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はじめに
カドミウム（Cd）は、環境中に広く存在する元素であって、ほとんどの農作物は低
濃度の Cd を含んでいる。また、我が国では、過去の産業活動等の結果として、Cd 濃
度の高い農作物が生産される可能性の高い地域が存在する。
ヒトが食品を通じて一定量以上の Cd を長期間摂取し続けると、腎臓の機能に悪影
響が生じる可能性がある。日本人における食品からの平均的な Cd 摂取量は、健康影
響が生じるレベルにはないが、欧米諸国における摂取量に比べ高い傾向にあるとされ
ている。また、一部の食品には Cd の国際基準が設定されており、今後、国際基準も
踏まえた国内基準の設定、さらには国際基準改正の可能性がある。
（食品中の Cd に関
する詳細は、農林水産省ホームページ 1）を参照されたい。
）
このような状況から、主要な Cd 摂取源であるコメを中心に、生産段階における農
作物中のカドミウム低減対策の重要性は依然として高く、農作物の Cd 吸収抑制技術
の開発が急がれている。このため、本リサーチプロジェクトでは、（１）土壌中 Cd
を除去し、農作物の生産環境における Cd 濃度を低減する技術、（２）生産段階にお
ける可食部への土壌中 Cd の移行を抑制する技術について、研究開発を進めている。
（１）の技術としてこれまでは客土が主であった 2)。しかし、客土は①非常に高コ
スト、②清浄土の確保や運搬に伴う環境影響の発生、③施工に伴う土壌肥沃度や収量
の低下、④周辺農業施設の整備（水路嵩上げ等）が必要等の問題点がある。そのため、
これらの問題点を解消し、かつ、機動的な施工が可能な技術の開発 3, 4)を進めており、
その成果について、「１．土壌浄化技術」にとりまとめた。
（２）の技術としては、土壌からの Cd 吸収を抑制する技術である湛水管理（水稲）、
やアルカリ資材の投入が既に行われている。（独）農業環境技術研究所では、水稲や
大豆による土壌からの Cd 吸収を抑制する技術 5, 6）を農林水産省と共同でマニュアル化
し、公開している。特に、湛水管理は、用水の確保や定期的な確認が不可欠な上、水
稲による土壌中ヒ素の吸収 7）や水田からのメタン発生量の増加 8）等の課題を有しては
いるものの、コメ Cd 濃度低減に極めて有効であり、現在、Cd 濃度の高いコメを生産
する可能性がある水田約 4 万 ha で講じられている。また、大豆の Cd 吸収抑制のた
めの技術確立マニュアル 6）では大豆低吸収品種の導入、施肥による pH 調整等につい
て解説している。
本プロジェクトでは、低 Cd イネ品種の育成、水稲における Cd とヒ素の吸収、畑
作物の Cd 吸収低減対策および有機性廃棄物を原料とする肥料の施用と作物の Cd 濃
度への影響評価など農作物によるカドミウム吸収抑制技術とそれに関連する知見での
研究を進めており、「２．土壌中カドミウムの吸収、移行抑制技術」に最近の成果を
とりまとめた。
なお、畑作物の Cd 吸収低減対策については、現在、より汎用性、確実性が高い技
術に関する研究開発を進めており、本対策技術集は新たに得られた研究成果を付け加
えて、随時改訂する予定である。
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１．土壌浄化技術
１）土壌の化学洗浄による浄化技術
（１）

技術の概要

土壌洗浄技術は汚染土壌に洗浄資材を加え液状で混合して重金属を排水に浸出さ
せ、その排水を浄化システムで処理して金属を除去する修復技術の総称である。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。洗浄法による
土壌修復は多くの企業で研究が進められているが、その多くは工場跡地などを対象と
して汚染土壌を処理場に搬入して浄化するものであり、重金属濃度の高い粘土画分を
分取して汚染土壌の減量化、低濃度化を図る事例が多く、水田への適用には問題が残
る。
本法は、カドミウム（Cd）で汚染された農地土壌中の Cd を現位置で化学的に除去
する洗浄法である。工程の概要を図１－１に示す

図１－１－①

土壌洗浄工程の概要

①汚染水田に含まれる Cd を洗浄剤（塩化鉄（Ⅲ））で田面水に抽出し、排水として
水田から除去する。
②さらに、農業用水により水田土壌を 2～3 回洗浄し、抽出 Cd および洗浄剤を排水
として除去する。
③排水中に含まれる Cd を、可搬型の排水処理装置を用いて回収する。
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1.薬剤施用（塩化鉄（Ⅲ）溶液）

2.かく拌

3.静置・排水

（カドミウムの抽出）

水

排

処理水の放流

4.水洗浄（2〜3回）

排水処理
排水

浄化完了

図１－３に塩化鉄（Ⅲ)濃度と Cd 抽出率および抽出 pH との関係を示した。赤線で
示した抽出時の pH は添加濃度の増加に伴い低下して、3 以下となる。塩化鉄（Ⅲ)
を土壌に施用すると、まず塩素イオンと鉄イオンに解離する(反応式①)。この鉄イオ
ンは水酸化鉄(Fe(OH)3)を生成し、この過程で水素イオンが生じる（反応式②）。水
酸化鉄の溶解度積は極めて小さく、図１－４の斜線で示した鉄濃度(厳密には活動
度)-pH 領域で水酸化鉄が生成する。従って、通常の土壌では反応①、②が進行して
抽出 pH が大きく低下する。
FeCl3 → Fe3+ + 3Cl–
Fe3+ + 3H2O → Fe(OH)3 + 3H+

反応①
反応②

塩化鉄（Ⅲ)の施用に伴うこの pH 低下効果によって、強く土壌に吸着している酸
可溶態 Cd が主に抽出されると考えられる。
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0

図１－３ 土壌に添加した資材濃度と Cd 抽出率および抽出液 pH との関係例

Fe(OH)3 の生成領域

図１－４ Fe(OH)3が生成するpHとFe（Ⅲ）濃度との関係
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（３） 効果
農林水産省委託プロジェクト（H15～19 年度「農林水産生態系における有害化学
物質の総合管理技術の開発」）において明らかにされた土壌洗浄法による浄化効果を
示す。
■ 無洗浄区 ■洗浄区 ▲低減率

■ 無洗浄区 ■洗浄区

図１－５ 玄米 Cd 濃度の低減効果

図１－６ 玄米収量の変化

生産される米の Cd 濃度は、洗浄してない場合に比べ、70-90％程度低下する(図１
－５)。また、洗浄処理後に水稲を栽培しても、収穫量はほとんど減少しない(図１－
６)。
（４） 技術の解説
① 対象地域

本技術の施工は、充分な農業用水が確保でき、減水深が 40 mm 以内の
ほ場を主な対象とする。
本技術の施工に当たっては、洗浄水の漏出を防止する必要があるため、対象ほ場の
減水深が 40 mm を超える場合は、ベントナイトを施用し、混和するなど事前にほ場
からの漏水対策を講じる必要がある。
② 洗浄薬剤

これまでの試験結果から、Cd 除去効率が高く、環境影響の少ない塩化鉄
(Ⅲ)が洗浄薬剤に最も適している。実際の施工に当たっては、事前の予備
試験により、洗浄薬剤の施用濃度、薬剤洗浄および水洗浄の回数を決定す
る必要がある。
本技術を最大限効果的、かつ効率的に進めるためには、予備試験を行い、対象ほ場
の土壌条件などに合致した洗浄薬剤の濃度や洗浄回数を事前に決定する必要がある。
以下に、灰色低地土における洗浄薬剤濃度および水洗浄回数の算出例を示す。
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〇洗浄薬剤濃度の決定
ア．土壌から Cd を最大限除去する場合

抽出Cd濃度(mg/l)

風乾土壌 10ｇに洗浄薬剤として 0、3、5、10、15、20、30、50 mM の塩化鉄（Ⅲ）
溶液 20 ml を添加、1 時間振とう後、遠心分離、上澄み中の Cd 濃度を測定する。洗
浄薬剤濃度（Fec, mM)と抽出 Cd 濃度（Cdex, mg/L）との関係図を作成する(図１－
７)。関係図から抽出 Cd 濃度が頭打ちとなる洗浄薬剤決定濃度を求める。洗浄薬剤
決定濃度が 30 mM 以上となる場合は、イの方法で薬剤濃度を求める。

決定濃度
洗浄薬剤濃度(mM)
●mM
洗浄薬剤濃度(mM, Fec )

図１－７ 抽出 Cd 濃度による洗浄薬剤濃度の決定

イ．土壌からの Cd 除去量の目標値を設定する場合
抽出 Cd 濃度に 1.6 を乗じて土壌からの予想 Cd 除去量 (mg/kg) を算出し※、洗浄
薬剤濃度と予想 Cd 除去量の関係を図示する(図１－８)。図から目標 Cd 除去量とな
る洗浄薬剤決定濃度を求める。

予想
Cd 除去量 (mg/kg)
抽出Cd濃度(mg/l)

目標 Cd 除去量

決定濃度
●mM
洗浄薬剤濃度(mM、Fec)
洗浄薬剤濃度(mM)
洗浄薬剤濃度(mM,
Fec )

図１－８ 目標 Cd 除去量に基づく洗浄薬剤濃度の決定
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※１

計算式の根拠は以下のとおり

前提条件として、薬剤洗浄は 1 回、水洗浄は 2 回実施。薬剤および水洗浄時の土壌と
水の固液比（w/v）は 1：2 とする。
・Cdex (mg/L) × 2＝抽出 Cd 量（mg/kg）（固液比 1：2 のため）
・田面水の排出率は洗浄 1 回あたりおおよそ 50％（これまでの試験結果より）
従って
薬剤洗浄における Cd 除去量 (mg/kg) は Cdex × 2 × 0.5

①

水洗浄 1 回目における Cd 除去量（mg/kg）は（Cdex × 2 × 0.5）× 0.5= Cdex × 2 × 0.25 ②
水洗浄 2 回目における Cd 除去量（mg/kg）は｛（Cdex × 2 × 0.5） × 0.5｝ × 0.5=Cdex
× 2 × 0.125 ③
①②③を合計した Cd 除去量（mg/kg）は Cdex × 2 × 0.875＝Cdex × 1.75
10％程度の安全率をみて 1.6 を係数とした。
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〇水洗浄回数の決定
ア．薬剤洗浄は 1 回を基本とする。
イ．水洗浄の回数(n)は、次の計算式の n に 1、2、3・・・を順次入れて計算し、初
めて残留塩化物イオン（Cl－）濃度(mg/L)が水稲の生育に影響を与えない濃度（１．
１）（４）⑨参照）以下となった回数とする。
残留 Cl－濃度 (mg/L)＝Fec × 106 × (1/2)n
＜水稲の生育に影響を与えない濃度

※２

なお、過去に試験をした地域の結果では水洗浄 2～3 回が適当であった。

※２

計算式の根拠は以下のとおり

・田面水の排出率は洗浄 1 回あたりおおよそ 50％（これまでの試験結果より）
・塩化鉄(Ⅲ)（FeCl3）1 mol は 3 mol を含む。
・塩素の原子量は 35.5 (g/mol)
・塩素は土壌にほとんど吸着されない。
従って、
薬剤洗浄時の Cl 濃度(mg/L)＝Fec(mM) × 3 × 35.5 (mg/mmol) = Fec × 106
水洗 1 回で Cl 濃度 (mg/L)は 1/2 に低下することから、水洗 n 回後の残留 Cl 濃度
(mg/L)は
残留 Cl 濃度 (mg/L) = Fec × 106 × (1/2)n
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③処理区画の設定

１回当たりの洗浄処理区画の面積は 10～30 a とする。
30 a 以上のほ場において本技術を施工する場合は 10～30 a に分けて、以下のとお
り水深 40 cm が確保可能な波板（高さ 60 cm 以上）でほ場の間仕切りを行うことが
必要である。
〇ほ場面積 30 a 以上の場合（3 つに分ける場合）※赤枠は波板
①

②
水深 40 cm が確保可能
な波板で間仕切り

水深 40 cm が確保可能
な波板で間仕切り

水口

水口
洗浄

洗浄
水尻

③

水深 40 cm が確保可能
な波板で間仕切り

水深 40 cm が確保可能
な波板で間仕切り

水口
洗浄

水尻

図１－９ 波板によるほ場の間仕切り
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水尻

④装置の設置

本技術を施工する際には、排水処理装置などの機械設備を設置する
必要がある。
施工対象ほ場の近傍に最低限 15 m × 15 m 用地を確保する必要がある。
また、洗浄工事による周辺環境への影響を調査する場合、ほ場周辺に地下水のモ
ニタリング孔を設置することが必要である。
なお、機械設備設置用地は、設備搬入のために 10 t 車、または 4 t 車が通行可能な道
路に隣接することが望ましい。
現場洗浄試験設備配置及び用排水経路

排水ﾋﾟｯﾄ①

施行対象田
試験田
用
水
路

道
路
ﾄﾗｸﾀｰ
ﾄﾗｳﾀｰ
乗入口
排水ﾋﾟｯﾄ②

ﾀﾝｸ

ｽｰﾊﾟｰﾊｳｽ
倉庫A

発
電

ﾀﾝｸ

排水処理
装置

排水路

道路
導水経路
排水経路
ﾄﾗｸﾀｰ経路

図１－10 機械設備および用排水路の例
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⑦かく拌

洗浄液散布後のかく拌は、洗浄効果を確保するため、水深 40 cm 以
上（固液比=1:2 以上）を確保した状態で行うことが必要。また、耕盤
を破壊しないためにかく拌の深度は一定に保つことが必要である。
薬剤洗浄では、固液比を高めることにより洗浄効率が向上することからかく拌を行
う際の水深は 40 cm 以上を確保することが必要である。このため、畦の高さが足りな
い場合は、ほ場周囲に波板などを設置し、水深を確保する。
また、かく拌に用いるトラクターは、下層土の巻き上げを防止するため、かく拌深
度を一定に保ちかつ耕盤を破壊しないような機能（レベルセンサーなど）をもったも
のを用いることが望ましい。
⑧静置・排水

かく拌後静置を行い、ほ場の水の上澄みが 3cm 程度になったら排水
を開始し、田面の土壌が露出するまで排水を行う。

薬剤洗浄においてはかく拌を行ったあと静置を行い、ほ場の水の上澄みが 3 cm 程
度となったら排水を開始し、土壌の沈降が終了するまで行う。
排水効率を向上させる必要がある場合、排水処理装置の能力を考慮しながら 2～3
カ所から排水を行うことが有効である。
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⑨水洗浄

薬剤洗浄を実施した後、水洗浄を実施する。
水洗浄は、用水をほ場に入れた後、薬剤洗浄と同様の操作を行うこ
ととし、田面水の Cl 濃度が水稲の生育に影響を与えない濃度以下とな
るまで繰り返し行うことが必要である。
水洗浄は、田面水中の Cl 濃度が、地域における営農指針などに定められた基準な
ど水稲の生育に影響を与えないとされる濃度となるまで繰り返し行うことが必要で
ある。
指標となる Cl 濃度が定められていない地域においては、地域の用水中における Cl
濃度や以下の数値などが参考になる。
〇指標の例
・ Cl 濃度として 500～700 mg/L 以下（水稲の活着期における塩害発現限界塩素
濃度 千葉県資料）
・ 電気伝導度として 0.3 mS/cm 以下（農業用水基準；農林水産省）
・ 土壌中の塩類濃度として 1,000 mg/kg～2,000 mg/kg 以下（水稲の減収を伴わ
ない土壌の塩類濃度；塩類集積土壌と農業 日本土壌肥料学会編）
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⑩排水処理・処理水の放流

排水は、排水処理装置で処理し、「水質汚濁に係る排水基準」を満た
す水質であることを確認した上で放流することが必要である。
〇処理水の測定項目
・
pH
・
Cd2+
・
塩化物イオン（Cl－）

洗浄
洗浄
排水
廃水

曝気

高分子
凝集剤

ｷﾚｰﾄ液

NaOH
かく拌
攪拌

かく拌
攪拌

かく拌
攪拌

放水脱水

放水

汚泥

処理水

Cd2+

Fe2+

HM Fe3+

原水ﾋﾟｯﾄ

反応槽2

反応槽１
中和･酸化処理

キレート処理

凝集槽

沈殿槽

凝集処理

沈殿処理

ﾌｨﾙﾀｰﾌﾟﾚｽ
脱水処理

図１－12 オンサイト排水装置の例（アルカリ凝集沈殿法）
表１－1 排水処理装置による処理の例
測定項目

処理前

処理後

水質汚濁に係る
排水基準

pH

2.6～3.7

6.6～7.0

6.5～8.5

Cd

0.04～0.80

0.001 mg/L 以下

0.1 mg/L

〇排水処理装置については、処理水が安定的に環境基準 (0.01mg/L) 以下となるよう
事前に性能評価試験を実施する。
〇Cl については、放流域（排水路、河川など）の流水量と排水中の Cl 濃度および量
による希釈率を考慮し、放流域で②、⑨において水洗浄の回数決定の指標とした水
稲の生育に影響を与えない濃度以下となるよう排水する。
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⑪Cd 含有脱水汚泥の回収・処分

排水処理装置から生じる Cd 含有脱水汚泥は、産業廃棄物として、関
係法令に従って適切に処理する必要がある。
排水処理装置から生じる Cd 含有脱水汚泥の運搬、処理は、産業廃棄物として、廃
棄物の処理および清掃に関する法律（廃掃法）および対策実施地域や処理施設が属す
る地方公共団体が定める条例など関係法令に従って適切に行う必要がある。
⑫洗浄後の土壌 pH および土壌肥沃度の調整

洗浄後は、炭酸カルシウムを施用して土壌 pH を調整するとともに、
洗浄により含有量が低下した Mg2+、K＋などの補充を行う必要がある。
表１－２ 洗浄後の土壌 pH および交換性陽イオンの事例
測定項目
洗浄前
洗浄後
土壌 pH(H2O)
Mg２＋
K＋

5.56
1.35
0.57

4.33
0.98
0.32

※ Mg2+、K＋は me/100g 乾土で表示

⑬洗浄後の土質の改善

洗浄後は土壌のかく拌を十分に行うものとする。

かく拌後に土壌が沈降する際、粒子の大きなものから沈降し土壌が層状に分離する
ことから、洗浄作業終了後には、土壌のかく拌を十分に行うことが必要だが、粘土質
土壌ではかく拌によって土壌が軟弱となる場合がある。なお、必要に応じて洗浄後に
落水し、耕起する。
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⑭波板の撤去

洗浄作業の終了時に波板を撤去する。
土壌洗浄による撹拌操作に伴い土壌が膨潤し軟弱となっている場合があるため、波
板撤去の際には必要に応じて畔の補強などを行う。
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（５） 対策効果の評価
目標とした対策効果が得られたか否かを評価するためには、
・ 対策前後の土壌の調査（以下、土壌調査という）
・ 対策後の継続的なコメと土壌の調査（以下、水稲栽培調査という）
を行うことが必要である。
これまでの試験結果をもとに、調査や評価方法の例を以下に示す。
①

試料採取の時期と方法

・土壌調査における試料の採取は、洗浄前と洗浄後にそれぞれ行う。
・水稲栽培調査における土壌試料の採取は、水稲の作付前と収穫時に
採取し、水稲試料は収穫時に採取する。なお、試料採取は 3 年程度継
続して行う。以下に、試料採取法の例を示す。

ほ場を上から見た図
図１－13

試料採取例

・ ほ場に対角線を引き、中央から 1 カ所、それぞれの対角線上から各 2 カ所の計５
カ所から採取する。（上図参照）
・ 検土杖などを用いて、地表下 20 cm までの土壌を１カ所当り 3～4 本採取する。
水稲は、土壌を採取した地点から採取した 20 株のうち、6 株を任意に選定。
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②土壌調査

測定項目
土壌中 Cd 濃度
・酸分解 全 Cd 濃度
・0.1M-HCl 抽出 Cd 濃度
・0.01M-HCl 抽出 Cd 濃度
・1M 硝酸アンモニウム(pH7)抽出 Cd 濃度

土壌肥沃度
・ ｐH (H2O, KCl)
・ 電気伝導度（EC）
・ 可給態窒素
・ 可給態リン酸
・ 陽イオン交換容量（CEC）
・ 交換性陽イオン（Mg2+、K＋、Ca2+）
・ 全炭素
・ 全窒素
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③ 水稲栽培調査

対策終了後、地域における主要な食用水稲品種を栽培し、土壌と
栽培された玄米などを継続して調査することで、対策効果について
その持続性も含めた評価が可能。

水稲栽培調査の例
○調査期間：３カ年
○土壌試料は、水稲の作付前と作付後に採取
○水稲、玄米試料は、収穫後に採取
○調査項目
・土壌および玄米の Cd 濃度
・水稲のわら重、もみ重、粗玄米重、精玄米の窒素含量、食味などの品質
（周辺
の対策未実施ほ場で生産された水稲の情報と比較）

（６） 技術上の問題点
洗浄に必要な農業用水を確保する必要がある。
洗浄に伴い、土壌の物理性が変化するため、洗浄後の最初の農作物生産において、畑
作物を栽培する際には 20～30%程度減収することがある。
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２）カドミウム高吸収イネ品種による浄化技術
（１） 技術の概要
本技術は、土壌中カドミウム（Cd）の吸収能が高い水稲品種（以下、Cd 高吸収
イネ）を用いて以下の 3 行程を経ることにより、水田土壌中の Cd を除去・浄化す
るというものである。
（ア）水田において、Cd 高吸収イネを最高分げつ期以降落水を継続する「早期落
水法」で栽培し、土壌中 Cd を植物体に吸収させる
（イ）充分に成熟した植物体を「もみ・わら分別収穫法」または「もみ・わら一体
収穫法」でロール状に収穫後、必要に応じて「現場乾燥法」により圃場内で乾
燥させる
（ウ）乾燥した植物体を圃場外に持ち出し、適切な方法で処理（焼却）する

（２） 効果
農林水産省委託プロジェクト（平成 15～19 年度「農林水産生態系における有害
化学物質の総合管理技術の開発」
）
において確認された本技術の効果を表１－３、１
－４に示す。浄化対象地域の栽培に適合した Cd 高吸収イネの選択、最高分げつ期
以降の徹底した落水管理、低位置（地際から 5 cm 程度）でのイネ地上部の刈り取
りを前提として、Cd 高吸収イネ１作当たり、土壌中 Cd 濃度を概ね 10%以上低減
することが可能である。
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表１－３

Cd 高吸収イネを用いたファイトレメディエーションの効果（深さ 15cm

までの作土層における土壌 Cd 濃度の低減）
0.1M 塩酸抽出
圃場概要

１：北陸

水稲

作付

土壌 Cd 濃度

品種

年数

(mg/kg)

低減率

作付前

作付後

(％/年)

(％/全期間)

IR8

3

0.48

0.33

10

31

長香穀

3

0.76

0.45

14

41

長香穀

2

0.89

0.58

18

35

長香穀

2

1.00

0.62

19

38

モーれつ

1

2.44

2.01

9

18

IR8

1

（黒ボクグライ土）
２：東北
（灰色低地土）
３：東北
（灰色低地土）
４：東北
（灰色低地土）
５：九州
（灰色低地土）
表１－４

Cd 高吸収イネを用いたファイトレメディエーションの効果（後作食用品

種における玄米 Cd 濃度の低減）
後作食用イネ
圃場概要

１：北陸
（黒ボクグライ土）
４：東北
（灰色低地土）
５：九州
（灰色低地土）

水稲

出穂前後の

玄米 Cd 濃度

品種

水管理

(mg/kg)

低減率

対照区

試験区

(％)

IR8

間断灌漑

0.18

0.11

39

長香穀

間断灌漑

1.02

0.54

47

３週間湛水

0.26

0.13

50

モーれつ
IR8
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（３）
①

技術的留意事項
対象地域

現在のところ、本技術に係る現地試験の知見が一定程度蓄積されている地域は、
東北以南に限定される。

②

用いる水稲品種

これまでの試験結果から、土壌中 Cd の吸収能が特に高く一定の対
策効果が見込めると考えられる品種は「長香穀」、
「ＩＲ８」である。
「長香穀」、「ＩＲ８」の特性等を表１－５に示す。
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表１―５

Cd 高吸収イネの特性等について
Cd

適用等

品種
吸収量
○適用地域：東北以南
○早晩性：早生

○耐倒伏性：弱（稈が長く細いため）
○留意点
長香穀

大

・耐倒伏性が弱であるため、通常品種に比べ窒素減肥が
必要。なお、株間を通常（15 cm 前後）より広く（25
cm 前後）して作付することにより、各株が充実し倒
伏が大幅に軽減した試験事例あり（九州）。
・脱粒性が易であるため、対策最終年度には、子実を不
稔化する観点から早期落水の徹底、もしくは、成熟期
前の乳熟～黄熟期での収穫が必要。
○適用地域：北陸・関東以西
○早晩性：極晩生
○耐倒伏性：極強（短稈のため）
○留意点

ＩＲ８

中

・イネによる土壌中 Cd の吸収は出穂以降に高まるため、
出穂始期で収穫となる東北地方や山間部での栽培に
は不適。
・生育量確保のため、通常品種に比べ窒素増肥が必要。
・コブノメイガ等の害虫に弱いため防除の徹底が必要。
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③

栽培・収穫

ア．水管理
（ア）代かき

代かきは、通常に比べ回数を少なくし、過剰な漏水が避けられ、か
つ均平性が維持できる程度に行えば十分である。
本技術の実施に当たっては、土壌中に含まれる Cd を植物体に吸収しやすい形態
にすることが必要であり、出来る限り、作土層を酸化状態に維持する必要がある
ことから、必ずしも代かきを念入りに行う必要はない。地域における用水量との
関係等から求められる適正な減水深や均平性が維持できる程度に行えば十分であ
る。
（イ）早期落水

本技術の効果を確実かつ最大限に得るためには、栽培期間中の水管
理において、最高分げつ期までは水を張り、それ以後は完全に水を落
とす「早期落水法」を実施することが重要である。なお、落水後は、
水稲の生育に支障がない範囲で可能な限り落水状態を維持すること
が必要である。
これまでの試験では、早期落水が徹底されなかったため、土壌からの Cd 収奪量
が低レベルに留まった事例が確認されており、早期落水の徹底は、本技術において
最重要のポイントである。
水稲による土壌中 Cd の吸収は、出穂期における作土層の酸化還元条件に大きく
左右されるため、最高分げつ期以降の落水を確実に行う必要がある。この場合、稲
体に多少のしおれが見られても生育には問題がないようであれば、落水状態を維持
することが必要である。
また、早期落水法を実施した場合、子実に不稔が多発することが確認されてい
ることから、対策最終年度など翌年度以降の雑穂発生を防止する必要がある場合
においても、早期落水法の徹底は重要である。
なお、翌年度以降の対策に用いる種籾を確保する必要がある場合は、種籾採取
用の圃場を別途設置するといった対応が必要になる。

－24－

早期落水法と通常の水管理法等との違いを図１－14 に示す。
早期落水栽培（ファイトレメディエーション用）
湛水
還元

落水
酸化

中干し

間断かんがい栽培（水稲栽培における通常の水管理法）
湛水
還元(r)

中干し 間断かんがい

o

r o r o r o

花水
還元

間断かんがい
o r o r o r

落水
酸化(o)

出穂前後3週間湛水栽培（農水省が推奨するCd吸収抑制水管理法）
湛水
還元

中干し

o

湛水
還元

落水
酸化(o)

図１－14 水管理法の違い

（ウ）乾田栽培

西南暖地の排水不良田においては、乾田栽培も有効である。乾田栽
培を行うと雑草が繁茂することが予想されるので、これを減少させる
ために畝間の間隔を 25～30 cm 程度と通常の半分程度とする。
西南暖地では、乾田条件（すなわち転換畑条件）で Cd 高吸収イネを栽培し、高
い Cd 収奪量を達成した試験事例があり、特に排水不良田といった土壌の酸化状態
を維持することが困難な圃場で高い Cd 収奪量を得るためには、栽培開始時から圃
場に水を全く張らない乾田条件下で栽培することが有効である。
乾田栽培を行った場合は、雑草が繁茂しイネの収量に影響を与えることが予想
されるが、通常の陸稲栽培の畝間間隔を半分程度として、さらに除草剤を使用す
ることにより、雑草の繁茂を減少させる。
なお、転換畑を含む畑でのファイトレメディエーション技術に関しては、現在、
農林水産省委託研究プロジェクト（「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」、平成 20～24 年度）において試験研究
を行っており、プロジェクト終了後、その成果をとりまとめる予定である。
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イ．移植時期及び施肥管理

地域の栽培条件や使用品種（細稈や長稈品種）によっては、倒伏の
防止を考慮して栽培管理を行う必要がある。
具体的には、通常食用品種と作業が重ならないよう移植時期を調整
したうえで適期栽培・収穫を図るほか、品種特性を考慮した適量施肥
が必要である。
地域の栽培条件や適用品種によっては、過度な早期移植や過剰施肥によって生育
量が増加し、倒伏が発生することがあり、長香穀では特にその傾向が強い。倒伏が
発生してしまうと、作業効率が大幅に低下することから栽培管理に留意する必要が
ある。

Cd 高吸収イネは、栽培期間を通して、土壌から珪酸、苦土、マン
ガンや鉄などの栄養成分も合わせて収奪することから、浄化対策完了
後は、通常イネ品種のバイオマス低下が起こらないよう、必要に応じ
てこれら成分を補給する。
黒ボクグライ土で Cd 高吸収イネを 3 作早期落水栽培した試験では、
pH の低下、
交換性塩基（カルシウム、マグネシウム、カリウム）、可給態窒素の減少が確認さ
れている。
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ウ．収穫

現在のところ、Cd 高吸収イネの収穫方法として「もみ・わら分別
予乾収穫」方式と「もみ・わら一体収穫」方式が開発されている。収
穫に当たっては、両収穫方法の特徴、圃場の排水性及び収穫前後の天
候条件等を踏まえ、それぞれの圃場にあった収穫方法を決定すること
が必要である。
収穫の際は、収穫機のデバイダーを調節し、刈取高さを 5 cm 程度
にすることで、土壌からの Cd 収奪量が一層向上する。
なお、脱粒性の高い品種に対して「もみ・わら一体収穫」方式を採
用する場合、吸い込みながら収穫を行うフレール式飼料用コンバイン
ベーラーの利用により籾の落下量を低減することが可能である。
いずれの場合も、収穫物の含水率が運搬も含めた処理コストに大き
く影響することから、40%を目安に、含水率を引き下げるよう乾燥さ
せることが極めて重要である。
両収穫方法の比較は、表１－６のとおり。
エ．

収穫物の処理

現在のところ、収穫後の Cd 高吸収イネは焼却処理することが必要。
なお、Cd 高吸収イネの収集運搬、処理は関係法令に従う必要があ
る。
圃場外における Cd 高吸収イネの運搬及び処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関
する法律（廃掃法）」及び対策実施地域や処理施設が属する地方公共団体が定める
条例など関係法令に従って適切に行う必要がある。
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表１－６収穫方法の比較及び現場乾燥の概要
特
作業
工程

概

要

長

所

徴
短

所

「もみ・わら分別予乾収穫」

・コンバインでもみ・わらを分別収穫（も ・圃場で無細断わらの予 ・圃場での機械作業時間
みは即時搬出可。ただし、搬出先での保 乾が可能
が「もみ・わら一体収
管不可の場合は「現場乾燥」へ）
穫」方式に比べ長い
・わらを天日乾燥するこ
・無細断わらを圃場で数日間天日乾燥
とにより、ロール成形 ・収穫期の天候が不順な
時の梱包密度を高める 地域には不適
・ロールベーラーで乾燥わらを回収、ロ
ことができ、輸送や処
ール化、梱包（ネットまたはトワインを
理コストの削減が可能
使用）
・わら含水率＜40%、かつ搬出先で保管
可能：わらロールをトラックに積載・搬
出
・わら含水率≧40%、または、搬出先で
の保管不可：
「現場乾燥」へ

「もみ・わら一体収穫」

・ホールクロップ収穫機またはフレール ・収穫前後の天候が不順 ・乾燥効率が「もみ・わ
式コンバインべーラーで、もみ・わらを な地域でも収穫可能
ら分別予乾」方式比べ
一体的に収穫、ロール化、梱包（ネット
て悪いため、現場乾燥
・ある程度の倒伏にも対
またはトワインを使用）の後、
「現場乾
に長期（数ヶ月）間を
応可能
燥」へ
要する
※脱粒性の高い品種の場合、フレール式
飼料用コンバインべーラーで収穫する
ことにより籾の落下を防止可能

「現場乾燥」

・圃場に並べたパレット上にロール化
した収穫物を配置し、上部を透湿防水
シートで覆う（乾燥効率向上の観点か
ら、ロール上部と透湿防水シートとの
間に空間を設けることが望ましい）
・一体収穫の場合は少なくとも数カ月
間、静置
・分別収穫したもみは、フレコンバッ
クに入れ、ロールと同様に圃場に並べ
たパレット上に配置
・含水率が低下し搬出可能となり次第、
順次搬出
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・通常、搬出作業には作
業資格を要する者が扱
うクレーン積載トラッ
クが必要

【参考１】

各方式の収穫手順について

Ⅰ．「もみ・わら分別予乾収穫」方式（上、中左：三菱化学

谷口彰氏、下：秋田農試

伊藤正志氏撮影）

②わらを圃場内で数日間天日乾燥

①コンバインでもみのみ収穫、わらは無
切断で刈倒し

③ロールベーラで乾燥した
わらを回収し、ロール化、
梱包
左：トワインを用いた場合
右：ネットを用いた場合

ロール含水率＜40%、かつ即時搬出可

ロール含水率≧40%、又は即時搬出不可

④トラックに積載・搬出

「現場乾燥」へ
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Ⅱ．「もみ・わら一体収穫」方式について（右：秋田農試
脱粒性の低い品種の場合

伊藤正志氏撮影）

脱粒性の高い品種の場合

①－１ホールクロップ収穫機で、も
み・わらを一体収穫

①－２ フレール式飼料用コンバイン
ベーラーで、もみ・わらを吸い込みな
がら一体収穫（脱粒性が高い品種では
本収穫方式が有利）

②－１トワインを用いた場合のロール化・梱包

②－２ネットを用いた場合のロール化・梱包

「現場乾燥」へ
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【参考２】現場乾燥について（上：三菱化学

谷口彰氏、下：秋田農試

伊藤正志氏撮影）

１．ロールは地面に直接置かず、パレット等で地面との間に空間を設けた上に縦置き。
２．シート上に雨水が溜まらないように透湿防水シートでロール上部を被覆（透湿防水シー
トとロール上部との間にプラスチィックの箱などを置き、空間を設けると乾燥効率が向
上）。
３．風等による透湿防水シートのまくり上がりを避けるため、シートの端をロープ等でパレ
ットに固定（「もみ・わら一体収穫」方式の現場乾燥時には、処理開始から 2～3 週間程度毎
の晴天日に、シートの一方を外し、天日にさらすと乾燥効率が向上）。
４．東北・北陸地域は、収穫期直後から曇天の日が増えるので、可能な範囲で早期に収穫し、
1～1.5 ヶ月を目安とした乾燥期間を確保することが必要。
５．可能であれば、ロールは両側に日が当たる南北方向に配置。
６．ロール含水率＜40%、かつ搬出先で保管場所に余裕あればトラックに積載・搬出
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【参考３】収穫物の含水率が運搬、処理コストに及ぼす影響について
（図表は、前述の農水省委託プロ研究成果発表資料より引用）

１．現場乾燥を行い、収穫物ロールの含水率が 40%以下に低下することで（図１－
15)、焼却時の燃焼効率が上昇し（表１－７）、焼却処理のコストが低下すること
が想定される（図１－16）。
収穫時

天日乾燥後

現場乾燥後

表１－７

稲わらの含水率（％）

80

収穫物含水率と発熱量の関係

70
60

収穫物

50

含水率

40
30

発熱量

20

低位

10

(kcal/kg）

0
東北

北陸

九州

70％

50％

40％

650

1,600

2,100

※燃焼補助剤等なしに継続して燃焼（自
燃）するためには 1,500kcal/kg が必要

図１－15 乾燥に伴う収穫物の水分含量の変化

２．さらに、含水率の低下によって、輸送効率も向上すること等から、結果として、
対策全体のコストが低下することが想定される（図１－17）。このため、収穫物は
含水率 40%を目安に乾燥させた上で処理することが極めて重要である。
18

30
収穫直後

14

25
コスト（万円/作/10a）

焼却経費（万円/乾物t）

16

もみ・わら
分別収穫
現場乾燥後

12
10

20

6

0
40

50

60

栽培費

10
5

30

乾燥・
輸送費

15

8

20

焼却費

収穫直後
（わら水分７0%）

70

イネの水分含量（％）

図１－16 収穫物の水分含量と
焼却経費との関係

分別収穫・現地乾燥後
（わら水分40%）

図１－17 収穫物の水分含量と
ファイトレメディエーション全体
コストとの関係

※栽培費の内訳は、生産資材費、栽培管理費、収穫作業委託費、農機具費、諸材料費、光
熱・動力費。乾燥・輸送費の内訳は、現場乾燥費と輸送費。焼却費の内訳は、焼却処理費
と燃焼灰処理費。もみ（水分 20%）も含む。
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④

サンプリング時期・方法

土壌中 Cd 濃度の低減度合いや、土壌からの Cd 収奪量といった対
策効果を評価するためには、土壌や収穫物をサンプリングし、分析す
る必要がある。
Cd 高吸収イネのサンプリングは収穫時に行う。
なお、玄米中 Cd 濃度の初期値として、対策開始前年に栽培された
食用品種の玄米中 Cd 濃度を把握することが必要。
土壌のサンプリングは、これまでの試験結果から、作物残渣が冬期
に分解され土壌中 Cd 濃度が上昇する可能性が示唆されているため、
耕起前と収穫時の両時期に行うことが必要である。なお、土壌は、株
と根を取り除き 2 mm のメッシュで篩別後分析に供する。
以下に、土壌及び Cd 高吸収イネのサンプリング方法の例を示す。

株間 15ｃｍ

刈り株

畝間 30ｃｍ
土壌及び Cd 高吸収イネのサンプリング例
（上から見た図）
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○土壌
・Cd 高吸収イネ地上部のサンプリング地点からそれぞれ１点サンプリング
・任意の刈り株（●刈り株）を中心とし、上図点線部分のように、株、畝方向に隣
接する刈り株の中間線となるよう縦 15 cm×横 30 cm×深さ 15 cm のブロック状で
サンプリング注１、２

注１：後述の中間評価や最終評価において土壌からの Cd 収奪量をより精確に把握する必
要がある場合には、作土層以深 15～30 cm についても作土層と同様にブロック状に
サンプリングし、分析を行うことが必要
注２：これまでの試験研究において、表面の 15 cm × 30cm の長方形を十字に 4 等分し、
その 1/4 部分の中から 6 cm 径のオーガー2 挿分（

）を採取し、土壌中 Cd 濃度

を分析した場合、ブロック状でサンプリング、分析して得られる値と有意な差がな
いことが確認されている（未発表）

○Cd 吸収植物（イネ）
・1 圃場当たり 5 地点（中央部と中央と 4 隅の中間地点）を選定し、各地点から平
均株を 2 株ずつ採取。
・それら 10 株を脱穀により籾と茎葉部に分け、それぞれの Cd 濃度及び乾物重量
を測定。
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⑤

分析
土壌及び Cd 高吸収イネの分析項目と部位

これまでの試験結果から、土壌及び Cd 高吸収イネについて、分析
が必要と考えられる項目は以下のとおり。
Ａ．土壌の分析項目
ａ．最初の Cd 高吸収イネ作付前（耕起前）にサンプリング、分析
・0.1 M 塩酸抽出 Cd 濃度注１
・土壌 pH
ｂ．最初の Cd 高吸収イネ収穫時以降、Cd 高吸収イネの作付前及び
収穫時にサンプリング、分析
・0.1 M 塩酸抽出 Cd 濃度注１
Ｂ．Cd 高吸収イネの分析部位と項目
・葉茎部の乾物重量と Cd 濃度
・籾の乾物重量と Cd 濃度
土壌については、可能な範囲で以下の項目についても、Cd 高吸収イ
ネの作付前及び収穫時にサンプリング、分析することが望ましい。
作付前
・全 Cd 濃度（フッ化水素酸注２）
・全炭素
・リン酸吸収係数
作付前及び収穫時
・Mehlich3 抽出 Cd 濃度注３
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注１：土液比１：５、３０℃、１時間振とう
1971 年に農林省の省令で定められた「農林省令第四十七号、農用地土壌汚染対策地域
」であるが、採用当時と比較
の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法（公定法）
して分析機器の精度が大幅に向上したため、有機溶媒による濃縮作業は必要としない。
抽出原液を適当に希釈（10 倍程度が望ましい）し 1％硝酸酸性溶液としたものを、ICP
発光分光光度計などを利用して直接測定することが可能である。

注２：土壌全 Cd 濃度は、土壌から作物への Cd 供給のポテンシャルを示す重要な指標である
ことから対策実施前に測定・把握する必要がある。一方、過塩素酸分解法を用いて測
定された土壌 Cd 濃度をもって全 Cd 濃度に代える場合があるが、同法はケイ酸構造
物中の Cd を完全に溶出できないことに留意する必要がある。フッ化水素酸による分
解は過塩素酸対応のドラフトで可能なため、過塩素酸分解対応のドラフトを保有して
いる場合は、出来うる限りフッ化水素酸による全分解法を採用することが望ましい。
一方、過塩素酸分解対応のドラフトを保有していない場合は、外部の分析機関に委託
するなどの対応をとることが望ましい。

注３：土液比１：１０、２５℃、５分振とう
Mehlich3 抽出溶液の作成方法
①水 120 mL にフッ化アンモニウム 27.78g を混和し、EDTA 14.61 g を加えたものを水
で 200 mL にメスアップ（プラスチック容器で保管）。
②水 1.6 L に硝酸アンモニウム 40 g を溶解させた溶液に、①を 8 mL 混和。その後、
99.8%酢酸 23 mL と 1 規定硝酸 26 mL を添加したものを穏やかに混和しながら水で
2 L にメスアップ。pH は 2.5 ± 0.1。
食用イネ品種の玄米 Cd 濃度を栽培前土壌の Cd 濃度から予測するには、Mehlich3 抽出
法が有望であるという試験結果があるが、ポット試験のため今後圃場での検証が必要（未
発表）。しかし、本技術の効果を把握する上においても有用な指標と考えられるため、任
意測定項目に加えた。さらに、イネ以外の作物（転換畑で栽培するダイズやムギなど）
の可食部 Cd 濃度を予測可能な抽出法も追加していく予定である。そのため、後日追加
分析が可能となるように、少なくとも対策実施期間中においては、土壌サンプルは廃棄
せず保管しておくことが望ましい。
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⑥

対策効果の評価
本技術は、５年前後の長期間にわたって実施することが想定されることから、最終

的に目標とした効果を確保するためには、⑤で得られた分析結果等をもとに、経時的
に対策の効果を把握・評価し、状況によっては途中段階での設計変更を行うことが重
要である。
このためには、対策完了後に食用品種を作付け、その効果を評価するだけでなく、
①単年度毎の評価、②中間段階における評価（中間評価）を行うことが必要である。
また、対策圃場内に食用品種を坪植えしたパイロット区を設置することで、玄米中
Cd 濃度の低減効果を把握するとともに、対策終了のタイミングを的確に判断するこ
とが可能となる（パイロット評価）。
これまでの試験結果をもとに、単年度毎の評価、中間評価、パイロット評価の考え
方や評価例を以下に示す。

ア．単年度毎の評価

単年度の作付終了後、⑤で測定した結果を基に、以下の値を算出す
る。
・Cd 高吸収イネによる土壌中 Cd 吸収量（籾 Cd 吸収量＋茎葉部 Cd
吸収量）

（2 年目以降、以下の値も確認）
・Cd 高吸収イネによる土壌中 Cd 吸収量の経年変化
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イ．中間評価

これまでの試験結果から、浄化開始後 2 年目までは、得られたデー
タが気象条件等に基づく年次変動なのか、対策全体の傾向を示すもの
かの判断が困難であると考えられる。このため、対策の中間評価は最
低 3 年分のデータをもとに行い、必要に応じて 4 年目以降の設計を変
更することが望ましい。また、評価指標としては 0.1 M 塩酸抽出によ
る土壌 Cd 濃度の低減率が想定される。
（対策 3 年目における、中間評価の例）
○評価方法：0.1 M 塩酸抽出土壌中 Cd 濃度について、対策開始前の値
と現況の値を比較する。
○評価結果の反映：対策開始前からの減少率が 3 割に満たない場合に
は、翌年以降の対策において、以下の項目について必要な設計変更を
行う。減少率が低くなる主な原因としては、最高分げつ期以降の落水
時における圃場の乾燥が不十分である場合や、選定品種が不適切であ
る場合である。以下に、変更の具体例を示す。
・ 選定品種
「ＩＲ８」から「長香穀」へ変更
・ 栽培管理
高い地下水位などの原因により徹底した落水管理が出来ない
場合は、溝をきるなどの水はけ向上策を施す。もしくは、「早期
落水｣から｢乾田直播｣へ変更
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ウ．パイロット評価について（今後の課題）

0.1M 塩酸抽出土壌 Cd 濃度が目標値付近まで低減したことを確認
した場合、翌年以降、圃場内に食用品種を坪植するパイロット試験区
を設置して、ファイトレメディエーションを行うことで、対策完了の
タイミングを的確に判断することが可能

パイロット評価の例
１．全面で Cd 高吸収イネを早期落水栽培
全面 Cd 高吸収イネ作付

0.1M 塩酸抽出土壌 Cd 濃度が目標値付近

（早期落水）

→パイロット評価へ

２．パイロット評価
①圃場内の複数箇所にパイロット区を設
置（圃場中央部、水口および水尻付近等）

3m 程度
通常食用品種作付

②この試験区にのみ食用イネ品種を作付
け（この区も早期落水）
1m 程度

③収穫後、玄米中 Cd 濃度を分析
1m 程度

④玄米中 Cd 濃度が目標を超過
→パイロット評価継続（パイロット区は 1
区画分ずらして実施）

全面早期落水栽培

⑤玄米中 Cd 濃度が目標を達成
→浄化対策を完了（食用品種全面作付へ）

３．浄化対策完了後
①圃場全面に、通常イネ品種を通常の水管
理（間断灌漑）で作付
②収穫後、玄米中 Cd 濃度を分析し、目標
値を達成していることを確認

全面通常品種作付
（間断灌漑）

土壌及び玄米中 Cd 濃度の最終的な目標値は、各地域の実態に応じて設定されるも
のである。一方、最終目標値も踏まえたパイロット評価時における目標値の設定方法
は、各地域における実証結果も踏まえ今後検討されるべき課題である。

－39－

２．土壌中カドミウムの吸収、移行抑制技術
１）低カドミウムイネ品種の育成
世界には多種多様なイネ品種が存在する。アジアの栽培イネは Oryza Sativa 種に
属し、さらに生態型の違いからジャポニカとインディカに分類される。我々が日常食
べている「コシヒカリ」や「あきたこまち」等のジャポニカ米は、概してインディカ
米に比べて Cd 濃度が低い（図２－１）9, 10)。現在、国内では、コメの Cd 濃度低減対
策として湛水管理が広く行われているが、同技術は用水の確保が必要である上、土壌
の Cd 濃度や水管理の状況によっては、十分な効果が得られない可能性がある。この
ため、現在の食用品種よりも Cd 濃度の低い品種を育成できれば、単独で、または湛
水管理等の低減技術と組み合わせて実施することで、より広い地域に適用可能であっ
て、かつ効果の安定した低減対策となることが期待される。ここでは、それら品種育
成に係る取り組みについて紹介する。
交雑による品種育成は、その出発材料となる日本米よりも Cd 濃度の低い品種を探
すことから始まる。これまで調査したイネ品種群の中で、アフリカ原産の陸稲品種
「LAC23」は「コシヒカリ」などの日本米よりもさらに低いことがわかった（図２－
１）9, 10)。その一方、稲わらの Cd 濃度はインディカ並に高くなることがあり、茎葉部
から玄米への Cd 移行に関して何らかの制御があることが考えられた。

図２－１ 玄米Cd濃度の品種間比較（35品種、赤字はインディカ、青字はジャポニカ、ピンク
は熱帯ジャポニカ）
Cd濃度の異なる2種類の土壌で節水栽培を行った。
A；沖積土（土壌Cd濃度0.5 mg/kg）
、B; 黒ボク土（土壌Cd濃度5.1 mg/kg）
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「LAC23」は熱帯ジャポニカ（ジャバニカともいう）に属し、温帯ジャポニカである
日本の品種とは、遺伝的にも形態的にも異なる。「LAC23」は長稈、極晩生、低収量
など、日本での実用的な栽培には全く向かず、このままでは日本に導入できない。そ
こで、国内で栽培されている短稈、早生の多収品種「ふくひびき」と交配し、
「LAC23」
の低 Cd 性を維持しつつ、栽培特性が改良された系統の育成を開始した 11）。育成した
126 系統の中で、玄米 Cd 濃度が「ひとめぼれ」等の一般普及品種に比べて、約半分
の濃度になり、栽培性が向上した 5 系統を最終的に選抜した。これらの系統には、育
成地（東北農業研究センター）の地方番号「羽系 1118-1122」を付与している（図２
－２）
。Cd は亜鉛等の重金属と化学的な性質が類似しているため、同じようなシステ
ムでイネに吸収されると考えられているが、開発した系統の鉄や亜鉛等の重金属含量
は一般品種と同程度であり、Cd だけ低減させた系統を育成することに成功した

12)。

また、「LAC23」に比べて、草丈は小さくなり、出穂が早まったため、寒冷地（北東
北）の試験でも十分に登熟に達することができた（図２－３）
。しかし、収量性や玄米
形質、食味等を含め、さらに改善する余地が十分にあり、実用的な品種にはさらに長
い道のりが必要と思われる。

図２－２ 低 Cd 開発系統（羽系 1118-1122）の玄米 Cd 濃度
汚染土壌での現地栽培（節水栽培）
、*LAC23 は未熟粒のため参考値
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図２－３ 低 Cd 系統の草姿
「LAC23」に比べて草丈が短く、出穂が早まったため登熟が進んでいる。

近年、イネのゲノム情報が飛躍的に解明され、目的とする遺伝子周辺の DNA 配列
を目印（マーカー）にし、短期間で望ましい遺伝形質だけ子孫に残せる育種技術「DNA
マーカー育種」が発展した。玄米の Cd 濃度がある特定の遺伝子によって支配されて
いるのであれば、遺伝子そのものを明らかにすることで、もしくは遺伝子近傍の DNA
配列をマーカーにしながら育種することで、低 Cd 品種の育成期間が大幅に短縮され
る。さらに Cd 吸収以外の不必要なゲノム領域を取り込む心配もなく、高品質な低 Cd
品種を作ることも理論上可能である。
「DNA マーカー育種」によって、これまで水稲
では出穂期を改変した「コシヒカリ」
、いもち病抵抗性の「コシヒカリ」等が作出され
ている。また、イネのみならず、麦、ダイズ、家畜に至るまでその汎用性は広く、多
くの品種改良に利用されつつある 13)。
イネの Cd 吸収に関わる遺伝形式を明らかにするため、玄米 Cd 濃度の低いジャポ
ニカ品種「ササニシキ」と高いインディカ品種「ハバタキ」の交雑系統を Cd 汚染圃
場で栽培し、玄米 Cd 濃度の頻度分布を調べると、連続的な分布パターンを示す。こ
れは量的形質の典型例であり、玄米 Cd 濃度は複数遺伝子による遺伝効果が組み合わ
さって決まると推測できる。量的形質に関与する遺伝子が存在する染色体の座位を
QTL（Quantitative Trait Locus）と呼ぶが、その座位を特定するには、染色体全体
に分布する多数の DNA マーカーを用いた QTL 解析という統計遺伝学的手法が有効で
ある。この手法を用いることで、インディカ品種「ハバタキ」が持つ玄米の Cd 濃度
を高める QTL を第 2 と第 7 染色体上に特定した。特に第 7 染色体に座乗する QTL の
遺伝効果は高く、これがインディカ種の玄米 Cd 濃度を高める主要な遺伝子座位であ
ると思われる。最近、Cd 高集積イネ品種である「長香穀」14)や「Anjana Dhan」15)
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から第 7 染色体に座乗する高 Cd の原因遺伝子が同定された。その遺伝子（OsHMA3）
は液胞膜上に存在する重金属トランスポーターをコードするが、高集積品種はその機
能が欠損しているため、根の液胞に Cd を蓄積できず、結果的に地上部へ Cd を送る。
一方、
「日本晴」などの日本品種は機能型であるため、Cd を液胞内に隔離できる。機
能型の OsHMA3 遺伝子を過剰発現させると、根の液胞内に Cd を運び込む能力が高
まり、Cd がほとんど玄米に行かなくなることが報告されている。しかしながら、遺
伝子組換えイネとなるため、現在の国内では受け入れられない。
「コシヒカリ」を遺伝背景に「LAC23」の染色体断片を移入した染色体置換系統
群を作出し、
「LAC23」由来の低 Cd 集積に関する QTL の特定を進めている。もし
QTL 遺伝子が明らかになれば、マーカー選抜による効率的な育種が可能となり、今の
「コシヒカリ」より玄米 Cd 濃度だけ低い「コシヒカリ」が完成する。さらに、重イ
オンビームを照射した「コシヒカリ」の突然変異体の中から玄米に Cd がほとんど蓄
積されない系統が選抜され、その利用が今後期待される。慣行の栽培方法であっても
Cd 濃度が十分低い品種を育成すれば、土壌浄化技術に比べ低コストで環境負荷が少
ない極めて有用な Cd 低減技術になると期待される。
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２）水稲におけるカドミウムとヒ素の吸収について
食品中の有害物質であるヒ素についても様々な課題が残されている。食品中にヒ
素は種々の化学形態で存在しており、急性毒性は無機ヒ素が高いが、その他の毒性に
ついては不明の点が多い。また、複数の疫学調査結果から、無機ヒ素の慢性暴露に伴
う肺や皮膚等での発がん率増加が示されている。1988年、JECFAは無機ヒ素の暫定耐
容週間摂取量（PTWI）を15 μg/kg体重16)と評価したが、2010年2月の会合において、
本PTWIを取り下げ、肺がんの発症率を0.5％上昇させる摂取量（ベンチマーク用量）
の95％信頼下限値であるBMDL0.5を3.0 μg/kg体重/日（2-7 μg/kg体重/日の範囲）とし
た17)。
日本人の食品を通じた総ヒ素の摂取量の平均値は178 μg/人/日、食品群別摂取量は
魚介類54%、野菜・海藻35%についで米7%であった（平成14～18年度、厚生労働省ト
ータルダイエット調査）
。また、魚介類、海藻中のヒ素の大部分は有機ヒ素だが、米は
無機ヒ素の割合が高いことが観察されている。
ヒ素汚染地では畑作物を栽培する場合に比べ、水田で水稲を栽培した場合に激し
い障害が発生することが知られている。1970年代からの山根18)の研究などによってそ
の発生機構と対策が明らかにされてきた。ヒ素汚染水田の湛水に伴い、土壌中の３価
鉄が２価鉄へ還元されるような強還元状態となると、鉄と結合していたヒ素が主に亜
ヒ酸として溶出することが解明されている。亜ヒ酸はヒ酸に比べ土壌への吸着が弱く、
また、水稲への毒性も強いことが上記の水稲における障害の原因と考えられ、ヒ素障
害の軽減には節水栽培が有効であることが示された。これらのことから、水稲のCd吸
収を抑制するための湛水管理は逆にヒ素の吸収を促進することが想定されており、こ
れまでの研究結果から、出穂期の水管理は玄米Cd濃度だけでなくヒ素濃度にも大きく

玄米Cd濃度mg/kg

影響することが明らかになった（図２－４）7)。
0.5
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2.0
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土壌1

7/11
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6
7

湛水期間

土壌2

図２－４ 玄米ヒ素濃度と Cd 濃度の関係（水管理 7 段階でポット栽培）
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9/8
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収穫

３）畑作物のカドミウム吸収低減対策
平成 20 年～22 年にかけ、食品衛生法に基づく Cd の基準値改正に係る審議を行っ
た厚生労働省薬事・食品衛生審議会は、コメ以外の品目は Cd 基準値を当面設定せず、
関係者に農産物の低減対策の推進および海産物を含めた汚染実態把握を求め、3-5 年
後、必要に応じて基準の設定等を再検討することとした

19)

。現在、食品に含まれる

Cd については小麦 0.2 mg/kg、穀類注１0.1 mg/kg、豆類注２0.1 mg/kg、バレイショ注３
0.1 mg/kg、根菜、茎菜注４0.1 mg/kg、葉菜 0.2 mg/kg、その他の野菜注５0.05 mg/kg 等
の国際基準が設定されている 20)。過去に行われた農林水産省の実態調査結果と照らし
合わせると、小麦、ほうれんそう、さといも、ごぼう、にんじん、ねぎ、たまねぎ、
なす、オクラなどで国際基準を超過した割合が他品目に比べて高い（1%以上、表２－
１) 21)。現在、これらの品目を含めほとんどの畑作物においては水稲における湛水管理
並に効果的な低減技術はない。このため、日本人の食品を通じた Cd 摂取量を将来的
に一層低減するため、畑作物における Cd の含有実態の把握及び低減技術開発の必要
性が高まっている。
注１：そば、小麦、米、ふすま、胚芽を除く

注２：大豆を除く 注３：皮を剝 いたもの

注４：セロリアック、バレイショを除く
注５：鱗茎類、アブラナ科野菜、ウリ科果菜、その他果菜

表２－１ 国際基準を超過する割合が高い畑作物
（農林水産省の全国実態調査26)より作成）
作物
玄米

基準値
(mg/kg)
0.4*
0.2

超過率
(%)

作物

基準値
(mg/kg)

超過率
(%)

0.3

にんじん

0.1

1.5

3.1

ねぎ

0.05

3.9

ほうれんそう 0.2

3.0

たまねぎ

0.05

1.0

さといも
ごぼう

9.9
5.6

なす
オクラ

0.05
0.05

7.3 (1.2** )
22.4

小麦

0.1
0.1

*国際基準値は精米での値、**平成14年調査
調製方法
ほうれんそう

赤色根部を含み、ひげ根及び変質葉を除去した後、泥を水で洗い落としたもの

さといも(皮なし） 泥を水で洗い落とし、皮を除いたもの
ごぼう

葉部を除去し、泥を水で洗い落としたもの

にんじん

泥を水で洗い落としたもの

ねぎ

外皮及びひげ根を除去したもの

たまねぎ

外皮及びひげ根を除去したもの

なす

へたを除去したもの

オクラ

へたを除去したもの
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（１）大豆、コムギのカドミウム低減技術
大豆については Cd 濃度の品種間差があることが報告されている。
「Harosoy」は高
子実 Cd 品種であり、
「Harosoy」を親にもつ「スズユタカ」などの品種も高子実 Cd
品種であった 22)。日本の代表的な大豆 150 品種が低子実 Cd 系統と高子実 Cd 系統に
分けられることが示された 23)。現在低 Cd 品種を育種素材として低 Cd 実用品種の育
成が進められている 24)。コムギについてはデュラムコムギ（Triticum turgidum L. var

durum）がパンコムギ（Triticum aestivum L.）に比べ Cd 濃度が高いことが報告さ
れている

。デュラムコムギには Cd 濃度の品種間差があり、低 Cd 吸収遺伝子のマ

25)

ーカー情報に基づく効率的な育種が実現可能なレベルに到達しつつある 26)。デュラム
コムギ以外のコムギについても Cd 濃度の品種間差があることが報告されている 27)。
国内外のコムギ 238 品種・系統が調査され、子実 Cd 濃度は北日本品種が低く、西日
本の品種が高い傾向があった。現在「きたほなみ」などの低 Cd 品種を育種素材とし
て関東以西で栽培可能な低 Cd 実用品種の育成が進められている 27)。
水稲と同様に、土壌 pH を高めることも大豆やコムギの Cd 吸収を抑える効果があ
ると期待される。渡邊らは出穂期及び出穂 2 週間後の窒素追肥によりコムギ（農林 61
号）子実 Cd 濃度は無追肥区に比べ有意に高くなったことを報告している 28)。これら
のことから、石灰資材施用、窒素施肥法による子実 Cd 濃度制御法の開発が必要と思
われる。
水田の土壌洗浄による汚染農地の修復後、転換畑の麦類に対する浄化効果の圃場で
の検証が現在実施されており

、大豆、コムギ子実 Cd 濃度を半分以下にする低減効

29)

果が認められた。ファイトレメディエーションによる汚染農地修復後、圃場での麦類
に対する浄化効果の検証も実施中

であり、大豆、コムギ子実 Cd 濃度低減が期待さ

30)

れる。
（２）接ぎ木によるカドミウム濃度低減 31)
竹田ら 32-34)はナス（Solanum melongena）とナス用台木に使われる近縁種に種間差
及び品種間差を認めている。スズメナスビ（Solanum torvum）の市販ナス用台木品
種「トルバム・ビガー」
、
「トナシム」
、
「トレロ」を用いることで、対照台木品種及び
自根栽培に対してナス果実（穂木 4 種類）中の Cd 濃度を 1/2 ～1/4 程度と大幅に低
減することができた（図２－５）
。我が国のナス品種には、全国各地で形、大きさ、色
あい、食感などが異なる地方色豊かな在来品種が多数存在している。一方、土壌病害
の回避や生産性の向上等を目的に、国内のナスの接ぎ木栽培の普及率は 60%以上であ
り、一般的な技術として定着している。このことから、本技術は幅広い地域で導入可
能であり、ナスの Cd 低減技術として国内に広く普及することが期待される。
なお、過去に行われた農林水産省の実態調査では、国内産ナス 290 検体のうち Cd
濃度が国際基準値 0.05 mg/kg を超過した検体は全体の約 7%だが、0.1 mg/kg を超過
したものは全体の 0.8%程度であった。このため、国内産地の大部分は、本技術を導入
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することで国際基準を満たすナスの生産が可能であると考えられる。

果実カドミウム濃度
mg/kg FW

果実カドミウム濃度
mg/kg FW

土壌の違い
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

灰色低地土 （1/2000aポット）
（0.1NHCｌ抽出Cd 1.9ppm)
穂木：千両二号
台木：ヒラナス
ﾄﾙﾊﾞﾑ ･ﾋﾞｶﾞｰ、トナシム
定植：6月22日
収穫 ：7月13日～8月11日

0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

黒ボク土(1/2000aポット）
（0.1NHCｌ抽出Cd 3.6ppm)
穂木：千両二号
台木：台太郎
ﾄﾙﾊﾞﾑ ･ﾋﾞｶﾞｰ
定植：6月15日
収穫 ：7月6日～8月11日

0.18

穂木の違い（4種類）

0.030

0.14

作型の違い（秋ー冬）

0.025

0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
7/19

8/9

8/29 9/21

果実カドミウム濃度
mg/kg FW

果実カドミウム濃度
mg/kg FW

0.16

0.015
0.010
0.005
0.000
１０ １１ １２ １月 ２月 ３月 ４月 ５月
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月

収穫日
自根＊千両
自根＊Ａ
自根＊Ｂ
自根＊Ｃ

0.020

ﾄﾙﾊﾞﾑ＊千両
ﾄﾙﾊﾞﾑ＊Ａ
ﾄﾙﾊﾞﾑ＊Ｂ
ﾄﾙﾊﾞﾑ＊Ｃ

収穫月

褐色低地土(圃場試験)
（0.1NHCｌ抽出Cd 0.21ppm)
穂木：千両二号、Ａ、Ｂ、Ｃ
台木：自根
ﾄﾙﾊﾞﾑ･ﾋﾞｶﾞｰ
定植：6月19日
収穫：7月11日～10月29日

台太郎

ﾋﾗﾅｽ

ﾄﾙﾊﾞﾑ

ﾄﾅｼﾑ

灰色低地土(圃場試験)
（0.1NHCｌ抽出Cd 0.14ppm)
穂木：竜馬
台木：ヒラナス、台太郎、
ﾄﾙﾊﾞﾑ ･ﾋﾞｶﾞｰ、トナシム
定植： 9月19日
収穫： 10月16日～5月21日

図２－５ ナスの果実 Cd 濃度に及ぼす台木の効果
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４）有機性廃棄物を原料とする肥料の施用と作物のカドミウム濃度
有機性廃棄物を原料とする肥料（以下、有機性肥料）の施用に伴うCdの土壌負荷
量は、収穫に伴うCdの持ち出し量よりも多い傾向にある。北海道で5年間有機性肥料
を連用した試験によると、Cdの持ち込み量が多い順に、水産系廃棄物を原料の主体と
する堆肥（以下、水産系堆肥）
、下水汚泥肥料、生ゴミを原料の主体とする堆肥であっ
た35)。一方、作物可食部中のCd濃度は、有機性肥料施用の有無にかかわらず同程度で
あり、5年間程度の連用は、作物のCd濃度に影響しないと考えられた38)。有機性肥料
の施用は、Cdだけでなく、土壌中でCdを吸着保持する有機物や鉄・マンガン酸化物な
ども同時に持ち込むため、施用土壌中でのCdの挙動は、土壌の種類や施用される有機
性肥料の性質によって異なると考えられる。本節では、有機性肥料の施用が土壌中の
Cdの形態に及ぼす影響と可給性Cdの量がどのように変化するかについて、最近の成果
を中心にとりまとめる。
（１）有機性廃棄物施用に伴う農地土壌へのカドミウム負荷
農地利用されうる有機性肥料は、主たる原料によりCd濃度が異なる。たとえば、
水産系廃棄物の中には、ホタテ中腸腺のようにCd濃度が20 mg/kgに達するものもある
ため、水産系堆肥はCd濃度が高くなりやすい。最近とりまとめられたデータ35)で比較
すると、水産系堆肥のCd濃度が最も高く、その中央値は1.7 mg/kg、次いで下水汚泥
肥料が1.2 mg/kg、鶏ふん堆肥が0.7 mg/kg、豚ふん堆肥が0.4 mg/kg、牛ふん堆肥が0.2
mg/kgであった（図２－６）
。畑土壌中のCd濃度の平均値は0.239 mg/kgである36)こと
から、鶏ふん堆肥、下水汚泥肥料、水産系堆肥のCd濃度は土壌よりも高い傾向にある
といえる。

4.0
カドミウム濃度 [mg/kg]

3.5
3.0
2.5
2.0

8.8
最大値
75%点
中央値
25%点
最小値

1.5
1.0

図２－６．有機性未利用資源を

0.5
0.0

原料とする肥料中の Cd 濃度 38)
水産系
牛ふん 豚ふん
豚ふん 鶏ふん
水産系 下水汚泥
下水汚泥 牛ふん
鶏ふん
(7)
(24)
(79)
(22)
(5)
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（ ）内は分析点数

Cd等の重金属が作物にどの程度吸収されるかを考える場合、重金属の存在形態、
すなわち重金属とその周りの固相との間の結合力の強さの情報が必要になる。ここで
は形態別分析の一例として、下水汚泥中の重金属をTessierら37)の連続抽出法に準拠し
て測定した結果を示す（図２－７）38)。この場合、分析操作上の定義に基づく形態分
別と位置づけられるが、土壌中での溶解性の尺度としての意味がある。下水汚泥ごと
のばらつきが大きいが、最も水に溶けやすいと考えられる交換態画分は多いものでは
30%近くに達し、水に溶けない残渣画分は5 ～20%程度であった。同じ方法で調べた
土壌（黒ボク土）の場合、交換態画分は10%未満、残渣画分は50%程度38)であったこ
とから、汚泥と土壌を比較すると、汚泥は土壌よりも水に溶けやすい形態のCdを高い
割合で含んでいると考えられる。
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Fe-Mn
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1.0
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4.3
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図２－７．下水汚泥の Cd の形態別存在割合 41)
（高）は高分子系凝集剤、
（Ca）は石灰系凝集剤を用いた汚泥
有機性肥料を施用し土壌の有機物含量が高まると、重金属を保持する容量が増加
する。たとえば、有機物と錯体を形成しやすい銅の場合、汚泥肥料施用により土壌中
の全銅濃度が増加しても、可給性の銅濃度は増加しないことが知られている39)。また、
汚泥肥料施用土壌中の銅は、結合している有機物が分解しても直ちに別の物質と結合
し、可給性が高まらないことも示唆されている40)。Cd汚染土壌においても、汚泥肥料
の施用によりCdの可給性が低下するという現象が認められており、その要因は、汚泥
肥料中の有機物がCdを吸着することによると考えられている41)。汚泥肥料施用土壌の
Cd濃度の変化をモデル化してシミュレートした結果によると、汚泥肥料施用土壌のCd
の挙動に大きく影響するパラメータは、土壌のCd吸着係数、汚泥肥料のCd吸着係数と
汚泥中の無機物のCd吸着係数への寄与、汚泥肥料のCd濃度であることが示されている
42)。汚泥肥料施用土壌において、汚泥肥料中の鉄・マンガン酸化物は、Cdの保持と固

定の役割を担っていると考えられる43)が、土壌条件によっては鉄等の無機物の寄与は
小さい場合もある44)。本節の冒頭で述べたように、5年間程度の有機性肥料の連用であ
れば、作物のCd濃度に影響しないが、長期間にわたって利用することを考慮すると、
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現実に想定される条件で、土壌の可給性Cd濃度に及ぼす有機性肥料の影響に関するデ
ータを蓄積していく必要がある。
（２）安定同位体を使った可給性カドミウムの評価
土壌中のCdの可給性には、土壌のCd収脱着特性の他、強度因子として土壌溶液中
のCd濃度、容量因子として土壌中の可給性Cdの総量が関与している。これらを総合的
に解析する手段として、Cdの同位体を使った評価法が提案されている45)。この方法で
は、土壌懸濁液にCdの放射性同位体を添加し、土壌液相の放射能の減少速度から同位
体交換に関与する重金属量を算出する。この同位体交換に関与する重金属量は、土壌
の固相と液相との間を自由に往来できる形態であることから、可給性Cdの総量（可給
性Cdのプール）と考えることができる。Grayら46)はこの手法を化学肥料施用土壌と汚
泥施用土壌に適用し、同位体交換に関与するCd量とその交換速度を解析している。同
位体交換速度の速いCd量（同位体添加後1分以内に交換するCd量）は、化学肥料施用
土壌が全Cdの21%、汚泥施用土壌が全Cdの13%であり、両者で顕著に異なっていた。
このことは、りん酸質肥料は下水汚泥よりCdの負荷量は汚泥より少ないものの、可給
性の高いCdの割合が高いことを意味している。一方、潜在的可給性Cdと考えられる同
位体添加後1分以降24時間以内に交換するCd量は、汚泥施用土壌が全Cdの42%である
のに対し、化学肥料施用土壌が全Cdの25%であった。この形態のCdは、土壌溶液中の
Cdが作物吸収あるいは溶脱等により減少した際に、それを補充する形態とみなせるこ
とから、汚泥施用土壌のCdは、可給性のポテンシャルが高いことが示唆されている。
従来の同位体交換法は放射性同位体を利用していたが、質量分析法の進歩により、
管理の厳しい放射性同位体に代わり、安定同位体を利用することが可能になった。そ
こで農環研においても安定同位体を使った可給性Cdの評価方法を有機性廃棄物施用
土壌に適用した47～49)。表２－２に示す堆肥連用試験圃場の土壌（厚層多腐植質黒ボク
土、連用11年目）を使用し、安定同位体である111Cdをスパイクして、一定時間（t分）
内に交換するCd量を求め、土壌の単位重量あたりに換算した（Et、表２－３）50)。

表２－２．堆肥連用土壌の性質
処理区

pH

対照区
堆肥2t区
堆肥4t区

6.0
6.3
6.5

CEC
[cmolc/kg]
63
60
72

Cd濃度 [mg/kg]
全炭素
[%]
全濃度 0.1M塩酸可溶性 水溶性
7.0
0.49
0.11
0.0003
7.8
0.50
0.10
0.0003
8.5
0.55
0.07
0.0005

表２－３．堆肥連用土壌の同位体交換パラメータとEt値
処理区

r1/R

n

対照区
堆肥2t区
堆肥4t区

0.107
0.118
0.130

0.338
0.327
0.348

E15d
0.26
0.26
0.25

Et値 [mg/kg]
E1
E1d-E1
0.028 (11.0%) 0.14 (54.0%)
0.024 (9.2%) 0.15 (55.0%)
0.022 (8.9%) 0.14 (54.0%)
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E15d-E1d
0.090 (35.0%)
0.095 (35.8%)
0.093 (37.2%)

土壌の可給性Cdのプールとみなせるスパイク後15日目の値（E15d）は0.25～0.26
mg/kgであり、全Cdの約半分で、0.1 M塩酸可溶性Cdより多かった。また、処理区に
よらずほぼ同じ値を示したことから、堆肥の施用は土壌の可給性Cdのプールに影響し
ないと考えられた。一方、交換速度の速いCd量は処理区間差が認められ、スパイク後
1分の値（E1）は、対照区が0.028 mg/kg、堆肥区が0.022～0.024 mg/kgであった。堆
肥4t区では、pH、陽イオン交換容量（CEC）
、全炭素が対照区より高い（表２－２）
ことから、pHの上昇と有機物量の増加がE1を低くした要因と推察された。
、1分から1日で交換される量（E1d
E15dをスパイク後1分以内に交換される量（E1）
－E1）
、潜在的可給性ではあるが交換速度の遅い量（E15d－E1d）の3つに区分し、それ
。E1は0.022～0.028 mg/kg、
ぞれの濃度とE15dに対する割合を算出した（表２－３）
E15dに対するE1の割合は8.9～11%であり、上述のとおり堆肥区で低かった。E1は土壌
の固相表面から土壌溶液へ速やかに供給されるCdであり、土壌の水溶性Cdより2桁程
度高い値であることから、作物のCd吸収に影響することが考えられる。E1d－E1の割
合は54～55%であり、処理区間差が認められなかった。一方、E15d－E1dの割合は35
～37.2%であり、堆肥区において高い傾向にあった。すなわち、堆肥の連用によって
土壌中の有機物量が増加したことにより、E1すなわち土壌溶液へ速やかに供給される
Cdが減少し、より安定な状態で土壌固相に保持されることが示唆された。
同位体を使った評価方法はまだ発展途上の方法であるが、有機性肥料の影響につ
いて、いろいろな角度から検討しデータを蓄積していく必要がある。

おわりに
今回紹介した研究のほとんどは、農林水産省委託プロジェクト研究「農林水産生
態系における有害化学物質の総合管理技術の開発」51)の成果である。
これまでは、日本人の主要なCd摂取源であるコメにおいて吸収抑制技術や、汚染
土壌の浄化技術といったCd低減技術の開発が進められてきたが、畑作物については十
分な研究成果がなく52)、畑作物に係るCdの含有実態の把握および低減技術の開発が今
後の課題となっている。
現在、畑作物のCd低減技術開発、水稲におけるヒ素の低減技術開発に向けた研究
が、農林水産省委託プロジェクト研究「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（農産物におけるヒ素およびCdのリスク低減
技術の開発、2008-2012年度）
」53)として実施されている。
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