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背景と役割

1．農林水産生態系における
有害化学物質研究の背景と役割
1−1 有害化学物質研究の背景
【カドミウム】
我が国では、鉱山で銅、亜鉛などの採掘が盛んに行われた時期があり、それらと一緒に放出さ
れるカドミウムは、河川や農耕地に混入して、飲料水や農作物を汚染しました。昭和40年代に
問題となった公害病の一つイタイイタイ病は、これらを通じてカドミウムを長期間摂取すること
によって発病するといわれています。近年「コーデックス委員会（FAO/WHO合同食品規格委
員会：Codex）」において、食品中カドミウムの最大基準値案検討されています（表1）。それを
受けて我が国でも「食品安全基本法」の下に具体的な対応が急がれています。

【残留性有機汚染物質（ＰＯＰｓ）】
ＰＯＰｓは環境中で分解されにくく、生物体内に蓄積しやすく、長距離を移動する危険性があ
り、人畜や環境に有害な影響を及ぼす有機化学物質です。ＰＯＰｓにはダイオキシン類、ドリン
類、ＰＣＢ、ＤＤＴを含む12の化学物質（図1）がありますが、そのうち9つが農薬由来とされ、
それらの削減や廃絶などに向けた「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）」が平成16年に発効しました。我が国では既にＰＯＰｓの製造・使用を法律で原則として
禁止していますが、それらの廃棄物や農耕地などへの残留が問題となっています。

【農薬】
我が国では、農薬の安全性の確保を図るため、「農薬取締法」に基づき、製造、輸入から販売
そして使用に至る全ての過程で厳しく規制され、申請者（農薬メーカー）に23項目の人畜毒性試
験を含む50項目に及ぶ試験成績を要求しています。この法律は、無登録農薬問題などに端を発
して平成15年に改正されましたが、同年「水道法」や「食品衛生法（ポジティブリスト制度：
農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止する制度）」も改訂され、飲料水や食品に残留する農
薬に関して今まで以上に厳しく取り締まることになり、農業現場における対応が急がれています。

＜工業製品＞
表1．コーデックスで合意されたカドミウムの基準値及び基準値案
食品群

基準値
(mg/kg)

備考

PCB
マイレックス

小麦

0.2

ばれいしょ

0.1

皮を剥いたもの

根菜、茎菜

0.1

セロリアック、
ばれいしょを除く

葉菜

0.2

アルドリン、ディルドリン、エンドリン
トキサフェン、DDT、クロルデン
ヘプタクロル

その他の野菜（鱗茎類、アブラナ科
野菜※、ウリ科果菜、その他果菜）

0.05

食用キノコ、
トマト
を除く

HCB

※「アブラナ科野菜」のうち、葉菜で結球しないものは、
「葉菜」に含まれる。
なお、コメについては、同委員会の食品添加物・汚染物質部会において、現在
基準値を0.4mgとする案で検討を進めている。（平成17年11月現在）

＜農薬＞

ダイオキシン類
フラン類

＜非意図的生成物＞
図1．ＰＯＰｓの種類
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背景と役割

1−2 有害化学物質研究の役割
有害化学物質には、これらの物質やホルムアルデヒドに代表される室内汚染物質、さらには内
分泌かく乱物質などＰＲＴＲ（Pollutant Release and Transfer Register：化学物質排出移
動量届出制度）に関連した物質、天然物を含む一般の化学物質があり、様々なリスク存在します。
またリスクの対象もヒト、生態、自然と幅広く、リスクの種類も有害性や危険性があります。そ
れらの問題解決のために、第2期科学技術基本計画のもと内閣府に設置された総合科学技術会議
では、平成15年度から「化学物質リスク総合管理技術研究イニシャティブ」を推進しています。
このイニシャティブの役割は、国連環境開発会議（ＵＮＣＥＤ）を中心とした国際的な化学物
質のリスク管理に関する各種政策の動向を踏まえ、第3期科学技術基本計画の策定も視野に入れ
ながら、科学的知見に基づいた政策を積極的に提言することです。イニシャティブではその役割
を果たすために、それまで継続してきた課題を含む36のプロジェクト研究を統括するとともに、
研究戦略の立案や研究成果の評価を行っています。
「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（通称：有害化学物質）
」は、こ
のイニシャティブの中で進めているプロジェクト研究の一つで、独立行政法人農業環境技術研究
所が代表となって産学官が協力して取り組んでいます（図2）
。
なお、有害化学物質プロジェクトのホームページを（独）農業環境技術研究所のサイトに開いて
いますので、参考にしてください。
http://www.niaes.affrc.go.jp/project/toxpro/index.html

図2．研究の推進体制（概略）
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2．プロジェクトの研究概要
2−1 研究の趣旨・目的
この「有害化学物質」プロジェクト研究では、研究の背景で挙げたカドミウム、ＰＯＰｓ、農
薬以外に有機スズ（船底塗料や漁網の防汚剤として利用され、魚介類に対する内分泌かく乱作用
が懸念されている）なども対象物質として加えています。いずれの化学物質も我が国における農
林水産生態系に広くかつ長期的に残留して、ヒトや環境に悪影響を及ぼす危険性があり、国際的
にも緊急な取り組みが強く求められています。
このためこれらの有害化学物質に対して、まず農林水産生態系においてどのように挙動してい
るのか（暴露評価）、 生物への毒性はどの程度か（毒性評価）、生態系にどのように影響するの
か（リスク評価）に答えるための研究を進めます。さらにはこの結果を生かしてこれらを搬出、
分解・無毒化するにはどのような方法があるのか（リスク管理・リスク低減化）に関する技術開
発のための研究を推進します（図3）
。
具体的研究実施課題については、この冊子のｐ20-21をご参照ください。

【研究事項】
1. 汚染実態及び動態の把握
化学物質の高感度分析法の開発、土壌・水・大気及び生物における化学物質の動態解明、
化学物質の動態シミュレーションモデルの開発
2. 農林水産生態系に対する影響評価手法の開発及びリスク評価
化学物質の生物に対する作用機構の解明、化学物質の影響評価手法の開発、化学物質のリ
スク評価法の開発
3. 有害化学物質の分解・無毒化等を通じたリスク低減化技術の開発
環境中における化学物質分解機構の解明、化学物質の汚染拡散防止技術の開発、化学物質
の分解・無毒化技術の開発、生物を用いた土壌からの回収技術の開発

【研究達成目標】
1. 農林水産生態系における有害化学物質の動態の解明
2. 有害化学物質の生物・生態系への影響評価及びリスク評価法の開発
3. 有害化学物質の分解・無毒化・除去技術及び農作物可食部への移行抑制技術の開発

【研究実施期間】
平成15年度〜19年度
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図3．プロジェクト研究「有害化学物質」の全体像
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2−2 カドミウムチーム研究の概要
研究の背景
食品の国際規格を検討する「コーデックス委員会（FAO/WHO合同食品規格委員会）」におい
て農産物中カドミウム（Ｃｄ）の国際基準濃度設定に関する審議が行われ、そこでは穀物や野菜
などの基準値が設定されつつあります（ｐ2の表1参照）
。このような国際的な動きと、国民の安
全・安心な食品への要望に対応するため、カドミウムチームでは基礎から実用化まで幅広く研究
を推進しています。

研究の概要
カドミウム汚染土壌について、栽培から収穫・処理まで一貫した効率的なファイトレメディエ
ーション技術（カドミウム高吸収植物を使った土壌修復技術）を開発します。また汚染土壌の効
率的な化学洗浄法を開発します。さらにイネ、ダイズ、ムギ、野菜について、各地の汚染地域に
適合したカドミウムの低吸収性品種の開発を目指します。さらに、カドミウムのリスクを軽減す
るための、土壌、品種、作付体系、資材（有機性廃棄物など）の総合管理技術を構築します。
カドミウムチームの研究の流れは、図4に示したとおりです。

図4．カドミウムチームの研究の流れ
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研究の成果
１）低吸収・土壌修復サブチーム
ファイトレメディエーション（カドミウム高吸収植物を使った土壌修復）について、いくつか
の植物を使って実験した結果、作業の効率性などからみてカドミウム高吸収イネを使うことが最
適と分かりました。またイネには日本統（ジャポニカ）とインド統（インディカ）の2つの系統
がありますが、これらを掛け合わせた日・印交雑品種の中にカドミウムを多く吸収する品種が見
つかりました。このイネ品種を利用したファイトレメディエーションの概要は、図5に示したよ
うになります。今のところイネによるカドミウムの吸収除去量は、年間・ヘクタールあたり
200〜400gですが、さらに高吸収の品種も見つかりつつあります。

カドミウムの回収
200-400g/ha
収

穫

運

搬

燃

焼

カドミウム

図5．ファイトレメディエーションによるカドミウムの除去

つぎに、汚染土壌の化学洗浄については、塩化鉄を使った洗浄法で土壌中のカドミウムを効率
よく除去できることが分かりました。また洗浄処理後の土壌に栽培したイネ（あきたこまち）や
ダイズ（エンレイ）の子実中のカドミウム濃度は25〜65％低下しました。なお、土壌の洗浄処
理が作物の生育に悪影響を及ぼすことはありません。

2）資材・土壌管理サブチーム
家畜ふん尿堆肥、下水汚泥堆肥、水産廃棄物堆肥を施用した場合、土壌に集積が予想されるカ
ドミウム量が計算されました。また土壌修復技術が適用された土壌でイネやダイズを栽培する場
合、カドミウムの吸収をできる限り低減させるための水管理や資材（石灰質資材、ケイ酸質資材、
リン酸質資材など）施用法が検討されています。さらに、玄米中のカドミウム濃度を非破壊で迅
速に定量する分析方法が検討され、短波長レーザーを照射する方法で、約1分間でカドミウム濃
度を評価できる技術ができています。
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2−3 有機化学物質チームリスク評価サブチーム研究の概要
現代社会は多種多様な化学物質を利用しその恩恵に与っています。しかし化学物質の一部は環
境中に拡散するので、これら化学物質に起因する環境リスクの評価が重要になっています。化学
物質のリスクの大きさは、概念的には、当該物質の環境中における「暴露量」とその「有害性」
の大きさの積で表されます。このためリスク評価サブチームでは暴露量を予測するための「化学
物質の動態解明と動態予測モデルの開発」と、有害性を評価するための「化学物質の生物に対す
る影響評価法の開発」を行います（図6）
。

図6．リスク評価サブチームの研究内容
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【化学物質の動態解明と動態予測モデルの開発】
使用された農薬はほとんど農耕

日本版マルチメディアモデル開発研究について

地内で分解されますが、一部は水

（Multi-Media Model、MMM）

系等に流出することがあります。

POPsの性質…長距離移動性、
残留性、

そこで水田、果樹園、茶畑からの

●ある地域で使われた化学物質の
地球規模での動きを予測する
モデルが必要

農薬の流出程度を調査するととも
に、環境水中での農薬の動態を予
測するシミュレーションモデルを
開発しています。
沿岸海水中の有機スズ化合物の

①緯度5°
×経度5°
（約600km四方）を
一つの区画（モデルの最小単位）とする。

①

ています。そこで同水域における

②一区画中の大気、水、土をその面積に
応じ9つの画分に分け、複数の媒体
（multi-media）それぞれにおける、化学
物質の濃度を予測する。

有機スズ化合物の収支調査を行

③地球規模での長距離移動性、環境残留
性を指標に化学物質の動態を予測する。

魚介類への蓄積・影響が懸念され

い、底質中の有機スズ化合物の海

②
上層大気

水への再溶出などを考慮した動態
近年、牛が排泄した糞尿を圃場
に還元し、収穫した牧草や飼料作

③

下層大気

予測モデルを開発しています。
植生
非農耕地

陸水
畑地

水田

底質

海洋

物を牛に給与する資源循環型酪農
体系への関心が高まっています。

図7.

開発するマルチメディアモデルの概念図

そこで循環型酪農体系における土壌、牧草・飼料作物と牛の間で、ダイオキシン類の動態を解明
しています。
ＰＯＰｓや農薬の地球的規模の拡散や移動により、使用地域から遠く離れた極域におけるそれ
らの環境汚染が問題となっています。そこで、我が国の農業環境を考慮しつつ、これら化学物質の
長距離移動性と環境中残留性を把握するためのマルチメディアモデルを開発しています（図7）
。

【化学物質の生物に対する影響評価法の開発】
現在、農薬等の化学物質による水域生態系への影響は、日本やアジアと環境が大きく異なる欧
米で開発された試験法を基準に、魚類、ミジンコ、藻類の中の限られた生物種による急性毒性試
験によって評価しています。そこで日本の水域生態系に相応しい評価法の開発を行っています。
有機スズ化合物の魚介類の生殖系への影響は、生物に対する致死的濃度よりはるかに低濃度で
発現するため、通常の急性・慢性毒性試験では生態影響を評価することは困難です。このため生
殖内分泌、生体防御、薬物代謝系に及ぼす影響を分子生物学的手法等により解明して、新規な影
響評価法を開発します。
有害化学物質の家畜などへの蓄積やそれを食べるヒトへの影響評価は現在十分とはいえませ
ん。そこで飼料や畜産物におけるダイオキシン類の濃度実態を把握するとともに、栄養膜細胞系
を用いて、有害化学物質が胚発生や胎盤形成に及ぼす影響を網羅的に検索し、遺伝子発現情報に
基づくノニルフェノール等有害化学物質のリスク評価法を開発しています。
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2−4 有機化学物質チームリスク低減化サブチーム研究の概要
食料生産の場である農耕地土壌には、燃焼を起源とする大気降下物としての混入とともに、農
薬をはじめとする農業用資材の使用を通して、様々な有機化学物質が負荷されています。POPs
条約対象12物質のうち9物質が有機塩素系農薬（日本で農薬登録のあったものは6物質で、現在
は全て登録失効、P2の図1参照）であり、過去にはダイオキシン類を不純物として含む農薬も
使用されました。これらの物質は土壌中で容易に分解しないため、使用禁止後10〜30年が経過
した現在においても農耕地土壌に残留しています。このため、農作物への汚染のみならず、飼料
を通した畜産物への影響、水系流出による水産物への影響等が懸念されています。そこで、リス
ク低減化サブチームでは、有機汚染物質の農耕地からの分解除去、ならびに系外への拡散防止の
ための技術開発に取り組んでいます（図8）
。

有機化学物質のリスク低減方法の開発

リスク低減化サブチーム
目的： 有害化学物質を

背景： 生態系には難分解性有害化学物質が残留・蓄積
ダイオキシン類・ PCB 等のPOPs，一部農薬

出さない
拡げない 技術を開発

→ 農畜産物への影響
→ 水系への汚染拡散

（技術シーズ）

残さない

（エンジニアリング・技術実証）
（経済評価）

土壌中での分解技術
利活用

植物を利用

微生物の定着・増殖
反応促進剤，
効果のモニタリング

コスト計算

対策技術の
経済評価

水田からの拡散防止技術

微生物を利用

吸着剤・凝集剤

木質廃材燃焼時の発生防止技術

遺伝子 メカニズム
解明
組換え

改 良

畜産物への移行防止技術
ドリン系農薬汚染土壌の管理技術
品種間比較
吸着資材
微生物分解

現地実証

現場で利用できる
技術の提供

将来に向けた
素材開発

O
Cl

Cl
Cl

Cl

Cl
Cl
Cl

Cl

O
Cl

Cl

図8．リスク低減化サブチームの研究内容

技術シーズの系では、生物的な分解技術の基礎となる植物および微生物による難分解性有機汚
染物質の分解機構を遺伝子レベルで解明し、薬物代謝酵素チトクロームP450遺伝子を導入して
有機化合物分解活性を持たせた環境浄化植物作出の試みや、PCB・ダイオキシン類・DDT等の

●
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研究の概要

POPs分解菌の改良による完全分解系の構築、土壌DNAライブラリーを構築して菌を分離・培
養することなく有機化合物分解遺伝子を直接取得するための技術開発に向けた研究に取り組んで
います。ここでは、将来のファイトレメディエーション・バイオレメディエーションに向けた素
材開発を目指していますが、実用化に資する知見はエンジニアリングの系で利活用することとし
ています。
エンジニアリングの系では、きのこの仲間である白色腐朽菌の接種・生育制御による土壌中の
ダイオキシン類の分解技術や、複数の分解菌からなる微生物資材による複合汚染浄化技術の開発
など、バイオレメディエーションの実用化に取り組んでいます。また、化学的な手法として、凝
集剤や吸着剤による汚染物質の拡散防止技術を開発しています。さらに、木材燃焼時のダイオキ
シン類の発生を抑制する燃焼法の開発、牛および牛乳へのダイオキシン類の移行を低減させる飼
養技術の開発にも取り組んでいます。このうち、凝集剤については現地水田圃場において実証試
験を行い、塩化カルシウムを代かき時に水田に施用することで、水田土壌の流出に伴うダイオキ
シン類の水系への流出を90％削減することが可能となりました（図9）。この系では、凝集剤の
事例のように、実際の汚染現場での実証試験を行い、効果の検証を行った上で実用技術として提
示することを目指しています。

Dxn

Dxn

凝

Dxn

集

Dxn

Dxn

土壌粒子とともに沈降

剤

ダイオキシン類は
土壌粒子に吸着

凝集剤の代かき同時散布
代かき時に土壌粒子
とともに水系へ流出

ダイオキシン類の
水系への流出を低減

図9．凝集剤によるダイオキシン類流出防止技術

昨今、いくつかの地域でキュウリから残留基準値を超過するドリン類が検出され、大きな問題
となっています。そこで、平成16年度から，ドリン類対策技術の課題に取り組み、低吸収品種
や吸着資材を用いたキュウリのドリン類汚染低減技術の開発を行っています。
また、提案される技術が実用化されるためには、対策のために投入するコスト・エネルギーと
リスク低減の効果を客観的に比較評価することが重要となります。そこで，両者を考慮したリス
ク経済評価手法の開発にも取り組んでいます。
以上のような取り組みを通して、農林業の現場から有機汚染物質を「発生させない・系外へ拡
散させない・残留させない」ための実用技術を開発し、安全な食料生産の場を提供することを目
指しています。
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成果の事例

プロジェクトの研究成果・カドミウム①

［カドミウム高吸収特性を示すイネ品種を利用した汚染水田土壌の修復技術］
［農業環境技術研究所］
● 研究の背景・ねらい
近年コーデックス委員会（FAO/WHO合同食品規格委員会：Codex）により、食品中のカド
ミウム濃度に関するさらに厳しい国際基準値が検討されていることや、消費者の間で食品の安全
性についての関心が高まっていることなどから、農作物中のカドミウム濃度をより一層低減させ
る必要が生じています。新基準値を超えるおそれがある水田に対する改善対策として、植物を用
いた汚染土壌修復技術（ファイトレメディエーション）がコスト等の面から有望であると考えら
れます。しかし、これまでに水田を修復対象としたファイトレメディエーション研究はほとんど
ありません。そこで、カドミウム汚染水田土壌での栽培に適する修復植物を選定しました。

● 研究の成果
栽培の容易な修復作物として実際に水田転換畑で栽培されているイネ、ダイズ、トウモロコシ
に着目し、ポットによるカドミウム吸収試験を2年間畑条件下で行いました。イネはカドミウム
高吸収特性を示す「密陽23号」（日・印交雑品種）、ダイズは「スズユタカ」、トウモロコシは
「ゴールドデント」を用いました。汚染土壌は、灰色低地土と黒ボク土を使用しました。
各作物地上部のカドミウム吸収量は、両土壌においてトウモロコシ≪ダイズ＜イネの順位でし
た（図1）。また、土壌のカドミウム濃度（0.1M塩酸抽出）は、栽培前後の比較からイネ栽培区
において最も減少しました（図2）。したがって、土壌のカドミウムを最も吸収するのは、カド
ミウム高吸収特性を示すイネ品種であることが認められました。以上の栽培試験の結果から、カ
ドミウム汚染水田土壌の修復作物としては、カドミウム高吸収特性を示すイネ品種を畑状態で栽
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灰色低地土

黒ボク土

図1．各作物地上部のカドミウム吸収量

4.00

栽培前

3.50

トウモロコシ栽培後

-1

地上部カドミウム吸収量（mg Cd ポット

トウモロコシ
（ゴールドデント)
ダイズ
（スズユタカ）
イネ
（密陽23号）

0.45

土壌カドミウム濃度（mg Cd kg 土壌）

0.5

-1

)

培することが最適であると考えられました。
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図2．栽培に伴う土壌カドミウム濃度（0.1N 塩酸抽出）の変化

● 今後の発展方向
現在、各地域の気象特性に適し、カドミウム高吸収特性を示すイネ品種の選抜や、カドミウム
のファイトレメディエーション効率を向上させるための栽培技術に関する圃場レベルの試験が全
国規模で進行中です。収穫したイネは、搬出後に焼却処理を行い、焼却灰中のカドミウムを回収
します。
問い合わせ先：土壌環境研究領域長（TEL:029-838-8311）

●
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成果の事例

プロジェクトの研究成果・カドミウム②

［土壌洗浄法によるカドミウムで汚染された水田の修復］
［農業環境技術研究所］
● 研究の背景・ねらい
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ります。カドミウムは摂取
量が多ければ人の健康に悪影響を及ぼすので、コメなどの農作物中の濃度を基準値以下とするこ
とが必要です。これまでは客土工事等によって汚染水田の修復が行われてきました。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ます。
そこで、カドミウムで汚染された水田を低コストで浄化する土壌洗浄法を開発しました。

● 研究の成果
カドミウムの抽出効率が高く、安価で土壌への環境負荷が少ない塩化第二鉄を洗浄剤として選
抜しました。実際の洗浄工程では、水田を畦板で囲み漏水を防止した後、塩化第二鉄溶液を送液
ポンプで施用して代かきを行うことによって、カドミウムを水中に溶出させ、排水します。現場
設置型の排水処理装置には、排水中のカドミウムを選択的に回収するためのキレート資材を内蔵
しています（写真１）
。処理後の排水中のカドミウム濃度は排水基準値（0.1mg/L）以下となり
ます。洗浄処理によって、土壌中のカドミウム濃度は無洗浄区に比べて大きく低下します（図1）
。
洗浄処理後に栽培したイネ「あきたこまち」では収量減少などの悪影響は認められず、稲わらお
よび玄米中のカドミウム含量は無洗浄区の約30％と大幅に低下しました（図1）
。

カドミウム含量(mg/kg)

1.5

排水処理施設

洗浄圃場

無洗浄区
洗浄区

1.0

0.5

0.0
土壌

写真1

洗浄圃場と排水処理装置

わら

玄米

図1 洗浄処理に伴う土壌およびイ
ネのカドミウム含量の変化

● 今後の発展方向
土壌洗浄の効果の持続性については現在検証中です。また、実用化に向けて、土壌特性の異な
る水田への適用性、水田周囲への環境影響評価等も検討中です。
問い合わせ先：土壌環境研究領域長（TEL:029-838-8311）
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成果の事例

プロジェクトの研究成果・カドミウム③

［イネ・コムギ・ダイズにおける子実中カドミウム濃度を
レーザーを利用して迅速に測定する］
［農業環境技術研究所］
● 研究の背景・ねらい
食品に含まれるカドミウム（Ｃｄ）など重金属については昔から問題になっていますが、現在
も国際的な専門機関で基準値の検討がなされています。食品の場合、工業製品と違い鮮度が商品
価値の重要な要素であることから、基準値に適合しているかどうかの検査は迅速に行わなければ
なりません。そこでイネ・コムギ・ダイズといった主要作物について、子実中のＣｄ濃度を迅速
に測定できる手法を開発します。

● 研究の成果
子実粉末を金属板に挟み圧力をかけて固めた円板状の試料表面にレーザーを照射し、蒸発した
Ｃｄを質量分析装置で定量することができます（図1、2）
。従来の方法では、分析のために有害
な強酸や酸化剤を用いて子実を分解・溶液化しなければならず多くの時間と労力がかかっていま
したが、本手法では分解を省略することができるため迅速な分析が可能です。またＣｄに限らず
鉛等の他の元素も同時に分析することができます。さらに0.3mm径のレーザーを一粒の子実の
部位別に照射し、Ｃｄの分布を明らかにしました。コムギやダイズでは胚乳よりも胚芽部分に高
濃度のＣｄが存在しているのに対し、イネでは胚芽へのＣｄの濃縮は認められませんでした。

図1．分析装置の概要

図2．溶液化法と本手法との相関（例：ダイズ）
横軸−ダイズ粉末を分解溶液化し定量したＣｄ濃度。
縦軸−本手法により得られた 111Ｃｄ／ 13Ｃシグナル
強度比（測定感度の変動を 13Ｃとの比をとることで
補正している）。

● 今後の発展方向
茎葉中の微量のＣｄを直接分析できるように分析手法を発展させ、茎葉中のＣｄの濃度分布を
明らかにし、子実中の濃度との関係を明らかにします。また子実試料に関しても測定感度・精度
の向上を図ります。
問い合わせ先：土壌環境研究領域長（TEL:029-838-8311）

●
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成果の事例

プロジェクトの研究成果・有機化学物質/リスク評価①

［有機スズ化合物の魚の精子形成への影響が
細胞の活性変化でわかる］
［水産総合研究センター・瀬戸内海区水産研究所］
● 研究の背景・ねらい
船底塗料や魚網防汚剤として使われていたトリブチルスズなどの有機スズ化合物は、水生生物
の生殖に悪影響を及ぼすことが知られています。その影響は、一般的な化学物質の毒性評価法で
ある試験生物の生死を指標とした毒性試験で得られた毒性値よりも遥かに低い濃度で現れるた
め、より感度の高い、新しい評価法の開発が求められています。そこで本研究では、生理的な障
害を指標とした毒性評価法の確立を目的とし、有機スズ化合物が魚の精子形成に及ぼす影響を組
織学的、分子生物学手法を用いて調べました。

● 研究の成果
酸化トリブチルスズ（TBTO） の暴露が海産魚マミチョグの精子形成に及ぼす影響について
調べたところ、細胞分裂活性の減少及びプログラムされた細胞死（アポトーシス）の増加が認め
られ（図1）
、TBTOが精子形成の減退を引き起こすことが確認できました。
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図１．TBTO暴露個体の精巣におけるブロモデオキシウリジン（BrdU）の取り込み率を
指標とした生殖細胞分裂活性の変化（左のグラフ）及び抗ss DNA 抗体を用いたアポト
ーシスの検出（右のグラフ）
グラフ内の囲みにある数値はTBTO暴露濃度を示す。
Cont は対照群 = 0µg/L。* は5%、** は1% の危険率で有意な差があることを示す。

● 今後の発展方向
精子形成関連タンパク質遺伝子の測定を合わせて行い、有機スズ化合物が魚の精子形成に及ぼ
す影響をより簡便に評価する方法の開発を目指します。
問い合わせ先：化学環境部・生物影響研究室（TEL:0829-55-0666）
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成果の事例

プロジェクトの研究成果・有機化学物質/リスク評価②

［水田土壌中のダイオキシン類濃度は1970年代を
ピークに減少している］
［農業環境技術研究所］
● 研究の背景・ねらい
ダイオキシン類は、主としてゴミ等の燃焼・焼却過程で発生すると考えられています。しかし、
河川や沿岸底質では、過去に水田除草剤として使用されたPCP製剤およびCNP製剤中に不純物
として含まれていたダイオキシン類の影響が指摘されています。本研究では、1960年から経年
的に保存されている全国5地点の水田土壌試料中のダイオキシン類を分析し、水田土壌中のダイ
オキシン類の濃度と起源の推移を明らかにします。

● 研究の成果
1. 水田土壌中のダイオキシン類濃度は1960年代初期から急激に上昇し、1970年前後をピー
クに現在まで緩やかに減少しました（図1）
。
2. 濃度の減衰曲線から推定されるダイオキシン類の水田土壌中半減期は15年程度でした。
3. 水田土壌中ダイオキシン類の組成の年次変動を主成分分析により解析し、起源の推移を検討
しました（図2）。その結果、ダイオキシン類の主な起源は、1960年前後は燃焼・焼却過程
であること、1960〜1970年代はPCP製剤とCNP製剤であること、1980年代以降は、燃
焼・焼却過程で生成されるダイオキシン類の割合が再び増加していることがわかりました。
4. 現在は、ダイオキシン類対策特別措置法（1999年成立）による排出規制、農薬登録時のダ
イオキシン類の含有に関する検査が行われており、水田土壌中のダイオキシン類濃度は、今
後さらに減少することが予想されます。
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● 今後の発展方向
統計学的手法により、水田土壌中のダイオキシン類の起源の寄与率の推移について定量的な解
析を行うとともに、異性体ごとの半減期を算出し、消失速度を規定する要因について解析中です。
問い合わせ先：有機化学物質研究領域長（TEL:029-838-8301）

●
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成果の事例

プロジェクトの研究成果・有機化学物質/リスク低減①

［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］
［農業環境技術研究所］
● 研究の背景・ねらい
過去に使用された水稲用除草剤にはダイオキシン類が不純物として混入したものがありまし
た。このため、水田ではダイオキシン類が蓄積している場合があります。このダイオキシン類は
土壌粒子に強く吸着しており、代かき時などに発生する泥水（田面水）に含まれる土壌粒子とと
もに水田系外に流出するため、環境への影響が心配されています。そこで、凝集剤を用いて田面
水中の土壌粒子を効率的に沈降させ、ダイオキシン類の流出を防止できる技術を開発します。

● 研究の成果
粘土の分散性が高く、土壌粒子を多く含む泥水が発生しやすい水田圃場（黄色土）に、凝集剤
として塩化カルシウムまたは塩化カリウムを施用して代かきすると、田面水中のイオン強度が高
まり、土壌粒子が凝集しやすくなります。このため、土壌粒子は水田内で速やかに沈降し、流出
が抑制されます（図1）。凝集剤を施用しないと代かき後24時間経過しても田面水中に土壌粒子
は多く残存していますが、凝集剤を30kg/10a施用することで代かき1時間後には無施用の6〜
11％と大きく低下します。この土壌粒子の沈降に伴い、田面水に含まれるダイオキシン類含量
も著しく減少します（図2）。水稲の生育および収量に対するこれらの凝集剤による影響は認め
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られず、本技術は現地圃場に適用できることがわかりました。

120
100
80
60
40
20
0

ダイオキシン類(pg/L) 毒性等量(pg-TEQ/L)

代かき後の経過時間
図1．凝集剤施用に伴う田面水における
土壌粒子濃度の変化

図2．凝集剤施用に伴う田面水における
ダイオキシン類の現象率（代かき3時間後）

● 今後の発展方向
凝集剤は50〜80円／kgと安価なうえ、農家が保有しているブロードキャスター等を利用し
て施用できます。水田からのダイオキシン類の流出防止のために、農家が低コストで利用可能な
技術が開発されました。
問い合わせ先：有機化学物質研究領域長（TEL:029-838-8301）
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成果の事例

プロジェクトの研究成果・有機化学物質/リスク低減②

［炭の中に集積させた微生物で難分解性農薬を分解できる］
［農業環境技術研究所］
● 研究の背景・ねらい
近年、土壌中に広く低濃度で分布しているPOPs等難分解性有機汚染物質の分解除去技術とし
てバイオレメディエ−ションが注目されています。しかし、実際の現場は複数の有機化合物で汚
染されている場合が多く、単一分解菌による原位置バイオレメディエ−ションでは対処困難と考
えられます。そこで本研究では、複数の分解菌群を集積させた木質炭化素材を複合汚染土壌に施
用して、その有用性を評価・検証します。

● 研究の成果
1）木質炭化素材Aを環流装置に充填し、PCNB溶液を炭化素材に添加後、PCNB分解細菌群
PD3（新規分解菌Nocardioides sp. PD653を含む複合系）とシマジン（SI）分解細菌群
CD7（新規分解菌β-Proteobacteria CDB、Bradyrhizobium japonicum CSBを含む3種
複合系）あるいは2Mix(CDB、CSBの2種複合系)を接種し、SI無機塩培地を3週間環流し、
複数の分解菌群を炭化素材中に集積させました。その結果、炭化素材に各分解菌群を高密度
（107〜108 MPN/g乾物）に集積することに成功しました。
2）作成した複合分解菌集積炭化素材を SI、アトラジン（AT）、PCP、HCBで人工的に汚染した畑
土壌に10%混和し、カラム充填後4週間、静置・散水し、土壌、炭化素材、浸透水中の薬剤
残留量を測定しました。その結果、両複合分解菌群はともに、SI、AT、PCPに対して高い
分解能（70%程度）を示しましたが、HCBに対しては50%程度の分解能を示しました（表1）
。
3）4週間後の炭化素材表面と内部の各分解菌の菌数（MPN法）と、各分解菌群の変遷（PCRDGGE法）を解析した結果、PD653､CDB､CSBの炭化素材表面及び内部への集積が確認され
ました。また、土壌混和4週間後でも各分解菌数と細菌群の構成変化は認められませんでした。
表1．試験終了（4週間）後の土壌、木質炭化素材、浸透水中の各薬剤残留量及び分解率
各薬剤残留量
（ ）

mg

SI
土壌
乾土中
0.062
炭化素材 乾物中
0.198
浸透水 全量中
0.022
残留量合計 0.282
分解率（%） 5.3

＊対照区

AT
0.081
0.181
0.020
0.282
5.5

PCP
0.067
0.205
0.019
0.290
2.6

HCB
0.149
0.130
0.015
0.294
1.2

SI
0.060
0.003
0.011
0.073
75.5

PD3＋CD7
AT PCP
0.070 0.066
0.003 0.003
0.012 0.013
0.084 0.082
71.8 72.4

HCB
0.145
0.003
0.009
0.158
47.0

SI
0.063
0.002
0.012
0.077
74.2

PD3＋2Mix
AT PCP
0.071 0.070
0.003 0.003
0.012 0.014
0.086 0.087
71.3 70.8

HCB
0.150
0.004
0.010
0.164
45.0

注）対照として分解菌未集積の木質炭化素材Aを混和した。土壌中への各薬剤の投入量：0.298mg

● 今後の発展方向
上記の様に、木質炭化素材は複数の分解微生物を土壌中で維持し、機能させる上で好ましい素
材であることが確認されました。今後、複合分解菌集積木質炭化素材の実汚染土壌や野外条件下
での有効性評価を行い、最終的には、汚染現場での実証試験を行う必要があります。その一方で、
HCBのような水溶解度の極端に低い薬剤に対しては、土壌中での移行性を高めて分解効率を良
くする工夫が望まれます。
問い合わせ先：有機化学物質研究領域長（TEL:029-838-8301）

●
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3−2 研究実施課題（平成18年度以降）
【カドミウムチーム（1000）】
○低吸収・土壌修復サブチーム（ 1100）
課題
番号

課

題

名

担

当

機

関

1110

植物による土壌修復から処理までの効率的シ
ステム技術の開発

秋田農試（生産環境部）、福岡農総試、㈱小泉

1120

カドミウム吸収を最大化するための土壌・水
管理・資材及び作付体系の開発

福井農試、兵庫中央農技セ、福岡農総試、熊
本農研セ、

1130

イネのカドミウム蓄積能の改良及びカドミウ
ム高吸収イネの選定と検定法の確立

東北大（生命科学研）、秋田県立大学、秋田農
試（原種生産部）

1140

洗浄法とファイトレメディエ−ションを組み
合わせた汚染土壌の迅速修復技術の開発

農環研（土壌環境研究 D）、長野農総試、㈱太
平洋セメント、新潟農総研

1150

地域に適合したカドミウム低吸収性品種の開
発

島根大（生物資源教育研究セ）、農環研（土壌
環境研究 D）、東北農研（カドミウム研究 T）、
作物研（めん用小麦研究 T、大豆生理研究 T、
大豆育種研究 T）、野菜研、岩手農研セ、栃木
農試、群馬農試、岐阜農技研、新潟農総研、
高知農技セ

1160

作物・土壌タイプ別の汚染土壌修復目標値の
策定とその検証手法の開発

農環研（土壌環境研究 D）、山形農総研

○資材・土壌管理サブチーム（1200）
課題
番号

課

題

名

担

当

機

関

1210

有機性廃棄物利用に伴うカドミウム負荷のリ
スク評価とその軽減対策技術の確立

農環研（土壌環境研究 D）
、北海道立道南農試、
北海道立中央農試、北海道立天北農試、熊本
農研セ

1220

イネ・ダイズ・ムギに対する主要土壌汚染修
復レベルに応じた営農技術体系の確立

埼玉農林総研セ、新潟農総研、富山農技セ、
鳥取農試、熊本農研セ

（注）担当機関は略称で示した。また一つの機関で複数の部局が参画している場合は、括弧書きで部・
研究室・ユニット（U）・領域（D）・チーム（Ｔ）等を記載した。

●
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【有機化学物質チーム（2000）】
○リスク評価サブチーム（ 2100, 2200）
課題
番号

課

題

名

担

当

機

関

2110

農薬の環境中での動態及び濃度予測手法の開
発

豊橋技術科学大、岩手県農研セ、長野県農総試、
愛知県農総試

2120

ノニルフェノールの土壌、農作物における動
態と水系流出機構の解明

埼玉県農総研セ、福岡工業大

2130

閉鎖性水域における有機スズ化合物の動態解
明と動態モデルの開発

静岡県立大

2140

資源循環型酪農における内分泌かく乱物質動
態の実態解明

畜産草地研（資源循環Ｔ）

2150

残留性有機化学物質の挙動に関するマルチメ
ディアモデルの開発

岐阜大学、農環研（大気環境研究 D、有機化
学物質研究 D）、㈱エスコ、（財）化学物質評価
研究機構、産総研（環境管理研究部門）

2210

水生生物に対する農薬等化学物質の影響評価
法の開発

島根大（微生物生態学研）、農環研（生物多様
性研究 D、有機化学物質研究 D）

2230

魚類の生殖内分泌系に及ぼす有機スズ化合物
の影響評価法の開発

中央水研（生理特性研）、瀬戸内水研（生物影
響研）

2250

魚類の生体防御、薬物代謝系に及ぼす有機ス
ズ化合物の影響評価法の開発

広島大、神戸女学院大

2260

飼料および動物体内における内分泌かく乱物
質の影響評価法の開発

農業生物資源研（生殖機構研究 U）
、動衛研（安
全性研究 T）

○リスク低減化サブチーム（ 2300, 2400, 2500）
課題
番号

課

題

名

担

当

機

関

2310

植物を利用した有害化学物質の分解除去技術
の開発

神戸大学

2320

微生物を利用した有害化学物質の分解除去技
術の開発

東北大（遺伝情報動態研）、東京大、長岡技術
科学大、九州大（応用微生物学）、農環研（生
物生態機能研究 D）、九州農研

2330

ドリン系農薬汚染土壌の総合管理技術の開発

農環研（有機化学物質研究 D）、山形農総研、
埼玉県農総研セ、東京都農総研セ、新潟県農
総研、大塚化学㈱

2410

ダイオキシン類の拡散防止技術の開発

大阪大、農環研（土壌環境研究 D、有機化学
物質研究 D）

2440

有害化学物質の分解・無毒化技術の開発

九州大（森林圏環境資源科学研）、農環研（有
機化学物質研究 D）、森林総研

2510

化学物質汚染土壌の対策技術に対するリスク
経済評価手法の開発

名古屋大
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研究の方向と展望
農林水産生態系におけるカドミウムや残留性有機汚染物質（ＰＯＰｓ）に代表される有害
化学物質には点源汚染と面源汚染があります。
点源汚染の場合は、主にトランスやコンデンサなどの工業用製品に幅広く使われてきた
ＰＣＢや埋設農薬で、限られた場所にあるために、それらを処理工場に運搬して、集中して
理化学的に処理できます。そのためこれらの汚染物質は計画的に処理されています。
一方、面源汚染の場合は、農耕地などに薄く広く拡散しており、その場所を特定すること
も難しい状況です。また船底塗料や漁網の防汚剤として利用されている有機スズにおいては
海流とともに広く拡散する危険性があります。例えばこれらに汚染された多量の土壌を処理
工場まで運搬することができないため、汚染の除去はその場で行わなければなりません。し
かし客土を含めた従来の方法では膨大な費用がかかるため、汚染処理が順調に進んでいない
のが現状です。
「有害化学物質」プロジェクト研究の5年間（平成15〜19年度）では、これらの化学物質
による農林水産生態系の面源汚染への対策を念頭において、リスク評価（暴露評価、毒性評
価）やリスク管理（リスク低減化を含む）に関する技術開発に向けた研究を推進しています。
有害化学物質の環境（生態）毒性への対応がますます重要視される中、このプロジェクト研
究は時代のニーズに即した方向に進んでいるといえるでしょう。
またこのプロジェクト研究では、対象物質として重金属ではカドミウムを扱ってきました
が、他にも鉛、砒素、水銀等があり、コーデックス委員会でも取り上げています。また
ＰＯＰｓにおいては、ＰＯＰｓ検討委員会において新規にＰＯＰｓを追加する国際的な動き
もあります。ここおける研究成果は、単にプロジェクト研究で取り上げた有害化学物質の面
源汚染対策だけでなく、これらの化学物質による汚染の対策にも重要かつ有効なものです。
さらにこのプロジェクトで構築するリスク評価やリスク管理に対する考え方や開発した技術
は、我が国だけでなく国際的に、また農林水産生態系にとどまらず地球規模の生態系にも通
用する可能性があります。
このような有害化学物質の管理技術に関しては、緊急性を求められる短期的・地域限定的
な対策だけでなく、長期的視点に立った研究開発が重要です。そのための人材の育成や確保
とともに、このプロジェクト研究のように産学官の密接な連携の下、基礎的研究に裏付けら
れた技術基盤を維持・発展することが今後ますます重要となることでしょう。

●
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¡問い合わせ先
本プロジェクトについてのお問い合わせは、下記のメールアドレスにお願いします。
有害化学物質プロジェクト専用メールアドレス：toxpro@niaes.affrc.go.jp

推進リーダー

独立行政法人 農業環境技術研究所

斎藤 雅典

〒305-8604 つくば市観音台3-1-3
Tel: 029-838-8300
事務局

農林水産省農林水産技術会議事務局研究開発課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
Tel: 03-3502-8111（内線5136）

〈注意事項〉
本資料に収録した研究成果などの無断転用は固く禁止いたします

白戸 康人

