

Ⅰ．農業生態系における有害化学物質の動態とリスク低減
−食の安全 ･ 安心をめざして
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1．農産物中のカドミウム，ヒ素の基準値等を巡る国内外の動向
カドミウムはヒトにとっては非必須元素であるにもかかわらず，必ず農産物には含まれており，
人体に毒性，蓄積性があるため，低濃度でも長期間にわたり一定量以上を摂取し続けると腎機能障
害などの健康被害を引き起こす可能性のあることが疫学調査等で明らかになっている．カドミウム
の暫定耐容摂取量（PTWI：一生にわたってヒトがとり続けても健康への悪影響が現れないと見な
される摂取量を体重 1kg，1 週間あたりで表した値）については，1998 年の JECFA（FAO/WHO
合同食品添加物専門家委員会）で 7μg/kg/週と設定された . また，2005 年 7 月にローマで開催さ
れた第 28 回コーデックス委員会（FAO/WHO 合同食品規格委員会）総会では，食品中のカドミ
ウム濃度の基準値が検討され，小麦の 0.2ppm，ばれいしょ（皮をむいたもの）0.1ppm，茎菜・根
菜（セロリアック・ばれいしょを除く）0.1ppm，葉菜 0.2ppm，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）
（キノコ・トマトを除く）0.05ppm がそれぞれ国際基準値とし
て採択された．しかし，わが国の主食である米については，0.4ppm を国際基準値案として予備採
択されることとなった．
一方，わが国では 1970 年に「食品衛生法」により玄米のカドミウム濃度を 1mg/kg 未満とする
ことが定められ，その翌年から「土壌汚染防止法」によりカドミウム汚染地域が指定され客土事
業が開始された．今では，対策地域に指定された 6,428ha のほとんどで事業が完了している．しか
し，今世紀になって，わが国の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会で再び審議が
なされ，カドミウム摂取量において最も寄与率の高いコメについて，国内の含有実態に「ALARA
の原則」
（合理的に達成可能な範囲でできる限り低く設定する（As low as reasonably achievable）
との考え方）を適用し，国際規格に準じて基準値を 1.0ppm から 0.4ppm 以下に引き下げることが
決定され，2011 年 2 月 28 日から施行されている．これに伴いカドミウムに係る土壌環境基準（農
用地）の見直しも行われ，カドミウム汚染対策地域の指定要件等が改定された．
また，コメ以外の農産物については，食品中カドミウム濃度の国際基準値制定の動きに対応して
国内の実態調査が行われ，様々な作物について国際基準値を超過する割合がもとめられている．今
回の国内基準値の検討では，コメ以外の品目について基準値を設定しないことで落着したが，政府
としては 3 〜 5 年後に国内実態，低減対策の実施状況について報告を求め，必要に応じて基準値の
設定を検討することになっているので，今後の動きには注意して行く必要がある．
さらに，前述のカドミウムの暫定耐容摂取量については，国内基準値も食品安全委員会の審議を
経て 2009 年に 7μg/kg/週に設定されたが，2010 年 6 月に開催された第 73 回 JECFA では，カド
ミウムの長期蓄積性を考慮すると耐容摂取量は月単位で表示するのが妥当であるとの考え方が示さ
れ，また，基準値も従来のカドミウムの PTWI 7μg/kg/週よりは若干厳しい PTMI 25μg/kg/月
という値が提示されている．
厚生労働省国立医薬品食品衛生研究所の調査結果からの試算によると，日本人一人あたりの摂取
量は平均 3.0μg/kg/週程度と推定されている．したがって，日本の国民は平均的に耐容摂取量の 4
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割程度を摂取しているという計算になるが，確率論的な分布による推定をしてみると日本人のカド
ミウム摂取量の 95 パーセンタイル値が 7μg/kg/週付近になるので，少なくとも国民の数%以上が
暫定耐容摂取量を超過しているという推測も成り立つ．いずれにせよカドミウムは国内外において
最も優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質の評価を受けており，今後，さらなる低減化に向
けた研究を重点的に進めて行く必要があると考えられる．
ヒ素については，わが国ではイネの生育障害防止の観点から農用地土壌汚染防止対策法を実施す
る基準値が 15mg/kg と設定されているものの，食品中の基準値としては残留農薬基準値が決めら
れているだけで，総ヒ素濃度や形態別の基準値の設定には至っていない．それは，食品中のヒ素の
化学形態や形態別毒性の解明が不十分であること，形態別の分析方法に問題があること，基準値設
定をどの形態に適用すべきか十分な根拠が得られてないこと等を主な理由としているが，わが国の
食品安全委員会でも 2009 年 3 月に「自ら評価を行う案件」に選定し，化学物質・汚染物質専門調
査会において食品健康影響評価を行っており，今後，厚生労働省において，コメを含めた基準値設
定に向けた検討が開始される可能性もある．
JECFA によるヒ素の暫定耐容週間摂取量（PTWI）の設定は，1983 年に飲料水からの無機態ヒ
素摂取に係る複数地域の疫学的調査結果を基に 15μg/kg 体重/週とされた．しかし，2009 年 2 月
に出された JECFA の評価では，肺がんの発生に係る BMDL0.5（がんの発生率が 0.5％増加する無
機ヒ素の摂取量（これをベンチマーク用量：BMD という）の安全側の 95％信頼下限値）を飲料水
中の無機ヒ素濃度と肺がんに関する疫学調査から推定して，3.0μg/kg 体重/日（2 〜 7μg/kg 体
重/日）という値が設定された．食品に含まれるヒ素には様々な化学形態があり，その形態により
毒性が異なるが，ラットを用いた経口投与による LD50 値（50％致死量）では，無機ヒ素（亜ヒ
酸）
，無機ヒ素（ヒ酸）
，有機ヒ素（ジメチルアルシン酸）の順に急性毒性が高い．しかし，遺伝毒
性試験や発がん性試験では有機ヒ素も有害な作用の可能性が報告されている．
以上のように，ヒ素に関しては食品中の化学形態別の評価が定まっておらず，今後，食物に関す
るより詳細な情報が必要とされる．わが国のトータルダイエット調査によれば，日本人の無機ヒ
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素摂取量は 62.8μg/人/日と推定され，そのうちコメからの摂取量は 10.8μg/人/日（総ヒ素からの
換算係数として 0.86 を使用）と農産物の個別品目では最大で，主要な部分を占めている（「食品中
に含まれるヒ素の食品影響評価に関する調査」平成 20 年度調査報告，財団法人国際医学情報セン
ター）
．したがって，有機ヒ素の毒性に明確でない部分があるものの，無機ヒ素摂取源として寄与
率の高いコメに含まれるヒ素濃度を低減させることがわれわれの食生活におけるヒ素のリスク管理
にとって非常に重要なことは以上の結果から充分に結論できる．
2．農作物におけるカドミウム，ヒ素の吸収 ･ 移行特性の解明
農産物中のカドミウム，ヒ素等の重金属濃度を低減するためには，作物における重金属の吸収 ･
移行特性，および環境要因との関係等を明らかにする必要がある．すなわち，対象としている重金
属が作物の生育のどの段階でどのくらい吸収され，それが可食部にどのようなメカニズムで蓄積さ
れて行くのか，吸収は主にどのような環境要因に支配されているのか，作物品目 ･ 品種等において
吸収能の差異は何に由来するか等を解明することが技術開発を進めるための知見として不可欠であ
る．
農業環境技術研究所では，最近 10 年間にわたり主にダイズとコメを中心にこれらのメカニズ
ム解明を進めてきた．まず，研究手法における技術開発として，カドミウムの安定同位体である
113

Cd を直接土壌中に投与する簡便で精度の高いほ場試験法を開発した（平成 13 年度研究成果情

報，川崎ら）
（川崎・織田，2005）
．この技術を用いて，ダイズの生育前期に吸収されたカドミウム
が生殖生長期以降に子実に移行することや，カドミウムの添加時期を変えてポットで生育させたイ
ネの実験から，生殖生長期に添加したカドミウムは葉部に，それ以降に添加したカドミウムは茎部
に集積しやすいが，出穂直前に添加したカドミウムは穂に移行しやすいことなどが明らかにされて
いる．また，113Cd で標識した化成肥料を試験的に製造し，土壌中に施用した化成肥料中に不純物
として含まれるカドミウムの作物への移行が調査された（平成 14 年度研究成果情報，織田ら）．そ
の結果，ダイズが吸収したカドミウムのうち，全体の 11%が肥料由来であったが，それは肥料に
含まれていたカドミウムの 0.13％にすぎず，大部分は土壌に蓄積するので，カドミウム含量の高い
リン酸肥料や汚泥肥料を連用する場合には蓄積レベルの増加が要注意であることが指摘された．
このように，カドミウムの安定同位体は，植物が吸収した時期や植物体内中で蓄積する部位を
特定する解析手段として使えるので，水耕栽培でもより詳細な解析が行われている（平成 16 年度
研究成果情報，川崎ら）
（箭田ら，2004a,b）
．水耕栽培したダイズ「エンレイ｣ について調べた試
験によると，子実へのカドミウムの移行は着莢盛期（R4）から粒肥大盛期（R6）に多く，その時
期に吸収したカドミウムが全子実含量の約 50％を占め，子実のカドミウム濃度に最も影響するこ
とがわかった．また，茎から転流したカドミウムの成熟期（R8）の子実含量に及ぼす影響は小さ
く，子実の全カドミウム量の約 20％であった．これらの結果は，先のほ場試験で得られた移行パ
ターンを支持するものであり，子実のカドミウム蓄積を抑制するには着莢盛期から粒肥大盛期まで
の間にカドミウムの経根吸収を抑制することが肝要という結論が導かれた．カドミウムの安定同位
体は，後述する導管にカドミウムを輸送する能力の品種間差をナスで解析する際にも有効に利用さ
れた．
3．農作物の品種 ･ 系統間差や育種を利用したカドミウム低減技術の開発
⑴ 農作物の品種 ･ 系統間差の解明とその利用
農作物のカドミウム吸収能の品種・系統間差は，これまでいろいろな作目で調査されているが，
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3．農作物の品種 ･ 系統間差や育種を利用したカドミウム低減技術の開発

どの作目も品種 ･ 系統によって大なり小なり違いがある．その違いを生じる原因を解明するために
子実のカドミウム濃度の低いダイズ品種の吸収・蓄積機構が調べられた（平成 14 年度研究成果情
報 , 阿江ら）
（Arao et al., 2003）
．その結果，子実カドミウム濃度の低い品種ほど根のカドミウム濃
度が高く，一般に低吸収系統といわれているものは，カドミウムが根の細胞壁に強固に結合して根
に蓄積し地上部への移行が妨げられていることが原因と考えられた．このことは，ダイズの低吸収
品種を台木として接ぎ木栽培をすると地上部（穂木）へのカドミウムの移行が抑制されることから
も確認することができた（Sugiyama et al., 2007）．
このダイズの接ぎ木により得られた結果をさらに発展させた成果として，ナスの接ぎ木栽培を挙
げることができる．国内産ナスは，現在，半分以上が土壌病害防除等を目的として接ぎ木栽培が行
われているが，この接ぎ木栽培において，台木の品種選択と果実のカドミウム濃度の関係を調べて
みると，ダイズと同様に台木に用いる品種をカドミウム吸収の少ない品種にしてやれば果実のカ
ドミウム含量を確実に低く抑えられるということがわかった（平成 19 年度研究成果情報，荒尾ら）
（竹田ら，2007；Arao et al., 2008）
．すなわち，スズメナスビ系のトルバムビガーやトナシムを台
木として用いると，穂木の種類，土壌タイプ，作型等によらず果実へのカドミウムの移行を台木の
ところでかなりブロックすることができて子実のカドミウム濃度を 1/3 以下に減少できるというこ
とが示された．ナスの果実へのカドミウム集積の違いを決定する要因を取り込み速度から解析した
ところ，根細胞から導管へカドミウムを輸送する能力の差異がカドミウム果実濃度の品種間差を支
配している主要因と考えられた（Mori et al., 2009a, b）．このナス台木のカドミウム輸送能力の違
いを解明するために根の切片試料の表皮から中心柱を含めた領域についてシンクロトロン放射光源
マイクロビーム蛍光 X 線による元素マッピングが行われた．その結果，輸送能力の低いトルバム
ビガーでは，根の先端からの距離にかかわらず，表皮および内皮にカドミウムが局在しており，中
心柱付近におけるカドミウム濃度が相対的に低いのに対し，それより輸送能力の高い台木品種（千
両二号）では中心柱付近においても表皮，内皮と同程度のカドミウムが存在していた．したがっ
て，地上部へのカドミウム移行の抑制は，表皮と内皮に存在するカスパリー線における導管への移
行段階で起こることが示唆された（Yamaguchi et al., 2011）.
一方，イネについては，世界各地の多様なイネ品種・系統をカドミウム汚染土壌で栽培し，玄米
カドミウム濃度を比較すると，2 倍〜 10 倍以上の品種間差異のあることが明らかとなった（平成
20 年度研究成果情報，石川ら）
（Arao and Ae, 2003）．このイネについても，ナスと同様に子実へ
のカドミウム集積を支配する要因は，導管へのカドミウム輸送能力であることが「ササニシキ｣ と
「ハバタキ｣ のカドミウム取り込み速度の比較解析から証明されている（平成 21 年度研究成果情
報，石川ら）
（Uraguchi et al., 2009）
．
一般的に，イネのジャポニカ品種はインディカ品種に比べ子実のカドミウム含量が低いが，広く
調べてみると玄米カドミウム濃度が「コシヒカリ」等の約半分と日本の主要品種よりさらに低い
「LAC23」という熱帯ジャポニカ品種の存在することがわかった．この「LAC23」は出穂が遅く，
長稈，長粒，低収量であるため，そのままでは日本における実用的な食用イネ品種には適さない．
そこで，草姿が良好な安定多収品種「ふくひびき」と交配して実用的な性質を付与しようと試みた
ところ，
「LAC23」に比べて出穂が早く草丈が低い 5 系統（「羽系 1118」〜「羽系 1122」）を選抜
することができた（平成 20 年度研究成果情報，石川ら）（山口，2006）．これらの系統は，東北地
方でも栽培可能で，また，わが国の在来食用品種に比べて玄米カドミウム濃度が 40 〜 50%程度低
くなったにもかかわらず，カドミウム以外の重金属ミネラル成分（銅，鉄，マンガン，亜鉛）につ
いては影響がなかった．今後，実用的な低カドミウム食用品種を育成するためには，カドミウムの
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イネの品種間差

低Cd集積品種（食用に利用）
低Cdだが、良食味ではない、
栽培し難い

高Cd集積品種（ファイレメ用）
実用性に
乏しい

不良形質の改良（育種）

高Cdだが、インディカ品種の
ため、脱粒や倒伏等の栽培特
性に難あり

①従来の交雑育種法
② DNA マーカー育種法
③突然変異育種法
④遺伝子組換え技術による育種

実用的なファイレメ品種、低Cd品種（食用）の開発
図 2 イネの Cd 吸収特性を利用した Cd 低減技術（石川覚・農環研）

低吸収や栽培の地域適応性にとどまらず，安定多収や良食味等の特性を付与して行くことが必要と
なる．イネで実施されているこのようなカドミウム低吸収品種との交配による新品種・系統の育成
は，現在，ムギやダイズでもそれぞれ試みられている．
⑵ イネのカドミウム吸収の遺伝子解析
植物の遺伝形質は質的形質と量的形質に分けられるが，このうち量的遺伝形質に関与する遺伝子
座を QTL（Quantitative Trait Loci）といい，その解析手法を QTL 解析と呼んでいる．カドミウ
ムの吸収・集積は，量的形質の一つと見なされるが，一般的に，量的形質は複数遺伝子が関与する
複雑な仕組みになっており解析が難しい．
遺伝的背景が「コシヒカリ」で，インド型品種「カサラス｣ の染色体断片が各々 1 カ所のみ大き
く置換された 39 系統群（農業生物資源研究所で作出）を利用して玄米カドミウム濃度に関わる遺
伝子座（QTL）を検索したところ，第 3,6,8 染色体上に関係する QTL の存在することが明らかと
なった（平成 16 年度研究成果情報，石川ら）
（Ishikawa et al., 2005）．また，ジャポニカ品種「サ
サニシキ」とインディカ品種「ハバタキ」の戻し交雑自殖系統群について，玄米のカドミウム集積
に関わる QTL を第 7 染色体の短腕側に同定した（平成 21 年研究成果情報，石川ら）．さらに，こ
の QTL は銅，鉄，マンガン，亜鉛の必須重金属の玄米集積には関与せず，カドミウムのみを特異
的に集積することを確認した．
この第 7 染色体の遺伝子座に関しては，秋田県立大学，岡山大学等のグループで並行して解析が
進められ，最近，イネのカドミウム集積に関する品種間差のメカニズムとそれを支配する遺伝子が
明らかにされた（Ueno et al., 2010； Miyadate et al., 2010）. それらによると，子実へのカドミウ
ムの集積は，イネの根の液胞膜に存在する OsHMA3 タンパク質による液胞内への選択的な輸送と
隔離に支配されており，カドミウム高集積品種は，そのタンパク質遺伝子の機能欠損型であった．
この膜タンパク質の遺伝子は塩基配列も明らかにされている．このようにカドミウムの集積機構に
関する遺伝子の解明が進んで来たことで，今後，カドミウム低吸収の食用品種の育成とともに，カ
ドミウムを多量に集積するファイトレメディエーション用実用イネ品種の作出にも進展が大いに期
待される．
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4．農耕地へのカドミウムの負荷
わが国は世界各国の中でもとりわけカドミウム（Cd）の生産量，消費量が多く（供給量（生産
量＋輸入量）約 5 千トン，消費量 4650 トン：2001 年），1960 年代から 1970 年代にかけては顔料，
メッキ，塩ビ安定剤など様々な用途に使われてきた．また，かつては主として亜鉛鉱石の採掘や亜
鉛製錬に付随して鉱排水やばいじんに含まれる形でカドミウムが周辺環境中を汚染してきた．しか
し，近年，鉱山や精錬所の排出規制が厳しくなり，また，カドミウムの用途も 90%以上がニッケ
ル－カドミウム電池に限定されるようになったので，新たな環境汚染は減少してきている．
農地におけるカドミウムの汚染も年々減少してきているが，つくば市真瀬地区のカドミウム非汚
染水田における年間収支を推定した結果，水田への供給は肥料由来が最も多く，降水，かんがい水
と合わせて 3.2g/ha/年となり，また，コメの収穫，排水，下方浸透等による排出は 0.8g/ha/年と
なった（平成 19 年度研究成果情報，荒尾ら）
．ここで稲わら，もみがら等をほ場に還元したとして
も，土壌カドミウム濃度の上昇は 1.6μg/kg/ 年と推定され，土壌総カドミウム濃度（0.35mg/kg）
と比較して 2 桁ほど低いことがわかった．
このように非汚染水田においては，カドミウムの負荷は非常に小さいものの，農地に有機性廃棄
物を連用する場合，カドミウムの負荷量が作物中のカドミウム濃度増加につながる可能性もある．
そこで，北海道と熊本で畑地に施用される有機性廃棄物により持ち込まれるカドミウムの作物への
影響が調査された（平成 19 年度
研究成果情報，川崎ら）
．有機性

単位；mg ha -1

廃棄物の中でもホタテ中腸腺やイ
カ肝臓など水産廃棄物にはカドミ
ウム濃度が高いものもあったが，

玄米
128

その他の有機性廃棄物のカドミウ

灌漑水

降水

172

1020

稲わら
1008

ム濃度の中央値は 2mg/kg 以下で
あった．有機性廃棄物由来の堆肥
を 5 年間連用した農地ではカドミ

排水
573

ウム負荷量が持ち出し量を上回っ
たが，作物中のカドミウム濃度は
増加しなかった．その理由として
は土壌 pH の上昇と施用有機物に
よるカドミウムの不溶化が考えら

浸透水
91

土壌Cd増加量
2400
（0.0016mg kg -1）

肥料
2000

図 3 真瀬水田における年間カドミウム収支の試算

れた．
5．栽培管理による農作物のカドミウム，ヒ素低減技術
日本人のカドミウム摂取量全体に占める食品別の内訳をみると，コメ由来のカドミウムが全摂取
量の 43%と半分近くを占めているので，コメのカドミウム濃度を合理的な範囲でできるだけ低くす
ること（ALARA の原則）が重要である．これまで湛水処理によって玄米のカドミウム濃度の上昇
を大幅に抑制できることが多くの研究で明らかとなっているが，湛水条件下では水田土壌の還元化
が進み，土壌溶液中のカドミウムイオンは硫化カドミウム等の化合物を形成して不溶化するため，
水稲のカドミウム吸収が抑制される．特に，出穂期前後のカドミウム吸収が最も盛んな時期に湛水
管理を継続すると玄米中のカドミウム濃度は非常に低いレベルに抑えられる（稲原ら，2007）．農
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業環境技術研究所では，この湛水処理を技術の核とする「水稲のカドミウム吸収抑制のための技術
確立マニュアル（初版 2002 年，改訂版 2005 年）
」を農林水産省と連名で作成した．このマニュア
ルは農林水産省の事業やカドミウムの基準値超過が懸念される地域等で広く活用されている．
しかし，湛水管理に関しては，二つの大きな問題がある．第一に，水稲のカドミウム 吸収抑制
のために長期間にわたって水田を湛水状態に保っておくと，水田の地耐力が低下して大型機械を
使った収穫作業等に著しい支障を来す．第二に，水稲に含まれる有害性重金属としてはカドミウム
以外にヒ素も問題となるが，水稲のヒ素吸収はカドミウム吸収とトレードオフの関係にあり，水田
の湛水処理により土壌の還元化が進むほど毒性の強い亜ヒ酸の土壌溶液中への溶出と作物による
吸収が促進される．最近のポット試験等による結果では，土壌中のヒ素濃度や水田土壌の湛水時期
等の違いによって，玄米の総ヒ素濃度だけでなく，全体に占める無機ヒ素と有機ヒ素（ジメチル
アルシン酸）の割合も大きく変化し，また出穂前よりも出穂後の湛水の有無の影響が大きかった
（Arao et al., 2009）
．
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OH
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H 3C A s
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V

O

C H3
ジメチルアルシン酸

図 4 ヒ素の化学形態と構造式

食品に含まれるヒ素については，化学形態別の割合やそれぞれの形態の健康影響（無機ヒ素に比
べ毒性の低い有機ヒ素も発がん性の懸念がある）の基礎的なデータ等が不十分なことから，まだ基
準値の設定に至っていないが，日本人にとって摂取寄与の大きなコメについてカドミウムとヒ素を
同時に低減することは非常に重要と考えられるので，今後，技術開発が急がれる．
土壌の還元条件以外でカドミウム吸収抑制に著しい効果を及ぼす要因には，土壌 pH，EC など
がある．特に，土壌が酸性側に傾くと土壌 pH の低下とともにカドミウムが土壌液相中に溶けやす
くなるので，吸収抑制のためには石灰等のアルカリ性の肥料・資材を施用し，土壌の pH を上げる
ことが有効な手段となる．様々な事例においてアルカリ性資材の効果が報告されているが，それを
実際の生産現場で使うとなった場合，一方では土壌の pH を持続的に安定してコントロールするこ
とや作物根圏全体の pH 調整が難しいことがあり，また，他方では pH の調整による影響が他にも
多岐にわたっているため，良好な作物生育・収量をどう確保するかについて栽培技術上の工夫が必
要である．また，アルカリ性資材とともに，堆肥等の有機物施用のカドミウム吸収抑制効果も数多
く報告されている．このような効果の認められる原因として，部分的には，土壌 pH の酸性化を抑
制する有機物の緩衝作用や，有機物により生育が促進されることによる希釈効果がまず考えられる
が，そのほかに有機物のカドミウム吸着作用など，いくつかのメカニズムも考慮する余地があるの
で，メカニズムを明らかにした上で安定的な技術開発を進めて行く必要があろう．以上の研究は，
農業環境技術研究所においても農林水産省の委託プロジェクト「生産・流通・加工工程における体
系的な危害要因の特性解明とリスク低減技術の開発」等で重点的に進められている．
6．農作物可食部のカドミウム濃度予測手法の開発
農作物収穫物中のカドミウム，ヒ素等の重金属濃度を低減するために，作物の収穫前に収穫物の
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カドミウム濃度を予測する技術を開発することも重要である．農用地土壌汚染防止法の公定法で
は，0.1M 塩酸抽出法が土壌中のカドミウム（Cd）測定法となっているが，必ずしも収穫物可食部
中のカドミウム濃度との相関性は高くない．そこで，0.1M 塩酸抽出法以外の様々な抽出法につい
て，畑作物可食部の Cd 濃度を予測することを目的として最適の土壌抽出法の選抜や，ダイズやコ
ムギの子実 Cd 汚染リスク予測式の開発が現在検討されているところである．
別の視点からの方法としては，土壌に添加した安定同位体（111Cd）が土壌溶液と固相で平衡状
態に達するまでの経時変化から植物に吸収されうる潜在的な量を推定する手法が提案されている
（川崎・箭田，2007；Kawasaki and Yada, 2008）
（平成 20 年度研究成果情報，川崎ら）．すなわち，
土壌中のカドミウムは，溶存態，交換態，結合態の 3 つに大別できるが，植物は土壌溶液に溶解し
ているカドミウムを吸収するので，溶存態と交換態の合計量が植物に吸収されうる潜在的な量と考
えられる．この手法では，土壌に 111Cd を添加して 111Cd 比率の経時的変化から植物の吸収可能量
（以下 E 値という）を推定しているが，推定結果をみると E 値は土壌中の全カドミウムの 4 〜 6 割
に相当することや，微量のカドミウムを含む有機質の資材を 5 年間連用しても E 値がほとんど変
化しないことなどが明らかになった．
生育がある程度進んでからの予測であれば，イネについては，出穂期以降の土壌溶液中のカドミ
ウム濃度と玄米中カドミウム濃度の間に相関が認められるので，ポーラスカップにより採取した土
壌溶液の分析値により，玄米中カドミウム濃度の推定が可能であることが示された（平成 14 年度
研究成果情報，櫻井ら）
．
一方，カドミウム汚染土壌を充填したポットで播種後 3 週間まで栽培したダイズ幼植物体中のカ
ドミウム／亜鉛の濃度比とダイズ子実中のカドミウム濃度は相関性が高く，ダイズ幼植物の段階で
子実カドミウム蓄積性の高い品種を簡易に検定できることが示された（Sugiyama et al., 2007）（平
成 15 年度研究成果情報，杉山ら）
．この知見は，カドミウム蓄積性の品種間差を効率的に予測でき
る手法としてダイズ有望品種の選抜等に活用できる．
7．カドミウムの分析技術の開発
作物体可食部中のカドミウムは，近年，高精度の ICP 発光分光法や ICP 質量分析法が用いられ
ているが，前処理に強酸での分解や煩雑な操作が必要なため短時間に多数の検体を分析することが
困難なことや，分析機器が高額なため農業現場近傍などで手軽な分析ができないという問題があっ
た．
そこで，分析の迅速化，効率化を図るために，コメの粉砕，強酸分解の工程を省略し，玄米粒の
ままの状態でカドミウム濃度を分析するレーザーアブレーション ICP 質量分析器を用いたカドミ
ウム分析法を開発した（Baba et al., 2003）
．この方法では，極めて短時間に玄米中のカドミウム濃
度を評価することができたが，濃度が 0.3ppm になると直接分析が不可能であった．
また，農業の生産現場や農産物の流通段階で利用できる簡便な方法としては，イムノクロマト
アッセイ法とボルタンメトリー法が開発された．イムノクロマトアッセイは，Cd-EDTA 錯体とこ
れに特異的に反応する抗 Cd-EDTA 抗体との抗原抗体反応を利用した検出キットを用いるもので，
玄米の場合は希塩酸でカドミウムの抽出，カラム精製をした後に，検出キット上の反応後の発色値
からカドミウム濃度を簡易・迅速に測定することができる（阿部ら，2006）．現在では，コメ以外
の作物への適用も検討されており，基本的に，野菜は生でミキサー磨さい後，希塩酸抽出ベースの
前処理法で測定可能となっている．前処理工程での操作法の工夫（Cd 分離精製カラム操作や緩衝
液による希釈倍率変更など）によってトータルの測定感度を向上させることにより，国際基準値の
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もっとも低い野菜（0.05mg/kg）な
どにも適用できるように改良が進
められた（平成 22 年度研究成果情
報，阿部ら）
．また，品目によって
は測定が困難なものもあるが，たと
えば脂質が多く分離困難なダイズで
は，焼成処理や濾過促進剤を希塩酸
抽出に併用することにより問題を解
決した．
ボルタンメトリー法は，電解液中
に分極性の電極と非分極性の対極を

イムノクロマト測定によるCd濃度（mg kgFW -1 ）
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図 5 生ホウレンソウのイムノクロマト測定

せて得られる電流変化曲線から重金
属イオンの定性，定量を行う手法であるが，これについても，コムギ，ダイズの前処理法として
Cd 分離精製カラムや簡易硝酸分解法を用いて，最適条件等を明らかにした．コムギやダイズの子
実中のカドミウムは 0.2mg/kg まで，変動係数 10%以下で測定可能となっている．
8．カドミウム低減のための土壌修復技術
農作物のカドミウム吸収を低減する栽培技術はこれまで見てきたように様々な方法があり，それ
ぞれ有効に活用できる場面がある．しかし，現実にはそれらの技術を取り入れることが労力やコス
ト面での負担になる場合も多く，また，カドミウム低減化のために導入した技術が他の重要な要因
とトレードオフの関係にあったり，副次的な悪影響を生み出したりする可能性もある．そのような
点を考慮すると，やはりカドミウム基準値超過のリスクを抱えている農地には，土壌修復（浄化）
による抜本的な対策を検討すべきである．
これまで，一般的に重金属汚染土壌の修復法としては，客土が行われてきた．カドミウム汚染土
壌の場合も，主に 20 〜 40cm の非汚染土の盛り土をする上乗せ客土により，土壌汚染防止法にお
けるカドミウム汚染の指定対策地域への対策が講じられている．しかし，この客土法は非常にコス
トがかかる上に，最近では，客土に適当な非汚染土の確保が難しくなってきている．さらに，肥沃
度の低い山土等を用いると生産力を回復するまで何年もかかることになる．このような問題点があ
るために，その代替法として農業環境技術研究所で開発したのが土壌洗浄法と植物修復法（ファイ
トレメディエーション）である．
⑴ 土壌洗浄法
土壌洗浄法は，化学薬剤を溶かした用水を流し込んで湛水した水田で土壌を撹拌することにより
カドミウムを溶出させた後，溶出水の浄化とカドミウムの回収をオンサイトで行うことにより土壌
浄化する技術である．カドミウムを溶出する薬剤としては，比較検討の結果，溶出効率が高く土壌
への作用が比較的穏やかという点から塩化第二鉄が最も適切であるという結論が得られた（平成
16 年度研究成果情報，牧野ら）
（Makino et al., 2008）．この薬剤を用いたことと，水田を撹拌する
ときの水深を 43 〜 45cm と深くしたことにより，水田土壌のカドミウム濃度を 60 〜 80％程度，
そこで生産される玄米中のカドミウム濃度を 70 〜 90％程度まで低減できるということが全国のい
くつかのほ場レベルの実証試験で明らかにされている（平成 22 年度研究成果情報）．この手法で
は，客土法に匹敵するカドミウムの低減化が達成されており注目に値するが，一方ではカドミウム
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溶出の副作用としてマグネシウムやカルシウム等の塩基類までも同時に溶出してしまうという問題
も派生する．また，土壌の入念な撹拌処理により土壌物理性が多少悪化する懸念もある．しかし，
これらの問題は資材施用による塩基類の補填や堆肥施用による物理性改良等で問題にならないレベ
ルまで回復可能であることが，処理後の作物栽培試験等による検討で確かめられている．また，処
理水放流による周辺水生生物への影響も 2 倍以上に希釈すれば問題のないことも確認された．以上
の点から判断すると，この手法は土壌修復の手段として，今後，有力な選択肢の一つになると考え
られるが，コストの試算結果では 10a あたり約 300 万円と高めなので，低コスト化に向けて手法の
改良が検討されているところである．
⑵ ファイトレメディエーション
もう一つの修復法で
あるファイトレメディ
エーションは，カドミ
ウム吸収能力の高い植
物を栽培して土壌のカ
ドミウムを除去しよう

①薬剤散布(塩化第二鉄)

②攪拌(Cdの抽出)

③静置・排水

④排水処理

⑤Cd含有汚泥の回収

⑥処理水の放流

という方法である．こ
の目的に適する作物種
を選定するために，複
数の異なる土壌タイプ
について，イネ，ダイ
ス， ト ウ モ ロ コ シ な

図 6 土壌洗浄技術の概要

どの地上部へのカド
ミウム集積量が畑条件で比較検討された（平成 15 年度研究成果情報，村上ら）（Murakami et al.,
2007）
．その結果，調査した作物の中では，イネのカドミウム吸収量が最も多く，カドミウムの可
溶性画分だけでなく難溶性画分の吸収も多いことがわかった．また，温暖地（九州地方）の現地圃
場におけるカドミウム吸収試験においても，密陽 23 号，IR8 などのカドミウム吸収能の高いイネ
品種が適していることが明らかになった．
従来，ファイトレメディエーションには，重金属で汚染されている鉱山跡地などに生育している
重金属に耐性のある重金属超集積植物を使用することが検討されていた．しかし，わが国の農地の
汚染土壌はカドミウム濃度が数 ppm を超えるような高濃度の汚染土壌はほとんどなく，適用する
修復植物に必ずしも高濃度の耐性は必要ではない．むしろ，土壌からのカドミウム吸収量は植物生
育量（バイオマス）と植物体カドミウム濃度の積で決まる訳であるから，高濃度重金属の選択圧の
ない農地で通常生育がかなり劣る重金属集積植物を使うよりは，突出した重金属蓄積能はなくても
おう盛な植物生育で盛んにカドミウムを吸収する植物を利用した方が有利であるといえる．さら
に，従来の植物修復がうまくいかなかった理由として収穫残渣の処理システムまで考えに入れてい
なかったという問題があるが，収穫した植物体を効率的に処理・利用しうる機械化システムをいか
に構築するかということが，実用技術を開発する上でもう一つの肝要な点である．イネであれば，
わが国の農家は栽培に慣れており，既存の機械が利用可能，地域適応性の高い品種の候補も豊富
で，連作可能等の多くのメリットがある．以上の観点から，農業環境技術研究所では，現在，長香
穀や IR8 などのカドミウム高吸収イネを中心に技術開発を進めている．
技術開発のポイントとしては，カドミウム吸収量を最大化する栽培法と収穫した植物体の効率
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Cd吸収・除去

あ る． 前 者 に 関 し て
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Cd回収技術と有効利用

は，苗移植後 1 か月か
ら 1.5 か月は湛水栽培
してイネの生育を確保
し，その後落水を継続

◆収穫・天日乾燥

してカドミウム吸収を

◆ 高Ｃｄ吸収品種の選抜

促 進 す る「 早 期 落 水

◆ Ｃｄ吸収を高めるための
栽培技術

法」が提案された．ま

落水・収穫時期、
最適窒素施肥量

た，後者に関しては，

◆焼却（Cd回収）
残渣

熱エネルギー

バイオマス有効利用
◆回収・梱包機械化作業

◆ バイオエタノール
◆ 生分解性プラスチック

◆ 土壌修復効果の検証

最初にもみだけを収穫

◆ バイオマスガス化等

し，その後天日で乾燥
した稲わらをロール状

◆収穫植物の在庫乾燥

にまるめて収穫する

図 7 ファイトレメディエーション一貫システム

「もみ・わら分別収穫
法」と，ロールの上部を透湿防水シートでおおって水田に数か月置く「現場乾燥法」により，効率
的に低コストで焼却処理できる植物体一貫処理システムを開発した．このようなシステムでカドミ
ウム高吸収イネを 2 〜 3 作栽培することにより，土壌中のカドミウム濃度を 20 〜 40%，後作食用
イネ玄米のカドミウム濃度を 40 〜 50％低減化することに成功した（Murakami at al., 2009）（平成
21 年度研究成果情報，村上ら）
．
以上に示した客土法，土壌洗浄法，ファイトレメディエーションの 3 つの土壌修復法の長所，短
所を表 1 にまとめた．それぞれの方法に短所，長所があるので，修復の条件によりケース・バイ・
ケースで手法を選択して行くことが現時点では最も適切と考えられる．
表 1 土壌のカドミウム汚染修復技術の比較
客土

土壌洗浄

ファイトレメディエーション

メリット

・抜本対策として確実
な効果が得られる
・客土工事自体は 1 年
間で終了

・短期間で工事が終了
・事前の室内試験で浄
化効果を精度良く予
測できる

・コストが安い
（25 万円 /10a/ 年程度）
・修復による土壌の劣化
がほとんどない
・広い面積に適用できる

デメリット

・コストがかかる
･ 水持ちの悪い水田では
（300-600 万円 /10a）
施工が困難
・客土に利用できる土 ・対策時（大抵は冬場）
の確保が困難
に大量の水が必要
・周辺インフラの整備 ・ カ リ ウ ム、 マ グ ネ シ
（水路嵩上げ、農道整
ウム等の土壌成分の
備等）が必要
流出がある

・浄化に時間がかかる
（5 年前後を想定）

留意事項

・客土に用いる土は土
壌改良が必要な場合
が多い

・収穫物の処理が必要
・気象や栽培条件により
効果が変動

・コスト的には客土
と同等以下の水準
（300 万円 /10a）
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9．農地土壌中における有機ヒ素の動態
2004 年に茨城県神栖町（現，神栖市）の農業用井戸水と収穫された米からジフェニルアルシン
酸（DPAA）等の有機ヒ素化合物が検出された．これらの化合物は自然界に存在せず過去に遺棄
された有機ヒ素系化学兵器に由来すると推測されている．これらにより農耕地土壌や地下水が汚染
された地域での有機ヒ素化合物のヒトへのリスク評価が喫緊の課題となったが，農耕地土壌・農作
物における DPAA 関連有機ヒ素化合物の化学形態変化については，これまで研究の実例がほとん
どなかった．
農業環境技術研究所では，この問題に緊急に取り組み，まず分析手法面では，逆相クロマトグラ
フィーと誘導結合プラズマ質量分析装置を用いた分析により，水溶性の無機ヒ素である亜ヒ酸，お
よびヒ酸から疎水性の高いフェニル置換ヒ素化合物まで一度に定量できる手法を開発した（平成
18 年度研究成果情報，馬場ら）
（Baba et al., 2008）．その分析手法等を用いて解析を進めた結果，
土壌中の DPAA は，メチル化や脱フェニルによって経時的に化学形態変化を生じ，その変化は畑
条件下に比べて水田条件下の方が顕著であることが明らかとなった（Arao et al., 2009b; Maejima
et al., 2011）
（平成 22 年度研究成果情報，前島ら）．次いで，化学変化にともなう土壌中における
鉛直方向への移動性の差異や土壌タイプとそれら化合物の移動性との関係が明らかになった．一
方，イネにおける DPAA 等有機ヒ素化合物の吸収，玄米への蓄積は畑条件下に比べて水田条件下
の方が顕著であり，また，有機ヒ素化合物のメチル化は主に土壌中で進み，脱フェニルは稲体中で
も進むと考えられた．有機ヒ素化合物の応急処置的な対策としては，活性炭の施用や節水栽培に
よりメチルフェニルアルシン酸（MPAA）の玄米への蓄積を低減することができた（Arao et al.,
2009b）
．

図 8 土壌中におけるジフェニルアルシン酸の代謝経路
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