魏永芬（岐阜大学）、小原裕三・西森基貴（農業環境技術研究所） 

 

農薬等の残留性有機化学物質の地球的規模の拡散移動により、使用地域と遠く離れた極域にお

ける環境汚染が問題となっている。そこで、著者らは、日本およびアジア域起源の農薬の地球規

模の環境中動態を、長距離移動性・環境中残留性を用いて評価する全球規模のマルチメディアモ

デルを構築している。これまでには、モデルに水田導入するためのシナリオの精緻化、塩分の影

響を考慮した海洋のシナリオの精緻化について検討したが、全球規模のマルチメディアモデルの

計算には地球規模での環境因子、例えば、土地被覆分類、土壌中有機炭素含量、森林葉面積指数

等のデータが必須となるため、今回はモデルに適した環境要因データセットの構築を行った。 
 

【ポスター(39)】 

グローバルスケールマルチメディアモデルのための農薬等の物理化学

的性質データベースの構築 
 

○小原裕三・西森基貴（農業環境技術研究所）、 

魏永芬（岐阜大学） 

 

農薬等の残留性有機化学物質（POPs）が使用地域から遠い極域でも検出され、地球的規模の拡

散移動による広範な環境汚染が問題となっています。POPs に分類されている物質以外にも、現在

使用されている農薬の中で、POPsに相当する農薬があるかもしれません。この見当をつけるため

には、マルチメディアモデルによって計算し、比較検討することが最も現実的な方法です。しか

し、マルチメディアモデルの計算には、評価対象農薬に関する多くの物理化学的性質に関するデ

ータが必要となりますが、文献等によりその値に大きな違いがあるものや、必要なデータが得ら

れないこともあります。そこで、農薬の化学構造式に基づいた物理化学的性質の簡易推定法の開

発とマルチメディアモデルで計算するための物理化学的性質のデータベースの構築を行いました。 
 



【ポスター(40)】 

水田土壌におけるダイオキシン類の消失特性の解明 
 

○清家伸康・大谷卓（農業環境技術研究所） 

 

本研究は、1960 年代から現在にかけて採取された水田土壌中ダイオキシン類を分析し、①数十

年間にわたる消長を明らかにすること、②異性体別の物理化学的性質および土壌採取地点の環境

条件と消失速度との関係を解析すること、を目的とする。水田土壌中のダイオキシン類濃度は、

1960～70 年代をピークに現在にかけて減少している。その起源は、PCP 製剤と CNP製剤の不純物

として含まれるダイオキシン類である。水田土壌におけるダイオキシン類異性体の半減期は、概

して 10～20 年程度であり、これらの半減期とオクタノール・水分配係数、土壌採取地点の過去

30 年間の平均気温および全炭素含量との間に明瞭な関連性は観察されない。 

 

【ポスター(41)】 

マルチメディアモデル開発のための散布農薬の初期大気移行・拡散量評価 
 

○北條敏彦・宮崎さとえ（株式会社エスコ） 

 

農薬の地球規模での動態を評価するためのＭＭモデルの開発には農薬散布後の初期の大気、土

壌、水などの環境媒体への分配が散布処理方法や環境条件等に大きく依存することが指摘されて

いる。本研究では畑地などに散布された農薬の初期大気移行や大気拡散量を測定し、農薬の物理

化学的性質や環境要因などの影響を評価・解析しＭＭモデルの開発に活用することを目的とした。 

調査圃場においてブームスプレーヤー（慣行ノズル：平均粒径 0.005～0.008mm）により散布さ

れた農薬は高原特有の温度逆転層により地上 3～5m付近に一時的に滞留し、その後に上空へ拡散

移行する傾向があった。これらの大気初期移行量は散布後のドリフト影響の他に気象要因や概ね

農薬成分の蒸気圧に依存する傾向があった。 

 

【ポスター(42)】 

土壌中における残留性農薬の分解、消失速度とその温度依存性 
 

○川勝健伸・本橋勝紀(財団法人化学物質評価研究機構) 

 

難分解性で毒性が強く、生態系への影響が懸念されている残留性有機汚染物質（POPs）の土壌、

水などにおける分解・消失のメカニズムについては十分把握されておらず、特にその温度依存性

に関するデータは極めて乏しい。本研究では、モデル系を用いることで、北極から熱帯地方まで

を想定した様々な温度において、土壌中での残留性農薬の分解・消失の速度を測定し、その温度

依存性について検討を行なった。また、分解・消失の因子である蒸散や生分解についても個別に

測定を行い、それぞれの寄与割合を算出した。 

この中で、大部分の農薬では消失速度定数の対数が温度に対して直線的に上昇することが分か

ったが、消失因子である蒸散や生分解の寄与割合は、農薬や土壌の種類により違いが見られた。 
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【ポスター(43)】 

マルチメディアモデルに必要なオクタノール/水分配係数の 

分子科学的評価 

 
○脇坂昭弘・岩上透（産業技術総合研究所） 

 

残留性有機汚染物質(POPs)の地球規模の拡散移動を予測するマルチメディアモデルの開発研究

において、オクタノール/水分配係数（LogKow）が重要なパラメータとして利用されている。マル

チメディアモデルによる POPs の拡散移動予測の精度を向上させるためには、化学物質の LogKow

と水中の溶存状態との関係を把握して、LogKow をパラメータとする必要がある。今回、POPs のモ

デル化合物として含窒素芳香族化合物のピリジンおよびジアジン系化合物を選び、これら化合物

が水中でどのようなクラスターを形成するかについて、質量分析法を用いて実験的に解析し、

LogKow の実測値との関係を比較検討した。化学物質が水中で形成するクラスター構造と LogKow

の関係に基づいて、パラメータとして用いる際の留意点を明らかにする。 

 

【ポスター(44)】 

河川モデル生物膜を用いた農薬の影響評価 
 

井藤和人（島根大学 生物資源科学部） 

 

河川水中における主要な一次生産者である付着藻類および分解者である細菌から構成される生

物膜に着目し、研究室内においてモデル生態膜を構築することにより、農薬の影響を個々の生物

種ではなく、群集レベルで評価することができる試験法の開発を検討した。 

室内試験において細菌３種および珪藻２種を用いて生物膜を再現性よく構築することができた。

生物膜中の細菌は生物膜の形成を促進し、珪藻は細菌の増殖に必要な有機物の生産に寄与すると

いう共生関係が認められた。モデル生物膜の形成時に除草剤を暴露すると、珪藻の増殖が阻害さ

れ、有機物生産が抑制されることにより、細菌の増殖と生物膜の形成も抑制された。このモデル

生体膜を用いて、農薬が微生物群集に及ぼす影響を群集レベルで評価することが可能となった。 

 

【ポスター(45)】 

水生昆虫のトビケラを用いた農薬の影響評価 
 

○横山淳史・大津和久・堀尾 剛（農業環境技術研究所） 

 

日本の河川生態系の一次消費者として重要である水生昆虫の一種、コガタシマトビケラ（以下

トビケラと略す）を用いた農薬の生態影響評価法の開発を行った。まず、従来飼育が困難である

とされてきた流水環境に生息するトビケラの室内完全人工飼育に成功し、試験個体を安定かつ大

量に供給することが可能となった。さらにトビケラ 1 齢幼虫を用いた急性毒性試験法を開発し、

各種農薬に対する感受性を明らかにした。これらの結果から、トビケラは河川生態系に対する農

薬の影響を評価する上で有用な試験生物であり、既存の試験生物種であるミジンコ類の影響評価

試験と組み合わせることにより、日本の環境により適した生態影響評価が可能になると結論した。 
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【ポスター(46)】 

水生絶滅危惧植物を用いた除草剤の生態リスク評価 
 

池田浩明（農業環境技術研究所） 

 

水生絶滅危惧植物であるオオアカウキクサ、サンショウモ、タコノアシ、デンジソウと代表的

な試験植物であるイボウキクサ、コウキクサを対象植物とし、水稲用除草剤を対象物質として暴

露試験を実施し、急性毒性値（50%影響濃度; EC50）を明らかにした。除草剤のうち、シメトリン、

ベンチオカーブ、メフェナセットについては、緑藻の EC50（文献値）と本研究で用いた水生植物

の EC50 は概ね一致した。しかし、スルホニルウレア系除草剤であるベンスルフロンメチルの EC50

は、緑藻と絶滅危惧植物のサンショウモで 100 倍程度も異なり、緑藻よりサンショウモの方が高

い感受性を示した。したがって、公的な試験推奨植物である緑藻類ではスルホニルウレア系除草

剤の絶滅危惧植物に対する生態リスクを検出できない可能性が示唆された。 

 

【ポスター(47)】 

マミチョグ生殖内分泌関連遺伝子のクローニング 
 

○大久保誠・清水昭男（中央水産研究所） 

 
生物の性成熟及び繁殖には多くの生殖内分泌関連分子が複雑に連携し各器官に作用することで、

正常にその機能を果たしている。このような生殖生理メカニズムは、脊椎動物においては脳－脳

下垂体－生殖腺軸における数種のホルモンの動態により支配されていることが明らかになってい

る。我々は、これまで有害化学物質の影響評価においてモデル生物として高い有効性を示すマミ

チョグを用い、脳、脳下垂体及び生殖腺より各種のホルモン、ホルモン受容体及びホルモン合成

酵素の遺伝子をクローニングした。さらに現在は、これらの研究で得られた遺伝子の配列をもと

に、分子生物学的手法を用いたこれらの生殖内分泌関連遺伝子における発現変動の測定法を開発

中である。 
 

【ポスター(48)】 

TBT 暴露によりマミチョグ精巣において発現量が変化する遺伝子 

 
○持田和彦・伊藤克敏・隠塚俊満・角埜彰・藤井一則（水研セ・瀬水研） 

 

有機スズ化合物が魚類の精子形成におよぼす影響評価の一環として、海産魚マミチョグを酸化

トリブチルスズ (TBTO) に暴露し、精巣において差次的に発現する遺伝子を分子生物学的手法に

より検索した。その結果、TBTO 暴露により発現量が減少する遺伝子を６種類同定した。これら遺

伝子の発現量変化をリアルタイム PCR法により調べたところ、少なくとも３種類の遺伝子は TBTO

暴露によって精巣での発現量が顕著に減少することを確認した。また、これらの遺伝子発現量は

生殖細胞の分裂活性の低下に伴って減少していたことから、これらの遺伝子が魚類の精子形成に

およぼす TBTO の影響を評価するための指標遺伝子になりうると考えられた。 
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【ポスター(49)】 

有機スズ化合物が魚類の抗菌ペプチド遺伝子発現に及ぼす影響の評価 

 

飯島憲章（広島大学生物圏科学研究科） 

  

【研究の概要】 

魚類の非特異的免疫機構に及ぼす有害化学物質の影響を評価するための手法として、マダイの鰓

組織における3種の抗菌ペプチドChrysophsin-1,-2,-3の定量法を確立すると共に、この手法を用い

て抗菌ペプチド産生に及ぼすトリブチルスズ (TBT)の影響を検討した。その結果、鰓組織ではTBT

暴露により抗菌ペプチドの濃度が増加することを確認している。さらに、Chrysophsin-1について

は、全一次構造が明らかになっており、real-time PCR法による抗菌ペプチド遺伝子発現の定量法

を確立した。現在、Chrysophsin-2,-3の全一次構造を明らかにするために、cDNAクローニングに取

り組んでいる。 

 

【ポスター(50)】 

内分泌かく乱物質による胎盤形成遺伝子発現障害機構の 

解明に基づく影響評価 
 

○高橋 透・細江実佐・牛澤浩一（農業生物資源研究所） 

 
（目的）ウシ胎盤に由来する株化細胞 (BT-1 細胞) とウシ遺伝子アレイを活用して、トキシコゲ

ノミクス手法に基づく、生殖毒性評価の新しい手法を検討し、有害性が懸念される化学物質のウ

シ生殖系におけるリスク評価手法を開発する。 
（結果）BT-1 細胞に種々の内分泌かく乱物質を添加して培養し、RNA を抽出してアレイ解析を

行ったところ、エストロジェンおよびその誘導体による特異的遺伝子発現変動を検出することが

できた。これらの成績から、ウシ栄養膜由来細胞株に被験物質を添加して培養し、転写産物をア

レイ解析する方法は、内分泌かく乱物質のウシにおける影響評価に適用可能であることが示され

た。 
 

【ポスター(51)】 

家畜の飼料および畜産物におけるダイオキシンおよび 

ダイオキシン型化学物質の毒性評価 
 

○グルゲ・キールティー・シリ、山中典子、宮崎茂（農研機構・動物衛生研究所） 

 

本課題では家畜関連試料におけるダイオキシン類とその類似物の動態を解明すると同時に、家

畜細胞を用いたバイオアッセイによってダイオキシン様毒性を評価する方法を確立してきた。ウ

シ初代培養肝細胞を用いたCYP1A1遺伝子の誘導能をバイオマーカーとするリアルタイムPCR分析

法は、飼料等多くの家畜関連試料に関してダイオキシン類およびアリール炭化水素受容体（AhR）

アゴニストの感度の高い検出法であることが明らかになった。またこの初代培養肝細胞を用いた

分析法は、新たなダイオキシン類似物に対しても、ダイオキシン様相対毒性強度・毒性の評価に

適したバイオアッセイの方法のひとつであると考えられた。 

 

53



【ポスター(52)】 

植物と動物の特性を活かした環境汚染物質の浄化 
 

乾秀之（神戸大） 
 

哺乳動物由来の薬物代謝酵素シトクロム P450 は肝臓において医薬品や環境汚染物質を含む外

来異物の代謝・分解に関与している。一方、植物はその発達した根系を通して広範囲から低濃度

の化学物質を吸収・蓄積することができる。そこで、我々は動物が持つ活性の高い薬物代謝能と

植物が持つ化学物質吸収能を利用して、環境汚染物質の浄化を試みた。除草剤や殺虫剤をはじめ

多くの環境汚染物質を代謝・分解できるシトクロム P450 を特定し、そのうち３種の P450 を形質

転換バレイショ及びイネに導入した。これら形質転換植物は、内分泌攪乱作用が疑われている除

草剤シマジン並びにノニルフェノールを毒性の低い代謝物に分解した。 

 

【ポスター(53)】 

有機塩素系化合物分解菌の分子育種 

 
○後藤正利・古川謙介（九州大学大学院農学研究院） 

 

環境汚染有機塩素化合物を分解する微生物の分解遺伝子の機能と動態を明らかにし、同化合物

を高効率に分解する微生物を育種することを目的とする。また、極めて高度に塩素化した化合物

には、物理・化学的処理と微生物分解を組み合わせた完全分解システムを開発する。 

①PCB 分解に関与する遺伝子を改良し、導入することで、PCB 分解菌は広範な芳香族化合物分解

能を獲得した。②塩化エチレン脱塩素化細菌が、クロロホルム存在下で高頻度に脱塩素化能を失

う要因を明らかにした。一方、塩化エチレンを完全に脱塩素無毒化する微生物コンソーシアを構

築し、脱塩素化酵素遺伝子を取得した。③開発した物理・化学的処理によって、ドリン系農薬を

完全に分解できた。DDT は同処理により脱塩素化され、PCB 分解菌によって完全分解された。 

 

【ポスター(54)】 

環境 DNA からの化学物質分解酵素遺伝子取得技術の開発 
 

○森本晶・藤井毅（農業環境技術研究所） 

 

土壌中に棲息する微生物の約９９％は、従来の培養技術では扱うことが難しいと言われている。

本研究は、こうした難培養微生物に由来する未利用遺伝子資源から、化学物質による汚染の浄化

に役立つ遺伝子を、培養過程を経ずに直接取得する技術を開発することを目的とする。そのモデ

ルケースとして、3-クロロ安息香酸(以下 3CB)で人工的に汚染した土壌から直接 DNA を抽出し、

芳香族塩素化合物の分解に関与する酵素遺伝子(ben)を効率的に探索・取得することを試みた。そ

の結果、PCR-DGGE 法と DNA Walking 法を組み合わせた手法によって、3CB汚染時に特異的に現れ

る ben を取得することに成功した。また、分子系統解析により、この benがこれまで培養分離株

から単離されてきた既知の ben とは異なる新規遺伝子であることを確認した。 
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【ポスター(55)】 

培養非依存的手法による土壌からの 

環境汚染物質分解酵素遺伝子の取得と解析 
 

○津田雅孝・永田裕二（東北大学） 

 

土壌での環境汚染物質分解には未だ培養困難な多くの細菌群による分解が重要で、当該細菌群

は新規反応特性がある分解酵素の遺伝子を豊富に持つと示唆されている。本研究ではこのような

遺伝子を担う宿主細菌株の単離操作を割愛し、多環芳香族化合物分解酵素と脱ハロゲン化酵素を

コードする遺伝子の土壌からの取得と解析を行った。当該遺伝子取得は、分解遺伝子自身が持つ

水平伝播能を利用する手法と、土壌から直接調製した長鎖 DNA ライブラリーを導入する手法を用

いて、特定受容菌宿主株に新たな分解能を付与するクローンを選択することで行った。また後者

手法において、(1)目的遺伝子の土壌での濃縮化、(2)受容菌宿主株の複数化、(3)新規分解能スク

リーニングの効率化、の工夫を加えることで、新規性のある目的酵素遺伝子が取得できた。 
 

【ポスター(56)】 

土壌や汚泥から分離した POPs 類を分解する新しい嫌気性微生物 
 

○渡邊克二（九沖農研セ）・吉川博道（福岡工業大学）・後藤正利（九州大学大学院）・ 

古川謙介（現別府大バイオ学科） 

 

湛水条件下に保った日本国内の土壌や PCB で汚染した米国河川の底質汚泥等から、ヘキサクロ

ロベンゼン、エンドリン、アルドリン、デｲルドリン、γBHC、デカクロロベフェニル、デカフル

オロビフェニル等様々な POPs類を分解する嫌気性微生物群（合計１７株）を分離した。本微生物

により高塩素化化合物は連続的に脱クロル化され（ヘキサクロロベンゼンからビフェニルやモノ

クロロビフェニルが生成）、新規な形態学的、生理学的特性を有していることから、これらの菌群

がこれまでに分離例が無い新規な微生物群である可能性が示唆された。本微生物群の本来の生息

域は土壌や汚泥であり、土壌・汚泥に蓄積した POPs類の分解除去に有効利用できると考えられた。 

 

【ポスター(57)】 

活性炭を利用したキュウリ果実へのドリン吸収抑制技術の開発 

（北陸地域・沖積土壌） 
 

横山和男 1・○佐藤淳 1・西原英治 1.2 （1新潟農総研園研セ、 2鳥取大学） 

 

30 年以上前に使用禁止になった有機塩素系農薬、ドリン剤がキュウリ果実から検出されて問題

になっている。本研究では、土壌のディルドリン濃度とキュウリ果実におけるディルドリンの吸

収パターンを半促成および抑制栽培で把握した。着果節位別では下位節ほど濃度が高く、つる別

では主枝≦子づる＜孫づるの順で濃度が高かった。また、吸着資材の選定を行い吸着持続効果の

確認を行った。その結果、沖積土壌では液状および粉状活性炭処理で 3～4年間、キュウリの果実

ディルドリン濃度が残留基準値以下に推移していることが分かった。これを受け、本県では土壌

残留ドリン系農薬吸収抑制対策に係る技術情報(ver3)を関係機関に配布し、技術の周知に努めて

いる。 
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【ポスター(60)】 

活性炭と台木を利用したキュウリ果実へのドリン剤吸収抑制の実用化 

（関東南部地域・火山灰土壌） 
 

橋本良子（東京都農林総合研究センター） 

 

液状活性炭および低吸収台木を用いて、関東南部地域の火山灰土壌に残留するディルドリンの

キュウリへの吸収抑制効果を現地試験で実証した。 

キュウリ果実中のディルドリン残留濃度は穂木 3品種間で差異はないが、台木品種間では新土

佐＞ゆうゆう一揮（黒）＞きらめき＝自根であり、低吸収台木の利用や自根栽培によって、残留

濃度を低減化できた。また、液状活性炭（25 倍液 30 L/㎡）を土壌施用すると、キュウリ果実中

のディルドリン残留濃度は無施用のキュウリの約 30～60％に低減し、その低減効果は 3年間持続

した。液状活性炭・低吸収台木いずれの利用も、キュウリの収量・品質への影響はなく、実用的

な技術として農業現場への普及が可能である。 

【ポスター(58)】 

活性炭と台木を利用したキュウリ果実へのドリン剤吸収抑制技術 

（東北南部地域・沖積土壌） 
○梁瀬正裕・森岡幹夫・岡本真理（山形県農業総合研究センター）・ 

森谷真紀子（山形県農業総合研究センター生産技術試験場庄内支場） 

 

ドリン剤は使用を中止してから３０年以上経過し、土壌残留量もかなり低下していると考えら

れる。しかし、キュウリを栽培した場合、未だにキュウリ果実では残留基準値を超えるドリンが

検出される事例があり問題となっている。 

そこで、汚染土壌（ディルドリン濃度 0.334ppm 以下、エンドリン濃度 0.038ppm 以下）の沖積

土壌において、活性炭によるドリン剤吸収抑制効果を検討した結果、キュウリのハウス栽培およ

び露地栽培では、木質系粉状活性炭Ａ（ウエットタイプ、水分 50％）を 60kg/a（ドライ換算 30kg/a）

施用することにより、キュウリ果実のディルドリン及びエンドリンの吸収を無処理と比較して

50％程度に抑制することができる。 

【ポスター(59)】 

活性炭を利用したキュウリ果実へのドリン剤吸収抑制の実用化 

（関東北部地域・火山灰土壌） 
 

菅原章夫（埼玉県農林総合研究センター） 

 

土壌残留ドリン剤のキュウリへの移行を抑制させるために、活性炭土壌混和処理によるドリン

剤の吸収抑制について検討を行った。ポット試験において、ドリン残留土壌(表層腐植質黒ボク土、

ディルドリン濃度 0.58mg/kgDW)に粉状活性炭 2000gDW/㎡を処理することによって、キュウリ果実

中のディルドリン濃度は残留基準値（0.02mg/kg）以下に低減できた。さらに粉状活性炭による吸

収抑制効果は、活性炭処理後２年間は持続することが明らかとなった。また、現地ほ場（表層腐

植質黒ボク土）において、粉状活性炭処理によるキュウリ果実へのディルドリン吸収抑制効果は、

土壌のディルドリン濃度によって異なったが、濃度が 0.4～0.6mg/kgDW 程度の場合、2000～4000

gDW/㎡程度処理することによって残留基準値以下に低減できることが明らかとなった。 



【ポスター(61)】 

凝集剤によってダイオキシン類の水田からの流出を防止できる 

－土壌有機炭素吸着係数に基づく解析－ 
 

○牧野知之・清家伸康・大谷卓（農環研） 

 

過去の水田用除草剤にはダイオキシン類が夾雑したものがあり、ダイオキシン類が水田の土粒

子に強く吸着し蓄積している場合がある。このため、代掻き時などに発生する泥水(田面水)に含

まれる土粒子とともに水田系外に流出することがあり、環境への影響が心配である。そこで、安

価で安全な塩化カルシウムまたは塩化カリウムを凝集剤に用い、ダイオキシン類の流出を防ぐ方

法を開発した。水田に凝集剤を施用し代掻きすると、田面水中のイオン強度が高まり、土粒子が

凝集し易くなる。土粒子は水田内で速やかに沈降し、流出が抑制される。凝集剤を 30kg/10a 施用

すると、代かき１時間後には無施用の約 10％と大きく低下する。土粒子の沈降に伴い、田面水中

のダイオキシン類も著しく減少する。水稲に対し凝集剤の影響は無く、現地圃場に適用できる。 

 

【ポスター(62)】 

ダイオキシン類除去のための新規疎水性資材に関する研究 
 

○磯田勝広・永瀬裕康・八木清仁（阪大院）、川瀬雅也（大阪大谷大） 

 
本研究は、土壌中に含まれるダイオキシン類の効率的な回収および除去に必要な新規の疎水性

資材の開発を目的としている。疎水性資材のベースとなる物質を種々検討した結果、カーボンナ

ノファイバー（CNF）がダイオキシン類のような平面構造をとるモデル物質に対し、良好な吸着特

性を持つことが分かった。さらに、CNF をいくつかの高分子材料の中に担持させる検討をした結

果、ポリスチレンを用いることでダイオキシン類モデル物質に対し、良好な吸着を示すことが分

かった。また、CNF に吸着されたダイオキシン類モデル物質を分解するために、マイクロ波を用

いて検討した結果、分解できることが分かった。CNF はダイオキシン類除去に有効な材料である

と考えられる。 
 

【ポスター(63)】 

木材の燃焼におけるダイオキシン類生成防止技術の開発 
 

○池田努（森林総合研究所）・河村文郎（国際農林水産業研究センター） 

 

木材産業では、廃木材の焼却が行われる場合、小規模な焼却炉が使用されることが多い。この

研究では、小型焼却炉を使用した燃焼実験を行い、燃焼条件や木材中に含まれる塩素量の違いが

ダイオキシン類の発生にどのような影響を与えるかを調査した。さらに、インヒビターやプラズ

マ放電を使用し、ダイオキシン類の生成を抑える技術の開発も行った。この結果、高濃度の塩素

が含まれる木材ではダイオキシン類の生成量が増加したが、環境規制値を超えることはなかった。

また、インヒビターとしては酸化鉄が最も高い効果を示すこと、プラズマ放電によるダイオキシ

ン類の分解率は非常に高いことが明らかにされた。 
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【ポスター(64)】 

牛およびその生産物におけるダイオキシン類の低減化技術の開発 
 

○西村宏一・須藤まどか（畜産草地研究所）、宮崎 茂（動衛研） 

 

飼養環境からダイオキシン類が乳牛へ移行する主要な経路は、乳汁、土壌ならびに飼料の３つ

が考えられる。乳汁へ酵母細胞壁系多孔性物質を５％添加した物を哺乳子牛へ 42日間給与したと

ころ、筋肉および脂肪組織中のダイオキシン類の濃度が低下し、子牛体内へのダイオキシン類蓄

積量を低減させた。放牧飼養を想定して、分娩前の乳牛へ飼料とともに約６％の土壌を 90日間給

与した。土壌を投与した乳牛の乳汁中のダイオキシン類濃度は 52%上昇した。また、グラスサイ

レージの刈り取り時期が異なる TMR を乳牛へ給与したところ、刈り取り時期が早い TMR を給与し

た乳牛の乳汁中ダイオキシン類の濃度は、刈り取り時期の遅い TMR を給与した乳牛の乳汁中ダイ

オキシン類の濃度よりも 47％低下した。 

 

【ポスター(65)】 

複合分解菌集積炭化素材を用いた複合汚染土壌のバイオレメディエ－ション 

 
○高木和広・亀井一郎（農業環境技術研究所）、吉岡祐一（東洋電化工業(株))、 

岩崎昭夫(興和(株)） 

 

本研究は、複数の有機汚染物質(塩素化トリアジン(アトラジン(AT)、シマジン(SI))と有機塩素

系殺菌剤(PCP、HCB))で汚染された土壌のバイオレメディエーション技術を開発することを目的と

している。塩素化トリアジンの分解菌群として CD7(新規分解菌β-Proteobacteria CDB21 を含む

3種複合系)を、有機塩素系殺菌剤の分解菌群として PD3(新規分解菌 Nocardioides sp. PD653 を

含む 4 種複合微生物系)を用いた。還流装置を用いて各分解菌群を木質炭化素材 A-100(比表面積

100m2/g)に高密度で集積させ、上記汚染物質(各 5ppm)を含む模擬汚染土壌に 10%混和し、カラム

に充填後 25℃で 4週間静置・散水した。その結果、SI、AT、PCP は 70%程度、HCB は 50%程度分解

した。 

 

【ポスター(66)】 

担子菌によるダイオキシン類汚染土壌浄化技術の開発 
 

○山口宗義・関谷敦（森林総合研究所 きのこ・微生物研究領域 微生物工学研究室）、 

亀井一郎・高木和広（農業環境技術研究所 有機化学物質研究領域）、 

江副裕介・近藤隆一郎（九州大学大学院農学研究院・森林圏環境資源科学講座） 

 

本研究は、担子菌によるダイオキシン類（主として 1,3,6,8–TCDD）により汚染された水田土壌

浄化技術の開発を目的としている。ダイオキシン分解菌として Phlebia brevispora を選抜した。

1,3,6,8-TCDD を土壌に添加した模擬汚染土壌を用い、水分が多い条件下で本菌による分解試験を

行った結果、1,3,6,8–TCDD は約 9割減少した。さらに滅菌した実汚染水田土壌を使用し分解試験

を行ったところ、1,3,6,8-TCDD を 90日で約５割減少させることが出来た。一方、非滅菌条件で

の土壌処理を目指し、界面活性剤による 1,3,6,8-TCDD の溶出を試みた結果、１％ソルポール 5115

で良好な結果が得られた。溶出後の 1,3,6,8-TCDD を木粉に再吸着させ選抜菌による分解試験を行

っている。 
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