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序   文 

 研究成果シリーズは、農林水産省農林水産技術会議事務局が研究機関に委託して推進した研究の成果を、総

合的かつ体系的にとりまとめ、研究機関及び行政機関等に報告することにより、今後の研究及び行政の効率的

な推進に資することを目的として刊行している。 

 この第471集「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」は、農林水産省農林水産技術

会議事務局の環境研究として、2003年度から2007年度までの５年間にわたり、独立行政法人農業環境技術研究

所を中心に実施した研究成果をとりまとめたものである。 

 化学物質の中には、ダイオキシン類やカドミウムのように環境中に長期間残存し、食物等を通じて人の体内

に蓄積されるため、そのリスク管理が必要なものが存在する。国内外において、安全性に対する意識・関心が

高まる中、カドミウムについては、食品中の残留に関する国際基準の強化の動きが活発化しており、我が国に

おいても、それに伴い食品衛生法に基づく残留基準が強化・制定された場合、コメを始めとして農産物の生産

における安全性確保の取組みが強く求められることとなる。また、残留性の高い農薬等の化学物質の汚染から

人の健康及び環境を保護することを目的とした「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2004年５月に発効し、残留性の高い有機汚染物質の動態を十分に把握することが国際的に求められてい

る。 

 本研究は、カドミウム、ダイオキシン類、ドリン系農薬等の有害化学物質の適切なリスク管理研究を通して、

農林水産生態系の保全及び農畜水産物の安全性の確保に資するため、農林水産生態系における有害化学物質の

動態の解明、有害化学物質の生物・生態系のリスク評価法の開発、並びに有害化学物質の分解・無毒化技術及

び農作物可食部への移行抑制等の実証研究を通じたリスク低減技術の開発を実施した。 

 この研究の成果は、今後の農林水産関係の研究開発及び行政を推進する上で有益な知見を与えるものと考え、

関係者機関に供する次第である。 

後に、本研究を担当し、推進された方々の労に対し、深く感謝の意を表する。 

2009年３月 

農林水産省農林水産技術会議事務局長 

佐々木 昭博 
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サブリーダー（１ 有機化学物質のリスク評価法

の開発）： 

（独）農業環境技術研究所 環境化学

分析センター 
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サブリーダー（２ 有機化学物質のリスク低減方

法の開発）： 
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（委託先）独立行政法人理化学研究所 

（委託先）財団法人化学物質評価研究機構 

（委託先）北海道立中央農業試験場 

（委託先）北海道立上川農業試験場天北支場 

（委託先）北海道立道南農業試験場 

（委託先）岩手県農業研究センター 

（委託先）秋田県農林水産技術センター 

（委託先）山形県農業総合研究センター 
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（委託先）群馬県農業技術センター 
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（委託先）新潟県農業総合研究所 

（委託先）富山県農業技術センター 

（委託先）福井県農業試験場 

（委託先）岐阜県農業技術センター 

（委託先）愛知県農業総合試験場 

（委託先）兵庫県農林水産技術総合センター 

（委託先）鳥取県農業試験場 

（委託先）高知県農業技術センター 

（委託先）福岡県農業総合試験場 

（委託先）熊本県農業研究センター 

（委託先）株式会社エスコ 

（委託先）株式会社小泉（株式会社植物工学研究

所） 

（委託先）株式会社太平洋セメント 

（委託先）出光興産株式会社 

（委託先）大塚化学株式会社 
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中央農業総合研究センター 
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（委託先）公立大学法人静岡県立大学 
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（委託先）学校法人神戸女学院大学 

独立行政法人産業総合技術研究所 

Ⅳ 研究目的 

１ 主要作物のカドミウム吸収・蓄積を抑制するた

めの総合管理技術の開発（第１編） 

（１）主要作物のカドミウム吸収・蓄積を制御する

ための総合管理技術の開発（第１章） 

国内外において、食品の安全性に対する意識・関

心が高まっていることに加え、カドミウム（Cd）に

ついては、農産物中の残留における国際基準強化の

動きが活発化している。このような事態に対応する

ため、カドミウムの総合的な管理技術を開発する。

具体的には、カドミウム(Cd)汚染土壌の修復作物に

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を開発する。また、

汚染土壌の効率的な化学洗浄法と廃水処理技術を開

発する。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

品種の開発を目指す。 

（２）総合的営農技術体系の確立（第２章） 

カドミウムに対する国際基準強化や国内外にお

ける安全な農産物の供給要望が高まっており、生産

段階では農作物へのカドミウム（Cd）の残留による

リスクの軽減と営農が両立された総合的営農技術体

系が求められる。そこで、安全な作物生産と有機性

廃棄物の有効利用を両立させるため、各種有機性廃

棄物のカドミウム濃度を把握するとともに、有機性

廃棄物の施用に伴って農地に負荷されるカドミウム

の土壌への蓄積と動態、並びに作物への吸収特性を

解明する。食品中のカドミウムに関する国際基準の

設定を受けた国内基準の見直しに備えて、対策を要

する区域区分の手法として土壌属性データによるリ

スク評価法、およびカドミウム負荷軽減対策として

イネ・ダイズ・ムギの吸収抑制技術及びイネを用い

た土壌浄化法について検討する。イネ・ダイズ子実

中カドミウム濃度を収穫前に予測･推定するための

簡易かつ迅速なカドミウム定量法として、レーザー

アブレーション(LA)-ICP-MSによる直接分析を試

みる。また、各種条件で栽培したイネ・ダイズにつ

いて、子実と生育途中の植物中カドミウム濃度比較

により、収穫期の子実カドミウム濃度の予測を試み

る。 

２ 有機化学物質の総合管理技術の開発（第２編） 

（１）有機化学物質のリスク評価法の開発（第

１章） 

現代社会は多種多様な有機合成化学物質を利用

しその恩恵に与る一方で、それらの一部は環境中に

拡散することが知られている。これら化学物質の中

には毒性、生物蓄積性、環境残留性の高い物質もあ

り、生態系への影響が懸念されている。生態系は一

度崩壊すれば、修復は容易ではないため、化学物質

の適切な管理が必要とされているが、それには化学

物質の動態解明と環境リスクを予測評価することが

不可欠である。そこで、農林水産生態系におけるリ

スク評価研究として、環境中における有機性の有害

化学物質（ダイオキシン類、ドリン類等のPOPs物質

や一部の農薬、および有機スズを対象）について、

曝露量評価のための化学物質の動態の把握やシミュ

レーションモデルの開発、毒性評価のための水生生

物を中心とした河川および海洋生態系への影響評価

手法開発を行う。 

（２）有機化学物質のリスク低減方法の開発（第２

章） 

食料生産の場である農耕地土壌には、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る。ダイオキシン類等の残留

性有機汚染物質（POPs）は土壌中で容易に分解しな

いが、中には過去に農薬として利用されたものもあ

り、使用禁止になって30年余り経過した現在におい

ても農耕地土壌中に残留しており、農作物への汚染

が懸念される。そこで本研究では、環境中における

有害化学物質（ダイオキシン類、PCB等のPOPs物質

や一部農薬を対象）について、生物的環境修復技術

の基礎となる植物・微生物による分解機構の解明、

および実用化に向けた分解・無毒化、農耕地からの

拡散防止、ならびに対策技術を比較評価するための

手法の開発を行う。 

Ⅴ 研究方法 

１ 主要作物のカドミウム吸収・蓄積を抑制するた

めの総合管理技術の開発（第１編） 

（１）主要作物のカドミウム吸収・蓄積を制御する

ための総合管理技術の開発（第１章） 

１）東北および九州地域においてカドミウム汚染

水田に対する修復植物としてカドミウム吸収性に優
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れたイネ品種を選定し、これらの品種を早期落水栽

培で数年間栽培することにより土壌中のカドミウム

濃度を低減するためのファイトレメディエーション

技術を検討した。また、収穫イネのほ場での乾燥・

在庫方法、さらに燃焼炉での燃焼・カドミウム回収

について試験した。 

２）カドミウムの高吸収イネを選抜し、これらの

品種について、カドミウムを効率的に吸収する栽培

体系を検討した。 

３）イネのカドミウム吸収関連遺伝子として

OsCDT1とOsCDT2を単離し、これらがカドミウム耐

性に関わる可能性を検討した。さらに、カドミウム

高吸収イネのカドミウムの体内分と各器官への移行

性を検討した。 

４）塩化第二鉄が土壌からの高いカドミウム抽出

能を示し、環境影響も少ないことから、これをカド

ミウム汚染土壌洗浄の 適薬剤として選定し、土壌

洗浄試験を全国数カ所の現地で実施した。また、洗

浄後の土壌について一般水稲の栽培試験を実施して、

洗浄効果を検証した。 

５）地域に適合したカドミウム低吸収品種の開発

を、水稲、ダイズ、ムギ類、野菜について検討した。

水稲ではカドミウム低吸収品種の作出、ダイズにつ

いては品種間差違の検証とその機構の解明、ムギ類

では品種間差と遺伝的要因による可能性の解明、ホ

ウレンソウでは品種間差の検証とカドミウム濃度低

減対策の検討、ナスではカドミウム吸収を抑制する

台木の選抜を実施した。 

６）カドミウム高吸収イネの栽培に伴い減少する

土壌カドミウム画分の分析を行い、ファイトレメ

ディエーション効果の指標を示した。また、ダイズ

子実および玄米カドミウム濃度と相関の高い土壌抽

出カドミウム濃度を測定するための、抽出方法を検

討した。 

（２）総合的営農技術体系の確立（第２章） 

１）有機性廃棄物（家畜ふん堆肥、下水汚泥肥料、

水産系堆肥）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を検討した。有機性廃棄物の

カドミウム濃度、堆肥施用量と作物の吸収量から年

間収支を計算した。土壌中の可給性カドミウムの

プール（E値）を測定し、また植物が吸収した113Cd

の比率から求めた土壌中の可給性カドミウムのプー

ル（L値）を測定することにより有機性廃棄物施用

の影響を判定した。 

２）玄米のカドミウム濃度を予測するため、生土

の１M 酢酸アンモニウム抽出カドミウム濃度と酸化

還元電位を説明変数とする重回帰分析を行った。ま

た、コムギ子実中カドミウム濃度を予測するため、

0.01M塩酸可溶性カドミウム濃度、リン酸吸収係数、

全炭素含量、土壌 pH を用いた予測式を検討した。

イネのカドミウム吸収を抑制するため、アルカリ資

材（熔成りん肥、軽量気泡コンクリート粉末肥料

(ALC)、けい酸りん肥、炭酸カルシウム）の施用を検

討した。また、ダイズのカドミウム吸収を抑制する

ため、アルカリ資材（炭酸カルシウム、消石灰、ALC）

や家畜ふん堆肥の施用を検討した。

３）レーザーアブレーション(LA)-ICP-MS法によ

り111Cd/13C比を測定し、玄米中カドミウム濃度と水

稲の各器官濃度との相関を求め、111Cd/13C比を収穫

前に測定することにより、玄米のカドミウム濃度を

予測する手法を試みた。また、水稲では穂揃い期に

若い穂または止め葉、ダイズについては幼莢期に葉

または幼莢を採取し、乾燥粉砕後0.1M硝酸でカドミ

ウムを振とう抽出し、抽出液中のカドミウム濃度を

ICP-MS法により測定することによって、子実中カド

ミウム濃度を迅速簡易かつ高感度に予測する方法を

検討した。 

２ 有機化学物質の総合管理技術の開発（第２編） 

（１）有機化学物質のリスク評価法の開発（第

１章） 

水田用農薬の動態、果樹用農薬の河川への流出実

態、茶園等傾斜地での農薬使用による動態を調査・

解析し、農薬の環境水中濃度予測モデルを構築する。

ノニルフェノールの土壌や農作物における動態を調

査・解析し、水系流出機構について検討する。閉鎖

性水域における有機スズ化合物の動態を調査・解析

し、動態モデルを構築する。資源循環型酪農におけ

る内分泌かく乱物質動態の実態を調査・解析する。

残留性有機化学物質の挙動に関するマルチメディア

モデルの開発のために、物質の広域動態シナリオを

精緻化し、構造物性相関等によってパラメータを推

定し、水田土壌におけるダイオキシン類の消失特性

を調査・解析するとともに環境賦存量を推定し、散

布農薬の大気移行・拡散量を調査・解析し、農薬等

の分解・消失速度の温度依存性を解析し、農薬の大

気拡散量変動要因を解析し、物性値パラメータの評
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価手法を検討・検証する。水域の微生物生態系、水

生昆虫、水生絶滅危惧植物など、水生生物に及ぼす

化学物質の影響評価試験方法や生態リスク評価法に

ついて検討・検証する。魚類の生殖内分泌中枢、精

子形成関連タンパク質、二枚貝神経節、魚類の鰓組

織の非特異的免疫機構、薬物代謝機構など、生体防

御、薬物代謝系に及ぼす有機スズ化合物の影響の評

価方法について検討する。家畜の胎盤形成に対する

内分泌かく乱物質の影響について検討する。家畜の

飼料や畜産物におけるダイオキシンの汚染実態を調

査・解析する。 

（２）有機化学物質のリスク低減方法の開発（第２

章） 

 異物代謝酵素系（P450）を導入した遺伝子組換

え植物を作出して、POPs分解能を解析する。根圏

微生物共生系や植物酵素の化学物質の分解除去能

を評価・解析する。微生物を利用した有害化学物

質の分解除去技術の開発、ダイオキシン類やDDT

を含む有機塩素系化合物について、分解菌を分子

育種し、分解酵素系を解析し、PCR-DGGE法や機

能的相補を利用した分解遺伝子の取得方法、分解

遺伝子群の発現調節機構改良による分解能強化手

法、分解能の自然界での伝播、さらには嫌気性微

生物を利用した土壌中POPsの分解手法について

検討する。ドリン類の高吸収および低吸収作物種

を探索し、化学資材等による土壌中のドリン類吸

着と作物吸収抑制効果の関係を解析し、資材開発

や性能向上について検討するとともに、現地試験

において検証する。また、好気的ドリン分解細菌

を探索する。土壌凝集剤、吸着剤、新規疎水性資

材などを用いたダイオキシン類の汚染拡散防止技

術について検討する。木材燃焼におけるダイオキ

シン類生成防止技術について検討する。畜産（牛）

におけるダイオキシン類の低減化技術について検

討する。複合分解菌集積炭化素材、子嚢菌、坦子

菌を利用したPOPsなどの分解能について解析し、

汚染土壌浄化への適用性を検討する。有機化学物

質で汚染された土壌の浄化技術に対するリスク経

済評価手法を開発する。 

研究計画表（研究室別年次計画） 

研究年度 担当研究機関・研究室 

研究課題 

03 04 05 06 07 機関 研究室 

１ 主要作物のカドミウム吸収・蓄積

を制御するための総合管理技術の開

発 

(１) 農耕地土壌におけるファイト

レメディエーション技術の開発

１） 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 

① 東北地域のカドミウム高吸

収イネの選抜と効率的栽培体

系の確立 

② 九州地域のカドミウム高吸

収イネの選抜と効率的栽培体

系の確立 

③ 修復作物処理のための効率

的システム技術の開発 

④ 中山間カドミウム汚染農耕

地の修復一貫システムの確立 

秋田県農林水

技セ 

福岡県農総試 

(株)小泉 

(株)小泉 

農業試験場 

生産環境部 

土壌・環境部

環境事業部 

環境事業部 

２） カドミウム吸収を 大化
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するための土壌・水管理・

資材及び作付け体系の開発

① 兵庫・瀬戸内地域におけるイ

ネ等のカドミウム吸収を 大

化するための栽培等管理技術

の開発 

② 九州中部地域における高吸

収イネのカドミウム吸収を

大化するための栽培管理技術

の開発 

③ 九州北部地域の高吸収イネ

－高吸収ムギ体系におけるカ

ドミウム吸収を 大化するた

めの栽培等管理技術の開発 

④ 北陸地域の高吸収イネ-高吸

収大麦体系におけるカドミウ

ム吸収を 大化するための栽

培等管理技術の開発 

兵庫県農林水

技総セ 

熊本県農業研

究セ 

福岡県農総試 

福井県農試 

環境部 

生産環境研

究所・環境保

全研究室 

土壌・環境部

生産環境部 

３） 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開発 

① 遺伝子群の発現量からみた

イネのカドミウム吸収能の差

異の解析 

② 遺伝子発現制御によるイネ

のカドミウム高吸収機構の解

明 

③ イネのカドミウム吸収特性

の解明と検定法の確立 

４） 化学洗浄法による汚染土壌

の迅速修復技術の開発 

① 化学洗浄法による汚染土壌

の修復技術の確立 

② 農家圃場を対象とした土壌

洗浄システムの開発 

③ 化学洗浄法による汚染土壌

の修復技術の検証 

④ サトイモ転換畑を対象にし

た土壌洗浄法による修復技術

の開発 

５） 地域に適合したイネ・ムギ・

ダイズのカドミウム低吸収品

種の開発 

① イネのカドミウム低吸収・低

蓄積機構の解明 

② カドミウム吸収性の低いイ

ネ系統の育成 

③ 二条大麦の低吸収・低蓄積機

構の解明 

④ 小麦の低吸収・低蓄積機構の

東北大学大学

院 

秋田県立大学 

秋田県農林水

技セ 

農環研 

(株)太平洋セ

メント 

長野県農総試 

新潟県農総研 

農環研 

農研機構・東北

農研セ 

栃木県農試 

群馬県農技セ 

生命科学研

究科 

生物資源科

学部 

農業試験場 

生産環境部 

土壌環境研

究領域 

中央研究所

・研究開発部

環境保全部 

園芸研究セ

ンター・環境

科 

土壌環境研

究領域 

低コスト稲

育研チーム 

環境保全研

究室 

土壌環境グ
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解明 

⑤ 麦類の低吸収・低蓄積機構の

解明 

⑥ ダイズのカドミウム低吸収

・低蓄積機構の解明 

⑦ カドミウム吸収性の低いダ

イズ系統の育成 

⑧ カドミウム吸収を 小化す

るダイズ栽培技術の開発 

６） 地域に適合した野菜のカドミ

ウム低吸収品種の開発 

① 東北地域における野菜類の

低吸収・低蓄積機構の解明 

② 中部地域における野菜類の

低吸収・低蓄積機構の解明 

③ 山陰地域における野菜類の

低吸収・低蓄積機構の解明 

④ 果菜類、根菜類におけるカド

ミウム吸収抑制資材及び低吸

収品種の選抜 

⑤ 近縁種を含めたナス類にお

けるカドミウム吸収能の評価

⑥ ナス等果菜類、根菜類におけ

る可食部カドミウム濃度の低

減技術の開発 

⑦ オクラ等果菜類における可

食部カドミウム濃度の低減技

術の開発 

７） 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 

① 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 

② 汚染土壌修復目標値の現地

検証試験 

(２) 総合的営農技術体系の確立 

１） 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 

① 水産系廃棄物のリスク評価

とリスク軽減策の開発 

② 都市廃棄物のリスク評価と

リスク軽減策の開発 

③ 畜産廃棄物のリスク評価と

リスク軽減策の開発 

④ 汚泥のリスク評価とリスク

農研機構・作物

研 

農環研 

農研機構・作物

研 

農研機構・作物

研 

岩手県農研セ 

岐阜県農技セ 

島根大学 

農環研 

農研機構・野茶

研 

新潟県農総研 

高知県農技セ 

農環研 

山形県農総研

究セ 

北海道道南農

試 

北海道中央農

試 

北海道上川農

試天北支場 

農環研 

ループ 

めん用小麦

研究チーム 

土壌環境研

究領域 

大豆育種研

究チーム 

大豆生理研

究チーム 

環境保全研

究室 

環境部 

生物資源教育

研究センター

土壌環境研

究領域 

野菜茶の食味

食感安全性研

究チーム 

園芸研究セン

ター・環境科

環境科 

園芸開発部 

土壌環境研

究領域 

農業環境研

究部 

研究部栽培

環境科 

環境保全部 

技術普及部 

土壌環境研
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軽減策の開発 

⑤ 堆きゅう肥等のリスク評価

とリスク軽減策の開発 

２） 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 

① 北陸東部地域における営農

対策技術の確立 

② 北陸西部地域における営農

対策技術の確立 

③ 関東地域における営農対策

技術の確立 

④ 山陰地域における営農対策

技術の確立 

⑤ 九州地域における営農対策

技術の確立 

３） イネ・ダイズにおける子実中

カドミウム濃度の収穫前迅速

予測技術の確立 

① イネ・ダイズにおける子実中

カドミウム濃度の収穫前迅速

予測技術の開発 

② レーザーを利用したイネ・ダ

イズ・コムギ子実中に含まれる

カドミウム・鉛の高感度直接分

析法の開発 

熊本県農研セ 

新潟県農総研 

富山県農技セ 

埼玉県農林総

研セ 

鳥取県農試 

熊本県農研セ 

農研機構・中央

農研 

農環研 

究領域 

生産環境研

究所・環境保

全研究室 

基盤研究部 

農業試験場 

土壌肥料課 

農産物安全

担当 

環境研究室 

生産環境研

究所・環境保

全研究室 

土壌肥料部

・土壌管理研

究室 

有機化学物

質研究領域 

２ 有機化学物質の総合管理技術の開

発 

（１） 有機化学物質のリスク評価

法の開発 

１） 農薬の環境中での動態及び濃

度予測手法の開発 

① 動態モデル開発のための水

田用農薬の動態解明 

② 果樹用農薬の河川への流出

実態の解明 

③ 茶園等傾斜地での農薬使用

による動態解明 

④ 農薬の環境水中濃度予測モ

デルの開発 

岩手県農研セ 

長野県農総試 

愛知県農総試 

豊橋技術科学大

学 

環境保全研究

室 

環境保全部 

環境化学研究

室 

工学部・建設工

学系 

２） 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 

① ノニルフェノールの農作物

における動態と水系流出機構

の解明 

埼玉県農総研 農産物安全担

当 
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② ノニルフェノールの土壌に

おける動態解明 

  福岡工業大学 工学部 

３） 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 

４） 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

５） 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 

静岡県立大 

農研機構･畜産

草地研 

環境科学研 

資源循環T 

① 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 

② マルチメディアモデルへの

各種コンパートメント導入の

ための物質の広域動態シナリ

オの精緻化 

③ マルチメディアモデル開発

のための構造物性相関等によ

るパラメータ推定方法の開発 

④ 水田土壌におけるダイオキ

シン類の消失特性の解明 

⑤ 長距離移動性化学物質微量

分析法の開発と環境賦存量の

推定 

⑥ マルチメディアモデル開発

のための散布農薬の大気移行

・拡散量評価 

⑦ 模擬環境を用いた各種媒体

（土壌、水など）における農薬

等の分解・消失速度の温度依存

性の解析 

⑧ モンスーン気候における農

薬の大気拡散量変動要因の解

析 

⑨ マルチメディアモデル開発

のための物性値パラメータ評

価手法の開発 

農環研 

岐阜大学 

農環研 

農環研 

農環研 

（株）エスコ 

（財）化学物質

評価研究機構 

農研機構･中央

農研 

産総研 

大気環境研究

領域 

流域圏科学研

究センター 

有機化学物質

研究領域 

有機化学物質

研究領域 

環境化学物質

分析研 

環境事業部 

畑雑草研 

環境管理研究

部門環境分子

科 学 研 究 グ

ループ 
６） 水生生物に対する農薬等化学

物質の影響評価法の開発 

① 水域の微生物生態系に及ぼ

す化学物質の影響評価試験方

法の開発 

② 水生昆虫等水生生物に対す

る農薬等化学物質の影響評価

法の開発 

③ 水生絶滅危惧植物を用いた

化学物質の生態リスク評価法

の開発 

島根大学 

農環研 

農環研 

生物資源科学

部 

有機化学物質

研究領域 

生物多様性研

究領域 
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７）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 

① 魚類の生殖内分泌中枢に及

ぼす有機スズ化合物の影響評

価法の開発 

② 魚類の精子形成関連タンパ

ク質を指標とした有機スズ化

合物の影響評価手法の開発 

中央水研 

瀬戸内水研 

生物特性研 

生物影響研 

８） 二枚貝神経節の遺伝子発現に

基づく有機スズ化合物の影響

評価手法の開発 

９） 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 

①魚類鰓組織の非特異的免疫機

構に及ぼす有機スズ化合物の

影響評価手法の開発

② 魚類の薬物代謝機構、内分泌

系および生体防御系に及ぼす

有機スズ化合物の影響評価手

法の開発 

  中央水研 

広島大学 

神戸女学院大学 

１０） 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 

① 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 

② 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汚染

実態の解明とその毒性評価 

生物研 

農研機構・動衛

研 

生殖再生研究T

毒性物質制御

研 

（２） 有機化学物質のリスク低減

方法の開発 

１） 植物を利用した有害化学物質

の分解除去技術の開発 

① 異物代謝酵素系を利用した

難分解性有機汚染物質の負荷

軽減技術の開発 

② 植物-根圏微生物共生系を利

用した化学物質の分解除去技

術の開発 

③ 植物酵素を利用したダイオ

キシン類の分解技術の開発 

２） 微生物を利用した有害化学物

質の分解除去技術の開発 

① 有機塩素系化合物分解菌の

分子育種 

神戸大学 

理化学研究所 

農環研 

九州大学 

ダイオキシンT

② ダイオキシン類・DDT分解酵

素系の解析と効率的分解系の

開発 

長岡技術科学大

学 
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③ PCR-DGGE法を利用した新規

環境汚染物質分解遺伝子の取

得 

④ 機能的相補に基づく新規環

境汚染物質分解遺伝子の取得

と解析 

⑤ 芳香族塩素化合物分解遺伝

子群の発現調節機構改良によ

る分解能の強化手法の開発 

⑥ ダイオキシン分解能の自然

界での伝播と環境浄化への応

用 

⑦ 嫌気性微生物を利用した土

壌中のPOPｓ類の分解手法の検

討 

農環研 

東北大学 

農環研 

東京大学 

農研機構・九州

農研 

生物生態機能

研究領域 

遺伝子情報動

態研 

生物生態機能

研究領域 

土壌微生物研

３） ドリン系農薬汚染土壌の総合

管理技術の開発 

① ドリン類の高吸収および低

吸収作物種の探索とその利用

技術の開発 

② 資材等による土壌中のドリ

ン類吸着とその作物吸収抑制

効果の解明  

③ ドリン類吸収抑制資材の開

発と性能向上のための製剤化

技術の開発 

④ ドリン類吸収抑制剤と低吸

収品種利用技術の現地実証試

験 

農環研 

農環研 

大塚化学（株） 

新潟県 、山形

県、埼玉県、東

京都 

有機化学物質

研究領域 

有機化学物質

研究領域 

鳴門研究所 

⑤ 好気的ドリン分解細菌の探

索・単離と利用技術の開発 

４） ダイオキシン類の拡散防止技

術の開発 

① 土壌凝集剤を用いた化学物

質の汚染拡散防止技術の開発 

② 土壌凝集剤および吸着剤を

用いた化学物質の汚染拡散防

止技術の実証 

③ ダイオキシン類動態制御の

ための新規強疎水性資材の開

発 

５） 木質材料の燃焼におけるダイ

オキシン類生成防止技術の開

発 

６） 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 

農環研 

農環研 

愛知農総研 

大阪大学 

森林総研 

農研機構・畜産

草地研 

有機化学物質

研究領域 

土壌環境研究

領域 

作物研究部 

樹木抽出成分

研 

生態機構研 

７） 有害化学物質の分解・無毒化

技術の開発 

① 複合分解菌集積炭化素材の

開発と複合汚染現場への適用 

農環研 有機化学物質

研究領域 
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② 生物機能を利用したダイオ

キシン類の分解技術の実用化 

③ 担子菌連続投与によるダイ

オキシン類汚染土壌浄化技術

の開発 

④ 担子菌によるダイオキシン

分解機構の解明及び現地汚染

土壌への応用 

８） 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 

出光興産 

森林総研 

九州大学 

名古屋大学 

中央研究所 

微生物工学研

Ⅵ 研究結果 

１ 主要作物のカドミウム吸収・蓄積を抑制するた

めの総合管理技術の開発（第１編） 

（１）農耕地土壌におけるファイトレメディエー

ション技術の開発（第１章） 

１）ファイトレメディエーションの研究では、カ

ドミウム高吸収イネ品種が選抜され、またイネの栽

培、収穫、乾燥、運搬、焼却、カドミウム回収の技

術が一環システムとして構築された。

２）カドミウム高吸収イネは早期落水栽培を基本

とし、多肥栽培、塩素系肥料、塩化鉄の施用で吸収

量が増加することを明らかにした。また、これらの

浄化により土壌中カドミウム濃度が低下し、後作の

食用米のカドミウム濃度低下が実証できた。

３）イネのカドミウム吸収関連遺伝子として

OsCDT 1とOsCDT 2 を単離し、これらがカドミウム

耐性に関わる可能性を示すとともに、細菌の重金属

輸送遺伝子merC やカドミウム耐性遺伝子merP は植

物のカドミウム耐性を改変できることを明らかにし

た。また、カドミウム高吸収イネはカドミウムの茎

葉部分布比が高く、カドミウム茎葉部移行性が重要

な形質であり、この形質は、幼苗の葉鞘溢泌液で簡

易に判別可能であることを示した。

４）土壌洗浄法の研究では、カドミウム汚染土壌

の塩化鉄処理、カドミウム回収の技術がシステムと

して構築された。土壌洗浄を実施した現地では、土

壌のカドミウム濃度は低下し、玄米のカドミウム濃

度は60～10％に低下した。また、洗浄後にサトイモ

栽培を行った場合、サトイモのカドミウム濃度は約

40%低減したが、親イモおよび子イモの収量に大き

な変化は認められなかったものの孫イモでは洗浄初

年度に減収が認められた。

５）カドミウム低吸収イネ品種の作出に取り組み、

玄米へのカドミウムの配分比が極めて低い熱帯ジャ

ポニカ品種「LAC23」を母本とし、「ふくひびき」

との交配により、玄米カドミウム濃度が主要品種よ

り低い系統「羽系1118」～「羽系1122」を選抜した。

大豆については、根のカドミウム蓄積能の大小に

よって、子実カドミウム濃度が低い品種群と高い品

種群に分かれ、この高蓄積性が、１つの劣性遺伝子

に支配されていることを明らかにした。また、地下

水制御や窒素追肥等により子実カドミウム濃度低減

が可能なことを示した。オオムギ、コムギとも子実

カドミウム濃度に品種間差が認められ、土壌の種類、

汚染レベル、年度等が違っても一定の傾向を示すこ

とから、子実カドミウム濃度の品種間差は遺伝的要

因による可能性が高いことが示された。

６）ホウレンソウのカドミウム濃度の品種間差は

銅（Cu）の認識精度の違いによる可能性が示唆され、

また、比較的低レベルのカドミウム汚染土壌におい

ては、土壌pH調整により、地上部カドミウム濃度低

減が可能なことが示された。ナスのカドミウム吸収

を抑制する台木の選抜が行われ、接ぎ木によりナス

のカドミウム濃度を50～25％に低減できる技術を開

発した。

７）カドミウム高吸収イネ栽培に伴い減少する土

壌カドミウム画分は、交換態、無機結合態、有機物

結合態であり、カドミウム高吸収イネによる地上部

カドミウム吸収量は栽培前土壌の交換態カドミウム

濃度から予測可能であることを明らかにした。３作

栽培したカドミウム高吸収イネ品種の土壌カドミウ

ム濃度低減効果と跡地栽培水稲玄米カドミウム濃度

の低減効果を圃場試験において確認した。また、ダ

イズ子実および玄米カドミウム濃度と相関の高い土
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壌カドミウム濃度は、Mehlich3抽出画分であること

を明らかにし、ダイズとイネについて修復目標値を

算出した。 

（２）総合的営農技術体系の確立（第２章） 

１）北海道における有機性廃棄物由来カドミウム

の農地負荷量は年間2.74g/ha、熊本県における家畜ふ

ん堆肥由来カドミウムの農地負荷量は年間1 g/haと

試算され、農地から収穫物で持ち出されるカドミウ

ム量（年間0.1～1.1 g/ha）より多かった。褐色低地土

や褐色森林土など腐植含量の少ない土壌では、有機

性廃棄物によるカドミウム負荷量250 g/haにつき、土

壌の0.1M塩酸可溶性カドミウム濃度が0.1 mg/kg増加

した。トマト、コムギ、ダイズ、アズキの栽培では、

有機性廃棄物等の連用によって土壌中カドミウム濃

度の増加が認められたが、作物のカドミウム濃度に

は影響しなかった。草地（褐色森林土）更新時の堆

肥施用は、ルートマット部におけるカドミウムの蓄

積が生じたが、牧草中のカドミウム濃度に影響しな

かった。植物が吸収した113Cdの比率から求めた土壌

中の可給性カドミウムのプール（L値）はE値とよく

一致し、その値は土壌の0.1M塩酸可溶性カドミウム

濃度に相当した。

２）ダイズのカドミウム吸収は、アルカリ資材

（炭酸カルシウム、消石灰、ALC）や家畜ふん堆

肥の施用により抑制できた。イネとダイズの輪作

体系においては、イネ作付け時も含めた資材施用

で土壌pHを常に高く維持することがカドミウム

吸収抑制に効果的であり、資材混和時の耕耘回数

の増加や粉状資材の利用により効果が高まった。

コムギにおいてもアルカリ資材の施用によるカド

ミウム吸収抑制効果が認められ、ダイズとの二毛

作体系では残効が経時的に低下するが、周期的な

施用によりその効果は回復した。

３）レーザーアブレーション(LA)-ICP-MS法に

より測定した111Cd/13C比を収穫前に測定すること

により、カドミウム吸収抑制対策を必要とするか

どうかの判断が可能と考えられた。水稲では穂揃

い期に若い穂または止め葉、ダイズについては幼

莢期に葉または幼莢を採取し、乾燥粉砕後0.1M硝

酸でカドミウムを振とう抽出し、抽出液中のカド

ミウム濃度を ICP-MS法により測定することに

よって、子実中カドミウム濃度を迅速簡易かつ高

感度に予測できた。

２ 有機化学物質の総合管理技術の開発（第２編） 

（１）有機化学物質のリスク評価法の開発（第

１章） 

農薬の環境中での動態及び濃度予測モデルの開

発では、水田、樹園、茶園を主とした流域を選定し、

河川や湖沼等での農薬濃度を定量的に評価するため

のシミュレーションモデルを開発した。水田の農薬

流出シミュレーションモデルでは、農薬散布量や散

布日時等の不確定な入力データに対応するために、

モンテカルロ手法を用いて予測濃度を区間として推

定した。観測値は概ね予測濃度区間の範囲内であり、

この手法の有効性を示した。果樹園と茶園を対象と

した農薬流出シミュレーションモデルでは、モニタ

リング結果を元に層厚として10cm程度の表層を設

定し、農薬はここから下層には浸透しないことを前

提としたモデルを構築した。また、土壌中半減期も

実測して農薬の濃度予測に用いる未知のパラメータ

を低減した。これらを考慮した濃度予測モデルによ

り、観測値をある程度再現することができた。水田、

果樹園、茶園を主とする各流域モデルとも降雨時に

おける農薬流出を濃密に観測した濃度をほぼ予測す

ることができた。 

ノニルフェノール（NP）の土壌、農作物における

動態と水系流出機構の解明では、NP、ノニルフェ

ノールエトキシレートの動態を明らかにするため、

長鎖単一鎖長ホモローグの合成を確立し、重水素ラ

ベルしたノニルフェノールエトキシレート(9)

（NP9EO）を合成した。湛水土壌に添加された

NP9EOは、土壌に速やかに吸着され、その後ゆっく

り減少し、微量のNPが生成した。土壌中濃度が10ppm

となるように添加したNPの水稲による吸収量に無

処理との差はなかった。また、NPは玄米では検出さ

れなかった。 

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では、有機スズを誘導体化する

GC/ICP-MSによる分析法を開発、有機スズ化合物の

検出感度を飛躍的に向上させた。この分析法を用い

て海水や底層堆積物を分析し、トリブチルモノメチ

ルスズが堆積物中で生成し、海水に溶出しているこ

とを明らかにした。この新規代謝物を含めた有機ス

ズ化合物の動態モデルのソフトウェアを開発し、東

京湾における有機スズ化合物の動態モデルの構築を

行った。 
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残留性有機化学物質の挙動に関する農薬のマル

チメディアモデルの開発では、北極域の環境試料か

ら検出事例のある農薬等の化学物質について物理化

学的特性のデータベースを整備した。文献からデー

タが得られないものは、原子団寄与による加算因子

を考慮する構造物性相関法により推算し、データ

ベースに補填した。また、マルチメディアモデルの

計算に必須な全球規模の土地被覆分類、土壌有機炭

素含量、森林用面積指数、海水塩分濃度等のデータ

整備を行った。さらに農薬の水溶解度に及ぼす塩析

効果を定量的に評価した。農薬の分解・消失速度は、

化学構造や物理化学性が異っても、温度依存性が高

いことが分かった。また土壌に残留するα-HCH、

o,p'-DDTの光学異性体の生物による分解割合は、前

者では0.21～4.9%、後者では2.3～11%と推定された。

これらの情報を基礎に非定常状態の全球モデルを構

築した。日本の水田土壌におけるPOPs様農薬や日本

から北極域の海洋中におけるα-HCHの濃度を、構

築したモデルで予測したところ、それぞれほぼ実測

と一致し、モデルの有効性が検証された。モデルに

よる計算によると、日本で過去に使われた農薬のう

ち、γ-HCHは高濃度で北極域まで達していると推

察された。 

水生生物に対する農薬等化学物質の影響評価法

の開発では、細菌３種、珪藻２種からなる再現性の

あるモデル膜を構築した。アトラジンの場合、単独

の微生物だけの試験では影響がない条件でも、構築

したモデル膜では間接的な影響が微生物に現れるこ

とが明らかとなり、モデル膜が生態影響評価に有用

な試験系であることが示唆された。一方、水生昆虫

については、河川生態系で重要な役割を果たしてい

るコガタシマトビケラの累代飼育法や急性毒性試験

法を開発し、試験生物化に成功するとともに、それ

ぞれマニュアルを作成した。さらに主として水田で

使用される各種農薬に対するコガタシマトビケラの

感受性データを整備した。水生植物については、タ

コノアシの個体群レベルの毒性値として、内的自然

増加率（r）に対する50%影響濃度（EpC50）と個体

群が絶滅する閾値（r=0）の濃度（EpC（r=0））を推

定した。 

魚類の生殖内分泌系に及ぼす有機スズ化合物の

影響評価法の開発では、棘鰭上目魚類の卵胞刺激ホ

ルモン（FSH）、黄体形成ホルモン（LH）細胞の免

疫用ユニバーサル抗体を作成し、マミチョグにおけ

るLH細胞、FSH細胞の生育ステージ変化および周年

変化を明らかにした。トリブチルスズ（TBT）は、

成魚に比べて、受精卵からの曝露の方が影響が強く

現れた。マミチョグのFSH、LHに対する抗体を作成

し、ELISA法によるLH、FSH検出法を開発するとと

もに、TBT曝露が血中のFSH濃度に及ぼす影響を明

らかにした。トリブチルスズオキシド（TBTO）に

曝露したマミチョグの精巣に発現する遺伝子を同定

し、それら遺伝子のRT-PCR法による測定系を確立

した。TBTO曝露がマミチョグの精子形成に及ぼす

低影響濃度および無影響濃度はそれぞれ2.1 g/L

および1.1 g/Lであった。マミチョグの受精卵を成

熟開始期までTBTOで曝露すると、性比が雄に顕著

に偏った。 

魚類の生体防御、薬物代謝系に及ぼす有機スズ化

合物の影響評価手法の開発では、Chry-1のアミノ酸

配列を明らかにするとともに、Chry-1 mRNAは鰓、

胃、幽門垂、腸管など外界と直接接している体表に

分布、鰓組織においては血管周辺のエオシン好性顆

粒球に局在していることを明らかにした。また、TBT

曝露はChrysophsinの産生を誘導する可能性が示唆

された。さらに、TBT区（腹腔内投与）＋A. 

salmonicida感染実験区では、水温15℃以下で90％の

致死率を示し、TBTが免疫毒性を持つことを明らか

にした。 

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では、約11,000スポット（11k）

のウシ遺伝子を収載したウシオリゴアレイを設計し、

カスタムアレイとして製造した。このアレイは従来

のcDNAアレイよりも集積度が高く、解析に要するサ

ンプル量が少ない利点があった。この11kオリゴアレ

イを利用して、内分泌かく乱物質がBT-1細胞の遺伝

子発現に及ぼす影響を網羅的に解析し、発現変動す

る遺伝子群を明らかにした。牛初代培養肝細胞にお

けるCYP1A1のmRNAの発現量は、ダイオキシン類に

対し用量依存的に増加し、この手法を用いてPCBや

ポリ塩化ナフタレン同族体における相対毒性強度を

算出した。初代培養肝細胞とRT-PCRを組み合わせ

た検出法は、低レベルのダイオキシンに対しても感

受性が高かった。 

（２）有機化学物質のリスク低減方法の開発（第２

章） 
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遺伝子組換え植物では、シマジンや4-ノニルフェ

ノールを代謝するヒトP450分子種（CYP1A1・

CYP2B6・CYP2C19）を導入した形質転換バレイショ

やイネにおいて、水耕条件で代謝能を発揮すること

を確認した。ラット由来P450（CYP1A1）を導入し

た組換え酵母は、PCB126を僅かではあるが代謝する

ことを確認した。 

微生物を利用した環境修復（バイオレメディエー

ション）では、進化型BphDox遺伝子をPseudomonas

菌に導入し、各種芳香族塩素化合物を高効率に分解

する菌を育種するとともに、PCE完全脱塩素化コン

ソーシアムから脱塩素化酵素をコードする遺伝子を

クローン化した。 LiAlH4 処理（化学処理）と

Pseudomonas菌の組合せによるPOPs分解システムを

構築した。DBF分解菌の分解酵素遺伝子転写調節因

子とその制御機構を明らかにし、二塩素化DBFの分

解活性を確認した。芳香環開裂を行うDDE分解菌を

単離し、DDTから環開裂に至る２経路の分解酵素系

を構築するとともに、分解に関与する遺伝子を特定

した。PCR-DGGEとDNA Walkingを用いた方法に

よって、培養を介することなく酵素遺伝子を取得す

る技術を確立し、土壌DNAから新規の安息香酸ジオ

キシゲナーゼ遺伝子等を取得した。汚染土壌との直

接接合と土壌DNAライブラリーによる形質転換の

両手法を用いた有機汚染物質分解遺伝子取得法を構

築し、受容菌および微弱な酵素活性発現のスクリー

ニング系を改良することにより、新規性の高い芳香

族分解初発酸化酵素遺伝子等を取得した。汚染物質

の代謝中間体であるクロロカテコール分解遺伝子に

ついて、誘導物質認識能が変わった変異型転写調節

因子が誘導物質との親和性を強めていることを明ら

かにし、調節因子を改変して発現させ、2-クロロ安

息香酸の分解能を大きく向上させた。IncP-7群カル

バゾール・ダイオキシン分解プラスミドpCAR1の接

合伝達検出システムを構築し、接合伝達の条件とし

て水環境が好適であること、Pseudomonas属以外の

細菌にも接合伝達すること、pCAR1の伝達頻度は他

のプラスミドに比べ高くないこと、プラスミドが宿

主に新たな機能を付与するには染色体との相互作用

が重要であることなど、pCAR1の環境中での挙動を

明らかにした。国内土壌および米国PCB汚染底泥か

ら、嫌気性POPs分解菌株を分離し、ヘキサクロロベ

ンゼンを連続的に脱塩素化すること、ヘプタクロル

およびドリン類を代謝するものがあること、同一菌

株で複数の有機塩素化合物を分解できることを明ら

かにした。 

ドリン類では、植物を利用した技術において、土

壌からのディルドリンをウリ科植物のみが特異的に

吸収すること、接木キュウリにおける吸収能の差異

は台木に依存し、低吸収性台木を利用してキュウリ

果実の汚染を低減できること、高吸収のズッキーニ

の４作連作によって、後作キュウリ果実のディルド

リン濃度が30～50％低減することを明らかにした。

化学資材を利用した技術において、活性炭がキュウ

リへのディルドリン吸収を抑制する吸着資材として

適であること、黒ボク土において沖積土と同程度

の吸収抑制効果を得るには、数倍の活性炭を添加す

る必要があること、土壌溶液の測定によりキュウリ

果実中濃度を推定できることを明らかにした。また、

現地試験圃場において、活性炭の土壌施用によって、

キュウリ果実中ディルドリン濃度の低減効果を実証

し、沖積土では４年間の持続性を確認したものの、

黒ボク土では４年目に効果が低下する傾向が認めら

れた。さらに、低吸収台木を用いた現地試験におい

ても、キュウリ果実中ディルドリン濃度の低減効果

が認められ、実用化可能性が示唆された。 

POPs等の拡散防止技術では、水田土壌への凝集剤

（塩化カルシウムまたはカリウム）施用によるダイ

オキシン類、DDE、HCHの流出抑制技術を開発し、

現地圃場でその効果を実証した。POPs吸着資材とし

て活性炭、土壌からの溶出資材として界面活性剤を

選抜し、両者の組合せによる土壌からのPOPs溶出－

吸着除去のモデル系を構築した。また、モデル物質

としてピレン・アントラセン等のPAH類を用いて、

シクロデキストリンで溶解し、カーボンナノファイ

バーに吸着させ、マイクロ波照射で分解させるシス

テムを構築した。 

POPs等の分解・無毒化技術では、複合分解菌の構

成菌であるPD653株が、HCB・PCNBを好気的にCO2

まで分解することを、代謝経路を含めて明らかにす

るとともに、複合分解菌のPD653以外の３種の構成

菌を同定した。HCB・PCP実汚染土壌に複合分解菌

集積炭化素材を施用して、室内実験で30％以上の分

解率を達成した。界面活性剤による分解能の向上を

検討し、分解菌の生育阻害程度の低いバイオサー

ファクタントを選抜した。界面活性剤による溶出や
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P. brevisporaの菌糸体への再吸着により、土壌中ダ

イオキシン類（1,3,6,8-TCDD）の分解がある程度

可能となった。また、土壌中における分解菌の菌糸

体量モニタリング技術を開発した。ダイオキシン類

分解能のある担子菌P. brevisporaを選抜し、その分

解経路を明らかにした。この菌を滅菌土壌に接種す

ると90日間でダイオキシン類を50％程度分解するこ

と、スラリー状になるまで水分を加えると分解率が

向上することを明らかにした。子嚢菌の中にも

2,7-DCDD分解活性を持つものを見いだしたものの、

四塩素化ダイオキシンは分解できなかった。 

リスク低減化技術の評価手法では、農耕地のディ

ルドリン処理技術を想定して、既存技術の情報デー

タベース構築および工程モジュールの整理を行い、

新規技術の評価を可能とするRNsoil浄化技術ソフト

ウェア（プロトタイプ）を作成した。「障害調整生存

年」を統一単位としてリスク低減量とCO2排出イン

パクトを比較したところ、客土法、熱脱着法に比べ

て、生物的技術（バイオパイル）が有利と判定され

た。 

Ⅶ 今後の課題  

１ 主要作物のカドミウム吸収・蓄積を抑制するた

めの総合管理技術の開発（第１編） 

１）カドミウム汚染水田の修復のため、カドミウ

ム高吸収イネ品種を用いたファイトレメディエー

ションによる一連のシステム及び、塩化第二鉄によ

るオンサイトでの土壌洗浄技術が開発されたが、浄

化効果の持続性や環境影響については、さらに検討

が必要である。また、畑作物のカドミウム濃度低減

のための、圃場修復技術の開発は、未着手であり、

今後の研究課題である。

２）カドミウム低吸収品種の選定や品種開発は、

農産物のカドミウム低減のための低コストで恒久的

な対策技術であり、イネについては、玄米カドミウ

ム濃度が主要品種より低い系統が作出された。今後、

さらに選抜を重ね、実用的な品種の開発が望まれる。

畑作物については、ダイズでカドミウム吸収の遺伝

的メカニズム等が明らかにされたが、より低吸収な

品種の検索・開発が今後の課題である。ムギ類や野

菜などについては品種間差の遺伝的・生理的メカニ

ズムの解明が必要であり、また、施肥や土壌のpH調

整等耕種的手法によるカドミウム吸収抑制技術の開

発が必要である。

３）さらに、生産過程における農産物のカドミウ

ム汚染リスクの低減に資するため、汚染圃場の修復

技術、カドミウム低吸収品種利用技術、カドミウム

吸収抑制栽培技術等の一連の技術の体系化が必要で

ある。

４）有機性廃棄物由来の堆肥の施用により、土壌

中のカドミウム濃度は高まるが、作物可食部中のカ

ドミウム濃度が直ちに高まることはなく、むしろカ

ドミウム吸収を抑制する場合が認められた。しかし

限界点があると考えられることから、有機性廃棄物

の施用土壌におけるカドミウムの吸脱着特性、土壌

固相から液相へのカドミウムの供給速度などの物理

化学的な特性と、作物のカドミウム吸収との関係を

明らかにしていく必要がある。また、有機性廃棄物

によるカドミウム負荷量と土壌の0.1M塩酸可溶性カ

ドミウム濃度との関係については、有機性廃棄物の

施用量を考える上で目安になるが、土壌の0.1M塩酸

可溶性カドミウム濃度がどの程度高まるまで許容で

きるかについて、土壌の物理化学的特性から明らか

にする必要がある。

５）ムギ、ダイズのカドミウム吸収抑制に関し

て、土壌のプロパティから予測される子実中カド

ミウム濃度に応じた対策技術のシステム化を検討

する必要がある。また、強力な対策を要する場合、

作付けする品種の選択、アルカリ資材と有機物（カ

ドミウム濃度の低いもの）の併用など、より効果

が期待できる方法を検討する必要がある。 

６）カドミウムの迅速分析については、蛍光X

線分析法のような前処理をほとんど必要とせず、

分析に熟練を要しない方法の適用についても検討

が望まれる。収穫前予測については、地域に応じ

たシステム化の検討が必要と考えられる。

２ 有機化学物質の総合管理技術の開発（第２編） 

リスク評価では、個別の技術はほぼ予定通り開発

できたものの、それらの汎用性の確認やさらなる検

証、普及を目指したマニュアル化が求められる。今

後は、ここで築き上げた研究グループを基盤とした

研究推進が必要である。具体的には、果樹園や茶園

で使われた農薬の河川への流出の原因である農薬の

ドリフトを考慮した河川水中流出モデルの構築や抑

制技術、ノニルフェニルエトキシレートの土壌中動

態解明、代謝分解物を含めた化学物質の動態予測モ
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デルの開発、雪氷圏における物質の挙動や南北方向

の空間詳細化を図ったマルチメディアモデルの開発、

水生生物に対する個体群レベルでの影響評価法、お

よび曝露評価研究との統合による生態リスク評価法

の開発、魚類や哺乳動物の次世代に及ぼす化学物質

の評価法の開発などである。 

 リスク低減化では、現地実証を含む個別技術の汎

用性の確認とともに、複合技術としての実用化が残

された検討課題である。さらに、実用化のためには

費用対効果を含む経済的評価も重要であり、今後は、

リスク評価と同様に、ここで築き上げた研究グルー

プを基盤とした研究推進が必要である。具体的には、

POPs吸収能の高い植物へのP450分子種の導入や

PCBを対象としたファイトレメディエーションの可

能性、脱ハロゲン呼吸細菌を宿主とした遺伝子組換

え系の開発、DBFおよびDDT分解菌の完全分解シス

テムの構築、PCR-DGGEやDNA Walking法による

POPs分解酵素遺伝子の探索、土壌DNAライブラリー

をベースとした新規分解遺伝子取得条件の 適化、

クロロカテコール分解遺伝子群の機能解析と改良、

難培養性細菌へのプラスミド接合伝達の可能性等の

検討、嫌気性POPs分解菌の特許化と実用化に向けた

検討、ウリ科植物によるファイトレメディエーショ

ンの 適化・実用化・マニュアル化、ハンドリング

性の高い活性炭資材の開発およびPOPs用簡易エラ

イザキットの開発、吸着資材と界面活性剤の組み合

わせによる土壌からのPOPs除去技術の開発、提案さ

れた溶解-吸着-分解システムによるPOPs浄化法の

実用化技術の開発、複合分解菌技術の 適化および

複合分解菌－木質炭化素材によるレメディエーショ

ンの実用化、POPs分解菌に影響を及ぼさない界面活

性剤のスクリーニング、担子菌によるダイオキシン

類のレメディエーションにおける前処理技術の検討、

リスク低減化技術評価手法の技術情報データベース

拡充や検証による高度化などである。 
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ⅩⅠ 取りまとめ責任者あとがき 

無機・有機化学物質の中には、農業環境中に長期

間残存してヒトや環境に悪影響を及ぼすものがある。

化学物質に対する国際的な安全基準がますます強化

される中、このような有害化学物質のリスク評価や

リスク管理に対する取り組みが国内外で強く求めら

れている。 

カドミウム等の重金属については、コーデックス

で国際的な安全基準値が設定され、また、これを受

けて国内でもコメを始めとして農作物の基準値の策

定と安全性確保のための取組みが進められている。

一方、環境残留性の高い有機化学物質の汚染から人

の健康および環境を保護することを目的とした「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）が採択され、残留性の高い有機汚染物

質の動態を十分に把握することが国際的に求められ

ている。そのため、農耕地土壌中に長期間残留し、

農作物によって吸収されて食の安全性を損なう恐れ

のある有機化学物質については、それらのリスク評

価と低減化技術の確立が急務である。 

 このような背景のもとに、本プロジェクト研究は

平成15年（2003年）に開始され５年間実施された。

研究課題は、１）主要作物のカドミウム吸収・蓄積

を制御するための総合管理技術の開発、２）有機化

学物質の総合管理技術の開発の２大課題のもとで、

合わせて４つの中課題が実施された。国立大学法人

の研究者、公立および私立大学の研究者、独立行政

法人の研究機関、公立研究機関、企業の研究機関か

らは多大な協力を頂いた。記して謝意を表したい。 

 本研究から生まれた多くの成果が、独立行政法人

の研究機関や国公立の研究機関さらには企業へ普

及・技術移転され、有害化学物質の汚染対策の実用

化技術として発展するとともに、残された問題点は

次の新しいプロジェクト研究等で解決されることを

期待したい。 

 後に、本プロジェクト研究の推進にあたり、評

価委員として、また学識経験者として幅広く貴重な

ご助言と激励を頂いた（財）残留農薬研究所理事の

加藤保博先生、徳島大学教授の関澤 純先生、神戸

女学院大学教授の山本義和先生、日本大学教授の矢

木修身先生、（株）日本総合研究所上席主任研究員の

西村 実先生、茨城県園芸研究所所長の小川吉雄先

生、静岡大学教授の久保井徹先生、豊橋技術科学大

学特任教授の三枝正彦先生に深甚なる謝意を表しま

す。 

（推進リーダー 小野信一・與語靖洋）
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第１編 主要作物のカドミウム吸収・蓄積を抑制するための総合管

理技術の開発 

第１章 農耕地土壌におけるファイトレメディエーション技術の開発 

１ 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 

(1) 東北地域のカドミウム高吸収イネの選抜と効率

的栽培体系の確立 

ア 研究目的 

東北地域におけるカドミウム（Cd）汚染土壌修復

のためには冬期間の作付が困難なことを考慮し、Cd

吸収能が高い夏作物の選定とその栽培法の確立が重

要である。イネはカドミウムの吸収機作について膨

大な知見があることや機械化栽培体系が確立されて

いること、また修復対象が水田土壌であり、その様々

な特性を維持しながら修復できること等から、東北

地域における修復作物として有望であると考えられ

る。 

 本研究ではカドミウム汚染現地ほ場を用い、Cd高

吸収イネ品種を選定するとともにそのCd吸収量が

大になる栽培法を検討し、汚染土壌における修復栽

培法を確立することを目的とした。 

イ 研究方法 

(ア) Cd高吸収イネ品種の選定 

  ａ Cd高吸収品種のスクリーニング 

 作土土壌のCd濃度が1.5 mg kg-1（0.1M塩酸可溶性）

の現地水田ほ場において、国内外の品種を移植栽培

しCd吸収性の高い品種のスクリーニング試験を実施

した。2003年は粳品種や有色、香り米、育種系統品

種などを含む国内70種と外国品種31種を供試した。

2004年は2003年の結果から有望とされた４品種と新

規10品種および対照品種として低吸収２品種を供試

した。栽培条件は２年間とも同様に行い、分析試料

は各品種毎の成熟期を基準に採取した。作物体Cd濃

度は試料を乾燥、粉砕後、酸湿式分解-フレーム原子

吸光分析法を用いて得た。なお本研究の作物体分析

方法はすべて同法で行った。 

  ｂ Cd高吸収品種の現地適応性 

 Cd高吸収品種のスクリーニング試験から選抜され

た有望３品種について、異なる土壌Cd濃度や土壌タ

イプのほ場におけるCd吸収性、乾物生産性を検討し、

実用的なファイトレメディエーション技術に 適な

品種の選定試験を2004年と2005年に実施した。供試

ほ場の土壌タイプは礫質普通灰色低地土（１筆）、下

層黒ボク灰色低地土（３筆）および腐植質灰色低地

土（３筆）、作土の土壌Cd濃度は0.3～4.2 mg kg-1

（0.1M塩酸可溶性）であった。 

(イ) Cd高吸収品種の栽培法の確立 

ａ 基肥窒素量の検討 

 ファイトレメディエーション用品種に選定したCd

高吸収品種「長香穀」の適正な生育とCd吸収量が

大化する施肥条件を検討した。供試ほ場の土壌条件

と作土土壌Cd濃度（0.1M塩酸可溶性）は次の通りで

ある。Aほ場（下層黒ボク灰色低地土、0.95mg kg-1）、

Bほ場（礫質普通灰色低地土、0.66mg kg-1）、Cほ場

（下層黒ボク灰色低地土、1.37mg kg-1）。 

 試験年、試験区の内容は表1111-1に示した。各ほ

場で各区は２反復で実施した。使用肥料は窒素用に

「塩安」を用いた。またリン酸および加里肥料分は

「PK化成40号」を用い、2005～2006年は各成分0.5

㎏ a-1、2007年は1.0㎏ a-1を各ほ場ならびに各区とも

同一量を施用した。 

ｂ ほ場水管理条件の検討 

 ファイトレメディエーション用品種に選定した

「長香穀」のCd吸収量を 大化する水管理条件を検

討した。供試ほ場および試験区は礫質普通灰色低地

土で隣接する３筆に１筆単位で試験区を設置し、

2006年と2007年に試験実施した。 

試験年 供試ほ場

2005 A 1.0 0.8 0.6 0

2006 B、C 1.0 0.8 0.6 0

2007 C 0.8 0.6 0.4 0

　試験区（基肥N ㎏ a-1）

表1111-1 施肥試験区の構成 
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 供試ほ場の面積、Cd濃度条件は次の通りであった。

Dほ場（4.2a、作土層0.96mg kg-1）、Eほ場（9.7a、

作土層0.86mg kg-1）、Fほ場（4.6a、作土層0.66mg kg-1）。 

試験区の内容は表1111-2に示した。 

(ウ) 修復実証栽培 

Cd吸収量が 大になる各種条件で「長香穀」を現

地水田ほ場全面に作付けし、ファイトレメディエー

ション作業の一貫システムを実証検討した。また作

物Cd吸収量の推移とともに土壌Cd濃度の低減程度を

調査した。 

 実証ほ場は2005年から３年間修復栽培したGほ場

（4.6a）と2006年から２年間実施したHほ場（9.7a）

の２ほ場を設定した。両ほ場とも礫質普通灰色低地

土であった。 

 土壌試料は毎年春耕起前と秋収穫後に行い、作物

体分析試料と同様に毎回同じ位置から採取した。 

(エ) 修復確認栽培 

 修復年数が１年および２年経過した実証ほ場内に

地域の食用品種（あきたこまち）を部分栽培し、修

復確認指標として玄米Cd濃度を検討した。またほ場

試験における排水性や下層土、管理歴など、ほ場間

の変動要因を排し、土壌のみを評価するため、供試

ほ場ならびに隣接する一般栽培ほ場の作土を用いて

ポット試験を実施し、修復歴と玄米Cd濃度の関係を

検討した。 

  ａ ほ場試験 

供試ほ場は前記(ウ)試験で2006年まで修復実証栽

培を２年または１年実施したGほ場とHほ場とし、

2007年に確認栽培試験を実施した。ただしG、Hほ場

では2007年も(ウ)試験は継続中であり、確認栽培区

内の施肥条件は育苗箱全量施肥法により設定した。

また水管理は各ほ場内で次の２条件を設定した。①

ファイレメ落水区は(ウ)試験と同様な７月26日落水、

②節水区は移植から７月下旬までは①区と同様、７

月下旬以降は田面が白乾しない程度のかけ流し間断

かん水を行い、落水は８月17日とした。 

  ｂ ポット試験 

 供試土壌は修復実証栽培を２年または１年実施し

たGほ場またはHほ場の作土、Gほ場に隣接し修復歴

が無い慣行水田ほ場（未修復土壌）の作土および対

照として非汚染土壌（農試水田土壌）を、2007年４

月にそれぞれ採取した土壌を用い、あきたこまちを

栽培し、玄米試料を得た。 

ウ 研究結果 

(ア) Cd高吸収イネ品種の選定 

  ａ Cd高吸収品種のスクリーニング 

 2003年は101種を供試し、地上部Cd濃度が30mg kg-1

を超える「長香穀」を見い出した。有望品種として

供試した「ハバタキ、密陽23号」１）の濃度は10～19mg 

kg-1であった（図1111-1）。2004年は「長香穀、ハバ

タキ、密陽23号」の他、新規品種を供試したが、長

香穀のCd濃度が も高い値を示した（図略）。 

試験年 試験区 供試ほ場 水管理法

2006 早期落水① D 移植++++6/28落水-----------------------------

早期落水② F 移植++++6/28--7/5中干し-+-7/7落水------------

ﾌｧｲﾚﾒ慣行 E 移植++++6/28--7/5中干し-+---------+-7/26落水-

2007 早期落水① D 移植++++6/29落水-----------------------------

早期落水② E 移植+++++7/1-----7/10中干し-+-7/13落水-------

ﾌｧｲﾚﾒ慣行 F 移植+++++7/1-----7/10中干し-+--+--+-7/26落水-

注） 表中「+」はかん水、「-」は落水処理の意

表1111-2 落水試験区の構成 
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図1111-1 供試品種の Cd 濃度分布 

1)移植日5/20～21、1本/株植え、栽植密度20.66
株/㎡、34株/区、施肥量（N-P-K）1.0-1.8-1.2
㎏ a-1、（基肥のみ施用）、8/10落水。 
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  ｂ Cd高吸収品種の現地適応性 

 有望とした「長香穀、ハバタキ、密陽23号」およ

び対照品種「ふくひびき」の各供試ほ場における栽

培結果は、各ほ場各試験年とも「長香穀」のCd吸収

量が他有望品種より２倍以上高い値になった（図

1111-2）。土壌Cd濃度が高いほ場ほど、作物Cd吸収量

も多くなる傾向はみられたが、試験年や土壌ﾀｲﾌﾟに

よっては傾向からはずれる値もみられた。 

(イ) Cd高吸収品種の栽培法の確立 

ａ 基肥窒素量の検討 

 異なる基肥窒素量に対する「長香穀」の茎数の推

移（2006年）を図1111-3 に示した。施用量が多い

ほど茎数は増加する傾向が認められた。また成熟期

においても穂数および稈長、乾物重に対して施肥効

果が各試験年、各ほ場で認められた（表1111-3）。一

方、試験年やほ場によっては0.8～1.0区で倒伏が見

られた。 

 Cd濃度は茎葉で1.0区より０区の方がやや高い傾

向がみられ、穂は稔実年と不稔年の差が大きく、傾

向は不明瞭であった。作物Cd濃度と乾物重から求め

られる作物Cd吸収量では、明瞭な傾向が認められな

かった。 

 ｂ ほ場水管理条件の検討 

 作物体Cd濃度の推移について、2006年の処理区間

差は不明瞭だったが、2007年は早期落水①区が他区

より早期に濃度が上昇した（図1111-4）。しかし成熟

期の濃度は早期落水②区またはファイレメ慣行区の

方が高くなった。早期落水①区の成熟期における乾

物重は2006年で も高く、2007年は も低く、籾（穂）

/茎葉比（重量比）は両年とも早期落水①区で小かっ

た（表1111-4）。 

(ウ) 修復実証栽培 

 実証Gほ場において、2005年の吸収量およびCd濃度

は低かったが、2006年以後はG、Hほ場とも高いCd吸

収が得られ、Gほ場の３年間の合計Cd吸収量は862g 

ha-1、Hほ場では２年間で895g ha-1となった（表

1111-5）。土壌Cd濃度の推移では、Gほ場の１層目（作

土）は修復実証前と2007年収穫直後の濃度差が

0.31mg kg-1（0.1M塩酸抽出性）となり、低減割合は

-40.8％であった（表1111-6）。Hほ場の１層目におい

ても低減割合は-34.8%であり、修復による土壌濃度

低減は明らかだった。さらに土層深13～25cmの２層

目においても低減割合が-30%程度となった（表

1111-6）。 

また修復前後の土壌Cd濃度差と土仮比重などから

計算される「土量」から、実証ほ場で減少したCd量

を試算した結果、0.1M塩酸可溶性濃度ではHほ場で

-611g ha-1であり、これは合計Cd吸収量（862g ha-1）

より小さく、また過塩素酸分解濃度では同じく-929g 

ha-1となり、この場合は合計Cd吸収量より大きくなっ

た（表1111-6）。 

(エ) 修復確認栽培 

  ａ ほ場試験 

 設置した試験区の耕起前土壌Cd濃度およびあきた

こまちの玄米Cd濃度を表1111-7に示した。ほ場内の

バラツキにより、同じほ場でも試験区間で土壌Cd濃

度に小さな差があり、修復年数の差であるHほ場とG

ほ場の土壌濃度差は明瞭だった。また、玄米Cd濃度

の水準もHほ場では0.7±0.14mg kg-1程度、Gほ場で

は1.5±0.12mg kg-1程度だった。水管理条件別の玄米

濃度は、Hほ場では②節水区の方が①ファイレメ落水

区より高くなり、Gほ場では①ファイレメ落水区の方

が高かった。 

 玄米収量は全区とも高収量水準であり、特に出穂

後のかん水回数が多い②節水区の方が①ファイレメ

落水区より高収量だった。 
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図1111-2 異なる土壌 Cd 濃度のほ場における品

種別 Cd 吸収量 
1)供試ほ場の土壌タイプは ①ほ場；普通灰色低地土、②③⑤ほ

場；下層黒ボク灰色低地土、④⑥⑦ほ場；腐植質灰色低地
土。 

2)移植日5/20～6/3、4～5本/株植え、栽植密度17.1～23.2株/

㎡、3.6～4.8㎡/区、施肥および水管理は図1111-1と同様。試
料採取および刈取日10/4
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試験区 穂数 稈長 穂長 倒伏程度 籾（穂）/ワラ 乾物重 Cd吸収量

試験年 ほ場 基肥N ㎏ a-1
本 ｍ

-2 cm cm (0-4) 比 t ha
-1

g ha
-1 茎葉 穂

2005年 A 1.0 521 107 22.1 2.0 1.04 11.9 192 23.8 7.9
0.8 501 99 24.2 0.0 1.10 11.3 258 33.5 11.5
0.6 486 101 21.4 0.0 1.14 10.2 211 34.0 9.0
0.0 475 103 23.3 0.0 1.01 9.2 146 26.3 7.4

2006年 B 1.0 516 88.6 20.7 0.5 0.25 10.9 279 27.7 25.3
0.8 473 82.7 20.9 0.8 0.25 12.6 384 30.5 34.2
0.6 443 80.8 21.1 0.0 0.20 12.0 405 33.5 33.9
0.0 385 73.6 21.4 0.0 0.23 9.9 442 44.3 42.2

C 1.0 506 72.7 20.3 0.0 0.13 13.1 930 69.3 84.8
0.8 453 68.5 21.3 0.0 0.13 11.4 850 72.8 84.2
0.6 432 71.5 20.7 0.0 0.15 11.6 678 59.8 68.0
0.0 374 60.5 19.6 0.0 0.13 10.1 803 77.8 90.5

2007年 C 0.8 497 89.3 21.1 0.5 0.71 11.1 475 56.4 23.2
0.6 476 87.4 21.4 0.0 0.65 11.8 558 60.2 29.3
0.4 462 83.2 20.6 0.0 0.67 10.9 569 65.4 34.9
0.0 449 79.8 18.9 0.0 0.63 9.6 575 78.3 41.2

部位別Cd濃度（mg kg-1）

表1111-3 異なる基肥窒素量による収量構成および Cd 吸収量調査結果 

1) 栽培条件：農家慣行を基準とし、移植日 5/20～28（機械作業）、栽植密度 18.7～24.2 株/㎡、水管
理は 7月中旬までは慣行管理、以降は節水管理を行い、7月末までに完全落水。

2) 収穫期調査 10/3～4、分析試料の採取および乾物生産重調査用に 40～60 株を坪刈りした。
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図1111-4 異なる落水期による作物体 Cd 濃度の推移 
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  ｂ ポット試験 

 供試土壌は修復歴に対応してCd濃度が小さくなっ

た。得られた玄米Cd濃度は、未修復土壌では1.12mg 

kg-1であったのに対し、修復歴２年の土壌で0.61mg 

kg-1と低く、土壌Cd濃度に対応して低くなる傾向が認

められた（表1111-8）。 

表1111-4 異なる落水期による収量構成および Cd吸収量調査結果 

1) 栽培条件：農家慣行を基準とし、移植日 5/20～24（機械作業）、栽植密度 20.4～20.8 株/㎡、施
肥量（N-P-K）0-1.0-1.0 ㎏ a-1（追肥無し）

2) 収穫期調査 10/3～4、分析試料の採取および生産乾物重調査用に 40～60 株を坪刈り。

穂数 稈長 穂長 倒伏程度 籾（穂）/ワラ 乾物重 Cd吸収量

試験年 ほ場 試験区 本 ｍ
-2 cm cm (0-4) 比 t ha

-1
g ha

-1 茎葉 穂

2006年 D 早期落水① 410 74.7 20.6 0 0.16 11.0 520 47.9 44.3
F 早期落水② 385 73.6 21.4 0 0.23 9.9 442 44.3 42.2
E ファイレメ慣行 387 69.7 21.8 0 0.34 9.3 587 67.6 50.3

2007年 D 早期落水① 414 71.5 20.0 0 0.36 9.2 345 43.6 25.7
E 早期落水② 435 83.4 20.5 0 0.67 10.8 562 71.7 32.7
F ファイレメ慣行 470 87.0 21.0 0.2 0.79 9.7 302 44.1 18.4

　部位別Cd濃度(mg kg
-1

)

実証ほ場 2005年 2006年 2007年 合計

Cd吸収量 Hほ場 181 377 304 862
（g ha-1） Gほ場 - 525 370 895

地上部Cd濃度 Hほ場 13.9 33.7 31.2
（mg kg-1） Gほ場 - 54.9 37.7

乾物生産重 Hほ場 12.8 11.3 9.7
（ｔ ha-1） Gほ場 - 9.6 9.8

表1111-5 実証ほ場における Cd吸収結果 

1) 栽培条件：農家慣行を基準とし、移植日 5/20～24（機
械作業）、栽植密度 18.7～20.7 株/㎡、水管理は 7 月
中旬までは慣行管理、以降は節水管理を行い、７月末
までに完全落水。

2) 収穫調査は 10/3～4、分析試料および乾物生産重測定
用に 40～80 株を坪刈りした。なお作物体試料はほ場
内の同じ位置から毎年採取した。

表1111-6 実証ほ場における土壌 Cd濃度の推移 

作付前 作付後 作付前 作付後 作付前 作付後

Hほ場 0.1M 塩酸可溶性Cd 1層目(0～13cm) 0.76 0.77 0.67 0.55 0.61 0.45 -40.8
2層目(13～25cm） 0.74 0.74 0.67 0.56 0.57 0.51 -31.1

全Cd（過塩素酸分解) 1層目(0～13cm) 1.16 0.97 0.95 0.79 0.84 0.68 -41.5
2層目(13～25cm） 1.11 0.96 0.96 0.82 0.77 0.77 -30.8

Gほ場 0.1M 塩酸可溶性Cd 1層目(0～13cm) 0.89 0.74 0.76 0.58 -34.8
2層目(13～25cm） 0.86 0.73 0.79 0.62 -27.9

全Cd（過塩素酸分解) 1層目(0～13cm) 1.28 1.01 1.00 0.78 -39.1

2層目(13～25cm） 1.28 0.98 1.03 0.83 -35.4
　 1）　 *1　('07年作付後濃度-実証開始前濃度)÷実証開始前濃度×100

*2　実証開始前と2007年作付後のCd濃度差と層厚および土仮比重0.90 g cm-3　から計算。1層と2層の合計

減少量*2

(g ha-1)

　2005年　 　2006年　 　2007年　 低減割合*1

(%)

-611

-929

-622

-1078

2)試験開始前の作土層の土壌分析値 pH：H ほ場 5.50、G ほ場 5.47 、塩基交換容量： H ほ場 15.6、G ほ場 16.0 cmolc kg-1 、全炭
素含量： H ほ場 29.0、G ほ場 26.1 g kg-1  、全窒素含量：H ほ場 2.55、G ほ場 2.33 g kg-1 

3)土壌試料は作物体試料と同様にほ場内の同じ位置から毎回採取した 

cm-3 から計算。1層と2層の合計 
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エ 考 察 

(ア) Cd高吸収イネ品種の選定 

供試した品種からCd吸収能が著しく高いインド型

品種「長香穀」を見い出した。この品種について、

複数ほ場における栽培試験の結果から、高Cd吸収量

と生育の現地適応性を確認し、ファイトレメディ

エーション用品種として選定した。しかし「長香穀」

は倒伏し易く、脱粒し易い特性を持つため、効率的

なファイトレメディエーションシステムの開発には、

これらの特性を栽培技術等により解決する必要が考

えられた。 

(イ) Cd高吸収品種の栽培法の確立 

 Cd吸収量が 大化し「長香穀」が倒伏せず適正な

生育量を確保できる施肥条件は基肥窒素施用量とし

て0.8㎏ a-1が上限と考えられた。なお無窒素条件に

おいても高いCd吸収量が得られることから、ほ場の

土壌肥沃度や修復栽培連続年数などを考慮し0～

0.8㎏ a-1の範囲で調整することが適当と考えられ

た。 

 落水時期は、早いほど作物体Cd濃度の上昇期が早

くなるものの、成熟期には７月下旬に落水した場合

と濃度差が不明瞭になった。「長香穀」の生育量とほ

場の排水性を考慮しつつ、７月末には田面が十分乾

いた状態になるよう適宜管理することが適当と考え

られた。また落水期が早いほど長香穀の不稔程度が

大きくなったことから、早期落水は脱粒性の軽減に

有効であることが示唆された。さらに脱粒による収

穫ロスの解決には品種改良による形質改善が考えら

れる他、収穫機械の選択により籾の収穫ロスを大幅

に改善できる成果を農水省交付金事業により得た。 

(ウ) 修復実証栽培 

 「長香穀」を用いた修復実証を農家自身で実施し

た結果、収穫作業に飼料稲収穫機（WCSコンバイン）

が必要なこと以外、米生産農家が所有している稲作

関連機械を利用して、機械化ファイトレメディエー

ションシステムは実行可能であることが実証された。 

３年ないし２年間の修復栽培により、土壌Cd濃度

１mg kg-1程度のほ場では、Cd低減割合が-30%以上に

なることが実証され、１年あたり１割以上の低減率

を得ることが 低限可能であると考えられた。しか

し長香穀のCd吸収量の年次変動は土壌Cd濃度の外、

降雨や気温などの気象条件やほ場排水性などのほ場

条件が影響すると考えられた。土壌のCd濃度からCd

吸収量の予測や修復年数の予測など精密な修復予測

技術を確立するためには実証事例の蓄積が必要と考

えられた。 

(エ) 修復確認栽培 

表1111-7 修復歴別あきたこまちの玄米 Cd 濃度 

水管理区

試験区作土層土
壌

Cd濃度*（mg kg-1）

玄米Cd濃度*2

（mg kg-1）

精玄米重

(kg a-1)

Hほ場 ファイレメ落水 0.57 0.56 58.3

（修復歴２年） 節水 0.46 0.83 64.4

Gほ場 ファイレメ落水 0.86 1.64 63.1

（修復歴１年） 節水 0.80 1.41 69.2

　1）　* 0.1M塩酸可溶性濃度　　*2 水分15.5％換算
2) 栽培条件：育苗箱全量施肥法（LPS100、1苗箱当たり現物500g、窒

素施用量として67㎏ ha-1）を用い、中苗育苗後、5/27移植。、りん酸お

よび加里施用量はそれぞれ100㎏ ha-1（全層施用）した。出穂期8/7、
収穫10/3。

表1111-8 修復土壌別玄米 Cd 濃度 

供試土壌

供試土壌

Cd濃度*

（mg kg-1）

玄米Cd濃度*3

（mg kg-1）

修復歴２年土壌
（Hほ場） 0.57 0.61

修復歴１年土壌
（Gほ場） 0.93 1.00

未修復土壌
（Hほ場隣） 1.33 1.12

農試水田土壌
（対照） 0.26 0.30

　1） *　0.1M塩酸可溶性Cd濃度

　2） ａ/5000ポットに風乾土３㎏充填し、 施
肥量（窒素、りん酸、加里）各1g/pot。6/13
中苗移植、4本/ポット植え、7/10以降は湛
水しない間断かん水。落水9/15
　3)　収穫期10/7
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 生育と収量が慣行並みに得られる施肥条件、かつ

Cdを吸収しやすい節水条件および早期に落水する

ファイレメ水管理条件で栽培した「あきたこまち」

の玄米Cd濃度は、供試土壌から得られる玄米濃度の

上限に相当すると考えられる。出穂期前後の湛水管

理により、Gほ場の土壌でも玄米中Cd濃度を現在のコ

メ流通基準0.4mg kg-1以下に抑制することは可能だ

が、栽培条件によっては基準を上回る玄米が生産さ

れる可能性が残っている。ここで修復目標を湛水管

理ではなく一般的な間断灌がい管理により得られる

玄米Cd濃度が、基準値以下になることと仮定した場

合、２年間のファイトレメディエーションによる土

壌Cd低減では目標に未達と評価する。 

オ 今後の課題 

(ア) 修復目標と修復年数 

修復目標の設定について、考察(エ)修復確認栽培

に記述した以外に、土壌Cdが自然存在レベルの濃度

まで低下すること、湛水管理による吸収抑制技術が

適用できるレベルまで土壌Cdを低下することなど、

多様な考え方があり、ファイトレメディエーション

技術の実用場面で整理が必要である。また作物Cd吸

収量と土壌Cd低減の関係を詳しく解明し、修復目標

に対応した対象土壌の修復必要年数を試算する「修

復予測技術」の開発が必要である。 

(イ) 修復費用の試算と低コスト化 

ファイトレメディエーション技術を実用化するた

めの鍵の一つは「費用」と考えられ、前項における

修復目標と年数に応じて総費用を対象ほ場別に見積

もる必要がある。また同時に低コスト化するための

作業技術やシステムの改良を検討する必要がある。 

カ 要 約 

(ア) Cd高吸収イネ品種の選定 

供試品種からCd吸収性が著しく高い品種「長香穀」

を見出した。異なる土壌条件の各ほ場において他有

望品種よりCd吸収量が常に２倍以上高く、また十分

な乾物生産が可能であることから、ファイトレメ

ディエーション用品種として長香穀を選定した。 

(イ) Cd高吸収品種の栽培法の確立 

 長香穀の施肥量は基肥窒素量で0.8 ㎏ ha-1が上限

と考えられ、無施用でも高いCd吸収量が得られた。

また落水時期が早期になるに従い、作物体Cd濃度の

増加時期も早くなる傾向がみられたが、成熟期では

Cd濃度の違いは認められなかった。またこの影響は

試験年により異なり、落水期の影響が認められない

試験年もあった。 

(ウ) 修復実証栽培 

 2005年から長香穀を供試ほ場全面に作付けし、機

械作業による土壌修復一貫システムは実用化可能で

あることを実証した。修復実証栽培を３年および２

年間実施した隣接している２ほ場（HおよびGほ場）

のそれぞれの合計Cd吸収量は Hほ場；862 g ha-1 お

よびGほ場； 895 g ha-1 となった。この間の作土層

の0.1M塩酸可溶性土壌Cd濃度は、Hほ場；40%、Gほ

場；35%それぞれ低減した 

(エ) 修復確認栽培 

修復実証ほ場内に部分移植し、玄米収量を慣行並

みに確保できる施肥条件、かつCdを吸収しやすい節

水条件で栽培したあきたこまちの玄米Cd濃度は、修

復歴２年のHほ場では0.87 mg kg-1、修復歴１年のG

ほ場では1.49 mg kg-1 となった。さらにポット試験

においても、土壌Cd濃度に対応して玄米濃度に差が

認められた。 

キ 引用文献 

１) 阿江教治 (2002).イネを利用した重金属汚染土

壌の修復の可能性.農林水産技術研究ジャーナル. 

25(4) : 19-22. 

研究担当者（伊藤正志＊、中川進平、金和裕、伊藤

千春、佐藤福男） 

(2) 九州地域のカドミウム高吸収イネの選抜と効率

的栽培体系の確立 

ア 研究目的 

国際的な食品規格決定の場であるコーデックス委

員会で食品中のカドミウム(Cd)含量の国際基準が採

択されたことに伴い、日本でも農産物中のCd吸収を

抑制するための技術開発が急務となっている。 

 Cd汚染農地の修復技術は客土が一般的である。こ

の方法は修復効果が も大きく持続性に優れるが、

施工コストが高いことから汚染程度が低い農地への

適応は困難である。低コストで汚染土壌を修復する

方法としてファイトレメディエーションが注目され

ている。これは土壌中のCdを植物に吸収させ、それ

を圃場外に持ち出すことで土壌を修復する方法で、

低濃度汚染土壌に適用可能な方法と考えられる。し

かし、除去スピードが緩やかで修復に時間を要する

ことが課題になっている。 
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 そこで、Cd高吸収植物として機械化栽培体系が確

立しているイネを用い、その能力を 大限に発揮で

きる栽培体系を確立する。また、ファイトレメディ

エーションによる汚染土壌修復の効果を確認する。 

イ 研究方法 

(ア) Cd高吸収イネ品種の選抜 

飼料用イネ（クサノホシ、クサホナミ、クサユタ

カ、ホシアオバ、はまさり）、ジャポニカ-インディ

カ交雑種（密陽23号）、インディカ種（モーれつ）の

各品種を用い、Cd吸収特性を検討した。試験は大牟

田市藤田町で実施した(0.1 M塩酸抽出Cd濃度；2.6

～2.8 mg kg-1、土性；CL)。各品種は平成15年６月

25日に移植した。栽植密度は22.2株 m-2、施肥量

(N-P-K)は9-3-2kg m-2、水管理は慣行に準じた。経

時的に地上部の乾物重、Cd含有率、Cd吸収量を調査

した。 

 (イ) イネの早期落水栽培によるファイトレメ

ディエーション 

 イネのCd吸収を高める水管理方法について検討し

た。作付け前の0.1 M塩酸抽出Cd濃度が2.7 mg kg-1

の圃場で試験を行った。平成16年６月24日にモーれ

つおよび密陽23号を移植した。１区15 m2、栽植密度

22.2株 m-2、緩効性肥料(エムコートS100、L140入り

複合045)を全量基肥施用とし、施肥量(N-P-K)は

14-9.8-10.5 g m-2とした。落水開始日を７月29日、

８月23日、９月16日に設定し、経時的に地上部の乾

物重、Cd含有率、Cd吸収量、栽培前および跡地土壌

のCd濃度を調査した。 

(ウ) イネの品種、施肥量とCd吸収特性 

 イネの早期落水栽培に適した品種および施肥窒素

量を検討した。作付け前の0.1 M塩酸抽出Cd濃度が

2.3～2.7 mg kg-1の圃場で試験を行った。品種はイン

ディカ種のIR-8、ミナミユタカ、長香穀で、移植日は

平成19年６月21日、落水開始日は７月21日とした。

施肥窒素量は長香穀では5、8、11 kg 10a-1、その他

の品種では8、11、14 kg 10a-1の３水準とし、緩効性

肥料(エムコートS100、L140入り複合045)を用い、全

量基肥施用とした。以後、経時的に地上部の乾物重、

Cd含有率、Cd吸収量、栽培前および跡地土壌のCd濃

度を調査した。 

(エ) ファイトレメディエーションの実用化試験 

ファイトレメディエーションの実用化のため、イ

ネの移植から収穫・搬出までを機械化一貫体系とす

る圃場規模での実証試験を実施した。圃場面積は33 a

で、作付け前の0.1 M塩酸抽出Cd濃度は2.5～2.9 mg 

kg-1であった。モーれつ(15a)およびIR-8 (18a)を平成

17年６月24日に乗用田植機で移植した。栽植密度は

22,000株10a-1、施肥量(N-P-K)は14-9.8-10.5 kg 

10a-1、落水開始日は７月23日とした。以後、経時的

に地上部の乾物重、Cd含有率、Cd吸収量、作付け前

および跡地土壌のCd濃度を調査した。 

 (オ) 乾田栽培によるファイトレメディエーション 

 Cd高吸収イネの乾田栽培について検討した。作付

け前の0.1 M塩酸抽出Cd濃度が上層で1.6～1.8mg 

kg-1、下層で2.0～2.3 mg kg-1の圃場で試験を行った。

平成17年５月24日にIR-8およびモーれつを播種した。

１区100m2、播種量８ kg 10a-1、25 cm条播、施肥量

(N-P-K)は17-17-17 kg 10a-1とした。以後、経時的に

イネ地上部の乾物重、Cd含有率、Cd吸収量、作付け

前および跡地土壌のCd濃度を調査した。 

(カ) ファイトレメディエーションによる土壌修

復効果の確認 

 Cd高吸収イネの早期落水栽培によるファイトレメ

ディエーションの修復効果を検証した。平成16年作

付け前の0.1 M塩酸抽出Cd濃度が2.5 mg kg-1の圃場

で試験を行い、16年と17年にモーれつを、18年にIR-8

を作付けした。対照区としてファイトレメディエー

ションを行っていない近隣の圃場を選定した(0.1 M

塩酸抽出Cd濃度；2.5 mg kg-1)。19年にヒノヒカリ

を６月20日に機械移植した(栽植密度；20,800株10a-1、

施肥窒素量；８ kg 10a-1)。水管理は現地の慣行栽培

に準じて行い(落水開始日９月19日)、10月12日に収

穫を行った。玄米および精米中のCd含有率、精玄米

重を調査した。 

ウ 研究結果 

(ア) Cd高吸収イネ品種の選抜 

収穫時におけるイネ品種の乾物重はモーれつで

も多く17.1 Mg ha-1であり、密陽23号で も少なかっ

た（12.8 Mg ha-1）（データ略）。モーれつのCd含有

率は９月下旬以降急速に上昇し、10月中旬には６mg 

kg-1に達した（図1112-1）。Cd吸収量が も高かった

のはモーれつで10月下旬には100 g ha-1を超えた。密

陽23号も他の飼料イネより高い値を示した（図

1112-2）。 

 (イ) 早期落水栽培によるファイトレメディエー

ション 
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 イネ地上部の乾物重は落水時期にかかわらず一様

に増加し、９月以降はモーれつ、密陽23号ともに12

～14 Mg ha-1で推移した(データ略)。収穫時のCd含

有率は落水時期が早いほど高く、モーれつでは７月

29日に落水を開始した試験区で約25 mg kg-1、８月23

日に落水した試験区で約10 mg kg-1に達した（図

1112-3）。密陽23号では７月29日に落水した試験区で

約10 mg kg-1に達したが、８月23日に落水した試験区

ではCd含有率は低い値を示した。一方、９月16日に

落水を開始した試験区では両品種ともCd含有率は極

めて低い値を示した。Cd吸収量は含有率と同様の変

化を示し、７月29日に落水を開始した試験区で10月

以降、モーれつで350 g ha-1を超えたが、密陽23号で

は130 g ha-1程度であった(図1112-4)。 

(ウ) イネの品種、施肥量とCd吸収特性 

 試験を実施した平成19年度は大きな台風の襲来は

無かったが、長香穀で軽度の倒伏が認められた。IR-8

ではコブノメイガによる食害が認められた。イネの

Cd吸収量は長香穀で も高い値を示し、10月中旬に

約800～1,000 g ha-1に達した。それ以外の品種は400 

g ha-1以下であった(図1112-5)。作付け前土壌と跡地

土壌のCd濃度差は長香穀で も大きかった(データ

略)。どのイネも施肥窒素量が多いほどCd含有率およ

びCd吸収量は高い傾向を示した(表1112-1)。 

 ミナミユタカおよびIR-8では施肥窒素量11 kg 10a-1

と14 kg 10a-1で、また、長香穀では８ kg 10a-1と11 kg 

10a-1でCd吸収量の差がなかったことから、適正施肥

窒素量はミナミユタカおよびIR-8では11 kg 10a-1、長

香穀では８ kg 10a-1程度であると考えられた。 

(エ) ファイトレメディエーションの実用化試験 

 実用的な機械移植を行った場合、IR-8およびモーれ

つの乾物重、Cd含有率は経時的に増加し、それに伴

いCd吸収量も増加した。10月３日にCd吸収量はモー

れつで546 g ha-1、IR-8で696 g ha-1であった。作付

け前および跡地土壌の濃度差はモーれつで0.22 mg 

kg-1 、IR-8で0.34 mg kg-1であり、確実にCd濃度が

減少した(表1112-2)。 

(オ) 乾田栽培によるファイトレメディエーション 

図1112-3　Cd高吸収イネのCd含有率の経時変化
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図1112-1　イネ品種のCd含有率の経時変化
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図1112-2　イネ品種のCd吸収量の経時変化
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図1112-1 イネ品種の Cd 含有率の経時変化 図1112-2 イネ品種の Cd 吸収量の経時変化 

図1112-4　Cd高吸収イネのCd吸収量の経時変化
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図1112-5　施肥窒素量とCd吸収量
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図1112-5 施肥窒素量と Cd 吸収量 

品種

長香穀 0.994 0.999 * 0.998 *

ミナミユタカ 0.995 0.986 0.995

ＩＲ－８ 0.815 0.998 * 0.999 *

1）*はp<0.05を示す。

表1112-1　施肥量と水稲の地上部乾物重、Cd含有率
        およびＣｄ吸収量との相関係数

地上部収量 含有率 吸収量

表1112-1 施肥量と水稲の地上部乾物重、Cd 含有

率および Cd 吸収量との相関係数 

作付前 跡地 濃度差

g ha-1 mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1

モーれつ 546 2.91 2.69 ** 0.22

ＩＲ－８ 696 2.52 2.18 ** 0.34

1)播種日：17年5月28日、移植日：6月26日、

2)落水開始日：7月23日、施肥量：14kgN10a-1

3)栽植密度：20,800株10a-1。
4)土壌は作土層を対象とした。

5)**はｔ検定で作付前後の濃度差に有意差1％があること

 を示す。

表1112-2　早期落水栽培によるイネのCd吸収量と土壌の

品　種

イネによる
Cd吸収量

土壌のCd濃度

表1112-2 早期落水栽培によるイネの Cd 吸収量と土壌の Cd 減少量 

Cd減少量※

gha－１

1.61 (0.04) 1.44 (0.07) 0.17 (0.08) 859.7

1.97 (0.66) 1.72 (0.58) 0.26 (0.16)

1.79 (0.09) 1.67 (0.10) 0.12 (0.10) 874.3

2.33 (0.79) 2.01 (0.68) 0.31 (0.24)

1)数値は8反復の平均値を示す。また、カッコ内は標準偏差を示す。

2)土壌の上段は上層（0～15cm）を、下段は下層（15～30cm）を示す。

3)Cd減少量は土壌の濃度差から算出した値。

IR-8

試験区
（品種）

モーれつ

表1112-3　収穫時におけるIR-8およびモーれつのＣｄ吸収特性と土壌中のカドミウム濃度

(4.4)40.8 513.2

(8.6)40.1

作付前

mg kg-1

土　壌

吸収量

g ha-1
濃度差

mg kg-1
跡地

イネのCd吸収特性

含有率

mg kg-1
乾物重

Mg ha-1

(130)628.3

(86)

(2.5)15.8

12.7 (2.2)

mg kg-1

表1112-3 収穫時における IR-8およびモーれつの Cd 吸収特性と土壌中のカドミウム濃度 

処理前 処理後

mg kg
-1

mg kg
-1

mg kg
-1

mg kg
-1

kg 10a
-1

2.50 2.01 0.13 ** 0.12 ** 525 **

－ 2.49 0.26 0.26 563

1)修復区は16年～17年度モーれつ、18年度IR-8を栽培した圃場で、対照区はCd高吸収

 イネを作付けしなかった圃場。19年度は両区ともヒノヒカリを作付。

2)ヒノヒカリは19年5月19日播種、6月20日移植。通常の水管理を行い、9月19日に落水。

3)**はｔ検定により両区間に有意差1％があることを示す。

表1112-4　3年間の修復による土壌中Cd濃度の変化と修復効果の確認

玄米Cd濃度 精米Cd濃度

土壌中のCd濃度

試験区 精玄米重

修復区

対照区

19年産ヒノヒカリ

表1112-4 ３年間の修復による土壌中 Cd 濃度の変化と修復効果の確認 
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 供試圃場の土壌中Cd濃度は上層より下層で高く、

また、調査地点間のバラツキが大きかった(表

1112-3)。収穫時におけるモーれつおよびIR-8の乾物

重はそれぞれ12.7 Mg ha-1および15.8 Mg ha-1であっ

た。両品種の含有率はともに約40 mg kg-1であり、

Cd吸収量はモーれつで513 g ha-1 、IR-8で628 g ha-1

であった。いずれの品種においても、跡地土壌中の

Cd濃度は作付け前に比べて低下し、特に下層で顕著

であった。 

 (カ) ファイトレメディエーションによる土壌修

復効果の確認 

 Cd高吸収イネを早期落水栽培で過去３年間栽培し

た試験圃場では、土壌中のCd濃度は2.5 mg kg-1から

2.0 mg kg-1に低下した。この圃場でヒノヒカリを栽

培したところ、玄米中および精米中(搗精歩合90％)

のCd含有率はそれぞれ0.13 mg kg-1、0.12 mg kg-1

でありファイトレメディエーションを行わなかった

圃場(土壌中Cd濃度：2.5 mg kg-1)で栽培したものに

比べて半分以下に低下した(表1112-4)。 

エ 考 察 

Cd汚染圃場におけるファイトレメディエーション

を実用化するためには、浄化植物の選定が重要であ

る。選定条件の第一がCd吸収に優れることは言うま

でもない。グンバイナズナなどの超Cd集積植物は、

植物体内に2,000 mg kg-1以上のCdを含むものも少な

くないが、その多くは野生植物で収量は期待できな

い。一方、イネは超Cd集積植物に比べるとCd含有率

は低いが収量は多く、栽培方法が知られていること

や機械化が可能なことなどから、浄化植物に有望と

考えられる(茨木・谷口１))。インディカ－ジャポニカ

交雑種の密陽23号では、地上部にカドミウムを高度

に吸収できることが知られている(Arao and Ae ２), 

Ishikawa et al. ３), Murakami et al. ４))。本研究でイ

ンディカ種のモーれつはインディカ-ジャポニカ交

雑種の密陽23号などよりCd吸収量が多いことが明ら

かになった。加えて、インディカ種のIR-8、ミナミユ

タカ、長香穀もモーれつと同等かそれ以上にCd吸収

に優れることが明らかになった。IR-8は短稈で耐倒伏

性が強い晩生種である。一方、モーれつは長稈で耐

倒伏性がやや劣り、脱粒しやすい中生種である。ミ

ナミユタカはモーれつにγ線を照射して突然変異を

誘発し、脱粒性を改良した品種であり、Cd吸収など

の形質はモーれつとほとんど同じである(加藤ら５))。

長香穀は長稈で倒伏しやすく、脱粒性の激しい早生

種であるが、Cd吸収量は他の品種より著しく優れる。

台風の襲来が多い九州地域では、耐倒伏性の優れる

IR-8が有望と思われるが、修復年限の短縮を図るとい

う観点から、今後はCd吸収量の も優れる長香穀を

うまく作りこなす技術の開発が必要と思われる。 

 イネのCd吸収は主に土壌の酸化還元電位に影響を

受ける(日下ら６))。収穫期近くまで灌漑管理をすると

玄米のCd含有率を低減できることはよく知られてい

る(Ono7))。これはCdが不溶性のCdSになるためであ

る。これとは逆に酸化条件下ではCdは可溶性の

CdSO4に変化する。そのため、イネを用いたファイト

レメディエーションでは土壌を酸化状態にすること

が求められる。Cd高吸収イネの落水を移植１ヶ月後

に行い、それ以降は灌漑しない早期落水栽培では乾

物生産量は通常の水管理と遜色なく増加する。この

時期までには分げつ(茎数)が十分に確保されている

ことから、これ以降灌漑しなくても通常の水管理と

同等の乾物生産量が得られるものと考えられる。早

期落水栽培ではCd含有率は急激に増加し、イネのCd

吸収量を増加させることが可能であった(図1112-3、

4)。一方、乾田栽培は水田に直接播種し畑地状態で

イネを栽培するため、土壌中のCdは終始イネに吸収

されやすい状態になる。Cd高吸収イネの乾田栽培で

はCd吸収量は早期落水栽培とほぼ同等であった(表

1112-3)。土壌中のCd濃度も低下したが、上層(０～

15cm)より下層(15～30cm)の方が低下割合は高かっ

た。これは乾田状態で栽培したため、根が下層まで

伸びたこと、供試圃場では上層より下層の方がCd濃

度は高かったことによると考えられる。早期落水栽

培も乾田栽培も土壌中のCd濃度は明らかに低下した

ことから、両栽培法はCd高吸収イネによるファイト

レメディエーションに適する栽培法と考えられる。

Cdによる土壌汚染が上層だけの圃場では早期落水栽

培が、下層まで汚染が進行している場合は乾田栽培

が望ましいものと考えられる。 

 平成16年から18年までの３年間、IR-8などのイン

ディカ種を早期落水栽培した圃場では、土壌中のCd

濃度は2.5 mg kg-1から2.0 mg kg-1に低下した。この

圃場でヒノヒカリを栽培したところ、玄米および精

米中のCd含有率はファイトレメディエーションを行

わなかった圃場と比べて明らかに低下した。

Murakami et al. ４)はポット試験において密陽23号に
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よるファイトレメディエーションの可能性を示唆し

たが、本試験ではIR-8などのインディカ種によるファ

イトレメディエーションの効果を圃場レベルで確認

できた。 

オ 今後の課題 

長香穀は他のインディカ種よりCd吸収量は多いが、

脱粒性、倒伏性に問題がある。そのため、台風が多

い九州地域に適した栽培法の確立が必要であるとと

もに、脱粒が難で耐倒伏性に優れた品種の開発が求

められる。 

ファイトレメディエーションによる汚染圃場の修

復では、修復目標がまだ確立されていない。土壌中

のCd濃度をどの程度まで低減すれば、安全な玄米を

生産されるのかを明らかにする必要がある。 

カ 要 約 

Cd吸収に優れるイネ品種は長香穀、IR-8、ミナミ

ユタカ、モーれつであった。Cd吸収量を高める栽培

方法は、移植１ヶ月後に落水し、それ以降灌漑しな

い早期落水栽培であった。この方法で機械移植栽培

を行ったところ、土壌中のCd濃度は明らかに低下し

た。Cd高吸収イネを早期落水栽培することにより土

壌中のCd濃度を低減させるファイトレメディエー

ションは、ヒノヒカリの玄米および精米中のCd含有

率を低下させるのに有効であることを明らかにした。 
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(3) 修復作物処理のための効率的システム技術の開

発 

ア 研究目的 

ファイトレメディエーション技術を実用化するた

めには、Cd吸収能の高いイネ等の選抜・栽培管理と

併せて大量に発生するイネ等の処理が課題となる。

そこで、イネ等の収穫・在庫乾燥の一貫体系の確立

とCd吸収イネの焼却処理による効率的なCd回収シス

テムの確立、更にバイオマスのエネルギー転換時の

Cd回収技術を確立する。 

イ 研究方法 

 (ア) Cd高吸収イネの圃場での乾燥を目的とした

効率的収穫・梱包機械化の検討と在庫技術の確立 

気候やほ場の排水条件の異なる東北地域、北陸地

域および九州地域において、「排水良好ほ場向け作

業体系」として、コンバインでモミを収穫し、ほ場

に排出したワラを１～２日間天日乾燥させた後、

ロールベーラーでロール状に成形梱包（ロールベー

ル直径：120cm、高さ110cm）する分別収穫を検討し

た。一方、「排水不良ほ場向け作業体系」として、自

走ホールクロップ収穫機でモミとワラを一体収穫し、

ロールベールに成形する収穫体系を検討した。また、

輸送や在庫コスト削減を検討するためのロールベー

ルの梱包密度と含水率の関係やCd回収向上をはかる

ためイネ株の低刈りによる回収率も検討した。更に、

ロールベールのほ場在庫と運搬・処理コストの削減
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を目的に、ほ場の一部においてロールベールをパ

レット上に並べ、透湿防水シート（シート内部の蒸

気を通し、雨水を通さない機能付与）で覆い、２～

３ヶ月間在庫後にロールベールの質量低減率と含水

率を調査し、処理コストを算出した。 

 (イ) 収穫イネの焼却による飛灰での効率的Cd回

収の検討 

 小型焼却炉（処理能力：10kg/H）および中型焼却

炉（処理能力：200kg/H）において、収穫イネの含水

率と燃焼条件が飛灰でのCd回収に及ぼす影響を調査

した。この結果をもとに、既設の本格縦型焼却炉（処

理能力：１t/H）による焼却試験（平均含水率42%の

イネを2.2ｔ処理）を実施するとともに、収穫イネの

含水率と焼却処理コストの関係を調査した。 

 (ウ) 収穫イネのエネルギーとしての有効利用とそ

の過程でのCd回収基礎検討 

 収穫イネをバイオエタノールの原料として有効利

用するため、酵素を利用した玄米および精米の糖

化・発酵を検討し、エタノール生成に及ぼすCd濃度

の影響を調査した。更に、エタノール生成過程で副

生する蒸留残渣液中のCd除去技術を確立するため、

蒸留残渣液に高分子凝集剤と硫化物を併用し、その

効果を検討した。 

ウ 研究結果 

 (ア) Cd高吸収イネの圃場での乾燥を目的とした

効率的収穫・梱包機械化検討と在庫技術の確立 

収穫したイネのロールベール含水率と乾物梱包密

度の関係を調査した結果、含水率が低くなるほど乾

物梱包密度は高くなる傾向が認められた（図1113-1）。

ロールベールの含水率が高い時（70%以上）と低い時

（30%以下）を比較すると乾物梱包密度差は1.6倍か

ら2.4倍に上昇することから、天日乾燥によりロール

時のワラの含水率を低下させることで全体のロール

ベール数が約50%減少し、輸送コストが削減できるこ

とが分かった。また、Cd含有率が高い株元をほ場か

ら効率よく回収するため、九州地域において株を低

く刈る試験を行った結果、株高さを５cm以下に刈取

ることにより乾物重で1,818kg ha-1増収となり、Cd

吸収量として72.7g ha-1増加することが明らかとなっ

た。 

図1113-1 イネのロールベール含水率と梱包密度の相関関係（03-07年度） 

表1113-1 収穫イネのほ場での在庫・乾燥試験（06-07年度） 

収穫/在庫開始時 

（一体収穫型） 

天日乾燥後/在庫開始時 

（分別収穫型） 
在庫終了時 

質量 
（kg/ロール） 

含水率 
（%） 

質量 
（kg/ロール） 

含水率 
（%） 

質量 
（kg/ロール）

含水率 
（%） 

東北地域 ― 75.7 215 47.3 143 37.8

北陸地域 ― 75.7 228 47.3 147 37.2
モミ・ワラ 

分別収穫 
九州地域 ― 70.3 159 37.9 118 17.3

東北地域 198 63.0 ― ― 106 53.6モミ・ワラ 

一体収穫 九州地域 255 55.0 ― ― 131 37.2
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表1113-2 焼却時における Cd 分配率 

             

 

 

 

 

図1113-2 ファイレメシステムのコスト試算 

図1113-3 精米 Cd 濃度別エタノール生成量 図1113-4 米加工処理別エタノール生成量 

 東北、北陸および九州地域において、モミ・ワラ

分別収穫によりワラを１～２日天日乾燥した結果、

収穫時の含水率（70.3～75.7%）が天日乾燥後には

37.9～47.3%まで減少した（表1113-1）。その後、ロー

ルベール化し、透湿防水シートで上部のみを覆い、

２～３ヶ月間在庫後に質量と含水率を測定した。そ

の結果、東北および北陸地域は悪天候（特に東北地

域は積雪の影響を検討）が続いたにもかかわらず在

庫開始時（215～228kg/ロール）に比べ質量が35%程

度（約80kg/ロール）減少し、含水率も40%以下まで

低下した。一方、九州地域においても質量が試験開

始時（159kg/ロール）に比べ、２ヶ月間の在庫後に

は26%（41kg/ロール）減少し、含水率においては在

庫後には20%以下まで減少した。また、天日乾燥後に

在庫したロールベールのトラック積載時のハンドリ

ングによる保形成については安定していた。 

 一方、モミ・ワラ一体収穫型のロールベールは、

東北および九州地域において透湿防水シートを上部

のみ覆い、２ヶ月間在庫し、質量と含水率を測定し

た。ロールベールの質量は２ヶ月間の在庫により45%

以上、含水率において東北地域では50%、九州地域で

は30%レベルまで減少した。但し、モミ・ワラ一体収

穫型のロールベール在庫後のハンドリングによる保

形成については、改善の余地があることが分かった。 

 また、北陸および九州地域のほ場において、透湿

防水シートを用い、フレコンに詰めてモミを２ヶ月

間在庫した結果、透湿防水シートで覆い在庫するこ

とにより、モミの腐敗や発芽は認められなかった。

尚、在庫終了後のモミ含水率は、開始時に比べ増加

する傾向は認められなかった。 

 (イ) 収穫イネの焼却による飛灰での効率的Cd回

収の検討 

 収穫イネの焼却処理によるCdの効率的回収方法と

して、イネの含水率を40%レベル以下まで下げ、900℃

以上の温度条件で燃焼することによりCdを飛灰中で

99%以上回収できることがわかった（表1113-2）。ま

た、収穫物の含水率を40%レベルまで低下させること

で、輸送・在庫経費、焼却処理・燃焼灰処理コスト

を大幅に削減できる見通しを得た（図1113-2）。 

(ウ) 収穫イネのエネルギーとしての有効利用と

Ｃｄ濃度 重量 Ｃｄ量 分配率

(mgkg
-1
) （ｔ） （ｇ） (%)

イネ 14.0 2.2 31 －

焼却灰 0.9 0.21 *1 0.19 0.6

飛灰 281.5 0.11 *1 31.2 99.4

排ガス <0.01 *2 － － －

注）プランテック社バーティカル炉での試験結果

　　*1：焼却灰、飛灰量は灰分より推算した。

　　*2：排ガスＣｄ濃度の単位はmg/m
3
N
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その過程でのCd回収基礎検討 

 発酵法によりCd含有米を利用してエタノール生成

を検討した結果、高Cd吸収イネ（精米Cd濃度：

6.3mgkg-1）で精米１t当たり498ℓ でエタノール収率

も96.3%となり、Cdによるエタノール生成への影響は

認められなかった（図1113-3）。また、精米と玄米で

のエタノール生成量を比較した結果、玄米でエタ

ノール生成量は約30%低かった（図1113-4）。 

 エタノール蒸留残渣液中のCd除去を検討したとこ

ろ、カチオンおよびアニオン系高分子凝集剤と硫化

物を組み合わせることにより、約99%のCdを分離除去

することができた。なお、エタノール中のCd濃度は

検出限界以下であった。 

エ 考 察 

 (ア) Cd高吸収イネの圃場での乾燥を目的とした

効率的収穫・梱包機械化の検討と在庫技術の確立 

収穫時の天候やほ場の排水条件を考慮した収穫方

法として「モミ・ワラ分別収穫」「モミ・ワラ一体収

穫」の２つの方法を確立した。また、ほ場での在庫・

乾燥方法として、ロールベールの上部のみ透湿防水

シートで覆い在庫することで乾燥化が進み、収穫物

の輸送や焼却処理コストが削減できる見通しを得ら

れた。 

 (イ) 収穫イネの焼却による飛灰での効率的Cd回

収の検討 

 収穫イネの焼却処理によるCdの効率的回収方法と

して、イネの含水率を40%以下まで下げ、900℃以上

の温度条件で焼却することによりCdを飛灰中で99%

以上回収でき、焼却処理コストも大幅に削減できる

見通しが得られた。 

 (ウ) 収穫イネのエネルギーとしての有効利用と

その過程でのCd回収基礎検討 

 Cd含有米の有効利用としてエタノール化を検討し

た結果、現段階では、イネの精米をエタノール用と

し、それ以外（ワラ、籾殻等）を熱エネルギー源と

することが も効率的であると提案する。エタノー

ル生成量は精米原料１t当たり498tで98%以上の収率

となり、精米中のCdはエタノール生成に影響を与え

ることは無く、生成した無水エタノール中のCd濃度

は検出限界以下（＜10ppb）であった。エタノール生

成過程で副生する蒸留残渣液中のCd除去は、カチオ

ンおよびアニオン系の高分子凝集剤と硫化物を組み

合わせた処理により99%のCdを除去することが可能

であることがわかった。また、処理液中のCd濃度は

排水規制値の１/10以下であった。 

オ 今後の課題 

 (ア) Cd高吸収イネの圃場での乾燥を目的とした

効率的収穫・梱包機械化の検討と在庫技術の確立 

モミ・ワラ一体収穫型のロールベール在庫後のハ

ンドリングによる保形成について改善の余地がある。

また、圃場にて在庫・乾燥したイネロールベールの

減容化による更なる輸送・在庫コスト削減が必要で

ある。 

 (イ) 収穫イネの焼却による飛灰での効率的Cd回

収の検討 

 本成果を更に評価するため収穫イネワラの連続焼

却による問題点（例えば炉内のクリンカートラブル

等）の把握が必要である。 

 (ウ) 収穫イネのエネルギーとしての有効利用と

その過程でのCd回収基礎検討 

 本成果を利用して実用化レベルでのエタノール生

産過程におけるCd回収技術の検討と改良点を検討す

る必要がある。 

カ 要 約 

 (ア) Cd高吸収イネの圃場での乾燥を目的とした

効率的収穫・梱包機械化の検討と在庫技術の確立  

収穫時の天候やほ場の排水条件を考慮し、「モ

ミ・ワラ分別収穫」「モミ・ワラ一体収穫」の２つの

方法を確立した。ほ場での乾燥・在庫方法として、

ロールベールの上部のみを透湿防水シートで覆うこ

とで乾燥化が進み、収穫物の輸送や焼却処理コスト

が削減できることが明らかとなった。 

 (イ) 収穫イネの焼却による飛灰での効率的Cd回

収の検討 

 収穫イネの含水率を40%以下まで下げ、900℃以上

の温度条件で焼却することにより飛灰にてCdを99%

以上効率的に回収でき、焼却処理コストも大幅に削

減できる見通しを得た。 

 (ウ) 収穫イネのエネルギーとしての有効利用と

その過程でのCd回収基礎検討 

 Cd含有米を有効利用する目的でエタノール生成を

検討した結果、Cdの影響も無く精米原料１t当たり

498ℓ のエタノール生成量を得た。また、エタノール

生成過程で副生する蒸留残渣液中のCdはカチオンお

よびアニオン系の高分子凝集剤と硫化物を組み合わ

せることにより99%以上の除去が可能となった。 
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可搬式試験焼却炉による稲わら（モーレツ）のCｄ回収

燃
焼
室

ガ
ス
冷
却
室

バ
グ
フ
ィ
ル
タ
ー

煙
突

バイパスダクト

3％（焼却灰） １５％（集塵灰）

２９％（排ガス）

隙間隙間
ダンパーダンパー

焼却能力10kg/h

焼却物：稲わら
40kg(水分42%)

 キ 引用文献 

なし 

研究担当者（谷口彰＊、篠崎陽代） 

(4) 中山間カドミウム汚染農耕地の修復一貫システ

ムの確立 

 ア 研究目的 

中山間地でのファイトレメディエーション（ファ

イレメ）一貫システムの技術を実用化するためには、

Cdを吸収したイネ等の収穫物処理のための輸送コス

トが、大きな課題となる。そこで、輸送コスト削減

対策として可搬式小型焼却炉のモデル化の検討をす

る。 

 イ 研究方法 

 (ア) 小型の可搬式焼却炉を用いた焼却試験によ

るCd回収の検討 

バグフィルター集塵機を装着した小型可搬式焼却

炉（能力：10kg/時間）にてCd高吸収稲ワラ（含水率

42%）の焼却（42kg）によるCd回収及び収穫物の減量

化について検討する。 

(イ) 普及タイプの可搬式焼却炉のモデル化検討 

 実証試験結果を基に改善点を明らかにし、焼却能

力のスケールアップを目的に普及タイプのモデル化

〔新規の設計〕を検討する。 

 ウ 研究結果 

 (ア) 小型の可搬式焼却炉を用いた焼却試験によ

るCd回収の検討 

焼却試験結果よりCd回収率は焼却灰で３％、飛灰

で15％となり飛灰での回収率が非常に低かった。こ

の原因としては、①飛灰（Cdを含有した煤塵）の一

部が配管径路でのダンパー装置の開閉不具合（隙間

からの飛灰・ガスの漏れ）によりバグフィルターを

通らず29％相当のCdが直接煙道に抜け出たものと判

断され、焼却後の煙道・煙突からの煤塵量が予想

（0.001g/m3(N)定量限界）よりも約20倍の発生があ

り回収率の低下につながった。 

②残りの50％相当のCdは、装置内のそれぞれ炉壁

へ吸収・冷却室壁内の付着・ダクト内の付着などで

残留していると判断される（図1114-1）（表1114-1）。 

(イ) 普及タイプの可搬式焼却炉のモデル化検討 

 普及タイプのモデル化〔新規の設計〕は、今回の

実証試験装置の製造・設計業者と相談の上、試験結

果で明らかになった問題点とその原因を解析し、①

投入口の改善等による焼却能力のスケールアップ化

（10kg/h⇒25kg/h）、②冷却負荷の改善のため温水ボ

イラの新設、③冷却温度のコントロールのためガス

冷却室の改善、④緊急冷却空気弁の設置、その他⑤

装置のコンパクト化等を検討した（図1114-2）。 

図1114-1 小型の可搬型焼却炉を用いた焼却試験 
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可搬式試験焼却炉の焼却試験結果 焼却物：稲わら（品種名：モーレツ） 試験実施：平成１８年１０月

工程 焼却物（焼却前） 焼却灰

飛灰（冷却塔・バグフィ
ルター）に消石灰を
コーティング剤として

添加する

⇒⇒（換算・飛灰） 煙道・煙突の排ガス

重量(kg)
投入量合計

(0.1kgまで表示)
   (0.1kgまで表示)

飛灰＋消石灰量
(0.1kgまで表示)

換算・飛灰量
（回収量ー消石灰量）

ばいじん（12%換算値(g/m3(N))
（定量下限値0.001）

38.4 2.8 0.4 0.27 0.024

水分(%) 41.7 0 0 ー 乾き排出ガス量(m3(N)/h)

700

乾重量(kg) 22.4 2.8 0.4 ー 乾きガス採取量(m3(N))  

2800

濃度(Cd mg ㎏
－1

) 12 3.1 99 147
ばいじんCd　(mg/m3(N))

（定量下限値0.001）
0.028

カドミウム量(Cdmg) 269 9 40 40 ばいじんＣｄ量(Cdmg)　
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3% ー 15% （29％）回収率（％）

可搬式焼却炉の普及タイプ設計モデル
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350℃→190℃

煙
突

①焼却能力のスケールアップ（25kg/h）

②温水ボイラの新設（冷却負荷の改善）

③ガス冷却室の改善（冷却温度のコントロール）

④緊急冷却空気弁の設置気水分離器気水分離器

緊急冷却
空気弁

表1114-1 小型の可搬型焼却炉を用いた焼却試験による Cd 回収試験結果 

図1114-2 普及タイプの可搬式焼却炉のモデル 

 エ 考 察 

 (ア) 小型の可搬式焼却炉を用いた焼却試験によ

るCd回収の検討 

焼却試験結果よりCd回収率は焼却灰で３％、飛灰

で15％となり飛灰での回収率が非常に低かった。こ

の原因としては、①飛灰（Cdを含有した煤塵）の一

部が配管径路でのダンパー装置の開閉不具合（隙間

からの飛灰・ガスの漏れ）と②装置内のそれぞれ炉

壁へ吸収・冷却室壁内のCd付着・ダクト内の付着な

どが原因と判断される。 

(イ) 普及タイプの可搬式焼却炉のモデル化検討 

 普及タイプのモデル化〔新規の設計〕は、①投入

口の改善等による焼却能力のスケールアップ化

（10kg/h⇒25kg/h）、②冷却負荷の改善のため温水ボ
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イラの新設、③冷却温度のコントロールのためガス

冷却室の改善、④緊急冷却空気弁の設置、その他⑤

装置のコンパクト化できることが分かった。 

オ 今後の課題 

 可搬式焼却炉の輸送やファイレメ現地での焼却処

理を行う上での環境や住民対策等の課題も多く、現

実的には難しいことが判明した。 

 カ 要 約 

可搬式焼却炉について、普及性において解決すべ

き課題も多いことが分かったが、一応、実証焼却試

験からの改善点を明らかにして焼却能力のスケール

アップを狙った普及タイプのモデル化「新規の設計」

まで完了した。 

 キ 引用文献 

なし 

研究担当者（長坂 剛、谷口 彰、阿部 孝＊） 

２ カドミウム吸収を最大化するための土

壌・水管理・資材及び作付け体系の開発 

(1) 兵庫・瀬戸内地域におけるイネ等のカドミウム

吸収を最大化するための栽培等管理技術の開発 

ア 研究目的 

兵庫・瀬戸内地域に適したイネおよびイネ科牧草

のカドミウム吸収を 大化する土壌・水・栽培管理

法を開発し、収穫物の持ち出しによりカドミウム低

汚染土壌（玄米中カドミウム濃度0.4 mg kg-1未満の

土壌）の更なる修復を図る。 

 イ 研究方法 

植物のカドミウム吸収能を地上部のカドミウム吸

収量（乾物当たりカドミウム濃度×乾物重）で評価

する。本研究では、植物体試料の調製法及びカドミ

ウム分析法は以下の方法で行った。地際から収穫し

た植物体の新鮮物重を測定後、押し切りで細断、均

一化し、その約１kgを80 ℃で１週間通風乾燥した。

乾物重を測定した乾燥試料をウィレー粉砕機で１ 

mm以下に粉砕して分析に供した。測定は、硝酸と過

塩素酸による湿式分解液からMIBK抽出後、原子吸光

法で行った。また、土壌中のカドミウム濃度は、0.1 

mol L-1塩酸（土:液＝１:５）で抽出後、原子吸光法

で測定した。 

本試験研究の大部分は、鉱山周辺の研究用に確保

している現地汚染沖積水田（礫質灰色低地土灰色

系・国領統、作土の土性Ｌ）で行った。試験開始前

に、本ほ場の土壌断面調査を実施した。（図1121-1）

に示したように、カドミウムの汚染は作土層だけで

はなく第Ⅱ層、第Ⅲ層にまで及んでいた。作土深は

13cmと浅く、第Ⅱ層以深は礫層であった。本ほ場は

兵庫県の汚染地域に広く存在する礫質灰色低地土で

あり、典型的な漏水田であった。 

(ア) カドミウム高吸収植物の検索 

 ａ カドミウム高吸収イネの選抜 

前述の現地汚染水田（栽培前土壌pH6.9、土壌中カ

ドミウム濃度：2.5～3.0 mg kg-1）において、2003

～2005年度にかけて試験を実施した。2003年度は、

５品種（「ホシアオバ」、「密陽23号」、「兵系70号」、

「クサホナミ」、「クサノホシ」）を、2004年度は、４

品種（「密陽23号」、「モーれつ」、「IR-8」、「LAC23」）

を、2005年度は、４品種（「密陽23号」、「モーれつ」、

「ミナミユタカ」、「IR-8」）を供試した。１品種につ

き60 m2（１連制）の規模で栽培した。肥料は、塩素

系NK化成(17-0-17)と過石(0-17.5-0)を用い、施肥量

は、窒素で合計150 kg ha-1（基肥-追肥-穂肥＝

80-40-30 kg ha-1）を施用した。リン酸は、60 kg ha-1

をすべて基肥施用した。５月中旬には種(箱育苗)し、

６月上中旬に移植（条間30cm×株間18cm）した。水

管理については、早期落水（８月上旬に落水）管理

を実施した。９月下旬から11月上旬（各品種の黄熟

期～成熟期）にかけて、１品種当たり20株ずつ３か

所を調査、収穫した。 

ｂ カドミウム高吸収イネ科牧草の選抜 

(ａ) 夏作牧草のカドミウム吸収 

 2003年度に、前述の現地汚染水田転換畑（栽培前

土壌pH6.3～6.9、土壌中カドミウム濃度：3.5 mg 

kg-1）において、５種類の夏作牧草〔トウモロコシ「ス

ノーデント125-DK740」、ソルガム（「キングソルゴー」、

「トウミツＡ号」、「ビッグシュガー」）、スーダング

ラス（「ベールスーダン」、「パイパー」、「ヘイスーダ

ン」）、ギニアグラス（「ナツユタカ」、「グリーンパ

ニック」、「ソイルクリーン」、「ナツカゼ」）、ローズ

グラス「カタンボラ」〕を供試し、１区３m2（1.5m×

２m）、２連制で栽培試験を実施した。肥料は塩素系

NK化成（17-0-17）と過石(0-17.5-0)を用いた。トウ

モロコシは窒素合計200 kg ha-1 （基肥-追肥①＝

100-100 kg ha-1）を施用した。ソルガムは窒素合計

250 kg ha-1（基肥-追肥①-追肥②＝100-50-100 kg 

ha-1）を施用した。スーダン、ギニア及びローズグラ
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スは窒素合計200 kg ha-1（基肥-追肥①-追肥②＝

100-50-50 kg ha-1）を施用した。リン酸は、100 kg ha-1 

をすべて基肥施用した。５月下旬に条間70cmで２条

には種した。は種量は、ソルガムとスーダンは30 kg 

ha-1相当量、ギニアとローズは20 kg ha-1相当量とし

た。トウモロコシは株間20cmで２粒ずつ点播した。

収穫は１区につき1.5 m2を地際から刈り取り、乾物

生産量を求め、分析試料に供した。栽培期間中の刈

取りは、トウモロコシは１回、ソルガムは２回、スー

ダン、ギニア及びローズグラスは３回実施した。 

(ｂ) 冬作牧草のカドミウム吸収 

 夏作牧草収穫後の現地汚染水田転換畑（栽培前土

壌pH5.0～5.3、土壌中カドミウム濃度：3.0～3.5 mg 

kg-1）において、４種の冬作牧草〔イタリアンライグ

ラス（「エース」、「ジャイアント」）、オーチャードグ

ラス「トヨミドリ」、エンバク（「アムリⅡ」、「ニュー

オールマイティ」、「ネグサレタイジ」）、ライムギ

（「エルボン」、「春香」）〕を供試し、１区３m2（1.5m

×２m）、２連制で栽培試験を実施した。肥料は塩素

系NK化成（17-0-17）を用い、窒素は合計200 kg ha-1

（基肥-追肥＝100-100 kg ha-1）を施用した。は種量

は、イタリアン40 kg ha-1、オーチャード30 kg ha-1、

エンバク100 kg ha-1、ライムギ80 kg ha-1相当量とし、

条間70cmで２条には種した。2003年10月下旬には種

し、翌年５月中旬に収穫した。 

(イ) 栽培管理法の検討 

 ａ イネのカドミウム吸収に及ぼす肥料の種類

の影響 

(ａ) ポット試験による検討 

 兵庫県立農林水産技術総合センターの網室で、１

/5000aワグネルポットに現地汚染水田土壌の作土

（カドミウム濃度：約3.5 mg kg-1）を充填し、イネ

「どんとこい」を栽培した。水管理２水準（常時湛

水、間断かん水）と肥料の種類２水準（硫安－硫加、

塩安－塩加）を組み合わせた４試験区を設定し、３

連制で試験を実施した。 

 施肥量は、ポット当たり窒素0.5g、カリ0.5g（１

ha当たりの土重を1000 Mgと仮定すれば、窒素とカリ

は143 kg ha-1相当量)を施用した。リン酸は無施用と

した。常時湛水区は、自動かん水装置で常時満水状

態で管理した。間断かん水区はポット排水口から垂

直に立てたガラス管の水位が底面から５cm未満にな

るたびに満水までかん水を繰り返した。６月４日に

ポット当たり１株(３本)を植え付け、９月17日に地

際から刈り取った。イネ体を穂と茎葉に分けて乾物

重とカドミウム濃度を測定し、地上部のカドミウム

吸収量を求めた。 

  (b) ほ場試験による検討 

2004年度に、前述の汚染水田におけるイネの品種

選抜試験に隣接して、「密陽23号」を硫安と硫加で栽

培する試験区（１区60m2）を設置した。品種選抜試

験は、塩素系NK化成を施用しているため、カドミウ

ム吸収に及ぼす塩素系肥料と硫酸系肥料の影響を比

較検討した。栽培管理や調査法等は、品種選抜試験

と同様に行った。 

 ｂ 高吸収イネのカドミウム吸収に及ぼす施肥

量の影響 

 供試ほ場として兵庫県立農林水産技術総合セン

ター（兵庫県加西市）のカドミウム非汚染ほ場（細

粒黄色土・造成相、作土の土性CL、試験開始前の作

土中カドミウム濃度 約0.05 mg kg-1 ）を用いた。品

種は、2006年度は「ミナミユタカ」、2007年度は「ミ

ナミユタカ」と「長香穀」を供試した。施肥体系は、

ミナミユタカでは基肥窒素量に３水準（30、50、80 kg 

ha-1 ）を設け、追肥30-穂肥40 kg ha-1を施用し、窒

素施用総量は100、120、150 kg ha-1とした。長香穀

では、50kg区（基肥-追肥-穂肥＝0-20-30 kg ha-1）、

100kg区（基肥-追肥-穂肥＝40-20-40 kg ha-1）、150kg

区：（基肥-追肥-穂肥＝80-30-40 kg ha-1）の３区を

設定した。肥料は、塩素系NK化成(17-0-17)と過石

(0-17.5-0)を用いた。試験規模は１区20㎡、１連制

で行った。５月中旬には種し、６月中旬に移植した。

８月以降は落水する節水管理を行った。黄熟期～成

熟期に１区当たり３か所で20株ずつを調査、収穫し

た。 

 ｃ 高吸収イネのカドミウム吸収に及ぼす作期

の影響 

 試験は、前述の施肥量試験と同じセンター内の非

汚染ほ場で行った。品種は、2006年度は「ミナミユ

タカ」と「IR-8」、2007年度は「ミナミユタカ」と「長

香穀」を供試した。移植時期に３水準（６/６、６/16、

６/26）を設け、それぞれに対応するは種時期を（５

/11、５/21、６/１）とした。肥料は、肥効調節型肥

料140日タイプを用い、基肥として「ミナミユタカ」

と「IR-8」には、窒素量で120 kg ha-1を、長香穀には

80 kg ha-1を施用した。試験規模は１区15㎡、１連制
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で行った。その他の栽培管理等は前述の施肥量試験

と同様に行った。 

(ウ) 現地実証試験 

前述のカドミウム高吸収植物を検索したほ場にお

いて植物を栽培し、収穫した地上部をほ場外へ持ち

出すことを繰り返した。栽培を継続する中で、高吸

収植物を検索し、栽培管理法を検討した。汚染土壌

の修復効率向上を目指し、選抜植物を用いて、周年

栽培体系（「イネ＋エンバク」と「ソルガム＋エンバ

ク」）によるカドミウム持ち出し量と土壌中のカドミ

ウム濃度の推移を検討した。 

 ａ イネおよび「イネ＋エンバク」体系による

カドミウムの吸収、持ち出し 

 2003年度から３年間はイネ単作で栽培した。イネ

３作終了後、冬期にエンバク「ネグサレタイジ」を

栽培した。2007年度の夏作まで５年間にわたりイネ

５作、エンバク２作を栽培し、地上部を持ち出した。

試験規模は１区60m2（１連制）として、栽培するイ

ネの品種により４区を設定した。各試験区の５年間

のイネ栽培品種を初作から順に並べると、Ａ区は「ク

サホナミ」→３年連続「モーれつ」→「長香穀」、Ｂ

区は「クサノホシ」→「LAC23」→３年連続「ミナ

ミユタカ」、C区は「兵系70号」→４年連続「IR-8」、

Ｄ区は５年連続「密陽23号」である。栽培管理等は

前述の品種選抜試験と同様に行った。イネは１区に

つき３か所で20株ずつ収穫した。土壌も収穫地点の

作土５か所を採取し混合して１試料とし、１区につ

き３試料を供試した。 

 ｂ 「ソルガム＋エンバク」体系によるカドミ

ウムの吸収、持ち出し 

2004年度夏作から、土壌pHを３水準に設定した試

験区（ALC区：ALC(多孔質ケイカル)を10Mgha-1相当

量施用、無処理区、希硫酸区：目標pH5.0となるよう

に希硫酸を散布）で、夏はソルガム「トウミツＡ号」、

冬はエンバク「ネグサレタイジ」の栽培を３年間繰

り返した。その間、試験区の畝は不耕起管理とした。

１区３m2(1.5m×２m)、４連制で栽培を行った。栽培

管理等は前述の牧草選抜試験と同様に行った。乾物

生産量は１区につき1.5 m2を調査して求めた。土壌

は収穫地点の作土５か所を採取、混合して１試料と

した。 

 ウ 研究結果 

(ア) カドミウム高吸収植物の検索 

ａ カドミウム高吸収イネの選抜 

土壌中カドミウム濃度が2.5～3.0 mg kg-1の汚染水田

では、「密陽23号」は、2003年度には約100 g ha-1、

2004年度には約200 g ha-1、2005年度には約230 g ha-1

のカドミウムを吸収した。しかし、2004年度と2005

年度の結果から、「密陽23号」よりも更にカドミウム

吸収能が高い３品種（「モーれつ」、「IR-8」、「ミナミ

ユタカ」）を選抜した。これらの品種は300 g ha-1の

カドミウムを吸収した（図1121-2）。 

ｂ カドミウム高吸収イネ科牧草の選抜 

 汚染水田転換畑（土壌中カドミウム濃度：3.5 mg 

kg-1）においても、ソルガムのカドミウム吸収量が多

かった。特に、極晩生種である「トウミツＡ号」＝

（ソルガ２）と「ビッグシュガー」＝（ソルガ３）

の吸収量は160 g ha-1を超えた（図1121-3）。冬作牧

草では、野生種エンバクである「ネグサレタイジ」

＝（エン３）のカドミウム吸収量が極めて多く、100 

g ha-1を超えた（図1121-4）。 

図1121-1　供試ほ場の土壌断面柱状図と各土層のカドミウム濃度
（調査月日：2002.12.20）
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(イ) 栽培管理法の検討 

 ａ イネのカドミウム吸収に及ぼす肥料の種類

の影響 

食用米品種「どんとこい」を用いて、カドミウム

吸収に及ぼす水管理と肥料の種類の影響をポット試

験で検討した。水管理の影響は非常に顕著に認めら

れた（間断かん水は、常時湛水の約８倍量のカドミ

ウムを吸収）が、肥料の種類によるカドミウム吸収

量の差は認められなかった（図1121-5）。一方、「密

陽23号」を用いて、早期落水栽培でカドミウム吸収

を促進させるほ場試験では、塩素系NK化成を施用し

た方が硫安・硫加施用区よりもカドミウム吸収量が

増加する傾向が認められた（図1121-6）。 

 ｂ 高吸収イネのカドミウム吸収に及ぼす施肥

量の影響 

 「ミナミユタカ」では、2006年、2007年度とも施

肥量の増加に伴い、カドミウム吸収量は多くなった。

「長香穀」では、施肥量が多い程倒伏時期が早くな

り、全区とも倒伏した。しかし、倒伏にかかわらず、

施肥量が多い程カドミウム吸収量は増加する傾向が

認められた（図1121-7）。 

 ｃ 高吸収イネのカドミウム吸収に及ぼす作期

の影響 

 「ミナミユタカ」と「IR-8」では、移植時期が遅く

なるとイネ体のカドミウム濃度が増加する傾向が認

められた。しかし、「ミナミユタカ」では乾物生産量

が減少するため、カドミウム吸収量は増加しなかっ

た。「IR-8」では６月下旬移植でも吸収量は増加した。

「長香穀」では、移植時期が早い程、イネ体の乾物

重、カドミウム濃度ともに高くなり、カドミウム吸

収量も増加した（図1121-8）。 

(ウ) 現地実証試験 

 ａ イネおよび「イネ＋エンバク」体系による

カドミウムの吸収、持ち出し 

イネ単作３作で、500～600 g ha-1のカドミウムを

吸収した。その後のエンバク２作とイネ２作で、Ａ

区では800 g ha-1、Ｂ、Ｄ区では500 g ha-1、Ｃ区で

は約650 g ha-1を吸収した。Ａ区で2007年度に栽培し

た「長香穀」の吸収量は、１年で500 g ha-1を超えた。

イネ、エンバク共に、カドミウム吸収量の年次間変

動は非常に大きかった（図1121-9）。作土中のカドミ

ウム濃度の推移を見ると、イネ単作による持ち出し

を続けた３年間は低下傾向を示した。しかし、エン

バク収穫（2006年５月）後には急増し、その後は明

らかな低下傾向は認められなかった。５年間に1000 g 

ha-1以上のカドミウムを持ち出したにもかかわらず、

それに見合ったカドミウム濃度の低下は確認できな

かった（図1121-10）。作土のpHは、５年間でおよそ

6.9から6.3程度まで低下した。イネ単作時には経時

的に低下したが、エンバク栽培後にはpHの変動が大

きくなった（図1121-11）。 

 ｂ 「ソルガム＋エンバク」体系によるカドミ

ウムの吸収、持ち出し 

 「ソルガム＋エンバク」体系による栽培を３年間

継続したところ、ALC区と無処理区では合計800 g 

ha-1以上のカドミウムを吸収した（図1121-12）。作土
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中カドミウム濃度は経時的に低下したが、土壌pHが

低い試験区（無処理区、希硫酸区）では特に大きく

低下した。（図1121-13）。ALC区の土壌pHは、２年間

はほぼ6.0以上を維持したが、３年目には大きく低下

し 終のエンバク作後には5.0以下になった（図

1121-14）。 

 

肥料の種類の影響（ポット試験）
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 エ 考 察 

(ア) カドミウム高吸収植物の検索 

汚染土壌の修復のためのカドミウム高吸収イネと

して、「密陽23号」やIR系統は有望視されていた（阿

江１））。本研究では、ほ場レベルで「密陽23号」より

もカドミウム吸収能が高い３品種（「モーれつ」、

「IR-8」、「ミナミユタカ」）を選抜した。土壌中カド

ミウム濃度が３ mg kg-1レベルのほ場で、１作につき

約300 g ha-1の吸収、持ち出しが期待できる。しかし、

「モーれつ」についてはモミの脱粒性が激しいため

現場での普及は難しいと考えられた。 

 ソルガムについても、有望な品種が報告されてい

る（伊藤ら２））が、本研究においても極晩生種に有望

品種があることを再確認した。夏作で200 g ha-1のカ

ドミウム吸収（土壌濃度レベル：３ mg kg-1）が期待

できる。 

 エンバクについては、野生種エンバクのカドミウ

ム吸収能が高いことが報告されている（本名ら３））。

本研究でも、野生種エンバクが冬作として も多く

カドミウムを吸収することを明らかにした。秋から

翌春までの栽培で100 g ha-1のカドミウム吸収（土壌

濃度レベル：３ mg kg-1）が期待できる。 

 植物をほ場レベルで栽培し、カドミウムを多く吸

収するイネ、ソルガム及びエンバクを選抜した。そ

の吸収能を比較すると、イネの能力が も高かった。 

(イ) 栽培管理法の検討 

塩素施用が畑作物のカドミウム濃度を増加させる

という報告（陸稲、大麦およびホウレンソウ：大谷

ら４）、コマツナ：松山ら５)）がされている。この知見

は、植物のカドミウム吸収を促進させる技術に応用

できると考えられる。イネに対して検討したところ、

イネのカドミウム吸収には水管理の影響が極めて大

きく、塩素系肥料を施用しても、常時湛水はもちろ

ん間断かん水による管理でも、塩素による吸収促進

効果は確認できなかった。しかし、早期落水管理を

したほ場試験では塩素系肥料施用によりカドミウム

吸収量が増加する傾向が認められた。これらのこと

から、塩素系肥料施用によりカドミウム吸収量を増
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加させるためには、イネに対してもできるだけ畑状

態で土壌管理をする必要があると考えられた。ただ、

塩素系肥料を施用しても、カドミウム吸収量を倍増

させるような大きな効果は期待できないと考えられる。 

 選抜した高吸収イネを供試して、カドミウム吸収

量を増加させる施肥量や作期を検討した。「ミナミ

ユタカ」は、窒素総施肥量150 kg ha-1で、移植適期

幅が広いため６月中に移植すればよいと考えられた。

「IR-8」は、窒素総施肥量150 kg ha-1で６月下旬移植

が適期と判断できた。これらの栽培管理法は、一般

食用米の栽培法と大差がないため、現場への普及に

は問題はないと考えられた。一方、カドミウム吸収

量に及ぼす施肥量や作期の影響は、年次間変動より

も小さかった。水管理は、イネのカドミウム吸収に

大きな影響を与えるが、施肥法、施肥量、作期等の

要因は、カドミウムの吸収にあまり影響しないこと

が示唆された。また、研究 終年度（2007年）に初

めて栽培した「長香穀」は、倒伏しやすい欠点はあ

るものの「ミナミユタカ」や「IR-8」以上のカドミウ

ム吸収能を有すると判断できた。「長香穀」は、兵

庫・瀬戸内地域では倒伏軽減のために窒素総施肥量

は50 kg ha-1程度がよいと推察された。また、移植時

期が早いほどカドミウム吸収量が多くなるため、６

月上旬移植が望ましいと考えられた。 

(ウ) 現地実証試験 

 「イネ＋エンバク」体系で年間350 g ha-1以上のカ

ドミウムの持ち出しが可能であると判断できた。し

かし、作土中のカドミウム濃度は、イネ単作栽培を

継続中は低下したが、エンバク導入により低下傾向

が認められなくなった。イネ単作で地上部を持ち出

した場合、作土のカドミウム濃度は低下した。この

ことから、イネの根によるカドミウム吸収が主に作

土層で行われ、耕盤以深の下層からの吸収が少ない

ことが示唆された。エンバク栽培による作土中カド

ミウム濃度の急激な上昇の原因として、は種時の耕

うんによる下層土の混入が考えられた。しかしその

後、下層土混入を避けるため表層のみ耕うんする管

理で栽培を継続したが、作土のカドミウム濃度低下

傾向は判然としなかった。エンバクの根が下層のカ

ドミウムを吸い上げて作土層に移行させていること

も推測された。いずれにしても、本試験で供試した

ほ場のような下層まで汚染された水田では、エンバ

クは修復植物としては適さないことがわかった。 

 「ソルガム＋エンバク」体系では年間250 g ha-1以

上のカドミウムの持ち出しが可能であると判断でき

た。カドミウム吸収に及ぼす土壌pHの影響は大きく

はなく、5.5～6.5の範囲であれば、持ち出し量に大

差は生じないと考えられた。ただ、３年目の栽培に

おいては、生育量低下の傾向が認められ、畑状態の

連作には何らかの対策が必要であると考えられる。

また、畑状態で土層の撹拌なしに栽培、持ち出しを

継続すると作土中カドミウム濃度は持ち出し量以上

に低下した。土壌pHも大きく低下していることから

本試験ほ場ではカドミウムが下層土へ溶脱移行して

いることが推察された。 

 以上、実証試験の結果から、カドミウムを吸収さ

せて持ち出すためのイネ、ソルガム、エンバクの作

型を提案した（表1120-1）。これら土壌修復植物のカ

ドミウム吸収能の年次変動は大きかった。イネは早

期落水栽培をしても降雨等の影響が大きいと考えら

れた。ソルガムは梅雨時期の湿害や台風による風害、

エンバクは冬期の低温や春季の湿害を受けやすいと

考えられた。総じて、 も安定したカドミウム吸収

が期待できるのはイネであると考えられた。 

 作土深15cm、作土中カドミウム濃度3.0 mg kg-1の

ほ場で、年間300 g ha-1を持ち出し可能と考えて、濃

度の低下に応じて持ち出し量も減少すると仮定して、

修復年による作土中カドミウム濃度を試算した（図

1121-15）。これによると、作土中濃度3.0 mg kg-1が

1.0mgkg-1まで低下するのに16年を要した。本試験実施

地域で、10年以内に1.0 mg kg-1以下までに土壌修復で

きる汚染濃度は2.0 mg kg-1までと推察された。 

 本研究の 終年に現地ほ場でもイネ「長香穀」を栽

培した。「長香穀」は、過去４年間に検討した多くの

植物のデータをはるかに超えるカドミウム吸収能を

示した。ファイトレメディエーション技術の成否は、

導入する修復植物の能力に大きく左右される。「長香

穀」を用いた土壌修復試験を実施する必要がある。 

オ 今後の課題 

(ア) カドミウム高吸収植物の検索 

カドミウム吸収能に優れ、現場で普及可能な植物

の検索が更に望まれる。 

(イ) 栽培管理法の検討 

 イネのカドミウム吸収には土壌水分管理の影響が

極めて大きい。イネを畑状態で栽培し、そのカドミ

ウム吸収量を評価する研究が望まれる。 
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図1121-15　経過年数による作土中カドミウム濃度の試算
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試算条件 --　作土深15cm、土壌の仮比重1.0 を想定する。濃度の低下に応じて持ち出し量も低下する （土壌中濃度3.0mg kg-1に

  対して持ち出し量300g ha-1 、 2.0mg kg-1に対して200g ha-1、1.0mg kg-1に対して100g ha-1）と仮定する。

前提： 「イネまたはソルガム＋エンバク」の周年栽培
　　　　体系で、ほ場から継続して収穫物を持ち出す。

(ウ) 現地実証試験 

 兵庫・瀬戸内地域において、カドミウム汚染土壌

の修復植物として、イネ「長香穀」を現場導入する

ための技術的な検討が必要である。 

 カ 要 約 

(ア) カドミウム高吸収植物の検索 

兵庫・瀬戸内地域に適したカドミウム汚染土壌の

修復植物として、イネ２品種（「IR-8」、「ミナミユタ

カ」）を選抜した。カドミウム吸収能ではこれらには

及ばないものの、ソルガム極晩生種やエンバク野生

種にカドミウム吸収能が高いものがあることを確認

した。 

(イ) 栽培管理法の検討 

 選抜したイネ２品種のカドミウム吸収を 大化す

る作期と施肥法を明らかにした。 

(ウ) 現地実証試験 

兵庫・瀬戸内地域に適したカドミウム汚染土壌修

復のための栽培体系（「イネ＋エンバク」および「ソ

ルガム＋エンバク」）を確立した。 
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図1121-15 経過年数による作土中カドミウム濃度の試算 

表1120-1 カドミウム吸収、持ち出しのためのイネ、ソルガム、エンバクの作型 
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(2) 九州中部地域における高吸収イネのカドミウム

吸収を最大化するための栽培管理技術の開発 

ア 研究目的 

平成18年に畑作物をも含めたカドミウムの国際的

な基準値が設定され、また国内においても基準値の

強化、新たな基準値の設定などが予想されている。

これまで国内においては基準値を超過したカドミウ

ムを含むコメが生産される水田に対して客土工事等

により土壌の修復が行われてきた。しかし、客土工

事はコストが高く、今後基準値の強化により要対策

水田面積の増加が予想されることなどから、新たに

低コストな土壌修復技術の確立が求められている。

そこで低コストで環境に優しい土壌修復技術である

ファイトレメディエーション法を検討することとし

た。今回は水田の土壌浄化を目的としていること、

農家が栽培しやすいこと、既存の農業機械が利用で

きることなどの理由により、浄化作物としてイネを

選定し、九州中部地域に適したカドミウム高吸収品

種および吸収を 大化させるための資材を選定、

ファイトレメディエーション法の効果の確認を行う。 

 イ 研究方法 

(ア) カドミウム高吸収イネの品種選定試験 

九州中部地域に適したカドミウム高吸収イネの品

種選定を行うために、１/2000ａワグネルポットに灰

色低地土（pH(H2O)5.5、Cd量0.1NHCl-0.44 mg/kg

乾土）を充填して水稲を栽培した。平成15年は慣行

の水管理で「密陽23号」、「モーれつ」、「クサノホシ」、

「ホシアオバ」、「西海204号」、「はまさり」について

吸収量の比較をおこなった。平成17年は節水栽培で

「モーれつ」、「IR-8」について吸収量の比較を行った。 

(イ) カドミウムの吸収を高める資材の選定試験 

 カドミウムの吸収を高める資材の選定のため、１

/2000ａワグネルポット栽培で資材の比較選定を

行った。桑名らは塩化ナトリウムの施用により水稲

のカドミウム吸収が促進されることを明らかにして

いる１）。そこでカドミウムの吸収を高める資材として

KCl、CaCl2、NaCl、FeCl3を選定し検討した。資材の

施用量は田面水深10cmとしてCl濃度が300ppmまたは

600ppmとなる相当量とした。施用は移植直前に土壌

混和または穂ばらみ期に田面施用とした。土壌は灰

色低地土（pH(H2O)5.5、Cd量0.1NHCl-0.44 mg/kg

乾土）を充填し、品種は「モーれつ」を用いた。 

(ウ) カドミウム高吸収イネを用いたほ場試験 

ａ 品種比較試験 

 ワグネルポットを用いた試験の結果、地上部のカ

ドミウム吸収量が大きかった「IR-8」と「モーれつ」

に加え「モーれつ」の脱粒性を改善した品種「ミナ

ミユタカ」の３品種を用いて、現地ほ場試験を行っ

た。ほ場は隣接する３つの水田を用い土壌型はいず

れも灰色低地土であった。試験は平成16年に「モー

れつ」と「IR-8」を行い、平成17年に「モーれつ」「IR-8」

および「ミナミユタカ」を行い、移植は６月上旬の

普通期に行った。水管理は、平成16年は慣行水管理、

平成17年は移植後１ヶ月を通常管理、その後は節水

栽培として入水は行わなかった。施肥量は窒素

12kg/10aとして全量肥効調節型肥料を用い移植前に

施用した。 

 ほ場条件 

水田１ pH(H2O)6.2、Cd量0.1NHCl-0.49 mg/kg乾

土 

水田２ pH(H2O)6.2、Cd量0.1NHCl-0.53 mg/kg乾

土 

水田３ pH(H2O)6.1、Cd量0.1NHCl-0.59 mg/kg乾

土 

ｂ 晩期移植と資材施用効果 

 「IR-8」および「ミナミユタカ」を用いて晩期移植

の適応性を現地ほ場で検討した。移植は７月上旬に

行った。また、ワグネルポット試験においてカドミ

ウム吸収量を高める効果が高かった塩化第二鉄

（FeCl3）施用の効果についても検討した。FeCl3は田

面水深10cmとしてCl濃度が500ppmとなる相当量を施

用した。施用は代掻き時に土壌混和または定植１ヶ

月後に条間施用した。水管理は、移植後１ヶ月は通

常管理、その後は節水栽培として入水は行わなかった。 

 ｃ 現地水田におけるファイトレメディエー

ションの効果確認 

 Cd高吸収イネを２年間栽培したほ場で、主食用イ

ネを栽培し、玄米中のCd含有率を比較することで、

高吸収品種によるファイトレメディエーション効果

の確認を行った。ファイトレメディエーションには

「IR-8」「モーれつ」および「ミナミユタカ」を用い、

対照として主食用イネ「森のくまさん」を連作した。

ファイトレメディエーションの効果確認には主食用

イネ「森のくまさん」を全区に作付けした。平成19

年６月11日に移植し、８月上旬以降節水栽培を行っ

た。収穫は平成19年10月10日に行った。 
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 ウ 研究結果 

(ア) カドミウム高吸収イネの品種選定試験 

慣行水管理を行った平成15年度の試験の結果、い

ずれの品種もモミに比べワラのカドミウム含有率が

高かった。供試した品種では「モーれつ」がワラの

乾物量およびカドミウム含有率ともに も高かった。

このため、「モーれつ」が もカドミウム吸収量が大

きかった。なお、平成15年度各品種ともに収量が低

いのは虫害による減収である。 

 節水管理を行うことで、「モーれつ」はモミ、ワラ

ともにカドミウム含有率は増加した。「IR-8」のワラ

乾物量は「モーれつ」に劣ったがワラのカドミウム

含有率は「モーれつ」に比べ高く、ワラの吸収量は

両品種で差は小さかった。このため、全体のカドミ

ウム吸収量はモミの吸収量が高い「IR-8」が「モーれ

つ」に比べ高かった。(表1122-1)。 

(イ) カドミウムの吸収を高める資材の選定試験 

湛水栽培を行ったため、総じてCd吸収量は少な

かったが、FeCl3またはKCｌを穂ばらみ期に施用した

場合、Cd吸収量が高まった。FeCl3ではCl-600ppm相

当量を施用した場合、代掻き時、穂ばらみ期いずれ

の場合にも葉先が枯れるなどの障害がみられ、特に、

穂ばらみ期の施用では出穂が停止し、収量が劣った。

CaCl2またはNaClの施用では施用量・施用時期いずれ

にも明確な吸収増大効果はみられなかった(表 

1122-2)。 

表1122-1 カドミウム吸収量の品種比較結果（μg/ポット） 

わら もみ わら もみ わら もみ 全体
密陽23号 30.5 16.1 1.1 0.3 34.5 4.7 39.3
モーれつ 52.9 32.1 2.5 0.4 132.6 14.2 146.7

慣行水管理 クサノホシ 35.3 46.7 1.1 0.5 39.0 22.8 61.8
（平成15年） ホシアオバ 28.8 36.8 1.3 0.4 36.6 14.5 51.2

西海204号 34.8 36.3 0.7 0.2 25.9 7.1 33.1
はまさり 33.2 35.6 0.4 0.2 13.4 8.3 21.7

節水管理 モーれつ 94.2 44.9 3.6 1.4 340.0 63.7 403.7
（平成17年） IR-8 59.7 51.0 5.3 2.1 317.0 105.4 422.3

生育量（g/ポット） Cd含有率（mg/kg乾物） Cd吸収量（ug/ポット）

表1122-2 カドミウム吸収を増加させる Cl 資材の種類および施用時期の検討結果 

品種 資材 施用時期 施用量 もみ わら もみ わら もみ わら 合計
無 施 用 0.04 0.09 26.3 53.5 0.8 4.8 5.6

300 0.03 0.14 28.1 47.0 0.7 6.3 7.1
600 0.03 0.15 25.8 47.0 0.7 6.8 7.5
300 0.03 0.10 26.3 48.0 0.7 4.6 5.3
600 0.04 0.18 28.1 50.0 1.0 8.3 9.3
300 0.10 0.17 25.7 48.0 2.2 7.4 9.7
600 0.07 0.26 10.4 45.5 0.7 11.3 12.0
300 0.05 0.17 28.5 44.0 1.1 6.8 8.0
600 0.03 0.06 30.0 49.5 0.7 3.0 3.7
300 0.15 0.35 25.0 47.5 3.3 15.9 19.2
600 0.08 0.19 25.5 46.0 1.9 8.1 10.0
300 0.05 0.12 24.0 43.0 1.0 5.0 6.1
600 0.05 0.14 25.2 42.0 1.0 5.7 6.7
300 0.05 0.18 27.3 47.0 1.2 7.9 9.1
600 0.05 0.13 28.2 44.5 1.3 5.3 6.6
300 0.07 0.15 22.6 43.0 1.4 6.4 7.9
600 0.07 0.22 22.9 37.5 1.4 7.9 9.3

K
穂ばらみ期

代掻き時

Na
穂ばらみ期

代掻き時

 Cd mg/kg乾物 収量ｇ／ポット Cd吸収量　　uｇ／ポット

モーれつ

Ca
穂ばらみ期

代掻き時

Fe
穂ばらみ期

代掻き時
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(ウ) カドミウム高吸収イネを用いたほ場試験 

 ａ 品種比較試験 

「モーれつ」、「IR-8」および「ミナミユタカ」の

Cd吸収量はほ場間でばらついてはいるが、総じて同

程度と考えられた（表1122-3）。「モーれつ」と「IR-8」

は脱粒が多く、脱粒モミによるファイトレメディ

エーション完了後の雑草化が懸念された。平成16年

は台風が接近したため「モーれつ」は倒伏したが、

「IR-8」は倒伏しなかった。平成17年は台風が接近し

なかったため、栽培した３品種ともに倒伏しなかっ

た。「ミナミユタカ」の倒伏性は、草丈が「モーれつ」

と同程度であることから同程度と考えられた。平成

17年はウンカが多発生し「IR-8」は坪枯れをおこした。 

表1122-3 カドミウム吸収量の品種比較試験の結果（g/10a) 

平成16年 平成17年
もみ わら 全体 もみ わら 全体

モーれつ 0.11 0.27 0.38 0.45 6.40 6.85
ミナミユタカ 0.31 3.82 4.13

IR-8 0.40 0.59 1.00 0.71 5.06 5.76
森のくまさん 0.11 0.23 0.34 0.04 1.10 1.14

モーれつ 0.16 1.03 1.19 0.58 7.49 8.07
ミナミユタカ 0.68 8.36 9.04

IR-8 0.33 0.71 1.04 0.92 4.09 5.01
森のくまさん 0.11 0.44 0.55 0.14 2.03 2.17

モーれつ 0.12 0.56 0.68 1.18 7.68 8.86
ミナミユタカ 0.86 6.64 7.50

IR-8 0.15 0.20 0.35 1.00 5.76 6.76
森のくまさん 0.05 0.16 0.21 0.04 0.39 0.43

水田１

水田２

水田３

平成16年 6月10日移植 10月6日収穫 

平成17年 6月9日移植 10月6日収穫 

0 5 10 15

IR-8

ミナミユタカ

IR-8

ミナミユタカ

モーれつ

IR-8

ミナミユタカ

モーれつ

塩鉄無施用
塩鉄施用

6月移植
（水田３）

7月移植
+移植時塩鉄施用
（水田３）

7月移植
+移植1ヶ月後
 塩鉄施用
（水田２）

Cd吸収量(g/10a)

普通期 6月12日移植 10月12日収穫 

晩 期 7月10日移植 11月15日収穫 

図1122-1 カドミウム吸収量に及ぼす晩期移植と資材施用効果 

IR-8 ミナミユタカ
発芽率(%) 収穫時草丈(cm)

６月移植 100 153
７月移植 1.5 124

表1122-4 移植期移動による影響 
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ｂ 晩期移植と資材施用効果 

 移植期を６月から７月へ移動させたところ、「IR-8」

の脱粒はほとんどみられなかった。また、７月に移

植した「IR-8」のモミは発芽しなかったので、７月移

植では脱粒モミによる後作での雑草化も少ないと考

えられた。試験を行った平成18年は台風の接近がな

かったため、６月移植「ミナミユタカ」の耐倒伏性

は検討できなかった。７月移植「ミナミユタカ」の

草丈は６月移植に比べ約30cm低く、移植期を７月に

移動させることで耐倒伏性の向上が考えられた（表

1122-4）。しかし、７月の移植は「ミナミユタカ」、

「IR-8」のカドミウム吸収量を６月移植に比べ低下さ

せた。資材の施用効果について、FeCl3を施用するこ

とで３品種ともにカドミウム吸収量は増加した。

FeCl3の施用は移植時施用に比べ移植１ヶ月後施用で

効果が高く、１ヶ月後に施用したイネのカドミウム

吸収量は３品種ともに６月移植のCd吸収量を超えて

いた（図1122-1）。 

 ｃ 現地水田におけるファイトレメディエー

ションの効果確認 

 ファイトレメディエーションを２カ年実施したと

ころ、カドミウム高吸収品種である「IR-8」「モーれ

つ」および「ミナミユタカ」では10a当たり９～13g

のカドミウムを吸収し、土壌中から除去した。しか

し、土壌中0.1N塩酸可溶性カドミウム含有率をファ

イトレメディエーション実施前と実施後で比較でみ

ると、カドミウム含有率の低下がみられた区だけで

なく、上昇した区もあり一定の傾向はみられなかっ

た。浄化を行った区で栽培した「森のくまさん」の

玄米中カドミウム含有率は浄化を行っていない区に

比べ低下した（表 1122-5）。 

 エ 考 察 

カドミウム吸収量では「モーれつ」と「ミナミユ

タカ」で同程度であった。しかし、「モーれつ」は脱

粒性が高く、後作で雑草化することが考えられた。

このため、九州中部地域に適するファイトレメディ

エーション用カドミウム高吸収イネとしては「IR-8」

と「ミナミユタカ」が適していると考えられた。

「IR-8」の脱粒性および「ミナミユタカ」の倒伏性の

改善のために移植期を７月にすると、カドミウム吸

収量が減少した。しかし、７月移植においてもFeCl3

を施用することでカドミウム吸収量の増加がみられ、

施用時期としては移植から１ヶ月後に施用すると効

果が高いことが明らかになった。このことにより、

「IR-8」の脱粒性および「ミナミユタカ」の倒伏性を

７月移植により改善しつつ、FeCl3施用を組み合わせ

てカドミウム吸収を増大させることが可能になった。

しかし、ファイトレメディエーション後の0.1N塩酸

抽出態カドミウムを減少させることはできなかった。 

 オ 今後の課題 

 (ア) ファイトレメディエーション後の土壌中カ

ドミウムの減少を0.1N塩酸可溶性カドミウム含有率

で比較すると、効果の確認ができていない。このた

めファイトレメディエーションの終了時点を決定す

る新たな評価手法が求められる。 

 カ 要 約 

九州中部地域に適するカドミウム高吸収品種とし

て「IR-8」「ミナミユタカ」を選定した。栽培は６月

上旬の普通期移植を基本とするが、晩期移植で、移

植１ヶ月後にFeCl3を条間に施用することで、カドミ

ウム吸収量を確保できる。「ミナミユタカ」を用いる

ことにより、２年間でおよそ120g/haのカドミウムを

吸収することができ、ファイトレメディエーション

後の玄米Cd含有率を20%低下させることができた。 

 キ 引用文献 

１) 桑名建夫・松山稔・渡辺和彦 (2003). 水稲のカ

表1122-5 ファイトレメディエーションの結果 

玄米は1.9mm 以上 

玄米カドミウム 収量
g/10a/２年 浄化前（H16） H19栽培前 mg/kg kg/10a

IR-8　 11.9 0.53 0.57 0.22 479
モーれつ　 13.5 0.56 0.56 0.21 505
ミナミユタカ　 11.9 0.63 0.59 0.18 529
森のくまさん 1.0 0.59 0.62 0.10 318
（浄化なし） 0.51 0.23 503

水田３

土壌中カドミウム含有率
0.1N-HCl　mg/kg乾土

イネのCd吸収量
森のくまさん（平成19年）
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ドミウム吸収に及ぼす塩素の影響. 土肥誌講演要

旨集49．p173. 

研究担当者（柿内俊輔＊、三角正俊、中畠吉直、古

家光之） 

(3) 九州北部地域の高吸収イネ－高吸収ムギ体系に

おけるカドミウム吸収を最大化するための栽培等

管理技術の開発 

ア 研究目的 

土壌中のカドミウム（Cd）を植物に吸収させ、除

去するファイトレメディエーションは低コストでCd

を除去できる反面、除去速度が緩やかで浄化に時間

を要することが課題になっている。Cdの除去速度を

促進させる方法として、Cd高吸収植物を用いて周年

を通した作付け体系を確立すること、植物が吸収し

たCdの回収率を上げることなどが考えられる。そこ

で、夏作物およびムギ類などの冬作物についてCd吸

収特性を検証し、年間を通したCd除去速度の促進を

目指す。また、イネが吸収するCdの部位別吸収量を

明らかにし、Cdの回収率を上げるための資料とする。

さらに、Cd濃度が異なる土壌で植物を利用した浄化

試験を実施し、その結果からファイトレメディエー

ションによる土壌中のCd除去速度を推測する。 

イ 研究方法 

(ア) Cd吸収に優れるムギの選定 

イタリアンライグラスおよびムギ類を供試し、Cd

吸収特性を検討した。試験は大牟田市藤田町の圃場

（0.1M塩酸抽出Cd；2.3～3.0 mg kg-1、土性；CL）

で実施した。平成15年11月14日にイタリアンライグ

ラスを、11月26日にエンバク、コムギおよび二条大

麦を播種し、翌年５月28日に収穫した。播種量は６ 

kg 10a-1、施肥窒素量は基肥に10 kg 10a-1（播種時）、

追肥に６ kg 10a-1（16年３月１日）施用した。試験

面積は１品種につき15㎡とした。平成16年度の試験

で有望とされたエンバクについてCd吸収特性の品種

間差異を検討した。表1123-2に示す16品種について

平成16年11月26日に播種し、翌年５月30日に収穫し

た。施肥窒素量は前年と同量を施用した。収穫時に

おけるムギ類地上部の乾物重（ワラおよび穂）、Cd

含有率、Cd吸収量を測定するとともに、栽培前およ

び跡地土壌のCd濃度を測定した。 

 (イ) Cd高吸収イネのCd吸収を高める効率的な作

付け体系 

 Cd吸収を高める効率的な作付け体系を明らかにす

るための試験を行った。平成19年４月27日、５月24

日、６月22日にIR-8および長香穀（４月、６月のみ）

を現地圃場に移植した。緩効性肥料（エムコートS100、

L140入り複合）を全量基肥で施用した。施用量

（N-P2O5-K2O）は14.0-9.8-10.5 kg 10a-1 とした。

また、４月に移植した長香穀は８月28日に収穫した

後、８月30日に二期作目を移植し10月24日に収穫し

た。経時的に地上部の乾物重（ワラおよび穂）、Cd

含有率、Cd吸収量を測定するとともに、栽培前およ

び跡地土壌のCd濃度を測定した。 

 (ウ) Cd高吸収イネの部位別Cd吸収量と土壌の

Cd濃度の変化（１ m2枠試験） 

 福岡県農業総合試験場場内に設置した１ m2枠圃

場で試験を実施した。下層に黄色土を充填した枠に

現地４圃場より運び入れたCd汚染土壌（土性：CL）

を平均17 cmの厚さに客土した。平成17年および18年

にCd高吸収イネ品種のIR-8およびモーれつを栽培し

た。両年とも６月下旬に移植し、１ヶ月後の７月下

旬に落水した（早期落水栽培）。落水以降、灌漑は行

わなかった。栽植密度は１枠当たり20株、緩効性肥

料を全量基肥で施用し、施用量（N-P2O5-K2O）は

14.0-9.8-10.5 g m-2 とした。モーれつは10月中旬、

IR-8は10月下旬に収穫した。収穫時におけるイネの乾

物重、Cd含有率、Cd吸収量を部位別に測定するとと

もに、作付け前および跡地土壌のCd濃度を測定した。 

ウ 研究結果 

(ア) Cd吸収に優れるムギ品種の選定 

エンバクスーパーハヤテの地上部（ワラおよび穂）

Cd吸収量は33 g ha-1とムギ類の中で も多い値を示

した（表1123-1）。コムギも地上部Cd吸収量は多く、

30 g ha-1であった。二条大麦やイタリアンライグラ

スのCd吸収量は少なかった。ムギ類の中でCd吸収量

が も多かったエンバクについて16品種のCd吸収特

性を検討した（表1123-2）。地上部のCd含有率が高

かった品種はネグサレタイジ、スピーディーヘイで

３ mg kg-1であり、エンバク野生種、ハエイブキおよ

びニューオーツも高い値を示した。これらは種子の

千粒重が小さいグループ（18.5 g～21.1 g）に属し、

Cd吸収量も多い値を示した。しかし、 も多いネグ

サレタイジでも38 g ha-1であり、Cd高吸収イネに比

べると著しく少ない値であった。土壌中のCd濃度は

エンバクの作付け前後で変化がほとんど認められな
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かったことから、エンバクをはじめとするムギ類は

Cd汚染土壌の浄化作物としては期待できないと思わ

れた。 

 (イ) Cd高吸収イネのCd吸収を高める効率的な作

付け体系 

 冬作物のムギ類はCd汚染土壌の浄化植物としては

期待できないことから、イネのCd吸収を高める効率

的な作付け体系を検討した。これまでの試験結果よ

り、IR-8は熟期が遅いため６月下旬に移植した場合、

10月中旬でも成熟期に達しないことが明らかであっ

た（データ略）。そこで、移植期を早めたところ、移

植時期が早いほど乾物重は多く、収穫時のCd吸収量

も多かった（図1123-1）。長香穀は６月移植でCd吸収

量は1,000 g ha-1を超えたが、台風の襲来がなかった

にもかかわらず一部に倒伏が認められた。４月に移

植した場合は収穫時のCd吸収量は680 g ha-1で、これ

に二期作分を加えると830 g ha-1であり、この二期作

ではいずれも倒伏は認められなかった。これらの結

果をもとに、九州地域におけるCd高吸収イネの品種

特性と栽培上の留意点を表1123-3に、品種の特性を

生かした栽培体系を図1123-2にまとめた。 

 (ウ) Cd高吸収イネの部位別Cd吸収量と土壌Cd

濃度の変化予測（１ m2枠試験） 

 IR-8における地上10cm以上のイネの乾物重は

1,057～1,170 g m-2であった（表1123-4）。５～10cm

のワラ重量は10cm以上の重量の11～14％に相当した。

土壌中のCd濃度が高いほど穂およびワラのCd含有率

は高い値を示した。イネ地上部の部位別にみると、

Cd含有率は穂の部分で も低く地上５～10cmの部分

で も高かった。土壌中のCd濃度が高いほどCd吸収

量は多い値を示し、10cm以上のCd吸収量は土壌中の

Cd濃度が0.5 mg kg-1の場合9.2 mg m-2の吸収量で

あったのに対し、1.3 mg kg-1の場合では36.2 mg m-2

と約４倍であった。５～10cmのワラに含まれるCd量

は10cm以上の部分に含まれるCd量の25～39％に相当

した（表1123-5）。モーれつもIR-8と同様の傾向を示

した（データ略）。 

 IR-8を２年間栽培した土壌では、作付け期間中に

Cd濃度は減少した。しかし、18年の作付け前土壌中

のCd濃度は17年の跡地土壌のCd濃度に比べてわずか

ながら上昇した（図1123-3）。 

 １m2枠圃場でCd高吸収イネを２年間栽培した結果、

２年間の土壌中のCd濃度の平均減少率は約20％

（IR-8：20.8％、モーれつ：19.6％）であった（図

1123-4）。また、標準偏差は5.6（IR-8：5.7％、モー

れつ：5.5％）であった。土壌中のCd濃度が１年当た

り10％減少すると仮定した場合、４年間ファイトレ

メディエーションを繰り返すことにより土壌中のCd

濃度は初期の65％に低下することが予想され、95％

信頼区間は50％～83％であった（図1123-5）。また、

土壌中のCd濃度が半減するのに７年を要すると推測

された。 

作付け前 跡地

Mg ha-1 mg kg-1 g ha-1 mg kg-1 mg kg-1

エンバク

ハエイブキ 10.6 2.5 26.1 2.8 2.8

スーパーハヤテ 13.2 2.5 32.6 2.8 2.8

コムギ

Ａ 12.3 2.5 30.0 2.9 2.9

Ｂ 14.0 2.1 29.2 2.8 2.8

二条大麦

Ａ 15.8 0.9 13.6 2.9 2.9

Ｂ 11.6 0.4 4.1 2.6 2.7

イタリアンライグラス

タチヒカリ 9.9 1.8 17.4 2.7 2.6

タチマサリ 10.4 1.7 17.3 2.9 2.7

ニオウダチ 10.4 1.5 15.2 3.0 2.7

マンモスＢ 10.7 1.9 20.2 2.9 2.7

1)生重、乾物重、含有率および吸収量は麦類の刈り取り部分（地上部）の数値。

2)含有率のカッコ内の数値は刈り株のみの含有率を示す。

表1123-1　ムギ類、イタリアンライグラスの品種とCd吸収特性

品種
乾物重 含有率 吸収量

土壌Cd濃度

表1123-1 ムギ類、イタリアンライグラスの品種とCd 吸収特性 
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g 本 m-2 本 m-2 cm cm Mg m-2 mg kg-1 g ha-1

ニューオーツ 18.5 109 432 135 27.5 12.8 2.0 26.1

ネグサレタイジ 20.1 164 611 115 24.5 12.2 3.1 38.0

スピーディヘイ 20.5 105 436 121 26.0 9.9 2.9 29.1

エンバク野生種 21.1 110 461 128 26.2 12.4 2.4 30.1

バイタルオーツ 25.9 164 264 148 35.2 18.6 0.9 16.2

ニューオールマイティー 31.2 102 242 127 35.4 21.5 0.9 19.2

つばさ 32.2 72 193 101 33.7 10.0 1.0 9.7

ハエイブキ 32.5 155 403 77 16.7 7.0 2.2 15.3

ニューサビシラズ 34.7 116 173 81 28.3 9.3 1.6 15.2

緑肥用エンバク 35.7 110 338 101 27.4 17.4 0.6 10.2

スタンドオーツ 36.5 135 300 113 30.3 19.0 0.8 15.6

エンダックス 36.7 85 295 110 29.1 18.8 0.8 14.8

サビツヨシ 37.2 65 245 96 23.9 11.1 0.5 6.0

ニューウエスト 39.4 97 263 74 22.6 8.6 1.7 14.7

エンバクコモン 39.8 67 251 78 24.6 11.0 1.6 17.2

スーバーはやて 40.2 65 204 99 30.0 10.8 1.1 11.9

1)苗立ち数は17年1月28日、その他は17年5月30日に調査した。

表1123-2　エンバクの生育およびCd吸収特性

Cd含有率 Cd吸収量
品種名

千粒重 苗立ち数 茎数 稈長 穂長 乾物重

表1123-2 エンバクの生育およびCd 吸収特性 
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図1123-1 移植時期がイネのCd吸収量に及ぼす影響

品種 品種特性 栽培上の留意点　

稈長：64cm ・

穂長：24cm

穂数：18本 ・

脱粒性：中

耐倒伏性：強 ・ 施肥量はヒノヒカリの1.5倍。

稈長：10１cm ・

穂長：31cm

穂数：10本 ・ 施肥量はヒノヒカリの1.5倍。

脱粒性：難

耐倒伏性：中

稈長：90cm ・ 早生でＣｄ吸収に特に優れる。

穂長：22cm ・ 施肥量はヒノヒカリと同等かやや少なめ。

穂数：22本 ・

脱粒性：易

耐倒伏性：弱 ・

Ｉ
Ｒ
―
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表1123-3　Cd高吸収イネの品種特性と栽培上の留意点

コブノメイガに弱いため、防除を徹底す
る。

晩生のため、移植時期を早めて生育期間を
長くする。

中生で移植時期、収穫時期等はヒノヒカリ
に準じる。

非常に脱粒しやすいため、次年度の種子確
保に留意する。

二期作の場合は8月～9月の台風襲来前に1
作目を収穫を終える。

表1123-3 Cd 高吸収イネの品種特性と栽培上の留意点

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

◎ ● ▲ □

◎ ● ▲ □

◎ ● ▲ □

(下段は二期作) ◎ ● ▲ □ （台風襲来前に刈り取る）

◎ ● ▲ □

1)落水後は基本的に灌水しない。
2)◎：播種、●移植、▲落水、□収穫

ＩＲ－８ （防除の徹底）

ミナミユタカ

長香穀

品種
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

図1123-2　品種の特性を生かした西南暖地における栽培体系図1123-2 品種の特性を生かした西南暖地における栽培体系
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mgkg
－１

g m
-2

mg kg
-1

mg kg
-1

mg kg
-1

mg kg
-1

mg kg
-1

0.5 470 (41) 681 (59) 1151 124 (11) 88 (8) 2.7 11.6 8.0 19.6 19.6

1.0 482 (46) 575 (54) 1057 141 (13) 91 (9) 2.9 14.9 9.5 27.6 27.0

1.3 432 (37) 738 (63) 1170 123 (11) 159 (14) 8.6 44.4 31.2 74.0 44.9

2.5 413 (36) 730 (64) 1143 163 (14) 162 (14) 9.6 43.4 31.2 84.2 60.8

1)数値は4枠の平均

2)カッコ内は10cm以上の総重量に対する割合。

g m
-2

試験区
(土壌中
Cd濃度）

表1123-4　IR-8の部位別乾物量および含有率

10cm以上
のワラ

5～10cm
のワラ

g m
-2

刈り株 穂 刈り株
10cm以上
のワラ

乾　物　重 Cd　含　有　率

5～10cm
のワラ

10cm以上
の合計

g m
-2

10cm以上の
平均濃度

g m
-2

穂

表1123-4 IR-8の部位別乾物量および含有率 

mgkg
－１

mg m
-2

mg m
-2

mg m
-2

mg m
-2

mg m
-2

0.5 1.3 (14) 8.0 (86) 9.2 2.5 (28) 1.6 (17)

1.0 1.5 (15) 8.5 (85) 10.0 3.9 (39) 2.5 (25)

1.3 3.5 (10) 32.6 (90) 36.2 9.2 (25) 7.2 (20)

2.5 3.7 (11) 31.7 (89) 35.4 13.7 (39) 9.8 (28)

1)数値は4枠の平均値を示す。

2)カッコ内の数値は地上10cm以上の吸収量に対する割合。

表1123-5　IR-8の部位別Cd吸収量

刈り株

試験区
(土壌中
Cd濃度） 穂

10cm以上
のワラ

10cm以上
の吸収量

5～10cm
のワラ

Cd吸収量

表1123-5 IR-8の部位別Cd 吸収量 
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図1123-3　枠ほ場における土壌中Cd濃度の経時変化
　1)17年、18年にIR-8を早期落水栽培した。
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-1

)

図1123-3 枠ほ場における土壌中Cd 濃度の経時変化

図1123-4　2年間における土壌Cd濃度の減少割合
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図1123-4 ２年間における土壌 Cd 濃度の減少割合

図1123-5　土壌中のCd濃度の減少予測
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1)点線は95％信頼区間を示す。

図1123-5 土壌中のCd 濃度の減少予測
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エ 考 察 

九州地域では温暖な気候を利用して冬期にムギ類

の栽培が行われている。そこで、冬期のムギ類を利

用したファイトレメディエーションを試みた。ムギ

類の中ではエンバクのCd吸収量が も多かった。ま

た、品種ではネグサレタイジやエンバク野生種など

の子実千粒重が小さいグループでCd吸収量が多い傾

向を示した。本名ら１)はエンバク野生種を春から秋に

かけて栽培すると土壌中のCd除去率が10％であった

と報告している。また、桑名ら２)はエンバクのCd吸

収量は10a当たり 大10gで、Cd高吸収イネやソルガ

ムと組み合わせることにより周年作付けによるファ

イトレメディエーションが可能であると報告してい

る。しかし、秋～春にかけて実施した本試験では、

Cd吸収量が も多かったネグサレタイジでも、１ha

当たりのCd吸収量は40gにも達せず、高吸収イネのわ

ずか１/10～１/20程度であった。そのため、作業量

やコスト等を考慮した場合、九州地域における浄化

植物としては不適であると考えられた。そこで、冬

期における浄化を断念し、夏作期間中に効率的にCd

を吸収できる栽培体系を検討した。課題1112で著者

らはインディカ種のイネであるIR-8、ミナミユタカお

よび長香穀を早期落水栽培するとCd吸収に優れるこ

とを明らかにした。しかし、これらの品種をヒノヒ

カリと同時期（６月下旬）に移植した場合、IR-8は10

月中旬までに成熟期に達しないことが明らかになっ

た。そこで、成熟期間を確保するため移植期を早め

た栽培法を検討した。移植時期を早めることにより

IR-8の乾物重は多くなり、それに伴ってCd吸収量も

多くなることが明らかになった。一方、長香穀は他

の品種に比べてCd吸収に優れるが、倒伏に極めて弱

い。そのため、台風が多く襲来する九州地域では台

風を避ける栽培上の工夫が必要である。４月下旬に

移植した場合、成熟期は８月上旬であった。そこで、

収穫後直ちに二期作目の移植を行ったところ（８月

中旬）、10月下旬に約170 g ha-1のCd吸収量を得た。

１作目と２作目を合わせた合計量は830 g ha-1であり、

６月下旬に移植した場合の約1,000 g ha-1より少ない

が、台風の被害を軽減できると推測される。 

 土壌中のCd濃度は秋（11月）～春（６月）にかけ

ての無作付け期間中に上昇する傾向を示した（図

1123-3）。根や刈り株は圃場外へ持ち出されることは

なく土壌に残留する。北部九州（大牟田）における

５、６月の平均気温はそれぞれ、18.9℃、22.6℃に

上昇する（気象庁データ）が、この高温時に根や刈

り株などのCdを含んだ有機物が分解し、これに伴っ

てCdが土壌中に溶出したと考えられる。岡崎ら３)は

この現象を確認し、有機物の分解に伴って溶出する

Cdは１年間に土壌中全Cd量の0.2～２％であると推

測している。そのため、根や刈り株の回収が求めら

れる。現在、汎用型コンバインでイネを収穫する場

合、作業効率等を考慮して刈り高を約10cmに設定し

ている（タカキタ）。IR-8において、地上５～10cmの

イネ重量は10cm以上の重量の11～14％に相当する量

であった。しかし、Cd含有率は他の部分より高かっ

たため、Cd吸収量は10cm以上の25～39％に相当する

量を含んでいる。このことから、刈り高をできるだ

け低く設定し、Cdを少しでも多く回収することが重

要であると考えられる。また、イネが吸収したCdの

回収率をさらに上げるため、（株）タカキタではイネ

の刈り株を回収するための装置を開発しており（特

許出願「農地における株の回収方法とその装置」）、

今後はこの装置を使ってCd回収を効率的に行う収穫

方法の改良が求められる。 

 Cd高吸収イネを早期落水栽培すると土壌中のCd濃

度は１年間で約10％低減することが可能であった。

この割合で減少を続けると仮定した場合、土壌中の

Cd濃度が３分の２に低減するのに約４年、半減する

のに約７年を要することが明らかになった。 

オ 今後の課題 

 長香穀の二期作に関する試験は１年のみの結果で

あり、台風の襲来を受けなかったことから、今後は

数年にわたり調査をした上で倒伏軽減効果を確認す

る必要がある。 

カ 要 約 

 冬作物でCd吸収量が多かったのはエンバクであっ

た。しかし、Cd吸収量は40 g ha-1以下であり、作業

量やコスト等を考慮すると九州地域における浄化植

物としては不適である。Cd高吸収イネの栽培体系で

は、IR-8は移植時期を早くすることにより生育量を確

保でき、Cd吸収量も増加させることが可能である。

長香穀は台風による倒伏を避ける作型として二期作

の有効性が示唆された。Cd高吸収イネでは、株元に

近い部分のCd含有率が高いため、汎用型コンバイン

による収穫の際は刈り位置を出来るだけ低く設定す

る必要がある。Cd高吸収イネを早期落水栽培すると



― 95 ―

土壌中のCd濃度を１年間に10％低減できると推測さ

れた。 

 キ 引用文献 

１) 本名充雄・相川良雄・松本聰(2004）．ファイト
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研究担当者(茨木俊行＊、黒栁直彦、角重和浩、水

田一枝、藤冨慎一) 

(4) 北陸地域の高吸収イネ-高吸収大麦体系における

カドミウム吸収を最大化するための栽培等管理技

術の開発 

 ア 研究目的

北陸地域の水田地帯におけるカドミウム（Cd）の

イネ-麦作付体系によるファイトレメデーション技

術を確立するため、高吸収イネ品種および高吸収冬

作物を選定するとともに、pH低減資材等の施用によ

る吸収促進を図るための土壌管理技術を確立する。

 イ 研究方法

(ア) Cd高吸収イネ品種の選定

現地圃場において日印交雑型イネ品種、モーれつ

（Ｍ）、クサホナミ（ク）、ミナミユタカ（宮崎飼42

号、42）、長香穀（Ｃ）、IR8（Ｉ）および密陽23号（密）

の６品種の中から高吸収品種の選抜を行った。対照

として栽培品種であるコシヒカリ（コ）、タンチョウ

モチ（タ）を用いた。2007年度の効果実証はハナエ

チゼンを用いた。

0.1M塩酸浸出によるCd濃度が0.5 mg kg-1の水田圃

場（中粗粒灰色低地土）において全量基肥として窒

素0.12(速効性0.05＋140日タイプの緩効性窒素0.07) 
–リン酸0.18-加里0.14 t ha-1を施用した。

５月上旬に移植後、１か月間湛水管理し、その後

節水栽培（８月の土壌pF2.5以下）し、それぞれ成熟

期に収穫し、乾燥し部位別に重量を測定した後、粉

砕し試料とした。

土壌は「土壌標準分析・測定法」に準じて0.1M塩

酸（１：５）浸出後、直接噴霧法により原子吸光光

度計で測定した。わら(茎葉)は１M塩酸（１：10）で

１昼夜振とう抽出後、土壌と同様に測定した。籾（穂）、

玄米は硝酸-過酸化水素（５：１）による湿式分解を

行い、ICP-AESで測定した。

 (イ) 水管理およびpH調整によるCd高吸収栽培条

件の検討

中粗粒灰色低地土（0.1M塩酸浸出Cd1.0 mg kg-1）の

現地土壌を客入したライシメータ圃場（１m×１
m×0.5m、0.1M塩酸抽出Cd濃度1.0 mg kg-1の中粗粒土

を客入、通常栽培コシヒカリ玄米のCd濃度0.47 mg 
kg-1）においてイネ品種としてモーれつ、IR8、麦品

種としてファイバースノウ，ネグサレタイジを用い

た。

試験区の構成はサンドセット（１，1.5，２ kg m-2）、

塩化鉄(Ⅱ)（0.25，0.5 kg m-2）、節水、常時湛水、対

照（２区制、ただし、2007年はpH低減資材を施用せ

ず、IR8とコシヒカリの各１区制）とした。

 イネは５月上中旬に移植（20株 m-2）し、通常の肥

培管理（窒素施用量0.12 t ha-1）を行った。湛水区を

除き出穂の約40日前（７月下旬）から落水し、降雨

状況により必要 少限の給水を行った。出穂は８月

末、成熟期は10月初旬となった。その後、刈取り乾

燥後、収量を調査し、各区４株ずつを穂、茎葉に分

け分析に供した。

 大麦、エン麦はIR8刈り取り後の2007年10月下旬に

播種し、2008年５月下旬に収穫した。

試料の分析法は(ア)に準じた。

(ウ) 高吸収冬作物の検索

現地圃場（中粗粒灰色土、0.1M塩酸抽出Cd濃度0.45 
mg kg-1,240 ㎡）において、2005年度は大麦１、エン

麦４、ライ麦２、イタリアンライグラス２、トール

フェスク１およびオーチャードグラス１の計11品種

を供試した。2006年度にはトールフェスク（ホクリョ

ウ）、エン麦（ネグサレタイジ）を用い、2007年度に

はエン麦（ネグサレタイジ）を大麦（ファイバース

ノウ）との比較試験を行った。

 2005、2006年度にはイネ品種はIR8を用い、2007年

度はコシヒカリによるファイトレメディエーション
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の実証試験を行った。

2005年度の冬作物の試験区は裸地を含む（６㎡×12
区×２連）とした。2006年度は（６㎡×12区×２連）と

し、サンドセット45.8 kg m-2、塩化鉄(Ⅱ)8.4 kg a-1、
塩化鉄(Ⅲ)6.4 kg a-1、石灰10 kg a-1を施用後、ネグサ

レタイジ、ホクリョウを播種した（無施用区を含む）。 
2007年度は（110㎡×２区）とし、資材は施用せず

ネグサレタイジ、ファイバースノウを播種した。

冬作物の窒素施用量は0.8 kg a-1とし、水稲の窒素施

用量は、1.2 kg a-1とした。 
 イネ収穫後、10月下旬に播種し、翌年の５月下旬

に収穫した。その後、イネ-冬作物の輪作を繰り返し

た。

試料の分析法は(ア)に準じた。

 ウ 研究成果

(ア) Cd高吸収イネ品種の選定

2004年から2006年にイネ８品種を節水栽培した結

果、品種による吸収量の違いが見られた（図1124-1）。 
 また、イネのCd吸収量に比例して土壌中のCd濃度

の減少率も低下する傾向にあり、特に長香穀では土

壌中のCd濃度が70％程度に減少した（図1124-2）。

 高吸収イネによるファイトレメディエーション効

果を確認するため、高吸収イネ跡地にハナエチゼン

を通常の中干し-間断灌漑による栽培を行った。

 その結果、土壌Cd濃度が低下した区ほどハナエチ

ゼン玄米中のCd濃度が減少する傾向が見られた（図

1124-3）。
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図1124-1 イネのCd 濃度と吸収量 

（現地，2004年） 
わら吸収量 穂吸収量 わらCd濃度 穂Cd濃度 Cd濃度減少量 ２作期の吸収量

図1124-2 高吸収イネ作付による土壌のCd 濃度の減少

（2005－2006年） 

図1124-3　土壌Cd濃度とハナエチゼン玄米中のCd濃度
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図1124-3 土壌Cd濃度とハナエチゼン玄米中のCd濃度

（現地，2007年） 

図1124-4 水稲後の土壌中の0.1M 塩酸可溶性Cd

（2006年11月） (0-15cm） （15-30cm）
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また、同一区内の玄米中のCd濃度バラツキの原因と

しては、土壌水分や下層土(15-30cm)のCd濃度の影響

および前作の高吸収イネの生育の差異による影響と

考えられた（図1124-4）。

ハナエチゼン作付後の土壌pHはモーれつ(6.8)＝
IR8＝密陽23号＝ミナミユタカ＜タンチョウモチ＜長

香穀＝クサホナミ＝コシヒカリ（7.0）となり、ほと

んど差がなかった。

 直播栽培IR8によるCd吸収量を見たところ、11月に

なっても成熟せず、Cd吸収量は65 g ha-1にとどまった。 
 ２年間の高吸収イネ品種の収量と倒伏程度の関係

を見ると、わらの収量はコシヒカリよりも多く、も

みの収量は倒伏程度の影響を受けた（表1124-1）。長

香穀では倒伏程度が小さくわらの収量が少ないとCd

の吸収量が少なくなった（表1124-2）。

 (イ) 水管理およびpH調整によるCd高吸収栽培条

件の検討

 モーれつとIR8によるCd吸収量は、通常栽培では39

mg m-2、43 mg m-2と差が見られなかったが、塩化鉄

(Ⅱ) 施用区のCd吸収量はIR8が53 mg m-2と高かった

（図1124-5，6）。

 Cd吸収には節水管理が有効である。また、塩化鉄

処理によって低pHとなった区ではCd吸収量が高まり、

湛水処理や熔成マンガン区では土壌pHが高くCd吸収

量は少なかった。

 水稲のCd濃度および乾物生産量とCd吸収量の関係

についてみると、Cd吸収量は乾物生産量よりも植物

体中のCd濃度の影響を受けた。

 サンドセット、塩化鉄(Ⅱ)を用いて土壌のpHを５

に低下させた場合、１作目ではIR8の収量には差が見

られず、Cd吸収量は15 mg m-2となった（図1124-7）。 
 サンドセット、塩化鉄(Ⅱ)処理を２年継続した場

合、IR8の収量が減少し、Cd吸収量は８ mg m-2となり

節水区の13 mg m-2より少なかった（図1124-8）。

表1124-1 イネの収量と倒伏程度 

2005年 2006年 
品種 わら 

(t ha-1) 
もみ 

(t ha-1) 倒伏程度
わら 

(t ha-1) 
もみ 

(t ha-1) 倒伏程度

Ｍ 10.1 5.5 1～4 9.6 4.6 1
Ｉ 9.2 6.9 0 5.3 4.2 0
密 6.7 7.3 0～1 6.7 7.7 0～1
ク 8.5 7.9 0～4 8.5 5.2 0
42 9.6 6.0 2～4 9.2 4.3 1
Ｃ 8.0 4.1 3 6.5 4.2 1～5
タ 8.4 5.8 1～2 8.3 5.3 1～4
コ 7.1 6.8 1～2 6.2 6.6 3～5

倒伏程度：0（無）～5（倒伏）

表1124-2 長香穀の倒伏程度とCd吸収量 

Ｃd吸収量（g ha-1 ） 収量（t ha-1）倒伏

程度 もみ わら 計 もみ わら

5 33 132 165 3.5 7.3
1 17 46 63 4.0 4.5

（2006年，長香穀）
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図1124-5 IR8のCd 濃度と吸収量 

（ライシメータ，2004年） 

わら吸収量 穂吸収量 わらＣd濃度 穂Ｃd濃度

図1124-6 モーれつのCd 濃度と吸収量 

（ライシメータ，2004年） 

わら吸収量 穂吸収量 わらＣd濃度 穂Ｃd濃度
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表1124-3 ２年間の IR8作付が土壌とコシヒカリの収量、玄米中のCd 濃度に及ぼす影響 

処理 Cd 吸収量 土壌 Cd 土壌 pＨ コシヒカリ玄米

2005-06 2004.10 2007.10 2007.10 粗玄米重 Cd 濃度 
節水＋サンドセット少 20.84 0.63 0.61 5.38 658(103) 0.26 
節水＋塩化鉄(Ⅱ)少 18.15 0.59 0.57 5.63 597( 94) 0.33 
節水＋塩化鉄(Ⅱ)多 17.05 1.01 0.92 5.66 578( 91) 0.38 
湛水 1.55 0.99 0.88 5.81 638( 100) 0.39 
節水 16.61 0.87 0.81 5.96 471( 74) 1.04 

（ライシメータ，Cd 吸収量は mg m-2，Cd 濃度は mg kg-1，粗玄米重は g m-2，玄米水分15％）

pH低減区でIR8を２作した後のコシヒカリの収量

は湛水区と変わらず、玄米中のCd濃度は0.4 mg kg-1 
以下となったが、土壌の0.1M塩酸可溶性Ｃd濃度はわ

ずかに低下した（表1124-3）。

pH低減材の施用によって土壌のpHは4.7まで低下

し、その効果は次年度以降も継続した。これにより

コシヒカリのCd吸収が多くなることが予想されたが、

Cd濃度は0.4 mg kg-1を下回った（表1124-3，図1124-9）。 
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図1124-7 IR8の収量とCd 吸収量 

（ライシメータ，2005年） 

図1124-8 IR8のCd 濃度と吸収量 

（ライシメータ，2006年7-9月降水量926㎜）

茎葉Ｃd吸収量 穂Ｃd吸収量 茎葉Cd濃度 穂Cd濃度 茎葉Cd吸収量 穂Cd吸収量 茎葉Ｃd濃度 穂Ｃd濃度
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図1124-9 ライシメータ土壌の pH 変化 
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(ウ) 高吸収冬作物の検索

 IR8と組み合わせる冬作物にエン麦（ネグサレタイ

ジ）を選定した（図1124-10，11，12）。

２年間のIR8＋冬作物作付によるCd吸収量は130 g

ha-1 となり、土壌中の0.1M塩酸抽出Cd濃度の低下は

わずかであったが、実施後の通常栽培コシヒカリ玄

米のCd濃度は0.21 mg kg-1 となった（表1124-4）。 
2005年冬作から2007年冬作までのCd吸収は130 g

ha-1となり、土壌中の0.1Ｍ塩酸抽出Cd濃度は0.03 mg 
kg-1 減少した（表1124-5）。

土壌の0.1Ｍ塩酸抽出Cd濃度はIR8作付後に低下し、

冬作後に再び増加する傾向が見られたが、２年間で

はわずかに低下する傾向が見られた（表1124-6）。

 エ 考 察

(ア) Cd高吸収イネ品種の選定

現地試験の結果、クサホナミ、モーれつ、IR8、お

よび長香穀の４品種のCd吸収量が多く、特に長香穀

は栽培後の土壌のCd濃度の減少量が も大きかった。 

 イネによるファイトレメディエーションを効果的

に行うには長香穀が適していると考えられるが、脱

粒による損失を 小限に抑えるためには倒伏しない

肥培管理が必要である。

 しかし、長香穀の倒伏度１ではCd吸収量は倒伏度

５の場合より減少するので、極端な少肥栽培は避け

た方がよい。

 (イ) 水管理およびpＨ調整によるCd高吸収栽培

条件の検討

 節水栽培と塩化鉄(Ⅱ)やサンドセットなどのpＨ

低減資材を用いることによりIR8のCd吸収を促進す

ることが可能である。しかし、その効果は登熟期の

降水量などの影響を受けやすい。

(ウ) 高吸収冬作物の検索

 土壌のファイトレメディエーションにおけるIR8と

組み合わせた冬作物としてネグサレタイジ（エン麦）

を選定した。エン麦によるCd吸収は塩化鉄(Ⅱ)等の

pH低減資材の施用によって増加したが、IR8による吸

収の10％以下であった。
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図1124-10 冬作物のCd 吸収量およびCd濃度

（2004年秋－2005年春） 

図1124-11 冬作物あとの IR8のCd 濃度と吸収量

（2005年） 
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表1124-6 各作期ごとの土壌中のカドミウム濃度の変化 

土壌中の Cd 濃度（0-20 cm， mg kg-1） 土壌処理

（2005.10） 2006年冬作物 2007年冬作物 
2005.5 2005.10 2006.5 2006.10 2007.5

サンドセット ネグサレタイジ ファイバースノウ 0.45 0.40 0.43 0.37 0.42
塩化鉄(Ⅱ) ホクリョウ ネグサレタイジ 0.44 0.41 0.35 0.38 0.42
塩化鉄(Ⅲ) ホクリョウ ネグサレタイジ 0.44 0.41 0.38 0.37 0.40
石灰 ネグサレタイジ ネグサレタイジ 0.45 0.41 0.44 0.47 0.46
無 ファイバースノウ ネグサレタイジ 0.45 0.39 0.40 0.40 0.43
無 ファイバースノウ ファイバースノウ 0.45 0.38 0.42 0.46 0.46

夏作イネはＩＲ８

オ 今後の課題

(ア) Cd高吸収イネ品種の選定

試験期間が短いながら、長香穀のCd吸収量が も

多かった。これは長粒種で脱粒性があり、収穫時に

こぼれると、吸収したCdを圃場に還元してしまう。

また、次年の水稲と混じる可能性も高いため、長香

穀の特性に応じた栽培法の確立が待たれる。

 (イ) 水管理およびpH調整によるCd高吸収栽培条

件の検討

 節水栽培がイネによるCd吸収の好適条件であり、

塩化鉄(Ⅱ)やサンドセット等のpH低減資材の投入は

効果が小さく、コストの増大につながるので、これ

らにかわる資材を考える必要がある。

(ウ) 高吸収冬作物の検索

 選抜された高吸収イネは、熟期が遅いため収穫が

10月後半となる。従って冬作物の播種が11月になる

ため年内生育が確保されず、雪害による生育不良を

起こし、Cd吸収が少なくなることがある。

また、冬作物の収穫は５月以降となるため、イネ

を輪作する場合、６月移植となり生育が遅延する。

 北陸地域のイネ－ムギの輪作体系に適合させるに

は４月中に収穫できる高吸収作物を選定する必要が

あると思われる。

 カ 要 約

(ア) Cd高吸収イネ品種の選定

水田土壌のカドミウム濃度低減を目的とするファ

イトレメデーションには、長香穀、クサホナミ、IR8

が有効と考えられた。高吸収イネによるCd吸収量と

作付後の土壌のCd濃度の間には相関が認められ、通

常栽培ハナエチゼン玄米中のCd濃度が低下した。

 (イ) 水管理およびpH調整によるCd高吸収栽培条

件の検討

 ライシメータ試験において塩化鉄(Ⅱ)やサンド

セット等の資材を施用し、pHを５程度に低下させる

ことによってIR8によるCdの吸収を促進することが

できた。

 IR8を２年間作付けした跡の土壌では可溶性Cd濃

度が低下し、コシヒカリ玄米のCd濃度も減少した。

(ウ) 高吸収冬作物の検索

 IR8と組み合わせた冬作物としてネグサレタイジを

選定した。

しかし、２年間のIR8の吸収量は100 g ha-1 以上で

あったが、ネグサレタイジのCd吸収量は10 g ha-1 以

下となり、冬作物によるレメデーション効果は小さ

かった。

pH低減資材を施用しIR8とネグサレタイジを２年

表1124-5 IR8＋冬作物体系のCd 吸収量

 2005 2006 2007 計

冬作 2 1 4 7
夏作 80 43 123
計 82 44 4 130

（g ha-1）

表1124-4 IR8＋冬作物２作後のコシヒカリの収量とCd濃度

コシヒカリ（t ha-1） Cd 濃度（mg kg-1） 
試験区

全重 稈重 玄米重 稈 穂 玄米

サンドセット+ 
ネグサレタイジ

11.88 5.79 3.99 1.44 0.24 0.21

対照+ 
ネグサレタイジ

11.27 5.90 3.87 1.38 0.27 0.21

サンドセット+ 
ファイバースノウ

12.19 5.91 4.11 1.55 0.29 0.21

対照+ 
ファイバースノウ

12.29 6.19 4.27 1.40 0.28 0.25
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間作付けした跡の土壌の可溶性Cd濃度はわずかに低

下し、コシヒカリ玄米のCd濃度も0.4 mg kg-1以下と

なった。

 研究担当者（斉藤正志、坪内 均＊、小谷佳史、神

田美奈子、伊森博志、平井滈一、板東義仁）

３ 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開発 

(1) 遺伝子群の発現量からみたイネのカドミウム

吸収能の差異の解析 

ア 研究目的 

カドミウム吸収能に優れるイネ品種の分子基盤の

解明を 終目標に研究を行った。プロジェクト当初

は、従来の研究でカドミウム吸収への関与が予測さ

れるトランスポーター遺伝子群の発現量をRT-PCR

法で解析した。しかしながら日本晴の遺伝子配列を

基に作成したプライマーが他のイネ品種（カサラス、

PEH-KU-TSAO-TU、LAC23など）で機能しない例が

多々あること、また高吸収品種と低吸収品種とで発

現量において正、負の相関がはっきりしない結果を

得た。そこで研究方針の根本的な見直しを行い、ア）

シロイヌナズナのT-DNAタグラインとアクチベー

ションタグラインの種子を用いカドミウム耐性株を

選抜する、イ）機能既知遺伝子(水銀輸送体遺伝子

merC、水銀結合遺伝子merP とシステイン合成酵素遺

伝子cys1)をシロイヌナズナあるいはイネに導入し、

形質転換個体のカドミウム高吸収形質とカドミウム

耐性形質を検討する、ウ）鉱山跡地に自生している

植物体よりカドミウム耐性遺伝子を分離し、イネ相

同遺伝子のカドミウム反応性・蓄積性への寄与を検

討する、この３項目を通し当初の目的に迫ろうとし

た。 

イ 研究方法 

 (ア) シロイヌナズナのカドミウム耐性株の選抜

と原因遺伝子の特定 

シロイヌナズナのT-DNAタグライン及びアクチ

ベーションタグラインの種子集団から選抜されたカ

ドミウム耐性株のうち耐性の強いラインにつき

T-DNA挿入位置をTail-PCRで決定した。Tail-PCRで

挿入が確認された遺伝子についてさらに確認するた

め独立した遺伝子破壊株を取り寄せ、カドミウム耐

性形質を検討した。 

(イ) 水銀輸送体遺伝子、水銀結合タンパク質遺

伝子及び小麦システイン合成酵素遺伝子の植物での

発現 

 細菌由来のmerP 遺伝子とmerC 遺伝子のシロイヌ

ナズナへの導入はアグロバクテリウムを介した

Floral-dip法を用いた。得られた種子よりカナマイシ

ンとハイグロマイシン耐性形質のものを選抜した。

ユセフィアン先生〔秋田県立大学〕と共同研究で、

小麦のシステイン合成酵素遺伝子を導入した形質転

換イネを作成した。形質転換イネのカドミウムへの

反応性は、無菌的に胚乳部分を切除した種子9-10粒

を、カドミウム０、50、100そして150μM濃度で含む

MS寒天培地に置き、３週間後の生育状態を観察した。

また地上部と主根の長さを測定した。 

 (ウ) カドミウム感受性酵母を用いたカドミウム

耐性遺伝子の野生植物からの選抜 

 酵母のカドミウム感受性株(ycf1)を宿主としたス

クリーニング系を用いて、国内の鉱山跡地に自生し

ていたメヒシバ、ススキ、およびブタナの根部分の

cDNAライブラリーを対象に選抜を行った。さらに、

有望なクローンをシロイヌナズナへ導入することに

よって、形質転換植物を作出し、カドミウムへの反

応性を確認した。当該遺伝子のイネの相同遺伝子に

ついても同様の解析を行った。 

ウ 研究結果 

 (ア) シロイヌナズナのカドミウム耐性株の選抜

と原因遺伝子の特定 

一次スクリーニングにより27個体のアクチベー

ションタグラインと８個体のT-DNAタグラインを選

抜した。耐性形質の再現性を４度にわたり検討した。

80μMのCdCl2含有培地での野生株の生重量に対する

各ラインの相対値が120％以上のものをさらなる解

析の対象とした。カドミウム処理をしない時に、こ

れらのT-DNAタグラインと野生株との生育に有意な

差がないことも確認した。T-DNAタグラインの

TAIL-PCRを行い、#4-2についてはミトコンドリアの

F1-ATPaseのベータサブユニット遺伝子、#9-1ついて

はppGpp合成酵素遺伝子にタグが挿入されているこ

とが判明した。後者の遺伝子の異なる部位にT-DNA

が挿入している種子では、カドミウム耐性が見られ

ないことより、T-DNAの挿入以外の変異による原因

が予測される。 

 (イ) 水銀輸送体遺伝子、水銀結合タンパク質遺

伝子及び小麦システイン合成酵素遺伝子の植物での
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発現 

ａ 細菌由来水銀輸送体遺伝子の植物での発現 

 鉄酸化細菌由来の水銀輸送体MerCはトポロジー解

析により、４回の膜貫通領域を持つことが明らかと

なった(Sasaki et al. １)、佐々木ら２）、佐々木ら３))。

この輸送体は、水銀イオンを細胞外から細胞内に取

り込むことから、この輸送体をコードする遺伝子を

シロイヌナズナとタバコにそれぞれ導入した。得ら

れたmerC 過剰発現植物は、いずれも水銀イオンを高

蓄積し、水銀高感受性になることを示した(Sasaki et 

al. ４)、佐々木ら５)）。この結果は、細菌の重金属輸

送体が植物内で機能することを示した。さらに、ユ

セフィアン先生はこの遺伝子をイネに導入し、得ら

れた形質転換イネが、水銀イオンばかりでなくカド

ミウムイオンにも感受性を示すこと、低濃度のカド

ミウム汚染土壌に生育させると対象の日本晴れに比

べて、カドミウムを高蓄積することを示した。 

 ｂ 細菌由来水銀結合タンパク質遺伝子の植物

での発現 

 台湾国立中興大学の黄教授は、バチルス属細菌由

来の金属結合タンパク質遺伝子merP を過剰発現した

シロイヌナズナが、本来の基質である２価の水銀

（Hg2+）に加え、カドミウムや鉛にも耐性であること

を確認していた。また後代種子においてもカドミウ

ムに対する耐性形質が保持される事を確認し、生重

量当りのカドミウム含量がmerP 発現植物では高まっ

ている結果を得ていた〔私信〕。我々も、黄教授の結

果を追認した。 

 ｃ 細菌由来水銀輸送体遺伝子と水銀結合タン

パク質遺伝子の植物での共発現 

 上記a, bの結果を受けて、水銀輸送担体遺伝子

merC と水銀結合タンパク質遺伝子merP を共導入し

た形質転換シロイヌナズナを作成した。今後、カド

ミウム吸収能・蓄積形質について検討していく予定

である。 

 ｄ システイン合成酵素遺伝子のイネでの発現 

小麦由来の細胞質型システイン合成酵素遺伝子

cys1を過剰発現したイネを作出した。昨年度までに少

なくとも独立した４系統を得ていたが、今年度各系

統につき今後の解析に必要なT3世代の種子を確保し、

得られた種子から生育させた個体でcys1遺伝子の導

入と転写物の発現を確認した。得られた種子につき

CdCl2含有培地での表現系を調査したところ、cys1 

導入イネは対照の日本晴と比較し、金属無処理の通

常時の表現型に大きな違いが無かったが、CdCl2含有

培地上では主根の伸長阻害が軽減していることを観

察した。特に150μM濃度で顕著であった。また地上

部でも150μM濃度で生育させた野生型イネの第二葉

では褐変が見られるが、cys1 で形質転換したイネで

は褐変が軽減していることを観察した(倉俣ら６)）。 

 (ウ) カドミウム感受性酵母を用いたカドミウム

耐性遺伝子の野生植物からの選抜 

 ブタナ、ススキおよびメヒシバからcDNAライブラ

リーを調製し、ycf1酵母を用いてそれぞれ18(総ク

ローン数の0.06%), 12(0.05%), 15(0.06%)のカドミ

ウム耐性クローンを得た。メタロチオネイン遺伝子

やBowman-Birk proteinase inhibitor遺伝子などの既知

遺伝子に加えていくつかの新規遺伝子を単離した。

その中で、メヒシバのDcCDT1に着目し、解析を行っ

た(図1131-1)。DcCDT1をもつ酵母は対照酵母に比べ、

カドミウム含量が低下していた (図1131-2)。従って、

この遺伝子はカドミウムの排出に寄与することが予

測された。この遺伝子の翻訳産物は55のアミノ酸か

らなる短いペプチドをコードしており、そのうちシ

ステインを14残基(25%)含んでいた。データベース上

においてイネから２つ(OsCDT1とOsCDT2と呼称)、

ヤマカモジグサから１つの相同遺伝子を確認したが、

双子葉植物には相同遺伝子は確認されない。イネ幼

植物をカドミウム処理すると、OsCDT1の発現上昇が

起こることも確認した。このイネクローンを導入し

た酵母でもカドミウムの含量が低下することを確認

した。DcCDT1を導入した形質転換シロイヌナズナは、

いずれもカドミウム100から200μMを含有する培地

で、対照植物に比べ根の伸長が良好であった。さら

に、地上部部分におけるカドミウム含量を測定した

ところ、対照植物の50～70%の値であった(倉俣ら７)）。

メヒシバのクローンについては、現在論文を作成中

である。OsCDT1を過剰発現するシロイヌナズナは、

メヒシバDcCDT1の時と同様に対照植物に比べ、カド

ミウムに耐性となっており、地上部のカドミウム含

量が低下していた。 

 ブタナから得られたシステイン２残基とヒスチジ

ン２残基が保存されたタンパク質をコードするク

ローンについても、形質転換シロイヌナズナ植物を

作成したところ、カドミウム耐性となることを確認

した。このクローンをもつ酵母は、DcCDT1(OsCDT1)
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の場合とは異なり、酵母内のカドミウム含量は対照

の酵母よりも高くなっていることを確認している 

(倉俣ら８)）。この点を、ブタナクローンを過剰発現し

たシロイヌナズナで現在確認しているところである。 

エ 考 察 

 (ア) シロイヌナズナのカドミウム耐性株の選抜

と原因遺伝子の特定 

突然変異体の表現型（今回の場合カドミウム耐性）

に注目して、その原因遺伝子を同定し、機能を明ら

かにしていく古典的な正の遺伝学的手法により、植

物のカドミウム耐性に関わる遺伝子を同定しようと

した。遺伝子の同定を容易にするためにタグライン

系統をスクリーニングの対象とした。２次スクリー

ニング終了時点で、再現性をもってカドミウム耐性

が観察された６系統の原因遺伝子の同定を進めたが、

課題終了までにいずれも同定に至らなかった。 

 (イ) 水銀輸送体遺伝子、水銀結合タンパク質遺

伝子及び小麦システイン合成酵素遺伝子の植物での

発現 

 細菌由来の水銀輸送体遺伝子は、植物細胞内で発

現し、遺伝子産物が細胞膜に局在することが確認出

来た。この水銀輸送体遺伝子を過剰発現した植物は、

実際に水銀イオンを細胞内に取り込み、水銀に感受

性となっていることを確認した。同じくバチルス属

細菌由来の水銀結合タンパク質をコードする遺伝子

を植物に導入した所、得られた形質転換植物は、水

銀のみならずカドミウムに耐性となることが確認出

来た。従って、複数の外来遺伝子をバイオマスの大

きな植物に導入することにより、ファイトレメデー

ションの目的にかなう植物を作出することが可能で

ある。ユセフィアン氏は、水銀輸送体遺伝子merCを

発現した組み換えイネを作出し、低濃度のカドミウ

ム汚染土壌に栽培した所、対照イネよりもカドミウ

ムをより多く吸収する結果を得ている。本課題で取

り扱った水銀輸送体及び結合タンパク質は、本来の

基質である水銀に加えカドミウムも認識することが

示された。 

図1131-1 DcCDT1を持つ酵母のカドミウム耐性 

1) Control：ベクターを導入した酵母; DcCDT1： 新規遺伝子を導入した酵母;

DcMT：メタロチオネイン遺伝子を導入した酵母

図1131-2 DcCDT1を持つ酵母のカドミウム蓄積性 

1) 10μMの CdCl2を含む培地で12時間、液体培養

を行ったときの酵母のカドミウム取込量 

2) Control：ベクターを導入した酵母

DcCDT1： 新規遺伝子を導入した酵母

OsCDT1： 新規遺伝子を導入した酵母

Control 

DcCDT1 

DcMT 

-CdCl2 CdCl2 100µM 

1 * = OD600 0.5の酵母培養液を5μl 添加 

1* 10-1 10-2 10-3 10-4（希釈率） 1* 10-1 10-2 10-3 10-4
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 小麦由来のシステイン合成酵素遺伝子を過剰発現

するイネは、カドミウムに耐性となることを確認し

た。得られた組み換えイネは、カドミウム培地で根

の伸長阻害が軽減すること、さらに葉身で見られた

褐変が軽減することを確認した。植物細胞での硫黄

代謝系の強化が、カドミウム耐性を賦与することが

確認出来た。 

 (ウ) カドミウム感受性酵母を用いたカドミウム

耐性遺伝子の野生植物からの選抜 

 土壌中の重金属濃度が一般的に高い鉱山跡地に生

息している植物、本課題ではメヒシバ、ブタナ、ス

スキ等から、カドミウム感受性の酵母を用いてカド

ミウム耐性遺伝子のスクリーニングを行った。その

結果、従来から知られているメタロチオネイン遺伝

子などに加え、新規な遺伝子を数種見つけることが

出来た。このうち本課題で中心的に解析したメヒシ

バのDcCDT1は、55個のペプチドをコードしていた。

DcCDT1を過剰発現したシロイヌナズナの地上部分

のカドミウム含量が対照植物のものと比べ低いこと

より、未同定の機構により、植物の外部へカドミウ

ムを排出している可能性が示唆された。メヒシバ

DcCDT1の相同遺伝子は、双子葉植物には見出せな

かったが、単子葉植物に存在した。イネには２つ存

在した。このうちイネで発現量が高かったOsCDT1

は、カドミウム処理で発現が亢進した。OsCDT1を過

剰発現したシロイヌナズナもカドミウム耐性となり、

かつ植物の地上部でのカドミウム含量は低下してい

た。このことは、イネにも吸収したカドミウムを細

胞外へ排出する機構が存在することを強く示唆する。

因みに、タバコでは葉の毛状器官であるトライコー

ムの先端から不定形の結晶としてカドミウムを排出

する機構が存在する。イネ品種間でのカドミウム蓄

積性の高低とOsCDT1の発現量の強弱あるいは各品

種由来のOsCDT1タンパク質のカドミウム排出能力

との相関性の検討は興味深い研究課題である。 

オ 今後の課題 

 (ア) シロイヌナズナのカドミウム耐性株の選抜

と原因遺伝子の特定 

この項目については、原因遺伝子の同定が必要で

ある。ppGpp合成遺伝子が破壊されていた系統では、

原因遺伝子は別に存在すると予測されるので、遺伝

子地図に基づいた原因遺伝子の特定が必要となる。 

(イ) 水銀輸送体遺伝子、水銀結合タンパク質遺

伝子及び小麦システイン合成酵素遺伝子の植物での

発現 

 水銀輸送遺伝子、水銀結合タンパク質遺伝子及び

システイン合成酵素遺伝子のひとつひとつを導入し

た植物体は、カドミウムを多く取り込みあるいはカ

ドミウム耐性となることが示された。今後は、複数

の遺伝子を同時に導入した組み換え植物の作出と、

その評価が必要である。 

 (ウ) カドミウム感受性酵母を用いたカドミウム

耐性遺伝子の野生植物からの選抜 

 メヒシバから見出したカドミウム耐性遺伝子は、

イネに２つ見つかった。イネの遺伝子を過剰発現し

た植物では、カドミウム蓄積が約半分に低下するこ

とから、イネ品種間におけるカドミウム蓄積性と当

該遺伝子の発現量の相関性の検討は興味ある課題と

言える。 

 カ 要 約 

 (ア) シロイヌナズナのカドミウム耐性株の選抜

と原因遺伝子の特定 

これまでに選抜されたT-DNAタグラインのうち

もっとも強いカドミウム耐性を示したものはppGpp

合成酵素遺伝子が破壊されていたが、同一遺伝子が

破壊されている独立した別の系統をストックセン

ターから取り寄せカドミウム耐性を調べたが、対照

植物と耐性に有意な差が見られなかった。従って、

T-DNAが挿入されたこと以外に起きている突然変異

が、カドミウム耐性の原因と考えられる。 

 (イ) 水銀輸送体遺伝子、水銀結合タンパク質遺

伝子及び小麦システイン合成酵素遺伝子の植物での

発現 

 細菌由来のmerC遺伝子を導入した植物は、水銀を

多く取り込み、水銀に高感受性となることを明らか

にした。ユセフィアン氏は、この遺伝子を導入した

イネを低濃度のカドミウムを含む土壌に植えた場合、

より多くのカドミウムを吸い上げることを示した。

さらに、細菌由来のmerP遺伝子をシロイヌナズナに

導入するとカドミウム耐性となることを確認した。

小麦由来のシステイン合成酵素遺伝子を過剰発現し

たイネを作出した。得られた種子につきCdCl2含有培

地での表現系を調査した所、主根の伸長阻害が軽減

していることを観察した。また地上部でも野生型イ

ネで見られる褐変が、形質転換イネでは軽減してい

ることを観察した。
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 (ウ) カドミウム感受性酵母を用いたカドミウム

耐性遺伝子の野生植物からの選抜 

 鉱山跡地から採取したメヒシバから新たに単離し

たカドミウム耐性遺伝子は、システインに富む55個

のアミノ酸からなるペプチドをコードしていた。こ

の遺伝子を導入したシロイヌナズナはカドミウム耐

性となった。イネに見出される相同遺伝子を導入し

たシロイヌナズナは、メヒシバのクローンと同様に

細胞内のカドミウム含量を低下させることでカドミ

ウム耐性となることが示された。 
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研究担当者（草野友延＊） 

(2) 遺伝子発現制御によるイネのカドミウム高吸収

機構の解明 

ア 研究目的 

 カドミウム（Cd）高蓄積能を持つ植物は、Cd高吸

収機構とCdのキレート化や貯蔵といったCdに対する

抵抗性を高める機構を持つ (Clemens et al. １))。本

研究ではCd高蓄積能の分子機構を明らかにし、Cdの

ファイトレメディエーションに有用な新たな浄化植

物を開発するために、Cd吸収、抵抗性、Cdのキレー

ト化や貯蔵に関する遺伝子を発現する遺伝子組換え

イネを作出し、これらの機能とCd蓄積能との関連性

を明らかにする。ここで用いた遺伝子は、MerC（Cd

吸収に関与するバクテリアの重金属トランスポー

ター）、cys1（細胞保護のための還元剤であるグルタ

チオンの生合成に不可欠なコムギのシステイン合成

酵素の転写遺伝子）、sPC（Cdのキレート化に用いら

れる合成ファイトケラチン）、そしてHMT1（Cd結合

物を液胞へ貯蔵する酵母の重金属ABCトランスポー

ター）である。本研究により、これらの遺伝子の複

合発現による相乗効果で、高いCd蓄積能をもつCd浄

化イネの開発が期待できる(図1132-1)。 

イ 研究方法 

(ア) 遺伝子単離とベクター構造 

本研究で用いた遺伝子、merC (Sasaki et al. ２))、

cys1 (Youssefian et al. ３))、sPC (Bae et al. ４))、

そしてHmt1 (Oritz et al. ５))の単離は、各遺伝子に

特異的なプライマーを用いてPCRおよびRT-PCRに

より行い、シークエンス解析によって確認した。遺

伝子組換えイネでの導入遺伝子の発現部位制御のた

め、構成的に発現するトウモロコシのUbi-1プロモー

merC

Cd 2+ 吸収

Cd2+

Cys

還元剤

細胞の保護

GSH

cys1 

液胞

HMT1

sPC 

Cd2+ キレーション

液胞トランスポーター

図1132-1 Cd 高吸収のための様々な遺伝

子発現を発現する組換えイネ開

発のための戦略模式図 
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タもしくは葉で特異的に発現するトウモロコシの

Cab-1プロモータを各遺伝子に結合した。また、導入

遺伝子のイネでの発現解析のため、目的遺伝子のC-

末端にHA、myc、FLAGもしくはタグ融合タンパク(図

1132-2) を付加し、それぞれをバイナリベクター

(pIG121Hm)に組み込んだ。目的遺伝子の一過性発現

の確認には、Ubi-1プロモータにより制御される領域

Green Fluorescent Protein（GFP）遺伝子を結合した。 

(イ) 組換えイネの作出と一過性発現 

 我々が開発したアグロバクテリアを介した形質転

換法（液体培養法）によりイネ(日本晴)の形質転換

を行った。T2およびT3世代で、PCR、RT-PCR、ノー

ザンブロッティング解析およびウエスタンブロッ

ティング解析により目的遺伝子を発現するイネを選

別した。目的遺伝子の一過性発現の確認には、コム

ギやイネの葉にパーティクルガンを用いてGFP遺伝

子と組み合わせた遺伝子を導入し、蛍光顕微鏡によ

り観察した。 

(ウ) 重金属に対するイネの反応の解析 

 ａ 導入遺伝子の発現がイネのCdへの反応に与

える影響を明らかにするために、遺伝子組換えイネ

の幼苗を50-200 μMのCdや他の金属を含む寒天およ

び液体培地において7-10日間成育させ、茎葉部や根

部の伸長および重量を野生型である日本晴をコント

ロールとして比較した。 

 ｂ 植物体内のファイトケラチン(PCs )、グル

タチオン(GSH)、そしてシステイン (Cys) 濃度は、

発芽後約10日間の幼苗をCd濃度50-100μMの水耕液

で3-5日間栽培して測定した。茎葉部や根部の抽出物

は、逆相HPLC (Klapheck et al. ６))を用いて解析し

た。その際、目的とするピークは標品を用いて特定

した。 

 ｃ 遺伝子組換えイネのCdの吸収および茎葉部

や根部におけるCd濃度は、Cdを含む土壌で栽培した

イネ、および水耕栽培のイネを用いて、誘導結合プ

ラズマ(ICP)法(Ishikawa et al. ７))により測定した。 

ウ 研究結果 

２種のプロモータと４種の目的遺伝子をそれぞれ

組み合わせた遺伝子組換えイネ、さらにC’-末端にタ

グ融合タンパクを付加するものとしないものを含ん

だ、合計13種類、160個体以上の独立した遺伝子組換

えイネを作出した。目的とする遺伝子が発現する個

体をRT-PCR、ノーザンブロッティング解析およびウ

エスタンブロッティング解析により選別し、T2およ

びT3世代の遺伝子組換え系統を得た。これらの組換

えイネと野生型との間に表現型の違いは見られな

かった。 

(ア) merC組換えイネ 

 merC遺伝子により合成されるMerCタンパクの機

能を推定するため、パーティクルガンにより遺伝子

導入したコムギの葉におけるMerC-GFP蛍光タンパ

クの一過性発現解析を行った。その結果、MerCタン

パクが細胞膜の領域において重金属トランスポー

ターとして機能し、原形質分離の前後で細胞膜に局

在していることを確認することができた。 

 水銀(Hg)高吸収性細菌より単離されたmerC遺伝

子のイネでの機能解析のため、Ubi-1プロモータ制御

下においてmerC遺伝子を発現し、C’-末端のHAタグ

を付加するもの(merC-HA)としない(merC)組換えイ

ネを作出し、Hg、Cd及び他の金属への反応性を野生

型と比較した。merCイネとmerC-HAイネ、両方の幼

苗で、Hg添加培地では根部の伸長程度が減少し、高

濃度条件下では発芽すら出来なかったことから、Hg

に対する感受性が高くなったと考えられた。同様に、

merCイネとmerC-HAイネの両方の幼苗でCdに対す

る感受性が高くなった。そして、CdはmerCイネと

merC-HAイネの幼苗で茎葉部よりも根部の伸長を阻

害することがわかった。さらに、1.4 mg kg-1のCdを

含む土壌で栽培したイネの茎葉部Cd吸収量を調べた

結果、merCイネでは野生型よりも20%多くのCdを吸

収していることがわかった。したがって、遺伝子組

換えイネおけるmerC遺伝子の発現は根部における

Cd吸収能を高めるため、根部伸長性が抑制されたと

tNOSpCab 

tNOS pCab 

pUbi pNOS tNOSNPTII p35S HPT tNOStNOS

LB RB 

A 

pUbi rep(pMB1) tNOS AmpR 
B 

Gene (sPC, merC, cys1, Hmt1) Tag (HA, myc, FLAG, GFP) 

tNOS pUbi 

図1132-2 イネの形質転換(A)および一

過性発現解析(B)のためのベク

ターの開発 
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推定された。しかし、merC遺伝子は根部から茎葉部

へのCd輸送量を増加させなかったため、遺伝子組換

えイネのCd濃度は20%程度しか増加せず、また、幼苗

での茎葉部でのCd感受性は低かったと考えられた。 

 幼苗のHgとCdへの感受性の改変が認められたが、

鉛、亜鉛、ニッケル、銅、鉄、アルミニウムそして

セレンに対しての影響は認められなかった。 

(イ) cys1組換えイネ 

 merCイネとは対照的に、コムギのcys1遺伝子を発

現する組換えイネはCdに対する抵抗性が高かった。

そして、Cdを添加しない培地でのcys1イネと野生型

の幼苗の茎葉部と根部の伸長は同程度であったのに

対し、50μM のCdを添加した場合はcys1イネの方が

茎葉部の伸長程度が1.3倍、根部では2.3倍野生型よ

り高くなった。さらに、Ubi-1プロモータを用いてい

るにもかかわらず、二酸化硫黄ガスやCdに曝露する

と、cys1イネでは野生型と比較して２倍のCysを根部

や茎葉部で生産していた。通常Cys生合成はCdにより

引き起こされるGSHもしくはPCs生合成により制限

されていると考えられる。興味深いことに、50μMの

Cdを含む液体培地で水耕栽培をした場合、cys1イネ

の根部と茎葉部は野生型よりも1.5倍の濃度のCdを

含んでいた。これらのことから、利用できるCys量が

増加するとGSHの生合成量が増加してCdにより引き

起こされる酸化ダメージを防ぎ、もしくはPCsの生合

成が増加してCdのキレート化が進んでいると考えら

れた。したがって、cys1イネにおけるCys生合成の増

加はCdによるダメージへの抵抗性を増加させ、根部

や茎葉部により多くのCdを吸収することができると

考えられた。 

(ウ) sPC組換えイネ  

RT-PCRにより選抜された合成ファイトケラチン

(sPC; 構造はMECECECECG)を茎葉部と根部で発現

するUbi-1プロモータ–sPC遺伝子組換えイネは、Cd

が高濃度(200μM以下)添加されている寒天培地では

幼苗の茎葉部や根部の長さおよび重量が野生型より

３倍増加し、Cdに対する抵抗性が増加した。 

 コムギの葉におけるGFP-sPC融合タンパクの一過

性発現により、sPCの細胞内での局在性を調べると、

Cd処理区ではGFP蛍光タンパクは細胞のアポプラス

ト領域に局在するが、Cd非処理区およびCdの処理の

有無にかかわらずGFP蛍光タンパク単独での導入で

はこの局在化は見られなかった。したがって、sPCは

Cdをキレート化し、アポプラスト領域に蓄積してい

ると考えられた。 

 sPC遺伝子導入によるPCs合成能の改変について明

らかにするため、逆相HPLCによりsPC遺伝子組換え

イネの２系統について、３種類のPCs濃度（EC2、EC3

およびEC4）を測定した結果、遺伝子組換え体ではい

ずれのPCs濃度も野生型よりも低いことがわかった。 

 sPC遺伝子のイネのCd吸収能への影響を明らかに

するため、Cdへの反応性とCd濃度を遺伝子組換え体

と野生型とで比較をした。Cd含有土壌で栽培したsPC

遺伝子組換えイネでは野生型よりも出穂期での茎葉

部Cd濃度が有意に低かった。さらにCab-1プロモータ

により制御され、茎葉部でのみsPCを発現するCab-1

プロモータ –sPCイネでは、Cd濃度が100μMおよび

200μMを添加した培地での幼苗のCdに対する抵抗

性が顕著に高く、茎葉部や根部の伸長および重量が

野生型よりも大きいことがわかった。Cab-1プロモー

タ –sPC遺伝子組換えイネの茎葉部におけるCd濃度

は、植物体全体でsPCを発現するUbi-1プロモータ

–sPC遺伝子組換えイネよりも顕著に高かった。

 これらのことから、植物体全体でsPCを発現する場

合は、根部でCdをキレート化し、茎葉部へのCd輸送

量を減少させていると考えられる。したがって、sPC

遺伝子を茎葉部と根部で発現した場合は、Cdへの抵

抗性を増加させるが、野生型と比較してCdに引き起

こされるイネの内在性PCs遺伝子によるPCsの生合成

を低下させていると考えられた。これとは対照的に、

茎葉部でのみsPCを発現するイネはCdの根部から茎

葉部への輸送量を増加させ、茎葉部におけるCdのキ

レート化を増加させ、Cdへの抵抗性を高めていると

考えられる。 

(エ) Hmt1組換えイネ 

 PCsやPCsとCdの結合体を液胞へ輸送する酵母の

ABCトランスポーターであるHMT1をコードする遺

伝子hmt1組換えイネを多数作出したが、HMT1タンパ

クを生合成する組換えイネは検出できなかった。そ

こで酵母のhmt1遺伝子にイネでのタンパク合成が不

可能である要因があると考え、hmt1遺伝子のコドン

や開始部位のシークエンスを変更したり、いくつか

の切断部位を変化することによりヌクレオチドシー

クエンスを大きく改変した。しかし、この改変した

HMT1シークエンスについてGFP蛍光タンパクと結

合して一過性発現を調べた結果、遺伝子導入した細
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胞に蛍光反応を確認することが出来なかった。さら

に、Hmt1遺伝子との相同の機能をもつCeHmt-1遺伝

子(Vatamaniuk et al. ８))を線虫(C. elegans)から単

離し、いくつかのコドンを改変して一過性発現を調

べた。その結果、CeHMT-1との結合タンパクの細胞

内での生合成を確認することができなかった。Cdの

ファイトレメディエーションにおいてABCトランス

ポーターを細胞内で発現する植物は有効である可能

性があるが、研究の継続は断念した。 

エ 考 察 

イネにおけるCd高吸収能を制御する機構を明らか

にするために、遺伝子組換えイネを用いたアプロー

チを試みた。様々なトランスポーター、酵素、キレー

ターをエンコードするそれぞれの遺伝子の発現によ

り、それらの遺伝子の働きだけでなくCd高吸収能に

不可欠であると考えられる機能がより明らかになっ

た。たとえば、MerCタンパクといったトランスポー

ターによるCd吸収量の増加に関しては、Cdの蓄積量

を根部において増加させるが、根部から茎葉部への

Cd輸送能が増加しない限り、茎葉部におけるCd蓄積

はさほど増加しない。同様に、sPCといったCdキレー

ターの植物体全体での発現は、キレート化を促進し、

根におけるCd蓄積を増加させるため、このようなキ

レーターの発現は茎葉部に限定されるべきである。

加えて、cys1イネで明らかになったように、細胞保護

に関連する遺伝子の発現は、Cdによりもたらされる

ダメージを防ぎ、Cd高濃度環境下において植物体を

保護するために不可欠であるといえる。これらの研

究から、Cd高吸収能は様々な機能のネットワークに

より成立っており、これらのプロセスの組み合わせ

が発現する植物でのみCd蓄積が相乗的に増加し、Cd

汚染土壌のファイトレメディエーションによる浄化

に有用であると考えられた。 

オ 今後の課題 

今後の研究では、本研究で用いた遺伝子の組み合

わせが特定の組織で発現する植物を開発することを

目指す。たとえば、植物体全体でcys1遺伝子が発現し、

茎葉部でのみmerC 遺伝子やsPC遺伝子が発現する植

物が考えられる。また、根部から茎葉部へのCd輸送

を促進する遺伝子と同様に、Cd吸収、液胞へ輸送お

よび貯蔵に関連する他の遺伝子を特定することも重

要である。 終的には、これらの遺伝子が複合的に

機能する遺伝子組換え植物を開発することである。

より多くの遺伝子が特定されCd高吸収能における働

きが明らかになれば、Cdのファイトレメディエー

ションに有効な浄化植物を開発できる可能性が高い。 

カ 要 約 

 植物におけるCd高吸収能を制御する遺伝子や機構

についての詳細はほとんど明らかになっていない。

これらの機構を明らかにし、新しく開発した植物を

ファイトレメディエーションに用いる可能性を明ら

かにするため、Cd輸送、抵抗性、キレート化、そし

て貯蔵に関する遺伝子を用いた様々な種類の組換え

イネを作出した。特定の遺伝子やその発現部位によ

り、遺伝子組換えイネはCdに対して抵抗性や感受性

を示し、野生型と比較してCd蓄積量が高い場合と低

い場合が見られた。イネにおけるCd抵抗性と蓄積は

分子生物学的手法により効率的に改変可能であるこ

とがわかったが、これらの遺伝子を複合的に利用す

ることがCdファイトレメディエーションに有用な高

吸収植物の開発には不可欠であることも明らかに

なった。 
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研究担当者（ユーセフィアン ショハブ＊） 

(3) イネのカドミウム吸収特性の解明と検定法の確

立  

 ア 研究目的 

カドミウム汚染土壌の浄化のため、イネを用いた

ファイトレメディエーションのフィールド試験が行

われている。浄化植物としてのイネでは、地上部で

の高Cd吸収能が重要な形質のひとつである。これま

でにイネの可食部（森下ら１））や茎葉部（阿江２））で

のCd吸収能に品種間差異のあることが明らかにされ

ているが、Cd汚染土壌の浄化に適したイネの開発は

今後の課題である。また、イネのCd吸収機構につい

ては充分解明されていない。そこで、本研究ではイ

ネの地上部での高Cd吸収能に関連するCd吸収特性を

明らかにし、その特性に基づいたCd高吸収イネの早

期検定法を確立する。 

 イ 研究方法 

(ア) Cd汚染土壌でのイネのCd吸収特性 

地上部のCd吸収能の高いイネ（Cd高吸収イネ）で

ある「密陽23号」と「ハバタキ」および地上部Cd吸

収能の低いイネ（Cd低吸収イネ）として「ふくひび

き」と「日本晴」を供試し、1.4 mg kg -1 （0.1 N 塩

酸抽出により測定）のCdを含有する灰色低地土２ kg 

を充填した １ / 5000 a のワグネルポットで栽培し

た。基肥としてN、P、K各成分を0.7g施与したポット

に３葉期苗を３個体ずつ定植し、室温25℃に設定し

たガラス温室のプール内で栽培した。イネのCd吸収

を促進するため、苗が活着してから、プールの水深

を約 10 cm となるように調整して底面吸水による節

水管理を行った。幼穂形成期、止葉抽出期および出

穂10日後の各生育時期に、ポットから根部を抜き取

り、水道水で根部の土を洗い流してから、根部と地

上部に分けてCd濃度を測定した。Cd濃度の測定は、

植物体を90℃、10時間通風乾燥してから、マイクロ

ウエーヴで過熱分解してから、原子吸光法で測定した。 

 Cd吸収量はCd濃度と乾物重の積により算出した。

また、Cdの地上部分布比は、（地上部Cd吸収量） / 

（地上部Cd吸収量＋根部Cd吸収量）により算出した。 

(イ) 水耕栽培でのイネのCd吸収特性 

  ａ Cd高吸収イネの早期選別法 

 Cd高・低吸収イネ間のCd吸収特性の差異を早期に

検出できるCd高吸収イネの選別法を確立するため、

6.5葉期苗を養成して水耕栽培でのCd吸収特性を解

析した。水耕液には「前」培地（前３））を用い、週に

２回新しい水耕液と交換し、27℃、相対湿度70%、16

時間照明８時間暗条件の人工気象機内で４週間栽培

した。Cd処理は、1.0μM になるようにCdCl2を加え

た水耕液で１日間行い、根部を蒸留水で３回洗浄し

てからCdの無添加の水耕液に移した。Cd濃度は、Cd

無添加水耕液に移してから２日目の根部と地上部に

分けて測定した。Cd高吸収イネ11品種と低吸収イネ

５品種を供試し、Cdの地上部分布比を比較した。Cd

高吸収イネと低吸収イネは、阿江の報告（阿江２））お

よび「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」平成15～17年度研究報告書に基づ

き区分した。Cd濃度は、植物体を90℃、10時間通風

乾燥し、過塩素酸で加熱分解してから原子吸光法で

測定した。 

  ｂ Cdの部位別分布比の品種比較 

 Cdの地上部分布比が顕著に高い「長香穀」と他の

品種との差異を明らかにするため、「長香穀」、「IR8」

および「日本晴」を供試し、根部、葉鞘および葉身

に分けてCdの分布比の比較をした。Cd濃度測定は上

述と同様の方法で行った。また、各部位のCdの分布

比は植物体Cd吸収量（根部、葉鞘および葉身Cd吸収

量の総量）に対するそれぞれの部位のCd吸収量の比

として算出した。 

 ウ 研究結果 

(ア) Cd汚染土壌でのイネのCd吸収特性 

Cd高吸収イネの「密陽23号」と「ハバタキ」、低吸

収イネの「ふくひびき」と「日本晴」を底面給水条

件でポット栽培すると、Cd高吸収イネの地上部Cd吸

収量が低吸収イネより有意に多かったのは出穂10日
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後であった。一方、根部Cd吸収量は幼穂形成期、止

葉抽出期、出穂10日後の各生育時期でCd高吸収イネ

の方が有意に少なく、地上部とは逆であった。（図

1133-1） 

 根部Cd吸収量のCd高・低吸収イネ間での差異が幼

穂形成期から出穂10日後まで認められたことから、

根部Cd吸収量を反映させたCd吸収特性の選別指標と

して、Cdの地上部分布比を用い、Cd高吸収イネと低

吸収イネを比較すると、調査した各生育時期でCd高

吸収イネの方が低吸収イネより有意に高かった。

（図1133-1） 

(イ) 水耕栽培でのイネのCd吸収特性 

  ａ Cd高吸収イネの早期選別法 

 水耕栽培での6.5葉期苗のCdの地上部分布比をCd

高吸収イネ11品種と低吸収イネ５品種で比較すると、

Cd高吸収イネにCdの地上部分布比の高い品種が多

かった。また、供試したCd高吸収イネ11品種のうち、

「長香穀」のCdの地上部分布比は顕著に高かった。

（図1133-2） 

 

図1133-1 Cd 含有土壌で栽培したイネの Cd 吸収特性の品種比較 

1)1.4 mg kg -1 Cd を含む灰色低地土 2 kg を 1 / 5000 a のポットに入れ、底面給水により温室内で

栽培した。

2)（Cd の地上部分布比）=（地上部 Cd 吸収量） / （地上部 Cd 吸収量＋根部 Cd吸収量） 

図1133-2 水耕栽培したイネの Cd 吸収特性の品種比較 

1)人工気象機内で4週間栽培した6.5葉期苗を1μMCdCl2で1日間処理後 Cd の入っていない水耕液に移し

2日目に測定した。 

2)Cd 高吸収イネと低吸収イネは、阿江の報告2)および「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」平成15～17年度研究報告書に基づく区分である。

3）品種1は長香穀、2は IR8、14は日本晴である。 

表1133-1 イネの6.5葉期苗の水耕栽培での Cd 分布比 
部位 

品種 根部 葉鞘 葉身 

長香穀 0.39 0.41 0.20 

IR8 0.71 0.21 0.08 

日本晴 0.80 0.17 0.03 

1)人工気象機内で4週間栽培した6.5葉期苗を、1μMの CdCl2で1日間処理したあと

Cd 無添加の水耕液に移し2日後に測定した。

     2)（根部、葉鞘、葉身の Cd 分布比）=（各部位の Cd 吸収量） / （植物体 Cd 吸収量） 

     3)（植物体 Cd吸収量）=（根部 Cd吸収量）＋（茎葉部 Cd吸収量）＋（葉身 Cd吸収量） 
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  ｂ Cdの部位別分布比の品種比較 

「長香穀」、「IR8」および｢日本晴｣について、根部、

葉鞘および葉身のCdの分布比を比較すると、「長香

穀」の根部分布比は0.39であり、「IR8」や「日本晴」

より顕著に低かった。また、地上部を葉鞘と葉身に

分けてCdの分布比を比較すると、「長香穀」の葉鞘の

Cd分布比は0.41と根部と同程度であり、「IR8」の

0.21や「日本晴」の0.17とは顕著に高かった。葉鞘

と葉身の分布比も「長香穀」は他の２品種より高かっ

た。（表1133-1） 

 エ 考 察 

(ア) Cd汚染土壌でのイネのCd吸収特性 

イネのCd高吸収能に関連するCd吸収特性を明らか

にするため、Cd吸収能に品種間差異が検出される生

育時期について、Cd汚染土壌で栽培したイネを用い

根部と地上部に分けて検討した。イネの可食部（森

下ら１)）や茎葉部（阿江２)）のCd濃度の品種間差異

についての報告では、品種間差異が検出された生育

時期はどちらも成熟期である。しかし、Cd移行性に

関する研究では、出穂20日前に吸収されたCdは根部

や茎葉部に蓄積され、出穂10日目頃に も効率よく

玄米に取り込まれること（茅野４））から、地上部での

Cd吸収能の品種間差異の検出は出穂以前から出穂10

日後までの間に可能と推定された。一方、イネは根

部にCdを蓄積するとされ、地上部より根部の方がCd

濃度が高いことが知られている（伊藤・飯村５））が、

根部Cd吸収特性の品種間差異については明らかにさ

れていない。そこで、Cd高・低吸収イネ各２品種、

計４品種をCd汚染土壌で栽培して、幼穂形成期、止

葉抽出期および出穂10日後の各生育時期の部位別Cd

吸収量を調べた。土壌中の根部を回収してCd吸収量

を測定するため、ポット栽培とした。 

 地上部Cd吸収量でCd高・低吸収イネ間での有意差

が検出された生育時期は、出穂10日後であり、Cd高

吸収イネが低吸収イネより多かった。 

 根部Cd吸収量は、幼穂形成期、止葉抽出期および

出穂10日後の各生育時期でCd高吸収イネの方が有意

に少なかったことから、根部のCd吸収特性における

品種間差異は幼穂形成期から出穂10日後までの生育

時期に認められることが明らかになった。 

 根部でのCd吸収量の差異が地上部より早い生育時

期から認められたことは、根部のCd吸収特性を反映

させた選別指標を用いることによりCd高・低吸収イ

ネの特性検定が可能であることを示唆している。 

 Cd高吸収イネは地上部Cd吸収量が多いものの、根

部Cd吸収量は低吸収イネより少く、Cd高・低吸収イ

ネ間では地上部と根部のCd吸収量の関係が逆になっ

ていることが明らかになった。このことは、Cd高・

低吸収イネ間ではCdの根部から地上部への移行性に

差異があり、Cd高吸収イネがこの特性に優れること

を示している。 

 そこで、根部Cd吸収量を反映したCdの地上部移行

性の指標として（Cdの地上部分布比）＝（地上部Cd

吸収量） / （地上部Cd吸収量＋根部Cd吸収量）を用

い、供試４品種を比較すると、調査した各生育時期

でCd高吸収イネの方が低吸収イネより高く、Cdの地

上部分布比を指標に他品種のCdの地上部移行性の比

較が可能と考えられた。また、Cd高・低吸収イネ間

でのCdの地上部分布比の差異が、幼穂形成期にすで

に認められたことから、これより早い生育時期でも

検出できる可能性が示唆された。 

(イ) 水耕栽培でのイネのCd吸収特性 

  ａ Cd高吸収イネの早期選別法 

 Cd汚染土壌でのCd吸収特性の結果、Cd高吸収イネ

はCdの地上部移行性に優れ、この特性はCdの地上部

分布比により検出でき、Cd高・低吸収イネの選別に

適用可能と考えられた。そこで、水耕栽培での幼苗

を用いることにより、早期のCd高・低吸収イネの選

別法について検討した。 

 経根吸収されたCdの地上部への輸送の大部分はCd

が根から吸収されているときに行われること（小畑
６））から、Cd処理のあとCdを含まない水耕液で栽培

することにより、Cdの地上部移行性の差異が顕著に

なると考えられる。そこで、Cd高吸収イネ11品種と

低吸収イネ５品種の6.5葉期苗を１μMのCdCl2で１

日間処理してからCdを含まない水耕液に移し２日後

にCdの地上部分布比を調査した。その結果、Cd高吸

収イネ品種にCdの地上部分布比の高い品種が多かっ

たことから、水耕栽培での6.5葉期苗のCdの地上部分

布比によりCd高吸収イネの品種や系統の選別が可能

と考えられた。 

Cd吸収量については、Cd高・低吸収イネ間での一

定の傾向は認められなかったことから、イネの地上

部Cd吸収能の品種間差異は、Cdの地上部移行性に起

因すると考えられた。 

  ｂ Cdの部位別分布比の品種比較 
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 供試した16品種の中でCdの地上部分布比が顕著に

高かった「長香穀」（猪谷７) 、Masaki et al ８)、松本

ら９)）では、根部と葉鞘部のCd分布比がほぼ等しく、

葉鞘と葉身の分布比も他の２品種と異なっていたこ

とから、Cdの地上部移行性が特に優れる品種であり、

Cd浄化イネの開発の育種素材として有用と考えられ

る。 

オ 今後の課題 

 (ア) Cd汚染土壌で栽培したときのイネのCd吸収

特性 

 根部Cd吸収特性を明らかにするため、土壌から根

部を回収してCd吸収量を測定したが、ポット栽培で

根域が制限された条件下での結果であることを考慮

する必要がある。根の伸長性とCd吸収量との関連性

を解明するには、土壌中の根部を回収する新たな方

法が必要である。 

(イ) 水耕栽培でのイネのCd吸収特性 

 Cdの地上部分布比がCd高吸収イネである「長香穀」

と「IR8」で異なる結果が得られたが、これについて

は他の品種についても同様の水耕栽培試験を行い、

Cdの分布比を調査する必要がある。 

 カ 要 約 

 (ア) Cd汚染土壌で栽培したときのイネの部位別

Cd吸収特性 

 地上部のCd吸収量は出穂10日後でCd高吸収イネの

方が有意に高かったが、根部Cd吸収量は地上部とは

逆にCd高吸収イネで少なく、Cd高吸収イネはCdの地

上部移行性に優れることが明らかになった。イネの

Cd高吸収能に関与する特性としてCdの地上部移行性

に着目し、この特性の指標として（Cdの地上部分布

比）＝（地上部Cd吸収量） / （地上部Cd吸収量＋根

部Cd吸収量）を用い、Cd高・低吸収イネ間で比較す

ると、Cd高吸収イネのCdの地上部分布比は幼穂形成

期、止葉抽出期および出穂10日後の各生育時期でCd

高吸収イネの方が低吸収イネより有意に高く、Cd高

吸収イネの選別指標とすることが可能と考えられた。 

(イ) 水耕栽培でのイネのCd吸収特性 

 Cd高吸収イネにはCdの地上部分布比の高い品種が

多く、イネのCd高吸収能に関連するCd吸収特性はCd

の地上部移行性であることが水耕栽培のCd吸収特性

からも確認できた。また、地上部Cd吸収能の品種間

差異はCdの地上部移行性が一因であることが明らか

になった。したがって、6.5葉期苗の水耕栽培でのCd

地上部分布比を調べることによりCd高吸収イネ品種

や系統の選別が可能である。 
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研究担当者（北川悦子＊） 

４ 化学洗浄法による汚染土壌の迅速修復技

術の開発 

(1) 化学洗浄法による汚染土壌の修復技術の確立 

ア 研究目的 

 Codex（WHOとFAOによる合同食品規格委員会）

にて農作物中のカドミウム(Cd)濃度基準値が討議さ

れ、2006年７月、コメについて0.4 ㎎ ㎏-1との案が

採択された。今後Codex基準値が批准され、農用地汚

染防止法による汚染地指定要件が0.4 ㎎ ㎏-1のコメ

を産出する地域に変更された場合、全国で相当の面

積がCd汚染農用地として新たに指定され、修復を求

められる可能性がある。また、平均的な日本人のCd

摂取量の約50 %はコメに由来しており（Kawada and 

Suzuki）１)、食の安全の観点からCd汚染水田の修復が
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望まれる。 

 一方、現行の土壌改良事業では主に客土法が採用

されているが、高額の費用を要するうえ、近年は客

土用の山土確保が困難な状況にある。客土では大量

の排土処理と水稲栽培に適するよう土壌肥沃度を高

める必要があり、物理的またコスト的に効率の良い

土壌浄化法が求められている。 

 重金属汚染土壌の修復法には客土の他、植物による

抽 出 (phytoextraction) 、 植 物 を 用 い た 蒸 散

(phytovolatilization）、固形化処理(solidification)、熱処

理(thermal treatment)、電気的修復(electroreclamation; 

電気泳動法等）、土壌洗浄(soil washing、soil flushing)

などがある(Vangronsveld and Cunningham２）, Calmano, 

et al.３)）。このうち、土壌洗浄法は汚染土壌に洗浄

資材を加え液状で混合して重金属を浸出除去し、浄

化システムで処理する修復技術である。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（熊

本）４)、水田現場への適用には問題が残る。 

実際に洗浄法を水田に適用する際の課題として 

① 低環境負荷・高効率・低コストの洗浄資材

選定、

② オンサイト洗浄＋排水処理システムの開発、 

③ 洗浄後の良好な土壌肥沃度・作物生育の確

保、

④ 洗浄効果の維持、

等があげられる。本節では、これら諸課題を解決し

水田土壌のCd汚染浄化に適用可能な洗浄法の開発を

目標として、低環境負荷・高効率・低コストの洗浄

資材の選定を行った結果を報告する。 

イ 研究方法 

(ア) 薬剤の選定（Makino, et al.）５) 

 水田土壌（灰色低地土およびグライ低地土）３点

に酸(酢酸、硝酸、塩酸)、キレート物質（EDTA、ク

エン酸）または中性塩（塩化カルシウム、酢酸カル

シウム、塩化マグネシウム、酢酸マグネシウム、塩

化ナトリウム、酢酸ナトリウム、塩化カリウム、酢

酸カリウム）、金属塩（塩化第二鉄）の溶液を添加し

て（濃度0.02 Mまたは0.1 M、固液比１:1.5）、振と

う１時間後、遠心分離で土壌と上澄みを分離した。

上澄み液の一部をミリポアメンブランフィルタでろ

過し、抽出液を得た。抽出液中のCdをICP発光分光法

で測定した。 

(イ) 選定した薬剤による土壌Cdの抽出 

上記で選定した塩化カルシウム(塩カル)または塩

化第二鉄を用いて溶液濃度を変えて、土壌（固液比

１:1.5）に加え、上記と同様の実験を行い、抽出液

を得た。薬剤濃度とCd抽出量および抽出液pHとの関

係を解析した。また、塩化第二鉄、硝酸鉄および硫

酸鉄を洗浄剤とした抽出液のpH、Cd、溶存炭素、各

種陽イオンおよび陰イオン濃度を測定し、これら

データを基にCdの化学種組成をMINTEQにより推算

した。 

(ウ) 薬剤洗浄後の化学形態（Makino, et al.）６) 

 洗浄処理前後の土壌に以下の溶媒を用いた選択溶

解逐次抽出法を適用してCdの化学形態別分析を行っ

た（表1141-1）。 

 ウ 研究結果 

(ア) 薬剤の選定   

各種洗浄薬剤による土壌Cdの抽出能を比較した結

果、環境負荷の少ない中性塩のグループでは塩化カ

ルシウムが最も良くCdを抽出した。また，塩化第二

鉄はキレート剤であるEDTAや強酸である塩酸など

と同等以上の抽出能を示した（図1141-1）。 

表1141-1 選択溶解逐次抽出法における抽出薬剤と Cdの抽出形態 

薬剤 抽出形態 

硝酸アンモニウム 交換態 

酢酸 酸可溶態 

塩酸ヒドロキシルアンモニウム マンガン酸化物吸蔵態 

シュウ酸アンモニウム＋アスコルビン酸 鉄酸化物吸蔵態 

硝酸＋過塩素酸 残渣 
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図1411-1 各種洗浄薬剤による土壌カドミウムの抽出 

図1411-2 塩化カルシウムおよび塩化第二鉄による土壌カドミウムの抽出 

(イ) 選定薬剤による土壌Cdの抽出 

塩化カルシウム、塩化第二鉄ともに添加濃度の上昇

に伴いCd抽出量は増加した（図1141-2）。ただし、現

地洗浄試験を実施する長野土壌では塩化カルシウム

0.1～0.2M、塩化鉄10～20mM程度で抽出量が頭打ちと

なっていた。一方、pHが高くかつ粘土質で0.1M HCl

抽出Cd含量の高いH土壌では塩化カルシウム、塩化鉄

ともに濃度上昇に伴いCd抽出量が直線的に増加した。 

破線で示した抽出時のpHは両資材ともに添加濃度

の増加に伴い低下しているが、塩化カルシウムに比

べ塩化第二鉄の低下幅は大きい。抽出液のpHは塩化

カルシウムに比べ塩化第二鉄で大幅に低下し、塩化

第二鉄濃度50 ｍMではpH 2.3～2.8となった。 

 一方、土壌に硫酸第二鉄、硝酸第二鉄および塩化

第二鉄溶液を添加したCd抽出試験を行ったところ、

塩化第二鉄が最も高い値を示した(図1141-3)。また、

各抽出液中のCdイオン種組成を化学種計算プログラ

ム(MINTEQ)で推算すると、錯体として存在するCd

の割合は塩化第二鉄が最も高く、主にクロル錯体と

して存在していた（図1141-4）。 
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(ウ) 薬剤洗浄後の化学形態 

 塩カル後の土壌では主に交換態が減少し、塩化第

二鉄後の土壌では酸可溶態とマンガン酸化物吸蔵態

のCdが減少した(図６)。塩カルでは静電気的に土壌

に吸着したCdをイオン交換で抽出するが、塩化第二

鉄では強固に土壌に吸着しているCdの一部もpH低下

によって抽出されることが示された。塩化第二鉄処

理後の交換態Cdが高いのはpH低下の影響と考えられ

る。 

 エ 考 察 

 (ア) 中性塩によるCdの抽出量は酸やキレート資

材に比べ低レベルであるが、薬剤そのものの環境影

響は相対的に少ないと考えられる。そこで、中性塩

のグループで もCd抽出能の高かった塩化カルシウ

ムを洗浄薬剤の候補として選定した。また、キレー

ト資材または酸を洗浄薬剤に用いた場合、酢酸を除

いていずれも高い抽出能を示したが、後述する塩化

第二鉄のpH緩衝能を考慮して、塩化第二鉄を洗浄薬

剤の第一候補に選定した。 

 (イ) 塩化カルシウムまたは塩化第二鉄濃度を土

壌に添加した際、Cd抽出量は薬剤濃度の上昇に伴い

増加するが、上昇率はある一定レベルで低下する。

そこで、この上昇率が低下したときの濃度、すなわ

ちグラフの傾きが水平に近くなったときの濃度をそ

の薬剤の 適濃度とし、例えば長野土壌では塩カル

について0.1 M、塩化第二鉄について15 mMを 適濃

度と判断した。このように、土壌ごとに 適濃度が

異なるため、現地洗浄を実施する際には薬剤濃度の

事前検討が重要である。 

塩化カルシウムおよび塩化第二鉄による抽出では、

抽出液のpH低下が認められるが、塩化カルシウムに

関しては、土壌に吸着しているプロトンおよびアル

ミニウムイオンがカルシウムイオンとのイオン交換

反応により抽出され、pHが低下すると考えられる。

一方、塩化第二鉄ではpHの低下が著しく、50 mMで

はpH ３以下に達しており、交換性アルミニウムの抽
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出のみではこのpH低下は説明できない。塩化第二鉄

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(下記反応式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（下記反応式②）。水酸化鉄の溶解度積（Ksp=10
-37.2）

は極めて小さく、図1141-6の斜線で示した鉄濃度(厳

密には活動度)-pH領域でこれらの反応が生じる。

従って、通常の土壌pHでは反応①、②が進行して抽

出pHが大きく低下すると考えられる。 

FeCl3 → Fe3+ + 3Cl– 反応式① 

Fe3+ + 3H2O → Fe(OH)3 + 3H
+ 反応式② 

 ただし、塩酸などの完全解離する強酸と異なり、

水素イオンの放出は塩化第二鉄の加水分解の平衡反

応によって規定されているため、極端にpHは低下し

ない。また、鉄は土壌に多量に存在するため、環境

影響も比較的少ない。塩化第二鉄はそのpH特性、環

境影響を考慮して、土壌洗浄に適する薬剤と考えら

れる。 

 (ウ) 土壌に硫酸第二鉄、硝酸第二鉄および塩化

第二鉄溶液を添加してCd抽出試験を行ったところ、

塩化第二鉄が も高い値を示した（図1141-3）。また、

各抽出液中のCdイオン種組成を化学種計算プログラ

ム(MINTEQ)で推算すると、錯体として存在するCd

は塩化第二鉄が も高い（図1141-4）。これまでに、

結晶性粘土鉱物であるモンモリロナイトに吸着した

Cdは硝酸カリウムに比べて塩化カリウムで脱着され

やすく（Sakurai and Huang）７)、土壌中のCdは過塩

素酸イオンに比べて塩素イオンの存在下で溶脱が促

進される（Doner）８)ことが報告されている。Cdイオ

ンと塩素イオンとは下記のようなCd-塩素錯体を生

成することが知られており、この錯体生成が塩化第

二鉄においても作用し、土壌からのCdの溶脱・脱着

を促進したと推察される。 

Cd2+ + Cl-   ⇌CdCl+  

Cd2+ + ２Cl-  ⇌CdCl2
0 

Cd2+ + ３Cl-  ⇌CdCl3
- 

Cd2+ + ４Cl-  ⇌CdCl4
2- 

 (エ) 上述のように塩化第二鉄は、このpH低下効

果により、土壌コロイドの表面に吸着しているいわ

ゆる酸可溶態Cdを主に抽出すると推察され、土壌の

形態別重金属含量の測定からもこれを支持するデー

タが得られている（図1141-5）。酸可溶態Cdは作物へ

の可給性の高い画分と考えられるため、塩化第二鉄

を薬剤として用いて土壌洗浄を行うことにより、環

境影響が少なく、かつ玄米中のCd吸収リスクを低減

可能な土壌洗浄技術の開発が可能と考えられる。 

オ 今後の課題 

 (ア) 土壌洗浄効果の持続性についてオンサイト

で検証を行うと共に、室内加速度試験における土壌

Cdの形態変化に基づいて持続性の将来予測を行う必

要がある。 

(イ) オンサイト洗浄におけるほ場周辺生物の影

響評価および洗浄中のCdの下層移行性などの環境影

響評価を行う必要がある。 

 (ウ) オンサイト洗浄における土壌物理性の改善

方法を作出する必要がある。 

 (エ) 洗浄強度（薬剤濃度）と浄化効果、土壌肥

沃度変化について総合的に解析する必要がある。 

 カ 要 約 

各種資材から、土壌洗浄に適する 適薬剤として
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塩化第二鉄を選定した。そのCd抽出メカニズムは塩

化第二鉄の加水分解に伴うpH低下と塩素-Cd錯体生

成であり、土壌の酸可溶態およびマンガン酸化物吸

蔵態が抽出されることを明らかにした。酸可溶態画

分は作物への可給性が高いため、塩化第二鉄を薬剤

として用いて土壌洗浄を行うことにより、環境影響

が少なく、かつ玄米中のCd吸収リスクを低減可能な

土壌洗浄技術の開発が可能と考えられる。 
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(2) 農家圃場を対象とした土壌洗浄システムの開

発 

ア 研究目的 

土壌洗浄法による土壌修復は複数の企業により研

究開発が進められ事業化されている。しかし、その

多くは工場跡地など市街地を対象とし、汚染土壌を

洗浄処理工場に搬入し浄化するものである。これら

洗浄処理方法は、重金属濃度の高い粘土画分を分

級・分取して汚染土壌の減量化，低濃度化を図る事

例が多い（熊本）１)。 

 一方、農用地の汚染土壌浄化に上記分級洗浄法を

適用した場合、汚染土壌の掘削・運搬に多大なコス

トを要する。さらに、作物生産性の維持に粘土画分

は必須であることから、分級洗浄処理工場タイプの

土壌洗浄法は農用地への適用が困難と考えられる。 

 農用地のうち、水田は構造上水持ちがよく、オン

サイトでの化学的洗浄法を適用することが可能であ

る。これまでに、塩酸(Takijima, et al.) ２)やEDTA(中

島・小野) ３)を用いた現地水田での化学的洗浄試験が

報告され、一定の効果が確認されている。しかし、

重金属を含む洗浄排水の処理については検討されて

いない。洗浄法を水田圃場に適用するためには，洗

浄過程で生じる重金属排水をオンサイトで処理する

ことが必要である。 

 本研究ではカドミウム（Cd）含有濃度の高い農家

水田圃場を対象とし、オンサイトでの化学的洗浄法

の最適洗浄条件を設定するとともに、洗浄排水中に

含まれるCd回収除去システムを開発し、カドミウム

汚染水田において実用的な化学的土壌洗浄処理シス

テムの構築を目的とする。 

 開発した土壌洗浄システムは、長野、富山、福井、

福岡、新潟の各県において農家圃場を対象に、大規

模かつ高水深の試験区を設置して土壌洗浄を行い、

本洗浄システムの有効性を検証する。 

イ 研究方法 

(ア) 最適洗浄条件の設定（塩鉄濃度） 

洗浄薬剤として選定した塩化第二鉄（塩鉄）の最

適濃度を検討した。土壌は長野土壌（灰色低地土）

と富山土壌（中粗粒グライ土）を供試した。土壌と

洗浄薬液量の重量比（固液比）は、通常のトラクター

が水没しないで作業可能な水深（水面から耕盤まで

の深さ）約38cmに相当する１：1.5とした。洗浄薬剤

である塩鉄は1, 2, 5, 10, 20, 50mMに調製し、土
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壌および塩鉄溶液を所定量ポリ広口瓶にそれぞれ投

入し、１時間水平振とう器で撹拌した。また、上澄

水は0.45μmメンブランフィルターでろ過し、Cd濃度

をICP-OESで測定した。 

(イ) 現地での洗浄 

 長野・富山・福井・福岡・新潟の各水田内に試験

田を設定し，①本洗浄(土壌Cd抽出) ②水洗浄（残留

Cdおよび塩素の除去）③排水処理（洗浄水中のCdの

回収除去；キレート資材を用いた現場設置型排水処

理装置）を実施した。洗浄剤は、予めフラスコ試験

により求めたCd抽出に 適な濃度の塩鉄を用いた。

洗浄試験の工程を図1142-1に、排水処理工程を図

1142-2に示す。 

 洗浄水深は低水深（37～38cm, 固液比約１：1.5）

と、専用に開発した高水深対応高効率土壌撹拌装置

の開発により実現された高水深洗浄（45cm, 固液比

約１：２）で実施した。 

 洗浄時の原排水および現場設置型排水処理装置を

通水した処理水中のCd濃度をICP-OESにより測定し

た。 

1. 薬剤洗浄工程

① 土壌スラリー化

② 導水

③ 薬剤施用

④ 混合撹拌

⑤ 静置

⑥ 再混合撹拌

⑦ 静置

⑧ 上澄排水

2. 水洗浄工程

① 導水

② 混合撹拌

③ 静置

④ 上澄排水

4. 土壌中和・施肥

① 石灰資材施用

② 不足養分施肥

① 混合撹拌

3. 排水処理工程

アルカリ凝集沈殿法 

5. 作物栽培

水稲栽培 

図1142-1 土壌洗浄試験工程 
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(ウ) 洗浄効果の検定 

 洗浄前および洗浄処理後の土壌Cdを抽出し（0.1M 

HCl抽出法）、ICP-OESで測定し浄化効果検定の指標

とした。 

(エ) Cdマテリアルバランスの解析 

洗浄前後の土壌Cdを酸分解法で測定するとともに、

圃場面積・作土厚・仮比重に基づいて圃場の土壌量

を推算し、圃場Cdベースの除去量を算出した。この

算出値と、洗浄排水中のCd濃度に基づいたCd除去量

(排水濃度ベース)および排水処理装置から排出され

る脱水ケーキ中のCd濃度に基づいたCd除去量（脱水

ケーキベース）を比較した。 

ウ 研究結果 

(ア) 適洗浄条件の設定（塩鉄濃度） 

 塩鉄濃度を高めることで、長野土壌、富山土壌と

もに抽出液pHが低下したが、pH2.5付近から急激に

pH低下効果が減少し、塩鉄50mMの添加でも、pH2を

下回ることは無かった（図1142-3）。これは先の項で

述べた、塩鉄と土壌水の加水分解に伴う水酸化鉄生

成とその溶解度積（Ksp=10
-37.2）およびこれに伴うプ

ロトンの放出を支持するものである。 

 Cd抽出量は塩鉄濃度を高めることで上昇したが、

塩鉄濃度15mM付近で急激に救出効率が低下したこ

とから、オンサイト洗浄における塩鉄濃度を15mMに

設定した。（図1142-4）。 

(イ) 現地での洗浄 

 長野、富山、福岡の農家圃場で実施した洗浄試験

において発生した洗浄排水（原水）と現地排水処理

図1142-5～7 洗浄回数と原水および処理排水中 Cd 濃度 
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図1142-9 高水深土壌洗浄による浄化効果 
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プラントで排水処理し放流した 終排水中のCd濃度

を図1142-5～7に示す。 

 薬剤洗浄で抽出されたCdは福岡県で も高く、約

0.8mg/Lであった。また、土壌中に残留する抽出Cd

は水洗回数とともに低下し、水洗３回目では0.1mg/L

となった。一方、排水処理された 終排水は排水基

準（0.1mg/L）および水質の環境基準（0.01mg/L）

以下まで浄化された。 

(ウ)洗浄効果の検定 

原型土壌洗浄（洗浄水深37～38cm）と高水深土壌

洗浄（洗浄水深45cm）により各地農家圃場を洗浄し

た。洗浄前後の0.1M HCl抽出Cd濃度および洗浄処理

によるCd除去率を図1142-8～9に示す。原型洗浄での

Cd除去率は福岡を除き約40%以下であったのに対し、

高水深洗浄でのCd除去率は約53.5～67.1%に達し、高

水深洗浄による土壌浄化効果の向上が確認された。

新潟の結果は課題1143に記載した。 

(エ)Cdマテリアルバランスの解析 

土壌洗浄処理に伴う圃場Cdのマテリアルバランス

を表1142-1に示す。富山、福井とも土壌Cdの除去量、

排水濃度から算定したCd除去量、排水処理により回

収された脱水ケーキ中のCd量は近い値となった。福

岡では圃場Cd除去量が排水ベースおよび脱水ケーキ

ベースの除去量に対し高い値を示した。そこで、土

壌中の炭素含量を洗浄前後で比較したところ、他の

洗浄圃と比較し洗浄後に炭素含量の低下が認められ

た（表1142-2）。これは、炭素含量およびCd含有量の

低い下層土を洗浄処理により巻上げにより、土壌総

量が増加し、さらに土壌Cdが希釈されたことに起因

すると推察された。 

 図1142-8に示した原型洗浄で、福岡において高い

土壌浄化効果が見られたが、予備試験として実施し

たビーカー洗浄試験による結果と大きな乖離があっ

た。これは上述の下層土の巻上げによる影響を支持

するデータと考えられる。 

 エ 考 察 

(ア) 適洗浄条件の設定（塩鉄濃度） 

土壌洗浄にいて、洗浄薬剤として施用する 適な

塩鉄濃度を２種類の土壌で比較したところ、土壌種

によってpHの低減効果およびCd抽出効果に差が認め

られた。これは各土壌の土性、粘土含量、有機物量

など土壌の緩衝能力により左右されることが考えら

れる。一方、塩鉄濃度を高めればCd抽出効果は高ま

るものの、次第に抽出効果は頭打ちとなる。これら

のことから、土壌洗浄に用いる塩鉄濃度は予め対象

土壌を用いたトリータビリティーテストにより決定

することが重要と考えられる。 

(イ) 現地での洗浄 

 土壌洗浄排水は凝集沈殿法による現地設置型の排

水処理プラントにより、環境基準値以下まで浄化さ

れた。以上のことから、現地設置型排水処理プラン

トの現地適用性が確認された。 

表1142-2 洗浄に伴う土壌炭素含

量(%)の変化 

洗浄前 洗浄後

新潟 0.77 0.75

富山 1.67 1.5

福岡 2.65 2.63

原型 福岡 2.48 1.38

改良型
(高水深)

項目 単位 富山 福井 福岡

面積 ㎡ 217.3 109.4 105.5
作土層厚 cm 16.0 17.0 20.0
土壌容量 ㎥ 34.8 18.6 21.1

乾燥密度（仮比重） 1.20 1.20 1.06
土壌重量（乾燥） ｔ 41.7 22.3 22.4

土壌Cd濃度（洗浄前；酸分解) mg/kg 0.44 1.51 2.26
土壌Cd濃度（洗浄後；酸分解) mg/kg 0.33 1.14 0.84
圃場Cd全量(洗浄前；酸分解) g/圃場 18.4 33.7 50.6
圃場Cd全量(洗浄後；酸分解) g/圃場 13.6 25.5 18.9
Cd除去量①(圃場Cdﾍﾞｰｽ) g/圃場 4.79 8.20 31.7

Cd除去量②(排水濃度ﾍﾞｰｽ) g/圃場 5.07 6.85 19.7
Cd除去量③(脱水ｹｰｷﾍﾞｰｽ) g/圃場 5.46 9.55 20.7

表1142-1 各県での洗浄試験におけるCd のマテリアル

バランス 

1）洗浄法は原型洗浄（低水深）による 
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(ウ) 洗浄効果の検定 

高水深洗浄により53.5～67.1%の土壌Cd除去を達

成した。原型洗浄法では通常トラクターの作業限界

から低水深の洗浄が強いられたが、高水深対応でス

ラリーの撹拌能力に優れる土壌撹拌装置を開発導入

することで高水深洗浄が実現した。高水深洗浄によ

る浄化効果の向上は、高い固液比（土壌量：洗浄薬

液量）での洗浄によるCd抽出効率の向上および、洗

浄上澄液の１回あたり排水率向上によるものである。

以上のことから、開発した高水深土壌土壌洗浄法の

現地適用性が確認された。 

(エ) Cdマテリアルバランスの解析 

 土壌Cdの除去量、排水濃度から算定したCd除去量、

排水処理により回収された脱水ケーキ中のCd量は近

い値となり、抽出Cdの環境への漏洩は殆ど無いこと

が確認された。一方、福岡の原型洗浄では下層土巻

上げによる洗浄土量の増加により正確なマテリアル

バランスが評価できなかったが、他にも下層土を巻

き上げることは、固液比低下に伴う浄化効率の低下、

土壌肥沃度の低下、漏水といった悪影響が懸念され

る。対策として、高水深土壌洗浄においては、レー

ザーレベルセンサーによる耕深の管理、低接地圧で

あるフルクローラーを装備した土壌撹拌装置を導入

した。これにより、下層の巻き上げを防止し、かつ

効率的な洗浄処理が可能なことが示された。以上の

ことから、本洗浄システムは土壌のCd含量を低減す

るとともに，排水に含まれるCdをオンサイトで回収

可能であり，農家圃場に適用可能なことが明らかと

なった。 

オ 今後の課題 

 本研究で開発したCd汚染水田の化学的土壌洗浄法

を公共工事として実施した場合、標準的な洗浄工事

の積算額は330万円/10a（間接経費を含めた工事総

額）であった。現在、主な汚染対策は客土法により

行われているが、そのコストは250～560万円/10aの

範囲にある（当社聞き取り工事総額）。土壌洗浄法の

実用化においては事業を実施して行く中で更に工法

をブラッシュアップし、コスト低減により適用範囲

を拡大することが重要である。 

カ 要 約 

農家圃場に適用可能なCd汚染土壌の化学的洗浄浄

化システムの開発を行った。開発した高水深土壌洗

浄法は53.5～67.1%と高い土壌Cd除去効果を示した。

また、洗浄排水中に含まれるCdは現地設置型の凝集

沈殿法による排水処理プラントにより環境基準値以

下である0.01mg/L以下まで浄化された。洗浄処理に

よる除去Cdと回収Cdのマテリアルバランスはほぼ近

い値となり、環境へのインパクトは限定的であった。

以上から、開発した高水深土壌洗浄法の実用性が確

認された。 
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(3) 化学洗浄法による汚染土壌の修復技術の検証 

ア 研究目的 

 Codex委員会において農作物中のカドミウム(Cd)

濃度基準値が検討され、2006年７月、コメの基準値

として0.4 ㎎ ㎏-1が採択された。今後、この採択を

受けた国内基準値の見直しが予想され、基準値化に

向け、土壌Cd汚染に対する修復法の開発が急務の課

題となっている。本細部課題(1140)では、土壌洗浄

によるCd汚染水田の修復を目指し、まず1141におい

てCd汚染水田土壌に適する洗浄薬剤（塩化第二鉄）

を選定して 適洗浄条件の設定方法を確立し、1142

では現場設置型排水処理装置と組み合わせたオンサ

イト洗浄技術を開発した。一方、これまでに、塩酸

(Takijima, et al.) １)やEDTA(中島・小野) ２)を用い

た現地水田での化学的洗浄試験が報告され、浄化効

果が確認されているが、土壌特性の異なる複数地点

で土壌洗浄を行い総合的に解析した事例はみられな

い。そこで、本実行課題では、新規洗浄薬剤である

塩化第二鉄を用いて2004年に長野県、2005年に富山

県・福井県・福岡県、2006年に富山県・福岡県でオ

ンサイト洗浄を実施した水田において水稲作付けを

実施し、生育・収量に及ぼす影響と、カドミウム濃

度の変化を調査し、浄化効果を検証することを目的
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とする。なお、本課題の当初の目的は洗浄法とファ

イトレメディエーションの組み合わせによる修復技

術であったが、高い洗浄効果が得られたため、２年

目より洗浄法のみで修復を目指すこととした。 

イ 研究方法 

(ア) 現地洗浄 

  ａ 長野試験地  

2004年に長野県内の農家水田(礫質灰色低地土・灰

色系)内に試験田(約１a)を設定し，①本洗浄(塩化第

二鉄による土壌Cd抽出) ②水洗浄（残留Cdおよび塩

素の除去）③排水処理（洗浄水中のCdの回収除去；

キレート資材を用いた現場設置型排水処理装置）を

実施した。 

  ｂ 富山試験地  

 県有施設圃場に試験田(約２a、中粗粒グライ土、

0.1M HCl-Cd 0.33mg kg-1)を設定し、2005年に長野

県と同様に洗浄を実施。また、2006年にはこれまで

の洗浄水深をより深く設定した高水深洗浄を実施した。 

  ｃ 福井試験地  

 水田内に試験田(約１a、細粒グライ土、0.1M 

HCl-Cd 1.2 mg kg-1)を設定し、2005年に長野県と同

様に洗浄を実施した。 

  ｄ 福岡試験地  

 水田内に試験田(約１a、細粒灰色低地土、0.1M 

HCl-Cd 2.0 mg kg-1)を設定し、2005年に長野県と同

様に洗浄を実施した。また2006年には富山県と同様

に、高水深洗浄を実施した。 

(イ) 土壌肥沃度 

洗浄前後の土壌についてpH，EC，交換性塩基

（CaO・MgO・K2O）、可給態リン酸（ﾄﾙｵｰｸﾞ法），全

炭素・全窒素（燃焼法）の変化を調査した。 

(ウ) 土壌Cd 

 上記の洗浄後の土壌について１M硝酸アンモニウ

ム（交換態），0.01MHCl、0.1MHClを加えて，各形態

の土壌Cdを抽出し，ICP-OESで測定した。  

(エ) 水稲への影響評価 

 各試験地において、洗浄区および無洗浄区に現地

普及品種等の水稲を作付けし、生育・収量・玄米品

質調査等を実施した。なお福井県では、2006年から

は洗浄土壌を用いたポット栽培を行った。 

(オ) 地上部Cd濃度  

収穫後の地上部および玄米をそれぞれ粉砕し、硝

酸・過塩素酸分解後、ICP-OESでCd濃度を測定した。 

(カ) 食味評価 

 2006年長野産あきたこまちについて、パネラー22

名により官能(食味)試験（外観、香り、味、粘り、

硬さ）を行った。無洗浄区および洗浄区各２反復の

米について、設定した標準米との比較を５段階で評

価し、それぞれの平均値の差を対応のある２群の差

として、t検定を行った。 

ウ 研究結果 

(ア) 土壌中カドミウム濃度の変化 

交換態画分（硝安抽出Cd）および0.01MHCl-Cdは、

通常水深の洗浄ではカドミウム濃度の減少が見られ

ない試験があったが(データ省略)、富山と福岡試験

地で実施した高水深洗浄における土壌Cd低減率は約

70%に達した(表1143-1)。同様に高水深洗浄の0.01M 

HCl-Cdの低減率は70%前後となった。原型洗浄におけ

る0.1MHCl-Cdの低減率は27～64%となったのに対し

て、高水深洗浄の低減率は54～67%と高い値を示した。

特に富山試験地の低減率は原型洗浄32%に比べ高水

深洗浄では54%と高い値となった。一方、福岡の土壌

Cd低減率は原型洗浄64%、高水深67%とほぼ同レベル

となった。長野試験地では４年経過後も洗浄区の土

壌Cd濃度はほぼ同レベルの値を示した(表1143-2)。

また、他県についてもほぼ同様に土壌Cdの洗浄効果

は維持されていた（データ省略）。 

(イ) 土壌肥沃度の変化 

表1143-1 洗浄に伴う各試験地の土壌 Cd 低減率 

（相対値；(1-洗浄区/無洗浄区)％） 

原型洗浄

0.1M HCl 硝安 0.01M HCl 0.1M HCl

富山 32.1 75.0 63.6 53.5
福岡 64.0 69.7 72.8 67.1
長野 44.6
福井 27.4

高 水 深 洗 浄
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 塩鉄洗浄に伴い、EC以外は減少傾向を示す項目が

多かった(表1143-3)。各試験地とも交換性苦土の減

少が著しかったため、長野試験地では炭カルと硫酸

マグネシウムを、他の試験地では硫酸マグネシウム

を施用し塩基バランスの補正を行った。ECはいずれ

の試験でも上昇したが，生育に影響を及ぼすレベル

ではなかった。課題1142に記載したように全炭素は

福岡試験地を除き、大きな変化は認められなかった

が、福岡のみ2.48%から1.38%へと顕著な低下を示し

た。pHは各試験地で低下したが、炭カル無施用区で

も生育に悪影響は認められなかった。以上のように

肥沃度の一部に変化は認められるが、資材施用によ

り補正は可能であった。 

(ウ) 玄米中カドミウム濃度の変化 

土壌洗浄後の玄米Cdの低減率（1-(洗浄区/無洗浄区）

×100）は、富山試験地では約70%、福岡試験地では約

90%、福井試験地では約50％となり、土壌洗浄による玄

米Cd吸収リスクに対する大幅な低減効果が確認された

(表1143-4)。また長野試験地では１作目(2004年)から

３作目(2006年)にかけて玄米Cd低減率がやや減少する

傾向が認められたが、４作目(2007年)の低減率は１作

目のレベルに近い値となった(表1143-5)。 

(エ) 水稲の生産性に対する影響 

地上部乾物重および玄米収量は試験地や年度によ

り異なり、洗浄処理の影響は処理直後の地上部で大

きく、経年的に縮小する傾向が認められた。長野・

富山試験地では洗浄後１年目で、洗浄区の生育が旺

盛となり、富山試験地の洗浄区では倒伏に至り、結

果的に収量が無洗浄区と同程度となった（図1143-1、

1143-2）。 

処　理 2004 2005 2006 2007
洗浄区 0.066 0.050 0.022 0.030

無洗浄区 0.018 0.029 0.021 0.030
洗浄区 0.25 0.22 0.20 0.20

無洗浄区 0.26 0.30 0.25 0.26
洗浄区 0.36 0.38 0.37 0.37

無洗浄区 0.65 0.64 0.56 0.56
0.1M HCl

硝安

0.01M HCl

表1143-2 洗浄に伴う長野試験地の土壌 Cd 濃度の変化(mg kg-1) 

Ca K Mg
洗浄前 6.12 4.85 40.5 3.46 0.28 1.85 2.39 0.21
洗浄後 4.20 3.80 261.6 1.39 0.12 0.68 2.07 0.19
洗浄前 5.56 4.22 35.6 4.07 0.17 1.28 1.35 0.14
洗浄後 4.33 3.78 220.0 2.50 0.19 0.70 1.35 0.13
洗浄前 5.65 4.55 116.1 6.27 0.54 1.35 2.48 0.16
洗浄後 4.31 3.61 332.5 4.19 0.32 0.98 1.38 0.10
洗浄前 6.25 4.89 40.5 6.47 0.34 1.55 1.31 0.12
洗浄後 4.91 4.08 202.5 4.61 0.23 0.97 1.14 0.10

福井

長野

全炭素(%)
交換性塩基 (me/100g乾土)

全窒素(%)

富山

福岡

pH(H2O) pH(KCｌ) EC (μS)

表1143-3 洗浄に伴う各試験地の土壌肥沃度の変化 

洗浄区 無洗浄区

福井 コシヒカリ 原型 0.07 0.15

原型 0.20 0.62
高水深 0.21 0.70
原型 0.07 0.66

高水深 0.05 0.73
ヒノヒカリ

地点 品種 水深

富山 コシヒカリ

福岡

処理区

表1143-4 洗浄に伴う各試験地の玄米 Cd 濃

度の変化(mg/kg) 

品　種 処　理 2004 2005 2006 2007

洗浄区 0.05 0.10 0.07 0.25

無洗浄区 0.18 0.21 0.11 0.55

洗浄区 0.09 0.30 0.06 －

無洗浄区 0.23 0.60 0.11 －

*クサホナミ(2004)、奥羽393(2005)、しらかばにしき(2006)

あきたこまち

その他
*

表1143-5 洗浄に伴う長野試験地の玄米 Cd 濃

度の変化(mg/kg) 
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(オ) 食味に対する影響 

2006年産長野産米の食味は、標準米より劣る評価

が多かったため、ほとんどの項目でマイナス表示と

なった。平均値では外観・香りで洗浄区が高く、味・

粘りでは洗浄区が劣った。総合ではわずかに洗浄区

が高かったが、ばらつきが大きく各項目共に有意な

差ではなかった（表1143-6）。 

エ 考 察 

(ア) 洗浄処理による土壌カドミウム低減効果 

オンサイト洗浄により土壌中の0.1MHCl-Cdは原

型洗浄および高水深洗浄ともに減少し、本法の土壌

Cd汚染に対する浄化効果が確認された。長野、富山、

福井、福岡で実施した原型洗浄間の0.1MHCl-Cdの低

減率をみると、福岡が約64%と顕著に高い値を示した。

これは課題1142に記載したように、0.1MHCl-Cd含量

の低い下層土を洗浄攪拌で巻き上げた事に起因する

と考えられる。一方、原型洗浄と高水深洗浄との

0.1MHCl-Cd低減率を比較すると、富山では高水深洗

浄により土壌Cd低減効果が顕著に向上し、高水深に

よる土壌Cd除去効率への寄与が明らかとなった。高

水深洗浄では0.1MHCl-Cd以外の各抽出画分(硝安抽

出Cd、0.01MHCl-Cd)の減少が認められた。洗浄時に

おける土壌（固相）と洗浄液（液相）の量比（固液

比）は，水田からの排水率すなわちCd除去効率に大

きく関与する要因である。オンサイト洗浄による土

壌からのCdの総除去率は薬剤洗浄におけるCd抽出率

および排水率を用いて以下のような計算式で概算で

きる。（洗浄後の水洗浄において液相中のCd濃度は

排水―入水による希釈率に応じて低減すると仮定） 

( ) 1
1R

1

−
−××= ∑

=

i
EXwEXwEXcd

n

i

ここで， 

 R：洗浄i回目の積算Cd除去率（薬剤洗浄１回＋水

洗浄回数） 

EXcd:Cd抽出率（薬剤洗浄時の液相に溶出している

Cd量/固相中の総Cd量または0.1mol L-1 HCl抽出Cd

量） 

 EXw：田面水の排水率(洗浄処理における田面水の

排水量/水田の総水量)とする。 

 図1143-3にこの計算式に基づいて薬剤洗浄１回＋

水洗浄２回として田面水の排水率を10～50%に変化

させたときの土壌からの積算Cd除去率を示した。排

水率が20%レベルではCd抽出率が高くても，積算Cd

除去率は向上しない。通常、塩化第二鉄による土壌

Cd抽出率は70%以上とかなり高いので，実際の土壌洗

浄においては排水率の向上がCd除去率改善のキー

ファクターとなることが多い。特に薬剤洗浄後１回

目の排水効率が重要な要因となる。原型洗浄に比べ、

高水深洗浄で高いCd除去効果が得られた主要因は排

水効率向上によるものと考えられる。 
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図1143-1 洗浄に伴う各試験地の玄米収量の変化(相

対値) 

図1143-2 洗浄に伴う各試験地の地上部

乾物重の変化(相対値) 

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
総合 -0.25 0.57 -0.32 0.39
外観 -0.09 0.53 -0.27 0.37
香り -0.05 0.43 -0.14 0.32
味 -0.19 0.56 -0.14 0.28
粘り -0.27 0.51 -0.11 0.41
硬さ 0.20 0.50 0.14 0.32
良いと思われた場合は＋、悪い場合は－で点数を付けた平均
程度はわずか：±１、少し：±２、かなり±３
粘りは強いと＋、硬さは硬いと＋で計算
パネラー：22名

無洗浄区洗浄区

表1143-6 洗浄後３作目の食味品質 
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(イ) 洗浄処理による玄米カドミウム低減効果 

土壌洗浄後に作付した水稲玄米Cd濃度の低減率

（1-(洗浄区/無洗浄区）×100)は、約50%(福井)から

約90%(福岡)レベルに達し、塩化第二鉄を薬剤とした

洗浄法の土壌Cd汚染に対する浄化効果が明らかと

なった。一方、原型洗浄では土壌Cd低減率に比べ、

玄米Cdの低減率が相対的に高い値となり、玄米Cd濃

度低減には土壌Cd除去以外の別の要因が関与してい

る可能性がある。この要因として、塩化第二鉄施用

後の水酸化鉄生成に伴うカドミウムの共沈や土壌撹

拌に伴う透水性低下などが考えられ、今後の検討を

要する。 

一方、長野試験地では４年間の水稲栽培において、

途中年度で玄米Cd濃度の増減が認められるものの、

４作目(2007年)の低減率は１作目のレベル近くにも

どり、少なくとも４年間は土壌洗浄による玄米のCd

吸収リスク低減効果が維持されることが明らかと

なった。 

 (ウ) 洗浄処理が土壌肥沃度および水稲栽培に及

ぼす影響 

 一部の県において、洗浄後１作目の地上部乾物

重・玄米収量が増加し(図1143-1、1143-2)、また、

可給態窒素の増加および栽培期間中の葉色の濃色化

が認められた（データ省略）。洗浄処理に伴う殺菌効

果または土壌有機物の特性変化などにより土壌窒素

の可給性が増加したと推察され、洗浄後の水稲栽培

では作付け品種や施肥管理等で対応する必要がある。 

一方、洗浄処理により、土壌肥沃度成分のEC以外

はいずれも低下する傾向が見られた。特に土壌ｐHが

大幅に低下したため、これを矯正すべく、炭酸カル

シウムを施用した。また、交換性塩基類を補正する

ため硫酸マグネシウムを施用した。その結果、水稲

の生育に悪影響は見られず、土壌洗浄が水稲作に及

ぼす大きな負の影響はないと判断した。 

オ 今後の課題 

 (ア) 土壌洗浄効果は４作まで持続することが確

認されたが、さらに作付けを継続し、効果の持続性

を検討する必要がある。 

(イ) 洗浄直後の水稲作においては、地上部乾物

重・玄米収量とも増加する傾向がうかがえる。洗浄

による窒素の可給性変化を明らかにする必要がある。

また、タンパクの増加など玄米品質に対する影響が

懸念される。食味試験は３作目のみの実施であり、

洗浄直後における玄米品質についての検討が必要で

ある。 

 (ウ) 水田を対象として土壌洗浄技術を開発した

が、転換畑を対象として技術開発を進める必要があ

る。 

カ  要  約 

 塩鉄を用いた土壌洗浄後に水稲栽培試験を実施し、

その洗浄効果と水稲生育に及ぼす影響を調査した。

土壌中の0.1MHCl-Cdは減少し、土壌肥沃度調査では

交換性マグネシウムおよびpHの低下が見られたため、

炭カルおよび硫酸マグネシウムを施用し補正した。

収量調査では、各区試験地でばらつきがあるが、長

野・富山では増収し、そのほかの試験地では、洗浄
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図1143-3 洗浄処理における排水率を変化させたときの Cd 抽出率と積算 Cd 除去率との関係(薬剤洗浄＋水洗

浄２回） 
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による影響は見られなかった。また３年目の食味等

の品質試験でも差は得られなかった。玄米中Cd濃度

は、洗浄後作付け２～４作を通じて減少しており、

洗浄効果が４年間は維持されることが明らかとなっ

た。 

 キ 引用文献 
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(4) サトイモ転換畑を対象にした土壌洗浄法によ

る修復技術の開発 

ア 研究目的

食品中のカドミウム（Cd）濃度について、新たな

国際基準値が設定され、野菜では葉菜類0.2mg kg-1 
FW、根菜類0.1mg kg-1 FW、果菜類0.05mg kg-1 FWと

なった（The Codex Alimentarius Commission）１)。イ

ネにおいてはCd濃度の国内基準値が既に設定されて

いることもあり、様々なCd吸収抑制対策が検討され

ているが、野菜においてはイネと比較してそれらに

関する知見が極めて少ない。さらにイネで効果的な

対策が野菜に適応できない場合もあり、野菜におけ

る安定的なCd吸収抑制対策の確立が求められている。

特にサトイモは土壌中のCd濃度が低い場合であって

も、可食部中のCd濃度が国際基準値を超える場合が

あり、早急な対策が必要である。本課題では、水田

での塩化第二鉄を用いたオンサイト土壌洗浄法を転

換畑へ適応し、転作作物として重要なサトイモ可食

部中Cd濃度の低減を図ることを目的とする。

イ 研究方法

(ア) 区の設定

 現地試験圃場（灰色低地土）を設定し、サトイモ

栽培２年連作区および１年目イネ－２年目サトイモ

作付け区を設けた。また、後者においては高pH処理

との併用区も設けた。無洗浄区は洗浄区を挟む形で

設定した。なお、洗浄区と無洗浄区の区切りにはプ

ラスティック製の波板（60cm高）を用いた。2006年

は各区３反復で行い、2007年の２年連作区は２反復、

１年目イネ－２年目サトイモ作付け区は３反復で

行った。

(イ) 洗浄処理

 洗浄処理は塩化第二鉄を用いた化学洗浄、水洗浄、

オンサイト排水処理の３段階で行った。化学洗浄は

2006年５月12日に実施し、水洗浄は同13日から15日

にかけて３回行った。オンサイト排水処理は同16日

に行った。なお、洗浄後、土壌pHが洗浄前と同等と

なるよう炭カルを施用した。

(ウ) サトイモの栽培

現地の慣行栽培に準じ、株間45cm、条間130cmとし

た 。 施 肥 は 元 肥 と し て 10a あ た り 160kg

（N-P2O5-K2O:15-10-17）を施用した。また、高pH

区には土壌pHが7.0となるよう中和曲線法により必

要なアルカリ資材量を算出し、10aあたり323kgの消石

灰、382kgの炭カルをそれぞれ施用した。定植日と収

穫日は以下の通りである。

定植日：2006年６月15日（１年目）

収穫日：2006年11月７日（１年目）

2007年４月15日（２年目）

2007年10月29日（２年目）

(エ) 土壌分析

洗浄前後の土壌についてpH、EC、交換性塩基類、

全炭素、窒素等の化学性の変化を調査した。土壌中

Cdについては１M硝安（１:10 w/v）、0.01M HCl（１:
５ w/v）、0.1M HCl（１:５ w/v）でそれぞれ抽出し、

ICP-OESで測定した。

(オ) 作物体分析

 各区５株のサトイモを掘り上げ、市場流通する孫

イモの他に参考値として親イモ、子イモの収量もそ

れぞれ調査した。

Cd濃度の分析には各株３個の孫イモをそれぞれ

（１年目）もしくは混合して（２年目）供試し、丁

寧に水洗いした後に皮を剥き、乾燥後に粉末試料に

調製した。Cd濃度の分析には１M HCl抽出法を用い

た。すなわちサトイモ粉末試料を１M HClで１時間振

盪抽出（1:20 w/v）し、3,500 rpmで20分遠心分離後に

0.2μmのフィルターで濾過した。試料は１%硝酸溶液

として希釈し、ICP-OESで分析した。

ウ 研究結果

(ア) 洗浄処理に伴う土壌Cd含量の変化
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表1144-1 洗浄処理に伴う土壌 Cd 除去率(%) 

画分 2006年 2007年 
1M 硝安（pH=7.0） 69.4 63.9
0.01M HCl 60.4 50.0 
0.1M HCl 55.7 47.6 
1)mg kg-1乾土 

表1144-2 洗浄処理に伴う土壌肥沃度の変化 

EC 全窒素 全炭素 交換性塩基類(me/100g 乾土)  pH(H2O) pH(KCl) 
(μS cm-1) (%) (%) Ca K Mg Na 

洗浄前 5.46 4.08 45.7 0.10 0.77 5.27 0.97 1.13 0.38
洗浄後 5.59 4.51 135.9 0.09 0.75 6.96 0.64 0.57 0.23

表1144-3 洗浄処理に伴うサトイモ収量の変化 

（サトイモ連作）

区分 処理 2006年 2007年 
無洗浄 223*** 587*** 

親イモ
洗浄 214*** 510*** 
無洗浄 310*** 445*** 

子イモ
洗浄 279*** 402*** 
無洗浄 954*** 1,417*** 

孫イモ
洗浄 683*** 1,258*** 
無洗浄 1,487*** 2,449*** 

合計
洗浄 1,177*** 2,170*** 

1)株あたり重量(g) 
2)***:0.1%有意 *:5%有意 

 土壌洗浄実施当年（2006年）の土壌Cd除去率は交

換態画分（１M硝安, pH=7.0）で約70%、弱酸可溶性

画分（0.01M HCl）で約60%、酸可溶性画分（0.1M HCl）

で約56%と高い値を示した。実施翌年（2007年）にお

いてはそれぞれ約64%、約50%、約48%であり、実施当

年で減少した値がほぼ保たれていた（表1144-1）。

(イ) 洗浄処理に伴う土壌肥沃度の変化

 洗浄処理に伴い、交換性塩基類量の低下が認めら

れ、特にMgの低下率が大きかった。炭素、および窒

素含量では大きな変化が認められなかった。ECが上

昇したが、生育に及ぼす影響は無視できる程度で

あった（表1144-2）。

(ウ) 洗浄処理に伴うサトイモ収量の変化

洗浄処理を実施した2006年において、孫イモでの

減収が見られた（p < 0.001）。なお、親イモおよび子

イモでの減収は認められなかった。翌2007年におい

ては連作区および初作区のいずれのイモにも減収は

認められなかった（表1144-3、1144-4）。

(エ) 各処理に伴うサトイモ可食部中Cd濃度抑制

率

  ａ 洗浄処理

 洗浄処理を実施した2006年では、サトイモ可食部

中のCd濃度抑制率は約37%であったが、翌2007年は10

ポイント上昇し、約47%であった（表1144-5）。なお、

可食部中の生鮮物あたりのCd濃度を算出する際には

五訂増補日本食品標準成分表２)にあるサトイモの水

分含量の値（84.1%）を用いた。参考として分析した

洗浄区のイネ玄米中のCd濃度はICP-OESの分析定量

限界以下であった。

  ｂ 高pH処理および洗浄処理との併用効果

 アルカリ資材の施用によって生育期間中のpHが高

く維持され、収穫時まで高pHが保たれていた（デー

タ略）。また、洗浄処理との併用により同抑制率は85%
に向上した（表1144-6）。
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表1144-4 各処理に伴うサトイモ収量の変化 

（2007年：1年目イネ－2年目サトイモ作付け）

処理 親イモ 子イモ 孫イモ 合計

無洗浄 481 572 1,129 2,182
洗浄 404 509 1,133 2,046
洗浄＋高 pH 443 455 1,080 1,978
分散分析 ns ns ns ns
1)株あたり重量(g) 
2)ns: p > 0.05

表1144-5 洗浄処理に伴うサトイモ可食部中 Cd 濃度抑制率(%) 

（サトイモ連作）

区分 2006年 2007年 
孫イモ 36.8 46.8

1)mg kg-1, 水分84.1%換算 

表1144-6 各処理に伴うサトイモ可食部中 Cd 濃度抑制率(%) 

（1年目イネ－2年目サトイモ作付け） 

処理 孫イモ

洗浄 47.3
洗浄＋高 pH 84.8

1)mg kg-1, 水分84.1%換算 

エ 考 察

農水省が実施した農産物等に含まれるカドミウム

の実態調査３)において、供試されたサトイモ217試料

中の13.4%が根菜類のCd濃度の国際基準値である

0.1mg kg-1 FWを超過していた実態が明らかになった。

この割合は他の野菜類と比較すると突出して高いた

め、サトイモにおけるCd吸収抑制対策の確立が急務

となっている。さらにサトイモは、土壌Cd濃度が低

濃度であっても可食部Cd濃度が国際基準値を超過す

る可能性が高いと言われており、早急な対策が必要

である。

本研究では転作作物であるサトイモについて、オ

ンサイト土壌洗浄法を用いた可食部中Cd濃度の低減

を試みた。オンサイト土壌洗浄法は既にイネで塩化

カルシウムを用いて実証されており（牧野ら）４)、そ

の持続性もダイズを供試したポット試験で評価され

ている（前島ら）５)。また、塩化カルシウム以外にも

安価で扱いやすい塩化第二鉄の有効性が指摘されて

おり、実用化が期待されている（牧野ら）６)。しかし、

塩化第二鉄を用いた場合の洗浄効果については畑作

物において現地試験の例が少なく、また持続性の評

価もなされていない。そこで、塩化第二鉄を用いた

土壌洗浄法の転作畑への適応可能性およびその効果

の持続性を評価するため、新潟県内の現地圃場に試

験田を設置し、2006年の５月中旬に洗浄処理を実施

した。

 洗浄により、土壌中からのCd除去率は交換態画分

で約70%の高い値を示した。交換態は土壌コロイドか

らイオン交換反応で抽出されてくる画分で土壌溶液

と平衡状態にあるため、植物に易吸収と言われてお

り、植物のCd吸収量を推定する上で重要な指標であ

る。また、サトイモは可食部へのCd集積性が高い作

物であるため、一般に植物への可給性が低いと言わ

れる画分も評価する必要がある。今試験でのCd除去

率は弱酸可溶性画分で約64%、酸可溶性画分で約56%

の高い値であった。よって、塩化第二鉄を用いた土

壌洗浄法はサトイモ栽培土壌への適用性が高いと言

える。

 今試験では洗浄直前に降雨が継続し、土壌が還元

状態になっている中での洗浄となった。よって土壌

がより酸化状態で洗浄を実施することにより、さら

に除去率が高められる可能性がある。また、洗浄翌
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年の土壌中Cd濃度についてもおおよそ半減した値が

保たれており、洗浄実施後２年間の効果の持続性が

確認された。今後、継続的にモニタリングすること

により、効果の恒久性を評価できると考えられる。

一方で、洗浄処理に伴い、土壌肥沃度の変化も観察

された。特にMgが半減していたことから、洗浄後は

不足分を施肥等で補う必要がある。

 洗浄実施当年のサトイモ収量は無洗浄区において

も孫イモ換算で1.8t/10aと地域基準（新潟県農林水産

部）７)と比較して３割程度の減収となった。これは降

雨の継続による洗浄処理の遅れから定植が通常より

２ヶ月ほど遅れたことが主因と考えられた。洗浄区

では収量が慣行比５割程度となり、減収が顕著で

あった。一方で翌年の収量は地域基準と同等かそれ

以上の収量であり、洗浄区での減収も認められな

かった。これらのことから、初年度での洗浄区での

減収は、洗浄後に乾田化する時間がなく、多湿条件

下での栽培となったことに起因すると考えられた。

よって、サトイモの定植時期の遅れやそれに伴う生

育不良を引き起こさないためには、稲刈り後から降

雪前の期間に洗浄処理を行うことが対策の一つであ

ると考えられた。

 サトイモ可食部中のCd濃度については、市場流通

する孫イモ中の濃度によりCd濃度抑制率を評価した。

洗浄実施当年産は土壌Cd除去率と比較して、可食部

中のCd抑制率が約37%と低い値であったが、翌年で

は約47%となった。これは初年度の生育不良が可食部

中のCd集積に影響を及ぼしたためと考えられた。ま

た、2007年に設けた高pH併用区では抑制率が約85%
にまで高まった。しかし、アルカリ資材によるCd吸

収抑制効果は年次や土壌条件に大きく左右される可

能性があり、高pHが生育に与える影響も無視できな

い。よって、今作のみでアルカリ資材の有効性は評

価できず、さらなる知見が必要である。

オ 今後の課題

(ア) 秋施工－乾田化－サトイモ作付け体系の実

証

 土壌が酸化状態となる稲刈り後の土壌に対して洗

浄を実施することにより、Cd除去率の向上とサトイ

モ収量への影響減を図る。

(イ) Cd吸収抑制効果の持続性の確認

 サトイモは基本的に連作できないため、今後は覆

田した土壌においてCd除去率の持続性を追跡してい

く。あわせてその土壌に作付けしたイネ玄米中のCd

吸収抑制率も評価する。

カ 要 約

 新潟県内の現地試験田において、塩化第二鉄を用

いたオンサイト土壌洗浄法による土壌Cd除去率を評

価した。その結果、いずれの画分においても高い除

去率が認められ、その効果は洗浄２年目においても

持続していた。また、その土壌で栽培したサトイモ

の可食部中Cd濃度はおよそ半減していた。さらにア

ルカリ資材の施用による高pH処理により、可食部中

のCd濃度の抑制率は約85%に高まった。しかし、洗

浄当年においてはサトイモの減収が顕著であったこ

とから、洗浄処理の実施時期については検討を要す

る。
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５ 地域に適合したイネ・ムギ・ダイズのカド

ミウム低吸収品種の開発 

(1) イネのカドミウム低吸収・低蓄積機構の解明 

ア 研究目的 

2006年７月、FAO/WHOの合同食品規格委員会

（コーデックス）は、コメのカドミウム（Cd）濃度

に関する国際基準値を0.4 mg kg-1(精米)にすること

を正式に決定した。この決定を受けて、今後、食品

衛生法による国内基準（玄米で１mg kg-1）の見直し

や土壌汚染防止法の改正が早急に行われ、広大な面

積の土壌浄化が義務づけられる可能性がある。その

ような事態に対処する上で、従来法（客土による土

壌復元やアルカリ資材等の営農技術）に替わる、低

コストで、環境負荷が少なく恒久的なCd吸収抑制技

術の開発が要望されている。新たな低減技術の中で、

低Cd吸収品種の育成・導入は有効な手段の一つと思

われる。これまでの研究から玄米Cd濃度には品種間

変異があることが明らかにされた１)。特に熱帯日本型

品種である「LAC23」は温帯日本型品種である「コ

シヒカリ」等よりも低い傾向であったが、この品種

を含めイネのCd吸収特性は未だ明らかでなく、品種

育成に役立つ情報はかなり乏しい。そこで本研究の

目的は、玄米Cd濃度の異なるイネ品種間を利用して

Cd吸収・移行機構を解明するとともに、東北農業研

究センターが育成した「LAC23」と「ふくひびき」

の後代系統を利用して、「LAC23」の低Cd要因を調査

し、効率的な品種育成に関する情報を提供すること

を目的とする。 

イ 研究方法 

(ア) 亜種の異なる品種間でのCd吸収特性 

土壌型の異なるCd汚染土壌を現地から採取した。

黒ボク土および灰色低地土のCd濃度を0.1M塩酸抽

出法で測定した後、各土壌を排水溝が付属した大型

コンテナー（4.65×0.85×0.22m）または１/5000aワ

グネルポットに充填した。亜種の異なる12品種の幼

苗をそれぞれに移植し、コンテナー栽培では畑条件

で、ワグネルポットは常時湛水条件で登熟期まで栽

培した。玄米やわらを乾燥・粉砕後、湿式灰化にて

酸分解し、誘導結合プラズマ発光分析装置やファー

ネス原子吸光装置によってCd濃度を測定し、玄米Cd

濃度、わらCd濃度、地上部Cd集積量、玄米Cd分配率

を求め、品種間で比較した。 

(イ) 出穂期における各器官別Cd濃度の比較 

 出穂期に吸収されたCdが も玄米に移行しやすい

ため、出穂期の各器官のCd濃度から玄米へのCd移行

要因を解析した。玄米Cd濃度を異なる９品種を間断

灌漑でポット栽培した。各品種の出穂１週間後、地

上部を採取し、４つの部位（穂、上位葉、下位葉、

茎）に分けた。一方、刈り株に脱脂綿を詰めた小型

サンプルカップをかぶせ、３時間（10:00-13:00）導

管液を採取し、その後刈り株と根を採取した。各部

位のCd濃度を上記の方法で測定し、単相関係数を求

めた。 

(ウ) 根、導管、茎葉におけるCd形態の推定 

 出穂期の稲体から根や茎葉の搾汁液および導管液

を採取した。各々の液を適宜Mill-Q水で希釈後、限外

ろ過法によっておおよその分子量を推定した。さら

に分子篩クロマトグラフィー（Superdex Peptide 

10/300GL、0.1M酢安バッファー、pH6.5）による分

画実験も行った。 

(エ) 篩管液の採取とCd濃度測定 

Cd汚染土壌で栽培した３品種（LAC23、コシヒカ

リ、密陽23号）の第７または第８葉期まで成長した

稲体の 大展開葉の葉鞘からインセクトレーザー法
２)によって、篩管液を採取した。篩管液を希硝酸で希

釈後、ファーネス原子吸光装置で測定した。なお、

本研究は東京大学農学部植物栄養学・肥料学研究室

の加藤万里代博士・米山忠克教授との共同研究であ

る。 

(オ) LAC23の後代系統におけるCd吸収特性 

 東北農業研究センターによって育成されたLAC23

とふくひびきの後代系統（LF系統）の中から、特に

玄米Cd濃度の低い７系統（F5世代）を選抜し、それ

ら系統の低Cd要因を調査した。調査項目は、玄米、

上位葉、下位葉、茎、導管液の各Cd濃度であり、ま

た玄米においてはCd吸収と関連性が指摘されている

他の重金属（銅、鉄、マンガン、亜鉛）も測定した。

なお、栽培はCd汚染圃場（灰色低地土、Cd濃度2.4mg 

kg-1）で行い、水管理は７月中旬以降落水することで

Cd吸収を促進させる条件とした。 

ウ 研究結果 

(ア) 亜種の異なる品種間でのCd吸収特性 

栽培に用いた黒ボク土、灰色低地土の0.1M塩酸抽

出Cd濃度は各々、3.1と1.8 mg kg-1であった。供試

した12品種の中から、畑条件で栽培した７品種を選

び、それらの玄米Cd濃度や玄米Cd分配率等を表
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1151-1に示した。両土壌において玄米Cd濃度は、熱

帯日本型品種であるLAC23が も低く、次いで日本

型品種（ふくひびき、コシヒカリ、あたきこまち）、

インド型品種（カサラス）、日印交雑品種（奥羽393

号、密陽23号）の順であった。特にLAC23の玄米Cd

濃度は日本型品種の１/２から１/３濃度であった。

一方、わらのCd濃度は玄米同様、日本型品種で低く、

インド型や日印交雑品種で高い傾向を示したが、

LAC23の場合、玄米Cd濃度とは異なり、比較的高い

値を示していた。そのため、LAC23の地上部Cd集積

量（玄米とわらのCd蓄積量の合計）は奥羽393号や密

陽23号に匹敵した。地上部のCd集積量に対する玄米

のCd蓄積量から、玄米のCd分配率を求めると、日印

交雑品種は10-20%であるのに対し、LAC23は1-2%で

あり、大きな品種間変異が認められた。同様の傾向

がポットによる常時湛水試験でも認められた。 

表1151-1 亜種の異なる品種間での Cd 吸収特性 

表1151-2 各器官の Cd 濃度における相関関係（玄米以外は出穂期の試料） 

図1151-1 分子篩クロマトグラフィーによる Cd の分画（a; 254nm での吸光度測定、b; Cd の溶出パターン） 
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 (イ) 玄米Cd濃度と出穂期における各器官別Cd濃

度との関連性 

 玄米Cd濃度は出穂期の穂、上位葉、茎、刈り株、

導管Cd濃度と高い正の相関を示した（表1151-2）。ま

た相関係数は、位置的に玄米に近づくにつれて、高

い値を示した。一方、根のCd濃度とは有意ではない

が、逆相関の傾向を示した。この結果は、玄米Cd濃

度の支配要因として、根から地上部へのCd移行が大

きく関与していることを示唆している。  

(ウ) 根、導管、茎葉におけるCd形態の推定 

根、導管、茎葉におけるCd結合物質のおおよその

分子量を限外ろ過で調査した。その結果、根や茎葉

の搾汁液の存在するCdの80-90%は分子量10,000以上

の物質と結合していた。一方、導管液中のCdは分子

量1,000以下の物質と結合していた。分子篩クロマト

グラフィーによる結果、根搾汁液では３つのピーク

があり、 も主要なピークは高分子画分に認められ

た（図1151-1b）。一方、導管液ではコシヒカリ、密

陽23号ともに254nmで吸収極大を持つ１つのピーク

のみであった（図1151-1a、１b）。限外ろ過と分子篩

クロマトの結果を総合すると、導管中でのCd形態は、

分子量1,000以下のSH基を持つペプチドである可能

性が考えられた。 

(エ) 篩管液のCd濃度 

インセクトレーザー法によって３品種の篩管液Cd

濃度を測定した結果、LAC23<コシヒカリ<密陽23号

であり、表1151-1に示した玄米Cd濃度の品種間差と

一致した（表1151-3）。 

(エ) LAC23の後代系統におけるCd吸収特性 

 冷涼な気候である現地汚染圃場にて選抜されたLF

系統の部位別Cd濃度を表1151-4に示した。LF系統の

玄米Cd濃度はふくひびきやひとめぼれの約半分程度

であることが確認できた。また、籾殻や上位葉、茎、

導管のCd濃度においてもふくひびきやひとめぼれに

比べ低い傾向であったが、玄米に対するCd濃度比で

見た場合、LF系統はそれら品種よりも高い値を示し

た。この結果からLF系統の特徴として、地上部への

Cd移行が低いことに加え、移行したCdを茎葉や籾殻

に蓄積することで、玄米Cd濃度が低くなる可能性が

考えられた。 

LF系統の玄米中に含まれる銅、鉄、マンガン、亜

鉛濃度は、ふくひびきやひとめぼれとほぼ同レベル

であることから、Cdのみ低下した系統を作出するこ

とができた（図1151-2）。 

表1151-4 LAC23/ふくひびきの後代系統における Cd 吸収特性 

表1151-3 篩管液の Cd 濃度 
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エ 考 察 

 亜種の異なる品種間でCd吸収特性を調査した結果、

主に３つのタイプに分類されることがわかった：１）

玄米・茎葉共にCd濃度が低いタイプ（主に日本型品

種）、２) 玄米・茎葉共にCd濃度が高いタイプ（イン

ド型や日印交雑品種）、３) 茎葉Cd濃度は比較的高い

が玄米Cd濃度が低いタイプ（LAC23、ただし熱帯日

本型品種がこのような傾向というわけではない）。こ

れらの性質は土壌型や水管理等の環境変動の影響を

受けず、常に同じ傾向であるため、遺伝的要因によ

る支配と考えられた。特に熱帯日本型品種である

「LAC23」はコシヒカリやあきたこまち等の栽培品

種に比べて、玄米Cd濃度が１/２～１/３程度低く、

また玄米へのCd分配率も著しく低い形質を持つため、

玄米Cd濃度の低い新たなイネ育成の有望な母本にな

り得ると考えた。一方、効率的な品種育成のために

は、Cdの吸収・移行機構の解析も必要である。特に

出穂期に吸収されたCdが も玄米に移行しやすいと

いう報告があるため３)、出穂期の各器官別Cd濃度を

調査し、玄米Cd濃度と比較することで、品種間変異

の要因を解析した。その結果、玄米Cd濃度は下位葉

以外の地上部部位と高い正の相関を示すことがわ

かった。また、導管Cd濃度とも高い正の相関を示し

たが、根部Cd濃度とは逆相関の傾向であった。この

結果から、玄米Cd濃度の品種間変異を決定する生理

的要因の一つとして、導管へのCd排出能の違いが考

えられた。導管内のCd形態を調査したところ、品種

の違いにかかわらず、分子量1,000以下のSH基を持つ

ペプチドである可能性が示唆された。また、同一の

ピークが根搾汁液にも存在した。したがって、根の

可溶性画分に存在する低分子ペプチドとCdは結合し、

その形態を維持したまま導管内を通って地上部に輸

送される可能性が考えられた。地上部へのCd輸送は

導管経由であるが、玄米へのCd運搬は主に篩管を通

して行われることが報告されている４)。それ故、篩管

のCd濃度を品種間で比較した。その結果、LAC23の

篩管Cd濃度はコシヒカリや密陽23号に比べて低く、

この事がLAC23の玄米Cd濃度の低い主要因と考えら

れた。LAC23とふくひびきの後代系統の中から、比

較的安定して玄米Cd濃度が低い系統を選定し、それ

らのCd吸収特性を調査した。予想に反し、LF系統の

茎葉Cd濃度や導管Cd濃度は、ふくひびきよりもかな

り低い値を示したが、玄米Cd濃度に対する各器官の

Cd濃度比を見ると、LF系統はふくひびきよりも高い

傾向を示した。それゆえ、親品種であるLAC23のよ

うに茎葉部にCdを蓄積・固定し、篩管のCd濃度を低

下させることで玄米へのCd移行を制御している可能

性が考えられたが、さらに検討する必要がある。Cd

は化学的性質の類似した重金属の輸送と共に玄米ま

で運搬されることが考えられる。それ故、Cd濃度を

低くすると、他の必須重金属濃度も減少するかもし

れない。そこで、玄米Cd濃度の低いLF系統の銅、鉄、

マンガン、亜鉛濃度も同時に測定し、ひとめぼれ等

と比較した。その結果、それら必須元素の濃度低下

が認められなかったので、玄米Cd濃度のみ低い系統

を作出することができた。 

オ 今後の課題 

 (ア) 導管のCd結合物質は推測の域であるため、

今後同定する必要がある。 

(イ) LAC23/ふくひびきの後代系統から選抜さ

れた低Cd系統は、冷涼な気候での現地試験結果であ

るため、今後温暖な地域で同一の形質を示すか調査

する必要がある。 

 (ウ) 効率的な育種に向けて、LF系統の低Cd要因

を遺伝的に解析する必要がある。 

カ 要 約 

 玄米Cd濃度の低い系統の育成に向けて、母本とな

りうる品種を検索した結果、熱帯日本型品種である

「LAC23」を選定した。LAC23のCd吸収特性を調査

した結果、茎葉Cd濃度と導管Cd濃度は比較的高いが、

篩管Cd濃度は低いことがわかった。LAC23とふくひ

びきの交雑後代系統から玄米Cd濃度の低い系統を選

抜し、その系統のCd吸収特性を調査した。その結果、

ふくひびきに比べてCd吸収が低いだけでなく、Cdを

茎葉や籾殻に蓄積し、玄米へのCd移行を抑制してい

る可能性が考えられた。また、玄米中の他の重金属

図1151-2 LAC23後代系統の玄米重金属濃度
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濃度にはほとんど影響がないことがわかった。 
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(2) カドミウム吸収性の低いイネ系統の育成 

ア 研究目的 

 イネのカドミウムを抑制するためにわが国では水

管理、資材散布、客土などの対策が実施されてきた。

しかし、それぞれの技術にはコストや効果の面から

一長一短があり、十分実用的な効果があるとは言い

難い。そのような中で、玄米のカドミウム吸収性が

低い品種の利用はカドミウム低減対策技術の一つと

して、効果が大いに期待される。

玄米のカドミウム吸収性には品種間差異が明らか

になっており、一般に「コシヒカリ」に代表される

ジャポニカ品種は、長粒のインディカ品種に比べて

カドミウム濃度が低い１）。しかし、土壌の種類やカド

ミウムの汚染レベルで差異が変動する場合があり、

安定して低吸収性のものを見出すことは難しい。

近、Arao・Ae2)はジャポニカ、インディカを含めた49

品種の玄米カドミウム濃度を異なる汚染土壌で調べ、

アフリカの陸稲「LAC23」が主なジャポニカ品種と

比べて比較的安定して低いことを明らかにしたが、

本品種は晩生で長稈、長粒、低収量等で実用的な栽

培特性が不十分である。

 本研究では、カドミウム吸収性が一般品種よりも

低い実用系統を育成することを目的に、まず既存の

イネ品種・系統の中から玄米カドミウム吸収性が一

般品種「ひとめぼれ」等よりも低いものを選定する。

さらに、玄米カドミウム低吸収性品種「LAC23」を

交配母本とする育成系統の中から、玄米カドミウム

吸収性が一般品種よりも低い実用的な系統を選抜す

る。

イ 研究方法 

 (ア) 既存の品種・系統からのカドミウム低吸収

品種・系統の選定 

東北地域の主要20品種（うるち11品種、もち２品

種、低アミロース米２品種、有色米３品種、香り米

１品種、酒米１品種、これらの品種名は図1152-2を

参照）を2003、2004年に、また、特性の優れた良食

味を目標に選抜してきた既存の育成系統について、

2003年に17系統、2004年に45系統、2005年に39系統

（３年間の合計94系統）をそれぞれカドミウム高濃

度圃場で栽培し、玄米のカドミウム濃度を測定した。 
栽培条件は、移植期５月下旬、栽植密度30cm×30cm

（１本植）、それぞれ２～４反復で試験を行い、施肥

量は基肥 ７kg-N/10a、追肥は行わなかった。土壌の

カドミウム濃度は2.43～3.13mg kg-1（0.1M塩酸）で、

カドミウム吸収量を高めるために７月中旬以降は節

水管理で栽培した。

 (イ)「LAC23」を交配母本としたカドミウム低吸

収系統の選抜 

 「LAC23」に草姿良好の安定多収品種「ふくひび

き」、良食味の低アミロース米系統「山形84号」をそ

れぞれ交配して、2003年以降に世代を進めた。栽培

条件は上記と同じである。「LAC23／ふくひびき」は

F2で晩生のため成熟しなかった個体を除いた126系統

について、2005年にF3、2006年にF4、2007年にF5を上

記のカドミウム高濃度圃場で栽培し、玄米カドミウ

ム濃度をそれぞれ測定した。「LAC23／山形84号」は

F3まで無選抜で世代を進めた後、F4で草姿の良好な個

体を選抜し、カドミウム高濃度圃場で2006年にF5の29

系統、2007年にF6の13系統群39系統について玄米カド

ミウム濃度を測定した。 

ウ 研究結果 

 (ア) 既存の品種・系統からのカドミウム低吸収

品種・系統の選定 

東北地域の主要20品種の玄米カドミウム濃度は、

2003年は0.24～0.53 mg kg-1、2004年では0.37～0.82 

mg kg-1のばらつきがあった。主要20品種の２年間の

玄米ガドミウム濃度の関係をみると、「はぎのかお
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り」、「ササニシキ」が他の品種に比べて低い傾向に

あった（図1152-1）。しかし、これら20品種の玄米カ

ドミウム濃度は、インディカ品種「奥羽393号」、「密

陽23号」と比較すると、濃度が高いものであっても

インディカ品種の50％以下であった（図1152-2）。 

 既存の育成系統は、2003年の17系統は玄米カドミ

ウム濃度が も低いものでも0.32mg kg-1で、主要品

種より明らかに低いものは得られなかった。2004年

の45系統では、出穂期が早い早生に濃度が比較的低

いものが10系統存在した。2005年の32系統の中から

は、濃度が「はぎのかおり」に近く低い系統として

「羽系854」が選定された。 

 (イ) 「LAC23」を交配母本としたカドミウム低

吸収系統の選抜 

 「LAC23／ふくひびき」由来のF2個体（30個体）の

玄米カドミウム濃度は、0.26～1.44mg kg-1のばらつ

きがあり、「ひとめぼれ」以下の濃度の個体が50％存

在した。F1個体（２個体）の濃度は高かった（図1152-3）。

F3系統の玄米カドミウム濃度は、0.25～1.31mg kg-1

のばらつきがあり、「ふくひびき」、「ひとめぼれ」よ

りも低いものが比較的多く、濃度が0.50mg kg-1以下

のものが29系統存在した（図1152-4）。 

 F4系統の玄米カドミウム濃度は、0.26～1.44mg kg-1

のばらつきがあった。F4の126系統の玄米カドミウム

濃度と諸形質との相関をみると、到穂日数と有意な

負の相関、玄米千粒重と有意な正の相関があり（表

1152-1）、玄米カドミウム濃度が低い系統は、晩生で

玄米千粒重が小さいものが多かった（到穂日数と玄

米千粒重との相関係数はr= -0.320＊＊＊）。 

 F5系統の玄米カドミウム濃度は、0.27～1.44mg kg-1

のばらつきがあった。前年度のF4系統の濃度との間に

は有意な正の相関があり、「ひとめぼれ」より低い系

統が多く存在した（図1152-5）。 

 F3からF5まで３年間を通して濃度が0.50mg kg-1以

下のものが５系統存在し、それぞれ「羽系1118」～

「羽系1121」の系統番号を付与した。玄米カドミウ

ム濃度が「ふくひびき」より約50％、「ひとめぼれ」

より約40％低いこれらの選抜系統の栽培特性を表

1152-2に示した。これらは「ふくひびき」、「ひとめ

ぼれ」よりも遅く「コシヒカリ」に近い熟期で、長

稈、玄米は細長粒のものが多かった。しかし、交配

親の「LAC23」よりは生育が早く稈長が短いため、

栽培特性は改善されている（写真1152-1）。 

 「LAC23／山形84号」に由来するF5の29系統から玄

米カドミウム濃度が相対的に低かった13系統を選抜

し、2007年にF6の39系統（13系統群）として栽培した。

その中には「ひとめぼれ」と同等以上の良食味の系

統が存在したが、玄米カドミウム濃度は0.57～

1.07mg kg-1で、低いものでも「ひとめぼれ」の10％

減程度であった。 

エ 考 察 

 (ア) 既存の品種・系統からのカドミウム低吸収

品種・系統の選定 

既存品種として、東北地域の主要20品種の玄米カ

ドミウム濃度を調べ、「はぎのかおり」、「ササニシ

キ」の玄米カドミウム吸収性が他の品種に比べて低

い傾向にあることを明らかにした。しかし、主要20

品種全体でのカドミウム濃度の差異は小さく、栽培

条件や気象条件等の違いにより容易に品種の順序が

入れ替わると考えられた。 

 既存の育成系統についても３年間で94系統を調査

したが、玄米カドミウム濃度が も低いもの（「羽系

854」）であっても「はぎのかおり」に近い程度であっ

た。これらは特性の優れた良食味を目標に交配した

親に由来する系統で、一般の良食味品種等が母本で

ある中からは、低吸収系統の選抜は難しい可能性を

うかがわせた。 

 既存の品種・系統では、玄米カドミウム濃度が

も低いものでも一般品種より20％低い程度であり、

これらの低吸収性では低吸収性品種としては実用的

に不十分であると考えられた。
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図1152-1 東北地域主要20品種の2003

年と2004年の玄米カドミウム

濃度の関係 
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図1152-2 東北地域主要20品種とインディカの玄米カドミウム濃度（2004年） 

１：むつほまれ、２：紅衣（有色米）、３：ゆめあかり、４：たつこもち、５：ヒ

メノモチ、６：朝紫（有色米）、７：美山錦（酒米）、８：あきたこまち、９：お

くのむらさき（有色米）、10：ふくひびき、11：スノーパール（低アミロース米）、

12：ササニシキ、13：はぎのかおり（香り米）、14：ひとめぼれ、15：まなむすめ、

16：めんこいな、17：はえぬき、18：シルキーパール（低アミロース米）、19：ちゅ

らひかり、20：コシヒカリ（1～20は出穂期順）、21：奥羽393号（インディカ）、

22：密陽23号（インディカ）。 

図1152-3 「LAC23/ふくひびき」由来 F2個体の玄米カドミウム濃度の頻度分布 

図1152-4 「LAC23/ふくひびき」由来 F3系統の玄米カドミウム濃度の頻度分布 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

玄
米

カ
ド

ミ
ウ

ム
濃

度
(m

gk
g-

1
)

0

2

4

6

8

10

0.
2～

0.
3～

0.
4～

0.
5～

0.
6～

0.
7～

0.
8～

0.
9～

1.
0～

1.
1～

1.
2～

1.
3～

1.
4～

玄米カドミウム濃度（mg kg-1）

個
体

数

F1(1.33)ふくひびき(0.84)ひとめぼれ(0.66)



― 137 ―

表1152-1 「LAC23/ふくひびき」由来 F4系統の玄米カドミウム濃度と諸形質との相関係数 

図1152-5 「LAC23/ふくひびき」由来 F4系統（2006年）と F5系統（2007年）の玄米カドミウム濃度の関係 

●：ふくひびき、■：ひとめぼれ、***：0.1％水準で有意。

表1152-2 玄米カドミウム低吸収系統の栽培特性（2007年） 

 (イ) 「LAC23」を交配母本としたカドミウム低

吸収系統の選抜 

 低吸収性品種として見出されたアフリカの陸稲

「LAC23」は、玄米カドミウム吸収性が一般品種よ

りも低いものの、実用品種として利用するには栽培

特性が不十分である。「LAC23」由来の低吸収性を維

持させながら、その栽培特性を改善させることがで

きるかどうかが、今回の育種の大きなポイントで

あった。 

 「LAC23／ふくひびき」由来のF2個体には、玄米カ

ドミウム濃度が「ひとめぼれ」以下のものが存在し、

形質 到穂日数 稈長 穂長 穂数 玄米千粒重

玄米カドミウム
濃度 -0.358

*** 0.149 -0.107 0.102 0.343
***

***：0.1％水準で有意

r = 0.465
***

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60

F4系統玄米カドミウム濃度（mg kg
-1

）

F
5
系

統
玄

米
カ

ド
ミ

ウ
ム

濃
度

（
m

g 
kg

-
1 ）

F3

（2005年）

F4

（2006年）

F5

（2007年）

羽系1118 0.47 0.47 0.35 8.16 99 22.9 8.0 やや細長

羽系1119 0.39 0.49 0.43 8.16 112 22.7 6.7 中

羽系1120 0.33 0.47 0.34 8.16 94 22.8 6.6 やや細長

羽系1121 0.25 0.42 0.39 8.22 87 24.3 8.1 やや細長

羽系1122 0.42 0.33 0.48 8.13 95 21.0 5.0 細長

LAC23 - - 0.15 9. 7 126 25.3 4.4 細長

ふくひびき 0.89 1.02 0.97 8. 1 64 20.7 9.4 中
注）「LAC23」は晩生で、2007年玄米は青未熟粒。

穂長
（cm）

穂数
（本/株）

玄米の
粒形

系統・
品種名

出穂期
（月.日）

稈長
（cm）

玄米カドミウム濃度（mg kg
-1

）

写真1152-1 「羽系1120」及びその両親の草姿 

写真左：「羽系1120」、写真右：「LAC23」と「ふく

ひびき」 
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低吸収性品種の選抜が可能であることをうかがわせ

た。それ以降の世代においても、玄米カドミウム濃

度が「ひとめぼれ」よりも低い系統が存在し、F4系統

とF5系統の濃度の相関係数は0.465＊＊＊と有意に高

かった。実際に本組合せより、玄米カドミウム濃度

が３世代を通して0.50mg kg-1以下のものが126系統

中５系統存在し、低吸収系統が選抜できることが明

らかになった。 

 これらの選抜系統「羽系1118」～「羽系1121」は

晩生の「LAC23」より生育が早く、稈長は短くなり、

玄米の粒形も中粒のものがあり栽培特性はいくらか

改善されている。しかし、穂数は少なく収量性は不

十分である可能性が高い。耐冷性、耐病性も問題な

い程度に付与されているか、確認する必要がある。

不十分な特性は、「ふくひびき」を再度交配するなど

して、今後さらなる改善を図っていく。 

 一方、「LAC23／山形84号」由来の系統はF4世代で

草姿についての選抜を行ったが、後代に玄米カドミ

ウム濃度が「ひとめぼれ」よりも明らかに低いもの

は得られなかった。これが交配組合せによるもの、

すなわち組合せによっては後代に低吸収性系統が得

られにくいのか、あるいは途中の草姿による選抜が

影響しているのか、検討する必要がある。 

オ 今後の課題 

 「LAC23」を交配母本とし、「LAC23」よりも栽培

特性が改良されたカドミウム低吸収系統を育成する

ことができたが、耐冷性、耐病性等は把握できてい

ない。今後、これらの特性を調査してさらに有望な

系統を絞り込む必要がある。また、これらの系統は

収量性等ではまだ不十分なところがあると考えられ

るため、さらに交配を実施してより実用的な系統を

育成する。  

さらに選抜を加えた有望系統は、異なるカドミウ

ム汚染圃場で栽培し、低吸収性の安定性を確認した

後に品種登録出願を検討する。 

 一方で、「LAC23」由来の系統の低吸収性に関する

QTL解析を実施し、関与するQTLを明らかにして

DNAマーカーの開発にも取り組む必要がある。 

カ 要 約 

 (ア) 既存の品種・系統からのカドミウム低吸収

品種・系統の選定 

既存の東北地域の主要品種及び育成系統から、玄

米カドミウム濃度が低い「はぎのかおり」、「ササニ

シキ」、「羽系854」を選定した。これらの玄米カドミ

ウム濃度は「ひとめぼれ」より20％低い程度であっ

た。 

 (イ) 「LAC23」を交配母本としたカドミウム低

吸収系統の選抜 

 「LAC23／ふくひびき」の交配組合せより、玄米

カドミウム濃度が「ひとめぼれ」より約40％低く、

生育特性が改善された系統「羽系1118」～「羽系1122」

を選抜した。 
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込弘二） 

(3) 二条大麦の低吸収・低蓄積機構の解明 

ア 研究目的 

 穀類（そば、コムギ、米を除く）のカドミウム（Cd）

の基準値が、CODEX委員会において0.1mgkg-1が採択

された。2002年に農林水産省が実施した、国内産農

畜産物等の実態調査１）によれば、コムギの子実中Cd

含有率は、 >0.01～ 0.47mgkg-1 で、 CODEX 基準

（0.2mgkg-1）の超過率は3.1％、一方、オオムギ（ハ

ダカムギ、ソバを含む）の子実中Cd含有率は、>0.01

～0.06mgkg-1であり、CODEX基準（0.1mgkg-1)を超過

したものは無かった。 

コムギ子実のCd含有率は、マカロニコムギがパン

コムギよりも高いとされ、亜鉛欠乏コムギで顕著な

傾向があるとされる（米山２)、Hart et al.３））。また、

子実のCd含有率は、土壌の塩化物イオン含有率が大

きく影響することが明らかにされている（米山）２)。

オオムギのCd吸収に関する研究として、茎葉Cd含有

量の生育に伴う変化は少なく、一方、穂の含有量は

増加し、Cd吸収が生育後期まで継続するとしている

（後藤、未発表）。しかし、オオムギのCd吸収に関す

る知見は、極めて少ない。そこで、オオムギのCd吸

収に係るリスク予測と安定供給のための試料とする

ため、オオムギのCd吸収の品種・系統間特性を検討

する。 
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表1153-2 供試土壌中の Cd 含有率   mgkg-1 

表1153-1 供試品種（非汚染ほ場） 

1)塗りつぶしは、栽培実施年。

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006

二条大麦 四国裸84号lys3a

ミカモゴールデン 四国裸84号wxa

スカイゴールデン 四国裸97号

サチホゴールデン 四国裸8484号

タカホゴールデン 四系9519

あまぎ二条 CarlsbergⅡ

みょうぎ二条 RisoM56

なす二条 RisoM86

ニシノチカラ Harrington

ほうしゅん Spartan

イシュクシラズ WI-2585

大系HC-15 M-737

大系HL138-8-7 六条大麦

大系HM102 シュンライ

大系HM139 ファイバースノウ

大系HO4 はがねむぎ

大系HO98 カシマムギ

大系HO12 Apam

大系HO105 Karl

大系HO106 2727（GRIN)

関東二条29号 DCP-9-9

栃系251 東山皮94号

栃系259 東山皮95号

西海皮54号a 東山皮101号

四国裸48号fra 関東皮78号

四国裸84号amo1 会津4号

四国裸84号lys1

品種品種
年次 年次

試料 深さ 硝酸-過塩素酸分解 0.1M塩酸抽出

非汚染ほ場 0～10cm 0.40 0.23
（細粒灰色低地土） 10～30cm 0.28 0.19

30～50cm 0.44 0.12
50～70cm 0.40 0.09

現地汚染土壌

（腐植質黒ボク土）
2.194.64

図1153-1 非汚染水田ほ場における子

実中 Cd 含有率の分布 
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イ 研究方法 

(ア)オオムギのカドミウム吸収特性の検討 

 ａ 非汚染ほ場（細粒質灰色低地土、灰褐系、

0.1M塩酸抽出0.23mgCdkg-1）において、オオムギを

2003年から2006年までの４年間で、のべ51品種・系

統を栽培し、子実及びわら中Cd含有率を測定した。

供試品種を表1153-1に示す。 

 ｂ 非汚染ほ場の作土を１/2000aワグネルポッ

トに充填し、Cdを添加して、2004年は19品種、2005

年は15品種、2007年は14品種を栽培し、子実及びわ

ら中Cd含有率を測定した。Cd添加量は、2004年及び

2005年は無添加、10 mgkg-1、30mgkg-1、2007年は無

添加、1.6mgkg-1、3.0mgkg-1。 

 ｃ 現地汚染畑の作土（腐植質黒ボク土、0.1M

塩酸抽出2.19mgCdkg-1）を１/2000aワグネルポットに

充填して、オオムギ７品種を栽培し、子実及びわら

中Cd含有率を測定した。 

 (イ) 土壌及び作物体の分析方法ならびに供試土

壌カドミウム含有率 

 土壌は、硝酸－過塩素酸分解または0.1M塩酸抽出

後、高周波プラズマ発光分析装置（島津ICPS-7000、

測定波長228.8nm）で測定した。供試土壌のCd含有率

を表1153-2に示すとおり、非汚染ほ場は、作土の0.1M

塩酸抽出が0.23mgkg-1、深さ70cmまでは、0.09～

0.19mgkg-1であり、また現地汚染ほ場の作土は、0.1M

塩酸抽出で2.19mgkg-1である。作物体については、硝

酸－過塩素酸分解後、土壌と同様の条件で高周波プ

ラズマ発光分析装置で測定した。 

ウ 研究結果 

 (ア) カドミウム低水準土壌でのカドミウム吸収

特性の品種間差 

非汚染灰色低地土ほ場で栽培したオオムギの子実

中Cd含有率は、0.01～0.07mgkg-1の範囲に分布した

（図1153-1）。品種ごとの中央値は、2727（GRIN）が

0.01mgkg-1と も低く、一方、Apamが0.047mgkg-1と

も高かった。わら中Cd含有率は、0.02～0.76mgkg-1

の範囲に分布した（図1153-2）。わら中Cd含有率の中

央値は、Apamが0.21mgkg-1と も高く、次いで、

RisoM56が0.18mgkg-1、カシマムギが0.14mgkg-1と高

かった。一方、Spartanは、0.04mgkg-1と も低かった。

わらと子実の比較では、Apam及びカシマムギは子

実・わらともにCd含有率が高く、RisoM56は、わらは

高いものの子実は低く、また、Spartan、2727（GRIN）、

Harrington、スカイゴールデン等は、子実・わらとも

に低い傾向であった。 

 ４年間のCd含有率の年次変動は、変動係数で、子実

が18.7～106.6％、わらが3.8～134.8％と大きかった

が、年次ごとの品種間の傾向は、おおむね同様だった。 

 (イ) 土壌中カドミウム含有率の違いに対するカ

ドミウム吸収特性の品種間差 

図1153-2 非汚染水田ほ場における子実及びわら中

Cd 含有率の関係 
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 各品種とも、土壌へのCdの添加により（T-Cd0.4

～30mgkg-1）、子実中Cd含有率は上昇した（図1153-3、

４）。Apam及びカシマムギは全濃度で相対的に高く、

2727（GRIN）、RisoM56及びSpartanは相対的に低く、

これらの品種間差は、非汚染ほ場と同様の傾向だっ

た。さらに、これら低水準の３品種の子実中Cd含有

率は、土壌中Cd含有率3.0mgkg-1まではほとんど上昇

せず、CODEX基準値0.1mgkg-1を下回った。サチホ

ゴールデンは、非汚染ほ場での子実中Cd含有率は比

較的低いものの、Cdの添加によって相対的に高くな

る傾向にあった。 

 また、Cd10mgkg-1添加処理での、子実及びわら中

Cd含有率の関係を図1153-5に示した。Apam及びカシ

マムギは子実・わらともに高く、Spartan、2727(GRIN)

等は低く、非汚染ほ場における傾向とおおむね同様

だった。 

 (ウ) 現地汚染土壌におけるカドミウム吸収特性

の品種間差 

 現地汚染土壌で栽培したオオムギの子実及びわら

のCd含有率を図1153-6に示した。子実中Cd含有率は、

0.31～0.51mgkg-1の範囲に、わら中Cd含有率は、0.79

～1.35mgkg-1の範囲に分布した。品種間の傾向は、

Apam及びカシマムギは子実・わらともにCd含有率が

高く、Spartanで低く、非汚染ほ場又はCd添加土壌で

栽培した結果とおおむね同様だった。 
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図1153-4 土壌中 Cd 含有率が高水準での子実

中 Cd含有率の関係 

図1153-3 土壌中Cd含有率が低水準から中水準

での子実中 Cd含有率の関係 

図1153-5 土壌中 Cd10mgkg-1における子実及び

わら中 Cd含有率の関係 
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エ 考 察 

我が国の農耕地の自然賦存量水準と考えられる

0.1Ｍ塩酸抽出Cd含有率が0.23mgkg-1の灰色低地土

水田（以下、非汚染ほ場という）で、51品種または

系統のオオムギを栽培し、子実及びわらのCd含有率

を測定した結果、全試料の子実中含有率は、0.01～

0.07mgkg-1の範囲にあり、CODEX基準（その他の穀

類）0.1mgkg-1を下回った。Apam及びカシマムギは、

子実中Cd含有率が相対的に特に高く、一方、2727

（GRIN）、大系HL138-8-7、RisoM56、RisoM86及び

Harrington等は相対的に低い傾向があった。この傾向

は、Cdを10mgkg-1添加したポット試験でも全く同様

であり、子実のCd含有率に関する品種間差は、品種

固有の特性であり、また土壌中Cd含有率が違っても、

同様に発現することが示された。その内容を表

1153-3に示した。 

非汚染ほ場での各品種の４年間の子実中Cd含有率

の変動係数は、19～107％程度と、年次間変動が大き

いものの、品種間の相対的な関係は各年ともに同様

であり、子実のCd含有率に関する品種間差があるも

のと考えられる。 

 図1153-3及び図1153-4に示したとおり、子実中Cd

含有率は、各品種ともに、土壌のCd含有率が高くな

るに従って大きくなるが、2727(GRIN)、RisoM56、

RisoM86及び Spartanは、Cd3mgkg-1添加土壌でも

CODEX基準0.1mgkg-1を下回った。また、Cd10mgkg-1

添加でも0.1mgkg-1を下回り、極めて高度のCd低吸収

特性を備えているものと評価できる。これら低吸収

品種は、Cd低吸収ムギの品種育成のための遺伝資源

としての活用の可能性が示された。 

 カシマムギ及びApamはいずれも条性が６条で、子

実のタンパク質含有率が高く、デンプン含有率が低

い特徴がある。一方、2727(GRIN)、RisoM56、RisoM86、

Harringtonは、育種用遺伝資源としてヨーロッパから

導入された品種で、低タンパク質の特性を備えてい

る。ほ場のコムギへの窒素施肥が子実の窒素含有率

とともに、Cd含有率を上昇させ、両者が相関してい

るとの報告もあり、これらのことから、Cdの吸収ま

たは転流と窒素の吸収または転流が関連している可

能性もある。 

オ 今後の課題 

 カドミウム吸収リスク回避のために、本課題で明

らかになったCd低吸収オオムギの各品種を母本とし

て、実用性の高いCd低吸収品種の作出が望まれる。

また、ムギ類によるCd吸収に関して、近年、亜鉛と

拮抗作用、塩化物イオンによる吸収促進、または窒

素吸収との関連等が指摘され、吸収リスク予測には

それらを明らかにする必要がある。また、これまで、

畑作物に対して一般的に知られているように、pHの

低下によってCd吸収は促進され、また、吸収量は土

壌の種類によっても異なるものと考えられる。今後

は、それらを総合的に評価し、土壌のCd含有率や化

学性、または施肥等の管理内容から吸収量及び子実

のCd含有率を予測する技術を開発する必要がある。 
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図1153-6 現地汚染土壌における子実中及びわ

ら中 Cd 含有率の関係 
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表1153-3 オオムギの子実及びわら中 Cd 含有率の品種・系統間特性 

カ 要 約 

オオムギを非汚染ほ場及びCd添加土壌又はCd汚染

土壌を充填したポットで栽培し、オオムギの子実及

びわら中Cd含有率の品種・系統間の特性を検討した。

その結果、オオムギのCd含有率は、栽培年次による

変動はあるが、Apam及びカシマムギで子実・わらと

もに高く、Spartan等で子実・わらともに低い傾向に

あった。この傾向は、土壌中T-Cd含有率が、0.34～

30mgkg-1の範囲で同様であった。 

キ 引用文献 

１) 農林水産省（2002）.農産物等に含まれるカドミ
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２） 米山忠克（2007）.植物によるカドミウムとヒ素
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(4) 小麦の低吸収・低蓄積機構の解明 

ア 研究目的 

Codex委員会において2005年７月に小麦について

カドミウム（以下Cd）濃度の基準値が決定した。一

方で基準値にかかわらず、食品中のCd濃度を減らす

ことは重要であり、国産小麦についても同様である。

そこで小麦のCd吸収低減に向けてCd低吸収品種育成

の基礎的知見となるCd吸収の品種間差の検討及び資

材等耕種的手法を用いたCd吸収抑制技術の開発をお

こなう。 

イ 研究方法 

(ア) 小麦子実Cd濃度の品種間差の検討 

小麦の栽培は、群馬県農業技術センター（前橋市

江木町内）において、2004～2007年産の４作、１

/2000aワグネルポットによりおこなった。供試土壌

には、0.1N塩酸可溶性Cd濃度が約5.5mg kg-1である

灰色低地土を使用し、必要に応じて小麦栽培前に

高
Apam
カシマムギ

中

あまぎ二条
栃系251
栃系259
西海皮54号a
大系HO106
大系HM139
大系HC-15
ミカモゴールデン
スカイゴールデン
サチホゴールデン
なす二条
東山皮101号
ニシノチカラ
Karl

わら含有率高 わら含有率低

低
RisoM56
大系HL138-8-7

Spartan
RisoM86
2727（GRIN)
Harrington

極低

子実Cd
含有率

品　　種

2727（GRIN)



― 144 ―

ポットの土壌の混合、詰め直しをおこなった。小麦

の前作は水稲（品種：「ゴロピカリ」他）とした。栽

培した品種・系統（以下品種）は、国内各育成地か

ら提供を受けた51～104品種を供し、１品種につき

ポット１個の規模で栽培した。 

 小麦を収穫後、脱穀し子実を2.2mmの縦目ふるいで

調製した。粒径2.2mm以上の子実を硝酸－過塩素酸分

解後原子吸光光度法にてCd濃度を測定した。一方、

ワラについては粉砕後、同様に分解後原子吸光光度

法にてCd濃度を測定した。なお、子実中のCd濃度に

ついては子実水分12.5％、ワラ中のCd濃度について

は乾物当たりの数値で示した。 

 (イ) 小麦子実Cd濃度品種間差の土壌等環境要因

による変動の検討  

 小麦の栽培は、土壌タイプ、土壌0.1N塩酸可溶性

Cd濃度、前作条件の異なる１/2000aワグネルポット

（群馬県農業技術センター（前橋市江木町内））およ

び、現地ほ場で、(ア)で供試した品種（系統）の一

部を供試しておこなった。  

 Cd濃度の分析は(ア)と同様に調製分解しおこなっ

た。 

 (ウ) 資材等耕種的手法を用いたCd吸収抑制技術

の開発 

 小麦の栽培は、群馬県農業技術センター（前橋市

江木町内）において、１/2000aワグネルポット栽培

によりおこなった。供試土壌には、0.1N塩酸可溶性

Cd濃度が約5.5mg kg-1である灰色低地土を使用し、

必要に応じて小麦栽培前にポットの土壌の混合、詰

め直しをおこなった。小麦の前作は水稲（品種：「ゴ

ロピカリ」他）とした。供試品種には「きぬの波」「農

林61号」を用い、栽培前に25～200kg/aの紛状または

粒状炭酸カルシウム資材を施用した。小麦子実中の

Cd濃度の分析を(ア)と同様におこない、栽培前後の

土壌のpH(H2O)の変化についても測定した。 

ウ 研究結果 

(ア) 小麦子実Cd濃度の品種間差の検討 

小麦は試験４年間を通じ全般的に大きな障害等な

く順調に生育した。試験開始年の2004年産の子実Cd

濃度は、2005～2007年産に比べ高い傾向があった（表

1154-1）。一方、複数年次にわたり栽培した同一品種

（系統）の子実Cd濃度の関係を２次元散布図へのプ

ロットによりみたところ、高い正の相関が認められ

た（表1154-2、図1154-1）。そこで、2005-2007年産

共通73品種の子実中Cd濃度の品種間差の有無につい

て、フリードマン検定をおこなったところ高度に有

意（p値<0.001）であり、小麦子実Cd濃度には品種間

差があることが明らかとなった。また、同一品種の

子実Cd濃度とワラCd濃度にも高い正の相関が認めら

れた（図1154-2）。 

 (イ) 小麦子実Cd濃度品種間差の土壌等環境要因

による変動の検討 

 小麦は、野菜跡ほ場における栽培で倒伏傾向に

あったこと以外は全般的に順調に生育した。各種土

壌で栽培した小麦子実中Cd濃度と、同一品種につい

ての(ア)のデータとの関係を見たところ、供試点数

が少なかったためか有意な相関の認められないもの

もあったが、概ね高い正の相関があるものと認めら

れた（表1154-3、図1154-3）。また、同様にして作物

研究所の試験（課題分類1155、Cd低濃度土壌を使用）

において供された品種のうち(ア)と共通するものと

の関係を見たところ、高い正の相関が認められた（図

1154-4）。 

表1154-1 小麦供試品種数と子実 Cd 濃度の範囲 

供 試 最低濃度 最高濃度
試験年 

品種数 (mg/kg) (mg/kg) 

2004年産 51 1.40 3.70 

2005年産 103 0.50 2.12 

2006年産 104 0.45 2.03 

2007年産 80 0.42 1.40 

注)濃度は子実水分12.5%ベースで記載。 
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表1154-2 小麦子実 Cd 濃度の年次間相関 

試験年 2005年産 2006年産 2007年産 

r = 0.577 r = 0.461 r = 0.400 

2004年産 p < 0.001 p = 0.001 p = 0.004 

N = 51 N = 51 N = 51 

r = 0.870 r = 0.773 

2005年産 - p < 0.001 p < 0.001 

N = 103 N = 73 

r = 0.861 

2006年産 - - p < 0.001 

N = 74 

注）ｒ：ｽﾋﾟｱﾏﾝの順位相関係数、p：p 値、N:共通品種数 

 

図1154-1 2006-07年産小麦子実 Cd 濃度の関係 

 (ウ) 資材等耕種的手法を用いたCd吸収抑制技術

の開発 

 小麦は全般的に順調に生育した。炭酸カルシウム

資材を多量施用した場合や連用した場合で土壌pHが

7.0前後まで上昇した場合には３～４割程度の小麦

子実中Cd濃度の低減が認められた。また、pHの上昇

による収量・品質等への大きな影響は認められな

かった（図1154-5） 

エ 考 察 

(ア) 小麦子実Cd濃度の品種間差の検討   

同一土壌で４作小麦を栽培したところ、ある年に

小麦子実中Cd濃度の低い（高い）品種は別の年にも

低い（高い）傾向を示した。このことは、小麦子実

中Cd濃度には品種間差のあることを示唆するものと

考えられる。しかし、これによって見出されたCd濃

度の低い（高い）品種という区別は現段階では関東

地域における栽培結果に基づく限定的なものである

ことに留意する必要がある。更なるデータの集積及

び遺伝的な解析による検討が必要と考えられる。  

 (イ) 小麦子実Cd濃度品種間差の土壌等環境要因

による変動の検討 

 小麦品種によるCd濃度の高低は異なる土壌等環境

条件下でも概ね同様の傾向を示したことから、(ア)

で確認した品種間差は環境による変動の少ないもの

と考えられる。  

 (ウ) 資材等耕種的手法を用いたCd吸収抑制技術

の開発   

 ポット試験による結果から、土壌のpH上昇は小麦

子実中Cd濃度を低減する効果をもつものと考えられ

る。  
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図1154-2 2007年産小麦子実－ワラ中 Cd 濃度の関係 

表1154-3 異なる土壌で栽培した同一品種コムギ子実中 Cd 濃度の関係 

共 通 ｽﾋﾟｱﾏﾝの 

品種数 順位相関係数 
P 値 

06灰5ﾎﾟｯﾄ稲－06黒5ほ場野菜 52 0.708 <0.001 

07灰5ﾎﾟｯﾄ稲－07黒5ほ場ｴﾝﾊﾞｸ 65 0.461 <0.001 

05灰5ﾎﾟｯﾄ稲－05黒5ﾎﾟｯﾄ稲 15 0.818 <0.001 

05灰5ﾎﾟｯﾄ稲－05灰3ﾎﾟｯﾄ大豆 10 0.236 0.503 

06灰5ﾎﾟｯﾄ稲－06黒5ﾎﾟｯﾄ稲 15 0.793 0.001 

06灰5ﾎﾟｯﾄ稲－06灰3ﾎﾟｯﾄ大豆 10 0.588 0.077 

07灰5ﾎﾟｯﾄ稲－07黒5ﾎﾟｯﾄ稲 14 0.473 0.089 

07灰5ﾎﾟｯﾄ稲－07灰3ﾎﾟｯﾄ大豆 10 0.442 0.198 

注） 表示：産年・土壌・Cd 濃度・前作。例）０６灰5ポット稲=2006年産灰色低地土 Cd 濃度約5mg/kg ポット栽培前作水稲。 

 

図1154-3 ポット栽培－ほ場栽培小麦子実中 Cd 濃度の関係 

注）表1154-4の「07灰5ﾎﾟｯﾄ－07黒5ほ場」に相当。 
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図1154-4 高濃度－低濃度 Cd 土壌栽培小麦子実中 Cd 濃度の関係 

図1154-5 土壌 pH と栽培小麦子実中 Cd 濃度及び収量の関係（ポット試験） 

注）平均土壌 pH = (栽培前土壌 pH+栽培後土壌 pH) / 2 。

オ 今後の課題 

(ア) 小麦子実Cd濃度の品種間差の検討  

小麦子実中Cd濃度品種間差についての他地域での

栽培試験による確認。遺伝的な解析と、それに基づ

くCd低吸収小麦品種の育成。 

 (イ) 小麦子実Cd濃度品種間差の土壌等環境要因

による変動の検討   

より多数の土壌種、Cd濃度レベルでの確認。 

 (ウ) 資材等耕種的手法を用いたCd吸収抑制技術

の開発   

ほ場における試験の実施、土壌pHを高くした場合

の表作の水稲への影響調査。 
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カ 要 約 

(ア) 小麦子実Cd濃度の品種間差の検討   

2004～2007年産の４作、ポット（Cd高濃度土壌）

により各種品種（系統）の小麦を栽培したところ、

ある年に小麦子実中Cd濃度の低い（高い）品種は別

の年でも低い（高い）傾向を示したことから、小麦

の土壌からのCd吸収には品種間差があると考えられ

た。 

 (イ) 小麦子実Cd濃度品種間差の土壌等環境要因

による変動の検討   

 各種土壌を充填したポットまたは現地ほ場におい

て(ア)の供試小麦品種（系統）の一部を栽培したと

ころ、環境条件が変わっても小麦品種によるCd濃度

の高低は概ね同様の傾向を示したことから、(ア)で

確認した品種間差は環境による変動の少ないものと

考えられた。  

 (ウ) 資材等耕種的手法を用いたCd吸収抑制技術

の開発   

 ポット試験で、炭酸カルシウム資材施用の小麦Cd

吸収に及ぼす効果を確認したところ、土壌pHが7.0

前後まで上昇した場合には３～４割程度の小麦子実

中Cd濃度の低減が認められた。また、pHの上昇によ

る収量・品質等への大きな影響は認められなかった。

しかし、実際のほ場での施用効果や表作水稲への影

響については未確認である。  

キ 引用文献 

なし 

研究担当者（新井朋二、齋藤祐一＊、塚本雅俊） 

(5) 麦類の低吸収・低蓄積機構の解明 

ア 研究目的 

 麦類においても生産される圃場、土壌によっては

カドミウム含量が高くなる可能性がある。そのよう

な状況において、カドミウム低蓄積品種を育成する

ことは重要な解決策になる可能性がある。しかし、

日本において麦類を対象にして実施された研究は少

ない。そこで、今後の品種開発に必要な情報を集め

るため、子実のカドミウム含量の異なる品種・系統

のスクリーニングを広く行うとともに、土壌の種類

や栽培条件が子実カドミウム含量に及ぼす影響を調

べる。 

イ 研究方法 

(ア) 大麦の子実カドミウム含量の品種間差異 

 国内外の大麦品種を２作期にわたり茨城県つくば

市にある農研機構中央農業総合研究センターの観音

台地区の畑試験圃場（淡色黒ボク土）で栽培した。

2002年10月播種では41品種・系統を供試し、2003年

10月播種では36品種を供試した。70 cm 条間の条播

栽培とし、収穫期に子実を採取し、粉砕したのち、

0.1 M 硝酸で１時間浸とう抽出し、ICP-MSによりカ

ドミウム含量を測定した。 

(イ) 小麦の子実カドミウム含量 

ａ 小麦の子実カドミウム含量の品種間差異 

 国内外の小麦品種を３作期にわたり茨城県つくば

市にある農研機構中央農業総合研究センターの観音

台地区の畑試験圃場（淡色黒ボク土）で栽培した。

2002年10月播種では日本で栽培されている主要な小

麦品種、在来種及び今後の有望系統131品種・系統を

供試し、2003年10月播種では日本で栽培されている

主要な品種・有望系統70、オーストラリアのめん用

品種及びアメリカの高タンパク品種など40品種系統

の合計110品種・系統を供試した。 2004年11月播種

では日本で育成された170品種、在来種を含む主要品

種の系譜上の品種・系統74、オーストラリア及びア

メリカの44品種の合計288品種・系統を供試した。い

ずれの作期も70 cm 条間の条播栽培とし、収穫期に

子実を採取し、粉砕したのち、0.1 M 硝酸で１ 時間

浸とう抽出し、ICP-MSによりカドミウム含量を測定

した。 

 ｂ 異なる土壌で栽培した小麦の子実カドミウ

ム含量 

 子実のカドミウム含量に及ぼす土壌の種類の影響

を調べるため、国内外の231品種・系統を2005年秋播

きにて淡色黒ボク土の畑圃場（観音台の試験圃場、

土壌のカドミウム濃度は0.122 mg/kg）と灰色低地土

の水田圃場（谷和原の試験圃場、同0.176 mg/kg）で

栽培して得た子実のカドミウム含量を比較した。 

 ｃ 小麦の子実カドミウム含量に及ぼす栽培条

件の影響 

 2002年11月播種で、中央農業総合研究センターの

観音台地区の畑試験圃場に小麦農林61号を播種期と

耕起法を変えて栽培し、子実カドミウム濃度に及ぼ

す影響を調べた。また、2003年10月播種で、同圃場

に同品種をリン酸及び窒素追肥条件を変えて栽培し、

子実カドミウム含量に及ぼす影響を調べた。 

ウ 研究結果 
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表1155-1 子実カドミウム含量が低

かった大麦品種・系統 

表1155-2 子実カドミウム含量が低かった小麦品種・系

統 

Carlsberg II Spartan ホクシン きたもえ ハルイブキ 

四国裸84号 羽系 B0267 ナンブコムギ タクネコムギ フルツ達磨 

農林24号 Rosella 

(ア) 大麦の子実カドミウム含量の品種間差異 

 供試した大麦品種の子実のカドミウム含有率は、

0.005～0.050 mg/kg 程度まで大きな変異を示した。

このうち、２年間、共通して子実のカドミウム含量

が低かったのは表1155-1に示す４品種・系統であっ

た。これらの品種は子実カドミウム含量が低い特性

を持つと考えられるが、今後、さらに試験年次を重

ねるとともに、異なる栽培条件で子実カドミウム含

量を再確認することが必要である。 

 (イ) 小麦の子実カドミウム含量 

ａ 小麦の子実カドミウム含量の品種間差異 

 供試した小麦品種の子実のカドミウム含有率は大

きな変異を示した。大麦と同じ2002年及び2003年の

播種では、0.015～0.095 mg/kg程度の範囲にあり、

2004年播種の試験では0.0175～0.0875 mg/kg 程度の

範囲にあった。供試した小麦品種のうち、複数年、

共通して子実のカドミウム含量が低かったのは表

1155-2に示す８品種であった。 

 ｂ 異なる土壌で栽培した小麦の子実カドミウ

ム含量 

 土壌に含まれるカドミウムの含量が少ない淡色黒

ボク土で栽培した場合の小麦子実のカドミウム含量

は0.020～0.080 mg/kg程度と低く、土壌のカドミウ

ム含量が高い灰色低地土の水田試験圃場では小麦の

子実のカドミウム含量は0.050～0.350 mg/kg 程度と

高かった。これら２土壌で栽培した小麦の子実のカ

ドミウム含量には密接な正の相関関係（r = 0.541: 

１%水準で有意）が認められ、子実のカドミウム含量

に関する品種の相対的な関係に与える土壌の種類の

影響は大きくないことが明らかになった（図1155-1）。

このため、子実カドミウム含量が低い品種を育成す

ることは、多くの土壌や栽培条件でも小麦のカドミ

図1155-1 異なる土壌間で栽培した小麦品種の子実

カドミウム含量 
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ウム含量を低減させることに有効であろうと考えら

れた。  

 ｃ 小麦の子実カドミウム含量に及ぼす栽培条

件の影響 

 播種期を11月の上旬、中旬及び下旬の３時期に変

えて子実カドミウム含量を調べたところ、遅播きす

ると子実カドミウム含量が低くなる傾向が認められ

た。すなわち、11月上旬播種では0.0452及び0.0404 

mg/kgであったが、11月中旬播種では0.0381及び

0.0425 mg/kg 11月下旬では0.0362及び0.0392 mg/kg 

であった。一方、播種前の耕起の有無や耕深は子実

カドミウム含量に顕著な影響を及ぼさないことが明

らかになった。また、小麦の子実カドミウム含量に

及ぼすリン酸施用の影響は少なかった。ただし、出

穂２週間後の窒素追肥により子実カドミウム含量が

増加する現象が観察されたため、この点については

今後の検証が必要である。 

エ 考 察 

(ア) 大麦の子実カドミウム含量の品種間差異 

大麦の子実カドミウム含量に品種間差異があるこ

とが示唆されたが、年次や栽培土壌における品種の

相対的な関係の安定性は未確認であるため、今後、

データを蓄積していく必要があるものと考えられる。  

(イ) 小麦の子実カドミウム含量 

 小麦を用いた試験の結果を解析したところ、供試

品種のうち北海道で育成された小麦品種は子実のカ

ドミウム含量が低い傾向にあり、逆に関東以西の小

麦品種には子実のカドミウム含量が相対的に高い品

種が多かった。また、子実のカドミウム含量の高低

には系譜上のつながりがあるように見受けられたた

め、この性質は遺伝的な性質であると推察された。 

 さらに、子実カドミウム含量の低い品種は根や茎

葉部のカドミウム含量も若干、低い傾向にあったが、

子実の含量の品種間差異のほうが顕著であったため、

子実カドミウム含量の品種間差異は、吸収量の違い

よりも子実への転流、蓄積率の違いが大きいのでは

ないかと推察された。また、子実カドミウム含量と

品種の農業形質との関係を検討したところ、子実の

カドミウム含量は茎数、稈長などと負の相関関係に

あり、止葉の葉色とは正の相関関係にあった（Kubo et 

al. 2008）１)。 

 なお、栽培法により麦類の子実カドミウム濃度が

変化する場合があり、早播きすると子実のカドミウ

ム含量が高くなる傾向がみられたが、その効果は遺

伝的変異に比べて小さかった。また、園芸作物など

と異なり収益性の低い現在の小麦作においては、コ

ストの高い栽培技術を導入することは難しいため、

子実のカドミウム濃度が低い品種を育成していくこ

とが も現実的であると考えられる。 

オ 今後の課題 

(ア) 大麦の子実カドミウム含量の品種間差異 

本研究で得られた品種間差異の安定性を確認する

必要がある。異なる年次や土壌条件でも安定した品

種間差異が確認されれば、子実カドミウム含量が低

い系統の開発が可能となると考えられる。  

(イ) 小麦の子実カドミウム含量 

 本研究で得られた子実カドミウム含量が低い品種

を用いて、子実カドミウム含量が低い系統を作出する

ことが可能であると考えられる。特に、これまでの小

麦品種は育成された地域により、子実カドミウム含量

の差異が認められるため、地域ごとにカドミウム含量

の低い品種を育成する必要があると考えられる。  

カ 要 約 

(ア) 大麦の子実カドミウム含量の品種間差異 

国内外の大麦、約40品種を栽培して比較したとこ

ろ、子実カドミウム含量には大きな品種間差異がみ

られた。２作期のみのデータのため再確認の必要が

あるが、子実カドミウム含量が低い可能性を持つ４

品種を選定した。  

(イ) 小麦の子実カドミウム含量 

 国内外の小麦、約200品種を栽培して比較したとこ

ろ、子実カドミウム含量には明瞭な品種間差異が認

められた。３作期のデータから子実カドミウム含量

が低い８品種を選定した。これらの品種は北海道で

育成された品種が多く、育成地による差異が認めら

れた。この品種間差異は年次だけでなく栽培する土

壌が異なっても同様な傾向が見られるため、安定し

た遺伝的性質であると考えられた。なお、播種期や

施肥法の改良により小麦の子実カドミウム含量を低

減させることは現状では難しいと考えられた。 

キ 引用文献 

１) Kubo K, Watanabe Y, Oyanagi A, Kaneko S, 

Chono M, Matsunaka H, Seki M and Fujita M (2008) 

Cadmium concentration in grains of Japanese wheat 

cultivars: genotypic difference and relationship with 

agronomic characteristics. Plant Prod. Sci. 11(2): 
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243-249. 

研究担当者（渡邊好昭、久保堅司、小柳敦史＊） 

(6) ダイズのカドミウム低吸収・低蓄積機構の解明 

ア 研究目的 

 本課題はダイズのカドミウム(Cd)吸収･蓄積機構

の解明を通して、Cd吸収を抑制する技術の開発と子

実Cd濃度がより低い品種の作出へ有用な情報を提供

することを目的とする。 

イ 研究方法 

(ア) 子実Cd濃度と根粒の関係 

 子実Cd蓄積性が低いエンレイとエンレイよりも常

に低い子実Cd濃度を示す関東100号(超根粒着生品

種)のF2（96個体）を、汚染土壌充填ポット（0.1M-HCl

抽出Cd；3.0mgkg-1、黒ボク土、3.7L）で成熟期まで

栽培し、子実のCd濃度分布を求めた。 

 (イ) 地上部各器官へのCd蓄積様式と子実Cd濃度

の関係 

 子実Cd蓄積性が低い９品種と高い２品種を、それ

ぞれ汚染土壌充填ポット（0.1M-HCl抽出Cd；

3.0mgkg-1、黒ボク土、3.7L）で成熟期まで栽培し、

生育ステージごとに地上部各器官を採取しCd濃度を

求めた。エンレイとスズユタカについては、主茎の

も根に近い節から３節ずつに分け下･中･上・ 上

位とし、開花期から成熟期まで、部位別に各器官を

採取した。 

 (ウ) RILs（組換えを自殖系統）用いたCd吸収蓄

積要因の検討 

汚染土壌充填ポット(0.1N-HCl抽出Cd；0.3mgkg-1、

灰色低地土、3.7L)に子実Cd蓄積性が高いホウギョク

と低いおおすずのRILs（101系統）を成熟期まで栽培

し、子実のCd濃度分布を求めた。また、これらとは

別に同じRILsを汚染土壌充填ポット(0.1N-HCl抽出

Cd;3.0mgkg-1、黒ボク土、0.1L)で第４複葉が展開す

るまで栽培し、地上部と根を採取した。 

(エ) Cd吸収蓄積におよぼす亜鉛（Zn）の影響 

  ａ 子実Cd蓄積性が低い関東100号と高いスズ

ユタカを播種から30日間パーライト培地で栽培した

後、水耕装置で20日間馴致栽培した。播種後50日目

に、Cd濃度が一定（0.025mgL-1）でZnを添加してい

ない培養液およびZn濃度がそれぞれ0.025、0.50、

1.0、2.50mgL-1と異なる培養液（Zn0、Zn1、Zn2、Zn3、

Zn4区）に移し、曝露１週間後に地上部と根を採取し

Cd濃度を求めた。また、一部の苗は成熟期まで栽培

し子実を得た。 

 ｂ 15日齢の関東100号とスズユタカの苗を、Cd

濃度が一定(0.050mgL-1)でZn濃度が異なる(０～

1.00mgL-1)処理溶液に移し、３時間後に地下部と地上

部を採取した(25℃)。同時に、各処理溶液を氷冷し

た条件下で同様の試験を行った(２℃)。 

(オ) 子実Cd濃度におよぼす窒素追肥の影響 

汚染土壌充填ポット(0.1N-HCl抽出Cd；0.3mgkg-1、

灰色低地土、3.7L)に基肥と一緒に被覆緩効性窒素肥

料LPS60、80、100を施用した区と、子実肥大始(播種

後80日目)に窒素0.3g相当の硫酸アンモニウム、硝酸

アンモニウム、硝酸ナトリウム、アラントインをそ

れぞれ追肥として施用した区を設定し、スズユタカ

を成熟期まで栽培し子実を得た。 

ウ 研究結果 

(ア) 子実Cd濃度と根粒の関係 

F2の子実Cd濃度は正規分布状に分布した。関東100

号よりも子実Cd濃度が低い系統が確認された(図

1156-1)。根粒着生の多少と子実Cd濃度に関連はみら

れなかった（表1156-1）。 
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表1156-1　関東100号とエンレイおよび
　　 　　　　この２品種のＦ２の根粒着生度合いと子実カドミウム濃度

* 関東100号を４、エンレイを１として４段階で目視にて判定　　** 平均 ±ＳＥ
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　根粒着生* 　子実カドミウム濃度（mg kg-1)

関東100号 4 (n= 4) 　1.32±0.04**

エンレイ 1 (n= 4) 　2.45±0.08

Ｆ２ 1 (n=30) 　1.0 ～ 3.4 (1.99±0.09)**

2 (n=49) 　1.2 ～ 3.3 (2.01±0.06)
3 (n=10) 　1.7 ～ 2.5 (2.10±0.08)
4 (n= 7) 　1.5 ～ 2.1 (1.73±0.07)

低グループ 1.3±0.3** (n= 3) 　1.15±0.27
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図1156-1 関東100号とエンレイの F2の子実カ

ドミウム分布 

表1156-1 関東100号とエンレイおよびこの２品種の

F2の根粒着生度合いと子実カドミウム濃度 
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 (イ) 地上部各器官へのCd蓄積様式と子実Cd濃度

の関係 

 全生育期間を通じて、子実Cd蓄積性が高い品種の

地上部Cd蓄積量は低い品種よりも高く、葉(葉柄と枯

葉を含む)へのCd分配率および地上部全体のCd濃度

に対する葉のCd濃度の比が大きい傾向がみられた

（図1156-2、表1156-2）。子実へのCd分配率は高Cd

品種で小さい傾向がみられたが、低Cd品種間では子

実Cd分配率の大小と子実Cd濃度の高低に関連はみら

れなかった（表1156-2）。子実Cd濃度は成熟期地上部

Cd濃度に比例し、地上部Cd濃度は地上部Zn濃度と高

い相関関係を示した（図1156-3）。両品種ともに、主

茎の葉Cd濃度は根に近い部位ほどCd濃度が高かっ

た。主茎と分枝を比較すると特にスズユタカでは主

茎の葉Cd濃度が高かった（図1156-4）。一方、子実Cd

濃度では部位や主茎・分枝による違いはほとんどみ

られなかった（図1156-5）。 

(ウ) RILsを用いたCd吸収蓄積要因の検討 

 RILsの子実Cd濃度は低：高＝47系統：54系統と、

ほぼ１：１に分離した。子実Cd濃度が低い系統は幼

植物体の地上部Cd濃度が低く根Cd濃度が高く、子実

Cd濃度が高い系統は逆であった(図1156-6)。根では

Cdは他元素とほとんど関連しなかったが、地上部で

は低子実Cd蓄積系統も高Cd系統もCd濃度はZn濃度

に比例した（図1156-7）。 

(エ) Cd吸収蓄積におよぼすZnの影響 

 Zn添加区では根Cd濃度が低下、地上部Cd濃度は上

昇しZn添加量と高い相関を示した（図1156-8）。子実

のCd濃度は生育初期の地上部や莢とは逆にZn欠乏状

態で高くなった（図1156-9）。 

 根のCd濃度は２℃処理区で関東100号＞スズユタ

カであった。両品種ともにZn処理濃度の上昇にとも

なって根Cd濃度が低下した。(25-2℃)では地上部Cd

濃度に品種間差がみられスズユタカ＞関東100号で

あった。両品種ともに、Zn処理濃度の上昇にともなっ

て地上部Cd濃度が上昇した(図1156-10)。 
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図1156-3 地上部カドミウム濃度と子実カドミウム

濃度および地上部亜鉛濃度 
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表1156-2　成熟期のダイズ器官別カドミウム濃度と分配率
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(オ) 子実Cd濃度におよぼす窒素追肥の影響 

 窒素追肥による収量の差はなかった。全ての窒素

追肥区で子実Cd濃度は低下し、アラントイン、LPS80

と60の施用区および硫酸アンモニウム追肥区では有

意な差がみられた（図1156-11）。 

 エ 考 察 

(ア) 子実Cd濃度と根粒の関係 

ダイズの子実Cd蓄積性には品種間差があり（Arao

ら１））、日本で栽培されている品種および有望な系統

について調査した結果、子実Cd蓄積性が高い品種群

と低い品種群に大別された（杉山ら２））。子実Cd蓄積

性が高い品種群はHarosoyなど特定の品種を親品種

とするグループで構成されていることから、ダイズ

にとってCdの高吸収･蓄積は遺伝的要因だと考えら

れる。子実Cd蓄積性が低い品種間でも恒常的な子実

Cd濃度の順列がみられ、特に汚染度が高い土壌では

根粒が着生しない品種よりも根粒超着生品種の子実

Cd濃度は明らかに低かった（Araoら１））。エンレイよ

りも子実Cd濃度が低い関東100号はエンレイの突然

変異種から作出された超根粒着生品種である。これ

らのＦ２では子実濃度分布が１：３に分布しなかっ

たことから、両品種の子実Cd濃度の違いは単一の遺

伝子に因らないことが判明した。また、根粒の多少

は子実Cd濃度の高低を決定する要因ではなかった。 

 (イ) 地上部各器官へのCd蓄積様式と子実Cd濃度

の関係 
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 地上部に移行するCd量の大小が、子実Cd蓄積性の

高低を決定していた。高子実Cd蓄積性品種は低Cd品

種よりも葉にCdを移行・蓄積していた。エンレイよ

りもスズユタカの葉が高いCd耐性能を持つことから

も（Sugiyamaら３））地上部にCdが移行しやすい高Cd

品種は葉にCdを蓄積することで子実にCdを蓄積させ

ない機構を得たと考えられる。 

 高・低Cd品種ともに、葉のCd蓄積量は子実肥大始

め以降ほぼ一定であった。 

 両品種ともに主茎の下位葉から落葉した。落葉前

に採取した主茎の下位葉のCd濃度はエンレイ12、ス

ズユタカ37mgkg-1であったのに対し、 初に確認され

た落葉のCd濃度はエンレイ18、スズユタカ46mgkg-1

であったことから、葉は蓄積したCdを保持したまま

落葉することが示唆された。両品種ともに主茎の葉

のCd濃度には部位による違いがあり上位の葉ほどCd

濃度は低かったのに対して、子実Cd濃度には部位に

よる違いがみられなかったことから、部位によって

大きく異なる葉のCd濃度は同じ部位の子実Cd濃度に

影響を及ぼさないことが判明した。これらの結果か

ら、子実Cd濃度に対して葉から転流するCdの影響は

小さいと考えられる。 

(ウ) RILsを用いたCd吸収蓄積要因の検討 

ホウギョク×おおすずのRILsの結果から、子実Cd

濃度が低い系統は生育初期からすでに地上部Cd濃度

が低く、根Cd濃度が高いことが明らかとなった。地

上部Cd濃度への根の働きは、トウモロコシ（Florijn・

van Beusichem4））やタバコ（Wagnerら５））について
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図1156-11 窒素追肥が子実カドミウム濃度におよ

ぼす影響 
異なるアルファベット間には５％水準で有意差あり

（Turkey-Kramer 法、n=４）
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も報告されており、ダイズ根のCd蓄積能が地上部へ

のCd移行を制御する主な要因であることはSugiyama

等３）によって明らかにされている。デュラム小麦の

子実Cd濃度に関する報告(Clarke・Kopytko6)）と同様

に、遺伝背景が均一なRILsにおいて子実および幼植物

体地上部と根のCd濃度が１：１に分布することから、

生育初期から根にCd蓄積することで地上部にCdを移

行させない機能は単一の劣性遺伝子に因ることが示

された。 

 幼植物体の根Cd濃度は低・高Cd蓄積性系統あわせ

て43系統が15.3～22.1mgkg-1の範囲に混在したのに

対して、地上部では明瞭に低・高の分離がみられた

ことから、地上部には根とは異なる要因によっても

Cdが移行していることが考えられる。根とは異なり、

地上部は低Cd系統も高Cd系統もCd濃度はZn濃度に

比例した。RILsとは異なり様々な遺伝背景を持つ栽培

品種や系統でも幼植物体地上部のCd濃度はZnと比例

したことから（杉山ら２））、Cdが地上部に移行するに

はZnの移行経路を利用していると考えられた。 

(エ) Cd吸収蓄積におよぼすZnの影響 

 高子実Cd蓄積性品種であるスズユタカも低Cd品種

の関東100号ともに、Znの添加によって根のCd蓄積能

が低下し、その結果地上部へ移行するCd量が増加し

たと考えられる。子実へのCd蓄積が、地上部に移行

したCd量の大小のみに影響されるならば、Zn添加区

の子実Cd濃度は高くなると予想された。しかし、逆

にZn欠乏状態で子実Cd濃度は高かった。Zn無添加区

では両品種ともに地上部Zn濃度は15mgkg-1であった

が、Zn添加によって関東100号では 高120、スズユ

タカで102mgkg-1までZnは地上部に移行し、その増加

量はCdよりもはるかに多かった。Znの移行経路上で

Znの輸送体が必須元素であるZnとCdを取り間違えて

子実に移行・蓄積させたのならば、地上部のZn濃度

がCdに対して低ければ低いほど取り間違えが起きそ

の結果、子実Cd濃度はZn欠乏状態ではに高くなった

と考えられる。Zn添加によってみられた子実Cd濃度

の低下は、子実へのCd蓄積にZnの移行経路が利用さ

れていることを示唆してる。 

２℃の低温条件下では代謝によるCd輸送が阻害さ

れるため根のCd吸収は根細胞壁画分への吸着分と、

25℃と２℃処理区の差(25-2℃)は代謝による吸収と

評価される（Zhaoら７））。２℃処理区根Cd濃度の結果

から、根のCd蓄積能の大小は主に細胞壁画分でのCd

蓄積能の違いに因ることが、また細胞壁画分のCd蓄

積能は品種にかかわらず、Znによって低下すること

が示された。(25-2℃)の地上部Cd濃度にみられた品

種間差スズユタカ＞関東100号から、高Cd品種のスズ

ユタカはより積極的にCdを地上部に移行すると考え

られた。両品種ともにZn処理濃度の上昇にともなっ

て(25-2℃)の地上部Cd濃度が上昇したことから、Zn

の代謝による地上部への移行をCdが利用したと考え

られた 

(オ) 子実Cd濃度におよぼす窒素追肥の影響 

 ダイズは光合成産物から子実が生産される効率が

低く、窒素要求度が高く、子実のタンパク含量が特

異的に高い作物である。生育後期に窒素を施用した

ダイズの子実Cd濃度が低下した結果は、収量に差が

みられなかったことから乾物重増加による希釈効果

ではないと考えられる。落葉と並行して子実が肥大

化するダイズでは、葉が蓄積したCdを保持したまま

成熟期までに全て落葉することから、子実Cd濃度に

対して葉から転流するCdよりも生育後期に土壌から

直接吸収したCdの関与が大きいと考えられる。子実

肥大期に窒素を施用すると子実Cd濃度が減少したの

は、施肥された窒素を利用することで土壌からの窒

素やCdを含む他元素の吸収が少なくなったためと考

えられる。同様に、土壌Cdが多い栽培条件下で根粒

超着生品種の子実Cd濃度が非着生品種よりも低かっ

たのは、根粒超着生品種が非着生品種よりも土壌窒

素とともに土壌中のCdを吸収しなかったためと思わ

れる。 

オ 今後の課題 

低子実Cd蓄積性品種同士の交配から子実Cd濃度が

より低い品種が作出される可能性が見いだされた。

しかし、より効率的かつ確実な品種開発には窒素や

Znなどの養分吸収の特性など子実Cd蓄積性を低下さ

せる要因を解明し整理する必要がある。また、根の

Cd蓄積能が低いため地上部のCd蓄積性が高くなった

品種にも、その地上部には葉にCdを蓄積することで

子実にCdを移行させない機能があることが示唆され

た。この機構は低Cd品種開発に有用と考えられるた

め、より詳細な解明が必要である。 

 施肥管理によって子実Cd濃度を抑制する可能性が

見いだされたことからも、施用された窒素が子実Cd

濃度に与える影響を解明する必要がある。 

 カ 要 約 
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 ダイズは根のCd蓄積能の大小によって、地上部お

よび子実Cd濃度が低い品種群と高い品種群に分かれ

た。根のCd蓄積能の品種間差は主に細胞壁画分での

Cd蓄積能の違いによることが、根細胞壁画分へのCd

蓄積はZnによって阻害されたことが示された。 

 Cdの地上部への移行にも品種間差がみられ、高Cd

品種のスズユタカはより積極的にCdを地上部に移行

すると考えられた。Cdの地上部への移行にはZnの移

行経路を利用することが示唆された。 

 地上部に移行したCdの子実への移行・蓄積につい

ては、葉がCdを保持したまま落葉することから、葉

から転流するCdよりも生育後期に土壌から直接吸収

したCdの関与が大きいと考えられた。子実形成に必

要とされる窒素を生育後期(子実肥大始)に施肥した

ところ、子実Cd濃度の低下が認められた。施肥され

た窒素を利用することで土壌窒素とともに土壌中の

Cdの吸収が少なくなったためと考えられた。 
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(7) カドミウム吸収性の低いダイズ系統の育成  

ア 研究目的 

 カドミウム吸収量の低い大豆を育成するために、

主要な品種のカドミウムの吸収量を調査し、品種間

差異を明らかにするとともに、高蓄積品種と低蓄積

品種の交配後代の解析を行って、低カドミウム吸収

特性の遺伝的背景を解明した。またよりカドミウム

吸収量の低い系統を育成するために、海外品種を含

めた大豆の遺伝資源のスクリーニングを行った。 

イ 研究方法 

 (ア) 国内の主要品種のカドミウム吸収量の品種

間差異の解明 

国内で現在栽培されている品種や過去に栽培され

た品種及び育成された有望系統から150品種・系統を

選定して試験に用いた。カドミウム汚染土を詰めた

１/5000aポットを用いて、2002年春季に温室、2002

年夏季に屋外で栽植した。各ポットは２個体、各２

反復で成熟期まで栽植し、ポット毎にまとめて種子

は収穫した。また2002年夏季に圃場で畦幅70cm、株

間13cm、畦長1.5m、各２反復で栽培し、成熟期に全

個体をまとめて収穫した。得られた種子は粉砕して

よく混和した上で、カドミウム濃度を測定して、標

準品種と比較した。 

(イ) カドミウム吸収量の遺伝的背景の解明 

 高吸収系統の「ホウギョク」と普通品種の「おお

すず」を交配し、F2及びRILsの子実中カドミウム蓄積

量を分析して、分離比を調査した。 

(ウ) 極低カドミウム吸収量品種のスクリーニング 

中国、ブラジル等の海外の遺伝資源を中心に約500

品種を用いて、圃場で栽植して成熟期に収穫した。

得られた子実のカドミウム濃度を分析し、カドミウ

ム蓄積が極低の品種を探索した。標準品種の「フク

ユタカ」「エンレイ」と比較して、カドミウム含量が

大幅に低減していた品種・系統はポットまたは圃場

に播種して再試験を行い、カドミウム含量を再調査

した。 

ウ 研究結果 

 (ア) 国内の主要な150品種・系統の子実中カドミ

ウム含有量を分析した結果、２回のポット試験及び

圃場試験とも、子実中カドミウム濃度の分布は低い

方に偏って分布していた(データ省略)。より詳細に

解析するため、各試験で標準品種「エンレイ」の子

実中カドミウム濃度に対する各品種の濃度の比を求

め、対標準品種比とした。３試験で得られた子実中

カドミウム濃度の対標準品種比の平均値の分布を調
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査した結果、これら品種系統は大きく「高蓄積グルー

プ」と「低蓄積グループ」に分けられた（図1157-1）。

また「フクユタカ」「エンレイ」など国内の主要品種

のほとんどは「低蓄積グループ」に分類された。 

 高蓄積グループは育成系譜から「Harosoyグルー

プ」、「ホウギョクグループ」及び「その他」の遺伝

的に関連のある品種群に分けることができ、このう

ち「Harosoyグループ」にはAraoら(2003)が報告した

「Harosoy」「スズユタカ」の他に「いちひめ」「ギン

レイ」などが、「ホウギョクグループ」には「ホウギョ

ク」の他に「アキセンゴク」「アソムスメ」などが含

まれていた（表1157-1）。 

 (イ) 「ホウギョク×おおすず」のF2個体上の子実

中カドミウム濃度の分布は図1157-2に示した。F2の分

布には低蓄積と高蓄積の２つのピークが見られ、そ

の分離比はほぼ３:１であった。また「ホウギョク×

おおすず」由来のRILsの分離も低蓄積と高蓄積の２つ

のピークが見られ(図1157-3)、その分離比はほぼ１:

１であった(表1157-2)。  

 

品種グループ 品種名

Harosoyグループ
Harosoy、スズユタカ、いちひめ、ふくいぶ
き、ギンレイ、アヤヒカリ、すずさやか

ホウギョクグループ
ホウギョク、ヒュウガ、アソムスメ、アキセ
ンゴク

晩生光黒グループ 晩生光黒、いわいくろ

表1157-1 中～高蓄積品種群と主な品種 

図1157-2 ホウギョク×おおすずの F2の子実

中カドミウム濃度の分離 
図1157-3 ホウギョク×おおすず由来の RILs

の子実中カドミウム濃度の分布 

実測値 期待値 実測値 期待値

低蓄積系統 73 70.5 44 48.0

高蓄積系統 21 23.5 52 48.0

合計 94 94.0 96 96.0

χ2値1)

1)χ2＜3.84で有意差無し(5%)

F2の分離比 RILsの分離比

0.355 0.414

表1157-2 ホウギョク×おおすずの F2及び RILs

の分離比の推定 

図1157-1 子実中カドミウム濃度の対標準比の分布
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 (ウ) 圃場で栽植した約450品種の遺伝資源の子

実中カドミウムを分析した結果、「タチユタカ」「エ

ンレイ」より極端に低い品種・系統は見いだすこと

ができなかった(図1157-4)が、再試を含めて複数回

実施した試験の中で子実中カドミウム濃度の対標準

品種比が比較的低い数値を示した品種・系統を表

1157-3に示した。このうち「ALA60」など数品種は「エ

ンレイ」に対して平均して30-40%程度低い値を示し

た。 

 エ 考 察 

 (ア) Boggessら（1978）１)、Araoら(2003)２)は大

豆の子実中のカドミウム蓄積量に品種間差異がある

ことを報告し、品種育成による大豆のカドミウム吸

収抑制の可能性を示唆している。また国内品種では

スズユタカなどが高蓄積品種であることが明らかに

されているが、国内の主要品種のカドミウム蓄積特

性について幅広く調査した報告はなかった。 

今回の試験によって国内の多くの品種の子実中へ

のカドミウム蓄積特性が初めて明らかにされ、「エ

ンレイ」「フクユタカ」等の主要品種の多くが低蓄積

品種群に分類されることが示された。しかし、極端

にカドミウム含量が低い品種は見いだされなかった

ことから、品種育成により国内品種のカドミウム含

有量を低下させるためには、新たな遺伝資源の探索

が必要と考えられた。 

 一方「ホウギョク」「アキセンゴク」など新たな高

蓄積品種も見いだされたが、その多くは作付けがほ

とんど見られない品種であった。過去の研究で、「ス

ズユタカ」等の高蓄積品種は「Harosoy」に遺伝的に

関連した品種が多いことが指摘されていた(Arao et 

al. 2003) ２)が、今回新たに見つかった高蓄積品種の

一部は「Harosoy」由来とは明らかに系譜上異なる品

種群であった。これらの品種群は育成系譜から考え

て、「ホウギョク」、「晩生光黒」にそれぞれ近縁なグ

ループであった(表1157-1)。低蓄積品種群同士の交

配後代からは「高蓄積」に分類される品種は育成さ

れていないことから、カドミウムの蓄積性は少数の

遺伝子により制御されており、このため遺伝的に近

縁な品種群に高カドミウム蓄積品種が多く出現する

ものと考えられた。 

 (イ) 「ホウギョク×おおすず」のF2世代及びRILs

を用いた試験結果から、低蓄積系統と高蓄積系統の

交配後代の分離比は、低蓄積を優性の１遺伝子と仮

定した分離比に良く合致した(表1157-2)ことから、

カドミウムの子実中への高蓄積性は１つの劣性遺伝

子支配によるものと考えられた。同様の結果が「フ

クユタカ×スズユタカ」でも得られており（データ

省略）、カドミウムの高蓄積性が一遺伝子により制御

されることが、同一の祖先品種由来の高蓄積性品種

がいくつも見いだされる要因となっていると考えら

れた。 

 Clarke and Knox(2003)３)はデュラムコムギの低カ

ドミ蓄積性が遺伝的形質であり、優性の１遺伝子支

配であることを示した。大豆の低蓄積性がデュラム

コムギと同様に優性の１遺伝子支配であったことは

非常に興味深い。 

 これまでの研究から、低カドミウム蓄積品種は根

部にカドミウムを蓄積して、地上部へのカドミウム

の移行を抑制し、結果として子実中のカドミウム濃

度が低くなっていること、また根の細胞壁にカドミ

ウムが蓄積していることが示唆されている（Arao et 

al. 2003 ２）、Sugiyama and Ae 2003 ４)、Ishikawa and 

平均値 大値 小値

CTS115 4 0.59 0.98 0.19

東山195号 4 0.65 1.30 0.40

AUROA 4 0.65 0.98 0.25

ALA60 4 0.72 1.10 0.33

タマホマレ 5 0.81 1.02 0.63

フクユタカ 6 0.87 1.26 0.56

タチユタカ 4 1.03 1.44 0.77

(比)スズユタカ 6 2.25 3.25 1.30

(比)ハロソイ 6 2.85 3.63 1.50

(標)エンレイ 6 1.00 1.00 1.00

1）ポット試験・圃場試験を含めた試験回数が4回以上を対象

品種・系統名
試験

回数
1)

子実中のカドミウム
濃度のエンレイ対比

図1157-4 遺伝資源からの極低カドミウム

品種のスクリーニング結果 

表1157-3 複数の試験で子実中カドミウム

濃度が低かった主な品種・系統 
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Ae 2003 ５))。これらの結果と本研究で高蓄積性が劣

性遺伝子と推定されたことを考え合わせると、高蓄

積品種では根中のカドミウム定着因子を産生する遺

伝子が欠損している可能性がある。 

 (ウ) 遺伝資源中から主要品種より大幅にカドミ

ウム蓄積量が少ない品種が見いだされなかったこと

は、現時点では品種育成による大幅なカドミウム吸

収抑制は困難なことを示す。画期的な低吸収品種育

成のためには、今後さらに多数の遺伝資源をスク

リーニングして、極低吸収品種の探索を続ける必要

がある。 

 一方再試験を含めた全試験結果の詳細な検討の結

果、低蓄積グループの中でも「ALA60」などの品種は

「エンレイ」などよりさらに低い傾向にあることが

明らかとなってきた。極低蓄積性の遺伝資源が見つ

かるまでは、これらの品種を用いてより蓄積量の少

ない品種の育成を進めていく必要がある。 

オ 今後の課題 

 (ア) 極低蓄積品種育成のためには従来の低蓄積

品種より大幅に蓄積量が少ない遺伝資源の探索とと

もに、「ALA60｣などの主要品種よりやや低い傾向を

示す品種が遺伝的な形質であることの確認とその育

種的利用が必要である。 

(イ) 国産大豆全体のカドミウム蓄積量を低減さ

せるためには、高蓄積品種の普及の中止や育成系統

からの高蓄積系統の除外、戻し交雑による高蓄積品

種の低蓄積化などが考えられる。今後はマーカーの

開発や育種プログラムへのカドミウム含有量による

選抜を組み入れていくことが必要である。 

 カ 要 約 

 (ア) 国内の主要品種のカドミウム蓄積濃度の調

査結果から、これらの品種はカドミウム蓄積量の低

いグループと高いグループに分けられた。 

(イ) 高カドミウム蓄積品種グループは育成系譜

から「スズユタカ（Harosoy）グループ」「ホウギョ

クグループ」など、共通祖先を持つ遺伝的に近縁の

グループに分類できることを示した。 

 (ウ) 低蓄積品種と高蓄積品種の交配後代F2及び

RILsの分析から、高蓄積性が１つの劣性遺伝子に支配

されている可能性が高いことを示した。 

 (エ) 遺伝資源のスクリーニングからは極端に低

い品種は見いだすことができなかったが、複数の試

験で「フクユタカ」より相対的にややカドミ蓄積量

が低い品種を見いだした。 
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for Agro-environmental Sciences, Tsukuba, Japan. 

研究担当者（羽鹿牧太＊、高橋浩司、山田哲也） 

(8) カドミウム吸収を最小化するダイズ栽培技術の

開発 

ア 研究目的 

 FAO/WHOコーデックス委員会において、小麦、野

菜、精米などについてカドミウム(Cd)の国際基準値

が 終採択された。国内基準値についても見直す予

定となっている。日本産のダイズは全体の17.3%が提

案されている国際基準値Cd濃度0.2mg/kgを超えてお

り、他の作物より超過率が高い傾向にある １)。また、

その大部分が水田転換畑で栽培されており、転換初

年度に作付けしたダイズ子実中のCd濃度が高くなる

現象も報告されている ２)。このため、ダイズでは基

準値はまだ決定していないものの、Cd吸収量を低減

することは重要である。 
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 ダイズのCd吸収を低減させるには、品種による対

策と栽培法による対策の２点が考えられる。ダイズ

にはCd吸収の品種間差が認められており ３、４)、アル

カリ資材施用の効果も報告されている ２)。したがっ

て、本研究ではpH矯正等の施肥法や栽培法の改善で

Cd吸収量が低い栽培技術を開発し、Cd吸収能の低い

ダイズ品種と栽培技術との組み合わせで安定的に低

Cd濃度のダイズ生産が可能となるような栽培体系に

ついて調査した。 

イ 研究方法 

 (ア) pH矯正によるダイズのCd吸収抑制効果の品

種間差異 

旧豆類育種研究室（作物研究所）のCd蓄積量品種

間差試験の結果をもとに以下の品種を選定した ４)。

供試した品種はCd吸収量が低い品種から多い品種の

計24品種である(表1158-1)。供試土壌はA県のCd汚染

土壌（４mg Cd kg-1, pH=5.1）400gをポットに充填

し、処理として炭酸カルシウム（炭カル）施用によ

りpH矯正した土壌(pH7.0)と炭カル無施用土壌の２

区を設けた。上記供試品種を作物研究所の温室にて

播種後30日間栽培し、地上部のサンプリングを行った。 

 (イ) pH矯正および栽培法がダイズ子実Cd含有率

におよぼす影響 

 実験は2004年から３年間行った。転換初年目に灰

色低地土の水田転換畑(土壌はpH6.2、0.1M-HCl: 

0.221 mg Cd kg-1)において、処理として炭カル

(750kg/10a)もしくは消石灰(390kg/10a)によりpH矯

正(pH7.0)した区(以後、炭カル区、消石灰区と呼ぶ)、

炭カルで投入されたカルシウム量と同じカルシウム

量を、石こう(1290kg/10a)で施与した区(石こう区)、

対照としての無処理区の４処理を用意した。また、

栽培法として不耕起および耕起区の処理も行った。

pH矯正については転換３年目の播種前に再度行い、

それぞれの処理区でpH7.0になるように調整した。 

 供試した品種は転換初年度はたまうらら・タチユ

タカ・エンレイ・作系４号・スズユタカ・ギンレイ・

ふくいぶき・Harosoyの８品種、転換２年目以降はた

まうらら・エンレイ・スズユタカ・Harosoyの４品種

を栽培した。これらの品種を収穫期まで栽培し、子

実のサンプリングを行った。 

 (ウ) 地下水位がダイズ子実Cd含有率におよぼす

影響 

2006年に地下灌漑システム"FOEAS" ５)を施工した

強 粘 質 灰 色 低 地 土 の 圃 場 ( 土 壌 は pH6.7 、

0.1M-HCl:0.037 mg Cd kg-1)において、地下水位を

-32cmに調整した区(-32cm区)および-20cmに調整し

た区(-20cm区)および明渠排水区(対照区)の３処理

を設けた。スズユタカとHarosoyを播種し、収穫期ま

で栽培し、子実のサンプリングを行った。 

 試験(ア)、(イ)、(ウ)ともに得られたサンプルは

乾燥後、粉砕しICP-質量分析計によりCd含有率を測

定した。 

ウ 研究結果 

 (ア) pH矯正によるダイズのCd吸収抑制効果の品

種間差異  

 地上部Cd含有率は炭カル処理により有意に低下し、

炭カル処理はダイズのCd吸収抑制に有効であると考

えられる(表1158-1)。高吸収型のダイズは、品種に

よって炭カル施与効果にばらつきがみられたが、Cd

低吸収型のダイズでその効果が大きかった。した

がって、土壌のpH矯正と低Cd吸収型のダイズ品種を

組み合わせることにより、Cdの吸収を低下させられ

ることが示唆された。 

 

品種 無 有
含有率比
(有/無)

ほうえん 4.6 2.2 0.47
En1282 4.9 1.9 0.38
玉大黒 4.9 2.1 0.43

サチユタカ 5.0 1.5 0.30
タチユタカ 5.2 2.4 0.46
キヨミドリ 5.4 1.7 0.32

フクユタカ 5.4 1.8 0.34
おおすず 5.7 2.2 0.39
エンレイ 5.9 1.9 0.32

シロセンナリ 5.9 2.6 0.44
あやこがね 6.0 2.2 0.36

作系4号 6.1 2.2 0.36
リュウホウ 6.1 4.2 0.69
たまうらら 6.3 2.1 0.33

タチナガハ 7.1 2.4 0.34
ギンレイ 7.2 6.9 0.96

ハタユタカ 8.6 5.9 0.68
アヤヒカリ 10.3 6.2 0.60

ヒュウガ 10.6 6.8 0.63
ハロソイ 11.1 10.1 0.91

スズユタカ 11.6 7.7 0.66
フクユブキ 12.3 9.5 0.78

アオマル 12.8 9.7 0.76
アソムスメ 15.0 10.5 0.70

炭酸カルシウム処理

Cd含有率(mgCd kg-1)

酸カルシウム処理の影響

表1158-1 ダイズの地上部 Cd 含有率におよぼす

炭酸カルシウム処理の影響 
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品種 耕起 不耕起 耕起 不耕起 耕起 不耕起 耕起 不耕起
たまうらら 0.18 0.17 0.24 0.27 0.15 0.14 0.12 0.13
タチユタカ 0.16 0.12 0.19 0.18 0.11 0.11 0.10 0.10

エンレイ 0.16 0.16 0.22 0.19 0.13 0.12 0.12 0.17
作系4号 0.19 0.12 0.19 0.16 0.09 0.10 0.08 0.08

スズユタカ 0.35 0.33 0.43 0.42 0.23 0.23 0.23 0.24
ギンレイ 0.38 0.36 0.50 0.39 0.25 0.25 0.25 0.31

ふくいぶき 0.30 0.33 0.47 0.44 0.27 0.27 0.27 0.26
Harosoy 0.56 0.52 0.65 0.69 0.37 0.40 0.39 0.39

子実Cd含有率の品種間差異

無処理 石こう 炭カル 消石灰

表1158-2 転換初年目の水田転換畑におけるアルカリ資材および耕種処理による

ダイズ子実 Cd 含有率の品種間差異 

品種 耕起 不耕起 耕起 不耕起 耕起 不耕起 耕起 不耕起
エンレイ 0.14 0.12 0.17 0.20 0.06 0.07 0.07 0.07

たまうらら 0.15 0.10 0.14 0.17 0.06 0.06 0.07 0.07
スズユタカ 0.23 0.18 0.24 0.37 0.10 0.14 0.12 0.14

Harosoy 0.36 0.28 0.39 0.64 0.19 0.25 0.18 0.23

の品種間差異

無処理 石こう 炭カル 消石灰

表1158-3 転換２年目の水田転換畑におけるアルカリ資材および耕種処理によるダイズ子実

Cd 含有率の品種間差異 

表1158-4

品種 耕起 不耕起 耕起 不耕起 耕起 不耕起 耕起 不耕起
エンレイ 0.08 0.08 0.10 0.14 0.06 0.07 0.07 0.07

たまうらら 0.10 0.08 0.11 0.12 0.07 0.08 0.07 0.09
スズユタカ 0.28 0.23 0.26 0.40 0.21 0.19 0.20 0.22

Harosoy 0.38 0.33 0.32 0.43 0.24 0.25 0.26 0.28

転換3年目の水田転換畑におけるアルカリ資材および耕種処理によるダイズ子実Cd含有率

無処理 石こう 炭カル 消石灰

表1158-4 転換３年目の水田転換畑におけるアルカリ資材および耕種処理によるダイズ子実

Cd 含有率の品種間差異 

表1158-5 転換３年目の試験

終了後の土壌 pH 

pH(H2O) 耕起 不耕起
無処理 6.3 6.4
石こう 6.1 5.6
炭カル 7.2 7.4
消石灰 7.1 7.4
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図1158-1 地下水位および

土壌含水率(2006年)(地下水

位は給水側と排水側の調節

閘２地点の平均値。測定は毎

日行った。） 



― 162 ―

 (イ) pH矯正および栽培法がダイズ子実Cd含有率

におよぼす影響  

 転換初年目の結果はCd低吸収型品種(たまうら

ら・タチユタカ・エンレイ・作系４号)は、Cd高吸収

型品種(スズユタカ・ギンレイ・ふくいぶき・Harosoy)

と比較して子実Cd含有率も低かった(表1158-2)。し

かし、耕起・不耕起処理による子実Cd含有率の差は

少なかった。また、石こう処理は無処理区より子実

Cd含有率が上昇した。特に、その効果はCd高吸収型

品種で大きかった（表1158-2）。 

 転換２年目のCd低吸収型品種(たまうらら・エンレ

イ)は、Cd高吸収型品種(スズユタカ・Harosoy)と比

較して子実Cd含有率も低かった(表1158-3)。不耕

起・石こう区で不耕起・無処理区より子実Cd含有率

が上昇した。特に、その効果はCd高吸収型品種で大

きかった（表1158-3）。 

 転換３年目の栽培開始前の土壌pHは、不耕起、耕

起にかかわらず炭カル区、消石灰区ともに無処理よ

り高い値を示した。石こう・耕起区のCd含有率は無

処理・耕起区と変わらなかったが、石こう・不耕起

区では無処理・耕起区より低い値を示した(表

1158-4)。また、転換２年目と同様に石こう・不耕起

区で無処理・不耕起区より子実Cd含有率が上昇した。

特にその効果はCd高吸収型のHarosoyで大きかった。

無処理区と比較して炭カル・消石灰処理で子実Cd含

有率は低下する傾向にあり、耕起区で不耕起区より

その低下の程度は大きかった(表1158-4)。 

 表1158-5に転換３年目の栽培終了後の土壌pHを示

した。土壌pHは炭カル・不耕起区と消石灰・不耕起

には差がなく、炭カル区、消石灰区において不耕起

処理で耕起処理よりpHが高かった。耕起、不耕起区

ともに無処理区と石こう区で炭カル区、消石灰区よ

りpHが低かった。 

 (ウ) 地下水位がダイズ子実Cd含有率におよぼす

影響  

 FOEAS圃場の３つの地下水位の異なる試験区にお

いて、Harosoyおよびスズユタカを収穫期まで栽培し、

子実Cd含有率について調査した。開花期以降の子実

肥大期に地下水位および土壌含水率が地下水位

-20cm区＞地下水位-32cm区＞明渠排水区の順に低

かった(図1158-1)。降雨の少なかった８月中旬から

９月中旬まで、FOEASにより地下水位を一定に制御

することにより、明渠排水区と比較して乾燥による

土壌の水分変動を抑制できた。 

 子実Cd含有率は地下水位が高くなるにつれ低下す

る傾向にあり、特にHarosoyでは明渠排水区と比較し

て地下水位を制御することにより、顕著に子実Cd含

有率が低下した(表1158-6)。 

エ 考 察 

 本研究では、土壌pH矯正等の施肥法や栽培法の改

善でCd吸収量が低い栽培技術を開発し、Cd吸収能の

低いダイズ品種と栽培技術との組み合わせでCd吸収

量を低減するようなダイズ生産が可能となる栽培体

系を探ることを目的とした。 

(ア) pH矯正によるダイズのCd吸収抑制効果の品

種間差異 

 地上部Cd含有率は炭カル処理により有意に低下し、

炭カル処理がダイズのCd吸収抑制に有効であると考

えられ、Cd低吸収型のダイズでその効果が大きかっ

たことから、土壌のpH矯正と低Cd吸収型のダイズ品

種を組み合わせることにより、Cdの吸収を低下させ

ることができることが示唆された。 

 (イ) pH矯正および耕種がダイズ子実Cd含有率に

およぼす影響 

 杉山ら６)はダイズにおいて幼植物のCd含有率が高

い品種は、子実Cd含有率も高くなることを報告して

いる。よって上記の試験結果から子実Cd含有率の違

いのある品種を予想できる。そこで、これらの結果

をもとに水田転換畑においてポット試験で用いたCd

低吸収型と高吸収型のダイズ品種から、転換初年度

は８品種、転換２年目・３年目については４品種を

選び、pH矯正と耕種の影響について調査した。 

 転換初年目は、Harosoyやスズユタカ等の高吸収型

品種で低吸収型に比べて石こう施用により、子実の

Cd含有率が上昇した。不耕起・耕起処理はダイズ子

実のCd含有率に影響を与えていなかったが、無処理

区と比較して炭カル区と消石灰区で子実のCd含有率

品種 地下水位

子実Cd含有率

(mgCd kg-1)
スズユタカ -20cm 0.063
スズユタカ -32cm 0.070
スズユタカ 明渠排水区 0.077

Harosoy -20cm 0.100
Harosoy -32cm 0.110
Harosoy 明渠排水区 0.154

表1158-6 ダイズ子実カドミウム含有率に

およぼす地下水位制御の影響 
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は低下し、炭カル区と消石灰区の処理間差はなかっ

た。２年目以降もHarosoyやスズユタカのCd含有率が

石こう区で上昇し、特にその効果は不耕起区で耕起

区より大きかった。また、不耕起、耕起の栽培法の

差は少なかった。無処理区と比較して、炭カル区・

消石灰区で子実Cd含有率が低下し、炭カル区と消石

灰区の処理間差はなかった。これらのことからアル

カリ資材の違いによるものでないことが考えられた。 

 転換３年目の栽培終了後のpHをみると炭カル区と

消石灰区についてはほぼpH7であり、差は小さかった。

石こう・耕起区と石こう・不耕起では他の処理区よ

りpHが低く、石こう・耕起区より石こう・不耕起区

でpHは低くなる傾向にあった。したがって、炭カル

区および消石灰区の子実Cd含有率の低下はアルカリ

資材の差異よりも土壌pHの上昇により、ダイズのCd

吸収が抑制され子実Cd含有率が低下したと考えられ

た。石こう区でのダイズ子実Cd含有率の上昇は、石

こうの硫酸根により土壌pHが低下したためで ７)、特

に石こう・不耕起区で石こう・耕起区よりpHが低下

しているため、さらにダイズ子実Cd含有率が上昇し

たと考えられた。不耕起栽培の場合、石こうが表面

施用となってしまい、このような条件下ではダイズ

の根密度は表層で高い ８)。このため、土壌表層が石

こうのpH低下作用をうけ可溶化したCdを表層に多く

分布している根が吸収した可能性がある。 

 ダイズ子実のCd含有率を低下させるためには、炭

カルや消石灰のようなアルカリ資材によるのではな

く、土壌pHを上昇させることが有効であり、低吸収

型のダイズ品種を栽培することによりCd吸収を低減

することが可能であると考えられる。また、硫酸根

の資材である石こうを施用することは土壌pHを低下

させることにつながり、Cdの吸収を促進させてしま

う。特に不耕起栽培では石こうの施用は回避すべき

である。 

 (ウ) 地下水位がダイズ子実Cd含有率におよぼす

影響 

 土壌中のCdと根との接触機会を減らすことができ

れば、Cd吸収を抑制できると考えられる。たとえば

土壌の根張りを抑制すれば、土壌のCdの吸収を抑制

し、ひいてはダイズ子実のCd含有率の低下させるこ

とができると推定される。そこで、本研究ではpH矯

正以外の方法として地下水位を制御することにより、

根圏域を制御してCdの吸収が抑制できるかどうか調

査した。 

 FOEASは、圃場に埋設した有孔管及び補助孔に用

水を供給し、あらかじめ定めた地下水位を維持する

地下灌漑機能と、暗渠排水機能を備えた灌漑システ

ムである ５)。本研究ではFOEASを用いて、地下水位

がダイズのCd吸収におよぼす影響について調査した。

開花期以降の子実肥大期に地下水位および土壌含水

率が地下水位-20cm区＞地下水位-32cm区＞明渠排水

区の順に維持することができた。このときのダイズ

子実Cd含有率は明渠排水区より、-20cm区および

-32cm区の地下水位制御区で低くなった。地下水位が

高い場合、根系が浅くなる傾向になることが報告さ

れている ９、10)。開花期以降の-20cm,-30cm区と比較

して明渠排水区は地下水位が極端に低下した。この

ことから明渠排水区ではダイズの根が深層に伸び、

下層部のCdを吸収することができたのに対し、-20cm, 

-30cm区では地下水位が高いため根系が下層部まで

発達せずCd吸収が低下した 11)と推定された。 

オ 今後の課題 

 本研究結果は、圃場試験は主に農業・食品産業技

術総合研究機構中央農業研究センター谷和原水田圃

場および農村工学研究所圃場のCd非汚染圃場を用い

て得られたものである。他の栽培環境では異なった

結果が得られる可能性がある。これらのことから汚

染土壌の圃場においても、pH矯正およびCd低吸収型

ダイズ品種と組み合わせ、十分な吸収抑制効果が得

られるか確認する必要がある。同様にCd汚染土壌の

圃場においてFOEASの施工を行い、地下水位がダイ

ズのCd吸収におよぼす影響を明らかにする必要があ

る。 

カ 要 約 

本研究では、pH矯正等の施肥法や栽培法の改善で

Cd吸収量が低い栽培技術を開発し、Cd低吸収型のダ

イズ品種とその栽培技術との組み合わせでCd吸収量

を低減する栽培体系を探るため以下の３点について

試験をした。 

 (ア) pH矯正によるダイズのCd吸収抑制効果の品

種間差異 

 pH矯正がダイズCd含有率に与える品種間差異を調

査するために、ポット栽培で土壌pHを炭酸カルシウ

ム(炭カル)で矯正してダイズを栽培し、栄養生長期

における地上部Cd含有率について調査した。地上部

Cd含有率は炭カル処理により有意に低下し、炭カル
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処理がダイズのCd含有率低下に有効であると考えら

れた。また、Cd低吸収型のダイズでその効果が大き

かったことから、土壌のpH矯正と低Cd吸収型のダイ

ズ品種を組み合わせることにより、Cd吸収を低下さ

せることができることが示唆された。 

 (イ) pH矯正および栽培法がダイズ子実Cd含有率

におよぼす影響 

 水田転換畑において、pH矯正および不耕起・耕起

栽培でダイズを栽培し、ダイズ子実Cd含有率につい

て調査した。pH矯正がダイズの子実Cd含有率低下に

有効であり、石こうの施肥は土壌pHを低下させ子実

Cd含有率を上昇させた。耕起・不耕起の処理間差は

あまり大きくなかった。 

 (ウ) 地下水位がダイズ子実Cd含有率におよぼす

影響 

 地下灌漑システム"FOEAS"により圃場の地下水位

を調整し、ダイズ栽培を行い、そのダイズ子実Cd含

有率について調査した。地下水位を制御することに

より、子実Cd含有率が低下した。 

 本研究により、ダイズ栽培において子実のCd含有

率を低減するには、土壌のpHを上昇させることが有

効であることが示されたが、不耕起・耕起の栽培法

の影響は小さかった。また、地下水を調節すること

により子実Cd含有率を低減する効果が認められた。 

 キ 引用文献 

１) 農林水産省. (2002). 農作物等に含まれるカドミ

ウムの実態調査結果の提出について . http:// 

wwwmaffgojp/www/press/cont/20021202press_4html. 

２) 伊藤純雄. (2004).転換畑ダイズのカドミウム濃

度を下げる工夫. 農業技術. 59: (5) 203-7. 

３) Arao T et al. (2003).Genotypic differences in 

cadmium uptake and distribution in soybeans. Plant 

and Soil. 251: 247-53. 

４) 羽鹿牧太ら. (2003).国内主要ダイズ品種の子実

中へのカドミウム蓄積濃度の差異. 平成15年度「関

東東海北陸農業」研究成果情報. 

５) 藤森新作ら. (2003).暗渠排水と地下灌漑機能を

併せ持つ低コストな地下水位制御システム. 平成

15年度「農業工学」研究成果情報. 

６) 杉山恵. (2006).特集：カドミウム汚染土壌対策技

術 ダイズのカドミウム吸収に関する品種間差異

とその機構 . 農林水産技術研究ジャーナル . 

29:15-9. 

７) 伊藤純雄ら. (2002).硫酸根を含む肥料の施用が

転換畑ダイズのカドミウム濃度に及ぼす影響. 平

成14年度「関東東海北陸」研究成果情報. 

８) 小柳敦史ら. (1998).汎用水田において耕起およ

び不耕起栽培したコムギ、ダイズ、および水稲の

根の垂直分布の解析. 日作紀. 67: 49-55. 

９) 小柳敦史ら (2004).根系の深さが異なるコムギ

実験系統群の過湿な水田圃場における生育と収量. 

日作紀. 73: 300-8. 

10) Bajpai RK, Tripathi RP. (2000).Evaluation of

non-puddling under shallow water tables and 

alternative tillage methods on soil and crop 

parameters in a rice-wheat system in Uttar Pradesh. 

Soil and Tillage Research. 55: 99-106. 

11) 藤森新作ら. (2006).平成18年度「農村工学」研究

成果情報. 

 研究担当者（中村卓司＊・山本亮・島村聡・中山則

和・平賀勧・高橋幹・羽鹿牧太・石川覚・藤森新作・

島田信二・小松節子） 

６ 地域に適合した野菜のカドミウム低吸収

品種の開発 

(1) 東北地域における野菜類の低吸収・低蓄積機構

の解明 

ア 研究目的 

土壌中のカドミウム形態は土壌条件により変化し、

作物へのカドミウム吸収量も大きく影響を受ける。

このため、水田転作が進み圃場条件が変化している

現状において、作物への吸収量の増加が懸念される。 

 そこで、転換畑で栽培されたキャベツ、ネギ、エ

ダマメ及びカドミウム高吸収性品目とされているホ

ウレンソウについて、品種ごとのカドミウム濃度を

明らかにし、北東北地域に適するカドミウム低吸

収・低蓄積品種の選定に資する。また、ホウレンソ

ウについて、地上部カドミウム濃度と土壌のpH及び

形態別カドミウム含量との関係を明らかにし、地上

部カドミウム濃度予測及びカドミウム吸収抑制技術

を確立する。 

イ 研究方法 

 (ア) キャベツ、ネギ及びエダマメの品種別及び

部位別カドミウム濃度（2003） 

土壌条件が異なる現地転換畑（圃場Ａ：褐色低地

土 、 転 作 初 年 目 、 前 作 水 稲 、 0.1M-HCl 抽出
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Cd0.50mgkg-1、圃場Ｂ：黒ボク土、転作８年目、前

作キャベツ、0.1M-HCl抽出Cd0.31mgkg-1、圃場Ｃ：

灰色低地土、転作４年目、前作ネギ、0.1M-HCl抽出

Cd0.35mgkg-1）で栽培したキャベツ「YR青春」、「YR

青春２号」及び「夏さやか」、ネギ「白妙」、「秀逸」、

「夏扇２号」、「吉蔵」及び「長宝」、エダマメ「サッ

ポロミドリ」、「ジャスト75」、「春の舞」、「さやむす

め」、「さけのとも」、「星めぐり」、「夕すずみ」及び

「ちゃげ丸」の可食部等のカドミウム濃度を調査し

た。作型、試験場所及び耕種概要は表1161-1の通り

で、作土pHは6.0を目標に粉状苦土炭カルを用いて調

整した。施肥量は岩手県施肥基準に従った。作物体

は各部位に分けて水洗、縮分、細断し、50℃で通風

乾燥後粉砕・均質化したものから１g採取し、硝酸：

硫酸：過塩素酸（３:１:１）10mlを添加して250℃以

下で湿式分解した分解物を蒸留水で100mlに定容し

て試料とし、フレームレス原子吸光光度法（228.8nm）

によりカドミウム濃度を測定した。 

 (イ) 作土pHがホウレンソウ地上部カドミウム濃

度に及ぼす影響（2004～2007） 

 ａ 作土pHと地上部カドミウム濃度及び土壌中

形態別カドミウム含量との関係 

 現地雨よけハウス２圃場（圃場Ｄ：褐色低地土、

0.1M-HCl抽出Cd0.44mgkg-1、圃場Ｅ：褐色低地土、

0.1M-HCl抽出Cd0.42mgkg-1）及び岩手県農業研究セ

ンター（以下「研究センター」と記載する）内雨よ

けハウス（黒ボク土、0.1M-HCl抽出Cd0.17mgkg-1）

において、作土pHを無調整、pH6.5及び7.0目標調整

（場内ハウスはpH6.0、6.2、6.5、7.0目標）区を設

け、１作目は「アクティブ」、「アクティオン」、「プ

リウス」及び「晩抽銀河21」、２作目は「アクティブ」、

「アトラス」、「アトランタ」及び「リード」を供試

し、各区のホウレンソウ地上部カドミウム濃度を調

査した。作土pH調整は改良深15cmとし、石灰中和曲

線を作成して施用量を算出し、粉状炭カル（場内は

粉状苦土炭カル）を用いて行った。施肥量は県施肥

基準（１作目9-13-9、２作目7-7-7kg10a-1）とし、条

間12cm、株間８cmで播種した。また、現地雨よけハ

ウス３圃場（全て多湿黒ボク土、0.1M-HCl抽出Cd及

び供試品種：圃場Ｆ0.30mgkg-1、「サンライズ」、圃場

Ｇ0.40mgkg-1、「アクティブ」、「プリウス」、「サンラ

イズ」、「さらら」、圃場Ｈ0.31mgkg-1、「イーハトーブ」、

「サンライズ」、「アクティブ」）において、地上部カ

ドミウム濃度と作付前作土中の形態別カドミウム含

量を調査した。土壌中形態別カドミウムは、定本ら

の方法により、0.05M-Ca(NO3)２抽出画分を交換態、

交換態カドミウム抽出残さの2.5%酢酸抽出画分を無

機結合態、無機結合態カドミウム抽出残さの2.5%酢

酸抽出画分を有機結合態カドミウムとし、フレーム

レス原子吸光光度法により各々定量した。 

ｂ 高カドミウム含量土壌における土壌pH調整

効果 

 研究センター雨よけハウス内に設置したドレン

ベッド(1.4m×0.84m×H0.3m，1.18m2)にカドミウム

含量の異なる４つの黒ボク土（0.1M-HCl抽出Cd：土

壌 Ａ 2.11mgkg-1 、 土 壌 Ｂ 1.38 mgkg-1 、 土 壌 Ｃ

0.95mgkg-1、土壌Ｄ0.66mgkg-1）を充填して栽培した

「アクティブ」及び「プリウス」の地上部カドミウ

ム濃度を調査した。施肥量は県施肥基準とし、条間

12cm、株間６cmで播種した。 

 (ウ) 有機物施用が土壌中形態別カドミウム含量

及びホウレンソウ地上部カドミウム濃度に及ぼす影

響（2004～2007） 

表1161-1 供試品種、作型、試験場所及び耕種概要 

施肥量

品目 品種 作型 圃場Ａ 圃場Ｂ 圃場Ｃ 場内 圃場Ａ 圃場Ｂ 圃場Ｃ 場内 （kg10a
-1
）

ＹＲ青春、ＹＲ青春2号 春まき 4/24 4/19 - - 6/30 7/1 - -
夏さやか 夏まき 6/11 4/28 - - 8/12 7/16 - -

ネ　　ギ 白妙、秀逸、夏扇2号、吉蔵、長宝 春まき秋どり 6/11 - 5/20 - 10/26 - 10/22 - (8+15)-20-(8+15)
サッポロミドリ、ジャスト75 早生 8/22
春の舞 8/26
さやむすめ、さけのとも、星めぐり 9/2
夕すずみ 9/8
ちゃげ丸 9/16

播種・定植 収穫

キャベツ

エダマメ
中生

6/11 -

16-20-10

- -

(3+3)-20-10中晩生

-- -
6-20-10
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 ａ オガクズ牛ふん堆肥連用圃場における地上

部カドミウム濃度 

 研究センター内のオガクズ牛ふん堆肥を４年間連

用した雨よけハウス圃場（黒ボク土、ホウレンソウ

連作、0.1M-HCl抽出Cd0.17mgkg-1）及び現地雨よけ

ハウス圃場（圃場Ｉ：多湿黒ボク土、ホウレンソウ

連作、0.1M-HCl抽出Cd0.30mgkg-1）において、土壌

の交換態、無機結合態及び有機結合態カドミウム含

量及びホウレンソウ地上部カドミウム濃度を調査し

た。オガクズ牛ふん堆肥施用量は、場内０、200、400

（県施用基準量）、800（化学肥料施用・無施用）kga-1、

圃場Ｉ０、400（化学肥料施用・無施用）kga-1とした。 

 ｂ 堆肥の違いによる地上部カドミウム濃度 

研究センター内雨よけハウス（黒ボク土、

0.1M-HCl抽出Cd0.15mgkg-1）において、オガクズ牛

ふん堆肥400 kga-1及び豚ふん堆肥120kga-1（県施用基

準量）を施用し、１作目「アクティブ」、「サンライ

ズ」及び「プリウス」、２作目「ミストラル」、「ブレー

ド」及び「スーパーアリーナ」を栽培し、炭カル施

用の有無と土壌中交換態、無機結合態及び有機結合

態カドミウム含量及び地上部カドミウム濃度を比較

した。供試堆肥成分は表1161-2の通りであった。施

肥量は県施肥基準とし、条間12cm、株間８cmで播種

した。試験区及び耕種概要は表1161-3の通りとした。 

ウ 研究結果 

(ア) キャベツ、ネギ、エダマメの品種及び部位

別カドミウム濃度 

 キャベツ結球部のカドミウム濃度は、各品種とも

0.01 mgkg-1程度で差は小さかった。外葉（調整時に

除く展開葉）のカドミウム濃度は結球部の４～８倍

高かった（図1161-1、1161-2）。 

 ネギ地上部のカドミウム濃度は、圃場Ａでは0.1 

mgkg-1前後、圃場Ｃでは0.05 mgkg-1前後で品種間差

は小さかった。部位別では、葉身が葉鞘に比べて低

かった（図1161-3、1161-4）。 

 エダマメ子実のカドミウム濃度は、0.02～0.06 

mgkg-1の範囲であった。 もカドミウム濃度が低かっ

たのは中晩生品種の夕すずみであり、栽培期間の長

さとカドミウム濃度との関係はみられなかった。

「さけのとも」及び「星めぐり」以外は子実より莢

の方がカドミウム濃度が高かった（図1161-5）。 

 (イ) 作土pHがホウレンソウ地上部カドミウム濃

度に及ぼす影響 

 ａ 作土pHと地上部カドミウム濃度及び土壌中

形態別カドミウム含量との関係 

 「アクティブ」、「プリウス」、「晩抽銀河21」、「ア

トラス」及び「アトランタ」の地上部カドミウム濃

度は跡地の作土pHと負の相関を示し、pH5.8以上で

は0.1mg/kg以下となった。一方、「アクティオン」及

び「リード」では、地上部カドミウム濃度と作土pH

との関係は判然としなかった（図1161-6、図1161-7）。 

表1161-2 供試オガクズ牛ふん堆肥及び豚ふん堆肥成分（2007） 

表1161-3 試験区の構成及び耕種概要 

注1）粉状苦土炭カル 

Cd Cu Zn P2O5 K2O CaO MgO T-N T-C C/N 水分

(mgkg-1DW) (mgkg-1DW) (mgkg-1DW) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
牛ふん堆肥 0.06 13.0 78.6 1.94 1.71 2.40 0.77 1.62 35.6 22.0 61.2
豚ふん堆肥 0.09 69.9 181.3 4.20 1.65 2.82 1.52 4.31 35.5 8.23 24.0

目標pH 炭カル 堆肥

施用量
注1) 施用量

区名 (kga-1) (kga-1) 播種 収穫 播種 収穫
無処理 － 0 0
炭カル1 6.5 92 0
炭カル2 6.8 183 0
牛ふん 6.5 92 400
豚ふん 6.5 92 120

9/30,
10/3

1作 2作

5/31 7/2 8/27
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 圃場Ｆ、Ｇ及びＨの地上部カドミウム濃度は、交

換態及び無機結合態カドミウム含量との間に正の相

関がみられた（図1161-8）。また、無機結合態カドミ

ウム含量は作付前土壌pHとの間に負の相関がみられ、

交換態カドミウム含量も土壌pHが上昇すると減少す

る傾向がみられた（図1161-9）。 

ｂ 高カドミウム含量土壌における土壌pH調整

効果 

 各区とも土壌pHは6.0以上となっていたが、地上部

カドミウム濃度は最も土壌カドミウム含量が低い土

壌Ｄでも国際基準値0.2mgkg-1を越え、土壌カドミウ

ム含量に応じて高かった（図1161-10）。 

 (ウ) 有機物施用が土壌の形態別カドミウム含量及

びホウレンソウ地上部カドミウム濃度に及ぼす影響 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

ＹＲ ＹＲ2 夏さやか

C
d(
m
gk
g-

1
F
W
)

結球部

外葉

0

0.05

0.1

0.15

0.2

ＹＲ ＹＲ2 夏さやか

C
d(
m
gk
g-

1
F
W
)

結球部

外葉

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

ｻｯﾎﾟﾛﾐﾄﾞﾘ ｼﾞｬｽﾄ75 春の舞 さやむすめ さけのとも 星めぐり 夕すずみ ちゃげ丸

C
d(
m
gk
g-

1
F
W
)

莢

子実

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

白妙 秀逸 夏扇2 吉蔵 長宝

C
d(
m
gk
g-

1
F
W
)

葉鞘

葉身

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

白妙 秀逸 夏扇2 吉蔵 長宝

C
d(
m
gk
g-

1
F
W
)

葉鞘

葉身

図1161-1 キャベツ品種・部位別 Cd

濃度（圃場Ａ） 

図1161-2 キャベツ品種・部位別 Cd

濃度（圃場Ｂ） 

図1161-3 ネギ品種・部位別 Cd 濃度

（圃場Ａ） 

図1161-4 ネギ品種・部位別 Cd 濃度

（圃場Ｃ） 

図1161-5 エダマメ品種・部位別 Cd 濃度（圃場Ａ） 
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図1161-6 作土 pH とホウレンソウ地上部 Cd 濃度との関係（圃場Ｄ、Ｅ、場内） 

図1161-7 各区の作土 pH とホウレンソウ地上部 Cd 濃度（1作目、左図：圃場Ｄ、Ｅ、右図：場内） 

 

 ａ オガクズ牛ふん堆肥連用圃場における地上

部カドミウム濃度 

 地上部カドミウム濃度は、場内圃場ではオガクズ

牛ふん堆肥施用量に応じて低下し、400kga-1以上の施

用では0.2mg/kg以下となった（図1161-11）。一方圃

場Ｉでは、オガクズ牛ふん堆肥施用量に関わらずほ

ぼ一定（CV10％）であり、平均で0.018mg/kgであっ

た（図1161-12）。作土の交換態及び無機結合態カド

ミウム含量は、場内圃場ではオガクズ牛ふん堆肥施

用量に応じて低下し、化学肥料無施用・堆肥800kga-1

区では両画分とも化肥・堆肥０ kga-1区の１/２まで

低下した。有機結合態カドミウム含量は、堆肥施用

量に応じて増加する傾向がみられた。圃場Ｉでは、

堆肥施用量に関わらず交換態及び無機結合態カドミ

ウムは殆ど含まれず、有機結合態カドミウム含量は

ほぼ同程度だった（図1161-13）。 
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濃度との関係（圃場 F,G,H） 

図1161-9 形態別Cd含量と土壌pHとの関係

（圃場 F,G,H） 
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図1161-10 高 Cd 含量土壌におけるホウレンソウ Cd 濃度（ドレンベッド） 

ｂ 堆肥の違いによる地上部カドミウム濃度 

 炭カル施用区、牛ふん堆肥施用区及び豚ふん堆肥

施用区では、無処理区より地上部カドミウム濃度が

減少し、炭カル１、２区とほぼ同等の濃度であった。

また２作目跡地の作土pHは豚ふん堆肥区が炭カル１

区、牛ふん堆肥区よりやや低かった（図1161-14、図

1161-15）。炭カル施用区及び牛ふん、豚ふん施用区

では、無処理区に比べ交換態及び無機結合態カドミ

ウム含量が低い傾向がみられ、交換態カドミウム含

量は地上部カドミウム濃度と正の相関が、土壌pHと

負の相関がみられた（図1161-16、図1161-17、図

1161-18）。 
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図1161-11 オガクズ牛ふん堆肥施用量

とホウレンソウ Cd 濃度と土壌

pH（場内） 

図1161-12 オガクズ牛ふん堆肥施用量

とホウレンソウ Cd 濃度と土壌

pH（圃場Ｉ） 

図1161-13 オガクズ牛ふん堆肥施用量

と土壌の形態別 Cd 含量（場内、

圃場Ｉ） 

図1161-14 各区の地上部 Cd 濃度と土壌

pH（1作目） 
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エ 考 察 

 (ア) キャベツ、ネギ、エダマメの品種及び部位

別カドミウム濃度 

キャベツでは外葉、エダマメでは莢が可食部より

カドミウム濃度が高い傾向がみられ、これらの作物

では古い組織から新しい組織へのカドミウム移行量

が少ないと考えられた。  

 (イ) 作土pHがホウレンソウ地上部カドミウム濃

度に及ぼす影響 

 作付前土壌の交換態及び無機結合態カドミウム含

量が減少すると地上部カドミウム濃度が減少する傾

向があり、ホウレンソウは土壌から主にこれらの形

態のカドミウムを吸収すると考えられた。土壌の交

換態及び無機結合態カドミウム含量はpHが上昇する

と減少する傾向がみられ、pH調整によりこれらの形

態のカドミウム含量が減少したことにより地上部カ

ドミウム濃度が減少したと考えられた。しかし、

0.1M-HCl抽出カドミウム含量0.7mgkg-1以上の圃場

では、pH調整しても地上部カドミウム濃度は国際基

準値0.2 mgkg-1を越える可能性があり、pH調整だけ

では基準値未満に低減することは困難と考えられた。 

(ウ) 有機物施用が土壌中形態別カドミウム含量

及びホウレンソウ地上部カドミウム濃度に及ぼす影

響 

 オガクズ牛ふん堆肥及び豚ふん堆肥施用により土

壌pHが上昇し、交換態及び無機結合態カドミウム含

量が減少したことにより地上部カドミウム濃度が減

少したと考えられた。２作目の炭カル１区、牛ふん

施用区及び豚ふん施用区の地上部カドミウム濃度は、

炭カルを２倍量施用した炭カル２区とほぼ同等であ

ること、牛ふん堆肥の４年連用では地上部カドミウ

ム濃度の上昇がみられなかったことから、pH6.5を調

整目標とした石灰質資材施用と堆肥施用により地上

部カドミウム濃度の低減が可能であることが示唆さ

れた。 

オ 今後の課題 

 (ア) 土壌中の他の重金属（Cu、Zn等）と野菜類

のカドミウム吸収との関係把握 

ダイズの生育前期では亜鉛の添加によって地上部

のカドミウム濃度が上昇し、亜鉛濃度と高い相関を

示し、ダイズは亜鉛の移行経路を利用してカドミウ

ムを吸収していると考えられている１)。ホウレンソウ

の水耕栽培において地上部カドミウム濃度と地上部

銅／カドミウム濃度比（Cu/Cd比）には極めて高い相
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図1161-15 各区の地上部 Cd 濃度と土壌

pH（2作目） 

図1161-16 各区の地上部 Cd 濃度と作付

前土壌の交換態及び無機結合

態 Cd 含量（2作目） 

図1161-17 形態別 Cd 含量と地上部 Cd

濃度（2作目） 

図1161-18 土壌 pH と形態別 Cd 含量（2作目）
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関が認められ、カドミウム濃度の高い品種ほどCu/Cd

比が低い関係が示された２)。これらの成果を受けて、

野菜類についても土壌中のカドミウム含量と他の重

金属含量との関係を調査し、カドミウム濃度予測等

のリスク管理のための基礎資料を収集する。 

 (イ) 石灰質資材や堆肥の施用による野菜類の可

食部カドミウム濃度低減技術の確立 

 露地野菜について、石灰質資材と堆肥施用を組み

合わせた効率的な可食部カドミウム濃度低減技術を

確立する。 

カ 要 約 

 (ア) キャベツ、ネギ、エダマメの品種及び部位

別カドミウム濃度 

0.1M-HCl抽出カドミウム含量0.3～0.5mgkg-1の圃

場において、キャベツ「YR青春」、「YR青春２号」及

び「夏さやか」の結球部カドミウム濃度は0.01 mgkg-1、

ネギ「白妙」、「秀逸」、「夏扇２号」、「吉蔵」及び「長

宝」の葉鞘及び葉柄カドミウム濃度は0.01～0.07 

mgkg-1であり、同一圃場での品種間差はみられなかっ

た。0.1M-HCl抽出カドミウム含量0.5mgkg-1の圃場に

おいて、エダマメ「サッポロミドリ」、「ジャスト75」、

「春の舞」、「さやむすめ」、「さけのとも」、「星めぐ

り」、「夕すずみ」及び「ちゃげ丸」の子実カドミウ

ム濃度は0.02～0.06 mgkg-1であり品種間差がみられ

た。 

 (イ) 作土pHがホウレンソウ地上部カドミウム濃

度に及ぼす影響 

 0.1M-HCl抽出カドミウム含量0.2～0.4mgkg-1の圃

場において、「アクティブ」、「プリウス」、「晩抽銀河

21」、「アトラス」及び「アトランタ」の地上部カド

ミウム濃度は跡地pHと負の相関を示し、pH5.8以上

では0.1mg/kg以下となった。地上部カドミウム濃度

は、交換態及び無機結合態カドミウム含量との間に

正の相関がみられた。交換態及び無機結合態カドミ

ウム含量は作付前土壌pHが上昇すると減少する傾向

がみられた。0.1M-HCl抽出カドミウム含量0.7mgkg-1

以上の土壌においては、土壌pHが6.0以上でも地上部

カドミウム濃度は国際基準値0.2mgkg-1を越えた。 

 (ウ) 有機物施用が土壌中形態別カドミウム含量

及び地上部カドミウム濃度に及ぼす影響 

 0.1M-HCl抽出カドミウム含量0.2mgkg-1の圃場に

おいて、牛ふん堆肥施用及び豚ふん堆肥施用により、

無処理区より地上部カドミウム濃度が減少した。 

 キ 引用文献 

１) 杉山 恵、羽鹿牧太(2007).ダイズのカドミウム

吸収機構の解明.「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」研究成果発表会要

旨集.41. 

２) 松本真吾、三島幹広、斉藤洋美(2007).ホウレン

ソウのカドミウム吸収反応の品種間差異とその要

因.「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」研究成果発表会要旨集.42. 

研究担当者（中野亜弓＊、折坂光臣、築地邦晃） 

(2) 中部地域における野菜類の低吸収・低蓄積機構

の解明 

ア 研究目的 

長期間の摂取により腎障害を引き起こすとされる

カドミウム(Cd)には食品中含有量の国際基準値が設

定されている１)。現在国内では玄米にのみ設定されて

おり、国際基準適合のため近年中に新しい国内基準

が設定される見通しである。 

 ホウレンソウ（Spinacia oleracea L.）はCdをよく

吸収し含有量が高い２)。平成14年に農水省が実施した

国内産農畜産物等の実態調査では、国内生産の３％

が国際基準値の0.2mg/kgより高かった３)。今後ホウ

レンソウ生産者にとってCd対策は重要課題になり、

大きな産地を抱える農協や行政にも対策や支援が求

められると予想される。対策技術として土壌汚染リ

スクの予測技術や作物のCd吸収を抑える技術が必要

になると考えられるが、ホウレンソウのCd吸収特性

は未解明で、技術構築の障壁となっている。 

 本研究ではホウレンソウのCd吸収抑制技術の確立

のためにCdの吸収特性の解明と収穫物Cd含量の予測

技術について検討を行った。中部地方のホウレンソ

ウの作型におけるCd含量の実態とCd吸収性の品種間

差を調査し、さらにホウレンソウを中心とした葉菜

類について可食部のCd含量と、栽培時期、土壌pHな

どの栽培条件がCd吸収に及ぼす影響を検討した。ま

た栽培に供した土壌のCd量から葉菜のCd含量を推定

する評価法について検討した。 

イ 研究方法 

(ア) 栽培方法 

露地栽培とハウス内での雨除けポット栽培、雨除

けハウス栽培にてそれぞれの栽培試験を行った。施

肥は地域慣行により行い、流通品相当になった 大
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葉長25cm程度のもの中心に収穫した。土壌のCd濃度

は説明しない場合全て0.1N塩酸浸出法により定量し

た。 

ａ 品種差確認試験（温暖地露地秋冬・春採り） 

 褐色低地土の露地畑（Cd濃度0.24mg/kg）にてうね

幅60cm×３条とし、秋冬採りは10月中旬播種、12月

下旬収穫、春採りは10月中旬播種、翌年１月下旬～

２月上旬収穫とした。 

ｂ 土壌群試験（１/5000aワグネルポット雨除

け） 

 雨除けハウス内で１/5000aワグネルポットにて岐

阜県の代表的土壌（褐色低地土４点、灰色低地土２

点、グライ土２点、黒ボク土３点、黄色土３点、岩

屑土１点）を用い３株植にてホウレンソウ２品種、

コマツナ１品種、フダンソウ１品種を栽培した。10

月中旬播種、12月上旬収穫とした（表1162-1）。 

 ｃ 吸収深度試験（１/5000a×110cm長寸ワグネ

ルポット雨除け） 

 雨除けハウス内で長寸の自作１/5000aワグネル

ポットにて褐色低地土（Cd濃度0.24mg/kg）を用い

10cm厚の汚染土層（Cd濃度3.21mg/kg）を表層より

０、20、40、60、80cmの深さに埋設した区を設定し

た（図1162-6）。秋冬採りと春採りを想定しホウレン

ソウ２品種を３株植にて栽培した。ともに２期ずつ

行い、秋冬採りは10月下旬播種、12月下旬収穫と、

９月下旬播種、11月中旬収穫を、春採りは12月上旬

播種、翌年３月中旬と、11月下旬播種、翌年４月中

旬収穫とした。 

ｄ 含量予測試験（冷涼地雨除け夏採り） 

 高冷地連年畑より採取した19点の土壌（褐色低地

土６点、黒ボク土６点、黄色土３点）を雨除けハウ

スにて客土し、うね幅60cm×３条とした。ホウレン

ソウ１品種を用いて６月下旬播種、７月下旬収穫と

した。 

(イ) 土壌の分析 

  ａ 土壌中Cdの測定 

 0.1N塩酸浸出法（１：５、30℃、１時間振とう、

JIS5B濾紙）にて抽出した濾液のCd量をフレーム原子

吸光法（日立Z-5000）により定量した。フレーム原

子吸光法が使えない微量範囲は、フレームレス原子

吸光法（日立Z-5000）またはイオン結合プラズマ発

光光度分析法（Thermo Electron Iris Intrepid II XSP 

DUO）により行った。 

ｂ 水浸出液の着色程度の測定 

 風乾細土と水を１：５の比で混和撹拌し着色濾液

（無色～黄褐色）を得た（30℃、１時間振とう、JIS5B

濾紙）。分光光度計（日立U-2000）の波長スキャンモー

ドにて水をブランクとし200～600nmの濾液の吸光度

を測定し、その波長における着色程度とした。 

  ｃ 土壌中Cdの形態別逐次抽出 

 定本らによる改変形態分別法（McLarenらの形態別

分別法の変法）により行った４)。風乾細土1.5gを

0.05M Ca(NO3)215mLと混和撹拌（30℃、24時間）し

遠心分離にて得た上澄みを交換態画分とした。その

沈殿と2.5%酢酸15mLを混和撹拌（30℃、24時間）し

遠心分離にて得た上澄みを無機結合態画分とした。

その沈殿と６%過酸化水素水25mLを混和後温浴にて

蒸発濃縮した後2.5%酢酸15mLと混和撹拌（30℃、24

時間）し遠心分離にて得た上澄みを有機結合態画分

とした。その沈殿と酸性シュウ酸アンモニウム液

45mLとアスコルビン酸1.5gを混和後温浴にて１時間

抽出した後遠心分離にて得た上澄みを遊離酸化物吸

蔵態画分とした。 

ｄ 土壌中の炭素と窒素の定量 

 CNコーダー（Yanaco MT-700）にて風乾細土中の

炭素と窒素の定量を行った。 

(ウ) 作物体の分析 

  ａ Cdの抽出 

 加熱乾燥し（80℃、２日）粉末にした葉菜試料を

熱硝酸過塩素酸分解法により湿式分解を行い、分解

液を得た。 

  ｂ 定量分析 

 Cd定量は分解液をMIBK-DDTC法により有機溶媒

抽出後フレーム原子吸光法により行うか、分解液を

直接ICP発光光度法により行った。新鮮重は乾燥重に

五訂日本食品成分表の水分値（食品100g中ホウレン

ソウ92.4g、コマツナ94.1g、フダンソウ92.2g）を加

算して算出した。 

ウ 研究結果 

(ア) 品種差確認試験 

栽培後のpHはそれぞれ5.79、5.80でほぼ同じで

あった。可食部Cd含量は明らかな品種間差がみられ

た。秋冬採りと冬採りの共通の品種である次郎丸、

リード、タイタン、パンドラ、アクティブ、サンピ

ア、サンピアテンのCd含量は若干の変動があるもの

のタイタンを除きどの品種もほぼ同じ濃度系列を示
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した（図1162-1、-2）。また可食部Cd含量の収穫時期

による増減については、品種間に見られるような明

確な差が認められなかった。 

(イ) 土壌群試験 

 葉菜可食部のCd含量は概ねパンドラ＝次郎丸>フ

ダンソウ>コマツナの順に高かった（図1162-3）。ど

の葉菜においても可食部Cd含量は灰色低地土および

グライ土（いずれも水田土壌より採取）で高く、黒

ボク土および黄色土で低い傾向であった。どの品目

や品種においてもグライ土を除き全ての土壌で栽培

後に交換態Cdが減少した(図1162-4、-5)。程度は小

さいものの無機結合態も全ての土壌で栽培後に減少

した。可食部Cd含量が低い黒ボク土と黄色土には交

換態Cdがわずかしか無く、灰色低地土以外では交換

態Cdと無機結合態Cdが多い傾向であった。有機結合

態はどの土壌でも栽培後増加した。これらの傾向は

どの葉菜でも同じであった。 

(ウ) 吸収深度試験 

汚染土層を埋設して栽培したところ可食部のCd含

量は栽培時期や栽培年による変動が大きいものの汚

染土出現深度０～20cmにおいて 大であった。出現

深度が深くなるほど可食部Cd含量が少なくなる傾向

にあり、深度60cm以下では非汚染土と大差なかった。

この傾向は低温期を経る春採り栽培で大きく、秋冬

採り栽培ではその程度が弱まった。（図1162-6、-7、

-8） 

(エ) 含量予測試験 

 土壌から塩酸抽出したCd濃度と可食部Cd含量との

関係は、0.1N塩酸(r=0.809)，0.01N塩酸(r=0.651)と

もに１％の有意水準で相関があった。0.01Nよりも

0.1Nでの相関が高い結果となり既存の報告と一致し

た（図1162-9）５)。栽培後土壌のpHおよび塩類濃度

(EC)と可食部Cd含量との関係は、ともに有意な相関

は得られなかった（図1162-10）。土壌中の炭素含量

および窒素含量と可食部Cd含量との関係はほぼ同じ

パターンを示したが、ともに有意な相関は得られな

かった（図1162-11）。なお可食部含量が 大の試料

を除くと窒素含量の相関(r=0.577)は１％水準で有意

であった。土壌から水浸出した濾液について着色程

度（無色～黄褐色）が想定される吸収波長範囲にて

波長スキャンを行い可食部Cd含量との相関を取った

ところ、波長(WL)300nm(r=0.613)と400nm（r=0.592)

に１％の有意水準で有意な相関が得られた。この黄

褐色の着色は比較的分子量の小さい水溶性の腐植物

質によるものと考えられる（図1162-12）。 
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図1162-1 ホウレンソウ品種の可食部 Cd 含量

（秋冬採り） 

図1162-2 ホウレンソウ品種の可食部 Cd 含量

（春採り） 

図１　土壌の種類と葉菜類可食部のCd濃度（H16）
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図1162-3 各土壌で栽培した葉菜類可食部の Cd 含量 

土壌の類別 土壌の種類
Cd濃度

(mg/kg,0.1N塩
備考

沖積土 褐色低地土 0.24

0.26

0.24

0.23

灰色低地土 0.21 水田土壌

0.28

ｸﾞﾗｲ土 0.14 水田土壌

0.20

非沖積土 黒ﾎﾞｸ土 0.20

0.19

0.07

黄色土 0.04

0.05

0.10

岩屑土 0.16

表1162-1 土壌の内訳 



― 174 ―

図１　ｺﾏﾂﾅ"さおり"栽培前後の土壌中Cd形態
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図1162-4 栽培前後土壌の Cd 形態の変化（コマツナ）

図３　ﾎｳﾚﾝｿｳ"ﾊﾟﾝﾄﾞﾗ"栽培前後の土壌中Cd形態

0.00

0 .0 5

0 .1 0

0 .1 5

0 .2 0

栽

培

前

栽

培

後

栽

培

前

栽

培

後

栽

培

前

栽

培

後

栽

培

前

栽

培

後

栽

培

前

栽

培

後

栽

培

前

栽

培

後

栽

培

前

栽

培

後

栽

培

前

栽

培

後

栽

培

前

栽

培

後

栽

培

前

栽

培

後

栽

培

前

栽

培

後

栽

培

前

栽

培

後

栽

培

前

栽

培

後

栽

培

前

栽

培

後

栽

培

前

栽

培

後

① ② ③ ④ ① ② ① ② ① ② ③ ① ② ③

褐色低地土 灰色低地土 グライ土 黒ボク土 黄色土 岩屑土

有機結合態

無機結合態

交換態

ppm乾土

図1162-5 栽培前後土壌の Cd 形態の変化（パンドラ） 
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図1162-7　可食部のCd含有量（秋冬採り）
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― 175 ―

エ 考 察 

(ア) Cd吸収性の品種差について 

コマツナに比べてホウレンソウやフダンソウはCd

をより多く蓄積すること、ホウレンソウ品種にはCd

蓄積性について明確な品種間差異があることが明ら

かとなった。過去に高いCd含量のホウレンソウが生

産された圃場では、可能な限り低吸収な品種を導入

すべきなので、品種更新の際には品種の収量性だけ

ではなくCd吸収性の確認が必要である。 

(イ) Cd吸収の変動について 

今回の試験では秋冬採りと春採りにおけるホウレ

ンソウの可食部Cd含量の増減について明確な差異が

認められなかったが、吸収深度試験では秋冬取りで

深部からの吸収割合が増えていることから、高温期

ほど作土とその下層からCdを吸収すると予想される。 

 (ウ) ホウレンソウに吸収されるCdの形態につい

て 

 グライ土以外の全ての土壌において栽培後に減少

程度が も大きいCdの形態は交換態であった。また

程度は小さいものの無機結合態も減少した。これら

２つの土壌存在形態のCdが葉菜の可給態Cdの供給に

大きく関わっていると予想された。グライ土は空気

との接触で酸化状態になり無機結合態や有機結合態

の一部が酸化可溶化し交換態に移行したと考えられ

る。交換態Cdの存在量は土壌のpHが高い状態で減少

するので、土壌pHを高く維持することが作物のCd吸

収抑制の基本的な対策であると再確認された。交換

態Cdが増加する水田からの転換歴が数年以内の畑で

は作物体のCd含量が高くなると予想されるので、栽

培期間は必ずpHを高く維持しなければならない。ま

た栽培後土壌の有機結合態Cdが顕著に増加したが、

これは交換態を主とした可給態Cdがホウレンソウ根

部に取り込まれ、細根断片として土壌中に残存し有

機結合態に移行したと推測される。 

 また可食部Cd含量と相関のあった土壌窒素含量と

土壌浸出濾液の呈色は腐植が主体なので、腐植の存

在が土壌中のCd保持に大きく関わっているものと推

測される。 

(エ) 栽培前のCd含量の予測について 

高温期の含量予測試験では土壌の0.1N塩酸抽出性

Cd濃度からの可食部Cd含量の推定式の傾きが約0.8

であったことから、大まかな危険域予測には土壌Cd

濃度相当を見積もっておけばよいことがわかる。し

かしながら推定値の振れ幅が大きいため正確な含量

推定には適当でないと考えられた。危険域予測につ

いては可食部Cd含量と相関があった濾液着色、窒素

含量を加え含量推定することで信頼性がより高まる

ものと考えられた。具体的にはCodex基準値の１/２

である0.1mg/kgFWを限界点として危険域を設定し、

土壌Cd濃度、濾液着色、土壌中窒素含量によって推

定値を得てひとつでも危険域に入っていれば危険と

判断する方法により、推定値による危険域判定が可
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能であった。 

オ 今後の課題 

 Cd吸収を抑制したいのであれば低吸収な品種を選

定すべきであるが、ホウレンソウは品種交代が早く

系統も不明である。将来にわたり新しい品種を導入

する際には収量性調査と併せてCd吸収性の確認が必

要である。また土壌中の窒素分と水浸出液の着色が

ホウレンソウのCd含量と逆相関にあったことから、

堆肥を継続的に入れることが対策の一つである可能

性がある。既存の報告でも有機物投入がCd吸収を抑

制するとした結果が存在する２)。作付け前に栽培者自

身の圃場の危険域予測は重要で、前述の土壌の高pH

維持化、品種選定そして堆肥の継続的投入とあわせ

て行う必要がある。この試験では簡易な土壌診断に

より危険度を予測する手法を検討しその可能性を示

唆した。なお、予測精度をさらに向上させるために

は温度による影響の解明とホウレンソウのCd吸収性

の関係解明が必要で、引き続きホウレンソウのCd吸

収性に関する詳細な検討が必要である。 

カ 要 約 

ホウレンソウは土壌中の交換態のカドミウム(Cd)

を主体に吸収し、無機結合態Cdなど他形態のCdも吸

収しうることがわかった。ホウレンソウ可食部のCd

含量には明らかな品種間差があった。このことから

交換態Cdの吸収と他形態のCdの吸収の割合は品種毎

に違うものと推測された。グライ土での栽培中に交

換態Cdが増加し可食部Cd含量が高まったことから水

田転作畑ではCd含量が高くなるものと予想される。

ホウレンソウは60cm程度の深部土壌からもCdを吸収

するが、中心的な吸収域は20cm程度の比較的表層域

であり、この程度は秋冬採りに比べ春採りで大き

かった。土壌Cd濃度から可食部Cd含量のおおまかな

推定は可能であり、土壌の水抽出濾液の着色あるい

は土壌の窒素含量からも可食部Cd含量の危険域予測

が可能であった。 
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(3) 山陰地域における野菜類の低吸収・低蓄積機構

の解明 

ア 研究目的 

ホウレンソウは品種分化が多様で作型等に合わせ

て数多くの品種が栽培されている．山陰地域では水

田転換されたほ場にハウスを建ててホウレンソウを

作付けする地域が多い。本研究では沖積水田土壌を

用いて、現在作付けされている主要な品種を栽培し、

ホウレンソウのCd濃度の品種間差異を明らかにする

ことにより、本地域で作付けに適する低Cd濃度のホ

ウレンソウ品種の選定の基礎資料を得ることを目的

とする。これまでに作物のCd吸収反応には根分泌物

による土壌中の非交換態Cdの溶解作用などの機構が

報告されている１、２）。また、必須元素ではないCd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。そこで、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、Cdの地上部への吸収移行特性

を明らかにすることを目的とする。 

 イ 研究方法 

 (ア) 沖積水田土壌におけるホウレンソウおよび

フダンソウのCd濃度の品種間差と石灰施用の影響 

島根県松江市上本庄町で採取した沖積水田土壌

(0.1N塩酸抽出Cd：0.3ppm)を石灰無施用区（ｐH5.1）

および石灰施用区（pH7.1）に分け，それぞれポット

試験（600mL容ポット）および枠試験を行った。平成

16年９月13日にホウレンソウ18品種およびフダンソ

ウ１品種を播種し、11月26日に収穫し、地上部Cd濃

度を調査した。 

 (イ) Cdを添加した水耕栽培におけるホウレンソ

ウのCd濃度の品種間差と他元素の存在比の関係 

ホウレンソウ22品種、フダンソウ２品種を供試し
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た。発芽後２週間の実生を、30L容コンテナに移植し

て水のみで１週間、園試処方の１/２溶液で２週間栽

培した後、Cd(0.02mg L-1)添加処理を１週間行った。

播種から試料採取まで８時間日長，昼温25℃，夜温

20℃に設定した人工気象室で行った。耕栽培期間を

通じて小型ポンプでエアレーションを行い、 溶液は

１週間ごとに更新し、その際にpHを6.5に調整した。

試料採取後は、地上部と根に切り分け、70℃で５日

間乾燥した後、乾物重を測定した。乾物試料を粉砕・

湿式分解し原子吸光光度計によりCd,Cu,Zn,Fe,Mn

濃度を測定した。 

 (ウ) Zn、Cu、Fe、Mnの多量添加がCdを添加した

水耕栽培ホウレンソウのCd濃度に及ぼす影響 

ホウレンソウ８品種、フダンソウ１品種を供試し、

処理前の栽培方法は実験１と同様に行い、対照区(園

試処方の１/２溶液)、Cd添加区、Cd+Cu10倍添加区、

Cd+Zn10倍添加区を設定し、重金属添加処理を１週間

行った。試料採取後は実験１と同様な手順で分析を

行った。 

 ウ 研究結果 

 (ア) 沖積水田土壌におけるホウレンソウおよび

フダンソウのCd濃度の品種間差と石灰施用の影響   

 石灰無施用区では供試した19品種のうち，14品種

がCodexの基準値となる0.2ppm以上となった（図

1163-1）． もCd濃度が高かったハンブルクは0.6ppm

を超える値を示した．フダンソウは他のホウレンソ

ウ品種に比べて極めて低い値を示した．石灰施用に

よりCd濃度は低下する傾向を示したが，無施用区の

15～92％の値であり，石灰施用によるCd濃度の低下

には品種によって大きく異なっていた（図1163-2）．

また、石灰施用によるCd濃度の低下は無施用区でCd

濃度の高い品種ほど顕著である傾向が認められた。 

 (イ) Cdを添加した水耕栽培におけるホウレンソ

ウのCd濃度の品種間差と他元素の存在比の関係 

 地上部のCd濃度とCd、Zn、Mn、Fe濃度にはそれぞ

れ一定の傾向が認められたが（図1163-3）、Cd含有率

の高い品種ほど、それらの関係式から逸脱する傾向

を示した（図中○で囲んだ品種）。また、地上部Cd

濃度とCdと他の重金属元素の存在比(Cd/Cu、Zn、Fe、

Mn比)には極めて高い相関関係が認められた（図

1163-4）。すなわち、地上部Cd濃度の高い品種ほど他

の必須重金属元素に対するCdの割合が高いという関

係が示された。 

図1163-1 ホウレンソウの Cd 濃度の品種間差
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図1163-3 水耕栽培における地上部 Cd 含有率と Cu, Zn, Fe, Mn 含有率の関係 
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図1163-4 地上部 Cd 含有率と必須重金属元素との存在比の関係 

図1163-5 培養液の Cu および Cd を10倍添

加した場合の Cd 含有率の変化 
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 (ウ) Cu、Znの多量添加がCdを添加した水耕栽培

ホウレンソウのCd濃度に及ぼす影響 

 培養液に10倍量のCuおよびZnを添加するといくつ

かの品種で地上部のCd濃度が低下する傾向が認めら

れた（図1163-5）。特に、地上部のCd濃度とCu10倍添

加に伴う地上部Cd濃度の低下率には極めて高い負の

相関が認められた（図1163-6）。すなわち、地上部Cd

濃度の高い品種ほどCu10倍添加に伴うCd濃度が低下

する傾向が示された。 

 エ 考 察 

 (ア) 沖積水田土壌におけるホウレンソウおよび

フダンソウのCd濃度の品種間差と石灰施用の影響 

供試したホウレンソウの地上部のCd濃度には品種

間差が認められたが、石灰施用によるCd低減効果も

品種により違いが認められた。すなわち、石灰無施

用区でCd濃度が高い品種ほど石灰施用による低減率

が高くなったことから、ホウレンソウ品種には土壌

溶液中のCd濃度の変動を受けやすい品種と受けにく

い品種が存在するのではないかと示唆される。  

 (イ) ホウレンソウのCd吸収反応の品種間差とそ

の要因 

 Cd濃度の高い品種ほどCdと他の必須重金属元素の

存在比が大きくなることから、Cd濃度の品種間差は

必須重金属元素の輸送機構とCdの親和性の違いによ

る可能性が示唆される。すなわち、Cd濃度の高い品

種ではCd認識精度が低いと推察される。Gussarsson 

et al ３)はシラカバのCd吸収が土壌中のCuの存在量に

よって影響されることを指摘した。本研究でもCuお

よびZnを多量に添加した場合にCd濃度が低下するこ

とは、相対的なCd濃度の低下によるものと考えられ、

Cdの認識精度の低い品種では溶液中のCd濃度の相対

的な低下の影響を受けやすいことが示唆された。 

 (イ) 土壌中のCdおよび必須重金属元素の存在量

とホウレンソウのCd吸収反応 

 Cdを添加した水耕栽培におけるホウレンソウのCd

吸収反応は溶液中のCu、ZnおよびCd濃度に強く影響

されると考えられ、それらの濃度の状態によっては、

Cd濃度の品種間差は変動する場合もあることが示さ

れた。すなわち、各研究機関で行われているホウレ

ンソウのCd濃度の調査で品種間差が一定の傾向を示

さない場合が少なからずあること、石灰施用による

Cd低減効果は品種間で大きな差異があることなどは、

供試土壌中のCdと共存するCu、Zn等の濃度の存在比

が異なっているためではないかと推察される。その

ため，ホウレンソウのCd吸収反応を調査する場合に

は，品種間での重金属元素の相互作用の違いを明ら

かにする必要があるとともに，供試土壌に含まれる

Cu、Zn等の重金属濃度についても考慮する必要があ

る．  

オ 今後の課題 

(ア) 石灰施用効果と品種の選択 

石灰施用により土壌pHを中性付近に矯正すること

は、ホウレンソウ地上部のCd濃度の低下に有効では

あるが、品種によってはほとんど低下しないものが

あり、土壌Cd濃度との関係から、栽培品種の選択を

検討する必要がある。  

(イ) ホウレンソウのCd吸収メカニズムの解明 

 ホウレンソウにおけるCdの吸収移行経路に関して

はこれまでほとんど明らかにされていないが、本研

究で示唆されたようにCu、Zn、Fe、Mnの輸送経路が

関連していると考えられることから、トランスポー

の機能解析などにより検討される必要がある。  

カ 要 約 

(ア) ホウレンソウの地上部Cd濃度の品種間差と

石灰施用によるその低減 

 島根県上本庄町で採取した沖積水田土壌でホウレ

ンソウを栽培した場合、地上部のCd濃度には品種間

差が認められた。石灰を施用してpHを中性付近に矯

正することにより、多くの品種で地上部のCd濃度は

低下する傾向を示したが、その低下率は品種により

異なり、石灰無施用で栽培した場合にCd濃度の高い

品種ほど石灰施用によるCd濃度の低下率が高くなっ

た。 

 (イ) ホウレンソウのCd吸収反応におけるCdと必

須重金属元素との関係 

 ホウレンソウのCd濃度には他の必須重金属元素の

吸収反応が極めて大きな影響を及ぼしていることが

認められた。地上部Cd濃度とCdと必須重金属元素の

存在比(Cd/Cu比)には高い相関が認められた。培養液

に10倍量のCuを添加するといくつかの品種で地上部

のCd濃度が低下する傾向が認められた。また地上部

Cd濃度の高い品種ほどCu10倍添加に伴う地上部Cd

濃度が低下する割合が大きいという関係が示された。 

 キ 引用文献 

１) Keller et al. (2001). Cu, Zn, and Cd acquisition be 

two spinach cultivars depending on P nutrition and 
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root exudation. J. Plant Nutr. Soil Sci. 164:335-342. 

＜論文集の場合＞ 

２) MacGrath et al. (1997). Heavy metal uptake and 

chemical change in the rhizosphere of Thlaspi 

caerulescens and Thlaspi ochrolecum grown in 

contaminated soils. Plant and Soil. 188:153-159. 

３) Gussarsson et al. (1995). Cadmium and copper 

interactions on the accumulation and distribution of 

Cd and Cu in birch (Betula pendula Roth) seedlings. 

Plant and Soil. 171:185-187. 

研究担当者（松本真悟＊） 

(4) 果菜類、根菜類におけるカドミウム吸収抑制資

材及び低吸収品種の選抜 

ア 研究目的 

平成17年７月に開催された第28回コーデックス委

員会総会において、野菜のカドミウム（Cd)濃度国際

基準値が採択され、果菜類は0.05 mg/kg、根菜類は

0.1 mg/kgとされた。農林水産省の実態調査では、ナ

スで約７%、オクラで約22%、サトイモで約10%が基準

値を超過しており、カドミウム低減技術を早急に確

立する必要がある。本課題では、ナス及びオクラの

カドミウム低吸収品種を選抜してそのカドミウム吸

収特性を明らかにし、果実カドミウム濃度を低減す

る技術を確立する。またナス、サトイモ、オクラに

おける資材施用による吸収抑制技術を開発する。 

 イ 研究方法 

(ア) 育苗トレイ（灰色低地土0.1M塩酸抽出カド

ミウム濃度1.9ppm）でスズメノナスビ（Solanum 

torvum）を含むナス属15系統（野菜茶業研究所提供）

を栽培し（3.17は種 5.12収穫）、幼植物のカドミウ

ム濃度を測定した。 

 (イ) ポリポット(土壌300g、灰色低地土0.1M塩酸

抽出カドミウム濃度1.9ppm)にナス(千両二号、台太

郎)とナス近縁種12品種Solanum depilatum(ES94)、

Solanum nigrum (ES126)、 Solanum sp (LS2458)、

Solanum viarum （LS128-17）、S. torvum（トルバム・

ビガー、トレロ）、S. mammosum （LS1164, LS2248, 

LS2427, LS3656, LS4009,ES209)を出芽日が揃うよう

には種(2.8-2.22)し、5.24に茎葉を収穫し、金属濃

度を測定した。 

 (ウ) １/5000aポットでナス（台太郎）、ES137（S. 

nigrum）、トルバム・ビガー、LS2458 (S. sp)、LS2453 

(S. sp)を栽培し、導管液と茎葉の金属濃度を測定した。 

 (エ) １/2000aポット（灰色低地土0.1M塩酸抽出

カドミウム濃度1.9ppm、pH5.0）でナス（穂木：千両

二号、台木：ヒラナス、トルバム・ビガー、トナシ

ム、台太郎、LS2458）を３連で栽培し、６－８月に

果実を収穫した。８月に茎葉をせん定した。乾燥・

粉砕・酸分解後に金属濃度をICP発光装置で測定した。

また、枠圃場（2.5m x ４m、淡色黒ボク土、0.1M塩

酸抽出カドミウム濃度0.29ppm、pH6.6）でナス（穂

木：千両二号、台木：ヒラナス、トルバム・ビガー）

を栽培し、果実の金属濃度を測定した(写真1164-4)。 

写真1164-1 トルバム・ビガー 写真1164-2 LS2458 写真1164-3 LS2453 
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図1164-1 ナス属幼植物のカドミウム濃度と乾物重（3株の平均） 
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表1164-1 台木の異なるナス果実のカドミウム濃度 

Year 2006 2006 2007 2007
ポット 圃場 ポット ポット

灰色低地土 黒ボク土 灰色低地土 黒ボク土
0.1 mol L-1 塩酸抽出Cd濃度 （mg kg-1） 1.9 0.29 1.9 2.9
台木
台太郎 0.37a 0.26*
ヒラナス 0.46a 0.033*
トルバム・ビガー 0.15b (33%) 0.012* (36%) 0.13b (35%) 0.05* (19%)
トナシム 0.16b (35%)
ＬＳ２４５８ 0.12b (33%)

Cd 濃度 mg kg
-1

FW

(オ) 連結トレー（25穴）に灰色低地土80g（pH5.04、

0.1N塩酸可溶性カドミウム濃度 1.8mg kg-1）を充填

し、土壌pH6.5となるように、消石灰、苦土石灰、炭

酸カルシウム、熔成リン肥、熔成ケイ酸リン肥（と

れ太郎；アルカリ分40%）、ALC（シリカリュウ17；

アルカリ分17％）を施用した。ナス（千両、トルバ

ム）、オクラ（アーリーファイブ）、イネ（日本晴）、

ダイズ（スズユタカ）、キュウリ（夏すずみ）を、人

工光室（温度25℃、照度５万ルクス、日長14時間）

で６週間栽培し、地上部を収穫した。試験規模は一

区５反復とし、幼植物体のカドミウム濃度はICP-MS

により測定した。 
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ウ 研究結果 

(ア) 幼植物カドミウム濃度はLS2458（写真

1164-2、タイ原産）がトルバム・ビガー（写真1164-1、

プエルト・リコ原産）よりも低カドミウム濃度であっ

た(図1164-1)。一方LS2453（写真1164-3、タイ原産）

とLS1330（沖縄原産）は高カドミウム濃度であった。

LS2453とLS1330は出芽が早く、乾物重が大きかった

が、同じく出芽が早く、乾物重が大きいトレロは低

カドミウム濃度であり、LS2453とLS1330は高カドミ

ウム濃度系統と考えられた。 

(イ) ポリポットで栽培した植物の茎葉カドミウ

ム濃度は、S. torvum ＜ツノナス(S. mammosum)＜ナ

ス, ES126 (S. nigrum), LS2453他であった(図1164-2)。 

 (ウ) １/5000aポットで栽培した植物の導管液の

カドミウム濃度はトルバム・ビガー、LS2458＜台太

郎、ES137、LS2453であった(図1164-3)。 

 (エ) 台木の異なるナス果実カドミウム濃度は、

ヒラナス台木や台太郎台木と比べトルバム・ビガー、

トナシム台木で19-36％であり（表1164-1）、スズメ

ノナスビ（トルバム・ビガー、トナシム）の台木の

全ての果実でヒラナス台木よりも低かった。ナスの

果実生重に台木による大きな差はなかった。ナス果

実の各種金属濃度には大きな違いはなかった(表

1164-2)。せん定時（移植50日後）の茎葉カドミウム

濃度もトルバム種の台木でヒラナス台木の約31％で

あり、各種金属濃度には大きな違いはなかった(表

1164-3)。ナス属幼植物カドミウム濃度の比較から

LS2458が低カドミウム植物として選抜され、穂木を

千両二号としたナス果実のカドミウム濃度もトルバ

ム・ビガー台木と同等であった（表1164-1）。 

表1164-2 ナス果実金属濃度 mg/kgfw （2006・夏収穫果実3ポットの平均、4～7果実／ポット） 

Cd Cu Fe Mn Zn Ca K Mg
ヒラナス 0.46 0.77 2.5 1.8 2.2 112 1655 151
トルバムビガー 0.15 0.87 2.6 1.9 2.0 121 1641 146

31% 112% 103% 105% 89% 108% 99% 97%
トナシム 0.16 0.86 2.7 2.0 1.9 126 1563 137

34% 111% 107% 113% 85% 113% 94% 91%

表1164-3 ナス茎葉金属濃度 mg/kgdw（2006・8.11剪定枝3ポットの平均） 

Cd Cu Fe Mn Sr Zn Ca K Mg
ヒラナス 20.9 16 153 300 44 119 17773 25552 6742
トルバム 6.6 27 207 291 43 132 18599 31093 5303

31% 167% 135% 97% 96% 110% 105% 122% 79%
トナシム 6.6 26 225 349 45 123 18474 26109 4770

31% 159% 147% 116% 102% 103% 104% 102% 71%

 (オ) ①資材施用量：資材ごとに緩衝曲線を作成

した。土壌pH6.5に矯正するために必要な施用量は、

消石灰 188、苦土石灰 675、炭酸カルシウム 335、

熔成リン肥 700、熔成ケイ酸リン肥 435、ALC 810

（単位；kg 10a-1）であり、熔成リン肥、熔成ケイ酸

リン肥、ALCは半量区を設けた。 

②pH：土壌pHは6.5±0.2の範囲内にあり、半量区

はpH5.8±0.1であった。各資材とも、ほぼ緩衝曲線

どおりにpH矯正した。 

③カドミウム濃度：資材無施用土壌で栽培した幼

植物体のカドミウム濃度は、ナス（千両）、オクラ、

イネ、トルバム・ビガー、ダイズ、キュウリの順に

高濃度であった。ナス（千両）、トルバム・ビガー、

オクラ、イネ、キュウリは、土壌pH6.5に矯正するこ

とにより、幼植物体のカドミウム濃度が無施用区の

１/２以下に低減した。とくに、トルバム・ビガーと

キュウリは、半量区でもカドミウム濃度が無施用区

の１/２以下になり、資材施用によるカドミウム吸収

抑制効果が高かった。ダイズは、他の作物より資材

施用効果が低かったが、施用区のカドミウム濃度は

無施用区の約１/２～２/３に低減した。資材別にみ

ると、苦土石灰と熔成リン肥の効果が高かった。炭

酸カルシウム、熔成ケイ酸リン肥、ALCは同程度であ

り、消石灰よりカドミウム吸収抑制効果が高かった。 
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写真1164-4 トルバム・ビガー台木(左)、ヒラナス台木(右)(2006.10) 

エ 考 察 

(ア) スズメノナスビの台木に接ぎ木した場合、

土壌の種類（沖積土壌：褐色低地土および灰色低地

土、火山灰土壌：黒ボク土）、作型（６月定植７～９

月収穫、９月定植10～５月収穫）、穂木の種類（千両

二号他３種類）によらず、自根栽培およびその他の

台木（ヒラナス、台太郎、カレヘン、耐病VF、ミー

ト、アシスト）に接木した場合に比較して果実中カ

ドミウム濃度を約１／２～１／４のレベルに低減で

き、スズメノナスビ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、いずれも同様のカ

ドミウム濃度低減効果を示した１、２) (課題1164、1166、

1167)。  

(イ) スズメノナスビ台木に接木したナス果実や

穂木茎葉ではカドミウム以外の金属濃度には台太郎

を台木とした場合と比べて大きな違いはない。また、

カドミウムを添加した水耕栽培において、地上部（穂

木の茎葉、台木の茎）のカドミウム濃度はスズメノ

ナスビ台木で低くなるが、根の濃度には差がないこ

とから、スズメノナスビには根から地上部へのカド

ミウム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。 

 (ウ) 国内のナス用台木調査３)ではトルバム・ビ

ガーは寒地・暖地によらず広く使用されており、ト

ルバム・ビガーの割合の少ない県でもトナシム、ト

レロが使用されていた。これらのことから、スズメ

ノナスビを台木とした接木栽培でナスのカドミウム

濃度を低減することは全国的に普及可能と考えられ

る。 

オ 今後の課題 

(ア) ナス台木を利用した接ぎ木栽培によって、

土壌カドミウムの汚染程度に対応した生産体系を構

築する。その方策として、土壌カドミウムの濃度の

違いや土壌種類（沖積土、火山灰土等）の違いによ

るトルバム種台木の吸収抑制効果を把握すると共に、

効果を助長する栽培技術の確立を図る。 

(イ) スズメノナスビの根から地上部へのカドミ

ウムの移行を特異的に抑制する機能を解明する。 

カ 要 約 

カドミウム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・茎葉カドミウ

ム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カドミウム

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。  

キ 引用文献 

１) 竹田宏行、佐藤淳、西原英治、荒尾知人(2007).

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.土

肥誌.78.581-586  
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２) Arao T., Takeda H. and Nishihara E. (2008). 

Reduction of cadmium translocation from roots to 

shoots in Eggplant (Solanum melongena) by grafting 

onto Solanum torvum rootstock. Soil Sci. Plant Nutr.. 

54. in press

３) 吉岡宏(2001) .1998年産野菜の接ぎ木栽培状況及

び今後の課題(まとめ）.野菜・茶業試験場研究資料

第９号「野菜の接ぎ木栽培の現状と課題」.108-115 

研究担当者（荒尾知人＊、森伸介、箭田佐衣子、川

崎晃） 

(5) 近縁種を含めたナス類におけるカドミウム吸収

能の評価 

ア 研究目的 

 2005年にコーデックス委員会で野菜中のカドミウ

ム（Cd）濃度の国際基準値（葉菜類で0.2 、根菜類

0.1、果菜類0.05mgkg-1FWなど）が採択されたが、我

が国では多くの品目でこの基準値を超過することが

懸念されている。ナスについては農水省の実態調査

では約７％が基準値を超過しており対策が急がれて

いる。我が国ではナスの６割以上が接ぎ木栽培であ

り１）、トルバム・ビガーを台木としてナスを接ぎ木す

ると、自根やヒラナス台木の場合に比べて果実のカ

ドミウム濃度が低減されることが報告されている２，

３）。本研究は、このトルバム・ビガーよりさらに果実

のカドミウム濃度を低減できるナス台木開発を目標

として、一般のナス台木品種および野菜茶業研究所

保有の近縁種の中からカドミウム吸収能の低い品

種・系統を選抜することを目的とする。 

イ 研究方法 

(ア) 供試品種・系統 

市販のナス台木用品種およびSolanum reflexum、S. 

toxicarium、S. jurubeba、S.viarum、S.sisymbrifolium

等のナス近縁種合計88点（表1165-1）を用いて、そ

れらの幼苗に対してCd処理を行いCd吸収能を評価し

た。 

(イ) Cd処理および分析方法 

 園芸倍土を充填した育苗箱(33×48cm)毎にトルバ

ム・ビガーを含む５種類のナス類を播種して（各15

粒、出芽後５本に間引く）数週間後に所定濃度の

CdCl2溶液を底面給水させる。さらに数週間後、子葉

の上部で切り取って生重および草丈を測定し、乾燥

後、マイクロウェーブ分解装置で湿式分解してICPMS

でCd含有量を測定（３反復）。 

(ウ) Cd吸収能の評価 

各品種・系統の幼苗中の地上部Cd濃度を、同時に

播種・Cd処理をしたトルバム・ビガーと比較し、ト

ルバム・ビガーのCd濃度に対する相対値をCd吸収能

とし、低吸収能の品種・系統を選抜する。  

(エ) 穂木へのCd移行性調査 

選抜した９種類のCd低吸収能系統を台木としてナ

ス「千両二号」を接ぎ木する（ヒラナス対照）。活着

後、先と同様にCd処理して数週間後に穂木中のCd濃

度を調査する（夏作；接ぎ木07年６/18，６/26，７/

３、刈取り調査８/９，８/16：秋作；接ぎ木10/８，

10/10、刈取り調査11/22）。 

表1165-1 供試品種・系統等一覧表 
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ウ 研究結果 

(ア) Cd処理方法 

 底面吸水処理用のCdCl2水溶液のCd濃度（１および

10ppm）と処理回数（１回および１週間ごとに３回）

について検討した。その結果、１ppmでは幼苗中のCd

含有量が低く、トルバム・ビガーより低吸収能の系

統を選抜するには低濃度すぎた。10ppmの１回処理で

幼苗中のCd含有量は適度となり、３回処理しても含

有量はあまり高くならなかった（図1165-1）。従って

Cd処理方法は１ppmの１回処理とした。また、全ての

処理において生育阻害は見られなかった。 

(イ) 近縁種を含むナス類のCd吸収能 

近縁種を含むナス類のCd吸収能はトルバム・ビ

ガーの吸収能の0.7倍から18.7倍の範囲であり、トル

バム・ビガーと同程度（トルバ・ムビガーの２倍以

内）に低いグループ（図1165-2）、トルバム・ビガー

の７倍以上の高い吸収能を持つグループ（図1165-3）、

ナスと同程度（同じく３～６倍）で中位の吸収能を

持つグループ（図1165-4））に分けられた。 

低吸収能グループの中から９種類を選抜して次の

穂木へのCd移行性試験に用いた。 

図1165-1　処理方法と幼植物体中のＣｄ濃度との関係
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図1165-2　Ｃｄ吸収能が低いグループ

0

1

2

3

4

5

ﾄ
ﾙ

ﾊ
ﾞﾑ

･
ﾋﾞ

ｶﾞ
ｰ

Ｌ
Ｓ

２
４

５
８

ト
ナ

シ
ム

Ｅ
Ｓ

１
２

１

Ｌ
Ｓ

２
２

１
１

Ｌ
Ｓ

３
８

４
０

LS
４

０
０

９

LS
３

６
５

６

ト
レ

ロ

LS
１

１
６

４

ES
２

０
９

LS
１

８
３

２

LS
１

２
８

－
１

７

LS
２

２
４

８

LS
０

２
５

７

ES
０

１
７

LS
２

４
２

７

　　品種等　ﾊﾞｰは標準偏差(n=3）

Ｃ
ｄ
吸

収
能

(-
)

図1165-3　Ｃｄ吸収能が高いグループ

0

5

10

15

20

25

ﾄﾙ
ﾊ
ﾞﾑ

･ﾋ
ﾞｶ

ﾞｰ

L
S
０

２
６

１

E
S
８

５

L
S
０

２
６

６

E
S
１

８
９

L
S
１

２
８

－
０

４

E
S
１

２
６

E
S
１

３
７

　
　

　

B
at

h
ag

o
da

E
S
９

４

L
S
１

８
４

１

L
S
０

２
６

２

L
S
O

1
8
6
-
4
7
　

E
S
１

４
５

L
S
４

０
６

４

品種等

Ｃ
ｄ
吸

収
能

(-
)

図1165-2 Cd 吸収能が低いグループ 図1165-3 Cd 吸収能が高いグループ 

図1165-4　中位（ナスと同程度）の吸収能グループ
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(ウ) 穂木へのCd移行性 

 選抜した系統を台木とした穂木「千両二号」のCd

濃度の相対値は、夏作、秋作の二時期とも台木の幼

苗検定の結果とほぼ一致しており、穂木へのCd移行

性は台木のCd吸収能で表されることが判った（図

1165-5）。

トルバム・ビガーを台木とした場合より穂木のCd

濃度が低かったのはLS2458台木だけであり、その低

下の程度は３～５割であった（図1165-5）。また、接

ぎ木したナスの穂木と台木地上部のCd濃度はほとん

どが同程度であったが、ヒラナス台木の場合は穂木

の濃度が台木より２倍ほど高い値となった（夏作；

図1165-6）。この傾向は秋作の場合も同様であった。 
(エ) 接ぎ木ナス果実中のCd濃度 

 夏作では接ぎ木苗が大苗化し、多くの穂木（千両

二号）に着果したので果実のCd濃度を測定した。そ

の結果、穂木茎葉中のCd濃度が低いものは果実の濃

度も低い傾向であり、 

 果実中のCd濃度がもっとも低かったのは、穂木へ

のCd移行性が 低だったLS2458台木苗であった。そ

の濃度はヒラナス台木の場合の約46％であった（図

1165-7）。 

エ 考 察 

野菜茶業研究所が保有する近縁種を含む88種類の

ナス類の幼苗についてCd吸収能の測定試験を行った。

発芽率が極端に悪かったり、全く発芽しないものも

あったので実際に試験できたものは75種類であった。

その結果、Cd吸収能が低いとされるトルバム・ビガー

と同程度の吸収能を持つ系統が数種類見つかったが、

トルバム・ビガーよりも低吸収能のものは「LS2458」

だけであった（図1165-2）。 

 Cd吸収能がトルバム・ビガーと同程度の低かった

系統から９種類を選抜して台木とし、ナス「千両二

号」を接ぎ木して穂木へのCd移行性を調べたたとこ

ろ、穂木への移行性は台木のCd吸収能で表されるこ

とが判った（図1165-5）。また、接ぎ木したナスの果

実中のCd濃度も台木のCd吸収能を反映しており、Cd

吸収の低い台木を用いると果実のCd濃度が低くなる

傾向であった（図1165-7）。従って、Cdの吸収抑制を

目的として今回行った台木選抜のためのスクリーニ

ング方法は適切であったと考える。 

 穂木茎葉中のCd濃度が高いと果実のCd濃度も高く

なる傾向であったが、比例関係とはなっていなかっ

た。穂木茎葉中のCd濃度が他より２倍程度以上に高

かった「ヒラナス」や「LS128-17」台木の場合でも

果実のCd濃度はそれほど高くならず、茎葉の濃度の

半分程度であった。このことから、Cdの果実への移

行を制限する何らかの機構の存在が示唆された。 

図1165-6　接木ナスの穂木と台木のCd濃度
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図1165-7　穂木および果実中のＣｄ濃度
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オ 今後の課題 

 本研究ではCdの吸収抑制について検討しただけで

あり、選抜した系統を実際に台木として用いる場合

には耐病性、収量、栽培適性などについて詳細に検

討をする必要がある。 

カ 要 約 

 (ア) ナス類のCd吸収能を評価するための、幼苗

に対するCd処理方法は、Cd濃度10ppm溶液の１回底

面吸水処理が適していた。 

 (イ) 近縁種を含むナス類幼苗中のCd濃度をトル

バム・ビガーのそれと比較した結果，ナス類のCd吸

収能（茎葉中のCd濃度の相対値）はトルバム・ビガー

の吸収能の0.7倍から18.7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

で中位の吸収能を持つグループおよび高い吸収能を

持つグループに分けることができた。 

 (ウ) 選抜した系統を台木とした場合の穂木茎葉

中のCd濃度は、台木のCd吸収能で表されることが

判った。また、果実のCd濃度も台木のCd吸収能を反

映していた。 

 キ 引用文献 

１) 吉岡 宏（2001）.1998年産野菜の接ぎ木栽培状

況及び今後の課題（まとめ）．野菜・茶業試験場研

究資料第９号「野菜の接ぎ木栽培の現状と課

題」.108-115. 

２) 竹田宏行ら（2005）.ナスの台木品種の違いによ

る可食部カドミウム濃度．土肥要旨集．51.85. 

３) 竹田宏行ら (2007).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.日本土壌肥料科学雑誌. 

78(6):581-586. 

研究担当者（辻 顕光＊、齊藤猛雄） 

(6) ナス等果菜類、根菜類における可食部カドミウ

ム濃度の低減技術の開発 

 ア 研究目的 

 食品中カドミウムの国際基準値がコーデックス委

員会（FAO/WHO合同食品規格委員会）において設定

され、日本国内でも基準値制定に向けた準備が進め

られている。ナス等果菜類の可食部カドミウム濃度

基準値は0.05 mg kg-1FWとなる可能性が高いが、農

林水産省が行った実態調査１)では、国内で流通するナ

ス（Solanum melongena）290検体のうち約７％がこの

基準値を超えている。 

 農作物のカドミウム濃度は土壌pHを高めることで

低減できる可能性があるが、ナスのカドミウム吸収

抑制効果や高pHによる生育への影響は未確認である。

作物のカドミウム濃度低減技術の一つとして、様々

な品種の中からカドミウム低吸収のものを選定して

栽培したり、育種素材として活用することが考えら

れる。イネ２､３)、小麦４)、大豆５､６)、トウモロコシ７,

８)、ホウレンソウ９)等ではカドミウム濃度に品種間差

があることが見いだされている。また、大豆では、

子実カドミウム濃度の低い品種を台木にすると、穂

木の子実カドミウム濃度が低下することが接ぎ木実

験で確かめられている10)。 

 一方、国内のナス栽培では、土壌病害の回避や生

産性の向上等を目的に接ぎ木栽培が広く普及してお

り、接ぎ木栽培の普及率は60%以上に達している11)。

もし、ナス用台木品種の中にカドミウム吸収を低く

抑えることができる品種が存在すれば、多様なナス

品種のカドミウム吸収抑制対策に活用が可能となる。

筆者らは、国内で市販されているナス用台木品種か

ら、ナス近縁野生種台木「トルバム・ビガー」（Solanum 

torvum 和名：スズメノナスビ）に接いだナスの果実

中カドミウム濃度が極めて低いことを見いだしてい

る。12)ここでは、「トルバム・ビガー」等のトルバム

種台木を利用した接ぎ木栽培により、果実中カドミ

ウム濃度の低いナス栽培技術を確立することを目的

とする。 

 イ 研究方法 

 (ア) 試験１ トルバム種台木のカドミウム吸収

抑制能の検討 

  ａ 供試品種 

 トルバム種（S. torvum）の台木品種は、「トルバ

ム・ビガー」「トナシム」「トレロ」の３品種が市販

されている。これら３品種について接ぎ木栽培を行

い、果実中カドミウム濃度に他の台木品種と違いが

みられるか検討した。対照台木品種には、台太郎（S. 

melongena）を用いた。また、穂木品種は「千両二号

（S. melongena）」とし、接ぎ木を行わない「千両二

号」の自根栽培区も設定し、合計で５区とした。 

  ｂ 試験場所 

 試験は、新潟県園芸研究センター内の露地圃場（褐

色低地土、砂壌土）で行った。0.1 mol L-1塩酸抽出

カドミウム濃度は0.29mgkg-1、土壌pHは6.0～6.2で
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あった。 

  ｃ 試験規模 

１区５株(4.5㎡＝1.5×3.0m）、２反復で行った。 

  ｄ 耕種概要 

各台木品種は2005年３月25～４月28日に、穂木は

４月23～30日に播種し、接ぎ木を５月13～27日の間

に行った。定植は６月15日に行った。施肥は全量を

基肥として定植前に施用した。使用した肥料と施用

量は、BB肥料（窒素成分量内訳：硫安24kgha-1、尿素

60kgha-1、燐安138kgha-1）及び被覆燐硝安加里70日タ

イプと180日タイプ（窒素成分量内訳：アンモニア態

155kgha-1、硝酸態155kgha-1）で、総窒素施用量を

533kgha-1とした。その他の管理は新潟県の栽培指針
13)に準じた。 

  ｅ 分析方法 

 分析に供する果実は、各試験区から８月２日、８

月25日、９月22日、10月17日の４回、100g前後のナ

ス果実を２～４個採取し、混合して測定試料とした。

４回の分析に供試した総果実数はどの品種も26個と

なった。 

 採取したナス果実は、個々に果実重量を測定した

後、水道水、蒸留水で表面を洗浄した。水分をふき

取った果実のヘタ部を除いて、皮つきの状態で５mm

程度の厚さにスライスし、60℃の通風乾燥機に入れ

て１週間程度乾燥した。乾燥の前後で試料重量を測

定し、果実中水分含有率を求めた。その後、粉砕し

てカドミウム濃度分析の測定試料とした。 

 カドミウム測定法は公定法に準じた。すなわち、

上記の微粉末試料２gを300ml容ケルダール瓶にとり、

硝酸、硫酸で湿式灰化した試料液をDDTC-MIBK抽出

して原子吸光光度計（日立ゼーマン6900）により

228.8nmの波長で吸光度を測定した。 

 (イ) 試験２ 穂木品種を替えたときのカドミウ

ム吸収抑制能の検討 

 「トルバム・ビガー」に接ぎ木する穂木品種を替

えたときの果実中のカドミウム濃度を比較した。 

  ａ 供試品種 

 供試した穂木品種は「千両二号（長なす形）」、「竜

馬（長卵形）」、「品種Ａ（丸ナス）」、「品種Ｂ（丸ナ

ス）」の４品種とした。対照台木品種には、「ヒラナ

ス」（「アカナス」 Solanum integrifolium）を用いた。

また、各穂木品種の自根栽培区も設定し、合計12区

(３台木×４穂木品種）とした。 

  ｂ 試験場所 

 試験場所は、新潟県園芸研究センター内の露地圃

場（褐色低地土、砂壌土）で、0.1 mol L-1塩酸抽出

カドミウムは0.21mgkg-1、栽培期間中の土壌pHは5.3

～6.1で推移した。 

  ｃ 試験規模 

 １区10株(10.8㎡＝1.8×６m)とし、隣接する区と

の境界にある前後２株を除き中央の６株から果実を

採取した。 

  ｄ 耕種概要 

 各台木品種は2006年３月４～17日に、穂木は３月

20日～４月12日に播種し、接ぎ木を５月８～27日の

間に行った。定植は６月19日に行った。施肥は、基

肥としてBB肥料を窒素成分で200kgha-1（窒素成分量

内訳：硫安25kgha-1、燐安76kgha-1、CDU98kgha-1）、

追肥として燐硝安加里（窒素成分量内訳：アンモニ

ア態窒素113kgha-1、硝酸態窒素157kgha-1）を４回に

分けて施用した。基肥、追肥を合わせた総窒素施用

量を470kgha-1とした。その他の管理は新潟県野菜栽

培指針13)に準じて行った。 

圃場 pH *1 EC *2 TC TN C/N CEC Cd *3 P2O5
 *4 CaO *5 MgO *5 K2O *5 石灰

飽和度
塩基

飽和度
(H2O) (dS m-1) (%) (%) (%) (me) (%) (%)

試験1 6.2 0.35 0.86 0.07 12.3 11.3 0.29 629 1141 300 306 35.9 54.8

試験2 6.1 0.05 0.86 0.08 11.2 8.2 0.21 265 947 327 386 41.2 70.8

*1 ： 乾土：H2O=1：2.5、　*2 ：乾土：H2O=1：5 　*3：0.1mol L-1抽出、*4 ：Truogリン酸、 *5： 交換態

（mg kg-1
）

表1166-1 試験に用いた圃場における作付け前土壌の化学的性質 
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  ｅ 分析方法 

分析に供する果実は７月19日、８月９日、８月29

日、９月21日の４回、100g前後のナス果実を１区か

ら３個採取し、果実毎にカドミウム濃度を測定した。 

 また、カドミウム吸収特性を把握するため、上記

で採取した「トルバム・ビガー」台木の果実48個（４

穂木品種×３個×４回）のカドミウム濃度と、それ

ぞれの生育時期、着果節位、果実中水分含有率、果

実重量、及び穂木茎部の太さとの関連を調査した。

あわせて、比較のために「ヒラナス」に接ぎ木した

「千両二号」の果実についても72個（18個×４回）

の果実を用いて同様の解析を行った。 

 カドミウム測定法は試験１と同様に行った。ただ

し、試験２では測定した果実中カドミウム濃度の値

は、全て水分含有率を日本食品標準成分表の値であ

る93.2%12)に補正した。 

穂木、自根：千両二号

bbb
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図1166-1 トルバム種のナス台木品種と他台木および自根栽培の果実中 Cd 濃度の比較（2005） 

注　　2反復、4回（8/2、8/25、9/22、10/17）測定した平均値。エラーバーは標準誤差。
　　　異符号間には１％水準で有意差有り（lsd法）
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図1166-2 ナス接ぎ木栽培における穂木品種の違いがナスの果実中 Cd 濃度に与える影響（2006） 

注1　　1試験区あたり果実3個を測定した平均値。エラーバーは標準誤差を示す
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 ウ 研究結果 

 後述の試験２の圃場と併せ、供試した圃場におけ

る作付け前の土壌化学性の測定値を表1166-1に示す。 

 ａ 試験１ トルバム種台木のカドミウム吸収

抑制能 

 果実中のカドミウム濃度は、平均で「台太郎」が

0.018mg kg-1FW、自根栽培で0.017mg kg-1FWであっ

たのに対し、「トルバム・ビガー」は0.0099mg kg-1FW、

「トナシム」は0.010mg kg-1FW、「トレロ」は0.010mg 

kg-1FWと明らかに低い値を示した（図1166-1）。また、

果実を採取したどの時期においても「台太郎」及び

自根栽培の果実に比べてトルバム種の台木栽培の果

実は40～50%程度低い濃度で推移した。加えて「トル

バム・ビガー」、「トナシム」、「トレロ」の果実中カ

ドミウム濃度は、どの時期においても概ね同程度で

あった。 

 ｂ 試験２ 穂木品種を替えたときのカドミウ

ム吸収抑制能 

 「トルバム・ビガー」に接ぎ木した「千両二号」

の果実中カドミウム濃度は、「ヒラナス」に接ぎ木し

たものに対して７月19日、８月９日、８月29日、９

月21日でそれぞれ36%、46%、26%、24%と低かった（図

1166-2）。また、自根栽培の果実に対しては、27%、

34%、27%、21%と概ね１/３程度の濃度であった。 

同様に、「竜馬」を穂木として「トルバム・ビガー」

に接ぎ木した時「ヒラナス」に対して33%、30%、12%、

28%、自根栽培に対して26%、26%、16%、32%、「品種

Ａ」が穂木の時「ヒラナス」に対して34%、51%、24%、

57%、自根栽培に対して25%、29%、16%、41%、「品種

Ｂ」が穂木の時「ヒラナス」に対して43%、53%、48%、

44%、自根栽培に対して38%、48%、37%、41%といずれ

の穂木品種及びいずれの採取日でも低かった。 

ｃ 果実重量と果実中カドミウム濃度の関連 

 分析に供したナス果実重の平均値は「トルバム・

ビガー」に接ぎ木した「千両二号」で94.5g、「竜馬」

100.9g、「品種Ａ」90.4g、「品種Ｂ」が120.5gであっ

た。これらの穂木品種毎に果実重と果実中カドミウ

ム濃度の関連を調べると、果実重量が大きいほど果

実中カドミウム濃度は幾分低下する傾向が認められ

「トルバム・ビガー」「品種Ａ」の組み合わせでは有

意な相関が認められた。しかし、その相関係数は低

く（r＝0.664）、他の組み合わせではいずれも有意な

相関は得られなかった（図1166-3）。 

図1166-3　「ﾄﾙﾊﾞﾑ･ﾋﾞｶﾞｰ」台木に接いだナスの果実重量 とCd濃度の相関 図1166-4　「ヒラナス」×「千両二号」の果実重量とCd濃度の相関
注：千両二号r
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 また、「ヒラナス」に接ぎ木した「千両二号」の果

実（72個、平均果重91.8g）でも果実重量と果実中カ

ドミウム濃度の間に有意な相関は認められなかった

（図1166-4）。 

 ｄ 収穫日及び着果節位と果実中カドミウム濃

度の関連 

 「トルバム･ビガー」に接ぎ木した４穂木品種の果

実収穫日と果実中カドミウム濃度の相関を図1166-5

に、「ヒラナス」「千両二号」の組み合わせを図

1166-6に示す。いずれの台木と穂木の組み合わせで

も収穫初期に採取した果実のカドミウム濃度が も

高い値を示し、「トルバム・ビガー」×「品種Ａ」お

よび「トルバム・ビガー」×「品種Ｂ」の組み合わ

せ以外の品種組み合わせでは有意な相関が認められ

た。 

 着果節位と果実中カドミウム濃度の相関は、全て

の品種組み合わせで下位節の果実でカドミウム濃度

が高く、上位節で低い傾向が認められた（データ省

略）。これは、ナス果実の収穫が低節位から順に上の

節位に進むため、収穫日が後半になるほど果実中カ

ドミウム濃度が下がる結果と一致していた。 

ｅ 茎の太さと果実中カドミウム濃度の関連 

 収穫終了時の茎の太さと果実中カドミウム濃度の

関連を図1166-7、8に示す。「トルバム・ビガー」と

４穂木品種、「ヒラナス」と「千両二号」それぞれの

組み合わせで、共通した傾向は見いだせなかった（図

1166-7、8）。これは台木部の茎の太さでも同じ結果

であった（データ省略）。ナスの茎の太さは生育の良

否を反映していると考えられるため、個体間の生育

差はナス果実中カドミウム濃度に余り大きな影響を

与えないと考えられた。 

エ 考 察 

トルバム種のナス台木は、同一の土壌条件で栽培

した場合、他の台木あるいは自根栽培に比較して、

果実中のカドミウム濃度を40～80%低減できること

が確認された。「トルバム・ビガー」、「トナシム」、

「トレロ」の３品種は、同等の吸収抑制能を示した

ことから、このカドミウム吸収抑制能は、３品種に

共通の遺伝因子に支配されている可能性を示唆する

ものと思われた。吸収抑制メカニズムについては、

穂木の茎葉中カドミウム濃度が他の台木あるいは自

根栽培に比較して低いことが確認されており、地上

部への移行を抑制する何らかの機能が備わっている

と考えられる。 

「トルバム・ビガー」は、穂木の種類によらず、

果実中カドミウム濃度を概ね60～80%程度低減でき

ることが明らかとなった。 

 また、果実中の水分含有率及び果実重量と果実中

カドミウム濃度の間には、明確な相関を認めなかっ

た。このことは、品種を替えて色々な大きさの果実

を利用するナス栽培において、多様な品種に対する

汎用性が高いことを示している。我が国のナスには

多くの品種が存在するが、トルバム種台木を用いた

接ぎ木栽培によって、様々な穂木品種の果実中カド

ミウム濃度の低減を図ることが可能と考えられる。

1998年の国内のナス用台木で「トルバム・ビガー」

は34%を占めており、地域別割合でも北海道・東北、

九州で約40%と寒地・暖地によらず使われていた11)。

また、「トルバム・ビガー」の使用割合の少ない県で

も「トナシム」、「トレロ」が使われていた。このた

め、トルバム種台木の利用によってナスのカドミウ

ム濃度を低減する技術が全国的に適応可能であると

図1166-7 「トルバム・ビガー」台木に接いだナス

の茎の太さと Cd 濃度の相関 

図1166-8 「ヒラナス」×「千両二号」の茎の太

さと Cd 濃度の相関 
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考えられる。 

 収穫時期及び着果節位と果実中カドミウム濃度の

関連については、収穫初期ほど、また下位節位ほど

カドミウム濃度が高い傾向が認められた。この理由

としては、生育初期ステージの旺盛な吸肥力、根量

と着果果実数のバランス、穂木茎内におけるカドミ

ウム転流抑制機能、等が考えられるが現在のところ

明らかではない。また、作型が異なる場合（夏播種、

越冬収穫作型等）も同様に、初期の果実が高いこと

が確認されており（データ省略）、出荷管理の際、初

期の果実カドミウム濃度を測定することによって、

以後の出荷の可否が判断できる可能性がある。 

 ナスの生育および収量は、茎の太さに関係がある

と考えられている。生育の良否がカドミウム吸収に

及ぼす影響は十分に考慮すべき問題である。しかし

ながら、収穫終了時の茎の太さと果実中カドミウム

濃度の間には、明確な相関関係は認められなかった。

このため、ナスの場合、生育の個体差はカドミウム

の吸収にあまり関係がなく、また、吸収抑制技術を

現地に普及する際にも、効果の予測が立てやすいも

のと考えられる。 

 今回の試験では、同一試験場内の試験１圃場と比

べ0.1mol L-1塩酸抽出カドミウム濃度の低い試験２圃

場におけるナス果実中のカドミウム濃度が高かった。

これは、作付け期間中の試験２圃場の土壌pHがやや

低く推移したことが一因と考えられる。試験２圃場

では燐硝安加里を追肥で用いているのに対し、試験

１圃場では基肥として被覆燐硝安加里を用いている。

被覆燐硝安加里の使用によるコマツナ・チンゲンサ

イ等の硝酸濃度低減効果15)､16)が報告されており、土

壌への過剰な硝酸蓄積が抑えられたことで試験１圃

場の土壌pHが高く推移した可能性がある。一方、試

験２圃場では燐硝安加里の追肥により土壌中のCdが

交換溶出し、吸収されやすくなったことも考えられ

る。これらのことから、窒素施用量の多いナス等の

作物に対し、肥効調節型肥料等を利用した施肥の効

率化によって、土壌中への硝酸等の過剰な蓄積を回

避し、カドミウムの吸収量を低減できる可能性があ

る。 

オ 今後の課題 

 本試験を行った２圃場の0.1 mol L-1塩酸抽出カド

ミウム濃度は、0.2～0.3mgkg-1 程度と国内ではごく

一般的な濃度レベルに分類される沖積土の圃場であ

る。しかし、「ヒラナス」及び自根栽培では0.05mgkg-1 

の国際基準値を超えるナスが収穫された。「トルバ

ム・ビガー」に接ぎ木することにより出荷可能な濃

度に低減することが可能であったが、今後、どの程

度の土壌カドミウム濃度まで「トルバム・ビガー」

の使用が有効であるか、明らかにする必要がある。

また、アルカリ資材の施用による土壌pHの改善や、

施肥方法の改良によって、カドミウム吸収を低く抑

えることができる可能性があり、今後の検討課題で

ある。 

 カ 要 約 

 果菜類のカドミウム濃度国際基準値を超過する割

合の高いナスについて、カドミウム吸収を低く抑え

ることができる台木品種の選抜を行った。 

(ア) トルバム種（Solanum torvum 和名：スズメ

ノナスビ）のナス用台木品種「トルバム・ビガー」「ト

ナシム」「トレロ」は、対照台木品種「台太郎」

（Solanum melongena）及び自根栽培に対して「千両

二号」果実中のカドミウム濃度を１/２～１/４程度

に低減できた。 

 (イ) 「トルバム・ビガー」に異なる穂木４品種

をそれぞれ接ぎ木して栽培したとき、果実中カドミ

ウム濃度はいずれの穂木品種でも対照台木品種「ヒ

ラナス」（Solanum integrifolium）及び自根栽培に対し

て１/２～１/４程度に低減できた。 

 (ウ) 果実重量及び果実中水分含有率と果実中カ

ドミウム濃度の間に明確な相関は認められなかった。 

 (エ) 収穫初期の果実ほどカドミウム濃度が高く

後半に低下する傾向があり、結果として低節位より

高節位に着果した果実のカドミウム濃度が低い傾向

が認められた。 

 (オ) 収穫終了時の茎の太さと果実中カドミウム

濃度の間には明確な相関が認められなかった。 

 これらのことから、トルバム種を台木に用いるこ

とで、カドミウム濃度の低いナス果実の生産が可能

であることがわかった。 
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研究担当者（竹田宏行＊、佐藤 淳） 

(7) オクラ等果菜類における可食部カドミウム濃

度の低減技術の開発 

ア 研究目的 

2005年７月のCODEX委員会総会において、果菜類

のカドミウム(Cd)濃度国際基準値が0.05mgkg-1に決

定された。CODEX基準値が国内に適用されれば、基

準値を超えた生産物の販売中止などその影響が懸念

される。そのため、本課題では省力かつ低コストで

効果の高い可食部Cd濃度の低減技術として、オクラ

については低吸収性品種の選定や土壌改良資材を用

いたCd吸収抑制技術、ナスについては低吸収性台木

の促成栽培への適応性について検討した。 

イ 研究方法 

 (ア) 品種の違いがオクラ可食部のCd濃度に及ぼ

す影響 

ａ 試験区の設定 

 Cd添加土壌（灰色低地土、土壌中Cd濃度：

0.36mgkg-1 (0.1MHCl抽出)、CdCl2･2.5H2Oを施用）

において、以下の10品種について調査した。各区12

株、２反復とした。なお、播種後本葉３枚時に植穴

当たり４本に調整し、１株とした。 

 (1)‘スターライト’ (2)‘ガリバー’ (3)‘グリー

ンジャック’ (4)‘ブルースカイZ’ (5)‘グリーン

スター’ (6)‘グリーンソード’ (7)‘ピークファ

イブ’ (8)‘ホリデー’ (9)‘N-0405’ (10)‘アー

リーファイブ’（対照） 

ｂ 耕種概要 

は種2006年４月26日、収穫開始７月10日、調査終

了10月20日、栽植密度はうね幅180㎝、株間17㎝、２

条植え、トンネル・マルチ（黒マルチ）栽培とした。 

  ｃ 分析試料の採取  

 分析用果実は、収穫期間中月１回、連続した５日

間に収穫した果実の可食部を混合し、80℃で乾燥・

粉砕した。分析用土壌は採取後ただちに風乾し、粉

砕・篩別した。土壌pHは作前、作中(月１回)および

作後、土壌中Cd濃度は作前および作後に採土し処理

後分析した。収量調査は、各区８株(２反復)につい

て、収穫開始日から調査終了日まで実施した。 

  ｄ 分析法 

可食部中のCd濃度は、試料を酸分解し、酢酸ブチ
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ルで抽出後、原子吸光法で測定した。土壌中Cd濃度

は試料を0.1NHClで抽出後、原子吸光法で測定した。

新鮮重当たりの濃度は、水分率90.2％に補正した。

以下、試験(イ)についても同様とした。 

 (イ) 土壌改良資材の違いがオクラ可食部のCd濃

度に及ぼす影響 

 ａ 試験区の設定  

Cd添加土壌（灰色低地土、土壌中Cd濃度：

0.59mgkg-1 (0.1MHCl抽出)、CdCl2･2.5H2Oを施用）

に、pH6.0～7.0を目標に以下の土壌改良資材を2007

年３月22日に処理した。( )内が施用量(gm-2)である。

供試品種は‘アーリーファイブ’を用い、各区16株、

２反復とした。株の調整については試験(ア)と同様

とした。 

(1)消石灰①(75) (2)消石灰②(175) (3)炭カル

①(125) (4)炭カル②(500) (5)苦土石灰①(300) (6)

苦土石灰②(1000) (7)ようりん①(500) (8)ようりん

②(1000) (9)水マグ①(50) (10)水マグ②(125) (11)

無施用 (12)慣行（苦土石灰140＋ようりん80） 

  ｂ 耕種概要 

 は種2007年３月27日、収穫開始６月８日、調査終

了９月28日、栽植密度はうね幅180㎝、株間17㎝、２

条植え、トンネル・マルチ（黒マルチ）栽培とした。 

  ｃ 分析試料の採取  

試験(ア)と同様とした。 

 (ウ) 台木の違いがナス果実可食部のCd濃度にお

よぼす影響 

 所内硬質フィルムハウス（灰色低地土、土性CL、

土壌中Cd濃度；0.18mgkg-1(0.1MHCl抽出)）で以下の

台木品種を用いて、‘竜馬’を栽培した。苗は購入苗

とした。 

 (ａ) (1)‘トルバム・ビガー’ (2)‘トナシム’

(3)‘台太郎’ (4)ヒラナス（対照） 

 (ｂ) (1)‘トルバム・ビガー’ (2)‘トナシム’

(3)ヒラナス（対照） 

  ｂ 耕種概要 

(ａ) 定植2006年９月19日、調査終了2007年５

月21日 

 (ｂ) 定植2007年８月27日、調査終了2007年12

月28日 

 以下、（ａ）、（ｂ）共通とした。栽植密度はうね幅

180㎝、株間50㎝、１条植えとした。主枝３本仕立て

とし、整枝方法は１芽切り返しとした。温度管理は、

午前中は28℃、午後は25℃を目安に強制換気し、夜

間は平均12℃となるように加温した。 

ｃ 分析試料の採取 

 分析用果実は、収穫期間中月１回収穫した果実の

可食部を混合し、80℃で乾燥・粉砕した。分析用土

壌は採取後ただちに風乾し、粉砕・篩別した。土壌

pH、土壌中Cd濃度ともに作前・作後に採土し分析を

行った。収量調査は試験（ａ）において、各区８株(２

反復)について、2006年10月16日から調査終了日まで

実施した。 

  ｄ 分析法 

 試験(ア)と同様とし、新鮮重当たりの濃度は、水

分率93.2％に補正した。 

ウ 研究結果 

 (ア) 品種の違いがオクラ可食部のCd濃度に及ぼ

す影響 

可食部中のCd濃度は、0.08～0.16mg kg-1であった。

また、対照品種である‘アーリーファイブ’に比べ、

‘ガリバー’、‘ピークファイブ’、および‘N-0405’

でやや高い傾向を示したが、低い傾向を示す品種は

なかった（図1167-1）。

 調査時期別の果実可食部Cd濃度は、収穫初期の７

月には低く、８月および９月には高く、収穫後期に

あたる10月にはやや低下する傾向を示した（図

1167-1）。 

 A品収量は、‘アーリーファイブ’に比べ‘グリー

ンスター’、‘ホリデー’および‘グリーンソード’

は著しく低かったが、その他の品種は、同等以上で

あった（図1167-2）。 

 土壌中のCd濃度(0.1MHCl抽出)は、栽培期間中に

大きな変動はなかった。土壌pHは６月にやや高くな

り、７月および８月は5.5前後で推移したが、10月に

は再び上昇し、6.0前後であった（図1167-3）。 

 (イ) 土壌改良資材の違いがオクラ果実可食部の

Cd濃度に及ぼす影響 

 可食部中のCd濃度は、0.14～0.31mg kg-1であり、

無施用区よりも顕著に低い土壌改良資材処理区はな

かった。(図1167-4)。 

 調査時期別の可食部Cd濃度はいずれの区も、収穫

前半の６月および７月に比べ８月および９月に低下

する傾向を示した（図1167-4）。 

 土壌pHは、土壌改良資材処理区が無施用区に比べ

て高く推移し、消石灰②区、炭カル②区、苦土石灰
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①②区、ようりん②区、水マグ②区は栽培終了時に

は6.5以上であった（図1167-5）。 

 土壌中Cd濃度(0.1MHCl抽出)は、ようりん②区を

除いたすべての区で作前よりも作後が低かった。作

前の土壌中Cd濃度(0.1MHCl抽出)は無施用区に比べ、

苦土石灰②区、ようりん②区および水マグ②区で低

かった。作後の土壌中Cd濃度(0.1MHCl抽出)はいず

れの区もほぼ同程度であった（図1167-6）。 

 (ウ) 台木の違いがナス可食部のCd濃度におよぼ

す影響 

 試験（ａ）においては、可食部中のCd濃度は、‘ト

ルバム・ビガー’区≦‘トナシム’区≪ヒラナス区

＜‘台太郎’区の順に高く、 も高い10月採取の台

太郎区でも0.031mg kg-1であった。‘トルバム・ビ

ガー’区および‘トナシム’区では、0.002～0.008 mg 

kg-1であり、CODEX基準値の１/10前後であった。時

期別の可食部Cd濃度は、いずれの品種も10月より11

月が低くなった。２月にやや高くなり、３月には再

び低下し、４、５月にかけて高くなった(図1167-7)。 

 収量はヒラナス区に比べ、‘トルバム・ビガー’区

では同等、‘トナシム’区は７％、‘台太郎’区は13％

減少した（図1167-8）。 

 土壌pHは、いずれの区も10月以降やや低下した。

ヒラナス区では１月以降5.5～5.6、その他の区では

5.6～6.0で推移した（図1167-9）。 

 土壌中Cd濃度(0.1MHCl抽出)は、作前、作後とも

差はみられなかった（表1167-1）。 

図1167-1　オクラ可食部の品種別・時期別Cd濃度(2006)
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図1167-1 オクラ可食部の品種別・時期別 Cd 濃度（2006） 

図1167-2　オクラの品種別月別
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1) 試料は12ヵ所から採取した土壌を混合し供試した

2) 0.1MHCｌ抽出
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図1167-4　土壌改良資材施用によるオクラ可食部Cd濃度への
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図1167-5　土壌改良資材施用による土壌pHの推移(2007)
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 試験（ｂ）においては、可食部中のCd濃度は、‘ト

ルバム・ビガー’区≦‘トナシム’区≪ヒラナス区

の順に高く、 も高い10月採取のヒラナス区で

0.037mg kg-1であった。‘トルバム・ビガー’区およ

び‘トナシム’区では、0.009～0.014 mg kg-1だった

(図1167-10)。 

 土壌pHは、ヒラナス区を除き、6.2～6.5で推移し

たが、栽培終了時にはいずれの区も5.8～6.0に低下

した（図1167-11）。 

 土壌中のCd濃度(0.1MHCl抽出)は、作前に比べ作

後はやや低くなった（表1167-1）。

エ 考 察 

図1167-7　ナス台木品種別の
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図1167-8 台木の種類がナス収量に及ぼ

す影響（2006） 
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 (ア) 品種の違いがオクラ可食部のCd濃度に及ぼ

す影響 

 土壌にカドミウムを添加し土壌中 Cd 濃度

(0.1MHCl抽出)が0.36 mg kg-1の場合、可食部Cd濃度

の品種間差異は小さく、品種による低減対策には限

界があると考えられた。また、時期別の可食部Cd濃

度が７月は低く、８月および９月に高く、10月にや

や低下する傾向を示したが、土壌pHおよび土壌中Cd

濃度(0.1MHCl抽出)との間に明確な関係は見いだせ

なかった。 

 (イ) 土壌改良資材の違いがオクラ可食部のCd濃

度に及ぼす影響 

 土壌改良資材を用いて土壌中のカドミウムを難溶

化し作物への吸収を低減させる手法は、水稲や畑作

物でも多数報告されている。 

 桑名ら１)は、キャベツやハクサイでは土壌pHの上

昇に伴い、結球部のCd濃度が低下したことを報告し

ているが、今回の試験では、いずれの処理区も無施

用に比べて土壌pHが高く推移したにもかかわらず顕

著な可食部Cd濃度の低下は認められなかった。また、

時期別の可食部Cd濃度は収穫前半の６月および７月

に比べ、８月および９月に低下する傾向がみられた

が、土壌pHの時期別の推移は供試資材によって異な

る傾向を示し、土壌pHと可食部Cd濃度との間に明確

な関係は見いだせなかった。 

 また、作前の土壌中Cd濃度(0.1MHCl抽出)は無施

用区に比べ苦土石灰②区、ようりん②区および水マ

グ②区で低くなったものの、果実可食部Cd濃度は低

下せず、土壌中Cd濃度との関係も明らかにできな

かった。 

 (ウ) 台木の違いがナス果実可食部のCd濃度にお

よぼす影響 

 竹田ら２)は、トルバム種を台木に用いることで、露

地栽培において果実可食部Cd濃度の低いナスの生産

が可能であることを報告している。高知県では盛夏

の高温期に育苗し、８月後半から９月にかけて定植

する促成栽培が主力であり、現在台木品種としてヒ

ラ ナ ス の 利 用 が 多 い 。 土 壌 中 Cd 濃 度 が

0.18mgkg-1(0.1MHCl抽出)程度であれば、ヒラナスを

台木に用いた場合でも、果実可食部Cd濃度が0.05 

mgkg-1のCODEX基準値を超える危険性は低いが、台

木に‘トルバム・ビガー’または‘トナシム’を用

いることにより、さらにCd濃度の低減が可能である。 

オ 今後の課題 

 (ア) 品種の違いがオクラ果実可食部のCd濃度に

及ぼす影響 

今回供試した品種では、高知県の主要品種である

‘アーリーファイブ’よりも可食部のCd濃度が顕著

に低い品種は見いだせなかった。このことから、

‘アーリーファイブ’を対象とした可食部Cd濃度の

低減技術の開発が必要と考えられる。 

 (イ) 土壌改良資材の違いがオクラ可食部のCd濃

度に及ぼす影響 

 今回の試験では、いずれの資材を用いた場合も無

施用に比べ顕著な可食部Cd濃度の低減効果は認めら

れなかった。しかし、同じ処理でも可食部Cd濃度が

低下する時期があり、この要因についての検討が必

要と考えられる。 

 (ウ) 台木の違いがナス果実可食部のCd濃度にお

よぼす影響 

 高知県では、近年穂木品種としてオリジナル品種

が開発されており、これらの品種に対しても‘トル

バム・ビガー’および‘トナシム’を用いた場合の

果実可食部Cd濃度の低減効果の確認が必要と考えら

れる。 

カ 要 約 

 (ア) 品種の違いがオクラ果実可食部のCd濃度に

及ぼす影響 

今回供試した品種では、慣行品種に比べ、Cd低吸

収性品種は見出せなかった。 

 (イ) 土壌改良資材の違いがオクラ可食部のCd濃

度に及ぼす影響 

 アルカリ資材を用いて土壌pHを高く矯正した場合

でも、無施用に比べて顕著な可食部Cd濃度の低減効

果は認められなかった。 

 (ウ) 台木の違いがナス可食部のCd濃度におよぼ

す影響 

 ナスの促成栽培では、穂木に‘竜馬’を用いた場

合、台木に‘トルバム・ビガー’または‘トナシム’

を用いることにより、収量をほぼ維持しながら、可

食部のCd濃度を低減することが可能である。 

 キ 引用文献 

１) 桑名健夫・桐村義孝・清水克彦・望月証・津高

寿和・吉倉惇一郎(2005). 露地野菜における野菜の

カドミウム吸収抑制技術の開発．農用地土壌から

農作物のカドミウム吸収抑制技術等の開発に関す
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る研究．71-75． 

２) 竹田宏行・佐藤淳・西原英治・荒尾知人 (2007). 

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． 

土肥誌． 78:581-586． 

研究担当者（大崎佳徳＊、飯田佳代） 

７ 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 

(1) 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 

ア 研究目的 

カドミウム（Cd）汚染土壌の修復にイネを用いた

「ファイトレメディエーション」技術を導入する際、

作物可食部のCd濃度が規制値未満になる土壌中のCd

濃度（修復目標値）を把握することが重要である。

本研究では、ファイトレメディエーションによって

浄化すべき土壌Cd濃度の修復目標値を土壌タイプ別

に策定し、その検証手法を開発する。 

イ 研究方法 

 (ア) 重金属汚染土（黒ボク土、灰色低地土）を

ポットに充填し、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)を２ヶ月間２

作畑条件で栽培し、地上部Cd吸収量と、形態別土壌

Cd濃度を分析した。圃場（灰色低地土）ではイネに

よるCd吸収量の品種比較を行った。 

(イ) 重金属汚染土（黒ボク土、灰色低地土）を

充填した１/600aポットで、イネ（密陽23号、畑条件）

を４ヶ月間で栽培した。栽培無と栽培後の土壌を充

填した１/5000aポットでダイズ（エンレイ、スズユ

タカ）を栽培し、子実Cd濃度を比較した（イネ栽培

後土壌には残根を添加）。 

 (ウ) Cd濃度の異なる土壌（ダイズ：灰色低地土

Cd濃度14水準（pH ６に矯正）、黒ボク土１水準；イ

ネ：灰色低地土22水準、黒ボク土２水準、水管理：

出穂前後３週間湛水区（湛水区）と間断灌漑区（間

断区））を１/5000aポットに充填し、ダイズ（エンレ

イ，スズユタカ）とイネ（コシヒカリ）を栽培した。

ダイズ子実およびイネ玄米Cd濃度を予測するため

様々な土壌抽出法（塩酸：0.01, 0.025, 0.05, 0.1 mol 

L-1；形態分別：酢安[pH4.8､7]；2.5％酢酸、Mehlich1

および３；塩酸ヒドロキシルアミン）を検討した。 

 (エ) Cd高吸収イネ栽培試験（３作）を行ってい

る現地圃場の栽培前土壌の化学形態別Cd濃度と、Cd

高吸収イネによるCd吸収量との相関関係を調べた。

また、Cd高吸収イネ栽培に伴い減少した土壌Cd画分

を調べた。３作栽培後に水稲品種を間断灌漑で栽培

し、その玄米Cd濃度からファイトレメディエーショ

ンの効果を確認した。  

ウ 研究結果 

 (ア) 地上部Cd吸収量（２作の合計）はトウモロ

コシ＜ダイズ＜イネの順であり、土壌Cd濃度が最も

減少したのはイネ栽培区であった（表1171-1）。圃場

で栽培したイネ３品種の地上部Cd吸収量および耐倒

伏性は、密陽23号＜Peh-Ku-Tsao-Tu＜IR8の順であり、

密陽23号よりCd吸収量が高く、耐倒伏性に優れたイ

ンディカ品種を選抜した（未発表）。 

表1171-1 植物地上部 Cd 吸収量と栽培に伴う土壌 Cd 濃度の変化 

1)同一処理区内で同一文字は有意差なし（P < 0.05、ボンフェローニの多重比較検定）

交換態 無機 有機物 0.01M 0.1M 
1作目 2作目 結合態 結合態 塩酸 塩酸

黒ボク土
栽培なし  0.51ab 1.11a 1.70a 0.12b 3.19a

トウモロコシ（デント） 0.02a 0.01a 0.32b 1.09a 1.54a 0.06b 2.72b
ダイズ（スズユタカ） 0.29b 0.04b 0.62a 0.77b 1.02b 0.18a 2.16c

イネ（密陽２３号） 0.23b 0.22c 0.10c 0.42c 0.69c 0.02c 1.04d
灰色低地土

栽培なし 0.74a 0.59b 0.49b 0.43a 1.70a
トウモロコシ（デント） 0.02a 0.01a 0.42b 0.75a 0.57a 0.24b 1.56b
ダイズ（スズユタカ） 0.24b 0.11b 0.37b 0.46c 0.39c 0.22b 1.09c

イネ（密陽２３号） 0.19b 0.19c 0.12c 0.21d 0.25d 0.06c 0.52d

植物 土壌
地上部吸収量

(mg Cd pot
-1

) (mg Cd kg
-1

)
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 (イ) イネ（密陽23号）栽培に伴い、交換態、無

機結合態、有機物結合態、0.1 mol L-1塩酸抽出画分

の土壌Cd濃度が有意に低下した。また、イネ栽培後

の土壌で栽培したダイズ子実Cdは、イネ無栽培土壌

区と比較して24～46％有意に低下した（投稿中）。 

 (ウ) ダイズ子実および玄米Cd濃度は、Mehlich3

抽出法による土壌Cd濃度と相関が も高かった。ダ

イズ子実Cd濃度が0.5mg kg-1未満になる土壌Cd濃度、

および玄米Cd濃度が0.4mg kg-1未満になる土壌Cd濃

度は、Mehlich3抽出法で0.3mg kg-1以下であった（灰

色低地土；未発表）。 

 (エ) Cd高吸収イネのCd吸収量は、栽培前土壌の

交換態Cd画分との間で高い相関関係が得られた（未

発表）。Cd高吸収イネ栽培に伴う土壌Cd濃度は、交換

態、無機結合態、有機物結合態、Mehlich3、0.1M塩

酸可溶画分、全量において減少が認められた（未発

表）。圃場における３年間の土壌修復程度を食用水稲

品種の玄米Cd濃度で検証したところ、無処理区に比

べ長香穀やミナミユタカを栽培した区画の玄米Cd濃

度が24～34％低く、ファイトレメディエーションに

よる効果が確認された（未発表）。 

エ 考 察 

 (ア) カドミウム汚染水田土壌の修復植物にはCd

高吸収イネ品種が適していることが示唆された１、２)。 

 (イ) Cd高吸収イネ品種によるファイトレメディ

エーションにより、ダイズ子実Cd濃度を低減可能で

あることが示唆された。 

 (ウ) Mehlich3抽出法による土壌Cd濃度から、ダイ

ズ子実および玄米Cd濃度を予測可能であることが示

唆された。 

 (エ) Cd高吸収イネ品種によるファイトレメディ

エーションにより、玄米Cd濃度を低減可能であるこ

とが示唆された。 

オ 今後の課題 

 Mehlich3抽出法による土壌Cd濃度からのダイズ子

実および玄米Cd濃度の予測および修復目標値の設定

は、できるだけ多くの圃場サンプルによる検証が必

要である。 

カ 要 約 

Cd汚染水田の浄化植物としてイネが有望であるこ

とを明らかにし、Cd高吸収イネ品種としてインディ

カ種のIR8等を選抜した。Cd高吸収イネ栽培に伴い減

少する土壌Cd画分は、交換態、無機結合態、有機物

結合態であり、Cd高吸収イネによる地上部Cd吸収量

は栽培前土壌の交換態Cd濃度から予測可能であるこ

とを明らかにした。３作栽培したCd高吸収イネ品種

の土壌Cd濃度低減効果と跡地栽培水稲玄米Cd濃度の

低減効果が圃場試験において確認できた。また、ダ

イズ子実および玄米Cd濃度と相関の高い土壌Cd濃度

は、Mehlich3抽出画分であることを明らかにした。ダ

イズおよびイネの修復目標値はポット試験の結果で

あるため、圃場サンプルによる検証が必要である。 

 キ 引用文献 

１) Murakami et al. (2007). Phytoextraction of 

cadmium by rice (Oryza sativa L.), soybean (Glycine 

max (L.) Merr.), and maize (Zea mays L.). Environ. 

Pollut. 145, 96-03. 

２) Ishikawa et al. (2006). Is Brassica juncea a suitable 

plant for phytoremediation of Cd in soils with 

moderately low Cd contamination? –Possibility of 

using other plant species for Cd-phytoextraction–, 

Soil Sci. Plant Nutr., 52, 32–42. 

研究担当者（村上政治＊） 

(2) 汚染土壌修復目標値の現地検証試験 

 ア 研究目的 

 食品中のカドミウム(Cd)濃度について、新たな国

際基準値がCodex（FAO/WHO合同食品規格委員会）

によって設定された。我が国では、食品衛生法によ

り玄米にのみ1.0ppmという基準が定められている。

さらに食糧庁により、消費者感情に配慮し0.4ppm以

上１ppm未満の玄米は市場に流通しない措置が取ら

れている。国際基準値が設定されたことに伴い、今

後、我が国の食品衛生法の規格基準、さらに土壌汚

染防止法による地域指定要件が改訂された場合、我

が国の農業に与える影響は甚大である。 

 これまでCd汚染土壌の修復には汚染土壌の上に非

汚染土壌を上乗せする「客土」による対策が図られ

ていたが、コストが高く、また上乗せする土壌の入

手が困難、客土後の水稲生育が不安定等の問題があ

る１)。一方、客土に代わるCd汚染土壌の新たなCd浄

化法として、Cd高吸収植物を用いた浄化技術（ファ

イトレメディエーション）が検討されている２)。本法

はCd汚染土壌で栽培したCd高吸収植物を圃場外に持

ち出すことで、圃場内のCd濃度を低減させる方法で

あり、汚染物質を除去する点において恒久的な対策
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技術である。 近の研究により、Cdを効率的に吸収

する植物としてはイネが優れており、また吸収量が

多い数種の品種が選抜されている３、４)。 

 そこで、本研究ではCd汚染現地圃場でファイトレ

メディエーション試験を実施し、本県に（南東北地

方寒冷地）に適したCd高吸収イネ品種の選抜と栽培

条件を明らかにするとともに、Cd浄化効果を圃場レ

ベルで検証することを目的とした。 

イ 研究方法 

(ア) Cd高吸収イネ品種の選抜と栽培条件の解明 

  ａ Cd高吸収イネ品種の選抜 

 2004年、山形県内の現地Ａほ場（普通灰色低地土

礫質：0.1MHCl抽出作土土壌Cd濃度 1.10mg kg-1）８

aにCd高吸収イネ３品種（モーれつ、密陽23号、IR-8）

を栽培した。同ほ場内２aを畦畔で囲い、大豆を栽培

した。以後３年間、大豆作付面積を２a 年-1拡大し、

高吸収イネ品種の作付回数と土壌浄化程度の関係を

解析するための試験区を設定した。2005年、同ほ場

６aにCd高吸収イネ５品種（モーれつ、密陽23号、IR-8、

ミナミユタカ、長香穀）を栽培した。ミナミユタカ

は2004年モーれつを栽培した区画、長香穀は密陽23

号を栽培した区画に作付けした。2006年、同ほ場４a

に2005年と同様のCd高吸収イネ５品種を栽培した。

イネは７月下旬以降は落水し、その後のかん水は行

わなかった(早期落水条件)。その他耕種概要は現地

慣行に従った。 

  ｂ Cd高吸収イネ品種の栽培条件の検討 

 2007年、山形県内現地Ｂほ場（普通灰色低地土礫

質：0.1MHCl抽出作土土壌Cd濃度 1.94mg kg-1）にお

いて、Cd高吸収イネ品種「ミナミユタカ」を材料に、

本田に移植する苗を稚苗、中苗、成苗に分け、この

場合の生育とCd吸収量を調査した。栽培条件は早期

落水とし、その他耕種概要は現地慣行に従った。 

(イ) 土壌浄化程度の評価 

  ａ 土壌 

 Cd高吸収イネ品種栽培前後の土壌を品種毎の区画

において採取し、前後の濃度より土壌Cd低減率を求

めた。栽培後の土壌は、稲株直下の作土層より採取

した。 

  ｂ 検定植物 

 2004年～2006年、供試ほ場において、２a年-1面積

を拡大しながら栽培した大豆子実のCd濃度を調査す

ることで、Cd高吸収イネ品種ごとの作付回数と土壌

浄化程度の関係を解析した。 

2007年、供試ほ場全面に水稲粳品種「ゆめさやか」

を稚苗移植により栽培した。これまで３年間、Cd高

吸収イネ５品種によりファイトレメディエーション

処理を実施した区（ファイレメ区）と３年間何も栽

培していない区（無処理区）及び１～３年大豆を栽

培した区（大豆栽培区）の玄米Cd濃度を比較した。

耕種概要は現地慣行に従った。水稲成熟期における

玄米のCd濃度を調査した。 

(ウ) 分析方法 

  ａ 生育 

 Cd高吸収イネ品種の生育期間中の草丈、茎数、収

穫期における稈長、穂長、穂数を調査した。品種特

性について、脱粒は「水陸稲・麦類奨励品種特性表」
５)、倒伏は「水稲調査基準」６)により評価した。 

  ｂ Cd濃度 

(ａ) 土壌 

 ２mmのふるいにかけた風乾土壌10gに0.1M塩酸

50mLを加え、恒温振とう器で30℃、１時間振とうし、

No.５Cのろ紙でろ過した。 

 (ｂ) 作物体 

収穫期におけるCd高吸収イネ品種の地上部全てを

通風乾燥し、粉砕、１mmのふるいにかけた後、硝酸

で湿式分解した。「ゆめさやか」の玄米は1.9mm以上

を供試し、同様に分解した。またCd濃度は15.5％換

算で表示した。 

 土壌及び作物体のCd濃度は原子吸光分光計により

測定した。 

ウ 研究結果 

(ア) Cd高吸収イネ品種の選抜 

 供試したCd高吸収イネ５品種の生育は、生育期間

を通し順調な生育を示した。IR-8は出穂せず、他４品

種の出穂期は８月下旬から９月上旬であった。収穫

期の乾物重は、IR-8が も軽く、他４品種はおよそ

10Mgha-1程度であった。品種の特性は、長香穀は倒伏

性が高く、またミナミユタカ以外の品種は脱粒が甚

だ高かった。ファイトレメディエーション処理３年

間の地上部Cd吸収量は、長香穀、ミナミユタカ、モー

れつ、密陽23号、IR-8の順に高かった。 

(イ) Cd高吸収イネ品種の栽培条件の検討 

 移植苗の種類による生育の違いは、生育初期から

中期まではみられたが、収穫時における生育量は同

等であった（表1172-1）。収穫時の乾物重は全ての区
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で約10Mgha-1と同等であった。地上部のCd吸収量に

ついては、稚苗が も高かった。成苗の吸収量は稚

苗の約30%であった（表1172-2）。 

(ウ) 土壌浄化程度の評価 

 Cd高吸収イネ品種を３年間栽培することで、栽培

前に比べ栽培後の土壌Cd濃度が３～４割程度減少し

た。ミナミユタカの移植苗の違いによる栽培後の土

壌Cd濃度は、全ての区において栽培前と比較して減

少した（表1172-3）。 

土壌の修復程度を大豆子実のCd濃度で検証するこ

とを試みた。しかし、大豆を３年間作付けした区に

おいて生育が不良となり、ファイトレメディエー

ション処理回数と修復程度の評価はできなかった。 

 ３年間の土壌修復程度を粳米「ゆめさやか」の玄

米Cd濃度で検証したところ、無処理区に比べ長香穀

(無処理区比0.66)、ミナミユタカ(同0.76)、モーれ

つ(同0.91)を栽培した区画の玄米Cd濃度が低く、

ファイトレメディエーションによる効果が確認され

た。 

表1172-1 ミナミユタカの生育（B 圃場） 

試験区 調査項目 6月20日 7月5日 7月25日 8月10日 出穂期 調査項目 10月2日 収穫時(10/19)
草丈(cm) 41.0 57.8 88.7 101.1 稈長+穂長(cm) 98.2 97.9

茎数(株 m-2) 148 291 367 361 穂数(株 m-2) 234 228
草丈(cm) 44.7 57.1 81.3 89.8 稈長+穂長(cm) 92.2 92.0

茎数(株 m-2) 269 367 418 412 穂数(株 m-2) 271 238
草丈(cm) 41.5 53.7 79.5 85.6 稈長+穂長(cm) 96.9 95.9

茎数(株 m-2) 254 344 492 478 穂数(株 m-2) 270 248

稚苗

9月3日中苗

成苗

] 

表1172-2 ミナミユタカ収穫時の乾物重と Cd 吸収量 

品　種 乾物重(Mg ha-1) Cd吸収量(g ha-1)
稚苗 10.0 491.1
中苗 10.9 370.1
成苗 10.0 146.3

表1172-3 ミナミユタカ移植苗の違いと土壌 Cd 濃度低減率 

エ 考 察 

(ア) Cd高吸収イネ品種の選抜と栽培条件の解明 

本県は南東北の寒冷地であり、また現地圃場は山

間部に位置している。よって、当該地域では「あき

たこまち」等の早生品種が主に作付けされている。

供試したCd高吸収イネ５品種の出穂期は、IR-8は出

穂せず、他４品種の出穂期は８月下旬から９月上旬

であったことから、本県では晩生に位置づけされる

品種である。これら５品種の生育を乾物重でみると、

IR-8以外の４品種は10Mgha-1程度であり、本県におい

ても十分な生育量が確保されていると考えられた。

供試品種の特性をみると、長香穀は倒伏性が高く、

またミナミユタカ以外の４品種の脱粒は甚だ高かっ

た。今後、Cd対策現場においてファイトレメディエー

ションを行う場合、用いる品種の倒伏性や脱粒は収

穫や次年の除草等の作業面等においてマイナスとな

る特性であると考えられた。 

 地上部Cd吸収量は年次によりややばらつきがある

ものの、長香穀、ミナミユタカ、モーれつ、密陽23

号、IR-8の順であった。３年間の地上部Cd吸収量も

同様の順であった。 

 以上より、本県におけるファイトレメディエー

ションに適したCd高吸収イネ品種は、地上部Cd吸収

量や品種特性より「ミナミユタカ」がよいと考えら

れた。 

(イ) Cd高吸収イネ品種の栽培条件の検討 

 ミナミユタカ移植時の苗の違いによる収穫時の生

育の違いはみられず、乾物重も全ての区で同等で

あった。地上部のCd吸収量については稚苗が も高

く、成苗は稚苗の約30%であった。これは、圃場条件

稚苗 12.5
中苗 11.2
成苗 6.5

試験区 土壌Cd濃度低減率(%)
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によるものであり、成苗を移植した区画が水口周辺

で排水が悪く、土壌の酸化状態が弱く推移したため

と考えられた。本技術を実用化するにあたり、育苗

等の労力は出来る限り削減することが望ましいと考

えられる。よって、ミナミユタカを移植する際は、

稚苗が適していると思われた。 

(ウ) 土壌浄化程度の評価 

 土壌Cd濃度の減少率はCd高吸収イネ品種によって

異なり、長香穀が も割合が高く、モーれつ、ミナ

ミユタカ、IR-8、密陽23号の順であった。移植苗の違

いによる土壌Cd濃度の減少率は成苗が も低く、稚

苗と中苗は同等であった。これはCd高吸収イネ品種

の地上部Cd吸収量の多少と同様の傾向がみられた。 

ファイトレメディエーション処理回数と土壌浄化

程度を大豆の子実Cd濃度で検証したが、作付け回数

により生育量が異なる大豆を用い土壌修復程度を評

価することは困難であると思われた。よって、検証

作物として大豆を用いる場合は、検定試験時の大豆

栽培が連作とならない試験設計を組む必要があると

思われた。 

 「ゆめさやか」玄米Cd濃度は、無処理区に比べ長

香穀、ミナミユタカ、モーれつを栽培した区画で低

く、密陽23号、IR-8区画は高かった。密陽23号、IR-8

を栽培した区画のほ場内起伏、Cd高吸収イネ品種を

早期落水で３年間栽培したことによる土壌構造の変

化等により、土壌の酸化状態が他３品種に比べ強

かった可能性が考えられた。 

オ 今後の課題 

 土壌Cd濃度と玄米Cd濃度との関係について検討す

る必要がある。玄米Cd濃度を基準値以下に削減可能

なファイトレメディエーション処理年数を確認する

必要がある。 

カ 要 約 

 現地ほ場における３年間のファイトレメディエー

ション試験の結果（栽培特性、地上部Cd吸収量、土

壌Cd低減率）から、山形県（南東北地方寒冷地）の

Cd汚染ほ場におけるファイトレメディエーションに

適したCd高吸収イネ品種は「ミナミユタカ」である

ことを明らかにした。またミナミユタカの移植は、

稚苗が適していることを明らかにした。ミナミユタ

カ３作跡地に栽培した粳米の玄米Cd濃度は、ファイ

トレメディエーション無処理区に比べ24％低下して

いたことから、Cd高吸収イネ品種を用いたファイト

レメディエーションによるCd汚染ほ場の修復効果が

確認できた。  
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第２章 総合的営農技術体系の確立 

１ 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 

(1) 水産系廃棄物のリスク評価とリスク軽減策の

開発 

ア 研究目的 

北海道では水産業が基幹産業の一つであり、様々

な水産系廃棄物が年間約45万トン排出され、その処

理に苦慮している。その対策の一つとして、水産系

廃棄物の堆肥・肥料化が各地で行われているが、そ

れらの施用に伴って負荷されるカドミウムが土壌や

作物に与える影響は明らかにされていない。本課題

では、本道で発生する水産系廃棄物のカドミウム濃

度、発生量および利用実態を調査するとともに、水

産系廃棄物由来のカドミウム負荷量を明らかにする。

さらに、水産系廃棄物の施用に伴う土壌・作物への

カドミウムリスクの軽減策を検討する。 

イ 研究方法 

 (ア) 水産系廃棄物および水産系廃棄物由来資材

のカドミウム濃度 

各魚種の廃棄物となりうる部分を採取し、カドミ

ウム濃度を測定した。また水産系廃棄物を原料に含

む堆肥を入手し、カドミウム濃度を測定した。 

 (イ) 北海道における水産系廃棄物によるカドミ

ウム発生量とそのフロー 

 北海道における水産系廃棄物によるカドミウム発

生量とそのフロー（行方）を調査した。すなわち、

北海道バイオマス利活用マスタープラン(2006)１)に

より水産系廃棄物発生量とその処理方法を引用し、

各魚種のカドミウム濃度を乗じた。「イカゴロ（イカ

肝臓）」、「その他貝殻」、「付着物」、「その他魚類残

さ」にはそれぞれスルメイカ、カキ、ムラサキイガ

イ、スケソウダラのカドミウム濃度を乗じた。 

(ウ) 水産系廃棄物由来資材を用いた連用試験 

ａ 水産系廃棄物を含む堆肥の連用試験 

 (ａ) 処理：水産系堆肥区（16t ha-1連用）、牛ふ

ん堆肥区(40t ha-1連用)、対照区（堆肥無施用） 

 (ｂ) 供試作物：トマト（連用４年目はトマト

の後にホウレンソウを栽培） 

(ｃ) 供試土壌：褐色低地土（道南農試内）、

pH:6.3、0.1M塩酸可溶性カドミウム(0.1MHCl -

Cd):0.35mg kg-1 

 ※水産系堆肥:ホタテウロ、付着物、魚類残さ、

牛ふん、木質を原料。Cd:2.4mg kg-1 、CaO:22% 

 ｂ イカゴロ粉末を用いた連用試験（0.96m2の

無底枠のモデル試験） 

(ａ) 処理：イカゴロ区（窒素全量をイカゴロ

粉末で施肥）、対照区(化学肥料で施肥) 

(ｂ) 供試作物：ニンジン(連用４年目はレタ

ス) 

(ｃ) 供試土壌：褐色低地土（道南農試内）、

pH:5.8、0.1MHCl-Cd:0.32mg kg-1 

※イカゴロ粉末:イカ内蔵を脱脂した餌料。

N:8.5%、Cd：31.8mg kg-1 

 (エ) 有機性廃棄物の大量施用による0.1MHCl -
Cdの増加の把握 

 163cm2の無底枠に、上記イカゴロ粉末、水産系堆

肥３種類、高分子系下水汚泥を、耕起深20cmで大量

施用し、無作付けで約半年後に土壌を採取した。そ

れによって、カドミウム負荷量に対する0.1NHCl-Cd

濃度の上昇度を測定した。また、カドミウム負荷量

に対し、持出し量が無視できると判断できる、上記

イカゴロ粉末を用いた連用試験の結果などもプロッ

トに加えた。 

ウ 研究結果 

(ア) 水産系廃棄物および水産系廃棄物由来資材

のカドミウム濃度 

 水産系廃棄物のカドミウム濃度（mg kg-1現物）は、

スルメイカ肝臓（22.5、イカゴロ）やホタテ中腸腺

（18.1、ホタテウロ）が も高く、次いでヒトデ類(キ

ヒトデ、イトマキヒトデ、ニッポンヒトデ)が高かっ

た（表1211-1）。なお、ミズダコの内臓は0.7であっ

たが、頭足類のカドミウム濃度の傾向から、肝臓の

みを分析すると濃度が高くなることが予想される２）。

これらに比べて、魚類の廃棄部分、貝殻、ムラサキ

イガイ(付着物)およびカニのカドミウム濃度は低

かった。 

 水産系廃棄物を含む堆肥は、原料の違いにより各

種成分に違いがあった(表1211-2)。例えば、付着物

やホタテ貝殻などを含む堆肥は、カルシウム濃度が

高く、このような堆肥を施用することにより、土壌
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pHが高まることが予想された。また、ホタテウロや

ヒトデを含む堆肥のカドミウム濃度は、含まないも

のや牛ふん由来堆肥３）より高かった。また、水産系

堆肥の乾物率は高く、これは企業や漁協などの団体

レベルの堆肥化施設で製造されており、乾燥工程（エ

アレーション）を十分に行っているためと考えられ

た。 

表1211-1 各魚種の部位別カドミウム濃度(mg kg 現物-1) 

表1211-2 水産系廃棄物由来堆肥の各種成分濃度 

魚種 部位 Cd Zn Cu 備考

スルメイカ 肝臓 22.5 83.3 141.0 イカゴロ

ミズダコ 内臓 0.7 19.3 10.6
ヒラメ 頭,尾 0.0 16.1 1.5
ホッケ 頭,尾 0.0 8.8 1.2

ベニマス 頭,尾 0.0 8.6 0.5
ハマチ 頭,尾 0.1 11.7 1.6
サケ 頭,尾,骨 0.1 8.7 0.5

スケソウダラ 頭 0.0 12.1 1.6
サンマ 頭、尾 0.1 17.8 0.7
ニシン 頭、尾 0.1 36.8 1.2
ホタテ 貝殻 0.3 1.9 10.7
カキ　 貝殻 0.1 2.7 0.7

ムラサキイガイ 全体 0.2 3.6 1.3 付着物

マコンブ 仮根 0.1 1.1 0.3
キヒトデ 全体 2.8 43.3 1.4

イトマキヒトデ 全体 2.6 11.2 5.3
ニッポンヒトデ 全体 2.1 17.7 4.3

ホタテ 中腸腺 18.1 27.6 5.8 ホタテウロ

タラバガニ 殻 0.1 7.2 3.4

堆肥 乾物率 C N P2O5 K2O CaO MgO Na2O

名 ％現物
A 68 14 0.7 0.8 0.7 21.7 0.6 0.8
B 52 26 1.0 1.1 1.2 3.0 0.5 0.3
C 78 14 0.6 0.6 0.5 29.4 0.5 0.9
D 91 12 0.2 0.2 0.1 41.1 0.2 0.5
E 51 33 1.3 1.0 1.0 2.6 0.5 0.5
F 55 13 0.4 0.2 0.1 10.5 0.3 0.5
G 62 39 1.4 1.0 0.5 1.5 0.2 0.4

平均 65 22 0.8 0.7 0.6 15.7 0.4 0.6

堆肥 Cd Zn Cu 主原料
名 mg/kg乾物
A 3.6 74 21 付着物,ホタテウロ,魚類残さ,牛糞,木質

B 1.6 129 28 ヒトデ,牛糞,木質
C 1.7 55 14 付着物,魚類残さ,ホタテウロ,牛糞
D 0.2 28 9 ホタテ貝殻,牛糞
E 8.8 175 22 ホタテウロ,ヒトデ,牛糞,バーク
F 0.5 24 3 付着物,魚類残さ,ホタテ死貝,牛糞

G 2.4 67 21 サケ,汚泥,牛糞,木質
平均 2.7 79 17
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表1211-3 北海道における有機性水産廃棄物の発生量とカドミウムフロー 

図1211-1 水産系廃棄物由来堆肥施用による土壌 pH の推移 

 (イ) 北海道における水産系廃棄物によるカドミ

ウム発生量とそのフロー 

 北海道における水産系廃棄物によるカドミウム発

生量は、年間1028kgと試算され、ホタテウロ由来の

カドミウムが671kg（全体の65%程度）であった（表

1211-3）。また、ホタテウロ由来のカドミウムのうち、

約60%が農地に還元されていた。一方次にカドミウム

発生量の多いイカゴロは農地還元されていない。ホ

タテ貝殻や魚類残さは発生量自体が多かったが、そ

れに伴うカドミウム発生量は少なかった。したがっ

て、水産系廃棄物により農地に持ち込まれるカドミ

ウムのほとんどは、ホタテウロ由来であった。 

(ウ) 水産系廃棄物由来資材を用いた連用試験 

ａ 水産系廃棄物を含む堆肥の連用試験 

 対照区の土壌pHは年次変動がみられるものの、6.2

前後で推移した（図1211-1）。水産系堆肥区の土壌pH

は、連用初年目（2003年）から高まり、２年目（2004

年）からはおおむね７を超え、高く推移した。これ

は水産系堆肥の原料に付着物が使われており、カル

シウム濃度(22%)が高かったためと考えられた。牛ふ

ん堆肥区も初期に比べて土壌pHがやや高まり、6.7

前後で推移した。 

 トマトの収量は、水産系堆肥区と牛ふん堆肥区が

対照区よりやや高く推移した（表1211-4）また、連

用４年目（2006年）のトマト作付け後に栽培したホ

ウレンソウの収量も同様であった。 

 堆肥によるカドミウム負荷量は水産系堆肥区が毎

年約40、牛ふん堆肥区が５～10g ha-1であった（表

1211-5）。５年連用によるカドミウム負荷量の積算値

は水産系堆肥区、牛ふん堆肥区および対照区でそれ

ぞれ213、35、13g ha-1であり、水産系堆肥区のカド

ミウム負荷量は牛ふん堆肥区の約７倍であった。 

 作物体のカドミウム濃度は、葉＞茎＞果実の順に

高かった。また、初年目のトマトの葉や茎のカドミ

ウム濃度が、以降の連用年より高かったのは品種の

違い（初年は「ハウス桃太郎」、以降は「桃太郎ファ

イト」）によると考えられた。処理区別にみると、ト

マトののカドミウム濃度は対照区＞牛ふん堆肥区＞

区分 発生量 Cd濃度 Cd発生量
(t/y) (mg/kg現物) (kg/y) Cd(kg/y) 構成比(%) Cd(kg/y) 構成比(%)

ホタテウロ 37,100  18.0808 671 → 414 62 256 38

イカゴロ 10,927  22.5 246 → 0 0 246 100

ホタテ貝殻 183,713 0.28 51 → 17 32 35 68
ヒトデ 14,408  2.78 40 → 25 63 15 37

付着物 54,563  0.20 11 → 3 31 7 69
魚類残さ 132,464 0.06 8 → 4 45 4 55

その他貝殻 3,774 0.15 0.6 → 0.2 32 0.4 68
合計 436,949 1,028   → 463 45 564 55
その他貝殻、ヒトデおよび魚類残さのCd濃度は、カキ貝殻、キヒトデおよび

およびサケを代表値とした。

農地還元 その他
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6.4

6.6

6.8

7.0

7.2

4/19 10/19 4/19 10/19 4/20 10/20 4/21 10/21 4/22 10/22

土
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水産系堆肥区の順に高かった。この傾向は茎でもや

や認められたが、果実では判然としなかった。 

 水産系堆肥区では、カドミウム負荷量が他の処理

区より多いにもかかわらず、葉のカドミウム濃度が

も低かった理由として、土壌pHが７程度まで高

まっていたためと考えられた。ただし、この土壌pH

の高低の影響はホウレンソウ「スペードワン」では

認められなかった。なお、連用試験中のトマト果実

のカドミウム濃度は、果菜の国際基準値（トマトで

は設定されていない）の0.05mg kg-1より低く推移し、

ホウレンソウも葉菜の基準値(0.2mg kg-1)をいずれ

の処理区でも下回った。 

 トマトの茎葉と果実によるカドミウム持出し量は、

牛ふん堆肥やリン酸肥料による負荷量より多かった。

連用５年目のカドミウム持出し量の合計は、水産系

堆肥区、牛ふん堆肥区および対照区でそれぞれ、93、

94、115g ha-1であり、対照区が も多かった。連用

５年目のカドミウム負荷量の積算値からカドミウム

持出し量を差し引いた値（土壌のカドミウム収支）

は水産系堆肥区、牛ふん堆肥区および対照区でそれ

ぞれ120、-59および-102 g ha-1であった。したがっ

て、水産系堆肥区ではカドミウム負荷量が持出し量

より多いことから、土壌に蓄積傾向を示し、牛ふん

堆肥区と対照区では持出し量の方が多く、減少傾向

を示した。連用５年目の土壌の0.1MHCl-Cdは、蓄積

傾向が認められた水産系堆肥区が他の処理区に比べ

てやや高かった。 

表1211-4 水産系廃棄物由来堆肥施用によるトマト収量の推移(t ha-1) 

表1211-5 水産系堆肥連用圃場におけるカドミウム負荷量とトマトおよび土壌のカドミウム濃度 

2003 (初年） 2004 (2年） 2005 (3年）
処理区名 良果収量 総収量 良果収量 総収量 良果収量 総収量

水産系堆肥 103 126 150 170 102 138
牛ふん堆肥 105 126 142 163 103 131
対照 93 112 116 129 94 126

2006 (4年） 2007 (5年）
処理区名 良果収量 総収量 ホウレンソウ 良果収量 総収量

水産系堆肥 64 81 → 35 112 144
牛ふん堆肥 62 79 → 37 120 144
対照 44 60 → 31 94 133

連用 処理区 堆肥による P肥料による Cd負荷量の Cd濃度 Cd 収穫終了時
年数 Cd負荷量 Cd負荷量 積算値*1 葉 茎 果実 持出し量*2 0.1MHCl-Cd

g ha-1 g ha-1 g ha-1 mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 g ha-1 mg kg-1

水産系堆肥 38.9 2.5 41.4 0.92 0.46 0.04 34.0
初年 牛ふん堆肥 4.4 2.5 6.9 1.03 0.45 0.04 34.4

対照 2.5 2.5 1.01 0.45 0.03 36.6

水産系堆肥 38.9 2.5 82.8 0.52 0.26 0.01 19.0
2年 牛ふん堆肥 2.1 2.5 11.5 0.53 0.24 0.02 18.3

対照 2.5 5.0 0.77 0.33 0.03 21.1

水産系堆肥 39.3 2.5 124.6 0.51 0.30 0.01 10.1 0.38
3年 牛ふん堆肥 9.7 2.5 23.7 0.57 0.30 0.01 10.2 0.37

対照 2.5 7.5 0.70 0.35 0.01 14.8 0.37

4年 水産系堆肥 38.9 1.7 165.1 0.50 0.25 0.02 12.9
(トマト）牛ふん堆肥 4.5 1.7 29.8 0.56 0.26 0.02 13.4

対照 1.7 9.2 0.69 0.32 0.03 18.7

（ホウレ水産系堆肥 2.5 167.6 0.14 4.9 0.38
ンソウ）牛ふん堆肥 2.5 32.3 0.10 3.7 0.35

無堆肥 2.5 11.7 0.12 3.6 0.35

水産系堆肥 43.6 1.6 212.8 0.51 0.28 0.02 12.3(93) 0.39
5年 牛ふん堆肥 1.5 1.6 35.4 0.62 0.29 0.02 14.1(94) 0.37

対照 1.6 13.2 0.77 0.38 0.03 20(115) 0.36
*1　連用初年目からの堆肥とリン酸肥料によるカドミウム負荷量の合計。
*2　葉、茎、果実による持出し量。括弧内の数値は連用初年目からの合計を示す。
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 ｂ イカゴロ粉末を用いた連用試験 

イカゴロ粉末を窒素肥料全量として代替しても、

収量は化学肥料を用いた対照区とほぼ同水準かやや

高めであった(表1211-6)。イカゴロ粉末連用５年目

におけるカドミウム負荷量は、イカゴロ区が289 g 

ha-1であった(表1211-7)。作物体のカドミウム濃度は、

ニンジン茎葉やレタス外葉でイカゴロ区の方が対照

区に比べて高い傾向にあり、連用４年目のレタス外

葉では有意差が認められた。また、可食部のニンジ

ン根部とレタス結球葉の処理間差は小さいものの、

イカゴロ区で高まる傾向を示した。 

 連用５年目の圃場からのカドミウム持出し量（ニ

ンジン根部とレタス結球葉による持出し）の合計は、

イカゴロ区および対照区でそれぞれ21および17 g 

ha-1であり、イカゴロ区の方がやや多かった。ただし、

イカゴロ区のカドミウム持出し量は負荷量に比べて

少なく、連用５年目のカドミウム負荷量の積算値と、

カドミウム持出し量を差し引いた値（土壌のカドミ

ウム収支）は268 g ha-1となり、多くのカドミウムが

土壌に蓄積する傾向を示した。 

 イカゴロ区では、カドミウム蓄積量が200 g ha-1を

超えた連用４年目から土壌の0.1MHCl-Cdが対照区

に比べて有意に高まった。このことから、土壌のカ

ドミウムは有機性廃棄物施用に伴う負荷により高ま

ると推察される。 

 ( エ )  有 機 性 廃 棄 物 の 大 量 施 用 に よ る

0.1MHCl-Cdの増加の把握 

 図1211-2に各種有機性廃棄物施用後のカドミウム

負荷量と0.1MHCl-Cdの増加量との関係をプロット

した。その結果、傾き0.0004の回帰式が得られ、カ

ド ミ ウ ム 負 荷 量 250g ha-1 あ た り の 土 壌 の

0.1MHCl-Cdの増加は0.1mg kg-1であった。 

表1211-6 イカゴロ粉末施用による収量の推移 

処理区名 2003(初年) 2004(2年） 2005(3年） 2006(4年） 2007(5年）

ニンジン ニンジン ニンジン レタス ニンジン
イカゴロ 4.9 3.4 3.4 4.2 5.9

対照 4.5 3.1 3.1 3.7 5.8

表1211-7 イカゴロ粉末連用圃場におけるカドミウム負荷量とニンジン、レタスおよび土壌のカドミウム濃度 

連用年数 処理区 資材による P肥料によるCd負荷量の 可食部 非可食部 Cd
(供試作物) Cd負荷量 Cd負荷量 積算値*1 Cd濃度*2 Cd濃度*3 持出し量*4 pH 0.1MHCl-Cd

g ha-1 g ha-1 g ha-1 mg kg-1 mg kg-1 g ha-1 mg kg-1

初年 イカゴロ 56.1 2.5 58.6 0.10 0.18 5.1 5.7
(ニンジン) 対照 2.5 2.5 0.11 0.14 4.8 5.7

2年 イカゴロ 56.1 2.5 117.2 0.16 0.26 5.5 5.6
(ニンジン) 対照 2.5 5.0 0.12 0.26 3.7 5.5

3年 イカゴロ 56.1 2.5 175.8 0.11 0.20 3.6 6.3 0.38
(ニンジン) 対照 2.5 7.5 0.09 0.16 2.9 5.9 0.31

4年 イカゴロ 52.3 2.0 230.1 0.04 0.29
* 1.8 5.8 0.41

*

(ニンジン) 対照 2.0 9.5 0.03 0.21 1.2 5.5 0.32

5年 イカゴロ 56.1 2.4 288.6 0.09 0.22 5.4(21) 5.9 0.45*

(ニンジン) 対照 2.4 11.8 0.07 0.17 4.2(17) 5.6 0.33
*1連用初年目からの資材とリン酸肥料によるカドミウム負荷量の合計 *2 ニンジンでは根部、レタスでは結球
*3 ニンジンでは茎葉、レタスでは外葉。 *4 可食部による持出し量。括弧内数値は連用初年目からの合計値。
* 対照区に対して5%水準で有意(ｔ検定）

収穫時土壌
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図1211-2 有機性廃棄物資材施用によるカドミウム負荷量と0.1MHCl-Cd の増加量の関係 

表1211-8 土壌の0.1MHCl-Cd が0.1mg kg-1増加すると予測される資材のカドミウム濃度と施用年・施用量 

エ 考 察 

 (ア) 水産系廃棄物の中で、イカゴロ、ホタテウ

ロおよびヒトデ類のカドミウム濃度が高く、実際に

それらが原料に含まれる堆肥は、含まないものより

カドミウム濃度が高かった（表1211-1、2）。  

(イ) 北海道における水産系廃棄物によるカドミ

ウム発生量は年間1,028kgと試算され、この中で約

45％が農地に還元されることから（表1211-3）、今後

さらに農地還元が促進されるとするとカドミウム負

荷リスクが高まる可能性がある。 

 (ウ) 水産系廃棄物由来資材を用いた連用試験の

カドミウム収支から、施用に伴うカドミウム負荷量

のほとんどが土壌に蓄積する傾向を示した。また、

トマトの茎葉のようにカドミウム濃度が高く、それ

らを圃場から搬出する場合は、カドミウムの持出し

量は多くなるが（表1211-5）、ニンジンやレタスのよ

うに可食部のみを持出す場合はカドミウム負荷量に

対応して土壌に蓄積すると考えられた（表1211-7）。

実際に水産系堆肥を用いてトマトを栽培した場合は、

土壌のカドミウムの増加は少なく、イカゴロ粉末を

用いてニンジンやレタスを栽培した場合は、カドミ

ウムの増加が多かった。 

 (エ) 各種有機性廃棄物資材によるカドミウム負

荷量250g ha-1に対し、0.1MHCl-Cdは0.1mg kg-1増加

することが認められたことから(図1211-2)、褐色森

林土や褐色低地土など腐植の少ない土壌条件で、か

つ作物によるカドミウムの持出しがごく小さい場合

には、有機性廃棄物資材の種類に関係なく、カドミ

ウム濃度と施用量から土壌の0.1MHCl-Cdの増加程

度を予測できると考えられる。 

 そこで、図1211-2から土壌の0.1M-HClが0.1mg 

kg-1増加を基準として、施用年数あるいは施用量を資

材のカドミウム濃度水準別に試算した（表1211-8）。

その結果、例えばカドミウム濃度が0.1mg kg-1の牛ふ

ん堆肥を毎年10000kg ha-1施用する場合には、250年

間の連用が可能であり、このレベルの資材を長年連

用しても土壌のカドミウムが高まるリスクは低いと

言える。一方、カドミウム濃度が1.0mg kg-1以上の下
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) 施用年数（年） 施用量(kg ha

-1
y
-1
)

0.1 250 25000 牛ふん堆肥

1.0 25 2500 下水汚泥・水産系堆肥類
3.0 8.3 833 下水汚泥・水産系堆肥類
5.0 5 500 下水汚泥・水産系堆肥類
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水汚泥および水産系堆肥を連用した場合は、25年以

内に土壌の0.1MHCl-Cdが高まる可能性があり、負荷

リスクが高い資材であると考えられる。 

オ 今後の課題 

 国際基準値を超えそうな作物を栽培している土壌

において、カドミウム濃度の高い有機性廃棄物の施

用がリスク（カドミウムの吸収を助長）あるいはベ

ネフィット（吸収を抑制）になるのか検討する必要

がある。 

カ 要 約 

水産系廃棄物の中で、イカゴロ、ホタテウロおよ

びヒトデ類のカドミウム濃度が高く、それらが原料

となる堆肥のカドミウム濃度は高かった。水産系廃

棄物資材を施用すると、土壌へのカドミウム負荷量

は増加した。ただし、作物による持出し量が多いと

土壌の0.1MHCl-Cdの増加は少なかったが、持出しが

無視できる場合は、負荷量が250g ha-1につき

0.1MHCl-Cdが0.1mg kg-1増加した。これにより、有

機性廃棄物のカドミウム濃度と施用量から

0.1MHCl-Cdの増加が推定できると考えられた。 

 キ 引用文献 

１) 北海道(2006).北海道バイオマス利活用マスター

プラン.p7 

２) Miramand, P. and Bentley, D.(1992).Concentration 

and distribution of heavy metals of two cephalopods, 

Eledone cirrhosa and Sepia officinalis, from the 

French coast of the English Channel. Marine Biology. 

114. 407-414.＜論文集の場合＞ 

３) 北海道立中央農業試験場編(1980). 北海道の有

機性廃棄物の性状と化学成分. 北海道立農業試験

場資料. 11 p25 

研究担当者（細淵幸雄＊、中住晴彦、日笠裕治） 

(2) 都市廃棄物のリスク評価とリスク軽減策の開

発 

 ア 研究目的 

 西暦1978～1982年に行われた土壌汚染環境基準設

定調査（環境庁委託調査）によると、全国調査地点

687カ所の農用地における0.1M塩酸可溶性カドミウ

ム濃度（以下、0.1MHCl-Cd）は0.23mg kg-1
 である

のに対して、北海道132カ所の平均値は0.15 mg kg-1

と低くなっており、農産物のカドミウム汚染リスク

は低いものと考えられる。しかし、「循環型社会形成

推進基本法（2000年）」の目指す社会システムを実現

するために、生物系廃棄物（生ゴミ、食品産業汚泥、

畜産副産物、生活系排水汚泥など）を農地に施用す

ることを前提とした場合、農地へのカドミウムの負

荷が増大する恐れがあり、コーデックスの国際基準

値を恒常的に守ることは決して楽観的なものではな

い。 

 そこで、都市から排出される廃棄物、特に下水汚

泥の処理法や利用実態を明らかにするとともに、農

地に対する有機性廃棄物由来のCd負荷量を把握する

ため、農地へ還元されている各種有機性廃棄物のCd

濃度を分析あるいは文献等から明らかにし、有機物

発生量からCd発生量を試算する。また、都市廃棄物

コンポストの農地施用に伴うCd負荷リスクを連用試

験から評価するとともに、軽減技術対策を明らかに

する。 

 イ 研究方法 

 (ア) 北海道における有機性廃棄物由来のCd発生

量の試算 

北海道内の下水汚泥の処理方法や利用実態等を調

査するとともに、調査「北海道バイオマス利活用マ

スタープラン(北海道、2006)」、各種文献値および実

測により、道内で発生する有機性廃棄物由来Cd発生

量の推定および農地施用リスクを評価する。 

 (イ) 都市廃棄物等の農地施用によるCd負荷リス

クの解明 

 北海道立中央農業試験場内の褐色低地土および褐

色森林土の各１筆（表1212-1）において、表1212-2

に示した石灰系下水汚泥コンポスト（石灰系コンポ

スト）、高分子系下水汚泥コンポスト（高分子系コン

ポスト）、生ゴミ由来堆肥（生ゴミ堆肥）、水産系廃

棄物由来堆肥（水産系堆肥）をそれぞれ毎年施用し

た４試験区と有機物無施用の対照区を設け、作物お

よび土壌のCd濃度等を調査した。有機物区の施用量

は現物で、石灰系・高分子系コンポスト、水産系堆

肥が５t ha-
1
、生ゴミ堆肥は20t ha-

1
として、それぞれ

施肥・播種前に施用し、ロータリで耕起した。2003、

2004、2007年はダイズ「トヨムスメ」、2005年は春ま

きコムギ「春よ恋」、2006年はアズキ「しゅまり」を

栽培した。施肥量は北海道施肥標準に準じた量とし、

全処理区同量を施用した。化学肥料施用に伴うCd負

荷量はマメ類で1.3、コムギで1.4g ha-
1
であった。試

験区は１区15㎡、１連で実施した。 
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表1212-1 供試土壌の理化学性 

層位 pH pH T-C T-N CEC 0.1MHCl(mg/100g)

(cm) (H2O) (KCl) （％） （％） (me/100g) Cd Cu Zn

褐色低地土 0-20 6.19 4.82 1.29 0.10 17.6 0.10 8.1 6.7

20-40 6.54 5.19 1.10 0.09 17.2 0.09 8.7 6.9

褐色森林土 0-20 5.85 4.60 2.62 0.18 18.4 0.14 2.7 5.4

20-40 6.21 4.98 2.62 0.15 19.2 0.13 2.9 4.2

表1212-2 供試有機物の水分率・重金属濃度 

供試有機物 水分率 重金属濃度（mg kg-1DM）
（％） Cd Cu Zn

石灰系下水汚泥コンポスト 10.9 0.8 157 361
高分子系下水汚泥コンポスト 35.5 1.8 282 1164
生ゴミ由来堆肥 45.5 0.3 20 64
水産系廃棄物由来堆肥 30.3 5.2 27 119

1）水分率および重金属濃度は試験期間の平均値。 

 (ウ) Cdリスクの軽減技術 

 汚染土における作物のCd吸収リスクの軽減技術を

明らかにすることを目的に、0.1M HCl-Cdが0.49mg 

kg-1
の礫質褐色低地土に生ゴミ堆肥を毎作・20t ha-

1

を施用した堆肥連用区、2003年に５t ha-
1
の炭酸カル

シウムを施用した炭カル区および対照区の３試験区

を設置した。2003、2004、2007年はダイズ「トヨム

スメ」、2005年は春まきコムギ「春よ恋」、2006年は

秋まきコムギ「ホクシン」を共通の管理で栽培した。 

 ウ 研究結果 

(ア) 北海道における有機性廃棄物由来のCd発生

量の試算 

各有機性廃棄物のCd濃度（mg kg-1
 現物）は、農

業由来では稲わら（0.09）、麦稈（0.07）、乳牛ふん

尿（0.09）はほぼ同水準で低く、豚（0.27）・採卵鶏

ふん尿（0.29）はこれらよりやや高かった。非農業

由来ではし尿等（0.89）が高く、事業生活系（生ゴ

ミ、0.23）と下水汚泥（0.43）はこれよりやや低かっ

た。 

 北海道における有機性廃棄物由来のCd発生量は年

間に7,855kgと試算され、農業に由来するCd発生量は

約2,136kgであった（表1212-3）。農業由来の中では

家畜ふん尿によるCdの発生が大半を占め、そのほぼ

全量が農地へ還元されていた。 

 非農業由来のCd発生量は年間に5,179kgであり、下

水汚泥(1,849kg)、有機性汚泥(1,436kg)、水産系

(1,028kg)、し尿等(1,015kg)が大半を占めた。この内、

農地へ施用することで持ち込まれるCdは1,160kgで

あり、内訳として水産系(463kg)、し尿等(539kg)が多

かった。 

 以上のことから、北海道における有機性廃棄物に

伴って発生するCdは、農業由来の約95％が農地に戻

り、非農業由来の約20％が各種資材として農地に負

荷されているといえる。したがって、非農業由来の

有機性廃棄物の農地還元を今後促進させる場合に農

地のCd負荷リスクが高まるといえる。 

 下水汚泥を緑農地利用している下水処理センター

は北海道で56カ所あり、多くは高分子系凝集剤を使

用していた。また、およそ２割のセンターでは施設

内でコンポスト化後に搬出されていたが、その他は

脱水汚泥として搬出されていた。これら下水汚泥資

材のCd濃度は 小0.1～ 大4.4mg kg-1 と変異が大

きく、牛ふん由来堆肥に比べてほとんどが高い値で

あった（表1212-4）。 

 (イ) 都市廃棄物等の農地施用によるCd負荷リス

クの解明 

 試験区のダイズ、春まきコムギ、アズキの収量水

準は概ね地域の平均収量に近く、各処理区の収量は

対照区に対して同等かやや増収する場合が多かった

（表1212-5）。 

 子実中のCd濃度はコムギ＞ダイズ＞アズキの順に

高く、コムギとアズキではコーデックス基準値（コ

ムギ：0.2、大豆を除く豆類：0.1 mg kg-1 ）に比べ

ていずれも低かった（表1212-6）。土壌による差をみ

ると、褐色低地土における子実中のCd濃度は褐色森

林土に比べてやや高い傾向であった。しかし、土壌
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の0.1MHCl-Cdはこれと逆に褐色低地土に比べて褐

色森林土で高く、pHは褐色森林土でやや低い傾向で

あった。一方、全炭素含量は褐色低地土に比べて褐

色森林土が高かったことから、作物のCd吸収におけ

る両土壌の差は、土壌腐植によるCd吸着が影響した

ものと推察された。 

 各処理区の子実Cd濃度を対照区と比較すると、年

次によって高低が逆転することもあり、一定の影響

を結論することは困難と考えられた。ただし、５年

間の傾向をみると、各処理区の子実中のCd濃度は負

荷量を反映した結果ではなかった。 

表1212-3 北海道における有機性廃棄物の発生量と Cd フローの現状 

有機性廃棄物 Cd濃度 Cd発生量 農地還元 その他

発生量(t y
-1
) (mg kg

-1
FM) (kg y

-1
) (kgCd y

-1
) (kgCd y

-1
)

①稲わら 549,747   0.09 49 → 43 7 
②もみ殻 135,374   0.10 14 → 9 5 
③麦稈 769,512   0.07 54 → 15 39 
④家畜ふん尿 19,946,000 1) 2,019 → 1,967 52 

農業由来　計 21,400,633 2,136 2,033 102 

⑤水産系 436,949  2) 1,028 → 463 564 
⑥木質系 1,338,700  0.14 187 → 73 115 
⑦事業・生活系（生ゴミ） 888,255   0.23 204 → 9 195 
⑧下水汚泥 4,300,000  0.43 1,849 → 39 1,810 
⑨し尿等 1,140,000  0.89 1,015 → 539 475 
⑩有機性汚泥 6,835,765  0.21 1,436 → 36 1,399 

非農業由来　計 14,939,669 5,719 1,160 4,558 

総　　　　計 7,855 3,193 4,660 

農
業
由
来

非
農
業
由
来

区　　　分

1)家畜ふん尿・Cd濃度：乳牛(0.09)、肉牛(0.07)、豚(0.27)、採卵鶏(0.29)、馬(0.06)、ブロイラー(0.48) 

 2)水産系・Cd 濃度：ホタテ貝殻(0.28)、カキ殻(0.15)、ホタテウロ(18.1)、付着物(0.20)、ヒトデ(2.78)、

魚類残さ(0.06)  

表1212-4  北海道における下水汚泥資材の重金属濃度(n=12) 

重金属濃度

（mg kg-1DM）
Cd Zn Cu

平均 1.7 685 250
最高 4.4 1900 390
最低 0.1 53 35

標準偏差 1.3 536 123

表1212-5 有機性廃棄物施用が子実収量に及ぼす影響 

子実収量（t ha-1)・収量比

'03 '04 '05 '06 '07

ダイズ ダイズ コムギ アズキ ダイズ

対照区 3.84 3.58 4.42 1.90 3.29

石灰系 80 93 107 94 106

高分子系 84 112 116 115 97

生ゴミ 82 95 116 108 101

水産系 85 96 101 118 98

対照区 3.16 2.96 4.37 1.90 3.23

石灰系 104 132 119 (85) 101

高分子系 101 114 114 (115) 105

生ゴミ 98 106 100 (108) 99

水産系 98 104 98 (118) 83

褐
色
低
地
土

褐
色
森
林
土

処理区

土壌

1) 子実水分率：ダイズ・コムギは 12.5%、アズキは 15.5％。

2) 対照区は実数。その他は収量比：対照区を100とした指数。
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表1212-6 有機性廃棄物施用が子実 Cd 濃度に及ぼす影響 

子実中のCd濃度1) （mg kg-1 ）・濃度比

'03 '04 '05 '06 '07 濃度比の
ダイズ ダイズ コムギ アズキ ダイズ 平均値

対照区 0.040 0.043 0.078 0.007 0.019 100
石灰系 62 86 103 71 95 83
高分子系 106 110 109 117 104 109
生ゴミ 69 90 96 88 108 90
水産系 106 116 96 73 117 102
対照区 0.034 0.033 0.046 0.007 0.017 100
石灰系 92 54 132 70 69 83
高分子系 87 64 130 117 70 93
生ゴミ 75 94 109 73 91 88
水産系 70 107 108 78 70 87

処理区

土壌

褐
色
低
地
土

褐
色
森
林
土

1)子実水分率：ダイズ・コムギは12.5%、アズキは15.5％。 

2)対照区は実数。その他は濃度比：対照区を100とした指数。 

表1212-7 有機性廃棄物施用が土壌 pH に及ぼす影響 

土壌ｐH（収穫跡地）

'03 '04 '05 '06 '07 平均

対照区 6.13 6.19 6.20 6.22 6.37 6.22
石灰系 6.32 6.38 6.84 6.42 7.23 6.64
高分子系 6.23 6.12 6.12 6.22 6.32 6.20
生ゴミ 6.31 6.41 6.63 6.37 6.88 6.52
水産系 6.41 6.32 6.81 6.80 7.21 6.71
対照区 5.85 5.85 5.90 5.89 6.37 5.97
石灰系 6.04 5.94 6.27 6.37 6.51 6.23
高分子系 5.94 5.81 5.55 6.04 6.10 5.89
生ゴミ 6.15 6.17 6.16 6.17 6.38 6.21
水産系 6.45 6.39 6.49 6.55 6.62 6.50

処理区

土壌

褐
色
低
地
土

褐
色
森
林
土
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図1212-1 子実中の Cd 濃度低下に及ぼす土壌 pH の影響 

1)0.1MHCl-Cd 0.49mg kg-1、炭カル区：初年目のみ施用

2)作物 ’03・’04・’07：ダイズ、’05、’06コムギ

3)pH：跡地土壌・0-20cm 土層

 すなわち、各有機物による毎年のCd負荷量は水産

系区18.2g ha-
1 ≫高分子系区5.9＞生ゴミ区3.6≒石

灰系3.5の順で多かったが、 も負荷量の大きかった

水産系区の子実のCd濃度は対照区と同程度からやや

低かった。また、石灰系区、生ゴミ区では低くなる

ことが多く、５年間の平均でみるといずれの土壌で

も低下していた。一方、高分子系区は褐色低地土で

はやや高まる傾向がみられたが、褐色森林土では低
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下することが多かった。 

 土壌pHの推移をみると石灰を多く含む水産系区、

石灰系区では対照区に比べて高まった（表1212-7）。

このため、Cd負荷量が比較的少なかった石灰系区で

は子実中のCd濃度が低くなる傾向を示したと考えら

れる。また、生ゴミ系区の土壌pHも対照区に比べて

やや高く推移した。一方、高分子系区では対照区に

近い値で推移しており、子実のCd濃度が対照区に近

い傾向であった要因と考えられる。 

 (ウ) Cdリスクの軽減技術 

 炭酸カルシウム施用直後の2003年では土壌pHは

6.5近くまで上昇し、その後経年的に低下することが

認められ、４年目以降の2006年からは6.0を下回った。

炭カル区の子実のCd濃度は、土壌pHの推移を反映し、

初年目で対照区に比べて大きく低下したが、その後

は低減程度が小さくなり、４年目以降は対照区とほ

ぼ同等となった（図1212-1）。 

一方、堆肥連用区では、子実中のCd濃度はいずれ

の年も対照区に比べて20％前後低下することが認め

られた。 

 エ 考 察 

(ア) 北海道における有機性廃棄物由来のCd負荷

量 

 北海道で年間に発生する有機性廃棄物由来のCd量

は、都市廃棄物由来が も多く、次いで畜産系廃棄

物が多く、水産系廃棄物はそれより少なかった。都

市廃棄物は農地還元されている割合が低いことから、

農地還元量に占める割合は２割以下と低かった。 

 北海道の全耕地面積に対するCd還元量は、畜産系

廃棄物由来で1.7 g ha-
1
、都市廃棄物由来で0.5、水

産系廃棄物由来で0.4、合計では2.7と試算される（表

1212-8）。三島ら１)
によると窒素質肥料やカリ肥料の

Cd濃度はごく低く、リン酸質肥料およびリン酸を含

む化成肥料にCdが含まれていることが示されており、

国内におけるリン酸肥料によるCd負荷を試算すると

リン酸施肥量の少ない水稲栽培で低く（1.1 g ha-
1
）、

野菜栽培では高く（2.9 g ha-
1
）、全体では1.6 g ha-

1

程度としている。 

 したがって、北海道における有機性廃棄物に由来

したCd負荷は全耕地面積からみるとおよそ化学肥料

施肥に伴うCd負荷に近い水準といえる。ただし、有

機性廃棄物は偏在的に発生しており、特に都市廃棄

物や水産系廃棄物は局所的に発生し、その周辺での

利用が多いと考えられ、多量に施用されている場合

もあると考えられる。 

(イ) 都市廃棄物等の農地施用によるCd負荷リス

ク 

 ダイズ、春まきコムギ、アズキの収穫物と残さ搬

出によるCd持ち出し量は、Cd濃度が子実、茎葉とも

いずれの作物でも低くかったことから処理間差は判

然とせず、ダイズ・アズキで0.1～0.3g ha-
1 、これ

より多い春まきコムギは0.4～1.0g ha-
1 程度と少な

かった。 

 このため、有機性廃棄物施用に伴うCd負荷量が、

いずれの処理区でも持ち出し量を上回った（表

1212-8）。特に水産系区では５年間の収支でみると約

90g ha-
1
の Cd が負荷されており、両土壌とも

0.1MHCl-Cdがわずかに上昇する傾向がみられた（表

1212-9）。一方、都市廃棄物資材の下水汚泥コンポス

ト区、生ゴミ堆肥区の土壌濃度の変化は判然としな

かったが、５年間のCd収支は16～28g ha-
1
程度の負荷

となり、施用に伴いわずかずつ土壌に蓄積する方向

と考えられた。 

表1212-8 有機性廃棄物由来 Cd の農地負荷量 

有機性廃棄物由来Cd量 農地Cd負荷量1)

（kg y-1）

全発生量 還元量 （g ha-1）
水産系廃棄物 1028 463 0.4
都市廃棄物 3068 588 0.5
畜産系廃棄物 2019 1967 1.7
その他 1740 176 0.2
合計 7855 3193 2.7

1)農地への還元量を北海道の全耕地面積（1,166千 ha）で除した値。 

2)都市廃棄物：生ゴミ、下水汚泥、し尿等 
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表1212-9 有機性廃棄物施用に伴う Cd 収支と土壌 Cd濃度 

褐色低地土 褐色森林土

処理区 Cd負荷量 Cd搬出量 土壌Cd濃度 Cd搬出量 土壌Cd濃度

(g ha-1) (g ha-1) (mg kg-1) (g ha-1) (mg kg-1)
'03 '07 '03 '07

対照区 －　　 1.6 0.12 0.11 1.1 0.15 0.14
石灰系 17.7 1.3 0.10 0.11 1.1 0.17 0.18
高分子系 29.7 2.0 0.11 0.12 1.3 0.19 0.19
生ごみ系 17.9 1.5 0.10 0.11 1.0 0.15 0.16
水産系 91.1 1.6 0.11 0.13 0.9 0.15 0.17

1) Cd 搬出量：ダイズ・コムギ、アズキの子実と茎葉の 5年間の合計。
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図1212-2 子実中の Cd 濃度と土壌 pH の関係 

 (ウ) Cdリスクの軽減技術 

対照区に対する炭カル区の子実Cd濃度比率と土壌

pHの関係（図1212-2）をみると、炭カル区では土壌

pHが高いほど子実Cd濃度比は低下しており、pHを６

以上に高めることがCd濃度低減に有効と考えられた。

堆肥連用区では、土壌pHにかかわらず子実Cd濃度は

80％前後まで低下しており、堆肥施用により土壌の

Cd吸着が高まった可能性が示唆された。また、供試

堆肥のCd濃度水準が牛ふん堆肥並に低くかったこと

も影響したものと考えられた。 

オ 今後の課題 

有機性廃棄物資材の施用は土壌の生産性の維持・

向上に重要であると位置づけられている。都市廃棄

物のうち、石灰系下水汚泥コンポストは土壌pHの上

昇による作物のCd吸収抑制が期待でき、また、作物

のCd汚染リスクがある畑では生ゴミ堆肥施用による

作物のCd濃度低下が認められた。しかし、ダイズ、

コムギ、アズキでは下水汚泥コンポストや生ゴミ堆

肥の施用によるCd負荷量に比較して作物による圃場

からのCd持ち出し量が少ないことから、施用に伴い

わずかにCdが蓄積すると考えられる。このようなこ

とから、土壌のCd濃度水準の維持策や低減策となる

ファイトレメディエーション技術の開発が必要と考

えられる。また、下水汚泥コンポストのCd濃度は資

材間で大きく異なることが認められており、今後と

も低濃度資材の開発が望まれる。 

 カ 要 約 

 (ア) 有機性廃棄物のCd濃度（mg･kg-1現物）は、

農業由来では稲わら（0.09）、麦稈（0.07）、乳牛ふ

ん尿（0.09）はほぼ同水準で低く、豚（0.27）・採卵

鶏ふん尿（0.29）はこれらよりやや高い。非農業由

来では事業･生活系（生ゴミ、0.23）は豚・鶏ふん尿

に近く、下水汚泥（0.43）はこれよりやや高く、水

産系廃棄物は魚種や部位により大きく異なる。これ

らに基づく推定から、有機性廃棄物のCd量のうち、

農業由来の95％、非農業由来の約20％が農地に還元

されていると推定された。 

(イ) 有機性廃棄物連用区における子実のCd濃度

（mg kg-1）は、ダイズが0.02～0.04、コムギが0.06

～0.07、およびアズキが0.01未満と低く、処理間差

は判然としなかった。これらの作物では、有機性廃

棄物の施用に伴うCd負荷量に比べて持ち出し量が少

ないことから土壌のCd収支がプラスとなるため、Cd

負荷量の増加に伴って土壌蓄積するCdが高まる方向

であった。 

 (ウ) 炭カル施用による土壌pHの上昇で作物のCd

濃度は低下したが、経年的なpH低下に伴い低減効果

はなくなった。また、堆肥連用により作物のCd濃度
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は20％程度低減した。 
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(3) 畜産廃棄物のリスク評価とリスク軽減策の開発 

ア 研究目的 

 北海道で発生する有機性廃棄物のカドミウム含有

量や利用実態、有機性廃棄物由来のカドミウム負荷

量、さらに、畑地・野菜畑・草地などの農耕地に対

する有機性廃棄物の施用に伴う土壌および作物のカ

ドミウムリスクの軽減策が十分に明らかにされてい

ない。そのため、ここでは草地における畜産系廃棄

物（水産系廃棄物や下水汚泥混合資材を含む）の施

用に伴うカドミウム負荷リスクを評価し、そのカド

ミウム吸収軽減対策を明らかにする。 

 イ 研究方法 

(ア) 畜産廃棄物等の資材成分評価 

畜産廃棄物等の調査は2005年に北海道宗谷管内で

行った。調査資材は地域で発生した乳牛ふん尿主体

堆肥および汚泥コンポストである。乳牛ふん尿主体

堆肥はA町全戸の酪農家（90戸）において、各酪農家

の貯留施設から堆肥を１点ずつ計90点採取１)し調査

した。汚泥コンポストは５ヶ町村から生ゴミ、下水

汚泥、し尿等を収集したものをメタン発酵し造粒・

乾燥・コンポスト化したもので、１、５、８、11月

の４点の汚泥コンポストを採取し、分析に供試した。 

 (イ) 堆肥等投入資材が牧草のカドミウム吸収に

及ぼす影響 

 供試草地の種類は、上川農業試験場天北支場ほ場

(台地土)におけるイネ科牧草のチモシー（単播）で、

品種は｢ノサップ｣である。更新時はpH6.5に炭酸カル

シウムで矯正し、リン酸200 g ha-1を苦土重焼リンで

施用した。施肥量は北海道施肥ガイド２)のチモシー草

地（道北地帯、台地土、マメ科率５%未満）に準じ、

また、更新時と維持段階の堆肥施用では有機物施用

に伴う減肥対応をした。更新時播種および維持段階

では窒素を尿素、リン酸を苦土重焼リンと過リン酸

石灰、カリウムを硫酸カリウムで施用した。すなわ

ち、更新時の窒素(N)-リン酸(P2O5)-カリウム(K2O)

は40-200-60kg ha-1、同じく、維持段階は160-60-150 

kg ha-1である。なお、２年目以降の維持段階では早

春に年間施肥量の２/３、１番草刈取後に同１/３を

分施した。以上は、次の処理系列a、bに共通である。 

 ａ 牛ふん堆肥およびヒトデ・牛ふんの混合堆

肥（以下ヒトデ堆肥）の更新時施用系列：草地は2003

年６月上旬に更新した。処理区は、堆肥を施用せず

化学肥料のみを標準量施用した①対照区、更新時に

化学肥料および牛ふん堆肥60Mg ha-1併用した②堆肥

区、同じくヒトデ堆肥60Mg ha-1併用の③ヒトデ堆肥

区を、それぞれ１区・５㎡３反復で設置した。なお、

リン酸肥料施用に伴うカドミウム負荷量は、苦土重

焼リン起源が更新年6.6 g ha-1および２年目1.0 g ha-1、

過リン酸石灰起源が３年目以降1.2 g ha-1であった。 

 ｂ 水産加工廃棄物・牛ふんの混合堆肥（以下

水産堆肥）およびメタン発酵汚泥コンポスト（以下

汚泥コンポスト）施用系列：草地は2004年６月上旬

に更新した。ａ系列と同様に、処理区は施肥標準の

①対照区、更新時のみ水産堆肥60Mg ha-1併用の②水

産更区、更新時のみ汚泥コンポスト５Mg ha-1併用の

③汚泥更区および10Mg ha-1の④汚泥更倍区、さらに

2005年の維持段階に、汚泥コンポスト５Mg ha-1を表

面施用のみの⑤汚泥維区と汚泥更区に汚泥コンポス

トを５Mg ha-1表面施用した⑥汚泥更維区の計６処理

を、１区・6.25㎡４反復で設置した。なお、リン酸

肥料施用に伴うカドミウム負荷量は、苦土重焼リン

起源が更新年6.6 g ha-1、過リン酸石灰起源が２年目

以降1.2 g ha-1であった。 

 (ウ) 炭酸カルシウム施用による牧草のカドミウ

ム吸収抑制 

 供試草地の種類は、上川農業試験場天北支場ほ場

(台地土)の更新後数年が経過したマメ科牧草のアル

ファルファ（単播）で、供試品種は「マキワカバ」

である。年間の施肥量は窒素が無施用、リン酸80kg 

ha-1、カリウム150 kg ha-1で、これを早春、１、２番

草刈取後に年間施肥量の各１/３を分施した。リン酸

は過リン酸石灰、カリウムは硫酸カリウムを施用し

た。リン酸肥料によるカドミウム負荷量は、過リン

酸石灰起源が1.6g ha-1である。処理は化学肥料を施

肥標準施用した①対照区、水産堆肥を表面施用した

②水産区、水産堆肥と炭酸カルシウムを表面施用し

た③水産Ca区を、１区・９㎡６反復で設置した。各

資材は2005年５月９日に水産堆肥30Mg ha-1及び炭酸
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カルシウム５Mg ha-1、2007年５月１日に炭酸カルシ

ウム１Mg ha-1を表面施用した。なお、この試験では

有機物施用に伴う化学肥料の減肥対応はしなかった。 

(エ) カドミウム分析 

 牧草体および有機物資材は乾燥・粉砕し、硝酸－

過塩素酸分解した。牧草の枯死根部は2007年８月下

旬に草地表層にある枯死根部集積層を25cm四方では

ぎ取るように採取し、これを水洗・乾燥・粉砕し、

硝酸－過塩素酸分解した。土壌は風乾・砕土し、0.1M

塩酸抽出法によりカドミウム（以下0.1MHCl-カドミ

ウム）を抽出した。牧草体、牧草枯死根部、土壌お

よび乳牛ふん尿主体堆肥中のカドミウムはフレーム

レス原子吸光法により、この他の畜産廃棄物等の資

材中のカドミウムはフレーム原子吸光法により分析

した。 

 ウ 研究結果 

(ア) 畜産廃棄物等の資材成分評価 

 乳牛ふん尿主体堆肥のカドミウム含有量の平均値

は0.09mg kg-1 DMであり、 高でも0.35mg kg-1 DM

であった（表1213-1）。この値は、道内一円で調査さ

れた平均値0.25 mg kg-1DM3)や神奈川県内での0.38 

mg kg-1DM4)よりも低かった。メタン発酵汚泥コンポ

ストのカドミウム含有量の平均値は3.15mg kg-1 DM

で、 小値は夏場に採取したコンポストであった。

いずれもコンポスト中のカドミウム含有量は、乳牛

ふん尿主体堆肥よりも高かった。 

表1213-1 畜産廃棄物等の資材成分含有量 

資材 水分 重金属含有量(mg kg
-1
DM)

％ T-N P2O5 K2O CaO MgO Na2O Cd Zn Cu

乳牛ふん尿 平均値 82.0 0.4 0.3 0.5 0.4 0.2 0.1 0.09 103 38
主体堆肥 標準偏差 6.6 0.1 0.1 0.2 0.5 0.1 0.0 0.07 66 22

大値 89.6 1.2 0.7 1.5 3.7 0.4 0.2 0.35 424 151
小値 48.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.02 44 14

メタン発酵 平均値 15.3 4.7 5.1 2.2 2.8 0.8 1.9 3.15 524 279
汚泥ｺﾝﾎﾟｽﾄ 標準偏差 3.3 0.6 0.9 0.2 1.1 0.2 0.7 1.31 73 31

大値 19.0 5.4 6.2 2.5 3.8 0.9 2.5 4.36 602 315
小値 10.9 3.9 4.1 1.9 1.8 0.5 1.3 1.53 435 245

現物中肥料成分含有量(％)

表1213-2 チモシーのカドミウム含有量の推移（牛ふん堆肥およびヒトデ堆肥の更新時施用系列） 

処理区 更新時

ｶﾄﾞﾐｳﾑ負荷量 更新年 更新年

(g ha
-1
) ① ① ② ① ② ① ② ① ① ② ① ② ① ②

対照 - 1.15 b 6.52 4.33 ab 7.29 1.89 5.38 2.24 0.04 b 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02
堆肥 25 2.20 a 6.78 4.73 a 6.17 2.33 6.13 2.82 0.09 a 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
ﾋﾄﾃﾞ堆肥 61 1.76 ab 6.74 3.62 b 6.25 2.52 6.43 2.82 0.10 a 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02

乾物収量(Mg ha
-1
)

2年目 3年目 4年目 3年目 4年目
チモシーのカドミウム含有量（mg kg

-1
DM)

2年目

注1)異なるアルファベット間には有意差（p＜0.05）があることを示す。 

注2)○内の数字は番草を示す。 

表1213-3 チモシーのカドミウム含有量の推移（水産堆肥および汚泥コンポスト施用系列） 

処理区 ｶﾄﾞﾐｳﾑ負荷量

更新年 更新年

更新時 2年目 ① ① ② ① ② ① ② ① ① ② ① ② ① ②
対照 - - 3.14 6.09 1.25 b 6.42 b 3.65 5.44 b 1.89 0.03 b 0.03 0.03 0.03 0.03 0.01 b 0.01 b

水産更 315 - 3.62 6.14 2.26 a 6.61 b 3.46 7.59 a 3.00 0.07 a 0.02 0.04 0.03 0.02 0.03 a 0.02 a

汚泥更 18 - 3.55 6.41 1.50 b 6.61 b 3.44 6.43 ab 2.01 0.04 b 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 b 0.01 ab

汚泥維 - 18 2.99 6.37 1.69 b 6.83 b 2.97 6.65 ab 1.90 0.04 b 0.02 0.05 0.02 0.03 0.02 b 0.02 ab

汚泥更維 18 18 3.99 6.05 1.64 b 7.89 a 3.60 6.79 ab 2.42 0.03 b 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 b 0.02 a

汚泥更倍 36 - 4.27 5.98 1.61 b 6.80 b 3.56 6.56 ab 1.71 0.04 b 0.02 0.04 0.03 0.03 0.02 b 0.02 ab

チモシーのカドミウム含有量（mg kg
-1
DM)乾物収量(Mg ha

-1
)

(g ha
-1
) 4年目3年目2年目4年目3年目2年目

注1)異なるアルファベット間には有意差（p＜0.05）があることを示す。 

注2)○内の数字は番草を示す。 
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 (イ) 堆肥等投入資材が牧草のカドミウム吸収に

及ぼす影響 

＜ａ 牛ふん堆肥およびヒトデ堆肥の更新時施用系

列＞ 

 チモシーのカドミウム含有量は、更新１年目では

堆肥区とヒトデ堆肥区が約0.10 mg kg-1DMで、対照

区の0.04 mg kg-1DMより有意に高かったが、更新２

～４年目では各区とも0.02 mg kg-1DM以下で、処理

間差は認められなかった（表1213-2）。また、更新１

年目のチモシー（掃除刈り）のカドミウム含有量は、

生育量が少ないためか0.04～0.10 mg kg-1DMと、２

年目以降の含有量水準に比べて高かった。土壌中の

0.1MHCl-カドミウムは、0.02～0.26の範囲で、更新

年から４年目まで低下した。更新１年目ではカドミ

ウム負荷量の も多いヒトデ堆肥区がやや高かった

が、更新３年目以降では処理間差は判然としなかっ

た（図1213-1）。 

＜ｂ 水産堆肥および汚泥コンポスト施用系列＞ 

資材施用区におけるチモシー地上部の乾物収量は、

対照区に比べて有意差がないことが多いものの、概

ね増収傾向を示した（表1213-3）。カドミウム負荷量

は水産更区で315g ha-1と多く、汚泥コンポスト施用

区では18～36g ha-1であった。チモシー地上部のカド

ミウム含有量は、0.01～0.07 mg kg-1DMの範囲であっ

た。カドミウム負荷量の多かった水産更区が更新年

と４年目で対照区より高まっていたが、他の処理区

は対照区とほぼ同程度で推移した。枯死根部集積層

のカドミウム含有量は地上部に比べて0.20～0.64mg 

kg-1と高く、とくに対照区に比べて水産更区で有意に

高かった（図1213-2）。また、枯死根部集積層のカド

ミウム集積量は２～４g ha-1程度あり、水産更区で多

かった。 

 (ウ) 炭酸カルシウム施用による牧草のカドミウ

ム吸収抑制 

 水産堆肥施用の水産および水産Ca区におけるアル

ファルファの乾物収量に対しては、炭酸カルシウム

施用の効果が認められなかった（表1213-4）。水産Ca

区のカドミウム含有量は、炭酸カルシウム施用直後

の2005年の１番草および２回目散布後の2007年の１、

２、３番草で、水産区より低下する傾向がみられた

が、その他の時期の低減効果は判然としなかった。 

 エ 考 察 

「飼料の有害物質の指導基準」では配合飼料、乾

牧草等のカドミウム含有量が１mg kg-1を越えないこ

とが示されている５)。本試験における牧草（チモシー、

アルファルファ）中のカドミウム含有量は低く、牛

ふん堆肥区およびカドミウムを多く含む水産堆肥区

やヒトデ堆肥区でも指導基準を下回っており、いず

れも対照区と同程度であった。一方、土壌のカドミ

ウム含有量は更新年で高く、その後は低下した。更

新年の0.1MHCl-Cdは、図1213-2から分かるように対

照区においても高いことから、投入有機資材だけで

はなく、他からのカドミウム放出の影響が大きいと

考えられた。枯死根部集積層のカドミウム吸収が対

照区でも２g ha-1程度あることから、更新時に耕起さ

れた枯死根部の分解でカドミウムが放出されたと推

察される。その後、各区とも0.1MHCl-Cdが減少した

のは、根による吸収とともに、土壌の還元化によっ

てカドミウムが不溶化した可能性（小野・阿部）６)

も示唆される。 

図1213-1 0-20cm 土壌中の0.1MHCl-カドミウ

ムの推移（牛ふん堆肥およびヒトデ堆

肥の更新時施用系列） 
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図1213-2 更新4年目における枯死根部集積層のカドミウム集積量と含有量（水産堆肥および汚泥コンポスト

系列） 

注)異なるアルファベット（子文字：Cd吸収量、大文字：Cd含有量）間には有意差（p＜0.05）があることを示す。 

表1213-4 アルファルファにおけるカドミウム吸収の推移 

処理区 番草

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
対照 1 3.66 b 3.85 b 2.58 b 0.09 0.12 0.07 b 0.37 0.58 b 0.20 b

水産 4.15 ab 4.97 a 3.79 a 0.12 0.14 0.10 a 0.58 0.73 a 0.36 a

水産Ca 4.69 a 4.43 ab 3.76 a 0.09 0.12 0.07 b 0.45 0.60 ab 0.25 b

対照 2 2.68 b 2.80 b 2.05 b 0.06 b 0.09 0.10 b 0.18 b 0.29 b 0.20 b

水産 3.32 a 3.50 ab 3.50 a 0.09 a 0.09 0.12 a 0.30 a 0.34 ab 0.43 a

水産Ca 3.09 ab 3.83 a 2.88 a 0.09 a 0.10 0.10 ab 0.30 a 0.40 a 0.29 b

対照 3 1.73 b 1.15 b 0.90 b 0.06 b 0.09 0.10 b 0.12 b 0.14 b 0.09 b

水産 2.05 a 1.74 a 1.69 a 0.08 a 0.11 0.14 a 0.18 a 0.22 a 0.23 a

水産Ca 2.20 a 1.78 a 1.89 a 0.08 a 0.10 0.11 b 0.19 a 0.20 a 0.20 a

乾物収量 ｱﾙﾌｧﾙﾌｧのｶﾄﾞﾐｳﾑ ｶﾄﾞﾐｳﾑ吸収量

(Mg ha-1) (mg kg-1DM) (g ha-1)

注1)異なるアルファベット間には有意差（p＜0.05）があることを示す。 

 一般的な畜産由来の有機性廃棄物におけるカドミ

ウム負荷リスクについて、本試験結果を踏まえて検

討する。表1213-1より有機性廃棄物の水分を80％、

カドミウム含有量を0.1mg kg-1DMとすると、現物当

たりのカドミウム含有量は0.02mg kg-1で、台地土に

おける更新時の 大施用量の60Mg ha-1を用いる７)と、

カドミウム負荷量は1.2g ha-1となる。また、維持段

階においてカリウムの施肥標準量を考慮した堆肥の

施用上限量を30Mg ha-1と仮定すると、カドミウム負

荷量は0.6g ha-1と試算される。これらは、リン酸肥

料によるカドミウム負荷量１～６g ha-1や枯死根部集

積層のカドミウム集積量２～５g ha-1よりも低い水準

であった。一方、牧草のカドミウム含有量を本試験

の 頻値から0.02mg kg-1DMとし、チモシーの道北の

台地土における目標収量40～45Mg ha-1から１)牧草の

カドミウム持ち出し量を試算すると、年間0.2g ha-1

程度であった。したがって、畜産由来の有機性廃棄

物施用に伴うカドミウム負荷量は少ないものの、リ

ン酸肥料由来の負荷量は多く、かつ、牧草収穫によ

るカドミウム持ち出し量が少ないため、草地地帯で

は枯死根部集積層および土壌にカドミウムが、わず

かずつ蓄積する方向にあると考えられた。 

オ 今後の課題 

 肥料および資材などからのカドミウム負荷量が、

牧草によるカドミウムの持ち出し量を大きく上回る

ため、草地におけるファイトレメディエーション技

術を検討する必要がある。 

 カ 要 約 

牧草とくにチモシー中のカドミウム含有量は、更

新年を除き極めて低含量（0.03 mg kg-1DM以下）で

あり、水産系廃棄物混合堆肥、汚泥コンポストの各

施用区の含有量も堆肥無施用の対照区と同程度で
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あった。しかし、牧草収穫に伴うカドミウム持ち出

し量は、リン酸肥料や各有機物施用に伴う負荷量よ

り少ないため、草地地帯ではカドミウムが枯死根部

および土壌に蓄積する方向にあると考えられた。 
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研究担当者（古館明洋＊、乙部裕一） 

(4) 汚泥のリスク評価とリスク軽減策の開発 

ア 研究目的 

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１)。これらを有機質の肥料として農

業生産に利用することは、循環型社会を構築する上

で重要な課題である。しかし下水汚泥を農業利用す

る場合、農地への重金属の蓄積と作物への影響が懸

念され、このことが汚泥の農業利用を阻む 大の要

因となっている。加えて、食品中のカドミウム（Cd）

に関する国際基準が設定されたことから、農作物中

のCd濃度についての関心が高まっている。そのよう

な中、下水汚泥肥料を農業利用するには、汚泥中の

Cd濃度の把握とともに、汚泥施用土壌のCdリスク評

価技術が必要になる。汚泥中のCd濃度については、

全Cd濃度と酸可溶性Cd濃度からリスクのポテンシャ

ルと作物への影響評価が可能と考えられる。しかし

汚泥施用土壌については、汚泥中の有機物によるCd

の吸着、汚泥凝集剤の土壌pHへの影響など、Cdの可

給性に関係する複数の要因が変化するため、Cdリス

ク評価が極めて難しい。そこで本研究では、(1)市販

の下水汚泥肥料について、Cdの全濃度と0.1M塩酸可

溶性Cd濃度を把握し、(2)同位体希釈法により、汚泥

等の連用土壌における可給性Cdのプールの測定手法

を確立し、可給性Cdプールに基づくリスク評価手法

を開発すること、を目的とする。 

 イ 研究方法 

(ア) 下水汚泥肥料中の重金属濃度 

  ａ 試料 

 下水汚泥肥料を製造している企業・自治体から副

資材を含む下水汚泥肥料14点と副資材を含まないも

の21点を収集した。収集にあたり、凝集剤（石灰お

よび高分子）の種類についても偏らないように配慮

した。 

  ｂ 分析方法２) 

 汚泥試料は80℃で24時間乾燥させたものを使用し

た。0.1M塩酸可溶性Cd濃度は、汚泥試料５ gに0.1M

塩酸50 mLを加えて１時間振とう抽出する方法に

よった。全Cd濃度は、汚泥試料約0.2 gに硝酸８ mL、

過酸化水素水0.5 mLを加え、マイクロウエーブ分解

装置で分解する方法を適用し、分解残渣を水で正確

に50 mLにした液を分解液とした。 

 Cdの定量は四重極型の誘導結合プラズマ質量分析

装置（ICP-MS）で行った。供試溶液は、測定に適し

た濃度になるように抽出液または分解液を希釈し、

内部標準物質としてインジウムを一定量添加して調

製した。銅と亜鉛の定量はフレーム原子吸光法で

行った。リン酸の定量はバナドモリブデン法によった。 

(イ) 同位体希釈法による汚泥施用土壌の可給性

カドミウムの評価 

ａ 同位体希釈法の原理 

 同位体希釈法による可給性Cdの測定原理を図

1214-1に模式的に示す。土壌中のCdは、土壌中の水

（液相）に溶解しているCd（液相Cd）、土壌の固相と

結合しているが液相Cdと平衡関係にあるCd（交換相

Cd）、土壌の固相と強く結合し液相Cdと交換しない

Cd（非交換相Cd）の３つに分かれていると仮定する。

交換相Cdは液相へのCdの供給源であり、植物が液相

Cdを吸収すると交換相から液相にCdが供給されるこ

とから、可給性Cdのプール（植物が吸収できるCdの

総量）は、液相Cdと交換相Cdの合計量であると考え
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られる。この考え方で得られた可給性CdのプールをE

値とする。 

  ｂ 測定の原理とE値の計算 

 液相Cdと交換相Cdが平衡状態にある土壌懸濁液に

同位体Cd液（図1214-1の場合は113Cd/114Cd比が既知

の113Cd濃縮液）を既知量スパイクし、同位体平衡に

達すると、液相と交換相中の113Cd/114Cd比は等しくな

る。このときの液相中の同位体比から、土壌の液相

と交換相に存在していたCd量の和が計算できる３)。 

( )( ) ( ) )1(113
sample

114
sample

114
spike

113
spikspike hhIhIhmMCE e −−=

 ここで、EはE値 [mg/kg]、Cspikeは添加した同位体

Cd量 [μmol]、MはCdの原子量、mは土壌試料の採取

量 [g]、hは試料中または113Cd濃縮液中の113Cdまたは
114Cdの存在度、Iは土壌液相の113Cd/114Cd比の実測値

である。 

ｃ 同位体交換速度の解析 

 土壌液相に同位体をスパイクした直後は、液相中

でその同位体の存在比が高くなり、時間の経過とと

もにスパイクした同位体の存在比は減少する。

Fardeauらは32Pを使ってこの減少速度を解析し、以下

の式を得た４)。 

( ) ( )( ) ( )( ){ } ( ) )2(//// /1
11 RrRrtRrRr

nn
t ∞

−
++=

 ここで、tは時間 [分]、r(t)は時間tにおける液相中

の放射能、Rはスパイク液の放射能、nは液相中の放

射能の減少速度を表す定数であり、r(∞)はスパイクが

大限に希釈されたときの液相中の放射能を示す。

この同位体交換速度を解析する手法はIEK（Isotopic 

exchange kinetics）と呼ばれ、得られたパラメータ

（r(1)/Rとn）は、土壌中の可給性リン酸濃度の指標に

なることが知られている。 

 土壌懸濁液に113Cdをスパイクした場合、式(2)のr(t)

は時間tにおける液相中の113Cd/114Cd比、Rはスパイク

液の113Cd/114Cd比に置き換えられる。そして、r(∞)は

スパイクが 大限に希釈されたときの液相中の
113Cd/114Cd比と解釈されることから、土壌中の全Cd

で希釈されたときの液相中の113Cd/114Cd比となる。こ

の当てはめによって式(2)が適用できれば、113Cdスパ

イク後の液相中の113Cd/114Cd比は、r(1)/Rとnという２

つのパラメータで表せる。 

  ｄ 測定方法 

図1214-1 113Cd を使った同位体希釈法による土壌中 Cd の E 値測定の原理 
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 土壌のE値を測定するには、土壌懸濁液に同位体を

スパイクし、十分時間が経過したときの液相中の
113Cd/114Cd比を求めればよい。しかし、同位体交換速

度を解析し、式(2)からパラメータr(1)/Rとnを求める

には、スパイク後の液相中の113Cd/114Cd比を経時的に

測定する必要がある。本研究では、バッチ式の測定

を実施した（図1214-2）。容量200 mlの三角フラスコ

に土壌15 gと水150 mLを加えてマグネチックスター

ラーで３日間かきまぜた後、かきまぜた状態のまま
113Cd液（10.96μmol/L）を1.5 mLスパイクした。ス

パイク後１分、４分、10分、40分、100分、400分、

１日、４日、７日、11日、15日目にそれぞれ土壌懸

濁液を２ mL採取し、直ちに0.22μmのメンブラン

フィルターでろ過した液の113Cd/114Cd比を測定した。 

 ウ 研究結果 

(ア) 下水汚泥肥料中の重金属濃度 

 汚泥肥料の重金属（全量）分析結果を表1214-1に

示す。汚泥肥料の全Cd濃度の平均値は、副資材を含

まないもの（21点）が1.14 mg/kg、副資材を含むも

の（14点）が1.28 mg/kgであり、副資材の有無によ

る差は認められなかった。供試した35点のCd濃度の

範囲は0.21～2.64 mg/kgであり、普通肥料の公定規

格を満たしていた。また、亜鉛および銅濃度につい

ても副資材の影響は認められず、平均濃度は亜鉛が

532～577 mg/kg、銅が224～260 mg/kgであった。汚

泥中の0.1M塩酸可溶性Cd濃度の平均値は、副資材を

含まないものが1.02 mg/kg、副資材を含むものが1.15 

mg/kgであり、副資材の有無による差は認められな

かった。また、全Cd濃度に対する0.1M塩酸可溶性Cd

濃度の割合は概ね９割であった（図1214-3）。 

 汚泥中のリン酸濃度の平均値は、副資材を含まな

いものが53.2 g/kg、副資材を含むものが40.1 g/kg

であり、両者間で有意差は認められなかった。Cd濃

度とリン酸濃度との間に相関性は認められなかった

（図1214-4）。リン酸あたりのCd濃度は、副資材を含

まないものが25.5 mg/kg、副資材を含むものが31.8 

mg/kgであり、りん酸質肥料のリン酸あたりのCd濃度
５)11.83 mg/kgより高い傾向が認められた。 

 (イ) E値の測定とIEK手法による解析 

下水汚泥施用土壌および無施用土壌（対照区）の

CdのE値測定の結果を図1214-5に示す３)。この測定で

は、スパイク１分後～15日後までの間に懸濁液を採

取し、液相中の同位体比から式(1)にしたがって求め

た値をプロットした。したがって、同位体平衡に達

した時点の「E値」と区別するため、スパイク後の時

間を付記（添加後１分ならE(1)、添加後１日ならE(１d)、

一般化する場合はE(t)と記載）した。 

供試した土壌（褐色低地土）のE(t)値の実測値は、

スパイク１分後の0.04 mg/kgから１日後の0.08 

mg/kgまで急速に上昇し、その後の緩やかな上昇を経

て７日後以降は0.10 mg/kg程度で概ね安定した。す

なわち、この土壌のCdのE値は0.10 mg/kgと判断さ

れた。土壌の全Cd濃度は0.21 mg/kg、0.1M塩酸可溶

性Cd濃度は0.10 mg/kgであることから、全Cdの半分

程度は同位体交換するCd、すなわち植物が吸収でき

るCdであり、その濃度は0.1M塩酸可溶性Cd濃度に相

当することが明らかになった。 

 IEKを適用するため、式(2)のRにスパイク液の
113Cd/114Cd比、r(t)に液相中の113Cd/114Cd比の実測値、

tにスパイク後の経過時間を当てはめて、15日間の全

データを使って非線形回帰により も適合するr(1)/R

とnを算出した。このパラメータを使い、任意の時間

tにおけるr(t)を求め、r(t)からE(t)値を推算した。こう

して推算したE(t)値をLong-term予測値として図

1214-5中に実線で示した。この実線とE(t)値の実測値

はよく一致し、スパイク後の液相中の113Cd/114Cd比が

r(1)/Rとnの２つのパラメータで表現できることが確

認された。r(1)/Rは１分間で交換される同位体量を表

すパラメータであることから、容易に可給化される

Cd量を示すと考えられ、nは１分以降の同位体交換速

度を示すパラメータであることから、土壌固相から

土壌液相へのCdの供給能力を示すパラメータである

と考えられる６)。 

図1214-2 E 値の測定 
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 同位体交換速度がr(1)/Rとnの２つのパラメータで

表せるのであれば、スパイク後15日間も測定するこ

となく、より短時間のデータを当てはめてパラメー

タを求められるはずである。そこで、スパイク後１

分から100分までのデータを使ってr(1)/Rとnを算出し、

スパイク後15日までの任意の時間tにおけるr(t)から

E(t)値を推算した。このようにして推算したE(t)値を

Short-term予測値として図1214-5中に点線で示した。

この点線とE(t)値はスパイク後15日までの実測値よ

く一致することから、スパイク後100分間のE(t)値の

実測値から、その後のE(t)値の時間変化を予測でき、

迅速にE値を算出できると考えられた。 

表1214-1 下水汚泥肥料の重金属濃度2) 

図1214-3 下水汚泥中の全 Cd 濃度と0.1M 塩

酸可溶性 Cd 濃度の関係 

図1214-4 下水汚泥中の全 Cd 濃度とリン酸

濃度の関係 

図1214-5 スパイク後の時間経過と土壌液相の同位体比から求めた E(t)値の関係3) 
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(ウ) 下水汚泥施用土壌のE値 

下水汚泥肥料を５年間連用した土壌と化学肥料の

みを施用した土壌のE値を比較した７)。褐色森林土の

汚泥区土壌のE(t)値は、対照区土壌のE(t)値とほぼ一致

した（図1214-6）。スパイク15日後のE(15d)値をみると、

0.18 mg/kg（対照区）～0.20 mg/kg（石灰汚泥区）

であり、同位体比測定の誤差を考えると、差とはい

えないレベルの違いであった。すなわち、５年間の

汚泥の連用は土壌の可給性Cdのプールに影響しない

と考えられた。 

 褐色低地土の高分子汚泥区土壌のE(t)値は、対照区

土壌のE(t)値とほぼ一致した（図1214-6）。ところが

石灰汚泥区土壌のE(t)値は、スパイク後４日目までの

期間において、対照区より顕著に低い値を示した。

E(t)値の差はスパイク後の時間経過とともに小さく

なり、スパイク15日後のE(15d)値は、0.09 mg/kg（石

灰汚泥区対照区）～0.10 mg/kg（対照区）となり、

ほぼ同じ値となった。すなわち、可給性Cdのプール

は汚泥施用の影響を受けないが、石灰汚泥区土壌の

同位体交換速度が対照区より遅いと考えられた。 

 エ 考 察 

(ア) 下水汚泥肥料中の重金属濃度 

下水処理場で発生する汚泥には、一次処理（ 初

沈澱池など）で発生する初沈汚泥と、二次処理（活

性汚泥法など）で発生する余剰汚泥がある。これら

を合わせて脱水処理等の汚泥処理プロセスを経た上

で焼却処理されるのが一般的な処理の流れである。

土木研究所の調査によると、下水処理場内の各プロ

セスにおけるCdの収支は、一次処理プロセスに流入

するCdを100%としたとき、初沈汚泥に45%、余剰汚泥

に47.7%が移行し、汚泥処理プロセスを経た脱水汚泥

に92.8%が移行する８)。Cdの他、脱水汚泥に80%以上

移行している金属は、銅（87.7%）、銀（90.5%）、ア

ンチモン（88.1%）、バリウム（91.3%）、鉛（83.9%）

である８)。下水汚泥はこれらの金属を効率よく濃縮す

ることから、汚泥中の重金属濃度は流入水に依存す

るといえる。副資材の有無は汚泥肥料中の重金属濃

度に影響していないことから、汚泥肥料を製造する

処理場においては、流入水質に注意を払う必要があ

る。わが国で生産されている下水汚泥肥料中の重金

属濃度は、 近のものほど低い濃度にあるとの指摘

がなされている２)。汚泥肥料を農業利用する上では好

ましい傾向であり、その要因は流入水質の向上にあ

ると考えられる。しかし、流入水質のさらなる向上

を図ることは困難であり、汚泥肥料中の重金属濃度

は、本研究で得られた水準で推移すると考えられる。 

 (イ) 同位体希釈法による可給性カドミウムの評

価とリスク軽減策への応用 

 農地にCd負荷を与える資材、たとえば汚泥肥料を

施用する場合、土壌中の可給性Cdのプールを増大さ

せない範囲で施用することで、作物に対するCdリス

クを増大させない施用ができると考えられる。土壌

中の可給性Cdのプールは、植物に対するCdリスクの

図1214-6 下水汚泥の施用が土壌の E(t)値に及ぼす影響7)

図1214-7 土壌 pHの違いが E(t)値に及ぼす影響9) 



― 225 ―

ポテンシャル（容量因子）であることから、長期的

なリスクを推し量る尺度として有効である。本研究

で供試した汚泥連用土壌のE値は対照区土壌と同じ

水準であったことから、Cdリスクのポテンシャルが

増大していないと判断される。さらに、汚泥施用に

伴う土壌pHの上昇や土壌有機物量の増加などにより、

作物のCd吸収が抑制的になることが期待される。作

物のCd吸収に直接影響するpH変化などはE値に反映

されない。ところが、土壌に炭酸カルシウムを添加

してpHを中性付近まで上昇させた場合、土壌CdのE

値は変化しないが、スパイク直後のE(t)値が低くなる

という結果を得た７)（図1214-7）。スパイク直後のE(t)

値が低くなるという結果は、石灰汚泥施用において

認められた結果（図1214-6）と同様である。すなわ

ち、これらの結果は土壌pHの変化による土壌固相と

液相との間のCd交換速度の変化がE(t)値から読み取

れることを示しており、E(t)値が固相から液相へのCd

の供給速度の代替指標になりうることを示す。した

がって、E値とE(t)値およびE値測定時の液相中のCd

濃度を組み合わせることで、作物のCd吸収予測が可

能と考えられる。 

オ 今後の課題 

 下水汚泥等の有機性廃棄物の施用土壌におけるCd

の作物への影響を評価するには、容量因子である可

給性Cdのプール、強度因子である土壌溶液中のCd濃

度、強度因子に影響する吸脱着特性の３つの要因を

様々な土壌について明らかにし、さらに作物中のCd

濃度と関連づけたデータの解析が必要である。同位

体希釈法を用いると、これらの３要因がE値、測定時

のCd濃度、E(t)値（r(1)/R）として容易に得られるこ

とから、本法を様々な土壌に適用し、作物影響の評

価に活用するためのデータを蓄積することが必要で

ある。 

 カ 要 約 

下水汚泥肥料の全Cd濃度は副資材の有無によらず

0.2～３ mg/kg程度であり、全Cdの概ね９割が0.1M

塩酸可溶性Cd濃度であった。土壌の液相と固相との

間で交換可能なCd量（可給性Cdのプール、E値）は、

土壌懸濁液に113Cdをスパイクし、液相中の113Cd/114Cd

比の経時変化を計測することにより算出できた。E値

は0.1M塩酸可溶性Cd濃度とほぼ同等であり、土壌の

全Cd濃度の50%程度に相当した。一般的な施用量であ

れば、有機性廃棄物の５年間の連用は土壌のE値に影

響しなかったことから、Cdリスクを増大させないと

判断された。 
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(5) 堆きゅう肥等のリスク評価とリスク軽減策の開

発 

ア 研究目的 

堆きゅう肥等の有機物は重要な土づくり資材とし
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てほ場に施用されているが、銅や亜鉛、カドミウム

等の重金属を含んでいる。2006年に畑作物をも含め

たカドミウムの国際的な基準値が設定された。しか

し、ほ場に施用された堆肥に由来するカドミウムの

作物への吸収や土壌への蓄積等のリスクは明らかに

なっていない。そこで、畜種別堆きゅう肥中のカド

ミウム含有率の実態、ほ場に施用された堆きゅう肥

に由来するほ場へのカドミウム負荷量と土壌への蓄

積、および堆きゅう肥施用ほ場で栽培した畑作物の

カドミウム含有率の把握をおこなう。 

 イ 研究方法 

(ア) 畜種別堆肥中カドミウム含有率の把握 

熊本県内で生産・流通している堆肥をサンプリン

グし、風乾後粉砕し、湿式分解（硝酸-過塩素酸）し

た後、カドミウム含有率を分析した。 

 (イ) 熊本県下の市町村別の堆肥由来カドミウム

発生量および農地への堆肥からの負荷量の推定 

 三島・松森のモデル１)を用いて熊本県下の市町村別

の畜種別ふん尿発生量および堆肥としての利用率を

求め、市町村別のカドミウム発生量および農地への

負荷量を推定した。 

 (ウ) 黒ボク土畑へのオガクズ牛ふん堆肥連用が

ダイズとコムギおよび土壌のカドミウム含有率に及

ぼす影響の把握 

 オガクズ牛ふん堆肥を1995年から１作当たり２

t/10aまたは４t/10a連用している畑ほ場（厚層多腐植

質黒ボク土）においてダイズ（フクユタカ）、コムギ

（シロガネコムギ）を栽培し、収量、子実および土

壌中のカドミウム含有率を調査した。また、これら

の結果をもとにほ場からのCd持ち出し量を推定した。

栽培は同一ほ場によるダイズ－コムギ体系で行い、

ダイズの播種は７月、収穫は11月に、コムギの播種

は11月下旬～12月上旬、収穫は５月下旬～６月上旬

に行った。施肥はダイズ、コムギそれぞれ栽培前に

行った。試験区の設定は以下のとおりとした。 

 (エ) 汚染土壌に対する畜種別堆肥施用が土壌の

形態別Cd含有率に及ぼす影響 

 汚染土壌（灰色低地土 0.1N塩酸抽出Cd：

0.53mg/kg乾土）に畜種別の堆肥を施用し、定本らの

方法２)に従い交換態、無機結合態、有機結合態および

遊離酸化物吸蔵態に分別定量をおこなった。 

化成肥料成分量
N-P2O5-K2O

(t/10a） (kg/10a） (kg/10a） (kg/10a） (kg/10a）

無堆肥区 0 125.3 114.2 100 20-20-20

堆肥2t区 2 125.3 114.2 100 20-20-20

堆肥４ｔ区 4 125.3 114.2 100 20-20-20

炭酸苦土
石灰

オガクズ牛
ふん堆肥

尿素入窒素加
里化成２号

過リン酸
石灰

注）ダイズ、コムギ 各１作毎の施用量 

表1215-1 試験区の設定と施肥量 

区 土　壌 試　験　内　容
1 灰色低地土 無堆肥
2 牛ふん堆肥　2t/10a
3 牛ふん堆肥　４t/10a
4 豚ふん堆肥　１t/10a
5 豚ふん堆肥　２t/10a
6 乾燥鶏ふん　500kg/10a
7 褐色森林土 無堆肥
8 牛ふん堆肥　2t/10a
9 牛ふん堆肥　４t/10a
10 豚ふん堆肥　１t/10a
11 乾燥鶏ふん　500kg/10a

表1215-2 試験区の土壌および施用した堆肥の種類と量 
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 (オ) 畜種別堆肥連用がダイズ、コムギ子実中Cd

含有率に及ぼす影響 

 土壌を充填した無底木枠（90cm×90cm×深さ

30cm）ほ場にて、ダイズ（フクユタカ）－コムギ（シ

ロガネコムギ）体系で堆肥の連用効果を検討した。

堆肥は深さ15cmまでの土壌にダイズ作前に混和した。

堆肥施用時に各区共通に炭酸苦土石灰200kg/10aを施

用した。 

ａ土壌および堆肥の性質 

土壌の性質：灰色低地土、pH(H2O)5.5、Cd量

0.1NHCl-0.44mg/kg乾土（汚染土壌） 
褐色森林土、pH(H2O)4.6、Cd量0.1NHCl-0.04mg/kg

乾土 

 堆肥の種類と全Cd含有率（mg/kg乾物）：乾燥鶏フ

ン:0.24、牛フン:0.21、豚フン:0.72 

ｂ試験区の設定 

試験区の設定は以下のとおりとした。 

 ウ 研究結果および考察 

(ア) 畜種別堆肥中カドミウム含有率の把握 

 牛ふん堆肥（79点）、豚ふん堆肥（37点）、鶏ふん

（17点）を分析した。結果、鶏ふんを原料とした堆

肥（乾燥鶏ふんを含む）が平均値・ 大値ともにCd

含有率は も高く、次いで豚ふん堆肥、牛ふん堆肥

であった（表1215-3）。今回の結果はこれまで報告さ

れている（牛ふん：0.38、豚ふん：0.50、鶏ふん：

0.57）３）や（牛ふん：0.64、豚ふん：0.85、鶏ふん：

1.58）４）に比べやや低い値であった(表1215-3)。 

 (イ) 熊本県下市町村別の堆肥由来カドミウム発

生量および農地への堆肥からのカドミウム負荷量の

推定 

 熊本県下市町村別の畜種別ふん尿発生量および堆

肥としての利用率は三島・松森のモデル結果を利用

し、市町村別の堆肥由来Cd発生量および農地への堆

肥由来負荷量を推定した。その結果、熊本県全体で

のCd発生量は290kg/年、堆肥からの農地への負荷は

１g/ha/年と推定された。市町村別では発生量33kg/

年、負荷量９g/ha/年と推定された自治体がみられた

（図1215-1）。 

牛ふん(79) 豚ぷん(37) 鶏ふん(17)
平 均 値 0.25 0.41 0.42
最 大 値 0.70 0.97 0.99
最 小 値 0.10 0.13 0.16
標準偏差 0.11 0.21 0.25

表1215-3 畜種別堆肥中カドミウム含有率(mg/kg 乾物) 
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熊本県発生量

  290kg・yr.
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図1215-1 市町村別家畜ふん由来 Cd 発生量と農耕地への負荷量 

注)  横軸は熊本県内94市町村それぞれに対応する（1997年度） 
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 (エ) 黒ボク土畑へのオガクズ牛ふん堆肥連用が

ダイズとコムギおよび土壌のカドミウム含有率に及

ぼす影響の把握 

 2004年から2006年に収穫されたダイズ子実中のカ

ドミウム含有率（mg/kg乾物）の平均値±標準偏差は

無堆肥区で0.0089±0.0016、堆肥２t区で0.0082±

0.0021および堆肥４t区で0.0084±0.0015であり、堆

肥施用量の増加に伴う子実中カドミウム含有率の上

昇はみられなかった。また年次間による変動も小さ

かった（図1215-2）。また、コムギ子実中のカドミウ

ム含有率（mg/kg乾物）の2004～2006年の平均値±標

準偏差についても無堆肥区で0.051±0.0087、堆肥２

t区で0.046±0.0038および堆肥４ t区で0.049±

0.0047であり堆肥施用量増加による影響は認められ

なかった（図1215-3）。このため、ダイズ・コムギと

もに堆肥施用量の増加に伴った子実中Cd含有率の上

昇はみられなかった。 

 ダイズ、コムギともに子実以外の植物体部分のカ

ドミウム含有率にも堆肥施用量増加による影響は認

められなかった。また収量に大きな差はみられず、

植物体によるほ場からのカドミウム持ち出し量に差

はみられなかった（表1215-4、1215-5）。 

 施用した堆肥は0.12mg/kg現物のカドミウムが含

まれ、また他の化成肥料にもカドミウムが含まれて

いた（表1215-6）。このため、各区の１作当たりカド

ミウム負荷量（mg/10a）は無堆肥区279、堆肥２t区

519および堆肥４t区759であった。一方、作物体によ

る１作当たりのカドミウム持出し量の 大値はコム

ギ（堆肥２t区）の151mg/10aであった。このため作

毎にカドミウムは土壌に蓄積され、その蓄積量は堆

肥施用量の増加に従い増えると考えられた。 

 2006年ダイズ作後の土壌中の全カドミウム含有率

（mg/kg乾土）は無堆肥区で0.49、堆肥２t区で0.50

および堆肥４t区で0.55となり、堆肥施用量に従い上

昇し、土壌にカドミウムが蓄積していることが明ら

かとなった。しかし、土壌の0.1 N 塩酸抽出態カド

ミウム含有率（mg/kg乾土）は無堆肥区で0.11、堆肥

２t区で0.10および堆肥４t区で0.07となり、堆肥施用

量に伴った上昇は認められず、堆肥４t区において

も低い値であった。また、0.01N 塩酸抽出態カドミ

ウム含有率（mg/kg乾土）は 無堆肥区で3.0×10-3、

堆肥２t区で1.3×10-3および堆肥４t区で1.2×10-3で

あり、堆肥を施用していない無堆肥区が も高く、

堆肥４t区が も低い値であった。なお、土壌の

pH( H2O )は無堆肥区が6.5、堆肥２t区が6.4および

堆肥４t区が6.8と堆肥４t区が も高くなっていた

（表1215-7）。 

図1215-2 堆肥連用がダイズ子実中カドミウム含有率に及ぼす影響 
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図1215-3 堆肥連用がコムギ子実中カドミウム含有率に及ぼす影響 
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 (オ) 汚染土壌に対する畜種別堆肥施用が土壌の

形態別Cd含有率に及ぼす影響 

 堆肥を施用した汚染土壌の形態別Cd含量は、交換

態Cdがいずれの畜種でも減少する傾向にあり、有機

結合態Cdは施用量が少ない鶏ふん堆肥を除いて、牛、

豚ともに増加した（表1215-8）。 

 (カ) 畜種別堆肥連用がダイズ、コムギ子実中Cd

含有率に及ぼす影響 

表1215-4 オガクズ牛ふん堆肥連用ほ場でのダイズ１作当たりカドミウム負荷量と持ち出し量（2006

年結果） 

子実 枝 莢
収量 Cd濃度 Cd持出し量 収量 Cd濃度 Cｄ持出し量 収量 Cd濃度 Cｄ持出し量

mg/10a mg/10a kg/10a mg/kg mg/10a kg/10a mg/kg mg/10a kg/10a mg/kg mg/10a

無堆肥区 279 17 189 0.014 3 189 0.045 9 229 0.025 6

堆肥２ｔ区 519 16 224 0.010 2 196 0.042 8 277 0.021 6

堆肥４ｔ区 759 21 297 0.016 5 198 0.043 9 304 0.026 8

区
１作あたり
負荷量

持ち出し
量

表1215-5 オガクズ牛ふん堆肥連用ほ場でのコムギ1作当たりカドミウム負荷量と持ち出し量

（2006年結果） 

麦稈 子実
収量 Cd濃度 Cd持出し量 収量 Cd濃度 Cｄ持出し量

mg/10a mg/10a kg/10a mg/kg mg/10a kg/10a mg/kg mg/10a

無堆肥区 279 147 1258 0.093 117 476 0.071 29

堆肥２ｔ区 519 151 1266 0.102 128 442 0.060 23

堆肥４ｔ区 759 129 1324 0.080 106 467 0.057 23

区
１作あたり
負荷量

持ち出し
量

0.12 0.09 0.02 2.04 0.35

炭酸苦土
石灰

オガクズ
牛ふん堆肥

尿素入窒素加
里化成２号 塩化カリ

過リン酸
石灰

表1215-6 施用した資材のカドミウム含有率（mg/kg 現物） 

表1215-7 2006年ダイズ作後土壌中カドミウム含有率および土壌 pH 

total-Cd 0.1N-HCl 0.01N-HCl pH(H2O)

無堆肥区 0.49 0.11 3.0ｘ10-3 6.5

堆肥２ｔ区 0.50 0.10 1.3ｘ10-3 6.4

堆肥４ｔ区 0.55 0.07 1.2ｘ10-3 6.8

土壌中カドミウム含有率(mg/kg乾土)

表1215-8 堆肥添加後における土壌中の形態別カドミウム含有率 

無堆肥 5.3 0.53 0.20 0.25 0.12 0.10

鶏０．５ｔ 0.24 5.5 0.55 0.14 0.25 0.12 0.10

牛　４ｔ 0.21 6.1 0.57 0.03 0.22 0.21 0.12

豚　２ｔ 0.72 6.3 0.52 0.02 0.20 0.23 0.14

Cd含有率 ： mg/kg乾物、mg/kg乾土

処理 堆肥Ｃｄ含有率 ｐＨ(H2O) 0.1N-HCl 交換態 無機結合態 有機結合態 遊離酸化物吸蔵態
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 灰色低地土への家畜ふん堆肥の連用は牛、豚、鶏

のいずれの堆肥においても、ダイズおよびコムギ子

実中のCd含有率を高めることはなく、豚ふん堆肥の

多施用ではむしろ吸収抑制的に働いた。褐色森林土

への家畜ふん堆肥の連用においても牛、豚、鶏のい

ずれの堆肥も、ダイズおよびコムギ子実中のCd含有

率を高めることはなかった。（表1215-9）。 

 なお、灰色低地土における鶏ふん堆肥施用初年目

ダイズ作においては、跡地土壌のpH(H2O)が低下し、

このために子実中Cd含有率が上昇した（表1215-10）。 

 エ 要 約 

 熊本県における農耕地へのCdの推定負荷量は、１

haあたり年間１gであった。牛ふん堆肥、豚ふん堆肥

を熊本県堆肥施用基準（２～４t/10a）に従って施用

した場合、ダイズ・コムギ子実中のCd含有率の上昇

はみられず、むしろ吸収抑制的な効果がみられた。

また、複数年連用しても、Cd含有率の上昇はみられ

なかった。しかし、牛ふん堆肥、豚ふん堆肥を施用

した場合、堆肥によるCd負荷に加え、作物によるCd

吸収量が低下することも影響して、堆肥無施用土壌

に比べ土壌へのCd蓄積がみられたが、0.1N塩酸抽出

態Cd含有率や交換態Cd含有率など、植物に利用され

やすいと考えられるカドミウムの増加はみられな

かった。 

オ 今後の課題 

 堆肥を施用することによりダイズ・コムギ子実中

Cd含有率は上昇することはなく、抑制的な効果を示

すことが明らかになった。更に、カドミウム非汚染

地土壌では10年程度、カドミウム汚染地土壌におい

ても５年程度堆肥を連用したとしても、ダイズ・コ

ムギ子実中Cd含有率を高めることがないことが明ら

かになった。しかし、堆肥施用により土壌へカドミ

ウムが蓄積することがあきらかになり、今後は更に

長期的な堆肥施用に伴うカドミウムリスクについて

の検討が必要と考えられる。 

 カ 引用文献 

１) 三島慎一郎・松森信・井上恒久(2004).都道府県・

市町村単位での窒素収支算出を行うデータベース

表1215-9 畜種別堆肥連用がダイズ、コムギ子実中 Cd 含有率に及ぼす影響 

区 土　壌 試験内容 2003年 2004年 2005年 2006年 2003年 2004年 2005年 2006年
1 灰色低地土 無堆肥 0.42 0.41 0.22 0.14 0.58 0.29 0.26 0.28
2 牛ふん  2t 0.31 0.32 0.27 0.12 0.48 0.17 0.16 0.17
3 牛ふん  ４t 0.40 0.26 0.17 0.11 0.42 0.14 0.17 0.14
4 豚ふん  １t 0.26 0.23 0.25 0.12 0.42 0.17 0.16 0.18
5 豚ふん  ２t 0.24 0.21 0.14 0.06 0.37 0.13 0.13 0.13
6 鶏ふん　500kg 0.45 0.31 0.26 0.12 0.56 0.21 0.23 0.23
7 褐色森林土 無堆肥 0.06 0.11 0.02 0.05 0.06 0.04
8 牛ふん　2t 0.06 0.10 0.01 0.04 0.07 0.04
9 牛ふん　４t 0.05 0.09 0.02 0.04 0.05 0.05
10 豚ふん　１t 0.05 0.10 0.01 0.03 0.05 0.03
11 鶏ふん　500kg 0.07 0.10 0.01 0.04 0.08 0.04

子実中カドミウム含有率(mg/kg乾物)
ダイズ コムギ

ダイズ子実Cd

区 土　壌 試験内容 0.1N-HCl 0.01N-HCl
1 灰色低地土 無堆肥 0.42 5.9 0.47 0.15
2 (平成15年） 牛ふん  2t 0.31 6.1 0.40 0.08
3 牛ふん  ４t 0.40 6.3 0.45 0.06
4 豚ふん  １t 0.26 6.2 0.43 0.10
5 豚ふん  ２t 0.24 6.4 0.41 0.03
6 鶏ふん　500kg 0.45 5.5 0.45 0.12
7 褐色森林土 無堆肥 0.06 5.3 0.05 0.02
8 (平成16年） 牛ふん　2t 0.06 5.6 0.05 0.01
9 牛ふん　４t 0.05 5.7 0.05 0.01
10 豚ふん　１t 0.05 5.7 0.05 0.01
11 鶏ふん　500kg 0.07 5.5 0.05 0.01

土壌Cd　（mg/kg乾土）
mg/kg乾物

跡地土壌の化学性

pH(H2O)

表1215-10 畜種別堆肥施用初年目ダイズ作後の土壌化学性 
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の構築，土肥誌，75,275-281 

２) 定本裕明・飯村康二・本名俊正・山本定博(1994).

土壌中重金属の形態別分別法の検討，土肥誌，

65,645-653 

３) 折原健太郎・上山紀代美・藤原俊六郎(2002).家

畜ふん堆肥の重金属含有量の特性，土肥誌，

73,403-409 

４) 農水省農産課(1982).堆きゅう肥等有機質資材の

品質 

 研究担当者（柿内俊輔＊、三角正俊、中畠吉直、古

家光之） 

２ 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 

(1) 北陸東部地域における営農対策技術の確立 

ア 研究目的 

 玄米のカドミウム(Cd)含量の食糧庁基準値は現在

0.4ppmであるが、これを超える玄米が生産される危

険性のある準汚染地の地域区分のために水稲と土壌

分析データ等によるリスク評価について検討を行う

と共に、Cd吸収抑制資材や水管理方式についてより

効果の安定した方法や、水稲を用いた生物土壌修復

の効果等を検討する。また、水田転作の主要作物で

あるダイズのCd吸収抑制技術について検討し、イネ

－ダイズ栽培の輪換田で体系的なCd負荷軽減のため

の営農技術体系を確立する。水稲では水田での収穫

期の地耐力を維持しながら玄米Cd含量を低減する水

管理技術を明らかにする。またCd吸収能の高い水稲

品種を選定して、その土壌修復効果を検討し、Cdリ

スクの高い圃場を対象としたCd負荷軽減技術に資す

る。 

 イ 研究方法 

(ア) 作物と土壌データに基づく農耕地のCdリス

ク評価 

 ａ 県内水田土壌56点（作土）を風乾処理し、

0.1M塩酸抽出（１:５）、１M硝酸アンモニウム抽出

（１:10）による可給態Cd含量を測定した。同時に土

壌pH(H2O)を測定しこれらの測定値からコシヒカリ

玄米Cd濃度の推定を試みた。 

  ｂ 0.1M塩酸抽出土壌Cd濃度の異なる３種類

の土壌（1.09 mg kg-1、0.42 mg kg-1、0.26 mg kg-1）

を用いてコシヒカリをコンテナ栽培し、水管理を変

えてコシヒカリ玄米Cd濃度に及ぼす影響を２ヵ年間

検討した。水管理は、①移植から収穫まで常時湛水

管理（湛水管理）、②中干し以降間断潅水（慣行管理）、

③中干し以降極力節水管理（節水管理）の３水準を

設けた。 

 (イ) 水稲・ダイズにおけるCd吸収抑制資材、品

種の利用技術の確立 

 ａ 中粗粒強グライ土（芝井統）の水田（0.1M

塩酸抽出Cd0.35 mg kg-1）で、コシヒカリを供試し、

石灰やリン酸質資材、石灰窒素の施用による玄米、

茎葉Cd含量の低減効果を比較するとともに、効果の

持続性や施用翌年度以降の添加量について検討した。 

 ｂ 玄米Cd濃度低減のための出穂期前後各20日

間の湛水管理（湛水区）が収穫時の水田地耐力に及

ぼす影響を検討するため、隣接する慣行水管理田（慣

行区）を対照に収穫時の地耐力を矩形板①

（10×2.5cm）、矩形板②（10×５cm）を用いて調査し

た。 

 ｃ ダイズにおける子実Cd濃度の品種間差を検

討するため、中粗粒強グライ土（滝尾統）の水田転

換畑（0.1M塩酸抽出Cd0.49 mg kg-1、転換初年目及

び２年目）で９品種を作付けし、子実のCd濃度を調

べた。また、５種類の土壌改良資材についてエンレ

イに対するCd吸収抑制効果を検討した。更に、水稲

－ダイズ輪作体系におけるアルカリ資材の施用効果

の持続性について検討した。  

 (ウ) クリーニングクロップの利用による土壌修

復の検討 

  ａ Cd汚染土壌の修復技術の一つである植物に

よる土壌修復（ファイトレメディエーション）技術

を確立するため、修復に適するCd高吸収イネ品種の

選抜および修復に要する年数、効果を検討した。供

試品種はハバタキ(3)、ミナミユタカ(2)、クサユタカ

(3)、密陽23号(3)、モーれつ(3)、LAC-23(3)、IR-8(3)

の７品種を用いた。カッコ内は修復回数を示す。 

 ウ 研究結果 

 (ア)作物と土壌データに基づく農耕地のCdリスク

評価 

 ａ 水田土壌（作土）の0.1M塩酸および１M硝

酸アンモニウム抽出による可給態Cd含量と玄米Cd濃

度に相関は認められなかった。また、土壌pHを加え

た重回帰分析でも有意な相関関係は認められなかっ

た。 

ｂ ７月下旬以降の酸化還元電位は水管理の違
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いにより大きく異なり、湛水区では-150mV以下、節

水区では+500mV以上、慣行区ではその中間を示し、

土壌による違いは小さかった(図1221-1)。７月下旬

以降の土壌pHも水管理の違いにより大きく異なり、

湛水区で６以上、節水・慣行区で６以下となった(図

1221-2)。玄米Cd濃度は、土壌が節水管理になるほど

高くなった(図1221-3)。過去２ヵ年の0.1N塩酸抽出

Cd 濃度と８月中の酸化還元電位、および土壌pH（生

土）を説明変数として重回帰分析により玄米Cd濃度

を推定した結果、有意な相関が得られた(図1221-4）。 

 (イ) 水稲・ダイズにおけるCd吸収抑制資材、品

種の利用技術の確立 

 ａ アルカリ資材の施用効果では、熔リン250～

500kg/10a、ALC（粒状）500kg、及びケイ酸リン酸肥

料500kg、炭カル500kg、苦土焼リン200kgの施用で玄

米Cd含量は無施用の14～44％に低下し低減効果が大

きかった。これらの資材施用により分げつ期の土壌

pHは6.5～6.9に高まった。石灰窒素３kgN/10aの施用

では、土壌pHはあまり上昇しなかったが、玄米Cd含

量は58％に低下した(図1221-5)。熔リン施用による

吸収抑制効果の持続性は250～500kg/10aの施用で２

年目までは認められるが、３年目では土壌pHが低下

し玄米Cd含量は無施用の80～90％となった。しかし、

４年目に200kg添加することによって玄米Cd低減効

果は再び認められた。ALC（粒状）では２年目無添

加でも土壌pHは約6.5を維持し玄米Cd含量の低減効

果は認められたが、３年目も無添加では対照の72％

の玄米Cd含量となった。これに対しケイ酸リン酸肥

料では３年目まで効果が持続することが認められた。

炭カルは２年目まで効果が持続した(図1221-6)。 
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図3　2ヵ年の玄米Cd濃度
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ｂ 地耐力については、９月24日（収穫５日前）

に は 慣 行 区 で は 間 断 灌 水 に よ り 矩 形 板 ①

（10×2.5cm）、矩形板②（10×５cm）の沈下量は、

どちらも１～２cmでコンバイン収穫に十分な地耐力

が得られた。しかし、湛水区では９月３日に落水す

ると、９月24日には矩形板②の沈下量は１cmであっ

たが、矩形板①の貫入深はコンバインの収穫作業に

支障のでる14cmとなった。また、その後の降雨によ

り土壌硬度は低下した。 

 ｃ ダイズ子実中Cd濃度はアルカリ資材を施用

し、土壌pHを高めることで低下した(図1221-7)。ま

た、転換初年目の子実中Cd濃度は転換２年目に比べ

高い傾向であった。子実中Cd濃度はダイズ品種間で

有意な差が認められ、Harosoy＞スズユタカ＞エンレ

イ他となった(表1221-1)。水田における水稲―ダイ

ズの輪換体系におけるアルカリ資材の施用法を検討

した結果、水稲に用いたアルカリ資材の効果は次年

度のダイズの吸収抑制には十分ではなかったが、ダ

イズに用いたアルカリ資材の効果は復田初年目の水

稲の吸収抑制効果は大きかった。 

 (ウ) クリーニングクロップの利用による土壌修

復の検討 

 コシヒカリと比較した成熟期はクサユタカでやや

早く、ハバタキ、密陽23号で同程度、モーれつで約

２週間遅れ、LAC23、IR-8では１ヶ月以上遅かった。

密陽23号、モーれつで脱粒性が激しかった(表

1221-2)。３作の修復により も土壌Cd収奪量が多

かったのはIR-8で、次いでモーれつであり、これらの

品種の作付け土壌のCd濃度も大きく低下した。(表

1221-3、図1221-8) 

 ３作の修復後に栽培したコシヒカリの玄米Cd含量

はCd収奪量の多い品種ほど低かったが、一部品種で

収量の低下がみられた(表1221-4)。３作の修復栽培

により土壌の肥沃度の低下が認められた(表1221-5)。 

図1221-5 アルカリ資材施用による玄米 Cd 濃度と土壌 pH 

図1221-6 アルカリ資材施用の施用履歴と玄米 Cd 濃度及び土壌 pH 
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表２　品種別子実中カドミウム濃度

04/03

Harosoy 0.59 0.55 ｃ 0.92

フクシロメ 0.29 0.15 ａ 0.51

おおすず 0.32 0.13 ａ 0.40

たまうらら 0.31 0.14 ａ 0.45

こすず 0.44 0.15 ａ 0.35

エンレイ 0.28 0.15 ａ 0.54

あやこがね 0.35 0.14 ａ 0.41

スズユタカ 0.61 0.32 ｂ 0.53

作系４号 0.24 0.13 ａ 0.56

平均
2) 0.38 0.21 ＊ 0.54

1)Tukeyの多重比較　同符号間は危険率5%で有意差なし

2)＊：ｔ検定　危険率５％で有意

品種＼年次
2003 20041)

(mgkg-1) (mgkg-1)

図1221-7 土壌 pH とダイズ子実 Cd 濃度の関係

表1221-1 ダイズ子実 Cd 濃度の品種間差異

表 供試 種 特

ハバタキ 8/5 9/8 69 25 15 難 強
クサユタカ 8/8 9/8 80 21 16 難 強
密陽23号 8/13 9/8 67 28 18 極易 強
モーれつ 8/19 9/16 100 32 12 極易 弱
LAC23 9/8 10/25 121 28 8 易 弱

IR8 9/15 10/25 53 24 17 易 極強
(2005)

品種名 出穂 成熟期 稈長
(cm)

穂長
(cm)

脱粒
性

耐倒
伏性

穂数
(本/株)

表1221-2 土壌修復に用いた水稲品種の生育特性 

表1221-3 土壌修復に用いた水稲品種の土壌 Cd の収奪量 

1作目 2作目 3作目 合計

ハバタキ 29.6 35.4 26.3 91.2
クサユタカ 9.9 10.6 5.1 25.6
密陽23号 46.6 25.3 20.7 92.6
モーれつ 36.1 42.2 43.4 121.6
LAC23 27.9 17.4 14.1 59.4

IR8 32.1 67.2 58.9 158.2

土壌カドミウム収奪量(gha
-1

)
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図1 修復3作における土壌Cd含量の変化
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図1221-8 土壌修復に用いた水稲品種による土壌 Cd 含量の変化 
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 エ 考 察 

 (ア) 作物と土壌データに基づく農耕地のCdリス

ク評価 

作物のカドミム吸収と関連のあると思われる土壌

Cd濃度と土壌pHを用いて玄米Cd濃度の推定を試み

たが、まったく相関は認められなかった。この理由

として、増井ら(1971）の報告に見られるように、出

穂日以降の土壌の乾湿により玄米Cd濃度が大きく変

動することが原因と考えられ、水田土壌では風乾土

の土壌理化学性から玄米Cd濃度を推定することは困

難と考えられる。 

 そのため、土壌中のCdの可給性を左右する土壌酸

化還元電位(土壌Eh)と土壌pHについて、実際の栽培

期間中の土壌を用いて測定した結果、特に、８月以

降の土壌Ehと有意な負の相関が認められた。土壌中

のCdは土壌Ehが-150mV以下になると難溶性の硫化

Cdを生成することが知られており(飯村ら,1975)、登

熟期間の土壌還元を維持するための湛水管理がCd吸

収の抑制に非常に効果が高いことが圃場レベルでも

認められた。 

 (イ) 水稲・ダイズにおけるCd吸収抑制資材、品

種の利用技術の確立 

 水稲におけるCd吸収抑制効果の高かった資材はい

ずれも 高分げつ期の土壌pHが6.5以上であり、概ね

土壌pHと玄米Cd濃度は比例関係が認められた。土壌

中の交換態Cdは土壌pHの増加に伴い減少することが

報告されており（Xian et al.,1989）、水田においても

土壌pHを高めることにより交換態Cd画分が減少し、

玄米Cd濃度が低下したものと考えられた。 

 地耐力については通常の水管理と異なりCd吸収抑

制水管理（出穂前後の湛水管理）を実施すると、土

壌条件に関わらず収穫時の地耐力が少なからず低下

し、コンバイン収穫作業に支障をきたす事例がある。

試験圃場においても湛水管理によりコンバイン収穫

作業性が低下したが、収穫時の地耐力は矩形板

（10×2.5cm）を用いることにより判定可能であった。

玄米Cd含量の低減のためには出穂期後20日目までの

湛水管理が必要であることから、落水期以降の溝切

り、暗渠排水などによる積極的な排水対策で地耐力

を高める必要がある。また、収穫時の地耐力は直前

の降雨等の気象条件により大きく左右される他に、

連年の湛水処理による土壌の軟弱化も地耐力低下の

大きな要因と考えられた。 

 ダイズでは子実Cd濃度に品種間差が認められ、北

陸地域で主に作付けされているエンレイはCd吸収量

が少ないことが明らかとなった。また、他の品種に

ついてもエンレイと同程度であったが、Harosoy等で

はエンレイの約２倍の子実Cd濃度となり、特に転換

初年目についてはCd吸収量が増大した。 

 (ウ) クリーニングクロップの利用による土壌修

復の検討 

水稲を用いた土壌浄化は栽培・収穫作業に既存の

表 修復後 玄米 含

N含量※1

(t ha-1) (t ha-1) (本 m-2) (g) (%)

ハバタキ 12.3 5.40 313 22.2 0.95 0.12 ab
ミナミユタカ 12.5 5.54 320 22.2 0.91 0.11 a

クサユタカ 11.3 4.87 312 21.7 0.88 0.18    c

密陽23号 11.5 5.31 293 22.5 0.95 0.15   bc
モーれつ 10.2 4.65 315 22.3 0.93 0.11 a
LAC23 11.2 5.00 283 22.3 0.88 0.18    c

IR8 9.5 4.34 254 22.1 0.86 0.11 a
※1　

粒厚1.85mm以上、水分15.5% (2007)
※2　

異なる符合間には5%水準で有意差あり(Turkey法)

玄米
千粒重※1穂数

(mg  kg-1)

Cd含量※2修復品種 全重
精玄米

重※1

表1221-4 土壌修復後に栽培したコシヒカリの収量および玄米 Cd 濃度 

CaO MgO K2O

(%) (%) (cmolc kg
-1

) (%) mg100gD.S (%) (mg100gD.S.)

修復前(a) 6.0 4.63 0.371 17.6 1669 385 265 47.9 70.8 0.91 29.8
修復後(b) 5.5 3.20 0.255 14.3 1214 173 40 37.0 57.0 0.77 21.4

t検定
*1 * * * * ** ** *

　
*1

　*：5%水準，**：1%水準で有意差あり (2007)

塩基
飽和度

有効態
リン酸

遊離
酸化鉄

可給態
N含有率

(mg100gD.S.)

pH
(H2O) T-C T-N CEC

交換性塩基

表1221-5 土壌修復による土壌化学性の変化 
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農業機械を利用できることや、客土等の大規模な土

木工事を必要としないため低コスト技術として実用

化が検討されている。既に、日印交雑品種がCd高吸

収能を示すことがArao and Ae（2003）により明らか

にされており、本研究でも同様な結果となった。し

かし、複数年の節水栽培による土壌浄化により地力

消耗が明らかとなり、それによると思われる玄米収

量の低下がみられた。そのため、浄化栽培後に土づ

くり資材や堆肥等を積極的に投入し地力の回復を図

る必要が示唆された。 

 オ 今後の課題 

 (ア) 作物と土壌データに基づく農耕地のCdリス

ク評価 

水田では水管理が異なった場合は風乾土の土壌理

化学性からの水稲のCd吸収量予測は困難であり、出

穂期以降の土壌の酸化還元電位等を用いたリスク評

価指標を作成する必要がある。また、圃場での簡易

なリスク評価法の開発が望まれる。 

 (イ) 水稲・ダイズにおけるCd吸収抑制資材、品

種の利用技術の確立 

 水稲ではアルカリ資材の土壌添加によるCd吸収抑

制効果が認められたが、土壌タイプ毎の施用効果や

持続性について更に検討が必要である。また、アル

カリ資材施用のみではCd吸収抑制効果が劣るため、

湛水管理との併用が必要である。ダイズでもアルカ

リ資材の施用効果が認められたが、土壌によっては

アルカリ資材を施用しても子実Cd濃度が0.4mg kg-1

を超過事例が見られたため、更なる吸収抑制方法を

開発する必要がある。 

 (ウ) クリーニングクロップの利用による土壌修

復の検討 

 Cd高吸収品種の作付により土壌Cd濃度は低下した

が、畑状態に近い栽培管理により土壌肥沃度の低下

がみられたため、早急な地力回復を図る必要性が認

められた。また、更なるCd高吸収能をもった水稲を

探索すると共に、収穫残渣の有効利用法を検討する

必要がある。 

 カ 要 約 

 (ア) 作物と土壌データに基づく農耕地のCdリス

ク評価 

風乾土の土壌理化学性と玄米Cd濃度との相関は認

められなかったが、0.1M塩酸抽出Cd 濃度と８月中

の酸化還元電位、および土壌pH（生土）を説明変数

として玄米Cd濃度を重回帰分析により推定した結果、

有意な相関が得られた。  

 (イ) 水稲・ダイズにおけるCd吸収抑制資材、品

種の利用技術の確立  

 水稲及びダイズにおけるアルカリ資材の施用効果

を明らかにした。水稲では湛水管理による収穫期の

地耐力について矩形板を利用して評価した。ダイズ

では子実Cd濃度の品種間差異および田畑輪換におけ

るアルカリ資材の効果的な施用法を検討した。 

 (ウ) クリーニングクロップの利用による土壌修

復の検討  

 土壌修復に適した水稲品種を選定し、土壌修復効

果および修復後の玄米Cd濃度の低下を明らかにした。 
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(2) 北陸西部地域における営農対策技術の確立 

 ア 研究目的 

 「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」（土染

法）に抵触しない程度の低濃度カドミウム汚染地に

おいて、土壌属性データによるリスク評価法につい

て検討するとともに、水稲－大豆栽培の輪換利用水

田におけるカドミウム負荷軽減のための営農対策技

術体系を確立する。 

 イ 研究方法 

(ア) 土壌属性データによるリスク評価法の検討 

土染法に基づき昭和46年から49年に富山県神通川

流域で実施された細密調査結果より約1100点の土壌

属性データ等を整理し多変量解析を実施した。（解析

対象データ：表層土壌の0.1MHCl抽出Cd/Zn/Cu，CEC，
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交換性CaO/MgO/K2O/Na2O，pH(H2O/KCl)，HClO4

分解Cd/Zn/Cu，次表層土壌の0.1MHCl抽出Cd/Zn/Cu，

土壌タイプ(施肥改善事業方式)，水稲作付け品種(早

晩性)） 

(イ) カドミウム負荷軽減技術の確立 

ａ イネ・ダイズの吸収抑制技術の確立 

 神通川流域の農用地土壌汚染対策地域周辺で、玄

米カドミウム濃度が0.4mgkg-1を超える地域として特

定された産米流通対策地域内の県有施設圃場におい

て実施した。試験圃場は中粗粒グライ土に分類され、

作土のカドミウム含量は0.3mgkg-1（0.1molL-1塩酸抽

出）程度で、粘土含量が13%、CECが11cmolckg
-1と汚

染レベル及び緩衝能が低い土壌である。 

 イネ（供試品種：コシヒカリ）については、水管

理処理３水準とアルカリ資材施用処理２水準の二元

配置により吸収抑制効果を検討した。水管理処理は、

中干し（６月中旬）後間断灌漑を継続する対照区に

対して、出穂前15日からの40日程度を湛水管理とす

る後期湛水区（後湛区）と移植から出穂後25日まで

湛水を継続する常時湛水区（常湛区）を設定した。

アルカリ資材施用処理は、主成分としてケイ酸分も

含む資材を用い、無施用と６tha-1連用の処理区を設定

した。生育期間中に作土層のEhとpHを調査し、成熟

期にイネ試料を採取して玄米カドミウム濃度を測定

して試験処理の効果を検討した。 

ダイズについては、４品種（エンレイ、オオツル、

スズユタカ、関東100号）に対しアルカリ資材の施用

効果について検討した。アルカリ資材には軽量気泡

コンクリート粉末肥料（粒状ALC）を用い無施用と

20tha-1施用の処理区を設定した。成熟期にダイズ試料

を採取してカドミウム濃度を測定して資材施用処理

の効果を検討した。併せて土壌試料を採取し、アル

カリ資材によるpH（H2O）の矯正効果を検討した。 

 ｂ カドミウム高吸収イネによる土壌浄化技術

の検討 

試験圃場は、前項ａに示した圃場に隣接しており、

土壌条件はほぼ同じである。単位面積あたりのカド

ミウム吸収量を主な指標として、浄化用イネとして

用いる高吸収品種を選抜し、そのバイオマスを確保

するための窒素施肥法について検討した。併せて、

圃場１筆（20a程度）レベルで選抜した浄化用イネを

連作し、浄化効率について検討した。 

ウ 研究結果 

(ア) 土壌属性データによるリスク評価法の検討 

土壌分析データ間の相関関係と主成分分析の結果

より、①表層土壌の0.1MHCl抽出Cd/Cu、CEC、

pH(H2O)の４項目を選抜した場合及び②0.1MHCl抽

出Cuを土壌タイプに置き換えた場合について重回帰

分析を実施したが、リスク評価が可能な予測式は得

られなかった(R2<0.15)。また、水稲の早晩性も含め

て数量化理論Ⅱ類による予測を試みた結果、判別的

中率は51％であり、玄米Cd濃度に対する土壌分析

データの影響度は、土壌タイプや水稲の早晩性より

も低かった。 

水管理 資材連用*1 汚染リスク

(出穂前後日数） （gm-2・y-1） 2002年 2004年 平均 (％)

 対照区 中干し後間断灌漑 0 0.61a±0.49 0.25a±0.29 0.64a±0.18 0.50a 74.6

 対照+資材区 〃 600 0.65a±0.23 0.15b±0.35 0.19b±0.29 - -

 後湛区 -15～+25日湛水 0 0.12
b
±0.07 0.07

c
±0.09 0.05

c
±0.03 0.08

b 0.21

 後湛+資材区 〃 600 0.13
b
±0.09 0.05

cd
±0.03 0.06

c
±0.03 - -

 常湛区 移植～+25日湛水 0 0.06
c
±0.03 0.02

d
±   0 0.02±0.03 0.03

b 0.07

 常湛+資材区 〃 600 0.07
c
±0.06 0.02

d
±0.03 - - -

*1 2001年よりケイ酸を含むアルカリ資材を連用（作土全層に春施用）．

*2 平均±99%信頼区間を表示し、年次別の平均値の異符号間には5%水準で有意差あり（Tukey法：但し、2004年では

*3 常湛区を除き、3年間の平均では+資材区を除いて検定）．

処理区
玄米カドミウム濃度*2(mgkg-1)

2003年

表1222－1 吸収抑制処理と玄米のカドミウム濃度及び汚染のリスク（0.4mgkg-1以上となる確率）
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(イ) カドミウム負荷軽減技術の確立 

ａ イネ・ダイズの吸収抑制技術の確立 

 イネの水管理処理に関し、後湛区及び常湛区では

玄米Cd濃度が安定して低減され、0.4mgkg-1を超える

リスクも１%未満に低減された(表1222-1)。対照区の

イネのCd吸収量は、主に出穂前15日からの生育後半

で増加しており、この時期(出穂前15日より40日程

度)の湛水処理によりCd吸収が効果的に抑制された

(図1222-1)。出穂後20日間の湛水処理については、

玄米Cd濃度が0.4mgkg-1未満に維持されるとともに

収穫期の地耐力が改善されたことから (図1222-2、

3)、半湿田等地耐力確保が容易ではない条件下での

対応策や非汚染地における玄米Cd濃度の一層の低減

策としてその効果が期待された。アルカリ資材の連

用効果は、対照＋資材区で連用３回後の2003年から

明らかであったが、玄米Cd濃度の平均＋99%信頼区間

の値は、2004年においても0.4mgkg-1を超過した(表

1222-1)。2005年までの試験結果を総合すると、生育

後期を間断灌漑とした場合、出穂前後40日の平均土

壌pHが6.2以上の範囲で玄米Cd濃度の平均＋99%信頼

区間が0.4mgkg-1未満となった。 

 ダイズのアルカリ資材処理に関し、子実、莢殻及

び茎のCd濃度がいずれの品種においても低減され、

子実での低減効果として対照区に対し平均17％の低

減が認められた(図1222-4)。子実Cd濃度を品種間で

比較すると、関東100号で低くスズユタカで高くなり、
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図1222-1 水管理とイネの生育時期別＊1

の地上部カドミウム吸収量＊2 

　*1 出穂前15日を基準に生育の前半と後半に区分．

　*2 2002年～2004年の平均±標準誤差．

図1222-2 湛水処理期間と玄米カドミウム濃度＊1､2

（2004年） 

＊１ 平均±99％信頼区間を表示し、平均の異符号間に５％

水準で有意差有り（Tukey 法） 

＊２ 後湛20，40，47区で追加した湛水処理期間は、出穂前

後日数でそれぞれ、0～+20日、-14～+25日、-14～+32日
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　*1 山中式硬度計を鉛直方向に挿入して測定．
　*2 コンバイン（平均接地圧17.6kPa）走行により沈下し

　 　 た土壌の深さ(直線走行部で測定）．

　*3 後湛処理の湛水期間は図1･2･2･1222－2に同じ
　*4 図中の数字は乾燥密度．

図1222-3 水管理と収穫時土壌表層の硬度＊1，乾

燥密度及び踏圧沈下深＊2（2004年） 

図1222-4 ダイズのアルカリ資材施用効果 

(2003年) 

　*1 Cd濃度：成熟期試料の濃度．

　*2 ALC区：粒状ALC20t・ha
-1

施用．
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エンレイとオオツルはその中間の値を示した。この

序列は、アルカリ資材処理にかかわらず共通してお

り、莢殻と茎においても同様の傾向が認められた。

ダイズの器官別Cd濃度は茎>莢殻>子実の順で求基的

に高くなる傾向が認められ、アルカリ資材処理や品

種の条件が異なっても同様の傾向が認められた。成

熟期における土壌（風乾）のpH（H2O）は、対照区

平均の5.0に対しアルカリ資材施用により平均6.4ま

で上昇し1.4ポイントの矯正効果が認められた。 

 ｂ カドミウム高吸収イネによる土壌浄化技術

の検討 

 既存イネ品種についてCd吸収能や栽培適性等を比

較検討した結果、浄化用植物として「IR-8」を選抜し

た。IR-8の栽培において７月中旬および幼穂形成期の

窒素施肥がCd吸収量の増加に効果が認められた。浄

化実証試験における１作当たりのIR-8のCd吸収量は

１作目が131 gha-1、４作目で64 gha-1であり、浄化を

重ねるに従って減少した。また、浄化４作によって

作土中Cd濃度（0.1M塩酸抽出）は、0.32 mgkg-1から

0.22 mgkg-1（圃場内平均値）へと減少した（表1222-2）。

浄化３作後の土壌条件で栽培した食用基幹品種の玄

米中Cd濃度は平均0.22 mgkg-1であり、浄化を実施し

ていない対照区の玄米中Cd濃度（平均0.51 mgkg-1）

より低い値であった。しかしながら、圃場内には0.4 

mgkg-1以上を検出した地点も依然として認められた

（表1222-3）。 

エ 考 察 

(ア) 土壌属性データによるリスク評価法の検討 

水田土壌中でのカドミウムの挙動について、伊藤

ら１)は、湛水下でのEhの低下にともないカドミウム

が難溶性の硫化カドミウムとして不可給化すると論

じており、玄米カドミウム濃度を精度よく予測する

ためには、イネの生育期間中の土壌状態も考慮する

必要があると考えられた。  

(イ) カドミウム負荷軽減技術の確立 

ａ イネ・ダイズの吸収抑制技術の確立 

 イネのカドミウム吸収に関して、柳沢ら２)や茅野３)

は出穂期前後の吸収が玄米カドミウム濃度を高める

ことを明らかにしており、本研究で明らかにした生

育後期の湛水処理効果は、これらの報告とよく符合

している。また、従来、水管理の基本技術とされて

きた、中干しについては、生育後期の湛水管理を導

入する場合に、収穫期の地耐力を確保するためにも

重要な技術であると考えられた。 

2004年 2005年 2006年 2007年

IR-8のCd吸収量 わら 103 89 56 49

(g ha
-1

) 籾 28 24 15 15

計 131 113 71 64

跡地土壌（作土）
Cd濃度

0.31 0.26 0.25 0.22

(0.1M塩酸抽出) （作付前：0.32）

(mg kg
-1

)
1)数値は圃場内調査地点の平均値

表1222-2 IR-8の収穫期における Cd 吸収量と跡地土壌 Cd 濃度の推移 

表 1222-3　　検定用コシヒカリの玄米中Cd濃度

(単位：mg kg-1、水分15.5%）
2005年 2006年 2007年 2007年

浄化1作後 浄化2作後 浄化3作後 対照区

平均値 0.46 0.28 0.22 0.51

最高値 0.88 0.54 0.43 0.55

最低値 0.21 0.12 0.11 0.49

表1222-3 検定用コシヒカリの玄米中 Cd 濃度 
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 ダイズ子実のカドミウム濃度は、アルカリ資材の

施用で土壌pHが中性付近に矯正されることにより低

減されるが、その効果はイネにおける湛水処理効果

ほど顕著ではなく、アルカリ資材の子実カドミウム

濃度低減効果に関与する諸因子を考慮して、施用資

材の効果を高めることが重要と考えられた。また、

関東100号については、供試４品種のうち子実カドミ

ウム濃度が も低くなったものの、実用化には子実

の品質改良対策が必要と考えられた。 

 ｂ カドミウム高吸収イネによる土壌浄化技術

の検討 

 浄化用イネ品種の選抜に当たっては、カドミウム

吸収量のみではなく、耐倒伏性や食用品種との生育

ステージの競合等を考慮し、現段階では「IR-8」が適

していると判断した。IR-8は脱粒性がやや高いことか

ら、収穫の際には脱粒による回収率の低下を防ぐた

め、籾ワラ一体収穫体系よりも籾ワラ分別収穫体系

がより適すると考えられた。また、機械収穫後の切

り株には稲体地上部全体の約25%程度ものカドミウ

ムが残存している場合も認められ、浄化効率を低下

させないためには刈り高さを可能な限り下げること

が必要である。食用基幹品種を作付けした場合の玄

米中カドミウム濃度は、浄化の回数に従い低下する

傾向が認められ、浄化３作後に作付けした結果では、

圃場内の平均値で0.22 mgkg-1、 高値で0.43 mgkg-1

であり、圃場一筆のロット単位での調査であれば現

行の国際基準値をクリアできるレベルまで土壌中カ

ドミウムが低減されていることが推定された。 

オ 今後の課題 

(ア) 土壌属性データによるリスク評価法の検討 

イネの生育期間中のEh変化に伴うカドミウムの挙

動を考慮した簡易な評価法の検討・確立が望まれる。  

(イ) カドミウム負荷軽減技術の確立 

ａ イネ・ダイズの吸収抑制技術の確立 

 イネにおいては、生育後期の湛水管理がカドミウ

ムの吸収抑制に効果的であったが、湛水管理下での

イネの生育や収量・品質について詳細に検討する必

要がある。また、土壌タイプや堆肥等有機物施用条

件が異なる場合について、根腐れ等の生育障害に関

するリスク評価が望まれる。 

 ダイズにおいては、国内基準値の行方を見極めた

うえでアルカリ資材施用の目標となる土壌pHについ

て検討する必要がある。また、土壌タイプや汚染の

レベルが異なる場合への対応が望まれる。 

 ｂ カドミウム高吸収イネによる土壌浄化技術

の検討 

 浄化終点の判断方法をどのようにするべきかある

程度統一された見解に基づく指針の作成が望まれる。

また、浄化の継続に伴い、浄化植物によるカドミウ

ムの収奪量が低下する傾向が認められたが、浄化必

要期間を予測する場合、この浄化効率の変化をどう

考慮するのかが課題となる。さらに、浄化の継続に

よる地力の低下も懸念され、浄化後の地力回復策に

ついても検討が必要である。 

カ 要 約 

(ア) 土壌属性データによるリスク評価法の検討 

イネ玄米のカドミウム濃度に関して、跡地土壌の

分析値を中心とした土壌属性データのみにより汚染

のリスクを予測することは極めて困難であると考え

られた。  

(イ) カドミウム負荷軽減技術の確立 

ａ イネ・ダイズの吸収抑制技術の確立 

 玄米カドミウム濃度が0.4mgkg-1を超える程度の低

汚染レベルにおいては、出穂前15日からの40日間を

基本とした生育後期の湛水管理により玄米カドミウ

ム濃度を安定して0.4mgkg-1未満に抑制できると考え

られた。また、アルカリ資材単独の効果を期待する

には、土壌pHを少なくとも地力増進基本指針による

改善目標値（6.0～6.5）程度まで矯正する必要があ

ると考えられた。 

 また、ダイズ子実のカドミウム濃度は、アルカリ

資材の施用で土壌pHを中性付近に矯正することによ

り低減された。その効果はイネの湛水管理ほど顕著

ではなく、資材効果に関与する諸因子を考慮し、資

材効果を高めることが重要と考えられた。 

 ｂ カドミウム高吸収イネによる土壌浄化技術

の検討 

 当地におけるカドミウム含有土壌のファイトレメ

ディエーションに適した植物として「IR-8」を選抜し

た。IR-8を用いて浄化実証試験を実施したところ、浄

化４作によって作土中Cd濃度は0.32 mgkg-1から0.22 

mgkg-1（圃場内平均値）へと減少した。また、浄化３

作後の土壌条件で栽培した食用基幹品種の玄米中Cd

濃度は0.22 mgkg-1（圃場内平均値）と対照区（平均

0.51 mgkg-1）より低い値となった。今後、浄化効率

や浄化終点の見極め等の検討が残るが、適用条件に
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よっては将来的に本技術の導入効果を期待しうるも

のと考えられた。 
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研究担当者（稲原 誠＊、雄川洋子、山田宗孝） 

(3) 関東地域における営農対策技術の確立 

ア 研究目的 

食品中カドミウムの国際基準の設定を受け、国内

基準の見直しが検討されており、これまでより厳し

い基準を満たすために、対策を要する農用地面積の

増大が懸念されている。本研究では、イネ、ムギ、

ダイズ輪作栽培の状況を確認するとともに、汚染除

去後のほ場を想定し、これら作物を対象としたカド

ミウム負荷軽減のための対策技術について検討する。 

 イ 研究方法 

(ア) 二毛作体系における各作物の可食部カドミ

ウム濃度の把握 

 埼玉県農林総合研究センター水田研究所内の水田

ほ場（土壌条件：灰色低地土、0.1N塩酸抽出カドミ

ウム濃度0.22mg kg-1乾土）において、二毛作体系で

慣行栽培されている、イネ（品種：キヌヒカリ）、ダ

イズ（品種：タチナガハ、エンレイ）、コムギ（品種：

農林61号）、オオムギ（品種：すずかぜ）の可食部カ

ドミウム濃度を把握した。 

 (イ) 二毛作体系におけるカドミウム吸収抑制の

ための対策技術 

ａ イネ－コムギ二毛作体系における水管理の

影響 

 水稲栽培時の水管理について、中干し程度を強（２

週間）・中（１週間）・無とし、落水時期を早（出穂

期から10日後に開始）・中（出穂期から22日後に開

始）・無に変えて、それぞれを組合せ９処理区で水稲

を栽培し、玄米カドミウム濃度および後作コムギの

玄麦カドミウム濃度への影響を調査した。また、栽

培期間中の水田土壌酸化還元電位も調査した。 

 試験場所は埼玉県農林総合研究センター内水田ほ

場（土壌条件：灰色低地土、0.1N塩酸抽出カドミウ

ム濃度0.22mg kg-1乾土）で、供試品種は水稲でキヌ

ヒカリ、コムギで農林61号とした。 

ｂ 土壌改良資材施用の影響 

 (ａ) イネ－コムギ二毛作体系における水稲栽

培時に、多孔質ケイ酸資材（ALC 200g m-2）を穂肥

時に施用し、玄米カドミウム濃度および後作コムギ

の玄麦カドミウム濃度への影響を調査した。 

 試験場所は埼玉県農林総合研究センター内水田ほ

場（土壌条件：灰色低地土、0.1N塩酸抽出カドミウ

ム濃度0.22mg kg-1乾土）で、供試品種は水稲でキヌ

ヒカリ、コムギで農林61号とした。 

 (ｂ) ダイズ－コムギ二毛作体系における、コ

ムギおよびダイズ可食部カドミウム濃度への石灰資

材施用の影響を調査した。 

 試験場所は埼玉県農林総合研究センター内水田ほ

場（土壌条件：灰色低地土、0.1N塩酸抽出カドミウ

ム濃度0.22mg kg-1乾土）で、供試品種はコムギで農

林61号、ダイズでエンレイおよびタチナガハとした。

施用資材は炭カル、消石灰、ALCで、各資材の施用

量は、目標pH(H2O)を7.0として緩衝曲線により算出

した。 

 平成17年ダイズ－18年コムギ－ダイズ－19年コム

ギ－ダイズの３年５作栽培し、17年ダイズおよび19

年コムギは種前に石灰資材を施用した。 

(ウ) 土壌化学性と可食部カドミウム濃度の関係 

作付け前土壌カドミウム濃度と水稲、コムギ、ダ

イズの可食部カドミウム濃度の関係を調査した。土

壌カドミウム濃度は0.1Nおよび0.01N 塩酸抽出カド

ミウム濃度を測定した。 

可食部Ｃｄ

濃度(mg kg-1)
水稲（キヌヒカリ） 0.026 コムギ

コムギ（農林61号） 0.079 水稲
〃 0.064 ダイズ

オオムギ（すずかぜ） 0.027 水稲
ダイズ（タチナガハ） 0.146 コムギ（前々作：水稲）

〃 0.162 コムギ（前々作：ダイズ）
ダイズ（エンレイ） 0.132 コムギ（前々作：水稲）

〃 0.082 コムギ（前々作：ダイズ）

作物名（品種） 前　作

表1223-1 二毛作体系における各作物

の可食部カドミウム濃度 
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 試験場所は埼玉県農林総合研究センター内水田ほ

場（土壌条件：灰色低地土、0.1N塩酸抽出カドミウ

ム濃度0.22mg kg-1乾土）で、供試品種は水稲でキヌ

ヒカリ、コムギで農林61号、ダイズでエンレイおよ

びタチナガハとした。 

ウ 研究結果 

 (ア) 二毛作体系における各作物の可食部カドミ

ウム濃度の把握 

イネ－ムギ、ダイズ－ムギ二毛作体系における各作

物のカドミウム濃度は、表1223-1のとおりであった。 

(イ) 二毛作体系におけるカドミウム吸収抑制の

ための対策技術 

ａ イネ－コムギ二毛作体系における水管理の

影響 

 水稲栽培期間中の酸化還元電位（Eh）は中干し開

始４日後から酸化状態に移行した（図1223-1）。中干

中区では中干し終了後２日で還元状態に移行し、落

水まで中干し前と同程度のEh（-200から-250mV）で

推移した。中干強区では中干し終了後６日目で還元

状態に移行し、その後もあまり強い還元状態になら

ずに推移した（-40から-140mV）。落水中区において、

落水後は、中干強区では２日、中干中区では４日、

中干無区では14日で酸化状態に移行した。中干強区

は落水後、常に強い酸化状態（600から700mV）で推

移し、中干中区は降雨等の影響でEhが上下した。中

干無区は落水後、酸化状態に移行するのが遅く、酸

化状態に移行後もEhは低かった（200mV前後）。 

 水管理（中干し期間および落水時期）を変えて栽

培した水稲の玄米カドミウム濃度は0.005から

0.026mg kg-1で、中干強・落水早区で も高くなった

（図1223-2）。中干強区では落水無区でも、落水した

中干中区および中干無区と比較して玄米カドミウム

濃度が高かった。また、落水中区および落水無区の

中では、中干中区と中干無区との間に差がみられな

かった。 

 前作水稲栽培時に水管理（中干し期間および落水

時期）を変えたほ場で栽培した後作コムギの玄麦カ

ドミウム濃度は0.064から0.107mg kg-1であった。前作

水稲の水管理の違いと玄麦カドミウム濃度との間に

関係性はみられなかった（図1223-3）。 

 ｂ 土壌改良資材施用の影響 

イネ－コムギ二毛作体系において、水稲では穂肥

時のALC施用により、玄米カドミウム濃度が低下し

た（図1223-4）。ALC施用による玄米カドミウム濃度

低減率は、中干無区：12.5％、中干中区（１週間実施）：

22.0％、中干強区（２週間実施）：31.5％であった。

また、収穫跡地土壌pHは、ALC施用区は平均6.00、無

施用区は平均5.79であった。 
 前作水稲栽培時のALC施用（穂肥時）により、コ

ムギ玄麦カドミウム濃度は低下した（図1223-5）。

ALC施用による後作コムギ玄麦カドミウム濃度低減

率は、平均43.5%であった。後作コムギ収穫跡地の土

壌pHは、ALC施用区で平均5.96、無施用区で平均5.19
であった。

図1223-1 水稲水管理における水田土壌酸化還元電位（Eh）の推移 

1)中干し 強区:8/4～18、中区:8/4～11 

2)出穂期:8/25 

3)落水:9/16開始（中区のみ記載） 
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図1223-2 水管理が水稲玄米カドミウム濃度に与

える影響 

1)中干し 強区:7/20～8/3、中区:7/20～27 

2)出穂期:8/25 

3)落水 早区:9/4開始、中区:9/16開始 

 

 ダイズ－コムギ二毛作体系において、石灰資材施

用により土壌pHを7.0程度に高めると、施用当年のダ

イズおよびコムギ子実カドミウム濃度は低下した

（図1223-6）。ダイズでの子実カドミウム濃度低減効

果は、炭カル施用でエンレイ52.4%減、タチナガハ

50.6%減、消カル施用でエンレイ22.4%減、タチナガ

ハ35.6%減、ALC施用でエンレイ26.4%減、タチナガ

ハ48.5%減であった。コムギでの子実カドミウム濃度

低減効果は、炭カル施用で41.3%減、消カル施用で

46.5%減、ALC施用で45.4%減であった。 

 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作目では施用前土壌pH程度まで低

下した。石灰資材無施用区の土壌pHが徐々に低下し、

３作目で約5.2に低下した以降は試験期間中ほとん

ど変化しなかった。 

(ウ) 土壌化学性と可食部カドミウム濃度の関係 

灰色低地土の0.01N塩酸抽出土壌カドミウム濃度

とコムギ玄麦およびダイズ子実カドミウム濃度との

間には正の相関関係がみられた（図1223-7、1223-8）。

0.1N塩酸抽出土壌カドミウム濃度との間には関係性

はみられなかった。また、玄米カドミウム濃度と土

壌化学性、物理性との間に関係性は見出せなかった。 

エ 考 察 

(ア) 二毛作体系における各作物の可食部カドミ

ウム濃度の把握 

 イネ－ムギ、ダイズ－ムギ二毛作体系において慣

行栽培されている、水稲、コムギ、オオムギ、ダイ

ズの可食部カドミウム濃度を把握できた（表1223-1）。

コムギは前作がダイズの場合と水稲の場合で、可食

部カドミウム濃度に差はみられなかった。 
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図1223-3 前作水稲栽培時の水管理が後作コムギ

玄麦カドミウム濃度に与える影響 

1)中干し 強区:7/20～8/3、中区:7/20～27 

2)出穂期:8/25 

3)落水 早区:9/4開始、中区:9/6開始  

図1223-4  水管理および多孔質ケイ酸資材

（ALC）施用が水稲玄米カドミウム濃

度に与える影響 
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図1223-5 前作水稲栽培時における水管理および

多孔質ケイ酸資材（ALC）施用が後作コ

ムギ玄麦カドミウム濃度に与える影響 
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 ダイズは他の作物と比較してカドミウム濃度が高

かった。エンレイは前々作が水稲の場合、前々作が

ダイズの場合と比較してカドミウム濃度がやや高

かったが、タチナガハでは差がみられなかった。ダ

イズでは、水田から畑に転換した初年目はカドミウ

ム吸収量が高いことが報告されている（伊藤ら１））が、

本試験では、そのような現象はみられなかった。水

稲作とダイズ作の間にコムギが作付けられたことが

影響している可能性が考えられる。 

 (イ) 二毛作体系におけるカドミウム吸収抑制の

ための対策技術 

ａ イネ－コムギ二毛作体系における水管理の

影響 

 水稲では中干し期間が長いと、中干し終了後、水

田土壌が還元状態になるまで長期間を要し、出穂期

前後の還元状態も弱い。また、落水後、酸化状態に

なるのも早かった（図1223-1）。土壌が酸化的になる

とカドミウムが可溶化し、作物に吸収されやすくな

るため（伊藤・飯村２)，農環研３)）、土壌の酸化還元

電位がこのように酸化的に推移した中干強区では、

水稲の玄米カドミウム濃度が高くなったものと考え

られる（図1223-2）。中干し期間の長短（強弱）は落

水後の酸化還元電位にまで影響し、落水時期の早遅

より中干し期間の長短の方が玄米カドミウム濃度に

与える影響が大きかった。また、中干中区と中干無

区で玄米カドミウム濃度に差がみられなかったこと

から、１週間程度の中干しは玄米カドミウム濃度を

高めないことと考えられた。 

 前作水稲の水管理（中干し期間および落水時期）

の違いとコムギ玄麦カドミウム濃度との間に関係性

がみられなかったことから、前作水稲栽培時の水管

理は、後作コムギの玄麦カドミウム濃度に影響を与

えないことが明らかとなった（図1223-3）。 

ｂ 土壌改良資材施用の影響 
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図1223-6 ダイズ、コムギ子実カドミウム濃度に対する石灰資材施用の影響および収穫跡地土壌 pH の

推移（左図：エンレイ、右図：タチナガハ） 

1)17ダイズ＝平成17年産ダイズ（ほかも同様） 

2)▼：石灰資材施用時期 
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土壌0.01N 塩酸抽出カドミウム濃度との関係 
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 イネ－コムギ二毛作体系において、水稲では穂肥

時のALC施用により、玄米カドミウム濃度が低下し

た（図1223-4）。収穫跡地土壌pHは、ALC施用区は平

均6.00、無施用区は平均5.79で、ALC施用による土

壌pH上昇効果はわずかであった。ALCの分解産物に

は重金属イオンの捕集特性があるとされていること

（太平物産（株）４)）から、水田においてALC施用に

より玄米カドミウム濃度が低下したのは、土壌pH上

昇効果よりも土壌中のカドミウムイオンがALC分解

産物に捕集されたことにより、水稲のカドミウム吸

収量が低下したことによる可能性が大きいと考えら

れる。 

 また、ALC施用による低減効果は、中干期間が長

い程大きかったことから（中干無区：12.5％減、中

干中区（１週間実施）：22.0％減、中干強区（２週間

実施）：31.5％減）、実際の水稲栽培において、中干

しが予定より強くなりすぎた際に、穂肥施用時に

ALCを施用することにより、玄米カドミウム濃度を

低減させることができるものと考えられる。 

 前作水稲栽培時のALC施用（穂肥時）により、コ

ムギ玄麦カドミウム濃度は低下した（図1223-5）。

ALC施用による後作コムギ玄麦カドミウム濃度低減

率は平均43.5%で、施用した水稲作より効果が高かっ

た。後作コムギ収穫跡地の土壌pHは、ALC施用区で

は平均5.96、無施用区では平均5.19で、施用された作

の水稲より後作コムギの方が土壌pH上昇効果が高

かったことから、カドミウム吸収抑制効果が高かっ

たものと考えられる。

 ダイズ－コムギ二毛作体系において、石灰資材を

施用し土壌pHを7.0程度に高めると、施用当年のダイ

ズおよびコムギ子実カドミウム濃度が低下した（図

1223-6）。施用する石灰資材による子実カドミウム濃

度低減効果は、コムギではあまり差がみられなかっ

たが、ダイズでは炭カルで効果が高かった。 

 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、土壌pHは約6.5に維持され、子実カドミウ

ム濃度も無施用区と比較し低下したが、３年目では

施用前土壌pH（約5.8）程度まで低下し、炭カル区の

ダイズ（タチナガハ）では、子実カドミウム濃度が

無施用区の１作目と同程度に上昇した。炭カルは施

用当年のカドミウム吸収抑制効果が高いが、残効が

切れた際にダイズ子実カドミウム濃度が高くなった。 

実際のダイズ－コムギ二毛作体系でのカドミウム

吸収抑制対策技術としては、土壌pHを高く維持する

ため、１年に１回以上石灰資材を施用することが必

要であることが確認できた。 

(ウ) 土壌化学性と可食部カドミウム濃度の関係 

灰色低地土の0.01N塩酸抽出土壌カドミウム濃度

とコムギ玄麦およびダイズ子実カドミウム濃度との

間には正の相関関係がみられた（図1223-7、1223-8）

が、その関係式には年次間差およびほ場間差がみら

れ、作付け前土壌カドミウム濃度からコムギ玄麦お

よびダイズ子実カドミウム濃度を予測することはで

きなかった。そこで、水稲での報告（出岡・地主５)）

を参考に、灰色低地土でのカドミウム吸収抑制対策

実施指標（カドミウム吸収抑制対策を確実に実施し

ないとCODEX基準値等（コムギ：CODEX基準値

0.2mg kg-1、ダイズ：仮基準0.5mg kg-1）を超過する

恐れが高い土壌カドミウム濃度）の算出を試みた。

作付け前土壌カドミウム濃度と子実カドミウム濃度

の関係式を基に、信頼区間95%の上限値でCODEX基準

値等を超過する0.01N塩酸抽出土壌カドミウム濃度

を求めたところ、コムギでは0.066mg kg-1乾土、ダイ

ズでは0.103mg kg-1乾土であった。 

別のコムギ、ダイズ栽培ほ場でのデータや次年作

のデータで検証したところ、求められた指標はうま

く適合していた。検証に用いたデータが２年４ほ場

分と限られており、また、ダイズでは土壌、子実と

もカドミウム濃度が低い個体のデータしか得られな

かったため、上述の指標を現場で活用するには、更

に多くのデータを収集し、改めて算出、検証する必

要があるが、作付け前土壌の0.01N塩酸抽出カドミウ

ム濃度を利用することで、カドミウム汚染リスク低

減対策の重点地域を選定できる可能性が示された。 

 なお、水稲のカドミウム吸収は栽培期間中の水田

土壌の酸化還元電位に大きく影響されており、玄米

カドミウム濃度と土壌化学性、物理性との間に関係

性は見出せなかった。 

オ 今後の課題 

 (ア) 二毛作体系における各作物の可食部カドミ

ウム濃度の把握 

県内主要産地での各作物の可食部カドミウム濃度

の実態把握が必要である。 

 (イ) 二毛作体系におけるカドミウム吸収抑制の

ための対策技術 

本研究で明らかとなった、カドミウム吸収抑制に
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有効な水管理や資材施用が作物の収量や品質等およ

び栽培管理における作業性に及ぼす影響を明確にし

た上で、現場で活用しやすい技術に体系化していく

ことが重要である。 

(ウ) 土壌化学性と可食部カドミウム濃度の関係 

 本研究では灰色低地土での試験しか実施していな

いので、他の種類の土壌と可食部カドミウム濃度と

の関係を調査するとともに、生産現場での適用性を

検証していく必要がある。  

カ 要 約 

(ア) 二毛作体系における各作物の可食部カドミ

ウム濃度の把握 

 イネ－ムギ、ダイズ－ムギ二毛作体系において慣

行栽培されている、水稲、コムギ、オオムギ、ダイ

ズの可食部カドミウム濃度を把握できた。ダイズは

他の作物と比較してカドミウム濃度が高い。  

 (イ) 二毛作体系におけるカドミウム吸収抑制の

ための対策技術 

水稲では、玄米カドミウム濃度を高めないために、

中干しを１週間程度にとどめる。中干しが強くなり

過ぎた場合は、穂肥時のALC施用が有効である。ALC

施用は後作コムギにおいても効果が継続する。ダイ

ズ－コムギ二毛作体系における石灰資材施用効果は

１年程度なので、１年に１回は資材を施用し、土壌

pHを高める必要がある。 

(ウ) 土壌化学性と可食部カドミウム濃度の関係 

 灰色低地土の0.01N塩酸抽出土壌カドミウム濃度

とコムギ玄麦およびダイズ子実カドミウム濃度との

間には正の相関関係がみられる。作付け前土壌カド

ミウム濃度を基に、カドミウム汚染リスク低減対策

の重点地域を選定できる可能性が示された。 
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(4) 山陰地域における営農対策技術の確立 

 ア 研究目的 

 山陰地域における水稲及びダイズに対するカドミ

ウムの負荷を軽減するため、リスク予測のための玄

米及びダイズ子実カドミウム濃度の推定法ならびに

カドミウム吸収抑制技術を確立する。 

イ 研究方法 

(ア) カドミウムリスク評価法 

 ａ 水稲におけるカドミウムリスク評価法 

鳥取県内各地の灰色低地土水田29ほ場から採取し

た作土を１/2000ワグネルポットに詰め、稚苗を移植

し、出穂約３週間前から収穫期まで点滴潅漑による

節水栽培を行い、玄米中カドミウム濃度及び土壌化

学性分析を行った。2004-05年のデータにより、玄米

カドミウム濃度推定のための重回帰式を作成すると

ともに、2006年に得られたデータを用いて式の検証

を行った。

 ｂ ダイズにおけるカドミウムリスク評価法 

鳥取県内の現地灰色低地土水田転換畑37ほ場から

2003-04年に採取した作土の化学性データ及び同ほ

場から採取したサチユタカの子実中カドミウム濃度

を用いて子実カドミウム濃度推定のための重回帰分

析を行い、得られた重回帰式を2005-07年実測データ

により検証した。

(イ) カドミウム吸収抑制技術 

ａ 水稲におけるカドミウム吸収抑制技術 

 鳥取県内の現地灰色低地土水田ほ場において、消

石灰及び水酸化マグネシウムを用いて、施用量を変

え、玄米中カドミウム濃度に及ぼす影響について検

討した。さらに、アルカリ資材の施用後1-2作目の玄

米中カドミウム濃度に及ぼす影響について検討した。 

ｂ ダイズにおけるカドミウム吸収抑制技術 

 鳥取県内の現地灰色低地土水田転換畑ほ場におい

て、消石灰及び水酸化マグネシウムを用いて、施用

量または施用後の耕耘回数を変え、ダイズ子実中カ

ドミウム濃度に及ぼす影響を検討した。さらに、ポッ
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ｐＨ
0.1M-HCl
抽出Cd

0.01M-HCl
抽出Cd

Ｔ−Ｃ
リン酸吸収

係数
ＣＥＣ Ca飽和度 Mg飽和度 K飽和度

大豆子実Ｃｄ濃度 -0.016 0.398* 0.856** -0.311 -0.493** -0.363* -0.248 -0.108 -0.189

説明変数 偏回帰係数 標準回帰係数 大値 小値 単位
0.01M-HCl抽出Cd 2.0220 0.7870 0.272 0.007 mg kg-1
リン酸吸収係数 -0.00022 -0.3839 1390 450 mg/100g
Ｔ−Ｃ 0.0369 0.2028 4.16 1.35 ％
定数項 0.168 —

修正済み重相関係数 0.884
＊＊ —

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

-0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

理論値

実
測
値

H17ほ場
H18ほ場
H18ポット
H19ほ場
H19ポット

y = x
mg kg-1

mg kg-1

水分13.0%換算値

調整済み決定係数：0.718
標準誤差：0.055

ト試験（１/5000ワグネルポット深型）により、鳥取

県内各地より採取した灰色低地土において消石灰及

び水酸化マグネシウムを施用し、子実中カドミウム

濃度低下効果について検討した。 

ウ 研究結果 

(ア) カドミウムリスク評価法 

 ａ 水稲におけるカドミウムリスク評価法 

2004-05年データにより、目的変数を玄米中カドミ

ウム濃度とし、説明変数として0.1M-HCl抽出土壌カ

ドミウム濃度、0.01M-HCl抽出土壌カドミウム濃度、

ｐH、T-C、リン酸吸収係数、CEC、塩基飽和度、Ca

飽和度、Mg飽和度、K飽和度、粒径組成（粗砂、細

砂、シルト、粘土）を用いて重回帰分析を行ったと

ころ、次の予測式が得られた。 

 玄米中カドミウム濃度 （コシヒカリ）mg kg-1 ＝ 

(0.01M-HCl抽出Cd mgkg-1)×1.27 ＋（Mg飽和度％）

×0.0175＋（リン酸吸収係数）×0.000163＋（ｐH）

×0.060 － 0.546 

 この重回帰式を2006年データにより検証を行った

ところ、推定誤差は0.065と比較的小さかったが、調

整済み決定係数は0.35と低くかった。 

 ｂ ダイズにおけるカドミウムリスク評価法 

2003-04年データにより、目的変数を玄米中カドミ

ウム濃度とし、説明変数として0.1M-HCl抽出土壌カ

ドミウム濃度、0.01M-HCl抽出土壌カドミウム濃度、

ｐH、T-C、リン酸吸収係数、CEC、Ca飽和度、Mg

飽和度、K飽和度（表1224-1）を用いて重回帰分析を

行ったところ、次の予測式が得られた（表1224-2）。 

表1224-1 重回帰分析に用いた土壌データとダイズ子実カドミウム濃度との単相関係数 

1)2003-04年のデータ、n=37。＊：5%、＊＊：1%有意を表す。 

表1224-2 ダイズ子実中カドミウム濃度推定の重回帰分析 

   

1) 平成15、16年データ（灰色低地土 n=37）による。大豆子実水分13％。

2) 子実 Cd 濃度は 大値0.740mg kg-1、 小値0.029mg kg-1。品種サチユタカ。

図1224-1 ダイズ子実中カドミウム濃度推定式の検証 

1)表1224-2の重回帰式を H2005-07データで検証。

2)灰色低地土で栽培されたサチユタカの数値。
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ほ場 穂数 収量 千粒重 総籾数 登熟歩
処理区 本 m-2 kg/10a ｇ ×100 m-2 合 　%

消200 429 464 22.0 275 83.5

消500 404 455 22.4 272 84.1

水350 428 506 22.2 314 80.2

対　照 376 480 22.3 283 81.2

消200 388 597 23.0 306 85.0

消500 427 601 23.2 344 78.9

水350 431 588 22.7 356 78.7

対　照 397 581 23.2 323 84.3

Ⅱ

Ⅰ

期間

H18年 H19年 H18年 H19年

 前3週 59.0 16.0 23.0 47.0

 後3週 152.0 50.0 -152.0 19.0

ほ場Ⅰ ほ場Ⅱ

   表1224-3 アルカリ資材施用による水稲収量性へ 

 の影響(2006年) 

図1224-2 アルカリ資材施用による玄米中 

カドミウム濃度に及ぼす影響 

1)消は消石灰、水は水酸化マグネシウム 

を表し、続く数字は資材の施用量 g/㎡。 1)処理区の内容は図1224-2に同じ。

2)資材は当年4月に施用し耕耘混和した。 

3)0.1M-HCl 抽出 Cd 濃度はほ場Ⅰ0.252、 

ほ場Ⅱ0.473-0.464mg kg-1。 

4)ほ場ごとに異なるアルファベット間に有意差 

あり。 

表1224-4 出穂前後3週間の平均水田作土酸化還元電位(mV) 

1)図1224-2、表1224-3、表1224-5の試験

ほ場の数値。

 子実中カドミウム濃度 （サチユタカ）mg kg-1 ＝ 

(0.01M-HCl抽出Cd mgkg-1)×2.02 −  (リン酸吸収

係数mg/100g)×0.00022 ＋ (TC %)×0.037 ＋ 0.168 

 この重回帰式を2005-07年データにより検証を

行ったところ、調整済み決定係数は0.718と高く、推

定誤差は0.055と比較的小さかった（図1224-1）。 

(イ) カドミウム吸収抑制技術 

ａ 水稲におけるカドミウム吸収抑制技術 

 2007年ほ場Ⅱの消石灰200g/㎡施用を除き、消石灰

および水マグ施用により、玄米中カドミウム濃度は

有意に低下した。消石灰では施用量が多いほど玄米

中カドミウム濃度が低下する傾向がみられた。また、

アルカリ度換算で同程度の施用量となる消石灰

500g/㎡と水酸化マグネシウム350g/㎡では、水酸化

マグネシウム350g/㎡施用で玄米中カドミウム濃度

の低下がやや大きい傾向にあった（図1224-2）。また、

消石灰500g/㎡以下または水酸化マグネシウム350g/

㎡以下の施用においては、収量への有意な影響は認

められなかった（表1224-3）。 

 アルカリ資材施用による玄米中カドミウム濃度低

下効果は、ほ場Ⅱの同一の処理において年次間差が

みられ、2006年に比べ2007年で玄米中カドミウム濃

度の低下が小さかった（図1224-2）。年次間差の原因

として、出穂後３週間の作土の平均酸化還元電位が

両年で大きく異なっていたことから、水管理がアル

カリ資材の施用効果に影響したものと推察された

（表1224-4）。 

 アルカリ資材の玄米中カドミウム低減効果の持続

性について、施用後１作目と２作目において検討し

た。玄米中カドミウム濃度は、ほ場Ⅰでは１作目と
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処理区

１作目 ２作目 １作目 ２作目 １作目 ２作目 １作目 ２作目

消石灰200 0.123 (52 ) 0.039 (34 ) 0.070 (58 ) 0.126 (81 ) 6.7 6.7 6.4 6.3 112 97 109 103

消石灰500 0.054 (23 ) 0.038 (33 ) 0.043 (36 ) 0.088 (57 ) 6.8 6.8 6.7 6.7 137 133 128 117

水マグ350 0.048 (20 ) 0.024 (21 ) 0.014 (12 ) 0.094 (60 ) 7.2 7.0 6.8 6.7 114 93 114 104

慣行 0.237 (100 ) 0.114 (100 ) 0.121 (100 ) 0.155 (100 ) 6.4 6.1 6.2 6.0 77 75 94 92

１作目 ２作目 １作目 ２作目

玄米中カドミウム濃度 mg kg-1 作土pH 塩基飽和度 %

ほ場Ⅰ ほ場Ⅱ ほ場Ⅰ ほ場Ⅱ ほ場Ⅰ ほ場Ⅱ

mg kg-1(水分13%)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

無施用

消石灰（粉）200

消石灰（粉）400

水マグ(粉
)15

0

水マグ（粉）300
無施用

水マグ(粉
)15

0

水マグ（粉）300

ほ場Ⅰ(2007年,サチユタカ)　　　　ほ場Ⅱ(2006年,タマホマレ)

ダ
イ
ズ

子
実

中
カ

ド
ミ
ウ

ム
濃

度

a

b

c

bc

c
a

b
b

ほ場・年次 区　名 精子実重 百粒重  土壌塩酸抽出Cd mg kg-1 土壌ｐH

品種 ｋg/10a ｇ 0.1M 0.01M (H2O)

無施用 162 31.2 0.698 0.130 5.2

ほ場Ⅰ 消石灰（粉）200 164 31.9 0.704 0.048 5.7

2007年 消石灰（粉）400 152 31.7 0.689 0.021 6.2

サチユタカ 水マグ（粉）150 158 32.1 0.715 0.051 5.9

水マグ（粉）300 152 31.8 0.711 0.019 6.2

ほ場Ⅱ 無施用 378 28.8 0.482 0.146 5.6

2006年 水マグ（粉）150 355 29.2 0.471 0.034 6.1

タマホマレ 水マグ（粉）300 353 29.5 0.464 0.010 6.3

２作目で明らかな傾向は認められなかったが、ほ場

Ⅱでは２作目で明らかに高くなった。土壌について

みると、作土中のｐHについては両ほ場とも１作目と

２作目で顕著な差は見られず、塩基飽和度は２作目

でやや低下する程度であった（表1224-5）。一方、出

穂後３週間の作土の酸化還元電位についてみると、

ほ場Ⅰのでは１作目(2006年)＞２作目(2007年)であ

るのに対し、ほ場Ⅱでは１作目＜２作目であった（表

1224-4）。これらのことから、１作目と２作目の玄米

中カドミウム濃度の差は作土の酸化還元電位の影響

によるものと考えることから、土壌ｐH及び塩基飽和

度からみて、消石灰及び水酸化マグネシウムの施用

効果は２作目でも大きくは低下しないものと推察さ

れた。 

 ｂ ダイズにおけるカドミウム吸収抑制技術 

消石灰200g/㎡以上あるいは水酸化マグネシウム

150g/㎡以上の施用で子実中カドミウム濃度は有意

に低下し、資材の施用量が多いほど濃度は低下した。

また、消石灰200、400g/㎡は水酸化マグネシウム150、

300g/㎡とそれぞれ同等の濃度低下効果がみられた

（図1224-3）。また、消石灰400g/㎡以下または水酸

化マグネシウム300g/㎡以下の施用では収量への有

意な影響は認められなかった（表1224-6）。 

表1224-5 水稲作におけるアルカリ資材施用効果の持続性 

1)処理区の名称と資材施用量は図1224-2に同じ。資材は2006年4月のみ施用し、

1作目(2006年)､2作目(2007年）に栽培した。慣行は資材無施用。

2)玄米中カドミウム濃度の括弧内の数字は、対照区を100とした指数で示した。

表1224-6 ダイズ収量及び跡地土壌のカドミウ 

  ム濃度及び pH 

 

 

 

 

 

図1224-3 アルカリ資材施用がダイズ子実中 

カドミウム濃度に及ぼす影響 

1)資材の後の数字は施用量(ｋg/10ａ)。 1)処理は図1224-3に同じ。 

2)資材施用後4回耕転混和後播種。 2)重量は水分13％換算。 

3)ほ場ごとに異なるアルファベット間に有意差あり。

4)ほ場Ⅰは7/26播種、ほ場Ⅱは6/16播種。 
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2003年ポット ◇ 炭カル、消石灰 -63 0.065-0.035 0.167

2005年ポット ■ 消石灰、水マグ -76 0.395-0.099 0.521

2006年ポット × 消石灰、水マグ -73 0.265-0.165 0.395

2006年ほ場 ○ 水マグ -60 0.224-0.130 0.482

2007年ほ場 ● 消石灰、水マグ -50 0.362-0.176 0.698
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 子実中カドミウム濃度の低下は、消石灰または水

酸化マグネシウムの施用により、ｐHが上昇し、土壌

の0.01M-HCl抽出カドミウム濃度が低下することに

起因すると考えられた（表1224-6）。作土ｐHと子実

中カドミウム濃度の関係について、アルカリ資材無

施用を100とした指数でみると、土壌、栽培年次及び

品種が異なっても、ｐHが１上昇するとダイズ子実中

カドミウム濃度は50～76％に低下した（図1224-4）。 

 アルカリ資材施用後の耕耘回数が多いほど子実中

カドミウム濃度は低下する関係がみられ、耕耘３回

以上で子実中カドミウム濃度は低く抑えられた（図

1224-5）。これは、耕耘回数が多いほど資材と土壌が

均一に混和されるため、作土中に偏在するｐHの低い

部分が減少することによるものと考えられた。 

図1224-4 アルカリ資材施用による土壌 pH の上昇がダイズ子実中カドミウム濃度の低下に及ぼす影響 

1)それぞれの土壌ごとにアルカリ資材無施用の子実中カドミウム濃度を100とした指数でｐH との関係を表した。 

2)アルカリ資材は炭カル、消石灰または水マグを用いて、それぞれ300kg、200～400kg、150～300kg/10a の範囲

で施用した。 

3)品種は2006年ほ場のみタマホマレ、他はサチユタカ。

4)土壌はいずれも灰色低地土。各処理と子実カドミウム濃度等は以下の表のとおり。

 

 

  

図1224-5 資材施用後の耕耘回数がダイズ子実中カドミウム濃度に及ぼす影響 

1)無施用を除き水マグ(粉)300kg/10a 施用後、耕耘混和し、播種した。 

2)品種はサチユタカ。

3)ほ場ごとに異なるアルファベット間に有意差あり。
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エ 考 察 

(ア) カドミウムリスク評価法 

ａ 水稲におけるカドミウムリスク評価法 

 玄米中カドミウム濃度は水管理に大きく影響を受

けるため同一ほ場においても年次変動が大きく、土

壌理化学性のみを用いた本研究の手法による玄米中

カドミウム濃度の推定は困難と考えられた。 

 ｂ ダイズにおけるカドミウムリスク評価法 

灰色低地土ほ場におけるダイズ子実中カドミウム

濃度は、作土の化学性データにより比較的精度よく

推定できることを明らかとした。本研究においては

ダイズ品種サチユタカを用いて推定式を作成したが、

ダイズでは一般の栽培品種においてもカドミウム吸

収に品種間差が大きいことが知られていることから、

他の品種については推定式の適合性について検証す

る必要がある。 

(イ) カドミウム吸収抑制技術 

ａ 水稲におけるカドミウム吸収抑制技術 

 アルカリ資材施用により玄米中カドミウム濃度は

低下した。しかし、同一ほ場、同一処理においても

濃度の低下割合に年次変動が認められ、これは水管

理による影響が大きいものと推察された。水稲では

玄米中カドミウム濃度は出穂前後３週間の水管理に

より大きく影響を受けることが知られていることか

ら、アルカリ資材施用は水管理の補助的な技術とし

て活用するのが適当であると考えられた。 

ｂ ダイズにおけるカドミウム吸収抑制技術 

 本研究で作成したダイズ子実中カドミウム濃度の

推定式の活用も含め、カドミウムリスク対策を行う

場合、次の手順で実施可能と考えられた。①子実中

カドミウム濃度の実態調査または土壌化学性データ

による推定、②カドミウムリスクを評価して対策の

必要性を検討、③子実中カドミウム濃度の目標値を

設定、④目標値以下となる作土ｐHと改良に要するア

ルカリ資材量を算出、⑤粉状のアルカリ資材を施用

し、ロータリー耕耘は３回以上行った後、播種する。 

 ただし、本技術のカドミウム濃度の低減割合から

考えると、比較的汚染レベルの低い地域への適用に

限られる。 

オ 今後の課題 

(ア) カドミウムリスク評価法 

水稲におけるカドミウムリスク評価法については

新たな手法による検討が必要である。また、ダイズ

については、サチユタカ以外の品種および灰色低地

土以外の土壌における子実中カドミウム濃度推定方

法の適応性検討が必要である。 

(イ) カドミウム吸収抑制技術 

 水稲、ダイズ両作物において、カドミウム濃度低

下にアルカリ資材施用の効果が認められたが、施用

効果の持続性及び作付体系も考慮した効率的な資材

施用方法については今後検討する必要がある。 

カ 要 約 

(ア) カドミウムリスク評価法 

水稲のカドミウムリスク評価法については、実用

的な方法が確立できなかった。ダイズのカドミウム

リスク評価法については、作土の化学性分析値を用

いてダイズ子実中カドミウム濃度の推定式を作成し、

灰色低地土ほ場については評価が可能となった。 

(イ) カドミウム吸収抑制技術 

 水稲については、アルカリ資材施用により玄米中

カドミウム濃度の低減が可能であったが、水管理に

よる影響による年次変動もみられたことから、安定

的にガドミウム濃度低減のためには水管理が重要で

あると考えられた。ダイズについては、作土ｐHを指

標としてアルカリ資材施用による子実中カドミウム

濃度の低減が可能であり、効果を高めるには資材施

用後の耕うん混和が重要であった。 

キ 引用文献 

なし 

研究担当者（宮田邦夫＊、稲坂恵美子、金川健祐） 

(5) 九州地域における営農対策技術の確立 

ア 研究目的 

 平成18年に畑作物をも含めたカドミウムの国際的

な基準値が設定され、また国内においてもこれまで

基準値のなかったダイズやコムギ、野菜など畑作物

に対しても新たな基準値の策定が予想される。しか

し、これまで九州地域において栽培されている主要

品種をもちいたダイズ等の畑作物の可食部中カドミ

ウム含有率と土壌中カドミウム含有率との関係は明

らかにされていない。ここでは非汚染地におけるダ

イズ、コムギの子実中カドミウム含有率と土壌中カ

ドミウム含有率、土壌化学性との関係を明らかにす

る。また、ダイズおよびコムギに対してアルカリ資

材を用いたカドミウム吸収抑制の効果についても検

討する。 
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イ 研究方法 

 (ア) 熊本県内の非汚染地域におけるダイズ、コ

ムギの子実中カドミウム含有率と土壌中カドミウム

含有率、土壌化学性との関係 

熊本県下のダイズおよびコムギの主要産地（カド

ミウム非汚染地）において、それぞれの子実および

栽培ほ場の土壌（0-15cm）を採取した。ダイズは32

点（フクユタカ30点、スズオトメ２点）、コムギは71

点（シロガネコムギ57点、チクゴイズミ11点、ニシ

ノカオリ３点）を採取した。ダイズ、コムギとも風

乾後粉砕し、湿式分解（硝酸－過塩素酸）し、カド

ミウム含有率を測定した。土壌は風乾後２mm篩で調

整し、分析に供した。土壌カドミウムは、塩酸0.1N

抽出態、塩酸0.025N抽出態、塩酸0.01N抽出態および

形態別１）の含有率を測定し、化学性はpH(H2O)、お

よびリン酸吸収係数を測定した。 

 (イ) 土壌中カドミウム含有率と土壌化学性を用

いたダイズ、コムギの子実中カドミウム含有率の予測 

 試験(ア)の結果により明らかになったダイズおよ

びコムギの子実中カドミウム含有率と相関の高い形

態の土壌中カドミウム含有率および土壌化学性を用

いてそれぞれの子実中カドミウム含有率を予測する

式を作成した。 

 (ウ) 炭酸苦土石灰の施用によるダイズ・コムギ

子実中カドミウム吸収抑制効果 

汚染土壌（灰色低地土、0.1N-HCl Cd 0.44 mg/kg乾
土）を無底の木枠（90cmx90cmx深さ30cm）に充填し、

炭酸苦土石灰の施用量と施用深さの異なる試験区を

設けダイズ（フクユタカ）－コムギ（シロガネコム

ギ）体系で炭酸苦土石灰の施用効果を検討した。表

層0-15cmへの炭酸苦土石灰の施用は各年度ダイズ作

の前に行い、下層15-30cmへ炭酸苦土石灰の施用は試

験開始前の木枠への土壌充填時にのみ行った。ダイ

ズ、コムギともに施肥は熊本県基準に準じて行い、

堆肥の施用は行わなかった。試験区の設定は以下の

通り。 

ウ 研究結果および考察 

 (ア) 熊本県内の非汚染地域におけるダイズ・コ

ムギの子実中カドミウム含有率と土壌中カドミウム

含有率、土壌化学性との関係 

ダイズ子実中カドミウム含有率は土壌中の0.025N

塩酸抽出態カドミウム含有率との間に相関がみられ

た。コムギ子実中カドミウム含有率は、土壌中の

0.01N塩酸および0.025N塩酸抽出態カドミウムとの

間に相関が見られ、交換態カドミウム含有率と弱い

相関がみられた。ダイズ・コムギともに土壌中の0.1N

塩酸可溶性カドミウム含有率との相関はみられな

かった（表1225-1・表1225-2）。 

 土壌pH（H2O）と子実中カドミウム含有率とはコ

ムギ、ダイズともに関係がみられ、いずれも低pH土

壌で、子実中カドミウム含有率は高まった。非汚染

地においてはコムギでは土壌pHが約６以上、ダイズ

では土壌pHが約6.5以上の土壌では、いずれも子実中

カドミウム含有率は約0.1mg/kg乾物以下であった。

リン酸吸収係数1500以上の火山灰土壌ではダイズ・

コムギとも子実中Cd含有率は低かった（図1225-1・

図1225-2）。 

 (イ) 土壌中カドミウム含有率と土壌化学性を用

いたダイズ、コムギの子実中カドミウム含有率の予

測試験(ア)の結果から土壌化学性としてはpH(H2O)

とリン酸吸収係数がダイズ、コムギともに子実中カ

ドミウム含有率と関係性が認められた。また、土壌

カドミウムはダイズでは0.025N塩酸抽出態カドミウ

ムが、コムギでは0.01N塩酸抽出態カドミウムが最も

相関が高かった。以上の結果から、土壌化学性のpH

（H2O）とリン酸吸収係数および土壌カドミウムとし

て希塩酸抽出カドミウム含有率（mg/kg乾土）を用い

てダイズとコムギの子実中カドミウム含有率（mg/kg

乾物）を予測する以下の式を作成した。 

  大豆： 

 作 物 Cd=-1.50 × 10-2 × (pH) ＋ 0.557 ×

(0.025N-HCL Cd)＋1.05×10-5×(リン吸)＋0.0955 

  小麦： 

 作物Cd=-1.13×10-2×(pH)＋0.625×(0.01N-HCL 

Cd)－5.59×10-5×(リン吸)＋0.222 

炭酸苦土石灰
kg/10a

0-15cm 0
15-30cm 0
0-15dm 200
15-30cm 0
0-15dm 400
15-30cm 0
0-15dm 200
15-30cm 200
0-15dm 400
15-30cm 400

5

深さ区

1

2

3

4



― 253 ―

表1225-1 ダイズ子実中カドミウム含有率と土壌中カドミウム形態別含有率との関係 

傾き 0.576 0.358 0.077 0.211 0.076 0.038 0.216 0.090 0.050 0.048
切片 0.065 0.037 0.064 0.057 0.062 0.069 0.072 0.052 0.055 0.056
相関係数 0.232 0.538

** 0.119 0.394 0.200 0.066 0.033 0.337 0.262 0.257

塩酸抽出濃度 形態別濃度 積算濃度

0.01N 0.025N 0.1N 交換態
無機結合

態
有機結合

態
遊離酸化
物吸蔵態 交+無

交+無+
有

交+無+
有+遊

傾き 0.914 0.364 -0.024 0.400 -0.070 -0.156 -0.316 0.122 0.000 -0.002
切片 0.080 0.075 0.146 0.093 0.149 0.158 0.147 0.104 0.137 0.138
相関係数 0.509

**
0.481

** 0.051 0.440
* 0.092 0.238 0.076 0.210 0.001 0.007

遊離酸化
物吸蔵態 交+無

交+無+
有

交+無+
有+遊

塩酸抽出濃度 形態別濃度 積算濃度

0.01N 0.025N 0.1N 交換態
無機結合

態
有機結合

態

表1225-2 コムギ子実中カドミウム含有率と土壌中カドミウム形態別含有率との関係 
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図1225-1 非汚染地におけるダイズ子実中カドミウム含有率と土壌 pH・リン酸吸収係数の関係 
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図1225-2 非汚染地におけるコムギ子実中カドミウム含有率と土壌 pH・リン酸吸収係数の関係 

n=25  ** 1%有意 r>0.505、 * 5%有意 r>0.396 
交+無 ：交換態+無機結合態 
交+無+有 ：交換態+無機結合態+有機結合態 
交+無+有+遊 ：交換態+無機結合態+有機結合態+遊離酸化物吸蔵態 

n=29  ** 1%有意 r>0.470、 * 5%有意 r>0.367 
交+無 ：交換態+無機結合態 
交+無+有 ：交換態+無機結合態+有機結合態 
交+無+有+遊 ：交換態+無機結合態+有機結合態+遊離酸化物吸蔵態 

pH(H2O) 

土壌pH(H2O)
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 得られた式から予測された子実中カドミウム含有

率と実測値との間には相関がみられた。しかし高含

有率でのバラツキが大きかった（図1225-3、図

1225-4）。 

 (ウ) 炭酸苦土石灰の施用によるダイズ・コムギ

子実中カドミウム吸収抑制効果 

木枠試験においてダイズ、コムギともに炭酸苦土

石灰を施用することで、子実中のカドミウム含有率

は低下した。更に、いずれも炭酸苦土石灰の施用量

を増加する（200kg/10a→400kg/10a）ことで含有率は

低下した（表1225-3）。また土壌表層のpH(H2O)は炭

酸苦土石灰を連用することで上昇しており、ダイ

ズ・コムギ子実中のカドミウム含有率は炭酸苦土石

灰の連用により低下する傾向にあった（表1225-4）。 

0
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0.3

0.4

0 0.1 0.2

予測子実中Cd含有率（mg/kg乾物）

実
測

子
実

中
C

d
含

有
率

（m
g/

kg
乾

物
） 予測値と実測値の相関

r
2
=0.423

図1225-3 ダイズ子実中カドミウム含有率の予測値と実測値の相関 
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乾
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）

予測値と実測値の相関
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図1225-4 コムギ子実中カドミウム含有率の予測値と実測値の相関 

表1225-3 炭酸苦土石灰施用によるダイズ・コムギ子実中カドミウム含有率の推移 

炭酸苦土石灰
区 深さ kg/10a 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年

0-15cm 0
15-30cm 0
0-15dm 200
15-30cm 0
0-15dm 400
15-30cm 0
0-15dm 200
15-30cm 200
0-15dm 400
15-30cm 400

子実中カドミウム含有率(mg/kg乾物)
ダイズ コムギ

0.43 0.38 0.13 0.14 0.70 0.44 0.29

0.25

0.21

1

2

3

4

5

0.31

0.27

0.33

0.19

0.24

0.19

0.12 0.06

0.11 0.04

0.11 0.05

0.12 0.05

0.31

0.56 0.34 0.24 0.27

0.54 0.26 0.23 0.24

0.55 0.25 0.22 0.20

0.50 0.20 0.13 0.19
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エ 今後の課題 

 (ア) 土壌の化学性からダイズおよびコムギの子

実中カドミウム含有率を予測する精度を高めるため

に、子実中カドミウム含有率とより相関の高い土壌

カドミウムの抽出法の検討が必要と考えられる。 

(イ) 炭酸苦土石灰による吸収抑制は初年目のコ

ムギ作において効果が低かった。今後はより吸収抑

制効果の高い資材の検討が必要と考えられる。 

 (ウ) 今回の試験に用いた土壌は0.1N塩酸抽出態

カドミウムが0.44 mg/kg乾土であり、カドミウム含

有率が低い土壌を用いた。このため、より高濃度に

カドミウムを含んだ土壌においても炭酸苦土石灰の

カドミウム吸収抑制効果が得られるか明らかにする

必要がある。 

オ 要 約 

 土壌pH（H2O）、リン酸吸収係数および土壌から希

塩酸により抽出されるカドミウム含有率はダイズ、

コムギともに子実中カドミウム含有率との間に関係

性がみられた。このためカドミウム非汚染地土壌に

おいては、土壌化学性｛pH（H2O）、希塩酸抽出態カ

ドミウム含有率（mg/kg乾土）、リン酸吸収係数｝か

らダイズおよびコムギ子実中カドミウム含有率

（mg/kg乾物）をある程度予測することができた。ま

た実測値では非汚染地においてはコムギでは土壌pH

が約６以上、ダイズでは土壌pHが約6.5以上の土壌で

は、いずれも子実中カドミウム含有率はおおむね

0.1mg/kg乾物以下であった。 

土壌の0.1N塩酸抽出態カドミウム含有率が

0.4mg/kg乾土程度の汚染土壌においてはダイズ、コ

ムギともに、アルカリ資材として炭酸苦土石灰を施

用することにより子実中のカドミウム含有率を低下

させることができた。 

 カ 引用文献 

１) 定本裕明・飯村康二・本名俊正・山本定博(1994).

土壌中重金属の形態別分別法の検討，土肥誌，

65,645-653 

 研究担当者（柿内俊輔＊、三角正俊、中畠吉直、古

家光之） 

３ イネ・ダイズにおける子実中カドミウム濃

度の収穫前迅速予測技術の確立 

(1) イネ・ダイズにおける子実中カドミウム濃度の

収穫前迅速予測技術の開発 

ア 研究目的 

CODEXによる食品中のカドミウム(Cd)基準値設

定の動きに伴い、農作物のCd濃度を収穫前に予測す

るニーズが高まっている。そこで、イネ・ダイズの

子実中Cd濃度を収穫前に予測･推定するための簡易

迅速分析、予測技術を開発する。 

 このため、簡易で高感度かつ迅速に植物試料中の

Cdを定量する手法について検討すると共に、イネお

よびダイズの子実のCd濃度と生育時期別・部位別の

Cd濃度との関係を検討して、収穫子実のCd汚染の可

能性を事前に推定・予測する技術を開発する。 

 具体的には、簡易迅速な高感度測定法として、植

物体粉末を希酸で抽出しそのままICP-MS分析する手

法１､２､３)を検討する。また各種条件でイネ・ダイズを

栽培し、子実と生育途中の植物中Cd濃度を比較して、

収穫子実のCd濃度との相関が安定的に高い時期・部

位を明らかにする。 

イ 研究方法 

(ア) 簡易迅速分析法の検討 

イネ及びダイズの葉、茎、籾、莢など植物試料に

含まれるCdを、酸を使って迅速に抽出･測定する手法

を開発するため、栽培条件の異なる植物体試料に、

①１：20の１M塩酸、②１：20の１M硝酸または③１：

200の0.1M硝酸を加えて、いずれも室温で１時間振揺

して溶液中に抽出されるCd濃度を測定し、硝酸・過

酸化水素水テフロン容器分解で測定されるCd濃度と

比較する。Cdの定量はICP-MS分析による。硝酸・過

表1225-4 炭酸苦土石灰施用によるコムギ作後表層土壌 pH(H2O)の推移 

区 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年

1 5.8 5.1 5.0 5.2

2 5.7 5.8 5.7 6.6

3 6.1 6.1 6.4 6.8

4 5.9 6.1 6.3 6.4

5 6.1 6.5 6.7 7.0
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酸化水素水テフロン容器分解では、サンプル0.100ｇ

をテフロン小容器に採取し、重金属分析用硝酸２mL

と過酸化水素水１mLを加え、50～80℃程度に加温し

て穏やかに分解させたのち、蓋をして電子レンジで

加熱分解、内容物を30mLに希釈定容した。 

 供試した植物体試料は、異なる土壌を充填した

ポットを用いて落水条件下で登熟させたイネの玄米

とわら各５点、および、４種類の土壌を搬入して造

成した試験圃場に生育したダイズ（品種：タチナガ

ハ）の子実、茎、さや各４点の合計22点である。 

(イ) 生育時期・部位別Cd濃度 

 下記各種試験条件で栽培したイネ及びダイズ植物

体を生育時期別、部位別に採取し、当該部位に含ま

れるCd濃度の測定値を、収穫後の子実中Cd濃度と比

較する。 

ａ 水稲ポット栽培 

 関東地方で採取した各種土壌をポットに詰め、無

処理対照、米ぬか施用、丁寧な代掻き、無代掻き処

理(2004年)、無処理対照、米ぬか繰り返し施用、止

葉期石灰施用、止葉期米ぬか施用処理(2005年)、 無

処理対照、米ぬか繰り返し施用、全期間断潅がいの

各処理(2006年)を設けてキヌヒカリを栽培。 

ｂ 水稲圃場 

 稲わらたい肥施用圃場と無施用圃場に出穂期以後

間断灌漑区と対照区を設け、各々に無処理対照区、

米ぬか施用区、石灰施用区を設けて、ホシアオバお

よび日本晴を栽培(2005年)。また、有機物長期連用

試験水田、肥料三要素試験水田、輪換水田にコシヒ

カリ、キヌヒカリあるいは日本晴を栽培(2005、2006

年)。 

ｃ ダイズ圃場 

 ダイズ４年－水稲４年で合計８年周期の田畑輪換

圃場にタチナガハを栽培(2004～2006年)。輪換畑、

稲わら施用圃場にタチナガハ(2004、2005年)、また

はタチナガハ、サチユタカ、フクユタカ、青御前(2006

年)を栽培。４種の土壌(谷和原灰色低地土、石下灰

色低地土、谷和原淡色黒ボク土、八郷赤黄色土)を搬

入した人工造成圃場にタチナガハ(2004年)またはハ

タユタカ(2005年)を栽培。肥料三要素試験圃場にタ

チナガハ、サチユタカ、フクユタカ(2003年)、タチ

ナガハ、フクユタカ、サチユタカ、青御前(2004年)

を栽培。発泡ケイ酸カルシウム資材施用の有無処理

を設けた谷和原転換畑３圃場にタチナガハを栽培

(2006年)。 

 ｄ ダイズポット栽培 

関東各地の土壌をポットに詰めてタチナガハを栽培

(2003年) 

ウ 研究結果 

(ア) 簡易迅速分析法の検討  

酸抽出によって求めた植物試料中Cd濃度は、１M

塩酸、１M硝酸、0.1M硝酸のいずれの方法でも、硝

酸・過酸化水素水分解Cd濃度と高い相関を示した。

回帰係数は１に近く、切片定数は０に近い(図

1231-1)。なお抽出の際、ダイズ子実試料については、

ろ過が困難な場合があるが、試料をあらかじめ乾燥

器中で加熱すればろ過が容易になる。 

(イ) 生育時期・部位別Cd濃度 

 イネ・ダイズいずれについても、生育途中の植物

体中のCd濃度と子実のCd濃度の間に、正の相関が見

られたが、７月の葉よりは８月の葉の方が、８月の

葉よりは同じ時期の幼夾あるいは若い穂の方が高い

相関が得られた (表1231-1)。 

 (ウ) イネ 

水稲の若い穂や止葉葉身と子実のCd濃度の回帰関

係(図1231-2、1231-3)は決定係数が比較的高く

(0.897、0.812)、また年次が異なってもほぼ安定し

ていた。対象とした試料は多種類の土壌、圃場栽培

とポット栽培、慣行的な栽培と間断潅がい栽培や常

時湛水栽培、ぬか施用栽培などを含み、品種につい

てはキヌヒカリ、コシヒカリ、日本晴、ホシアオバ

を含む。 

図1231-1 簡易迅速酸抽出法と硝酸過酸化水
素分解によるCd分析結果の比較
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図1231-1 簡易迅速酸抽出法と硝酸過酸化水素

分解による Cd 分析結果の比較 
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表1231-1 時期別部位別試料とダイズ子実、玄米の Cd 濃度の回帰関係 

ダ イ ズ 水 稲 

時期・部位 R2 ａ ｂ 時期・部位 R2 ａ ｂ 

７月葉 0.675 1.287  0.096 ７月葉 0.405 0.349 -0.940 

８月葉 0.927 0.911  0.147 ８月止葉 0.814 1.071  0.040 

成熟期葉 0.939 0.882 -0.312

８月幼夾 0.953 1.014  0.040 ８月若い穂 0.898 0.885 -0.358 

成熟期莢 0.961 1.002 -0.008

ダイズ子実、玄米の Cd 推定値 ＝ ａ × 採取部位 Cd 測定値 ＋ ｂ（いずれも対数値）。7,8月の葉は展開上位葉で、
水稲8月は止葉、5株から採取。水稲止葉、若い穂については3年間全体について。他は2004年試料。供試大豆品種は
タチナガハ､ハタユタカ､フクユタカ､エンレイ 

(エ) ダイズ 

ダイズの幼い莢や幼莢期の葉のCd濃度とダイズ子

実のCd濃度の回帰関係(図1231-4、1231-5)は相関係数

が比較的高く(0.950、0.923)、また年次が異なっても

ほぼ安定していた。対象とした試料は多くの種類の土

壌、圃場栽培とポット栽培を含み、品種についてもタ

チナガハ、フクユタカ、サチユタカ、青御前を含む。 

(オ) 水管理の影響 

出穂期に落水した処理について、止葉および幼穂

のCd濃度と玄米のCd濃度の関係が変化した（図

1231-6）。 

(カ) 採取時期の影響 

 図1231-7、1231-8に示したように、水稲試料につ

いては、予測のための試料採取時期が２週間ほど変

化しても、両者の関係はさほど変化していない。ダ

イズの場合についても、10日あまり採取時期を変え

て採取した試料のCd濃度について、有意差が認めら

れなかった(表1231-5)。 

(キ) ぬか施用の影響 

米ぬかを繰り返して施用して栽培することによっ

て玄米のCd濃度が低下することを認めた(表２、３、

４)。 

エ 考 察 

(ア) 簡易迅速分析法の検討  

供試したいずれの分析方法も簡易かつ迅速に実施で

きる。また玄米、わら、ダイズ子実、ダイズの茎、さ

や、いずれの試料についてもほぼ同じ回帰関係になっ

た。このことから今回試した方法はいずれも植物試料

中のCdを推定する簡易法として使用できると考えた。 

 なお３種の中で、0.1M硝酸を使う方法はマトリッ

クス溶液の性質がICP-MS分析を実施する上で便利で

あり、夾雑元素が比較的少ない点でも有利なので、

この方法がもっとも望ましい。推奨する手順は、熱

風乾燥した植物試料を振動ミルなどにより微粉砕し、

この試料0.1gに0.1M硝酸20mLを加えて室温で１時

間振とう、ろ液中のCdをICP-MSで定量する方法であ

る。乾燥に一夜、粉砕には100点/人/日程度、抽出は

50点/人/日、ICP-MSによる測定時間は２分/サンプル

程度を要する。 

(イ) 生育時期・部位別Cd濃度 

 水稲の若い穂や止葉葉身と子実のCd濃度の回帰関

係(図1231-2、1231-3)や、ダイズの幼い莢や幼莢期

の葉のCd濃度とダイズ子実のCd濃度の回帰関係(図

1231-4、1231-5)は決定係数が高く、また年次が異

なってもほぼ安定していた。対象とした試料は多種

類の土壌、圃場栽培とポット栽培、慣行的な栽培と

間断潅がい栽培や常時湛水栽培、ぬか施用栽培など

を含み、かなり多種類の品種を対象としている。こ

のようにさまざまな条件で、ほぼ一定の安定した回

帰関係が得られたことから判断すると、本試験で得

られた回帰関係が、より広範な試料についても認め

られる可能性が大きい。 

(ウ) 水管理の影響 

 玄米中のCd濃度が落水によって大幅に上昇するこ

とが知られている。本試験においても、出穂期に落

水すると、止葉および幼穂のCd濃度と玄米のCd濃度

の関係が変化した（図1231-6）。落水の影響は大きい

ので、登熟期の水管理状況を考慮に入れないと玄米

のCd濃度の予測ができないことになる４）が、玄米の

Cd濃度を適切に管理する観点からすれば、Cd濃度予

測値が高ければ厳密な湛水管理を求め、予測値が低

ければ収穫作業に必要な落水を容認するなど、適切

な管理作業を選択する際の参考として予測値を活用

できると考えられる。 
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図1231-2 若い穂と玄米のＣｄ濃度の
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表1231-2 ぬか施用及び間断潅がいが玄米の Cd 濃度に及ぼす影響(2005年) (mg/kg) 

土     壌 
処  理 

ＩＴ ＮＤ ＭＴ ＮＤＢ ＯＫ ＹＷ ＨＴ ＵＴ 
平均 比率 

対 照 0.024 0.016  0.007 0.336 0.019 0.007 0.009 0.006 0.053 1.00 

ぬ か 0.008 0.003  0.003 0.043 0.002 0.003 0.002 0.003 0.008 0.16 

間断灌漑 0.029 0.054  0.008 1.625 0.052 0.010 0.030 0.038 0.231 4.36 

対照区：6-9-6化成肥料5g基肥、14-0-14化成0.5追肥。 

ぬか：２g/potずつ３回(基肥、7月1日、8月1日)上乗せ施用、基肥は作土混入、追肥は表面施用 

間断灌漑：活着後、毎週２日落水、対照、ぬか施用区はいずれも常時湛水。 

表1231-3 ぬか、炭カル施用と落水が玄米の Cd 濃度に及ぼす影響 (2004年) (mg/kg) 

土  壌 
処  理 

ＩＴ ＮＤ ＭＴ ＮＤＢ ＯＫ ＹＷ 
平均 

 対  照 0.009 0.010 0.007 0.112 0.007 0.010 0.026 

 ぬ か 0.008 0.004 0.004 0.048 0.002 0.003 0.011 

 後期ぬか 0.007 0.009 0.007 0.089 0.011 0.009 0.022 

後期炭カル施用 0.008 0.011 0.006 0.103 0.006 0.010 0.024 

 後期落水 0.036 0.042 0.007 0.900 0.173 0.045 0.201 

対照区：6-9-6化成肥料4.7g基肥、14-0-14化成0.5追肥。 

ぬか：２g/pot×３回(基肥、7月23日、8月5日)上乗せ施用、 

基肥は作土混入、追肥は表面施用。後期ぬか：２g/potを8月5日に表面施用、 

後期炭カル施用：炭酸カルシウム6g/potを8月5日に施用、 

後期落水：8月5日以降落水、これ以外は対照区、ぬか施用区などいずれも常時湛水栽培。 

(エ) 採取時期の影響 

 予測のための試料採取を安定的に効率よく実施す

るためには、採取時期が多少前後しても予測試料と

子実の間のCd濃度関係が大きく変化しないことが望

まれる。図1231-7、1231-8に示したように、水稲試

料については、予測のための試料採取時期が２週間

ほど変化しても、両者の関係はさほど変化していな

い。ダイズの場合についても、10日あまり採取時期

を変えて採取した試料のCd濃度について、有意差が

認められなかった(表1231-5)。これらのことから、

予測用試料の採取時期の影響は、10日あまりの範囲

内で、さほど大きくないと判断される。 
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の Cd 濃度の関係 
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表1231-4 ぬか施用が水稲玄米の Cd 濃度に及ぼす影響(2003年) (mg/kg) 

土     壌 
処 理 

ＩＴ ＮＤ ＭＴ ＨＴ ＮＤＢ ＵＴ ＨＮ ＫＺ ＨＭＹ 
平均 

対 照 0.117 0.277 0.024 0.105 2.557 0.050 0.035 0.019 0.079 0.363 

ぬ か 0.011 0.031 0.012 0.011 0.270 0.012 0.010 0.009 0.012 0.042 

対照区：14-14-14化成肥料2g基肥、14-0-14化成0.5追肥。 

ぬか：２g/pot×４回(6月始め、6月下旬、7月中旬、8月上旬)化学肥料に上乗せ施用、基肥は 

作土混入、追肥は表面施用。対照、ぬか施用いずれも常時湛水栽培。 

表1231-5 試料採取日と Cd 濃度の関係 (mg/kg) 

採 取 日 幼莢期の葉 Cd 幼 莢 Cd 

8月20日 0.079 ± 0.016  0.088 ± 0.018  

8月24日 0.074 ± 0.023  0.076 ± 0.016  

8月28日 0.082 ± 0.021  0.073 ± 0.012  

9月 1日 0.082 ± 0.013  0.061 ± 0.008  

2005年、品種：タチナガハ。 

(オ) ぬか施用の影響 

米ぬか施用に伴う玄米カドミウム濃度の低下には

土壌の酸化還元電位低下(図1231-9)が関与すると思

われるが、Cd濃度低下の機作は明らかでない。止葉

期に一度だけぬかを施用しても、その影響は小さい。

また基肥としてぬかを施用した農家の圃場で採取し

た止葉、幼穂のCd濃度は、対照圃場で得られた値と

違いが見られなかった(データ略)。なお、ぬか施用

が止葉、幼穂、玄米のCd濃度の相互関係に与える影

響は小さい。 

オ 今後の課題 

収穫前予測のための基礎技術は今回の研究で提示

できたと考えられるが、どこでどのように使うか、

目的と現場の状況に応じたシステムを組み立てるこ

とは今後の課題である。予測の目的は主として、区

分収穫、区分出荷であろうが、登熟期に向けて栽培

管理に利用することや、次年度の栽培計画立案に利

用することも考えられる。これらは目的が異なるの

で、それぞれ試料採取と分析の時期、結果を出すま

でに使える時間が異なる。求められる予測精度も利

用目的などによって異なるであろう。予測対象の規

模によっても、必要なシステムの規模などが大きく

変化するはずである。 

 実用化に当っては、現場の状況に応じて計画を立

てることも重要である。圃場ごと、あるいは圃場内

のカドミウム濃度の変異は、汚染の有無や圃場の立

地条件、乾湿などによって大きく異なるので、予測

結果の利用場面とともに、圃場立地条件に応じた試

料採取体制を用意する必要がある。現地の主要品種

を対象として予測式を確定する作業も必要になると

思われる。 

 なお、米ぬかの繰り返し施用によるカドミウム濃

度低下については、今後圃場条件で試験を行って、

その実用性を検討する必要がある。 

カ 要 約 

 (ア) 微粉末試料0.1gに0.1M硝酸20mLを加えて

１時間振揺後ろ過、ICP-MSでカドミウム濃度を測定

することによって、子実など植物体のカドミウム濃

度を迅速簡易かつ高感度に測定できる。 

(イ) 水稲では穂揃い期の若い穂または止葉、大

豆については幼夾期の葉または幼夾のCd濃度を測定

することによって、玄米またはダイズ子実のCd濃度

を推定できる。 

(ウ) 登熟期に落水すると玄米のCd濃度が上昇し、

止葉あるいは若い穂のCd濃度との関係が変動するの

で、登熟期の水管理状況を考慮に入れないと玄米の

Cd濃度の予測ができないことになるが、この場合で

も、止葉や若い穂のCd濃度は適切な登熟期水管理判

定のための参考情報として活用できる。 

キ 引用文献 
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(2) レーザーを利用したイネ・ダイズ・コムギ子実

中に含まれるカドミウム・鉛の高感度直接分析法

の開発 

ア 研究目的 

 現在、国際食品規格を策定するFAO/WHO合同食品

規格委員会において玄米中のカドミウム濃度の基準

値が0.4 ppmが基準値原案とされている。基準値に適

合するかどうかの試験は出荷前に迅速に行う必要が

あるが、現在一般に用いられている分析法は酸分解

による前処理を行うため、分析結果を得るまでに長

時間を要する。そこでレーザーアブレーション－誘

導結合プラズマ質量分析（LA-ICP-MS）法＊１による

玄米や玄麦、大豆粉末の直接分析法を開発する。ま

た茎葉中のカドミウム・鉛の直接分析を試み、収穫

以前に汚染程度の評価を迅速に行う手法の開発する。 

イ 研究方法 

 (ア) 玄米、玄麦、大豆はスピードミルで粉砕後、

粉末約200 mgを錠剤成型器により９トンの荷重で直

径13 mmの円盤形錠剤に加圧成形した。LA-ICP-MS

（図1232-1）（213 nm Nd:YAGレーザー使用、レー

ザー径300μm、走査速度100μm/s）により錠剤中カ

ドミウムの分析をした結果と、粉末を酸分解した溶

液をICP-MSで分析した結果を比較した。また粉末の

粒径と均一性の影響を評価した。 

(イ) 汚染土壌で栽培した稲の茎葉及び非汚染圃

場で栽培された稲の茎葉を切り取り、超純水で洗浄

後、レーザーアブレーション用ステージに両面テー

プで固定した。レーザー出力は茎葉を貫通しないよ

うに調節し、150μm のレーザー径で５秒間200μm/s

でラインスキャンした。茎葉は葉先端部、中央部、

葉鞘の三カ所で比較し、葉先端部に関しては主脈と

葉脈間、中央部に関しては表側と裏側とでも比較し

た。 

 (ウ) 同じ株における葉鞘と玄米中のカドミウム

濃度を比較した。玄米は粉末化せず一粒のまま

LA-ICP-MSにより分析した。 

ウ 研究結果 

(ア) 粉末分析 
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 大豆粉末を錠剤化したものの直接分析と酸分解溶

液の分析の結果は良い相関を得た。（図1232-2）。同

様に玄米でも良い相関（相関係数1.00）は得られた

が、玄麦では相関（相関係数0.56）は無かった。１ mm

のフルイリングを使い粉砕した後、粒径別に分析す

ると粒径0.420～0.210 mmの画分では0.210～0.105 

mmの画分に比べ大きな(111Cdピーク面積)/(13Cピー

ク面積)が見られ、かつ変動も大きかった（0.420～

0.210 mm画分：0.0284±0.048、0.210～0.105 mm

画分：0.0195±0.017）。なお0.925～0.407 mmの画分

の粉末では粒径が荒いために成形された錠剤は非常

に崩れやすく分析困難であった。0.08 mmフルイリン

グを使用した時と0.5 mmフルイリングを使用した時

とでは(111Cdピーク面積)/(13Cピーク面積)の変動が

0.5 mmフルイリングで大きかった（0.5 mmフルイ：

0.0292±0.042、0.08 mmフルイ：0.0311±0.015）。 

(イ) 茎葉中のカドミウム及び鉛の分布 

 葉の先端部(主脈、葉脈間)、中央部（表側、裏側）、

葉鞘の(111Cdピーク面積)/(13Cピーク面積)を示した

（図1232-3）。主脈と葉脈間では大きな違いは無かっ

たが、葉鞘のカドミウム濃度が特に高かった。カド

ミウムほどでは無いが、葉鞘には高濃度の鉛が観測

された（図1232-4）。鉛の場合、主脈と葉脈間とでは

葉脈間の方が高濃度であった。 

(ウ) 葉鞘と玄米に含まれるカドミウム及び鉛濃

度の相関 

 葉鞘と玄米の(111Cdピーク面積)/(13Cピーク面積)

はばらつきが多いものの高い相関が見られた。同様

に葉鞘と玄米の(208Pbピーク面積)/(13Cピーク面積)

も高い相関が見られた（図1232-5、図1232-6）。 

図1232-2 酸分解液のCd濃度と直接分析

による Cd 強度の関係 

図1232-1 LA-ICP-MS 

図1232-4 茎葉中の鉛の分布 図1232-3 茎葉中のカドミウムの分布 
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*1：LA-ICP-MS法とは、レーザーを試料に照射し、蒸発した元素を質量分析装置により元素別に定量

する方法である。 

エ 考 察 

 (ア) 粉末分析では粉砕時に小さなメッシュのフ

ルイリングを用い粒径を細かく均一にすることで精

度の高い分析ができる。玄米と大豆に関しては従来

の分析法による結果と優れた相関を示したが、玄麦

の低相関の原因ははっきりしない。 

(イ) 葉鞘の濃度が一番高いことから、玄米濃度

の予測に用いるのは葉鞘を用いるのが分析感度の面

で適している。葉鞘濃度が高い原因として土壌粒子

の付着も考えられるが、ポットでの温室栽培である

ため風の影響が小さいことと、茎葉部位間で49Ti/13C

比の大きな差が見られなかったことから、土壌粒子

の影響は小さいと考えられた。 

 (ウ) 葉鞘と玄米で良い相関が得られたがばらつ

きが大きいため複数箇所の測定平均値を基に考える

必要がある。非汚染土壌で栽培した稲の葉鞘ではカ

ドミウムのシグナルは検出限界以下であったことか

ら、本手法により収穫前に葉鞘を迅速測定し高濃度

で検出されたものにはその後の対策を施すといった

利用が考えられる。 

オ 今後の課題 

玄麦において従来法との低い相関が見られたが原

因は明らかではなく、詳細な検討が必要である。本

研究は分析法開発を主眼としたため、栽培条件や品

種間による茎葉中元素分布の違いは検証しておらず、

今後実用化するためにはそれらの検証が必要である。

また、広い濃度範囲において分析点数を増やし信頼

性を向上させる必要がある。 

カ 要 約 

従来法と相関の高いLA-ICP-MSによる玄米、大豆

粉末の迅速直接分析が可能になった。 

 また稲茎葉中のカドミウム、鉛の分布を

LA-ICP-MSにより調べ、葉鞘部分で高濃度であるこ

とを明らかにした。この葉鞘部分と玄米中のカドミ

ウム、鉛濃度の相関が高いことから、葉鞘部分の

LA-ICP-MSによる迅速分析により玄米中のカドミウ

ム、鉛濃度の推定が可能となった。 

研究担当者（馬場浩司＊、荒尾知人） 

図1232-6 葉鞘と玄米中の鉛濃度の相関図1232-5 葉鞘と玄米中のカドミウム濃

度の相関 
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第２編 有機化学物質の総合管理技術の開発 

第１章 有機化学物質のリスク評価手法の開発 

１ 農薬の環境中での動態及び濃度予測手法

の開発 

(1) 動態モデル開発のための水田用農薬の動態解明 

 ア 研究目的 

 水系での農薬動態調査は水田除草剤を中心に実施

され、使用された農薬の河川水中の濃度及び流出率

等が報告されている。しかし、降雨等の要因を含め

た精密な調査事例は少なく、農薬の挙動の解析には

至っていない。そこで、水田から河川に至る水系に

おいて、使用された農薬の挙動を精密に調査、解析

し、環境影響評価を行うために必要な動態モデル開

発の基礎データを得る。 

イ 研究方法 

(ア) 河川における降雨・増水時の農薬流出特性

（2003～2007） 

 調査場所は岩手県雫石川水系葛根田川とし１)、５月

から９月にかけて調査した。農薬使用時期の降雨に

よる増水期から減水期にかけて１～３時間毎にオー

トサンプラーを用いて河川水を各1,000ml採水した。

調査項目は流域水田作付面積、農薬使用量、降水量、

河川流量及び河川水中農薬成分濃度とした。流域水

田作付面積は、まず現地調査により流域水田を明ら

かにし、農業共済組合のデータで一筆毎に水稲作付

を確認して算出した。農薬使用量の算出には、流域

水稲生産者の生産管理記録簿及びJAの農薬購買実績

を用いた。河川流量は採水地点直近の観測地点デー

タを用いた。調査農薬成分は調査流域で使用量の多

い初期除草剤プレチラクロール、初・中期一発処理

除草剤メフェナセット、葉いもち箱施用粒剤カルプ

ロパミド及びプロベナゾール、穂いもち水面施用粒

剤イソプロチオラン及びピロキロン、穂いもち茎葉

散布剤フサライド及びEDDP及びカメムシ茎葉散布

剤MPPとした。採取した河川水はNo.１ろ紙でろ過後

800mlを採取し、NaCl80g及びジクロロメタン100mlを

添加して５分間振とう後、ジクロロメタン層を採取

する操作を２回行い、採取したジクロロメタン層を

40℃以下の湯浴中で減圧濃縮し、窒素気流下で乾固

後ヘキサン２mlに溶解したものを試料溶液とした。

試料溶液中のプレチラクロール、メフェナセット、

イソプロチオラン、ピロキロン、フサライド、EDDP

及びMPPはGC／MS（イソプロチオラン及びフサライ

ドは一部GC／ECD）、カルプロパミド及びプロベナ

ゾールはGC／FTDを用いて定量した。 

 また、岩手県農業研究センター内水田圃場（典型

腐植質グライ台地土）において、カルプロパミド、

プレチラクロール、イソプロチオラン及びフサライ

ドを使用し、各農薬使用直後から30～77日後まで経

時的に田面水を採取し、田面水中農薬成分濃度を測

定した。 

 (イ) 広域水系における河川及びダム湖での農薬

流出特性（2006～2007） 

 調査場所は岩手県雫石町御所ダムに流入する主要

６河川（竜川、赤沢川、葛根田川、雫石川、南川、

黒沢川）及び御所ダム発電放流口とした１)（図2111-1）。

各河川での採水地点は、他の河川またはダム湖との

合流地点付近とした。調査は５月から９月に行った。

調査項目は農薬使用量、河川水及びダム放流水中農

薬濃度とした。採水頻度は７～10日毎、ただし各農

薬使用盛期は２～３日毎とし、河川表流水を約

1,000ml採取した。調査農薬成分は、プレチラクロー

ル、メフェナセット、プロベナゾール、イソプロチ

オラン、ピロキロン、フサライド、EDDP及びMPPで、

分析方法はイ(ア)と同じとした。 

図2111-1 調査水系模式図 

ウ 研究結果 

(ア) 河川における降雨・増水時の農薬流出特性 

ａ 調査流域の水田作付面積 

葛根田川 黒沢川
竜川 * *

雫石川
* *

*

赤沢川

* 南川 *
* 採水地点

御所ダム
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 調査河川流域の水田作付面積は507.8haであった

（表2111-1）。 

 ｂ 降雨・増水時の農薬成分濃度の推移 

イソプロチオラン及びピロキロンは、使用時期の

７月下旬の積算40mm未満の降雨による増水に伴い濃

度が増加した。使用約１ヶ月後の８月中下旬には、

７月を上回る降雨・増水があったが、それに伴う濃

度増加はみられなかった（図2111-2、図2111-3）。プ

レチラクロールは、使用時期の第１回目の増水とと

もに濃度が増加したが、第２回目の増水時は、それ

に伴った濃度増加はみられなかった。（図2111-4）。

フサライド、EDDP及びMPPは、使用時期の増水に伴

う濃度増加はみられず、断続的に検出された（図

2111-5、図2111-6）。 

 2003～2007年における各水面施用剤の流出率は、

プレチラクロール1.3～4.2%、メフェナセット1.7%、

イソプロチオラン0.3～5.7%、ピロキロン1.4～3.3%

であった。各茎葉散布剤の流出率は、フサライド0.0

～0.5%、EDDP0.0～0.1％、MPP0.0％と低かった。

箱施用剤カルプロパミド及びプロベナゾールは使用

量が多かったが検出されなかった（表2111-2）。 

ｃ 田面水中農薬濃度の推移 

 田面水中検出濃度は高い順に、イソプロチオラン

が使用５日後、プレチラクロールが使用２日後、カ

ルプロパミドが使用４日後及びフサライドが使用３

日後に 高濃度に達した。イソプロチオランは使用

41日後まで、プレチラクロールは30日後まで検出さ

れた。カルプロパミドは、使用77日後も検出された

が、検出濃度はフサライドとともに数～10μgL-1レベ

ルであり、イソプロチオラン及びプレチラクロール

に比べ著しく低かった（図2111-7）。 

 (イ) 広域水系における河川及びダム湖での農薬

流出特性 

 各調査農薬成分とも使用時期を反映して検出され

た。 も検出頻度が高かったのはイソプロチオラン

およびピロキロンであり、使用１ヶ月後も各河川及

びダム放流水中で検出された。フサライド、EDDP及

びMPPの検出濃度は一部の河川を除いて１μgL-1未

満であった（図2111-8、図2111-9、図2111-10、図

2111-11、図2111-12、図2111-13、図2111-14）。プロ

ベナゾールはいずれの調査時期でも検出されなかっ

た（データ省略）。 

表2111-1 葛根田川流域作付水田面積（2003） 

右岸 左岸

西根 上野 長山 
合計 

水田面積 (ha) 280.2 69.2 158.4 507.8

図2111-2 イソプロチオランの使用時期及び使用１ヶ月後における降雨・増水時河川水濃度（2004） 

1)調査時積算降雨量：7/24～25；12mm、8/17～20；74mm

2)7月の河川流量は流量計故障のためデータなし
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図2111-3 イソプロチオラン及びピロキロンの使用時期における降雨・増水時河川水濃度（2006） 

1)調査時積算降雨量：7/21～23；38mm、7/28～29；37.5mm、8/16～18；75mm

2)8/18の18時から8/19の14時まで、オートサンプラーの不具合で採水不可

図2111-4 プレチラクロールの使用時期における降雨・増水時河川水濃度（2004） 

1)調査時積算降雨量：5/20～21；36mm、5/28～29；25mm

図2111-5 フサライド及び EDDP の使用時期における降雨・増水時河川水濃度（2004） 

1)調査時積算降雨量：7/24～25；12mm、8/17～20；74mm

2)7月の河川流量は流量計故障のためデータなし
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図2111-6 フサライド、EDDP 及びＭＰＰの使用時期における降雨・増水時河川水濃度（2007） 

1)調査時積算降雨量：8/4～7；54mm､8/19～21；14mm、8/27～28；19mm

表2111-2 降雨・増水時の各農薬成分の流出率（2003～2007） 

1)農薬流出率(%)＝農薬流出量(kg)／農薬使用量(kg)×100

エ 考 察 

(ア) 河川における降雨・増水時の農薬流出特性 

イソプロチオラン、ピロキロン及びプレチラク

ロールは、直接水田内に散布する水面施用粒剤であ

り、使用直後の田面水中濃度が高く、しかも長期間

検出されることから、使用時期の降雨により水田外

に流出して河川中濃度の上昇が生じ、その後の検出

期間も長かったと考えられた。フサライド、EDDP及

びMPPは茎葉散布剤であり、使用直後の田面水中濃度

が低く、検出も短期間であったことから、河川での

検出頻度も低かったと考えられた。カルプロパミド

及びプロベナゾールは箱施用剤であり、移植後は土

壌中の根域にのみ残留し田面水中への移行は少ない

ため、田面水中濃度が低く推移し、河川への流出は

なかったと考えられた。 

(イ) 広域水系における河川及びダム湖での農薬

(mm)
2003 使用量 (kg) 66.1 77.5 - 128.8 - 51.1 74.9 72.2 177.0

流出量 5月 (kg) - - - - - - - - - -
6月 (kg) - - - - - - - - - -
7月 (kg) - - - 7.30 - - 0.38 0.00 0.00 26.0
8月 (kg) - - - - - - - - - -
計 (kg) - - - 7.30 - - 0.38 0.00 0.00

流出率注) (%) - - - 5.7 - - 0.5 0.0 0.0
2004 使用量 (kg) 66.8 97.3 - 169.0 134.8 61.9 47.3 65.9 189.4

流出量 5月 (kg) 0.90 - - - 0.00 - - - - 114.0
6月 (kg) 0.00 - - - 0.00 - - - - -
7月 (kg) 0.00 - - - - - - 0.00 0.00 -
8月 (kg) 0.00 - - - - - - 0.05 0.00 74.0
計 (kg) 0.9 - - - 0.00 - - 0.05 0.00

流出率 (%) 1.3 - - - 0.0 - - 0.1 0.0
2005 使用量 (kg) 17.2 - - 35.6 34.6 - 41.1 21.2 58.6

流出量 5月 (kg) 0.33 - - 0.00 - - 0.00 - - 32.5
6月 (kg) 0.00 - - 0.00 - - 0.00 - - -
7月 (kg) - - - 1.14 - - 0.00 - - 66.0
8月 (kg) - - - 0.20 - - 0.02 - - 103.5
計 (kg) 0.33 - - 1.34 - - 0.02 - -

流出率 (%) 1.9 - - 3.8 - - 0.1 - -
2006 使用量 (kg) 0.0 0.0 77.7 245.0 140.5 83.8 112.6 216.0 228.2

流出量 5月 (kg) - - 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 -
6月 (kg) - - 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 -
7月 (kg) - - 2.34 2.06 - - 0.00 0.04 0.00 77.0
8月 (kg) - - 0.26 0.18 - - 0.01 0.03 0.02 75.5
計 (kg) - - 2.60 2.24 - - 0.01 0.07 0.02

流出率 (%) - - 3.3 0.9 - - 0.0 0.0 0.0
2007 使用量 (kg) 14.7 92.5 149.9 480.8 - 1226 202.1 357.5 433.0

流出量 5月 (kg) 0.61 0.95 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 84.0
6月 (kg) 0.00 0.57 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 8.0
7月 (kg) 0.00 0.00 1.42 0.96 - - 0.02 0.06 0.01 23.0
8月 (kg) 0.00 0.00 0.60 0.51 - - 0.16 0.11 0.00 87.0
計 (kg) 0.61 1.52 2.02 1.47 - 0.00 0.18 0.17 0.01

流出率 (%) 4.2 1.7 1.4 0.3 - 0.0 0.1 0.1 0.0

水面施用剤 箱施用剤
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ﾛｰﾙ

ﾒﾌｪﾅ
ｾｯﾄ

ﾋﾟﾛｷﾛ
ﾝ

ｲｿﾌﾟﾛﾁ
ｵﾗﾝ

茎葉散布剤
ｶﾙﾌﾟﾛ
ﾊﾟﾐﾄﾞ

ﾌﾟﾛﾍﾞﾅ
ｿﾞｰﾙ

積算降
雨量

ﾌｻﾗｲﾄﾞ ＥＤＤＰ ＭＰＰ



― 268 ―

流出特性 

 広域水系においても１河川での検出傾向と同様の

結果が得られたが、フサライド、EDDP及びMPPの検

出頻度が高い一部の河川は水田排水が直結しており、

他の河川等による希釈効果がない河川と考えられた。 

オ 今後の課題 

 今後、降雨強度と河川への農薬流出パターンとの関

係解析や、広域調査における農薬使用量の把握及びダ

ム湖調査手法の確立について、検討する必要がある。 

図2111-7 カルプロパミド、プレチラクロール、イソプロチオラン及びフサライドの田面水中濃度（2005） 
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図2111-8 各河川水中プレチラクロー

ル濃度（2006） 

図2111-9 各河川水中メフェナセット濃

度（2007） 
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図2111-10 各河川水中イソプロチオラン

濃度（2006） 
図2111-11 各河川水中ピロキロン濃

度（2006） 
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図2111-14 各河川水中 MPP 濃度（2007） 

カ 要 約 

(ア) 河川における降雨・増水時の農薬流出特性 

イソプロチオラン、ピロキロン、プレチラクロー

ルの検出頻度が高く、使用時期の降雨・増水に伴う

濃度上昇がみられた。各水面施用剤の流出率は、プ

レチラクロール1.3～4.2%、メフェナセット1.7%、イ

ソプロチオラン0.3～5.7%、ピロキロン1.4～3.3%で

あった。各茎葉散布剤の流出率は、フサライド0.0～

0.5%、EDDP0.0～0.1％、MPP0.0％と低かった。箱

施用剤のカルプロパミド及びプロベナゾールは使用

量が多かったが検出されなかった。 

 (イ) 広域水系における河川及びダム湖での農薬

流出特性 

 各河川及びダム放流水中での検出頻度及び濃度は

イソプロチオラン、ピロキロン及びプレチラクロー

ルが高く、フサライド、EDDP及びMPPが低かった。

カルプロパミド及びプロベナゾールは使用量が多

かったが検出されなかった。 

 キ 引用文献 

１) 築地邦晃・中南真理子・伊藤美穂(2000).イネい

もち病防除薬剤の河川における消長.岩手県農業研

究センター研究報告第１号.1-7. 

研究担当者（中野亜弓＊、折坂光臣、築地邦晃） 

(2) 果樹用農薬の河川への流出実態の解明 

ア 研究目的 

 農薬のリスク評価を行うためには動態調査データ

を基にシミュレーションモデルを構築し、環境中に

おける動態解析を行うことが必要である。しかし、

環境中での動態に関するデータの蓄積は、水稲以外

の作物についてはきわめて少ない。そこで、果樹用

農薬の河川水中での濃度消長、使用農薬及び環境条

件等との関係を調査して環境水中への流出過程や動

態を明らかにし、シミュレーションモデル開発の基

礎データを得る。

イ 研究方法 

(ア) 対象流域

調査対象として図2112-1に示した長野県北部の果

樹地帯を選定した。この果樹地帯は、千曲川に流下

するY川の支流のK川流域内に位置する。対象果樹地

帯は標高500～620mで、約８度傾斜した北西斜面にあ

り、耕地面積は36haで、そのうち樹園地は19ha（主な

品目はりんご、ぶどう、プラム）である。

図2112-1に示したM橋を河川水中農薬濃度の調査
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図2111-12 各河川水中フサライド濃度（2007） 図2111-13 各河川水中 EDDP 濃度（2007）
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地点とした。調査対象の流域面積は1.3km2である。

(イ) 定期調査と降雨時調査

 調査は2003年から2006年にかけて行った。それぞれ

の年において、農薬の散布時期を含みかつ定期的な調

査が可能な5～6ヶ月間を調査期間として設定した。

定期調査では毎週１回程度の間隔で河川水を採水

した。降雨時調査は、調査可能な降雨に対して、降

り始めから降り終わるまでの間を一定の時間間隔で

採水した。2003年は４月から９月までの調査期間に

おいて17回の定期調査と、３降雨に対して降雨時調

査を行った。2004年は５月から９月までの調査期間

において22回の定期調査と、３降雨に対して降雨時

調査を行った。2005年は５月から９月までの調査期

間において19回の定期調査と、３降雨に対して降雨

時調査を行った。2006年は６月から９月までの調査

期間において15回の定期調査と、１降雨に対して降

雨時調査を行った。2007年は６月から９月までの調

査期間において３降雨に対して降雨時調査を行い、

道路に発生した表流水（圃場からの表流水は含まな

いことを確認済み。）についても、含まれる農薬量を

測定し、河川流出への影響を調査した。

 降水量は、採水地点に自動観測機を設置して10分間隔

で観測した。欠測した場合は役場の観測値を代用した。 
(ウ) 土壌への農薬浸透量調査

 調査は2005年に行った。調査対象地域内にある樹

園地の跡地に対象農薬を散布し、散布直後、１日後、

10日後、30日後、57日後まで経時的に土壌を採取し

た。土壌は、表層から20cmまで５cm間隔で採取し、

そこに含まれる農薬量を測定した。

(エ) 対象農薬

調査対象農薬として、樹園地で使用されている農

薬のうち一斉分析可能な薬剤を対象とした。殺虫剤

ではCYAP、NAC、クロルピリホス、殺菌剤ではキャ

プタン の全４種を選定した。これらの農薬は、対

象地域では樹園地のみで使用されている農薬である。

降雨時調査では、クロルピリホスは採水容器への吸

着によると思われる回収率不足により対象としな

かった。また、キャプタンについては前処理の不具

合により、2003年～2004年の定期調査及び2003年～

2006年の降雨時調査分析結果を略した。

(オ) 分析方法

定期調査では河川水１Lを採取し、リン酸１mlを添加

混合後、ガラス繊維ろ紙（Whatman社製、GF/F（粒子保

持能0.7μm））で吸引ろ過を行い、得られたろ液とろ紙

残渣各々について、含まれる農薬の抽出・分析を行った。 
  ａ ろ液の抽出

2003年は、ろ液800mlを用い塩化ナトリウム20gを加

えた後、ジクロロメタン100mlで２回抽出した。無水

硫酸ナトリウムで脱水後、ロータリーエバポレー

ターで濃縮後窒素ガスで乾固した。残留物にアセト

ン２mlを加えて溶解し、試験溶液とした。

 2004年～2006年はろ液900mlにメタノール37.5ml

（v/v ４%）を加え、加圧型固相抽出用定流量ポンプ

（Waters社製、Sep-Pakコンセントレーター）を用い

てミニカラム（Waters Sep-Pak Plus PS2）に抽出し

た。PS2ミニカラムを窒素気流下で15分間脱水した後、

アセトン５mlで抽出し、アセトンを留去した。これ

にアセトン２mlを加えて溶解し、試験溶液とした。

図2112-1 調査地域及び調査地点 



― 271 ―

  ｂ ろ紙残渣

ろ紙残渣は、アセトン30mlで20分間振とう抽出し

た後、アセトン40mlで残渣をすすぎ、ロータリーエ

バポレーターで濃縮した。濃縮液を分液ロートに移

し、塩化ナトリウム５gと水100mlを加え、ジクロロメ

タン50mlで２回抽出し、無水硫酸ナトリウムで脱水

後、ロータリーエバポレーターで濃縮後窒素ガスで

乾固し、残留物にアセトン・ヘキサン混合液（5:95）

５mlを加えて溶かした。これを、ヘキサンであらか

じめ予洗したミニカラム（Waters Sep-Pak Plus シ

リカゲル）に移し、試料を注入、次いでアセトン・

ヘキサン混合液（15:85）13mlを注入して、両方をあ

わせて溶出液とし、濃縮乾固後アセトン２mlに溶解

し試験溶液とした。

  ｃ 機器測定

 CYAP、NAC、クロルピリホスはGC/MSで測定した。

キャプタンはGC/ECDで測定した。

  (ａ) GC/MS条件

 島津QP-5000、カラム：DB5ms 30m×0.25mm×

0.25μm、カラム温度：80℃（１min.）→10℃/min.

→260℃（２min.）、注入口およびインターフェース

温度：280℃

  (ｂ) GC/ECD条件

 島津GC8A、カラムDB-17 15m×0.53mm×1.0

μｍ、カラム温度：220℃、注入口及び検出器温度：

290℃、current：１nA

  ｄ 測定結果 

 ろ液とろ紙残渣の農薬量を合わせて、河川水中の

農薬量とした。

(カ) 農薬散布日および散布量の推定方法

 対象農薬の散布日と散布量は以下の方法で推定し

た。まず、調査対象の樹園地では、主にりんご、ぶ

どうおよびプラムが栽培されている。それぞれの品

目別にJAの部会員から防除記録を入手して、部会員

の農薬の散布日と散布量を把握した。これによって

各散布日の樹園地単位面積あたりの農薬散布量を算

出した。部会員以外の農家でも、同一の散布日に同

一の割合で農薬が散布されたと仮定することによっ

て、樹園地全体としての各農薬の散布日と散布量を

推定した。

ウ 研究結果 

(ア) 農薬の使用状況

調査地域の樹園地19haでは、りんご、ぶどう、プ

ラムが栽培され、りんごが47%、ぶどうが27%、プラ

ムが22%を占める。樹園地のうち、JAの部会員の樹園

地が占める割合はりんごで約67%、ぶどうで約78%、

プラムで約20%である。調査対象地域の農薬の散布日

と散布量は、JA部会員の防除記録を基に、イ 研究

方法の(カ)に示した方法で推定した。

 2003年～2007年にかけて、調査期間中、調査対象

地域へ散布された各農薬の量は、成分換算で、CYAP

が17～29kg、NACが０～５kg、クロルピリホスが17

～23kg、キャプタンが81～124kgであった。キャプタ

ンの使用量は、４剤の中では も多く、年による変

動はあるが、2003年から2006年までほぼ横ばいで

あった。CYAP、キャプタンの使用量も、年による変

動はあるが、2003年から2007年までほぼ横ばいで

あった。クロルピリホスの使用量は、2003年から2005

年にかけては、ほぼ横ばいであったが、2006年・2007

年は減少した。NACは2003年が５kgで 大であった

が、以降は０～３kgで推移している（表2112-1）。

(イ) 定期調査における濃度消長

 CYAPはりんごのシンクイムシやハマキムシ類等

の防除に６月下旬から７月下旬の１ヶ月間に集中的

に使用される薬剤である。かつては、安くて効果の

高い殺虫剤として使用量も多かったが、環境保全型

農業の推進により、近年は減っている。

河川水中濃度は使用時期をよく反映し、６月下旬

から７月下旬にかけてよく検出され、 大濃度は

2003年６月25日に検出された0.2mg/Lである。一方、

同年には散布終了後から１ヶ月でも0.2mg/L検出さ

れている（図2112-2、表2112-2）。

表2112-1 調査地域における推定年間農薬使用量（㎏） 
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 NACはぶどうのブドウスカシバの防除剤として４

月上旬～中旬頃に、りんごでは摘果剤として５月中

旬から下旬に、またシンクイムシやハマキムシ類等

の防除として、８月中旬から８月下旬に使用される。

かつては使用量の多い農薬であったが、調査年はす

でに使用が減少していた。使用期間中は、河川水中

に検出され、2003年６月18日及び2005年８月10日に

大濃度の0.4mg/Lが検出された。

 クロルピリホスはCYAPと同様、りんごのシンクイ

ムシやハマキムシ類等の防除に用いられ、６月上旬

から６月下旬と７月中旬から８月下旬の２回、散布

が集中する。この時期の調査でよく検出され、2003

年７月23日に検出された2.1mg/Lが 大濃度であっ

た（図2112-2、表2112-2）。

 キャプタンはりんごの黒星病、炭疽病防除剤とし

て６月上旬から６月下旬、斑点落葉病、輪紋病防除

剤として７月上旬から８月中旬にかけて使用される。

また、ぶどうでは、べと病防除剤として、５月中旬

から６月上旬に使用される。りんご、ぶどうでの防

除時期には、キャプタンは河川水中から検出された。 

2005年８月10日の1.1mg/Lが 大濃度であった（図

2112-2、表2112-2）。農薬の検出回数は、ほぼ使用量

に比例していた（図2112-3）。

(ウ) 降雨時調査

総降水量10.8mmの2007年６月29日午前から午後の

降雨に関する調査結果を図2112-4に示す。CYAPの水

中濃度と時間降水量は、ほぼ類似した変化傾向を示

した。この調査ではCYAPとキャプタンが検出され、

CYAPは降雨初期の10時の調査で 高濃度の2.5mg/L

が検出された。その後は11時の調査で0.5mg/L に低

下した後は18時まで0.2mg/L前後の濃度で推移した。

キャプタンは９時の調査で 高濃度の1.6mg/Lが検

出された後は、CYAP同様18時まで0.2mg/L前後の濃

度で検出された。総降水量79.6mmの９月６日から７

日の調査では、キャプタンが0.03mg/L 程度、２回検

出されたのみであった。散布時期から日が経つにつ

れて検出濃度は低下し、 終的には検出されなく

なった。

表2112-2 河川水中農薬の検出濃度（μg/L） 

図2112-2 農薬散布時期と河川水中濃度(2005)

（降水量、散布量は調査日間の積算） 

図2112-3 農薬の推定使用料と定期調査におけ

る各農薬の検出回数（2003～2004年の

キャプタンデータは省略） 
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 2003年から2007年の降雨時調査では、調査時期に

散布された農薬が検出された。対象とした３農薬の

中では使用量の多いCYAPとキャプタンが高い頻度

で検出されたが、使用量の少ないNACの検出頻度は

低かった。各農薬の 高検出濃度はCYAPが2006年７

月５日（総降水量10.2mm）の10mg/L、NACが2003

年８月26から27日（総降水量76.4mm）の1.9mg/Lで

あった。キャプタンは2007年のデータしかないが、

この年の 高が６月29日（総降水量10.8mm）の

1.6mg/Lであった（表2112-2）。

(エ) 河川への流入経路

 2005年に、調査対象地域内にある樹園地の跡地に

対象農薬を散布し、鉛直方向への浸透について調査

した(図2112-5）。土壌は褐色森林土を火山灰が薄く

覆った土壌であった。４農薬ともほとんどが、０～

５cm層にとどまり、そこで減衰していく傾向が認め

られた。なお、クロルピリホスとキャプタンが15～

20cm層で散布直後の濃度の0.5%程度検出された時が

あったものの、濃度的にも低く鉛直方向への移行し

た農薬が、河川へ流出しているとは考えにくい結果

であった。ちなみに、本試験から読み取れる農薬の

半減期は、CYAP8.0日、NAC12.3日、クロルピリホ

ス12.5日、キャプタン6.0日であった。

 2007年の降雨時調査では、同時に、樹園地間の舗

装道路上に発生した表流水中の農薬量についても調

査した（表2112-3）。表流水発生時には樹園地での表

流水の発生はなく、道路に流入していないことを確

認している。採取場所や日によって濃度は異なるが、

表流水中からCYAPとキャプタンが検出された。農薬

の濃度は、河川水調査でも高い濃度を示した６月29

日が、他の２回より高く、CYAPが 高濃度で645mg/L、

キャプタンが 高濃度で2029mg/Lであった。この値

は河川水中濃度に比べ、CYAPが258倍、キャプタン

が1268倍高い値であった。樹園地は表面が草に覆わ

れ、表流水が発生しにくい状況であることから、降

雨時の河川への農薬の流出は舗装道路表面に落下し、

残留している農薬による場合が多いことが示唆され

た。

図2112-4 時間雨量及び河川流量と農薬濃度（2007） 

図2112-5 各農薬の鉛直浸透量の経時変化 

（褐色森林土・2005） 

表2112-3 道路発生表流水中の農薬濃度と河川

水中農薬の 高濃度（2007） 
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(オ) 樹園地からの農薬の流出率

 定期調査結果から推定した調査対象地域からの農

薬の 大流出率（K川への農薬成分の流出量÷調査地

域へ調査年に投入された農薬成分量）はCYAPで

0.24%、NACで0.8%、クロルピリホスで0.2%、キャプ

タンで0.01%であった（表2112-4）。また、降雨時調

査から推定した１回の降雨イベントでの 大流出率

はCYAPで0.006%、NACで0.0003%、キャプタンで

0.0004%であった（表2112-5）。これは、調査期間中

（ほぼ年間）の流出率に対してCYAPで2.5%、NACで

0.04%、キャプタンで４%に相当する。

 エ 考 察 

(ア) 河川水中の農薬濃度と流出率

いずれの農薬も河川水からの検出時期は、使用時

期とよく重なっていた。また、定期調査における

高濃度検出は降雨時の採水であった。農薬の使用量

が多い農薬ほど検出回数も多い傾向が見られた。今

回の調査における、定期調査から推定した果樹地帯

の農薬の流出率は、0.003～0.8%と、水田除草剤の流

出率0.1～６％２)に比べてかなり低いことが判明した。

これは水路に直結している水田との圃場立地条件の

違いを考えれば当然であろう。また、長野県内の別

の果樹地帯で調査した佐々木の報告 ３ ) では

CYAP1.6%、NAC1.6%、クロルピリホス0.3%、キャプ

タン０%となっており、今回の調査結果は、CYAP、

NACは低め、クロルピリホスは同程度、キャプタン

は高めであった。これは傾斜角度、圃場と河川の距

離など調査地域の立地条件や、農薬の散布量の推測

手法の差によるものと考えられる。

 平常時と降雨時の流出率全体に及ぼす寄与は、１

回の降雨による流出率が、平常時の流出率の2.5～

４%を占めることから、流出における降雨時のウエイ

トが高いことがわかる。しかし、定期調査及び降雨

時調査でわかるように農薬の使用時期からはずれて

しまうと流出がなくなること、降雨の回数は限られ

ること、定期調査にも降雨時のデータが一部含まれ

ることから平常時及び降雨時を合計した流出率が定

期調査から得られた流出率より１オーダー（10倍）

高くなるようなことはないと考えられる。

(イ) 農薬の流出経路

果樹農薬の河川への流出の主な原因として、晴天

時はドリフト、降雨時には表流水による圃場・道路

からの流出が考えられる。りんご、ぶどう等の果樹

類の病害虫防除にはスピードスプレヤーが使用され

るが、スピードスプレヤーから散布される薬液はド

リフトしやすいこと、毎週の定期調査時に農薬散布

している圃場がいくつかあったことから、雨が降っ

ていないときの河川への流入経路としては河川周辺

の圃場からのドリフトが大きな原因として考えられ

る。ただし、前述したように、その濃度は水田に比

べて極めて低かった。また、今回の調査では降雨時

の流出原因として、圃場間の舗装道路に落下した農

薬の、降雨により発生した道路表流水による流出が

示唆された。調査時の総降水量は7.2～79.6mm、時間

雨量は 大9.6mmであったが、樹園地内に表流水は発

生していなかった。多くの樹園地は株元を除く部分

が草丈５cm程度の草で覆われており、少々の雨では

表流水が発生し難い条件となっている。つまり、夕

立や台風のような集中豪雨以外の通常の降雨では、

樹園地内から農薬は流出しないことになる。圃場周

囲の額縁部分からの流出が少しあると考えられるが、

そのほとんどは舗装道路からと考えられる。

表2112-4 各農薬の K 川への流出率(%) 

表2112-5 降雨時の農薬流出率(%) 
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オ 今後の課題 

 今後、 近増えてきている水溶性の高い農薬での

流出量を確認することが必要である。

 カ 要  約 

果樹栽培地帯を対象に果樹農薬の樹園地から河川

への流出実態調査を行った。平常時も降雨時も河川

から農薬は検出された。農薬の検出時期は、使用時

期とよく重なっていた。定期調査から算出した農薬

の流出率は0.003～0.8%で水田からの流出率より低

かった。降雨時にはその時期に使用した農薬が検出

され、時間降雨量が高まると農薬濃度も高まる傾向

が見られた。定期調査、降雨時調査ともに使用時期

から日数が経つにつれて検出される農薬の濃度は低

下し、 終的には検出されなくなった。樹園地から

の流出には、平常時はドリフト、降雨時は道路表流

水の影響が大きいと考えられた。

 キ 引用文献 
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 研究担当者（矢口直輝＊、小林富雄、渡辺晴彦、荒

井好郎、和田健夫） 

(3) 茶園等傾斜地での農薬使用による動態解明 

 ア 研究目的 

 傾斜地茶園に散布された農薬は降雨による表面流

去や地下浸透等により農耕地系外に流出し、河川等

に生息している動植物の生態系に影響を及ぼすこと

が懸念されている。しかし、傾斜地茶園から水系へ

の農薬流出に関する調査報告は少ない。そこで、茶

園使用農薬の農耕地系外への流出過程や動態を明ら

かにするとともに、その動態モデル開発の基礎デー

タを得る。 

 イ 研究方法 

(ア) 農薬使用実態聞き取り調査 

調査地域：愛知県内傾斜地茶園、調査対象面積

41.5ha、 採水地点（図2113-1、2） 

調査対象農家：20戸 

 聞き取り内容：農薬名、散布日、散布量、希釈倍

率、散布ほ場 

(イ) 河川水中農薬のモニタリング調査 

 河川水中農薬のモニタリングは表2113-1の河川水

中農薬のモニタリング調査方法に基づいて行った。 

(ウ) 茶園ほ場内での農薬（DMTP）の分布と土壌

中での減衰 

  ａ 茶園ほ場内のDMTP濃度分布 

(ａ) 材料等 

① 供試農薬：DMTP(1,000倍液) 散布量：

1,000L/a(スズランノズル吹き上げ)

② 供試作物：茶(やぶきた) 樹高：1.2m 畝

間：0.3m 

③ 供試農薬トラップろ紙：Whatman GF/Bφ

110mm(Glass filters)

 (ｂ) 方法 

農薬トラップろ紙を茶樹表面と内部、畝間及びほ

場境界から１mと５mに設置し、(ａ)材料等の①の供

試農薬を散布する。DMTPはアセトンを用いてろ紙か

ら回収し減圧濃縮後、ヘキサンに溶解してガスクロ

マトグラフ(FPD-P)で測定する。 

ｂ 土壌中におけるDMTPの減衰 

(ａ) 材料等 

 茶園ほ場内のDMTP濃度分布の(ａ)材料等①、②に

同じ、供試土壌は同じく畝間土壌（細粒黄色土）深

さ0-5cm及び5-10cmを用い、室温22-24℃で保管する。 

(ｂ) 方法 

 20gの供試土壌からDMTPをアセトンで抽出し、１/

２量(10g相当)を多孔性ケイソウ土カラム、フロリジ

ルカラムで精製し、ガスクロマトグラフ(FPD-P)で測

定する。区分は０,７,14,及び21日で測定する。 

 ウ 研究結果 

(ア) 農薬使用実態聞き取り調査 

調査対象流域の茶園農家20戸に農薬使用の聞き取

り調査を実施した。2003年度の栽培期間中(４月～11

月)の使用農薬は殺虫剤25剤、殺菌剤２剤、除草剤１

剤の計28剤が使用されていた。そのうち使用量の多

い農薬は有機リン剤計殺虫剤のDDVP、BRP、アセ

フェート、TPN、ピラクロホス、DMTP、これら５剤

で使用量全体の約８割を占めていた。2004年度の一

番茶摘採期前後(４～６月)の使用農薬ではDDVP及

びBRPが約６割を占めていた。TPN及びフルフェノク

スロンは2003年度の同時期と比べ使用量が増加して

いた(図2113-3)。 



― 276 ―

図2113-1 調査対象地域 図2113-2 河川水採水地点 

表2113-1 河川水中農薬のモニタリング調査方法 

＊ただし、2005～2006は降雨開始直後から２時間まで15分間隔とした。 

      ＊＊DDVP,BRP,DMTP は GC-FPD/NPD でフルフェノクスロンは GC-ECD で測定。 

(イ) 河川水中農薬のモニタリング調査 

 2003年４月３日～11月27日の期間の14日毎に計18

回、河川水中の農薬濃度を測定した結果、６月９日

にDMTPが0.84ppb検出された。４月14日にDDVPが、

６月９日にDDVPとBRPが定量限界以下ではあるが確

認された。 

2004年５月31日～６月10日の期間中２日毎に計６

回、河川水中の農薬濃度を測定した。対象農薬のう

ちDMTPのみが検出された。しかし、降雨量の多かっ

た６月６日でも330pptと極めて低い濃度であった（図

2113-4）。 

 2005年６月11日および６月15日の降雨日に河川水

中の農薬濃度を測定した。DMTPは両日とも降雨開始

後すみやかに濃度ピークが現れた。フルフェノクス

ロンはDMTPに比べ遅れて濃度ピークが現れ、検出濃

度も低かった。DMTPとフルフェノクスロンの 高濃

度を比較すると、DMTP が約17倍高かった。検水中

の懸濁物質からは、いずれの農薬とも検出されな

かった（図2113-5）。  

 2006年５月から６月の降雨日に河川水中の農薬濃

度を測定した。測定期間中に散布された農薬は、

DMTPだけであった。河川水中におけるDMTP濃度の

消長パターンと降雨強度の関係は明確でなかった。

DMTPの消長パターンには２種類が確認された。降雨

開始直後に短時間で 大ピークをむかえるもの（パ

ターンA）と、降雨開始10時間経過後に 大ピークを

むかえるもの（パターンB）であった（図2113-6、7）。 

 (ウ) 茶園ほ場内での農薬（DMTP）の分布と土壌

中での減衰 

  ａ 茶園ほ場内のDMTP濃度分布 

調査期間 採水間隔 調査対象農薬 分析機器

定期調査 2003 4/3 ～ 11/27 14日毎
DDVP,BRP,DMTP,ﾌﾙﾌｪﾉ
ｸｽﾛﾝ,TPN,
ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ

GC-MS

高頻度定期調査
2004 4/12 ～ 4/22

5/31 ～ 6/10
2005 5/30 ～ 6/11

2日毎

DDVP,BRP,DMTP, 
ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ

GC-FPD＊＊

GC-NPD
GC-ECD

降雨時調査

2004  6/21 8:00 ～ 21:00
2005 6/11 10:00 ～ 4:00

6/15 5:30 ～ 22:00
2006 6/5,8,15,22,28

1時間毎＊

調査期間 採水間隔 調査対象農薬 分析機器

定期調査 2003 4/3 ～ 11/27 14日毎
DDVP,BRP,DMTP,ﾌﾙﾌｪﾉ
ｸｽﾛﾝ,TPN,
ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ

GC-MS

高頻度定期調査
2004 4/12 ～ 4/22

5/31 ～ 6/10
2005 5/30 ～ 6/11

2日毎

DDVP,BRP,DMTP, 
ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ

GC-FPD＊＊

GC-NPD
GC-ECD

降雨時調査

2004  6/21 8:00 ～ 21:00
2005 6/11 10:00 ～ 4:00

6/15 5:30 ～ 22:00
2006 6/5,8,15,22,28

1時間毎＊
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図2113-3 農薬使用実態聞き取り調査結果 

図2113-4 2004年高頻度定期調査結果 

図2113-5 2005年降雨時調査結果 
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図2113-6 降雨量と河川水中 DMTP 濃度の関係 

図2113-7 流出パターンとほ場散布位置 

 2007年５月に茶園ほ場内に散布されたDMTPの濃

度分布と土壌残留したDMTPの減衰を調査した。

DMTP濃度は、茶樹表面で高く(6.0～9.9μg/cm2)、

樹体内は(1.6～2.2μg/cm2)と低く、ほ場境界から５

ｍでは0.02μg/cm2と極度に低かった（図2113-8）。 
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図2113-8 茶園ほ場及び周辺における農薬(DMTP)散布時の濃度分布 

図2113-9 茶園畝間土壌中における農薬（DMTP）の減衰（乾土） 

 DMTPの土壌中での減衰は、散布直後1.85ppmで

あったものが７日後には１/４以下となり、21日後に

は検出限界以下となった（図2113-9）。 

 エ 考 察 

(ア) 農薬使用実態聞き取り調査 

農薬の使用実態は、農家への聞き取り調査結果か

らその主要薬剤が殺虫剤特に有機リン 

 剤系殺虫剤であることが明らかとなった。このこ

とから、農薬の河川への流出についてもこれらの農

薬が中心になると想定された。 

(イ) 河川水中農薬のモニタリング調査 

 2003年の14日間隔での調査ではわずか１回、2004

年の２日間隔でも降雨量の多かった。 

日に農薬が検出されたことから、降雨時の前後に

おける農薬の河川への流出について詳しく調査する

必要が示唆された。2005年の２降雨日にDMTPとフル

フェノクスロンが検出された。DMTPは降雨開始後速

やかに濃度ピークが現れ、フルフェノクスロンは

DMTPに比べ遅れて濃度ピークが認められた。伏脇ら
１)は、降雨時の樹園地から河川への農薬の流出では懸

濁物質や濁度と同じ濃度変動を示していると報告し

ている。一方、井上ら２)は、降雨時の懸濁物質濃度の

高いとき以外通常は懸濁体からの農薬の検出は少な

いとしている。今回検水中の懸濁物質からは井上ら

の報告のようにいずれの農薬とも検出されなかった

ことから、農薬の流出は降雨水に溶解した農薬によ

るものと考えられた。2006年に降雨量の違いによる

農薬の流出への影響について調査した。検出された

農薬はDMTPであった。DMTPの濃度の消長パターン

と降雨強度の関係は明確ではなかったが、消長パ

ターンに明らかな差が認められた。すなわち降雨直

後に 大ピークを認めるものと降雨開始後10時間後

に 大ピークをむかえるものであった。ここで、農

家への聞き取り調査によるDMTPの散布ほ場を地図

上にプロットすると大きく２カ所にわけられた。場

降雨直後に 大ピークを認める時のDMTPの散布ほ
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場は採水地点に近い下流域で、降雨後10時間後に

大ピークを認める時のDMTPの散布ほ場は採水地点

にから遠い上流域であった。このとから、降雨時の

DMTPの消長パターンの違いは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。 

 (ウ) 茶園ほ場内での農薬（DMPT）の分布と土壌

中での減衰 

  ａ 茶園ほ場内のDMTP濃度分布 

 散布されたDMTP濃度は、茶樹で高く(6.0～9.9

μg/cm2)大部分が茶樹に残留することが明らかと

なった。また、散布当時の平均風速が2.4m/secで

1,000L/10aの多量にもかかわらずほ場周辺への飛散

は極度に低かった。このとから、果樹園周辺への飛

散に比べ、通路等の表面に飛散した農薬も少ないた

めこれらの農薬の河川への流出も少なくなっている

と考えられた。さらにドリフト低減ノズル等の散布

方法を検討すれば環境中への流出は抑制することが

できると考えられた。 

ｂ 土壌中におけるDMTP の減衰 

 DMTPの土壌中での減衰は、散布直後1.85ppmで

あったものが７日後に１/４以下、21日後に検出限界

以下と、非常に速やかに減衰した。Riceら３)は、除草

剤の地下水への移動について根や孔隙の存在に除草

剤の水溶解平衡化による理論的な移動速度よりも

1.5から2.5倍も速いと報告しているが、矢口ら４)が果

樹園で使用される農薬がいずれも20cm程度しか浸透

しないと報告していることを考えあわせると、DMTP

は分解が早いため地下への移行は少なく、表面流去

による河川への流出が主な経路と考えられた。 

オ 今後の課題 

(ア) 低濃度検出農薬のデータ蓄積 

フルフェノクスロンのような極低濃度で河川水中

から検出された農薬については、検出の困難さも加

わりシミュレートで一致しない。データを蓄積して

精度を高める必要がある。  

(イ) ドリフト低減ノズル等の検討 

 茶園から河川への農薬流出は少ないことが明らか

となったが、さらにドリフト低減ノズル等の使用を

検討し、環境中への農薬の付加を抑制する必要があ

る。 

 カ 要 約 

(ア) 農薬使用実態聞き取り調査 

41.5haの傾斜地茶園の河川での農薬の動態に関す

る調査を実施した。使用量の多い農薬は有機リン剤

系殺虫剤で約８割を占めた。 

(イ) 河川水中農薬のモニタリング調査 

 河川水中から検出された農薬は、DMTPとフルフェ

ノクスロンであった。DMTP濃度の消長パターンが２

種類確認され、これはDMTPの散布地点と採水地点と

の距離の違いによるものと推察された。 

(ウ) 茶園ほ場内での農薬（DMTP）の分布と土壌

中での減衰 

 茶園ほ場内で散布されたDMTPは、茶樹に多量に残

留すること、ほ場周辺への飛散は極めて少ないこと

が明らかとなった。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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(4) 農薬の環境水中濃度予測モデルの開発 

 ア 研究目的 

 自然環境中での農薬濃度を低減させる場合、わが

国の農業を取り巻く情勢を考慮すると、農薬の使用

量を大幅に削減させることよりも、ある程度の使用

および流出を許容した上で自然環境中での生態影響

を低下させ手法を確立する方が現実的であると思わ

れる。そのためにも、個々の農薬の生態影響を把握

するとともに農薬の環境水中の動態を把握、濃度変

化を予測することは必須である。 

本研究では流域内のどのような場所に、どのよう

なタイプの農薬が散布された場合、どのような気象
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条件（降雨強度など）で、どの程度の量の農薬がい

つ河川に流入し、河川水中でどの程度の濃度になる

かを定量的に明らかにするためのシミュレーション

モデルの開発を行う。 

 水田と畑では水の流出形態が大きく異なるため、

水田からの農薬流出と、畑からの農薬流出を分けて

モデル化する。水田に関しては流域スケールのモデ

ルを、畑に関しては流域面積が１km2程度のモデルを

構築する。モデルによる予測には入力データとして

農薬散布や水管理等の農作業データと、農薬の分解

係数等の農薬データおよび土壌の性質に関するデー

タが必要となるが、これらは種々の不確実性を有し

ており、モデル出力の精度はこれらの不確実性に大

きく左右される。 

 そこで本研究では、測定可能な農薬の物性や、土

壌特性に関するパラメータについては可能な限り実

測する。一方、対象流域が広域な水田からの流出モ

デルに関しては不確実な要素が含みやすくなるため、

不確実な入力データやパラメータが存在する場合は

モンテカルロシミュレーションを適用する。これら

の方法で構築した農薬流出シミュレーションモデル

を評価するとともに、モンテカルロシミュレーショ

ンの農薬流出モデルへの適応性を検討する。 

 イ 研究方法 

 (ア) 水田の農薬流出シミュレーションモデルの

構築 

 ａ 対象流域と入力データ 

対象地として岩手県葛根田川流域を選定した。水

田農薬の散布量と散布日を把握するために生産管理

簿を入手した。原体としての散布量は除草剤が多く、

次いで殺菌剤、殺虫剤であった。モデル評価に用い

る農薬原体として、対象河川において高濃度でかつ

頻度高く検出された殺菌剤イソプロチオランを選定

した。 

 ｂ 水の移動モデル 

サブモデルである水の移動モデルを構築するため

に、標高データと国土地理院の国土数値情報１/10細

分区画土地利用データを用いて流域界を求めて流域

を１kmメッシュに分割する（図2114-1）。気象観測所

のデータ及びレーダー・アメダス解析雨量を用いて

各メッシュの単位時間あたりの降水量を算出する。

各メッシュについて周囲８方向のメッシュから 急

勾配のメッシュを特定し、メッシュ内の水分は 急

勾配メッシュへ流下するとして落水線図を求める。

降水、蒸発散、水頭差による移流を考慮した水の移

動モデルにより観測地点である岩持流量観測所の流

量を計算する。計算対象流域の面積は191km2である。 
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図2114-1 岩手県葛根田川流域と分

割メッシュ 

図2114-2 水田の農薬流出モデルの

概念図 
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 ｃ 農薬流出シミュレーションモデル 

流出素過程に基づいて、分割済みのそれぞれの

メッシュに対して、水田、山地、畑地、市街地、水

域等の土地利用を考慮した13個のコンパートメント

を配置する。水田に関するコンパートメント内では、

農薬の土壌への吸着および脱着、分解、移流を考慮

してモデル化する。水田の農薬流出モデルの概念図

を図2114-2に示す。また、パラメータの一部である

吸着定数と分解速度定数は流域の水田土壌を用いて

実測するなどして、可能な限り緻密なデータを準備

して濃度予測する。一方で、田植え日、散布日など

の不確実なデータは生起確率に従いモンテカルロシ

ミュレーションにより決定して濃度予測する。この

二つの方法による農薬濃度の計算結果を比較検討す

る。 

 (イ) 果樹の農薬流出シミュレーションモデルの

構築 

ａ 対象流域と入力データ 

 調査対象地として長野県の果樹地帯を選定した。

果樹地帯を含む集水域面積は約1.3km2、耕地面積は

約36ha、樹園地は約19haで、約８度傾斜した北西斜面

である。おもにりんご、ぶどう、プラムが栽培され

ている。対象農薬としてキャプタン、CYAP、クロル

ピリホスを選定した。JA部会員から防除記録を入手

するなどして、農薬の散布量と散布日を把握し入力

データとして整理する。 

 調査対象河川には水位計と雨量計を設置し、10分平

均水位と10分単位の雨量の連続観測を実施した。モデ

ル化するために必要なその他の気象情報に関しては

気象観測所のデータを整理して入力データとする。 

ｂ 水の移動モデル 

 調査対象河川での調査時には河川水のサンプリン

グと同時に水位と流速も調査して水位流量曲線を求

めることにより、連続的な河川流量を把握する。調

査地は集水域面積が小さいため、メッシュ数を１と

してモデル化する。サブモデルである水分移動モデ

ルでは、降水、蒸発散、水頭差による移流を考慮し

モデル化して対象河川の流量観測地点での流量を計

算する。 

ｃ 農薬流出シミュレーションモデル 

 農薬流出シミュレーションモデルは農薬の流出素

過程を考慮して、鉛直方向に３層のコンパートメン

トを配置する。これらのコンパートメント内では農

薬の土壌への吸着および脱着、分解（１次反応）、移

流を考慮してモデル化する。また対象圃場近隣の土

壌を用いて農薬の鉛直浸透試験を行うとともに、実

測した半減期をパラメータに用いる。以上の果樹の

農薬流出シミュレーションモデルの概念図を図

2114-3に示す。 

 (ウ) 茶園の農薬流出シミュレーションモデルの

構築 

ａ 対象流域と入力データ 

 調査対象地として愛知県の茶園を選定した。茶園

の集水域面積は約0.4km2、茶園面積は4.15haである。

対象地域内の全茶園農家20戸に対して農薬名、散布

日、散布量、希釈倍率を聞き取り調査した。対象農

薬としてはDMTP、フルフェノスクロンを選定した。 

 調査対象河川には水位計と雨量計を設置し、10分

平均水位と10分単位の雨量の連続観測を実施した。

モデル化するために必要なその他の気象情報に関し

ては気象観測所のデータを整理して入力データとす

る。 

 ｂ 水の移動モデルと農薬流出シミュレーショ

ンモデル 

 茶園に関しても分割メッシュ数を１とし、モデル

の基本構造も果樹と同一とする。 

 ウ 研究結果および考察 

(ア) 水田から流出する農薬の河川水中濃度 

ａ 土壌吸着定数と分解係数の測定結果 

 KOCと分解係数の測定結果をそれぞれ図2114-4に

示した。KOC、分解係数ともに、値は土壌分類ごとに

大きく異なっており、 小値と 大値の差がKOCで約

８倍、分解係数で約10倍であった。このことから、

農薬特性の値は土壌の分類ごとに差異があることが

確認され、実測した特性値を入力とすることで、実

環境に則した農薬挙動をモデル上で表現できると考

えられる。  

ｂ 河川流量の計算結果 

 流量観測点における計算流量と観測流量を図

2114-5に示した。３～５月下旬までの期間では計算

値が過小評価されたものの、農薬流出が生じる６～

９月の期間では計算値は観測値をよく再現できた。 

ｃ 農薬濃度の予測結果 

 2004年の濃度観測点における計算濃度と観測濃度

の比較を示した。同じ日に複数回の濃度観測が行わ

れていた場合、観測濃度にはそれらの算術平均値を
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用いた。計算濃度は観測濃度と同程度の濃度レベル

であり、観測濃度の挙動と同様に連続的に検出され

た。また、７月下旬～８月上旬にピークが見られ、

８月中旬に濃度が低くなり、逓減傾向にあることも

再現されていた（図2114-6）。 

 ｄ モンテカルロシミュレーションを用いた農

薬濃度の予測結果 

 モンテカルロシミュレーションにより1000個の

データセットを作成し、1000回のシミュレーション

を行った。図2114-6にモンテカルロシミュレーショ

ンによる計算結果と緻密なデータを用いたシミュ

レーションによる計算結果を示した。モンテカルロ

シミュレーション計算濃度は、各日の濃度を小さい

順に並べたときの下位から５%の値と95%の値を示し

ており、この幅の間の値が90%の確率で算出されたこ

とになる。両計算方法による結果を比較すると、濃

度レベルや濃度の変化挙動は概ね同じであったもの

の、濃度検出時期に大きなずれが見られた。これは、

両者の農薬散布時期および農薬流出に関与する水管

理日程の違いによるものと推察された。しかし一方、

観測濃度はモンテカルロシミュレーション計算値の

レンジ内に概ね収まっており、このことから不確実

な入力データを用いても、モンテカルロシミュレー

ションを適用することで、ある程度の精度を有した

農薬濃度のシミュレーションが可能であることが示

された。 

(イ) 果樹から流出する農薬の河川水中濃度 

ａ 河川流量の計算結果 

 観測点における計算流量と観測流量を図2114-7に

示した。降雨ピーク時における流量の計算値が小さ

く算出されたものの、計算期間全体を通して計算値

は観測値をある程度再現できた。 

図2114-3 果樹（茶園）の農薬流出モデルの概念図 

図2114-4 土壌吸着定数と分解係数の測定結果 
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図2114-5 流量観測点における計算流量と観測流量(2002年) 

図2114-6 イソプロチオランの計算値と観測値およびモンテカルロ法による計算値(2004年) 

図2114-7 果樹園での降水量と計算流量と観測流量の関係(2005年) 

 ｂ 農薬濃度の予測結果 

果樹園を対象とした農薬流出シミュレーションモ

デルについては、農薬の物性および土壌の性質を明

らかにするために、対象圃場近隣の土壌を用いて農

薬の鉛直浸透試験を行った。散布した農薬は鉛直方

向に10cm程度しか浸透しなかったため、モデルに層

厚が10cm程度の表層を設定し、散布された農薬はこ

の表層から鉛直下向きには浸透しないようモデル化

した（図2114-3）。また、土壌中半減期も実測して農

薬の濃度予測に用いる未知のパラメータ数を低減し

た。キャプタン、CYAP、クロルピリホスの計算濃度

と観測濃度の関係を図2114-8から図2114-10に示す。

水田からの流出と異なり、降雨時に農薬が流出する

様子が再現されている。図に示した2005年の結果に

ついては、キャプタンは計算濃度が観測濃度を上回

る傾向にあった。一方、CYAPに関しては、2005年６

月28日から29日の降雨時調査では、降雨ピーク時の

計算濃度は観測濃度の14倍程度であった。さらに、

2005年７月11日から12日の降雨時調査では、降雨

ピーク時の計算濃度は観測濃度の10倍程度であった。

ともに高濃度側に予測されているものの、ある程度

の精度で計算できた。以上のように薬剤によって予

測精度に差が確認された。 
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図2114-8 キャプタンの散布量と計

算濃度と観測濃度の関係

(2005年) 

図2114-9 CYAP の散布量と計算濃度

と観測濃度の関係 (2005年)
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(ウ) 茶園から流出する農薬の河川水中濃度 

ａ 河川流量の計算結果 

 流量観測点における計算流量と観測流量を図

2114-11に示した。降雨ピーク時を含めて、計算期間

全体を通して計算値は観測値をある程度再現できた。 

ｂ 農薬濃度の予測結果 

 茶園を対象とした農薬流出シミュレーションモデ

ルについても、層厚が10cm程度の表層を設定し、散

布された農薬はこの表層から鉛直下向きには浸透し

ないと仮定した。DMTPおよびフルフェノスクロンの

計算濃度と観測濃度の関係を図2114-12と図2114-13

に示す。DMTPに関しては、2005年６月11日から12日

の降雨時調査では、降雨ピーク時の計算濃度は観測

濃度の0.7倍程度であった。また、2005年６月15日か

ら16日の降雨時調査では、降雨ピーク時の計算濃度

は観測濃度の0.3倍程度であった。降雨ピーク時の濃

度は比較的良好に予測できた。しかし、降雨時調査

では降雨初期に河川水中濃度が急激に高くなる現象

が観測されており、計算濃度はこの傾向を再現でき

なかった。一方、フルフェノスクロンに関しては計

算濃度が観測濃度よりも１/100以下に算出されてお

り、茶園での濃度予測についても薬剤によって予測

精度に差が確認された。 

エ 今後の課題 

樹園地でおこなった降雨時に発生する舗装路表流

水の調査では高濃度の農薬が検出されており、散布

された農薬がドリフト現象により直接舗装路表面に

沈着および蓄積されて、降雨時に流出していること

が明らかになった。降雨時初期に河川水中濃度が急

激に高くなる現象をシミュレートするためには、農

薬のドリフト現象を考慮した流出モデルを構築する

ことが必要であると思われる。 

オ 要 約 

(ア) 水田の農薬流出シミュレーションモデル 

岩手県葛根田川の流域を対象とした水田の農薬流

出シミュレーションモデルについては、重要なパラ

メータである農薬の分解速度や吸着定数が、土壌の

性質によっても異なることを明らかにした。さらに

農薬散布量や散布日時等の不確定な入力データに対

応するために、モンテカルロシミュレーションを用

いて濃度の予測を濃度区間として推定した。観測値

は概ね予測濃度区間の範囲の中に入っており、かつ

予測の幅も数倍程度であることから、モンテカルロ

シミュレーションが有効であることを明らかにした。 

 (イ) 樹園および茶園の農薬流出シミュレーショ

ンモデル 

 長野県の果樹園と愛知県の茶園を対象とした農薬

流出シミュレーションモデルについては、農薬の物

性および土壌の性質を明らかにするために、対象圃

場近隣の土壌を用いて農薬の鉛直浸透試験を行った。

散布した農薬は鉛直方向に10cm程度しか浸透しな

かったため、モデルに層厚が10cm程度の表層を設定

し、散布された農薬はこの表層から鉛直下向きには

浸透しないようモデル化した。また、土壌中半減期

も実測して農薬の濃度予測に用いる未知のパラメー

タ数を低減した。これらを考慮した濃度予測モデル

により、観測値をある程度再現することができた。

ただし、薬剤によって予測精度に差が確認された。 
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研究担当者（井上隆信＊） 

２ 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 

(1) ノニルフェノールの農作物における動態と水

系流出機構の解明 

 ア 研究目的 

 ノニルフェノールは界面活性剤ノニルフェノール

ポリエトキシレートの原料として広く使用されてき

たが、ノニルフェノールポリエトキシレートは環境

中で再びノニルフェノールへと再分解するとされて
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いる。ノニルフェノールは水生生物等に影響を及ぼ

し内分泌攪乱作用についても疑念されるためリスク

評価が急務である１、２)。農耕地においても農薬等の

界面活性剤としてノニルフェノールポリエトキシ

レートは相当量曝露されてきたと考えられるが、そ

の分解生成物であるノニルフェノールの土壌中にお

ける挙動、作物への吸収移行など農耕地における動

態は明らかになっていない。とりわけ水田は直接外

部の水系と連鎖しており、ノニルフェノールによる

水系汚染源となる可能性がある。そこで、ノニルフェ

ノールの農作物における動態を明らかにするととも

に農耕地土壌における脱着条件を検討して、農耕地

から水系への流出機構を解明する。 

 イ 研究方法 

(ア) ノニルフェノールの水系流出機構の解明 

 ａ 現地水田群連鎖水系でのノニルフェノール

実態調査 

 埼玉県坂戸市三芳野地区約200haの水田で調査を

行った。同地域は飯盛川の河川水を揚水機場で汲み

上げ、用水路を通じて水田域に供給し、水田からの

排水は水田域中央の排水路に集まり、小畦川、越辺

川、入間川を経由して荒川へと注がれる。調査地点

の水系概要は図2121-1及び下記のとおりである。 

① 取水口：飯盛川からの揚水地点（取水口）

② Ａ・Ｂ・Ｃブロックの各給水点および排水

点：用水路からブロック(５ha)毎に取り入れる給水

点、水田からの排水を集めブロック内の小排水路か

ら、水田域の中央を流れる排水路へ注ぐ排水点。 

③ 排水路末：水田域排水路の末端付近

これらの地点より定期的に採水しノニルフェノール

の濃度をLC/MSで測定した。同時に水系の流出量を

流速と断面積から求めた。 

 ｂ モデル水田における挙動試験 

ノニルフェノールノナエトキシレート（NP9EO）

をモデル界面活性剤として供試、灰色低地土を充填

した１m×１m×１m規模の有底水田ライシメータに、

初期田面水濃度が10ppmになるよう曝露し、その後の

田面水及び地下浸透水中のノニルフェノール及びノ

ニルフェノールノナエトキシレートの濃度を測定し

た。 

 (イ) ノニルフェノールポリエトキシレートの湛

水土壌中での挙動（In vitro 試験） 

 遠沈管中の湛水土壌（褐色低地土20g＋水50ml）に

ノニルフェノールノナエトキシレート（NP9EO）を

10μg添加し25℃で遮光培養した。定期的に取り出し、

遠心分離により水相、固相に分別しそれぞれ残存ノ

ニルフェノールノナエトキシレート（NP9EO）と生

成ノニルフェノール（NP）量をLC/MSで測定した。  

(ウ) 農作物におけるノニルフェノールの動態解

明 

ａ 土壌からの吸収 

 褐色低地土を充填した１/5000ａワグネルポット

に土壌当たり10mg/kgとなるよう、ノニルフェノール

又はノニルフェノールノナエトキシレートを土壌中

に添加して水稲（品種：キヌヒカリ）を栽培し、成

熟期植物体のノニルフェノール濃度を測定した。 

A:給水点 B C

用水路

A:排水点 排水路 排水路末
取水堰 ：調査場所

　取水口

飯盛川

図2121-1 調査水系模式図 
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  ｂ 付着試験 

褐色低地土を充填した１/2000aポットで水稲（品

種：キヌヒカリ）を栽培し、水稲生育期にノニルフェ

ノール、或いはノニルフェノールノナエトキシレー

トをポット当たり200μg小型霧吹機で散布し、その

後の作物中の各成分の減衰をみた。また降雨状態を

モデリングし、ノニルフェノール及びノニルフェ

ノールノナエトキシレート曝露２日後に降水５mm/h

相当を散水し無散水との植物体の付着程度の比較を

調査した。 

 ｃ 田面水からの吸収 

黒ボク土及び灰色低地土のモデル水田（ライシ

メーター）を用い、初期田面水濃度が0.2ppmになる

ようノニルフェノールノナエトキシレートを曝露し

て水稲（品種：キヌヒカリ）を栽培し水稲のノニル

フェノールの吸収量を測定した。 

 ウ 研究結果 

(ア) ノニルフェノールの水系流出機構の解明 

 ａ 現地水田群連鎖水系でのノニルフェノール

実態調査 

 ４年間の調査では、水田群への流入側、水田群中、

排水側でのノニルフェノール濃度は0.07～0.3μg/L

の範囲にあった。流入側と排水側の濃度に大きな差

はなかったが、2006年調査では排水側の濃度が流入

側よりも高い場合もあった（表2121-1）。しかし、水

系の水流出量を乗じた総流下量を計算すると、2004

～2006年の３年間とも排水側の流下量が多い調査結

果となった（表2121-2）。 

 ｂ モデル水田における挙動試験 

モデル水田（ライシメーター）にノニルフェノー

ルノナエトキシレートを曝露した結果、図2121-2の

ように、曝露後３日程度でノニルフェノールノナエ

トキシレートは曝露前と同程度の濃度に低下した。

浸透水は曝露後４週間程度検出され、その後初期値

に戻った。 

 田面水中のノニルフェノールはノニルフェノール

ノナエトキシレート曝露後初期に検出された。供試

されたノニルフェノールノナエトキシレートは福岡

工業大学によって合成された重水素ラベル体であり、

ノニルフェノールを含有していないことは確認され

ている。後述のin vitro 試験結果のように速やかなノ

ニルフェノール生成は考えにくく、マトリックス効

果、若しくは過去に投与された土壌残存のノニル

フェノールの影響も考えられる。 

 地下浸透水中のノニルフェノールは、ノニルフェ

ノールノナエトキシレート曝露後42日目に検出され

た。 

 (イ) ノニルフェノールノナエトキシレートの湛

水土壌中での挙動（In vitro 試験） 

 In vitro試験で湛水土壌に曝露されたノニルフェ

ノールノナエトキシレートは、図2121-3に示すよう

に添加直後は、残存量の70%程度が水溶態であるが速

やかに土壌吸着された。１週間後にはおよそ曝露総

量の30%が減衰しその後は土壌中でほぼ同量で保た

れた。ノニルフェノールは調査始めには不検出であ

るがノニルフェノールノナエトキシレート曝露後２

週間で検出され始め６週間後で添加ノニルフェノー

ルノナエトキシレートの0.1％相当量（重量比）のノ

ニルフェノールが検出された。また、その検出量の

内30%は水相に存在した。 

(ウ) 農作物におけるノニルフェノールの動態解

明 

ａ 土壌からの吸収 

 表2121-3に示すとおり、多量のノニルフェノール

及びノニルフェノールノナエトキシレートの土壌曝

露により、水稲によるノニルフェノール吸収（わら+

籾）が確認されたが対照の無曝露区との有意な吸収

差はなかった。 

  ｂ 付着試験 

 茎葉散布試験により、図2121-4に示すようにノニ

ルフェノールノナエトキシレートは散布１週間後に

は高い濃度で水稲茎葉に検出された。また、降雨条

件により有意な差で降雨区の濃度が低い結果となっ

た。ノニルフェノールノナエトキシレート散布３週

間後には無散布区と有意な濃度差がみられたが、降

雨条件による差は無くなった。一方ノニルフェノー

ルの散布により対照と有意差のあるノニルフェノー

ルの付着はみられなかった。 

ｃ 田面水からの吸収 

 表2121-4に示すように田面水曝露試験では水稲わ

らにはノニルフェノールの吸収が見られたが、可食

部玄米のノニルフェノール濃度は定量限界以下

（0.05mg/kg）であった。 

 エ 考 察 

(ア) ノニルフェノールの水系流出機構の解明 

環境省、国土交通省によるAA-C類型河川のノニル
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フェノール濃度の2000年度調査結果では、95パーセ

ンタイ ル 値 で環境省 0.40μg/L 、国土交通省

0.10μg/Lとされるが２)、本試験による水田連鎖系水

系のノニルフェノール実態調査結果では0.07～0.3

μg/Lの範囲にあり既往の調査結果とほぼ同様な値

が観測された。濃度に水流出量を乗じた総流下量を

計算すると、水田群への流入量よりわずかに排水側

のノニルフェノール流出量が多く、水田群からのノ

ニルフェノールの流出が考えられる。 も流出量の

多い2006年度では200haの水田群からのノニルフェ

ノールの流出量（排水側と流入側の差）は年間で

185mgであった。水田面積あたりのノニルフェノール

負荷推定量は0.9mg/ha/年であり水田群がノニル

フェノールの発生源だとしても極めて微量の流出だ

と考えられる。また、近年は産業界ではノニルフェ

ノール原料の界面活性剤使用を自主規制する傾向に

あり３)、現在以上にノニルフェノールが水田から環境

中に負荷されることは考えにくい。 

 モデル水田によるノニルフェノールノナエトキシ

レート曝露試験では、曝露後42日目から地下浸透水

にノニルフェノールが検出された。後述のin vitro 試
験でもノニルフェノールノナエトキシレートが曝露

された湛水土壌からノニルフェノールが検出された

こと、前述の現地水田群調査結果などから、土壌吸

着されたノニルフェノールポリエトキシレートから

ノニルフェノールが生成されたと考えられる。 

 (イ) ノニルフェノールポリエトキシレートの湛

水土壌中での挙動 

 ノニルフェノールを原料として製造される界面活

性剤モデルとしてノニルフェノールノナエトキシ

レートの湛水土壌中での運命試験を行った結果、ノ

ニルフェノールエトキシレートは水溶性であり、本

試験でも曝露直後は水中に70%程度が存在したが速

やかに土壌に吸着された。また、減衰は本試験での

25℃恒温遮光条件では分解率は42日間で30％程度で

あった。福岡工業大学分担の課題2122によるとノニ

ルフェノールポリエトキシレートは太陽光により速

やかに分解されるため、現地水田ではさらにエトキ

シレートが分解されていると考えられる。 

 湛水土壌中にノニルフェノールノナエトキシレー

トを曝露後15日目からノニルフェノールが検出され

始め、42日目には投入されたノニルフェノールノナ

エトキシレートの重量比で0.1%程度のノニルフェ

ノールが検出された。検出ノニルフェノール中の内

30%程度は水中に存在した。このように、湛水土壌中

でノニルフェノールポリエトキシレートからノニル

フェノールが生成されると示唆されたことは、試験

(ア)の現地水田群から微量のノニルフェノールの負

荷が認められること、ノニルフェノールノナエトキ

シレートを曝露させたモデル水田の地下浸透水から

ノニルフェノールが検出されることを裏付ける実験

結果であると考えられる。磯部ら４)によると、ノニル

フェノールエトキシレートは好気条件下でエトキシ

基が単鎖化しさらに嫌気条件下で有機物中の酸素が

消費されるのに伴いノニルフェノールが生成される

としている。湛水土壌は次第に酸化還元電位が低下

して嫌気化が進むので磯部らの結果は本試験結果を

支持すると考える。また、ノニルフェノールは水に

不溶とされるが本試験では水相にもノニルフェノー

ルが検出された。本試験では遠心分離により水相に

分別された部分は完全な透明水ではなく土壌微粒子

が多いためであると考えられる。水田は人為的要因

や生物的要因、気象要因等により田面水は土壌粒子

で混濁していることが多く、このため水中にもノニ

ルフェノールが検出されることになったと考えられ

る。 

(ウ) 農作物におけるノニルフェノールの動態解

明 

 水稲（品種：キヌヒカリ）は、土壌中にノニルフェ

ノール又はその生成誘導体であるノニルフェノール

ノナエトキシレートを10mg/kgと多量に曝露しても、

無曝露と有意差のあるノニルフェノールを吸収しな

いと考えられた。また、界面活性剤は防除薬剤に含

まれて水稲生育期に散布される場面も想定されるが、

この場合もノニルフェノールの水稲茎葉への付着は

ないと考えられた。 

 さらに、田面水中にノニルフェノールノナエトキ

シレートを曝露しても、灰色低地土壌・黒ボク土壌

いずれの土壌の水田で栽培された水稲も可食部玄米

のノニルフェノールは定量限界以下であった。 

 これらのことから水田環境中に仮にノニルフェ

ノールまたは生成誘導体のノニルフェノールポリエ

トキシレートが存在しても水稲、とりわけ玄米に吸

収されることはなく食品安全上問題となることはな

いと考えられた。 

オ 今後の課題 
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 (ア) 水田に曝露された界面活性剤ノニルフェ

ノールノポリエトキシレートは水田環境中でノニル

フェノールに変化していくことが示唆された。しか

しその生成割合は低く、又現地水田群から流出する

量も微量である。また、産業界の自主取り組みによ

り事実上、ノニルフェノールを原料とした界面活性

剤が今後水田で使用されることは少ないと思われる。

湛水土壌では、ノニルフェノールポリエトキシレー

トが分解されていくことは本試験及び課題2122で明

らかにした。現在は、過去に土壌吸着されたノニル

フェノールポリエトキシレートからノニルフェノー

ルが微量ながら生成され続けているとしても、いず

れは水田は界面活性剤の分解・浄化の場として転じ

ていくことが予想される。しかし現状では、ノニル

フェノールのリスク評価が完全に定まってはいない

状況の中で、引き続き農耕地及び連鎖水系でのモニ

タリングは必要であろうと考えられる。 

カ 要 約 

(ア) 水系への流出   

現地水田群では流入水側よりも排水側でノニル

フェノール流出量が高い傾向があった。モデル水田

試験ではノニルフェノールノポリエトキシレートを

曝露した水田の浸透水からノニルフェノールの検出

をみた。 

(イ) 土壌中での動態 

 In vitro試験により湛水土壌に添加されたノニル

フェノールポリエトキシレートは速やかに土壌吸着

されると共に25℃42日遮光条件で30％減衰した。ノ

ニルフェノールの検出は同条件42日程度で添加した

ノニルフェノールノナエトキシレート量（重量比）

の0.1%程度である。 

(ウ) 作物への吸収・移行  

ノニルフェノール、ノニルフェノールポリエトキ

シレートが土壌中に10ppm添加された水稲（ワラ+籾）

にはノニルフェノールの吸収がみられるが無添加と

有意差はなかった。茎葉散布されたノニルフェノー

ルポリエトキシレートは高濃度で稲植物体に検出さ

れるが、ノニルフェノール自体は散布しても無散布

と差のある付着はみられなかった。田面水へのノニ

ルフェノールノナエトキシレート曝露により玄米中

にノニルフェノールの検出はみられなかった。以上

から環境中のノニルフェノール、ノニルフェノール

ポリエトキシレートにより水稲への移行は少なく、

食品安全上問題はないと考えられた。 
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 研究担当者（佐藤一弘＊、佐藤賢一、神田徹、中村

幸二） 

(2) ノニルフェノールの土壌における動態解明 

 ア 研究目的

 年間800t程度のアルキルフェノールポリエトキシ

レート（アルキルフェノール系界面活性剤：APEO）

が、農薬補助剤として国内の農耕地土壌へ投入され

てきたと推定されるが、農薬補助剤には成分表示義

務はなく、その使用実態を正確に把握することは極

めて困難である。しかしながら、これら補助剤は農

耕地を含む開放系で使用された後、太陽光や環境中

の微生物による分解を受け、内分泌かく乱活性を持

つ分解中間体であるジエトキシレート（AP2EO）、モ

ノエトキシレート（AP1EO）、並びにそれらの合成原

料であるノニルフェノール（NP）やオクチルフェノー

ル（OP）を生成することが明らかになっている｡１～３)

従って、農耕地に散布された アルキルフェノールポ

リエトキシレートについて、農耕地における代謝毒

性化を含め正確な環境動態の解明と同時に、農耕地

を環境汚染の汚染源としないための研究は極めて重

要である。この課題においては、農耕地土壌に散布

されたアルキルフェノールポリエトキシレートの動

態に関与する土壌要因について検討を加え、アルキ

ルフェノールポリエトキシレートの農耕地土壌中で

の分解様式を明らかにすることを目的とした。また

アルキルフェノールポリエトキシレートの分解中間

体の構造と内分泌かく乱活性について評価を行い、

アルキルフェノールポリエトキシレートについてリ

スク評価を行うための基礎的データを集積すること
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を目的とする。また本課題は、2121の課題と協力し

て農耕地が ノニルフェノールを含むこれらアルキ

ルフェノール類による環境汚染の汚染源となってい

る可能性について検討することにより、水田におけ

るアルキルフェノールポリエトキシレートの使用に

伴う総合的リスク評価を行うための基礎的データを

得ることを目的とした。

 イ 研究方法

 (ア) ライシメーター試験で使用予定土壌の分解

活性の検討

ライシメーター試験で使用予定の土壌（16種類）

を共同研究グループである埼玉農林総合研究セン

ターより入手し、0.2%のNPEOを唯一の炭素源として

含む無機塩類培地を用いて、集積培養を行った。培

地は、HPLC、MALDI-MS を用いて経時的に分析した。 
 (イ) アルキルフェノールポリエトキシレートの

動態に関与する要因 

0.1％(w/v)のオクチルキルフェノールペンタエト

キシレートと0.127 mMのEDTAを含む基本無機塩培

地に、0.24、0.48、0.97、1.94 mMになるようにCaCl2

を加えた培養液を使用した。LB培地で前培養し660

nmにおけるODを0.5に合わせた分解菌溶液（P. putida 

S-5）を接種後、経時的に培養液を採取し、HPLCで

分析を行った。

(ウ) 分解中間体の標品合成

ノニルフェノールを、1.5倍mol量の8-chloro-3,6-
dioxaoctan-1-ol、K2CO3、及び触媒量のKIを混合した

ケン濁液を、相間移動触媒benzyltriethylammonium

chlorideの存在化に10時間80℃で加熱した。定法に

従って抽出後にシリカゲルカラムクロマトグラ

フィーにより分離精製し、ノニルフェノールトリエ

トキシレート（NP3EO）を得た。8-chloro-3,6-
dioxaoctan-1-ol の 代 わ り に 5-chloro-3-oxapentan- 

1-ol、2-chloroethan-1-olを使用することにより、対応

するジエトキシレート、モノエトキシレートを得た。

得られたアルコールをdry THF中NaHで処理し

alkoxideとした後、BrCH2COOC2H5でアルキル化した

後、加水分解することで分解中間体であるカルボン

酸のシリーズを合成した。サロゲートとして使用す

るための重水素ラベル体は、ノニルフェノールを

BrCH2COOC2H5でアルキル化した後、得られたエス

テ ル を LiAlD4 に よ り 還 元 し て 1,1’-dideutero-2- 

(p-nonylphenoxy)ethanolとした。これを原料とし

BrCH2COOC2H5でアルキル化とLiAlH4還元を繰り返

して重水素化短鎖異性体を合成した。

 (エ) 長鎖単一鎖長ポリエチレングリコール鎖を

持つアルキルフェノールポリエトキシレートの合成

4-tert -octylphenolと過剰量の8-chloro-3,6-dioxaoctan-

1-olをBzEt3NClとNaOHの存在下に室温で反応させ、

8-(4’-tert -octylphenyl)-3,6,9-trioxaocta-1-nol(OP3EO)、 

18-(4’-octylphenyl)-3,6,9,12,15,18-hexaoxa-1-octa-dodecan
-1-ol(OP6EO)、27-(4’-octyl-phenyl)-3,6,9,12,15,18, 

21,24,27-nonaoxa-1-heptacosan-1-ol (OP9EO) を主成

分とする一連のOP3kEO (k = 1,2,3,4,…) ホモローグ

群のone-pot合成を試みた。

 (イ)で合成した重水素ラベルした短鎖アルコール

ホモローグ群に、8-chloro-3,6-dioxaoctan-1-ol と
BzEt3NClを用いたone-pot合成と、臭素化を経由する

skip合成を適用し、重水素ラベルした長鎖単一鎖長を

持つオクチルフェノールポリエトキシレートとノニ

ルフェノールポリエトキシレートの合成を試みた。

(オ) 農耕地土壌での分解様式の検討

合成した0.1%の21-(4’-octyl-phenyl)-3, 6, 9, 12, 15, 
18, 21-heptaoxahenincosan-1-ol (OP7EO)を含む無機

塩類培地20 ml に、佐賀県より採集したクリーク土壌

５ g を入れ、30℃で振とう培養を続けながら、HPLC

とMALDI-TOF MSにより経時的に培養液の分析を

行った。

(カ) アルキルフェノールポリエトキシレートの

光分解

 オクチルキルフェノールポリエトキシレートとノ

ニルフェノールポリエトキシレートの50 ppm 水溶

液に、高圧水銀灯を取り付けた光反応装置を用いて

光照射を行い、経時的にHPLCによる分析を行った。 

 純水及び河川水で希釈したノニルフェノールポリ

エトキシレート、 オクチルフェノールポリエトキシ

レート、OP7EOの溶液50 mlを直径9.1 cm、高さ2.0 cm
のシャーレに入れ、このシャーレを屋外に放置し太

陽光を照射した。照射終了後、定法に従ってSep-Pak

を用いた固相抽出を行い、得られた抽出液中のノニ

ルフェノールポリエトキシレート、 オクチルフェ

ノールポリエトキシレート、OP7EOの残存量をHPLC

で定量し分解率を求めた。

 ウ 研究結果
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 (ア) ライシメーター試験で使用予定土壌の分解

活性の検討 

 ライシメーター試験で使用予定の土壌16種につい

て、分解試験を行った結果、妻沼市で採取した灰色

低地土(No ５）、久喜市園芸研究所・畑より採取した

褐色低地土(No ９)、熊谷市で採取した灰色低地土

(No ４)に、ポリエチレングリコール鎖短鎖化能を見

いだした。４) （表2122-1）その他の土壌は、末端の

水酸基を酸化して対応するカルボン酸を生成した。

この結果を埼玉農業研究センターグループに送付し、

試験土壌選択の基礎データとした。No ４の土壌のオ

クチルキルフェノールポリエトキシレートとノニル

フェノールポリエトキシレートを用いた集積培養結

果は特異的で、ジエトキシレートではなくトリエト

キシレートとモノエトキシレートをまず蓄積した後、

集積６日目以降非常にゆっくりとアルキルフェノー

ルを生成した。

 (イ) アルキルフェノールポリエトキシレートの

動態に関与する要因 

 通常の条件下でのアルキルフェノールポリエトキ

シレートの微生物分解は、ジエトキシレートとトリ

エトキシレートを蓄積するが、培地中のカルシウム

イオン濃度を変えて分解実験を行うと、カルシウム

イオン濃度の増加に伴い、アルコール体ではなく酸

化されたカルボン酸体の割合が高くなることを見出

した。図2122-1に示すようにカルシウムイオン濃度

が０mMの場合 カルボン酸体の割合は10％以下であ

るのに、0.5～1 mMの濃度では微生物の生育には影響

はなかったが50％程度まで増加した。

(ウ) 分解中間体の標品合成５） 

図2122-2 短鎖単一鎖長を持つアルキル

フェノールエトキシレートとそれ

らの重水素ラベル異性体の合成法

表2122-1 埼玉農林総合研究センター土壌の

アルキルフェノールポリエトキシ

レート分解活性 

図2122-1 Ca2+濃度が分解産物中の

カルボン酸体存在率に与える

影響 
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希釈水 サンプル
濃度
(ppm)

照射時期
(200８)

照射時
間(hr)

分解率
(%)

RO水 OPEO 1.00 8月下旬 9 33.2

RO水 NPEO 1.00 8月下旬 9 35.3

RO水 OP7EO 1.00 8月下旬 9 34.4

RO水 OP7EO 0.50 10月初旬 10 34.3

RO水 OP7EO 0.05 10月初旬 10 93.3

RO水 OP7EO 0.05 11月中旬 5 50.5

河川水
(西郷川)

OP7EO 0.05 11月中旬 5 40.0

河川水
(大根川)

OP7EO 0.05 11月中旬 5 47.5

図2122-3 長鎖単一鎖長を持つア

ルキルフェノールエトキ

シレートとそれらの重水

素ラベル異性体の合成法

表2122-2 太陽光によるアルキルフェノールポ

リエトキシレートの光分解試験結果 

図2122-4 市販されているオクチルフェノール

ポリエトキシレートと one-pot 合成生

成物の HPLC チャート 

図2122-5 OP7EO を単一炭素源とした土壌集

積 培 養 液 の 、 HPLC チ ャ ー ト と

MALDI-MS スペクトル 
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 本プロジェクトで確立した合成法を図2122-2に示

している。アルキルフェノールを、1.5倍量の5-chloro-

3-oxapentan-1-olまたは8-chloro-3,6-dioxaoctan-1-ol

とK2CO3、及び触媒量のKI、benzyltriethylammonium 

chlorideの存在下に加熱すると対応するトリエトキシ

レートとジエトキシレートが定量的に得られること

を見出した。本反応は、DMSO中でもほぼ定量的に進

行した。また、2-chloroethan-1-olを使用することに

よりモノエトキシレートを得た。それぞれのエトキ

シテレートをアルコキシドとしてBrCH2COOC2H5で

アルキル化後、水酸化ナトリウムを用いて加水分解

することで分解中間体であるカルボン酸のシリーズ

を60％程度の収率で得ることができた。アルキル

フェノールをBrCH2COOC2H5でアルキル化して得ら

れたエステルを、加水分解することでフェノキシ酢

酸を95％の収率で、LiAlD4により還元して重水素でラ

ベルされたモノエトキシレートを93％の収率で得た。

これを原料としアルキル化とLiAlH4還元を繰り返し

て重水素化短鎖異性体を合成した（図2122-2）。
 

 (エ) 長鎖単一鎖長ポリエチレングリコール鎖を

持つアルキルフェノールポリエトキシレートの合成
５）

 開発した新規な合成系を図2122-3に示す。

4-tert-octylphenolと過剰量の8-chloro-3,6-dioxaoctan 

-1-ol をBzEt3NClと粉状のNaOHの存在下に室温で反

応させると、図2122-4に示すように、3EOユニットず

つ鎖長の違う異性体混合物が生成した。これらは

8-(4’-tert -octylphenyl)-3,6,9-trioxaocta-1-nol (OP3EO)、

18 - (4’-tert -octylphenyl)-3, 6, 9, 12, 15, 18-hexaoxa- 

octadodecan-1-ol (OP6EO)、27-(4’-tert- octyl-phenyl)-

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27- nonaoxaheptacosan-1-ol 

(OP9EO) を主成分とする一連のOP3kEO (k = 1, 2, 3, 

…) ホモローグ群であり、容易に分離することが可能

であった。重水素化したモノエトキシレートをこの

反応の原料として使用すると、重水素ラベルされた

OP(3k+１)EO (k = 1, 2, 3, …) ホモローグ群を容易に

得ることができた。調製したサンプルは以下の試験

に使用するだけでなく、2121の研究課題遂行に使用

した。

(オ) 農耕地土壌での分解様式の検討４） 

 OP7EOを単離した分解菌並びに土壌に与え、分解

反応をトレースした。分解菌についてポリエチレン

グリコール鎖からの分解を容易に推定できただけで

なく、土壌集積培養液においても図2122-5に示すよ

うに末端のアルコール残基が酸化されたカルボン酸、

1EOユニット短いOP6EOが順次検出された。この結

果は、単一の長さの側鎖を持つ化合物を使用するこ

とで、土壌内に生息する微生物の分解メカニズムを、

微生物を単離することなく推測できることが明らか

となった。

 (カ) アルキルフェノールポリエトキシレートの

光分解

 高圧水銀灯を用いてオクチルキルフェノールポリ

エトキシレートとノニルフェノールポリエトキシ

レートの50 ppm 水溶液の光分解を行ったところ、い

ずれの溶液も24時間の照射で完全な分解が起こった。

太陽光による光分解においては、８月下旬９時間の

照射で、オクチルキルフェノールポリエトキシレー

トとノニルフェノールポリエトキシレートの１ ppm

溶液においては35％、0.1 ppm溶液では75％、0.05 ppm

溶液では90％以上の分解が起こることを確認した

（表2122-2）。１ ppm OP7EO溶液におけるOP7EOの

光分解速度は、0.28 mg/hr/m2であった。 

 エ 考 察

 (ア) 課題2121でライシメーター試験用に適切な

土壌の選択を目的として行ったが、同時に熊谷市で

採取した灰色低地土が、ジエトキシレートを蓄積せ

ずにトリエトキシレートとモノエトキシレートを蓄

積した後、ゆっくりとアルキルフェノールまで分解

するという奇妙な分解様式を持つことが、明らかと

なった。この土壌から分解菌の単離を何度も試みた

が、土壌と同様な分解様式を示す菌は単離できな

かった。２種以上の微生物による分解コンソーシア

が成立していると考えられる。

(イ) 培地中のカルシウムイオンの濃度に依存し

て、代謝物であるアルコール体とカルボン酸体の比

率が大きく変動する結果が得られた。アルコール体

とカルボン酸体の物性が違うことを考慮すると、農

耕地への石灰の投入により分解物の動態が大きく異

なってくることが予想される。同時に、このデータ

は、河川水中のカルシウムイオン濃度が高いヨー

ロッパにおいて、分解産物に占めるカルボン酸体の

多さを説明できる結果かもしれない５）。 

 (ウ) 本研究において、１～10のエチレングリ

コールユニットを持つ個々の鎖長異性体、並びにそ

れらの重水素ラベル体の合成が可能になった。これ
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らの重水素ラベル体をサロゲートとして使用するこ

とにより、環境分析の正確さが大きく向上すると期

待でき、今後の環境動態研究に大きく寄与できると

考えられる。さらに、長い単一鎖長異性体の使用に

より、単離した微生物の分解メカニズムのみならず、

土壌を用いた集積培養の段階においても、土壌中の

微生物の分解様式をも迅速に推定できるため、研究

の促進に効果的であると考える。

 (エ) 太陽光による光分解試験により、田面水中

でオクチルキルフェノールポリエトキシレートとノ

ニルフェノールポリエトキシレートともに分解を受

けることが明らかになった。OP7EOの分解速度が

0.28 mg/hr/m2以上であるということは、夏期における

分解速度として10 g/day/ha 程度の分解量を想定する

ことが可能となる。この結果は、課題2121において、

水田からのNP流出量がかなり低い値であることを支

持するデータであるかもしれない。今後、農薬業界

の自主規制によりアルキルフェノール系界面活性剤

の使用の減少が予想されるが、その場合、水田はこ

の系の界面活性剤の分解の場となることが期待でき

る。

オ 今後の課題

 (ア) 環境中に放出されたオクチルキルフェノー

ルポリエトキシレートとノニルフェノールポリエト

キシレートに由来するノニルフェノールとオクチル

フェノールは、環境水系中に普遍的に存在している

内分泌かく乱物質であるが、それらが水生生物や鳥

類に与える影響については未だ解決されていない。

原料であるオクチルキルフェノールポリエトキシ

レートとノニルフェノールポリエトキシレートが鎖

長異性体の混合物であり各異性体間の物性差が大き

い上に、それらの代謝物であるカルボン酸体の物性

の差を考えると、分解のトレース、各異性体の回収

率など分析上の問題が山積していた。今回、すべて

のメタボライトとそれらの重水素ラベル体の合成が

可能になったことより、これらを用いた精密な環境

分析と生物への影響の評価が今後の課題となる。

(イ) アルキルフェノールポリエトキシレートの

環境動態に、太陽光による分解が大きな影響を与え

ていることが明らかになった。今後は分解に関与す

る光の波長を特定すると同時に、分解能の季節的変

動を解明することで、年間を通した水田の分解キャ

パシティーを明らかにする必要がある。

 カ 要 約

 (ア) 現在、環境中での分解に際して、内分泌か

く乱活性を持つ代謝物を生成する非イオン系界面活

性剤ノニルフェノールポリエトキシレート、オクチ

ルフェノールポリエトキシレートにつき、必要な長

さのポリエチレングリコール鎖をもつ化合物および

それらの重水素ラベル体の合成方法を確立した。

(イ) 単一鎖長を持つホモローグを使用すること

で、土壌におけるアルキルフェノールポリエトキシ

レートの分解メカニズムを迅速に決定できるように

なった。

(ウ) アルキルフェノールポリエトキシレートの分

解に対する太陽光の寄与が大きいことを明らかにし、

農耕地が環境汚染物質分解の場となりうる可能性を

示した。
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研究担当者（吉川博道＊、田村廣人）

３ 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 

ア 研究目的 

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が、その強

い毒性が明らかになり、1990年前後に使用規制が行

われた。しかし、環境中に放出されたTBTは速やかに

分解されず底質に吸着・蓄積するため、全面禁止後

も底質中のTBTの分解や分解物の溶出などの動態に

は十分配慮しなくてはならない。閉鎖性水域で優先

して規制すべき有害化学物質の選出や汚染浄化が必

要な地域の選定を行うには、リスク評価のために必

要な予想環境濃度（PEC）を求め、水域全体の動態の

把握、特に生物への移行濃縮過程に関して、フィー

ルドの観測と室内実験を組み合わせた研究が必要で

あり、有機スズ化合物も例外ではない。 

 本研究では、水生生物への影響が懸念される有機

スズ化合物（TBT及びTBT分解物）を対象とし、代表

的な閉鎖性水域である東京湾における水質、大気、

底質、生物を含む環境中での物質収支を含めた３次

元動態モデルの開発を行うことを 終目的とする。 

図2130-1 駿河湾における海水試料の採取地点 

イ 研究方法 

(ア) 有機スズ化合物の高感度分析方法の開発 

はじめに、海水中の微量な分解物も含む有機スズ

化合物の動態モデルを開発するために、有機スズ化

合物の高感度分析方法を開発した。有機スズ化合物

の誘導体化法を検討するため、グリニャール試薬で

あるプロピルマグネシウムブロミド、及びテトラエ

チルホウ酸ナトリウムを使用して有機スズ化合物の

誘導体化法を比較した。また、ガスクロマトグラ

フィー・質量分析装置（GC/MS）及び誘導結合プラ

ズマ質量分析装置（GC/ICP-MS）を用いて、測定機

器の感度の比較を行った。さらに環境試料への応用

として、駿河湾内の５地点（図2130-1）で採取した

海水中の有機スズ化合物の測定をGC/MS及び

GC/ICP-MSでそれぞれ行った。 

 (イ) 環境試料の測定～動態モデルの基礎データ

収集・解析～ 

 次に、動態モデル用の基礎データを収集するため

に、東京湾における環境試料の採取と測定を行った。

東京湾内の５地点にて、表・中・底層の海水試料及

び表層、柱状堆積物を採取した（図2130-2）。本研究

で開発した高感度分析方法を用いて、東京湾の海水

及び堆積物中における有機スズ化合物の測定を行い、

モデルの基礎となるデータを収集した。また、メチ

ル化ブチルスズ化合物の毒性評価をin vitroバイオ

アッセイにより行った。 

図2130-2 東京湾における海水・堆積物試料の採取

地点 

(ウ) 東京湾有機スズ化合物の動態モデルの構築 

 後に、ワークステーション上で動くソフトウエ

アを開発し、東京湾における有機スズ化合物の動態

モデルの構築を行った。モデル計算のためにワーク
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ステーションで動作するモデルのソフトウエアを開

発した。さらに計算初期値を決定してモデル計算を

行い、その計算結果と有機スズ化合物の現場での測

定値とを比較して、 適パラメータの決定を含めた

動態モデルを開発した。 

 ウ 研究結果 

 (ア) グリニャール試薬であるプロピルマグネシ

ウムブロミドを用いた場合、試薬中に含まれている

と考えられる有機スズが検出された（図2130-3）。テ

トラエチルホウ酸ナトリウムは使用前に精製するこ

とが可能であり、検出下限値を下げることにつな

がった（図2130-4）。 

海水試料１Lを使用し有機スズ化合物を分析した

場合、GC/MSでは検出限界値が数ng/L程度であるの

に対し、GC/ICP-MSでは数pg/Lから数十pg/Lであっ

た。GC/ICP-MSを使用すると検出限界値をGC/MSと

比較して２から３桁下げられることが分かった（表

2130-1）。 

 駿河湾の海水を分析した結果、数種類の有機スズ

化合物が検出された（表2130-2）。トリブチルスズ化

合物が も高濃度（0.2～13.6ng/L）で検出され、海

洋生物への影響が懸念された。 

 (イ) 2004年９月及び12月に船上から東京湾５地

点の表層・中層・底層海水、及び堆積物試料を採取

し、13種類の有機スズ化合物濃度を明らかにした。

海水及び堆積物中におけるブチルスズ化合物の濃度

を図2130-5および図2130-6に示す。特に、トリブチ

ルモノメチルスズが全ブチルスズ中で占める割合を

検討した結果、海水中（0.4～3.6％）に比べ、堆積

物中（5.9～21％）でその割合が多い事が明らかと

なった。また、トリブチルモノメチルスズが堆積物

中で生成し海水中に溶出していることが示された

（図2130-7）。 

 メチル化ブチルスズ化合物の毒性を明らかにする

ために、in vitroの試験系で毒性を評価した。イボニ

シのインポセックスとの関連性が指摘されているレ

チノイド X レセプターを導入した酵母を用いて試験

した。その結果、海洋堆積物中からトリブチルスズ

化合物と同様に検出されているメチル化トリブチル

スズ化合物は、使用した試験系では毒性を示さない

ことが明らかとなった。 

図2130-3 トリブチルスズの検量線（プロピル化した場合） 

図2130-4 トリブチルスズの検量線（エチル化した場合） 
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表2130-1 NaBEt4でエチル化し、GC/ICP-MS で分析した場合の操作ブランク値（ng/L、n=4） 

化合物名 平均値 （±標準偏差） 

モノブチルトリメチルスズ 0.000  (±0.000) 

ジブチルジメチルスズ 0.002  (±0.003) 

モノブチルスズ 0.047  (±0.033) 

ジブチルスズ 0.076  (±0.046) 

トリブチルモノメチルスズ 0.002  (±0.002) 

モノフェニルスズ 0.000  (±0.000) 

トリブチルスズ 0.002  (±0.001) 

モノオクチルスズ 0.181  (±0.066) 

テトラブチルスズ 0.000  (±0.000) 

ジフェニルスズ 0.000  (±0.000) 

ジオクチルスズ 0.009  (±0.005) 

トリフェニルスズ 0.000  (±0.000) 

トリオクチルスズ 0.022  (±0.026) 

表2130-2 GC/ICP-MS で分析した駿河湾沿岸域の有機スズ濃度（ng/L、n=3) 

試料採取地点 

化合物名 1 2 3 4 5 6 

モノブチルトリメチルスズ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ジブチルジメチルスズ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

モノブチルスズ 0.47 2.09 0.32 0.72 0.21 0.04 

ジブチルスズ 3.68 2.78 2.81 1.92 1.09 0.09 

トリブチルモノメチルスズ 0.14 0.05 0.06 0.11 0.07 0.01 

モノフェニルスズ 0.10 0.10 0.34 0.06 0.05 0.01 

トリブチルスズ 6.13 3.53 13.61 2.81 0.73 0.18 

モノオクチルスズ 0.41 0.95 0.68 0.99 1.27 0.27 

テトラブチルスズ 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 

ジフェニルスズ 1.16 0.31 0.21 0.07 0.06 0.01 

ジオクチルスズ 0.26 0.41 0.69 0.49 1.03 0.17 

トリフェニルスズ 0.35 0.35 0.94 0.12 0.02 0.01 

トリオクチルスズ 0.03 0.03 0.05 0.04 0.09 0.01 

 (ウ) 開発した東京湾における有機スズ化合物の

動態モデルの概要を図2130-8に示す。動態モデルの

計算は大変時間がかかるため、計算速度の速いワー

クステーションを検討し、またインテル(R) Fortran 

コンパイラ Linux版の導入とその立ち上げを行った。

ワークステーションとして、ビジュアルテクノロ

ジー社のVT64-HPC Workstation 2100 Xeonを選定・

導入した。その上で、インテル(R) Fortran コンパイ

ラ Linux版をインストールし、さらに計算結果のデー

タ処理と図表作成のためにWindowsパソコンと相互

通信させ、データのやり取りを行えるシステムを整

えた。 

 次に、従来のトリブチルスズ化合物を中心とした

有機スズ化合物の動態モデルのソフトウエアに改良

を加えて、メチル化ブチルスズ化合物を含めた有機

スズ化合物の動態モデルのソフトウエアを開発した。

ソフトウエアを動かして、メチル化ブチルスズ化合

物を含めた有機スズ化合物の動態モデルの初期値を

定めてモデル計算を始めた。東京湾における流れの

場、生態系、さらに懸濁物の動態も含めて計算を行っ

た。化学物質の初期値は、堀口ら１)によって報告され

ている30年間計算したモデル結果を用いた。新しい

モデルは、過去のモデルに新規に３つの化合物（DBT、

MBT、TBMMT）を加えている。本研究では、新たに

加わった３つの化合物（DBT、MBT、TBMMT）につ

いて、①～⑤の矢印で示したパラメータを設定（図

2130-8）し、現在の東京湾の分析結果と一致させる

ことを目的にパラメータを 適化した。 
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図2130-5 東京湾海水中のブチルスズ濃度 

図2130-6 東京湾堆積物中のブチルスズ濃度 

図2130-7 表層堆積物と底層海水中のTBMMT：TBT比の関係 

 新モデルで計算した５年後の東京湾底泥中の有機

スズ化合物の濃度変化の計算結果を示す（図2130-9）。

メチル化ブチルスズ等の分解物を含めた動態を明ら

かにすることで、東京湾における有機スズ化合物の

新動態モデルの構築を行った。 
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図2130-8 東京湾における有機スズ化合物の動態モデルの概略図 

図2130-9 東京湾底泥中の有機スズ化合物の濃度変化（5年間計算） 

 エ 考 察 

(ア) 有機スズ化合物の誘導体化法を検討するた

め、グリニャール試薬であるプロピルマグネシウム

ブロミド、及びテトラエチルホウ酸ナトリウム

（NaBEt4）を誘導体化試薬として使用して有機スズ

化合物の測定結果を比較した。プロピルマグネシウ

ムブロミドを用いた場合、試薬中に含まれていると

考えられる有機スズが検出された。一方、NaBEt4は

使用前の精製が可能なため、精製することで検出下

限値を下げることができた。その結果から、以降の

分析は精製したNaBEt4を用いて誘導体化を行った。

次に、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

析方法を確立して、ガスクロマトグラフ質量分析装

置（GC/MS）を用いた従来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、

GC/MSでは検出限界値が数ng/L程度であるのに対し、

GC/ICP-MSでは数pg/Lから数10pg/Lであった。

GC/ICP-MSを使用することで検出限界値をGC/MS

と比較して２から３桁下げることができた。 

 (イ) 東京湾５地点の有機スズ化合物の測定を

GC/ICP-MSで行った。東京湾の海水中のTBT、トリ

ブチルモノメチルスズ（TBMMT）濃度はそれぞれ

0.0636～0.419 ng Sn/L、0.0050～0.108 ng Sn/L で

あった。堆積物中の濃度は7.51～17.8 ng Sn/wet 

weight g、3.67～6.87 ng Sn/wet weight g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、堆積物中（5.9

～21％）でその割合が高く、TBTに対するTBMMTの

割合は底層海水中の濃度と堆積物中の濃度が相関す

ることが明らかになり、TBMMTが堆積物中で生成し

海水中に溶出していることが示唆された。また、

TBMMTの毒性を明らかにするために、in vitroの試験

系で毒性を評価した。イボニシのインポセックスと

の関連性が指摘されているレチノイド X レセプター

（RXR）を導入した酵母および海洋細菌を用いて試験

した。TBMMTは、RXRを活性化せず、細菌に対する

毒性を示さなかった。そのことから、TBTのメチル化
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は内分泌攪乱作用、及び細菌に対する毒性を弱める

可能性が示された。 

 (ウ) 従来のTBTを中心とした有機スズ化合物の

動態モデルのソフトウエアに改良を加えて、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、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動態モデルのソフトウエ

アを開発した。東京湾底泥の有機スズ化合物の夏季

調査結果（橋本 2004）と、パラメータを用いた計

算結果とを比較したところ、調査結果と比較的良く

一致した結果が得られることがわかった。 

 オ 今後の課題 

 本研究では、有機スズ化合物等の動態モデルを開

発するにあたり、分解物の堆積物中での生成過程と

水中での動きについて着目した。今後、化学物質の

予想環境濃度を求める際には、実際の環境中での代

謝・分解物ごとの濃度分布や毒性を含めたデータを

取得して、代謝・分解物を含めた動態モデルを検討

することが重要である。 

 カ 要 約 

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。本研究から、

実測データと良く一致した結果が得られる新モデル

が開発された。 

 キ 引用文献 

１) Horiguchi F, Nakata K, Ito N, Okawa K. (2006). 

Risk assessment of TBT in the Japanese short-neck 

clam (Ruditapes philippinarum) of Tokyo Bay using a 

chemical fate model. Estuar Coast Shelf Sci 

70:589–598. 

研究担当者（１橋本伸哉＊、２高田秀重）１：静岡県

立大学・環境科学研究所、２：東京農工大学・農学

部 

４ 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 

 ア 研究目的 

近年、畜産環境を取り巻く情勢が厳しくなるにつ

れ、乳牛が排泄したふん尿を圃場に還元し収穫され

た牧草や飼料作物を乳牛に給与するという資源循環

型酪農体系に対する関心が高まっている。しかし、

これまでのところ本体系における内分泌かく乱物質

など有害化学物質の動態について詳細に調べられた

報告はない。そこで、資源循環型酪農体系における

土壌、牧草・飼料作物および乳牛間での内分泌かく

乱物質の動態を、各種要因の関与を考慮して明らか

にすることにより、環境中濃度の低下に伴う自給飼

料活用型酪農におけるダイオキシン類濃度の低減化

実態を明らかにする。 

 イ 研究方法 

 畜産草地研究所草地研究センター内の経産牛30頭

レベルの搾乳牛群を飼養するフリーストール牛舎及

び付属の11haの圃場を対象とした。給与飼料サンプ

ルとしては、直前飼料の影響を除くためにトウモロ

コシサイレージ供給開始後１ヶ月後に、混合飼料及

びその材料であるトウモロコシサイレージを採取し

た。 

また、同日にバルククーラーより生乳サンプルと

フリーストール式牛舎通路上のふん尿混合物及び敷

き料のおがくずを採取し、また、同時期に排出され

たふん尿が堆肥化処理を終了する１ヶ月後に処理施

設終末部より堆肥サンプルを採取した。 

 ダイオキシン類の分析は、日本食品分析センター

に依頼して行った。 

 1999年および2003年にモデル牛舎を巡る物質循環

量を測定する目的で、ふん尿排泄量、圃場投入量、

圃場生産量、生乳生産量等の測定を行った。堆肥及

びスラリーの飼料圃場投入量及び圃場からの飼料生

産量は、全量トラックスケールを用いて重量を実測

した。乳牛群の飼料摂取量は、毎日の給与量の記録

を基に１年分積算して求めた。年間乳量は、各個体

の日乳量記録を１年分積算して求めた。年間ふん尿

排泄量は、飼料摂取量より推定した。

 ダイオキシン類循環量はこれらの物質循環量に各

要素におけるダイオキシン類濃度を乗じて求めた。

 ウ 研究結果 

モデル牛舎において生産された牛乳中のダイオキ
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シン類濃度は、生乳当たりで2003年では0.027pg-TEQ/g

であり、市販牛乳での農水省実態調査0.021pg-TEQ/g

と同等であり、0.13 pg-TEQ/gであった1999年の１/４

の水準にまで低下した（図2140-1）。 

 給与した混合飼料（TMR）並びにその主要な原料

である自給粗飼料（サイレージ）中の濃度は１/８に

低下している。この時、排泄されたふん尿中濃度も

飼料と同様に1999年の約１/８である（図2140-1）。

一方、堆肥中濃度は戻し堆肥としての使用やおが屑

からの持ち込みの影響により、約１/２の減少に留

まった（図2140-1）。 

 1999年度には、資源循環型酪農モデル系内に購入

飼料とおが屑として10.449μg-TEQ/haのダイオキシ

ン類が持ち込まれ、牛乳として2.879μg-TEQ/haが持

ち出され、堆肥・スラリーとして5.836μg-TEQ/ha

が圃場へ施用されている。2003年には同様に1.875

μg-TEQ/haが持ち込まれ、0.777μg-TEQ/haが持ち

出され、0.714μg-TEQ/haが圃場施用された（図

2140-2、図2140-3）。 

 牛乳としての系外への移出量は、2003年には対

1999年で27.0%に減少している。自給粗飼料からの持

ち込み量は大気中の濃度の減少と平行して2003年に

は対1999年で13.8%と大きく減っていた。また、購入

飼料中濃度も同時に16.5%にまで減少していた。飼料

全体に対する自給飼料と購入飼料の寄与割合は、

1999年及び2003年ともに概ね50%で変わらなかった

（図2140-2、図2140-3）。 

 外部からのダイオキシン類の持ち込みが減少する

に伴って、ふん尿中への排出量も9.2%にまで減少し、

結果として堆肥やスラリーとしての圃場への施用量

が対1999年で12.2%と大きく減っていた（図2140-2、

図2140-3）。 

 

図2140-1 畜草研モデル牛舎におけるダイオキシン類濃度 

(大気は2000年と2003年の大田原市：環境庁調査) 

図2140-2 畜草研モデル牛舎を巡るダイオキ

シン類の流れ(1999年) 

注：単位μg-TEQ/ha 

図2140-3 畜草研モデル牛舎を巡るダイオ

キシン類の流れ(2003年) 

注：単位μg-TEQ/ha 

(%)は1999年に対する比率 
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 エ 考 察 

農林水産省が1998年当時に発表した我が国で市販

されている牛乳中のダイオキシン類及びコプラナー

PCB類濃度は、0.025～0.118pg-TEQ/g（平均0.070pg 

TEQ/g）であり、1999年に発表された「平成10年度

畜産物及び飼料等のダイオキシン類実態調査」１)では、

生乳0.011～0.135pg-TEQ/g（平均0.056pg TEQ/g）、

市販牛乳 0.017 ～ 0.084pg-TEQ/g （平均 0.048pg 

TEQ/g）であった。今回のモデル牛舎における1999

年度の牛乳中濃度0.13 pg-TEQ/gはこの範囲内のほ

ぼ上限値であった。また、2003年の牛乳中濃度は

0.027pg-TEQ/gであり、市販牛乳での農水省実態調

査0.021pg-TEQ/gより若干高いが、市販牛乳が様々

な酪農家から出荷された牛乳が合乳されたものであ

ることを考えると、1999年と同様に一般に生産され

ている牛乳の範囲内であったと考えられる。 

McLachlan(1989)ら２)による泌乳中期のバックグラ

ウンド汚染時における乳牛のバランスデータでは、

も多いのは糞中への排出であり、ダイオキシン類

の吸収率の低さを示唆する。また、この時摂取した

ダイオキシン類の2,3,7,8-TCDD毒性等量の約20%が

乳汁中へ排出される。今回の結果では、1999年には

摂取したダイオキシン類の78%がふん尿中に、また

14％が牛乳中に排出され、2003年ではふん尿中48％、

牛乳中26％であり、McLachlanらの結果と同様の傾向

が見られた。1999年と2003年でふん尿中への排出割

合が減少しているようにも見えるが、摂取量自体が

約15％にまで減少している中での誤差の影響が大き

いものと考えるが、その時点での摂取量以外の要因、

例えば成長過程での体蓄積の問題等の関与も可能性

としては考えられる。牛ではダイオキシン類濃度に

対する体蓄積からの動員が関わる産次の影響につい

てはデータが見られないが、人では第一子目の母乳

が第二子以降よりも約２倍高濃度であることが知ら

れている４)。また、代表的な塩素化炭水化物化合物で

あるDDTの分解物であるDDEの牛乳中濃度は、初産

牛が複数産次の牛のものよりも約３倍も高いことが

報告されている５)。よって、１農場から生産される牛

乳全体のダイオキシン類濃度は、初産牛比率が高ま

ると上昇することが推測され、体蓄積の要因が無視

できない可能性が示唆される。 

 圃場へ還元されたダイオキシン類に対して、圃場

から自給飼料として持ち出されたダイオキシン類の

方が1999年で1.8倍、2003年で２倍であり、圃場から

は持ち出しになっているように見える。実際は、ダ

イオキシン類が根からほとんど吸収されないことか

ら、その大部分は大気中降下物由来と考えられ、土

壌からは特に収穫時の植物体への土壌の付着に限ら

れると考えられる６)。実際に環境中濃度の低下に伴い、

自給飼料中のダイオキシン類濃度も大きく低下した。 

 以上より、自給飼料を基盤とする次元循環型酪農

モデル牛舎におけるダイオキシン類循環は、環境中

濃度の低下とともに速やかに低下縮小し、その結果

として、生産物である牛乳中濃度の低下に反映して

いることが明らかになった。 

オ 今後の課題 

 資源循環型酪農モデルにおけるダイオキシン類濃

度及び循環量は、環境中濃度に関する規制の法制化

に伴い、急速に減少した。残された問題としては飼

料作物生産圃場の土壌中ダイオキシン類濃度がどの

ように推移するのかについて、定期的に追跡する必

要がある。 

カ 要 約 

資源循環型酪農モデルにおける構成諸要素中のダ

イオキシン類濃度は、1999年と2003年の間で乳牛の

全給与飼料、その内自給飼料、牛乳、ふん尿等の全

てにおいて大幅に減少していた。 

 牛乳としての系外への移出量は、2003年には対

1999年で27.0%に減少し、自給粗飼料からの持ち込み

量は2003年には対1999年で13.8%と大きく減った。外

部からのダイオキシン類の持ち込みが減少するに

伴って、ふん尿中への排出量も9.2%にまで減少し、

結果として堆肥やスラリーとしての圃場への施用量

が対1999年で12.2%と大きく減った。 

 キ 引用文献 

１) McLachlan, M. S., H. Thoma, M. Reissinger and O. 
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２) 農林水産省(1999) 平成10年度畜産物及び飼料

等のダイオキシン類実態調査結果 

３) 農林水産省(2005) 平成16年度畜産物及び農産

物等に係わるダイオキシン類実態調査結果 

４) Ogaki, J., K. Takayama, H. Miyata and T. 

Kashimoto (1987) Levels of PCDD and PCDF in 

human tissues and various foodstuffs in Japan. 
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研究担当者（山田明央＊） 

５ 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 

(1) 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 

 ア 研究目的 

農薬等の残留性有機汚染物質(POPs)が北極域で検

出されるなど地球規模の環境汚染が問題となるなか、

多種の化学物質に対する測定を高密度・高頻度で行

うことは困難であり、数値モデリング研究の重要性

が高まっている。特にアジア域起源の物質に関する

研究は不十分で、わが国に対してもそれら物質の動

態予測モデルを構築することが求められる。経済協

力開発機構(OECD)は、新規物質のスクリーニング・

分類化に対し、長距離移動性(LRT)と環境残留性

(Pov)を同時に評価できるマルチメディアモデル

(MMM)の利用を推奨している。しかしながら、これ

まで欧米諸国で開発されてきたオイラー型＊１の

MMMでは、汚染物質の放出源として水田が多い日本

などアジア地域への適用が難しく、また全球規模に

おける海洋の取り扱いについて問題点があった。そ

こで本研究では主に日本・アジア域において使用さ

れる農薬を対象に、LRTやPov等の指標による動態解

明のための全球規模のMMMの開発を行うことを目的

とする。 

イ 研究方法 

 (ア) 大気２層、非農耕地・森林・畑地・水田、

陸水・陸水底質および海洋の９媒体からなる、１グ

リッドのフガシティ理論１)＊２に基づくモデルを構築

する。この際には、既存モデルでは数少ない、非定

常状態での評価に対応したものとする。 

図2151-1 上層大気と森林をのぞく７媒体で構成される単一グリッドのモデルバージョン１による

非定常実験の結果 

1) 左は α-HCH、右は PCB-153 について、それぞれ左軸で示される排出量(Emission：赤実線)を

媒体ごとに現実的な配分比(α-HCH では下層大気 17.5%、畑地農耕地・水田にそれぞれ 40%、

陸水に 2.5%、PCB-153 では下層大気に 100%)で放出した場合の残留量を対数で右軸に示した

もの。
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図2151-2 緯度帯別にみた PCB-153の南北存在量分布とその塩析効果による相違 

1) 各緯度帯の２つの棒グラフについて、左側は海洋水も陸水として扱う設定、右側は海洋水の

溶解度を logKow の関数とした設定の、それぞれ定常状態に達した後の各媒体の存在量分布

(%)を示す。

2) 右軸の残留割合を示す積み上げグラフはそれぞれ上から、海洋、陸水底質、陸水、農耕地、

非農耕地、下層大気で、 下段が上層大気である。

 (イ) 南北10の緯度帯で空間的な結合を行い、気

象要素は実測値を入力できるようモデルを改良し、

定常状態で各緯度帯・各コンパートメントの濃度分

布を調べる。また非極性物質に関して、５（２）の

課題で得られた塩水溶解度と対数化オクタノール－

水分配係数logKowの関数を用い、化学物質のLRTおよ

びPovと塩析効果との関連を明らかにする。 

 (ウ) 農耕地をモデルに導入するため、水田作物

(稲植物体)の季節変化、物質放出の年次変化および

気象・環境の季節変化を入力データとする。また南

北方向のみならず東西方向の結合を行い、より現実

的な全球モデリングを可能とする。 

 (エ) 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

る化合物、および今後に指定が想定されるものを含

めたDDT、HCH類、ヘプタクロル、ドリン類等の有

機塩素系殺虫剤を対象とする。 

 (オ) 上記物質に関し、日本のみを放出源とし、

出荷記録のある1947年から現在まで約60年間にわた

るシミュレーションを行う。 

ウ 研究結果 

 (ア) 単一グリッドモデルによるHCH類および

PCB類の非定常状態での動態 

単一グリッドモデルで各媒体の温度と水田の田面

水および植生を季節変化させ、1975年をピークとす

る1950～2000年の現実的な排出量を入力した非定常

実験の結果、α-HCHでは排出量のピークを越えると

各媒体への分配量も減少を始めるが、PCB-153では排

出量のピークを越えてなお10年程度、底質への分配

量が増加した(図2151-1)。 

(イ) 南北結合モデルによるPCB類の極域への滞

留 
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図2151-3 NIAES-MMM-global のアウトライン(原図はカラー) 

1) 12*12=144 の領域のうち赤は排出源の日本域を示す。

2) 他に青色は海洋、茶色は陸域、白色は雪氷のみの領域を示す。

図2151-4 本モデルを用いた計算で得られた、日本で過去に使われた農薬の日本の水田土壌中濃

度(ng/g)の時間変化 

1) 計算期間前半の高濃度順に、HCH 類、DDT、ドリン剤類、ヘプタクロルである。

 南北結合モデル実験で、PCB-153は発生の も多い

北半球温帯地域から、直近の寒帯域よりもより北方

の北極域で残留量が多いこと、寒帯域では底質に残

留しやすいこと、さらに塩析効果を考慮した場合に

海洋への分配が少なくなることがわかった(図

2151-2)。 
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図2151-5 日本で使用されたリンデン(γ-HCH)の出荷記録を基にしたシミュレーションによる(左)海洋中濃

度(ng/L)および(右)大気海洋中残留量(kt)の経年変化 

1) いずれも計算期間前半の高濃度・高残留量順に、日本近海(北緯37.5度、東経135度)、

オホーツク海(北緯52.5度、東経147.5度)、ベーリング海(北緯62.5度、西経177.5度)、

ボーフォート海(北緯77.5度、西経155.0度)における値を表す

*1：オイラー型のモデリングとは空間的に静止した観測者による運動の記述であり、ラグランジュ

型のモデリングとは個々の粒子を固定しその行動を時間的に追跡するものである。ラグランジュ型

の拡散モデルは、局地スケールでの大気／河川モデリングに有効であるが、粒子を流す環境状態が

一定であることが前提となるため、広域を対象としかつ異なる属性を持つ媒体を扱う場合には主に

オイラー型のマルチメディアモデルが用いられ、本稿でもこのオイラー型のモデルを構築した。 

*2：フガシティは、日本語では逸散性と訳される。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に対して 

f = C/Z 

の関係にある。ここでＺはフガシティキャパシティ(mol/(m3･Pa))と呼ばれる、媒体ごとに物質特有

の値である。 

(ウ) モデルの検証 

東西結合した全球モデル(図2151-3)において、日本

の水田土壌におけるPOPs様農薬、および日本から北

極域の海洋中におけるα-HCHの濃度は、それぞれほ

ぼ実測値と一致した。これにより本モデルは、実用

可能であることが実証された。 

 (エ) 水田土壌中のPOPs様農薬の動態解明 

放出源の日本域における各物質の水田土壌中濃度の

経年変化(図2151-4)によると、いずれの農薬も、そ

の濃度は1970年頃の出荷停止時をピークに、その後

は緩やかな減少を続けている。濃度減少期において、

Seikeら２)の実測値と比較した結果、ドリン類の濃度

がやや過大評価であるほかはおおむね一致している。 

 (オ) 日本で過去に使用された農薬の北極域への

移動 

 HCH類のうち、日本で使用されたγ-HCH(リンデ

ン)の全球動態を再計算した結果のうち、放出源の日

本域、およびそこから北方のグリッドにおける海洋

中濃度および大気海洋中残留量の経年変化(図

2151-5)によると、リンデンが日本で使用されていた

1970年頃までは、日本域およびオホーツク海におい

て高濃度であり残留量も多いものの、その後はボー

フォート海など極域で高濃度かつ残留量が多くなっ

た。 

 エ 考 察 

(ア) 水田土壌中半減期のモデル化 

 モデル中におけるこの濃度推移の傾向(図2151-4)

は、低濃度領域での反応消失速度を低減化すること

で再現できた。これは、現実の環境下において、低

濃度になると土壌中半減期が、高濃度の時に比較し



― 308 ―

て長くなっていることに基づいている。 

(イ) リンデンの広域拡散の原因 

 日本で使用されたリンデンは、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

と予想される。 

(ウ) DDTやドリン系農薬の長距離移動性 

DDTやドリン系農薬を用いたモデル計算では、放

出された物質が図2151-5のように、広範囲に輸送さ

れ、長期間残留することはなかった。これはDDTや

ドリン系農薬は、HCH類に比べて揮発性と水溶性が

低いためである。 

オ 今後の課題 

 (ア) 北極域における化学物質の正確な動態評価

のための、雪氷圏における物質の挙動のモデル化を

行う必要がある。 

(イ) 北極域方向へのさらなる精緻な表現のため

に、少なくとも南北方向の５度程度への空間詳細化

は必要である。 

 (ウ) 極性物質における正確なオクタノール水分

配係数(logKow)の算出のために、その計算スキーム

の導入を行う必要がある。 

カ 要 約 

(ア) 単一グリッドモデルで1975年をピークとす

る現実的な排出量を入力した非定常実験の結果、α

-HCHでは排出量のピークを越えると各媒体への分

配量も減少を始めるが、PCB-153では排出量のピーク

を越えてなお10年程度、底質への分配量が増加した。 

(イ) PCB-153は発生の も多い北半球温帯地域

から、直近の寒帯域よりもより北方の北極域で残留

量が多いこと、寒帯域では底質に残留しやすいこと、

さらに塩析効果を考慮した場合に海洋への分配が少

なくなる 

 (ウ) 東西結合した全球モデルにおいて、日本の

水田土壌におけるPOPs様農薬、および日本から北極

域の海洋中におけるα-HCHの濃度は、それぞれほぼ

実測と一致した。 

 (エ) 日本で過去に使われた農薬のうち、リンデ

ン(γ-HCH)は、放出されたかなりの部分が北極域に

達している。 
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(2) マルチメディアモデルへの各種コンパートメン

ト導入のための物質の広域動態シナリオの精緻化 

ア 研究目的

農薬等の残留性有機化学物質（POPs）の長距離拡

散移動により地球規模の環境汚染が問題となってい

るなか、とりわけ日本やアジア域起源の農薬・POPs

の環境中動態の解明が求められている。これまでに

はPOPs等の有機化学物質の環境中動態を総合的に評

価できるとされる幾つかのマルチメディアモデルが

欧米で開発されたが、扱われている農耕地は畑地の

みであるため、水田が主要な日本やアジア域に対し、

そのままの適用は困難となった。また、海洋につい

ては、欧米諸国で開発されたマルチメディアモデル

に導入されたケースがあるものの、化学物質の動態

に及ぼす海水塩分の影響は全く考慮されていない。

そこで本研究では、主に、日本やアジア域で使用さ

れる農薬の動態の解明を目指して開発される、全球

規模マルチメディアモデルの構成コンパートメント

における物質動態シナリオの構築や精緻化を図ると

共に、地球規模のモデリングをより現実なものにす

るために、マルチメディアモデルの計算に適した環

境要因データベースの構築を行うことを目的とする。 
イ 研究方法

 (ア) モデルの構成コンパートメントにおける物

質動態シナリオの構築や精緻化

全球規模マルチメディアモデルが９コンパートメ

ント（上層大気、下層大気、陸水、海洋、海洋底質、

水田、畑、森林、森林以外の非農耕地）を取り扱っ

ているが、今回は非農耕地、水田、海洋及び森林に

ついて検討を行った。具体的には：

  ａ 非農耕地土壌深の設定 土壌は、他の媒体

と比較して、有機化学物質の重要なシンクであるこ

とが明らかにされたため、土壌の寄与の評価が他の

媒体の評価を決定づけることになる。既存のマルチ

メディアモデル中の土壌は農耕地と非農耕地と大別
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されているが、農耕地の場合、農業器械によって耕

起される土壌の深さは 大20cmであるため、その深

さは一律20cmと設定されている。これに対して、非

農耕地の場合は、10～20cmと設定されているが、そ

の根拠についてはどのモデルでも触れられていない。 

 そこで、Log KOW（オクタノール・水分配係数）が、

異なる数種類の想定化学物質に対して、異なる放出

シナリオのもとで、非農耕地土壌深の変化がそれら

の化学物質の環境残留性や各媒体に分配される質量

分率にどのように影響を与えるかを、既存の多媒体

モデルEQC （EQuilibrium Criterion, Mackay, 2001）に

基づいて評価することによって、特に疎水性と生物

濃縮性を有する極性有機化学物質を対象にした全球

規模多媒体モデルを構築する際に、考慮する非農耕

地土壌媒体の深さについて提案する。また、その妥

当性を既存資料に基づいた解析により検証を行う。

  ｂ 水田の導入のあり方の提示 水田をマルチ

メディアモデルに導入する場合には、稲を考慮する

か否かまず明らかにする必要がある。また必要であ

れば、水田土壌被覆の季節変化を如何に反映するか

もまた課題になる。そこで、１) 水田環境を水田土

壌、田面水および稲３つのサブコンパートメントで

表現する一つのボックスと見なす。また ２) 水田土

壌は間隙水相、間隙気相（非湛水時）と土壌粒子相

から構成されると仮定した上で、MRC（maximum

reservoir capacity）値やTaPL3モデル（Long-range

transport and persistence level III model）に基づいたシ

ミュレーションを行う。その結果を踏まえて、稲の

有無、および稲の生育段階の違いが、HCH、PCBな

どのPOPsの環境挙動に及ぼす影響を検討し、全球規

模マルチメディアモデルに水田を導入する際のシナ

リオを作成する。

  ｃ 海洋の塩析効果の定量評価 陸水に比べて、

海水の面積が広大なだけでなく、海水中に分配され

た化学物質の動態も、塩分の存在によって大きく変

化する。従って、全球規模マルチメディアモデルを

構築する際、海水塩分の影響が無視できない。そこ

で、既存資料から収集した幾つかの有機化学物質の

オクタノール・水分配係数KOW、淡水や海水中での溶

解度S0やS、これら三つのパラメータの関係を検討し、

海水における対象物質の溶解度を推定できる相関関

係を提案することによって、海水塩分が化学物質に

及ぼす影響の定量評価を図る。

  ｄ 森林フェノロジーの影響評価 世界の森林

面積は39.52億haで、陸域総面積の30.3％をも占めて

いるため、農薬等の有機化学物質の環境中動態に重

大な影響を及ぼしていることが予想される。しかし、

欧米諸国で開発された地球規模のマルチメディアモ

デルでは、森林が考慮されていないため、とりわけ

森林の季節変化に伴う有機化学物質の環境中動態へ

の影響についての評価がなされていない。そこで、

既存のマルチメディアモデルを用いて、森林のフェ

ノロジー（生物季節）が有機化学物質の環境中動態

への影響について検討を行う。
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 (イ) 全球規模マルチメディアモデルの計算に適

した環境要因データベースの構築

 全球規模のマルチメディアモデルの計算に、全球

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、今回はマルチメディアモデルに適した環

境要因データセットの構築を行う。環境対象エリア

となる全球を図2152-1に示すように、計2592グリッ

ドとメッシュ化をして、地理情報解析装置ERDASと

ArcGISを用いて各グリッド(５°×５°)単位で環境因子

データを整備する。

ウ 研究結果

 (ア) モデル構成コンパートメントにおける物質

動態シナリオの構築や精緻化

  ａ 非農耕地土壌深の設定 Log KOWが１～６

までの異なる物性値をもつ仮想化学物質に対し、４

つの放出シナリオ（大気、水及び土壌にそれぞれ放

出すると、これらの３つの媒体に均等に放出する４

ケース）を仮定して、考慮する土壌深を20 cmから１

cmまで（20、15、10、５、４、３、２、１ cm）変化

させた場合に、有機化学物質の環境残留性や土壌・

水・大気・底質の４媒体における質量分率は大きく

変化することが分かった。特に、土壌に放出される

場合と、大気、水、土壌の３つのメディアに均等に

放出される場合においては、土壌深による環境残留

性の感度は も顕著であった。また、Log KOWの大き

な有機化学物質（Log KOW＝４～６）が、非農耕地土

壌に放出された場合に、その大部分は土壌表層から

５cm以内の範囲に留まることも判明した（図2152-2）。

さらに、OECDガイドライン（http://www.oecd.org/）
と既存文献値に基づいて化学物質の土壌中分布を検

討したところ、Log KOWの大きな有機化学物質の方が、

より浅い土壌層に留まるという上記の結論と一致し

た結果が得られたため、Log KOWの大きな有機化学物

質（Log KOW＝４～６）を対象とする全球規模多媒体

モデルを用いて評価を行う際には、従来用いられて

いる10～20 cmの森林土壌深では、森林土壌媒体の寄

与を過大評価することとなり、５ cm以内に設定する

ことが望ましいとの知見が得られた(魏ら，2006)。

  ｂ 水田の導入のあり方の提示

 Dalla Valle（2005）によれば、MRCは平衡状態にお

ける大気とそれに接触している表層土壌や植生およ

び表層海水などの下層媒体（um）中の化学物質の存

在量の比であり、式(1)によって表す。また、MRC < １
であれば、対象物質の多くが大気に分配される傾向

があり、MRC > １の場合、物質はその下層媒体に分

配される傾向があることを意味する。

airair

umum

airairair

umumum

airair

umum

hZ
hZ

AhZf
AhZf

VC
VCMRC

um
===

[1]

 ここで、C、V、Z、Aおよびhはそれぞれ各環境媒

体中の濃度、環境媒体の体積、フガシティキャパシ

ティ、表面積および深さ/高さを表している。これま

でに、Juradoら（2004）は全球規模において、季節毎

に得た土壌や海水のMRC値から、HCB、PCBなどの

POPsが も分配されている場所を特定し、表層土壌

や表層海水がPOPsの放出源として潜在的な可能性を

有することを指摘し、有機化学物質の環境動態の推

定にMRCの有用性を示した。そこで本研究では、水

田環境のMRCunitを下記(式２)のように求めた。ここ

で、VFrは水田環境に対する稲の体積割合で、KAW、

KOAはそれぞれ大気/水分配係数とオクタノール/大気

分配係数である。
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 式（２）により、γ-HCHやα-HCH、PCB-28等の

物質を対象として、任意温度における稲なしと稲あ

り場合の水田環境のMRCunitを検討した。その結果、

稲なしに比較して稲ありの場合のMRC値は著しく大

きいことが分かった。また、稲の生長に伴って、MRC

値も次第に大きくなる傾向があり、稲の生長に伴い

γ-HCHが水田環境に分配されることが示された（図

2152-3。稲ありの場合は３つの生育段階を設け、各

段階の体積割合は既存資料を参考にして、0.01、0.02、
0.03と設定した）。一方、α-HCHやPCB-28について

も、同様の結果が得られたため、POPsを対象とする

マルチメディアモデルに水田を取り込む際には、稲

を考慮することが重要であり、また農薬の使用時期

と稲のバイオマス量の季節を考慮することが重要で

あることが明らかになった。以上のことを踏まえて、

POPsを対象とするマルチメディアモデルに水田を取

り込む際には、水田コンパートメントを図 2152-4の
ように模式化し、水田環境内の農薬の挙動は、揮散

による大気への移行、水中や土壌中及び稲植物体中

の化学的・微生物的分解、代謝、排水及び地下浸透

による流出などによって表現した。

  ｃ 海洋の塩析効果の定量評価

 塩分による化学物質の水溶解度への影響について、

Setschenowは、陸水より海水における水溶解度は著し

く小さくなる(塩析効果)ことを明らかにした。同時

に、塩分により化学物質の塩析効果は下記の式（３）

によって定量的に評価できると指摘した。

Ss CkSS =)/log( 0
 [3]

ここで、S0、Sはそれぞれ蒸留水中、塩溶液中での

溶解度であり、ksは塩析係数（またはSetschenow数、

l/mol）で、CSは塩溶液の濃度（mol/l）である。式（３）

の塩溶液を海水とし、海水濃度は0.5mol/lと仮定した

上で、78の有機化学物質対して、Setschenow数やKOW

の値は既存文献から引用して、これら化学物質のKOW 
とS0/Sとの関係を調べた。その結果、図 2152-5に示

すように、log KOWとS0/S との間に正の相関関係が

あった。すべての対象物質については、塩析効果の

影響が確認された。また、化学物質のKOW が大きく

なるにつれてその塩析効果も大きくなり、特に、疎

水性有機化学物質、例えば、log KOW = ５の場合に、

海水における水溶解度は水中溶解度の約0.6倍と小さ

くなり、大気への分配が著しく大きくなることが示

唆されたるため、既存TaPL3モデルを用いて、塩析効

果が物質の環境残留性と長距離移動性にどう影響す

るかについて調べた。その結果、淡水に比べて海水

の場合には、化学物質の環境残留性または長距離移

動性への寄与度がより大きくなったことも分かった。

こうしたことから、環境残留性と長距離移動性を指

標とする全球規模の多媒体モデルを構築する際、海

水塩分の影響を考慮する必要があると判断し、図

2152-5に示すlog  KOWとS0/Sとの相関関係式に基づ

いた塩析効果を考慮することによって、物質の環境

中動態への評価はより現実的なものになるといえる。 

  ｄ 森林フェノロジーの影響評価

既存モデルの中で森林植生の取り扱いについて

も詳細なシナリオを有しているCoZMo-POPモデル

を用いて評価を行った。具体的には、森林の展葉時

期、落葉時期及び単位面積当たりの樹冠体積（針葉

樹と落葉樹に分けて考える）の基準値をそれぞれ100

日目、300日目、0.0017m3/m2（針葉樹）、0.0012 m3/m2

（落葉樹）と設定し、これらの設定値に対してそれ

ぞれ一定割合で変化させた場合(例えば±10%)に、大

気中のα-HCH、PCB-28の濃度の変化傾向を調べた。

図2152-6に示すように、展葉時期が設定した標準展

葉時期より、早まるか、もしくは遅れるか、いずれ

の場合においても、大気中α-HCHの濃度に変化が見

られた。即ち、展葉時期が遅いほど、大気中α-HCH

の濃度の高い期間が長くなる。また、落葉時期を遅
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図 既存モデルを用いた算出した異図2152-6 既存モデルを用いた算出した異なる

展葉時期における大気中α-HCH の濃

度（1999年） 
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らせると、α-HCHの大気中濃度は高くなった。更に、

樹冠体積を設定標準値の±10%を増減させたところ、

α-HCHの大気中濃度にそれぞれ低下、増大の変化が

あった。一方、PCB-28についても同様の濃度推移が

見られた。このようなことから、森林フェノロジー

が有機化学物質の環境中動態に影響を及ぼしている

ことが分かった。以上の結果より、地球規模のマル

チメディモデルにおいても、森林フェノロジーを詳

細に考慮することが重要である。

 (イ) 全球規模マルチメディアモデルの計算に適

した環境要因データベースの構築

 これまでには、マルチメディアモデルに水田導入

するためのシナリオの精緻化、及び、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て

きたが、全球規模のマルチメディアモデルの計算に、

全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、マルチメディアモデルに適した環境

要因データセットの構築を行った。具体的には：

 土地被覆分類について マルチメディアモデルが

取り取り扱っている９コンパートメント（上層大気、

下層大気、陸水、海洋、海洋底質、水田、畑、森林、

森林以外の非農耕地）に対応して、既存８kmメッシュ

の全球規模の土地被覆分類データ（農環研の岡本よ

り提供を受けた）に基づき、全球の土地被覆を水田、

畑地、常緑樹林、落葉樹林、水域（陸水も含む）、非

農耕地である草地、砂漠、ツンドラ、グリーンラン

ドや南極、雪氷計10タイプに区分した上で、５度グ

リッド毎における異なる土地被覆の面積割合を算出

した。その地理的分布の一例として図2152-7に示す。

図に示されたように、水田は主に東南アジアに分布

し、また、落葉樹林の多くはシベリアに分布してい

ることが分かった。

 土壌有機炭素含有量、土壌バルク密度等について 

http://www.isric.org/UK/About+Soils/Soil+data/からダウ

ンロードした土壌の有機炭素含量やバルク密度、空

隙率、及び、土壌タイプの0.5度メッシュのデータに

基づいて作成した。その結果、全球規模の有機炭素

含量は0.01～21.96 %の範囲で分布しており（図

2152-8）、また図2152-7と比較したところ、落葉樹林

と有機炭素高含有量との地理的分布は概ね一致して

いることが分かった。一方、土壌のバルク密度と空

隙率は、それぞれ0.02 ～1.53 g/ m3、0.34～53.92 %の

範囲で分布していて、場所によってその値が大きく

異なっていることが判った。

 森林のバイオマスと葉面積指数について 森林植

生、特に落葉樹林は季節によって大きく変化するた

め、既存の異なる森林タイプのバイオマスの測定

データに基づいて、落葉樹林、常緑樹林における地

上部バイオマスの地理的分布をそれぞれ求めた。常

緑樹林の場合は0.04～411 kg/ m2であり、落葉樹林で

は0.04～406 kg/ m2の範囲で分布していることが判っ

た。一方、森林の葉面積指数については、既存の0.5
度メッシュデータ(http://earthobservatory.nasa.gov/か
らダウンロードしたものであり、1981～2001年の

データが利用可能)を用いて作成した。
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 エ 考 察  

 (ア) モデルの構成コンパートメントにおける物

質動態シナリオの構築や精緻化

ａ 非農耕地土壌深の設定 異なる物性値を有

する有機化学物質の環境残留性およびその質量分率

に対する土壌深からの影響について、既存モデルを

用いて検討した結果、特には、Log KOWの大きな化学

物質(Log KOW＝４～６)が直接または間接のルート

によって土壌媒体に投入された後、その大部分は土

壌表層から５cm以内の範囲に留まることを判明した。

また、既存文献値に基づいた検討もLog KOWの大きな

有機化学物質の方が、より浅い土壌層に留まるとい

う上記の結論と一致した結果が得られたため、従来

のモデルで用いられていた森林のような非農耕地の

深さ10～20 cmは土壌媒体の寄与を過大評価すること

となり、５cm以内に設定することが望ましいとの結

論を付けた。勿論、こうした結論は、仮定した無極

性物質をシミュレーションした結果に過ぎない。し

かしながら、非農耕地土壌中での農薬などの化学物

質の鉛直浸透に関する実測データの入手が困難であ

る限り、多媒体モデルを構築する際における非農耕

地土壌深の設定について、従来モデルに用いられた

数字を直接に利用するより、こうして検討を重ねた

上で決定した方がより妥当であると考えられる。

 ｂ 水田の導入のあり方の提示 本研究では、

MRC値、TaPL3モデルを用いて稲の有無が化学物質の

環境中動態に及ぼす影響を検討した結果、日本およ

びアジア域で使用される農薬を対象に、この地域に

特有な湿潤環境条件下で実際の使用実態を考慮した

マルチメディアモデルに水田を取り込む際には、稲

を考慮することは重要であり、また稲のバイオマス

量の季節変化を考慮することも重要であることが明

らかになった。同時に、水田コンパートメントのシ

ナリオも作成した。こうした提示はこれまでになく、

稲植生と大気間の物質移動プロセスに関連する個々

のパラメータの定量化に関する更なる検討を遂行す

れば、より実態に即した評価や予測が実現できると

考えられる。また、近年の衛星は多様なセンサーを

搭載しており、多彩なる衛星データ・地理情報シス

テムとの統合が実現すれば、流域ないし地域スケー

ルモデルへの活用も可能となる。今後対応すべき重

要な課題の一つといえる。

ｃ 海洋の塩析効果の定量評価 本研究では、

既存の塩析効果に関する資料に基づいて、有機化学

物質の海洋における塩析効果の定量評価法を提案す

ることによって、海洋における物質動態のシナリオ

の精緻化を図ったと同時に、モデルの精緻化や推定

精度の向上も可能にした。とはいえ、モデルの中に

塩析効果を導入した試みはこれまでになく、評価法

の利用性・精度面で十分とは言えず改良の余地が

多々あることから、今後更なる多面なデータ、特に

極性をもつ化学物質のデータの集積により、より信

頼性の高い提案が可能になると考えられる。

 ｄ 森林フェノロジーの影響評価 既存のモデ

ルを用いて、有機化学物質の環境中動態に対する森

林フェノロジーの影響評価を行った結果、森林展葉

時期の遅延、または落葉時期の早まりのいずれも、

有機化学物質の長距離移動性に寄与し、森林のフェ

ノロジーが有機化学物質の環境中動態に影響を与え

ていることを明らかにした。しかし、モデルの中で、

森林フェノロジーを如何に扱うか課題として残って

いる。今後は、既存のモデルを参考しながら、検討

を重ねる必要があると思われる。

 (イ) 全球規模マルチメディアモデルの計算に適

した環境要因データベースの構築

全球規模の環境要因データ、例えば土地被覆分類、

有機炭素含量、葉面積指数等のデータをマルチメ

ディアモデルに適した形で整備し、モデルの精緻化

や推定精度の向上を可能にした。また、海面流、土

壌水分含量、海洋表層深等の環境因子データのモデ

ルへの導入が進んでいるため、モデル推定結果の信

頼性向上がより一層可能になると期待される。しか

し、森林や稲のバイオマスに関するデータは雑多の

ため、今後広範囲に収集することが重要である。 

オ 今後の課題 

 日本やアジア域で使用される農薬の動態の解明を

目指して開発した全球規模マルチメディアモデルは

完成しつつあるが、農薬のPOPsとしての優先順位付

け評価はまだ行っていない。今後はモデル中の各コ

ンパートメントもしくは各パラメータがどの程度、

計算結果に寄与しているかの感度分析を行う。

カ 要約 

主に日本やアジア域で使用される農薬の動態の解

明を目指して、開発される全球規模マルチメディア

モデルの主要構成コンパートメントにおける物質動

態シナリオの構築や精緻化を行った。具体的には、
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１) 従来用いられている10～20 cmの森林土壌の深さ

では、森林土壌媒体の寄与を過大評価することとな

り、５ cm以内に設定することが望ましいとの結果が

得られた。２) POPsを対象とするマルチメディアモ

デルに水田を取り込む際には、稲を考慮することは

重要であり、また稲のバイオマス量の季節変化を考

慮することも重要であることが明らかになった。３)

提案したLog KOWとS/S0との相関関係を用いて、農薬

の海洋における塩析効果の定量評価が可能となり、

海洋における物質動態のシナリオの精緻化を図った。

４) 森林のフェノロジーが有機化学物質の環境中動

態に影響を与えていることを示唆し、地球規模のマ

ルチメディモデルにおいても、森林フェノロジーを

詳細に考慮することが重要であることが分かった。

また、地球規模のモデリングをより現実なものにす

るために、全球規模の環境要因データをマルチメ

ディアモデルに適した形で整備し、モデルの精緻化

や推定精度の向上を可能にした。 
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(3) マルチメディアモデル開発のための構造物性相

関等によるパラメータ推定方法の開発 

ア 研究目的 

 農薬等の残留性有機化学物質（POPs）が汚染源か

ら遠い極地域でも検出され、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る。現在、

POPsに分類されている物質以外にも、今後様々な物

質が規制対象になる可能性があり、リスクに応じた

対策を優先すべき化合物を決定するための適切な方

法が求められている。そこで農薬を対象に、実際の

使用実態に即したマルチメディアモデルの開発を行

う。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性値が必要であるが、文献等に

よりその値に大きな違いがある。このため、採用す

るデータによって得られる結果が大きく異なり、さ

らには必要となる物性値が得られないこともある。

対象とする農薬の物性値を実測するには経費も労力

も膨大となるため、農薬の化学構造に基づいて簡易

に推定し評価する方法が不可欠である。このため、

実験によらない化学構造に基づく物理化学的性質の

簡易推定法の開発とマルチメディアモデルへの物性

値入力に対応したデータセットの整備を約100種の

農薬等について行うことを目的とする。 

イ 研究方法 

 (ア) マルチメディアモデル計算に必要な農薬等

有機化学物質の物理化学的性質のうち、蒸気圧、沸

点、融点、モル体積、密度、表面張力、活量係数、

大気-水分配係数(logKAW)、オクタノール-水分配係数

(logKOW)、収着係数、生物濃縮係数、各媒体中での分

解消失速度と環境要因による依存性について、各種

データベースを用いて物質名と物性名等のキーワー

ドにより検索し、北極域で検出事例のある農薬等の

約100種の有機化学物質を優先してデータベースを

整備した。データベースは、物質ごとにスプレッド

シートに記載し、マルチメディアモデルに用いるこ

とができるようSI単位系に統一して整備した。  

(イ) 文献値の得られないものについては、推算

方法を検討し、推算値を得た。文献値のあるものに

ついても物性値を推算し、文献値と比較することに

より推算方法の信頼性評価を行った。物理化学的性

質のうち温度等の環境要因による依存性のあるもの

について、環境要因による依存性評価方法を検討し

た。 

 (ウ) 現在使用されているものも含めた農薬の一

次スクリーニングとし、北極域で実際に検出された

POPs様農薬を含む農薬について、定常状態で仮想的
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な放出シナリオ(1,000t/year)が日本で用いられた時

の、長距離移動性と環境中残留性の比較を行った。 

ウ 研究結果 

 (ア) 原子団の寄与を評価する構造物性相関法を

応用し、極性物質に特有の水素結合等の寄与を評価

に取り込んだ。蒸気圧に関してはGrain-Watson法を固

体に対して補正し、さらにAntoine方程式で温度補正

を行うことで、全球規模の温度範囲に相当する蒸気

圧の温度依存性を求めた（図2153-1）。沸点に関して

は、Stein and Brown's Group Contribution法を応用し

て求めた（図2153-2）。融点に関しては、Joback and 

Reid法を応用して評価を行った（図2153-3）。 

(イ) モル体積と密度について原子団の寄与を評

価し加算する推算方法を検討し、その方法を図

2153-4に示す。常温で液体の物質については、25℃

におけるモル体積とした。密度は、推算したモル体

積から導出した。原子団の寄与による加算因子は、

ファンデルワールス半径等により計算し、液体の場

合には精度を向上させるため２次の加算因子につい

ても評価を行い、加算因子の計算結果を表2153-1-1、

表2153-1-2、表2153-2に示す。 

 北極域の環境試料から検出事例のある農薬等の有

機化学物質のうち、102（うち農薬類は87、構造異性

体を含む）の物質についてモル体積と密度を前述の

方法により推算した。文献値のある61物質（うち農

薬類は49）について精度の評価を行った（図2153-5）。

DieldrinやEndrin等のシクロジエン類が５％を超える

過大評価となり、DDT等のジフェニル脂肪族類が

５％を超える過小評価を生じた以外は５％以下の誤

差であり、特に有機りん系化合物は推算値と文献値

との相関も高かった。PAHs（多環芳香族化合物）に

ついては文献値の信頼性も疑われるが、全体の相関

係数はR=0.87となり実用上は問題ないものと判断で

きた。 

図2153-1 蒸気圧の推算方法 

図2153-2 沸点の推算方法、各々の項は官能基に帰因する定数である 

図2153-3 融点の推算方法、各々の項は官能基に帰因する定数である 
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 (ウ) マルチメディアモデルで、各媒体のフガシ

ティーやヘンリー定数を計算するために、特に重要

な水溶解度（Sw）とオクタノール/水分配係数

（logKow）について、Dieldrinを例に示す（図2153-6）。

水溶解度については、文献値間のばらつきが大きく

大で約220倍( 大2.0mg/L、 小0.009mg/L)の違

いがあった。logKowについては、さらにばらつきが

大きく 大で3.6 log unit（ 大6.2、 小2.6）の違

いがあった。測定方法や出典が不明なものが多く、

データを採用するに当たり信頼性の評価が困難で

あった。汎用されているデータブックに記載のデー

タを調査したところでは、初期に得られたデータが

そのまま採用されている事例が多くあり、採用の根

拠など不明であった。データのばらつきは、測定方

法に起因することも考えられるが、US EPA、NIST、

OECDは、いずれもが異なる測定方法を採用してい

た。 

 (エ) 表面張力の推算は、原子団に対する加算因

子（パラコール）を評価し、対応状態原理を適用す

ることにより表面張力の温度依存性を評価した（図

2153-7）。また、有機化合物の種類により指数n を考

慮することで、極性物質と非極性物質での推算精度

が向上した。活量係数γの推算は、分子容と分子表

面積による寄与(lnγiC)と分子間相互作用による寄

与(lnγir)を評価し、その総和として評価した（図

2153-8）。活量係数を推算することにより、溶解度の

対応状態原理の適用が可能となり、溶解度の温度依

存性の評価が可能となった。 

 (オ) 大気-水分配係数（logKAW）は、原子団の分

配係数への寄与の加算性を応用し、原子団の結合型

(i)とその数(ai)と、化合物中の分子骨格の特徴によ

る補正因子(j)とその数(bj)の総和により推算を行っ

た（図2153-9）。大気-水相間転移熱を算出し、対応

状態原理を適用することで相間分配の温度依存性を

評価することが可能となった。また、図2153-9の水-

オクタノール分配係数（logKOW）を用いることにより、

オクタノール/大気分配係数（logKOA）の算出が可能

となった。 

図2153-4 液体と固体状の純物質のモル体

積の推算方法と密度の求め方 

図2153-5 農薬等の純物質の密度の推算値と文献

値との比較 
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表2153-1-1 常温液体分子

の原子団の分子容

（Vm25, m3/kmol）

への1次加算因子 

表2153-1-2 常温液体分子の原子団

の分子容（Vm25, m3/kmol）

への2次加算因子 

表2153-2 常温固体分子

の原子団の分子

容(Vs, m3/kmol）

への加算因子 
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図2153-6 POPs のうち Dieldrin についての水溶解度（Sw、A と B）とオクタノール/水分配係数

（logKow、C と D）の公表年度による推移（A と C）と測定方法によるデータのばらつき(B

と D) 

PS: The Pesticide Manual, Twelfth Edition,  

AG: Agrochemical Desk Reference, Environmental Data 

σ = ( P[ ]ρLb
) 1− Tr

1− Tbt

⎛

⎝ 
⎜ ⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟⎟

4n

P[ ]：パラコール（原子団による加算因子）

ρLb
: 標準沸点における分子密度 (g-mol/cm3)

Tr: 対臨界温度

Tbt
: 対臨界沸点温度

式中の指数nについて

有機化合物の種類 n

アルコール類 0.25

炭化水素、エーテル類 0.29

他の有機化合物 0.31

図2153-7 純粋液体の表面張力の推算方法の

概要 

log10 Xw,s
s =

−ΔS f (Tm − Tx )
2.303RTx

− log10 γ

lnγ i = lni
C + lnγ i

R

lnγ i: 溶質 i の活量係数

lnγ i
C: 分子容による活量係数

lnγ i
R: 分子間相互作用による活量係数

Xw,s
s : 化学物質のモル分率水溶解度

ΔS f : 溶質の融解エントロピー

Tm: 融点 (K)

R: 気体定数 

図2153-8 活量係数の推算方法の概要と活量係

数を用いた水溶解度の温度依存性の評

価 
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 水-オクタノール分配係数(logKOW)は、有機化学物

質の環境動態を推測する上で も重要な物性値の一

つであり、多数の推算プログラムが開発されている

ため、代表的な推算プログラムClogP、KowWIN、

ACD/LogPについて特性を比較した。また、logKOW評

価の基準物質に用いられる化合物と農薬等について

計算した一部について、実測データとともに示す（表

2153-3）。各々の計算による予測結果は、ヘテロ芳香

族化合物の環ヘテロ原子による置換基の水素結合能

の変化をいかに評価するかで大きな違いがあり、解

離性物質や極性物質については低い予測精度となっ

た。 

 (カ) これまでのマルチメディアモデルは無極性

物質を対象としていたため、土壌や底質の有機炭素

への収着係数は、水-オクタノール分配係数(logKOW)

を用いてlogKoc=log(0.41Kow)として評価していた。

これは多環芳香族炭化水素類(PAHs)等に関して良く

一致していたが、ヘテロ原子を含む農薬での評価に

は適していなかった。種々の推算法を検討した結果、

Meylan (1992)が提案した極性物質を意図した原子団

寄与（ハイブリッド）法による評価が適当であると

判断し、従来法と比較した(図2153-11)。従来法によ

る推算結果は、PAHsについては若干小さい結果と

なった。農薬については過剰に評価される場合が多

く、環境中の分配を評価するには、土壌、底質への

分配を過剰に評価する結果となった。この推算結果

の相違は、分極率に依存していないかった（図

2153-12）。また、現在開発しているモデルには、多

変数線形自由エネルギー相関法（ pp-LFERs：

poly-parameter linear free energy relationships）等を

組み込んで極性物質である農薬を評価するよりも、

ここで推算、評価したlogKocを用いて計算する方が適

していると判断した。 

 (キ) 生物濃縮係数(logBCF)については、Meylan 

(1999)による非イオン性物質を対象とした原子団寄

与法による推算方法を採用し、logKowにより３区分

し対象物質について推算した（図2153-13）。 

 (ク) 大気、水、土壌、底質の各媒体における半

減期については、得られる実測データの情報が乏し

く、実測データの妥当性を判断するまでには至らな

かった。そのため、全ての化合物について構造物性

相関法により各媒体での半減期の推算を行い、水、

土壌、底質については半減期の規格化処理を行った。

大気での半減期の評価は、OHラジカルやオゾンによ

る酸化分解反応による消失から推算したが、モデル

中ではエアロゾルに収着した画分の分解消失も考慮

した。 

 以上の、全ての物性値データは、マルチメディア

モデルでの利用を考慮した様式で整備した(図

2153-14)。 

KAW(Tref):大気-水分配係数(25℃) 

ai: 分子構造中の i 型結合の数 

gi: 結合 i の logKAW への寄与 

bj: 分子構造中の特性 j の数 

Fj: 特性 j に対する補正因子 

ΔHAW: 大気-水相間転移熱 (J/mol) 

logKAW (Tref ) = aigi + b jFj
j

∑
i

∑  

logKAW (T) = logKAW (Tref ) +
ΔHAW

2.303 ⋅ R
( 1
Tref

−
1
T

)

logKOW = logKAW + logKOA

logKOA (T) = logKOA (Tref ) +
ΔHOA

2.303⋅ R
( 1
Tref

−
1
T

)

図2153-9 大気-水分配係数(KAW)の推算

方法の概要と温度依存性の評価 

表2153-3 logKow の推算プログラムの特性比較と

実測値との比較 
**文献値 KOWWIN ClogP ACD/logP

入力方法 SMILES SMILES draw

化学構造式 ○ × ○

荷電化合物 双極性イオン

互変異性体 × × ○
*anthracene 4.45 4.35 4.49 4.68
*lindane 3.72 4.26 3.75 3.94
*2,6-di-butylphenol 4.92 4.48 5.13 4.86
*trichloroethylene 2.61 2.47 2.63 2.26
*chloropyrifos 5.27 4.66 4.68 4.77

mirex 5.28 7.35 4.65 9.91

aldrin 6.50 6.75 5.41 4.84

dieldrin 4.55 5.45 3.63 4.79

PCB

No Cl 4.01 3.76 4.03 3.98

2,2'-Cl2 4.97 5.05 4.96 4.93

2,6,2',6'-Cl4 5.94 6.34 5.88 5.91

DDT 6.91 6.79 6.76 5.92

DDE 6.96 6.00 6.94 6.51

dicofol 4.28 5.81 6.06 5.74

*logKowの基準物質 **代表値

双極性イオン、第4級化合物、
酸と塩基のイオン化体
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 (ケ) 現在も日本で使用されているものを含めた

農薬について、定常状態で全て日本域のみの大気に

1,000t/yearを放出したと仮定したときの、水田およ

び海洋における濃度分布を計算し、長距離移動性と

環境中残留性の比較を行った。その結果、クロロタ

ロニルは、すでに使用が停止されたPOPs様農薬と同

様に、日本域水田への高い残留性と、極を含む広範

囲な海洋への移動を示した(図2153-15)。これはクロ

ロタロニルの大気半減期の見積もり結果が、他の物

質に比べて極端に長くなっているためと考えられる。

このほかの現使用農薬では蒸気圧の高いモリネート

やトリフルラリン、ジクロロボスは長距離移動性が

弱く、また残留性も低い結果となった。 

 エ 考 察 

 (ア) 北極域の環境試料から検出事例のある農薬

等の有機化学物質のうち、102（うち農薬類は87、構

造異性体を含む）の物質について、物理化学的性質

のデータベースを物質ごとにスプレッドシートに記

載して整備したが、測定方法や出典の不明なものが

多く、データを採用するに当たり信頼性の評価が困

難で、必要な物性データの得られないものが多く

あった。文献により物性値の得られないものについ

図2153-10 土壌、底質の収着係数を評価するため

の有機炭素-水分配係数 logKOCの推算方法

の概要 

logKOC = 0.62 + 0.531χ + niPf ,i
i

∑  

KOC : 有機炭素-水分配係数, l/kg 
1χ  : 分子の一次分子接続性インデックス 
ni : 分子構造中官能基 i の数 

Pf ,i :官能基 i の極性修正係数 
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図2153-11 従来法と原子団寄与(ハイブリッド)

法による logKOCの推算結果の比較 
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図2153-12 従来法と原子団寄与（ハイブリッド）

法による logKOCの推算結果の相違の分

極率との関係 

logKOW :1.0to7.0( )
logBCF = 0.77logKOW − 0.70 + Fi

i
∑

logKOW > 7.0( )
logBCF = −1.37logKOW +14.4 + Fi

i
∑

logKOW <1.0( )
logBCF = 0.50

Fi :官能基 i の補正係数 
図2153-13 原子団寄与法による補正を用いた生物

濃縮係数の推算方法概要 
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ては、原子団の寄与による加算因子を考慮する構造

物性相関法により、推算を行い物理化学的データ

ベースの補填を行った。ここで得られた物理化学的

性質の 適値を、本モデルでのデータ様式にならい

整備した。極性物質の評価方法には、多変数線形自

由エネルギー相関法（pp-LFERs：poly-parameter linear 

free energy relationships）等を組み込んで極性物質で

ある農薬を評価することはとても煩雑であるので、

ここでは推算・評価したlogKocを用いて計算を行った。 

 (イ) 開発したマルチメディアモデルによる１次

スクリーニングのため、現在も日本で使用されてい

るものを含めた農薬について、定常状態で全て日本

域のみの大気に1,000t/yearを放出したと仮定したと

きの、水田および海洋における濃度分布を計算し、

長距離移動性と環境中残留性の比較を行った。その

結果、クロロタロニルは、すでに使用が停止された

POPs様農薬と同様に、日本域水田への高い残留性と、

極を含む広範囲な海洋への移動を示した。これはク

ロロタロニルの大気半減期の見積もり結果が、他の

物質に比べて極端に長くなっているためと考えられ

る。このほかの現使用農薬では蒸気圧の高いモリ

ネートやトリフルラリン、ジクロロボスは長距離移

動性が弱く、また残留性も低い結果となった。 

オ 今後の課題 

 (ア) 大きな不確実性を伴う物性値について、例

えば水溶解度やオクタノール/水分配係数について

は単に統計的な処理ではなく、信頼性のあるデータ

を選択するための方法を検討する必要がある。他の

物性値の推定法の開発においても、指標となる物性

値を早急に確定することが必要である。 

(イ) 各媒体における分解消失速度についても大

きな不確実性が含まれているため、単に統計的な処

理ではなく、ランキングによる評価と環境要因との

関係を検討する必要がある。 

図2153-15 クロロタロニルを日本域下層大気に1000t/year

の割合で放出したときの海洋媒体中の濃度

(log10:pg/L)の全球分布 

MolWgt (g/mol) 
290.85 
Temp (C) 
25 
Reaction halflife (h) 
Air(3360) 
1420 
Water(3360,3364) 
3367 
Vegetation 
1420 
Soil(1687,1690) 
1670 
S.S.(3360) 
3367 
Fish(3360) 
3367 
Aerozol(3360) 
1420 
Sediment 
55000 
Ocean(3364) 
3367 
Water Solubility (g/m3) 
1 
LogKow 
3.81  
Vapor Pressure(Pa) 
0.003 
Melting Point (C) 
157 
Enthalpy coefficient 
dHow 
-15000 
dHaw 
63100 
dHoa 
-78100 

図2153-14 物理化学的性質の

データ様式の例 
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カ 要 約 

(ア) 北極域の環境試料から検出事例のある農薬

等の有機化学物質のうち、102（うち農薬類は87、構

造異性体を含む）の物質について、物理化学的性質

のデータベースを物質ごとにスプレッドシートに記

載して整備した。文献により物性値の得られないも

のについては、原子団の寄与による加算因子を考慮

する構造物性相関法により、推算を行い物理化学的

データベースの補填を行った。ここで得られた物理

化学的性質の 適値を、本モデルでのデータ様式に

ならい整備した。極性物質の評価方法には、多変数

線形自由エネルギー相関法等を組み込んで極性物質

である農薬を評価することはとても煩雑であるので、

ここでは推算・評価した物性値を用いて計算を行っ

た。 

(イ) 現在も日本で使用されているものを含めた

農薬について、定常状態で全て日本域のみの大気に

1,000t/yearを放出したと仮定した結果、クロロタロ

ニルは、すでに使用が停止されたPOPs様農薬と同様

に、日本域水田への高い残留性と、極を含む広範囲

な海洋への移動を示した。これはクロロタロニルの

大気半減期の見積もり結果が、他の物質に比べて極

端に長くなっているためと考えられる。このほかの

現使用農薬では蒸気圧の高いモリネートやトリフル

ラリン、ジクロロボスは長距離移動性が弱く、また

残留性も低い結果となった。 

 キ 引用文献 

１） Kobara, Y., Nishimori, M., Wei, Y., Ishihara, S., 

Yokoyama A. and Ohtsu, K.(2005). Evaluation of 

Surface Adsorption on Water Droplets in the 

Atmosphere of Semivolatile Pesticides. Organo- 

halogen Compounds. 67: 1904-1907. 

研究担当者（小原裕三＊、西森基貴、魏永芬） 

(4) 水田土壌におけるダイオキシン類の消失特性の

解明 

ア 研究目的 

POPs等有機化学物質の全地球的な挙動を評価する

ためのマルチメディアモデル構築にあたり、物質の

環境中での残留性と生分解性を規定する要因をパラ

メーター化することが必須である。そこで残留性に

ついては、わが国の水田土壌に広範囲に残留し、１

～８塩素化物まで各々の物性が大きな幅を持つダイ

オキシン類をモデル物質として、数十年間にわたる

水田土壌中での異性体毎の消長を明らかにし、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した。さらに、生分解

性については、光学異性体比の経年変化からPOPsの

土壌中の生分解量を試算した。すなわち、揮発・流

出は(±)体に等しく起こり、生分解は光学異性体選択

的に起こったと仮定した場合、光学異性体比の経年

変化を明らかにすれば生分解と物理化学的な消失の

寄与の推定（数値化）が可能となる。そこで、α-HCH

とo,p’-DDTをモデル物質として、水田土壌における

光学異性体比の経年変化を追跡し、両物質の全消失

量に対する生分解の割合を数値化した。

イ 研究方法 

 (ア) ダイオキシン類の水田土壌中半減期と環境

要因との関係

ダイオキシン類の水田土壌中半減期を算出するた

めに、ダイオキシン類全異性体（１～８塩素化物）

分析法を確立し、1960年代から採取・保存された水

田土壌の分析を行った。

  ａ 供試土壌

 1960年代から1999年にかけて全国７地点で採取・

保存された水田土壌を分析対象とした。これらの土

壌の理化学性を表2154-1に示した。

表2154-1 供試土壌の理化学性 

Site No. Soil group Soil
texture

Depth
(cm)

pH
(H2O)

Sand
contents

(%)

Clay
contents

(%)
T-C (%)

Annual
Mean

Temp (℃)
1 Wet Andosols LiC 0-10 6.22 41.3 26.7 3.36 8.4
2 Gley soils LiC 0-12 5.03 30.5 30.7 2.20 11.3
3 Gley soils LiC 0-12 5.59 26.0 39.5 3.15 13.3
4 Andosols LiC 0-13 6.45 48.1 28.1 5.55 13.4
5 Gley Upland soils CL 0-10 6.40 71.6 21.5 2.35 15.7
6 Gley soils CL 0-15 5.75 53.1 23.4 1.72 15.8
7 Gley Lowland soils CL 0-10 6.56 61.9 39.1 1.93 16.1
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  ｂ ダイオキシン類全異性体分析法

 クリーンアップ用吸着剤（多層シリカゲルおよび活

性炭分散シリカゲル）におけるダイオキシン類の溶出

パターンの確認、GC/MS条件の設定、さらに、公定法

に準じた精度管理項目（検出・定量下限、二重測定等）

を満たしているかを確認し、ダイオキシン類全異性体

の分析法を確立した。なお、本分析法では、コプラナー

PCBs、ポリ塩素化ナフタレンも同時分析が可能である。

以下分析法の概要を記載する。約10gの土壌試料を秤

量後、トルエンにより24時間ソックスレー抽出した。

クリーンアップスパイクとして17種の13C-ダイオキシ

ン類（Wellington Laboratories社製）を添加した後、硫

酸処理、多層シリカゲルカラム(硝酸銀シリカゲル、

硫酸シリカゲル、KOHシリカゲル)、活性炭カラムに

より精製、分画を行った。測定はHRGC-HRMS

(HP6890 - AutoSpec - Ultima Micromass製)を用いSIM

法で行った。なおGCカラムは、１～６塩素化物につ

いてはSP-2331 (SPELCO製)を、７、８塩素化物につ

いてはDB-5MS（J&W製）を用いた。

 ｃ 水田土壌中ダイオキシン類の起源の推定

ダイオキシン類の23成分をプロファイルとして、

主成分分析を行い、その起源を定性的に同定した。

さらに、ケミカルマスバランス法（CMB）、ここでは、

関数関係解析によるCMB1)により水田土壌中ダイオ

キシン類の起源を定量的に同定した。

ｄ ダイオキシン類の水田土壌中半減期の算出

 水田土壌における主要な異性体の半減期を以１次

反応の速度式により算出した。

K(x)= - [ln(C(x) / C(x0))/ t 

 K(x)：減少係数、C(x)：t年後における濃度、C(x0)：

高濃度の年（基準年）における濃度、t：基準年以

降の経過年数である。実際には、半減期（DT50）を 

DT50 = ln2 / K(x) 
より算出した。

 ｅ 有機溶媒（トルエン）で抽出されない画分

中のダイオキシン類

土壌からの脱着やバイオアベイラビリティーが極

めて少ないと考えられる 「有機溶媒（トルエン）で

抽出されない画分」を評価するために、炭素含量

（T-C）が少ない灰色低地土（Site ６）の1975、1987、

1999年と、土壌中の炭素含量（T-C）が多い黒ボク土

（Site ４）の1975、1999年の土壌をトルエンにより

ソックスレー抽出し、その後0.1M NaOH溶液中で振と

う抽出し２）、両抽出画分中のダイオキシン類を測定し

た。

(イ) 光学異性体比を利用した生分解の評価

 わが国の水田土壌に広範囲に残留し、光学異性体

を有するα-HCHとo,p’-DDTについて全消失量に対

する生分解の割合を数値化するとともに、土壌採取

地点の環境条件との関係を解析した。

  ａ 試料

 1960年代から1999年にかけて全国７地点で採取・

保存された水田土壌を分析対象とした。これらの土

壌の理化学性を表2154-1に示した。

  ｂ 光学異性体の分析法

 約10gの土壌試料を秤量後、アセトンにより24時間

ソックスレー抽出した（全量抽出）。クリーンアップ

スパイクとして13C-α-HCHと13C-p,p’-DDT（CIL社

製）を添加した後、フロリジルカラム、グラファイ

トカーボンカラムにより精製、分画を行った。測定

はHRGC-HRMS (HP6890－AutoSpec-Ultima Micromass

製)を用いSIM法で行った。なおGCカラムは、BGB-172

（BGB Analytik製）を用いた。さらに、同じ土壌を、

水/メタノール（１：１）、n-ブタノール、ジクロロメ

タンで逐次抽出した。精製、測定方法は上記と同様

に行った。

ウ 研究結果 

(ア) ダイオキシン類の水田土壌中半減期と環境

要因との関係

 水田土壌中のダイオキシン類（総濃度）は、1970

年代をピークに現在にかけて減少していた（図

2154-1）。塩素数毎にその推移を見てみると、概ね４

～８塩素化物が1960～70年代をピークに現在にかけ

て減少していたが、１～３塩素化物は 1960～70年代

から増加傾向にあった。ダイオキシン類の23成分を

プロファイルとして主成分分析を行った結果、水田

土壌におけるダイオキシン類の主な起源は、PCP製剤

とCNP製剤中不純物として含まれるダイオキシン類、

燃焼・焼却過程で生成されるダイオキシン類である

と推定された。さらに、関数関係解析によるCMBに

より起源の寄与率を算出したところ、1970年代以降、

PCP製剤とCNP製剤中に不純物として含まれるダイ

オキシン類が99％以上占められていた（図2154-2）。

また、1970年代以降はCMB法における絶対残差和

（SAR）が小さいことから、燃焼・焼却過程、PCPの

不純物、CNPの不純物以外の起源は小さく無視できる
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ことが分かった。そこで、ダイオキシン類異性体の

水田土壌中半減期については、４～８塩素化物につ

いて算出した。その結果、概して10年以上であり（表

2154-2）、オクタノール・分配係数（Kow）が6.5～９

の範囲では明確な関連性なかった。また、ダイオキ

シン類の半減期と土壌採取地点の平均気温および

T-Cとの相関係数（r）は、それぞれ0.307（p = 0.503）、

-0.316（p = 0.490）であり、これらについても明確な

関連性は得られなかった。全抽出量（トルエンソッ

クスレー抽出+NaOH抽出）に対するNaOH抽出で得ら

れたダイオキシン類、すなわち「有機溶媒（トルエ

ン）で抽出されない画分」は極めて少なかった（灰

色低地土：0.5%、黒ボク土：３%）。 

図2154-1 水田土壌中ダイオキシン類濃度の推移 

図2154-2 ケミカルマスバランス法による水田土壌中ダイオキシン類の起源の推移 

（7地点の平均値） 

1

10

100

1,000

10,000

100,000

1,000,000

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
Sampling Year

Site 1
Site 2
Site 3
Site 4
Site 5
Site 6
Site 7

ΣP
C

D
D

/F
s 

C
on

ce
nt

ra
tio

n 
(p

g 
g-1

-d
ry

 )

0%

10%

20%
30%

40%

50%

60%

70%
80%

90%

100%

1960
1963

1966
1969

1972
1975

1978
1981

1984
1987

1990
1993

1996
1999

Sampling Year

C
on

tri
bu

tio
n 

(%
) o

f P
C

D
D

/F
 s

ou
rc

e

0

0.1

0.2
0.3

0.4

0.5

0.6

0.7
0.8

0.9

1

SA
R

Combustion
CNP
PCP
SAR



― 325 ―

表2154-2 水田土壌中ダイオキシン類半減期（年） 

表2154-3 全消失量を100％とした場合の各抽出画分における生分解の割合 

(イ) 光学異性体比を利用した生分解の評価

 全量抽出より得られる水田土壌中のα-HCHと

o,p’-DDT濃度［（+）と（‐）体の合量］は、1960年

代をピークに急激に減少し、ピーク時から約10年程

度経過すると、濃度の減少速度は鈍化した。さらに、

光学異性対比［α-HCHは（+）/（‐）、o,p’-DDTは

（‐）/（+）］については、1960～70年代にかけて減

少傾向にあったが、それ以後、増加する傾向にあっ

た（図2154-3と図2154-4）。なお、α-HCHについて

は、微生物分解酵素LinAによる光学異性体選択的な

分解は（+）体について起こるとの報告３)と一致した。

そこで、 高濃度の年から10年間について全消失量

に対する生分解の割合を算出した。全量抽出で得ら

れた画分における生分解の割合は、α-HCHでは0.2
～5.5％、o,p’-DDTでは2.3～11％と推算された。これ

らの割合と、土壌壌採取地点の平均気温およびT-C

*p<0.05，**p<0.01，-.；k(x)が負の値のため算出不能

平均値は p<0.05でかつ3つ以上のデータがある場合に算出

Site1 Site2 Site3 Site4 Site5 Site6 Site7 Mean
1,3,6,8-TeCDD 8.4 ** 37.1 20.3 * 18.0 ** 10.2 ** 19.2 - 14.2
1,3,7,9-TeCDD 8.5 ** 38.4 19.7 * 18.1 ** 10.4 ** 18.8 - 14.1
2,3,7,8-TeCDD 5.5 * 55.5 37.7 - 4.8 ** 9.6 91.0 5.2
1,2,3,7,8-PeCDD 13.0 ** 39.1 25.0 26.0 * 13.0 ** 15.6 ** - 16.9
1,2,3,4,7,8-HxCDD 10.5 9.0 ** 19.8 * 10.5 11.6 13.6 ** 15.8 * 14.0
1,2,3,6,7,8-HxCDD 11.9 15.0 ** 21.6 * 13.6 ** 12.7 * 11.9 ** 17.3 * 15.3
1,2,3,7,8,9-HxCDD 16.7 104.2 27.7 7.7 * 12.6 14.3 ** 33.8 11.0
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 7.4 * 14.8 ** 19.7 ** 7.4 ** 136.1 9.1 ** 18.1 * 12.8
OCDD 7.4 * 18.0 ** 21.6 ** 7.2 ** 30.8 8.1 ** 9.1 ** 11.9

2,3,7,8-TeCDF 85.2 31.7 41.1 * 8.2 * 13.6 81.9 - 24.6
1,2,3,7,8-PeCDF 17.6 24.8 71.5 6.6 10.4 ** 13.9 ** - 12.2
2,3,4,7,8-PeCDF 9.1 ** 40.5 39.2 16.2 * 21.0 * 12.2 ** - 14.6
1,2,3,4,7,8-HxCDF 7.0 * 40.4 * 36.8 * 6.7 ** 13.8 11.4 ** 21.9 20.5
1,2,3,6,7,8-HxCDF 8.7 61.6 1649.9 9.5 * 8.9 12.1 ** 47.1 10.8
1,2,3,7,8,9-HxCDF 12.4 59.7 37.0 7.2 * 10.7 9.2 -
2,3,4,6,7,8-HxCDF 20.6 * 46.8 26.9 * 16.2 ** 20.7 6.9 53.8 21.2
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 7.2 * 65.6 37.2 7.0 ** 29.8 10.8 14.4 ** 9.5
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 7.8 * 73.2 126.3 7.1 ** 6.4 7.0 * 26.3 7.3
OCDF 6.7 ** 24.9 ** 32.2 6.9 ** - 4.9 ** 9.7 ** 10.6

Total PCDD/Fs 10.3 ** 29.4 ** 22.3 * 12.1 ** 10.4 * 12.9 ** 24.0 * 17.3

TEQ 10.2 ** 18.2 ** 23.5 ** 14.5 ** 12.6 ** 12.1 ** 22.8 * 16.3

Site1 Site2 Site3 Site4 Site5 Site6 Site7
T-C(%) 3.4 2.2 3.1 9.0 5.6 1.7 1.9
平均気温（℃） 8.5 11.3 13.3 10.0 13.4 15.7 16.1

全消失量（％） 100 100 100 100 100 100 100

消失割合（％）
A 4.6 4.9 1.9 5.5 2.2 0.21 2.3

M 2.2 3.8 0.8 4.4 1.1 0.15 1.7
B 1.9 0.8 0.8 1.0 0.7 0.04 0.4
D 0.6 0.3 0.3 0.1 0.4 0.02 0.2
M+B+D 4.7 4.9 2.0 5.5 2.2 0.20 2.3

Site1 Site2 Site3 Site4 Site5 Site6 Site7
T-C(%) 3.4 2.2 3.1 9.0 5.6 1.7 1.9
平均気温（℃） 8.5 11.3 13.3 10.0 13.4 15.7 16.1

全消失量（％） 100 100 100 100 100 100 100

消失割合（％）
A 10.6 11.0 8.1 3.5 6.1 3.6 2.3

M 4.4 2.2 2.9 1.3 2.1 1.3 0.5
B 4.3 3.3 4.6 0.9 2.0 1.2 1.2
D 1.8 5.5 0.6 1.2 2.1 1.0 0.4
M+B+D 10.5 11.0 8.1 3.4 6.2 3.5 2.2

α-HCH

o ,p '-DDT

A:アセトンソックスレー抽出，M水メタノール（1：1）抽出，B：ブタノール抽出，Dジクロロメタンソックスレー抽出
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との間に明瞭な関連性が確認出来なかった。さらに、

逐次抽出の結果から、生物が関与する消失の割合は、

主に水/メタノール（１：１）、n-ブタノール画分で占

められていることが分かった（表2154-3）。

 エ 考 察 

 (ア) ダイオキシン類の水田土壌中半減期と環境

要因との関係 

PCP製剤、CNP製剤中に不純物として含まれるダイ

オキシン類濃度と水田への負荷量は、1970年代を

ピークに1980年代初期以降急激に減少したと推定さ

れている４）。水田土壌中ダイオキシン類（４～８塩素

化物）濃度の経年変化もこの傾向に一致していた。

一方、１～３塩素化物ダイオキシン類濃度は、1970

年代以降も上昇しており、土壌中での高塩素化物の

脱塩素、燃焼・焼却過程で生成されたダイオキシン

類の移入、ダイオキシン類を含む農業資材の使用の

可能性が考えられた。また、ダイオキシン類の半減

期とKow、土壌採取地点の平均気温およびT-Cとの間

に明確な関連性が確認されないこと、有機溶媒で抽

出されない画分が極めて少ないことから、水田から

のダイオキシン類の消失の主な要因は、土壌に強く

吸着したダイオキシン類が土壌とともに流出した等

が考えられる。

(イ) 光学異性体比を利用した生分解量の評価

全量抽出で得られた画分における生分解の割合は

概ね10％以下であり、土壌壌採取地点の平均気温お

よびT-Cとの間に明瞭な関連性が確認されないこと、

さらに、生分解は、土壌との吸着強度が弱い画分で

起こっていることが確認できた。以上のことから、

POPsの土壌からの消失は、生物的要因によるものに

ついては土壌との吸着が弱い画分において起こって

いるが、その寄与は小さく、主に揮発・流出といっ

た非生物的な要因で説明されることが示唆された。

図2154-3 水田土壌中α-HCH の光学異性対比［（+）/（‐）］の推移 

図2154-4 水田土壌中 o,p’-DDT の光学異性対比［（‐）/（+）］の推移
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オ 今後の課題 

本研究により、土壌中POPsの消失要因として生分

解の寄与は小さいと結論付けられた。しかし、それ

以外の揮発・流出等の物理化学的な消失の寄与率は

不明であり、今後、その推定が必要であろう。一方、

Kowが４以下の物質を今後ターゲットにする場合は、

マルチメディアモデルにおいて生分解を含めた消失

要因の温度依存性は重要なファクターになると思わ

れるため、詳細な検討が必要である。

 カ 要 約 

有機化学物質の環境中での残留性を規定するため

に、ダイオキシン類の水田土壌中で異性体毎半減期

を算出した。ダイオキシン類の半減期と物理化学的

性質および土壌採取地点の環境条件との間には明瞭

な関連性は確認できなかった。さらに、生分解性を

規定する要因をパラメーター化するために、α-HCH

とo,p’-DDTの光学異性体比から生分解量を算出した。

しかし、生分解量と土壌採取地点の環境条件との間

には明瞭な関連性は確認されず、POPsの土壌からの

消失は、揮発・流出といった非生物的な要因で説明

されることが示唆された。
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研究担当者（清家伸康、大谷卓） 

(5) 長距離移動性化学物質微量分析法の開発と環

境賦存量の推定 

 ア 研究目的 

POPs（Persistent Organic Pollutants：残留性有機汚

染物質）は、難分解性、生物濃縮性及び長距離移動

性の特性を有するため、地球規模の環境汚染のおそ

れがある。しかし、従来の分析感度が十分ではない

ため、環境濃度を測定しても検出限界値以下の値を

示すことが多いことから正確なPOPsの動態把握が困

難である。 

 そこで、本研究では残留性有害有機化学物質の高

感度な分析法（高分解能GC/MSを用いた分析法）や

簡便かつ精度良いセンサーによるモニタリング手法

を開発し、環境中におけるPOPs条約対象農薬を含む

関連化学物質に関する分析法の検証や動態を行うこ

とにより、環境賦存量をマルチメディアモデル

（MMM）の開発へ提供することを目的とする。 

 イ 研究方法 

(ア) 臭化メチルの水晶振動子化学計測センサー 

市販の金蒸着電極（９MHz）の水晶振動子を用い

てクラウンエーテル３種をポリ塩化ビニルと混合し、

テトラヒドロフランを溶剤にしてPVC膜を形成して

スピンコート方法で水晶振動子表面上に吸着させた

（図2155-1）。PVC膜を修飾していない金蒸着電極（９

MHz）の水晶振動子走査形プルーブ顕微鏡を用いて

表面状態を測定した（図2155-2）。作製したクラウン

エーテルPVC膜を修飾した水晶振動子を用いてチャ

ンバー内で窒素ガスを移動層にする臭化メチルに対

する測定を行った。 

(イ) POPsの微量分析法の開発 

 ディルドリンとエンドリンに対する抽出効率を調

べるためにソックスレー洗浄済みのシリカゲルに標

準品を500pg/g添加して以下の抽出方法を行い、回収

率も求めて比較検討した。 

① 振とう抽出１：アセトン２時間振とう３回

抽出した。

② 振とう抽出２：水を添加して一晩置き、ア

セトン２時間振とう３回抽出した。

③ 超音波抽出１：30分間超音波かけ、１回抽

出した。

④ 超音波抽出２：30分ずつ超音波かけ、２回

抽出した。

⑤ 超音波抽出３：30分ずつ超音波かけ、３回

抽出した。

⑥ 高速溶媒抽出１：１回目はアセトン、２回

目もアセトンで抽出した。

⑦ 高速溶媒抽出２：１回目はアセトン、２回
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目はジクロロメタンで抽出した。 

⑧ 高速溶媒抽出３：１回目はアセトン、２回

目はヘキサンで抽出した。

⑨ ソックスレー抽出：アセトンで24時間抽出

した。

 試料精製は図2155-4に示したようにフロリジルカ

ラムにおいて25％ dichloromemethane/75% hexane を

100mL、その後エンビカルブSPEにおいてhexane 10mL

を用いて精製する。 

 測定は高分解能GC/MSを用いた。GCオーブンの温

度は120℃(0.5min)-10℃/min-180℃(０min)-4℃/min 

-210℃(０min)-10℃/min-300℃(10min)、GC カラム

ENV-8MS(0.25mm内径×30ｍ)、注入法はスプリット

レス、注入量は１μL、イオン化法はEI+、分解能は

10000以上(10%谷)、分析方法はSIM法で以下のよう精

密質量（m/z）の低質量側と高質量側に分け、多成分

一斉測定ができるようにした。各化合物の13Cを用い

た内部標準法で行った。 

 高質量側：trans,cis-Heptachlorepoxide 352.8442, 

354.8413, 13C trans,cis-Heptachlorepoxide362.8778, 

364.8748, trans,cis-Chlordane 372.826, 374.823, 13C 

trans,cis-Chlordane 382.8595,384.8566, oxy -
Chlordane 386.8052, 388.8023, 13C oxy-Chlordane 

396.8388, 398.8358, trans,cis-Nonachlor 406.787, 

408.784, 13C trans,cis-Nonachlor 416.8205, 418.8176, 

 低 質 量 側 ： Hexachlorocyclohexane 216.9145, 

218.9116, 13C Hexachlorocyclohexane 222.9347, 

224.9317, DDT, DDD 235.0081, 237.0052, 13C DDT, 

DDD 247.0484, 249.0454, DDE 246.0003, 247.9974, 
13C DDE 258.0406, 260.0473, Aldrin, Dieldrin, Endrin 

262.857, 264.854 13C Aldrin, Dieldrin, Endrin 

269.8804, 271.8775, Mirex, Heptachlor 271.8102, 

273.8072, 13C Mirex, Heptachlor 276.8269, 278.824, 

Hexachlorobenzene 283.8102, 285.8072, 13C 

Hexachlorobenzene 289.8303, 291.8273に２回に分け

て測定を行った。 

 トキサフェンの場合はGCオーブンの温度は

130℃( ２ min)-30℃/min-220℃( ０ min) - 3℃/min -
250℃(０min)-10℃/min-280℃(10min)、GC カラム

ENV-8MS（0.25mm内径×30ｍ）、注入法はパルスドス

プリットレス、注入量は２μL、イオン化法はECNI、

分解能は10000以上（10%谷）、分析方法はSIM法で精

密質量（m/z）を2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,８,８,

10,10-Octachloroboranane (Parlar #26), 2 - endo, 3 -
exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10 - Nonachloroboranane 

(Parlar #50), 2,2,5,5,8,9,9,10-Nonachloroboranane 

(Parlar #50) を 374.8417, 376.8387, 376.8573, 

378.8544, 410.8183, 412.8153に設定して測定を

行った。 

 (ウ) 高分解能GC／MSを用いた一般土壌と農耕

地土壌中のPOPs動態 

 一般環境土壌として半径３km以内に工業及び農業

活動がないと思われる場所で採集した。農耕地土壌

は同地域近辺で採集した畑土壌を用いた。試料は風

乾後をアセトンでソックスレー抽出（24時間）し、

フロリジルカラム及びエンビカルブSPEを用いて精

製した。測定は上記(イ)の方法を用いて定量した。 

ウ 研究結果及び考察 

(ア) 臭化メチルの水晶振動子化学計測センサー 

土壌消毒剤や検疫くん蒸剤として農薬である臭化

メチルは沸点が４℃で蒸気圧が189 kPa（20℃）であ

るために極めて飛散しやすい。臭化メチルに比べて

比較的に飛散し難いPOPsをモニタリングするための

水晶振動子化学計測センサーの開発に適した化学物

質である。即ち、臭化メチルのセンサーが可能であ

れば、POPsセンサーの開発も可能性が高い。

 図2155-1のように作製した臭化メチルの水晶振動

子化学計測センサーはPVC膜内に混合されているク

ラウンエーテルによってガス状の臭化メチルがセン

サーチップ表面に吸着され、９MHzの水晶振動子に

おける応答である周波数が１Hz変動することは約１

ngの質量が変化することである。

 クラウンエーテルをポリ塩化ビニルと混合して作

製したPVC膜を修飾していない金蒸着電極の水晶振

動子表面の状態について、走査形プルーブ顕微鏡を

用いて測定した結果、図2155-2に示したように主に

30nmの金蒸着面であった。また、PVC膜を修飾して

いない金蒸着電極水晶振動子やクラウンエーテルを

混合していないPVC膜のみの金蒸着電極水晶振動子

では臭化メチルに対して応答が全くなかった。一方、

クラウンエーテルを混合して作製したPVC膜を修飾

した金蒸着電極水晶振動子では臭化メチルの濃度上

昇（図2155-3の矢印）に対し、吸着による質量変化

の応答が得られて臭化メチルセンサーとしての可能

性を示した。この臭化メチルの水晶振動子化学計測

センサーの検出範囲は10ppb～50ppmであった。
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図2155-1 臭化メチル水晶振動子化学計測センサー作製法及び応答機構 
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図2155-2 査形プルーブ顕微鏡の測定による金蒸着電極表面 

図2155-3 臭化メチルに対するセンサーの応答 

(イ) POPsの微量分析法の開発 

 ソックスレー抽出方法は有機塩素系農薬に対して

も安定した回収率で抽出を可能にするが、一般的

に16時間以上の長時間と大量（約300mL）の有機溶媒

を使用するために、作業者に大きな負担があり、多

数の試料分析や迅速な分析に対応が困難である。そ

こで、ディルドリンとエンドリンを用いてpptレベル

の超微量分析を行うための様々な抽出方法を試みて

ソックスレー抽出方法より少量の有機溶媒で簡便か

つ迅速に抽出が可能な方法を検討した。風乾土壌試
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料を用いて振とう抽出、超音波抽出、高速溶媒抽出、

ソックスレー抽出方法の様々な条件で抽出を行った

結果、超音波抽出方法は回収率がいずれも70％以下

であり、水を添加して一晩置き、アセトン２時間振

とう３回行った振とう抽出は約80％の回収率が得ら

れたが、作業時間と工程が作業者に負担がかかる。

一方、１回目はアセトン、２回目はジクロロメタン

またはヘキサンで抽出する高速溶媒抽出は一試料に

対して約１時間という短時間で約80％の回収率が得

られ、ソックスレー抽出方法に代替できる有効な抽

出方法であることが明らかになった（図2155-5）。さ

らに、分析法の検証のためにドリン系農薬が残留し

ている畑土壌を分析した結果、従来の分析法では定

量下限（約10ppb）以下であるためにN.D.（検出せず）

であったアルドリンとエンドリンが、13C内部標準を

用いた高分解能GC/MSの分析法を確立したことによ

り、極めて正確なppt～ppbレベルのドリン系農薬の定

量が可能になった（図2155-6）。 

 POPsの多成分一斉測定において多数の化合物を同

時に分析するために、化合物間に分離能を考慮し、

GCカラムとしてRH-12ms （0.25mm内径×60m）カラ

ムを採用して分析を行ったが、１件体に約１時間を

要した。即ち、SIM法で精密質量（m/z）の低質量側

と高質量側に分け、１試料に対して２回測定する必

要があるために合計２時間を要した。しかし、分析

法開発中に市販開始したENV-8MS（0.25mm内径

×30m）を用いて新たな測定条件を検討した結果、１

回の測定に約30分で化合物間に分離能も十分確保で

きる条件を作成できた。これによって従来の測定法

より半分の時間で測定が可能になり、効率及び費用

面でも良い結果が得られた。これらの方法は現在ま

で水、大気、土壌、植物、生態試料において方法が

検証され、分析方法として確立できた。 

図2155-4 土壌中のPOPsの微量分析過程（ディルドリンとエンドリン分析の例） 

土壌：風乾して2ミリふるいにかける。 

水分含量測定 

↓
土壌約10g（乾重量）に13C 内部標準を添加し、 

アセトン 300ml でソックスレー抽出（24時間） 

↓
濃縮（2ml 以下まで濃縮） 

↓
分液ロートで水／ヘキサン分配（2～3 回）、 

脱水（硫酸ナトリウム）

↓
フロリジルカラム 

（25％ジクロロメタン／75％ヘキサンで溶出） 

↓
濃縮（2ml 以下まで濃縮） 

↓
エンビカブカラム（ヘキサンで溶出） 

↓
溶媒留去・13C インジェクションスパイク添加 

↓
デカン 100μlに濃縮 

↓
機器分析（高分解能 GC/MS）→ 定性・定量
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図2155-5 土壌中ディルドリンとエンドリンの抽出法の比較 

図2155-6 高分解能GC/MS測定による土壌中ドリン系農薬の分析例 
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 (ウ) 高分解能GC/MSを用いた一般土壌と農耕地

土壌中のPOPs動態 

 2002年度から環境省は全国規模で「POPs汚染実態

解析調査」を行い、各環境媒体におけるPOPsの詳細

な残留実態を明らかにしてきた。特に、大気、水質、

底質及び生物試料に関しては高分解能GC/MSを用い

た高感度分析法で実施することによってpptレベルで

の動態が可能となり、過去において不検出として扱

われた結果を含め、様々な新知見が得られた。しか

し、土壌に関してはモニタリング調査の対象ではな

く、過去に不検出となっていたPOPsの結果について

再検討することは非常に興味深い。特に、環境省パ

ンフレット「POPs」（2005年改訂）によると国内土壌

中におけるドリン系の農薬に関して不検出になって

いるが、近年、畑土壌のディルドリン残留による作

物の残留基準値を超える事例が報告された。そこで、

一般環境と農業環境の土壌におけるPOPsの実態を本

研究で開発したPOPs多成分微量分析法を用いて動態

を行った。 

  (ア) 一般土壌 (N=4)    (イ) 農耕地土壌 (N=4) 
図2155-7 土壌における POPs 濃度の概要 
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図2155-8 各媒体における Drins, DDTs, CHLs の濃度分

布比較 

H15年「POPs汚染実態解析調査」を参考
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図2155-9 階層的クラスター分析
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 一般環境と農耕地土壌中のPOPs濃度を 高、 低、

平均値で図2155-7にまとめた。トキサフェン

（Palar#26、Palar#50、Palar#62）はいずれの試料から

も不検出であったが、同じく日本では農薬として登

録がないマイレックスの場合、すべての試料から数

pg/gレベルで検出された。この濃度は「畑土壌の50

年間の経年変化」の結果と比較すると1960年代に全

国畑土壌平均値73pg/gであった濃度から現在までに

減少してきた濃度レベルと一致しており、大気循環

等によって長距離移動したものであると考えられる。

農薬の使用がなかったと思われる一般土壌は農耕地

土壌に比べ、約一桁以上低い濃度を示したが、DDTs

とクロルデン類（以下CHLs）は数十pg/gレベルで検

出され、単なる大気による蓄積かあるいは少量でも

農薬の使用があったか、今後も一般土壌の動態を多

く検討する必要がある。過去に使用された工業製品

であったHCBは土壌中に数～数十pg/gレベルで残留

しているがわかった。一方、Drins, DDTs, CHLsを

2003年度「POPs汚染実態解析調査」と比較して図

2155-8に示した。一般土壌と農耕地土壌における

Drins, DDTs, CHLsの濃度分布は環境媒体の中で底

質と極めて類似している。階層的クラスター分析 

(HCA)（図2155-9）による結果からもこれらの類似

値が１であることから底質は土壌の影響を強く受け

た可能性がある。即ち、自然的あるいは人為的な環

境要因変動による土壌の河川への流出から蓄積した

ものであると考えられる。 

 エ 今後の課題

 水晶振動子化学計測センサーを用いて飛散しやす

い臭化メチルに対する分析方法としての可能性は示

したが、その検出範囲が10ppb～50ppm であることか

らpptレベルまで低濃度の場合が多いPOPs化合物に

適応は困難である。そのために、濃縮倍率を高める

新たな簡易分析方法が望ましい。ソックスレー抽出

方法に代替できる有効な抽出方法として高速溶媒抽

出方法の開発ができたが、さらに溶媒なしまたは少

ない溶媒で抽出可能か、超臨界抽出方法の検討も必

要である。 

 オ 要 約 

クラウンエーテルをポリ塩化ビニルと混合して作

製したPVC膜を修飾したセンサーチップを用いる水

晶振動子化学計測センサーは臭化メチルに対して吸

着による質量変化の応答が得られて臭化メチルセン

サーとしての可能性を示した。POPsの様々な抽出方

法を検討した結果、高速溶媒抽出方法は一試料に対

して約１時間という短時間で抽出が可能であり、有

効であることが明らかになった。さらに、ENV-8MS

（0.25mm内径×30m）を用いて測定条件を作成するこ

とによって効率及び費用面でも良い結果が得られた。 

 一般環境と農業環境の土壌におけるPOPsの実態に

ついて、POPs多成分微量分析法を用いて動態を行っ

た結果、トキサフェンを除く全てのPOPsがppt～ppb

レベル検出された。他環境媒体と比較すると底質は

土壌の河川への流出による影響を強く受けた可能性

が示された。 

研究担当者（殷煕洙＊） 

(6) マルチメディアモデル開発のための散布農薬

の大気移行・拡散量評価 

 ア 研究目的 

多種類の農薬が使用地域から離れた遠隔地や極地

で検出され、農薬の地球規模的な動態を評価するた

めのマルチメディアモデル（MMM）の開発が望まれ

ている。しかしながらMMMによって農薬の動態を評

価する場合に、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処理法や環境条件等に大

きく依存し、MMMの計算結果に大きく影響を与える

ことが指摘されている。畑地に散布された農薬の多

くは、土壌中での代謝・分解過程等を経て消失する

一方、ガス状態での拡散や粒子状態での舞い上がり

などにより大気へ移行している。農薬の大気への移

行の動的過程は蒸気圧などの物理化学的性質や製剤

の性状、さらには天候及び施用方法により大きく異

なることが予想されているが、大気中への移行や大

気環境経由の環境負荷などについての知見は極めて

少ない状況にある。 

 そこで本研究では、畑地などに散布された農薬の

初期大気移行の動的過程や拡散量などを測定し、農

薬の物理化学的性質や環境要因などの影響を評価・

解析することでMMMの開発に活用することを目的と

した。

 イ 研究方法 

(ア) 長野県軽井沢の高原野菜生産圃場において、

初夏から秋までの栽培時期に比較的多量に散布され

る殺菌剤・殺虫剤などを対象にして、農薬散布後の

鉛直及びドリフト方向の大気拡散について評価する
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ために経時的に気中濃度を測定した。 

鉛直及びドリフト方向の移行 

  ａ 調査圃場中央に高さ10ｍの気象観測及び大

気捕集用の支柱を設置し１ｍ・３ｍ・５ｍ・7.5ｍ及

び10ｍの鉛直方向（高さ別）に採取した。 

  ｂ 圃場域内の４隅方向の他に調査時には風下

側に扇状となるようなドリフト調査ラインを３カ所

に設け、25ｍ・50ｍ及び100ｍの地点で１ｍ・３ｍ・

５ｍの高さで調査を行った。 

 (イ) 拡散大気中の農薬捕集にはミニポンプ

(MP-500Σ：Sep-Pak Airカラム)を用い、ドリフト等

の気中濃度測定には大気自動捕集装置(AS-5000：シ

リカゲルカラム)を用いて行った。また農薬の気中濃

度の測定はGC/MS：多成分一斉分析により実施した。 
 (ウ) 調査圃場域では高原野菜の収穫・集荷時期

に対応したマルチステージ栽培が行われているため、

農薬の使用実績や農薬散布状況を把握するための圃

場農家や生産者組合やJAなどから聞き取り調査を実

施した。

 ウ 研究結果 

 (ア) 農薬散布後の鉛直及びドリフト方向におけ

る気中濃度の経時的変化の調査結果 

  ａ 鉛直方向への移行 

 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150～230μm）により散布された農薬は、

夏期においては散布直後に地上部から ３ｍ付近に

大濃度を示し、その後 ５ｍ付近へ極大濃度が移行

したことから時間の経過と伴に上空への拡散による

大気への移行が示唆され、ドリフトは主に地上部か

ら ３ｍ付近で生じていることが明らかとなった。

（図2156-1）これらの初期変動は高原地帯の夏場特

有な温度逆転層の成因状況に良く対応していること

が認められた。（図2156-2） 

0

2

4

6

8

10

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
トルクロルホスメチル濃度 (μg m-3)

高
さ

 (m
)

8:40
9:55
11:05
13:25

15.0

17.0

19.0

21.0

23.0

25.0

27.0

29.0

11
:1

4
12

:0
0

18
:0

0

0:
00

6:
00

12
:0

0

18
:0

0

0:
00

6:
00

12
:0

0

18
:0

0

0:
00

6:
00

12
:0

0

18
:0

0

0:
00

6:
00

12
:0

0

18
:0

0

8月24日 8月25日 8月26日 8月27日 8月28日

気
温

(℃
)

地上から1.0ｍ

地上から3.0ｍ

地上から5.0ｍ

地上から7.5ｍ

地上から10.0ｍ

図2156-1 農薬の高さ別経時濃度変化  図2156-2 圃場における温度変化 

1)地上5m～7.5m 付近に温度逆転層 

0

0.5

1

1.5

2

0m 25m 50m 100m 150m
距離

気
中

濃
度

(u
g/

m
3)

17:40
20:00
22:00
0:00
2:00
4:00

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0m 25m 50m 100m 150m
距離

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0m 25m 50m 100m 150m
距離

図2156-3 TPN 図2156-4 プロチオホス 図2156-5 メタラキシル 

1)経時的な濃度変化とドリフト距離を示す。

気
中

濃
度

(μ
g/

m
3 ) 

1
2
:0

0
 



― 335 ―

表2156-1 農薬の初期移行量と物理学的諸特性 

初期移行量(平均) 水溶解度 蒸気圧 ヘンリー定

数 

水/ｵｸﾀﾉｰﾙ係数 農薬成分 

（n=回数） 

1～5m % 3～5ｍ % mg/L mPa(20℃) Pa・m3/mol logKow 

プロチオホス  

(4) 
0.0036 0.002 0.07 0.3 1.48 4.92 

メタラキシル  

(4) 

1.4 0.0002 8400 0.75 2.5x10-5 1.75 

TPN  (6) 3.4 0.06 0.9 0.076 0.22 4.34 

フルトラニル  

(4) 

0.48 0.0007 9.6 1.77 0.06 3.7 

イプロジオン  

(3) 

0 0 13 0.5x10-3 0.0033 3.1 

トルクロホスメ

チル  (8) 

0.37 0.31 1.1 57 15.6 4.56 

 複数の薬剤を同時散布した場合や単剤を散布した

場合の調査結果から地表～５ｍ層付近での初期拡散

量(測定範囲：μg/ｍ３/min)はTPN：0.003～0.21＞フ

ルトラニル：0.001～0.10＞フルジオキソニル：0.089

～0.095＞トリクロホスメチル：0.004～0.01＞メタ

ラキシル：0.001～0.011＞プロチオホス：0.00004～

0.0003の傾向を示した。トルクロルホスメチルの検

出頻度は高かく、イプロジオンについては散布後直

後の気中からは検出されなかった。 

 調査期間中の大気初期拡散量と実際の散布量から

大気初期移行量を算出した結果、フルジオキソニ

ル・TPNは 4.4～ 3.4(%)程度と も高い割合を示し

た。メタラキシル 1.4(%)、フルトラニル・トリクロ

ホスメチルは0.48～0.37(%)、プロチオホスは

0.0036(%)を示した。イプロジオンは散布直後から検

出されなかった為求められなかった。 

 初期拡散や大気移行量と大気移行量は概ね似た傾

向がであったが、散布農薬成分の蒸気圧との関係は

明確にはならなかった。これらの要因として散布初

期に気中からの土壌や農作物への沈降や吸着等によ

る影響が考えられた。 

  ｂ ドリフト方向への移行 

 ドリフト方向への散布後の経時的な変動とドリフ

ト距離については、TPNでは散布後 ２時間程度で急

速に消失しその時のドリフト距離は25ｍ以内であっ

た。メタラキシルでは概ね ８時間程度まで検出され

ドリフト距離は25～50ｍ程度であり、プロチオホス

では10時間程度まで検出されその時のドリフト距離

は50～70ｍ程度であった。イプロジオンについては

散布直後から検出されなくかったためドリフトの影

響は極めて小さかった。また翌日に温度上昇と共に

気中濃度が上昇する傾向も見られた（図2156-3、-4、

-5）。 

 これらの調査結果から夏期に高原野菜の生産圃場

に散布された農薬は、散布直後には地上部から ３ｍ

程度に一端停滞し、その後温度逆転層の消失により

上空への拡散する傾向が認められた。必ずしも蒸気

圧に依存している状況ではなく、散布薬剤の成分濃

度・水分量や展着剤などの添加物質に起因している

ことが推察された。 

 また初期拡散量の大きい成分ほど大気中での消失

時間も短くドリフト距離も短い傾向にありこれらの

要因として散布方法や気象要因や蒸気圧など物理化

学的特性による影響が大きいと考えられた（表 

2156-1）。 

 エ 考 察 

 (ア) 農薬散布後の鉛直及びドリフト方向におけ

る大気移行及び拡散量評価について 

鉛直方向への移行については、畑地へ散布された

農薬の大気への拡散などによる初期移行量はTPNが

大で3.4%程度であった。地表付近ではドリフトに

よる影響を強く受けており精度の高い大気移行や拡

散量評価は困難な状況であった。しかしながらドリ

フトによる影響が地表部に比べ軽減される３～５ｍ

層においては初期移行量はTPNが0.06%と減少し、ト

ルクロホスメチルでは 大で0.31%を示し１～５m層
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と同程度であり地表付近の影響は小さかった。これ

らの状況から地上付近での環境要因や散布方法によ

る影響が軽減される５mより高い中層付近において

農薬の有効成分の物理化学特性等による影響評価が

可能であると考えられた。その結果、農薬成分の蒸

散や拡散に大きく係わる蒸気圧とともに水溶解度や

ヘンリー則定数（液層から気層への分配）がある程

度高い農薬成分について、農薬散布による大気への

初期移行量が高い傾向が確認できた。これらのこと

から蒸気圧とヘンリー則定数との関係が示されMMM

の大きなファクターと考えられた。 

 ドリフト方向への移行については、調査圃場で実

施されているブームスプレーヤーによる農薬散布方

法は比較的ドリフトが大きいとされ、ドリフト低減

ノズルや噴出量などの適正使用が望まれている（地

上防除ドリフトマニュアル：（社）日本植物防疫協会）
４)。ドリフト濃度とその距離は風などの気象要因や散

布法以外には農薬成分の物理化学的特性の影響が考

えられ、水溶解度やヘンリー則定数が高い農薬成分

との関係が示唆され、必ずしも蒸気圧のみに依存し

ている状況ではなかった。さらに散布薬剤の成分濃

度・水分量や展着剤などの添加物質に起因している

ことが推察された。 

オ 今後の課題 

 (ア) 散布された農薬は地表付近においては散布

方法や気象及び環境要因などによってドリフト影響

が大きく、散布後の初期拡散量については値が大き

く変動することが懸念される。したがって地表付近

から上層の10～50m付近での大気拡散や移行過程で

の評価が重要でありMMMのコンパートメントファク

ターとして精度の向上を図ることが重要である。 

(イ) 農薬の初期の大気移行及び拡散過程におい

ては、散布後の大気粒子やガス等の性状による挙動

や拡散量評価についても調査を行うことにより物理

化学的特性の影響についても詳細な評価するが可能

と考えられた。 

 カ 要 約 

 (ア) 高原野菜畑地へ散布された農薬は初期の移

行過程で３～５m付近においてドリフトの影響を受

けながら大気へ移行し拡散する状況であった。大気

への鉛直方向への移行拡散は環境要因や散布方法の

他に農薬の有効成分の物理化学特性、特に蒸気圧、

ヘンリー則定数との関係が示されMMMの大きなファ

クターと考えられた。 
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(7) 模擬環境を用いた各種媒体（土壌、水など）に

おける農薬等の分解・消失速度の温度依存性の解

析 

 ア 研究目的 

残留性有機汚染物質（POPs）は、毒性が強く、自

然環境中で分解されにくいため、生態系への影響が

懸念されている。しかし、これら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、POPsが分布される地球上

の極冷地帯から熱帯地帯まで広範囲にわたる温度環

境下における分解・消失メカニズムに関する研究例

は極めて少ない。 

 本研究では、モデル系を用いて土壌中における各

種農薬類の分解・消失の速度とその温度依存性を測

定して、分解･消失のメカニズムを解明するとともに

マルチメディアモデル構築のための基礎データを得

ることを目的とする。 

イ 研究方法 

(ア) 試験物質及び試験土壌 

試験物質として、構造や物理化学的性質が異なる

シマジン、チオベンカルブ、イソプロチオラン、ク

ロロタロニル(TPN)、イプロベンホス(IBP)、ディル

ドリン、トリフルラリンの計７種の農薬を選定して

用いた。試験土壌としては、日本における代表的な

土壌である灰色低地土及び黒ぼく土を用いた。土壌

の有機炭素含量は灰色低地土が1.0～1.1%、黒ぼく土

が4.4～4.5%であった。 

(イ) 容器内試験 
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←サロゲート物質 
シマジン-d10、チオベンカルブ-d10 
IBP-d7、イソプロチオラン-d4 

 

    

 
←内標準物質 

トリフルラリン-d14 
アントラセン-d10、クリセン-d12 

カラム：CP-Sil 8CB MS(Chrompack 製） 
60℃(2min)-(25℃/min)-185℃-(10℃/min)- 

225℃-(25℃/min)-280℃(3min) 

土壌 20g 

アセトン抽出 

クリーンアッフﾟ 

濃 縮 

GC/MS 測定 

 農薬取締法の容器内土壌残留性試験に準じて、水

分調整と試験温度によるコンディショニングを行っ

た試験土壌20gをガラス容器に入れ、施用量相当の試

験物質を添加した後、攪拌して均一化した。この容

器を所定の温度に設定した恒温槽内に静置し、一定

期間経過後に容器内に残留する個々の試験物質濃度

をn=２で測定した。なお、静置保管中は土壌中の水

分を一定に保つため、土壌の 大容水量の50～60％

になるように定期的に水を添加した。 

(ウ) 試験環境 

 分解･消失の主要メカニズムと考えられる蒸発と

土壌菌による生分解の速度がそれぞれ測定できるよ

うに、試験は自然環境を模して開放容器に入れた生

土壌（以下、非滅菌・開放系）、対象物質の蒸散を抑

制するために密閉容器に入れた生土壌（以下、非滅

菌・密閉系）、及びオートクレーブ（120℃/１時間×

２回）で滅菌した土壌（以下、滅菌･密閉系）の３条

件で試験した（図2157-1）。 

試験温度としては、極寒、寒冷、温暖、熱帯のモ

デルとして、それぞれ-15℃、５℃、20℃及び40℃の

４温度を設定した。 

 (エ) 試験物質濃度の分析方法及び速度定数の算

出方法 

 容器内土壌の全量をアセトンで抽出し、フロリジ

ルカートリッジ等でクリーンアップを行った後、ガ

スクロマトグラフ質量分析計(GC/MS)で測定した

（図2157-2）。GC/MSによる分析例を図2157-3に示す。 

 なお、分解･消失速度定数は、残存率対時間曲線を

一次反応速度式に当てはめて算出を行った。 

 ウ 研究結果 

 (ア) 非滅菌・開放系における分解・消失速度と

その温度依存性 

非滅菌・開放系における試験物質の減衰曲線を図

2157-4及び図2157-5に示す。また、５℃と20℃にお

ける分解・消失の速度定数を表2157-1に、速度定数

と温度の関係を図2157-6及び図2157-7に示す。結果

として、試験物質間の傾向は灰色低地土と黒ぼく土

双方でおおよそ同じであり、ほとんどの試験物質に

おいて速度定数の対数が温度に対して直線的に上昇

する傾向を示した。 

図2157-1 試験環境の模式図 

図2157-2 試験物質の分析方法  図2157-3 GC/MS による分析例 

非滅菌 
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滅菌 
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図2157-4 試験物質の減衰曲線    図2157-5 試験物質の減衰曲線 

（灰色低地土、非滅菌・開放系） （黒ぼく土、非滅菌・開放系） 

表2157-1 分解・消失速度定数1）（T－1） 

5℃ 20℃ 
試験物質 

灰色低地土 黒ぼく土 灰色低地土 黒ぼく土

トリフルラリン 0.0034 0.0031 0.028 0.017 

シマジン 0.0014 0.0020 0.0098 0.0069 

ＴＰＮ 0.12 0.033 0.71 0.24 

ＩＢＰ 0.0005 0.0014 0.040 0.049 

チオベンカルブ 0.0026 0.0020 0.016 0.015 

イソプロチオラン 0.0006 0.0015 0.0016 0.0025 

ディルドリン 0.0002 0.0017 0.0038 0.0031 

1) 非滅菌・開放系

(イ) 分解・消失における寄与因子の割合 

 本研究では、分解・消失における寄与因子である

蒸散と土壌菌による生分解の速度がそれぞれ測定で

きるように、非滅菌・開放系、非滅菌・密閉系、滅

菌･密閉系の３条件で試験を行った。代表としてチオ

ベンカルブの減衰曲線を図2157-8及び図2157-9に示

す。また、測定結果から分解・消失における寄与因

子（蒸散・生分解・その他）の割合をそれぞれの農

薬について算出した（図2157-10）。ほとんどの試験

物質において、灰色低地土と黒ぼく土で寄与割合は

大きく変わらなかったが、一部の試験物質について

は土壌への吸着性や生分解性の違い等が影響してい

ると考えられる相違点が見られた。 

(ウ) 分解・消失速度における試験物質の濃度依

存性 

 前述の試験結果において、試験物質によっては分

解・消失が進むに連れ、その速度が緩やかになる傾

向が見られた。このことが試験物質の濃度が減少す

ることに由来するものかを確認するため、試験物質

の初期添加量を土壌20g当り１μg、10μg及び100μg

に設定し、黒ぼく土を用いて40℃の条件下で試験を

行った。非滅菌・開放系における測定結果一例とし

て、トリフルラリンの減衰曲線を図2157-11に、チオ

ベンカルブの減衰曲線を図2157-12に示す。また、各

試験物質の分解・消失速度と濃度の関係を図2157-13

に示す。大部分の農薬では、濃度により大きく速度

定数が変わることはなかったが、トリフルラリンは

濃度が高くなるほど速度定数が大きくなり、一方、

TPNでは濃度が高くなるほど速度定数は小さくなっ

た。 
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図2157-6 分解消失速度の温度依存性 図2157-7 分解消失速度の温度依存性  

（灰色低地土、非滅菌・開放系） （黒ぼく土、非滅菌・開放系） 

図2157-8 チオベンカルブの減衰曲線 図2157-9 チオベンカルブの減衰曲線 

（灰色低地土、3条件）  （黒ぼく土、3条件） 

図2157-10 分解消失における寄与因子の割合 
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図2157-11 トリフルラリンの減衰曲線 図2157-12 チオベンカルブの減衰曲線 

（黒ぼく土、40℃、非滅菌・開放系） （黒ぼく土、40℃、非滅菌・開放系） 

図2157-13 分解消失速度の濃度依存性 図2157-14 蒸散速度の温度依存性 

（黒ぼく土、40℃、非滅菌・開放系） 

 自然環境を模した非滅菌・開放系の試験結果にお

いて、灰色低地土と黒ぼく土双方で、ほとんどの試

験物質について速度定数の対数が温度に対して直線

的に上昇する傾向を示した。ただし、トリフルラリ

ンは直線性が良いのに対し、TPNやIBPは直線性が悪

くなっている。このことは分解・消失における寄与

因子で、前者は蒸散の割合が高いのに対し、後者は

生分解の割合が高いことが要因であると考えられる。

本研究においては、蒸散速度はその定数が温度に対

して直線的に上昇した（図2157-14）。一方、生分解

速度は土壌菌の活性が高くなる温度範囲が存在する

と考えられる。なお、本研究では九州地方の土壌を

使用したが、異なる土壌では生分解速度の結果が異

なることは十分想定される。また、試験はモデル系

として暗所で行ったものであり、実際の自然環境と

は異なる点も考慮する必要がある。 

 本研究では分解・消失速度と試験物質の物理化学

的性質についても検討を行なったが、蒸気圧や土壌

吸着定数等との相関は得られなかった。ただし、温

度依存性についてはさらに検討を行なう必要がある

と思われる。 

 (イ) 分解・消失速度における試験物質の濃度依

存性 

 試験結果において、トリフルラリンは濃度が高く

なるほど速度定数が大きくなり、TPNは逆に濃度が高

くなるほど速度定数は小さくなっている。このこと

は分解・消失における寄与因子が、トリフルラリン

の場合はほとんどが蒸散、TPNの場合はほとんどが生

分解であることと関係していると思われるが、試験

データが少ないため詳細は不明である。これらの

データからは環境中に微量残存する化学物質の分

解・消失の挙動を把握するうえでの重要な知見が得
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られると考えられるため、今後、検討を行なってい

く必要がある。 

オ 今後の課題 

 今までに得られた研究結果をさらに詳細に検討し、

分解・消失の温度依存性と化学物質の物理化学的性

質等との関連付けを行っていく必要がある。本研究

結果を踏まえ、濃度依存性についてもより詳細な試

験が必要である。また、土壌以外の媒体（水など）

についても同様の検討を行なうことで、地球規模で

の化学物質の分解・消失に関する知見がより深まる

ものと思われる。 

カ 要 約 

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。 

 結果として、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。

また、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、一部の農薬

では濃度依存性も見られた。 

研究担当者（川勝健伸＊、本橋勝紀、矢可部芳州） 

(8)モンスーン気候における農薬の大気拡散量変動

要因の解析 

 ア 研究目的 

農薬使用の地球規模のリスク管理を 終目的とし

て、大陸性気候とは降雨量および季節変動が異なる

アジアモンスーン地域を対象としたマルチメディア

モデル開発のため、日本における使用量が多く、残

留性が高い土壌処理型除草剤をモデル化学物質とし

て、環境要因の変動が大きい畑条件における各種要

因が初期大気移行量（農薬の土壌、水、大気間初期

分配量）に及ぼす影響について解析する。さらに、

除草剤処理後の有効成分の大気移行速度の推移と大

気移行量の割合を評価する。 

イ 研究方法 

(ア) 供試薬剤および分析法 

10種類の畑作用土壌処理剤を用いて、全てGC/MS

（Agilent、HP6890、HP-5MS、スプリットレス）で一

斉分析した（図2158-1および表2158-1）。 

  ａ 土壌：生土壌２ｇを取り、アセトン：水（４：

１）＝＞アセトンで抽出し、蒸留後の水をヘキサン

で液々分配した。ミニカラム（フロリジル、 終溶

媒＝ヘキサン：アセトン（９：１））で不純物を除去

した後、溶媒をアセトンに置換した。 

 ｂ 大気：大気中に移行した農薬は、石英フィ

ルターは超音波、PUF（URG社製、ポリウレタンフォー

ム性の吸着材）はソックスレー法（何れもアセトン）

により抽出した。石英フィルター（Q）は、アセトン

で超音波抽出（５分）し、蒸留乾固後、アセトンに

溶解した。PUF（P）は、ソックスレー抽出法（アセ

トン、130℃）で抽出し、蒸留乾固後、アセトンに溶

解した。土壌はアセトン：水（４：１）で抽出し、

液々分配（ヘキサン層）や固相抽出（フロリジル）

後にアセトンに置換した。 

表2158-1 供試薬剤とその性質  *：計算値 

化合物 処理量 RT 

(min)

イオン 

(GC-MS)

回収率(%) 分子量 蒸気圧 

(Pa) 

大気中拡散

推定値

(g/day)* 
製剤(/10a) % a.i. (g/ha) 土壌 石英F PUF 

ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ 200-300ml 44.5 890-1335 9.74 264, 306 94 93 104 335.3 0.026900 3.88E-05 

ｼﾏｼ ﾝ゙ 50-100g 50.0 250-500 10.50 201 51 84 61 201.7 0.000001 8.17E-07 

ｱﾄﾗｼ゙ ﾝ 100-200ml 40.0 400-800 10.62 200 84 99 108 215.7 0.000040  2.05E-07 

ｼﾞﾒﾃﾅﾐﾄ゙  100-150ml 76.0 760-1140 12.48 154 100 99 111 275.8 0.036700 1.93E-05 

ｱﾗｸﾛー ﾙ 300-600ml 43.0 1290-2580 12.98 160 120 98 110 269.8 0.002890 4.58E-06 

ﾌﾟﾛﾒﾄﾘﾝ 100-200g 50.0 500-1000 13.17 241 104 98 112 241.4 0.000133 1.92E-07 

ﾘﾆｭﾛﾝ 100-200g 50.0 500-1000 13.82 61 - 79 - 249.1 0.001990 1.40E-07 

ﾁｵﾍ ﾝ゙ｶ ﾌーﾞ 600-1000ml 50.0 3000-5000 14.09 100 106 101 113 257.8 0.002900 5.12E-06 

ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ 200-400ml 45.0 900-1800 14.33 162 103 98 108 283.8 0.001730 3.79E-06 

ﾍﾟﾝﾃ゙ ｨﾒﾀﾘﾝ 200-500ml 30.0 600-1500 15.93 252 112 103 118 281.3 0.004000 2.99E-05 
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(イ) 室内試験 

 ステンレス製バット（0.075ｍ２、深さ２cm）に黒

ボク土壌（含水比：約60％に調整）を詰めて、供試

除草剤の混合液を処理（各薬剤とも標準量の約１/

２）した。バットを人工気象器（容積＝0.037ｍ３、

床面積＝0.096ｍ２、暗条件、15℃、RH＝70％、空気

交換率＝５㍑/分）に入れ、エアサンプラー（東京ダ

イレック、AS8-GP、PUF方式、３㍑/分）を用いて24

時間大気を回収した。 

(ウ) 圃場試験 

灰色低地土および淡色黒ボク土を耕起後、風洞

（W×L×H＝90×134×30cm、ステンレス製、天板はホ

ウケイ酸ガラス板）を設置し、供試除草剤の混合液

を夏冬の２時期に処理し、風速１m/sの空気を流し、

エアサンプラーを用いて経日的に回収した。なお風

洞内外の土壌および温度・湿度、気温・湿度、雨量

を経時的に計測し、データロガーで記録した。 

ウ 研究結果 

(ア) 除草剤分析手法の確立 

 供試した10種類の除草剤のGC/MS（SIM分析)によ

る一斉分析の条件を作成した。検出限界は薬剤ごと

に異なり、ジメテナミド(３ppb)＞メトラクロール 

(10ppb) ＞トリフルラリン、アトラジン、アラクロー

ル、プロメトリン、チオベンカーブ、 ペンディメタ

リン(30ppb)＞シマジン(100ppb)＞リニュロン

(300ppb)の順であり、 も高いジメテナミドからリ

ニュロンまで２桁の違いがあった。シマジンとリ

ニュロンを除いて、土壌、石英フィルター（Q，粒子

状）、PUF（P，ガス状）ともに高い回収率が得られる

とともに、各製剤を混合しても分解は認められな

かった（図2158-1）。 

図2158-1 各種土壌処理型除草剤の一斉分析 

1. トリフルラリン, 2. シマジン, 3. アトラジン, 4. ジメテナミド,

5. アラクロール, 6. プロメトリン, 7. リニュロン, 8. チオベンカーブ,

9. メトラクロール, 10. ペンディメタリン

昇温条件：70℃(1min)→180℃(15℃/min)→200℃(2℃/min)→280℃(15℃/min→5min) 
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図2158-2 大気中各種薬剤の捕集における割合 図2158-3 大気中各種薬剤の捕集量 

（室内試験）  および蒸気圧（室内試験） 

図2158-4 各種土壌処理型除草剤の大気中移行量の推移（灰色低地土、夏期、圃場） 

●：トリフルラリン、○：ペンディメタリン、▲：アラクロール、

△：メトラクロール、■：アトラジン、□：プロメトリン、×：ジメテナミド、 

❊：チオベンカーブ 

(イ) 除草剤の大気中移行量（室内試験） 

 大気中農薬捕集量のP/Qは薬剤間で大きく異なっ

た（図2158-2）。処理量に対する捕集率はPとQでそれ

ぞれ0.0001～0.49％と0.01～0.14％であった。除草

剤の大気中移行量（P＋Q）の実測値に対して、推定

値（R2＝0.45）および蒸気圧（R2＝0.18）には正の相

関が見られた（図2158-3）。しかし、実測値を個別に

解析すると、Qでは正の相関が見られたのに対し、P

ではジメテナミドを除いて負の相関を示した。 

なお、室内試験で24時間大気中農薬を捕集した後

の系内には、 大0.1％程度の除草剤が残留していた。

またチャンバー内に入れた無処理土壌にも多量の薬

剤が吸着した（データ省略）。 

(ウ) 除草剤の大気中移行量の推移（圃場試験） 

 除草剤の大気中移行量は、PもQも経時的に減少し

たが、薬剤間で同様のパターンで大きく日変動した。

移行量の減少程度の薬剤間順位はPとQで大きく異

なったものの、季節や土壌が違ってもそれぞれ同様

の傾向であった（図2158-4）。但し、Pは冬期よりも

夏期、Qは夏期よりも冬期で移行量が多かった。除草

剤の大気中移行量の積算値、対総量比および順位は、

灰色低地土と淡色黒ボク土でほぼ同様の傾向を示し、

何れの薬剤も処理10日から１ヶ月後にはプラトーに

達した。除草剤の大気中移行量の積算値は、P、Qお

よび総量において薬剤間で２桁の差があった。対総

量比でもPとQの割合は薬剤間で大きく異なっていた

（表2158-2）。 

 エ 考 察 

0.1

1.0

10.0

100.0

0.10 1.00 10.00 100.00

大気移行量（実測値、P+Q、μg/day）

大
気

移
行

量
（
推

測
値

、
μ

g/
da

y）

0.0001

0.0010

0.0100

0.1000

1.0000

10.0000

100.0000

蒸
気

圧
（×

1
0-

3
P
a）

大気移行量 (推定値）

蒸気圧

0 20 40 60 80 100

トリフルラリン

シマジン

アトラジン

ジメテナミド

アラクロール

プロメトリン

リニュロン

チオベンカーブ

メトラクロール

ペンディメタリン

全大気中農薬捕集量に対する割合（%）

石英フィルター PUF

A)　PUF

1

10

100

1000

10000

100000

0 20 40 60 80
処理後日数

除
草

剤
大

気
移

行
量

(n
g/

m
^2

/
da

y)

B)　石英フィルター

1

10

100

1000

10000

100000

0 20 40 60 80
処理後日数

除
草

剤
大

気
移

行
量

(n
g/

m
^2

/
da

y)



― 344 ―

表2158-2 各種土壌処理型除草剤の大気中移行量の積算値、PUF と石英フィルターの相関、薬剤特性（夏期） 

(ア) 除草剤分析手法の確立 

 室内および野外風洞試験で複数の除草剤の大気中

移行量濃度を測定できるシステムが確立できた。し

かし、シマジンやリニュロンは、それぞれの標準処

理量から推算すると、確立した一斉分析法の検出感

度では検出が困難である可能性が示唆された。また

10種類の製剤の混合による分解は見られないことか

ら、混合処理の妥当性が示された。 

(イ) 除草剤の大気中移行量（室内試験） 

複数の除草剤の大気中拡散濃度を計測できるシス

テム（人工気象室+大気中農薬捕集装置）を構築でき

た。除草剤の大気中移行については、その移行形態

が薬剤間で大きく異なることから、ガス状と粒子状

に分けて測定することの重要性が示された。また、

ガス状と粒子状の実測値の総和と、各除草剤の蒸気

圧や推定値との正の相関から、蒸気圧が農薬の大気

中移行の要因の一つであることを示唆した。一方、

ガス状において、蒸気圧との間で負の相関を示した

ことは、大気中移行には、その他の要因も考慮すべ

きことを示唆している。 

(ウ) 除草剤の大気中移行量の推移（圃場試験） 

 屋外において除草剤の大気中拡散濃度を計測でき

るシステム（送風機+風洞+大気中農薬捕集装置）を

構築できた。除草剤の大気への移行形態が薬剤間で

異なるだけでなく、季節間でガス状と粒子状で移行

の傾向が異なることから、室内試験で示唆されたガ

ス状と粒子状の測定の重要性が確認された。また、

農薬の大気中移行量は、異なる土壌間で同様の傾向

を示したことから、土壌の物理化学性の影響は少な

いことが示唆された。日変動が激しいことから大

気・土壌環境の日変動が大きく影響すること、一方、

薬剤間で同様の日変動傾向を示したことから、汎用

性の高い推測式を構築できる可能性が示唆された。 

オ 今後の課題 

(ア) 除草剤分析手法の確立 

薬剤を混合処理しても、大気中移行量の実測に影

響がないことが示されたものの、薬剤間で移行量に

２桁以上の差があり、さらに分析機器（GC/MS）の

感度も３ケタ以上の差があることから、大気中農薬

の回収方法や分析方法に工夫が求められる。 

(イ) 除草剤の大気中移行量（室内試験） 

 チャンバー内において、 大0.1％程度ではあるも

のの、除草剤が長期間残留したこと、また無処理土

壌にも農薬が移行していたことから、室内試験にお

いては、処理土壌間の空気経由による汚染を防ぐ必

要がある。 

トリフルラリンペンディメタリン アラクロール メトラクロール ジメテナミド チオベンカーブ アトラジン プロメトリン

灰色低地土
除草剤大気中移行量 PUF（P) 125,805 60,962 26,962 4,119 2,709 125,240
積算値（24日間） 石英フィルター（Q) 416 4,940 59,746 34,070 13,245 39,594 12,045 1,487
　　（ng/m^2） P+Q 126,220 65,902 86,708 38,189 15,954 164,834 12,045 1,487
　　対総量比(%) PUF（P) 99.7 92.5 31.1 10.8 17.0 76.0

石英フィルター（Q) 0.3 7.5 68.9 89.2 83.0 24.0
　　順位 PUF（P) 1 3 4 5 6 2

石英フィルター（Q) 8 6 1 3 4 2 5 7
P+Q 2 4 3 5 6 1 7 8

PUF vs 石英フィルター 傾き（a） 0.01 0.0702 0.6091 -0.5507 0.1304 0.2784 0.1304 0.2784
　　（78日間） 切片（b） -38.255 12.391 1229.2 1638.9 461.27 70.813 461.27 70.813

相関係数（R2） 0.7035 0.4126 0.1389 0.0598 0.0023 0.6367 0.0023 0.6367
淡色黒ボク土
除草剤大気中移行量 PUF（P) 99,865 55,297 25,176 2,925 2,487 116,337
積算値（24日間） 石英フィルター（Q) 338 3,872 54,055 30,741 13,500 36,403 10,280 1,891
　　（ng/m^2） P+Q 100,204 59,169 79,230 33,666 15,987 152,740 10,280 1,891
　　対総量比(%) PUF（P) 99.7 93.5 31.8 8.7 15.6 76.2

石英フィルター（Q) 0.3 6.5 68.2 91.3 84.4 23.8
　　順位 PUF（P) 2 3 4 5 6 1

石英フィルター（Q) 8 6 1 3 4 2 5 7
P+Q 2 4 3 5 6 1 7 8

PUF vs 石英フィルター 傾き（a） 0.0186 0.0547 1.0688 -0.6599 1.1294 0.2841 1.1294 0.2841
　　（78日間） 切片（b） -148.86 15.731 688.8 1372.9 454.34 54.239 454.34 54.239

相関係数（R2） 0.9271 0.3852 0.4207 0.0436 0.0896 0.6431 0.0896 0.6431
蒸気圧（Pa） 0.02690 0.00400 0.00289 0.00173 0.03670 0.00290 0.00004 0.00013
　　順位 2 3 5 6 1 4 8 7
大気中移行量（24hr）* PUF（P) 18.188 0.185 0.040 0.012 0.004 0.193 0.034 0.022
　　（μg/day） 石英フィルター（Q) 5.332 3.032 5.043 1.414 2.169 9.136 0.209 0.138

P+Q 23.521 3.218 5.083 1.427 2.173 9.329 0.243 0.160
　　順位 PUF（P) 1 3 4 7 8 2 5 6

石英フィルター（Q) 2 4 3 6 5 1 7 8
P+Q 1 3 4 6 5 2 7 8

*：室内試験における処理２４時間までの移行量（μg/day、淡色黒ボク土）
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(ウ) 除草剤の大気中移行量の推移（圃場試験） 

野外風洞試験で複数の除草剤の大気中移行量濃度

を測定できるシステムが確立できたものの、半閉鎖

系試験であるため、より現場に近い実測データを得

るために開放系における試験を構築する必要がある。

また、農薬の大気中移行量は、異なる土壌間で同様

の傾向を示したものの、日変動が激しいことから、

除草剤の大気中移行量の推定には、各種変動要因の

種類ごとに、詳細に寄与度を検討する必要性が示唆

された。 

カ 要 約 

(ア) 除草剤分析手法の確立 

供試した10種類の除草剤のGC/MS（SIM分析）によ

る一斉分析の条件を作成した。しかし、検出限界は

薬剤間で２桁の違いがあり、シマジンとリニュロン

は、実際場面では、検出が困難である可能性が示唆

された。 

(イ) 除草剤の大気中移行量（室内試験） 

 複数の除草剤の大気中拡散濃度を計測できるシス

テムを構築できた。大気中農薬捕集量のP（ガス状）

/Q（粒子状）は薬剤間で大きく異なり、除草剤の大

気中移行量（P＋Q）の実測値に対して、推定値およ

び蒸気圧には正の相関が見られたことから、ガス状

と粒子状に分けて測定することの重要性、および蒸

気圧が農薬の大気中移行の要因の一つであることを

示唆した。 

(ウ) 除草剤の大気中移行量の推移（圃場試験） 

屋外において除草剤の大気中拡散濃度を計測でき

るシステムを構築できた。薬剤間で大気への移行形

態が異なるだけでなく、季節間でガス状と粒子状で

移行の傾向が異なること、日変動が激しいことから

大気・土壌環境の日変動が大きく影響すること、一

方、薬剤間で同様の日変動傾向を示したことから、

除草剤の大気中移行量の推定には、各種変動要因の

種類ごとに、詳細に寄与度を検討する必要性が示唆

された。 

 キ 引用文献 

１) 與語靖洋・小原裕三 (2005).圃場に設置した風洞

を利用した土壌処理型畑作除草剤の初期大気移行

量の測定.日本農薬学会第30回記念大会講演要旨

集.53. 

研究担当者（與語靖洋＊、小原裕三） 

(9) マルチメディアモデル開発のための物性値パ

ラメータ評価手法の開発 

ア 研究目的 

残留性有機汚染物質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/水分配係数は重要なパラメータとして

利用されている。しかし、オクタノール/水分配係数

と水中の存在状態との関係が明らかでないことが、

大きな誤差を生む原因となっている。本研究では、

残留性有機汚染物質モデル化合物（ピリジン、ジア

ジン系化合物）について、オクタノール/水分配係数

と水溶液中のクラスター構造を比較し、オクタノー

ル/水分配係数と水中の溶存状態との関係を物理化

学的に解明することを目的とした。 

イ 研究方法 

(ア) オクタノール/水分配係数の測定 

残留性有機汚染物質モデル化合物（ピリジン、ジ

アジン系化合物）のオクタノール/水分配係数は

OECDテストガイドライン107－フラスコ振とう法を

用いて測定した。また、分配係数を測定する際の水

相として、純水及び３％-NaCl水溶液を用い、淡水域

と海水域の分配係数の変化について検討した。 

(イ) 水溶液中のクラスター構造解析 

POPs水溶液中のクラスター構造は、独自に開発し

た液相クラスター質量分析法を用いて解析した（脇

坂・大木）１, ２）。質量分析装置は４段の排気系から

成る真空チャンバー、試料溶液を噴霧する液体ノズ

ル、四重極質量分析計から成る（図2159-1）。真空チャ

ンバーの第１室に試料溶液を噴霧すると液滴流が生

成し、圧力差によって第２室、３室へ飛行する。飛

行の過程で液滴が断熱膨張を起こし断片化する際に、

液滴内部で分子間相互作用の大きなものどうしはク

ラスターを形成し、相互作用の小さなものは単分子

となって飛散する。断片化後の生成物を四重極質量

分析計によって分析し質量スペクトルを得る。この

ようにして得られた質量スペクトルから、クラス

ターを構成する分子の組成を求め、液相の分子間相

互作用に関する情報を得た。 

真空チャンバーへ試料溶液を導入する方法として、

加熱スプレー方式と静電スプレー方式を用いている。

前者は図2159-1に示した方法で、電解質を含まない

中性の溶液に対して用いた。また、電解質(塩)を含

む溶液の噴霧には後者の静電スプレー方式を用いた。 



― 346 ―

ウ 研究結果 

(ア) オクタノール/水分配係数 

残留性有機汚染物質モデル化合物（ピリジン、ピ

リダジン、ピリミジン、ピラジン）について求めた

オクタノール/水分配係数（logKow）を表2159-1に示

す。logKowは式１に示すように、各化合物のオクタ

ノール相と水相の濃度の比の対数である。純水と海

水における logKowの違いを検討するため、オクタ

ノール相と塩水相（３%-NaCl水溶液）の分配係数も

求めた（表2159-1）。 

 モデル化合物の疎水性とlogKowの関係を調べるた

め、ピリジン、ピリダジン、ピリミジンについてメ

チル基を導入した化合物について、logKowを測定し

た（表2159-2）。 

logKow = log((オクタノール相濃度)/(水相濃度)) 式１ 

 (イ) 水溶液中で生成するクラスターの質量スペ

クトル 

 ピリジン、ピリダジン、ピリミジン、ピラジンの

各３ wt%水溶液から観測されたクラスターの質量ス

ペクトルを図2159-2に示す。ピリジン水溶液からは、

水分子のみから成るクラスター、H+(H2O)n、及びこ

の水分子クラスターとピリジンが相互作用して生成

したピリジン水和クラスター、H+(Pyridine)m(H2O)n: 

m = 1、2､n = 1、2、3、…、が観測された(図2159-2(a))。

他の化合物についても同様の水分子クラスターと水

和クラスターが観測された。水和クラスターの生成

しやすさは化合物の双極子モーメント：ピリジン

(2.15D)、ピリダジン(4.221D)、ピリミジン(2.334D)、

ピラジン(０D)と良い相関が見られる。 も双極子

モーメントの大きなピリダジンが も水和クラス

ターの生成量が多く、双極子モーメントが減少する

と共に水和クラスターの生成量が減少していること

がわかる。 

 化合物の疎水性と水中の会合特性との関係を明ら

かにするため、ピリジン、ピリダジン、ピリミジン

とこれらの化合物にメチル基を導入した化合物の質

量スペクトルを測定した。ピリダジンと3-メチルピ

リダジンの各10 wt％の水溶液から観測されたクラス

ターの質量スペクトルを図2159-3に示す。分子にメ

チル基が導入されたことによって、水中における自

己会合が著しく促進されていることが分かる。ピリ

ジン、ピリミジンについてもメチル基を導入するこ

とによって自己会合が促進されることを確認した。 

エ 考 察 

表2159-1 モデル化合物のオクタノール/水分配係数（純水と塩水の比較） 

表2159-2 モデル化合物のオクタノール/水分配係数（メチル基導入の効果） 
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図2159-1 液相クラスター質量分析装置の概念図 

図2159-2 (a)ピリジン、(b)ピリダジン、(c)ピリミジン、(d)ピラジン、各水溶液（3wt%）から観測されたク

ラスターの質量スペクトル。水分子クラスター、及び水和クラスターで水分子数が連続して変化する

シリーズを線で結んでいる。 

 (ア) オクタノール/水分配係数の化合物による

変化と塩効果 

 ピリジン、ピリダジン、ピリミジン、ピラジンの

オクタノール/水分配係数（logKow）はピリジンのみ

正の値でその他はすべて負の値であった（表2159-1）。

これはピリジンはオクタノール相に存在し易く、一

方、その他の窒素原子を２個芳香環に含む化合物（ジ

アジン系化合物）は水相に存在し易いことを示して

いる。ピリジンは水と任意の割合で混合することか

ら、logKowと水溶解度に強い相関があるとは言えな

い。むしろ芳香環上の窒素原子の数によって決まる

傾向がある。 

PUMP

PUMP PUMP PUMP

ionization mass analysis

heater

10-3Torr 10-7Torr10-6Torr

10-1Torr

Liquid Liquid droplet Expansion Cluster

Oscilloscope

PUMP

PUMP PUMP PUMP

ionization mass analysis

heater

10-3Torr 10-7Torr10-6Torr

10-1Torr

Liquid Liquid droplet Expansion Cluster

Oscilloscope

0

0.1

0.2

0.3

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
M/Z

Io
n
 I
n
te

n
si

ty

3wt% Pyrimidine in H2OH+(H2O)n

H+(Pyrimidine)1(H2O)n

Pyrimidine
N

N

(c)

0

0.1

0.2

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
M/Z

Io
n
 I
n
te

n
si

ty

3wt% Pyrazine in H2O

H+(H2O)n

H+(Pyrazine)1(H2O)n

Pyrazine
NN

N

(d)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
M/Z

Io
n
 I
n
te

n
si

ty

3wt% Pyridine in H2O

H+(H2O)n

H+(Pyridine)1(H2O)n

H+(Pyridine)2(H2O)n

N

Pyridine

(a)

0

0.1

0.2

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
M/Z

Io
n
 I
n
te

n
si

ty

3wt% Pyridazine in H2OH+(H2O)n

H+(Pyridazine)1(H2O)n

Pyridazine
NN

N

(b)



― 348 ―

図2159-3 ピリダジン、及び3-メチルピリダジン水溶液(10wt％)から観測されたクラスターの質量スペクトル。

スペクトル中の数字ｍはクラスター中のピリダジン及び3-メチルピリダジンの分子数。ｍが同じでｎ

が連続して変化するクラスターを線で結んでいる。 

 ジアジン系化合物（ピリダジン、ピリミジン、ピ

ラジン）のlogKowは双極子モーメントの大きさと良

い相関が見られる。双極子モーメントが減少すると

共にlogKowが増加し、オクタノール相への分配が増

加している。これは、質量分析から得られた水和ク

ラスターの生成効率に対する双極子モーメントの効

果とも一致している。 

 これらモデル化合物にメチル基を導入すると、

logKowに顕著な増加がみられた（表2159-2）。メチル

基を導入することで疎水性が増加し、その分、オク

タノール相への分配が増加したと考えられる。クラ

スター構造との相関があり、次の(イ)で詳しく述べ

る。 

 水相に塩を加えると表2159-1に示したすべての化

合物でlogKowの増加が認められた。これは、塩が存

在するとオクタノール相への分配が増加することを

意味する。有機化合物は、海水中の方がより低濃度

で飽和に達し、自己会合を起こし易いことを示唆す

る。 

 (イ) 水溶液中のクラスター構造とオクタノール

/水分配係数との関係 

 ピリジン、ピリダジン、ピリミジン、ピラジンの

水和クラスターの生成しやすさは、これらの分子の

双極子モーメントの大きさと強い相関が見られる。

ピリジンとピリミジンは同程度の双極子モーメント

を有し、水和クラスターの生成効率も類似している。

しかし、logKowには大きな違いが観測された。この

ことは、logKowがオクタノール相濃度と水相濃度の

相対的な関係で決まるためと考えられる。ピリジン

とピリミジンは共に同程度に水と相互作用をするが、

オクタノールとの相互作用はピリジンの方が強いた

め、logKowに大きな違いが生じる。 

 モデル化合物にメチル基を導入すると、水中の自

己会合クラスターの生成が顕著に増加する（図

2159-3）。メチル基の導入によって水和が起こりにく

くなるため、自己会合が起こり易くなることを示し

ている。水中に疎水的なクラスターが生成すること

によって、オクタノール相への移動も起こりやすく

なり、logKowの増加が起きたと考えられる。 

 自己会合クラスターの生成には顕著な濃度依存性

が見られる。図2159-3で観測された3-メチルピリダ

ジンの自己会合クラスターは、濃度１/10では生成し

ない。つまり、低濃度では水中に分散し、ある濃度

で自己会合が急速に増加することがわかる。このよ

うなクラスター構造に対する濃度依存性はオクタ

ノール/水分配係数の測定には考慮されていないが、

化学物質の凝集・拡散に大きな影響を及ぼすと考え

られる。 

 ピリジン水溶液にNaClを加えると、Na+の周囲にピ

リジンの会合体が形成されることを確認した。この

他、イオンに対する水和が促進されるため、有機化

合物に対する水和が抑制される効果も寄与し、有機

化合物が塩水中で会合し易くなっていると考えられ

る。 

オ 今後の課題 

(ア) クラスター構造を考慮した拡散移動予測 

すべての有機化合物について水中のクラスター構

造を調べることはできないが、系統的な実験を行う

ことで、有機化合物の構造とクラスター構造との関

係を明らかにすることが可能である。これにより、
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有機化合物が水中で形成するクラスター構造を考慮

してlogKowを用いることができるようになれば、マ

ルチメディアモデルを用いた物質移動の予測精度が

一層向上すると考えられる。 

(イ) オクタノール/水分配係数の分子科学的意

味 

 残留性有機汚染物質（POPs）のモデル化合物（ピ

リジン、ジアジン系化合物）の水中のクラスター構

造とオクタノール/水分配係数（logKow）との関係を

検討した結果、水中で有機化合物の自己会合が促進

されることと、logKowの増加に良い相関が認められ

た。水中の自己会合は、分子の疎水性の増加の他、

塩の共存、濃度の増加によっても起こるため、POPs

の曝露された環境を考慮してlogKowをパラメータに

用いることが重要である。 

 logKowはオクタノール相と水相の存在確立の相対

的関係で決まるパラメータであることを認識して用

いることが必要である。水中の溶解度が非常に大き

くてもオクタノール相への分配がさらに優勢な場合

には、logKowが正の値になり、疎水性と認識される

ことがある。 

カ 要 約 

 (ア) クラスター構造に基づいたオクタノール/

水分配係数の評価 

残留性有機汚染物質のモデル化合物としてピリジ

ン、ピリダジン、ピリミジン、ピラジン、及びこれ

らにメチル基を導入した化合物を用い、オクタノー

ル/水分配係数（logKow）の測定と質量分析法による

水溶液中のクラスター構造解析を行った。その結果、

logKowがモデル化合物の双極子モーメント及び疎水

性、共存する塩によって変化し、さらに、これらの

logKowの変化と水溶液中のクラスター構造の相関を

明らかにした。 

 キ 引用文献 

１) 脇坂昭弘・大木崇弘 (2005). Phase separation of 

water-alcohol binary mixtures induced by the 

microheterogeneity. Faraday Discuss. 129: 231-245. 

２) 脇 坂 昭 弘  (2007). Nucleation in alkali metal 

chloride solution observed at the cluster level. 

Faraday Discuss. 136: 299-308. 

研究担当者（脇坂昭弘＊、岩上 透） 

６ 水生生物に対する農薬等化学物質の影響

評価法の開発 

(1) 水域の微生物生態系に及ぼす化学物質の影響

評価試験方法の開発 

 ア 研究目的 

本研究では、化学物質、特に農薬の生態影響評価方

法について、水域の微生物生態系に対する生態学的手

法に基づいた影響評価方法を提案することを目的とする。

川底の石表面などに形成される河川生物膜は、細菌が

分泌する多糖類により細菌、藻類、原生動物などが付着

して構成される微生物の集合体で、河川生態系における

生産者、消費者、分解者として、また、物質の一時貯蔵

の場として重要な役割を担っている（日本微生物生態学

会バイオフィルム研究部会編１)）。このため、河川に流入

する農薬が河川生物膜に及ぼす影響を評価することは

重要である。また、河川生物膜は多種多様な微生物群

から構成され、それらの間では複雑な相互作用が働いて

いることから、影響評価の際には、従来の単一生物種を

用いた個体群レベルではなく、群集レベルで評価するこ

とが必要である。 

 しかし、河川生物膜は多様で、微生物群集構造も

環境条件によって変動し、空間的・時間的に一様で

ないため、農薬の影響評価試験のために河川生物膜

を再現性よく得ることが困難である。影響評価試験

を可能にするためには、生物種を含めた実験系を標

準化し、再現性よく試験を実施できるようにするこ

とが要求される。そこで、本研究では、河川に生息

する代表的な複数の微生物を選抜し、それら既知の

微生物を用いて試験管内面に再現性があり、かつ、

標準化が可能なモデル生物膜を形成させ、そのモデ

ル生物膜を用いて農薬が及ぼす影響を評価する方法

について検討した。本モデル生物膜を用いた影響評

価手法が確立されれば、水域の微生物生態系に及ぼ

す農薬の影響を高い確度で予測できるようになると

考えられる。 

 イ 研究方法 

 (ア) モデル生物膜を構成する微生物の選抜（井

藤ら２)） 

  ａ 河川生物膜の細菌群集構造 

 モデル生物膜を構築するための微生物種を選抜す

る際の指標とするために、実際の河川中の生物膜を

構成する細菌群集構造を培養に依存しない方法で調

査した。出雲市赤川の石礫から４､６､７月に採取し
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た生物膜からそれぞれDNAを抽出し､それらの16S 

rDNAをPCR-DGGE法により解析した。出現した主要

なDNAバンドの塩基配列を決定し、データベースを

利用した相同性検索により近縁種を推定し、これら

のデータを基に河川生物膜の細菌群集構造を解析した。 

  ｂ 河川生物膜からの細菌の単離 

モデル生物膜を構築するための微生物を得る目的

で、出雲市赤川の石礫から採取した生物膜懸濁液を

接種源として､PYG寒天培地を用いた希釈平板法によ

り細菌を単離し、それらの16S rDNAを決定して系統

学的位置付けを明らかにした。また、河川生物膜に

生息している細菌の中から、実験で使用するガラス

製試験管の表面に付着する微生物を選抜する目的で、

同様に採取した生物膜懸濁液をガラス製平底試験管

中のPG-CSi培地に接種し、回転培養することでガラ

ス表面に生物膜を形成させた。その生物膜から同様

な方法で微生物を単離し､それらの系統学的位置付

けを調べた。 

  ｃ 河川生物膜から単離した細菌の選抜 

単離した細菌をガラス製平底試験管中のPG-CSi培

地に接種し、回転培養することでガラス表面に生物

膜を形成させ、ガラス表面と培養液のFDA分解活性

を測定してガラス表面への付着性を評価した。単離

した細菌の系統学的位置付けおよびガラス表面への

付着性からモデル生物膜に用いる細菌を選抜し、さ

らにその中から、培地での増殖性、PCR-DGGEの結

果、モデル生物膜のばらつきの大きさ等を考慮して、

供試微生物の再選抜を行なった。 

 (イ) モデル生物膜の作成と評価（井藤ら３）, 林

ら４)） 

  ａ モデル生物膜の作成 

 出雲市赤川の石表面の生物膜から単離した３種類

の細菌および微生物保存期間から入手した２種類の

珪藻をガラス製平底試験管中のCSi培地に接種し、光

照射下で回転培養することでモデル生物膜を形成さ

せた（写真2161-1）。 

  ｂ モデル生物膜の評価 

 実験を各３連で行い、形成されるモデル生物膜の

再現性を評価した。また、農薬がモデル生物膜に及

ぼす影響を評価する際の指標として、モデル生物膜

形成時における生物膜中の細菌および珪藻数、FDA

分解活性、クロロフィル量、16S rDNA PCR-DGGE

法による群集構造を経時的に測定した。 

(ウ) モデル生物膜の特徴（林ら５)） 

  ａ 珪藻を除いたモデル生物膜の挙動 

 珪藻を除いてモデル生物膜を形成させたときの生

物膜中の細菌数、FDA分解活性、16S rDNA PCR-DGGE

法による群集構造を調べることで、モデル生物膜に

おける珪藻群集の役割を評価した。 

  ｂ 細菌を除いたモデル生物膜の挙動 

細菌を除いてモデル生物膜を形成させたときの生物

膜中の珪藻数、クロロフィル量、FDA分解活性、16S 

rDNA PCR-DGGE法による群集構造を調べることで、

モデル生物膜における細菌群集の役割を評価した。 

 (エ) モデル生物膜を用いた農薬の影響評価（林

ら４), 林ら６)） 

  ａ 供試除草剤の検討 

 種々の除草剤に対する供試珪藻の感受性および細

菌による分解性を調べ、供試する除草剤を検討した。

珪藻の感受性は、それぞれの珪藻を異なる濃度の除

草剤を含むCSi培地で培養し、各濃度での増殖の有無

を判定した。細菌による分解性は、それぞれの細菌

について、各除草剤を10ppmの濃度で含むPTYG培地

で培養し、培養後の除草剤の濃度の変化をHPLCで分

析した。 

  ｂ アトラジンがモデル生物膜の形成に及ぼす

影響の評価 

写真2161-1 回転培養装置を用いたモデル生物膜

の作成 
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表2161-1 PCR-DGGE法および培養法に基づく河川生物膜の細菌群集構造 

PCR-DGGE法 直接培養法 付着細菌培養法 
細菌分類群 

4月 6月 7月 4月 6月 7月 7月 

Cyanobacteria 1 4 6 0 0 0 0 

Actinobacteria 0 0 0 4 2 0 0 

Bacteroidetes 0 1 2 3 1 1 0 

α-Proteobacteria 1 2 1 3 15 3 5 

β-Proteobacteria 3 2 1 8 17 10 7 

γ-Proteobacteria 1 1 0 9 1 1 1 

合計 6 10 10 27 36 15 13 

表2161-2 モデル生物膜を作成するために選抜した微生物 

菌株名 近縁種 

細菌 7-11 Pedobacter sp.  
T-5 Aquaspirillum sp.  
3-7 Stenotrophomonas sp.  

珪藻 N-71 Achnanthes minutissima 
N-803 Cyclotella meneghiniana 

 

図2161-1 細菌および珪藻数の経時変化
□：けんだく液細菌、■：生物膜細菌、

○：けんだく液珪藻、●：生物膜珪藻

図2161-2 FDA 分解活性の経時変化 
□：けんだく液、■：生物膜
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図2161-4 モデル生物膜の16S rDNA PCR-DGGE
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 モデル生物膜を形成させるときに異なる濃度のア

トラジンを添加し、生物膜中における細菌および珪

藻数、FDA分解活性、クロロフィル量、16S rDNA 

PCR-DGGE法による群集構造に及ぼす影響を評価し

た。この結果に基づき、モデル生物膜の形成時にお

ける除草剤アトラジンの50％影響濃度を求め、モデ

ル生物膜を用いた本評価手法の有効性を検討した。 

 ウ 研究結果 

(ア) モデル生物膜を構成する微生物の選抜 

PCR-DGGE法により解析した河川生物膜の細菌群

集構造は主にCyanobacteria､Bacteroidetes､α-､β-、

γ-Proteobacteriaで構成されていた（表2161-1）。培

養法により河川生物膜から単離した85株の細菌は､

Actinobacteria、Bacteroidetes､α-､β-、γ-Proteobacteria

で構成されていた（表2161-1）。PCR-DGGE法により

解析した生物膜構成細菌種との類似性、ガラス製試

験管の表面への付着性、16S rDNA PCR-DGGEによ

る群集構造解析の際のPCRにおける反応性および

DGGEにおける分離性を検討した結果、細菌として

Stenotrophomonas sp.(3-7), Aquaspirillum sp.(T-5), 

Pedobacter sp.(7-11) 、 珪 藻 と し て Cyclotella 

sp.(N-803)およびAchnanthes sp.(N-71)をモデル生

物膜の構成種として選抜した（表2161-2）。 

(イ) モデル生物膜の作成と評価 

 モデル生物膜中で細菌は１～４週間にわたり増加

し、珪藻は１週間で一定となった（図2161-1）。生物

膜のFDA分解活性は１～４週間にわたり徐々に増加

した（図2161-2）。生物膜のクロロフィルは１週間で

ほぼ一定となった（図2161-3）。生物膜中で、珪藻で

はAchnanthes sp.が優占していたが、細菌では３者が

ほぼ同程度に存在していた（図2161-4）。３連で行

なった実験でこれらの結果の間に大きな違いは認め

られなかった。 

(ウ) モデル生物膜の特徴 

珪藻を除いてモデル生物膜を形成させた場合、細

菌の増殖はほとんど認められず（図2161-5）、また、

FDA分解活性もほとんどの週で検出限界以下であっ

た（図2161-6）。 

図2161-5 細菌数の経時変化 

○：細菌、●：細菌＋珪藻

図2161-6 FDA 分解活性の経時変化 

○：細菌、●：細菌＋珪藻
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図2161-8 クロロフィル量の経時変化 
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表2161-3 各種除草剤に対する供試藻類の感受性（N-71/N-803） 

濃度 (ppb) 

100 300 400 500 700 800 1000 

アトラジン ○/○ ○/× ○/× △/× △/× ×/× ×/× 

アラクロール ○/○ ○/○ ○/○ ○/○ ○/○ ○/○ ○/○

DCMU ×/× ×/× ×/× ×/× ×/× ×/× ×/× 

2,4-D ○/○ － － － － － ○/○

ベンスルフロンメチル ○/○ － － － － － ○/○

カフェンストロール ○/○ － － － － － ○/○

メフェナセット ○/○ － － － － － ○/△

○：増殖、△：わずかに増殖、×：増殖せず、－：データなし

 細菌を除いてモデル生物膜を形成させた場合、生

物膜中での珪藻の増殖はほとんど認められず（図

2161-7）、また、クロロフィル量も増加しなかった（図

2161-8）。 

(エ) モデル生物膜を用いた農薬の影響評価 

 種々の除草剤に対する供試珪藻の感受性を表

2161-3に示す。また、供試した細菌はいずれもすべ

ての除草剤を分解しなかった。そこで、珪藻が異な

る感受性を示したアトラジンを以下の実験に用いる
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図2161-9 細菌数の経時変化 

□:0、○:200、■:400、●:800 ppb

図2161-10 珪藻数の経時変化 

□:0、○:200、■:400、●:800 ppb
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図2161-11 FDA 分解活性の経時変化

□:0、○:200、■:400、●:800 ppb

図2161-12 クロロフィル量の経時変化
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図2161-13 モデル生物膜の群集構造(４週) 
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こととした。 

 異なる濃度のアトラジン存在下でモデル生物膜を

形成させたところ、濃度が高くなるに従い珪藻およ

び細菌の増殖が抑制された（図2161-9、10）。また、

FDA分解活性（図2161-11）およびクロロフィル量（図

2161-12）も同様に抑制された。これらの結果から、

細菌および珪藻の増殖、FDA分解活性およびクロロ

フィル量に対するアトラジンの50％影響濃度は、そ

れぞれ、158 ppb (３wk)、159 ppb (１wk)、331 ppb 

(３wk)、240 ppb (１wk)と算出された。細菌の群集

構造は200 ppb以上で変化したが、珪藻では800 ppb

でも変化しなかった（図2161-13）。 

 エ 考 察 

(ア) モデル生物膜を構成する微生物の選抜 

モデル生物膜を構築するための微生物種を選抜す

る際の指標とするために、実際の河川中の生物膜を

構成する細菌群集構造を培養に依存しない方法で調

査し、同じ生物膜から単離した細菌と比較したが一

致するものは得られなかったので、生物膜中の細菌

のほとんどが簡単には培養できないことが示唆され

た。供試する微生物の数および組み合わせによって

群集構造を解析する際に精度が低下するので供試微

生物を限定する必要があった。 

(イ) モデル生物膜の作成と評価 

 試験は３連で、かつ、反復して実施したが再現性

に大きな問題はなく、影響評価試験を行う際に、一

定の微生物群集からなるモデル生物膜を提供できる

と考えられる。 

(ウ) モデル生物膜の特徴 

細菌または珪藻のみではいずれの場合も生物膜の

形成が不十分となり、生物膜の形成には細菌と珪藻

との間の相互作用が必要であることが示唆された。

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いると考えられる。 

(エ) モデル生物膜を用いた農薬の影響評価 

除草剤アトラジンの添加により珪藻の増殖が抑制

されると、単独ではアトラジンの影響を受けない細

菌の増殖も抑制され、さらに、その結果として生物

膜の形成に影響を及ぼすことが確認できたことから、

モデル生物膜に及ぼす影響を群集レベルで評価でき

ることが示唆された。また、本モデル生物膜を用い

ることによってアトラジンの50％影響濃度を求める

ことができ、本手法の有効性が確認された。ただし、

珪藻では増殖速度が速いため日単位での計数が必要

であることが示唆された。 

 オ 今後の課題 

 (ア) 他の除草剤、殺菌剤等異なる農薬を用いた

データを蓄積し、再現性を確認する。 

(イ) 珪藻では増殖速度を考慮し計数、クロロ

フィル測定の時期を再検討する。 

 (ウ) 単一種での影響濃度との比較により群集レ

ベルでの評価の意義を明らかにする。 

 (エ) 生物膜形成後の曝露、影響からの回復等、

多面的な評価手法について検討する。 

 (オ) 微生物群集構造への影響の意義について検

討する。 

 カ 要 約 

 化学物質、特に農薬の水域の微生物生態系に対す

る生態影響評価方法について、モデル生物膜を用い

て影響を群集レベルで評価する方法について検討し

た。河川生物膜の微生物群集を考慮し、供試細菌お

よび珪藻を単離、選抜し、モデル生物膜をガラス製

試験管中に再現性よく形成させた。このモデル生物

膜の細菌および珪藻数、活性、群集構造を測定する

手法を確立し、細菌および珪藻の生物膜形成におけ

る相互作用および役割を明らかにした。モデル生物

膜を用いて単独では影響を受けない細菌への間接的

な影響を検出でき、農薬の影響を群集レベルで評価

できた。さらに、モデル生物膜形成におけるアトラ

ジンの50％影響濃度を求め、本手法の有効性を明ら

かにした。 
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研究担当者（井藤和人＊） 

(2) 水生昆虫等水生生物に対する農薬等化学物質

の影響評価法の開発 

ア 研究目的 

現在、わが国の農薬登録制度では、OECDテストガ

イドラインに準拠する３種の標準試験生物種（浮遊

性緑藻類・ミジンコ類・魚類）を用いた急性毒性試

験を実施し、水生生物に対する農薬の生態影響を評

価している。しかし日本の陸水環境のうち、水稲用

農薬による汚染が も懸念される河川では、湖沼生

態系の生物群である浮遊性の緑藻類やミジンコ類が

ほとんど生息しておらず、必ずしも標準試験生物種

が河川生態系の生物群を代表しているとは言えない。

またわが国の河川に生息する在来生物種を用いた評

価法や知見は非常に少ない。そこで日本の河川生態

系の一次消費者として重要な位置を占める水生昆虫

の中から新たに試験生物種を確立し、日本の農業形

態や自然環境に即した農薬等化学物質の影響評価法

を開発することを目的とした。 

イ 研究方法 

(ア) 試験生物候補の選定 

選定の参考とするため、水生昆虫類の試験生物化

に関する先行研究について文献調査を行い、生態学

的・生物学的性質を考慮しつつ、流水性水生昆虫の

中から試験生物化する候補を選定した。 

 (イ) コガタシマトビケラ野外個体群の殺虫剤に

対する感受性調査 

 コガタシマトビケラを試験生物として広く普及さ

せるためには、履歴や薬剤に対する感受性が判明し

ている標準系統を確立する必要がある。そこで野外

個体群の薬剤感受性を把握し、妥当な感受性をもつ

個体群を標準系統として選定することとした。具体

的には各地の河川からコガタシマトビケラ５齢幼虫

および他種のトビケラ類幼虫（４齢または５齢幼虫）

を採集し、多田１)の方法を改良した急性毒性試験法を

用いて殺虫剤に対する感受性（96時間半数致死濃

度：96h LC50）を求め、各個体群の感受性を比較した。

感受性の検定には、水稲への適用があり、燻蒸剤を

除く化学合成殺虫剤の中で も出荷量が多く、様々

な水生生物に対する毒性データがそろっている有機

リン系殺虫剤のフェニトロチオン（MEP）を基準物

質として用いた。 

(ウ) コガタシマトビケラの飼育法の開発 

 野外から採集した５齢幼虫を室内累代飼育の初発

世代とし、各成長段階（卵期、幼虫期、羽化期、成

虫期）における室内飼育条件の検討および飼育装置

の開発を行った。各世代の総成虫数、卵塊数、産卵

率（産卵した雌の割合）、ふ化率等を記録し、室内累

代飼育の成否を評価した。 

写真2162-1 コガタシマトビケラの生活環 

コガタシマトビケラは完全変態をする昆虫である。成虫期のみ陸上生活を送り、その他の期間は流水

中で生活する。 

成虫（♀）卵塊

5齢

4齢
3齢

2齢
1齢幼虫

蛹

5mm
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図2162-1 トビケラ類幼虫(４～５齢期)の MEP に対する96h LC50値 

1)種名は「トビケラ」を略す。2)○、中流域・農業用水路で採集された個体群。3)◇、源

流～上流域で採集された個体群。4)◆、コガタシマトビケラの MEP 高感受性個体群。5)

図中矢印で示した H2系統を標準系統に選定した。 

 (エ) １齢幼虫を用いた農薬の急性毒性試験法の

開発 

 大量の試験個体を一度に準備でき、成長段階が均

一で感受性が高いふ化24時間以内の１齢幼虫を用い

た農薬の急性毒性試験法を検討した。試験容器、光

条件、試験助剤、明確なエンドポイントなどの試験

条件の検討を行った。また2004年６月７日に横浜市

内の河川（宮川）から採集したH2系統の１齢幼虫を

用いてMEPの急性毒性試験を５回実施し、試験の再

現性を評価した。 

(オ) 殺虫剤に対する感受性データの整備 

 水稲用殺虫剤を中心に、作用機作の異なる30種類

の殺虫剤に対する１齢幼虫の急性毒性試験を実施し、

感受性データ（48時間半数影響濃度：48h EC50）を整

備するとともに、既存の試験生物種であるミジンコ

類の感受性データ（文献値）と比較し、試験生物と

しての妥当性を検討した。ミジンコ類の感受性デー

タは農薬ハンドブック２)、Pesticide Manual ３ )、

Pesticide Ecotoxicity Database ４)から引用した。 

(カ) マニュアルの作成 

開発した飼育法および急性毒性試験法をマニュア

ルとして発行するとともに電子ファイルをWEBサイ

ト上で公開した。 

ウ 研究結果 

(ア) 試験生物候補の選定 

流水性水生昆虫は室内飼育が困難であるため、累

代飼育や試験生物化に関する研究例は国内外ともに

少なく、数種のカゲロウ類、トビケラ類に関する研

究が報告されているにすぎない（Anderson ５)、 

Fremling ６)、 Greveら７)、 野崎・島田８)）。しかしト

ビケラ類は、種は限られているものの携巣性および

造網性のどちらのトビケラ類でも累代飼育が実現さ

れており（Anderson ５)、 Greveら７)、 野崎・島田８)）、

試験生物化の実現可能性が流水性水生昆虫の中で

も高いと判断された。したがって本研究ではトビケ

ラ類、特に造網性のシマトビケラ科を対象にするこ

ととした。シマトビケラ科は急流の多い我が国の河

川の早瀬や平瀬といった環境に適応しており、個体

数や現存量が多く、世界的に見ても河川生態系の優

占種として重要である（Wiggins ９)）。その中でも日

本に広く分布し、河川の上流から下流にかけて生息

しており、国土交通省の河川水質判定の指標生物に

も選ばれているコガタシマトビケラCheumatopsyche 

brevilineataを新しい試験生物候補に選定した（写真

2162-1）。コガタシマトビケラは主に藻類食性で（八

木・笹川10)）、共食いが起こりにくく、休眠期がない

ことなど、試験生物として適した性質を持っている。 

 (イ) コガタシマトビケラ野外個体群の殺虫剤に

対する感受性調査 

 全国27地点から採集した４科11種のトビケラ類幼

虫、計37個体群のMEPに対する96h LC50を図2162-1

に示した。コガタシマトビケラはMEPに対し幅広い

感受性を示した（96h LC50：13～＞4000μg/L）。コ

ガタシマトビケラのMEP高感受性個体群（96h LC50：

＜50μg/L）は東北から東海地方の５地点で採集され

た（図2162-1）。 
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図2162-2 コガタシマトビケラの室内累代飼育の概要 

1)卵塊の蓄養：ふ化直前まで飼育水を十分通気する。

2)幼虫の飼育：スターラーで飼育水を撹拌し十分通気して飼育する。

3)羽化期の飼育：幼虫飼育水槽を羽化用ゲージに入れる。

4)成虫の飼育と採卵：成虫を産卵用水槽に入れ、水中の産卵用基質に卵塊を産み付けさせる。 

 これら個体群のMEPに対する感受性は、源流部に

生息域が限定されているトビケラ種（アミメシマト

ビケラ、セリーシマトビケラ等）の感受性と同程度

であった。本研究ではMEP高感受性系統の中から、

室内環境において産卵率が高いH2系統を標準系統に

選定した。 

(ウ) コガタシマトビケラの飼育法の開発 

 コガタシマトビケラの室内累代飼育法を開発する

に当たり、効率的な飼育を実現するため幼虫飼育水

槽、羽化用ゲージ、産卵用水槽、産卵用基質を新た

に開発した。ただし飼育の効率は劣るものの、これ

らの器具は市販品で代替することができる。 

コガタシマトビケラの室内飼育条件は室温20℃、

長日条件（18時間明期：６時間暗期）とした。図2162-2

に開発した室内累代飼育法の概要を示した。以下に

飼育の概要を説明するが、詳細は飼育法マニュアル

（後述）を参照されたい。幼虫の飼育ではスターラー

を用いて飼育水を撹拌し流水環境を再現することに

より大量飼育が可能となった。幼虫の餌は、様々な

種類（藻類、魚用飼料、ほうれん草粉末など）を検

討した結果、仔エビ用飼料および魚用飼料が も幼

虫の飼育に適していた。若齢幼虫期は水質・底質が

腐敗しないように飼育水の掛け流し量と投餌量の管

理に留意する。成虫が飛散しないように羽化期の幼

虫飼育水槽を羽化用ゲージの中に入れ、羽化してき

た成虫を産卵用水槽に移す。成虫は水中の産卵用基

質（石、レンガ片、塩化ビニル基盤など）に卵塊を

産み付ける。十分通気しながら卵塊を蓄養し、ふ化

した１齢幼虫を新しい幼虫飼育水槽で飼育する。以

上の飼育法でおよそ年間４世代の飼育が可能となっ

た。 

 コガタシマトビケラ幼虫３個体を初発世代として

累代飼育を行ったH2系統の結果では、第12世代まで

の平均産卵率は86%で、室内環境下で効率よく産卵さ

せることができた。平均卵塊サイズ（卵塊１個あた

りの卵数）は217卵であった。卵塊のふ化率は第９世

代目に44%まで低下したが、その後は回復した。累代

飼育が進むにつれ個体数が増加するとともに世代の

重複が顕著になり、第８世代以降は毎週数十個の卵

塊が得られるようになった（図2162-3）。 

 (エ) １齢幼虫を用いた農薬の急性毒性試験法の

開発 

 開発した48時間急性毒性試験法の試験条件を表

2162-1に示した。以下に試験の概要を解説するが、

詳細は急性毒性試験法マニュアル（後述）を参照さ

れたい。試験容器にはポリスチレン製48穴マルチ

ディッシュか、２mL容量のガラスバイアルを用い、

各穴（または各バイアル）に１個体ずつ収容するこ

1)

2) 3)

4) 産卵用水槽

羽化用ゲージ

成虫

交尾

産卵
産卵用基質（石、
レンガ、塩ビ板）

スターラー

幼虫

通気

卵塊

掛け流し

3～4ヶ月／世代
（20℃

3～4ヶ月／世代
（20℃）
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ととした。マルチディッシュは試験観察が容易だが、

オクタノール-水分配係数（log Pow）が４以上の農薬

を試験する場合は、試験結果が安定しないため使用

を避ける。１齢幼虫は水面へ浮上しやすいが、幼虫

の正の走光性を利用して試験容器底面から連続光を

照射することにより試験個体を容器底面へ誘引して

浮上を防止する。ただし水中光分解性の高い農薬に

関しては暗条件で試験を行う。暗条件の試験では、

気相を含まないように試験容器を試験水で満たしガ

ラス板で密閉する。試験助剤には１齢幼虫に対し低

毒性のアセトン、メタノールが推奨される。急性毒

性の判定は、ピペットで試験水を軽く撹拌し水流刺

激を与えたとき、伸身開脚反応（体を伸ばし、脚を

広げる反応）を示さない個体を影響個体と判定する

（図2162-4）。MEPの急性毒性試験を５回行った結果、

１齢幼虫（H2系統）のMEPに対する48h EC50は平均

8.0±0.6μg/Lとなり、試験の再現性は良好であった

（図2162-5）。 

(オ) 殺虫剤に対する感受性データの整備 

 殺虫剤に対する１齢幼虫（H2系統）の感受性はピ

レスロイド系・フィプロニル＞有機リン系＞ネオニ

コチノイド系＞カーバメート系・ネライストキシン

系＞昆虫成長制御剤・ピメトロジンの順に高かった

（図2162-6）。ミジンコ類と感受性を比較すると、有

機リン系・カーバメート系殺虫剤では感受性差が10

倍以内で、ほぼミジンコ類と同程度の感受性を示し

たが、ネオニコチノイド系・フィプロニルでは感受

性差が大きく、これらの薬剤ではコガタシマトビケ

ラ１齢幼虫の方が、1,000～100,000倍程度感受性が

高かった。 

図2162-3 H2系統の累代飼育における羽化個体数と卵塊数 

1)F7世代目までは1～3個、F8世代以降は4～6個の幼虫飼育水槽を用いて飼育を行った。

2)P 世代：親世代（初発世代）。

表2162-1 1齢幼虫を用いた急性毒性試験条件 

  

1)試験容器は農薬の log Pow により決定する。

2)水中光分解性の高い農薬は暗条件での試験が可能である。

3)伸身開脚反応：ピペットで試験水を撹拌し水流刺激を試験個体に与えたとき、試験個体が体を伸ばし、

脚を広げる反応のこと。
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2004年 2005年 2006年 2007年
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試験生物 1 齢幼虫（ふ化 24 時間以内） 

試験容器
ポリスチレン製 48 穴マルチディッシュ or
ガラスバイアル(2mL) 

試験個体数 20 個体／濃度区（1 個体／穴） 
試験水量 1.5～2.0mL／穴 
試験水の交換 止水

試験水の撹拌 なし

通気・給餌 なし

底質 なし

試験期間 48 時間 
温度 20℃ 

光条件
白色蛍光灯（3000 lux）を底面から連続照射 or
暗条件

エンドポイント 水流刺激に対する伸身開脚反応
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図2162-4 試験個体に対する農薬の急性毒性の判定フローチャート 

①遊泳または匍匐している個体は正常個体と判定する。

②丸まっている等、動かない個体にはピペットで水流刺激を与える。

③水流刺激により、丸まっていた個体が伸身開脚反応を示せば正常個体と判定する。

④水流刺激を与えても動かない個体は農薬の影響を受けた個体と判定する。

 

図2162-5 H2系統の1齢幼虫における MEP の濃度－反応曲線(5回反復試験) 

プロビット法により計算された各試験の48h EC50値は7.3、7.4、8.1、8.4、8.7μg/L となり、

平均値（±標準偏差）は8.0（±0.6）μg/L となった。 

(カ) マニュアルの作成 

 開発した飼育法および急性毒性試験法に関して

「コガタシマトビケラの飼育法マニュアル」および

「コガタシマトビケラ１齢幼虫を用いた農薬の急性

毒性試験法マニュアル」を発行し、冊子を無償で配

布した。マニュアルでは、多数の写真や図表を用い

て飼育法や毒性試験法を平易に解説している。さら

にマニュアルのPDFファイルを、農業環境技術研究所

Webサイト（http://www.niaes.affrc.go.jp/）で公開

し、自由に閲覧できるようにした。 

エ 考 察 

(ア) 試験生物としての生態学的妥当性 

 試験生物候補に選定したコガタシマトビケラは高

密度で国内の河川に生息していることが知られてお

り（八木・笹川10)）、河川の一次消費者として重要な

水生昆虫である。またその生息域は河川上流域から

下流域にわたり、水稲用農薬に曝露されうる河川環

境と重複している。このような生態学的見地から、

コガタシマトビケラは生態影響評価の対象となる河

川生態系の一次消費者を代表する試験生物種候補と

して妥当であると考えられる。 

試験個体

影響個体 （無反応個体） 正常個体
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図2162-6 30種殺虫剤に対する1齢幼虫（H2系統）の感受性 

1) ●：コガタシマトビケラ 1 齢幼虫、○：ミジンコ類（文献値） 

2) →：48h EC50 値がそれ以上であることを示す。

 (イ) 農薬の感受性からみたトビケラ類における

代表性 

 コガタシマトビケラは、国土交通省の水質階級判

定法における「II.少し汚い水の生物」の指標生物に

なっている。また、コガタシマトビケラは農薬に汚

染された河川に生息し、農薬に対し感受性が低いこ

とが知られている（Tada & Shiraishi 11)）。コガタシマ

トビケラの農薬に対する低感受性のメカニズムの一

つとして、MEPに対する低感受性化について調べた

Konnoら12)は、体内のMEPオキソン体結合タンパク質

の働きによりコガタシマトビケラが低感受性化する

ことを明らかにした。一方、西本13)は生息環境、特に

耕地からの流出農薬の負荷の度合いが感受性に関連

していることを示した。本研究では、コガタシマト

ビケラはMEPに対し幅広い感受性（感受性差300倍以

上）を示した。MEP高感受性個体群は集水域に農耕

地がほとんどない源流～上流域に、低感受性個体群

は農耕地を流れる中流域や農業用水路に生息する傾

向があり、これは西本13)の報告と一致した結果となっ

た。コガタシマトビケラのMEP高感受性個体群は各

地に分布しており、本種がもともとMEPに対し感受

性の高い水生昆虫であることが推測される。MEP高

感受性個体群は、生息域が源流部に限定的で、農薬

の曝露を過去に経験していないと考えられるアミメ

シマトビケラやセリーシマトビケラのようなトビケ

ラ類と同程度のMEP感受性を示しており、感受性の

観点からすれば、コガタシマトビケラは少なくとも

トビケラ類を代表しうる試験生物種になると考えら

れる。また標準系統については、農薬感受性種の保

全の観点にたちMEP高感受性個体群の中からを選定

することが妥当であると考えられる。したがって本

研究ではMEP高感受性個体群の中から、特に室内環

境で産卵率が高かったH2系統を標準系統に選定した。 

(ウ) 室内飼育における試験生物としての妥当性 

 コガタシマトビケラの飼育システムは流水性水生

昆虫としてはコンパクトであり、魚類を飼育できる

研究施設であれば、コガタシマトビケラを飼育する

ことが可能である。またコガタシマトビケラは人工

飼料のみで飼育できる利点がある。コガタシマトビ

ケラは休眠期がなく、野外では複数の夏世代が重複

しており、コホート（同時出生個体群）が完全に分

離していない （Mochizukiら14)）。従って繁殖条件が
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整っている室内飼育環境においては常に成虫が発生

し、試験個体としての１齢幼虫を年中供給すること

が可能である。累代飼育法は確立しているものの、

世代時間の長いホタルトビケラ（野崎８)）に比べ、コ

ガタシマトビケラは試験生物に適した性質を持って

いると考えられる。 

 (エ) 農薬の感受性からみた試験生物としての妥

当性 

 コガタシマトビケラの殺虫剤に対する感受性は、

既存試験生物種であるミジンコ類と同程度かそれよ

りも高いことが判明した。特にネオニコチノイド系

のような、特定の作用機作を持つ殺虫剤ではミジン

コ類と大きく異なる感受性を示し、コガタシマトビ

ケラは毒性評価において新たに重要な知見を提供す

るものと考えられる。ミジンコ類以外の水生節足動

物の感受性（Beketov & Liess 15)、 Overmyer ら16)、 

Sánchez-Bayo & Goka 17)）と比較すると、コガタシ

マトビケラのネオニコチノイド系殺虫剤に対する感

受性は極端に高いわけではなく、むしろ実際の生態

系に生息し、影響評価の対象となる水生昆虫類の感

受性に近いと考えられる。試験生物としてのコガタ

シマトビケラは、薬剤感受性の見地からしてもミジ

ンコ類に比べ水生昆虫に対する代表性が高いと考え

られる。したがって河川の一次消費者に対する農薬

の生態影響評価において、コガタシマトビケラは有

用な試験生物になりうると考えられる。 

オ 今後の課題 

 (ア) 新しい試験生物種としてのコガタシマトビ

ケラの活用 

現行の農薬登録制度における水産動植物に対する

生態影響評価では、2005年の改正農薬取締法の施行

に際し、無脊椎動物の標準試験生物種であるオオミ

ジンコに加え、追加試験生物種としてヌマエビ、ヌ

カエビ、ヨコエビ、ユスリカ幼虫を用いた追加試験

が実施できるようになった。しかし河川生態系にお

いて重要な生物群である水生昆虫、特にカワゲラ類、

カゲロウ類、トビケラ類は、試験個体の供給などの

技術的な問題から追加試験生物種に選定されなかっ

た。このような技術的問題が解決されたコガタシマ

トビケラは流水性水生昆虫を代表する有用な試験生

物である。将来的には現行の生態影響評価制度に追

加試験生物種として組み込むことにより、日本の農

業形態(特に水田)や自然環境(特に流れの速い河川

環境)に即した農薬の生態影響評価が可能になると

考えられる。 

(イ) 個体群レベルでの評価法の開発 

 本研究において開発された試験法は、 も感受性

の高い１齢幼虫を用いた、個体の生死を評価基準と

する個体レベルの評価法である。しかし実際の生態

系では、感受性の異なる様々な成長段階が含まれた

個体群として生息しており、回復性等を考慮した個

体群レベルでの評価法の開発が必要とされる。その

ためには、個体群レベルの評価法における適切なエ

ンドポイントの検討を含め、各成長段階における薬

剤感受性を評価するための成長段階別の試験法の開

発や個体群動態モデルの開発を行う必要がある。 

カ 要 約 

(ア) 試験生物種候補の選定 

日本の河川生態系の一次消費者として生態学的に

重要な水生昆虫の一種であるコガタシマトビケラを

試験生物種候補に選定し、その室内累代飼育法およ

び急性毒性試験法を開発することとした。 

(イ) コガタシマトビケラ野外個体群のMEP感受

性 

 コガタシマトビケラ野外個体群のMEPに対する感

受性を調査した結果、コガタシマトビケラは幅広い

MEP感受性を示したが、感受性が高い他種のトビケ

ラ類と同程度の感受性を示すMEP高感受性個体群が

各地に生息していることが判明し、薬剤に対する感

受性の観点からもコガタシマトビケラは試験生物種

として妥当であることが示唆された。また確認され

たMEP高感受性個体群の中からH2系統（神奈川県横

浜市産）を急性毒性試験の標準系統に選定した。 

(ウ) コガタシマトビケラの飼育法の開発 

効率的に室内でコガタシマトビケラを飼育するた

めに各成長段階の飼育器具を新たに開発した。また

幼虫期の飼育では飼育水をスターラーで撹拌し流水

環境を再現するとともに、飼育水の掛け流しによる

水質管理を行い、市販の人工飼料を給餌して幼虫の

大量飼育を実現した。室内環境下（20℃、長日条件）

で成虫に効率良く産卵させることに成功し、一年を

通じて安定的かつ大量に試験個体としての１齢幼虫

を供給することが可能となった。本飼育法について

マニュアルを発行し、電子ファイルをWEB上に公開

した。 

(エ) １齢幼虫を用いた農薬の急性毒性試験法の
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開発 

 感受性の高い１齢幼虫を用いた48時間の急性毒性

試験法を開発した。本試験法は供試する農薬のlog 

Powや水中光分解性によって試験容器と光条件を適

宜選択することができる。試験観察では、試験個体

にピペットで水流刺激を与えたときの伸身開脚反応

の有無で急性毒性を明確に判定することが可能であ

る。本試験法についてマニュアルを発行し、電子ファ

イルをWEB上に公開した。  

(オ) 殺虫剤に対する感受性データの整備 

 作用機作の異なる30種類の殺虫剤に対する１齢幼

虫の感受性を評価した結果、１齢幼虫は、標準試験

生物種のミジンコ類と同程度か、それよりも高い感

受性を持っていることが判明した。特にネオニコチ

ノイド系を含む幾つかの殺虫剤に対してはミジンコ

類と大きく異なる感受性（感受性差：＞100,000倍）

を示し、コガタシマトビケラが毒性評価において新

たに重要な知見を提供する有用な試験生物種である

ことが示唆された。 
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(3) 水生絶滅危惧植物を用いた化学物質の生態リス

ク評価法の開発 

ア 研究目的 

これまでの毒性曝露比（TER）に代表される化学物

質の生態リスク評価法は、毒性試験に供試した生物

種の特性や毒性試験の環境条件に大きく依存してし

まい、多様な生物種を含む生態系への影響を評価で

きる手法には至っていない。近年、人間活動に伴う

生物多様性の減少が指摘され国民的な関心を呼んで

いるが、水田地帯や河川等の公共用水域においても

水生生物の減少が大きな問題となっている。これに

対して、生物多様性保全との両立を目指した農薬等

化学物質の管理指針を策定するためには、多種類の

生物に対する化学物質の生態毒性を評価し、生物の

絶滅をエンドポイントとする生態リスク評価法を確

立して化学物質の影響評価に活用する必要がある。

そこで本研究は、主として水稲用除草剤を対象化学

物質とし、多種類の水生絶滅危惧植物（維管束植物）

を用いて生態毒性を明らかにし、さらに水生維管束

植物の絶滅をエンドポイントとする生態リスク評価

法を開発することを目的とした。

イ 研究方法 

(ア) 個体レベルの生態毒性試験法

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（普通種）であるコウキクサ、イボウキクサを用い

て、水稲用除草剤ベンスルフロンメチル、シメトリン、

ベンチオカーブ、メフェナセットを対象物質として

OECD法１）に準拠した濃度一定の水耕曝露試験を実施

し、乾物重または葉状体数の相対成長速度を対数ロジ

スティックモデルに回帰して個体レベルの急性毒性

値（50%影響濃度（EC50））を推定し、農薬取締法の試

験植物である緑藻のEC50 ２）と比較した。 
(イ) 個体群レベルの生態毒性試験法

準絶滅危惧種であるタコノアシを用いて除草剤ベ

ンスルフロンメチルの曝露試験（水田下層土の湛水

土耕試験または二段階濃度処理水耕試験）を実施し、

生活史段階別の毒性値として個体レベルのEC50と

50%致死濃度（LC50）を推定した。この結果を用い

て、４生活史段階（種子、種子繁殖体の開花、栄養

繁殖体の出芽（未開花）、栄養繁殖体の開花）の推移

行列を作成し、未知のパラメータである種子休眠率

と栄養繁殖体生存率を0～0.9の範囲で与えて、除草剤

濃度別に内的自然増加率（r）を算出した。さらに、

対数ロジスティックモデルを用いて、個体群レベル

の毒性値として個体群が絶滅する閾値（r=０）の濃度

（EpC（r=０））３）を推定した。 

(ウ) 水稲用除草剤の生態リスク評価法

農薬取締法に定められた計算式４)に基づき、除草剤

ベンスルフロンメチルの第１段階環境中予測濃度

（曝露期間は３日）を算出した。この環境中予測濃

度と日本の河川で実測された同除草剤の 高濃度５)

を環境中濃度とし、タコノアシのEC50とEpC（r=０）

の 小値をそれぞれ個体レベルと個体群レベルの生

態毒性基準値として比較し、環境中濃度が生態毒性

基準値を超えたときに生態リスクが高いと評価した。 

ウ 研究結果 

(ア) 個体レベルにおける水稲用除草剤の生態毒

性

 水稲用除草剤の急性毒性（EC50）は、試験植物種

によって大きく異なった（表2163-1）。すなわち、ベ

ンスルフロンメチルでは準絶滅危惧種のサンショウ

モ、メフェナセットでは準絶滅危惧種のタコノアシ、

ベンチオカーブでは普通種のコウキクサ、シメトリ

ンでは普通種のイボウキクサがそれぞれ も高い感

受性を示した。しかし、いずれの植物種もベンスル

フロンメチルのEC50が も低く、供試した除草剤の

中ではスルホニルウレア系除草剤であるベンスルフ

ロンメチルの生態毒性が も高いと考えられた。

EC50を緑藻と水生の維管束植物で比較したところ、

メフェナセット、ベンチオカーブ、シメトリンにつ

いては、緑藻のEC50と本研究で用いた水生維管束植

物のそれは概ね一致した（表2163-2）。しかし、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、緑藻より絶滅危

惧植物の方が高感受性だった。したがって、緑藻を

用いた試験では、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。

 (イ) 個体群レベルにおける水稲用除草剤の生態

毒性

 タコノアシの生活史段階のうち、種子発芽と栄養

繁殖体の栄養成長は通常使用されるベンスルフロン

メチルの濃度レンジで影響を受けなかったが、三葉

期実生の栄養成長は も感受性が高かった（表

2163-3）。
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表2163-1 水稲用除草剤の維管束植物に対する急性毒性 

水耕試験 

除草剤 植物種 分類群
絶滅危

惧ランク
曝露期

間（日）

EC50 

(µg/L) 

毒性基準値

(µg/L) 

ベンスルフロンメチル オオアカウキクサ シダ Ⅱ類 12 2.0-5.8 

サンショウモ シダ 準絶滅 12 0.22-1.6 

デンジソウ シダ Ⅱ類 10 47 

タコノアシ 双子葉 準絶滅 10 0.29 

コウキクサ 単子葉 普通 7 0.94 

イボウキクサ 単子葉 普通 7 0.34 

0.22 

メフェナセット オオアカウキクサ シダ Ⅱ類 12 >30 

サンショウモ シダ 準絶滅 12 >30 

デンジソウ シダ Ⅱ類 10 4208 

タコノアシ 双子葉 準絶滅 10 63 

コウキクサ 単子葉 普通 7 73 

イボウキクサ 単子葉 普通 7 97 

63 

ベンチオカーブ オオアカウキクサ シダ Ⅱ類 12 >26 

サンショウモ シダ 準絶滅 12 >26 

デンジソウ シダ Ⅱ類 10 2441 

タコノアシ 双子葉 準絶滅 10 173 

コウキクサ 単子葉 普通 7 21 

イボウキクサ 単子葉 普通 7 24 

21 

シメトリン オオアカウキクサ シダ Ⅱ類 12 >21 

サンショウモ シダ 準絶滅 12 >21 

デンジソウ シダ Ⅱ類 10 68 

タコノアシ 双子葉 準絶滅 10 54 

コウキクサ 単子葉 普通 7 39 

イボウキクサ 単子葉 普通 7 29 

29 

表2163-2 水稲用除草剤の維管束植物と緑藻に対する急性毒性 

維管束植物 緑藻類 

除草剤 
植物種 

曝露期間

（日） 

EC50 

(µg/L)
植物種 

曝露期

間（日） 

EC50 

(µg/L) 

ベンスルフロンメチル サンショウモ 12 0.22 3 62 

メフェナセット タコノアシ 10 63 3 61 

ベンチオカーブ コウキクサ 7 21 3 78 

シメトリン イボウキクサ 7 29 

セレナスト

ルム2) 

3 37 

 タコノアシの生活史段階は、種子段階、種子繁殖

体の開花段階、栄養繁殖体の出芽段階（未開花）、栄

養繁殖体の開花段階の４段階に集約できた（図

2163-1）。この４生活史段階の推移行列から求めた内

的自然増加率（r）は、除草剤ベンスルフロンメチル

濃度と明瞭な対数ロジスティック関係を示した（図

2163-2）。除草剤濃度別に対数ロジスティックモデル

で推定したEpC（r=０）は、種子休眠率・栄養繁殖体

生存率が低いほど減少し、その 小値は3.3μg/Lで
あった（図2163-3）。種子休眠率が０の時、栄養繁殖

体生存率が0.5以上では、いずれの除草剤濃度でもr

は正の値を示した。
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表2163-3 タコノアシの各生活史段階におけるベンスルフロンメチルの

50%影響濃度(EC50)と50%致死濃度(LC50) 

生活史段階 
曝露期間

（日） 
測定エンドポイント EC50 (µg/L) † LC50 

(µg/L) 

発芽種子 20 発芽率 >115 ‡ -

20 幼根伸長 29 (9.3 - 160) 

3葉期実生 10 生重成長速度 0.29 (0.06 - 1.6) 4.4 

10 生重回復速度 1.4 (1.1 - 1.8) 

>7葉期実生 21 乾重成長速度 15 (9.3 - 24) 22 

81 乾重成長速度 16 (9.3 - 30) 

158 種子生産数 9.0 (4.3 - 19) 

栄養繁殖体 77 乾重成長速度 >115 ‡ -

† 括弧内は95%信頼区間, 
‡ 関東以西における標準施用量を使用した場合の最高濃度.
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図2163-3 タコノアシ個体群が絶滅する閾値の除草剤ベンスルフロンメチル濃度（EpC（r=0））と種子休眠率

（左図：栄養繁殖体生存率0.4の場合）ならびに栄養繁殖体生存率（右図：種子休眠率0の場合）

の関係

図2163-1 タコノアシの生活史段階の推移
S: 種子 
J: 種子繁殖体の開花 
C1:栄養繁殖体の出芽（未開花） 
C2:栄養繁殖体の開花 

図2163-2 除草剤ベンスルフロンメチル濃

度と内的自然増加率の関係（種子休

眠率0.9，栄養繁殖体生存率0.4の場

合） 
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 (ウ) 水稲用除草剤ベンスルフロンメチルの生態

リスク

 農薬取締法に基づくベンスルフロンメチルの第１

段階環境中予測濃度は関東以西で0.73μg/L、関東以

北で1.1μg/Lであった。また、日本の河川で実測され

たベンスルフロンメチルの 高濃度は2.3μg/Lで
あった。タコノアシの個体レベルの生態毒性値

（EC50）は0.29μg/Lであり（表2163-1）、第１段階環

境中予測濃度、実測 高濃度ともに個体レベルの生

態毒性値より高く、生態リスクが高いと評価された。

一方、個体群レベルの生態毒性値（EpC（r=０）の

小値）は第１段階環境中予測濃度や実測 高濃度よ

り高く、河川に流出する濃度レンジではタコノアシ

は存続可能であり、生態リスクは低いと評価された。 

エ 考 察 

 準絶滅危惧植物タコノアシにおける除草剤ベンス

ルフロンメチルの生態リスクは個体レベルと個体群

レベルの評価で異なった。評価に用いた個体レベル

のEC50は、10日間一定濃度に曝露した結果である（表

2163-1）。しかし、第１段階環境中予測濃度は３日間

の平均濃度、実測 高濃度は瞬間値であり、時間ス

ケールが異なる。したがって、一定濃度を長期間曝

露する個体レベルの試験では生態リスクを過大評価

している可能性がある。一方、個体群レベルの毒性

値は、曝露濃度が減衰する試験に基づいており、第

１段階環境中予測濃度や実測 高濃度との比較に適

していると考えられる。したがって、個体群レベル

の生態毒性基準値とした3.3μg/Lを除草剤ベンスル

フロンメチルの生態学的許容濃度と見なすことがで

きる。

個体レベルと個体群レベルの評価が乖離するもう

一つの理由として、タコノアシの栄養繁殖体の成長

が除草剤濃度に依存しなかったこと（表2163-3）が

考えられる。個体レベルの評価に用いた三葉期実生

は結果的に も感受性の高い生活史段階であり、

ワーストケースの評価となった。一方、個体群レベ

ルの評価では、除草剤感受性の低い栄養繁殖体の成

長を加味するため、それが三葉期実生段階における

損失を補償して個体群を増加させたと考えることが

できる。このように除草剤感受性の異なる生活史段

階を持つ植物では、個体レベルと個体群レベルの評

価が乖離しやすいことに留意する必要がある。

オ 今後の課題 

 今回のタコノアシ個体群存続性解析には、密度効

果や群集レベルの相互作用が考慮されていない。こ

れらの因子をモデルに組み込むには、高次レベルの

試験を実施する必要がある。しかし、個体群レベル

の評価は時間がかかるため、簡易評価法を開発する

ことが望まれる。また、予測が不確実な事前評価だ

けでリスク管理を行うのではなく、モニタリングに

よる事後評価を組み合わせた順応的管理法を開発す

ることも今後の重要な研究方向である。

カ 要 約 

 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、現行の藻類に対する成長阻

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。そこで、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

ウキクサを試験植物とし、水稲用除草剤を対象農薬

として短期曝露試験を実施し、個体レベルの生態毒

性値として50%影響濃度（EC50）を明らかにした。そ

の結果、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、緑藻類と絶滅危惧植物のサ

ンショウモで100倍程度も異なり、緑藻類より絶滅危

惧植物の方が高感受性だった。したがって、代表的

な試験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。

次に、水稲用除草剤の生態リスクを個体群レベル

で評価するため、タコノアシを用いて生活史段階別

に除草剤ベンスルフロンメチルの曝露試験を実施し、

除草剤処理濃度別に推移行列を作成して、ベンスル

フロンメチル濃度と内的自然増加率（ｒ）の関係を

モデル化し、個体群レベルの生態毒性値として個体

群が絶滅する閾値（r=０）の濃度（EpC（r=０））を

推定した。その結果、EpC（r=０）の 小値は3.3
μg/Lであり、農薬取締法に基づく第１段階環境中予

測濃度（0.7～1.1μg/L）や日本の河川で実測されたベ

ンスルフロンメチルの 高濃度（2.3μg/L）より高い

ため、河川に流出する濃度レンジではタコノアシは

存続可能であると評価された。また、個体レベルの

生態毒性値（EC50 小値）は、個体群レベルの生態

毒性値（EpC（r=０） 小値）より10倍以上も小さく、

一定濃度を曝露する個体レベルの試験では生態リス
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クを過大評価する可能性が示唆された。
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担当研究者名(池田浩明＊，小沼明弘) 

７ 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 

(1) 魚類の生殖内分泌中枢に及ぼす有機スズ化合物

の影響評価法の開発 

 ア 研究目的 

有機スズ化合物等の内分泌攪乱物質が生物に及ぼ

す影響に関しては、近年になって大きな問題となっ

ており、系統だった解析が可能な雌性ホルモン類似

汚染物質については研究が進展しつつある。しかし

ながら、その他の生殖内分泌系の異常に関しては、

解析の困難さなどから魚類における研究が特に遅れ

ている。この原因として、視床下部－脳下垂体系を

中心とした生殖内分泌系の機能そのものが十分に明

らかになっていないこと、多様な種類が存在する魚

類において広く使用できるバイオマーカーが少ない

こと等が挙げられる。本課題は生殖内分泌中枢への

影響に関する有用なバイオマーカーを開発し、有機

スズの内分泌攪乱作用に対する影響評価法を確立す

ることを目的とする。 

 イ 研究方法 

 (ア) マミチョグ（Fundulus heteroclitus：北米大

西洋岸原産のカダヤシ目広塩魚）生殖腺刺激ホルモ

ン（FSH及びLH）の推定アミノ酸配列を基に部分配

列に相当するペプチドを合成し、これらを抗原にし

て抗血清を得た。これらの各種抗ペプチド抗体につ

いて、様々な魚種のFSH細胞及びLH細胞の免疫組織

化学的同定への適用を検討した。 

 (イ) マミチョグ成魚を様々な季節にサンプリン

グして脳下垂体の免疫染色を行い、成熟状態の変化

に伴う２種類の生殖腺刺激ホルモン分泌細胞（FSH

細胞及びLH細胞）の活性変化を求めた。 

 (ウ) マミチョグ孵化仔魚を20℃長日（１日16時

間照明）で約８ヶ月間飼育し、孵化後0､ 1､ 2､ 3､ 4､ 

6､ 8､ 12、 16、 24、 36週にサンプリングを行った。

これらのサンプルについて免疫染色を行い、発育に

伴うFSH細胞及びLH細胞の変化を求めた。 

 (エ) マミチョグ雄成魚をトリブチルスズ（TBT）

に４週間曝露して脳下垂体の免疫染色を行い、曝露

に伴うFSH細胞及びLH細胞の変化を調べた。 

 (オ) マミチョグの受精卵から孵化後８週目の稚

魚までの初期生活段階の魚をTBTに10週間曝露して

取り上げ、曝露に伴うFSH細胞の変化を調べた。 

 (カ) 生殖腺刺激ホルモン濃度測定ELISA系の確

立を目標に、マミチョグ脳下垂体抽出物よりFSH及び

LH、さらにこれらのサブユニットを精製し１)、これ

らを抗原としてウサギポリクローナル抗体、及びマ

ウスモノクローナル抗体の作成を試みた。 

 (キ) マミチョグ雄成魚をTBTに２週間曝露して

血漿を採取し、曝露に伴う血中FSH濃度の変化を調べ

た。 

 (ク) マミチョグ成魚より脳、脳下垂体、生殖腺

を取り出し、液体窒素中で急速凍結した。凍結組織

か ら 常 法 に 従 い 全 RNA を 抽 出 し た 後 、

Oligotex-d(T)30スピンカラムにてmRNAを調整した。

本mRNAを鋳型として、クロンテック社製SMART 

cDNA合成キットを改変した方法でcDNAを合成した。

これらを用いて生殖内分泌関連遺伝子のクローニン

グを行った。また、GTH遺伝子について定量PCRによ

る発現解析法を検討した。 

 (ケ) 孵化後から10週間TBTに曝露したマミチョ

グ稚魚について、定量PCRによるFSH遺伝子の発現解

析を行い、曝露に伴う影響を調べた。 

ウ 研究結果 

 (ア) 抗ペプチド抗体を用いた免疫組織化学によ

るマミチョグ及び各種魚類の生殖腺刺激ホルモン分
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泌細胞の同定 

 ａ マミチョグ生殖腺刺激ホルモンの部分配列

に対する各抗ペプチド抗体のうち、anti-FSHβ50-60

及びanti-LHβ91-106が多様な魚種のFSH細胞及び

LH細胞の免疫染色に有用であることが明らかとなっ

た２)。 

 ｂ これらの抗体を用いて各魚種の免疫染色を

行った結果、表2171-1に示した魚類において２種類

の生殖腺刺激ホルモン分泌細胞が同定され、これら

の抗体は棘鰭上目魚類に対するユニバーサル抗体と

して利用可能であることが明らかとなった３)。 

 ｃ これらの種類の中にはマコガレイ、シロギ

ス、ボラ等、有害物質の曝露試験や汚染物質のモニ

タリングへの有用性が明らかになっている魚種が含

まれており、室内実験及び屋外モニタリングの両方

においてGTH免疫染色による影響評価が可能と思わ

れる。 

 ｄ マミチョグの周年サンプリングにおいては、

LH細胞は産卵期に多かったが他の時期には少なく、

FSH細胞は産卵期、卵黄形成期ともにかなり多かった。

産卵期中には、LH細胞が初期から終期にかけて増加

する傾向がみられた。 

表2171-1 ユニバーサル抗体を用いた免疫染色によって二種類の生殖腺刺激ホルモンが同定された魚種3) 

種 名 目 上 目 

ギンメダイ ギンメダイ目 ギンメダイ上目 

ヨロイイタチウオ アシロ目 

マダラ 

スケトウダラ 
タラ目 

キアンコウ 

ミドリフサアンコウ 
アンコウ目 

側棘鰭上目 

ボラ ボラ目 

コムスケールレインボウ トウゴロイワシ目 

ハマトビウオ ダツ目 

プラティ 

マミチョグ 
カダヤシ目 

マツカサウオ 

キンメダイ 
キンメダイ目 

マトウダイ マトウダイ目 

アカヤガラ トゲウオ目 

タウナギ タウナギ目 

カサゴ 

ホウボウ 

アネサゴチ 

アイナメ 

カジカ目 

テンジクダイ 

シロギス 

キダイ 

シログチ 

キュウセン 

マサバ 

スズキ目 

マコガレイ 

ムシガレイ 
カレイ目 

ベニカワムキ 

クサフグ 
フグ目 

棘鰭上目 
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表2171-2 マミチョグ雄脳下垂体における2種類の GTH 細胞数に及ぼす TBT 曝露 

（10μg/L；4週間）の影響。脳下垂体矢状切片中の細胞数によって4段階（±：ほとんどない；＋：少ない；

++：多い；+++：非常に多い）に分け、各段階の個体数を示した． 

細 胞 数 

対 照 区 TBT 曝露区 

± ＋ ++ +++ ± ＋ ++ +++ 

FSH 細胞 ４ ２ １ １ ２ 

LH 細胞 ３ ３ ２ １ １ 

図2171-1 TBTに2週間曝露したマミチョグ雄におけるFSH血中濃度（相対値） 

 ｅ マミチョグの発育段階において、性分化は

孵化後２週目近辺に起こり、雌魚の卵黄胞期卵母細

胞及び雄魚の精細胞及び精子の出現は６週目近辺に

起こった。雌雄とも36週目にはほぼ完熟状態に達し

た。生殖腺刺激ホルモン分泌細胞については、FSH

細胞が全個体で２週目までに検出されたのに対し、

LH細胞が初めて検出されたのは雄で６週目、雌で８

週目であり、生殖腺の初期発達段階への関与の差が

示唆された。また、卵黄胞形成期及び精子形成初期

過程の時期にはFSH細胞が多かったが、完熟状態の近

辺ではFSH細胞、LH細胞とも著しく増加し、生殖腺

発達の後期には２種類の生殖腺刺激ホルモンが協調

して働いていることが示唆された４)。 

 (イ) TBT曝露がマミチョグ生殖腺刺激ホルモン

分泌細胞に及ぼす影響 

  ａ 雄成魚へのTBT曝露実験において、対照区で

は全ての個体でFSH細胞、LH細胞とも豊富に認めら

れたが、10μg/L－４週間の曝露区では細胞数が減少

した個体がみられ、その程度はFSH細胞の方が顕著で

あった（表2171-2）。 

 ｂ 受精卵からの曝露においては、より低い濃

度（0.83～８μg/L）の濃度でも影響が認められ、TBT

の影響は生活史の初期段階の方が顕著であった。 

 (ウ) マミチョグ生殖腺刺激ホルモンに対する特

異的抗体の作成と微量測定法の開発 

  ａ マミチョグFSHβ鎖及びLHβ鎖を抗原とし

てウサギに免疫することにより、特異性の高いポリ

クローナル抗体を得ることができた。また、マミチョ

グFSH及びLHβ鎖をマウスに免疫する事により、

FSH及びLHそれぞれに特異的なモノクローナル抗体

が得られた。 

 ｂ マミチョグFSHに対するモノクローナル抗

体をCapture抗体に、ウサギポリクローナル抗体を

Detector抗体に用い、ペルオキシダーゼ標識抗ウサギ

IgGを二次抗体に用いたサンドイッチELISA法により、

感度、特異性とも良好なFSH検出が可能となった。ま

た、LHに関しても同様の方法で特異性の良好な検出

法が開発された。 
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図2171-2 マミチョグ FSHR の親水性-疎水性解析とヨーロッパスズキ FSHR（点線）との比較．膜貫通ドメイ

ンでは両者がほとんど重なっている． 

表2231-3 マミチョグ脳、脳下垂体、及び生殖腺の cDNA ライブラリよりクローニングされた遺伝子 

Molecule DDBJ Accession No.
gonadotropin releasing hormone type 1 AB302265 

salmon-type gonadotropin releasing hormone AB372102 
chicken-II type gonadotropin releasing hormone AB373637 

follicle stimulating hormone receptor AB295490 
luteinizing hormone receptor AB295491 

gonadotropin releasing hormone receptor type A AB426466 
gonadotropin releasing hormone receptor type B 取得予定

GPR54  取得予定
hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 4 AB353263 

cytochrome P450 cholesterol side-chain cleavage 取得予定

  ｃ TBTに曝露した雄魚の血中FSH濃度に関し

ては、個体間、各区の平均値とも差が大きかったが、

高濃度（８μg/L）区においてはほとんどが検出限界

以下であり、FSH産生の阻害が示唆された（図2171-1）。 

 (エ) マミチョグ生殖内分泌関連遺伝子のクロー

ニングと発現解析 

  ａ 生殖腺cDNAライブラリよりRACE法で得ら

れたマミチョグGTHR cDNAの全塩基配列（4060 bp）

を決定した。全一次構造（698残基）から、本受容体

は、７個の膜貫通領域を持つGタンパク質結合受容体

であると判明した（図2171-2）。一方、他魚種のGTHR

と比較した結果、分子系統樹においても魚類FSHRク

ラスターに含まれ、本受容体は、マミチョグのFSHR

と同定された。 

 ｂ 脳、脳下垂体、及び生殖腺のcDNAライブラ

リより生殖内分泌関連分子として、LHR、３種類の

GnRH、２種類のGnRH-R及び各種ステロイド合成酵

素がクローニングされて塩基配列が決定された。上

記のFSHRの成果と併せて、視床下部－脳下垂体－生

殖腺系列全体を通した広範囲な影響評価が可能と

なった（表2171-3）。 

  ｃ マミチョグFSHβ、LHβ、GTHα、及びア

クチン（コントロール）のcDNA配列を基に定量PCR

用プライマーを作成し、これによりGTH関連遺伝子

の発現解析が可能となった。 

ｄ 孵化時から10週間TBTに曝露した稚魚にお
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けるFSHβmRNAの発現量に関しては、0.125～1

μg/Lの範囲では曝露の影響は特に認められなかっ

た（図2171-3）。 

 エ 考 察 

 魚類の生殖機能は、脳（視床下部）、脳下垂体、生

殖腺、及び雌の場合は肝臓の各器官が密接な関連を

持つことによって成り立っている。雌性ホルモン類

似物質については、ビテロジェニン（卵黄前駆タン

パク）やコリオジェニン（卵膜前駆タンパク）等特

異的かつ鋭敏なバイオマーカーが存在することや、

天然雌性ホルモンという明確なポジティブコント

ロール物質が存在することにより、影響評価を単純

化することも可能であるが、有機スズ化合物等、そ

れ以外の物質についてはそのような方法はとれず、

網羅的に生殖関連物質に及ぼす影響を調べ上げるこ

とが望まれる。本研究で示された 小影響濃度は稚

魚におけるFSH細胞の量に関する0.83μg/Lであり、

この濃度は巻き貝類のインポセックスを引き起こす

とされる 小影響濃度５)（約１ng/L）と比べてかな

り高い。従って、魚種の違いによる安全係数を考慮

に入れても、貝類への無影響濃度以下を維持すれば

有機スズ化合物が魚類の生殖腺刺激ホルモン分泌細

胞に悪影響を及ぼす可能性は少ないと考えられる。

しかしながら、本研究で同定された多くの内分泌関

連因子については 近になってクローニングと塩基

配列解析が完了したものであり、有機スズ化合物の

影響評価を行うには至っていない。有機スズ化合物

が生殖内分泌系に及ぼす影響を総合的に明らかにす

るためには、これらの因子に関しても今後評価を行

う必要があり、また、有機スズ代替品の防汚剤につ

いても同様に影響評価を行ってゆく必要があると考

えられる。  

オ 今後の課題 

 (ア) 本プロジェクト研究で、広範囲にわたる生

殖内分泌中枢関連分子が同定され、また定量法の開

発ができたことから、今後はこれらのツールが様々

な内分泌攪乱物質や生殖阻害性汚染物質の影響評価

に広く応用されることが期待できる。 

(イ) マミチョグにおいては、視床下部－脳下垂

体－生殖腺の生殖内分泌システムを通じた影響評価

が可能となっており、また、脳下垂体のFSH細胞とLH

細胞に関してはユニバーサル抗体を用いることによ

り、フィールド調査好適種を含む多様な魚種におけ

る影響評価が可能となった。しかしながら他の生殖

内分泌関連分子に関しては、広範囲な魚種における

影響評価への適用までは進んでいない。今後、各種

ホルモン及びそのリセプターについて、多様な魚種

への適用法を開発してゆく必要がある。  

カ 要 約 

 (ア) 各種抗ペプチド抗体の反応性を検討するこ

とにより、棘鰭上目魚類におけるFSH細胞及びLH細

胞の免疫染色用ユニバーサル抗体を得ることができ

た。 

図2171-3 TBTに曝露したマミチョグ稚魚の頭部におけるFSHβ及びLHβ遺伝子の発現量（数値はβア

クチンに対する比）． 

0

0.0002

0.0004

0.0006

0.0008

0.001

0.0012

0.0014

0.0016

Co
nt
or

ol

So
lv
en

t

0.
12

5 
pp

b

0.
25

 p
pb

0.
5 
pp

b

1 
pp

b

FSHβ

LHβ



― 372 ―

 (イ) マミチョグを対象にした仔稚魚サンプリン

グ及び成魚の周年サンプリングにおいて、LH細胞と

FSH細胞はそれぞれ特徴的な変化を示し、生殖腺の初

期発達及び成熟への関与の差が示唆された。 

 (ウ) マミチョグ雄成魚へのTBT曝露実験におい

て、対照区では全ての個体でFSH細胞、LH細胞とも

豊富に認められたが、10μg/L－４週間の曝露区では

細胞数が減少した個体がみられ、その程度はFSH細胞

の方が顕著であった。 

 (エ) 受精卵からの曝露においては、より低い濃

度（0.83～８μg/L）の濃度でも影響が認められ、TBT

の影響は生活史の初期段階の方が顕著であった。 

 (オ) マミチョグFSH及びLHについて、特異性の

高いポリクローナル抗体及びモノクローナル抗体を

得ることが出来、ELISA法により特異的なLH及びFSH

検出が可能となった。これを用いて血中FSH濃度に及

ぼすTBT曝露の影響を調べることができた。 

 (カ) 遺伝子クローニングにより各種生殖内分泌

関連分子の一次構造が明らかとなった。 

 (キ) マミチョグFSHβ、LHβ、GTHα、及びア

クチン（コントロール）のcDNA配列を基に定量PCR

用プライマーを作成し、GTH関連遺伝子の発現解析

が可能となった。これを用いてFSHβ遺伝子の発現量

に及ぼすTBT曝露の影響を調べることが出来た。  

 キ 引用文献 

１) Shimizu, A., Yamashita, M. (2002).  Purification of 

mummichog (Fundulus heteroclitus) gonadotropins 

and their subunits, using an immunochemical assay 

with antisera raised against synthetic peptides.  Gen. 

Comp. Endocrinol. 125, 79-91. 

２) Shimizu, A., Tanaka, H., Kagawa, H. (2003). 

Immunocytochemical applications of specific antisera 

raised against synthetic fragment peptides of 

mummichog GtH subunits:  examining seasonal 

variations of gonadotrophs (FSH cells and LH cells) in 

the mummichog and applications to other 

acanthopterygian fishes.  Gen. Comp. Endocrinol. 

132, 35-45. 

３) Shimizu, A., Sakai, T., Nashida, K., Honda, H. 

(2003). Universal antisera for immunocytochemical 

identification of two different gonadotrophs in 

acanthopterygian fishes. Fish Physiol. Biochem. 29, 

275-287. 

４) Shimizu, A., Hamaguchi, M., Ito, H., Ohkubo, M., 

Udagawa, M., Fujii, K., Kobayashi, T., Nakamura, M. 

(2008). Appearances and chronological changes of 

mummichog Fundulus heteroclitus FSH cells and LH 

cells during ontogeny, sexual differentiation, and 

gonadal development.  Gen. Comp. Endocrinol. 156, 

312-322. 

５) 堀口敏広・清水 誠 (1992).貝類及び他の水生生

物.里見至弘・清水 誠編,有機スズ汚染と水生生物

影響.恒星社厚生閣.99-135. . 

研究担当者（清水昭男＊，大久保 誠，宇田川 美

穂） 

(2) 魚類の精子形成関連タンパク質を指標とした有

機スズ化合物の影響評価手法の開発 

 ア 研究目的 

有機スズ化合物は、水生生物の生殖系に影響をお

よぼすことが知られている1-5)。魚類に対しても、雄

化の誘導４)、生殖腺体指数の減少５)及び精子運動の減

退３)が報告されている。しかしながら、このような生

殖毒性は致死濃度より低い濃度で発現し得るため、

化学物質の毒性を評価するために一般的に行われて

いる生残を指標とした方法でその影響を評価するこ

とは困難である。そこで本研究では、有機スズ化合

物が魚類の精子形成におよぼす影響を分子生物学的

及び、組織学的手法を用いて解明し、生理障害機構

に基づいた毒性評価法を確立するとともに無影響濃

度を推定することを目的とした。 

イ 研究方法 

 (ア) 海産魚マミチョグ(Fundulus heteroclitus) を

設定濃度7.1 及び 10μg/Lの酸化トリブチルスズ

(以下TBTOと表記する)、に２週間曝露し、曝露個体

の精巣において発現量が変化する遺伝子を cDNAサ

ブトラクション法あるいはディファレンシャルディ

スプレイ法で検索した。さらに、これらの遺伝子の

構造解析を行い、その機能について類推するととも

に、一部の遺伝子についてはリアルタイム PCR 法に

よる測定系を確立した。 

(イ) マミチョグを設定濃度 0.5、1、2、4及び８

μg/L の TBTO に２週間曝露し、精巣における生殖

細胞の分裂活性におよぼす影響をブロモデオキシウ

リジン (BrdU) の取り込み率により調べた。また、

アポトーシスを起こした生殖細胞の出現頻度を
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Terminal deoxynucleotidyl transferase mediated dUTP

nick end labeling 法により調べた。さらに(ア)で確立

したリアルタイム PCR 法により、遺伝子の発現量変

化について調べた。上記の指標について 低影響濃

度及び無影響濃度を求めるため、試験に用いた海水

中のTBTO 濃度を曝露期間中２回測定し、その平均

値を求めた。また、試験に用いた各個体についてク

レアチンキナーゼ遺伝子発現量及び生殖腺体指数の

関係についても調べた。

 (ウ) マミチョグを受精卵から成熟開始期に至る

まで、設定濃度 0.13、 0.25、 0.5、 1 及び 2μg/L の
TBTO に210日間曝露した。性分化期にあたる孵化後

約10及び20日目に、TBTO が性分化におよぼす影響

について調べるため、テストステロンからエストラ

ジオール-17βへの転換酵素であるCYP19A1の遺伝

子発現量をリアルタイム PCR法により解析した。30

日目には生殖腺の組織観察を行い、性比を調べた。

また、TBTO 長期曝露が精子形成におよぼす影響に

ついても調べるため、成熟開始期にあたる曝露開始

から210日目に生殖細胞の BrdU 取り込み率を調べた。 
ウ 研究結果

 (ア) TBTO曝露によりマミチョグの精巣におい

て発現量が減少する遺伝子を６種類同定し、それら

遺伝子の翻訳領域の全塩基配列を決定することがで

きた。結果を表2172-1 に示す。 

(イ) アルギナーゼ II、DD-4、ダイニン重鎖 I及

びダイニン重鎖 II 遺伝子については、それらの配列

をもとにしたリコンビナントタンパクに対する抗体

を作製し、免疫組織化学法によりマミチョグ精巣に

おける発現部位について調べた（図2172-1）。その結

果、アルギナーゼ IIは精原細胞を除くほぼ全ての細

胞において発現が認められた。また、DD-4、ダイニ

ン重鎖 I及びダイニン重鎖 IIは主に精細胞で発現が

認められた。特に、ダイニン重鎖 I及びダイニン重鎖

IIはそれぞれ精子尾部及び頭部に局在していた（図

2172-1 E及びF）。また、DD-4についてはウエスタン

ブロット法により精子にも存在していることを確認

した。さらに、クレアチンキナーゼ遺伝子の発現部

位についてin situ hybridization 法により調べた結果、

精母細胞及び精細胞に発現が認められた（図

2172-2）。 

 (ウ) 成熟開始期にあるマミチョグを様々な濃度

のTBTOで曝露し、生殖細胞の分裂活性及びアポトー

シス細胞の出現頻度について調べた結果、TBTO曝露

が生殖細胞分裂活性の低下及び、アポトーシス細胞の

出現頻度の上昇を引き起こすことが明らかになった。 

 それぞれの指標におよぼす TBTO の実測濃度に

基づく 低影響濃度及び無影響濃度を表2172-2に示

す。この結果から、生殖細胞の分裂活性への影響は

アポトーシス細胞の出現頻度より感度の高い指標で

あることが明らかとなった。 

 アルギナーゼ II、クレアチンキナーゼ、DD-4、及

びダイニン重鎖 I 遺伝子についてリアルタイム

PCRによる測定系を確立し、TBTO 曝露個体の精巣

における発現量の変化を調べた。結果を図 2172-3に

示す。クレアチンキナーゼ、DD-4、及びダイニン重

鎖 I 遺伝子の発現量は ４μg/L 区において対照区の

個体と比較し有意に減少していた。アルギナーゼ II 

遺伝子も発現量は4μg/L 区の個体において減少傾向

を示したが、差は有意ではなかった。 

表2172-1 酸化トリブチルスズ曝露によりマミチョグ(Fundulus heteroclitus)の精巣において発現が減

少する遺伝子 

予想タンパク質の機能1) 同定方法2) 翻訳領域のサイズ (bp) 精巣における発現部位3) 

アルギナーゼ II* DD 1047 Sc, St 及び IC 

クレアチンキナーゼ* Subtr. 1161 Sc 及び St 

DD-4  DD 1059 St 及び Sz 

ダイニン重鎖 I Subtr. 12360 St 

ダイニン重鎖 II DD 11979 St 

ミトコンドリアルキャリアー DD 1425 未同定 

1) ＊Mochida et al.2007 6); DD-4, Differential Display-4
2) DD, ディファレンシャルディスプレイ法; Subtr., cDNA サブトラクション法

3) IC, 間質細胞; Sc, 精母細胞; St, 精細胞; Sz,精子
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図2172-1 用いた免疫組織化学法により調べた各遺伝子がコードするタンパクのマミチョグ精巣における発

現部位 

(A)，ヘマトキシリン・エオシン染色；(B)，抗アルキナーゼ； (D)，抗 DD-4；(E)，抗ダイニン重鎖

-I；(F)，抗ダイニン重鎖-II 各リコンビナントタンパクに対する抗体を用いた免疫染色．(C)，免疫前

血清（陰性対照）による染色像． 

Sg,精原細胞；Sc,精母細胞；St,精細胞．スケールバー, 50μm．

図2172-2 マミチョグ精巣におけるクレアチンキナーゼ遺伝子(CK)の発現部位 

(A)，ヘマトキシリン・エオシン染色．(B)，in situ hybridization 法により検索した CK 遺伝子発現部位（矢

印）．Sc,精母細胞；St,精細胞．スケールバー, 50μm． 

 精巣におけるクレアチンキナーゼ遺伝子の発現量

と生殖腺体指数の関係について調べた。結果を図

2172-4に示す。 

対照区(０μg/L)では精巣におけるクレアチンキ

ナーゼ遺伝子の発現量と生殖腺体指数(<４％) との

間に正の相関が認められた（r2=0.445）（図2172-4、

実線楕円）。一方、TBTO 曝露区では同遺伝子の発現

量の減少及び、生殖腺体指数が共に減少する傾向が

認められ、グラフ上で明らかに異なるグループとし

て区別できた（図2172-4、点線楕円）。 

 (ウ) TBTO 曝露が性分化におよぼす影響につい

て調べるため、平成 18 年度及び平成 19年度に試験

を行った。結果を表 2172-3 に示した。性比は、い

ずれの年度においても 0.5μg/L 以上の曝露区にお

いて雄に偏る傾向が見受けられた。特に、18 年度は 

0.5 及び２μg/L 曝露区において統計的に有意に雄

に偏っていた。 

 平成19年度の試験においては、孵化後 10 及び 20

日目の個体のCYP19A1遺伝子の発現量変化について

も調べた（図2172-5）。CYP19A1 発現量は、孵化後 10
日目及び 20 日目ともに全ての濃度区で対照区との

間に有意な差は認められなかった。また、成熟開始

期にあたる曝露開始から 210 日目おける精巣生殖

細胞の分裂活性もいずれの濃度区においても対照区

との間に有意な差は認められなかった。 

A B C

D E F

ScSc

Sg Sg

St St

St
St St

A B C

D E F

ScSc

Sg Sg

St St
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St St

BA
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St

Sc

BA

Sc

St
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表2172-2 マミチョグの生殖細胞分裂活性

及びアポトーシス細胞出現頻度に

およぼす酸化トリブチルスズの

低影響濃度及び無影響濃度 

最低影響濃

度 

無影響濃

度 

生殖細胞分裂活

性 
2.1(2) μg/L 1.1(1) μg/L

アポトーシス細

胞出現頻度 
3.6(4) μg/L 2.1(2) μg/L

1) 括弧内は設定濃度を示す．

 

 

 

 

 

 

エ 考 察 

 (ア) 本研究で同定したTBTO曝露により精巣に

おいて発現量が減少する遺伝子群は主に、精母細胞

以降のステージの生殖細胞に発現が認められたこと

から、精子形成に対する有害化学物質の影響を調べ

るための指標遺伝子の候補となると考えられた。 

これまでの報告から、クレアチンキナーゼ遺伝子

及びダイニン重鎖は、それぞれ精子運動におけるエ

ネルギー代謝及び鞭毛運動に関わっていると考えら

れる7-9)。DD-4 遺伝子についてはその塩基配列から

機能を類推することができなかったが、精細胞及び

精子に発現が認められたことから精子変態から受精

に至る過程で何らかの役割を果たしていることが考

えられた。これらの結果から、TBTO が精子を機能

的に阻害する可能性がある。 

 ダイニン重鎖は、上述のように精子の鞭毛運動に

おけるモータータンパクとして機能することが報告

されている９)。しかしながらダイニン重鎖 IIは精子

頭部に局在しており、鞭毛におけるモーター以外の

機能を持っていることが示唆された。 

表2172-3 酸化トリブチルスズ長期曝露がマミ

チョグの性比におよぼす影響 

曝露濃度 平成19年度 平成18年度 

 (μg/L) n
雄の割合

(%) 
n

雄の割合

(%) 

対照区 40 55 91 47.3 

助剤対照区 48 54.2 

0.13  32 53.1 99 55.6 

0.25  42 50 

0.5  41 61 73 65.8* 

1  36 63.4 

2  78 62.3* 

1) *印は対照区との間に有意な差(p<0.05)が認め

られたことを示す． 

2) n, 試験に用いた個体数．
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図2172-3 酸化トリブチルスズに曝露したマミチョグ

の精巣における各遺伝子の発現量（n = 5) 

アルギナーゼ II (Arg)，クレアチンキナーゼ

(CK)，ダイニン重鎖 I (DHC-I)．* は対照区

(0 μg/L) との間に有意差(p<0.05)があった

ことを示す． 
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図2172-4 クレアチンキナーゼ遺伝子発現量及び生

殖腺体指数の関係 

枠内は酸化トリブチルスズの曝露濃度を示

す．*遺伝子発現量＝クレアチンキナーゼ遺

伝子の発現量/内部標準遺伝子（アルギナー

ゼ II）発現量 

暴露濃度(μg/L) 
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図2172-5 酸化トリブチルスズ曝露後のCYP19A1遺伝子発現量 

C, 対照区; SC, 助剤対照区; dph, 孵化後日数． 

 (イ) TBTO曝露個体の精巣におけるクレアチン

キナーゼ II、DD-4、及びダイニン重鎖 I 遺伝子の発

現量は曝露濃度依存的に減少し、さらに、生殖細胞

分裂活性の低下及びアポトーシス細胞の出現頻度の

上昇と同調していた。この結果から、これらの遺伝

子が精子形成への影響を評価するための指標となる

ことが示された。また、これら３種類の指標の影響

濃度の比較から、短期間曝露（２週間）の精子形成

に対する影響に関しては、生殖細胞の分裂活性が

も感度が高いと考えられ、その 低影響濃度及び無

影響濃度はそれぞれ2.1μg/L及び1.1μg/Lであった。

 クレアチンキナーゼ遺伝子の発現量及び生殖腺体

指数との関係をプロットすると、TBTO 曝露個体は

対照区の個体とグラフ上で明らかに異なるグループ

として区別できた。この結果から、精子形成に影響

をおよぼす化学物質によるある特定水域の汚染状況

を、その水域でサンプリングした個体についてこれ

らの指標を調べることにより推測できることが示唆

された。 

 (ウ) マミチョグの受精卵を成熟開始期に至るま

で TBTO で曝露した結果、性比が雄に偏る傾向が認

められた。また、性比の偏りを指標とした場合、0.5

μg/L 付近が 低影響濃度であると考えられた。トリ

ブチルスズによる魚類の雄化誘導は、ヒラメやゼブ

ラフィッシュで確認されており３､４)、ちなみに、ゼブ

ラフィッシュでは 0.1 ng/L で 70 日間曝露すること

により雄に偏ることが報告されている３)。 

 TBTO 曝露による本種の性比の偏りの原因を調べ

るため、平成19年度に行った試験ではテストステロ

ンからエストラジオール-17βへの転換酵素である 

CYP19A1 の遺伝子の性分化期における発現量を測

定した。しかしながら、曝露区及び対照区との間に

有意な差は認められなかった。この結果は、平成19

年度に行った試験では18年度の試験結果と比較し、

性比の雄への偏りが顕著ではなかったことに起因し

ている可能性が考えられるが、TBTO曝露による雄化

の誘導は、CYP19A1 の遺伝子発現以外への影響に起

因する可能性も考えられた。ちなみに、ヒラメでは 

TBTO による雄化誘導過程で上述のステロイド転換

酵素遺伝子の発現量減少が報告されている４)。TBTO 

曝露マミチョグにおいて観察された性比の偏りの誘

導機構については現段階では不明であるが、トリブ

チルスズによる巻貝類のインポセックス誘導が、レ

チノイン酸受容体及びレチノイン酸の結合を競合阻
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害することで引き起こされる可能性が 近の研究に

より示された10)。また、インポセックス誘導に関して

は性ステロイドの代謝過程における抱合化阻害によ

り引き起こされている可能性も報告されている11)。魚

類に対してもトリブチルスズがテストステロン及び

エストラジオール-17β の抱合化を阻害するという

報告があり12)、性比の偏りは上述の現象が複合的に起

こった結果である可能性も考えられる。 

 成熟開始期にあたる、曝露開始から 210 日目に精

巣生殖細胞の分裂活性について調べたところ、いず

れの濃度区においても対照区の個体との間に有意な

差は認められなかった。この結果から、少なくとも

マミチョグは １μg/L 以下の濃度では長期間曝露を

行っても生殖細胞の分裂活性の低下は起こらないと

考えられた。

オ 今後の課題 

 (ア) 本研究において TBTO曝露により発現量が

減少する遺伝子のいくつは精子運動に関わる分子群

であるか、あるいはその発現部位から考え、精子変

態から受精に至る過程で機能している可能性が考え

られた。従って、TBTO が精子を機能的に阻害する

ことで受精率の低下を引き起こす可能性が考えられ

る。今後は、さらに長期間の曝露を行い、受精への

影響を調べる必要がある。 

(イ) 有機スズ化合物が魚類の卵形成に対する影

響を調べた例はほとんどない。資源量への影響を考

える場合、卵形成に対する影響も詳細に調べる必要

がある。 

 (ウ) TBTOによる雄化誘導に関しては、既報を参

考にして、ステロイド転換酵素活性に対する影響、

ステロイド抱合化の阻害及び、レチノイン酸受容体

を介したレチノイン酸の機能阻害について調べてい

く必要がある。 

カ 要 約 

 (ア) TBTO 曝露した海産魚マミチョグの精巣に

おいて差次的に発現する遺伝子を６種類同定し、そ

れら遺伝子のリアルタイム PCR 法による測定系を

確立した。

(イ) TBTO 曝露が本種の精子形成におよぼす影

響を、(ア)で同定した遺伝子の発現量、生殖細胞の

分裂活性及びアポトーシス細胞の出現頻度の指標で

評価した結果、生殖細胞の分裂活性が も感度が高

く、 低影響濃度及び無影響濃度はそれぞれ 2.1

μg/L 及び 1.1μg/L であった。また、精子形成関連

遺伝子の発現量及び生殖腺体指数を指標として、精

子形成に影響をおよぼす化学物質による水域の汚染

状況を把握できることが示唆された。

 (ウ) 本種の受精卵を成熟開始期に至るまで

TBTO で曝露した結果、性比が顕著に雄に偏ること

が明らかになった。しかしながら、テストステロン

からエストラジオール-17βへの転換酵素である

CYP19A1の遺伝子発現量は曝露区及び対照区との間

に有意な差は認められなかった。このことから、

TBTO による雄化の誘導は、CYP19A1 の遺伝子発現

以外の影響に起因する可能性が考えられた。 
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研究担当者（持田和彦＊） 

８ 二枚貝神経節の遺伝子発現に基づく有機

スズ化合物の影響評価手法の開発 

ア 研究目的 

二枚貝の一種であるマガキCrassostrea gigasの内臓

神経節には多くの神経分泌細胞が存在し、神経内分

泌系により成長、成熟、環境適応など様々な生理機

能を調節していると予想される。内臓神経節での遺

伝子発現変化に基づく有害化学物質評価手法が開発

されれば、二枚貝のさまざまな生理機能への影響を

評価できると考え、マガキ内臓神経節DNAマイクロ

アレイを用いた影響評価手法の開発を進めた。2003

年度はマガキ内臓神経節のEST解析の結果に基づき

DNAマイクロアレイを作製し、それを用いてマガキ

を有機スズ化合物（トリブチルスズ、TBT）に短期間

曝露した際の内臓神経節での遺伝子発現変化を観察

し、曝露によって発現が変化する遺伝子の探索を進

めた。2004年度は前年度よりも長期間TBTに曝露して

内臓神経節での遺伝子発現変化を観察し、曝露に

よって発現が変化する遺伝子の探索を進めた。 

イ 研究方法 

(ア) 塩化トリブチルスズへの曝露飼育 

  ａ 短期曝露 

 2003年６月に横浜市野島で産卵期のマガキを採集

した。19℃活性炭ろ過海水で１日馴致後、20個ずつ

３区に分け、塩化トリブチルスズ(TBTCl)水溶液を少

量ずつ定量ポンプで飼育海水に添加し平均実測濃度

ND、120、200ng/L、19℃で曝露した。無給餌24～30

時間後に内臓神経節を採集し急速凍結後、液体窒素

中で保存した。飼育海水の有機スズ化合物濃度、材

料貝の軟体部有機スズ化合物含有量の測定は日本食

品分析センターに依頼し、ガスクロマトグラフ質量

分析法で行った。 

  ｂ 長期曝露 

 2004年７月に産卵期のマガキを購入し、17℃活性

炭ろ過海水で５日給餌飼育して馴致後、75個ずつ３

区に分けて給餌曝露試験を開始した。TBTCl水溶液を

少量ずつ定量ポンプで飼育海水に添加し平均実測濃

度ND、70、285ng/L、17℃で22日間曝露し１、８、22

日目に神経節を採集した。また雌雄や成熟度の判定

のため生殖巣組織像も観察した。飼育海水の有機ス

ズ化合物濃度、材料貝の軟体部有機スズ化合物含有

量の測定は短期間曝露の場合と同様に行った。 

(イ) 遺伝子発現変化の観察  

  ａ マガキDNAマイクロアレイの作成 

 横浜市野島で採集した産卵期のマガキ40個体の内

臓神経節からｍRNAを抽出してcDNAを合成し、サブ

トラクション法により内臓神経節特異的なcDNAを

選択し、cDNAライブラリーを作製した。そこから無

作為に選択したクローンのインサートの塩基配列を

解 析 し 、 約 900 ク ロ ー ン の 塩 基 配 列 を

GENETYX-WIN/ATSQ（ソフトウェア開発）でクラス

タ解析した。塩基配列は約340種類のクラスタに分類

され、そのうち約70％が単独の塩基配列であった。

各塩基配列をBLASTNおよびBLASTXにより既知塩基

配列との相同性検索を行ったところ、約20％のク

ローンが相同性を示した。  

 マガキ内臓神経節での発現遺伝子の解析結果に基

づき、約340種類のクラスタを代表するクローンを選

択し、そのインサートcDNAをPCR増幅し、DNAマイ

クロアレイを作製した。スポッティングは（株）日

清紡に委託し、標準試料としてLucidea Universal 
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ScoreCard（アマシャムバイオサイエンス）を利用し

た。 

  ｂ DNAアレイによる遺伝子発現変化の観察 

 曝露実験で採集した内臓神経節からmRNAを精製

し、ポストラベル法（CyScribe Post-Labeling Kit、ア

マシャムバイオサイエンス）でcDNAを蛍光色素（Cy3

またはCy5）標識し、作製したDNAマイクロアレイに

反応させ、洗浄後、蛍光強度をScanArray Express（パー

キンエルマー) で測定し、Genomic Profiler（三井情

報開発）でデータを解析した。 

ウ 研究結果 

(ア) 短期曝露  

曝露飼育ではマガキの殻の一部を人為的に欠かせ

たため、どの区においてもマガキは速やかに飼育海

水に曝露された。実験中に死亡する個体は無かった。

飼育海水の有機スズ化合物濃度及び対照区のマガキ

の軟体部有機スズ化合物含有量は表2180-1、2180-2

のとおりであった。 

 予備実験として５月と10月のマガキ内臓神経節

mRNAを精製し間接法で蛍光色素標識して測定条件

を検討した。その結果、発現量の差を感度良く検出

するには観察対象のmRNAが標識操作開始時に少な

くとも約100pg以上、マガキ内臓神経節mRNAとして

は少なくとも３個体分（約0.7μg）以上を標識しハ

イブリダイゼーションに用いる必要があった。適切

な条件で測定した場合、正規化蛍光量比1.7倍程度で、

ノザンブロットでも明らかな発現量の差が確認でき

た。 

 マガキ内臓神経節DNAマイクロアレイを用いて

TBT曝露による遺伝子発現の変化を観察した。全般的

にはほとんどのcDNAクローンで曝露に関わらず安

定した発現が観察されたが、βチューブリンなど少

数のクローンではTBT200ng/L区の蛍光量がコント

ロール区の0.5～0.6倍となり、TBT曝露区で発現が減

少している可能性を示した。しかし0.5～0.6倍の差

は顕著な差ではなく、ノザンブロットでは差が認め

られなかった。より長期間の曝露では差を示すク

ローンが増す可能性が考えられた。 

(イ) 長期曝露 

 長期間曝露飼育においてもマガキの殻の一部を人

為的に欠かせたため、どの区においてもマガキは速

やかに飼育海水に曝露された。飼育期間中に死亡す

る個体はほとんど無く、開始時から終了時まで成熟

した状態を維持し生殖巣組織像に異常は観察されな

かった。飼育海水および軟体部有機スズ化合物濃度

は表2180-3、2180-4のとおりであった。 

成熟した雌が多かったため、それらについて遺伝

子発現の変動を検討した。１日目の285ng/L区で、蛍

光強度がコントロールより１/２以下に減少し

（Log2(Cy5/Cy3)<-1）、mRNA量が減少したと推定さ

れる遺伝子が７種観察された(表2180-5)。また

70ng/L区の結果との比較からTBT濃度に依存した

mRNA量の減少が推定された（図2180-1）。しかしそ

れらの遺伝子の蛍光強度は８、22日目にはコント

ロールとの差が少なくなった（図2180-2）。285ng/L

区で、１日目にはコントロールよりmRNA量が若干多

く、その後差がなくなると推定される遺伝子、22日

目にかけて若干増加する遺伝子、曝露期間を通じて

mRNA量がコントロールより少ないと推定される遺

伝子が観察されたが、いずれも微小な差であった。

上記以外の遺伝子は実験期間を通じて、各濃度で曝

露によるコントロールとの差が観察されなかった。 

表2180-1 飼育海水の有機スズ化合物濃度 

対照区 120 ng/L 区 200 ng/L 区 

TBT(3) ND 120 200 

DBT(10) ND ND ND 

MBT(30) ND ND ND 

TPT(1) ND ND ND 

DPT(2) ND ND ND 

MPT(5) ND ND ND 

1) 単位 ng/L， 括弧内は検出限界

2) TBT,DBT,MBT はそれぞれトリブチルスズ，ジブチルスズ，モノブチルスズ

3) TPT,DPT,MPT はそれぞれトリフェニルスズ，ジフェニルスズ，モノフェニルスズ
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表2180-2 軟体部有機スズ化合物含有量 

軟体部4個体分 

TBT 76 

DBT 28 

MBT(30) ND 

TPT 4 

DPT 2 

MPT(5) ND 

1) 単位 ng/g，括弧内は検出限界

表2180-3 飼育海水の有機スズ化合物濃度 

対照区 70ng/L 区 285ng/L区

TBT ND(3) 74 290 12日目 

DBT ND(10) ND 30 

TBT ND 66 280 22日目 

DBT ND ND ND 

1) 単位 ng/L， 括弧内は検出限界

表2180-4 軟体部有機スズ化合物含有量 

実 験 開

始時 

対照区 70ng/L 区 285ng/L区

TBT 20 31 1100 3900 

DBT ND(10) ND 60 360 

MBT ND(30) ND ND 40 

TPT 3 2 2 3 

DPT ND(2) ND ND ND 

MPT ND(5) ND ND ND 

1) 単位 ng/g，括弧内は検出限界

表2180-5 mRNA 量が減少したと推定される遺伝子 

クローン クラスタ Log2(Cy5/Cy3) 既知遺伝子との

相同性 

VG683 SCL55 -3.65 なし 

VG959 SCL106 -3.49 なし 

VG835 CL24 -1.66 なし 

VG1172 CL89 -1.56 チトクロームオ

キシダーゼ サ

ブユニット１ 

VG991 CL40 -1.26 FMRFamide 前駆体 

VG969 CL3 -1.16 βチューブリン 

VG1238 CL88 -1.12 なし 
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図2180-2 主なクローンの mRNA 量経時変化 

曝露1日目に285ng/L 区で対照区より mRNA 量が少ないと判断されたクローンの遺伝子発現の経時変化。285ng/L

区のサンプルを Cy5、対照区のサンプルを Cy3で蛍光ラベルして蛍光量を比較した。数値が低い場合は TBT 曝

露区で対照区より mRNA 量が少ないことを示し、ゼロに近い場合は差が無いことを示す。 

エ 考 察 

 長期曝露１日目の285ng/L区で、対照区と比較して

mRNA量が二分の一から八分の一に減少したと推定

される遺伝子が７種観察された。短期曝露と比較し

て長期曝露の１日目の方が内臓神経節での遺伝子発

現の変化が明瞭であったのは、長期曝露に用いた材

料貝がより清浄な海域産であった為である可能性が

ある。しかし影響が観察される遺伝子の半数以上は

既知の遺伝子と相同性が無く、生理機能にどのよう

な影響が生ずるか推定することは難しかった。その

中でチトクロームオキシダーゼ サブユニット１は

マガキのミトコンドリアDNAにコードされている遺

伝子で、そのmRNA量が低下する傾向にあったことは、

一般にTBTがミトコンドリアの機能に影響を及ぼす

とされていること（Nishikimi et al.１)）との関連が示

唆される。 近TBTが貝類の遺伝子発現に及ぼす影響

図2180-1 TBT 濃度によるシグナル比の変化 

285ng/L、70ng/L 区のサンプルを Cy5、対照区のサンプルを Cy3で蛍光ラベルして蛍光量を比較した。数値が低

いものは TBT 曝露区で対照区より mRNA 量が少ないことを示す。 



― 382 ―

について検討され、ATP-binding cassette multidrug 

transporter（Kingtong et al. ２)）、Receptor activated C 

kinase （Siah et al. ３)）等の遺伝子発現変動が報告

されている。しかしこれらの遺伝子発現変動は通常

天然海域で観察される有機スズ化合物濃度（海水中

数ng/L程度、底泥中10～20ng/kg程度）よりも極端に

高い濃度下で観察されており、影響評価マーカーと

しての有効性には疑問がある。 

 長期曝露におけるTBTのマガキ内臓神経節遺伝子

発現への影響は、高濃度で曝露した場合にのみ、そ

して曝露開始１日目位の初期にのみ検出され、その

後検出できなった。この結果から、実際の天然海域

の環境（低濃度・長期間曝露）を考えた場合、この

課題で検討している影響評価手法の実用性には問題

があると考えられた。そのためこの課題は２年間で

中止することとした。 

オ 今後の課題 

 有機スズ化合物が貝類に及ぼす影響を遺伝子発現

から評価する手法を開発する際、様々な生理機能の

調節機構が未だ充分解明されていないため、評価す

る機能を限定して対象器官での遺伝子発現変化を検

討する方が適切であったと考えられる。イボニシ、

バイ等の腹足類では有機スズ化合物によるインポ

セックス現象が天然条件下で観察されており、その

機構を遺伝子レベルで解明して影響評価マーカーと

なる遺伝子を選定し、二枚貝等にも適用し影響を評

価する試みが今後必要と考えられる。 

カ 要 約 

(ア) 短期曝露  

 マガキをTBTClに平均実測濃度ND、120、200ng/L、

19℃で24～30時間曝露し、内臓神経節DNAマイクロ

アレイを用いて遺伝子発現の変化を観察した。ほと

んどのcDNAクローンで曝露に関わらず安定した発

現が観察されたが、βチューブリンなど少数のク

ローンでは高濃度区の蛍光量がコントロール区の

0.5～0.6倍となり、曝露区でmRNA量が減少している

可能性を示した。しかし差は顕著でなく、ノザンブ

ロットでは差が認められなかった。 

(イ) 長期曝露  

マガキをTBTClに平均実測濃度ND、70、285ng/L、

17℃で22日間曝露し、１、８、22日目に神経節を採

集して、内臓神経節DNAマイクロアレイで遺伝子発

現の変化を観察した。その結果１日目の高濃度区の

みで、蛍光強度がコントロールより１/２以下に減少

し（Log2(Cy5/Cy3)<-1）、mRNA量が減少したと推定

される遺伝子が７種観察された。しかしそれらの遺

伝子の蛍光強度は８、22日目にはコントロールとの

差が少なくなった。 

 キ 引用文献 

１) Nishikimi, A. et al. (2001). Tributyltin interacts 

with mitochondria and induces cytochrome c release. 

Biochemical Journal, 356:621-626.  

２) Kingtong, S. et al. (2007). ATP-binding cassette 

multidrug transporters in Indian-rock oyster 

Saccostrea forskali and their role in the export of an 

environmental organic pollutant tributyltin. Aquatic 

Toxicology, 85:124-132.  

３) Siah, A. et al. (2007). Receptor activated C kinase 

is down-regulated in the male gonad of the marine 

bivalve mollusc Mya arenaria exposed to tributyltin 

(TBT). Aquatic Toxicology, 83:295-305. 

研究担当者（淡路雅彦＊） 

９ 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 

(1) 魚類鰓組織の非特異的免疫機構に及ぼす有機ス

ズ化合物の影響評価手法の開発 

ア 研究目的 

有害化学物質は、生物の生残に影響を及ぼす濃度

より遙かに低濃度で生殖内分泌系に影響を及ぼすこ

とが明らかになっており、免疫機構への障害も示唆

されている。特に、鰓や皮膚粘液、腸管など体表の

非特異的免疫系は、環境水中の内分泌攪乱物質に直

接曝されるため、免疫系の中でも も大きな影響を

受けることが予想されるが、これまでの研究は体表

の組織・細胞の形態異常など組織学的所見に関する

研究報告に留まっており、非特異的免疫系の阻害機

構にまで言及した研究は極めて少ない。本研究にお

いては、増養殖上重要な海産魚であるマダイを対象

とし、鰓組織の非特異的生体防御因子である抗菌ペ

プチドの産生細胞や遺伝子発現部位を明らかにする。

さらに、非特異的免疫機構のバイオマーカーとして

抗菌ペプチドchrysophsinの産生量や遺伝子発現量の

測定法を確立し、塩化トリブチルスズ（TBT）の阻害

機構を解析すると共に、無影響濃度 (PNEC) を推定

することを目的として検討した。
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イ 研究方法 

(ア) Chrysophsinペプチドの組織分布 

Chrysophsin-1-Cysを合成した後、KLHとコンジュ

ゲートした後、アジュバント（Imject Alum、Pierce）

とともにウサギに免役して抗体を作成した。次いで、

Chrysophsin-1結合トヨパールを用いて抗血清より抗

体を精製した。次いで、マダイ鰓組織のパラフィン

切片を作成し、この精製抗抗体を用いて免疫組織化

学染色を行い、chrysophsin-1の局在を検討した。

(イ) Chrysophsinペプチドの定量 

Chrysophsin-1、-2、-3はペプチド合成機を用いて

合成した後、逆相HPLCにより精製した。さらに、

Ion-trap mass spectrometerにより精製Chrysophsin-1、

-2、-3及び内部標準用のMagainin-2（Sigma）のMSス

ペクトル及びMS/MSスペクトルを求めることにより

親イオンと娘イオンを決定した。さらに、0.02～2.5 

pmolまでのChrysophsin-1、-2、-3をLC-MS/MS法に

より分析した後、各ペプチドの娘イオンの強度を面

積値化することにより検量線を作成した。次いで、

100 g前後のマダイ未成魚の各組織を液体窒素下で瞬

間凍結後、粗抽出液を調製し、得られた粗抽出液中

のChrysophsin濃度をLC-MS/MS法により測定した。 

(ウ) TBT曝露試験

 2003年から2006年までの間、供試魚としてマダイ

未成魚を用い、流水式曝露装置によりTBTCl曝露試験

を５回、TBTO曝露試験を１回実施した。TBTClは対

照区及び0.008～５ppbまでの曝露区を、またTBTOは

対照区及び0.25、１ppb曝露区を設け、２週間又は４

週間の曝露を行った。曝露試験終了後、各区の鰓、

幽門垂及び腸管より粗抽出液を調製し、LC-MS/MS法

によりChrysophsin-1、 -2、 -3の定量を行った。

図2191-1 鰓におけるchrysophsinの局在  

図の赤丸は毛細血管を示す 
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TBTCl C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3
0ppb 1.4 8.2 0 2.1 5.5 0 1.2 0 0.7
0.2ppb 4.9 33.3 3.6 1.3 10.3 0 7.3 0 2.1
1ppb 5.1 20.9 0.7 0 8.6 0 0 0 0.5

TBTCl C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3
0ppb 9.1 0 1.9 7.2 0 0.95 6.8 0 9.1
0.2ppb 10.1 0 1.4 15.4 0 4 7.9 0 10.1
1ppb 12.7 0 1.5 9.1 0 2.7 13.7 0 12.7

2003.10.20 (2週)

2006.10.25 (2週) 2006.11.6 (4週) 2006.12.5 (2週)

2004.12.8 (2週) 2005.11.1 (2週)

表2191-1 対照区及び TBTCl 曝露区のマダイ鰓組織

における chrysophsin の濃度(µg/g tissue)

図2191-2 鰓のchrysophsin-2産生に及ぼすTBT

の影響 

図2191-3 鰓のchrysophsin-1産生に及ぼすTBTO

の影響 
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ウ 研究結果 

(ア) 抗菌ペプチドchrysophsinの局在  

Chrysophsin-1は鰓組織ではエオシン好性顆粒球

に局在しており、この細胞は毛細血管を取り巻くよ

うに分布している（図2191-1）。その他、胃や幽門

垂、腸管など環境水と直接接する組織にも分布して

いた。

(イ) 抗菌ペプチドchrysophsinの定量

 マダイ未成魚の各組織より粗抽出液を調製した後、

LC-MS/MS分析を行い、上記検量線を用いて組織中の

Chrysophsin濃度を求めた。その結果、chrysophsin-1

は幽門垂及び鰓組織に多く含まれており、胃、腸管

前部、腸管後部にも1.4～5.5μg/g tissueの濃度で存在

していた。一方、chrysophsin-2は胃と鰓に、また

chrysophsin-3は鰓に存在していた。なお、脾臓や肝膵

臓、心臓、筋肉ではいずれのペプチドも定量限界以

下であった。

(ウ) TBT曝露試験

2003年９月にマダイ未成魚のTBTCl曝露試験を実

施した結果、0.2ppb曝露区の鰓組織ではchrysophsin-2

の濃度が対照区と比較して約４倍に増加し、１ppb曝

露区においても有意な増加が見られた（図2191-2）。

また、2004年１月に実施したTBTCl曝露試験において

も、有意差は見られなかったが、１ppb及び２ppb曝

露区の鰓組織においてchrysophsin-2の濃度が増加す

る傾向が認められた。これらの結果を含め、これま

でに実施したTBT曝露試験の結果をまとめて表１に

示す。なお、C-1、C-2、C-3は chrysophsin-1、

chrysophsin-2、chrysophsin-3を示す。これらの結果よ

り、TBTの曝露によりマダイ鰓組織中のchrysophsin-1、

-2あるいは-3の濃度が増加することが認められた。

なお、マダイ稚魚のTBTO曝露試験の結果、鰓組織中

のchrysophsin-1の濃度が低下する傾向が見られた（図

2191-3）。

 エ 考 察 

 本研究により、マダイ鰓組織中の抗菌ペプチド

chrysophsin-1、-2あるいは-3濃度がTBT曝露によって

増加することが認められた。 近の研究により、有

機スズ化合物も核内リセプターの１つであるretinoid 

X receptor（RXR）に結合することによりレチノイド

シグナル経路を活性化し、インポセックスを誘導す

ることが明らかになってきた１）。TPTやTBTは脂肪細

胞の分化を誘導することも知られており２, ３）、その

原因にRXRやliver X receptor（LXR）の活性化が考え

られている３）。さらに、TPTが白血球から好中球への

分 化 ・ 成 熟 促 進 効 果 を 示 し 、 granulocyte 

colony-stimulating factor（G-CSF）、 CD14、 MCL-1

など好中球の機能タンパク質の遺伝子発現も誘導す

ることから、有機スズ化合物は非特異的免疫系の細

胞の分化や遺伝子発現の誘導にも関与することが理

解されるようになってきた４）。マダイの鰓組織におい

て、Chrysophsinは非特異的免疫系の細胞であるエオ

シン好性顆粒球に主に局在すること、TBTCl曝露によ

り鰓組織中の成熟Chrysophsinの産生量が増加するこ

と、さらには有機スズ化合物が細胞の核内リセプ

ターに結合して標的タンパク質の遺伝子発現を誘導

することから考えると、TBTがマダイの鰓組織に分布

するエオシン好性顆粒球の核内リセプターに結合す

ることによりChrysophsin遺伝子の発現が誘導され、

終的に成熟Chrysophsinの産生が亢進されるものと

考えるのが妥当であろう。但し、鰓組織中の

Chrysophsin濃度の増加は、エオシン好性顆粒球から

のChrysophsinの分泌が阻害されるためにおこる可能

性も残されている。 

オ 今後の課題 

 TBT曝露によりマダイ鰓組織中のChrysophsinの

濃度が増加する機構を明らかにするためには、

chrysophsin-1 の み な ら ず chrysophsin-2 及 び

chrysophsin-3のcDNAをクローニングし、一次構造

を明らかにすると共に、３種の抗菌ペプチドに対す

る特異的プライマーを作成し、real-time PCR法に

より、マダイ鰓組織のchrysophsin遺伝子の発現に及

ぼすTBT曝露の影響を明らかにすることが必要で

ある。 

 カ 要 約 

(ア) Chrysophsin-1に特異的な抗体を用いて免疫

組織化学染色を行った結果、Chrysophsin-1は鰓、胃、

幽門垂、腸管など外界と直接接している体表に分布

しており、鰓組織においては血管周辺のエオシン好

性顆粒球に局在していた。

 (イ) 2003年から2006年までの間、マダイ未成魚

のTBT ２週間曝露試験（０、0.2、１ppb）を計５回、

また４週間曝露試験（０、0.2、１ppb）を１回実施し、

LC-MS/MS法により鰓組織中のChrysophsin-1、-2、-3

濃度を測定した。その結果、TBT 0.2 ppb曝露区の鰓

組織ではChryophsin-1、-2あるいは-3の濃度が増加し
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たことから、TBTは主にエオシン好性顆粒球における

Chrysophsinの産生を誘導するか、Chrysophsinの細胞

外への放出に影響を与えるものと考えられる。

 キ 引用文献 
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研究担当者名 （飯島憲章＊）

(2) 魚類の薬物代謝機構、内分泌系および生体防御

系に及ぼす有機スズ化合物の影響評価手法の開発 

ア 研究目的 

河川水や沿岸域の海水中に検出される化学物質は

魚類をはじめとした各種水生生物にいろいろな影響

を及ぼしていることが知られているが、生体防御系

（免疫系）への影響に関する知見は非常に少ない。

また近年、化学物質の生体影響を考える上で、神経

系、内分泌系、生体防御系の相互関連も注目されて

いる。魚類における生体防御システムは基本的には

哺乳動物と類似しており、魚病研究の中で多くの知

見が得られている。水中の各種汚染物質が免疫系に

どのような影響を及ぼすか、すなわち免疫毒性学的

研究は歴史も浅く、今後の重要課題と考えられる。

さらに免疫系や内分泌系への薬物代謝酵素系(異物

代謝系)の関与についても少しずつ知見が集積され

つつある。 

 本研究では防汚剤としてこれまでに船底塗料に加

えられてきたトリブチルスズ（TBT）に的を絞り、魚

類の頭腎および末梢血中の白血球における活性酸素

産生能やリゾチーム活性などの非特異的生体防御機

能を測定した。また、β-ナフトフラボン（β-NF）

によるチトクロムP450-1A（CYP1A）の誘導に及ぼす

TBT の影響も調べた。さらに、TBTへの曝露が細菌

感染に対する抵抗性を低下させるかどうかを明らか

にするために、ニジマスにTBTを腹腔内に投与したの

ち、サケ科魚類に特有の病原菌を腹腔内に投与し、

病原菌に対するニジマスの抵抗性の低下を致死率か

ら求め、別途測定したTBTの体内蓄積量との関係を調

べた。CYP1Aなどの薬物代謝酵素は動物の肝臓に分

布することはよく知られているが、他の組織でも微

弱ながら存在しており、魚類の免疫担当器官である

頭腎において、発がん物質であると同時にCYP1Aの

強力な誘導剤であるベンゾ[a]ピレン（BaP）を腹腔内

投与したときにどのタイプの細胞がCYP1Aを誘導し

ているかを調べた。 

イ 研究方法 

 (ア) 飼育水中のTBT濃度が１～20μg/Lの範囲で

ニジマス（Oncorhynchus mukiss 体重100～200g）お

よびヒラメ（Paralichthys olivaceus体重100～200g）を

５～14日間飼育した後、頭腎、脾臓および血液から

Percoll密度勾配遠心法により白血球を採取し、全白血

球中で好中球が占める割合や活性酸素産生能をフ

ローサイトメーターで解析した。また、乾燥ミクロ

コッカス菌を用いて血漿中のリゾチーム活性を測定

した。 

(イ) TBTへの曝露後、薬物代謝酵素の一種である

CYP1A（EROD）の誘導剤であるβ-ナフトフラボン

（β－NF）を0.001～２mg／Lの濃度で 含む水中で

供試魚を飼育し、EROD活性の誘導におよぼす影響を

調べた。 

 (ウ) ニジマスを用いた感染実験ではサケ科魚類

特有のせっそう病の原因菌である Aeromonas 

salmonicidaの腹腔内投与（１尾あたり104CFU）に先

立って、TBTを２mg/kg体重となるように単回投与し

た。その後、１週間の累積致死率を求めた。 

 (エ) ニジマス頭腎の白血球中におけるCYP1Aタ

ンパクの分布はBaPを腹腔内投与後、ニジマスの好中

球およびBリンパ球などの各白血球のモノクロナー

ル抗体とCYP1A ポリクロナール抗体を用いて二重染

色することによって調べた。 
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ウ 研究結果 

 20μg/LのTBT濃度で５日間止水式にて曝露したニ

ジマスの頭腎から白血球を調製し、フローサイトメ

トリーにより、全白血球中に占める好中球集団の比

率を求めた。また、活性酸素産生能の測定はpholbol 

myristate acetate（PMA）による刺激で細胞にrespiratory 

burstを起こさせたのち、dihydrorhodamine123（DHR）

を添加し、生じた活性酸素（H2O2）をフローサイト

メーターのFL-1で観察した。その結果、TBT曝露区

の頭腎から調製した全白血球中に占める好中球集団

の比率は、コントロール区のそれと比べ増加したが

（図2192-1）、一方、好中球の活性酸素産生能（FL-1

の蛍光強度）は、TBT曝露区で低下した（図2192-2）
１)。同様の実験条件でヒラメについても調べた結果、

図2192-1 TBT 20μg/L で5日間の曝露がニジマス頭腎の全白血球中に占める好中球集団の比率におよぼ

す影響のフローサイトメトリーによる解析 破線で囲われた細胞集団：好中球集団 

図2192-2 TBT 20μg/L で5日間の曝露がニジマス頭腎中の好中球の活性酸素産生能におよぼす影響 

実線：コントロール区，点線：TBT 曝露区 

図2192-3 TBT 0，5および10μg/L で5日間の曝露後の血漿リゾチーム活性と血液中 TBT 濃度との関係 

□：リゾチーム活性（％），■：血液中の TBT 濃度
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同じ傾向が認められた２)。また、ニジマスでは図

2192-3に示したように、血中のTBT濃度が上昇するに

つれて、血漿中のリゾチーム活性は低下した３)。 

 TBTを腹腔内に投与（1.825mgSn/kg体重）した後

におけるTBTの 体内蓄積率は全血液量を体重の

3.6％として算出したとき、表2192-1に示したように、

肝臓で も大きく、次いで腎臓、血液、脾臓の順で

あった。魚類の主要な免疫器官である腎臓に蓄積す

ることは免疫毒性へのかかわりが大きいことを表し

ている。また、後述するように、薬物代謝において

も重要な肝臓にTBTが蓄積しやすいことはCYP1A

活性が阻害されることを示している４)。 

 TBTが魚類の非特異的生体防御機構に傷害を与え

る可能性は、上に述べた実験結果から予測されるが、

次に、TBTへの曝露が細菌感染に対する抵抗力に及ぼ

す影響を調べた。魚病細菌をニジマスの腹腔内に投

与したとき、コントロール（コーンオイルのみ投与）

区、TBT単独投与区およびA. salmonicidaのみの投与

区における２週間の致死率はいずれも０％であった。

一方、TBTとA. salmonicidaの両者を投与した区では

90％の致死率を示したことから４)、TBTの免疫毒性が

顕著に認められた（図2192-4）。 

 TBTは生体防御機能を低下させるだけでなく、内分

泌系や薬物代謝系に影響を及ぼすことも知られてい

る。本研究ではCYP1Aの誘導剤であるβ-NFやBaPを

用い、TBTに前もって曝露したとき、あるいは誘導剤

とTBTを同時に投与したときの影響などを調べた。

CYP1Aの誘導はβ-NF を0.5mg/Lの濃度で曝露した

とき３～６時間後から観察され（図2192-5）、またβ

-NF濃度が１μg/L のとき、１日後にはCYP1Aの誘導

が顕著に認められた（図2192-6）１)。β-NFにより誘

導されたCYP1A活性は供試魚を清水に戻して飼育し

たとき、12時間後から活性は低下し始め、72時間後

にはピーク時の活性の20％まで低下し、１週間後に

は活性はほとんど認められなかった５)。 

 ニジマスのふ化後の成長に伴うCYP1A-EROD活性

の変化を調べるために、０～100μg/Lのβ-NFを含む

水中でふ化後10日の卵黄仔魚を飼育すると、図

2192-7に示したように曝露６時間後には顕著な

EROD活性の誘導が認められ、72時間後まで濃度依存

的に活性の上昇が見られた。また、ふ化後30日およ

び130日の稚魚においてもほぼ同様の傾向が認めら

れた５)。このようにニジマスではふ化後間もない時期

から多環芳香族炭化水素を代謝するCYP1Aを有して

いることが明らかとなった。 

 β-NFを0.1mg/kg体重で単独腹腔内投与したときと

TBTを0.1または0.5mg/kg体重で同時投与し、３および

７日後のCYP1A活性の誘導におよぼす影響を調べた結

果、図2192-8に示したように、β-NFとTBTの同時投与

区においてCYP1A活性は明らかに阻害された５）。 

 β-NFに曝露させ、EROD活性を誘導させたニジマ

ス若魚から肝臓を摘出し、粗酵素液を調製後、酵素

反応液にTBTを終濃度が０～100μg/Lとなるように

添加し、in vitroの系におけるTBTのCYP1A活性阻害

を調べた。図2192-9に示したように、10μg/LのTBT

濃度ではEROD活性の阻害は微弱であったが、20

μg/Lでは顕著な阻害が、また30μg/Lでは80％以上

の阻害が認められた５)。 

 BaPを腹腔内に投与後、頭腎細胞中のCYP1A活性の

誘導を二重染色法により調べた結果６、７）、好中球お

よびBリンパ球においてCYP1A活性の誘導が明らか

に認められた（図2192-10）。魚類の免疫担当器官に

おける細胞が、CYP1A活性を誘導するだけでなくBaP

を代謝的活性化することにより、悪影響を受ける可

能性があることを示している。 

Days

1 4 7 10

Blood *2 2.42±0.45 1.63±1.00 1.95±0.26 2.33±1.39 

Liver 4.38 8.34 4.8 24.6

Kidney 2.21 2.32 2.23 1.84
spleen 0.185 0.37 0.257 0.317

表2192-1 ニジマスへの TBT の腹腔内投与（5mg/kg・体重）と数種の器官における TBT の蓄積率
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 図2192-4 A. salmonicida を用いた感染実験において TBT 腹腔内投与（体重1kg あたり TBT 2.5mg）

がニジマスの致死率におよぼす影響 

図2192-6 いろいろなβ－ナフトフラボン濃

度に24時間曝露したニジマスにおけ

る肝 EROD 活性（肝重量当たりの活

性）の誘導におよぼす影響 

図2192-5 0.5mg/L のβ－ナフトフラボン濃

度がニジマスにおける肝 EROD 活性

（肝重量当たりの活性）の誘導にお

よぼす影響 
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図2192-7 β－ナフトフラボンへの曝露がニジマス仔稚魚の EROD 活性の誘導におよぼす影響 
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エ 考察 

本研究では防汚剤として使用されてきたTBTが魚

類の生体防御系や薬物代謝系、とくにCYP1A におよ

ぼす影響を調べてきた。TBTへの曝露濃度はμg/Lレ
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図2192-8 ニジマスにおける TBT の曝露が肝 EROD 活性におよぼす影響（in vivo） 

図2192-9 TBT 濃度と肝 EROD 活性阻害との関係（in vitro） 
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図2192-10 ニジマス頭腎より調製した白血球の，好中球サーフェースマーカーおよびシトクロム P450-1A

の二重染色の結果 

A－D：コントロール区，E－H：ベンゾピレン曝露区，核内染色 A・E，好中球 B・F，CYP1A 陽性細

胞 C・G，オーバーレイ D・H，Scale bar = 10μｍ 



― 390 ―

ベルであり、 近の内湾や沿岸域の濃度の約1000倍

も高いことから、実験室で得られた成果が、現実の

環境下で起こり得るかどうかは常に問われるところ

であるが、これまでに沿岸域で採取した魚類の血漿

中濃度に関する報告と本研究で飼育実験により測定

した血漿中濃度との間には大きな差が見られないこ

とから、本研究で得られた成果は実環境中の魚類に

適用しても差し支えないものと考えられる。 

オ 今後の課題 

非特異的生体防御系におよぼすTBTの影響につい

ては一定程度の知見を得ることができた。今後は抗

体産生に関わる特異的生体防御系においてTBTがど

のような影響を及ぼすかを調べる必要がある。薬物

代謝系の第１相、とくにCYP1A活性をTBT が阻害す

ることが明らかとなったが、第２相の抱合反応への

影響に関する検討が必要である。CYP1Aなどは17β-

エストラジオールを代謝することが知られているが、

PAH によりCYP1Aが誘導されたとき、内分泌系、特

にエストロゲンの体内での胴体にいかなる影響を及

ぼすかも今後の課題である。 

カ 要約 

(ア) 好中球などの食細胞が有する活性酸素産生

能や食細胞が産生するリゾチーム活性などの非特異

的生体防御機能を低下させる。 

 (イ) 非特異的生体防御機能の低下により病原菌

に対する抵抗性も低下する。 

 (ウ) TBTは薬物代謝系第１相の反応のCYP1A活

性を阻害することがin vivo およびin vitroの実験で明

らかとなった。 

 (エ) CYP1Aの誘導剤であり、かつ強力な発がん

性物質として知られるベンゾ[a]ピレンを投与したニ

ジマスでは肝臓だけでなく免疫担当器官の頭腎にお

ける好中球やリンパ球においてCYP1Aを誘導するこ

とが明らかとなり、代謝的活性化によるBaP障害の可

能性が示唆された。 
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10 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 

(1) 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 

ア 研究目的 

生物は、環境に由来する種々の化学物質の曝露を

受けているが、これは家畜においても例外ではない。

化学物質の中には環境中に長期間残存して飼料等を

通じて家畜体内に蓄積されるものがあり、家畜生産

の観点からそのリスク管理が必要なものがあると考

えられる。内分泌かく乱物質と総称される一群の化

学物質は、生物にホルモン作用またはホルモン拮抗

作用を示すために、リスク管理の重要性が提唱され

ている。これらの物質はエストロジェン作用また抗

エストロジェン作用を示すものが多く、生物の生殖
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系に異常をもたらす事が示唆されてきた。しかし近

年の研究によって、これらの内分泌かく乱物質のヒ

トに対するリスクは限定的であるとする報告も多く

なっている。 

 一方畜産の生産現場では、豆科植物の飼料を多給

することによって反芻家畜（ウシ、ヒツジ等）に不

妊症が多発する事が古くから知られており、植物体

に含まれるエストロジェン類似の化学物質に起因す

る事が確認されている。何故反芻家畜に植物由来エ

ストロジェン物質による生殖機能障害が発生するの

であろうか？反芻家畜は、ヒトの数十分の一程度の

血中エストロジェンによって生殖機構の恒常性を維

持しているために、外来性のエストロジェン様物質

の影響を受けやすい事があり、豆科植物を飼料とし

ての摂取する量が多い事も一因であると考えられ

る。しかし、反芻家畜における内分泌かく乱物質の

影響は、植物由来エストロジェン物質に関する報告

を除いて報告が少なく、その実態は明らかでない点

が多い。 

 一方、遺伝子解析技術の飛躍的な発展に伴って、

特定の細胞集団や組織における遺伝子発現を網羅的

に解析する事が可能になった。ゲノムの全塩基配列

の解読が終了したヒトやマウス等の種においては、

全遺伝子の塩基配列（各数十塩基程度）をチップ上

に配置したDNAチップが開発されて市販されてお

り、これは実験動物の内分泌かく乱物質の機能解析

にも活用されている。 

 一方、ウシを始めとする家畜においては、全遺伝

子を解析可能なDNAチップ等は存在せず、網羅的な

発現解析によって内分泌かく乱物質の影響評価を行

う事は不可能な状況である。そこで本研究では、内

分泌かく乱物質のウシに対する影響を遺伝子発現の

網羅的解析手法によって実施する事を目指して、研

究着手時に研究担当者らが保有していた自製の

cDNAアレイを内分泌かく乱物質の影響評価に使用

可能かどうか検証するとともに、さらに集積度を高

めたオリゴヌクレオチドアレイを開発してこれを内

分泌かく乱物質の影響評価に活用する手法を開発す

る事を目的とした。 

 実験動物に対する内分泌かく乱物質の影響評価法

として、生体に被験物質を投与して生殖器を摘出し、

生殖器官における遺伝子発現をアレイ解析する手法

が用いられることが多い。しかしこの手法は、動物

の飼育に関するコストや反復実験の例数等の点か

ら、ウシには適用しがたい。そこで本研究では、ウ

シ由来の培養細胞を用いて、培養細胞に内分泌かく

乱物質を投与して培養し、細胞に誘発される遺伝子

発現変動を網羅的に解析した。 

イ 研究方法 

(ア) ウシ栄養膜由来細胞株（BT-1）の特性解析 

解析に供するウシ由来の細胞株として、BT-1細胞

の特性を解析した。BT-1細胞は課題担当者らの研究

室で樹立されたウシ栄養膜由来の細胞である。BT-1

細胞は体外受精由来のウシ胚盤胞から樹立された細

胞株で、研究着手時点で約150代の継代に達しており、

研究終了時点では300代に到達してなお旺盛に増殖

している。本研究ではこの細胞の培養や凍結保存の

条件について検討し、遺伝子導入法の開発を行った。

また、主要な栄養膜細胞特異遺伝子の発現をマイク

ロアレイで解析した。 

 (イ) 内分泌かく乱物質をBT-1細胞に曝露して誘

導される遺伝子発現異常の網羅的解析 

 BT-1細胞の培養系にエストラジオール、ジエチル

スチルベストロール、ノニルフェノール、オクチル

フェノールを１μM添加して８日間培養した。培養終

了後に細胞から総RNAを抽出してmRNAを蛍光色素

(Cy-3およびCy-5)で標識して、自製のcDNAアレイに

ハイブリダイゼーションを行った。アレイ実験は２

色法で行い、0.1％エタノール溶媒のみを添加して培

養した対照区と比較した。アレイ解析の結果から有

意な発現変動が認められた遺伝子を選抜して、子宮

や胎盤組織中の遺伝子発現局在を検索するためにin 

situハイブリダイゼーションを行った。 

(ウ) ウシオリゴアレイの作製とその評価 

 研究担当者らは、ウシ子宮胎盤cDNAライブラリか

らcDNAアレイを作製して本研究プロジェクトに活

用してきたが、研究を進めるにつれて約4000スポッ

ト（約1800種類の遺伝子）のアレイでは陳腐化が著

しく、集積度を飛躍的に高めた新アレイを作製する

必要が生じた。新アレイの様式について検討した結

果、従来のcDNAアレイの様式ではなく、数十残基の

ヌクレオチドをスライドガラス上で合成するオリゴ

ヌクレオチドアレイを選択し、従来のcDNAアレイの

遺伝子を全て継承しつつ更に新規の遺伝子を搭載し

たウシオリゴヌクレオチドアレイを作製した。アレ

イの集積度は、ウシゲノム解析の進捗状況に鑑み約
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11000個のスポットを有するアレイを１枚のスライ

ドグラスに２個作製する２×11kアレイのフォー

マットを選択した。次いで、このアレイを使用して、

BT-1細胞にエストラジオール、ジエチルスチルベス

トロール、ノニルフェノール、オクチルフェノール

を0.1μM添加して２日間培養して総RNAを抽出して

cDNAアレイの場合と同様に２色法でアレイ解析を

行った。 

ウ 研究結果 

 (ア) ウシ栄養膜由来細胞株（BT-1）の特性解析 

研究着手時には約150代の継代を経ていたBT-1細胞

は、研究期間中に300代を超える継代を経て現在も旺

盛に増殖している（図2101-1-A）。培養はI型コラー

ゲンをコートした培養容器を使用し、10％ウシ胎児

血清（FBS）を添加したDMEM/F12培地で培養してい

る。BT-1細胞の樹立当初はウシ線維芽細胞の培養上

清を半量添加していたが、現在ではBT-1細胞のコン

ディション培地を半量添加して良好な増殖を得る事

ができる。しかし、培養容器にコラーゲンコートし

ない場合は継代後の定着率が極めて低く、良好な細

胞増殖がみられなかった。BT-1細胞は樹立当初は凍

結保存が困難であったが、凍結法を検討した結果、

10％DMSO/90%FBSを凍結保存液として使用するこ

とで凍結保存が可能になった。研究着手当初は、BT-1

細胞は遺伝子導入が困難であったが、導入試薬と導

入法の選択によって遺伝子導入が可能である事が示

された（図2101-1-B）。 

 BT-1細胞の遺伝子発現プロファイルをアレイ解析

によって検索したところ、トロホブラストに由来す

る遺伝子群を発現している事が明らかになった。研

究着手時の160代時点と 終年度の280代におけるア

レイ解析データを比較したところ、研究着手時は胎

盤性ラクトジェンや妊娠関連糖タンパク質（PAG）

-1等の二核細胞由来と考えられる遺伝子群が発現し

ていたが、280代の時点では二核細胞由来と考えられ

る遺伝子群の発現はほとんど消失していた。しかし、

単核細胞由来とされる遺伝子群（インターフェロン

τやPAG-2）の発現は維持されていた。これらの成

績から、BT-1細胞は実質的な無限増殖性を獲得した

と見なされ、胎盤の栄養膜単核細胞の特性を一部維

持している事が明らかになった（図2101-2）。 

 BT-1細胞は、実質的な無限増殖性を獲得し、遺伝

子導入が可能な栄養膜細胞株であり、ウシ胎盤細胞

の試験管内モデルとして有効に活用できるものと思

われた。 

 (イ) 内分泌かく乱物質をBT-1細胞に曝露して誘

導される遺伝子発現異常の網羅的解析 

 内分泌かく乱物質をBT-1細胞に曝露して８日間培

養し、トランスクリプトームプロファイルの変化を

cDNAマイクロアレイで解析した。アレイデータの階

層型クラスタリング解析を行い、添加した内分泌か

く乱物質と遺伝子発現プロファイルの関連を明らか

にした(図2101-3）。 

図2101 (A) 培養下の BT-1細胞 培養皿に接着した細胞と球形の小胞 

(B) BT-1細胞への遺伝子導入 FuGene (F)と ExGen (E)の比較 

ExGen は試薬を添加して5または30分間インキュベートした 

C    F    E5  E30

A B
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 エストラジオール添加区とジエチルスチルベスト

ロール添加区の遺伝子発現プロファイルは比較的類

似しており、アルキルフェノール類（ノニルフェノー

ル、オクチルフェノール）を添加した区の遺伝子発

現プロファイルも類似性が認められた。アレイデー

タをk-means法によってクラスター解析を行い、添加

区毎の発現プロファイルによって、全体を６個のク

ラスターに分類した（図2101-4）。 

 発現差が認められた遺伝子群の中で、栄養膜細胞

機能に関連が深いと考えられたものを表2101-1に示

す。この中から、水チャネル遺伝子に注目し、この

遺伝子の子宮胎盤組織における局在を明らかにする

ためにin situハイブリダイゼーションを行った。水

チャネル遺伝子は胎盤の栄養膜細胞で発現しており、

BT-1細胞における発現が生体内でも認められる事が

示された（図2101-5）。 

(ウ) ウシオリゴアレイの作製とその評価 

 研究担当者らは、子宮胎盤のcDNAライブラリと肝

臓のライブラリからそれぞれcDNAアレイを作製し

て運用してきたが、これを一体化してさらに集積度

を上げたアレイを作製する事を目的としてオリゴヌ

クレオチドアレイを作製した。このアレイは60残基

の塩基配列からなるプローブをスライドグラス上で

合成してアレイを作製するもので、プローブ選定は

研究担当者らが行い、アレイスライドの作製はアジ

レント社が行った。作製されたオリゴアレイは約

11000個のスポットがあり、既知のウシ遺伝子が3386

種類、未知配列が6777スポット、内部標準用のGAPDH

遺伝子が100スポットからなっている。 

このアレイを使用して、BT-1細胞に内分泌かく乱

物質を曝露した時に誘導される遺伝子発現変動を網

羅的に解析した。実験に供した内分泌かく乱物質は、

図2101-2 BT-1細胞の遺伝子発現プロファイル 

160代継代時の BT-1細胞をウシ胎児血清 

（20％，2％）及びウマ血清(10%)で培養 

した時の遺伝子発現 

図2101-3 アレイ解析データの階層

型クラスタリング 
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上記のcDNAアレイの場合と同一であるが、曝露濃度

を１/10の0.1μMとし、曝露期間を48時間とした。こ

れは、より低い濃度で発現する遺伝子発現変動を検

出しようとしたことと、内分泌かく乱物質によって

直接誘導される変動を捉えようとした為である。11k

オリゴアレイによる解析の結果、エストラジオール、

ジエチルスチルベストロール、ノニルフェノール、

オクチルフェノール曝露によって、それぞれ137、11、

４、４遺伝子が２倍以上または0.5倍以下の変動を示

した（表2101-1）。 

 発現変動した遺伝子群は、以前のcDNAアレイの実

験データと必ずしも一致しなかった。この理由とし

て、現行アレイの方が収載遺伝子の種類が多いこと、

曝露濃度が１/10に減少していること、曝露期間が短

いこと等に起因するものと思われた。エストラジ

オールに曝露されたBT-1細胞でヒストン脱アセチル

化酵素(HDAC)の発現が有意に減少する事が示され、

エストロジェンの内分泌かく乱作用には、ヒストン

アセチル化を介したエピジェネティックな機構が存

在する事が示唆された。 

 研究 終年度の2007年度には、これまで使用して

きた２×11kオリゴアレイの集積度を大幅に向上さ

せた８×15kアレイを作製した。このアレイは15000

スポットのアレイを１枚のスライドグラスに８個搭

載したもので、プローブ選定は研究担当者らが行い、

ほとんど重複のないプローブデザインによって、リ

プロダクション用のウシアレイとしては、世界 高

レベルの集積度を達成する事ができた。 

エ 考 察 

 (ア) 遺伝子解析プラットフォームとしてのBT-1

細胞 

研究担当者らは、ウシ栄養膜由来細胞株として

BT-1細胞を樹立して維持してきたが１)、樹立当初の

当該細胞は培養維持と凍結保存が困難で、遺伝子導

入も不可能な細胞であった。５年間に渡る研究期間

中に、BT-1細胞は300代以上の継代を経て実質的な無

限増殖性を獲得したと見なされた。これは、これま

で樹立されたウシ栄養膜細胞株が数十代で増殖を停

止してしまうものがほとんどであった事を考慮する

と画期的なことである。研究担当者らはBT-1細胞の

樹立以降、新規の栄養膜由来細胞株の樹立を目指し

てきたが、未だに成功しておらず、BT-1細胞がどの

ような機構で無限増殖性を獲得したかは現時点では

不明である。 

 BT-1細胞は、樹立当初は胎盤性ラクトジェンや妊

娠関連糖タンパク質-1（PAG-1)等の栄養膜二核細胞

が発現するとされる遺伝子を発現していたが、継代

を経るにつれて二核細胞由来の遺伝子発現は消失し

てしまった。しかし、インターフェロンτやPAG-2

等の単核細胞由来遺伝子発現は維持されており、

BT-1細胞は胎盤の栄養膜単核細胞の性質を保ちなが

ら無限増殖能を獲得したものと思われた２)。 

図2101-4 アレイデータの階層型クラスタリング 

図2101-5 水チャネル遺伝子の in situ ハイブ

リダイゼーション 

DES   E2   Non   Oct    Pl

DES   E2   Non   Oct    Pl
DES   E2   Non   Oct    Pl

胎盤 胎盤

Antisense

Antisense

Sense

Sense

子宮 子宮
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表2101-1 エストラジオール（A)，ジエチルスチルベストロール(B)，ノニルフェノール(C)，オクチルフェノー

ル(D)によって2倍以上または0.5倍以下に発現が変動する遺伝子群（エストラジオール曝露群は4倍以

上0.25倍以下の遺伝子を表示） 

(A)   (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 (C) 

 

 

 

      (D) 

 

 

(イ) マイクロアレイを用いた網羅的解析 

研究担当者らはこれまでに、ウシ子宮胎盤や肝臓

における遺伝子発現の網羅的解析を自製のアレイを

用いて行ってきた３、４）。本研究において、ウシ由来

の培養細胞に内分泌かく乱物質を曝露して遺伝子発

現を網羅的に解析する事によって、内分泌かく乱物

質の影響を評価する事ができる事が示された。また、

マイクロアレイ解析で発現が変動した遺伝子の中か

ら水チャネル遺伝子に注目し、この遺伝子の子宮胎

盤組織における発現をin situハイブリダイゼーショ

ンで検索したところ、胎盤組織に発現を認めた事か

ら、栄養膜細胞株BT-1は生体組織の遺伝子発現プロ

ファイルを保持している事も示された。ウシのよう

な大型家畜では生体に被験物質を投与してから組織

を摘出してアレイ実験を行う事は、施設やコストの

点から容易ではなく、培養細胞を活用した方法は、

メリットが大きい。 

(ウ) 新規オリゴアレイの開発 

研究担当者らは、本研究着手時には子宮胎盤（4000

スポット、約1800配列）および肝臓（9000スポット、

約2800配列）のcDNAアレイを運用しており、内分泌

かく乱物質の影響評価は子宮胎盤アレイを使って

行っていた。しかし、両アレイの統合と更なる集積

度の向上を目指してオリゴアレイを作製した。遺伝

子プローブの選定とアノテーションは研究担当者ら

が行い、２×11kアレイをアジレント社が製造した。

このアレイを導入した事によって、解析遺伝子の幅

が広まった事の他に、解析に必要な総RNAの量が10

μgから0.35μgへと激減し、微量サンプルからの解

析が容易になった。また、従来のcDNAアレイはPCR

Probe Gene Log Fold gSignal rSign al

NM_174834_621 1 NM_174834 -0.7 6 5.77 635 110

NM_174632_699 5 NM_174632 -0.7 1 5.12 4,3 11 841

NM_173998_142 5 NM_173998 -0.6 6 4.59 4,0 04 872

BE6 65071_446 BE665071 -0.6 3 4.22 5,9 60 1,412

BE6 66581_368 BE666581 -0.7 0 4.95 2,4 40 492

U87539 _1 744 U875 39 -0.7 1 5.16 1,5 02 291

AB098828 _2 50 AB0988 28 0. 63 4.27 106 452

NM_174603_170 7 NM_174603 -0.6 8 4.78 3,0 37 635

BI53 7609_515 BI537609 -0.8 7 7.34 2,0 46 279

AB098896 _4 03 AB0988 96 -0.7 2 5.31 2,2 28 420

BP110819_79 BP11081 9 -0.7 9 6.16 15,88 4 2,580

BE6 63469_151 BE663469 -0.7 4 5.51 3,0 80 559

AJ586 435_58 AJ5 86435 -0.7 0 5.04 1,0 66 212

NM_174161_160 9 NM_174161 -0.7 9 6.23 4,6 25 743

BP111657_31 6 BP11165 7 -0.6 4 4.39 26,27 7 5,992

BI53 5003_274 BI535003 0. 77 5.85 175 1,023

BE2 36711_474 BE236711 -0.6 2 4.13 2,6 54 642

BI53 5442_438 BI535442 -0.6 2 4.17 1,0 35 248

BM4 81195_265 BM481195 -0.6 4 4.33 634 146

BP111150_68 BP11115 0 -0.6 9 4.86 21,97 9 4,527

AF04 3228_167 AF043228 -0.7 0 5.04 5,2 79 1,047

AW4 30565_293 AW430565 -0.6 7 4.64 3,9 22 845

AW4 28568_19 AW428568 -0.7 9 6.15 1,7 38 283

NM_203322_144 4 NM_203322 -0.6 9 4.84 2,0 01 413

BP110503_35 0 BP11050 3 -0.7 6 5.72 6,7 10 1,172

BE6 81875_364 BE681875 -0.6 3 4.28 1,0 44 244

BP111952_43 2 BP11195 2 -0.6 2 4.16 1,0 00 240

Probe Gene Log Fold gSignal rSignal

AY581197_1026 AY581197 0.43 2.71 8,289 22,461

NM_173888_1355 NM_173888 0.44 2.74 2,869 7,864

BP112452_356 BP112452 0.41 2.59 672 1,741

AW485604_325 AW485604 0.37 2.35 4,148 9,759

AF241778_1000 AF241778 0.36 2.28 244 555

NM_174518_758 NM_174518 0.37 2.37 464 1,098

BP104238_454 BP104238 -0.31 2.04 390 191

BP104826_267 BP104826 0.57 3.74 149 557

BP100941_245 BP100941 0.34 2.21 1,139 2,516

NM_174550_2300 NM_174550 0.38 2.39 2,250 5,375

BP100794_332 BP100794 0.46 2.91 135 394

Probe Gene Log Fold gSignal rSignal

AY581197_1026 AY581197 0.41 2.57 8,317 21,393

AW485604_325 AW485604 0.54 3.47 4,424 15,330

BE236443_459 BE236443 -0.48 2.99 595 199

NM_174518_758 NM_174518 0.35 2.23 452 1,010

Probe Gene Log Fold gSignal rSignal

BP109914_534 BP109914 1.71 50.72 129 6,534

AW416420_370 AW416420 -0.32 2.08 700 336

BP110598_353 BP110598 -0.81 6.44 963 150

BP104826_267 BP104826 0.42 2.60 158 410
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産物をスライドにスポッティングして製造していた

為に、製造ロット毎のシグナル強度の変動が大きい

欠点があったが、スライドグラス上でオリゴヌクレ

オチドプローブを合成するオリゴアレイは、製造

ロット間のデータばらつきが少なく、一色法のアレ

イ解析にも適する等のメリットが大きい。研究 終

年度には収載遺伝子数を11kから15kに増やし、更に

１枚のスライドに８アレイを搭載した８x15kアレイ

を作製したが、このアレイは解析のハイスループッ

ト化とコスト削減にさらに貢献する事が期待される。 

オ 今後の課題 

 研究期間を通じて解析ツールであるアレイの改良

を行い、解析ツールの整備という意味では一定の進

展が認められた。しかし、解析の素材となる細胞株

の検討は、BT-1細胞しか実施しておらず、ウシに対

する内分泌かく乱物質の影響評価を適切に実施する

為の 適な細胞株の選択は今後の課題である。細胞

株を使ったアレイ解析は、生体組織を用いるよりも

再現性が高いとされているので、精度の高い解析に

は目的に適った細胞の選択を行ってゆく事が必要で

ある。 

本研究で確立されたウシにおける網羅的遺伝子発

現解析システムは、内分泌かく乱物質のみならず、

畜産学や獣医学の分野で広範に応用可能である。本

研究で確立されたウシオリゴアレイの他分野への普

及が期待される。 

カ 要 約 

 約4000スポットの遺伝子を収載したウシ子宮胎盤

cDNAマイクロアレイとウシ栄養膜由来細胞株（BT-1

細胞）を用いて、内分泌かく乱物質の遺伝子発現に

及ぼす影響を検索した。発現が変動している遺伝子

の組換えタンパク質を作成し、子宮・胎盤組織中の

局在をin situハイブリダイゼーションで明らかにし

た。 

約11000スポット（11k）のウシ遺伝子を収載した

ウシオリゴアレイを設計し、カスタムアレイとして

製造した。このアレイは4466種類の既知遺伝子と

5697個の未知配列からなり、従来のcDNAアレイより

も集積度が高く、解析に要するサンプル量が少なく

てすむ等のメリットがあった。11kオリゴアレイを使

用して内分泌かく乱物質がBT-1細胞の遺伝子発現に

及ぼす影響を網羅的に解析し、発現変動する遺伝子

群を明らかにした。 

 解析ツールを更に改良して、収載する遺伝子を約

15000に増やして１枚のスライドグラスに８アレイ

を搭載する新オリゴアレイを設計し、製造した。 
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研究担当者（高橋 透＊，細江実佐） 

(2) 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 

 ア 研究目的 

ダイオキシン類は細胞質のアリルハイドロカーボ

ンレセプター（AhR）を介してその毒性を示すことが

明らかになっているが、類似構造を持つ他の有機ハ

ロゲン化合物もAhRのリガンドとなり得る１、２)。環境

中にはこれらの多ハロゲン化芳香族炭化水素

（PHAHs）化合物が混在しており、相互に作用し合っ

て総体としてダイオキシン様毒性を示すものと考え

られる。人におけるダイオキシン類の主要な摂取経

路は動物性食品であることから、畜産物の汚染評価

は重要である３)。畜産物の汚染は家畜やそれらの飼料

および飼料原料などに由来する。従って、これらに
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おけるダイオキシン類似物質の汚染実態とその毒性

を評価することは家畜への直接影響のみならず、安

全な畜産物を供給するためにも極めて重要な課題で

ある。本課題では、家畜関連試料におけるダイオキ

シン類と類似物質の汚染実態を機器分析によって解

明すると同時に、家畜細胞を用いたバイオアッセイ

によって飼料および畜産物のダイオキシン様毒性を

評価することを目的としている。 

イ 研究方法 

 (ア) ダイオキシン類およびその類似有害化学物

質の測定 

家畜関連試料（家畜飼料原料：魚油、魚粉、肉骨

粉、配合飼料：牛、ブタ、ニワトリ、体脂肪：ブタ、

ニワトリ）をトルエンでソックスレー抽出し、その

抽出液を濃縮し、多層シリカゲルカラムで脂肪除去

した．続いて活性炭シリカゲルカラムで分画し、そ

れぞれの画分に含まれるダイオキシン類（PCDD/Fs

およびコプラナPCBsの計29異性体）、全PCBs（100以

上異性体）と全PCNs（50以上異性体）を高分解能ガ

スクロマトグラフ質量分析計（HRGC/HRMS）で濃度

測定し、ダイオキシン毒性等価係数（TEF）を用い毒

性等量（TEQ）を計算した。また、試料中のポリブ

ロモジフェニルエーテル類（PBDEs）をジクロロメタ

ンでソックスレー抽出し、多層シリカゲルカラムで

脂肪除去し、アルミナカラムで分画したものを

HRGC/HRMSで測定した。 

 (イ) 牛初代培養肝細胞を用いたリアルタイムRT

− PCR法によるバイオアッセイ 

ａ 家畜関連試料のバイオアッセイ用精製と分

画 

 魚油、魚粉、動物油脂と配合飼料を分析試料とし、

アセトンおよびジクロロメタン/ヘキサン(１:２)を

用いた振とう抽出法により、ダイオキシン型化学物

質の抽出を行った。抽出液から得られた脂肪分を秤

量後、濃硫酸洗浄し、多層シリカゲルカラムと

Sep-Pakアルミナカラムを連結したタンデムカラム

により精製・分画を行った。ダイオキシン類を含む

60% ジクロロメタン/ヘキサンの溶出液をDMSOに転

溶して20μLをアッセイ用の試料とした。 

ｂ 牛初代培養肝細胞培養法 

 牛初代培養肝細胞は宮本ら４)の方法で分離し、

Koideら５)の方法を改変して初代無血清培養した。生

後２週齢以内のホルスタイン雄子牛の肝尾状葉を摘

出し、EGTAを含むHank's液と0.05%コラゲナーゼ溶

液で２段階灌流して肝組織を消化し、50xgの低速遠

心で非実質細胞を除去して90%以上の純度の肝実質

細胞画分を得た。この細胞をインスリン、デキサメ

タゾン、微量金属、EGFを含むWilliam’s E培地を用い

て表面に陽性荷電を有する６穴ディッシュ（プライ

マリアTM）上に106個／穴の割合で播種し、５％CO2

雰囲気下で培養した。培養開始24時間後に培地を交

換するとともに飼料抽出物または標準物質を添加し、

さ ら に 24 時 間 培 養 し た 。 自 動 RNA 抽 出 装 置

（QuickGene-810 FUJIFILM）を用いてディッシュ各

穴からTotal RNAを採取し、CYP1A1および AhR、Arnt、

GST-M、UGT1A4 に対するプライマーをサイバーグ

リーンを用いた リアルタイム RT-PCR用に設計し

た。 200 ng のtotal RNA を用いてOne-step リアル

タイム PCR 分析を行い、mRNA 量の変動を、GAPDH

を標準とする比較Ct法(ΔΔCt法) ６)により解析した。  

 (ａ) 牛CYP1B1の検索 

CYP1A1と同様にAhRと相互作用のあるCYP1B1に

対し、ヒトの１B1配列からプライマーを設計した。

牛初代培養肝細胞に10μMのβ-naphthoflavoneを添

加、24時間培養することによってCYP1B1を誘導して、

total RNAを抽出し、RT− PCR法によりPCR産物を得

た。転写産物をシークェンスして、blast分析により

ホモロジーを解析した。得られた牛CYP1B1の部分配

列を元に新たにCYP1B1に対するダイオキシン類の

作用を検討するリアルタイムPCRのためのプライ

マーを設計した。  

 (ｂ) 臭素化ダイオキシン類のダイオキシン様

作用強度の確認 

 臭 素 化 ダ イ オ キ シ ン 類 (PBDD/Fs) お よ び

2,3,7,8-TCDDの標準品を0.001 nM から５ nM の濃

度で、培養24時間の牛初代培養肝細胞に添加、

CYP1A1とCYP1B1 に対するリアルタイム PCR 分析

を行い、mRNA 量の変動を解析した。臭素化ダイオ

キシン類としては2,3,7,8-TBDD、2,3,7,8-TBDF、

1,2,3,7,8-PBDF､ 2,3,4,7,8-PBDF､ 1,2,3,6,7,8-

HBDD､ 1,2,3,4,7,8-HBDF､ 1,2,3,7,8,9-HBDFの

７種のPBDD/Fs異性体について検討した。PBDD/Fs

のダイオキシン様相対毒性強度(REP)は下式により

換算した。 

REP = TCDD EC50 /異性体X EC50

EC50は用量-反応曲線における相対 大反応値の
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50％の反応を示すTCDDおよびPBDD/Fs(X)の用量。 

ウ 研究結果 

 (ア) 飼料原料の中では魚油のTEQが も高く、

ノンオルトコプラナPCBsの寄与率が高い。配合飼料

ではTEQに差がなく、PCDDs/PCDFsの寄与率が高い

傾向が認められた。家畜脂肪中の全PCBsでは、ダイ

オキシン様毒性を持たないが、生物活性に影響を与

え、さらに生物濃縮されやすいIUPAC 153、138、101、

99、52が約３割を占めた。ダイオキシン様毒性を持

つと思われるPCN-40、52/60、54、63、66/67、69、

70、72、73の各異性体は全試料で検出された。しか

し、PCNsによるTEQの寄与率はダイオキシン類の２%

以下だった。その他にPBDE-47、99、100、126、153、

183、190の各異性体も全試料で検出された。総PHAHs

の平均値は図2102-1に示す。 

(イ) ダイオキシン類のバイオマーカーである

CYP1A1は、ウシ初代培養肝細胞において添加したダ

イオキシンに対し用量依存的に発現が上昇した（図

2102-2）。初代培養肝細胞とリアルタイムPCRを組み

合わせた検出法は低レベルのダイオキシンに対して

も感受性が高いことを示唆している。しかし、AhR、

Arnt、GST、UGTなど他のダイオキシン反応性の分子

の発現は対照と有意な差を観察しなかった。 

 試料の種類によって違いはあるが、ほとんどのサ

ンプルにおいて、CYP1A1 mRNAの相対発現量は

GC/MS-TEQに応じた値を示した。CYP1A1の発現は

試料中のダイオキシン類の組成に強く依存しており、

組成が一様でない配合飼料では、GC/MS-TEQと

CYP1A1誘導能データのばらつきが多かった（図

2102-3）。また、配合飼料では植物原料の割合が多い

ために、今回の方法では精製が不十分であったのか

もしれない。魚油試料においては、両方法の間に良

好な相関関係が認められた。 

 114 アミノ酸からなる345bpと152アミノ酸からな

る457bpの二種類の牛CYP1B1のcDNAの部分配列が

判明し、これをDDBJに登録した（AB373012、

AB373013）。牛の初代培養肝細胞に対する薬物代謝酵

素のCYP1B1の2,3,7,8-TCDDに対する誘導性は

CYP1A1の場合の25%程度であった。また、CYP1B1は

10pM以下の量の2,3,7,8-TCDDおよび飼料抽出物で

は有意に誘導されなかった。 

 ダイオキシン様作用を有するPBDD/DF異性体は、

2,3,7,8-TCDDと同様に牛初代培養肝細胞のCYP1A1

およびCYP1B1を誘導した（図2102-4）。CYP1A1の

EC50値は200pMであった。したがって、2,3,7,8-TBDD、

1,2,3,7,8-PBDF、2,3,4,7,8-PBDF、1,2,3,6,7,8-

HBDDの４種の異性体のEC50から算出されるREPsは、

それぞれ2.40、0.50、 0.25、 0.21である。この他

の３種の異性体については、用量-反応関係がＳ字曲

線をとらず、Olsmanら７)が報告しているように、こ

れらのダイオキシン様作用は弱いことが示唆された。 

図2102-1 家畜関連試料における 図2102-2 2,3,7,8-TCDD による AhR 関連 

PHAHs の蓄積濃 遺伝子の相対発現量の変化 
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図2102-3 家畜関連試料を添加した牛肝細胞の CYP1A1発現量と TEQ の比較 

 

 

 

 

図2102-4 臭素化ダイオキシン類による牛肝細胞における CYP1A1(A)と CYP1B1(B) の発現量の変化 

エ 考 察 

 (ア) 魚由来の飼料原料ではコプラナPCBsのTEQ

寄与率が高く、その組成も均一化しており、PCBs汚

染の影響が大きく関与しているものと考えられた。

一方、動物由来の飼料原料や植物質由来の成分が多

い配合飼料ではPCDD/Fsの寄与率が高い傾向を示す

ものの、その組成は試料によって異なり、これらに

おけるダイオキシン類の汚染経路が複雑であること

が示唆された。配合飼料と家畜脂肪の測定値を比較

すると、PCBsと同様にPCNsも生物濃縮される傾向が

認められた。ダイオキシン様毒性を持つと思われる

PCN異性体が全試料で検出されたが、それらによる

TCDD-毒性等量（TEQ）の寄与率はダイオキシン類

の２％以下であった。家畜関連試料から検出された

PBDEの異性体は、養殖関連試料などで報告８)されて

いるものと一致しており、本研究でもPCBsと同様、

特に魚油や魚粉の汚染レベルが高いことが確認され

た。一方、家畜脂肪におけるPBDEの蓄積程度は比較

的低いことが示唆された。 

 (イ) 牛初代培養肝細胞において、CYP1A1の発現

は非常に低用量のダイオキシンによって観察された

が、CYP1B1では高用量でのみ観察された。また、低

用量のTCDD曝露では、AhRやArntのmRNAは既報に

みられる用量依存的、経時的な反応９)を示さなかった。

これらのことから、牛初代培養肝細胞における

CYP1A1の誘導性はダイオキシン類のスクリーニン

グにおけるバイオマーカーとして利用できる。一方、

CYP1B1は発がん性のバイオマーカーとしても知ら

れていることから、その誘導性はダイオキシンの毒

性の評価に利用することができるであろう。本課題

で得られた臭素化ダイオキシン類のREPsは株化細胞

を用いた既報の値７)と異なっている。このことは、in 

vivoの投与実験等に対する代替手法として、生体の機

能を高度に維持している初代培養肝細胞の実験系は、

ダイオキシン類のような物質のリスクアセスメント

に際して、重要なデータを提供するものであること
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を示唆している。 

オ 今後の課題 

 (ア) 試験の度に１頭の子牛を必要とする初代培

養肝細胞ではなく、牛肝実質細胞の機能を有する株

化細胞を樹立、利用することができれば、新規の類

縁化合物や複雑な混合組成物におけるダイオキシン

様活性の評価に安定したデータが得られると期待さ

れる。 

カ 要 約 

(ア) 家畜飼料および家畜の体脂肪においてダイ

オキシン類以外のPHAHsに対するTEQの寄与率はダ

イオキシン類に比較してごく小さいものであると考

えられた。ただし、何種類かのダイオキシン様活性

を有するPCN異性体が畜産物を介してヒトに移行し

ていることが示唆された。

 (イ) ウシ初代培養肝細胞におけるCYP1A1と

CYP1B1遺伝子転写量の定量的RT-PCR法による測定

は、多くの家畜関連試料中のダイオキシン類および

AhRアゴニストに対して感度の高い検出法であるこ

とが明らかになった。この方法はウシにおける他の

肝特異的遺伝子・酵素の動態の検討に用いることが

できる。
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第２章 有機化学物質のリスク低減方法の開発 

１ 植物を利用した有害化学物質の分解除去

技術の開発 

(1) 異物代謝酵素系を利用した難分解性有機汚染

物質の負荷軽減技術の開発 

ア 研究目的 

 残留性（難分解性）有機汚染物質（Persistent Organic 

Pollutants、POPs）による環境、農水畜産物などの汚

染の拡大が心配されており、この問題に対応する技

術開発、とりわけ、負荷軽減技術の開発は緊急を要

する。特に、生物機能に基づく新技術開発はパブリッ

クアクセプタンスを得やすい。そこで、POPsのうち

目的化学物質を代謝する異物代謝酵素系を選定して、

その遺伝子を化学物質による遺伝子誘導発現系に組

み込み、イネ、ナス科などの植物に導入して選抜マー

カーを除去した形質転換植物を作出して、それらの

POPs代謝性能を評価する。とりわけ、野外条件下に

おけるPOPsに対する負荷軽減性能の実証評価に重点

を置き、実用化技術の開発及びPOPs処理システムの

開発を試みる（図2211-1）１､２､３)。 

イ 研究方法 

 (ア) 哺乳動物薬物代謝型シトクロムP450（P450、

CYP）モノオキシゲナーゼによる環境負荷化学物質の

分解 

ａ シマジン，4-ノニルフェノール 

 ヒト薬物代謝型P450遺伝子の11種をそれぞれ導入

した組換え体酵母菌株のミクロソーム画分にシマジ

ン、もしくは、4-ノニルフェノールを添加し、１時

間の反応後、代謝物を酢酸エチルにより抽出し、高

速液体クロマトグラフィー（HPLC）及びマススペク

トロメトリー（MS）を用いることにより代謝物の同

定を試みた。 

ｂ ポリ塩化ビフェニル（PCB） 

 ラット薬物代謝型P450分子種CYP1A1を導入した

組換え体酵母菌株のミクロソーム画分にPCB126

（3,3',4,4',5-ペンタクロロビフェニル）を添加し、

１時間の反応後、代謝物をメタノールとクロロホル

ムの混合液で抽出し、HPLCに供した。 

 (イ) P450形質転換植物による環境負荷化学物質

の分解 

  ａ シマジン 

ヒト薬物代謝型P450分子種CYP1A1、CYP2B6及び

CYP2C19の３遺伝子を同時発現した形質転換バレイ

ショを２～３週間培養した後、14C標識したシマジン

を含む水耕液で数日間培養した。培養後、シマジン

及びその代謝物を水耕液と植物体からそれぞれ抽出

し、薄層クロマトグラフィー（TLC）に供した。原点

に存在する未同定代謝物はそれぞれ抽出し、β-グル

コシダーゼ処理後、再度TLCに供した。放射活性を

オートラジオグラフィーによって検出した。 

ｂ 4-ノニルフェノール 

 形質転換バレイショを14C標識した4-ノニルフェ

ノールを含む水耕液で数時間培養した。培養後、上

と同様の操作を行った。 

図2211-1 複数のヒト P450分子種を同時発現した形質転換植物による環境汚染物質の分解 
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 (ウ) P450形質転換イネによる4-ノニルフェノー

ルのファイトレメディエーション 

 0.5から５ppmの4-ノニルフェノールを添加した水

耕液において、イネを24時間培養し、水耕液から代

謝物を抽出後、抽出物のエストロジェン受容体結合

活性を測定した。 

 (エ) P450形質転換バレイショによるシマジン汚

染土壌のファイトレメディエーション 

ａ シマジン汚染土壌を長期間放置しない場合 

 100gの培養土に0.57μmolのシマジンを添加し、形

質転換バレイショを２週間栽培した。70%アセトン、

C18カラム及びシリカゲルカラムを用いて培養土から

シマジンを抽出し、HPLCに供した。 

ｂ シマジン汚染土壌を長期間放置した場合 

 シマジンを10ppmになるように土壌に添加し、

2.5ヶ月以上４℃で放置した後、形質転換バレイショ

を４、６並びに８週間栽培した。上と同様の方法で

土壌に残留したシマジンを定量した。 

(オ) ダイオキシン類の植物への吸収 

  ａ タバコ植物 

 ダイオキシン類に応答してレポーター遺伝子（β-

グルクロニダーゼ、GUS）を誘導発現する形質転換タ

バコをダイオキシン類により汚染されている土壌に

おいて５週間栽培し、植物体の頂芽から数枚目の葉

を採取し、GUS活性を測定した。 

ｂ ズッキーニ植物 

 ズッキーニ（Cucurbita pepo）３品種（Patty Green、

Black Beauty、Gold Rush）をダイオキシン類汚染土

壌で約１ヶ月間栽培し、植物体地上部におけるダイ

オキシン類の蓄積量を高分解能ガスクロマトグラ

フィー（GC）/高分解能MSを用いて分析した。 

(カ) ズッキーニの形質転換系の確立 

 ズッキーニの腋芽を含む胚軸にアグロバクテリウ

ムを感染させ、種々の再分化条件を試みることによ

りカナマイシン耐性個体を選抜した。 

ウ 研究結果 

(ア) 哺乳動物薬物代謝型P450モノオキシゲナー

ゼによる環境負荷化学物質の分解 

ａ シマジン，4-ノニルフェノール 

 組換え体酵母菌株のミクロソーム画分を用いた代

謝実験の結果、ヒトCYP1A1とCYP2C19がシマジンを、

ヒトCYP2B6とCYP2C19が4-ノニルフェノールを代

謝することが判明した（表2211-1）。シマジン代謝物

はN-脱エチル体、ジN-脱エチル体、4-ノニルフェノー

ル代謝物は環２位水酸化体であった（図2211-2）。 

 P450非発現コントロールに比べ、PCB126の代謝率

にほとんど差はなかったものの、ラットCYP1A1にお

いて、代謝物と推定されるピークを検出した。 

ヒト P450分子種 
化学物質 

CYP1A1 CYP2B6 CYP2C19 

シマジン 41 - 50 

4-ノニルフェノール - 44 29 

数字は代謝された割合（％）を示す。-は代謝されなかった、もしくは５％未満の代謝を示す。 

表2211-1 組換え体酵母菌株のミクロソーム画分を用いたシマジンと4-ノニルフェノールの代謝 

図2211-2 シマジン、4-ノニル

フェノール及びそれら

の代謝物 
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 (イ) P450形質転換植物による環境負荷化学物質

の分解 

  ａ シマジン 

 形質転換バレイショにおいて、シマジンは、N-脱

エチル体、ジN-脱エチル体へと代謝され、14日間で

シマジンの68％が代謝された（図2211-3）。一方、非

形質転換バレイショの代謝は50％にとどまった。ま

た、原点付近に存在する代謝物はこれら代謝物のグ

ルコース抱合体であった（図2211-4）。 

ｂ 4-ノニルフェノール 

 形質転換バレイショにおいて、4-ノニルフェノー

ルは培養後、急速に植物体へと移行し、4-ノニルフェ

ノールの代謝率は90％であり、非形質転換バレイ

ショとほぼ同等であった（図2211-5）。環２位水酸化

体及びTLCにおいて原点に存在する代謝物は形質転

換バレイショにおいて増加し、原点に存在する代謝

物は4-ノニルフェノール及びその代謝物にグルコー

スが抱合した代謝物であることが判明した（図

2211-4,5）。 

 (ウ) P450形質転換イネによる4-ノニルフェノー

ルのファイトレメディエーション 

 形質転換イネの水耕液に残留している4-ノニル

フェノール及び生成した代謝物のエストロジェン受

容体への結合活性は、５ppmの4-ノニルフェノールを

処理したとき低下した（図2211-6）。 

 (エ) P450形質転換バレイショによるシマジン汚

染土壌のファイトレメディエーション 

ａ シマジン汚染土壌を長期間放置しない場合 

 形質転換バレイショは非形質転換バレイショに比

べ土壌中のシマジンを効率よく（約４倍）代謝した。 
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図2211-5 P450分子種を導入した形質転換バレイショにおける4-ノニルフェノールの代謝・分解 

(A)TLC 分析(B)4-ノニルフェノール代謝率と代謝物生成率 白は非形質転換バレイショ、黒は形質転換

バレイショを示す。 
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図2211-6 P450分子種を導入した形質転

換イネを培養した水耕液中に含

まれる4-ノニルフェノールとそ

の代謝物のエストロジェン受容

体結合活性 

生存個体数 

10ppm シマジン添加土壌 ２倍希釈土壌 
栽培期間（週）

非形質転換 

バレイショ 

形質転換 

バレイショ

非形質転換 

バレイショ 

形質転換 

バレイショ 

0 14 14 14 14 

1 12 14 13 14 

2  5 10 12 14 

3  0 10 12 14 

4  0  9 12 14 

5 - - 12 14 

6 - - 12(7) 14(7) 

7 - - 6 7 

8 - - 6(7) 7(7) 

-  :  実施していない。 

カッコ内の数はサンプリングした数を示す。 

表2211-2 シマジン添加土壌における形質転換バレイショの栽培 
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ｂ シマジン汚染土壌を長期間放置した場合 

 シマジン汚染土壌において栽培した非形質転換バ

レイショのいくつかは枯死したにもかかわらず、非

形質転換または形質転換バレイショを栽培した土壌

の間でシマジンの残留量に大きな差はなかった（表

2211-2）。バレイショを栽培した場合としなかった場

合の土壌を比較してもシマジンの残留量に大きな差

がなかったことから、供試した汚染土壌のシマジン

濃度（10ppm）が高すぎたため、残留量に対する減少

量が小さすぎ、その差を検出することができなかっ

たと考えられた。そこで、２倍希釈した土壌を用い

て同様の実験を行ったが、シマジンの残留量に関し

て両者の間で差はなかった（図2211-7）。 

(オ) ダイオキシン類の植物への吸収 

  ａ タバコ植物 

 360pg-TEQ/gのダイオキシン類汚染土壌で栽培し

たダイオキシン類に応答する形質転換タバコは、非

汚染土壌で栽培したときに比べてGUS活性を約７倍

上昇させた（図2211-8）。 

図2211-7 シマジン添加土壌で栽培した形質転

換バレイショによるシマジンのファイ

トレメディエーション 
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図2211-8 ダイオキシン類に応答するレポー
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ｂ ズッキーニ植物 

 Black Beauty及びGold Rushは、Patty Greenに比べ

て100倍以上の高いダイオキシン類の吸収・蓄積能力

を持つことが判明した（図2211-9）。 

(カ) ズッキーニの形質転換系の確立 

 ダイオキシン類高吸収品種Gold Rushの再分化条件

を特定した。また、アグロバクテリウムはズッキー

ニカルスに感染し、形質転換可能であることが判明

した。 

 エ 考 察 

(ア) 哺乳動物薬物代謝型P450モノオキシゲナー

ゼによる環境負荷化学物質の分解 

 シマジンはアンドロジェンからエストロジェンを

合成する酵素アロマターゼの活性を上昇させること

により内分泌系を攪乱する化合物である４)。一方、そ

のモノ脱メチル体は内分泌攪乱作用が弱く、また、

ジ脱メチル体はその作用がないことが報告されてい

る５)。また、4-ノニルフェノールは女性ホルモンの受

容体であるエストロジェン受容体のアゴニストとし

て作用することにより、内分泌系を攪乱すると考え

られている６)。これらシマジン及び4-ノニルフェノー

ルはそれぞれ２種のP450分子種により分解されるこ

とから、CYP1A1、CYP2B6及びCYP2C19を同時にバ

レイショやイネに発現することにより、１種のP450

分子種を発現するよりも効率よくこれら化学物質を

分解することができると考えられる。事実、これら

P450分子種を単独で発現している形質転換バレイ

ショ及びイネよりも３種P450を発現している形質転

換バレイショの方が除草剤耐性は高く、また、代謝

活性も高い７)８)。また、これら３種のP450分子種はシ

マジンや4-ノニルフェノール以外にも多くの農薬な

どを分解できることから本形質転換植物は広くファ

イトレメディエーションに適用することができる。 

 ラットを用いたin vivoにおけるPCB126の代謝では

４位並びに５位水酸化体代謝物の生成が確認されて

いる９)10)。本研究で検出された代謝物はこれら代謝物

である可能性が高い。 

 (イ) P450形質転換植物による環境負荷化学物質

の分解 

 非形質転換バレイショに比べ形質転換バレイショ

において、シマジン代謝率は高く、また、各代謝物

の生成量は多かったことから本形質転換バレイショ

はシマジンのファイトレメディエーションに有効で

あると考えられる。 

 一方、4-ノニルフェノールの代謝率は両植物間で

ほとんど差がないことが判明した。これは、4-ノニ

ルフェノールの脂溶性が高く、植物に吸収され、全

体に移行せず植物体内で発現しているP450によって

代謝反応を受けなかったためであると考えられる。

即ち、植物体内に十分量を取り込ませることはファ

イトレメディエーションにとって非常に重要である

ことが示唆された。また、原点付近に検出されるバ

レイショ及びイネによる4-ノニルフェノール代謝物

はグルコース抱合体で、そのアグリコンはバレイ

ショとイネで異なっていた。これら抱合体は親化合

物より水溶性が高いことから、内分泌攪乱作用は減

少しているものと推測できる。 

 (ウ) P450形質転換イネによる4-ノニルフェノー

ルのファイトレメディエーション 

 4-ノニルフェノールを添加した水耕液で形質転換

イネを栽培した場合、水耕液抽出物のエストロジェ

ン受容体結合活性が減少したことから、形質転換イ

ネにおいて発現しているP450により4-ノニルフェ

ノールが受容体結合活性が減少した代謝物に分解さ

れたか、その代謝物が受容体に対してアンタゴニス

ト活性を保持している可能性が考えられる。 

 (エ) P450形質転換バレイショによるシマジン汚

染土壌のファイトレメディエーション 

 本形質転換バレイショは汚染して間もない土壌の

ファイトレメディエーションには効果が見られたが、

長期間汚染していた土壌に対して効果がなかった。

しかし、非形質転換バレイショと形質転換バレイ

ショの間にシマジン耐性に差があったことから、植

物体内で発現しているP450は機能していると考えら

れる。このことから、土壌中のシマジンが長期間放

置されることにより土壌有機物と強く結合して、植

物へのバイオアベイラビリティーが著しく減少した

ことでバレイショ体内に取り込まれるシマジンの量

が減少し、十分に分解されなかったために有意な

ファイトレメディエーション活性を示さなかったも

のと考えられる。これらの結果も同様に、植物体内

に汚染物質を十分に取り込ませることが十分なファ

イトレメディエーション活性を発現させるために重

要であることを示している。 

(オ) ダイオキシン類の植物への吸収 

ダイオキシン類汚染土壌に鉢上げした形質転換タ
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バコの頂芽から数枚目の葉のGUS活性が上昇したこ

とから、脂溶性の極めて高いダイオキシン類でもGUS

活性を上昇させるのに十分な量が根を通して吸収さ

れ、タバコ植物の地上部に移行したと考えられる。 

(カ) ズッキーニの形質転換系の確立 

 タバコ植物に比べPatty Greenは約２倍のダイオキ

シン類を吸収・蓄積することができたが、ズッキー

ニのPOPs高吸収品種であるBlack BeautyとGold Rush

はPatty Greenの100倍以上の高いダイオキシン類を

吸収・蓄積することから、これら両品種をファイト

レメディエーション用ホストとして利用することが

できる。これは、脂溶性の高い汚染物質の植物への

取り込みがファイトレメディエーションの律速段階

となるこれまでの問題点を解決することができるこ

とから、これら品種を利用することにより効率の良

い浄化が可能となる。 

オ 今後の課題 

本研究において、ズッキーニの特定の品種が脂溶

性の高い汚染物質を効率よく吸収・蓄積することが

できることを示したが、P450分子種を利用したPOPs

の負荷軽減技術を開発するためには、ズッキーニに

P450分子種を導入する必要がある。しかしながら、

ウリ科植物の形質転換は困難であり、特に、ズッキー

ニの形質転換系は未だ確立されていない。 

一方、P450分子種によりPCB126は代謝されたが、

その代謝物の構造は同定されていない。今後、構造

の同定並びにダイオキシン類の毒性発現に重要なア

リルハイドロカーボン受容体への結合活性、エスト

ロジェン受容体への結合活性などを調べ、親化合物

の減少だけでなく、その代謝物の毒性を評価する必

要がある。 

 カ 要 約 

 哺乳動物の薬物代謝酵素であるP450分子種のうち、

CYP1A1及びCYP2C19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界面活性剤の分解物4-ノ

ニルフェノールを分解した。シマジンよりも内分泌

攪乱作用が低下していると報告のあるN-脱メチル体

及びジN-脱メチル体がP450による代謝物であること

が判明した。一方、CYP2B6及びCYP2C19による4-ノ

ニルフェノールの代謝物は環２位水酸化体であった。

これら３種のP450分子種を同時に植物に発現するこ

とにより、代謝活性の高い形質転換植物を作出可能

であると考えられる。そこで、３種のP450遺伝子を

導入した形質転換バレイショ並びにイネによる水耕

液に添加したシマジン並びに4-ノニルフェノールの

代謝を調べたところ、形質転換バレイショは非形質

転換バレイショよりもシマジンを効率よく代謝した。

また、その代謝物もより多く生成されていた。一方、

4-ノニルフェノールの代謝は両植物間で差が見られ

なかった。これは、4-ノニルフェノールの脂溶性が

高く植物全体に移行しにくく、細胞内で発現した

P450によって代謝されなかったためであると考えら

れた。さらに、形質転換バレイショをシマジン添加

土壌で栽培し、ファイトレメディエーション活性を

評価したところ、シマジン添加間もない土壌では非

形質転換バレイショに比べ効率よく代謝することが

できたが、添加後長期間放置した土壌では両者間で

差が見られなくなった。これは、シマジンと土壌有

機物が強く結合し、植物への利用効率が下がったた

めであると推測される。即ち、ファイトレメディエー

ションにとって植物へ十分量の汚染物質を供給する

ことが、効率よく浄化するために必要であることが

強く示唆された。そこで、脂溶性の高い汚染物質を

効率よく吸収・蓄積すると報告のあるズッキーニを

用いて、そのダイオキシン類の吸収・蓄積性能を評

価したところ、高吸収ズッキーニ品種は低吸収品種

に比べ約100倍のダイオキシン類を蓄積することが

判明した。即ち、ズッキーニをホスト植物として用

いることにより、脂溶性の高い汚染物質の効率的な

ファイトレメディエーションを達成することができ

ると考えられる。 

 キ 引用文献 

１) H. Inui and H. Ohkawa. (2005). Herbicide 
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monooxygenase genes. Pest Management Science. 61: 
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２) 川畑順子・乾秀之・大川秀郎. (2005). 植物バイ
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４) J. T. Stevens, C. B. Breckenridge, L. T. Wetzel, J. 
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Fukuoka Igaku Zasshi. 90(5): 210-219. 
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研究担当者（乾秀之＊） 

(2) 植物－根圏微生物共生系を利用した化学

物質の分解除去技術の開発 

ア 研究目的 

 有機塩素系化学物質等の難分解性物質の環境中へ

の残留や食品の安全性に対する懸念が顕在化してい

る。この問題を解決するため植物や共生微生物の機

能を活用したファイトレメディエーションを用い、

エネルギー供給の必要がない安価な汚染土壌処理法

として実用化させる為の基盤を開発する。 

図2212-1 植物導入用 bphC 遺伝子の作成 

イネ用にコドンを至適化した配列に基づいて作成した断片をつなぎ合わせた。 
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図2212-2 bphC 導入イネカルス抽出液による 2,3-DHBP の分解 

形質転換イネカルスから酵素液を調整し、2,3-DHBP の分解を行った。 

図2212-3 bph 遺伝子による BP の分解 

左下の反応は根圏微生物、右上の反応は組換え植物によって行わせる。 

イ 研究方法 

 (ア) PCB 分解系の中間代謝物の植物および根圏

微生物への取り込みの調査を行い、環境中での動態

を明らかにするとともに、bphC を導入した形質転換

植物体を作成する。 

(イ) Pseudomonas putida KF715 株のbphオペロン

に由来するbphA1A2A3A4B遺伝子をGFP遺伝子と共

にトランスポゾンベクターに組み込み、イネ根圏定

着菌であるBurkholderia vietnamiensis (JCM10562) に

導入する。 

 (ウ) bphAB を導入したイネ根圏定着菌によって

生じる 2,3-dihydroxybiphenyl (2,3-DHBP) のイネに
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対する効果を調べ、植物− 根圏微生物共生系を利用

した化学物質分解除去技術の可能性を調査する。 

ウ 研究結果 

 (ア) bphC の合成と該遺伝子を導入した組換え

体の作出と解析 

イネのコドン使用頻度に合わせて bphC 遺伝子を

全合成し（図2212-1）、まず酵母、大腸菌で発現させ

て2,3-DHBPを分解する活性を有することを in vitro 

で確認した。また、bphC 遺伝子を導入したイネのカ

ルスでも in vitro で分解活性を検出することができ

た（図2212-2）。これらのカルスを再生させ、bphC 導

入再生体をいくつか得た。 

(イ) 合成と該遺伝子を導入した組換え体の作出 

Psudomonas putida KF715 株のbphオペロン（図

2212-3）（九州大学古川教授よりご分譲頂いた）に由

来するbphA1A2A3A4B遺伝子（林ら１））をGFP遺伝子

と共にトランスポゾンベクターに組み込んだ。転移

酵素を加えて、構築したベクターの遺伝子群を含む

部 分 を イ ネ 根 圏 定 着 菌 で あ る Burkholderia 

vietnamiensis (JCM10562) に導入した（図2212-4）。

形質転換体は密封液体中（250μg/ml）のbiphenyl 

(BPH) を短時間で大部分を分解した（図2212-5）。 

(ウ) bphC 導入組換えイネの解析 

 合成bphC遺伝子を導入したイネの再生体を得た。

T2世代まで育ててbphCがホモ接合体になっているこ

とが確認できた個体を選抜した。T2ホモ種子を用い

て2,3-DHBP溶液中で発芽テストを行ったところ、野

生型のイネでは発芽しなかったのに対し、bphCを導

入したイネでは発芽することができた（図2212-6）。

また根の生育に対する2,3-DHBPの影響を寒天中で

調べたところ、野生型イネは著しく生育阻害を受け

るがbphCを導入したホモ接合体は影響を受けなかっ

た。このことはPCB分解系において2,3-DHBPの塩化

物が極めて毒性が高いことを意味し、BphC酵素の作

用による環の開裂によって解毒が可能であることを

意味する。即ち、イネ根圏定着菌によって生じる

2,3-DHBP存在下でも、bphC導入イネは生育に影響を

受けずに分解微生物の住処を与えることが可能であ

ることが示唆された。 

 一般に分解菌にPCBを加えても、完全に分解を行う

ことができず中間体を蓄積することが知られている。

近、PCB分解系の中間産物2,3-DHBPが、分解菌や

大腸菌などの細菌に対して極めて高い毒性を示すこ

とが報告され（Camara ら２））、イネにおける本実験

結果と一致した。 

図2212-4 bphAB 遺伝子の根圏定着菌への導入 

GFP-bphAB 融合遺伝子をイネ根圏定着菌である B. vietnamiensis に導入した。 
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図2212-5 遺伝子導入根圏定着菌による BPH の分解 

形質転換イネ根圏定着菌は、密閉容器中の BPH の大部分を分解した。 

図2212-6 bphC 遺伝子導入イネの形質 

bphC 遺伝子を導入したイネ（T2 世代）は 2,3-DHBP 耐性を示した。 

エ 考 察 

(ア) BP のイネへの吸収について 

PCB の疑似物質として用いたBPH が水耕液中から

消失（揮発）し、イネに取り込まれる量を正確に評

価することができなかった。このことからモデル物

質として BPH を用いて実験を行う際には、密閉系を

用いて関連物質の収支に十分に注意してデータをと

る必要がある。または、揮発しない実際に塩素の入っ
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たPCBを使って、共生系による土壌からの除去実験を

試みる必要がある。 

オ 今後の課題 

 (ア) 有機化合物の植物− 根圏微生物共生系によ

るレメディエーションにむけて 

組み換えイネ、形質転換微生物の両方の材料が揃

い、植物− 根圏微生物共生系を利用した化学物質分

解除去を実証する材料がそろった。分解除去実験を

行う期間中に、モデル化合物 BPHは土壌中からも蒸

発して失われるので、実際に塩素が入って残留性が

高いPCBを用いて実験する必要がある。このような揮

発性の化合物 BPH はPOPのモデルとして不適切で

あるが、土壌中に危険なPCBを混ぜて微生物− 植物を

使って回収を試みるような実験は、特殊設備で遂行

する必要があるだろう。 

 なお組織改編にともない、理化学研究所環境植物

研究グループの解散が決定したため、本研究小課題

は2004年度末をもって終了することになった。 

カ 要 約 

 (ア) 形質転換植物を利用した BPH 分解経路の

植物− 根圏微生物共生系 

イネのコドン使用頻度に合わせてbphC遺伝子を作

成し、まず酵母、大腸菌で発現させて2,3-DHBPを分

解する活性を有することを確認した。また、bphC遺

伝子を導入したイネの再生体をいくつか得た。T1種

子を用いて2,3-DHBP溶液中で発芽テストを行った

ところ、野生型のイネでは発芽しなかったのに対し

bphCを導入したイネでは発芽、生長する種子が存在

した。このことより、2,3-DHBPはイネに阻害的に働

くが、組み換えイネではその毒性を弱めることを意

味する。すなわち、イネ根圏定着菌によって生じる

2,3-DHBPの存在下でも生育に影響を受けずに微生

物の住処を与えることが可能であることが示唆され

た。 

(イ) 形質転換イネ根圏定着菌による BPH の分

解 

 P. putida KF715 株のbphオペロンに由来する

bphA1A2A3A4B遺伝子をGFP遺伝子と共にトランス

ポゾンベクターに組み込んだ。転移酵素を加えて構

築したベクターの遺伝子群を含む部分をイネ根圏定

着菌であるB. vietnamiensis (JCM10562) に導入した。

形質転換体は、短時間で密封液体中（250μg/ml）の 

BPH の大部分を除去した。 

 キ 引用文献 

１) Hayase, N., Taira, K., and Furukawa, K. (1990). 
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研究担当者（山口勇＊） 

(3) 植物酵素を利用したダイオキシン類の分解技術

の開発 

ア 研究目的 

農耕地土壌には、過去にダイオキシン類を不純物

として含む農薬が投入された経緯があり、非農耕地

に比べ、高濃度に蓄積していることが報告されてい

る１)。土壌に残留したダイオキシン類は、その植物へ

の吸収・移行は極めて少ないため、農作物へのリス

クに関しては問題視されていないが、例えば代かき

時に土壌粒子とともに水系に流出し、河川、湖沼お

よび沿岸底質を汚染していることが指摘されており
２)、土壌中のダイオキシン類を分解する技術の開発が

求められている。農耕地土壌のダイオキシンは広く

薄く分布しているのが特徴で、局所汚染に対して講

じられる手法を用いることは困難であり、また、処

理後に農地として利用することが可能でなければな

らない。 

 そこで、本課題では、有害化学物質をオンサイト、

穏和な処理条件での分解が可能な技術として期待さ

れる生物的な環境修復技術のうち、植物機能を利用

したダイオキシン類分解技術の開発を目的とした。

具体的には、パーオキシダーゼ、ラッカーゼ活性を

持つジャガイモ塊茎搾汁によるダイオキシン類低減

の可能性が示唆されている３)ため、この現象を定量的

に確認し、植物酵素によるダイオキシン類分解の有

無を明らかにした。 

イ 研究方法 

 (ア) ジャガイモ塊茎搾汁によるダイオキシン類

低減効果測定法の検討 

ジャガイモ（品種：アーリーローズ）の塊茎３個

を皮付きのまま流水で水洗、さらに超音波で洗浄し
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たもの（生重で計337.70 g）をナイフで細断し、生

重１gに対し蒸留水１mLの割合で添加してホモジナ

イズしたものを塊茎搾汁試料とした。搾汁試料15 g、

搾汁を沸騰湯浴中で10分間加熱処理したもの（搾汁

加熱）、搾汁をガラスフィルターで濾過したもの（搾

汁水溶液）、の各試料に0.2 M 酢酸緩衝液（pH 5.0）

15 mL 、10 mM 過酸化水素水1.5 mLを加え、基質

として八塩素化ジベンゾ-p-ジオキシン（OCDD）と

ジベンゾフラン（OCDF）各10 ngを100μLのメタノー

ル溶液で添加した。暗所25℃で18時間振とう後、ト

ルエン30 mLを加えて振とう抽出を行い、吸引ろ過後、

抽出ろ液と残渣（さらにアセトン-トルエン(１:１)

によりソックスレー抽出）に含まれるOCDDとOCDF

の回収量を測定した。 

 (イ) ジャガイモ塊茎搾汁によるダイオキシン類

分解活性の測定 

 ジャガイモ４品種（男爵・長崎紫・アーリーロー

ズ・インカパープル）の塊茎搾汁30 gに10 mM 過酸

化水素水1.5 mLを加え（各搾汁のpHが5.0～5.5だっ

たため、酢酸緩衝液の添加は省略）、基質として四お

よび八塩素化ジベンゾ-p-ジオキシンとジベンゾフ

ラン（1,3,6,8-TCDD・2,3,7,8-TCDD・OCDD・

OCDF）各10 ngを100μLのDMSO溶液で添加した。

暗所25℃で18時間振とう後、アセトン－n-ヘキサン

（１:１）液を60 mL 加えてポリトロン抽出を行い、

吸引ろ過後、抽出ろ液中のダイオキシン類を定量し

た。 

ウ 研究結果 

 (ア) ジャガイモ搾汁に添加したダイオキシン類

の抽出ろ液および残渣への残存量 

 トルエンによる振とう抽出法では、ジャガイモ塊

茎に添加したOCDDおよびOCDFは、18時間の反応処

理後、添加量の３～５％程度が抽出液中に存在した

が、大部分は抽出残渣中に残存していた。ジャガイ

モ加熱処理（搾汁加熱）およびろ液（搾汁水溶液）

に添加した場合には、抽出液への回収は添加量の11

～15％程度に上昇し、抽出残渣中の残存量はその分

低下していた。いずれの場合にも、抽出液と抽出残

渣の両方の存在量を合わせると、ほぼ添加したOCDD

およびOCDFが回収されており、ジャガイモ搾汁によ

るダイオキシン類の低減は認められなかった（表

2213-1）。 

 (イ) ジャガイモ塊茎搾汁によるダイオキシン類

分解活性の有無 

 トルエンによる振とう抽出では、ジャガイモ塊茎

搾汁と混在した場合にダイオキシン類がほとんど抽

出されないことが判明したため、予備試験として市

販のジャガイモ（品種不明）搾汁にOCDDおよび

OCDFを添加し、アセトン－n-ヘキサン（１:１）液

によるポリトロン抽出を行ったところ、添加した

OCDDおよびOCDFは定量的に抽出ろ液中に回収さ

れることを確認した。そこで、以後の実験はこの抽

出法を用いることとした。 

 ジャガイモ４品種の塊茎搾汁に添加したダイオキ

シン類異性体は、いずれの品種においても、置換塩

素数および位置、炭素骨格（ジベンゾ-p-ジオキシン

とジベンゾフラン）の別無く定量的に回収され、ジャ

ガイモ塊茎搾汁によるダイオキシン類の分解活性は

全く認められなかった（表2213-2）。 

表2213-1 ジャガイモ（アーリーローズ）塊茎搾汁に添加したダイオキシン類（DXNs）のトルエン抽出によ

るろ液および残さへの回収 

OCDD (ng/試料） OCDF （ng/試料） 

抽出 

ろ液 

抽出 

残さ 

ろ液＋

残さ 

抽出 

ろ液 

抽出 

残さ 

ろ液＋

残さ 

ジャガイモ＋DXNs 0.5 10.0 10.4 0.3 8.2 8.5 

ジャガイモ加熱＋DXNs 1.5 7.8 9.3 1.1 6.3 7.4 

ジャガイモろ液＋DXNs 1.5 10.8 12.3 1.2 8.8 10.0 

蒸留水＋DXNs 10.6 － 10.6 8.6 － 8.6 
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表2213-2 ジャガイモ４品種の塊茎搾汁に添加したダイオキシン類（DXNs）の回収 

1368-TCDD 2378-TCDD OCDD OCDF 

ng/試料 ng/試料 ng/試料 ng/試料 

男爵 ＋ DXNs 11.1 10.3 10.1 10.4 

蒸留水に対する回収率 0.96 0.99 0.92 0.96 

長崎紫 ＋ DXNs 11.2 10.2 10.5 10.5 

蒸留水に対する回収率 0.97 0.99 0.95 0.97 

アーリーローズ + DXNs 11.6 10.4 10.1 10.7 

蒸留水に対する回収率 1.01 1.01 0.91 0.99 

インカパープル ＋ DXNs 11.6 10.9 10.4 10.6 

蒸留水に対する回収率 1.01 1.05 0.94 0.98 

蒸留水 ＋ DXNs 11.5 10.4 11.0 10.8 

エ 考 察 

トルエンによる振とう抽出において、抽出直前に

添加した内部標準物質（13C-ダイオキシン類）の60％

程度が回収されており、ダイオキシン類測定方法の

ガイドラインに定められた回収率（40～120％）を満

たしていたため、これまでの実験ではトルエン振と

う抽出量によってジャガイモ塊茎搾汁によるダイオ

キシン類の低減効果を判定していた３)。今回の結果で

も、抽出ろ液のみに着目すると、見かけ上、添加ダ

イオキシン類はジャガイモ搾汁および同水溶性画分

処理液で大きく減少すること、加熱処理に比べて生

試料による残存は約30％であること、など従来の結

果を再現した。しかし、添加したダイオキシン類は

抽出ろ液と残さを合量するとほぼ定量的に回収され

ることから、今までダイオキシン類の分解反応とし

て可能性を示唆してきたジャガイモ塊茎搾汁による

現象は、添加したダイオキシン類が抽出残さに吸着

し、トルエンでの振とう抽出によっては回収されな

かった分を考慮に入れていなかったことが判明した。 

 そこで、抽出法をアセトン－n-ヘキサン（１:１）

液によるポリトロン抽出に改め、ラッカーゼ活性（イ

ンカパープル＞長崎紫＞男爵＞アーリーローズ）お

よびパーオキシダーゼ活性（男爵＞インカパープル

＞長崎紫＝アーリーローズ）に違いのあった３)ジャガ

イモ各品種塊茎搾汁に四および八塩素化ジベンゾ

-p-ジオキシンとジベンゾフランを反応させたとこ

ろ、いずれの品種においても添加したダイオキシン

類は定量的に回収され、塊茎搾汁による分解能は全

く認められなかった。したがって、少なくともジャ

ガイモ塊茎搾汁に含まれる酵素によってダイオキシ

ン類を分解させる試みは極めて困難なものと思われ

る。 

オ 今後の課題 

 酵素反応によるダイオキシン類の分解については、

白色腐朽菌のラッカーゼおよびパーオキシダーゼに

関するいくつかの報告があるが、現時点では植物の

産出する酵素によってダイオキシン類が分解したと

いう明確な証拠は得られていない。むしろ、研究の

流れとしては、微生物あるいは動物由来の分解酵素

を植物に導入した遺伝子組換え植物によるダイオキ

シン類・PCBのファイトレメディエーションの試みが

行われており、これらの研究の進展が期待される。 

 カ 要 約 

ラッカーゼおよびパーオキシダーゼ活性を持つ

ジャガイモ４品種の塊茎搾汁に、四および八塩素化

ジベンゾ-p-ジオキシンとジベンゾフラン（1,3,6,8- 

TCDD・2,3,7,8-TCDD・OCDD・OCDF）を添加し、

反応させたが、いずれの品種においても、置換塩素

数および位置、炭素骨格（ジベンゾ-p-ジオキシンと

ジベンゾフラン）の別なく添加したダイオキシン類

は定量的に回収され、ジャガイモ塊茎はダイオキシ

ン類分解活性を持たないものと判断した。 

 キ 引用文献 

１) Seike, N. et al. (2007) PCDD/F contamination 



― 415 ―

over time in Japanese paddy soils. Environ. Sci. 

Technol. 41: 2210-2215. 

２) 清家伸康ら(2003) 水田中ダイオキシン類の起源

と推移. 環境化学. 13: 117-131. 

３) 上垣隆一ら(2005) 植物酵素を利用したダイオキ

シン類の分解機構の解明. 農林水産技術会議事務

局編. 研究成果シリーズ第433集「農林水産業にお

ける内分泌かく乱物質の動態解明と作用機構に関

する総合研究」. 285-287. 

研究担当者（上垣隆一＊、大谷 卓） 

２ 微生物を利用した有害化学物質の分解除

去技術の開発 

(1) 有機塩素系化合物分解菌の分子育種 

ア 研究目的 

 本研究では、重大な環境汚染物質として知られて

いる有機塩素化合物に焦点をあて、これらの分解に

関与する遺伝子の機能と動態を明らかにする。つい

で有機塩素化合物を効率的に分解する微生物を育種

し、その活用を図る。また、高度に塩素化した化合

物は微生物分解が極めて困難なため、化学処理によ

る脱塩素化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。 

イ 研究方法 

(ア) ポリ塩化ビフェニル(PCB)分解菌 

 ａ 進化型ビフェニルジオキシゲナーゼ

（BphDox）発現大腸菌の水酸化活性 

 先に進化分子工学的手法により構築した諸種の

BphDoxを発現する大腸菌１) について、ビフェニル関

連化合物に加え、単環化合物など種々の環化合物に

対する水酸化活性をGC分析により調べた。 

 ｂ 進化型BphDoxの芳香族化合物水酸化反応の

速度論解析 

 進化型BphDox1072を大腸菌で発現させ、各種クロ

マトグラフィーにて精製した２）。ついで、各種芳香族

化合物に対する Km 値と kcat 値を決定した。 

  ｃ BphDoxの立体構造推定 

 ソフトウェアMOE (CGI社)によって、Rhodococcus 

sp. RHA1 株 BphA1A2 の立体構造 ３) をもとにホ

モロジーモデリング法により、BphDox1072 の立体構

造を予測した。 

  ｄ 進化型BphDox遺伝子の土壌細菌への導入 

ビフェニル資化菌Pseudomonas pseudoalcaligenes 

KF707株の野生型bphA1遺伝子をテトラサイクリン 

(Tet) 耐性遺伝子と置換したKF707-Tet株を構築して、

進化型bphA1遺伝子導入のための宿主とした。カナマ

イシン耐性遺伝子及びsacB 遺伝子、そしてKF707株

bphR1-進化型bphA1-KF707株bphA2A3A4BC遺伝子を

保有するプラスミドpTSF-1000シリーズを構築した。

これらのプラスミドを接合伝達法により KF707-Tet 

株へ導入し、まずシングルクロスオーバー (SC)株を

取得した。さらに、継代培養後、スクロース耐性で

カナマイシン感受性コロニーを選抜し、ダブルクロ

スオーバー(DC)株とした。遺伝子導入は、サザンブ

ロット解析により確認した。 

  ｅ SC株及び DC株の諸性質 

 SC株及びDC株を LB培地で継代培養して、導入し

た進化型 bphA1 遺伝子の安定性を調べた。また、DC 

株の単環系芳香族化合物の資化能及びPCB分解能を 

GC分析あるいはGC-MS分析により調べた。 

(イ) テトラクロロエテン(PCE)分解菌 

  ａ Desulfitobacterium hafniense Y51株のpceAB 

遺伝子周辺の構造解析 

 Y51株のPCE デハロゲナーゼ遺伝子 (pceAB) ４) の

上流及び下流の配列を含むDNA断片をPCR法により

クローニングして、塩基配列を決定した。 

  ｂ PCE脱塩素化能欠失株の分離と同定 

Y51 株をMMYPF液体培地で３度継代培養した後、

同寒天培地に塗布した。出現したコロニーを無作為

に選抜し、それぞれのPCE脱塩素化活性を測定した。

さらに、各菌株から全DNA、全RNA、全タンパク質

を調製し、それぞれサザンブロット解析、ノーザン

ブロット解析、イムノブロット解析を行った。 

  ｃ PCE脱塩素化能欠失株における欠失領域の

同定 

 欠 失 株  (SD) の ゲ ノ ム DNA か ら 3.2 kb の

SmaI/HindIII DNA断片を回収した。これをpUC19に挿

入して、ゲノムライブラリーを構築した。pceAのプ

ローブを用いたコロニーハイブリダイゼーションに

よって、SD株のpceA遺伝子の上流を含むクローンを

得て、その塩基配列を決定した。欠失株（LD）の欠

失領域を決定するために、LD株の推定欠失領域の上

流配列と下流配列に相同なプライマーを設計し、LD

株全DNAを鋳型としてPCRを行った。増幅DNA断片の

塩基配列を決定した。 
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図2221-1 進化型 BphDox を発現する大腸菌の水酸化活性 

 ｄ 脱塩素化能欠失株の生成機構と各種塩化メ

タンの影響 

 Y51株の全 DNA を鋳型にして、ISDesp が形成す

ると推定される環状体に特異的な“切り出された配

列の左右の末端が連結した部分”をターゲットに、

PCRを行なった。約0.9 kbの増幅断片の塩基配列を決

定した。次に、相同組換えと複合トランスポゾンに

より形成されると推定される環状体に特異的な配列

を増幅するために、PCRを行なった。その結果、4.3 kb

と2.8 kbの増幅産物 DNA が得られた。2.8 kb DNA 

断片の塩基配列を決定した。一方、4.3 kbの増幅DNA

を精製し、これを鋳型としてNested PCRを行なった。

約0.9 kbの増幅DNA断片の塩基配列を決定した。 

 Y51株をクロロメタン類存在下、あるいは非存在下

で培養した後、MMYPF平板培地に塗布した。出現し

たコロニーに対して、pceAをプローブとしてコロ

ニーハイブリダイゼーションを行なった。 

ｅ クロロエテン完全脱塩素化コンソーシアの

構築 

 PCE 汚染土壌を PCE、トリクロロエテン（TCE）

あるいはcis-1,2-ジクロロエテン（DCE）を添加した

BS液体培地（peptone 0.02%、yeast extracts 0.01%、

beef extracts 0.02%、CaCO3 0.1%、L-cysteine・HCl 

0.03%, pH7.2）にて嫌気的に集積培養した。集積培

養した微生物コンソーシアはクロロエテン、酢酸Na、

マレイン酸 Naを含むBS液体培地にて培養した。脱塩

素化活性は培養瓶のヘッドスペースガスをGCに供与

して、その生成物を測定することで評価した。 

  ｆ TCE完全脱塩素化コンソーシアムからのデ

ハロゲナーゼの取得 

 TCE脱塩素化コンソーシアを30日間培養後、TCE

から完全にエテンへの脱塩素化反応が完了したこと

を確認した後、コンソーシアム中の全DNAを調製し

た。還元的デハロゲナーゼとその下流の膜アンカー

タンパク質において保存されている領域に特異的な

縮重プライマーを用いて５） コンソーシアムDNAを

鋳型として PCR を行なった。増幅DNA断片を 

pGEM-T Easy に挿入し、大腸菌へ導入した。陽性72

クローンの塩基配列を決定した。塩基配列の相同性

検索は NCBIのBLASTを利用した。 

ｇ 脱ハロゲン呼吸細菌の形質転換系の開発 

 Y51株あるいは SD株をMMYPF液体培地、及びグリ

シン、DL-スレオニン、スクロースをそれぞれ含む

MMYPF液体培地にて対数増殖期初期まで培養した。

集菌後、超純水、0.5 M スクロース、あるいは10%

グリセロールで菌体を洗浄し、コンピテントセルと

した。種々の形質転換用プラスミド１μgを含むコン

ピテントセル懸濁液をエレクトロポレーション処理

した。電圧を10～12.5 kv/cm, 抵抗値 200～800 (Ω)

の条件で行なった。MMYPF培地を加え、30℃、６～

18時間培養した後、抗生物質を含む寒天培地で４～

６日間培養した。 

 (ウ) 化学的及び微生物的処理を利用した有機塩

素化合物の分解処理 
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図2221-2 Pseudomonas DC 株のビフェニル関連化合物の資化性 

KF707(●)、LB400(○)、DC1043(▲)、DC1045(■)、 

DC1046(◇)、DC1049(□)、DC1059(△)、DC1072(◆) 

  ａ PCB・ダイオキシンの化学的分解 

 PCB (カネクロールKC400、20 mg)、ポリ塩化ジベ

ンゾ-p-ジオキサン(PCCD、3.1μg)、ポリ塩化ジベ

ンゾフラン (PCDF、4.6μg)をテトラハイドロフラ

ン、LiAlH4存在下、室温、常圧で超音波処理（１分間）

した。GC-MS分析により分解量を測定した。 

ｂ ドリン系農薬とDDTの化学的分解 

 アルドリン、エンドリン、ディルドリン、及び DDT 

をテトラハイドロフラン、LiAlH4存在下、室温、常圧

で超音波処理（１分間）した。GC-MS分析により分

解量を測定した。 

 ｃ 化学処理によって生じた低塩素化化合物の

微生物分解 

 P. pseudoalcaligenes KF707株を コハク酸を含むBS

液体培地で培養した。分解は GC-MS分析により評価

した。 

ウ 研究結果 

(ア) PCB分解菌 

ａ 進化型BphDoxを発現する大腸菌の水酸化活

性 

 先にP. pseudoalcaligenes KF707株及び Burkholderia 

xenovorans LB400の bphA1遺伝子間でDNA シャフリ

ングされ、進化型 BphDox を発現する大腸菌が選抜

された１)。構築したBphDox の中でも BphDox1072

を発現する大腸菌は、野生型BphDox発現大腸菌に比

べ異なった基質特異性を示した。BphDox1072を構成

するBphA1はKF707株BphA1のうち H255、V258、G268、

F277がそれぞれLB400株BphA1のQ、I、A、Yに置換し

たタンパク質である。BphDox1072発現大腸菌は、特

に単環化合物である Benzene (Ben)、toluene (Tol)、

ethylbenzene (EB)、isopropylbenzene (IB)、tertbutyl- 

benzene (tBB) に対してKF707野生型BphDox発現株

に比べ約６～22倍の高い水酸化活性を示した（図

2221-1）。さらに、BphDox1072発現株は、1-Methoxy- 

naphthalene、1-Phenylpyrazole、4-Phenylpyrimidineに

対しても野生型BphDox発現株には認められない新た

な水酸化活性を獲得していた。 
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図2221-3 Pseudomonas DC 株の PCB 分解 

KF707(●)、LB400(○)、DC1043(▲)、DC1045(■)、DC1046(◇)、DC1049(□)、DC1059(△)、DC1072(◆)、E. coli 

BphDox1043 発現株(×) 

 ｂ 進化型BphDoxの芳香族化合物水酸化反応の

速度論解析 

 進化型BphDox1072の広範な基質特異性獲得機構を

明らかにするため、精製BphDox1072のBiphenyl (BP)、

Ben、Tol、EBに対する Km 値と kcat 値を決定した。

BPに対しては、BphDox1072は両親酵素に比べ共にわ

ずかではあるがKm値（KF707; 3.42 μM、LB400; 

3.68 μM、1072; 2.78μM）の低下と kcat/Km値

（KF707; 33.1×103 M-1s-1、LB400; 31.0×103 M-1s-1、

1072; 62.2×103 M-1s-1）の上昇が認められ、基質親

和性の増加と触媒効率の増強が認められた。EBにつ

いては、活性を示すKF707株酵素に比べ、Km値の低

下(KF707; 23.6 μM、1072; 10.8 μM)、kcat/Km値

（KF707; 2.1×103 M-1s-1、1072; 20.3×103 M-1s-1）

の約10倍の上昇が認められた。また、Tol や Ben に

対しては両親酵素が活性がないのに対し、

BphDox1072 は BP の場合と同オーダーレベルでKm 

値と kcat 値を維持していた。 

  ｃ BphDoxの立体構造推定 

 ホモロジーモデリング法により、BphDox1072 の立

体構造を推定した。全体構造については、BphDox1072

は KF707 酵素に極めて類似していた。活性部位の構

造を比較すると、活性中心のFe2+に配位しているH233、

H239、D387とその近傍に位置する Q226、F227 残基は 

BphDox1072 と KF707 酵素で同一環境であった。し

かし、L332、I335、T337、T376、F377、F383 については両

酵素間でのアミノ酸側鎖環境がわずかに変化してい

た。環境が変化したアミノ酸残基の中でも I335 及び 

T376 は基質認識に関与する残基として知られている 
６）。一方、活性中心近傍の空間体積をMOEで計算す

ると、KF707 酵素では 82.3 Å３ の空間が存在する

のに対し、BphDox1072 では 101.3Å３ と基質を取込

む空間が広くなっていた。 

  ｄ 進化型BphDox遺伝子の土壌細菌への導入 

 土壌から分離されたビフェニル・PCB 分解細菌 P. 

pseudoalcaligenes KF707 に進化型 BphDox をコード

する遺伝子を導入した。導入する進化型 BphDox と

して 1072 の他に、基質特異性が異なる進化型酵素 

1043、1045、1046、1049、1059 を選抜した。まず各

進化型遺伝子の上流あるいは下流で相同組換えを１

度起こした SC 株を構築した。ついで、SC 株を植継

いで各進化型遺伝子の上流及び下流で相同組換えを

２度起こしたDC 株を構築した。 

  ｅ SC株及び DC株の諸性質 
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図2221-4 Pseudomonas DC 株による PCB (Kanechlor 400) の分解特性 

太黒線の部分が分解によって50%以上減少した PCB ピーク成分に対応する。 

 Pseudomonas 菌に導入した進化型 bphA1 遺伝子の

安定性を調べた。その結果、非選択圧条件下におい

て、DC 株では 10 回の継代培養でも bphA1 遺伝子

は 100％ 維持されたのに対し、SC 株では継代毎に 

bphA1 遺伝子を欠失し、10回の継代培養後は完全に 

bphA1 遺伝子を欠失した。 

 ついで、単環化合物を培地中の唯一の炭素源とし

た時の、各種 KF707DC 株の資化性を調べた（図

2221-2）。BP、Diphenylmethane (DM)、Tol、EB、IB、

BB の何れに対しても DC1072株は優れた資化能を発

揮した。DC1049株は Tol 及び DM に対して資化能

を獲得していなかったが、その他の化合物を速やか

に資化した。 

 ついで、KF707DC 株の PCB の分解能を調べた（図

2221-3 ）。 4-chlorobiphenyl(CB), 2,2'-diCB,4,4'- 

diCB,2,5,4'-triCB のすべての化合物に対して 

DC1043 株及び DC1049 株は速やかに PCB を分解

した。同遺伝子を発現する大腸菌と比べ、DC株（1043）

は、約５倍分解速度が大きかった。DC1072 株の2, 

2'-diCB の分解速度は親の KF707株 と同程度で

あった。 

 さらに、PCB の混合物である Kanechlor400 の分解

を調べた（図2221-4）。各種 DC株及び親株での分解ス

ペクトルは互いに異なっていた。DC1043 株は ３塩素

化及び ４塩素化物を親の LB400株とは異なる特異性

で広範に分解した。DC1046 株は他の菌株に認められ

ない ５～６塩素化 PCB を分解する能力を新たに獲

得していた。DC1059 株は LB400 株に分解スペクト

ルが類似したが、より広範な分解特性を示した。 

(イ) PCE 分解菌 

  ａ D. hafniense Y51株のpceA 遺伝子周辺の構

造解析 

PCEデハロゲナーゼをコードするpceAとpceB 遺

伝子の周辺構造は、上流からorf4、orf3、tnpAa、pceA、

pceB、pceC、pceTおよびtnpAbからなる（図2321-5）。

Orf4はα/β super family加水分解酵素と35%、Orf3は

TetR family転写制御因子と31%、TnpAはIS256 family

トランスポザーゼと39%、PceC はNirI/NosR family膜

結合型転写制御因子と29%、PceTはトリガー因子と

24 %、TnpAbは、TnpAaと同様にIS256 familyのトラン

スポザーゼと40%のidentityを示した。TnpAaとTnpAb

間のidentityは99.6 %であった。tnpAaおよびtnpAb遺

伝子の上流と下流には、IS (insertion sequence)に特

徴的な逆方向繰り返し配列（19/26 bp: 73 %）が存

在した。逆方向繰り返し配列に挟まれている領域を、

それぞれ ISDesp1及び ISDesp2とした。さらに、
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ISDesp1 の上流と ISDesp2 の下流に８ bpの同方向繰

り返し配列（5'-CTGAACCA-3'）が存在した。以上

の配列解析により、Y51株のPCE還元的デハロゲナー

ゼ遺伝子群は２つの相同なIS因子に挟まれた複合ト

ランスポゾンとして、現在の遺伝子座に挿入された

ものと推察した。 

  ｂ PCE脱塩素化能欠失株の分離と同定 

 Y51株の継代培養後に出現した18コロニーをNo.１

～18株としてPCE脱塩素化活性を測定した。その結果、

No.４、12、14にのみ PCE 脱塩素化活性が認められ

た７）。PCE 脱塩素化活性を示した３株からはPceA

タンパク質を検出したが、残りの株ではPceAが検出

されなかった。ついで、pceA遺伝子の有無を調べた。

その結果、PCE脱塩素化活性を示したNo. ４、12、

14ではY51株と同様に5.0 kbのシグナルが検出された

のに対して、No.10と15以外の脱塩素化活性を失った

株においては、pceA遺伝子は検出されなかった。従っ

て、これらの株はpceA遺伝子を失っていた。一方、

脱塩素化活性を失った株No.10と15では、5.0 kbより

も1.5 kb分低分子側へとシフトした3.5 kbのシグナ

ルが検出された。これらの株ではpceA遺伝子の上流

の1.5 kbの配列を欠失したと推察した。以上の結果

から、脱塩素化能欠失株を、pceA遺伝子を保持して

いない欠失株LDと、pceA遺伝子を保持している欠失

株 SD （No.10、15）とに分類した。 

 まず、SD株の欠失領域を調べた。SD10株とSD15株

は、ともに pceA 遺伝子の上流の1,572 bpを欠失し

ていた（図2221-5）。この欠失領域に含まれるISDesp1

の右側の逆方向繰り返し配列の内部にpceA遺伝子の

プロモーター配列の－35領域が含まれていた。また、

SD株ではpceAの転写物が検出されなかった。従って、

SD株ではpceA遺伝子のプロモーター配列が欠失する

ことで、pceA遺伝子が転写されず、脱塩素化活性が

失われた。 

 ついで、LD株の欠失領域を調べた。LD1株とLD17

株のゲノム上には、ISDesp1の5'側とISDesp2の3'側の

配列が融合した構造のISDespが１コピー残っており、

１コピーのISDespとpceA、pceB、pceCおよびpceT遺

伝子を含む6,536 bpを欠失していた（図2221-5）。し

たがって、LD株は、ISDesp1とISDesp2間で相同組換

えが生起したことによりpce遺伝子群を欠失し、脱塩

素化能を失ったと考察した。 

 ｄ 脱塩素化能欠失株の生成機構と塩化メタン

の影響 

 D. hafniense Y51株のPCE還元的デハロゲナーゼ遺

伝子群は２つの相同なIS因子に挟まれており、これら

のIS因子によるY51ゲノムDNAの再編成によりSD株

とLD株が生起する過程で、環状DNAが出現すること

が推定された（図2221-5）。実際にY51株全DNAから、

SD株の欠失領域であるISDesp1の環状DNAが検出さ

れ、これはトランスポザーゼ（TnpA）により切り出

されて環状化したと考察した。次に、LD株の欠失領

域も環状DNAを形成しており、これは ISDesp1と

ISDesp2との相同組換えにより生起したと考察した。

さらに、ISDesp1からISDesp2にわたる配列が複合トラ

ンスポゾンとして切り出されて形成される環状DNA

も検出された。以上の結果より、PCE還元的デハロゲ

ナーゼ遺伝子群がIS因子による再編成を受けること

により、PCE脱塩素化能を失った株が出現することが

明らかとなった。 

図2221-5 Y51株 pce 遺伝子クラスターと脱塩素化能欠失株出現機構 
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図2221-6 Y51野生株、SD 株、LD 株の生育に及ぼすクロロホルムの影響 

 クロロホルム（CF）（≧１μM）存在下でY51株を

培養すると、LD株が高頻度に出現した(図2221-6)。

この原因は、CFがY51の生育を阻害するのに対して、

SD株とLD株の生育を阻害しないためであった。すな

わち、CF存在下ではY51株から生起するSD株とLD株

（ほとんどLD株）が優先種となり、PCE脱塩素化活

性が低下した。また、CFと同様の生育阻害効果がCT

（≧１μM）にも観察されたが、CDの場合には1000

μMでも観察されなかった。 

 ｅ クロロエテン類完全脱塩素化コンソーシア

の構築 

 PCE汚染土壌を材料として、各種培地組成、各種電

子供与体、各種電子受容体を種々組み合わせて PCE、

TCE、及び DCEをそれぞれエテンまで完全脱塩素化

する安定な嫌気性微生物コンソーシアを構築した。

酢酸Naとマレイン酸Naを含むBS培地にクロロエテン

を加えることで、コンソーシアは安定に維持され、

クロロエテンを25日で完全にエチレンまで脱塩素化

した(図2221-7)。 

  ｆ TCE完全脱塩素化コンソーシアムからのデ

ハロゲナーゼの取得 

 構築したTCE完全脱塩素化コンソーシアムから、基

質特異性が不明な脱塩素化酵素遺伝子を含む系統学

的に11種に分類される遺伝子 (clone1-10) を取得し

た（図2221-8）。 

ｇ 脱ハロゲン呼吸細菌形質転換系の開発 

 Y51株はエリスロマイシン (MIC; 0.1μg/ml)、Tet 

(0.25μg/ml)、アンピシリン (0.75μg/ml) に高い感

受性を示したことから、これらの抗生物質耐性遺伝

子が Y51 株の形質転換を行う上で有効な選択マー

カーとなると考察した。また、導入する DNA を一

度 E.coli DH5α に保持させることにより、宿主で

あるY51株の制限系を回避できた。Y51株染色体組込

み型ベクターを構築したがY51株染色体への組込み

は起こらなかった。一方、Y51株は自律複製プラスミ

ドを保持していない。そこでLactococcusで機能する

pG+host5、Bacillusで機能するpKNT19、Clostridiumで

機能するpNAK、Streptococcusで機能する pDL276の

プラスミドを用いて形質転換を試みたが、形質転換

体は得られなかった。また、培養条件、エレクトロ

ポレーションの条件も種々検討したが形質転換体は

得られなかった。 

 (ウ) 化学的及び微生物的処理を利用した有害有

機塩素化合物の分解処理 

  ａ PCB・ダイオキシンの化学的分解 

PCB (カネクロールKC400)をテトラハイドロフラ

ン、LiAlH4存在下、室温、常圧で１分間の超音波処理

したところ、PCB (カネクロールKC400)は大部分が

分解され、０から２塩素化化合物が残存した。PCCD、

PCDFはいずれの成分も96％～99.99％以上の分解率

を示した。 

ｂ ドリン系農薬とDDTの化学的分解 

 アルドリン、エンドリン、及びディルドリンを

LiAlH4存在下、室温、常圧で１分間の超音波処理した

ところ、いずれも完全に分解された。DDTについて

は、同処理によって１～３塩素化物へと脱塩素化さ

れたが、反応時間を延長しても低塩素化物は残存し

た（図2221-9）。 
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図2221-7 PCE 完全脱塩素化嫌気性細菌コンソーシアム 

図2221-8 脱塩素化コンソーシアムに由来する推定脱塩素化酵素遺伝子の分類 

 ｃ 化学処理によって生じた低塩素化化合物の

微生物分解 

 化学的処理にて脱塩素化分解が不完全なため生じ

た低塩素化PCB及び低塩素化DDTをKF707株静止菌

体と反応させたところ、低塩素化PCB及び低塩素化

DDTを完全分解することができた（図2221-9）。 

エ 考 察 

(ア) PCB分解菌 

 進化型BphDox酵素は親酵素に比べ極めて異なった

水酸化活性を示した。特に BphDox1072は親酵素が作

用しない単環化合物に対して新たな基質認識能を獲

得した。BphDox1072 の変異アミノ酸残基は活性中心

と離れた H255Q、V258I、G268A、F277Y であるが、

これらの変異によって活性中心の Fe2+ に配位するア

ミノ酸には変化を与えず、基質認識に関与する領域

のアミノ酸残基側鎖構造がわずかに変化することで，

基質特異性の変化が生じたものと考察した。一方、

活性中心近傍空間は、親酵素に比べ BphDox1072 に

おいて広くなっていた。従って、進化型酵素は基質

との相互作用部位を拡げて新たな基質認識能を獲得

したものと推察される。また、BphDox1072 は、有害

物質の分解のみでなく、医薬品の原料となる水酸化

単環化合物の合成への活用も期待できる。 

 環境中での有害物質の分解処理には、使用菌の土

壌への定着性を考慮に入れる必要がある。進化型 

BphDox を導入した土壌細菌 P. pseudoalcaligenes DC 



― 423 ―

株は非選択条件下でも導入遺伝子を安定に保持した。

従って、DC 株による土壌環境中での継続的な分解処

理への有効性が示唆された。また、種々の進化型 

BphDox を導入したDC株は親株にない分解能あるい

は資化能を獲得しており、多数のDC株の育種によっ

て、分解されるべき特定化合物に対応した分解能を

もつ菌の選択肢が広がった。また、土壌細菌 P. 

pseudoalcaligenes DC 株は同遺伝子を保有する大腸菌

と比べ、分解能力が５倍程優れている点も組換え大

腸菌を使用するよりもDC 株使用の利点となる。 

(イ) PCE 分解菌 

Desulfitobacterium hafniense Y51株の還元的デハロ

ゲナーゼ遺伝子群は２つの相同な挿入配列に挟まれ

ており複合トランスポゾンを形成していた。従って

もともと再編成されやすい構造といえる。事実、Y51

株を継代培養すると、挿入配列に起因するゲノムの

再編成により、２種類の欠失株が出現した。この現

象は、効率的なバイオレメディエーションの障害と

なる。CF存在下でY51株を培養するとLD株が高頻度

に出現した。この原因は、CFがY51株の生育を阻害す

るのに対して、LD株の生育を阻害しないことにより、

Y51株から自然誘発的に発生するLD株が優占種とな

るためであった。CFによるY51株の生育阻害はY51株

でのみ発現しており、SD株とLD株で発現していない

pceA、pceBおよびpceC遺伝子の発現産物のいずれか

がCFと作用することにより生起すると推察した。CF

はY51株の生育に必要なフマル酸呼吸を阻害したが、

その阻害作用はPceAの基質であるTCE、あるいは

PceA活性を阻害する２塩素化メタンの存在下で無効

化された。すなわち、CFはPceAへ結合することによ

りY51株の生育阻害を引き起こし、TCEとCDは、CF

のPceAへの結合を競合的に阻害することにより、CF

による生育阻害を解除すると考察した。従って、基

質TCEが存在する環境ではY51株の脱塩素化能は維

持されることが示唆された。 

 構築したTCE完全脱塩素化コンソーシアムから、系

統学的に11種に分類される遺伝子を取得したが、こ

れらの中には基質特異性が不明な脱ハロゲン酵素と

推定される遺伝子を含んでいた。今後のこれらの推

定脱ハロゲン酵素の基質特異性が同定され、その有

効利用が期待される。そのためにも、脱ハロゲン酵

素の発現系の開発が急務である。 

 (ウ) 化学的及び微生物的処理を利用した有害有

機塩素化合物の分解処理 

図2221-9 LiAlH4/超音波処理と微生物を併用した DDT の分解 
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 LiAlH4-超音波処理法では、常温・常圧下で数分の

処理で高度に塩素化された化合物に対しても脱塩素

化反応が進行した。これは、脱塩素化反応が LiAlH4

から生起する水素ラジカルによるラジカル反応によ

るもので、塩素化合物構造に依存せず反応が進行す

ることに起因する。 

オ 今後の課題 

(ア) PCB 分解菌 

塩素置換の異なる多様なPCBを一種類の分解菌で

完全分解することは不可能である。高度に塩素化し

たPCBを分解するには、化学的あるいは脱塩素化菌に

よる脱塩素化反応とPCB分解菌の併用や、分解特性の

異なる菌の組み合わせが必要である。そのためにも、

より多様な基質特異性をもつBphDoxを発現する分解

菌を育種して、分解菌ライブラリーを構築すること

が望まれる。 

(イ) PCE 分解菌 

 脱ハロゲン呼吸細菌を宿主とした遺伝子組換え系

を開発する必要がある。脱ハロゲン呼吸に関与する

遺伝子群の同定と機能解明、多様な脱塩素化酵素の

基質特異性や活性の改良、脱塩素化酵素遺伝子の安

定化など、世界的にも未達成な研究課題である。脱

ハロゲン呼吸細菌を宿主とした遺伝子組換え系の開

発により劇的な研究の進展とともに、高効率バイオ

レメディエーションへの活用が期待される。 

(ウ) 化学的及び微生物的処理を利用した有害有

機塩素化合物の分解処理 

 汚染現場環境での大規模な化学的処理法の実用性

を確認する必要がある。 

カ 要 約 

(ア) PCB 分解菌 

進化型 BphDox 遺伝子を導入することで多様な芳

香 族 有 機 塩 素 化 合 物 を 高 効 率 に 分 解 す る 

Pseudomonas pseudoalcaligenes KF707DC株を育種し

た。DC株は導入した進化型BphDoxによって異なる基

質特異性を示した。分解特性の異なる複数のDC株を

組み合わせることで、PCB混合物の効率的分解が可能

であることが示された。 

(イ) PCE 分解菌 

 Desulfitobacterium hafniense Y51 株の継代培養に

よって、PCE 脱塩素化酵素遺伝子が再編成され欠失

すること、クロロホルムによって脱塩素化能欠失株

が選択的に蓄積される機構を明らかにした。一方、

構築したTCE完全脱塩素化コンソーシアムから、基質

特異性が不明な還元的脱ハロゲン酵素遺伝子を含む

系統学的に11種に分類される遺伝子を取得した。 

 (ウ) 化学的及び微生物的処理を利用した有害有

機塩素化合物の分解処理 

 常温・常圧下での LiAlH4-超音波処理法により難分

解性高塩素化合物（ダイオキシン、PCB、ドリン系農

薬、DDT）の高効率脱塩素化分解が可能であった。

残存した低塩素化合物は、Pseudomonas 菌により容

易に酸化分解できた。 

 キ 引用文献 

１) Suenaga H, et al. (2001). Directed evolution of 

biphenyl dioxygenase: emergence of enhanced 

degradation capacity for benzene, toluene, and 

alkylbenzenes. J. Bacteriol. 183: 5441-5444. 

２) Maeda T,. et al. (2001). Functional analyses of 

Bph-Tod hybrid dioxygenase, which exhibits high 

degradation activity toward trichloroethylene. J. Biol. 

Chem. 276: 29833-29838. 

３) Furusawa Y, et al. (2004). Crystal structure of the 

terminal oxygenase component of biphenyl 

dioxygenase derived from Rhodococcus sp. strain 

RHA1 J. Mol. Biol. 342: 1041-1052. 

４) Suyama A, et al. (2002). Molecular 

characterization of the PceA reductive dehalogenase 

of Desulfitobacterium sp. strain Y51. J. Bacteriol. 

184: 3419-3425. 

５) Hölscher T, et al. (2004). Multiple nonidentical 

reductive dehalogenase homologous genes are 

common in Dehalococcoides. Appl. Environ. Microbiol. 

70: 5290-5297. 

６) Suenaga H, et al. (2006). Active-site engineering 

of biphenyl dioxygenase: effect of substituted amino 

acids on substrate specificity and regiospecificity. 

Appl. Microbiol. Biotechnol. 71: 168-176. 

７) Futagami T, et al. (2006). Emergence of two types 

of nondechlorinating variants in the tetrachloroethene 

- halorespiring Desulfitobacterium sp. strain Y51. 

Appl. Microbiol. Biotechnol. 70: 720-728. 

研究担当者（古川謙介＊、後藤正利）



― 425 ―

(2) ダイオキシン類・DDT分解酵素系の解析と効率的

分解系の開発 

 ア 研究目的 

残留性有機汚染物質（POPs）に挙げられているジ

ベンゾダイオキシン、ジベンゾフラン（DF）、PCBを

含むダイオキシン類ならびにDDTの効率的分解菌の

育種を目的とする。 

イ 研究方法 

 (ア) ダイオキシン類分解酵素系の解析と効率的

分解系の開発 

研究材料にはジベンゾフラン（DF）分解菌

Nocardioides sp. DF412株を使用した。 

 ａ 遺伝子取り扱い 

DF412株の環開裂酵素遺伝子、及びその周辺の各遺

伝子の機能はRhodococcus用ベクターに挿入した組換

え体プラスミドをRhodococcus erythropolis IAM1399

株に導入して調べた。遺伝子導入にはエレクトロポ

レーションを用いた。初発水酸化酵素遺伝子群のク

ローニングは、初発水酸化酵素遺伝子の保存配列を

プライマーに用いてDF412株の全DNAからPCRで増

幅したDNA断片を内部配列として単離した。内部配

列のDNAシーケンスを確認するとともに、この配列

の一部をプライマーに用いた逆転写PCRにてDF存在

下で誘導発現する遺伝子を 終的に選抜した。この

内部配列をプローブに用いて遺伝子ライブラリーに

対するコロニーハイブリダイゼーションを行い、初

発水酸化酵素遺伝子群のDNA領域をクローニングし

た 。 環 開 裂 酵 素 遺 伝 子 の ク ロ ー ニ ン グ は

2,3-dihydroxybiphenylを基質として黄色の環開裂物

質の生成を指標におこなった。具体的には１/５LB寒

天培地上で生育した大腸菌のDF412遺伝子ライブラ

リーをコロニーに2,3-dihydroxybiphenylを噴霧し、黄

色を呈したコロニーから候補クローンを選抜した。

候補クローンから調製した遺伝子断片のサブクロー

ンから同じ方法で黄色を呈する候補サブクローンを

選抜した。候補サブクローンのDNAシーケンスを行

い、環開裂酵素遺伝子に相当する配列の一部をプラ

イマーに用いた逆転写PCRにてDF存在下で誘導発現

する遺伝子を 終的に選抜した。 

 得られたDNA領域はサブクローニングをしながら、

塩基配列を決定した。DF412株の分解酵素遺伝子領域

に含まれる転写制御因子遺伝子の機能は、転写制御

因子遺伝子を含む組換え体プラスミドとレポーター

プラスミドをIAM1399株に導入して調べた。レポー

タープラスミドはDF412株のdfdB遺伝子プロモー

ター下流にluxABルシフェラーゼ遺伝子を連結して

構築した。ゲルシフトアッセイはDIG標識dfdBプロ

モーターDNAとdfdR組換え体を導入したIAM1399株

の粗酵素抽出液を混合後、ポリアクリルアミド電気

泳動を行って解析した。 

  ｂ 活性測定 

 環開裂酵素及び加水分解酵素の活性は、形質転換

体を基質とともに培養後、基質由来の吸光度の変化

で測定した。初発水酸化酵素の活性は初発水酸化酵

素遺伝子群を含む組換え体をIAM1399株に導入し、形

質転換体を基質とともに培養後、培養液を酢酸エチ

ルで抽出し、抽出物をGC-MSで分析して基質の減少

を測定した。ルシフェラーゼに由来する発光強度は

ルミノメーターを用いて測定した。 

 (イ) DDT（またはDDE）分解細菌のスクリーニ

ング 

DDT 及 び DDT 脱 塩 素 産 物 dichlorodiphenyl -
dichloroethene（DDE）分解菌のスクリーニングは、

長期曝露後の土壌を無機培地に懸濁した後にDDTま

たはDDEの粉末を加え、30℃で振盪培養しておこ

なった。菌の生育が見られたものについて200μlを分

取し、50μMのDDTかDDEまたはビフェニル（biphenyl、

BP）を含む無機培地に植え継ぎ、さらに一週間ごと

に４回植え継いだ。 後に純粋分離操作により分離

した個々の菌株について、次項に記載したように

DDTまたはDDEの分解活性をGC-MS分析により測定

した。 

(ウ) DDT分解酵素系の解析と効率的分解系の開

発 

ａ 遺伝子取り扱い 

 分解菌の16S rRNA遺伝子配列と芳香環水酸化遺伝

子配列は、保存配列をプライマーに用いたPCRで増幅

したDNA断片を単離した後、DNAシーケンスにかけ

た。Rhodococcus sp. RHA1株のBP水酸化酵素の高発

現では、BP水酸化酵素遺伝子bphAaAbAcAd遺伝子と

転写活性化因子bphSTを含むプラスミドをIAM1399株

に導入した組換え体を使用した。 

  ｂ 活性測定 

 分解活性の測定では１/５LB培地またはBPを含む

無機培地で培養した菌体を無機培地に懸濁し、50μM

の基質（DDTやDDE）を加えて48時間培養後、酢酸



― 426 ―

エチル抽出物をtrimethylsilyl化した後にGC-MSで分

析し、基質の減少と分解産物の生成を測定した。DDT

関 連 化 合 物 の diphenylmethane （ DPM ）、 

diphenylethylene（DPE）、DDEの分解も同様に測定し

た。また、γ-HCH（γ-BHC）分解菌Sphingombium 

japonicum UT26、PCB分解菌Rhodococcus sp. RHA1、

RHA1のPCB水酸化酵素を高発現させたRhodococcus 

erythropolis IAM1399株も分解能の検定に供した。γ

-HCH の分解は１/５LB培地で培養した菌体を無機

培地に懸濁し、50μMの基質を加えて経時的に２時間

まで培養後、酢酸エチル抽出物をTLCで分析した。 

ウ 研究結果 

 (ア) ダイオキシン類分解酵素系の解析と効率的

分解系の開発 

DF分解菌Nocardioides sp. DF412はdibenzofuran 

(DF)やsalicylateで生育し、分解産物のGC-MS分析か

ら 、 DF を 水 酸 化 し て 2,2',3-trihydroxybiphenyl 

(THBP)を生じ、芳香環開裂後に加水分解により

salicylateと2-hydroxypenta-2,4-dienoateを生成して分

解すると予想されている（図2222-1）。分解産物の研

究方法に記した方法にて、類縁酵素遺伝子で保存さ

れているDNA配列をプライマーに用いたPCRと、DF

生育時におけるDF412株での誘導発現を指標に、DF

初発水酸化酵素遺伝子領域をクローニングした（図

2222-2）。環開裂酵素遺伝子領域は、2,3-dihydroxy- 

biphenyl (DHBP)から黄色の環開裂物質を生成する活

性と、DF生育時におけるDF412株での誘導発現を指

標に、環開裂酵素遺伝子を含む領域を大腸菌の遺伝

子ライブラリーからクローニングした（図2222-3）。

DF初発水酸化酵素遺伝子群dfdA1A2A3A4の酵素活性

はRhodococcus用の発現ベクターに各遺伝子を挿入し

たプラスミドをRhodococcus erythropolis IAM1399株

に導入して調べた。IAM1399株の形質転換体はDFの

みでなく、dibenzodioxineも分解し、DFの分解産物が

2,2',3-trihydroxybiphenylであることもGC-MSにて確

認した。また、この水酸化酵素がbiphenyl及び活性を

もつことを明らかにした。環開裂酵素遺伝子領域で

予想される酵素活性は、Rhodococcus用の発現ベク

ターに各遺伝子を挿入したプラスミドをIAM1399株

に導入して調べた。その結果、環開裂酵素遺伝子dfdB

由来するDHBPの環開裂活性と、下流のhydrolase遺伝

子 dfdC に 由 来 す る 環 開 裂 物 質

（2-hydroxy-6-(2'-hydroxyphenyl)-6-oxohexa-2,4-di

enoate）加水分解活性が観察された。 

図2222-1 DF412株における DF 分解経路と分解酵素及び遺伝子 

図2222-2 DF412株の DF 水酸化酵素遺伝子群の構造 
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図2222-3 DF412株の環開裂酵素遺伝子領域の構造 

図2222-4 dfdR による制御システム（左）とレポーターアッセイの結果（右） 

1)THBP は dfdA1A2A3A4 (dfdA)遺伝子の酵素活性により DF から変換される。

2)右図ではルシフェラーゼ活性を発光単位で示した。

3)+dfdA は dfdA 遺伝子を導入した組換え体で DFから THBP が生じる。 

図2222-5 取得した分解菌による DDT 分解経路 

 dfdB上流にはTetR類縁の転写制御遺伝子dfdRが存

在する。dfdB遺伝子プロモーター領域をluxABルシ

フェラーゼ遺伝子に連結し、dfdR遺伝子とともに

IAM1399株に導入し、DHBP存在下でルシフェラーゼ

活性が誘導されることをレポーターアッセイにより

明らかにした（図2222-4）。dfdR遺伝子がない場合に

は高いルシフェラーゼ活性が認められ、dfdR遺伝子産

物はdfdB遺伝子プロモーターを負に制御しているこ

とが明らかになった。DFの実際の代謝産物はTHBP

であるが、上述の水酸化酵素遺伝子を利用してDFか

ら調製したTHBPにより、dfdB遺伝子プロモーターの

転 写 が 誘 導 さ れ る こ と を 確 認 し た 。 dfdR は

dfdA1A2A3A4遺伝子群の転写制御には関与していな

いことも明らかになった。 

 さらにdfdBの転写開始点（開始コドンから35bp上

流）を決定するとともに、欠失変異体でのレポーター

アッセイにおいてdfdRの制御を受ける領域（開始コド

ンから66bp内）を限定し、この領域に逆方向反復配
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列（IR）を見いだした。変異体を用いたレポーターアッ

セイとゲルシフトアッセイにより、このIRにdfdR 産

物（DfdR）が結合してdfdBプロモーターからの転写を

制御していることが示唆された。 

(イ) DDT分解酵素系の解析と効率的分解系の開

発 

土 壌 サ ン プ ル か ら DDT や dichlorodiphenyl -
dichloroethene（DDE）及びその類似化合物を基質に

用いて分解菌のスクリーニングをおこない、biphenyl

で選抜した株から３種類のDDE分解菌YM01、 YM02、 

TYM322を単離した。また、PCB分解菌Rhodococcus sp. 

RHA1にもDDE分解能を見いだした。DDEの分解産物

のGC-MS分析からYM02とRHA1は2,3-水酸化により、

YM01とTYM322は3,4-水酸化によりDDEを分解する

ことが示唆された。また芳香環開裂物質の特異吸収

からRHA1とTYM322がDDEを環開裂物質にまで分解

することが示唆された（図2222-5）。PCRにより増幅

した16S rRNA遺伝子配列の解析から、YM01は

Nocardioides属、YM02はRhodococcus属、TYM322は

Pseudomonas属に含まれることが示唆された。 

 一方、γ-HCH（リンデン、γ-BHC）分解菌

Sphingobium japonicum UT26株でDDTをDDEに変換す

る活性を見いだし、変異株の解析からこの活性がγ

-HCH dehydrochlorinaseをコードするlinA遺伝子に由

来することを明らかにした。LinAのアミノ酸置換変

異体についてDDT分解能を調べ、LinAY50Aなどが高

い活性をもつことを見いだした。 

 RHA1ではビフェニル分解に２種類の水酸化酵素

BphAとEtbAが関与するが１)、それぞれの水酸化酵素

遺伝子破壊株のDDE分解能を調べたところ、DDTは

BphAにより2,3-水酸化を経て分解されることが明ら

かになった。またTYM322の水酸化酵素遺伝子bphAa

の部分遺伝子断片を類縁酵素で保存された配列をプ

ライマーに使用したPCRで取得した。DNA配列から

RHA1のbphAaと近縁であることが示唆された 

 DDE分解能を有するRhodococcus sp. RHA1をDDT

分解菌に育種するため、DDTからDDEへの変換能を

もつlinA遺伝子組換え体pKPLAをRHA1に導入し、linA

遺伝子の発現によるHexachlorohexane（HCH）の分解

を確認した。しかしDDTの分解は検出できなかった。 

エ 考 察 

 (ア) ダイオキシン類分解酵素系の解析と効率的

分解系の開発 

 Nocardioides sp. DF412はdibenzofuran（DF）や

salicylateで生育し、DF分解産物としてsalicylate が検

出されること、クローニングした酵素遺伝子を含む

組換え体でTHBPやsalicylate が反応産物として生じ

ること、THBP がtfdRの誘導基質であることから、

DF412はDFをTHBP及びsalicylate を経由して分解す

ると考えられる。またDFだけでなくdibenzodioxineや

二塩素化DF である2,8-dichlorodibenzofuranを分解活

性もつことから、少なくとも水酸化酵素の基質特異

性は比較的広いと思われる。Dibenzodioxineで生育で

きないが、これは下流の酵素がdibenzodioxine代謝産

物の分解が出来ないためと考えられる。一般に芳香

環開裂経路では環開裂物質加水分解酵素の基質特異

性が狭いので、加水分解酵素のステップで止まって

いる可能性も考えられる。dfdBCがdfdRの制御を受け

ていることを明らかにしたが、dfdAの制御メカニズム

は明らかに出来なかった。dfdRの誘導基質がTHBPで

あることから、おそらくDF自体が誘導基質ではない

かと思われる。 dfdR上流のORF1は Pseudomonas 

stutzeri AN10のsalicylate hydroxylaseと相同性（46%）

をもっており、salicylateの代謝に関与している可能性

が考えられる。またORF5はVariovorax paradoxus TV1

のchlorophenol monooxygenaseと相同性（52%）をもっ

ており、さらに下流の代謝に関わっている可能性が

ある。 

(イ) DDT分解酵素系の解析と効率的分解系の開

発 

 DDTをDDEに変換するDDTに高い活性を示した

LinA酵素の変異体Y50Aは本来の基質であるγ-HCH

に対する活性は低下しており、DDTとγ-HCHに対す

る基質認識が異なることが示唆される。TYM322株の

bphAa遺伝子はRHA1株のbphAa遺伝子と高い相同性

（87%）をもち、2,3-位と3,4-位の水酸化が、類縁酵

素の基質認識の僅かな違いで生じる可能性が示唆さ

れる。linA遺伝子を導入したRHA1株ではγ-HCHに対

するが認められたが、DDTに対する活性は検出され

なかった。これはLinA酵素のDDTに対する活性が非

常に低いためと考えられ、変異酵素のlinAY50A遺伝

子を導入すればDDTに対する活性が検出できると思

われる。 

オ 今後の課題 

 (ア) ダイオキシン類分解酵素系の解析と効率的

分解系の開発 
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 DF分解菌DF412株ではdfdBCの転写制御機構解明

において、転写抑制を解除したプロモーターのIR配列

変異体を得た。この変異体では誘導物質は不要で、

常時分解酵素を発現する。更にdfdAの転写制御機構解

明を進め、常時全分解酵素を発現して強力分解能を

発揮する分解菌の育種をめざす。一方、dfdA遺伝子群

の転写制御機構と下流代謝酵素系、広範な塩素化

DBF/DDXに対する分解能の解明が課題として残っ

ている。 

(イ) DDT分解酵素系の解析と効率的分解系の開

発 

DDT分解菌の育種ではさらに強いDDT分解活性をも

つlinAY50A遺伝子をRHA1に導入し、強力DDT分解菌

の育種を試みる。DDTからメタ開裂物質までのLinA

やBphAを含む分解酵素系の更なる育種強化、メタ開

裂物質をさらに分解する下流分解菌の探索、下流分

解菌の酵素系を利用した完全分解菌の育種が課題と

して残っている。今後、メタ開裂物質分解菌のスク

リーニングを続け、DDT完全分解システムの構築を

めざす。 

カ 要 約 

 (ア) ダイオキシン類分解酵素系の解析と効率的

分解系の開発 

DF分解菌Nocardioides sp. DF412の初発３段階をに

なう酵素遺伝子dfdA1A2A3A4（初発水酸化酵素）、dfdB

（環開裂酵素）、dfdC（加水分解酵素）を単離し、そ

の塩基配列を明らかにした。さらに各酵素活性を確

認し、DF分解への関与を明確にし、初発水酸化酵素

がDFの他にdibenzodioxineも分解することを見出した。

またdfdBC遺伝子群の転写がdfdB上流に存在するdfdR

遺伝子産物（DfdR）により負に制御され、代謝中間

体の2,2',3-trihydroxybiphenylが転写抑制を解除する

誘導基質となること、dfdBの転写開始点を含む逆方向

反復配列（IR）にDfdRが結合してdfdBプロモーターか

らの転写を制御していることを明らかにした。さら

にDF412による二塩素化DFの分解活性を確認した。 

(イ) DDT分解酵素系の解析と効率的分解系の開

発 

 各種土壌から分離したbiphenyl（BP）やDDT及び類

似化合物分解菌ならびにBP分解性の保存菌株につい

てDDTやDDEの分解活性を調べ、Rhodococcus sp. 

RHA1やPseudomonas sp. TYM322を含む４種類の

DDE分解菌を取得した。分解産物の解析からRHA1は

DDEを2,3-水酸化を経て、TYM322は3,4-水酸化を経

てメタ開裂物質にまで分解することを示した。RHA1

ではBphA酵素がDDEの2,3-水酸化を触媒することを

明らかにした。また、Sphingobium japonicum UT26の

LinA酵素がDDTからDDEへの変換活性をもつことを

見出し、その変異体のLinAY50Aが目立って強い活性

をもつことを明らかにした。さらにDDT分解菌を育

種するためlinA遺伝子をRHA1に導入してLinA酵素活

性を発現させることに成功した。 

 キ 引用文献 

１) T. Iwasaki, et al. (2006) Appl. Environ. Microbiol. 

72(8):5396-5402  

研究担当者（福田雅夫＊、宮内啓介） 

(3) PCR-DGGEを利用した新規環境汚染物質分解遺

伝子の取得 

ア 研究目的 

 土壌中の微生物の大半は、現在の培養技術では扱

うことのできない難培養微生物であることが知られ

ており、土壌から直接抽出したDNAの中には未知の

有用遺伝子が数多く眠っているものと考えられてい

る。そこで本課題では、こうした未開拓の土壌遺伝

子資源から、化学物質による環境汚染の浄化に利用

し得る新規有用遺伝子を、培養法を用いずに取得す

るための技術を確立することを目的とする。具体的

には、土壌から直接抽出したDNAに含まれる芳香族

塩素化合物（クロロ安息香酸）の分解に関わる酵素

（安息香酸ジオキシゲナーゼおよびクロロカテコー

ルジオキシゲナーゼ）遺伝子を、PCR-DGGE（変性

剤濃度勾配ゲル電気泳動）とDNA Walkingによって効

率的に探索、取得することを目指す。 

イ 研究方法 

(ア) 土壌DNAの調整 

農業環境技術研究所構内の自然保存林から採取し

た土壌に、3-クロロ安息香酸（以下、３CB）を500 

mg/kgの濃度で添加して人工汚染土壌を作成した。こ

れを28℃で14日間静置し、経時的に３CB濃度の測定

と土壌DNAの抽出を行った。土壌DNAの抽出には、

市販キット（Q-BioGene社製Fast DNA SPIN Kit for 

Soil）を使用した。 

(イ) プライマーの作成 

 ３CBの初発酸化に関わる安息香酸ジオキシゲナー

ゼαサブユニット遺伝子（benA）の保存領域の配列
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情報に基づいて、多様な細菌種のbenAを検出するこ

とができるPCR-DGGE用のプライマーセットを作成

した１)。また、３CBの中間代謝物であるクロロカテ

コールの分解に関わるクロロカテコールジオキシゲ

ナーゼ遺伝子（tfdC）についても、同様にPCR-DGGE

用のプライマーセットを作成した。 

 (ウ) PCR-DGGE 

上記(ア)で調整した土壌DNAを鋳型として、(イ)の

benAおよびtfdC用プライマーを用いたPCR-DGGEを

行った。DGGEバンドパターンの経時変化に基づき、

特徴的なバンドを選び、塩基配列を決定した。 

(エ) DNA Walking 

 上記(ウ)で決定したbenAおよびtfdCの部分配列か

ら、それぞれについてDNA Walkingのためのプライ

マーを作成した。これらを用いて元の土壌DNAを鋳

型としたDNA Walkingを実施し、PCR-DGGEで取得し

たbenA、tfdC各遺伝子部分断片に連なる上下流領域

の配列を解読した。DNA WalkingにはSeegene社製DNA 

Walking SpeedUp Kitを使用した。 

 (オ) DNA Walkingで解読した遺伝子全長の取得

および解析 

 解読した各遺伝子配列に基づいてそれぞれプライ

マーを作成し、３CB添加土壌（14日後）のDNAを鋳

型とするPCRによって解読領域全長を増幅した。得ら

れた産物は塩基配列解析によって目的の産物である

ことを確認したうえで、データベース上の既知の遺

伝子配列との比較を行った。 

上記研究方法全体の概要を図2223-1に示した。 

ウ 研究結果 

 (ア) PCR-DGGEによるbenAおよびtfdC各部分断

片の網羅的検出 

土壌中の３CB濃度は、添加から14日で初期量の約

13%にまで低下した（図2223-2）。benAを標的とした

PCR-DGGEのバンドパターンには、 多様なbenAの部

分断片が20本以上の明瞭なバンドとして検出され、

３CBの添加によって増強する複数のバンドが観察さ

れた（図2223-3）。また、tfdCを標的としたPCR-DGGE

においては、パターンを構成するバンド数は10本程

度と少ないものの、benAの場合と同様に３CB添加に

よって増強する複数のバンドが観察された（図

2223-3）。各バンドパターンから３CB添加後に特異的

に出現したバンド（図中矢印）を一本ずつ選び、塩

基配列を決定した。 

 (イ) DNA WalkingによるbenA、tfdC各部分断片上

下流領域の解読 

 図に示した各標的バンドの上下流領域をDNA 

Walkingによって解析した結果、benAについては標的

バンドの上流側442 bp、下流側1370 bpの配列を解読

することができた。同様に、tfdCについても、標的バ

ンドの上流側1107 bp、下流側2320 bpの配列を解読

することができた。 

 (ウ) DNA Walkingにより解読した遺伝子全長の

取得および解析 

解読した領域から作成した各プライマーによって、

標的benAバンド配列を含む2161 bpの産物と、標的

tfdCバンド配列を含む3649 bpの産物をそれぞれ増幅

することができた。塩基配列解析の結果、前者の産

物にはbenAの全長とその下流の安息香酸ジオキシゲ

ナーゼβサブユニット遺伝子（benB）の全長が含ま

れていることが分かった（図2223-4）。同様に、後者

の産物についても、tfdCの全長とその下流のクロロム

コン酸シクロイソメラーゼ遺伝子（tfdD）およびジエ

ンラクトンハイドロラーゼ遺伝子（tfdE ）の各全長

が含まれていることが分かった（図2223-5）。 

図2223-1 方法の概要 



― 431 ―

図2223-2 土壌中の3CB 濃度変化 図2223-3 PCR-DGGE による各遺伝子の検出 

図2223-4 取得した遺伝子の構造(ben) 

図2223-5 取得した遺伝子の構造(tfd ) 
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表2223-1 取得した遺伝子の相同性検索 

 得られた各遺伝子配列をアミノ酸配列に翻訳し、

データベース上で相同性検索を行ったところ、今回得

られたbenA、benBはPseudomonas fluorescens 2)のbenA、

benBに も近縁であり、その相同性は約74%であった。

一方、tfdC、tfdD、tfdEについても同様に相同性検索を

行ったところ、これらはCupriavidus necator 3)から見出

されたプラスミドpJP4上の各遺伝子に90%前後の比較

的高い相同性を示した（表2223-1）。 

エ 考 察 

土壌などの環境試料から培養を介さずに直接DNA

を抽出し、ここから有用な遺伝子を探索・取得する

技術は、微生物遺伝子資源の利用を大きく進展させ

るブレイクスルーになるものと期待されている。こ

れらの技術は、標的遺伝子のスクリーニング方式に

よって、主に機能を指標とする方法（function-driven 

approach ） と 、 塩 基 配 列 を 指 標 と す る 方 法

（sequence-driven approach）の２つに大別でき４)、

本課題で試みた方法は後者に該当する。塩基配列を

指標とする遺伝子スクリーニングにおいては、これ

までシークエンシング、ハイブリダイゼーション、

PCRといった技術が主に用いられてきたが、本課題で

は新たにPCR-DGGEとDNA walkingという２つの方法

を組み合わせることで、効率的な遺伝子探索・取得

ができることを示した。特に、PCR-DGGEによって

汚染に伴う遺伝子の動態をモニタリングすることは、

環境中で実際に機能している遺伝子を効率良く見つ

けるための一次スクリーニング法として有用と考え

られる。また、DGGEで検出した遺伝子の部分断片か

ら、DNA walkingによってそのORF全長だけでなく隣

接する遺伝子群をも取得できたことは、この方法が

ある程度まとまった単位の遺伝子クラスターをター

ゲットにできることを意味している。さらに今回、

benとtfdという２つの標的遺伝子に対して比較的容

易に本法を適用できたことから、このアプローチは

一定の汎用性を備えているといえよう。本法を用い

るためには、網羅的に標的遺伝子を増幅するプライ

マーを設計できることが前提となる。従って、全く

未知の酵素や遺伝子配列上の保存領域が見出せない

酵素をターゲットとすることはできない。しかしな

がら、研究蓄積のある酵素についてさらにそのバリ

エーションを環境中の遺伝子資源に求めるといった

目的においては、本法は有力な選択肢の一つになる

だろう。今回得られたbenAは既知培養株からこれま

でに見出されている遺伝子に対して 大で約74%の

アミノ酸相同性を示した。その新規性をアミノ酸相

同性のみから議論することは難しいが、少なくとも

これまで培養株から見出されてきた既知の遺伝子と

異なるものが得られたことは、新規遺伝子取得法と

しての本法の有用性を示唆している。 

 オ 今後の課題 

 本法をより実用的な酵素遺伝子の探索・取得に役

立てるとともに、取得した遺伝子を実際に活用する

ための具体的方法の検討が必要である。 

カ 要 約 

土壌から直接抽出したDNAの中から、PCR-DGGE

とDNA Walkingを用いることにより、3-クロロ安息香

酸の汚染に伴って土壌中で優勢化する安息香酸ジオ

キシゲナーゼ遺伝子およびクロロカテコールジオキ

シゲナーゼ遺伝子を取得することができた。この方

法は、環境中で実際に機能している酵素遺伝子を、

培養を介することなく効率的に探索・取得する技術

として有用である。 

取得した遺伝子 アミノ酸鎖長 データーベース上の最近縁配列；アミノ酸相同性

benA 446 Pseudomonas fluorescens, benA ：74.4%

benB 162 Pseudomonas fluorescens, benB ：71.6%

tfdC 255 Cupriavidus necator JMP134 (pJP4), tfdCI ：87.8%

tfdD 370 Cupriavidus necator JMP134 (pJP4), tfdDI ：93.8%

tfdE 234 Cupriavidus necator JMP134 (pJP4), tfdEI ：90.2%
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(4) 機能的相補に基づく新規環境汚染物質分解遺伝

子の取得と解析 

ア 研究目的 

従来の難分解性環境汚染物質の微生物分解の研究

の多くは、まず、集積培養により、目的の物質を唯

一の炭素源・エネルギー源として利用可能な細菌を

獲得する操作から開始された。この方法は、多くの

物質に対して有効であったが、集積培養や培地上で

のコロニー形成というバイアスがかかり、実験室内

条件で容易に培養可能で、かつ、資化に必要な全遺

伝子セットを保持した菌株のみが選択されてきた。

さらに、環境中に棲息する細菌の99％以上を占める

VBNC (Viable But Non-Culturable)細菌や完全分解に

必要な遺伝子セットの一部のみを有している細菌も、

実際の環境では環境汚染物質の分解に関与している

可能性が高いという知見を考慮すると、従来の方法

によって解析された菌株・遺伝子は、必ずしも実際

の環境で分解に関与しているものを反映していない

可能性も考えられる。また、従来法で獲得された遺

伝子は互いに類縁性が高く、多様性に乏しいため、

(1)難分解性物質分解遺伝子の起源を考える上での

知見の不足、(2)有効な分解酵素遺伝子が見出されて

いない環境汚染物質の存在、といった問題が残され

たままであった1-4)。以上の背景から、新しい遺伝子

獲得のアプローチが求められていた。本研究は、い

わゆる環境メタゲノムを未開拓の遺伝子資源５,６)と

想定し、その中から新規の環境汚染物質分解酵素遺

伝子を獲得することを目的とした。実際には、土壌

から長鎖DNAを直接抽出する方法と分解遺伝子自身

が持つ水平伝播能等の遺伝的可動性7-9)を利用する方

法で、多環芳香族化合物分解酵素と脱ハロゲン化酵

素を担う遺伝子を、宿主細胞の培養を割愛して、取

得・解析した。 

図2224-1 Sphingobium japonicum UT26のγ-HCH 分解経路 
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図2224-2 Tn4655支配のナフタレン分解経路 

イ 研究方法 

 (ア) 原油汚染土壌、残留性農薬γ−HCH（γ

-hexachlorocyclohexane）汚染歴土壌、そして、これ

らの化合物の汚染歴がない土壌から、主に細菌由来

の長鎖DNAを高純度で調製する手法を独自に構築10)

し、広宿主域コスミドベクターにクローン化した「土

壌遺伝子ライブラリー」を作製した。 

(イ) γ-HCH完全分解の鍵となるLinAとLinB（図

2224-1）４)の機能的ホモログ遺伝子を土壌から直接取

得するために、γ-HCH完全分解資化細菌Sphingobium 

japonicum UT26株（α-プロテオバクテリア）の各lin

遺伝子変異株を受容菌とし、γ-HCH汚染歴土壌との

直接接合と本土壌DNAライブラリーによる形質転換

の両手法で、γ-HCH完全分解誘導体株を選択するこ

とで目的遺伝子を取得し、各遺伝子とその近傍領域

の解析を行った。 

(ウ) 既知のγ-HCH分解資化細菌株においては、

各種lin遺伝子が２コピーのIS6100で囲まれた複合型

トランスポゾン構造を示す例が多い８)ことを踏まえ、

IS6100で挟まれたDNA領域をnested PCR法で土壌

DNAから直接取得する手法を独自に構築11)し、取得

DNA断片を解析した。 

 (エ) ナフタレン完全分解の鍵となる初発水酸化

酵素（図2224-2）の機能的ホモログ遺伝子を土壌か

ら直接取得するために、ナフタレン完全分解系トラ

ンスポゾンTn4655 10,12)内のnahAcのみを破壊した誘

導体トランスポゾンをPseudomonas putida KT2440株

（γ-プロテオバクテリア）染色体に転移挿入した。

本構築株を受容菌株とし、ナフタレンが豊富に存在

する原油汚染土壌との直接接合と本土壌DNAライブ

ラリーによる形質転換の両手法で、ナフタレン完全

資化能が回復した誘導体株を選抜することで、目的

遺伝子を取得し、各遺伝子とその近傍領域の解析を

行った。 

 (オ) 上記(イ)と(エ)の方法での分解酵素遺伝子

取得の試みは、汚染歴がない土壌を使用した場合には

成功しなかった。また、汚染歴土壌から取得した分解

酵素とその遺伝子は、既知のそれらと相同性がたいへ

ん高かった。そこで、より新規性の高い分解酵素遺伝

子の効率的取得を目指した実験系を構築した。まず、

汚染歴がない土壌を４種芳香族化合物【トルイル酸、

フェナントレン、ビフェニル、カルバゾール（ダイオ

キシン代用化合物）】で同時汚染化させ、16S RNA配

列決定での菌叢変動と定量PCRによる既知芳香族化合

物分解初発水酸化酵素遺伝子の量的変動を検討した。

そして、既知芳香族化合物分解酵素遺伝子の十分な増

幅が認められた時期に汚染化土壌遺伝子ライブラ

リーを調製した。汚染化化合物初発水酸化酵素である

ジオキシゲナーゼやモノオキシゲナーゼはインドー

ルを酸化して青色のインディゴを生成する現象13)を

利用し、汚染化土壌DNAコスミドライブラリーを、

Sinorhizobium meliloti （α-プロテオバクテリア）やサ

リチル酸分解能がある上記P. putida誘導体株と

Burkholderia属細菌株（β-プロテオバクテリア）に導

入し、インドール存在下で青色になる形質転換体と本

転換体が有するコスミドを解析した。また、人工的γ

-HCH汚染化土壌を用い、γ-HCHの微生物分解と既知

lin遺伝子やIS6100の出現を検討した。 
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図2224-3 γ-HCH 分解遺伝子を担うプラスミド pLB1 

図2224-4 IS6100で挟まれた土壌 DNA 断片の nested PCR による取得・解析 

M: size maker 

ウ 研究結果 

 (ア) γ-HCH分解酵素遺伝子と本遺伝子を担う

プラスミドの土壌からの取得・解析 

 γ−HCH汚染歴がある土壌の細菌画分から調製し

たDNAのコスミドライブラリーをS.japonicum UT26

のlinA突然変異株に導入し、計58 Mbのライブラリー

から、γ−HCH完全分解能を回復した形質転換体を選

択することで宿主のlinA変異を相補するコスミドを

取得した。コスミド支配のLinAは、UT26株由来のLinA

と100％同一であったものの、UT26のlinAの場合とは

異なり、コスミド上のlinAはIS6100との隣接性が認め

られた14)。一方、UT26のlinB突然変異株を受容菌とし、

当該土壌細菌画分との接合を行うことで、受容菌に

LinB活性を賦与できる66 kbのプラスミドpLB1（図

2224-3）を取得した15)。pLB1上には、アミノ酸配列

レベルで他のLinBと極めて高い（98-100%）相同性を

示すlinBが同一の配向性で２コピー存在し、さらにこ

れらlinBは同一配向性を示すIS6100に挟まれた構造

（IS6100 – linB - IS6100 – linB - IS6100）を取って

いた。pLB1は他の幾種かのα-プロテオバクテリア株

への接合伝達能を有したが、β−プロテオバクテリア

やγ−プロテオバクテリアへの接合伝達は検出でき

linR linE linD

linB
linF (3' end)

No lin genes

2.4 kb: linF  (truncated)

8.6 kb: linRED
4.5 kb: Not reproducible

1.3 kb: linB

linIS6100



― 436 ―

なかった。このような接合伝達に関わる遺伝子群は、

他のα-プロテオバクテリア内在性プラスミドの関

連遺伝子群と平均45%の相同性を示したが、pLB1の複

製・分配に関する遺伝子は、既知プラスミドに比べ、

とりわけ新規性が高かった。 

 国内外で単離された多くのγ−HCH分解細菌株に

おいては、lin遺伝子とIS6100との隣接性がある６)こと

から、上記γ−HCH汚染土壌由来DNAを用い、２コ

ピーのIS6100で挟まれたDNA断片をnested PCRで増

幅した。増幅した４本のDNA断片のうち、３本では

インタクトな４種lin遺伝子と不完全なlinFが同方向

に配向した２コピーのIS6100で挟まれた構造を取っ

ていた（図2224-4）11)。ただ、取得したlin遺伝子に新

規性はなかった。 

 (イ) 多環芳香族化合物分解酵素遺伝子と本遺伝

子を担うプラスミドの土壌からの取得・解析 

 ナフタレンを含む多環芳香族炭水化物（PAH、 

polycyclic aromatic hydrocarbons）の細菌による好気

的分解では、その初発水酸化酵素が複数サブユニッ

トから構成され、そのうちラージサブユニットが分

解基質域を規定する。IncP-9群プラスミドNAH7支配

でナフタレンをサリチル酸・カテコール経由で分解

する酵素群をコードするnah遺伝子群（図2224-2） 12)

のうち、ナフタレンジオキシゲナーゼ・ラージサブ

ユニット遺伝子nahAcを破壊し、本誘導体nah遺伝子

群を染色体に挿入したP.putida株を構築した。これを

受容菌とし、原油汚染土壌細菌画分DNAのコスミド

ライブラリーで形質転換することで、約300 Mbのラ

イブラリーから、受容菌にナフタレン完全分解能を

賦与するコスミドpSLX928-6を得た。本コスミドには

ナフタレンをサリチル酸にまで分解するnah遺伝子

群がオペロンとして存在していた10)。一方、上記受容

菌と原油汚染土壌細菌画分との接合で、nahAc変異を

相補する200 kbのプラスミドpFKY1を取得した。

pFKY1は、ナフタレン完全分解に必要な全遺伝子を有

する自己伝達性 IncP-9群プラスミドであった10)。

pSLX928-6とpFKY1支配のナフタレンをサリチル酸

にまで分解する10個のnah遺伝子群は、NAH7のそれ

らとアミノ酸配列レベルで86～100％と高い相同性

を持ち、遺伝子配列もNAH7のものと同一だった。 

 (ウ) 人工的汚染化土壌からの芳香族分解酵素遺

伝子の取得・解析 

以上の研究において、汚染歴土壌から取得した分

解酵素遺伝子は既知のものと相同性がたいへん高

かった。また、汚染歴のない土壌からのPAH並びに

γ−HCHの分解酵素遺伝子の取得も試みたが、成功し

なかった。これらの経験を踏まえ、(1)土壌DNA試料

での目的遺伝子の存在比率を高める、(2)進化的に類

縁性の低い複数の宿主受容菌株を用いる、(3)高感度

で効率の良いスクリーニングを用いる、という工夫

を施し、土壌DNAライブラリーからの芳香族初発水

酸化酵素遺伝子の取得を実施した。 

 まず閉鎖実験室系で、環境汚染物質汚染歴のない

土壌に４種の芳香族系化合物を添加して汚染化させ、

経時的に調製した土壌DNAを用いて菌叢変動を検討

と、４種の既知芳香族化合物分解ジオキシゲナーゼ

遺伝子の出現とその変動を検討した13)。汚染化後７週

目に劇的な菌叢変動が見られ、４種の芳香族化合物

分解ジオキシゲナーゼ遺伝子も10～10,000倍の濃縮

が認められた。汚染化後27週目に調製した土壌DNA

コスミドライブラリーを、S.meliloti 株、上記P.putida

のnahAcのみを欠く株、そしてサリチル酸分解能のあ

るB.multivorans 株16,17)に導入し、インドール酸化能

を示すコスミド導入菌株を選択した13)。 

 B.multivoransを宿主にして計４ Gbの土壌DNAコ

スミドライブラリーをスクリーニングし、宿主受容

菌株に再現性良くインディゴ産生能を賦与する８種

類のコスミドを取得した（表2224-1） 13)が、６つの

コスミドはNAH7のnahAcと相同性があるDNA領域を

有していた。 

 このうち、４コスミドは、宿主株にナフタレン完

全分解能を賦与し、ナフタレンをサリチル酸にまで

変換する酵素群の遺伝子群を担うと結論した。実際

に当該コスミドpE3Aは、β-プロテオバクテリアに多

く認められるNag型のナフタレン分解経路【ナフタレ

ンをサリチル酸・ゲンチジン酸経由で分解する経路】

のうち、サリチル酸までの分解に関わるnag遺伝子群

と78～100％の相同性を示す分解遺伝子群を有して

いた。nahAc/nagとは相同遺伝子を持たないコスミド

pE12AとpE2Kは、B.multivorans にインドール酸化能

を賦与するものの、大腸菌やS.meliloti には酸化能を

賦与できず、インディゴ産生能の宿主依存性が認め

られた。一方、各コスミドを保有するB.multivorans

の休止菌体を用いて９種の単環並びに多環芳香族化

合物分解活性を検討すると、pE2K保有株はどの化合

物にも活性を示さなかったのに対し、pE12A保有B. 
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multivorans株（図2224-5）はナフタレンとともに2-

ニトロトルエンとビフェニルに対する高い分解活性

を示した。pE12A上の土壌DNA由来orf9 を破壊した

pE12A誘導体は、B.multivoransに対して上記３種化合

物分解活性を賦与できなかった。しかし、orf9 のみを

大腸菌で大量発現させても当該分解活性は認められ

なかった。相同性検索の結果、orf9 産物は新規性に富

むフラビン依存性モノオキシゲナーゼで、上記３種

化合物分解活性発現には、NADH等の還元剤から受け

取った電子をオキシゲナーゼに伝えるレダクターゼ

が必要である可能性が示唆された。このような酵素

遺伝子がpE12A上に存在しないことから、orf9と

B.multivoransゲノム支配で当該レダクターゼの性質

を持つと想定される酵素遺伝子を大腸菌で大量に共

発現させると、この大腸菌では上記３種化合物の分

解活性が検出できた。 

 以上のことから、pE12AがB.multivoransでのみイン

ドールと３種化合物の分解活性を示したのは、活性

発揮に必要なレダクターゼ遺伝子が本菌ゲノムにの

み存在していたことに起因すると結論した。pE2K上

には、複数の酸化酵素遺伝子候補が担われていたが、

放線菌由来と想定されるマルチコンポーネント型芳

香族化合物水酸化酵素をコードすると推定された３

遺伝子が隣接して存在していた。これら新規性のあ

る３遺伝子をB.multivoransで強制的に共発現すると、

2,4-ジニトロトルエン分解能が出現した。 

表2224-1 B. multivorans 株にインドール酸化能を付与するコスミド 

コスミド数
(代表例) 完全分解 分解基質

1 4 (pE3A) ナフタレン ナフタレン nagR  to nagJ
(13 nag  genes)

2 2 (pE7A) None ナフタレン nagR  to nagF
(9 nag genes)

3 1 (pE12A) None ナフタレン,
ニトロトル
エン,
ビフェニル

新規

4 1 (pE2K) None None 新規

宿主の新規分解能
グループ

分解酵素
遺伝子

図2224-5 B. multivorans 株にインドール酸化能を付与するコスミド pE12A 



― 438 ―

 (エ) 人工的汚染化土壌からのγ-HCH分解酵素

遺伝子取得の試み 

 上記非汚染土壌をγ-HCHで汚染化したところ、７

週目以降にIS6100がPCRで検出された。また、２コ

ピーのIS6100で挟まれた複数DNA断片のnested PCR

による取得が14週目以降に可能になったが、介在配

列は既知のlinAやlinBと相同性を示さなかった。この

ようなIS6100関連DNAの出現は、芳香属化合物で汚染

化した土壌では認められなかった。一方、約40週目

の本汚染土壌においては、linAやlinBがPCRで検出で

きなかったが、γ-HCHの微弱な微生物分解が認めら

れたことから、既知のlinAやlinBと相同性を示さない

分解酵素遺伝子の存在が示唆された。 

エ 考 察 

 (ア) 我々が考案したnested PCR法により、IS6100

で挟まれたlin遺伝子を容易に取得できた。様々な分

解酵素遺伝子は２コピーの同種ISで挟まれた構造を

示すことが希でないことから、本手法は、新たな分

解酵素遺伝子の取得に有用であろう。特に今まで同

定されたIS1071は多様な分解酵素遺伝子と常に隣接
18)しており、nested PCRでIS1071に挟まれた様々な分

解酵素遺伝子の環境からの直接的取得が大いに期待

できる。 

(イ) メタゲノムライブラリーを用いて取得を目

指した芳香族化合物水酸化酵素は一般にマルチコン

ポーネント型で、酵素活性発揮にはサブユニット間

で厳密な相性を必要とする13)。また、各サブユニット

をコードする遺伝子すべてが必ずしも隣接しないこ

ともあるとともに、これら遺伝子群の発現誘導は基

質の存在を必要とする。このようなことを考慮する

と、機能発現に基づくこれら遺伝子群のメタゲノム

からの取得は、アミダーゼなどのシングルコンポー

ネント型酵素の取得19)よりも難易度が高かったとい

えよう。一方、LinAは各種データベースでも極めて

希な脱塩化水素酵素であり、本ホモログ酵素遺伝子

の自然界での存在頻度は極めて少ないと想定され、

当該遺伝子取得に困難を極めたと考えている。 

 (ウ) 初期の研究において、汚染歴のない土壌か

らのPAH並びにγ−HCHの分解酵素遺伝子の取得も

試みたが、成功しなかった。非汚染土壌環境に当該

遺伝子が全く存在しないとは考えにくいものの、汚

染土壌では当該物質を分解できる細菌あるいは遺伝

子の相対的割合が低かったことが容易に想像できる。

また、選択寒天平板を用いた受容菌の分解能機能相

補により汚染土壌から取得できた分解遺伝子は、受

容菌の親株が持っていた分解酵素遺伝子との相同性

がたいへん高かった。このような原因として、(1)受

容菌内での導入分解酵素遺伝子発現の相性の善し悪

しが取得可能な酵素遺伝子の種類を規定していた、

(2)寒天培地でのコロニー形成の有無という「all or 

none」的指標では、産物の活性が低い導入遺伝子の

取得が見落とされていた、などが想定された。これ

らのことを考慮して、「研究成果」(ウ)に記した３点

の工夫を加えることで、人工的汚染化土壌DNAライ

ブラリーからの新規性の高い芳香族初発水酸化酵素

遺伝子を取得できた。そして、このような取得遺伝

子の発現には、明確な宿主依存性が認められた。従っ

て、本研究のように機能発現を指標とする目的遺伝

子のメタゲノムライブラリーからの取得には、様々

な受容菌宿主株を用いることが重要であることと明

示できた。 

オ 今後の課題 

 (ア) 閉鎖系人工的汚染化土壌の使用、進化系統

的に類縁性の低い複数宿主受容菌株の使用、そして

高感度の活性検出スクリーニング系の使用は、新規

性のある目的遺伝子の取得に有効なことが本研究で

判明した。今後はこれをもとに、土壌DNAコスミド

ライブラリーによる形質転換と本土壌との直接接合

の両手法で、新規性のある様々な環境汚染物質分解

酵素遺伝子を多数取得する予定である。本研究にお

いては、受容菌として放線菌をはじめとするグラム

陽性菌を用いてこなかったことから、今後はこれら

細菌群も宿主受容菌株として使用していく。 

(イ) 本研究では、取得した新規性のある酵素の

詳細な解析にまで至らなかったことから、今後はこ

れら取得済み並びに新たに取得する酵素についても

詳細な生化学的検討を加える。 

 (ウ) 本研究で実施した汚染化土壌での菌叢変動

と取得遺伝子の量的変動の検討は予備的なもので

あった。今後は、これら変動をさらに精緻に実施し、

これと並行して経時的に調製した土壌DNAの大規模

塩基配列決定を実施し、どのような菌株のどのよう

な分解酵素遺伝子が自然界での汚染環境の浄化に

「真」の主役として働くかなどの研究へと展開する。 

カ 要 約 

(ア) 培養可能な環境汚染物質（ナフタレンとγ
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-HCH）完全分解資化細菌の分解能欠損変異株を受容

菌とし、培養を割愛した土壌細菌集団と遺伝学的接

合を行うことで、各受容菌の分解能を機能相補する

遺伝子を担う自己伝達性プラスミドを取得し、解析

した。 

 (イ) 様々な土壌由来の細菌画分長鎖DNAを高純

度で調製する手法を独自に構築した。 

 (ウ) IS6100で挟まれたDNA領域を増幅する

nested PCR法を考案し、γ-HCH汚染歴土壌から調製

したDNAを鋳型にして、γ-HCH分解に関わる遺伝子

を複数取得した。 

 (エ) 原油汚染土壌とγ-HCH汚染歴土壌から調

製した長鎖DNAを広宿主域コスミドベクターにク

ローン化した「土壌遺伝子ライブラリー」を作製し、

(ア)に記した受容菌株に導入し、各々の受容菌の分

解能欠損を機能相補するコスミドを取得した。コス

ミド上の分解酵素遺伝子は、既知の分解酵素遺伝子

との相同性がたいへん高かった。 

 (オ) 汚染歴のない土壌を４種芳香族系環境汚染

物質で人工的に汚染化させることで、土壌での当該

環境汚染物質分解酵素遺伝子の存在比率を高めた

後に、土壌遺伝子ライブラリーを作製した。本ライ

ブラリーを進化系統関係の低い複数受容菌株に導

入し、インドール酸化能という検出感度の高いスク

リーニング系を指標にして、新規性の高い芳香族系

環境汚染物質初発水酸化酵素遺伝子を担うコスミ

ドを取得した。そして、取得遺伝子とその産物を解

析した。 
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研究担当者（津田雅孝＊、永田裕二） 

(5) 芳香族塩素化合物分解遺伝子群の発現調節機構

改良による分解能の強化手法の開発 

ア 研究目的 

環境汚染物質であるPCB、 DDT、 塩化ダイオキシ

ン等のPOPs類の微生物分解過程は多段階からなり、

中間産物としてそれ自体の集積や毒性が問題となる

クロロカテコール類を生じる。本研究ではクロロカ

テコール類の分解遺伝子群について、そのLysRタイ

プ転写調節因子による発現調節機構を、主として同

因子の構造と機能の関係の面から解明することに

よって、環境中で分解遺伝子群をより有効に働かせ

ることを目的とした改良を行う。 

イ 研究方法 

 (ア) LysRタイプ転写調節因子制御系の実験系構

築と、制御されるプロモーター領域の構造と機能の

関係の解析 

  ａ LysRタイプ転写調節因子と被制御プロモー

ター領域のレポーター実験系構築 

 3-クロロ安息香酸分解菌Ralstonia eutropha NH9株

のクロロカテコール分解遺伝子群cbnABCDの発現

（転写）は、誘導物質の存在下でLysRタイプ転写調

節因子CbnRによって活性化される（Ogawaら１)）。こ

のCbnRの遺伝子にHis-tagを付加して、これと分解遺

伝子群のプロモーター領域（cbnAプロモーター）を

それぞれカセットとして交換できる構築物を作成し

た。作成したcbnR-cbnAプロモーター領域をレポー

タープラスミド pQF50に挿入し（図2225-1）、

Pseudomonas putidaに導入、培養してβ-ガラクトシ

ダーゼ活性を定量することによりcbnAプロモーター

転写活性化能を測定する系を構築した。 

ｂ 制御されるプロモーター領域の構造と機能

の関係の解析 

 cbnAプロモーター領域には、-35、 -10領域の約30 

bp上流に、LysRタイプ転写調節因子の主要な認識・

結合配列とされるT-N11-A（Nは任意の塩基）を含む

inverted repeat部位がある（図2225-2. 第１のinverted 

repeat）（Ogawaら １））。他のLysR-type因子により制

御される分解遺伝子系（Burkholderia sp. NK8株の

cbeR-catAプロモーター系）では、そのプロモーター

領域の第１のIR部位と-35、 -10領域の間に、第２の

IR部位を導入した場合に プロモーター活性が増大す

る結果が得られている。このことから、T-N11-Aを含

む第２のinverted repeatをcbnAプロモーター領域の異

なる箇所に導入したDNA断片を作成し（図2225-2）、

上記aの系を使用して転写活性化能を測定した。 

 (イ) LysRタイプ転写調節因子のDNA結合部位の

構造と機能の関係の解析 

 CbnRの立体構造（Muraokaら２））から、DNAと直接

相互作用をする可能性が高いと考えられたN末端側

のアミノ酸をアラニンに置換して、その転写活性化

能を(ア)aの実験系を使用して解析した。また、これ

らの変異CbnRタンパク質をHis-tag付加により精製

し、DIG標識したプロモーター断片との結合をゲルシ

フト実験により解析した。 

 (ウ) LysRタイプ転写調節因子の誘導物質認識部

位の構造と機能の関係の解析 

 ａ 誘導物質認識部位解析のためのスクリーニ

ング系構築 

 誘導物質認識部位解析のポジティブスクリーニン

グ系構築のために、遺伝子挿入用ベクターpJMS11に

cbnAプロモーターとlacZ遺伝子を組み込んでレポー

ターアッセイ用構築物を作成し、P.putida KT2440株

の染色体上に挿入した。得られた形質転換体の10株

に広宿主域ベクターpBBR1MCS-5にcbnRを組み込ん

だ構築物を導入して、誘導物質によるプロモーター

の発現をβ-ガラクトシダーゼ活性の測定により定

量するとともに、各種組成の平板を用いて、種々の

培養温度・時間の条件下で色素X-galの色の変化の有

無を観察した。また、類縁のクロロカテコール分解

遺伝子群のLysRタイプ転写調節因子の遺伝子tfdTと

その被制御プロモーター（tfdCプロモーター）を用い

て同様の系を作成した。 

 ｂ 誘導物質認識能が変化した変異型LysRタイ

プ転写調節因子の取得と解析 



― 441 ―

図2225-1 cbnRHis カセットとレポーターアッセイ用プラスミドの構築過程 

 

TTACG-----CGTAA

CTAAT-----ATTAG

ATAC-------GTAT
+1

GGCGCTGCCTAGCATTCACTC
-10

CTATATTACGCAAACCGTAACGATGGCTGACTAATTTGGTATTGGACGGCATGGCC
-20-30-40-50-60-70

変異導入プロモーター M1
9bp

12bp

18bp

cbnA
転写開始点

第1のinverted repeat

変異導入プロモーター M2

変異導入プロモーター M3

図2225-2 cbnA プロモーター領域の配列と導入した変異の位置と配列 

図2225-3 変異を導入した cbnA プロモーター転写活性化能 

活性の単位は Miller unit 

 TfdTにより制御されるtfdCプロモーターとlacZ遺

伝子の融合物を染色体上に組み込んだ P.putida 

KT2440株に、ランダムな塩基置換を導入したtfdT遺

伝子を接続したプラスミドのligation反応液を形質転

換し、誘導物質の候補となる芳香族化合物を添加し

たLB平板上で、色素X-galの色の観察により、野生型

tfdTを持つ株とは誘導物質認識能が異なる株を取得

した。取得した株についてtfdT遺伝子部分の塩基配列

を調べるとともに、各種芳香族化合物存在下でのtfdC

プロモーターの発現をβ-ガラクトシダーゼ活性の

定量により解析した。 

  c 改良型転写調節因子による分解遺伝子群の

発現 

 誘導物質に対する応答が野生型より強くなった変

異型tfdTのうちの２つ（Lys129Met、Arg199Gln）を用

いて、P.putidaを宿主として、tfdCプロモーターの下流

につないだ2-クロロ安息香酸分解遺伝子群cbdABC

を発現させて、野生型tfdTと比べて分解能が増強され

るか調べた。 

ウ 研究結果 

 (ア) LysRタイプ転写調節因子により制御される

プロモーター領域の構造と機能の関係 
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図2225-4 CbnR 及びその変異体による cbnA プロモーター転写活性化能 

活性の単位は Miller unit 

図2225-5 CbnR 及びその変異体の cbnA プロモーターへの結合能 

レーン1.調節因子無添加、2. CbnR、以下は表記のアミノ酸のアラニンへの置換体を添加 3. Q29、4. P30、

5. R34、6. Q29P30、7. Q29R34、8. P30R34、9. Q29P30R34。各たんぱく質は1μg添加。なお R4、E40、

R50のそれぞれのアラニンへの置換体は全く結合を示さなかった。 

 cbnAプロモーター領域に第２のinverted repeatを導

入した変異プロモーター３種類の活性を測定した結

果、元のプロモーター配列の活性と比べて、M1では

やや低く、M2はかなり低く、M3では完全に活性が抑

えられた（図2225-3）。これらのことから、CbnRによ

るcbnAプロモーターの制御機構には、NK8株の

cbeR-catAプロモーター系とは異なる点があること

が示唆された。 

 (イ) LysRタイプ転写調節因子のDNA結合部位の

構造と機能の関係 

 まず、CbnRの立体構造からDNAとの結合に も重

要であると推定された６ヶ所のアミノ酸をアラニン

に置換してレポーター実験を行った結果、いずれも

転写活性化能を著しく失っていた（図2225-4）。この

うちR4、E40、R50、R34の各変異体は、ゲルシフト実

験によりcbnAプロモーター領域への結合能を失って

いることが判明した。一方、Q29の変異体は、野生型

CbnRより強い結合力を有しており、P30の変異体は野

生型CbnRより少し弱いが結合力を有していた（図

2225-5）。以上の結果から、R4、E40、R50、R34につ

いては、その残基がDNAとの結合にそれぞれ必須で

あると考えられた。一方、Q29、P30については、そ

の残基がDNAとの結合力に関係するとともに、転写

活性化の機能に重要である可能性が示唆された。N末

端側のアミノ酸についてさらに調べたところ、N17に

ついて、Q29、P30と同様に転写活性化の機能に重要

である可能性が示唆された。また、E2、K7、H26、

S28、T33がCbnRのDNAとの結合にそれぞれ必須であ

ると考えられた。約50アミノ酸からなるDNA結合部

位で、合計12ヶ所のアミノ酸がそれぞれCbnRの機能
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に必須であることが示された。 

 (ウ) LysRタイプ転写調節因子の誘導物質認識部

位の構造と機能の関係 

 ａ 誘導物質認識部位解析のためのスクリーニ

ング系構築 

 P.putida KT2440株の染色体上にcbnAプロモーター

-lacZ遺伝子構築物を挿入した株10株にcbnR構築物を

導入して、CbnRによる転写活性化を各種条件下で平板

上での色素の色の変化により観察した結果、誘導物質

を添加した希釈LB平板で30°C、40時間強培養した場合

に、Pcbnの誘導発現を肉眼で確認できるものが２株得

られた。液体培地でのβ-ガラクトシダーゼの定量結

果と併せて、誘導物質の有無によるcbnAプロモーター

の発現量の差が10倍以上あれば、平板の観察による誘

導の確認が可能であると考えられた。 

 ｂ 誘導物質認識能が変化した変異型LysRタイ

プ転写調節因子の取得と解析 

 CbnRとTfdTの誘導物質認識スペクトルを調べ、誘

導物質として認識する芳香族化合物の範囲がより広

いことが判明したTfdTを、ランダム変異導入による

変異型調節因子のスクリーニング実験に供試した。

ランダムに変異を導入したtfdT遺伝子を形質転換し

たKT2440株（Ptfd-lacZ挿入）のコロニー約5,000個か

ら、平板上での観察により76個の株を選抜した。こ

のうちtfdT遺伝子の長さが不完全なものや、複数の変

異が導入されているものを除いた残りのクローンに

ついてさらに解析を進めた。その結果、得られた１

アミノ酸置換の変異型tfdT は計８種類であり、置換

されたアミノ酸はK129、R199、V226、V246、P267の

５ヶ所であった（表2225-1）。野生型TfdTが3-クロロ

安息香酸に対する認識能が も高いのに対して、得

られた変異型TfdTは、いずれもより多くの芳香族化

合物に対して認識能が高まり、とくに2-クロロ安息

香酸、2-アミノ安息香酸(アントラニル酸)、2,3-及

び2,6-ジクロロ安息香酸など、２位に置換基のある

安息香酸類に対する認識能が も高くなっていた。

また変異体ごとに芳香族化合物に対する認識特異性

のパターンは異なっていた（表2225-1）。CbnRの立体

構造を用いてTfdTの立体構造モデルを作成し、置換

により誘導物質認識能が変化したアミノ酸のTfdTの

立体構造上での位置を調べたところ、置換されたア

ミノ酸はRD-IまたはRD-IIドメインに位置しており、

この両ドメイン間の領域が誘導物質認識部位である

ことが推察された（図2225-6）。 

表2225-1 各種芳香族化合物存在下での P. putida KT2440株(tfdC プロモーター-lacZ 遺伝子挿入)の変異型

TfdT による tfdC プロモーターの転写活性化能 

KT2440 株（Ptfd :: lacZ 挿入）のβ-ガラクトシダーゼ活性 

変異型 TfdT  
芳香族 

化合物

野生型 

TfdT K129M R199Q R199L R199W V226F V246I P267H P267S 

無添加 34 ± 2.6 59 ± 6.2  101 ± 11.8 99 ± 11.4 63 ± 3.5 52 ± 1.8 45 ± 2.9 61 ± 4.1 50 ± 2.8 

2CB 144 ± 16.7 1039 ± 35.8 679 ± 37.5 478 ± 17.7 322 ± 10.5 266 ± 2.9 209 ± 8.7 383 ± 5.0 214 ± 5.5

3CB 325 ± 17.3 89 ± 4.2 177 ± 11.2 208 ± 2.9 127 ± 6.7 267 ± 3.0 107 ± 4.8 287 ± 15.5 176 ± 3.6

2NHB 121 ± 7.5 450 ± 11.1 472 ± 18.7 316 ± 23.1 220 ± 7.0 265 ± 18.5 120 ± 5.9 303 ± 13.2 128 ± 2.2

3NHB 37 ± 1.0 80 ± 1.2 168 ± 7.5 153 ± 21.9 91 ± 5.4 91 ± 5.1 64 ± 1.7 77 ± 2.9 49 ± 1.3 

BA 38 ± 1.4 75 ± 7.3 164 ± 8.0 197 ± 21.9 118 ± 12.4 88 ± 3.9 62 ± 5.3 110 ± 3.2 89 ± 1.4 

2,3DCB 129 ± 9.5 546 ± 35.4 321 ± 19.9 344 ± 19.9 215 ± 8.7 379 ± 22.0 159 ± 15.1 303 ±27.9 149 ± 10.5

2,4DCB 29 ± 4.1 289 ± 6.1 146 ± 8.0 119 ± 5.2 81 ± 10.4 118 ± 19.1 68 ± 8.3 91 ± 16.8 55 ± 1.6 

2,5DCB 58 ± 8.2 176 ± 6.7 239 ± 23.2 275 ± 9.2 147 ± 10.3 182 ± 8.5 100 ± 3.6 142 ± 9.0 95 ± 5.7 

2,6DCB 61 ± 4.9 1043 ± 14.3 394 ± 18.4 330 ± 20.2 177 ± 11.1 282 ± 9.8 103 ± 5.5 187 ± 18.8 165 ± 3.3

3,4DCB 21 ± 0.6 46 ± 0.5 65 ± 2.1 70 ± 2.2 55 ± 4.2 43 ± 1.1 32 ± 0.8 44 ± 4.0 37 ± 1.6 

2CB, 3CB はそれぞれ 2-または 3-クロロ安息香酸。2NHB, 3NHB はそれぞれ 2-または 3-アミノ安息香酸。

BA は安息香酸。DCB は数字の位置が塩素で置換されたジクロロ安息香酸類。 
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図2225-6 TfdT サブユニットの立体構造モデル 

誘導物質認識能に関与するアミノ酸5つの位置を示した。 

図2225-7 野生型、変異型 TfdT によって発現された分解遺伝子群による2-クロロ安息香酸の分解 

● 野生型 TfdT、▲ Arg199Gln 置換体、■ Lys129Met 置換体

ｃ 改良型転写調節因子による分解遺伝子群の

発現 

 変異型TfdTの誘導物質の濃度変化に対する応答曲

線から、Lys129とArg199の各アミノ酸が置換された

TfdTは、誘導物質に対する親和性が強くなっている

ことが判明し、これらのアミノ酸が誘導物質との結

合に直接関与する可能性が高いことが示唆された。

野生型TfdTによって2-クロロ安息香酸分解遺伝子群

を発現させた場合には、その分解をほとんど促進で

きなかったのに対し、この２ヶ所のアミノ酸の変異

型TfdT（Lys129Met、Arg199Gln）によって発現させ

た場合には、液体培地中の５mMの2-クロロ安息香酸

を72時間で約60～90%分解した（図2225-7）。 

エ 考 察 

 (ア) LysRタイプ転写調節因子により制御される

プロモーター領域の構造と機能の関係 

 同じLysRタイプ転写調節因子群に属するCbeRによ

り制御されるcbeR-catA promoter系の場合と異なり、

cbnR-cbnA promoter系に第２のIR部位を導入した場

合は、活性が増大したものは得られなかった。この

ことからは、転写活性化に必要とされる結合の強さ

には、LysRタイプ転写調節因子と制御されるプロ

モーター領域の系によってある程度の相違があるこ

とが示唆された。また、変異型cbnA promoterのうち

の１つでは、活性を完全に抑制するものが得られた

（図2225-2、同-3、M3）。これはCbnRがcbnA promoter

に結合した状態のうちのrepressiveな状態のアナログ

になっている可能性があり、今後のCbnRとプロモー

0

1

2

3

4

5

6

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72
Time course (hour)

2C
B

 c
on

ce
nt

ra
tio

n 
(m

M
)

0

1

2

3

4

5

6

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72
Time course (hour)

2C
B

 c
on

ce
nt

ra
tio

n 
(m

M
)



― 445 ―

ター領域の結合の解析に参考になる。 

 (イ) LysRタイプ転写調節因子のDNA結合部位の

構造と機能の関係 

 CbnRのDNA結合部位で、DNAとの結合に必須であ

るアミノ酸以外に、DNAとの結合力に関係すると同

時に転写活性化の機能にも重要である可能性を持つ

アミノ酸が判明した。後者に属するQ29、 P30はLysR

タイプ因子間で広く保存されており、この２箇所が

転写活性化の機能に重要であると考えて矛盾しない。

一方、一般に１種の細菌が数十種類のLysRタイプ転

写調節因子を有することから、そのDNA結合に必須

なアミノ酸には、それぞれの被制御遺伝子（群）プ

ロモーターとの結合の特異性に関与するものもある

と考えられる。本研究で示唆されたアミノ酸の機能

分担は、同因子群の体系的理解に役立つと考えられ

る。 

 (ウ) LysRタイプ転写調節因子の誘導物質認識部

位の構造と機能の関係 

 ランダム変異導入によって、野生型TfdTよりも多

くの芳香族化合物に対して認識能が高く、かつそれ

ぞれ芳香族化合物に対する認識特異性のパターンが

異なる、多様な変異型TfdTが得られた。2-クロロ安

息香酸、2,3-及び2,6-ジクロロ安息香酸など、２位

に置換基のあるクロロ安息香酸類は特に分解しにく

いことから、これらに対して認識能が高い発現調節

因子を自然界から見出すことは困難であることが予

想される。ランダムな変異導入によってこれらの化

合物に対して認識能が高い調節因子が得られたこと

は、調節因子の構造活性相関や改良手法を考えてい

く上で意義があると考えられる。さらにTfdTの立体

構造モデルにより、RD-IとRD-IIの両ドメイン間の領

域が誘導物質認識部位であることが推察された。誘

導物質となる芳香族化合物の構造と、その認識に関

与すると考えられたTfdTの５ヶ所のアミノ酸との関

係についてはなお明らかではなく、今後の解析が必

要である。 

オ 今後の課題 

 (ア) LysRタイプ転写調節因子のDNA結合部位の

構造と機能の関係 

プロモーター領域DNAとの相互作用に関わるLysR

タイプ因子N末端側の各アミノ酸については、それぞ

れのアミノ酸の役割を解明することが必要であり、

今後、CbnR/プロモーターDNAの共結晶作成の検討を

含め、詳細な解析を行う。 

 (イ) LysRタイプ転写調節因子の誘導物質認識部

位の構造と機能の関係 

 誘導物質認識部位については、誘導物質スペクト

ルの違いに応じてLysRタイプ因子間でもある程度の

構造上のバラエティがあることが考えられ、今後、

因子間の比較解析も含めて構造と機能の関係の解析

を進め、体系的に解明する。 

カ 要 約 

 (ア) LysRタイプ転写調節因子により制御される

プロモーター領域の構造と機能の関係 

LysRタイプ転写調節因子により制御される芳香族

化合物分解遺伝子群プロモーター領域において、調

節因子に認識される塩基配列を本来の位置以外にも

導入した場合には、転写活性が増大する系と、増大

しない系があることが判明した。前者の場合には、

調節因子との本来の結合力が弱いと考えられ、その

場合にはこの手法が分解能の向上に有効であると考

えられた。 

 (イ) LysRタイプ転写調節因子のDNA結合部位の

構造と機能の関係 

 CbnRの立体構造から推定した、プロモーターDNA

と相互作用するアミノ酸残基については、約50アミ

ノ酸からなるDNA結合領域内で計12箇所のアミノ酸

がそれぞれCbnRの機能に必須であることが判明した。

これらのうちには、DNAとの結合に必須であるアミ

ノ酸と、DNAとの結合力に関係すると同時に転写活

性化の機能にも重要であるアミノ酸があることが推

察された。 

 (ウ) LysRタイプ転写調節因子の誘導物質認識部

位の構造と機能の関係 

 CbnRと類縁の調節因子TfdTの誘導物質認識部位の

解析により、少なくとも５ヶ所のアミノ酸が誘導物

質の認識に関与していることが判明した。これらの

アミノ酸が置換された変異型TfdTは、いずれもより

多くの芳香族化合物に対して認識能が高まっており、

これらのアミノ酸が位置しているRD-IとRD-IIの両

ドメイン間の領域が、誘導物質認識部位であると推

定された。 

 (エ) 改良型LysRタイプ転写調節因子による分解

遺伝子群の発現と、発現調節機構改良による分解能

改良 

発現調節因子の誘導物質認識部位の改良によって、
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誘導物質に対応した転写活性化能を増強することで、

分解能を強化できることが示された。類縁のLysRタ

イプ転写調節因子に制御されるPCBやナフタレン等

の分解遺伝子群も含めて、標的とする汚染物質に対

応して、また環境中の物質濃度や偏在に適応して分

解能を高度に発揮できるように、合目的的に転写調

節因子を改良できる可能性が示された。 

 キ 引用文献 

１) Naoto Ogawaら (1999). Transcriptional activation 

of the chlorocatechol degradative genes of Ralstonia 

eutropha NH9. Journal of Bacteriology. 181:6697- 

6705. 

２) Shin Muraokaら  (2003). Crystal structure of a 

full-length LysR-type transcriptional regulator, 

CbnR: unusual combination of two subunit forms and 

molecular bases for causing and changing DNA 

bend.  Journal of Molecular Biology. 328:555-566.  

研究担当者（小川直人＊、野口雅子） 

(6) ダイオキシン分解能の自然界での伝播と環境浄

化への応用 

ア 研究目的 

ダイオキシン類は、ジベンゾフラン（dibenzofuran）

とジベンゾ-p-ダイオキシン（dibenzo-p-dioxin）の芳

香環上の８箇所の炭素原子がランダムに塩素置換さ

れた化合物の総称で、分子末端の４箇所（2, 3, 7, 8

位）が全て塩素置換されている場合に極めて強い毒

性を示す。毒性の発露には、塩素置換基の位置に加

えて、３つの環が共平面構造を取ること（分子が平

板なプレート様の構造を取ること）が重要であり、

毒性の解消・軽減化には塩素を取りさるか分子の共

平面構造を破壊することがポイントとなる。同様の

共平面構造を有する化合物にカルバゾール

（carbazole）がある。カルバゾールは原油中の含窒素

芳香族化合物であり、著者らのグループの研究によ

り、Pseudomonas属細菌、Sphingomonas属細菌を中心

とした細菌により、窒素原子に結合する炭素原子と

隣の炭素原子によるシス型の二水酸化と自発的な環

開裂、生成したビフェニル骨格を有する代謝中間体

のメタ開裂、加水分解によるアントラニル酸の生成

を経て完全無機化にいたる代謝経路が明らかにされ

ている１)。細菌のダイオキシン分解に関する研究から、

ダイオキシン類も好気条件下でカルバゾールと類似

した経路で分解されることが示されると共に（図

2226-1）、分解酵素の基質特異性の解析からカルバ

ゾール分解酵素群がダイオキシン分解酵素群として

機能することも明らかにされている１、２)。 

 一方、先にも述べたように、上記のカルバゾール・

ダイオキシン分解酵素系はPseudomonas属細菌や

Sphingomonas属細菌から発見される場合が多く、属特

異的な遺伝子水平伝播装置の存在が予想されていた
１)。実際、Pseudomonas resinovorans CA10株から

pCAR1が、 Novosphingobium sp. KA1株（以前は

Sphingomonas sp. KA1とされていた）からはpCAR3

が単離された（図2226-2）３、４)。pCAR1については、

その後の詳細な分子遺伝学的解析により、接合によ

るPseudomonas属細菌への伝達が観察されている５)。

さらに、Maedaらによる塩基配列決定の結果、pCAR1

上でカルバゾール・ダイオキシン分解酵素遺伝子群

は約72.8 kbのTn3型（クラスⅡ型）のトランスポゾ

ンTn4676内に含まれていることが明らかになってい

たが３)、このトランスポゾンが実際にホスト細菌ゲノ

ムに転移することも示されている６)。Sphingomonas

属を含めてalpha-Proteobacteriaに由来するプラスミ

ドは系統的な分類が行われていないが、Pseudomonas

属由来のプラスミドは不和合性群による分類が行わ

れており、現在のところIncP-1からIncP-14の14群に

分類されている。なお、pCAR1の解析以前は、

Pseudomonas属由来の分解プラスミドはIncP-1, -2, 

-9の３つのグループに属することが知られていたが、

pCAR1がIncP-7群に属することが明らかにされたこ

とにより、IncP-7群にも分解プラスミドが分布するこ

とが明らかになった５)。 

 ところで、難分解性物質による汚染を外部から強

力な分解菌を接種して浄化しようとするバイオオー

グメンテーションにおいて、外部から加えた分解菌

が汚染現場で淘汰され生存できず分解力を発揮でき

ないことが報告されている。この様な低い定着性の

原因は不明確で、実行してみないと効果が予測でき

ない点で、バイオオーグメンテーションが場当たり

的処理になってしまうことが多いのが実情である。

一方、接合伝達現象やレプリコン間の転移などによ

り起こる遺伝子の水平伝播現象を利用して、汚染現

場の常在菌を分解菌に変えることができれば上記の

バイオオーグメンテーションにおける問題点を解決

することができる。本研究では、上記方法論の確立
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のための基盤研究として、pCAR1をモデルとして接

合伝達現象により環境中でカルバゾール・ダイオキ

シン分解能を伝播させるための条件検討を行った。

具体的には、研究開始当初は、pCAR1については不

和合性群も含めてプラスミドの性状についての情報

が乏しかったため、pCAR1のプラスミドとしての基

本的性質の解明を行った。それと並行して、環境試

料中での振る舞い（分解力の発揮、接合伝達等）を

調べると共に、他の不和合性群のプラスミドとの比

較検討を行った。 

イ 研究方法 

(ア) pCAR1のプラスミド基本機能の解析 

ａ 複製・保持機能を担う遺伝子領域の解析 

 Maedaらによる塩基配列決定３)の結果、複製開始タ

ンパク質をコードするrepAと分配に関与する可能性

が高いparAB遺伝子が同定されていた。これらを含む

ミニプラスミドを作製してホスト細胞内での安定性

を比較することで、複製保持に関わる領域を同定し

た。 

ｂ 接合伝達を担う遺伝子領域の解析 

 全塩基配列から予想されるIncP-7群pCAR1の接合

伝達関連tra/trh遺伝子群・Tra/Trhタンパク質は、各

遺伝子産物の相同性・遺伝子構造の二つの点で、既

知のPseudomonas属由来IncP群プラスミドとは関連性

が低く、むしろ腸内細菌由来のプラスミド・接合ト

ランスポゾンと類縁性を示した。そこで、改めて各

種細菌への接合伝達実験を行うと共に、tra/trh遺伝子

のオペロン構造と発現パターンを調べた。 

 (イ) pCAR1のモデル環境での挙動の解析と他の

プラスミドとの比較 

ａ モニタリング用プラスミドの作製 

 pCAR1上にlac改変プロモータ制御下の赤色蛍光タ

ンパク質遺伝子（rfp）を挿入し、宿主（Pseudomonas 

putidaを使用）の染色体ゲノム上にlac改変プロモータ

からの発現を抑制するlacI q遺伝子を挿入した。これ

により、接合伝達が起こることで宿主が変化すると、

LacIによるrfp発現抑制がはずれ、プラスミド受容菌が

オレンジ～赤色の蛍光を放つ。なお、比較解析のた

めに、pB10(IncP-1群)、R388 (IncW群)にも同様にrfp

遺伝子を挿入し、それぞれモニタリング宿主を調製

した。 

ｂ モデル環境中でのモニタリング 

モデル環境としては、水分含量を 大容水量の66、

100、220％に調整した黒ボク土と、河川水、湖沼水

を用いた。各プラスミドを保持する宿主を植菌後、

一定時間毎に接種菌の生残性、pCAR1を用いた場合

には分解プロファイル、接合伝達性を調べた。 

図2226-1 カルバゾールの分解経路とカルバゾール分解酵素系によるダイオキシン類の環開裂を伴う分解 

破線矢印は括弧内の物質が不安定なことによる自発的な開裂を示す。 
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図2226-2 Pseudomonas resinovorans CA10由来 pCAR1（左）と Novosphingobium sp. KA1株由来 pCAR3（右）の

構造 

ウ 研究結果 

 (ア) IncP-7群分解プラスミドpCAR1の複製・保

持・接合伝達機能の解析 

図2226-3に示すように、複製開始タンパク質遺伝

子repAとrepA-parW間の 低345 bpが複製に必須で

あることが薬剤耐性遺伝子をマーカーに用いたミニ

プラスミド実験より明らかになった。また、非選択

圧下での安定な分配（宿主での安定な保持に貢献）

のためにはparWAB遺伝子が必要であることも示さ

れた（図2226-4）５)。 

 一方、供与菌の種類を変えると接合伝達の受容菌

域が変化するが、調べた中で も広い宿主域を示し

たP.putida HS01株を供与菌宿主に用いた場合でも

Pseudomonas 属以外には接合伝達しなかった（表

2226-1）５、７)。pCAR1上から見つかった接合伝達関

連tra/trh遺伝子群は４つの遺伝子クラスターとして

存在しているが、転写解析の結果、それらは各々オ

ペロンを形成してポリシストロニックに転写される

こと、接合伝達の受容菌域と転写量に目立った相関

は認められないことが示され（データ示さず）７)、供

与菌宿主側の染色体上の因子による何らかの未知の

機構により接合伝達の受容菌域の幅が規定されてい

ることが明らかになった。 

 (イ) pCAR1のモデル環境での挙動の解析と他の

プラスミドとの比較 

rfp遺伝子タグ付きのpCAR1を用いてモデル環境中

での挙動解析を行った結果、以下のことが明らかに

なった。①土壌環境では水分含量が高いほど分解が

進む傾向があったが、接合伝達は検出できず、分解

を行う主体は接種菌であることが示された（データ

示さず）。②河川水(1)を用いた場合、カルバゾール

分解に伴って多くのプラスミド受容菌が検出された。

受容菌 77株を同定したところ、ほとんどは

Pseudomonas 属 細 菌 と 推 定 さ れ た が 、 ４ 株 は

Stenotrophomonas属細菌近縁種と推定された８)。これ

は、IncP-7群プラスミドがPseudomonas属細菌以外の

細菌に接合伝達し保持されたことを検出した初めて

の例である。今回検出した細菌はPseudomonas属細菌

がほぼ全てであったが、表2226-2に示すようにカル

バゾールを与えた場合に受容菌が多くなる傾向が

はっきりと現れ、接合伝達後に生育の早い菌株とし

てPseudomonas属細菌が優先している可能性も考え

られた。また、少なくとも水環境ではプラスミド受

容菌が分解菌の半分程度を占める場合もあったこと

から、分解力発露に接合伝達の影響は無視できない

ことが明らかになった。③環境中におけるIncP-7群プ

ラスミドの接合伝達の場としては、水環境の方が望

ましいことが示唆された。④他の不和合性群のプラ

スミドとの比較から、pCAR1の接合伝達頻度はIncP-1

群、IncW群のプラスミドよりは低い傾向が認められ

た（表2226-3）。 
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図2226-3 pCAR1の複製に必須な領域の同定 

実線の領域に薬剤耐性遺伝子を連結したミニプラスミドが、薬剤添加による選択圧下で安定に保持されるのか

否かを調べた結果を示す。 

図2226-4 分配関連遺伝子の安定な保持への関与 

実線の領域を繋いで環状化したミニプラスミド（薬剤耐性遺伝子なし）が非選択圧下でどの程度安定に保持さ

れるのかを調べた結果を示す。 

表2226-1 供与菌宿主を変えた場合の pCAR1の接合伝達域の解析 

接合伝達頻度（供与菌当たり）a 

受容菌 P.resinovorans
 CA10 (pCAR1) 

P.putida 
HS01(pCAR1) 

P.putida 
KT2440(pCAR1) 

P.chlororaphisT N.D. 1×10-5 N.D. 

P.fluorescensT N.D. 3×10-5 N.D. 

P.putida DS1 N.D. 2×10-1 N.D. 

P.putidaT N.D. 4×10-5 N.D. 

P.putida KT2440 3×10-3 2×10-4 4×10-2

P.resinovorans CA10dm4 3×10-1 2×10-3 2×10-3

P.stutzeriT N.D. 1×10-5 N.D. 
a N.D. 検出限界（供与菌当たり10-9）以下 

1 kb

klaA B C repA616059 68 69parW A B C

oriV

67 70 71 72
複製

Yes

No
No

No

Yes

Yes

Yes

 

parW A B CrepA

oriV プラスミド
保持率

96

0

0

0

92

0
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表2226-2 pCAR1保持菌株接種後のモニタリング結果 

供与菌接種後の経過日数 
サンプル カルバゾール添加 

0 4 6 8-10 11-14 
合計 

No 0 0 0 0 0 0 
土壌 

Yes 0 0 0 0 0 0 

No 0 0 2 0 0 2 
河川水（１） 

Yes 0 1 93 540 >900 >1,600 

No 0 0 0 1 0 1 

DMSO 0 ― 1 0 1 2 河川水（２） 

Yes 0 ― 13 16 531 560 

表2226-3 各保持菌株接種後のモニタリング結果 

供与菌接種後の経過日数 
プラスミド サンプル 

0 4 6 8-10 11-14 
合計 

pCAR1 0 0 0 0 0 0 

pB10 0 0 0 0 1 1 

R388 

土壌 

0 0 0 0 0 0 

pCAR1 0 0 2 0 0 2 

pB10 0 1 1 2 8 12 

R388 

河川水（１） 

0 1 0 1 8 10 

pCAR1 0 ― 0 1 0 1 

pB10 
河川水（２） 

0 ― 0 3 0 3 

エ 考 察 

 (ア) IncP-7群分解プラスミドpCAR1の複製・保

持・接合伝達機能の解析 

本研究により、IncP-7群プラスミドがPseudomonas

属由来IncPプラスミドのうち、第４の分解プラスミド

群と認知された。その後、IncP-7群のトルエン分解プ

ラスミドやナフタレン分解プラスミドが発見され、

その重要性が増している。pCAR1は全塩基配列が

も早く公表され、その保持・分配・接合現象が生化

学的に解析された唯一のIncP-7群プラスミドとして、

同グループのarchetypeとされている。IncP-7群は宿主

がPseudomonas属を中心とした狭い範囲に限られる

ため狭宿主域プラスミドとされる。また、表2226-1

に示したように、接合伝達における受容菌域は供与

菌宿主環境により大きく影響される。今後、この様

な現象の分子メカニズムが解明されれば、環境中で

の挙動を理解する上での手がかりが得られるものと

期待される。 

 (イ) pCAR1のモデル環境での挙動の解析と他の

プラスミドとの比較 

本研究では、水環境中でのみプラスミドの接合伝

達が観察され、プラスミド受容菌も現場での分解力

発現に寄与していた。土壌中で何故接合伝達しない

のか、水環境中でなぜ起こるのかを決定する要因を

調べる必要がある。また、水環境中でのIncP-7群の接

合伝達頻度は、他のプラスミドと比較すると必ずし

も高くなかった。接合伝達能活性化の観点からは、

pCAR1上のTn4676を他の接合伝達能が高いプラスミ

ドに転移させて、バイオオーグメンテーション用プ

ラスミドを新たに育種するなどが有効かも知れない。 

オ 今後の課題 

 (ア) プラスミド機能の発現メカニズムの一層の

理解に向けて 

プラスミドが宿主に機能を発揮するには、宿主染

色体の制御下に“うまく”入ることが必須と想像さ

れる。pCAR1を含め、IncP-7群プラスミド上には大腸

菌等で核様体形成タンパク質として知られるH-NSホ

モログやHUホモログがコードされているものが多い。

これらは、宿主内でゲノムレベルでのglobalな転写制

御に影響を与える可能が高い。実際、pCAR1上にコー

ドされているH-NSホモログが、宿主・プラスミド両

ゲノムの様々な遺伝子の発現に大きな影響を与えて



― 451 ―

いることも明らかにされている（未発表データ）。こ

の様なプラスミドと染色体の間の相互作用解明が、

接合伝達装置として宿主を様々に変えていくプラス

ミドというレプリコンの機能を正しく理解する一助

になるものと期待される。 

(イ) 環境中でのプラスミドの挙動の理解に向け

て 

 本研究の結果から、pCAR1（おそらくはIncP-7群プ

ラスミド）の環境中での振る舞いに関する基礎的情

報が得られた。しかし、検討した条件が未だ不足し

ている感は否めず、今後、環境条件を制御したモデ

ル環境の導入も視野に入れたさらなるモニタリング

研究が重要であろう。その際に観察された“振る舞

い”の理由が、上記(ア)で述べた分子レベルでの機

能解明の結果から解釈することができるものと期待

される。 

カ 要 約 

 (ア) IncP-7群ダイオキシン／カルバゾール分解

プラスミドpCAR1の基本機能 

宿主内での複製・保持に関わる領域を同定し、

IncP-7のそれが他のプラスミドとは類似性が低い独

自のものであることを示した。また、pCAR1が接合

伝達性であること、すなわちpCAR1上で見つかった

接合伝達に関わるであろう tra/trh遺伝子領域が

functionalであることを実証した。 

(イ) 環境中でのpCAR1の挙動の解明 

土壌環境、水環境では分解菌接種により共に分解

力は観察されるが、土壌では接種菌そのものが、水

環境では接種菌に加えてpCAR1受容菌も分解力を発

揮するのに重要であることが示された。接合伝達頻

度は圧倒的に水環境方が高いことも示された。一方、

IncP-7群プラスミドの接合伝達能力は他と比較して

必ずしも高くはなかった。 
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研究担当者（野尻秀昭＊） 

(7) 嫌気性微生物を利用した土壌中のPOPs類

の分解手法の検討 

 ア 研究目的 

 POPs類の大部分を占める高塩素置換化合物は酸化

分解には高い抵抗性を有するため環境中で高い残留

性となっているが、脱クロル化反応等の還元的分解

により、酸化分解をより受け易い低クロル置換の化

学型へと変換できる。しかし水分を含む土壌環境中

等では金属ナトリウム等の強力な還元剤は含まれ失

活するため環境修復では使用することができない。
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一方で、一部の嫌気性細菌が還元的脱クロル化によ

り一部のPOPs類を脱クロル化できることが明かと

なってきた１)。嫌気性微生物による還元的脱クロル化

反応は物理・化学的除去手法の適用が困難な、農耕

地土壌や汚泥等に広域に混在し、好気性微生物によ

る酸化分解では除去が困難なPOPsの有効な環境修復

方法と考えられるようになってきている２)。とりわけ

ハロゲン化合物を末端電子受容体として用いる脱ハ

ロゲン化呼吸は効率的な生物的脱クロル化機構であ

り、これまでにクロロフェノール類やクロロ安息香

酸３､４､５､６)さらには低塩素化ダイオキシン７)やクロ

ロベンゼン類８)を分解する菌が現在まで分離されて

きたが、高塩素化したPCB、ヘキサクロロベン（HCB）

の分解菌は現在まで未だ分離されていない。前プロ

ジェクト期間内に長期間タンク内で集積した国内の

水田土壌から高塩素置換芳香族化合物を分解する新

規な嫌気性微生物群を分離してきた。本プロジェク

トではこれらの嫌気性微生物の生態学的特性を検討

するため様々なPCB汚染土壌から同様な嫌気性微生

物が分離可能かを検討し、分離株を用いた様々な基

質の分解特性を調査し、分解機構の推定並びに分類

学的特徴の解明を行う。 

 イ 研究方法 

(ア) 集積培養及び分離方法 

ミシガン州立大学の微生物生態研究センターが米

国内で収集・保管してある３箇所の高度PCB汚染土壌

（Hud Hot Spot 27, ハドソン川底質汚泥；LM, リ

トルミズーリ川底質汚泥；RR, レッドセダー川底質

汚泥）から、国内の人工汚染土壌から集積した方法

と同じく、ヘキサクロロベンゼン（HCB）を基質と

し、PCB分解能用測定培地９)(基本培地+ビタミン溶液
10)+微量元素+塩類)を用いHungata法11)で嫌気性菌用

培地を調製し、嫌気下で42℃攪拌培養（250 rpm）を

継続することで同様な菌の集積培養を試みた12)。集積

状況を確認はECD付きのGCでペンタクロルベンゼン

を内部標準としてHCBの残存量で分解活性（集積液

中のHCB量/PCB量と無接種培養液中のHCB量/PCB

量）の増減を調べ行い、活性が高くなった集積培養

液から希釈液を調整しHCB又は1,2,3,4-TCBを基質

とした嫌気平板法を用いて嫌気ボックス内で分離を

行った13)。 

(イ) 基質分解特性の検討 

上記の培養液にHCBの代わりにドリン系殺虫剤

（ヘプタクロル、エンドリン、アルドリン、ディル

ドリン）、芳香族有機塩素系化合物（DCB；デカクロ

ロビフェニル、PCNB；ペンタクロロニトロベンゼン、

PCP；ペンタクロロフェノール、γ-BHC；ヘキサク

ロロシクロヘキサン)、芳香族有機フッ素系化合物

（DFB；デカフルオロビフェニル）等を加え42℃嫌気

下で攪拌し、随時これらのPOPs類の分解率を測定し、

終的に全量回収により正味分解率決定した。本微

生物によるHCB量の減少には、微生物体内への取り

込みと分解が関与しており、培養液中の残存量（培

養液からのエーテル抽出）と菌体取り込み量（エー

テル/培養液不溶物質を２時間農塩酸で煮沸分解後

にエーテル抽出）を合わせた正味分解活性を測定し

た。またこれまで菌体のガラスへの付着を防ぐため

高温（42℃）高速攪拌で培養し活性を測定していた

が、土壌の環境修復への適用性を検討するため低温

（10℃）・静置培養での分解活性を測定した。 

(ウ) 分解機構の推定 

 分離前はHCB分解の中間代謝産物であるテトラク

ロロベンゼンの生成を活性の指標として用いる予定

であったが、分離株の接種ではテトラクロロベンゼ

ンの生成が認められず、HCB量の減少が観測される

のみであった。このため様々な培養条件下でHCBの

分解代謝物の同定をGC-MSを用いて行い、分解機構

を推定した。 

(エ) 分類学的位置づけの検討 

分離された微生物群はすべて結晶性コロニーを形

成し特異な形質を有しており、新規な微生物群であ

る可能性が示唆される。一方で、微生物用の染色試

薬で染色することができず、通常の方法では殆どの

場合染色体DNAを抽出することが困難でリボゾーム

塩基配列構造による分類学的位置付けの特定が困難

なため、栄養要求性から分類学的位置付けを推定し

た。 

 ウ 研究結果 

 (ア) 米国PCB汚染土壌からの嫌気性微生物の集

積培養及び分離 

ハドソン川汚泥由来の集積液（Hud）の嫌気性バイ

アルに付着した固形物は培養開始初期から高い活性

を有していたが、分離時点では活性が減少していた。

また、LM由来の集積液は培養途中活性が高い時期が

あったが、現時点では集積液に高活性は認められな

かった(表2227-1)。RR由来の集積液は当初から活性
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が見られなかったが、培養開始から長期間を経た分

離時点で活性が見いだされた(表2227-1)。活性が認

められた集積液から嫌気平板培養でコロニーを分離

したところ、ハドソン川底質汚泥由来の集積液から

分離した一株、RR汚泥から分離した三株に活性が認

められた（表2227-2）。これらは以前国内でPCB人工

汚染土壌（タンク試験）から分離した新規嫌気性糸

状菌と同じ形態と性質を有していた。 

 HCBの菌体内残存比（菌体内残存量/正味残存量）

は16.6%以下であり（表2227-2）、高温高速攪拌培養

２週間後の培養液中のHCB残存率は、低温（10℃）・

静置培養14ヶ月後正味残存率をほぼ反映していたが

（表2227-2）、高温・高速攪拌条件下（２週間後）で

はハドソン川低質汚泥由来のHud III-1の分解能が高

かったが、低温（10℃）・静置培養14ヶ月後の正味分

解率はレッドセダー汚泥由来のRRI-1(1)とRRI-1(2)

が高い等若干の相違もあった。しかし分離後、再分

離を繰り返すことで活性の差は少なくなった（表

2227-3、表2227-4）。 

(イ) 基質分解特性の検討 

米国分離株(Hud, LM, RR)はヘプタクロル以外の

ドリン系殺虫剤を速やかに分解したが、国内分離株

（PA, B)は逆であった(表2227-3)。水酸基を持つPCP

やニトロ基を有するPCNBの分解活性は無いか弱く、

無極性のγBHCやデカフルオロビフェニルの分解性

が高かった。一方で も難溶性で難分解性のデカク

ロロビフェニルの分解速度は遅かった(表2227-4)14)。 

表2227-1 米国PCB汚染土壌から集積培養液の調製とHCB(200ppm)の残存率(%) 

分離源 集積培養 

の開始 

3度目の集積培養 

（4ヶ月） 

1ヶ月培養後

測定 

集 積 培

養液 

2002/2 (2週

間培養後測

定) 

2004/ 10  

(10日培養後

測定) 

Hud I  2001/1/ 24～ 乳酸(静置 30℃)→ 

酢酸＋蟻酸(攪拌42℃) 

上澄：活性無 

付着物：19％ 
上 I-1 

I-1 

12.2% 

34.5% 

Hud II 2001/1/ 24～ 乳酸(静置 30℃)→ 

酢酸＋蟻酸(攪拌42℃) 

上澄：活性無 

付着物：17％ 
上 II-1 

II-1 

26.7% 

45.2% 

Hud III 2001/1/ 24～ 乳酸(静置 30℃)→ 

酢酸＋蟻酸(攪拌42℃) 

上澄： 

付着物： III-1 15.6% 79.3% 

LM I 2001/3/5～ 酢酸＋蟻酸(攪拌42℃) 活性無 I-1 

I-2 

44.9% 

19.8% 

72.9% 

LM II 2001/3/5～ 酢酸＋蟻酸(攪拌42℃) 活性無 II-1 

II-2 

76.6% 

18.5% 

118.7% 

63.4% 

RR I 2001/3/5～ 酢酸＋蟻酸(攪拌42℃) 活性無 I-1 

I-2 

87.5% 

102.6% 

47.6% 

62.6% 

RR II 2001/3/5～ 酢酸＋蟻酸(攪拌42℃) 活性無 II-2 89.1% 38.0% 

表2227-2 米国からの分離株（８株）の42℃２週間培養後の分解活性と10℃ 14ヶ月後の HCB の正味分解率

と菌体内残存比(H2:CO2:N2=10:10:80) 

分離菌株 分解活性 

42℃２週間 10℃ 14ヶ月 分離源 希釈段階 

正味分解率 a 菌体内残存率 b 

HudIII-3 10-3 88.6% 20.1% 0.0% 

HudIII-1 10-3 46.0% 21.2% 3.5% 

LMI-1 10-2 106.5% 72.8% 4.7% 

LMII-2 10-6 109.7% 43.5% 0.3% 

RRI-1(1) 10-6 68.5% 5.0% 0.8% 

RRI-1(2) 10-4 74.2% 3.6% 16.6% 

RRI-3 10-4 84.2% 43.5% 1.3% 

RRII-2 10-4 108.6% 64.0% 0.8% 
a 培養液中の残存量+菌体取り込み量;  b 菌体内残存量/正味残存量 
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表2227-3 分離菌株がドリン系殺虫剤(100 ppm)の残存率(%)に及ぼす効果(２週間後） 

菌株 No. 無接種区との回収率比（% ） 

H E A D 

ＰＡ1 11.7 40.0 47.8 67.8 

Ｂ2 11.7 98.8 43.1 45.0 

Ｂ3 3.5 86.2 65.4 75.6 

ＰＡ9 9.2 82.3 52.5 32.8 

Ｂ11 9.3 80.6 49.1 64.6 

Hud III-2 91.2 0.142 0.033 0.386 

Hud III-1 93.8 0.153 0.012 0.231 

LMI-1 96.3 0.160 0.064 0.247 

LMII-2 85.7 0.103 0.049 0.282 

RRI-1 98.4 0.136 0.018 0.406 

RRI-12 90.8 0.123 0.099 0.288 

RRI-3 93.4 0.114 0.012 0.282 

RRII-2 81.7 0.113 0.009 0.269 

H;ヘプタクロル、E;エンドリン、A;アルドリン、D;ディルドリン 

表2227-4 純粋分離した嫌気性微生物が種々のハロゲン化合物 (100ppm)の残存率(%)に及ぼす効果 

無接種区との回収率比（% ） 菌株 No. 

DCBp PCNB PCP BHC DFBp 

HudIII-2 57.45 55.2 46.4 23.9 0.40 

HudIII-1 46.22 49.4 67.4 12.7 1.03 

LMI-1 43.67 49.7 96.7 5.8 0.31 

LMII-2 33.33 61.8 80.4 11.5 0.31 

RRI-1 23.80 51.2 100.0 19.6 0.34 

RRI-12 43.03 45.0 72.0 24.7 0.29 

RRI-3 32.11 49.1 91.4 6.8 0.36 

RRII-2 57.54 47.6 86.4 3.7 0.35 

PA7 nt 34.7 102.4 10.9 0.50 

PA9 nt 33.5 97.4 30.0 0.40 

B10 nt 41.0 94.0 6.6 0.32 

DCBp; 19週間後のデカクロロビフェニル 

PCNB; 4週間後のペンタクロロニトロベンゼン 

PCP; 4週間後のペンタクロロフェノール 

γBHC; 4週間後のヘキサクロルシクロヘキサン 

DFBp; 4週間後のデカフルオロビフェニル 

(ウ) 分解機構の推定 

HCBを有一の有機塩素系化合物として嫌気培養し

た所、米国からの分離株(LMII-2)の培養液中には塩

素を含有する代謝物として3-クロロビフェニルが確

認された（14ヶ月10℃培養後 図2227-1、図2227-2）。

HudIII-1の３週間培養後の培養液中にも3-クロロビ

フェニルとビフェニルが確認されている。国内分離

株のPA9株のクロル化代謝産物として種々のテトラ

クロロビフェニル、トリクロロビフェニル、ジクロ

ルビフェニルが確認されている。ビフェニル誘導体

は完全脱クロル化したベンゼンが水素分子と誤認さ

れ生成したものと推測される（図2227-4）。しかしベ

ンゼン骨格を有するクロルベンゼン類の存在は中間

代謝物として確認はできなかった。また、ドリン系

殺虫剤等の他の有機塩素系についても同様に部分的

に脱クロル化された中間代謝物は確認できなかった。 
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図2227-1 10℃14ヶ月後の代謝産物（LMII－２） 

図2227-2 生成した3-クロロビフェニル 

図2227-3 培養2日後の脂肪族炭化水素系化合物（tR=19.34, Hexacosane m/e 352.3 C26H54; 

  tR=16.43,Tetracosane C24H50  m/e 338.3)の生成（RRI-1(1)） 
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図2227-4 新規嫌気性微生物による芳香族有機塩素系化合物の脱クロル化分解機構 

表2227-5  電子受容体の生育への効果（12日間嫌気培養後の OD660の変化） 

（電子供与体 H2、気相 N2） 

NaHCO3 Na2SO4 Na2S2O3 KNO3 アセトン ホウ酸 EtOH DMSO ホルムアミド

HudIII-2 0.176 0.010 0.003 0.003 0.010 0.002 0.003 0.002 0.006 
HudIII-1 0.176 0.004 0.006 0.004 0.006 0.002 0.003 0.003 0.012 
LMI-1 0.132 0.004 0.004 0.004 0.008 0.002 0.003 0.005 0.004 
LMI-2 0.130 0.012 0.003 0.003 0.017 0.001 0.001 0.006 0.002 
RRI-1 0.096 0.007 0.004 0.002 0.015 0.004 0.003 0.001 0.001 
RRI-12 0.108 0.005 0.007 0.003 0.016 0.003 0.002 0.005 0.005 
RRI-3 0.043 0.002 0.009 0.004 0.008 0.008 0.009 0.004 0 
RRII-2 0.148 0.004 0.005 0.003 0.018 0.006 0.006 0.007 0.002 
B2 0.142 0.004 0.002 0.001 0.008 0.013 0.015 0.016 0.015
B3 0.130 0.006 0.002 0.003 0.050 -0.003 0.003 0.004 0.002
B5 0.025 0.006 0.008 0.006 0.014 0.010 0.018 0.010 0.010
B6 0.127 0.004 0.005 0.003 0.014 0.006 0.013 0.011 0.010
B10 0.109 0.010 0.004 0.001 0.013 0.011 0.014 0.006 0.004 
B11 0.188 0.003 0.003 0.003 0 0.002 0.012 0.003 0.005 
PA4 0.203 0.006 0.003 0.007 0.030 0.003 0.006 0.003 0.005 
PA8 0.071 0.002 0.006 0.005 0.008 0.003 0.007 0.004 0.003 
PA9 0.206 0.003 0.006 0.005 0.022 0.004 0.006 0.006 0.005 

 一方で多くの培養液中に脂肪族炭化水素の生成が

確認された(HudIII-1  tR=15.39, Tricosane C23H48; 

tR=17.59, Octadecane C18H38) (図2227-1)。脂肪族炭

化水素系化合物は培養２日後に培養液中に生成して

いた（図2227-3）。様々な長さの直鎖脂肪族炭化水素

は国内分離株でも確認され、本菌群を他の生物と区

別する分類学的基本性質であることが示された。こ

れらの炭化水素は高度に難溶性のHCB等を可溶化し

同成分からなる菌体に吸着・吸収する担体として、

有機塩素系化合物を速やかな除去に寄与していると

考えられた（図2227-4）。 

(エ) 分類学的位置づけの検討 

 様々な電子受容体と電子供与体を加えた無機塩培

地に分離株（17株）を接種し、11日～12日間嫌気培

養後の増殖変化をOD660により測定した。炭酸塩を電

子受容体として固定した場合、９株が水素を利用で

きた。蟻酸（５株）、プロピオン酸（５株）、酢酸（１

株）、グルコース（１株）、コハク酸（１株）、乳酸（１

株）も利用できたが、増殖速度は遅かった。水素を

電子供与体として固定した場合、すべてが電子受容

体として炭酸塩を もよく利用した。10株はアセト

ンも利用できたが増殖速度は遅く、硫酸、チオ硫酸、
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硝酸は利用できなかった(表2227-5）。よって本微生

物群が炭酸塩呼吸を行う微生物群である可能性が示

唆された。 

 エ 考 察 

 (ア) 米国PCB汚染土壌からの嫌気性微生物の集

積培養及び分離 

PCBの脱クロル化活性が報告されているハドソン

川底質汚泥(Hot spot 27)、レッドセダー川底質汚泥、

リトルミズーリ川底質汚泥からも特許取得した方法

により同様の菌群が分離できたことから、世界各国

のPCB汚染土壌には同様な菌が集積されている可能

性が示唆された。 

(イ) 基質分解特性の検討 

 本菌群は一株で様々な構造を有するPOPs類を分解

できることが明らかとなり、環境修復を行う微生物

として有用な特性を有していることが明らかとなっ

た。Dehalococcoides属細菌８、15)を除くこれまでに報

告されている脱ハロゲン化呼吸を行う嫌気性微生物

の殆どは、通常は硫酸・亜硫酸を電子受容体として

用いる硫酸・亜硫酸還元菌に属する嫌気性細菌で、

有機塩素系化合物は硫酸・亜硫酸の代わりに電子受

容体として還元的に脱クロル化される２､３､４､５､６)。硫

酸還元系は呼吸系であり、生存や増殖に直接関わる

基本代謝系のため、脱クロル化分解可能な有機塩素

系化合物の種類は分類学的な変異と一致しており、

一種類の菌株で分解可能な有機塩素系化合物の種類

が限られていた２､３､４､５､６)。本菌群の基質分解特性は

これらの菌群の基質分解特性とは異なっており、基

質分解特性の視点からこれまでに分離されてきた脱

クロル化を行う嫌気性微生物群と異なる新規微生物

であることが示唆された。 

(ウ) 分解機構の推定 

これまでに報告されている既知嫌気性微生物の脱

ハロゲン化呼吸による分解では、単一塩素が外れた

中間体が蓄積されている２､３､４､５､６､７､８)。一方で本微

生物群による嫌気分解ではヘキサクロルベンゼンを

基質として加えた場合、代謝産物としてビフェニル、

モノクロロビフェニル、ジクロロビフェニルが確認

され、POPs類を連続的に脱クロル化する新規な分解

機構を有しているものと推定された。国内分離株で

確認された脂肪族炭化水素系化合物は米国分離株で

も確認され、本菌群を他の生物と区別する分類学的

基本性質であると同時にこれらが難溶性のPOPs類を

可溶化し菌体表面に吸着させる担体として機能して

いることが示唆された。有機塩素系化合物の分解機

構の観点からも本菌群がこれまでに分離されてきた

脱クロル化を行う嫌気性微生物群と異なる新規微生

物であることが示唆された。 

(エ) 分類学的位置づけの検討 

 脂肪族炭化水素系化合物は米国分離株でも確認さ

れ、本菌群を他の生物と区別する分類学的基本性質

であることが示唆された。また本微生物群は硫酸、

硝酸、チオ硫酸を電子受容体として利用することは

できず炭酸塩を利用できる可能性があることから、

本菌群は還元的脱クロル化を行う既知嫌気性微生物

と異なり炭素酸化物を還元する系を有する新規な微

生物群と推察された16,17)。 

オ 今後の課題 

(ア) 米国PCB汚染土壌からの嫌気性微生物の集

積培養及び分離 

 国内２カ所、米国３カ所の土壌や汚泥すべての環

境から本微生物群を分離することができたため本微

生物群は広範囲な土壌や汚泥に存在していると推測

された。一方で、国内土壌ではPCB存在下で長期間集

積した土壌（湛水条件下タンク内）からより簡便に

集積され、米国の汚泥でもPCBの蓄積が著しく脱クロ

ル化が観測されたハドソン川底質汚泥からより短期

間に集積されているため、土壌環境により菌密度に

大きな差が生じていると推測された。しかしながら、

本微生物群の遺伝子は土壌から遺伝子を抽出するの

に通常用いられるリゾチーム・SDS法や機械的破砕法

や凍結・融解法では抽出することが不可能であり、

さらに平板でのコロニーも高度に純化した状態でな

いと形成されないため現状では本微生物群の生態を

解明する方法はない。環境中での本微生物群の生態

解明法の開発は、どの程度自然環境下で本微生物群

によるPOPs類が分解さているのか、さらには環境中

で本微生物群の密度・分解活性の増加方法を見いだ

すために必須であり、今後本菌独自の計数法の開発

を試みてゆく予定である。 

(イ) 基質特異性の検討 

 極性基を有しないPCBやHCBやドリンの分解能が

高かったが、極性基を有するPCPやPCNBの分解能が

弱かった。一方で縮合ヘテロ環構造を持つレサズリ

ンは分解されていることが示されており、同じく縮

合ヘテロ環構造を持つ高塩素化ダイオキシン等も分



― 458 ―

解できる可能性が示唆されている。今後検討して行

く予定である。 

(ウ) 分解機構の推定 

 HCBからのクロロビフェニルの生成と炭化水素化

合物の生成は２種類のGC-MSを用いての結果である

が、代謝機構がこれまでに報告例が無い新規で有用

な機能なため、安定同位体等を用いた確実な代謝試

験により有機塩素系化合物の分解機構と炭化水素系

化合物の代謝機構を確定する必要があり、分類学的

位置づけの決定後予算獲得して解明してゆく予定で

ある。 

(エ) 分類学的位置づけの検討 

 数度DNAを抽出することができたが、増幅された

18S rDNA量が塩基配列を決定するのには不十分で

あったため分類学的位置づけの決定には至っていな

い。OD660による増殖変化から増殖を 適化しゲノム

抽出を何度か試みたがOD660の変化だけからは生育を

充分に把握できなかったため成功していない16,17)。今

後は分解能や炭化水素の生成能から増殖の 適化条

件を見いだしてゆき、ゲノムの抽出を行いリボゾー

ム塩基配列の決定を行ってゆく。 

 カ 要 約 

 (ア) 米国PCB汚染土壌からの嫌気性微生物の集

積培養及び分離 

国内２カ所、米国３カ所の土壌や汚泥から集積を

開始して、すべての環境から本微生物群を分離する

ことができたため本微生物群は広範囲の土壌や汚泥

に存在していると推測された。 

(イ) 基質分解特性の検討 

 本菌群は一株で様々な構造を有するPOPs類を分解

できることが明らかとなり、環境修復を行う微生物と

して有用な特性を有していることが明らかとなった。 

(ウ) 分解機構の推定 

これらの炭化水素は高度に難溶性のHCB等を可溶

化し同成分からなる菌体に吸着・吸収する担体とし

て、有機塩素系化合物を速やかな除去に寄与してい

ると考えら、POPs類の効率的な分解除去機構を有し

ていると推察された。 

(エ) 分類学的位置づけの検討 

 脂肪族炭化水素系化合物は米国分離株でも確認さ

れ、本菌群を他の生物と区別する分類学的基本性質

であることが示された。また本微生物群は硫酸、硝

酸、チオ硫酸を電子受容体として利用することはで

きず炭酸塩を利用できることから本菌群は既知還元

的脱クロル化と異なり炭素酸化物を還元する系を有

する新規な微生物群と推察された。 
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研究担当者（渡邊克二＊、後藤正利(九州大学）、古

川謙介（現別府大学）） 

３ ドリン系農薬汚染土壌の総合管理技術の

開発 

(1) ドリン類の高吸収および低吸収作物種の探索と

その利用技術の開発 

ア 研究目的 

ディルドリンはアルドリン、エンドリンとともに

ドリン剤と総称され、「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）」の対象として削

減や廃絶に向けた国際的な取り組みが行われている。

ドリン剤は過去に殺虫剤として野菜や果樹の害虫防

除に広範に使用（1954年登録、1975年失効）された

が、これらは環境中で極めて安定な物質であり、ひ

とたび土壌に投入されると容易には消失しない。こ

のため、国内で使われなくなってから30年以上経過

した現在においても、ある程度は農地に残留してい

るものと考えられる。昨今、いくつかの地域で生産

されたキュウリ果実から、食品衛生法に定められた

基準値である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お

よび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、ディルドリン吸収能の作物間・品種

間差異のスクリーニングを行い、低吸収作物・品種

は代替作物として、高吸収作物・品種はクリーニン

グクロップとして提示することを目的とした。 

イ 研究方法 

 (ア) ディルドリン高吸収および低吸収作物のス

クリーニング 

17科32作物（図2231-1参照）をパーライトに播種、

育苗し、270 gの残留土壌（黒ボク土：ディルドリン

594μg kg-1）を充填した400 mL容ポットに移植、こ

の培地で25日間生育させ、茎葉部ディルドリン含有

量を測定した。 
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図2231-1 残留土壌で生育させた各種作物の茎葉部ディルドリン含量 

I : 標準偏差（n = 3） 
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 (イ) 接木キュウリにおけるディルドリン低吸収

品種のスクリーニング 

 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品種と穂木用キュウリ23品種（図2231-2参

照）をパーライトに播種、育苗し、270 gの残留土壌

（黒ボク土：ディルドリン594μg kg-1）を充填した

400 mL容ポットに移植、この培地で25日間生育させ、

茎葉部ディルドリン含有量を測定した。ディルドリ

ン吸収能に特徴のあった品種を選び、穂木/台木４ ×
４ = 16通りの組合せ（図2231-3参照）で接木植物を

作成、上記と同様に栽培（残留土壌で18日間生育）

し、茎葉部ディルドリン含有量を測定した。さらに、

台木用カボチャ３品種と穂木用キュウリ２品種を組

み合わせた６種類の接木植物（図2231-4参照）を作

成、２種類の残留土壌（黒ボク土：ディルドリン319

μg kg-1、褐色低地土：ディルドリン89μg kg-1）を

各々1.8 kgおよび3.1 kgずつ充填した４ L容ポット

で栽培し、茎葉部および果実中ディルドリン含有量

を測定した。 

図2231-2 残留土壌で生育させた台木用カボチャおよび穂木用キュウリの茎葉部ディルドリン濃度

I : 標準偏差（n = 3） 
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図2231-3 接木植物の穂木／台木組合せ別の茎葉部ディルドリン濃度 

I : 標準偏差（n = 4） 
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 (ウ) カボチャ属におけるディルドリン高吸収お

よび低吸収種のスクリーニング 

 カボチャ属６種（Cucurbita ficifolia・C.foetidissima・

C.maxima・C.mixta・C.moschata・C.pepo）36原品種・

系統およびいくつかの市販F1品種（図2231-5参照）を

パーライトに播種、育苗し、399 gの残留土壌（黒ボ

ク土：ディルドリン319μg kg-1）を充填した600 mL

容ポットに移植、この培地で21日間生育させ、茎葉

部ディルドリン含有量を測定した。 

 (エ) 高吸収植物を用いたファイトレメディエー

ション効果の評価 

 ２種の残留土壌（黒ボク土：ディルドリン279

μg/kg、褐色低地土：ディルドリン99μg/kg）を15 L

容プラスチックポットに充填し、ズッキーニ（cv. ブ

ラックトスカ）を４作（移植から42日間/作）連作し

た。作付毎に跡土を一部採取し、土壌中ディルドリ

ンの残存量、400 mLのポットに充填して16日間生育

させたキュウリ（cv. シャープ１）幼植物の茎葉部

濃度（本実験におけるphytoavailability）の推移を追跡

した。さらに、ズッキーニ４作栽培後の土壌を15 L

容プラスチックポットに充填し、キュウリを栽培、

果実中ディルドリン濃度を測定した。 

図2231-4 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 

I： 標準偏差（n=3） 
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ウ 研究結果 

(ア) ディルドリン吸収の作物間差 

残留土壌からのディルドリン吸収能力を17科32作

物にわたって比較した（図2231-1）。その結果、ウリ

科は７属、すなわちキュウリ属（キュウリ・メロン）、

ヘチマ属（ヘチマ）、スイカ属（スイカ）、トウガン

属（トウガン）、ユウガオ属（ユウガオ）、ツルレイ

シ属（ニガウリ）およびカボチャ属４種でおしなべ

て吸収能が高かった。一方、シナノキ科（ジュート）

で若干の吸収が見られたが、その他の15科、すなわ

ちアカザ科（テンサイ）、ヒユ科（アマランサス）、

タデ科（ソバ）、アオイ科（ケナフ）、コマツナ（ア

ブラナ科）、マメ科（ダイズ・ラッカセイ・アルファ

ルファ）、トウダイグサ科（ヒマ）、アマ科（アマ）、

セリ科（ニンジン）、ナス科（トマト・タバコ）、シ

ソ科（エゴマ）、ゴマ科（ゴマ）、キク科（ヒマワリ）、

イネ科（イネ・トウモロコシ・ソルガム）、およびユ

リ科（ネギ）はその能力が極めて低かった。供試作

物中で 大の吸収能を示したC.pepo（ズッキーニ）

の茎葉部吸収量はポットあたり20μgで、土壌中全

ディルドリン量 160μg （594μg/kg × 270 g）の約

13％に相当した１)。 

 (イ) 接木キュウリにおけるディルドリン吸収の

品種間差 

 台木用カボチャ10品種と穂木用キュウリ23品種の

土壌からのディルドリン吸収能を比較したところ、

いずれにおいてもそれぞれ約２～３倍の品種間差が

認められた（図2231-2）。 

図2231-6 ズッキーニ栽培跡の土壌中ディルドリン濃度 
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図2231-7 ズッキーニ栽培および無栽培土壌で生育させたキュウリ幼植物の茎葉部ディルドリン濃度の相対値
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 この中からディルドリン吸収性が異なる台木４品

種と穂木４品種を選び、16通りの組合せで接木キュ

ウリ幼植物茎葉部のディルドリン吸収能を比較した

（図2231-3）。その結果、同一台木品種内では穂木品

種間の差は小さく、一方、同一穂木品種であっても

台木品種が異なればディルドリン濃度が異なった。

台木と穂木を変動要因とした２元配置分散分析にお

いて、穂木／台木組合せ間の交互作用および穂木品

種間差は認められず、ディルドリンの吸収性は台木

品種のみに依存した。台木４品種間の吸収能の序列

(「新土佐１号」＞「ひかりパワーゴールド」≧「き

らめき」＞「ゆうゆう一輝黒タイプ」)は、各品種を

自根としたカボチャとしての吸収能の序列（図

2231-2左）と一致した２)。 

 台木用カボチャ３品種と穂木用キュウリ２品種に

よる６通りの穂木／台木の組合せで作成した接木植

物を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）で栽培をし、キュウリ果実中のディ

ルドリン濃度を比較した（図2231-4）。その結果、両

土壌において、接木キュウリの果実中ディルドリン

濃度は穂木品種がいずれの場合でも台木カボチャ品

種に応じて増減し、「新土佐１号」台＞「ひかりパ

ワーゴールド」台＞「ゆうゆう一輝黒タイプ」台、

となった３)。 

(ウ) ディルドリン吸収のカボチャ品種・系統間

差 

 カボチャ属の中で通常栽培に用いられるセイヨウ

カボチャ（C.maxima）、ニホンカボチャ（C.moschata）、

ペポカボチャ（C.pepo）、キュウリ台木用として用い

られるフィシフォリア（クロダネカボチャ）（C. 

ficiforia）、これに加えてミキスタカボチャ（C.mixita）

とフォエティディシマ種（C.foetidissima）の６種34

原品種・系統、さらに比較の意味で６つの市販F1品種

も加え、残留土壌からのディルドリン吸収能を比較

した（図2231-5）。その結果、カボチャ属各種間でディ

ルドリン吸収性に一定の傾向は見いだせず、各種の

中に高低が混在した結果となった１）。 

 (エ) ズッキーニによる土壌残留ディルドリンの

収奪 

 ズッキーニを栽培することにより、黒ボク土、褐

色低地土ともに土壌中ディルドリン濃度は連作を重

ねる毎に低下し、４作栽培で無栽培土壌に比べ30～

40 ％低下した（図2231-6）。ズッキーニ栽培跡土壌

で生育させたキュウリ幼植物の茎葉部ディルドリン

濃度も土壌中濃度の低下に応じて減少し、４作栽培

跡で無栽培土壌に比べ30～50 ％低下した（図2231-7）。

４作跡土で栽培したキュウリ果実中ディルドリン濃

度は黒ボク土で40％、褐色低地土で60 ％低減した（図

2231-8）。 

エ 考 察 

(ア) ディルドリン吸収の作物間差 

 1960年代から、土壌中に高濃度のアルドリン、ディ

ルドリン、ヘプタクロルが存在した場合、そこで栽

培したキュウリ果実からこれらの物質が高濃度で検

出されることが指摘されていた４）。日本においても

1970年代に多くの知見が蓄積し、キュウリやメロン

等のウリ科果実にはドリン類の残留量が多い、とい

う現象は知られていた５）。今回の試験では、主要な農
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I： 標準偏差（n=3） 
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作物17科にわたってディルドリンの吸収能を比較し

たが、ウリ科は７属すべてにおいてディルドリンの

吸収能が高く、他の16科ではその能力が極めて低

かった。このことから、土壌残留ディルドリンの吸

収に関して、ウリ科植物が普遍的に持ち、他科には

ない特異的なメカニズムの存在が示唆された。 

 このスクリーニング結果から、ディルドリン残留

圃場があった場合、作物汚染という問題に関しては、

吸収ではなく土壌からの直接付着が考えられる根菜

類・イモ類等地下部を可食部とするものを除き、ウ

リ科以外の作物を代替作物として用いることにより

回避できるものと考えられる。一方、高吸収性の方

に着目すると、供試作物中で 大の吸収能を示した

ズッキーニの茎葉部ディルドリン吸収量は20 µg

（ポットあたり）となり、土壌中全ディルドリン量

の約13 ％を吸収したことになる。今回の結果は根域

が制限された実験系であり、実際の現地圃場におい

てクリーニング効果を評価する必要があるが、「ウ

リ科植物を用いたディルドリンのファイトレメディ

エーション」は検討に値するものと思われた。 

 (イ) 接木キュウリにおけるディルドリン吸収の

品種間差 

 わが国のキュウリ生産の主流はカボチャを台木と

した接木栽培であるため、「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、台木用カ

ボチャと穂木用キュウリの両方について検討する必

要がある。そこで、接木試験に先立ち、台木用カボ

チャおよび穂木用キュウリのディルドリン吸収性を

比較したところ、いずれにおいても品種間差が認め

られ、ディルドリン吸収能力の品種間差を利用して

汚染低減を図るという手法は有望なものと思われた。

次に、接木植物のディルドリンの吸収性が台木と穂

木のいずれによって支配されているのか、を検討し

たところ、接木キュウリのディルドリンの吸収性は

台木カボチャ品種の吸収能力に強く依存するものと

考えられた。 

 接木栽培キュウリを果実採取時期まで生育させ、

果実中ディルドリン濃度が台木品種の強い影響下に

あるという現象の確認試験を行ったところ、幼植物

試験で得られた結果と同様、果実中ディルドリン濃

度で見ても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確認された。

ここに示した試験結果はポット栽培によるものであ

るが、「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2231-4）。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

可能な技術として有望である。 

(ウ) ディルドリン吸収のカボチャ品種・系統間

差 

 土壌中のディルドリンを吸収できるのはほぼウリ

科のみであり、ウリ科以外はファイトレメディエー

ション植物としてほとんど見込みがない。ウリ科は

イネ科等に比べると粗放的な栽培に向くとは言い難

く、その点でファイトレメディエーション植物とし

て不利ではあるが、現時点ではウリ科の中から候補

作物を選択せざるを得ない。そこで、ウリ科の中で

も比較的吸収能が高いカボチャ属（図2231-3参照）

に着目した。一方、「キュウリ接木栽培における台木

はカボチャ属」であるから、キュウリのディルドリ

ン汚染低減を図るためにはカボチャ属の中からさら

なる低吸収種を選抜することになる。このような両

面から、カボチャ属のディルドリン吸収性を比較検

討することが重要となる。そこで、カボチャ属の６

種（C.maxima・C.moschata・C.pepo・C.ficiforia・

C.mixita・C.foetidissima）34原品種・系統の茎葉部ディ

ルドリン濃度を比較した。その結果、高吸収種につ

いてはズッキーニ（品種：ブラックトスカ）を凌駕

するものは見あたらなかった。したがって、現時点

ではズッキーニをクリーニングクロップ候補植物と

考えている。一方、低吸収種についても、低吸収台

木品種として選定した「ゆうゆう一輝黒タイプ」に

比べて茎葉部濃度が低いもの（Jacarezinho AG-2、

Nigeria 14等）はいくつか認められたが、際だって低

吸収のもの（非ウリ科のようにほとんど吸収しない

もの）は認められなかった。 

(エ) ズッキーニによる土壌残留ディルドリンの
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収奪 

 ズッキーニ栽培跡土で栽培したキュウリ幼植物の

茎葉部ディルドリン濃度は、特に褐色低地土で顕著

に低減し、土壌からのディルドリンの減少に伴い

phytoavailabilityも低下していることが確認された。

ズッキーニ４作栽培により、跡土で栽培したキュウ

リの果実中濃度は40％～60％低減し、ズッキーニに

よるファイトレメディエーショ効果がポットレベル

ではあるが土壌タイプ別に評価され、現地圃場での

実用化試験に移行できる段階となった。ズッキーニ

に関しては、ダイオキシン類を吸収することが報告

され６）、さらに、クロルデン７）、DDT8）、POPsではな

いが多環式芳香族炭化水素（PAHs）９）等のズッキー

ニによる吸収に関する研究も行われており、残留性

有機汚染物質を対象としたファイトレメディエー

ション植物として注目されている。 

オ 今後の課題 

 高吸収種によるファイトレメディエーションにつ

いては、ズッキーニによるポットレベルでのクリー

ニング効果が検証され、現地圃場での実用化試験に

移行する予定である。しかしながら、現時点では「１

～２作で土壌汚染を完全に解消する」ほどの収奪効

果は期待できない。したがって、例えば界面活性剤

等により土壌からディルドリンを溶解・脱着させ、

ファイトレメディエーション植物に対する可給性

（phytoavailability）を増大させるための補助技術を検

討する必要がある。また、低吸収性種については、

若干ではあるが現行品種よりも低吸収性のカボチャ

属遺伝子源の存在が確認されたことから、育種分野

の参画によってより低吸収性の台木が育成できる可

能性が期待される。  

 カ 要 約 

残留土壌からのディルドリン吸収能力を17科32作

物にわたって比較した結果、ウリ科はおしなべて吸

収能が高く、他の16科はその能力が極めて低かった。

接木キュウリのディルドリンの吸収性は台木カボ

チャ品種の吸収能力に強く依存し、低吸収性台木品

種を用いると、高吸収性の台木に比べ、キュウリ果

実中ディルドリン濃度は30～50％程度低下した。

ズッキーニを４作栽培することにより、土壌中ディ

ルドリン濃度は無栽培土壌に比べ30～40 ％減少し、

跡土で栽培したキュウリ果実中ディルドリン濃度は

40～60 ％低減した。 

 キ 引用文献 
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研究担当者（＊大谷 卓、清家伸康） 

(2) 資材等による土壌中のドリン類吸着とその作物

吸収抑制効果の解明 

 ア 研究目的 

 近年、難分解性、生物濃縮性及び長距離移動性の

特性を有するPOPs（Persistent Organic Pollutants：残

留性有機汚染物質）の一種であるディルドリンが一

部の作物から基準値より高く検出され、農作物に対

する安全性が問われている現状である。そこで、本
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研究では土壌中に残留するディルドリンの作物への

移行抑制が期待される様々な資材を評価し、抑制効

果が優れた資材を選定して即に農業現場で応用可能

な手法を開発する。さらに、ディルドリンの作物へ

の移行抑制効果がある資材を評価するために土壌水

とキュウリ中のディルドリン濃度の関係を検証する

ことを目的にしている。 

イ 研究方法 

(ア) ディルドリン吸着資材の評価 

ディルドリン吸着資材評価のための土性が異なる

火山灰土壌と沖績土壌を用いた。各土壌中のディル

ドリンの濃度はアセトンソックスレー抽出（16時間

以上）をしてフロリジルミニカラムおよびENVI-Carb

で精製して高分解能GC/MSで定量した。土壌水への

ディルドリンの溶出を調べるために、各土壌10gに超

純水400ｍL加えて、室温で48時間かくはん後、ガラ

スフィルター３枚（ポアサイズ1.0、0.6、0.3μm）

でろ過し、ヘキサンで３回液液抽出してフロリジル

ミニカラムおよびENVI-Carbで精製して高分解能

GC/MSで定量した。吸着資材の性能評価には各土壌

10gに対してMolecular sieve(１nm、0.5nm) 0.05g、

天然ゼオライト（L、M、S）0.05g、スメクタイト（SWN、

STN、 SWF、SAN）0.05g、活性炭（W、D）0.004g、

界面活性剤（5306、5307、5082）0.04%水溶液0.5ｍL、

活性炭剤（D5306、D5307、W5306）0.004g、ASO-210

剤0.006g、活性炭フロアブル剤25倍希釈液0.5ｍLを

添加、混合し、上記のように超純水400ｍL加えて、

室温で48時間かくはん後、ガラスフィルターでろ過

し、ヘキサンで３回液液抽出してフロリジルカラム

およびENVI-Carbカラムで精製して高分解能GC/MS

で定量した。測定にはENV-8MS（30ｍ）カラム、注

入量は１μL、SIM法、標準品（純品：Nativeと13C）

の検出位置との比較から試料中のディルドリンの有

無及び抽出・精製回収率を判断した。 

(イ) 活性炭資材評価のためのポット試験 

 市販の10種の活性炭資材各0.004gにディルドリン

を添加した超純水400ｍL加えて、室温で24時間かく

はん後、ガラスフィルターでろ過し、ヘキサンで３

回液液抽出してフロリジルカラムおよびENVI-Carb

カラムで精製して高分解能GC/MSで定量した。 

火山灰土壌と沖績土壌を用いて無処理と活性炭A

を240g/m2、480g/m2、720g/m2 の３段階の添加量に

調製した１/5000aポットにキュウリを栽培して茎葉

部を採集した。また、火山灰土壌の２試験区（無処

理と活性炭A 480g/m2）については、１/2000aポッ

トを用いて栽培を継続し果実を採集した。キュウリ

の茎葉部及び果実は粉砕してアセトン抽出し、珪藻

土カラム、フロリジルカラムおよびENVI-Carbカラム

で精製して高分解能GC/MSで定量した。さらに、土

壌水を採集するために、各ポットにポーラスカップ

を設置し、真空集液器を用いて0.07～0.08Mpaの圧力

で土壌水を１日間採集した。土壌水はヘキサンで３

回液液抽出してフロリジルカラムおよびENVI-Carb

カラムで精製して高分解能GC/MSで定量した。 

(ウ) 圃場試験 

 活性炭資材を土壌に混合した圃場における深さに

よる土壌水中のディルドリンの濃度を調べるために

火山灰土壌と沖績土壌圃場内各３地点で地上から深

さ30cm、60cm、90cmになるようにポーラスカップを

設置し、真空集液器を用いて0.07～0.08Mpaの圧力で

土壌水を１日間採集した。 

土壌水中のディルドリンの濃度とキュウリ果実の

濃度の相関を調べるために火山灰土壌と沖績土壌圃

場においてキュウリ根元から半径約10cmに地上から

深さ30cmになるようにポーラスカップとpFメーター

を設置し、土壌水の採集と土壌水分変化の測定を

行った。土壌水及びキュウリ果実の定量は上記同様

な分析方法を用いた。 

ウ 研究結果及び考察 

(ア) ディルドリン吸着資材の評価 

土壌中のディルドリン濃度が392ppbである火山灰

土壌と344ppbである沖績土壌について、植物が吸収

する主な形態である土壌水中にディルドリンがどの

程度溶出するかを検討した結果（図2232-1）、火山灰

土壌より沖績土壌の方が約３倍のディルドリンが土

壌水中に溶出した。 この結果から、土壌中のディ

ルドリン濃度が同程度でも炭素含量（図2232-2）が

高い火山灰土壌（平均5.59％）は沖績土壌（平均

1.99％）に比べてディルドリンに対する吸着力がよ

り強いためにディルドリンが土壌水へ溶出しにくい

と考えられる。従って、土壌中の炭素含量によって

土壌水中に溶出するディルドリン濃度が異なり、作

物への吸収・移行の差異が生じることが示唆された。 

 火山灰土壌と沖績土壌に各吸着資材を混合して水

抽出で評価した結果、図2232-3に示したように炭素

含量が多い火山灰土壌の場合、ディルドリンが土壌



― 467 ―

に強く吸着して水中に溶出するディルドリン濃度が

少なく、そのために吸着資材間の吸着効果の差も少

ないことがわかった。一方、沖績土壌に場合は火山

灰土壌に比べて、約３倍のディルドリンが水中に溶

出することから吸着資材の性能差が明白であった。

吸着資材の中で1000～1500 m2/gの活性炭（W、D）、

活性炭剤 W5306とスメクタイト（STN、SAN）が比

較的有効な吸着効果を示した。しかし、スメクタイ

トはディルドリンに対する吸着性能はあるが、資材

が高価であるために農業現場を向けた普及は困難で

あると考えられる。一般的に活性炭は疎水性有機化

学物質に対する吸着性能を有することから古くから

ろ過や精製の目的で利用されてきた。そのためにlog 

KOW3.4～5.6であるディルドリンも活性炭に強く吸

着することが考えられる。従って、土壌水中のディ

ルドリンを強く吸着させ、作物への吸収・移行を抑

制するためには活性炭が有効であることと吸着能を

上げるためには比表面積が約1000 m2/g前後の微粉末

資材が有効である。 

(イ) 活性炭資材評価のためのポット試験 

ディルドリンに対して吸着性能が期待される市販

の10種の活性炭資材におけるディルドリン吸着性能

を検討した結果、表2232-1に示したような活性炭G、

Hを除いて85％以上の強い吸着した。しかし、ディル

ドリンに対する吸着性能が優れても農業資材として

利用するためには比較的に安価で大量安定供給可能

な資材を選定する必要がある。そこで、ディルドリ

ン吸着性能が96％ある活性炭Aを用いて試験を行っ

た。 

 

 

 

図2232-1 土壌中のディルドリン濃度（水抽出） 図2232-2 土壌中の炭素含量 

図2232-3 火山灰土壌と沖績土壌に対する吸着資材の差異 
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表2232-1 市販活性炭に対するディルドリン吸着性能 

活性炭資材 A B C D E F G H I J 

ディルドリン吸着％ 96 94 89 97 89 94 67 48 90 86 
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図2232-4 火山灰土壌及び沖績土壌ポット栽培におけるキュウリの茎葉部及果実のディルドリンの濃度及

び％の比較 

 火山灰土壌及び沖績土壌を用いて活性炭無処理と

活性炭Aを240g/m2、480g/m2、720g/m2になるように混

合した１/2000a、１/5000aポットでのキュウリの茎葉

部と果実において活性炭Aの著しい効果が見られた

（図2232-4）。特に、土壌の炭素含量が比較的に少な

い沖績土壌に活性炭Aを720g/m2混合した場合、キュウ

リ茎葉部への吸収は活性炭無処理に比べて94%抑制さ

れた。一方、火山灰土壌では80%の抑制であった。キュ

ウリ茎葉部へのディルドリン吸収抑制％を顧慮する

と火山灰土壌栽培で活性炭Aを720g/m2混合した場合

と沖績土壌栽培で240g/m2混合した場合の効果は等し

かった。即ち、炭素含量が高い火山灰土壌でのキュウ

リ栽培において沖績土壌栽培での吸収抑制効果を得

るためには単に３倍以上の活性炭Aを土壌と混合する

必要があることが示唆された。 

 また、火山灰土壌及び沖績土壌の各栽培ポットの

ポーラスカップから採集した土壌水中のディルドリ

ンの濃度も活性炭無処理に比べ、活性炭A混合した

ポットは減少していることから土壌中のディルドリ

ンが水へ溶出することを活性炭Aへ吸着することに

よって結果的に土壌水へのディルドリン残留濃度が

減少すると考えられる（図2232-5）。さらに、沖績土

壌の場合は活性炭無処理に比べ、活性炭Aを加えるこ

とによって土壌水中のディルドリンの濃度が著しく

減少するが、火山灰土壌の場合は活性炭無処理と活

性炭Aを加えたことによる差異が比較的少なかった。

即ち、火山灰土壌の場合は土壌中の炭素含量が高い

ためにディルドリンを強く吸着しており、沖績土壌

に比べて土壌水中へのディルドリン溶出することが

少ないために濃度の差異が生じるものと考えられる。 
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図2232-5 火山灰土壌及び沖績土壌ポットにおける土壌水中のディルドリンの濃度の差異 

図2232-6 火山灰土壌（左）及び沖績土壌（右）ポットにおける土壌水とキュウリの茎葉中のディルドリンの

濃度相関 

 火山灰土壌及び沖績土壌を用いたキュウリ栽培に

おける茎葉部と各ポット土壌水中のディルドリンの

濃度を比較すると直線の比例関係があることが明ら

かになった（図2232-6）。即ち、土壌水から様々な化

学物質が植物体内に吸収され、移行、蓄積することで

あれば、土壌水と植物体内の化学物質を測定し、その

相関を得ることによって栽培前に土壌水中の化学物

質を測定するだけで植物体への濃度が予測できる。即

ち、土壌水中のディルドリンの濃度を測定することに

よって収穫時のキュウリのディルドリンの濃度を予

測することができるためにキュウリ栽培事前に現場

圃場を判定する方法として用いることができる。 

(ウ) 圃場試験 

深度に対する土壌水中のディルドリンの濃度を調
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べるために活性炭Aまたは活性炭フロアブルを土壌

に混合した火山灰土壌及び沖績土壌の圃場で地上部

から深さ30cm、60cm、90cmにポーラスカップを設置

し、土壌水を採集した結果、いずれも深さ90cmで採

集した土壌水中のディルドリンの濃度が高いことが

分かった（図2232-7）。活性炭Aまたは活性炭フロア

ブルを土壌に混合する場合、資材を土壌表面に散布

し、ロータリーなどで土壌攪拌を行うが、いずれも

地上部から深さ約30cm～50cmまで混合されるので、

深さ90cmまでは活性炭資材による効果が得られない

ことを示唆した。従って、キュウリの根が浅い深さ

（深さ約60cm以内）で分布するのであれば、活性炭

資材を土壌と混合することによってキュウリへの

ディルドリンの吸収抑制効果が十分に得られるが、

深さ90cmまでの土壌水をキュウリの根が吸収し、地

上部へ移行することであれば、深さ90cm以上に活性

炭資材を施工する必要があると考えられる。 

 ポット栽培で示された土壌水とキュウリとの相

関を圃場実験において検証するために図2232-8に

示したようにポーラスカップと土壌水分変化を測

定するためにpFメーターを設置して実験を行った。

各実験土壌水採集時のpFの変化は降水量が大きく

変化してもpF≒２であることからに地上から深さ

30cmである土壌では水の状態の変化が少ないこと

がわかった（図2232-9）。即ち、水の土壌中の移動

は表面数cm深さまでは変動が大きいが、地上から

深さ30cmまでなると土壌中の水の変動は少ない。

従って、地上から深さ30cmのポーラスカップから

採集する土壌水は変動が少ない水であり、土壌水

中のディルドリンの濃度は平衡になっているもの

であると考えられることから、キュウリ栽培期間

中及び前後で土壌水を採集しても土壌水中のディ

ルドリンの濃度変動は少ないことから栽培される

キュウリへの吸収・移行する土壌水中のディルド

リンの濃度を算出するための因子として使用可能

である。 

 実際、火山灰土壌及び沖績土壌実験圃場において土

壌水とキュウリ（主枝の果実）の濃度は図2232-10に

示したようにR2 = 0.8258の直線的な比例関係を示す

ことから土壌中の水の移動が少なく、ディルドリンの

濃度変動は少ない深さ30cmから採集した土壌水を用

いることでキュウリ栽培事前にキュウリ果実におけ

るディルドリンの残留濃度が予測できると考えられ

る。キュウリ果実におけるディルドリンの残留基準が

20ppbであることから残留基準値以下のキュウリを生

産するためには土壌水中のディルドリンの濃度は約

0.03ppb以下である必要がある。このように、本研究

で得られた土壌水を用いたディルドリンの濃度測定

方法は活性炭資材の効果判定は勿論、圃場の判定、即

ち、キュウリ栽培事前に圃場の土壌水を測定すること

で収穫時のキュウリ中のディルドリンの濃度が凡そ

予測できるために応用範囲の広い有効な手法である。 

 

図2232-7 沖績土壌及び火山灰土壌圃場の地上部から深さ30cm、60cm、90cm におけるディルドリンの濃度 
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図2232-8 試験圃場での土壌水及びpF測定図 

図2232-9 試験圃場での降水量と土壌溶液採集時のpF 

エ 今後の課題 

 土壌中のディルドリンに対してキュウリへの吸

収・移行を抑制する性能を有する活性炭資材の種類

は少なくないが、農業資材として利用するためには

安価で大量安定供給可能な資材が必要である。その

ために、さらに安価かつディルドリン吸着性能活性

炭資材の検討が必要である。また、沖績土壌に比べ

て火山灰土壌は炭素含量が高いために土壌に混合す

る活性炭資材の量が３倍以上になることから、費用

対効果が得られないことから活性炭混合方法ではな

い方策が必要である。 

 土壌水をポーラスカップを用いて採集してディル

ドリンを測定する方法でキュウリ栽培事前に収穫時

のキュウリ中のディルドリンの濃度が凡そ予測でき

るが、土壌水中のディルドリンの濃度がppt～ppbレベ

ル範囲であるために一般的なGC/MSではなく、高分

解能GC/MSで定量する必要がある。そのために、一

般的なGC/MSでppbレベルの測定が可能な抽出方法

や分析方法の開発を期待する。 

 オ 要 約 

30
 c

m

pF meter

Soil-water pump

30
 c

m

pF meter

Soil-water pump



― 472 ―

図2232-10 土壌溶液とキュウリの濃度 

 土壌中のディルドリン濃度が同程度でも炭素含量

が高い火山灰土壌は沖績土壌に比べてディルドリン

に対する吸着力がより強いためにディルドリンが土

壌水へ溶出しにくいと考えられる。従って、土壌中

の炭素含量によって土壌水中に溶出するディルドリ

ン濃度が異なり、作物への吸収・移行の差異が生じ

ると考えられる。土壌水中のディルドリンを強く吸

着させ、作物への吸収・移行を抑制するためには活

性炭が有効であることと吸着能を上げるためには比

表面積が約1000 m2/g前後の微粉末資材が有効であっ

た。 

 活性炭Aを用いたポット試験結果、火山灰土壌及び

沖績土壌においてキュウリに対してディルドリンの

吸収抑制効果が著しく見られた。特に、土壌の炭素

含量が比較的に少ない沖績土壌栽培に対しては 大

94%抑制された。一方、炭素含量が高い火山灰土壌で

のキュウリ栽培において沖績土壌栽培での吸収抑制

効果を得るためには単に３倍以上の活性炭Aを土壌

と混合する必要があることが示唆された。 

 各実験土壌水採集時のpFの変化は降水量が大きく

変化しても地上から深さ30cmである土壌では水の状

態の変化が少ないことがわかった。即ち、栽培され

るキュウリへの吸収・移行する土壌水中のディルド

リンの濃度を用いて評価することができることを示

した。実際、火山灰土壌及び沖績土壌実験圃場にお

いて土壌水とキュウリ（主枝の果実）の濃度は直線

的な比例関係を示すことからキュウリ栽培事前に

キュウリ果実におけるディルドリンの残留濃度が予

測できると考えられる。このように、本研究で得ら

れた土壌水を用いたディルドリンの濃度測定方法は

活性炭資材の効果判定は勿論、圃場の判定、即ち、

キュウリ栽培事前に圃場の土壌水を測定することで

収穫時のキュウリ中のディルドリンの濃度が凡そ予

測できるために応用範囲の広い有効な手法である。 

研究担当者（殷熙洙＊） 

(3) ドリン類吸収抑制資材の開発と性能向上のため

の製剤化技術の開発 

 ア 研究目的 

30年以上前に使用されたアルドリン等のドリン類

がキュウリで残留基準値を超過する濃度で検出され、

食品の安全性の観点から大きな問題になっている。

その方策として、土壌中ドリン剤のキュウリ植物体

への吸収抑制資材の開発を行った。 

 足立ら１、２)は米糠より取り出したスフェロゾーム

（コードネーム“ASO-210”として開発検討中）が農薬

を吸着することを明らかにしている。そこで、

ASO-210をドリン類吸収抑制資材の候補として検討
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した。 

 また、活性炭フロアブル（販売 大塚化学株式会社、

製造 大日精化工業株式会社）はアスパラガス栽培に

おいて自家中毒（アレロパシー）原因物質を吸着し、

自家中毒を軽減することが確認されている（元木ら）
３、４)。活性炭資材が土壌中の物質を吸着することか

ら、ドリン類のキュウリ植物体への吸収抑制資材と

して活性炭フロアブルの効果を確認したところ、本

剤が有効であることが明らかにされた（西原ら）５)。

しかしながら、アスパラガスの自家中毒対策におい

ては簡便なセル苗の浸漬処理で有効であったが、ド

リン類の吸収抑制においては圃場全面に均一に土壌

と混和する必要があり、処理液量が多いため作業上

の問題があった。粉状の活性炭もドリン類の吸収抑

制効果が確認されたが（西原ら）６)、ハンドリングに

はやや難がある。顆粒製剤＊１ならば圃場にそのまま

散粒し耕耘できるので作業が簡便であり、流動性が

よいのでハンドリングにも優れる。そこで、活性炭

の顆粒製剤を検討し、より簡単で扱いやすい資材を

目指した。この資材の開発にあたっては、活性炭の

土壌中での分散性がポイントとなると考えられる。

土壌に撒かれた活性炭顆粒から活性炭粒子の土壌中

への分散を促すために、界面活性剤を製剤中に加え

た。 

イ 研究方法 

 (ア) ASO-210および活性炭の農薬吸着性能と、

界面活性剤添加の吸着への影響 

ASO-210および２種類の活性炭あるいはこれらに

界面活性剤を混和したものについて、農薬（一般的

な農薬の代表としてトルフェンピラドを用いた）の

吸着性能を調べた。吸着性能は次の操作により確認

した。100mLのマイヤーにトルフェンピラド標準溶液

（50μg/L）100 mLを入れ、これに各種吸着剤0.1g

を加えた。栓をし、パラフィルムで封をした後スター

ラーで60分間攪拌し反応させた。反応終了後直ちに

ひだ付ろ紙でろ過して吸着剤を除き、そのろ液

50.0mLを分液ロートに移し、n-ヘキサン5.0mLを加

え１分間振とうした。n-ヘキサン層を１PSのろ紙で

ろ過し、ろ液をHPLCに適用しトルフェンピラドの濃

度を定量した。 

 (イ) 適活性炭および界面活性剤の選抜 

数種の活性炭（メーカー名および商品名は公表しな

い）を入手し、原料、粒径、比表面積、吸着性能（前

項と同じ方法）、土壌分散性＊２等を確認した。 

 また、数種の界面活性剤（メーカー名および商品

名は公表しない）を入手し、活性炭と界面活性剤を

混和したものについて、活性炭の土壌分散性を確認

した。 

 活性炭の土壌分散性は次の操作により確認した。

プラスチック製のシリンダーに土壌を詰め（以下、

土壌カラム）、活性炭と界面活性剤を混和したものを

加え、透過水の吸光度（520nm）を計測した。 

(ウ) 顆粒製剤の試作と土壌分散性の測定 

 活性炭と界面活性剤およびベントナイトを混合、

造粒し、顆粒製剤を試作した。土壌と活性炭顆粒製

剤を混合して土壌カラムを調製し、透過水の吸光度

（520nm）を計測した。 

(エ) ポット試験による土壌中での活性炭の分布

状況の確認 

 １/5000aワグネルポットに土壌を入れ、各資材を

処理した。活性炭フロアブルは水に希釈して土壌と

攪拌、活性炭粉末および顆粒製剤はそのまま土壌と

混合した。ワグネルポットの底部には暗渠を設置し、

その暗渠の 高部より上部を攪拌し、底部は攪拌し

なかった。６日間通常通り灌水し、さらに５日後、

ポット内の表層、中位、および底部より土壌を採取

しカップに入れた。カップ内に除草剤ベンチオカー

ブ乳剤を800ml/10a散布後、ベントグラスを播種し、

生育状況を調査した。 

 (オ) キュウリを用いたポット試験（ドリン類吸

収抑制能の確認） 

 １/5000aワグネルポットにドリン類汚染土壌

（ディルドリン0.3ppm）を入れ、各資材を処理した。

６日間通常通り灌水した後、キュウリ苗（グリーン

ラックス２、台木 パワーZ2）を定植した（2006/８

/17）。収穫した果実（2006/９/17～10/13）について、

ドリン類の含有量を分析した。 

ウ 研究結果 

 (ア) ASO-210および活性炭の農薬吸着性能と、

界面活性剤添加の吸着への影響 

ASO-210または活性炭単独、あるいはこれらに界

面活性剤を添加した場合の農薬（トルフェンピラド）

吸着性能を調べた（図2233-1）。ASO-210の吸着性能

は活性炭に比べて低かった。界面活性剤を添加して

もASO-210および活性炭の農薬吸着能力はほとんど

変わらなかった。 
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図2233-1 各種資材の農薬除去率に及ぼす界面活性剤添加の影響 

表2233-1 活性炭の比較まとめ 

 

表2233-2 界面活性剤の選抜 

(イ) 適活性炭および界面活性剤の選抜 

 活性炭は、その原料や賦活方法などの違いによ

り、粒径、比表面積などが異なる。そのような違

いにより、吸着のターゲットとなる物質ごとに吸

着能力の差が生じる。木くず原料の活性炭がディ

ルドリンの吸着性能に優れていたので（荒尾知

人・殷熙洙）７)、木くず原料の活性炭の中で土壌

分散性の良いもの、価格のなるべく安いもの、金

属類を使わない水蒸気賦活のものとしてDO-11を

選抜した（表2233-1）。 

70 75 80 85 90 95 100

活性炭D

活性炭W

ASO-210

除去率%

なし 界面活性剤A添加 界面活性剤B添加 界面活性剤9添加

活性炭 pH 原料
粒度分布:
中心粒径

/90%粒径(μm)

比表面積
(㎡/g)

/平均細孔
直径(nm)

吸着性能
90%除去に
必要な

資材量(g/L)

価格1)

新潟沖積土
透過水吸光度

(Abs)2)

(+ 5%界面活
性剤A)

透過水の粒径
(μm):

中心粒径/90%
粒径(μm)

D 6-8 ヤシガラ 14/68  1600 /0.790 0.40 4W 1.133 0.9/2.9
C 10-10.5 ヤシガラ 14/54 1200-1300 0.19 2W 1.178 2.6/6.0

W 30/69  1590 /1.773 0.06 W 0.183 ND

W微粉砕品 7/12 1290 0.05 － 0.036 ND

2 10-11
木くず

水蒸気賦活
17/40 1060 0.12 0.8w 0.306 8.9/18

200 － 木くず 25/69 NT NT － 0.304 6.5/12
BOY － 木くず 23/66 NT NT － 0.342 9.3/28

S-5
9-10

(実10.8)
木くず（広葉樹）

水蒸気賦活
14/46  963 /0.794 0.07 0.5W 0.321 4.8/8.1

DO-11
9-10

(実11.8)
木くず（広葉樹）

水蒸気賦活
9/23  764 /0.735 0.07 0.5W 0.338 7.4/17

TC 6.5-6.8 油脂 32/88 NT NT － 0.047 ND
Y-A － － 21/54 NT NT － 0.028 ND
Y-E － － 20/67 NT NT － 0.109 ND
Y-T － － 31/73 NT NT － 0.236 8.2/16

Y-O － － 27/88 NT NT － 0.270 15/68

活性炭
フロアブル

5.3 7/13 1280 NT NT NT

ND：測定不能　NT：試験なし　－：不明

4-5
木くず
Zn賦活

1) 活性炭Wを基準としておよそ何倍かを示した（あくまでも目安）
2) 水の吸光度との差分

 沖積土  黒ボク土  沖積土  黒ボク土
活性炭D 0.003 0.001 活性炭D＋界面活性剤9 2.735 2.645
活性炭D＋界面活性剤1 0.144 -0.003 活性炭D＋界面活性剤10 0.607 0.069
活性炭D＋界面活性剤2 2.330 2.302 活性炭D＋界面活性剤11 -0.021 0.338
活性炭D＋界面活性剤3 0.041 -0.009 活性炭D＋界面活性剤12 0.025 -0.001
活性炭D＋界面活性剤4 0.113 0.711 活性炭D＋界面活性剤13 0.037 0.357
活性炭D＋界面活性剤5 2.057 2.731 活性炭D＋界面活性剤14 0.044 0.015
活性炭D＋界面活性剤6 0.169 -0.002 活性炭D＋界面活性剤15 0.135 0.310
活性炭D＋界面活性剤7 0.158 0.014 活性炭D＋界面活性剤16 0.670 0.163
活性炭D＋界面活性剤8 0.485 0.013 活性炭：界面活性剤＝95：5

吸光度(520nm) 吸光度(520nm)
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表2233-3 試作製剤の土壌分散性 

表2233-4 ポット試験による土壌中での活性炭の分布状況 

 16種類の界面活性剤をそれぞれ活性炭と混和し調

製した土壌カラムの透過水の吸光度は、界面活性剤

９との組み合わせが も高かった（表2233-2）。この

ことから、活性炭の土壌分散性を高める界面活性剤

として界面活性剤９を選抜した。 

(ウ) 顆粒製剤の試作と土壌分散性の測定 

 活性炭DO-11と界面活性剤９を組み合わせ、顆粒

製剤Aを試作した、またさらに選抜した界面活性剤２

つを組み合わせた顆粒製剤B（環境負荷が低いと考え

られる天然物系の界面活性剤を使用）および顆粒製

剤C（前項の試験の後に検討した結果、活性炭の土壌

分散性を も高めることが判明した界面活性剤を使

用）を試作した。これらの製剤の土壌分散性を確認

したところ、顆粒C＞顆粒A＞顆粒B となった（表

2233-3）。 

(エ) ポット試験による土壌中での活性炭の分布

状況の確認 

 活性炭フロアブルは水に希釈して土壌と攪拌、活

性炭粉末および顆粒製剤はそのまま土壌と混合した。

ワグネルポットの底部までは攪拌しなかった。６日

間灌水した後乾燥させ、ポット内の表層、中位およ

び底部より採取した土壌に、除草剤ベンチオカーブ

乳剤を散布し、ベントグラスを播種した。これらの

操作により、採取した土壌に活性炭が多く均一に存

在していれば、ベンチオカーブが活性炭に吸着され

て不活化し、ベントグラスが生育する。すなわち、

ベントグラスの生育が良好なほどその採取部位の土

壌中に活性炭が多く均一に存在しているといえる。

攪拌した土壌の範囲では次の順で活性炭がより多く

均一に存在していると考えられた（表2233-4）。 

 活性炭フロアブル＝活性炭粉末（SS-1）＞顆粒A＞

B＞C 

 顆粒Aは資材処理部（攪拌部）よりも下層の底部ま

で活性炭が存在していたことから、顆粒Aのみが攪拌

に頼らずとも活性炭が土壌中を分散することが確認

された。 

 (オ) キュウリを用いたポット試験（ドリン類吸

収抑制能の確認） 

 活性炭フロアブルはキュウリへのディルドリンの

吸収を抑制したが、顆粒製剤はいずれも吸収抑制効

果が認められなかった。顆粒AおよびBは逆に吸収を

促進した（図2233-2）。 

試作製剤 備考 土壌透過水吸光度

顆粒A 界面活性剤9 1.479

顆粒B 天然物系界面活性剤使用 0.980

顆粒C 土壌分散性最高 2.799（2倍希釈）

活性炭量 資材処理量
kg/10a kg/10a 表層 中位 底部

顆粒A 500 714 +++ ++ +
250 357 ++ ++ +
125 179 ++ + -

顆粒B 500 714 +++ + -
250 357 ++ + -
125 179 ++ + -

顆粒C 500 714 +++ + -
250 357 ++ + -
125 179 + - -

活性炭粉末（SS-1） 500 1000 +++ ++ -
250 500 +++ +++ -
125 250 +++ ++ -

活性炭フロアブル 500 50倍希釈液を125L/m
2

+++ ++ -

250 50倍希釈液を63L/m2 +++ +++ -

125 50倍希釈液を31L/m
2

+++ ++ -

無処理 - - -
除草剤無処理 +++ +++ +++
a
 健全に生育（+++）、生育が抑制（++）、一部生育（+）、枯死（-）
ベンチオカーブ乳剤（50%）を散布（800ml/10a）。ベントグラス播種13日後に調査。

ベントグラス生育状況
a
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図2233-2 キュウリ果実中のディルドリン濃度（ポット試験） 

*1：顆粒製剤とは、顆粒状に成形した製剤。

*2：土壌分散性とは、ここでは、土壌中に処理された活性炭粒子が、土壌中に存在する水の流れに

よって分散する程度を示すものとする。 

エ 考 察 

 米糠より取り出したスフェロゾーム（ASO-210）

については、水溶液中では農薬の吸着能力が認めら

れたが、ドリン類汚染土壌を用いた溶出試験では溶

出抑制効果が低かった（荒尾知人・殷熙洙）７)。また、

ドリン類汚染土壌を用いたポット試験においてキュ

ウリ植物体へのドリン類吸収抑制効果が認められな

かった。以上より、スフェロゾームはドリン類吸収

抑制資材としては適さないと考えられた。以後は活

性炭の顆粒製剤について検討した。 

活性炭の土壌中での分散性を高めるために界面活

性剤を添加したが、界面活性剤の添加が活性炭の吸

着能に影響することが懸念される。しかし、界面活

性剤の添加は活性炭の吸着能にほとんど影響しな

かった。したがって、界面活性剤の添加は有効と考

えられた。 

 活性炭の土壌分散性が高い、活性炭と界面活性剤

の組み合わせを選抜した。選抜された活性炭と界面

活性剤を用いて顆粒製剤を試作し、ポット内の土壌

に処理したところ、本剤と土壌が混和されていない

底部の土壌に活性炭が移動していることが確認され

た。このことから、当初この資材の開発のポイント

と考えた活性炭の土壌中での分散性は、今回選抜さ

れた活性炭と界面活性剤との組み合わせにより高め

られたといえる。 

とはいえ、顆粒製剤よりも粉状あるいは液状（フ

ロアブル）の活性炭を土壌とよく攪拌した方が、そ

の攪拌部位内においては活性炭がより多く均一に存

在していた。したがって、界面活性剤の働きのみで

顆粒中の活性炭を土壌中に均一に分散させることは

難しいと考えられる。 

 また、今回試作した顆粒製剤をドリン類汚染土壌

に処理し、これら資材のキュウリへのドリン類吸収

抑制能を調べたところ、吸収抑制とは逆に吸収を促

進することが判明した。界面活性剤が土壌中の農薬

の脱着を促進することが報告されているので（Jian 

Xu et al.）８)、この場合も界面活性剤が土壌中のディ

ルドリンの脱着を促進した結果、キュウリへのディ

ルドリンの吸収量が多くなったと推察される。 

 活性炭の土壌中での分散性を高めるために界面活

性剤を用いれば、その反面、ドリン類の土壌からの

脱着が促進されキュウリへのドリン類の吸収量が増

加するとすれば、このコンセプトでの活性炭の顆粒

製剤の開発は困難と考えられる。このことから、本

課題は2006度で終了した。 

オ 今後の課題 

 このコンセプトでの活性炭の顆粒製剤の開発は残

念ながら困難と考えられたが、本研究により、界面

活性剤の働きにより活性炭のような粒子を土壌中で

分散させることが出来ることが明らかとなった。こ

のことは他の場面で応用出来る可能性がある。 

また、界面活性剤が土壌中のドリン類を脱着する
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ことが示唆されたので、ドリン類等の汚染土壌の洗

浄に利用できる可能性がある。あるいは界面活性剤

とクリーニングクロップとの併用により、効率的に

汚染物質を除去することも考えられる。 

カ 要 約 

 米糠より取り出したスフェロゾーム（コードネー

ム“ASO-210”）および活性炭の顆粒製剤（圃場にその

まま散粒し耕耘する）を、ドリン類吸収抑制資材と

して検討を行った。 

スフェロゾームについては水溶液中での農薬の吸

着能力が認められたが、ドリン類汚染土壌を用いた

溶出試験における溶出抑制効果が低く、またドリン

類汚染土壌を用いたポット試験においても吸収抑制

効果が認められなかった。 

 活性炭の顆粒製剤については、土壌中での活性炭

の分散性を高めるために界面活性剤を添加した。界

面活性剤は活性炭の吸着能にほとんど影響しなかっ

た。土壌中での活性炭の分散が良好な、活性炭と界

面活性剤の組み合わせを選抜し、これらを用いて顆

粒製剤を試作した。粉状活性炭および活性炭フロア

ブルは資材を処理し攪拌した土壌中では均一に分布

したが、活性炭の分布は攪拌部位にとどまった。一

方、活性炭顆粒製剤は攪拌していない部位にも活性

炭が分散したが、攪拌部位内においては顆粒製剤よ

りも粉状活性炭および活性炭フロアブルで活性炭が

より多く均一に存在していた。顆粒製剤をドリン類

汚染土壌に処理し、これら資材のキュウリへのドリ

ン類吸収抑制能を調べたところ、吸収抑制とは逆に

吸収を促進することが判明した。界面活性剤が土壌

中のドリン類の脱着を促進したと思われ、このコン

セプトでの活性炭の顆粒製剤の開発は困難と考えら

れたので、本剤の開発を中止した。 
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(4) ドリン類吸収抑制剤と低吸収品種利用技術の

現地実証試験 

 ア 研究目的 

ドリン類は使用を中止してから30年以上経過し、

土壌残留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

では残留基準を超えるドリンが検出される場合が見

られ、大きな社会問題となっている。このためキュ

ウリをはじめとするウリ科作物のドリン含有量を基

準値以下に低減する技術の開発が緊急の課題となっ

ている。これらの技術確立は、国民が も求めてい

る食の安全・安心に大きく貢献する。本研究では、

活性炭施用および低吸収台木利用によるディルドリ

ン吸収抑制技術について検討した。 

イ 研究方法 

 (ア) 液状活性炭(活性炭フロアブル)の処理効果

の検討 

 東京都（火山灰土、土壌ディルドリン濃度0.253ppm、

ほ場試験）・埼玉県（火山灰土、0.600ppm、ポット試

験）、山形県（沖積土、0.091ppm、ポット試験）およ

び新潟県（沖積土、0.322ppm、隔離床試験）の土壌

に液状活性炭を施用後、キュウリを栽培し着果節位

別のディルドリン濃度を調査した。また、現地実証

試験は新潟県内の２つのハウス（１号ハウス：
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0.122ppm、２号ハウス：0.322ppm）および山形県内

施設ほ場（0.054ppm）で行った。新潟県の現地試験

では、液状活性炭の処理法(苗浸漬、土壌混和)およ

び処理濃度(25倍、50倍、75倍)についての検討も併

せて行った。 

 (イ) 液状活性炭(活性炭フロアブル)の持続性効

果の検討 

 東京都（火山灰土、１作目の土壌ディルドリン濃

度0.3ppm）および新潟県（沖積土、１作目の土壌ディ

ルドリン濃度0.3ppm）の現地において、液状活性炭

25倍30L/m2を施用し、数年間に渡りキュウリを栽培

し、果実中のディルドリン濃度を調査した。 

(ウ) 粉状及び粒状活性炭の処理効果の検討 

 数種の粉状および粒状の活性炭を用い、さらに処

理量を変え、(ア)と同様のポットおよび現地実証の

試験を行った。また、土壌ディルドリン濃度が比較

的高い火山灰土(埼玉県、0.61、0.41ppm)と沖積土(山

形県、0.33ppm、0.40ppm)において、現地試験を行い、

粉状活性炭の処理効果を検討するとともに、処理量

についても検討した。 

(エ) 粉状活性炭の持続性効果の検討 

埼玉県（火山灰土、１作目の土壌ディルドリン濃

度：現地A/0.6ppm、現地B/0.4ppm）および新潟県（沖

積土、１作目の土壌ディルドリン濃度0.1ppm）の現

地において、粉状活性炭を施用し、数年間に渡りキュ

ウリを栽培し、果実中のディルドリン濃度を調査し

た。 

(オ) 深耕時の粉状活性炭施用量の検討 

 現場では深耕 (深さ50cm)することが多く、深耕時

の粉状活性炭施用量を検討するため、新潟県におい

て現地試験を実施した。土壌ディルドリン濃度は深

さ60cmまでで平均0.134ppmであった。処理区は深耕

時に500g・750g・１kg/m2区を設け、慣行区は通常耕

うん（深さ20cm程度）で施用量500g/m2区とした。 

(カ) 台木品種間におけるディルドリン吸収能の

比較検討 

 東京都（火山灰土、土壌ディルドリン濃度0.25ppm）

では、液状活性炭（25倍 30L/m2）を処理し、３年お

よび４年が経過した土壌と無処理の土壌を用い、自

根および接木したキュウリを栽培し、果実中のディ

ルドリン濃度を調査した。穂木には、シャープ１、

夏すずみ、南極２号を用いた。台木には、‘ゆうゆう

一輝（黒）’、‘きらめき’、‘新土佐１号’を用いて比

較を行った。 

 新潟県（沖積土、土壌ディルドリン濃度0.13ppm）

では、半促成作型で現地10箇所にて、比較試験を行っ

た。台木には、‘ゆうゆう一輝（黒）’、‘ひかりパワー

G’、‘新土佐１号’を用いた。 

 ウ 研究結果 

 (ア) 液状活性炭（活性炭フロアブル）の処理効

果の検討 

液状活性炭25倍30L/m2土壌混和処理（台木：ゆう

ゆう一輝（黒）・穂木：シャープ１）におけるディル

ドリン吸収抑制効果は、ポット試験のどの着果節位

別でも認められ、吸収抑制効果は火山灰土に比べて

沖積土で高かった（図2234-1、図2234-2）。キュウリ

の収穫量への影響はほとんどなかった。 

 沖積土（新潟県、山形県）における現地実証試験

でも、液状活性炭処理による抑制効果が確認され、

0.1ppm前後の場合75倍30L/m2程度、0.3ppm前後の場

合25倍30L/m2程度の施用が有効であることが示され

た。また着果節位別では、上位節着果した果実ほど

吸収量は少なかった（図2234-3、山形県データ略）。 

 (イ) 液状活性炭（活性炭フロアブル）の持続性

効果の検討 

 液状活性炭処理によって、火山灰土（現地、東京：

土壌ディルドリン濃度0.3ppm）では、25倍30L/m2の

処理により、基準値は超過しているものの、処理後

３年目までは持続が認められたが、４年目では効果

が不安定になった（図2234-4）。一方、沖積土壌（現

地、新潟：土壌ディルドリン濃度0.3 ppm）では液状

活性炭の処理により、H16半促成を除き、キュウリ果

実のディルドリン濃度は、４年間は継続して基準値

を下回っていたが、徐々に上昇し、５年目では基準

値付近までに達した（図2234-5）。 

 (ウ) 粉状及び粒状活性炭処理効果の検討 

粉状あるいは粒状活性炭処理は、種類及び処理量に

よって傾向は若干異なるものの、吸収抑制効果が認

められた（表2234-1、表2234-2）。また、沖積土（新

潟県）の現地実証試験において、土壌ディルドリン

濃度0.322ppmでも粉末活性炭Aの処理で残留基準値

以下に抑えることができた（表2234-2）。 

 土壌ディルドリン濃度が比較的高い火山灰土（現

地、埼玉県）における粉状活性炭処理によるディル

ドリン吸収抑制効果は、土壌のディルドリン濃度に

よって傾向は異なったが、土壌のディルドリン濃度
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が0.4～0.6ppm程度の場合、2000～4000g/m2程度を処

理することによって残留基準値以下に低減できた

（図2234-6）。また、沖積土（現地、山形県）におい

て、土壌のディルドリン濃度が0.3ppmの場合、

300g/m2の処理によって基準値以下に抑えられたが

（図2234-6）、土壌ディルドリン濃度が0.4ppmの場合、

基準値を超過するキュウリ果実が一部に認められた

（図2234-7）。 

(エ) 粉状活性炭の持続性効果の検討 

 粉状活性炭処理によって、火山灰土（現地、埼玉：

土壌ディルドリン濃度0.4、0.6ppm）では、4000g/m2

の処理により、キュウリ果実中のディルドリン濃度

を基準値以下に低減でき、抑制効果も持続すること

が明らかとなった（図2234-8）。粉状活性炭処理に

よって、沖積土（現地、新潟：土壌ディルドリン濃

度0.1 ppm）では、500g/m2の処理により、キュウリ

果実中のディルドリン濃度は基準値以下で推移し、

処理後４年経過後も持続効果が認められた（図

2234-9）。 

 (オ) 深耕時の粉状活性炭施用量の検討（新潟県、

現地試験） 

 土壌のディルドリン濃度が0.1ppm程度のほ場にお

いて、活性炭を１kg/m2施用し、深耕50cm行った場合、

慣行区と同等の吸収抑制効果が認められた。しかし、

深耕ローターの攪拌効率の低さから施用量と吸収抑

制に正の比例関係は認められなかった(図2234-10) 

図2234-1 液状活性炭25倍30L/m2 土壌混和

処理における主枝6～10節のキュウ

リ果実ディルドリン濃度（半促成栽

培，台木：ゆうゆう一輝・穂木：

シャープ1） 

図2234-2 液状活性炭25倍30L/m2 土壌混和処理

による着果部位別キュウリ果実のディル

ドリン吸収抑制効果（台木：ゆうゆう一

輝・穂木：シャープ1） 

図2234-3 沖積土における液状活性炭の処理法および処理量がよる節別キュウリ果実のディ

ルドリン吸収抑制効果に及ぼす影響（半促成栽培・現地圃場：新潟県 A 市，現地圃場

の水平土壌ディルドリン濃度：1号ハウス0.122ppm および2号ハウス0.322ppm） 
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ィ
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 (カ) 台木品種間におけるディルドリン吸収能の

比較検討  

 火山灰土（東京都）におけるキュウリ台木の違い

による果実中のディルドリン吸収は、‘ゆうゆう一

輝（黒）’が‘新土佐１号’よりも少なくなる傾向が

全般的に認められたが、穂木品種の違いにより若干

傾向が異なった（図2234-11）。また、火山灰土（東

京都）における液状活性炭25倍30L/m2土壌混和処理

によるキュウリ果実へのディルドリン残留低減およ

びその持続効果は認められたが、台木との併用の影

響は、品種により傾向が異なった（図2234-11）。 

 沖積土（新潟県）におけるキュウリ台木の違いに

よる果実中のディルドリン吸収は、現地圃場10箇所

のうち７箇所で、‘ゆうゆう一輝（黒）’が‘新土佐

１号’よりも少なくなる傾向が認められたが、３箇

所では判然としなかった（図2234-12）。 

図2234-4 火山灰土における液状活性炭処理

（25倍30L/m2）によるキュウリ果実の

ディルドリン吸収抑制の持続性効果

（東京都，H16.5.24処理，土壌ディル

ドリン濃度0.3ppm） 

図2234-5 沖積土における液状活性炭処理（25倍

30L/m2）によるキュウリ果実のディルド

リン吸収抑制の持続性効果（新潟県，

H16.9.4処理，土壌ディルドリン濃度

0.3ppm） 

表2234-1 異なる土壌タイプにおける粉状およ

び粒状活性炭処理が主枝6～10節のキュ

ウリ果実のディルドリン吸収抑制効果

に及ぼす影響 

表2234-2 沖積土における異なる粉状活性炭処理

が主枝6～10節のキュウリ果実のディル

ドリン吸収抑制効果に及ぼす影響（半促

成栽培・現地圃場：新潟県 A 市，土壌ディ

ルドリン濃度：1号ハウス0.1ppm 2号ハ

ウス0.3ppm） 

注) 全活性炭処理量は乾物換算で300g/m2とした． 

１) 粉末活性炭処理量は活性炭ドライ換算で示す．

２) 粒状活性炭処理量は容積比を示す．
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図2234-6 異なる土壌タイプ及び土壌ディルドリ

ン濃度における粉状活性炭処理量の違い

がキュウリ果実のディルドリン吸収抑制

に及ぼす影響（土壌ディルドリン濃度：

現地 A／0.61ppm, 現地 B／0.41ppm,現地

C･D／0.33ppm） 

図2234-7 沖積土における粉状活性炭処理が

ハウス無加温栽培キュウリのディル

ドリン吸収抑制に及ぼす影響（土壌

ディルドリン濃度：0.4 ppm，活性炭

処理量：300g/m2） 

図2234-8 火山灰土における粉状活性炭処理によるキュウリ果実のディルドリン吸収抑

制の持続性効果（埼玉県，土壌ディルドリン濃度：現地 A／0.6ppm 現地 B／

0.4ppm ，H18.8.19処理， 2000：2000g/m2 4000：4000g/m2，2000+1000:H19栽

培前に1000 g/m2を追加） 
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図2234-9 沖積土における粉状活性炭処理(500g/m2)によるキュウリ果実のディルドリン吸収抑制の持続

性効果（新潟県，土壌ディルドリン濃度：0.1ppm ，H16.7.27処理） 

図2234-10 深耕ローターにおける深耕50cm 時の活性炭施用量の検討 

(慣行：通常の耕うん機で耕うんする慣行法で m2あたり500g 活性炭施用量) 

図2234-11 低吸収台木と活性炭処理（25倍 30L/m2）の併用によるキュウリ果実中のディルドリン吸収抑制接

続効果（東京都，H16.5.24，土壌中ディルドリン濃度0.3ppm） 
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 エ 考 察 

 (ア) 液状活性炭(活性炭フロアブル)の処理効果

およびその持続性効果 

液状活性炭の土壌混和処理は、火山灰土壌および

沖積土壌において、キュウリのディルドリン吸収抑

制効果が認められた。また、着果節位の違いによっ

て、キュウリ果実中ディルドリン濃度は若干異なる

ものの、液状活性炭処理により吸収抑制効果がいず

れの部位においても確認されており、処理の有効性

が確認された。しかしながら、火山灰土壌よりも沖

積土壌において吸収抑制効果が高い傾向が認められ

ており、液状活性炭によるキュウリのディルドリン

吸収抑制効果には、土壌タイプが影響する可能性が

考えられた。植物が吸収する主な形態と考えられる

水に土壌中のディルドリンがどの程度溶出するか検

討した報告によれば、土壌ディルドリン濃度が

0.39ppmである火山灰土壌より0.34ppmである沖積土

壌の方が約３倍のディルドリンが溶出すると報告さ

れており１）、火山灰土壌と沖積土壌での吸収抑制効果

の違いは、土壌からのディルドリン溶出の特性の違

いが影響していると考えられる。 

 液状活性炭の処理方法として、簡易的な苗浸漬法

を試みたが、吸収抑制効果は極めて低く、土壌混和

処理が有効な手段と考えられた。液状活性炭の処理

濃度については、土壌ディルドリン濃度が0.1および

0.3ppmの沖積土（新潟）の現地実証試験によれば、

それぞれ75倍および25倍（30L/m2）の施用でディル

ドリン吸収抑制効果が認められた。また、土壌ディ

ルドリン濃度が0.3ppm程度の火山灰土（東京都）で

は、25倍（30L/m2）の施用でディルドリン吸収抑制

効果が認められたものの、基準値を超過した。この

ことから、施用量については、土壌ディルドリン濃

度や土壌タイプ別にさらなる検討が必要であり、さ

らに施用量を決定するための簡易的調査法の確立が

必要と考えられる。 

液状活性炭処理の吸収抑制の持続性効果について、

火山灰土（東京都）と沖積土（新潟県）で現地試験

を行い検討した。火山灰土では、３年間の持続性が

確認されたが、４年目から効果が不安定となる傾向

認められた。ただし、キュウリ果実のディルドリン

濃度は基準値を超過していたことから、施用量も含

めて再確認が必要と考えられた。沖積土では、約５

年間の持続性が確認され、ほとんどの栽培において

果実中ディルドリン濃度は基準値以下に抑制されて

いたが、作型や着果節位によっては基準値を超過す

る場合があるため、現行法では定期的な果実中ディ

ルドリン濃度の確認や超過する要因についての検討

が必要と考えられる。 

 (イ) 粉状及び粒状活性炭の処理効果およびその

持続性効果 

 粉状及び粒状活性炭の処理は、キュウリ果実の

ディルドリン吸収抑制効果が確認されたが、種類や

処理量によって抑制程度は異なった。土壌ディルド

リン濃度0.3ppmの沖積土（新潟県）において、３種

図2234-12 台木の違いによるキュウリ果実中のディルドリン濃度の差異 
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（A：木質系、B：ヤシ殻系、C：石炭系）の活性炭

を用いた試験によれば、木質系の活性炭の吸収抑制

効果が高かった。土壌タイプ、土壌ディルドリン濃

度および着果節位によって果実中ディルドリン濃度

の傾向は若干異なるため明確ではないが、活性炭の

タイプによって吸収抑制ポテンシャルが異なる可能

性が示唆された。土壌タイプや土壌ディルドリン濃

度別に活性炭の適合性を明らかにするとともに、吸

収抑制効果に関係のある活性炭の特性を明らかにす

ることで、ディルドリン吸収抑制処理用活性炭の開

発にフィードバックできると考えられる。 

 粉状活性炭処理の施用量について、土壌ディルド

リン濃度が0.3、0.4ppmの沖積土（山形県）において

300g/m2の粉状活性炭を施用し検討した結果、0.3ppm

では基準値以下に抑えることができたものの、

0.4ppmでは基準値を上回るキュウリ果実が一部に認

められた。また、土壌ディルドリン濃度が比較的高

い火山灰土（埼玉県、0.4～0.6ppm）で検討した結果、

2000～4000g/m2程度を処理することで、キュウリ果

実中ディルドリン濃度を基準値以下に低減できるこ

とが確認された。土壌からのディルドリン溶出性の

低い火山灰土では、沖積土に比べ大量（８倍以上）

の活性炭を投入することで、ディルドリン吸収を抑

制できる可能性が示唆された。しかしながら、火山

灰土だけでなく沖積土についても、土壌ディルドリ

ン濃度に応じた 適活性炭施与量推定法などを確立

する必要があると考えられる。また、生産現場では

50cm程度に深耕（通常は20cm程度）する場合がある

が、その場合は活性炭施与量を２倍以上にする必要

があることが示唆された。 

粉状活性炭処理の吸収抑制の持続性効果について、

火山灰土（埼玉県）と沖積土（新潟県）で現地試験

を行い検討した。火山灰土では、２年間の持続性が

確認された。沖積土では、約４年間の持続性が確認

され、果実中ディルドリン濃度は基準値以下に抑制

されていた。さらに継続試験を行い、効果がどの程

度持続するのかについて確認が必要と考えられる。 

 また、活性炭は、定植前に全面土壌混和処理する

殺センチュウ剤（ネマトリンエース粒剤、ラグビー

MC粒剤）を吸着し、薬剤効果を極端に低下させる可

能性が指摘されている。そのため、ネコブセンチュ

ウ害が発生する恐れがある圃場では、活性炭処理前

にD-D剤等による土壌くん蒸剤を行う必要があると

考えられる。 

 (ウ) 台木品種間におけるディルドリン吸収能の

差異 

 キュウリ台木の違いによる果実中のディルドリン

吸収は、火山灰土（東京都）では‘ゆうゆう一輝（黒）’

が‘新土佐１号’よりも少なくなる傾向が認められ

た。また、沖積土（新潟県）においても、果実中の

ディルドリン吸収は‘ゆうゆう一輝（黒）’が‘新土

佐１号’よりも少なくなる傾向が認められた。日本

のキュウリ栽培では、カボチャを台木に利用した栽

培方法が多く行われている。一方で、カボチャ属の

植物は他の植物に比べてディルドリンやエンドリン

の吸収量が極めて高く、さらに台木等に用いられる

カボチャ品種間でも吸収特性は異なり、地上部の

ディルドリン濃度は‘ゆうゆう一輝（黒）’が‘新土

佐１号’より少なくなる傾向があるという報告があ

る２）。また、カボチャ台木４品種とキュウリ穂木４品

種を組み合わせて接ぎ木を行い、接ぎ木された植物

体のディルドリンおよびエンドリン含有量を調査し

た結果、それらの含有量は主に台木の特性に影響さ

れるとの報告がある３）。本研究において、‘新土佐１

号’を台木に用いるよりも‘ゆうゆう一輝（黒）’を

台木に用いた方が、果実中ディルドリン濃度が低

かったのは、台木による吸収特性が影響したためと

考えられる。しかしながら、栽培条件、圃場条件及

び穂木の品種によっては、若干傾向が異なるものが

認められており、活性炭処理による吸収抑制効果と

の併用技術として考える必要があると考えられる。

また、台木による傾向が異なる要因についての解析

をするとともに、安定した台木利用方法の確立が必

要と考えられる。 

オ 今後の課題 

 活性炭や低吸収品種を用いた基盤技術は開発でき

たものの、実用化に向けて、今後以下の課題につい

て検討する必要がある。 

(ア) 土壌のディルドリン濃度と活性炭投入量の

関係解明 

 (イ) 火山灰土および沖積土の特徴を踏まえた現

場利用型のマニュアル作成 

 (ウ) 吸着資材・低吸収品種を利用した出荷農産

物の安全性認識システムの構築 

 (エ) 活性炭利用によるセンチュウ剤吸着効果の

検証 
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カ 要 約 

(ア) 液状活性炭の処理効果およびその持続性効

果 

 液状活性炭の土壌混和処理よるキュウリ果実の

ディルドリン吸収抑制効果が確認され、その効果は

火山灰土に比べて沖積土で高かった。沖積土（土壌

濃度約0.3ppm）では25倍30L/m2の処理で抑制効果が

確認され、４年間は持続性が確認された。火山灰土

（土壌濃度約0.3ppm）では25倍30L/m2の処理により、

３年間は持続性が認められた。 

(イ) 粉状活性炭の処理効果およびその持続性効

果 

 粉上活性炭処理によるキュウリ果実のディルドリ

ン吸収抑制効果が確認された。火山灰土（土壌濃度

約0.4～0.6ppm）では、2000～4000g/m2の処理で抑制

効果が確認され、処理後２年間の持続性も認められ

た。沖積土（土壌濃度約0.3ppm）では、500g/m2の処

理で抑制効果が確認され、処理後４年間の持続性が

認められた。また土壌濃度が0.4ppmの沖積土に

300g/m2処理した場合、基準値を超過する果実が一部

に認められた。 

 (ウ) 台木品種間におけるディルドリン吸収能の

差異 

 火山灰土および沖積土におけるキュウリ台木の違

いによる果実中のディルドリン吸収量は、‘新土佐

１号’よりも‘ゆうゆう一輝（黒）’で低くなる傾向

が認められたが、栽培条件、圃場条件および穂木品

種によって若干傾向は異なった。 
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(5) 好気的ドリン分解細菌の探索・単離と利用技術

の開発 

 ア 研究目的 

近年、農耕地土壌等の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

バイオレメディエーション技術が注目されている。

しかし、ドリン系農薬を好気的に脱塩素分解する細

菌は、世界的に単離されておらず、バイオレメディ

エーション技術を開発するうえで大きな阻害要因に

なっている。そこで本研究では、既に開発した土壌・

木炭環流法による分解菌集積・単離技術を応用し、

ドリン汚染土壌等からディルドリン脱塩素分解菌を

集積・単離・同定すると共に、その分解代謝経路を

明らかにする。また、単離した分解菌を用い、ドリ

ン汚染土壌のバイオレメディエーション技術の開発

を行う。 

イ 研究方法 

 (ア) 既存の有機塩素系農薬分解菌(群)による

ディルドリン分解能の検定・評価 

ａ 資化性菌（群）を用いた検定 

 ３ppmディルドリン含有無機塩液体培地にPCNB分

解細菌群PD3(新規分解菌Nocardioides sp. PD653、

Burkholderia cepaciaその他の複数複合系)とシマジン

（SI）分解細菌群CD7（Arthrobacter sp.（CD7w）、

Bradyrhizobium japonicum（CSB）、β-Proteobacteria

（CDB）の３種複合系）を各々２コロニーずつ接種

し、25℃で10日間振とう培養した。培養液中のディ

ルドリンとCl-濃度を測定し、各分解細菌群のディル

ドリン分解能を検定・評価した。 

ｂ 共役代謝菌を用いた検定 

 ３ppmディルドリン含有無機塩培地にC源としてグ

ルコース0.1g/Lを添加し、chlorothalonil（TPN）分解

細 菌 TB1 と pretilachlor （ PTC ） 分 解 細 菌

Mycobacterium.sp PTCD1を各々２コロニーずつ接種

し、25℃で10日間振とう培養した。培養液中のディ

ルドリンとCl-濃度を測定し、各分解細菌群のディル

ドリン分解能を検定・評価した。 

 (イ) 土壌・木炭環流法によるディルドリン脱塩

素分解菌の集積 

 ａ 環流液にビタミンを添加しない場合（C源は

アセトンとディルドリン） 
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 500ml容環流装置に各地（北海道、新潟、埼玉、東

京）のドリン汚染土壌20g（乾土相当）に木質炭化素

材A1gを混和したものを充填し、３ppmディルドリン

含有無機塩培地300ml（アセトン10ml含む）を25℃暗

所で８週間環流させた。経時的に環流液中のディル

ドリンとCl－濃度の変化をHPLCで調べ、各汚染土壌

のディルドリン分解菌の集積状況を確認した。また、

この試験に先立ち培地への 適なアセトン添加量を

決定するために北海道土壌を用いてアセトン添加量

を変化させ同様の試験を行った。 

ｂ 環流液にビタミン(５種混合)を添加した場

合 

 500ml容環流装置に北海道のドリン汚染土壌20g（乾

土相当）と木質炭化素材A 1gを混和したものを充填し、

３ppmディルドリン含有無機塩培地300ml（アセトン

4.5mlとビタミン５種混合液（V5mix：シアノコバラミ

ン、パントテン酸カルシウム、p-アミノ安息香酸、ニ

コチン酸、ピリドキシン塩酸塩）を含む）を環流させ、

30℃暗所で11週間培養を行った。経時的に環流液中の

ディルドリンとCl-濃度の変化をHPLCで調べ、汚染土

壌のディルドリン分解菌の集積状況を確認した。 

 (ウ) 木質炭化素材へのディルドリン分解菌の純

化・集積 

 ａ 炭素源として有機酸を添加しない場合（C源

はアセトンとディルドリン） 

 物性の異なる２種の木質炭化素材（A：比表面積

100g/m2、pH7.8とA-1：比表面積70g/m2、pH5.6）を

7.5gずつ環流装置に充填し、２)で分解菌集積の進ん

だ土壌（北海道と埼玉）から取り出した木質炭化素

材0.25gを接種後、同様の環流試験を行いディルドリ

ン分解菌の純化・集積状況を確認した。 

ｂ 炭素源として有機酸を添加した場合 

 純化・集積試験終了後５℃で１ヶ月間保存した２

種（北海道及び埼玉汚染土壌由来）の木質炭化素材A

からディルドリン分解菌を分離するため、500ml容環

流装置に炭化素材Aを各々10g充填し、ディルドリン

（３ppm）無機塩培地250ml（アセトン１mlとピルビ

ン酸0.01g/Lを含む）を環流させ、25℃暗所で６週間

培養を行った。経時的に環流液中のディルドリンと

Cl－濃度の変化をHPLCで調べ、ディルドリン分解菌

の集積状況を確認した。 

 ウ 研究結果 

(ア) 既存の有機塩素系農薬分解菌（群）による

ディルドリン分解能の検定・評価 

ａ 資化性菌（群）を用いた検定 

 何れの分解細菌群も10日間培養後の培養液中から

Cl-は検出されず、ディルドリン濃度も低下していな

かった（デ-タ省略）。これらの結果から、PCNB分解

細菌群PD3とSI分解細菌群CD7にはディルドリン分

解能がないことが明らかになった。 

ｂ 共役代謝菌を用いた検定 

 何れの分解細菌も10日間培養後の培養液中からCl-

は検出されず、ディルドリン濃度も低下していな

かった（デ-タ省略）。これらの結果から、TPN分解細

菌TB1とPTC分解細菌PTCD1にはディルドリン分解

能がないことが明らかになった。 

 (イ) 土壌・木炭環流法によるドリン脱塩素分解

菌の集積 

ａ 環流液にビタミンを添加しない場合 

 培地へのアセトン添加量を変化させた土壌環流試

験の結果、アセトン添加量の増加に伴ってディルド

リン分解速度（Cl-の生成速度）は高まることが明ら

かになった（図2235-1）。また、４種のドリン汚染土

壌を用いたディルドリン分解菌集積試験では、何れ

の土壌からも環流日数の増加に伴いCl-生成量は増加

したが、環流回数の増加によるCl-生成速度の顕著な

増加は観察されなかった（図2235-2）。これらの結果

から、環流土壌中でのディルドリンの分解はアセト

ンをC源とした共役代謝による脱塩素分解の可能性

が示唆された。 

ｂ 環流液にビタミン（５種混合）を添加した

場合 

 北海道のドリン汚染土壌を用いたディルドリン分

解菌集積試験では、環流日数の増加に伴いCl-生成量

は増加した。特に環流35日目以降Cl-生成速度とディ

ルドリン消失速度の顕著な増加が観察された（図

2235-3）。これらの結果から環流試験系内にディルド

リン脱塩素分解菌(群)の集積が示唆された。 

 (ウ) 木質炭化素材へのディルドリン脱塩素分解

菌の純化・集積 

 ａ 炭素源として有機酸を添加しない場合（C源

はアセトンとディルドリン） 

 ２種の木質炭化素材へのディルドリン分解菌純

化・集積試験では、素材Aの方がCl-生成量が多かった。

しかし、環流回数の増加に伴う、Cl-生成速度の顕著

な増加は確認されなかった（図2235-4）。 
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図2235-3 ディルドリン残留土壌(北海道)を用いた5種ビタミン添加によるディルドリン分解菌集積試験 
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図2235-4 木質炭化素材 A を用いたディルドリン分解菌純化・集積試験 

図2235-5 木質炭化素材 A を用いた有機酸添加によるディルドリン分解菌純化・集積試験 

 ｂ 炭素源として有機酸（ピルビン酸、フマル

酸）を添加した場合 

 アセトン以外C源としてピルビン酸やフマル酸を添

加した培地を用いて環流試験を行ったが、いずれの炭

化素材も環流回数の増加に伴う、Cl-生成速度の顕著な

増加は確認されなかった（図2235-5）。従って、炭化

素材からのディルドリン分解菌の分離は中止した。 

 エ 考 察 

 (ア) 既存の有機塩素系農薬分解菌（群）による

ディルドリン分解能の検定・評価 

課題担当者が保有する有機塩素系農薬分解菌群

（資化性）２種と有機塩素系農薬分解菌(共役代謝

性)２種は何れも、ディルドリンを分解できないこと

が明らかになった。これは、環境ジエンに多数の塩

素置換基を有するディルドリンの立体構造が、芳香

環に多数の塩素置換基を有する他の有機塩素系農薬

と大きく異なることに起因すると考えられる。 

 (イ) 土壌・木炭環流法によるディルドリン脱塩

素分解菌の集積 

 全国４カ所のドリン汚染土壌を用いて、土壌・木

炭還流法によりディルドリン脱塩素分解菌の集積を

試みたが、何れの土壌においても顕著な集積現象は

確認できなかった。これは、環流土壌中でのディル

ドリン分解は分散剤として添加したアセトン等をC

源とした共役代謝による脱塩素分解であるため、資

化性菌集積のように環流回数の増加に伴い、Cl-生成
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速度の顕著な増加が起こらないことに起因すると考

えられる。また、５種ビタミンを環流液に添加して

土壌・木炭還流法を行うと、Cl-生成速度の顕著な増

加が観察されたが、環流液を定期的に交換しながら、

さらに環流を継続すると、Cl-生成速度は増加せず、

逆に低下してしまった（デ-タ省略）。この原因は今

のところ不明であるが、何れにせよ当初期待した

ディルドリン資化性菌の集積は困難であった。 

 (ウ) 木質炭化素材へのディルドリン脱塩素分解

菌の純化・集積 

 環流液中C源としてディルドリン以外にアセトン

(分散剤として使用)のみを添加した場合とアセトン

以外に有機酸（ピルビン酸、フマル酸）を添加した

場合で、何れの場合においても、ディルドリン脱塩

素分解菌の純化・集積は困難であった。これは、分

散剤として使用しているアセトンを資化する細菌が

木質炭化素材中に優占してしまうためだと考えられ

る。 

オ 今後の課題 

 ディルドリンの水溶解度は0.1ppmと非常に低いた

め、環流液中に添加する際に、分散剤としてアセト

ンを添加（培地１Lに対して４～10ml）している。し

かし、土壌中にはアセトンを資化する細菌が多数生

息するため、アセトン資化性菌が先に集積してしま

いディルドリン分解菌（資化性）が集積できない。

この問題を解決するには、土壌細菌に資化されにく

い分散剤を探索し、使用するか、ディルドリンの水

溶解度を高めた誘導体（塩素置換基を保護して、炭

化水素部分に極性基を導入）を基質にして集積試験

を行う必要がある。 

カ 要 約 

土壌・木炭環流法を用いてドリン汚染土壌から、

ディルドリン脱塩素分解菌の集積・単離を試みた。

共役代謝による、環流液中のCl-生成量の増加は確認

できたが、 終的に分解菌の単離には至らなかった。 

研究担当者（高木和広＊） 

４ ダイオキシン類の拡散防止技術の開発 

(1) 土壌凝集剤および吸着剤を用いた化学物質の汚

染拡散防止技術の開発 

 ア 研究目的 

 残 留 性 有 機 汚 染 物 質 （ Persistent Organic 

Pollutants：POPs）に関するストックホルム条約では

ダイオキシン類を含む12物質が指定され、加盟国の

主要な義務として製造・使用・輸出入の禁止や制限、

廃棄物の適正処理および排出削減が求められている。 

 わが国の水田では、過去に除草剤として

Pentachlorophenol（PCP）や1,3,5-trichloro -2-(4-nitro- 

penoxy) benzene（CNP）が施用されており、前者に

は主にOCDD/FやHpCDD/Fs などの塩素数の多いダ

イオキシン類の異性体（Hagenmainer, Brunner）１)

が、後者には主に1,3,6,8-TeCDDや1,3,7,9-TeCDD

のような塩素数の少ない異性体（Masunaga et al.）２)

が不純物として混入していた。これら除草剤の農薬

登録はすでに失効しているが、混入していたダイオ

キシン類は現在も水田土壌に残存している。ダイオ

キシン類は、水田土壌から玄米への移行はほとんど

ないとされている（桑原ら）３)。しかし、ダイオキシ

ン類等のPOPsは水田中で土壌粒子等に吸着しており、

代掻き時または増水時に発生する懸濁物質（SS）に

強く収着した形態で水田から河川・湖沼・海洋に流

出するため（清家ら）４）、（Masunaga et al.）５)、こ

の汚染された水系・底泥に棲む魚貝類に取り込まれ、

食物連鎖を通じて人間に摂取される経路が懸念され

る。 

 そこで、本研究ではこれまでに当研究グループが

スクリーニングした 適凝集剤（塩化カルシウム（塩

カル）および塩化カリウム（塩カリ）資材）を用い

て代かき水中のSSを効率的に沈降させることにより、

水田からのダイオキシン類等の拡散防止技術を開発

する。さらに、吸着剤および界面活性剤を用いた土

壌中のダイオキシン類低減効果を検証する。 

 イ 研究方法 

(ア) 凝集剤施用に伴うダイオキシン類の流出抑

制 

 各区約30 aの水田（細粒黄色土）に凝集剤として

塩カル資材または塩カリ資材を、30 kg/10aの割合で

散布後、代かきを実施した。１､３および24時間後に

落水させて水尻より田面水を採取し、ダイオキシン

類、DDE、HCH濃度をガスクロマトグラフ質量分析

計（GCMS）で測定した（SS含量は次項2242を参照）。

また、田面水中のSSを連続遠心分離法（牧野ら）６)

で除去した後、GCMS法により水溶態ダイオキシン類

濃度を測定した。 

(イ) 各種活性炭のダイオキシン類吸着能の比較 

連続遠心分離法により黄色土から粒径１μm以下
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の土壌懸濁粒子を分取した。この懸濁液（乾燥土0.4g

相当）に各種活性炭資材を２g加えて振とうした。振

とう後、ステンレス篩いで資材と土壌を分離し、土

壌のダイオキシン類濃度をCALUX法（バイオアッセ

イ法）で測定した。 

(ウ) 各種活性炭の表面特性評価 

 各種活性炭資材の窒素吸着をBET法で解析し比表

面積を求めた。また、ガス吸脱着測定装置（カンタ

クローム社、AUTOSORB-1）を用いて25℃における

水蒸気吸着等温線を作成し、活性炭の比表面積およ

び水蒸気吸着量とダイオキシン類除去率との関係を

解析した。 

(エ) 界面活性剤のスクリーニング 

連続遠心分離法で黄色土から粒径１μm以下の土

壌粒子を分取した。レーザー散乱法で単粒となって

いることを確認後、懸濁液（乾燥土0.4g相当）をガ

ラス遠沈管に採取し、HLBの異なる陰イオン系界面活

性剤（表2241-3）を初期濃度0.5または0.9%加え振と

うした。振とう後、遠心分離して上澄みと土壌を分

離し、土壌のダイオキシン類濃度をCALUX法で測定

した。 

(オ) 界面活性剤によるダイオキシン類除去 

 ダイオキシン類抽出効率の も高かった界面活性

剤（ペグノールST7）を初期濃度0.1～１%、固液比１：

２または１：10で黄色土に添加し、土壌のダイオキ

シン類濃度および懸濁液中の溶存炭素濃度を測定し

た。また、ペグノールST7の１％液1000mlを黄色土

200gに加え攪拌、静置して土壌と上澄みを分離して

それぞれを採取しCALUX法でダイオキシン類濃度を

測定した。また、上澄み液にシート状または粒状の

活性炭を添加してダイオキシン類を吸着させた後、

上澄み液に残存するダイオキシン類濃度を測定した。 

ウ 研究結果 

(ア) 凝集剤施用に伴うダイオキシン類の流出抑

制 

 凝集剤施用に伴い田面水中のダイオキシン類、

DDEおよびHCH含量は顕著に低下し、本法による水

田からのPOPs流出抑制効果が示された（表2241-1）。

含量低下の順はダイオキシン類≒DDE＞＞HCHとな

り、水溶解度が低く、水溶態の存在比が小さいほど

高い流出抑制効果が認められた（表2241-1、図

2241-1）。田面水中のダイオキシン類濃度は凝集剤施

用に伴い代掻き後３時間で無施用区の約10%と顕著

に減少し（表2241-1）、この減少率はSS濃度の変化に

近い値となった（図2241-1）。 

(イ) 各種活性炭のダイオキシン類吸着能の比較 

 ダイオキシン類除去率は活性炭によって５～53%

と大きく異なり、活性炭Fで高い値が得られた（表

2241-2）。一方、活性炭回収率は破砕状炭で低下する

傾向が認められた。活性炭AおよびBは性状が等しく

粒径が異なるが、細粒であるAで除去率が高い値と

なった。Aに酸化チタンを被覆した活性炭Cは除去率

がAより低下した。 

 

 

経過時間 処理区 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 p,p'-DDE β-HCH

無施用 100.0 100.0 100.0

塩カル 8.9 6.9 32.1

塩カリ 10.5 10.1 31.3

無施用 52.8 59.3

塩カル 2.9 26.8

塩カリ 2.5 34.8

無施用 25.9 21.6 44.2

塩カル 2.0 1.7 31.4

塩カリ 2.2 2.5 22.1

相対値（無施用区,1時間を100とする）

表１　凝集資材の施用に伴う田面水中のダイオキシン

1時間

3時間

24時間
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無施用 100.0 100.0 100.0

塩カル 8.9 6.9 32.1

塩カリ 10.5 10.1 31.3

無施用 52.8 59.3

塩カル 2.9 26.8

塩カリ 2.5 34.8

無施用 25.9 21.6 44.2

塩カル 2.0 1.7 31.4

塩カリ 2.2 2.5 22.1

相対値（無施用区,1時間を100とする）

表１　凝集資材の施用に伴う田面水中のダイオキシン

1時間

3時間

24時間

表2241-1 凝集資材の施用に伴う田面水中のダイ

オキシン類、DDE および HCH 含量の変化
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ダイオキシン除
去率（％）

活性炭回収率
（％）

原料 形状 粒子径 (mm) 賦活法

活性炭A 23.2 93.8 やしがら 破砕状 0.5～1.5 水蒸気賦活
活性炭B 13.5 93.5 やしがら 破砕状 2～4.5 水蒸気賦活
活性炭C 14.7 86.1 やしがら 破砕状 0.5～1.5 水蒸気賦活+酸化チタン被覆
活性炭D 30.5 101.5 やしがら 粒状 2～7×3.5 水蒸気賦活
活性炭E 17.6 96.3 石炭 破砕状 1～2.5 水蒸気賦活
活性炭F 53.4 99.6 石炭 円筒状 5.5～11.5×3.5 水蒸気賦活
活性炭G 30.2 100.9 石炭 シート状 水蒸気賦活
活性炭H 21.0 85.3 石炭 円筒状 4.0～7.0×3.0 水蒸気賦活
活性炭I 5.0 64.6 石炭 粒状 1～1.5 水蒸気賦活
活性炭J 38.4 91.8 ピート 破砕状 0.8～1.2 水蒸気賦活
活性炭Ｋ 4.5 79.1 ピート 針状 3～5 水蒸気賦活

表2241-2 各種活性炭資材による土壌からのダイオキシン類除去率、活性炭回収率および資材特性 
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図２　活性炭の比表面積と水蒸気吸着量
　　(重量ベース；P/P0=0.01)との関係
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図２　活性炭の比表面積と水蒸気吸着量
　　(重量ベース；P/P0=0.01)との関係
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図３　活性炭の比表面積とダイオキシン
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図３　活性炭の比表面積とダイオキシン
図2241-2 活性炭の比表面積と水蒸気吸着量との

関係(相対蒸気圧10%) 

図2241-3 活性炭の比表面積とダイオキシン類除去

率との関係 

図４　活性炭の水蒸気吸着量(面線ベース）
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図４　活性炭の水蒸気吸着量(面線ベース）
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 (ウ) 各種活性炭のダイオキシン類吸着能と表面

特性評価 

 各種活性炭の単位表面積ベースの水蒸気吸着等温

線（表面積は窒素BETからの算出値を使用）は資材に

よって大きく異なった（データ未掲載）。また、各種

活性炭の比表面積と重量ベースの水蒸気吸着量との

間には相関が認められなかった（図2241-2）。比表面

積とダイオキシン類除去率には明確な関係は認めら

れなかった（図2241-3）。一方、活性炭の面積ベース

水蒸気吸着量(P/P0=0.01)とダイオキシン類除去率

との間では相関が強く認められた（図2241-4）。 

 (エ) 界面活性剤のスクリーニングおよび界面活

性剤によるダイオキシンン類除去 

各種陰イオン系界面活性剤によるダイオキシン類

除去率は、ポリオキシエチレンアルキルエーテル型

のペグノールST7で も高い値を示した（表2241-3）。

界面活性剤のHLBとダイオキシン類除去率との間に

は明確な傾向は認められなかった（図2241-5）。 

 土壌に対するST7の吸着等温線はラングミュア

型を示し、平衡濃度の上昇に伴いダイオキシン類除

去率が増加した（図2241-6）。固液比１：２ではST7

は土壌に吸着されており、界面活性剤の評価には固

液比１：10以上が望ましいと考えられる。ポットレ

ベルで界面活性剤によるダイオキシン類除去効果

を検証した結果、洗浄処理するとダイオキシン類は

上澄み液に38％が移行し、活性炭シートによって定

量的に回収可能なことが明らかとなった（表

2241-4）。

表2241-3各種界面活性剤の特性およびダイオキシン類除去率

0.5% 0.9%
① ｿﾙﾎﾟｰﾙ 5115** 特殊陰イオン活性剤 混合物（未公開) 19.3 19.0

② ﾍﾟｸﾞﾉｰﾙ ST-7 ポリオキシエチレンアルキルエーテル型 ポリオキシエチレンアルキル（１２～１４）エーテル（７Ｅ．Ｏ．） 12.8 35.8 47.2

③ ﾍﾟｸﾞﾉｰﾙ O-16Aポリオキシエチレンアルキルエーテル型 ポリオキシエチレンオレイルエーテル(16E.O.) 14.5 5.9

④ ﾍﾟｸﾞﾉｰﾙ O-6A ポリオキシエチレンアルキルエーテル型 ポリオキシエチレンオレイルエーテル(6E.O.) 9.6 6.3 30.5

⑤ ﾍﾟｸﾞﾉｰﾙ 14-O ポリオキシエチレングリコール脂肪酸エステル型 モノオレイン酸ポリエチレングリコール(PEG-8) 11.5 15.1 12.4

⑥ ﾍﾟｸﾞﾉｰﾙ 24-O ポリオキシエチレングリコール脂肪酸エステル型 ジオレイン酸ポリエチレングリコール(PEG-8) 7.9 29.3 18.9

** ｿﾙﾎﾟｰﾙ5115はベンチマークに使用。（既存の報告で最も高いダイオキシン除去率を示した界面活性剤）

*
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 エ 考 察 

(ア) 凝集剤施用に伴うダイオキシン類の流出抑

制 

 研究対象とした水田土壌は主に結晶性の粘土コロ

イドを含み、その表面電荷は負に帯電し、粒子間に

静電気反発力が生じて分散する。このような分散系

に凝集剤を添加すると粒子電荷が中和され、反発力

が低下して粒子同士が接近しやすくなる。粒子間に

はファンデルワールス力も働いているので、粒子同

士が衝突すると凝集する。ここでは、価格、環境影

響を考慮してあらかじめスクリーニングしていた無

機系凝集剤の塩化カルシウム、塩化カリウムを用い

た。ダイオキシン類、DDE、HCH濃度は凝集剤施用

で大きく低下した。特にダイオキシン類の濃度低下

は著しく、この減少率はSS濃度の変化とほぼ等しい

値となった。代掻き時に田面水のSSを凝集剤で沈降

させることにより、簡易な手法でダイオキシン類の

流出が大幅に抑制可能なことが明らかとなった。一

方、HCHはダイオキシン類に比べ流出抑制効果が低

い。HCHはダイオキシン類に比べ水溶解度が高く、

水溶態の割合が多いため、放出抑制効果が相対的に

低くなったと考えられる。 

(イ) 各種活性炭のダイオキシン類吸着能の比較 

ダイオキシン類除去率は活性炭によって５～53%

と大きく異なった（表2241-2）。活性炭回収率は破砕

状炭で低下しており、振とう中に部分的に壊れ細粒

化したと考えられる。活性炭の形状としては破砕状

以外が望ましい。活性炭AおよびBは性状が等しく粒

径が異なるが、細粒であるAで除去率が高くなった。

Aに酸化チタンを被覆した活性炭Cは除去率がAより

低下した。以上の結果より、土壌中ダイオキシン類

の除去に適する資材として活性炭Fを選定した。 

(ウ) 各種活性炭のダイオキシン類吸着能と表面

特性との関係 

 各種活性炭の単位表面積ベースの水蒸気吸着等温

線（表面積は窒素BETからの算出値を使用）は資材に

よって大きく異なった（データ未掲載）。また、各種

活性炭の比表面積と重量ベースの水蒸気吸着量との

間には相関が認められず、水蒸気吸着には資材の表

面特性（疎水性）が関係すると推察される。一方、

比表面積とダイオキシン類除去率には明確な関係は

認められず、活性炭の面積ベース水蒸気吸着量

（P/P0=0.01）とダイオキシン類除去率との間では相

関係数が高くなった。以上のことより、本条件では

活性炭によるダイオキシン類除去に表面特性（疎水

性）が影響することが示唆された。 

 (エ) 界面活性剤のスクリーニングとダイオキシ

ン類除去性評価 

 各種陰イオン界面活性剤のダイオキシン類除去率

はペグノールST7が も高く、 適資材として選定し

た。土壌に対するST7の吸着等温線はラングミュア型

を示し、平衡濃度の上昇に伴いダイオキシン類除去

率が増加した。固液比１：２の施用量ではST7は土壌

に吸着されており、ダイオキシン類除去率が低下す

る。界面活性剤の除去効率向上には固液比１:５以上

が望ましいが、高固液比ではオンサイト洗浄が不可

能となる。今後、低固液比でダイオキシン類が除去

可能な資材、手法を検討する必要がある。 

 ダイオキシン類除去率には界面活性剤の疎水基

（アルキル）と親水基（エチレンオキシド）のバラ

ンスが関係すると推察されるが、界面活性剤のHLB

（界面活性剤の水と油への親和性の程度を示す値）

とダイオキシン類除去率との間には明確な傾向は認

められなかった（図 2241-5）。一方、疎水基と親水

基の結合部位がエステル型に比べてエーテル型では

除去率が高くなる傾向が認められた。 

 ST7の１％溶液を固液比１:５で土壌に添加し洗浄

処理するとダイオキシン類は上澄み液に38％が移行

し、上澄み液中のダイオキシン類は活性炭Fまたは活

性炭シートによってほぼ定量的に回収可能だった。

以上の結果より、界面活性剤による土壌洗浄はPOPs

除去に有効な手法と考えられる。 

  
吸着資材 土壌 上澄み 吸着剤

32％ 　－

4DX 7％ 25％

シート状活性炭 0％ 32％

表 1 洗浄処理による土壌中ダイオキシン類の除去効果 表2241-4 界面活性剤処理による土壌中ダイオキシン類の除去効果

活性炭 F 
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オ 今後の課題 

 (ア) 界面活性剤による土壌洗浄はPOPs除去に有

効な手法であるが、固液比や残留界面活性剤の分解

性などの問題点を解決する必要がある。浄化対象を

農耕地に限定せず、工場跡地などの適用も検討する

必要がある。 

(イ) 界面活性剤の除去効率向上には固液比１：

５以上が望ましいが、高固液比ではオンサイト洗浄

が不可能となる。今後、低固液比でダイオキシン類

が除去可能な資材、手法を検討する必要がある。 

カ 要 約 

 (ア) 水田に凝集剤を30 kg/10a加えることで、代

掻き水中のダイオキシン類、DDE、HCH濃度は大幅

に低下し、本法による流出抑制効果が明らかとなっ

た。 

(イ) 含量低下の順はダイオキシン類≒DDE＞＞

HCHとなり、水溶解度が低く、水溶態の存在割合が

小さい物質ほど高い放出抑制効果が認められた。 

 (ウ )  活性炭の面積ベース水蒸気吸着量

（P/P0=0.01）とダイオキシン類除去率との間では相

関係数が高くなり、本条件では活性炭によるダイオ

キシン類除去には表面特性（疎水性）が影響するこ

とが示唆された。活性炭Fを 適資材として選定した。 

 (エ) 各種陰イオン界面活性剤のダイオキシン類

除去率はペグノールST7が も高く、 適資材として

選定した。１%液を固液比１：２の施用量では、界面

活性剤が土壌へ吸着するためダイオキシン類除去率

が低下する。除去効率向上には固液比１：５以上が

望ましい。 

 (オ) ST7溶液で土壌を洗浄処理するとダイオキ

シン類は上澄み液に38％が移行し、活性炭Fおよび活

性炭シートによって回収可能だった。界面活性剤に

よる土壌洗浄はPOPs除去に有効な手法と考えられる。 
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研究担当者（牧野知之＊） 

(2) 土壌凝集剤および吸着剤を用いた化学物質の汚

染拡散防止技術の実証 

ア 研究目的 

代かき水の落水時には懸濁した土壌粒子が水田系

外に放出され、河川・湖沼・海洋に拡散することが多

い。土壌懸濁物質（SS）は重金属・農薬などの環境負

荷物質を含有することがあり、拡散にともなう環境汚

染が懸念されている。水田からのSSの流出を抑制する

手法には、耕種的方法として不耕起栽培や節水灌漑な

どがあるが（芝野ら）１)、既存の農法を変更する必要

がある。また、水田では微細な土壌粒子が大量に放出

されるため、工業的に実施されているろ過法によるSS

の除去は困難である。これまでに、石膏施用による代

掻き濁水浄化が報告されている10)。しかし、硫酸イオ

ンからの硫化水素生成による水稲の秋落ち現象や薬

剤の溶解性、農家の受け入れやすさ等を考慮して塩化

カルシウムおよび塩化カリウムを 適凝集剤として

スクリーニングした。これまでに硫酸カルシウムを前

項において、農業環境技術研究所では塩化カルシウム

（塩カル）および塩化カリウム（塩カリ）などの中性

塩を凝集剤として代掻き時に施用する方法で土壌懸

濁物質放出抑制の可能性を見いだした。しかし、実ほ

場を対象とした実証的な試験は行われていない。そこ

で、本課題では代かき時の凝集剤施用による水稲への

影響を調査するとともに、代かき水排水に伴う土壌粒

子などの系外放出量を測定し、河川水等の汚濁防止技

術の資料とする。 

イ 研究方法 

(ア) 土壌凝集剤の施用 

各区約30 aの水田（細粒黄色土）に凝集剤として

塩化カルシウム資材または塩化カリウム資材を15 kg 

または30 kg/10 aをブロードキャスターで散布後、代
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かきを実施した。また、別途トラクター直装型ライ

ムソワーで細粒または粗粒の塩カル資材20 kg/10 a

を散布し代掻きを行った。塩カル資材は食品添加物

用、塩カリ資材は肥料用を用いた。１、３および24

時間後に水尻より落水させて田面水を採取した。一

定容量の田面水を孔径0.2μmのメンブランフィル

ターで濾過後、メンブランフィルター上の残渣の

105℃乾燥重量を測定し、田面水中の懸濁物質（SS）

量とした。 

(イ) 凝集剤施用にともなう土壌化学特性の変化 

凝集剤施用前および栽培終了後の土壌を採取し、

風乾後、以下に示す土壌化学性の変化を調査した。

pH（H2O）：風乾土10ｇに純水20mlを加え振とうして

１時間放置後、pH電極で測定した。pH（KCl）：添加

溶媒を１M KCl溶液に変えてpH（H2O）と同様の操作

を行った。交換性陽イオン容量（CEC）：ショーレン

ベルガー法に基づいて行った。すなわち、ミニカラ

ムに風乾土を充填後、１M酢酸アンモニウム（pH7）

を加えてアンモニム飽和させた後、１M KCl溶液を加

えて抽出されたアンモニウム量を水蒸気蒸留法で測

定しCECを計算した。交換性塩基：上記ショーレン

ベルガー法で得られた１M 酢酸アンモニウム液中の

カルシウム（Ca）、マグネシウム（Mg）、カリウム（K）

含量をICP発光分光法で測定した。  

(ウ) 凝集剤施用にともなう水溶性土壌成分濃度

の変化 

 凝集剤施用後の水稲栽培期間中に水田土壌を採取

して超純水で抽出し（固液比=１：４）、水溶態の各

種成分濃度（全窒素、硝酸態窒素、塩素イオン、硫

酸イオン、K、Ca、Mg）を測定した。 

 (エ) 凝集剤施用にともなう水稲収量および各種

成分濃度の変化 

 代掻き後、水稲を栽培し生育、収量、各種成分吸

収量（全窒素、リン、K、Ca、Mg）を測定した。 

(オ) 凝集剤施用コストの試算 

 凝集剤施用に要する作業量、労賃、資材費から本

法のコストを試算した。 

 ウ 研究結果 

(ア) 土壌凝集剤の施用  

ブロードキャスターで凝集剤を施用した結果、施

用区の水尻より代掻き１時間後に採取した田面水は

ほぼ透明となり、田面水中SS含量は無施用区の５～

11％と顕著な低下を示した（図2242-1）。代掻き24時

間後でも無施用区のSS含量は代掻き１時間後の約

70%レベルと高い値を維持していた。ライムソワーに

よる代掻き同時施用でもブロードキャスターと同様

のSS流出抑制効果が認められたが、やや効果が落ち

る傾向があった（図2242-2）。 

 (イ) 凝集剤施用にともなう水溶性土壌成分濃度

および土壌化学特性の変化 

 栽培期間の水溶態K濃度は塩カリの施用量にほぼ

比例して高くなり、特に栽培開始時は15kg/10a施用区

で約100mg/l、30kg/10a施用区で約130mg/lと高い値を

示した（図2242-3）。水溶態Caは塩カル30kg区で生育

後期に高くなったが（図2242-4）、他の成分について

は凝集剤施用と濃度との間に明瞭な関係は認められ

なかった。土壌の交換性Kは塩カリ施用でやや増加し

たが、他の土壌特性については凝集剤施用による大

きな変化は認められなかった（表2242-1） 
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図１　栽培期間中の水溶態K濃度
図2242-3 栽培期間中の水溶態カリウム濃度 
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図２　栽培期間中の水溶態Ca濃度
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図２　栽培期間中の水溶態Ca濃度
図2242-4 栽培期間中の水溶態カルシウム濃度 

凝集剤 施用量(kg) pH(H2O) pH(KCl) 交換性Ca 交換性K 交換性Mg CEC
無施用 0 103.7 101.5 96.7 68.6 91.1 90.8

30 101.9 99.5 96.5 78.3 93.7 98.6
15 98.5 99.7 115.5 90.2 106.6 103.6
30 96.1 96.2 96.1 126.7 90.5 90.2
15 98.6 95.9 93.3 124.1 84.6 100.7

塩カル

塩カリ

表１　凝集資材の施用に伴う土壌化学性の変化(相対値；施用前＝100）表2242-1 凝集剤施用に伴う土壌化学性の変化 

2　凝集剤施用に伴う水稲の生育・収量の変化
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図2242-5 凝集剤施用に伴う水稲の生育・収量の変化 

（相対値；無施用=100） 

表２　成分吸収量および玄米カドミウム濃度

　Ｎ 　Ｐ 　Ｋ 　Ｃａ 　Ｍｇ
kg

30 7.5 2.1 9.9 1.6 1.0
15 7.4 2.0 9.8 1.5 1.0
30 7.6 2.0 9.9 1.6 1.0
15 10.7 2.5 11.8 1.7 1.2

無処理 7.3 2.0 10.7 1.5 1.0
注）成分吸収量は、わら、もみの合計値。

成分吸収量 (kg/10a)

塩カル

塩カリ

凝集剤 量

表2242-2 凝集剤施用が水稲の成分吸収量に及ぼす影響 

 

水
溶
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濃
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(H2O) 
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 (ウ) 凝集剤施用にともなう水稲収量および各種

成分濃度の変化 

 水稲の生育、収量（図2242-5）、成分吸収量（表

2242-2）ともに無処理区に比べ、塩カリ15kg区で高

い値を示したが、塩カリ30kg区は無処理区と同レベ

ルであった。塩カル区は無処理区とほぼ同じ値とな

り、各区ともに凝集剤施用による悪影響は認められ

なかった。 

(エ) 凝集剤施用コストの試算 

 ブロードキャスターを用いた場合のコストは、作

業量(0.9h/ha)、労賃(2,000円/h）、資材費(塩カル

2,000円/25kg、塩カリ1,000円/20kg)、資材施用量

(300kg/ha)より、機材を除いて25,800円/ha(塩カル)、

16,800円/ha(塩カリ)となった。ライムソワーの場合、

作業量が0.25hに軽減され、24,500円/ha(塩カル)、

15,500円/ha(塩カリ)となった（図2242-4）。 

エ 考 察 

(ア) 土壌凝集剤の施用 

今回の試験圃場の土壌は細粒質で高い微粒子分散

性を示すため、代掻き後の沈降速度が遅く、長時間、

田面水中に微粒子が残存する。代掻き24時間後でも

無施用区のSS含量は代掻き１時間後の約70%と高い

値を維持していた。このような高分散性の土壌でも

塩カルおよび塩カリ資材は高い凝集効果を示してお

り、代掻き１時間後には凝集剤施用区の田面水中SS

濃度は無施用区に比べて５～11%と大きく低下した。

一方、塩カルに比べて塩カリ資材の施用効果はやや

劣る結果となったが、これはCaイオンが二価である

ため一価イオンであるカリウムイオンより高い凝集

効果を示したためと推察される。凝集効果を考慮す

ると塩カルが効果的であるが、塩カリ資材は肥料成

分としても利用可能なうえ、農家へ普及させやすい

との長所がある。必要に応じて両者を適宜選択する

と良いと考えられる。 

 トラクター直装型ライムソワーで代掻きと凝集剤

施用を同時に行った場合もブロードキャスターと同

様のSS流出抑制効果が認められたが、施用資材の粒

径で効果が異なり、疎粒に比べて細粒で高い効果が

得られた。代掻き同時施用では施用と土壌―資材の攪

拌混合が同時に行われるため、粒子の溶解速度が施

用効果に影響すると考えられる。以上の結果より、

トラクター直装型ライムソワー施用法では細粒の凝

集剤を用いるべきと判断した。また、図2242-2にお

いて無施用区１時間後および３時間後のSS含量はそ

れぞれ約48g/L、38g/Ｌと顕著に高い値を示したが、

施用当日に強風が吹いたため、風雨によるSSの巻き

上げが影響したと考えられる。 

 (イ) 凝集剤施用にともなう水溶性土壌成分およ

び土壌化学特性の変化 

 栽培期間の水溶態K濃度は塩カリの施用量にほぼ

比例して高くなり(図2242-3）、水溶態Caは塩カル

30kg区で生育後期に高くなったが（図2242-4）、他の

成分については凝集剤施用と濃度との間に明瞭な関

係は認められなかった。以上のように、栽培期間中

における土壌の水溶性成分についてはカリウムを除

いて凝集剤施用による大きな影響は認められなかっ

た。また、土壌化学性も塩カリ施用において交換性

カリウムがやや増加したものの、顕著な変化は認め

られなかった。カリウムは水稲の必須多量要素であ

り、水溶性成分および土壌化学性の点からは水稲生

育に悪影響は及ぼさないと推察される。 

 (ウ) 凝集剤施用にともなう水稲収量および各種

成分濃度の変化 

 塩カリ15kg施用区では水稲の生育、収量および玄

米窒素濃度が高くなったが、塩カリ30kg区では施用

効果が認められず、塩カリ15kg区の高い収量は土壌

肥沃度が元々高かった可能性が推察される。塩カル

施用区においても、凝集剤施用により、水稲の生育、

収量、各種成分吸収量に悪影響は認められず、凝集

剤を利用した土壌懸濁物質流出抑制法は水田に適用

可能と考えられる。 

(エ) 凝集剤コストの試算 

 凝集剤の施用コストはトラクター直装型ライムソ

ワーを用いた場合、ヘクタール当たり塩カルで

24,500円、塩カリで15,500円となり、ヘクタール当

たり粗収入の１～２％の値となった。この数値は農

家としても容認できるコストと考えられ、特に塩化

カリウムは肥料成分でもあるため、慣行施用に上乗

せする形での営農指導も可能と考えられる。 

以上の結果より、凝集剤を代掻き時に施用するこ

とで、懸濁物質放出抑制効果が高く、水稲栽培に悪

影響を与えず、かつ安価な新技術が開発された。本

技術は農家圃場現地ほ場に適用可能と考えられる。 

 オ 今後の課題 

 (ア) 凝集剤施用時の天候が強風または降雨が激

しいときには、懸濁物質放出抑制効果が軽減してお
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り、凝集剤施用量を増加させることで対応可能か検

討を要する。 

 (イ) 本試験よりもさらに土壌分散性の高い圃場、

例えば沖縄県の国頭マージなどに本法が適用可能か

検討を要する。 

 カ 要 約 

 (ア) ライムソワーによる代掻き同時施用でもブ

ロードキャスターと同等のSSの流出抑制効果が認め

られ、本法の省力化が可能となった。 

(イ) 土壌の化学的特性、水稲生育、収量、成分

吸収量に関して、凝集剤施用による悪影響は認めら

れず、本技術は現地圃場に適用できることが実証さ

れた。 

 (ウ) 凝集剤散布にトラクター直装型ライムソ

ワーを用いた場合、施用コストは15,500円/ha(塩カ

リ)となった。 

 キ 引用文献 

１) 芝野和夫 (2002) ダイオキシン類の水田からの

流出・流下特性.農業環境成果情報.18:No.２ 

２) 赤江剛夫(1994) 現地試験による石膏の代掻き濁

水浄化効果の検討. 土壌の物理性.69:3-10. 

 研究担当者（濱田千裕、武井真理、落合幾美、牧

野知之＊） 

(3) ダイオキシン類動態制御のための新規疎水性資

材の開発 

 ア 研究目的 

水田土壌に含まれるダイオキシン類およびPOPsは

難溶性で土壌に吸着し、代掻き時には土壌懸濁物質

の形態で流亡して生態系を汚染する可能性が指摘さ

れており、水田からの汚染低減が求められている。

本研究で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

発を目的とする。土壌中からダイオキシンを除去す

るには、水溶液への可溶化が必要となる。そこでダ

イオキシン類の可溶化モデルを作製する。また、土

壌ダイオキシン類を可溶化・イオン化する手法を開

発して、イオン化ダイオキシン類の電気化学的処理

（エレクトロキネティックレメディエーション）を

検討し、汚染低減量を明らかにする。 

イ 研究方法 

 (ア) ダイオキシン類モデル物質の検討を行った

結果、特定の波長で蛍光を発するピレンとアントラ

センを選定した。ピレンとアントラセンは、界面活

性物質であるβシクロデキストリンまたは、γシク

ロデキストリン溶液に溶解させた。次に疎水性資材

のベースとなる物質をモデル物質に用いスクリーニ

ングをした。スクリーニングには、疎水化粘土、ゾ

ルゲルガラス、カーボンナノチューブ（CNF）を選

定した。疎水化粘土はイオン交換法を用い、作製し

た。水溶化したピレン溶液に疎水化粘土を添加し、

添加24時間後に上精中のピレン濃度を蛍光法により

測定した。カーボンナノファイバーは島津製作所製

を用い、上記と同様の方法で上精中のピレン濃度を

蛍光法により測定した。ゾルゲルガラスはテトラメ

トキシシラン（TMS）とフェニルキ基（Ph）、アミノ

基を持つ化合物を混合し作製した。 

 (イ) ダイオキシン類モデル物質に対して良好な

吸着を示したカーボンナノチューブ(CNF)をいくつ

かの高分子材料の中に担持させるための条件を検討

した。キトサンは自然界中に豊富に存在し、生分解

性、抗菌性、無害性当に優れている。そこでキトサ

ンゲル中にCNFを添加し、CNF-キトサンゲルを作製

した。ポリスチレンは成型加工が容易なことから広

く汎用されている。CNFをポリスチレンのジクロロ

メタン溶液（10％）に１％となるように加えた、CNF-

ポリスチレンを作製した。また、上記にあるゾルゲ

ルガラスとCNFを混合したCNF-ガラス複合体を作製

した。これらの材料を用い、シクロデキストリン溶

液に溶解したピレンを蛍光法により測定し、各種複

合材料のピレン吸着能を測定した。 

 (ウ) 活性炭は、電子レンジなどが出すマイクロ

波（2.45GHz、700W）をほとんど吸収せず、グラファ

イトはよく吸収するとのデータが報告されており、

CNFはその中間的な性質を示すことが、予備的な実

験で明らかとなった。この性質を利用し、CNFを使っ

たダイオキシン類モデルのマイクロ波分解実験を

行った。ダイオキシンモデル物質として、ダイオキ

シンの類似物質としてよく用いられるアントラセン

を用いた。アントラセンの分析方法は、我々が見出

したピレン可溶化法と同様の条件で、シクロデキス

トリン溶液にアントラセンを溶解させた。水溶化ア

ントラセンに対するCNFとマイクロ波による分解能

は、蛍光法により測定した。 

ウ 研究結果

(ア) ２種類の４級アンモニウム塩と４種類の疎
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水性アミノ酸を用いて、モンモリロナイトの交換性

層間ナトリウムイオンとのイオン交換反応を行うこ

とで疎水化粘土を作製した。構造X線回折により確認

した後、水溶性ピレンの吸着特性を蛍光法により検

討した結果、疎水性イオンを層間に挿入した疎水性

粘土は予想に反して、ピレン吸着能が低かった。 

 島津製作所製のCNFは、β-シクロデキストリンま

たは、γ-シクロデキストリン溶液に溶解させたピレ

ン溶液に添加24時間後に蛍光法によりピレン残量を

測定した。結果、上精中のピレンはほとんど測定さ

れなかった。溶液中の90％以上のピレンが取り除か

れていた（図2243-1）。 

テトラメトキシシラン（TMS）とフェニルキ基（Ph）、

アミノ基を持つ化合物を混合し、ゾルゲル法により

作製した各種ゾルゲルガラスは水溶性ピレンを吸着

することを示した（図2243-2）。TMS混合ゾルゲルガ

ラスは約50%、Phとアミノ基を混合したゾルゲルガラ

スは約80%のピレンを吸着した。 

 以上のことより、ゾルゲルガラスまたはCNFが溶

液中のダイオキシンモデル物質を吸着する特性のあ

ることが示された。さらにCNFは非常に高い吸着特

性があることが示された。CNFはナノ物質であるた

めに成型加工が容易ではない。そこで次にポリスチ

レン、キトサンゲルなどの高分子材料に添加し、成

型加工ができる疎水性材料の開発を目標とした。 

 (イ) 疎水化粘土、ゾルゲルガラスなどの物質を

種々検討した結果、島津製作所製のカーボンナノ

チューブ（CNF)が平面型多環式芳香族化合物に対し

良好な吸着特性を持つことが分かった。CNFは極性

を持ち、ある程度水に溶ける物質（一般に使われる

多くの薬品類がこれに当る。農業分野では農薬）に

対しては、弱い吸着能しか示さずダイオキシン類を

はじめとする環境ホルモン選択的吸着剤となる可能

性が示唆された。CNFをゾルゲルガラスに封入ある

いは生分解性高分子であるキトサンゲルに担持して

作製した材料はCNF単独の場合と同様の吸着力を有

していることが分かり、土壌と簡単に分離できる疎

水性資材の合成に成功した（図2243-3、4）。 

 CNFをポリスチレンのジクロロメタン溶液（10%）

に１%となるように加えてCNF-ポリスチレンを作製

した。CNF-ポリスチレンはピレンを吸着することが

示された（図2243-5）。この結果より、CNFはポリス

チレンとの複合化により成型可能な吸着材料になる

ことが示された。 
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図2243-1 シクロデキストリンにより水溶化したピレンの CNF への吸着 

βおよびγ‐シクロデキストリン（CD)）で可溶化したピレン、CNF（図中では Cと表記） 
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 (ウ) 活性炭はマイクロ波をほとんど吸収せず、

グラファイトはよく吸収するとのデータが報告され

ており、CNFはその中間的な性質を示すことが、予

備的な実験で明らかとなった。 

 この性質を利用し、CNFを使ったダイオキシンモ

デル（アントラセン）マイクロ波分解実験を行った。

可溶化したアントラセンにCNFを加え分散させ、

2.45GHzのマイクロ波（700W）を20秒間照射し、モ

デル物質の残存量を蛍光スペクトルより測定した。

CNFを分散させていないものは、モデル物質の分解

が見られなかったが、CNFを分散させた場合は80％

以上のモデル物質の分解が可能であった（図2243-6）。 

図2243-2 シクロデキストリンにより水溶化したピレンのゾルゲルガラスへの吸着 

テトラメトキシシランは TMS、フェニル基は Ph と表記 

図2243-3 シクロデキストリンにより水溶化したピレンの CNF-ガラス複合体への吸着 

βおよびγ‐シクロデキストリン（CD)）で可溶化したピレン、CNF は C,CNF-ガラス複合体は Cガラスと表記
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 エ 考 察 

 (ア) 疎水性イオンを層間に挿入した粘土は予想

に反してピレンの吸着をしなかった。この原因を検

討するために、ピレン溶液添加後に粘土のX線回折を

行った結果、ピレンが層間イオンにインカレートし

ていることが判明した。疎水性粘土は、層間の疎水

性サイトに層間イオンが奪われた結果、ピレンを吸

着しなかったと考えられる。CNFはゾルゲルガラス

と比較し、ピレンを吸着していた。CNFにより溶液

中のピレンはほぼ吸着除去されていた。これらより

CNFはダイオキシン類除去のために有効な材料であ

ることが示唆された。 

図2243-4 シクロデキストリンにより水溶化したピレンの CNF-キトサンゲル複合体への吸着 

βおよびγ‐シクロデキストリン（CD)）で可溶化したピレン、CNF は C、CNF-ガラス複合体は Cガラス、CNF-

キトサンゲル複合体は Cゲルと表記 

図2243-5 シクロデキストリンにより水溶化したピレンの CNF-ポリスチレン複合体への吸着 

Control はシクロデキストリンで可溶化したピレン 
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(イ) CNFは単体では、ナノサイズの粉体であり、

吸着したダイオキシン類の回収は困難である。そこ

でガラス、キトサンゲル、ポリスチレンなどの高分

子に封入し、ピレン吸着量を検討した結果、いずれ

の高分子体にCNFを封入してもピレンの吸着を示し

た。とくにポリスチレンは広く工業利用されており、

成型加工が容易なことから、用途に合わせた材形の

CNF含有資材が作製可能なことが示唆された。 

 (ウ) CNFを使ったダイオキシンモデル（アント

ラセン）マイクロ波分解実験により2.45GHzのマイク

ロ波（700W）を20秒間照射においてモデル物質の分

解が可能であることが示唆された。さらに分解物を

HPLCにより同定を試みたが分解物の検出ができな

かった。分解物に関しては今後更なる検討が必要で

あると考えられる。 

 オ 今後の課題 

 CNFは電気伝導性と適度のマイクロ波吸収能を持

つことが知られており、さらに平面構造物質を選択

的に吸着するため、活性炭のように土壌中の有効成

分までも吸着除去することのない吸着剤である。さ

らに種々の物質中に担持しても吸着能が変わらない

ことがわかった。今後は、さまざまな形体への成型

加工および実土壌中での検討を行い、土壌ダイオキ

シン類の新規処理法を新たなる手段になると考えら

れる。 

 カ 要 約 

 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。ダイオキシン類のような平

面構造をとる物質の吸着選択性が高く、さらにマイ

クロ波吸収能を持つことが知られるカーボンナノ

ファイバー(CNF)を用い、ダイオキシンモデル物質

の分解能と吸着能の持つことがわかった。 

 キ 引用文献 

なし 

研究担当者（磯田勝広＊） 

５ 木質材料の燃焼におけるダイオキシン類

生成防止技術の開発 

ア 研究目的 

ダイオキシン規制法により、小型焼却炉による木

質廃材の焼却が禁止され、製材工場を始めとする木

材産業では廃材処理が大きな問題となっている。製

材廃材のように基本的には薬剤や接着剤等の化学物

質の混入のないものについては、小型焼却炉による

処理の要望が非常に強い。比較的低温で木材を燃焼

する小型焼却炉からのダイオキシン発生量について

のデータはほとんどないのが実情であり、早急な

データの整備が必要である(Pandompatam et al.)１)。 

本課題では、小型焼却炉を用いて未処理材燃焼の実

図2243-6 可溶化したアントラセンの CNF とマイクロ波による分解 

Control は可溶化したアントラセン、Control+マイクロ波は、CNF を含まない可溶化アントラセンにマイクロ

波のみを照射した。CNF は、可溶化したアントラセンに CNF のみを添加した。CNF+マイクロ波は、可溶化した

アントラセンに CNF を添加し、マイクロ波を照射した。 
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証試験を行い、燃焼条件がダイオキシン類生成に及ぼ

す影響について検討した。燃焼方法としては、連続投

入方式及びバッチ式について実験を行った。製材工場

で焼却処理を行う際には、バッチ式焼却炉が使用され

ることが多い。バッチ式焼却においては、燃焼初期過

程においてダイオキシン類が大量に生成する可能性

があるが、燃焼開始前から全ての排ガスをサンプリン

グした報告例はほとんど存在しなかった。また、スギ

の塩素濃度の個体差について検討した。さらに、塩化

ナトリウムを添加することにより塩素濃度を変えて

実証試験を行い、塩素濃度がダイオキシン類生成に及

ぼす影響について明らかにした。さらに、インヒビ

ター（反応抑止剤）（小林）２)の添加等によりダイオ

キシン類の生成を抑制する技術を開発した。 

イ 研究方法 

(ア) 実証試験炉 

図2250-1に本課題で使用した実証試験炉の模式図

を示す。処理量は20 kg/hであり、ダイオキシン規制

法における も小規模な焼却炉(2.0 t/h以下)に相当

する(表2250-1)。排ガスに関しては、一次燃焼室出

口及びサイクロン出口からサンプリングを行った。

灰に関しては、焼却灰及び飛灰をサンプリングした。 

(イ) 連続投入方式による燃焼試験 

燃焼温度は、一次燃焼室温度：700℃、二次燃焼室

温度：900℃とした。投入コンベアを使用し、投入速

度20 kg/hで木材チップを連続投入した。排ガスの捕

集は燃焼状態が安定してから (燃焼開始の約１時間

後)開始した。得られた排ガス及び灰サンプルに含有

されるダイオキシン類 [ポリ塩化ジベンゾ− パラ−

ジオキシン（PCDD：Polychlorinated dibenzo-p-dioxin）、

ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF：Polychlorinated 

dibenzofuran）及びコプラナーポリ塩化ビフェニル

（co-PCB：co-planer polychlorinated biphenyl）]をJIS 

K 0311 に 従 っ て 定 量 し た 。 結 果 は TEQ 

(2,3,7,8-T4CDD毒性等量[2,3,7,8-T4CDD Toxicity 

Equivalency Quantity])として表現した。 

(ウ) バッチ式による燃焼試験 

燃焼温度は、一次燃焼室温度：700℃、二次燃焼室

温度：900℃とした。試料を予め一次燃焼室に全量 

(スギ材チップ20kg、スギ樹皮12kg)入れておき、着火

よりも先に排ガスのサンプリングを開始してダイオ

キシン類を全量捕集した。得られた排ガス及び灰サ

ンプルに含有されるダイオキシン類をJIS K 0311に

従って定量した。 

表2250-1 ダイオキシン類排出量規制値 

(ng-TEQ/Nm3) 

焼却炉規模 新設炉規制値 既設炉規制値 

4.0 t/h 以上 0.1 1 

2.0 t/h～4.0 t/h 1 5 

2.0 t/h 以下 5 10 

図2250-1 実証試験炉の模式図 
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(エ) スギの塩素濃度の個体差 

 九州から東北にかけて産地の異なるスギ材13個体、

スギ樹皮６個体についてフラスコ燃焼法により総塩

素量を定量し、比較した。 

(オ) バッチ式燃焼試験における塩素濃度の影響 

未処理材において塩素濃度の高い個体に相当する

500ppm、 平均的な塩素濃度を有する個体に相当する

50ppm、 海水貯木材に相当する5000ppmの各種塩素濃

度のスギ材についてバッチ式燃焼試験を行い、ダイ

オキシン類の捕集、定量を行った。500ppm及び

5000ppmのチップは塩化ナトリウムを添加すること

によって調製した。 

 (カ) インヒビター添加によるダイオキシン類生

成抑制 

 塩化ナトリウム添加材(塩素濃度5000ppmのスギ材

チップ、20kg)にさらにインヒビター（抑制剤）を

10000ppm添加し、被燃焼試験体を調製した。バッチ

式燃焼試験を行い、ダイオキシン類の捕集、定量を

行った。塩化ナトリウム添加材(塩素濃度5000ppmの

スギ材チップ)をコントロールとした。インヒビター

としては炭酸カルシウム、酸化鉄、硝酸鉄、硝酸ナ

トリウムについて実験を行い、コントロール及び酸

化鉄については複数回実験を繰り返し、再現性を確

認した。 

(キ) プラズマ放電によるダイオキシン類低減 

 一次燃焼室出口の煙道を２経路に分岐させ (写真

2250-1)、片方にプラズマ放電装置を設置した。バッ

チ式燃焼試験を行い、排ガスをサンプリングした。

装置の無い方の煙道からサンプリングした排ガスを

ブランクとした。被燃焼サンプルは以下の通りであ

る：１) 塩素濃度の高い個体に相当する未処理材(塩

素濃度500ppmのスギ材チップ)、２) 塩化ナトリウム

添加材(海水貯木を想定、塩素濃度5000ppmのスギ材

チップ)、３) 塩化ビニル添加材(建築解体材等を想

定、塩素濃度5000ppmのスギ材チップ) 

ウ 研究結果 

 (ア) 未処理材燃焼における連続投入方式とバッ

チ式の比較 

製材工場で焼却処理を行う際には、バッチ式焼却

炉が使用されることが多いため、連続投入方式と

バッチ式の比較を行った。バッチ式の燃焼では、連

続投入方式と比較して一次燃焼室出口(バッチ式：

6.9ng-TEQ/kg、 連続投入方式：0.4ng-TEQ/kg)とサ

イクロン出口(バッチ式63.5ng-TEQ/kg、連続投入方

式：1.6ng-TEQ/kg)の双方で生成量が一桁以上増加し

た (表2250-2)。バッチ式の燃焼方法では、常温から

700℃に達するまでの間にダイオキシン類が多量に

生成するものと思われる。しかしながら、 も高い

排出濃度を示したバッチ式の材部チップ燃焼におけ

るサイクロン出口の場合も単位をng-TEQ/Nm3に換

算すると、0.50 ng-TEQ/Nm3となり、この値は2.0 t/h

以下の新設炉の排出規制値、５ng-TEQ/Nm3 (表

2250-1)の1/10であった。なお、バッチ式の燃焼によ

るダイオキシン類生成において材部チップと樹皮の

違いは見られなかった (表2250-2)。以上の結果から

海水貯木を行っていない未処理材については小型

バッチ式焼却炉での焼却は問題ないと考えられる。 

写真2250-1 プラズマ放電装置によるダイオキシン類分解の様子 
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(イ) スギの塩素濃度の個体差 

バッチ式燃焼試験における塩素濃度の影響を明ら

かにする目的でスギの塩素濃度の個体差を調べた。

図2250-2にスギ材13個体、スギ樹皮６個体について

の塩素濃度の定量結果を示す。樹皮と材の平均値を

比較すると樹皮では材の約２倍の塩素濃度であった。

材部では塩素量のばらつきが大きく、塩素濃度は

小の個体で25ppm、 大の個体で470ppmであった。材

部での平均的な塩素濃度は約50ppm、特に塩素濃度の

高い個体では約500ppmであることが判明した。 

(ウ) バッチ式燃焼試験における塩素濃度の影響 

バッチ式燃焼試験を行い、ダイオキシン類生成に

及ぼす塩素濃度の影響を調べた。塩素濃度の高い個

体に相当する塩素濃度500ppmと平均的な塩素濃度の

個体 (59ppm)との違いは見られなかった (表

2250-3)。水中貯木材に相当する5000ppmでは一次燃

焼室出口でダイオキシン類生成量が著しく増加した。

この値は2.0 t/h以下の新設炉の排出規制値、５

ng-TEQ/Nm3を超えなかった。しかしながら、排出規

制値との差は小さく、充分な安全は見込めないと考

えられる。また、塩化ナトリウム添加材のバッチ式

燃焼によって生じた焼却灰及び飛灰中のダイオキシ

ン類濃度はいずれも規制値よりも２桁以上低かった

ため、排ガスのみが問題であることが判明した。 

 (エ) インヒビター添加によるダイオキシン類生

成抑制 

 インヒビターによるダイオキシン類の抑制を行っ

た。コントロールは塩化ナトリウム添加材(塩素濃度

5000ppmのスギ材チップ)である。都市ごみの焼却で

の報告例がある炭酸カルシウムには効果が無かった

(小林)２)。その他のインヒビターは抑制効果を示した 

(図2250-3)。特に酸化鉄が も高い効果を示し、ダ

イオキシン類生成量を約１/３に低下させることが

できた。なお、この値は小型焼却炉での規制値５

ng-TEQ/Nm3の約１/10であった。酸化鉄の効果につ

いて実験を複数回繰り返したところ、有意差が確認

された (図2250-4)。 

(オ) プラズマ放電によるダイオキシン類分解 

 プラズマ放電によるダイオキシン類分解について

の結果を表2250-4に示す。 

塩化ビニル添加材ではダイオキシン類生成量が増加

したが、プラズマ放電装置により99％以上分解され

た。 

表2250-2 燃焼方式の違いがダイオキシン類生成量に及ぼす影響 

ダイオキシン類生成量 

(ng-TEQ/kg [ng-TEQ/Nm3]) 

燃焼方式（サンプル） 一次燃焼室出口 サイクロン出口 

連続投入方式（材部チップ） 0.40 [0.020] 1.62 [0.040] 

バッチ式（材部チップ） 6.93 [0.051] 63.47 [0.50] 

バッチ式（樹皮） 8.93 [0.038] 51.96 [0.20] 

含有塩素濃度：59 ppm (材部チップ)、270 ppm (樹皮) 

図2250-2 スギ材及び樹皮の塩素濃度の個体差 

試料採取地：1. 盛岡，2. 盛岡，3. 福島，4. 東京，5. 茨城，6. 茨城， 
7. 栃木, 8. 千葉，9. 静岡，10. 岐阜，11. 高知，12. 熊本，13. 熊本， 
14. 盛岡，15.  福島，16. 茨城，17. 茨城，18. 栃木，19. 熊本
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表2250-3 未処理材と塩化ナトリウム添加材燃焼におけるダイオキシン類生成量の比較 

ダイオキシン類生成量 (ng-TEQ/Nm3) 

サンプル（含有塩素濃度 ppm） 一次燃焼室出口 サイクロン出口 

未処理材（59） 0.051  0.50 

未処理材（500） 0.033  0.045 

塩化ナトリウム添加材（5000） 1.2  0.092 

 燃焼方式：バッチ式 

表2250-4 未処理材と塩化ナトリウム添加材燃焼におけるダイオキシン類生成量の比較 

ダイオキシン類生成量 (ng-TEQ/Nm3) 

サンプル（含有塩素濃度 ppm） ブランク プラズマ分解後 

未処理材（500） 0.068  0.0071 

塩化ナトリウム添加材（5000） 0.21  0.018 

塩化ビニル添加材（5000） 1.4  0.012 

燃焼方式：バッチ式、サンプリング：一次燃焼室出口 

エ 考 察 

 海中貯木材をバッチ式小型焼却炉で燃焼する場合

は、確実に安全とは言い難い結果が得られた。製材

工場等でこのような焼却炉を使用する際には、海水

貯木された経歴のない未処理材に限って許可しても

よいが、その他については全て禁止することが望ま

しい。排出量低減化方法としては、塩化ナトリウム

添加材(塩素濃度5000ppmのスギ材チップ)にインヒ

ビターとして酸化鉄を使用した場合、ダイオキシン

類の生成量は規制値の１/10となり、充分な安全性が

確認された。海水貯木材では、インヒビターを使用

すれば、バッチ式小型焼却炉で燃焼することも可能

である。プラズマ放電は非常に高いダイオキシン類

分解率を示した。今後、実用化並びに低価格化され

れば、効果的な対策となると予想される。 

オ 今後の課題 

 本課題で示した通り、都市ゴミでは有効とされる

炭酸カルシウムが木質系被燃焼材料には全く効かな

かった。さらに効果の高いインヒビターの探索、デー

タの蓄積が望まれる。 

カ 要 約 

(ア) 未処理材の小型焼却炉での燃焼によるダイ

オキシン類の生成 

 バッチ式の燃焼では、連続投入方式と比較してダ

イオキシン類生成量が一桁以上増加した。しかしな

がら、 も高い排出濃度を示したバッチ式の材部

チップ燃焼におけるサイクロン出口の場合も生成量

は新設炉の排出規制値の１/10であった。スギの塩素

濃度の個体差を調べた結果、材部での平均的な塩素

濃度は約50ppm、特に塩素濃度の高い個体では約

図2250-3 インヒビター添加によるダイオキシン類生成

量の低減化 

燃焼方式：バッチ式、塩化ナトリウム添加量：5000ppm、 

インヒビター添加量：10000 ppm．n=1.  

図2250-4 酸化鉄添加によるダイオキシン類

生成量の低減化 

燃焼方式：バッチ式、塩化ナトリウム添加量： 

5000ppm、インヒビター添加量：10000 ppm． 

n=3.  
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500ppmであることがわかった。バッチ式燃焼試験を

行い、ダイオキシン類生成に及ぼす塩素濃度の影響

を調べた。水中貯木材に相当する5000ppmでは一次燃

焼室出口でダイオキシン類生成量が著しく増加した。

この値は2.0 t/h以下の新設炉の排出規制値、５

ng-TEQ/Nm3を超えなかったが、充分な安全は見込め

ないと考えられた。また、塩化ナトリウム添加材の

バッチ式燃焼によって生じた焼却灰及び飛灰中のダ

イオキシン類濃度はいずれも規制値よりも２桁以上

低かったため、排ガスのみが問題であることが判明

した。 

(イ) ダイオキシン類の生成抑制 

 インヒビター添加によるダイオキシン類生成抑制

やプラズマ放電によるダイオキシン類分解を行った。

都市ごみの焼却での報告例がある炭酸カルシウムに

は効果が無かった。一方、塩化ナトリウム添加材(塩

素濃度5000ppmのスギ材チップ)にインヒビターとし

て酸化鉄を使用した場合、ダイオキシン類の生成量

は規制値の１/10となり、充分な安全性が確認された。

プラズマ放電では、非常に高いダイオキシン類分解

率を示し、塩化ビニル添加材などにも効果的であっ

た。 

キ 引用文献 
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hospital waste incinerators, Chemosphere, 34: 

1065-1073. 

２) 小林義雄 (1999).ごみ焼却におけるHCl除去とダ

イオキシン排出量の抑制 , 廃棄物学会誌 , 10: 

86-98. 

研究担当者（河村文郎＊、島田謹爾、池田努、細谷

修二） 

６ 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 

ア 研究目的 

 乳牛の体組織にダイオキシン類がより多く蓄積さ

れる発育ステージと供給元は、哺乳期における母乳

（特に初乳）、育成期の土壌摂取、泌乳期における飼

料からの取り込みであると考えられる。一般に、ヒ

トの体組織に蓄積したダイオキシン類は体外へ排泄

されにくく、ダイオキシン類の一種である２,３,

７,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンは、生物学的

半減期が６～10年と報じられている（Ballchmiter and 

Bacher, 1996）１)。このように蓄積されたダイオキシ

ン類は、徐々に乳汁や胆汁とともに体外へ排出され

る。 

 本研究では 乳牛にダイオキシン類の濃度が低い

牛乳を生産させるため、飼料中のダイオキシン類を

多孔性物質に吸着させて、子牛の体内へ移行・蓄積

される量を低減させる。また、乳牛の飼養環境中で

はダイオキシン類が土壌に吸着しているので、乳牛

の放牧飼養における土壌摂取の影響および土壌の飼

料への混入が泌乳牛の乳汁中ダイオキシン類の濃度

に及ぼす影響についても検討する。 

 イ 研究方法 

 (ア) 酵母細胞膜系多孔性物質の投与による哺乳

子牛体組織のダイオキシン類蓄積量低減化  

ホルスタイン種新生雄子牛を10頭供試し、これら

を酵母細胞膜系多孔性物質投与区（５頭）と対照区

となる無投与区（５頭）分け、投与区は乳汁に５％

の酵母細胞膜系多孔性物質を添加し、子牛に給与し

た。子牛への乳汁および子牛用配合飼料を畜産草地

研究所慣行飼養法に準じて個別に給与した。それぞ

れの給与量は表2260-1のとおりであった。 

表2260-1 供試子牛への給餌量 
週 齢 乳 汁 子牛用配合飼料 

1週齢 4kg／日 冷凍保存乳 －

2週齢 4kg／日 新鮮乳 100ｇ／日 

3週齢 4kg／日 新鮮乳 500ｇ／日 

4週齢 4kg／日 新鮮乳 1000ｇ／日 

5週齢 5kg／日 新鮮乳 2000ｇ／日 

6週齢 6kg／日 新鮮乳 3000ｇ／日 
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 両区の新生子牛は42日齢時にと殺解体し、分析試

料として胸 長筋（筋肉組織）、肝臓、大網膜（脂肪

組織）を採取した。採取試料中のダイオキシン類の

定量を日本食品分析センター多摩研究所（東京都多

摩市）に依頼し、ガスクロマトグラフ-高感度質量分

析法によって行った。まず、ポリ塩化ジベンゾ-パラ

-ジオキシン類（PCDDs）、ポリ塩化ジベンゾフラン

類（PCDFs）ならびにコプラナーポリ塩化ビフェンー

ル（Co-PCBs）の各異性体の濃度を求め、次いで、

これらへ毒性等価係数（WHO 1998）２)を乗じて毒性

等量（TEQ）を算出し、これらの合算値をダイオキ

シン類の濃度とした。乳汁および子牛用配合飼料は

給与時毎に分取し、ダイオキシン類濃度を同様に求

めた。 

 (イ) 乳牛の土壌摂取が乳汁中のダイオキシン類

の濃度に及ぼす影響  

 干乳（次期分娩のため、飼料給与量を制限して搾

乳を休止）したホルスタイン種妊娠牛を７頭供試し、

これらを土壌投与区（４頭）と対照区（３頭）に分

け、投与区へ市販の園芸用黒色土壌（茨城県真壁産）

を１日１頭当たり500g、90日間投与した。これらの

供試牛は畜産草地研究所慣行飼養法で個別によって

飼養され、飼料作物である青刈りトウコロコシや青

刈り牧草を乳酸発酵させたコーンサイレージやグラ

スサイレージならびに牧乾草類を細切し、これに穀

実類からなる配合飼料を混和した飼料、TMR (Total 

mixed ratioの略称。TMRの現物構成：乾草5.9%、ヘイ

キューブ8.9%、コーンサイレージ58.7%、ビートパル

プ5.9%、乳牛用市販配合飼料20.6%)を１日１頭当た

り８kg、朝夕２回に分けて給与した。分娩後６日目

の乳汁を採取して、それらのダイオキシン類の濃度

を(ア)と同様に測定した。また、供試したTMRおよ

び土壌を約１週間毎に分取・混和し、そのダイオキ

シン類の濃度を同様に求めた。 

 (ウ) 刈り取り時期が異なるグラスサイレージを

材料とするTMRを給与した乳牛の乳汁中ダイオキシ

ン類の濃度 

 分娩前のホルスタイン種経産牛５頭を供試し、こ

れを遅刈り区（３頭）と早刈り区（２頭）に分け、

遅刈りグラスサイレージを材料とするTMR(飼料の

現物構成：乾草5.9%、ヘイキューブ8.9%、グラスサ

イレージ58.7%、ビートパルプ5.9%、乳牛用市販配合

飼料20.6%)および早刈りグラスサイレージ材料とす

るTMR（飼料構成は遅刈り区と同じ）を分娩前の45

～60日間、１日１頭当たり８kg、朝夕２回に分けて

給与した。分娩後６日目の乳汁を採取し、早刈り区

および遅刈り区の乳汁中ダイオキシン類の濃度を比

較検討した。また、約１週間毎にTMRを分取・混和

した。それに、TMRの主材料となったグラスサイレー

ジの牧草を生産した圃場表土も採取した。乳汁中、

TMR中ならびに牧草生産圃場の表土中のダイオキシ

ン類の濃度は(ア)と同様に測定した。TMR中土壌混

入率は、スカンジウム（Sc）を標準物質とし、日本

原子力研究開発機構東海研究開発研究センターの研

究炉（JRR-3およびJRR-4）を使用して熱中性子放射

化分析法で推定した。 

ウ 研究結果 

 (ア) 酵母細胞膜系多孔性物質の投与による哺乳

子牛体組織のダイオキシン類蓄積量低減化 

新生子牛へ給与した乳汁中および子牛用配合飼料

中のダイオキシン類の濃度は図2260-1のとおりで

あった。初乳（分娩当日）および移行乳（分娩後３お

よび６日目）中ダイオキシン類の濃度は、常乳中のそ

れよりも高く、初乳中の濃度は0.497μgTEQ/gで常乳

中の濃度（0.056～0.077 gTEQ/g）の約７倍であった。 

 生時からと殺時までの子牛の１日当たり増体量は、

投与区および無投与区でそれぞれ0.52±0.08kg/日

および0.53±0.11kg/日であり、両区間に有意な差異

がなかった。 

 子牛の体組織中ダイオキシン類の濃度は図2260-2

のとおりであった。筋肉中（胸 長筋）ダイオキシ

ン類の濃度には投与区（0.0202±0.0083μgTEQ/g）

と無投与区（0.0309±0.0065μgTEQ/g）の間で有意

な差異がなかったが、投与区の値は無投与区の値よ

り約35％低い傾向にあった。肝臓中ダイオキシン類

の濃度には投与区（0.243±0.059μgTEQ/g）と無投

与区（0.245±0.042μgTEQ/g）の間に有意な差異が

なかった。大網膜中ダイオキシン類の濃度には投与

区（1.47±0.47μgTEQ/g）と無投与区（2.08±0.37

μgTEQ/g）の間で有意な差異がなかったが、投与区

の値は無投与区の値より約30％低い傾向にあった。 

 (イ) 乳牛の土壌摂取が乳汁中のダイオキシン類

の濃度に及ぼす影響 

 供 試 し た TMR 中 の 濃 度 は 0.0984 μ gTEQ/g

（PCDDs・0.0396μgTEQ/g、 PCDFs ・0.0455

μgTEQ/g、 Co-PCBs・0.0133μgTEQ/g）であり、
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黒色土壌中のダイオキシン類の濃度は 2.67

μgTEQ/g（PCDDs・1.30μgTEQ/g、 PCDFs・1.10

μgTEQ/g、 Co-PCBs・0.27μgTEQ/g）であった。

黒色土壌中の濃度は環境省（2007）３)の平成18年度ダ

イオキシン類に係る環境調査結果（土壌）の全国平

均値（2.6μgTEQ/g）とほぼ同値であった。 

乳汁中のダイオキシンの濃度は図2260-3のとおり

であり、土壌投与区（0.153±0.039μgTEQ/g）と無

投与区（0.103±0.006μgTEQ/g）の間で有意な差異

があった。飼料採食量の約６％の土壌摂取は、乳汁

中のダイオキシン濃度を約49％上昇させた。 

 (ウ) 刈り取り時期が異なるグラスサイレージを

材料とするTMRを給与した乳牛の乳汁中ダイオキシ

ン類の濃度 

図2430-１　乳汁および飼料中のダイオキシン類の濃度
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 供試TMR中の土壌混入割合が早刈り区では1.49％、

遅刈り区では2.60％と推定された。そのダイオキシ

ン類の濃度は早刈り区が0.15μgTEQ/g（PCDDs・

0.07μgTEQ/g、PCDFs・0.06μgTEQ/g、 Co-PCBs・ 

0.02μgTEQ/g）、遅刈り区が0.53μgTEQ/g（PCDDs・

0.22μgTEQ/g、 PCDFs・0.22μgTEQ/g、 Co-PCBs・

0.09μgTEQ/g）であった。遅刈りグラスサイレージ

のTMRの土壌混入率は早刈りグラスサイレージより

も約1.7倍高く、遅刈りグラスサイレージのTMRのダ

イオキシン濃度は早刈りグラスサイレージよりも約

3.5倍高かった。また、牧草生産圃場の表土中のダイ

オキシン類の濃度は2.88μgTEQ/g（PCDDs・1.72μg 

TEQ/g、 PCDFs・0.98μgTEQ/g、 Co-PCBs・0.18

μgTEQ/g）であった。この値は環境省（2007）３)が

実施した平成18年度ダイオキシン類に係る環境調査

結果（土壌）の全国平均値（2.6μgTEQ/g）と大差

なかった。 

 早刈り区および遅刈り区の乳汁中ダイオキシン類

の濃度は図2260-4のとおりで、遅刈り区の乳汁中ダ

イオキシン類の濃度は早刈り区のそれよりも約1.9

倍高かった。 

 エ 考 察 

 (ア) 酵母細胞膜系多孔性物質の投与による哺乳

子牛体組織のダイオキシン類蓄積量低減化 

多孔性物質は、単位質量当たりの表面積の割合が

非常に高く、吸着機能、イオン交換機能、触媒機能

等を有している。これを少量、家畜・家禽の飼料に

添加し、家畜・家禽の消化管内で飼料中に含まれる

微量な有害物質を吸着させて、有害物質の消化管か

らの吸収を防ぐ試みがあり、アフラトキシン等のカ

ビ毒の防止に使用されている（Parlatら1999）４)。 

 通常の多孔性物質では、乳汁および子牛用飼料に

含まれている免疫物質やビタミン類ならびにミネラ

ル類も有害物質と共に非選択的に吸着し、多孔性物

質を飼料へ添加することで、子牛の成長が阻害され

ることもある。しかし、本結果では投与区および対

照区（無添加区）の子牛の体重に差異がなく、本研

究で供試した酵母細胞系多孔性物質の投与は子牛の

成長を阻害しなかった。 

乳牛が分娩後１～２日目に泌乳する乳汁を初乳と

図2430-3　乳汁中ダイオキシン類の濃度
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いい、分娩後７日目以降に泌乳する乳汁、常乳とは

成分が大きく異なる。飲用に供されるのは常乳であ

り、初乳と常乳の間の乳汁を移行乳といっている。

初乳は常乳と比較して、脂肪及びタンパク質の濃度

が高いので、そのダイオキシン類の濃度は常乳のそ

れより高いものと考えられる。 

 また、ウシの免疫物質の移行形態はヒトのそれと

異なり、免疫物質が母体から胎盤を介して胎子へ移

行するのではなく、子牛出生直後の初乳の哺乳に

よって免疫物質が新生子牛へ移行する。生後約24時

間までは免疫グロブリン等の免疫物質が新生子牛腸

粘膜腸粘膜内に直接取り込まれるので（Marnila and 

Korhonen 2002）５)、乳汁に含まれるダイオキシン類

も容易に体内へ移行するものと考えられる。 

 ホルスタイン種雄子牛の体組織の発達を解剖学的

に追跡調査した報告では、生時から３ヶ月齢の間、

生体重に占める筋肉組織重量の割合が約36％と も

高い（竹下ら1975）６)。一方、生後約45日齢の子牛体

組織では、脂肪組織重量が生体重に占める割合は

0.8％で、その大部分は腸間膜脂肪を主とする内臓脂

肪である。また、生後約45日齢の肝臓重量が生体重

に占める割合も２％と低い。したがって、筋肉中に

含まれるダイオキシン類の濃度の差異が酵母細胞膜

系多孔性物質投与区と無投与区で僅差であっても、

新生子牛の生体中に存在するダイオキシン類の量の

差異は大きいものとなる。 

 (イ) 乳牛の土壌摂取が乳汁中のダイオキシン類

の濃度に及ぼす影響 

 リン酸等の微量養分の摂取量が欠乏した際に起こ

る異嗜行動とは別に、家畜・家禽は能動的に土壌を

摂取する（Friesら1982）７)。我が国の放牧牛では１

日１頭当たり55～154gの土壌を摂取したと報じられ

ている（小山ら1985）８)。放牧草地を含む耕作地の表

土にはダイオキシン類が吸着されているから、放牧

中の育成牛あるいは泌乳牛が表土を摂取することで、

ダイオキシン類も乳牛の体内へ取り込まれることと

なる。これらのダイオキシン類の一部は体組織に蓄

積されて、重金属や放射能等他の有害物質と同様に

乳汁中へ排泄される。 

 本試験で設定した、１日当たり500ｇの土壌投与量

は通常の放牧飼養管理下ではかなり多い摂取量とな

る。また、その結果として、乳汁中のダイオキシン

濃度が約49％上昇したのであるが、農林水産省

（2008）９)が実施した国産牛乳中のダイオキシン類実

態調査結果（濃度の平均値0.0091μgTEQ/g、濃度の

範囲0.00021～0.027μgTEQ/g）と比較すると、土壌

投与区の乳汁中ダイオキシン類の濃度であっても、

直ちに問題となる値とはなっていない。しかし、土

壌摂取を介したダイオキシン類汚染のリスクを低減

させる観点からは、妊娠後期の乳牛の放牧飼養を避

けることが望ましい。 

 (ウ) 刈り取り時期が異なるグラスサイレージを

材料とするTMRを給与した乳牛の乳汁中ダイオキシ

ン類の濃度 

 一般に飼料作物や牧草はその刈り取り・調製で土

壌と接触する機会が多い。そこで、長大なトウモロ

コシよりも草丈の短い牧草を用い、刈り取り時期の

異なる牧草でTMRを調製して乳牛へ給与したところ、

土壌混入率に差異があって、牛乳中ダイオキシン類

の濃度にも差異を生じさせた。しかし、飼料（本研

究ではTMR）への土壌混入率の差異は、(イ)の結果

と同様に、牛乳中ダイオキシン類の濃度をわずかに

変化させたに留まった。魚粉等の動物性飼料を植物

性飼料に代替や飼料への必須アミノ酸添加等の飼料

給与方法の改善によって、国産牛乳中ダイオキシン

類の濃度（平均値）は、 近の６年間で0.044

μgTEQ/g（2001年）から0.0091μgTEQ/g（2008年）

と１/４にまで低下した（農林水産省2001,2008)９、10)

ことに比べれば、土壌混入の影響は少ない。 

オ 今後の課題 

 (ア) 酵母細胞膜系多孔性物質の投与による哺乳

子牛体組織のダイオキシン類蓄積量低減化 

本研究では多孔性物質を哺乳量の５％添加したが、

添加割合をどの程度低下させてもダイオキシン類の

吸着ができるか検討する必要があった。 

 (イ) 乳牛の土壌摂取が乳汁中のダイオキシン類

の濃度に及ぼす影響 

 土壌摂取の影響について、乳牛の成長時期、摂取

期間の短長を検討すべきであった。また、対照区（無

投与区）に比べて、高かった投与区の乳汁中ダイオ

キシン類の濃度が泌乳期の何時まで継続するのか確

認する必要もあった。 

 (ウ) 刈り取り時期が異なるグラスサイレージを

材料とするTMRを給与した乳牛の乳汁中ダイオキシ

ン類の濃度 

飼料への土壌混入率の高低が乳汁中のダイオキシ
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ン類の濃度に及ぼす影響は些少であるが、この差異

が長期給与になる場合にはその影響も無視できない

ので、給与期間の影響も検討する必要があろう。 

 カ 要 約 

 (ア) 酵母細胞膜系多孔性物質の投与による哺乳

子牛体組織のダイオキシン類蓄積量低減化 

哺乳子牛への酵母細胞壁系多孔性物質の投与は、

子牛の成長に影響を与えず、子牛体内に蓄積される

ダイオキシン類の量を低減させる傾向があった。 

 (イ) 乳牛の土壌摂取が乳汁中のダイオキシン類

の濃度に及ぼす影響 

 乳牛の土壌摂取（採食量の約６％）によって、土

壌に含まれているダイオキシンは、乳牛の体内へ移

行して蓄積され、分娩後にダイオキシン濃度の高い

牛乳が泌乳されるので、妊娠牛の放牧飼養は避ける

ことが望ましい。 

 (ウ) 刈り取り時期が異なるグラスサイレージを

材料とするTMRを給与した乳牛の乳汁中ダイオキシ

ン類の濃度 

 泌乳牛へ刈り取り時期の早いグラスサイレージを

材料としたTMRを給与することで、ダイオキシン濃

度の低い牛乳を生産出来ることが示唆された。 
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研究担当者（西村宏一＊、須藤まどか） 

７ 有害化学物質の分解・無毒化技術の開発 

(1) 複合分解菌集積炭化素材の開発と複合汚染現場

への適用 

ア 研究目的 

近年、農耕地土壌等の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

バイオレメディエーション技術が注目されている。

しかし、汚染環境は複数の有機化合物で汚染されて

いる場合が多く、これらの汚染物質を同時に原位置

で分解除去する技術は開発されていない。そこで本

研究では、既に開発した木質炭化素材の細孔内に複

数の分解細菌を高密度で集積させる技術を開発し、

複合汚染現場や単一の菌株では無機化（無毒化）出

来ない様な残留有機塩素系化合物汚染現場の原位置

バイオレメディエーション技術を開発する。 

イ 研究方法 

 (ア) 木炭環流法１)による複合分解菌集積木質炭

化素材の作成と性能評価 

ａ 複合分解菌集積木質炭化素材の作成 

 木質炭化素材A（比表面積100ｍ２/g、pH 7.8）7.5g

を環流装置に充填し、洗浄・滅菌した。3000ppm PCNB

アセトン溶液0.5mlを炭化素材に添加後、PCNB分解

細菌群PD3（新規分解菌Nocardioides sp. PD653、

Burkholderia cepaciaその他２種複合系）とシマジン

（SI）分解細菌群CD7（新規分解菌β-Proteobacteria

（CDB21）、 Bradyrhizobium japonicum（CSB）、 

Arthrobacter sp.（CD7w）の３種複合系）２)あるいは

２Mix（CDB21とCSBの２種複合系）を２コロニーず

つ接種した。５ppm SI含有無機塩培地300mlを25℃で

３週間環流した。環流液は毎週交換し、PCNBも同様

に加えた。環流液中の各薬剤とCl-濃度を測定し、各

分解菌群の集積状況をモニタリングした。 

 ｂ 複合分解菌集積木質炭化素材の評価 

(ａ) 分解菌数の測定（MPN法） 

環流試験終了後の炭化素材2.0gにリン酸緩衝液
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18mlを加え、２分間の超音波処理で素材表面の分解菌

を除去した（101希釈液）。炭化素材をすりつぶし、粉

砕物1.0gにリン酸緩衝液９mlを加え、30分間振とう、

１分間超音波処理した（101希釈液）。各々の10倍希釈

液を適宜希釈し、５段階の希釈液１mlをシマジン、

PCNB各５ppm含有無機塩培地（10ml）の入った試験管

５本に加え、25℃で２週間培養後、Cl-濃度を測定した。

Cl-濃度が0.3ppm以上の物を＋とし、MPN法により、

炭化素材表面と内部の各分解菌数を測定・解析した。 

(ｂ) 各種農薬分解能の評価 

 環流法で作成した複合分解菌集積素材6.25g（乾物

2.5g相当）を環流装置に充填し、シマジン、アトラ

ジン（各５ppm）とHCB、PCP（各2.5ppm）を含む無

機塩培地（+N）150mLを３週間環流（環流液は毎週

交換）し、環流液中の薬剤及びCl-濃度を測定するこ

とで素材の薬剤分解能を評価した。 

(イ) 模擬複合汚染土壌を用いた複合分解菌集積

炭化素材の性能評価 

ａ 土壌からの各種農薬分解除去能 

 シマジン（SI）、アトラジン（AT）、PCP、HCB（各

５mg/kg乾土）を混和した畑土壌80g（土性:L、pH：

6.2、T-C：0.9%、乾土59.6g相当）と上記の複合分解

菌集積炭化素材15g（乾物6.0g相当)を混和し、カラ

ム(５φx7.5cm)に充填した。４週間、25℃で静置・

散水（15～30ml/週）し、浸透水を１週間毎に採取し、

各薬剤濃度を測定した。また、試験終了後の土壌と

炭化素材中の各薬剤残留量を測定した。 

 ｂ 炭化素材中分解菌の土壌中での生残性評価

(MPN法) 

 土壌混和前と分解試験（４週間）終了後の炭化素

材表面と内部の各分解菌数をMPN法（(ア)-b-(a)と

同様の方法）で測定・解析した。 

 ｃ 炭化素材中構成細菌群の土壌中での変遷解

析（PCR-DGGE法） 

 土壌混和前と４週間後の炭化素材の10倍希釈液よ

り菌体および木質炭化素材を遠心により集め、炭化

素材表面試料はFastDNA kit（Bio101）を用い、炭化

素材内部試料（約0.3g）は125μl SuperBlock（PIERCE）

を加えFastDNA kit for SOIL（Bio101）を用いてDNA

を抽出した。抽出DNAに対してMuyzer法によりPCR

－DGGEを行い、炭化素材への細菌群の集積と細菌群

の変遷を検討・解析した。 

(ウ) 複合分解菌集積炭化素材を用いた実複合汚

染土壌の浄化（室内モデル試験） 

 PCP･HCB複合実汚染土壌（PCP濃度:13.6、HCB濃

度:1.83mg/kg乾土）に硫安（４mg/kg）添加後、PD3

あるいはPD653集積木質炭化素材（分解菌数：1010MPN 

/g乾物）を８%汚染土壌に混和し、室内試験（25℃・

暗所で４週間静置培養、週１回水分補給、撹拌）で

PCPとHCBの分解能を評価した。試験は３連で行った。 

 (エ) Nocardiodes sp. PD653 株による HCB、

PCNB、PCP分解代謝経路の推定 

  ａ [14C]HCBを用いた代謝試験 

 [14C]HCB1ppmを唯一のC源とする無機塩培地30ｍl

にPD653株を１白金耳接種後、25℃、暗所に静置し、

NaOHトラップを接続して純空気Bを連続的に２週間

通気（２ml/min）した。培養液中のHCB及びその代謝

物濃度をflow scintillation analyzer付きHPLCで、捕集

した14CO2を液体シンチレーションカウンターで定量

した。 

  ｂ PD653株の休止菌体を用いたHCB、PCNB、

PCPの代謝試験 

 R2A液体培地で培養したPD653菌体を用いて休止

菌体を作成し、PCNB、HCBおよびPCPの分解代謝試

験を行なった。PCNB、HCB由来の代謝物の検出には

HPLCを用い、PCP由来の代謝物の検出はアセチル誘

導体化後GC/MSを用いて行なった。 

ウ 研究結果 

 (ア) 木炭環流法による複合分解菌集積木質炭化

素材の作成と性能評価 

ａ 複合分解菌集積木質炭化素材の作成 

 両薬剤の分解産物であるCl-の生成状況（完全分解

した場合の濃度は3.9ppm）と薬剤の消失状況（図

2271-1）から、炭化素材Aに複合分解菌（PD/CD7、

PD/２Mix）の集積が確認された。また、Cl-の生成量

の差から、複合系PD/CD7の方がPD/２Mixより高密度

で集積していると推察された。 

ｂ 複合分解菌集積木質炭化素材の評価 

(ａ)分解菌数の測定 

 ３週間の環流培養により、炭化素材Aの内部に複合

系（PD/CD7、PD/２Mix）が構築され、各々の分解菌

数レベルは105～107/g乾物に達した（図2271-2）。単

独区（107/g乾物）に比べ各菌数は１/10程度に減少す

るが、薬剤分解能の発現には十分な菌数であると考

えられる。特に複合系PD/CD7は高密度でシマジン、

PCNB分解菌が集積していた。 
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図2271-1 環流法による複合分解菌集積木質炭化素材の作成 
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図2271-2 複合分解菌集積木質炭化素材表面及び内部の PCNB、シマジン分解菌数 

表2271-1 分解試験（4週間）終了後の土壌、木質炭化素材Ａ、浸透水中の各薬剤残留量及び分解率 

各薬剤残留量 　　　*対照区 PD3+CD7 PD3+2Mix
(mg) SI AT PCP HCB SI AT PCP HCB SI AT PCP HCB

土壌 (乾土60g 中) 0.062 0.081 0.067 0.149 0.060 0.070 0.066 0.145 0.063 0.071 0.070 0.150

炭化素材 A (乾物6g 中) 0.198 0.181 0.205 0.130 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 0.004

全浸透水中 0.022 0.020 0.019 0.015 0.011 0.012 0.013 0.009 0.012 0.012 0.014 0.010

残留量合計 0.282 0.282 0.290 0.294 0.073 0.084 0.082 0.158 0.077 0.086 0.087 0.164
分解率（%） 5.3 5.5 2.6 1.2 75.5 71.8 72.4 47.0 74.2 71.3 70.8 45.0

注)対照区として分解菌未集積の木質炭化素材 Aを同量混和した。 

 土壌への各薬剤の投入量：0.298mg 

(ｂ)各種農薬分解能の評価 

 複合分解菌集積素材（PD/CD7、PD/２Mix）は３週

間の環流試験により、シマジン、アトラジン、PCP

を90％以上分解し、単独系と同等の分解性能を示し

た。しかし、HCB（水溶解度:0.005ppm）は炭化素材

上部に敷いたガラス繊維濾紙に90%程度吸着された

ため、分解能を評価することができなかった（デー

タ省略）。 

 (イ) 模擬複合汚染土壌を用いた複合分解菌集積

炭化素材の性能評価 
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ａ 農薬の分解除去率 

 複合分解菌PD3+CD7とPD3+２Mixはともに、SI、AT、

PCPに対して土壌中で非常に高い分解除去能（75%程

度）を示したが、HCBに対しては50%程度であった（表

2271-1）。この原因は複合分解菌のHCB分解能が低い

ためではなく、HCBの水溶解度（0.005ppm）が他の

薬剤と比べ極端に低いため、水の移行・拡散に伴っ

て炭化素材に吸着される量が35%程度低下するため

だと考えられる（表2271-1 対照区）。 

 ｂ 炭化素材中各分解菌の土壌中での生残性評

価(MPN法) 

 土壌混和４週間後の炭化素材内部の各分解菌数は混

和処理前と比べ若干減少したものの高い菌数レベル

（104～105MPN/g乾物）を維持した。一方、素材表面の

各分解菌数は若干増加し、混和処理前と同等の菌数レ

ベル（103～104MPN/g乾物）を維持した（データ省略）。 

 ｃ 炭化素材中構成細菌群の土壌中での変遷解

析(PCR-DGGE法) 

 PCR－DGGEにより木質炭化素材への細菌群CD7

を構成するシマジン分解菌（CDB21）、CSB、CD7w、

細菌群PD3中のPCNB分解菌PD653の集積が確認され

た（図2271-3）。PD653の存在比は少ないがPCNB分解

に充分な量が集積されていたと推定される。CD7wは、

炭化素材表面には殆ど存在せず、内部に高度に集積

されている事が明らかとなり、細菌群の炭化素材へ

の親和性を高めている可能性が示唆された。土壌混

和４週間後でも集積細菌群の構成に変化はなく、土

壌細菌の炭化素材への付着、侵入は認められなかっ

た。 

 

 

図2271-3 PCR－DGGE による複合分解菌集積炭化素材中構成細菌群変遷の解析 

図2271-4 分解菌集積木質炭化素材を用いた PCP･HCB 複合汚染土壌の室内浄化試験 

1 2    3  4   5   6   7  8   9

CDB21
CSB
CD7w

PD653

35%

55% 150 C.V., 60℃, 4h

レーン 1: CDB21+CSB+CD7w+PD653
2: PD3+CD7 表面 0 日目

3: 28日目

4: PD3+CD7 内部 0 日目

5: 28 日目

6: PD3+2mix 表面 0 日目

7: 28 日目

8: PD3+2mix 内部 0 日目

9: 28 日目
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図2271-5 HCB を唯一の炭素源とした場合の PD653株による HCB の分解・無機化(右図)、PD653株の増殖と

HCB の脱塩素分解(左図) 

 

 

 

 

図2271-6 Nocardiodes sp. PD653 株による HCB、 PCNB、PCP の推定代謝経路 

 (ウ) 複合分解菌集積炭化素材を用いた実複合汚

染土壌の浄化（室内モデル試験） 

 PCPとHCBの分解率は何れもPD3集積炭化素材区

の方が高く、４週間後の分解率は何れも32.4%に達し

た（図2271-4）。  

 (エ) Nocardiodes sp. PD653 株による HCB、

PCNB、PCP分解代謝経路の推定 

  ａ [14C]HCBを用いた代謝試験３) 

PD653株はHCBを好気的に資化・脱塩素分解し、水

溶性代謝物を経て芳香環が開裂し、 終的には無機化

されることが明らかになった（図2271-5）。HCBを好

気的に無機化できる細菌の単離・同定は世界初である。 

  ｂ PD653株の休止菌体を用いたHCB、PCNB、

PCPの代謝試験４) 

 HCB 及びPCNBからは何れも主要代謝物として

PCPが検出された。また、PCPからはTeCH及びDiCH

が代謝物として検出された（図2271-6）。すなわち本

菌は、初発の酸化的脱ニトロ化及び脱塩素化による
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PCPの産生を経てPCNB、HCBを資化することが示唆

された。 

 エ 考 察 

 (ア) 木炭環流法による複合分解菌集積木質炭化

素材の作成と性能評価 

３週間の環流培養(C・N源であるPCNBは木質炭化

素材Aにシマジンは環流液に添加)により、炭化素材A

の内部にPCNB/シマジン分解菌複合系（PD/CD7、

PD/２Mix）が構築され、各々の分解菌数レベルは105

～107MPN/g乾物に達することが明らかになった。単

独区に比べ各菌数は１/10程度に減少するが、薬剤分

解能は高く、３週間の環流試験により、シマジン、

アトラジン、PCPを90％以上分解し、単独系と同等の

分解性能を示した。 

 (イ) 模擬複合汚染土壌を用いた複合分解菌集積

炭化素材の性能評価 

 木質炭化素材Aに高密度で集積した複合分解菌

PD3+CD7とPD3+２Mixはともに、難分解性農薬シマジ

ン、アトラジン、PCPに対して非滅菌土壌中で非常に

高い分解除去能（75%程度）を示したが、HCBに対し

ては50%程度であった。この原因は複合分解菌のHCB

分解能が低いためではなく、HCBの水溶解度

（0.005ppm）が他の薬剤と比べ極端に低いため、水

の移行・拡散に伴って炭化素材に吸着される量が35%

程度低下するためだと考えられる。PCR－DGGE法に

より木質炭化素材への細菌群CD7を構成するシマジ

ン分解菌（CDB）、CSB、CD7wと細菌群PD3中のPCNB

分解菌PD653の集積が確認され(土壌埋設前)、土壌埋

設後も分解菌群の動態を追跡出来ることが明らかに

なった。 

 (ウ) 複合分解菌集積炭化素材を用いた実複合汚

染土壌の浄化（室内モデル試験） 

 PCP･HCB複合実汚染土壌（PCP濃度:13.6、HCB濃

度:1.83mg/kg乾土）に硫安（４mg/kg）添加後、PD3

あるいはPD653集積木質炭化素材（分解菌数：

1010MPN /g乾物）と８%汚染土壌に混和し、室内試験

（25℃・暗所で４週間静置培養、週１回水分補給、

撹拌）でPCPとHCBの分解能を評価した。その結果、

PCPとHCBの分解率は何れもPD3集積炭化素材区の

方が高く、４週間後の分解率は何れも32.4%に達した。

分解率が目標としていた50%に届かなかった原因は、

PCPの汚染濃度が10ppm以上と高く、分解菌の生育と

分解活性を阻害する（フリーの細胞だと、PCP濃度が

２ppm以上で分解速度が低下し、５ppmで分解しなく

なる）ためだと考えられる。 

 (エ) Nocardiodes sp. PD653 株による HCB、

PCNB、PCP分解代謝経路の推定 

 PD653株はHCBを好気的に資化・脱塩素分解し、水

溶性代謝物を経て芳香環が開裂し、 終的には無機

化（CO2）されることが明らかになった。また水溶性

代謝物に関しては、PD653株の休止菌体を用いて代謝

試験をおこない、HCBとPCNBの初発の主要代謝物は

PCPであることを明らかにした。PCP以降の代謝物は

培養液上清をアセチル誘導体化後GC/MSを用いて検

出・構造解析した結果、2,3,5,6-Tetrahydroquinon

（TeCH）及び2,6-Dicholohydroquinone（DiCH）が検

出された。HCBを好気的に無機化できる細菌の単

離・同定は世界初である。 

オ 今後の課題 

今回開発した複合分解菌集積炭化素材は、複数の

難分解性有機化合物で汚染された土壌の浄化・修復

に有効な素材であることが検証されたが、室内試験

レベルの検証であり、スケールアップした野外での

有効性に関しては未だに検証されていない。今後は、

野外実証試験を行うために、複合分解菌の大量・迅

速集積培養法を確立する必要がある。また、HCB等

POPsは一般的に水溶解度が非常に低く（0.1ppm以

下）土壌と強く吸着し残留するため、バイオアベイ

ラビリテー（生物利用性）が著しく低下してしまい、

微生物分解できない。そこで、微生物資材（＝複合

分解菌集積炭化素材）を施用する前に、バイオアベ

イラビリテーを高める必要がある。そのための資材

としてバイオサーファクタント（一般に合成界面活

性剤と比べ生物に対する毒性が低い）は有望であり、

微生物資材と組み合わせることで、分解能をさらに

向上させHCB等POPs汚染土壌の原位置バイオレメ

ディエーション技術を確立したい。 

カ 要 約 

木炭環流法を用いて木質炭化素材に２種の農薬分

解群（PD3とCD7）を同時に迅速・高密度で集積する

手法を開発した。この手法で作成した複合分解菌集

積炭化素材を、模擬複合汚染土壌に10%の比率で混和

し、４週間静置培養（25℃、暗所）すれば、土壌中

の４種の農薬（シマジン、アトラジン、PCP、HCB）

を50～75％分解除去できた。また、実複合汚染土壌

（PCPとHCB）に硫安(４mg/kg)添加後、PD3集積木
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質炭化素材を８%の比率で混和し、４週間静置培養

（25℃、暗所）すると、PCPとHCBの分解率は何れも

33%に達した。PCNB分解菌群PD3から単離・同定した

新規分解菌Nocardiodes sp. PD653 株はHCBを好気的

に資化・脱塩素分解し、水溶性代謝物（PCP、

2,3,5,6-Tetrahydroquinone、2,6-Dicholohydroquinone）

を経て芳香環が開裂し、 終的には無機化(CO2)され

ることを明らかにした。HCBを好気的に無機化でき

る細菌の単離・同定は世界初である。 

 キ 引用文献 

１) 髙木和広 (2000). 木質炭化素材による難分解性
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ディエーションへの適用.農業技術体系土肥編第３

巻,追録第11号,農文協,49-55. 

２) A. Iwasaki, K. Takagi, Y. Yoshioka, K. Fujii, Y. 

Kojima and N. Harada (2007) Isolation and 
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Science, 63(3):261-268.  

３) K. Takagi, A. Iwasaki, K. Satsuma, M. Masuda and 

N. Harada (2006) Aerobic Mineralization of 
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研究担当者（高木和広＊） 

(2) 生物機能を利用したダイオキシン類の分解技術

の実用化 

ア 研究目的 

農耕地に広く薄く分布しているダイオキシン類を

分解するための技術として、オンサイトで、特別な

装置が不要な生物的環境修復技術の開発が求められ

ている。これまでに実験室レベルではあるが、製剤

化した木材腐朽菌の添加により土壌中のダイオキシ

ン類が分解されることを確認した。 

そこで、微生物あるいは植物を用いた土壌中の生

物的ダイオキシン類分解技術について、微生物資材

の大量増殖・製剤化法、土壌への添加（定着、増殖）

法、分解促進条件の検討を行った上で、実証試験を

行い、現地の環境や汚染度に応じたバイオレメディ

エーション技術の実用化を図ることを目的とする。 

イ 研究方法 

(ア) 2003年度 

ハタケキノコ、ウスヒラタケのペレットを作製し、

野外土壌への定着を試みる。上記土壌中でダイオキ

シン分解に関与することが予測される酵素の活性を

確認する。土壌に吸着したダイオキシン類の溶出の

ため、モデル系で基礎的検討を行う。 

(イ) 2004年度 

 九州大学、森林総合研究所にて液体培養時のダイ

オ キ シ ン 類 の 分 解 能 を 確 認 し た 株 （ Phlebia 

brevispora）につきペレット菌体の作製を検討する。

未滅菌の黒ボク土壌、砂質土壌に上記のペレットを

様々な条件下で加え、未滅菌で、菌の繁殖できる条

件を検討する。上記の条件下で、未滅菌の模擬汚染

土壌を作製し、分解実験を行う。 

ウ 研究結果の概要 

(ア) 2003年度 

ハタケキノコ、ウスヒラタケ、それぞれにつきペ

レット菌体を作製し、野外土壌に定着させ、子実体

の形成まで確認した。さらに菌周囲の土壌中に酸化

酵素活性がある事を確認した。1-メチルナフタレン

処理により吸着したダイオキシンが溶出される事が

示唆された。 

(イ) 2004年度 

液体培養時にダイオキシン分解能を持つPhlebia 

brevispora株の前培養、およびペレット菌体の作製に

つき検討し、ペレット菌体の作製に成功した（図

2272-1）。得られたペレット菌体を用いて未滅菌土壌

への定着を検討し、黒ボク土壌中で繁殖させる事に

成功した（図2272-2）。桧のオガクズ（ Phlebia 

brevispora株は桧の根株心腐れ腐朽部より分離され

た）を添加することにより未滅菌土壌でも優勢的に

生やすことができた。上記条件を用いて、現在２塩

素体（2,7-DCDD、63μg）と４塩素体（1,3,6,8-TCDD、

78μg）を添加した未滅菌の模擬汚染土壌の生物分解

試験(試験期間11日)を行ったが、減少は見られな

かった（図2272-3,4）。 
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図2272-1 ペレット化した Phlebia brevispora 株 図2272-2 未滅菌の黒ボク土壌中で繁殖する 

Phlebia brevispora 株 

図2272-3 2塩素体の分解試験結果（１はコントロール、2は試験群 ） 

図2272-4 4塩素体の分解試験結果（１はコントロール、2は試験群 ） 
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 エ 考 察 

 上記結果は菌体の繁殖が充分でなかった事が主原

因と考えられる。今後、より至適な生育条件の検討、

および処理期間の延長等が必要となる。 

オ 今後の課題 

今後、さらに高塩素化されたダイオキシンで汚染

された土壌の処理試験を、代謝産物検出を中心に検

討する必要がある。その際、代謝産物検出には高濃

度の基質が必要であり、毒性等の問題への配慮が強

く求められる。 

カ 要 約 

 液体培養にてダイオキシン分解能を持つPhlebia 

brevispora株のペレット化を検討し、未滅菌土壌で優

先的にはやすことに成功した。模擬汚染土壌にて実

証試験を行ったが、分解は微量であった。今後、生

育条件の至適化と分解期間の延長を行い検討する必

要がある。 

キ 引用文献 

特になし。 

研究担当者（冷牟田修一＊） 

(3) 担子菌連続投与によるダイオキシン類汚染土壌

浄化技術の開発 

 ア 研究目的 

近、低濃度ダイオキシン類が広く拡散した農地

の分解無毒化技術の開発が急務となっている。低濃

度で、広範囲に拡散している場合、バイオリメディ

エーションが有効で、 近、ある有害化学物質で細

菌等を用いた環境修復が、有害物質と細菌増殖の同

時モニタリングで実現されつつある。複雑な構造の

塩素化ダイオキシン類に関して細菌は分解が困難で

あり、我々は担子菌を使用した結果、貧栄養培地液

体培地では分解でき、土壌では分解が困難であるこ

とを明らかにした。 

 本研究では、次項2274と連携をとりながら、2003、

2004年度でPleurotus pulmonarius（ウスヒラタケ）を

用いた担子菌のモニタリング技術の開発、及び１～

８塩素置換ダイオキシンの分解能力の検討、2005、

2006、2007年で対象菌株をPhlebia brevispora（九州大

学保有菌株）に変更し、モニタリング技術の開発、

ダイオキシン分解の評価、及び界面活性剤を使用し

た汚染土壌からのダイオキシン溶出と溶出ダイオキ

シンの分解評価を行った。 

イ 研究方法 

 (ア) Pleurotus pulmonarius（ウスヒラタケ）を用

いた担子菌のモニタリング技術の開発 

前培養したPleurotus pulmonariusをKirk-LN 培地に

接種し、25℃、110rpmで振とう培養を行い、菌増殖

のモニタリングを試みた。一定培養後、乾燥菌体重

量を測定するとともに、菌糸体からDNAを抽出し、

定量PCR法によりDNA量を測定した。 

 (イ) Pleurotus pulmonarius による１～８塩素置換

ダイオキシンの分解能力の検討 

 ａ 14C-TCDD無機化試験 

 pleurotus pulmonariusの菌床１ g、園芸土２ g、
14C-TCDD2.5×105dpmを混和し、２週間でのCO2無機

化を液体シンチレーションカウンターで測定した。 

ｂ 液体培養におけるダイオキシン分解力の再評

価 

 近、ダイオキシンは菌体に吸着するのではない

かという問題が生じており、担子菌による分解を評

価する際、前処理方法としてダイオキシン分解反応

後にアセトンを添加のうえ菌体破砕を十分に行い、

ダイオキシン分析を行う必要があることがわかった。

そこで、同様の手法を用いてウスヒラタケのダイオ

キシン分解力を再評価した。Kirk-HCLN培地で１週

間静地前培養後、DMFで希釈したmono～octa-TCDD

を添加、４週間培養し残存ダイオキシン量を分析。

対照区は本培養後アジ化ナトリウム処理し、TCDDを

添加した。以降公定法に従い、HRGC/HRMS SIM同

定定量を行った。 

ｃ 土壌におけるダイオキシン分解力評価 

 ウスヒラタケを用いて液体培養条件下、mono～

octa-TCDD混和土壌（人工汚染土壌）を添加した、

mono～octa-TCDDの分解力評価を行った。 

 (ウ) Phlebia brevispora菌生育のモニタリング手法

の開発 

 土壌中の菌糸体量をモニタリングする手法を開発

するため、当該菌が持つDNAを特異的に増幅するPCR

用primerを設計し、定量PCR条件の 適化を行った。 

 (エ) Phlebia brevisporaにおけるダイオキシン分解

の評価 

 滅菌汚染土壌で１ヶ月間の生育後（固相系）、ダイ

オキシン分解の評価を行った。分解の評価は、土壌

にアセトンを添加後、菌体破砕を十分に行い（前処

理）、以降公定法に従い行った。 
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(オ)界面活性剤による抽出、及び再吸着方法の検討 

  a 界面活性剤による汚染土壌からダイオキシ

ンを溶出する方法の検討 

各種界面活性剤、及びバイオサーファクタントを使

用して界面活性剤濃度がダイオキシン抽出に及ぼす

影響について、汚染土壌より1,3,6,8-TeCDD抽出率

を検討した。 

  b  Phlebia brevisporaにダイオキシンを再吸着

させた条件におけるダイオキシン分解の評価 

汚染土壌から抽出した1,3,6,8-TeCDDを菌体そのも

のに吸着させ、液体培地条件にて分解試験を行った。 

図2273-1 DNA 量から推定した菌糸体重量と実測した菌糸体重量の関係 

図2273-2 ウスヒラタケによる14C-TCDD の減少 
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ウ 研究結果 

 (ア) Pleurotus pulmonarius（ウスヒラタケ）を用

いた担子菌のモニタリング技術の開発 

一定培養後の菌糸体重量とDNA量から推定した菌

糸体重量はほぼ一致した（図2273-1）。 

 (イ) Pleurotus pulmonarius による１～８塩素置換

ダイオキシンの分解能力の検討  

  ａ 14C-TCDD無機化試験 

2,3,7,8-TCDDを２週間で約２%CO2まで分解した

（図2273-2）。 

ｂ 液体培養におけるダイオキシン分解力の再

評価 

 前処理を行った再分析の結果、2-MCDDが70%、

2,7-DCDDが24%、1,2,4-TCDDが19%減少し、高塩素

置換DDはMSによる分析では検出限界以下の減少

だった（図2273-3）。 

 ｃ 人工汚染土壌におけるダイオキシン分解力

の評価 

 前処理を行った再分析の結果、ダイオキシンはMS

による分析では減少は見られなかった（図2273-4）。 

図2273-3 ウスヒラタケによる1～8塩素置換 TCDD の減少（液体培養） 

  

      

図2273-4 ウスヒラタケによる1～8塩素置換 TCDD の減少（土壌培養） 
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図2273-5 Phlebia brevispora 定量試験 

図2273-6 固相系における汚染土壌分解試験 

 (ウ) Phlebia brevispora菌生育のモニタリング手

法の開発 

 既知量の菌糸体を汚染土壌に混和し、DNAを抽出

して定量PCR法にて定量した結果１μg菌糸体/10mg

土壌の検出限界で特異的かつ定量的に検出可能と

なった（図2273-5）。 

 (エ) Phlebia brevisporaにおけるダイオキシン分

解の評価 

 固相系での培養では、ダイオキシンの顕著な減少

は見られなかった（図2273-6）。 

(オ)界面活性剤による抽出、及び再吸着方法の検

討、分解 

  a 界面活性剤による汚染土壌からダイオキシ

ンを溶出する方法の検討 

 様々な界面活性剤及びバイオサーファクタントを

用いてダイオキシンを溶出したところ、ソルポール

5115の溶出効果が高いことがわかった（図2273-7）。

また、ソルポール5115の濃度による溶出効果は、１%

濃度で土壌中の1,3,6,8-TeCDDの27.7％が溶出可能

であった（図2273-8）。0.1%濃度でほとんど溶出され

ないことから、１%で溶出し0.1%まで希釈すれば再吸

着させ得ることがわかった。 
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図2273-7 1,3,6,8-TeCDD の溶出率 

図2273-8 汚染土壌からソルポール5115による濃度別溶出効果 

図2273-9 菌再吸着ダイオキシンの分解 

  b Phlebia brevisporaにダイオキシンを再吸着さ

せた条件におけるダイオキシン分解の評価  

 ソルポール5115により溶出させたダイオキシンを

菌体に吸着させ、Kirk液体培地にて処理したところ、

約37%分解した（図2273-9）。 

エ 考 察 

 (ア) Pleurotus pulmonarius（ウスヒラタケ）を用

いた担子菌のモニタリング技術開発 
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 リアルタイムPCRと特異的プライマーにより、土壌

中の目的菌を定量できた。  

 (イ) Pleurotus pulmonarius による１～８塩素置換

ダイオキシンの分解能力の検討 

 Pleurotus pulmonariusにより、14C-2,3,7,8-TCDD

の無機化は観察されたが、MSレベルでは検出できな

かった。３塩素置換体まで分解できたが、汚染土壌

の浄化には適さないと考える。  

 (ウ) Phlebia brevispora菌生育のモニタリング手

法の開発 

 Phlebia brevispora菌のモニタリングも定量できる

ようになった。 

 (エ) Phlebia brevisporaにおけるダイオキシン分

解の評価 

 固相培養条件では分解は困難であったが、課題番

号2444において液体培養（スラリー系）では分解が

可能であったことから、スラリー条件での環境が分

解に適することがわかった。 

 (オ) 界面活性剤による抽出、及び再吸着方法の

検討、分解 

 界面活性剤はソルポール5115の溶出効果が高く、

溶出させたダイオキシンを菌体に吸着させ、スラ

リー条件で分解させ得ることがわかった。 

オ 今後の課題 

未滅菌土壌での処理を考えた場合、界面活性剤等

を用いて汚染土壌からダイオキシンを一時溶出し、

分解する方法も一つの方向性である。その際、溶出

効率がよく、かつ、分解に影響の少ない界面活性剤

選択することが重要であり、今後はそのような溶出、

分解方法を検討していきたい。 

カ 要 約 

Pleurotus pulmonariusにより、14C-2,3,7,8-TCDD

の無機化は観察されたが、MSレベルでは検出できな

かった。３塩素置換体まで分解できたが、汚染土壌

の浄化には適さないと考えられた。 

 そこで菌をPhlebia brevisporaに変更し、本菌は

1,3,6,8-TeCDDを分解する際、スラリー条件での環

境が分解に適することがわかった。未滅菌土壌に対

しては増殖が不可能であったので、界面活性剤で汚

染土壌からダイオキシンを溶出させた。溶出させる

界面活性剤はソルポール5115の溶出効果が高く、溶

出させたダイオキシンを菌体に吸着させ、スラリー

条件で分解させ得ることがわかった。 

研究担当者（山口宗義＊、関谷敦） 

(4) 担子菌によるダイオキシン分解機構の解明及び

現地汚染土壌への応用 

 ア 研究目的 

近年、低濃度ダイオキシン類や有害農薬が広く拡

散した農地の分解無毒化技術の開発が急務となって

いる。我々は白色腐朽菌がダイオキシン類を分解可

能であることを明らかにしており、汚染土壌の修復

を目指している。森らは広範囲の担子菌を用い

dibenzo-p-diozinの分解を指標に白色腐朽菌Phlebia 

lindtneriを二塩素化ダイオキシン分解菌として選抜し

ている１）。しかしながらより高塩素置換されたダイオ

キシンの分解性については不明であった。本研究で

はより高度に塩素置換されたダイオキシン異性体の

分解を試み、さらに強力な分解菌の選抜および分解

機構の解明を行なった。次に、白色腐朽菌は様々な

有機汚染物質の分解能を持つことが報告されている

が２）、実際に浄化対象となる土壌中での分解力が評価

された報告は少ない。そこで、本国の水田における

ダイオキシン汚染の主要な異性体である1,3,6,8- 

tetrachlorodibenzo-p-dioxin(1,3,6,8-tetraCDD) を 対

象とした土壌浄化を目的として、異なる性質の土壌

を用いてモデル汚染土壌を作成した。これを菌で処

理し、土壌成分がダイオキシン分解に与える影響に

ついて検討することにより、分解可能な条件を見出

した。さらに、実際の水田汚染土壌を菌で処理する

ことで、含有される1,3,6,8-tetraCDDの除去を試み

た。 

イ 研究方法 

 (ア) 塩素化ダイオキシン分解菌の選抜と分解機

構の解明 

ａ 液体培地での塩素化ダイオキシン分解試験 

 九州大学農学部森林圏環境資源科学講座で保有し

ている担子菌株を用い、二～四塩素置換されたダイ

オキシン異性体（2,7-di-, 2,3,7-tri-, 1,2,8,9-tetra-, 

1,2,6,7-tetra-,1,3,6,8-tetra-,1,2,7,8-tetra-chloro- 

dibenzo -p-dioxin）を基質として分解試験を行なった。

Potato Dextrose Agar (PDA)上で培養した菌糸体を、

50 mlの滅菌水とともにワーリングブレンダーでホモ

ジナイズし、菌体懸濁液１ mlを10 mlのKirk 液体培

地３）（100 ml摺付き三角フラスコ）へ接種した。接種

したフラスコを密栓後30℃、暗所で一週間培養し、
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５mMに調製した各ダイオキシン溶液を加え、再び密

栓後、さらに２週間培養した。培養終了後、アセト

ンを20ml加えてホモジナイズし、遠心分離で菌糸体

を除去後、上清をHPLCで分析し、ダイオキシンの分

解率を測定した。 

 ｂ 代謝物の検出および分解経路の推定 

選抜された白色腐朽菌を用いて前述の通りに液体

培地中でダイオキシンを処理した。処理終了後、ア

セトンとともにホモジナイズした後、グラスフィル

ターで菌糸体と上清に濾別し、上清は酢酸エチルで

３回液―液抽出を行い、菌糸体は風乾後、酢酸エチ

ルで12時間ソックスレー抽出を行った。それぞれの

抽出液を混合し濃縮後、GC/MSで分析し、代謝中間

物の検出を行い、化合物のマスフラグメントパター

ンから化合物の構造を推定した。 

(イ) 汚染土壌の処理 

  ａ 土壌 

本研究では異なる性質の土壌を３種類（黒ぼく土、

水田土壌、真砂土）使用した（表2274-1）。黒ぼく土

は日本植物防疫協会より農薬吸着試験用土壌を購入

し、水田土壌は（独）農業環境技術研究所より入手

した。真砂土は福岡市今宿で採取したものを用いた。

各土壌のpH、 全炭素量、全窒素量について表2274-1

にまとめた。 

表2274-1 土壌性状 

単位 soil 
真砂土 黒ぼく土 水田土壌

pH 5.4 5.6 5.7 
全炭素 g/kg* 0.7 32.7 3.1 
全窒素 g/kg* 0.1 3.1 1.7 

*C/N コーダー法

 ｂ 土壌の菌処理（固相処理） 

固相処理を行うにあたり、土壌へ菌を導入する基

材として、パーライトを用いた。パーライトは二酸

化珪素を主成分とする多孔質の無機基材であり、保

湿性と排水性を兼ね備えている。また、パーライト

を使用することにより分析の際の夾雑物の排除およ

び添加する培地の濃度を調製することにより栄養源

が菌の分解活性等に与える影響の確認が可能となる。

太口試験管にパーライト１ｇを入れ、オートクレー

ブ滅菌を行った。予め用意しておいた菌体懸濁液２ 

mlとKirk液体培地５mlを添加した。その後、シリコ栓

をし、暗所で培養し、これを浄化基材とした。 

 模擬汚染土壌作成は以下の通りである。100 ml三

角フラスコに土壌５gを入れ、オートクレーブ滅菌を

行った。その後1,3,6,8-tetraCDD (0.05 mM DMF溶

液)を25μl添加し、シリコ栓で口を閉じ、室温で３日

間放置し溶媒を揮発させた。その後緩やかに土壌を

攪拌し、模擬汚染土壌とした。 

 浄化基材（菌体＋パーライト）と模擬汚染土壌を

混合し、Kirk液体培地４mlを添加した。その後容器の

上部空間を酸素で置換し、ガラス栓で密栓し、暗所

25℃で30日間の静置処理を行った。なお、酸素置換

は10日おきに行い、コントロールには混合前の浄化

基材をオートクレーブ滅菌したものを用いた。 

ｃ 土壌の菌処理（スラリー処理） 

 100 ml三角フラスコにKirk液体培地30 mlを添加し、

オートクレーブ滅菌した。予め用意しておいた菌体

懸濁液２ mlを添加し、暗所、25℃、150 rpmで５日

間振とう培養した。これを前培養菌体とした。100 ml

三角フラスコに前述の通り模擬汚染土壌を作成し、

前培養菌体を加えた。この際、スラリー処理中の固

液比について検討するために、滅菌水を加え、 終

的な固液比を１:６、 １:９、 １:12、 １:15、 １:18

となるように調製した。その後、容器の上部空間を

酸素で置換し、ガラス栓で密栓し、暗所25℃で30日

間の振とう培養を行った。なお、コントロールには

前培養菌体にアジ化ナトリウムを20 mg添加したもの

を用いた。また、実汚染土壌の処理は、実汚染土壌

を予めオートクレーブ滅菌したものを用い、 終的

な固液比を１:60となるように調製し30日間の処理

を行った。 

  ｄ 分析 

処理終了後のサンプルに１M KOHエタノール溶液

50 mlを加え、室温で一晩放置した。その後、内部標

準物質として1,2,8,9-tetraCDDを添加し、ポリトロ

ンで土壌を破砕した。破砕した土壌をガラス繊維ろ

紙を用いて吸引ろ過した。ろ液はヘキサン50 mlで３

回液―液抽出を行い、土壌残渣は150 mlのトルエン

で12時間のソックスレー抽出を行った。各抽出液を

濃縮し濃硫酸、シリカゲルカラムでクリーンアップ

後、GC/MSで1,3,6,8-tetraCDDの回収率を算出した。 

ウ 研究結果 

 (ア) 塩素化ダイオキシン分解菌の選抜と分解機

構の解明 
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 既存の分解菌であるPhlebia lindtneriを用いて二～

四塩素置換ダイオキシンの分解について液体培養条

件 で 検 討 し た と こ ろ 、 2,7-di-, 2,3,7-tri-, 

1,2,8,9-tetra-, 1,2,6,7-tetra-CDDについては分解

が確認され、代謝物として水酸化物が検出された４)

（図2274-1）。一方、1,3,6,8-tetraCDDの分解は確認

できず、さらにスクリーニングを進めた。その結果、

P. lindtneriよりも高い2,7-DCDD分解能を持つ菌株

としてPhlebia brevispora TMIC33929の選抜に至った
５)。本菌によるダイオキシン異性体の分解率を図１に

示 す 。 こ の 菌 は 他 の 菌 で は 分 解 が 困 難 な

1,3,6,8-tetraCDDも分解することが明らかとなった。

GC/MSで探索したところ、代謝物として水酸化物、

メトキシル化物、3,5-dichlorocatecholが検出された。

本菌による1,3,6,8-tetraCDDの分解および代謝物の

産生は、シトクロムP450阻害剤であるピペロニルブ

トキシドの添加により阻害された。代謝物の性状か

ら推定されるダイオキシン分解機構を図２に示す。

本菌はダイオキシンを菌体内酵素であるシトクロム

P450により水酸化し、水酸化されたダイオキシンは

さらにメチル化されてメトキシル化物となる。その

過程で環開裂がおこり、3,5-dichlorocatechol へと代

謝されると考えられた（図2274-2）。 

図2274-1 P. brevispora によるダイオキシン異性体の分解 

 

 

図2274-2 P. brevispora による1,3,6,8-tetraCDD の推定代謝経路 
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(イ) 模擬汚染土壌の処理 

 P. brevisporaは水田汚染土壌の主要な汚染物であ

る1,3,6,8-tetraCDDを分解できることから、実際の

水田汚染土壌処理を見据えて、模擬汚染土壌を用い

た条件検討を行った。まず、固相条件での検討を行っ

た。結果を図2274-3に示す。液体培養条件では、

1,3,6,8-tetraCDDの90%が分解されたが、固相処理で

は分解が観察されなかった。すなわち固相条件での

土壌処理は困難であることが示された。そこで、次

にスラリー条件での処理を試みた。固液比を１:６で

処理した場合、黒ぼく土では分解が観察されなかっ

たが、水田模擬汚染土壌および真砂土では分解が観

察された（図2274-4）。すなわち、有機物含量が多い

土壌では分解が困難であることが示唆された。そこ

で、分解が困難であった黒ぼく土を対象として固液

比を変化させて分解を試みた。結果を図2444-5に示

す 。 図 2274-4 と 同 様 に 、 固 液 比 １ : ６ で は

1,3,6,8-tetraCDDの分解は見られなかったが、固液

比１:９以上の液量では、分解が観察された。すなわ

ち、反応系内の水分含量を上昇させることで、土壌

環境での分解が可能になることが示された。 

(ウ) 実汚染土壌の処理 

 水田実汚染土壌を固液比１:60の条件で処理した

結果、30日間の処理で含有している1,3,6,8-tetraCDD

の30%が除去され、90日間の処理で約50%が除去され

た。すなわち、菌によるスラリー処理により、実汚

染土壌の浄化が可能であることが示唆された（図

2274-6）。 

図2274-3 固相処理による土壌中ダイオキシン 図2274-4 スラリー処理による土壌中 

の分解 ダイオキシンの分解 

 

 

 

 

 

 

 

図2274-5 固液比のダイオキシン分解への影響 図2274-6 水田実汚染土壌の処理 
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エ 考 察 

(ア) ダイオキシン分解菌と分解機構について 

本研究において、強力なダイオキシン分解菌とし

てP. brevisporaを選抜した。これまでの報告では 白

色腐朽菌であるPhanerochaete chrysosporiumの産生す

る菌体外酵素であるリグニンペルオキシダーゼによ

る一電子酸化による分解が報告されている６)。しかし

ながらこの反応には、基質の酸化還元電位が関わっ

ており、電位が高くなると酸化が困難となる７)。ダイ

オキシンの場合、塩素置換数が多くなるにつれて、

酸化開始電位が高くなると考えられ、酸化は困難で

ある。近年、いくつかの報告により、難分解性の化

合物の分解に、菌体内酵素であるシトクロムP450に

よる水酸化反応が関わることが報告されている８,

９,10)。本研究で観察されたP. brevisporaによるダイオ

キシン分解にもシトクロムP450が関わっている。

1,3,6,8-tetraCDDを分解可能なのがP.brevisporaだ

けであることから、P. brevisporaが特異なシトクロム

P450を有している可能性があり、今後、酵素、遺伝

子レベルでの解析が進むことが期待される。 

(イ) 土壌処理 

 本研究では、三種類の土壌を用い、ダイオキシン

の分解性と土壌の性状との関係について考察した。

土壌性状を示した表2444-1と、固液比が１:６での分

解率を示した図2444-4を比較すると、土壌の有機物

含量は、黒ぼく土＞水田土壌＞真砂土であり、ダイ

オキシンの分解率は黒ぼく土＜水田土壌＜真砂土で

あった。すなわち、土壌有機物がダイオキシン分解

を阻害していることを示している。本菌のダイオキ

シン分解が、細胞内の酵素により起こるという先の

知見とあわせて考えると、土壌有機物へのダイオキ

シンの吸着が原因の一つとなるバイオアベイラビリ

ティーの低さの影響を受けたものと考えられた。一

方、固液比を変化させ、水分量を増やすことで、黒

ぼく土におけるダイオキシンの分解率が向上した。

この現象には二つの理由が考えられる。一つは、水

分量を増やすことによる、黒ぼく土中に存在する何

らかの分解阻害成分の希釈であり、もう一つは、土

壌粒子の物理的流動性の向上である。現在のところ

要因を特定するには至っていないが、土壌スラリー

条件で実汚染土壌の処理が可能であることを示せた

ことは、白色腐朽菌を用いたバイオレメディエー

ション技術の確立に寄与する結果であるといえる。 

オ 今後の課題 

 (ア) 非滅菌土壌条件下で白色腐朽菌を生育させ

る技術の開発 

現在のところ、土壌中のダイオキシンの分解が確認

されたのは、滅菌条件下でのみであり、非滅菌条件で

の菌の生育、基質の分解について検討する必要がある。

今回の検討では炭素源としてグルコースを用いている

ことから、土着の細菌類が優先的に生育するため、白

色腐朽菌が生育することが出来ない。従って、今後は

土壌薫蒸などの方法と組み合わせた検討が必要となる。 

(イ) 土壌阻害要因の解明 

 土壌中での白色腐朽菌によるダイオキシンの分解

阻害要因を特定することで、その阻害要因を除くた

めの簡便な前処理方法を開発する必要がある。 

カ 要 約 

(ア) ダイオキシン分解機構の解明 

白色腐朽菌P.brevisporaによる塩素化ダイオキシン

の分解は、シトクロムP450による水酸化が関与して

おり、その後メチル化、環開裂を経て代謝が進むこ

とを明らかにした。 

(イ) 汚染土壌への応用 

 白色腐朽菌P. brevisporaを用いて、汚染土壌をスラ

リー処理することで、土壌中のダイオキシンを分解

できることが明らかとなった。 
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研究担当者（近藤隆一郎＊、亀井一郎） 

８ 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 

 ア 研究目的 

難分解性有機化合物などの化学物質による汚染土

壌の浄化には、莫大なコストとエネルギーが必要で

ある。汚染サイト毎に、必要なリスク低減度、許容

される処理時間、コスト、エネルギーが異なるため、

適用すべき対策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。一方で、

必要なリスク低減化のためにどれだけのコスト、エ

ネルギーで処理するかという技術自体を評価する手

法は無かった。本研究では、対策技術の評価指標と

して、リスク低減化効果、コスト、環境負荷の三つ

の側面を考慮したリスク経済指標を確立し、研究開

発途中など実用化前の段階にある新規技術の開発目

標要件を明らかにする手法の構築を目的とした。 

イ 研究方法 

(ア) 技術評価手法の概念構築 

 山内ら１)は、処理が困難な廃棄人工物、難処理人工

物の処理技術の評価を行うために、レスキュー・ナ

ンバー(Rescue Number)と呼ばれる新しい指標を提案

した。これは、処理優先度指数（Figure of Treatment 
Priority: FTP ） と処理困難度指数 （ Figure of 
Unprocessibility for Waste: FUW）と言う二つの指標か

らなる関数によって表され、技術開発の必要性の高

さを表すものと定義されており、値が小さいほど評

価が高いことを示す。汚染土壌も低濃度・広範囲に

拡がる化学物質が対象であり、一般的に処理が困難

であるため、一種の難処理人工物であると考えられ

る。そこで、本研究では、Rescue Numberを応用して、

土壌汚染対策技術の評価手法の構築を行った。

 図2280-1は、残留リスクと浄化に要するコストあ

るいは消費エネルギーとの間の一般的関係を示す。

ある浄化技術においては、性能指標としてこれらの

間にトレードオフの関係が成立し、ある制約条件の

中ではこれらの関係が図中のような原点に向かって

凹型の曲線を描く。このような関係にある時、これ

ら二つを目的関数とした 適解集合がこの曲線を形

成していると考えられる２)。本研究では、トレードオ

フ関係にある目的関数として、残留リスク量と浄化

に要するコストあるいは二酸化炭素排出量を取り上

げ、浄化対策時の二つの要素の組み合わせが 適解

の一つであり、トレードオフ曲線上の一点であり、

この曲線が要素の積で表されると仮定した。

 技術による性能の違いを反映させるために、浄化

処理技術に関するFTPおよびFUWをそれぞれリスク

指標、経済性指標として再定義した。FTPとしては住

民に対する健康被害リスクを、FUWとしてはリスク

低減に要するコストを用いて定量化を行った３)。土壌

汚染によるリスクの評価には、図2280-2に示すよう

なリスク－時間低減特性の技術間の相違を表現する

ために、毎日のヒトへの曝露量が一日許容摂取量

（Acceptable Daily Intake: ADI）を超過する確率に曝露

を受ける人数を乗じることによって、影響を受ける

可能性を持つ一日あたりの人数をFTPと定義した。

 一方、リスク低減にかかるコストは、事前の正確

な算出が困難であることから、海外事例の浄化事業

全体における処理土量あたりの必要コストの値を利

用し、これに処理土量を乗じて、リスク低減に要す

るコストを求め、さらに浄化後の農地土壌回復対策

コストおよび浄化中の農生産停止に伴う所得損失額

を加えることによって、これをFUWと定義した。
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図2280-1 トレードオフ曲線の定義と評価指標 図2280-2 RNSOILの概念図 
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 上述の２つの指標で構成される新規の浄化処理技

術の包括的評価指標RNSOILを定義した。RNSOILは式

(2280-1)で示され、図2280-2のように、FTPR、FUW

および時間軸で囲まれる部分の体積の大きさである

と見なすことが出来る。

( )( ) FUWdttFTPRN RSOIL ×= ∫ （式2280-1）

 ここで、FTPR(t)は技術適用時の時間的なFTPの変

化を示す。

 FTPR積分値およびFUWがそれぞれリスク低減、コ

スト削減に関する技術的な改善の余地を表す。した

がって、RNSOILは技術の未成熟度を表現しており、

FTPR積分値とFUWの間のトレードオフの関係を近似

したものと定義することが出来る。この指標はRescue 
Numberと同様に、その値が小さいほど、現地適用技

術としての評価が高いことを示しており、同じ汚染

サイトに対する複数の候補技術間でRNSOIL値の比較

を行うことにより、技術評価や選定に用いることが

出来る。物理量としての意味はないので、単なる指

標値として相対的な比較を行うことは可能であるが、

異なるサイト間や異なる汚染条件間でのRNSOILの比

較は意味を持たないことに注意が必要である。 

(イ) ライフサイクルアセスメントの適用 

 (ア)で構築した包括的技術評価RNSOILにライフサ

イクルアセスメント（Life Cycle Assessment: LCA）を

適用することにより、技術選択に用いるだけではな

く、研究開発段階にある技術や改善が必要と考えら

れる実用段階技術の開発・改善に関して、目標とな

る項目と数値を示すことが出来る、技術開発目標の

設定手法の構築を行った４)。

RNSOILは技術選択の判断基準となることから、候補

技術間の比較によるランキングはそれらの市場競争

力を表していると考えられる。要素プロセスの改善

や性能向上による競争力の強化は、RNSOIL値を低減化

させるので、改善効果の高さをRNSOIL値の変化で評価

することが出来る。しかしながら、経済性指標FUW

は平均的実績データである処理土量あたりのコスト

を用いていたり、そもそも新規技術には実績データ

が存在しなかったりするため、詳細な評価が難しい。

そこで、現場適用を想定し、技術情報に関するデー

タベースの構築、各技術の工程区分化、フロー化お

よび要素工程のモジュール化を行い、技術における

工程毎の使用機材、材料、消費エネルギー、労働力

などの種類、量および単価の詳細を記述して、処理

対策のライフサイクルにわたるFUW（総コスト）を

算出した。

 技術に関する情報は、文献調査、企業へのアンケー

ト、開発者への聞き取り調査により得た。新規技術

など、情報が十分でない場合には、海外の技術デー

タベース５)を利用して、国内の土木工事積算基準６)

などの公共事業工事に関する工程および物品の単価

情報を組み合わせた。 

 さらに、経済性のみではなく、処理対策が周辺お

よび地球環境に及ぼす影響を技術評価項目とするた

め、産業連関表をベースとした原単位表７)や土木学会

の学協会推奨値８)などから二酸化炭素（CO2）排出源

単位データを収集して、環境負荷によるインパクト

を定量化した。総コストおよびCO2総排出量をそれぞ

れFUWとして採用したRNSOIL(cost)とRNSOIL(CO2)を

定義し、両者を算出した。

(ウ) リスクと環境影響の統一指標による比較 

化学物質によるリスクと環境影響という二つの異
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なる“ものさし（単位）”を持つ要素を直接的に比較可

能とするために、LCAにおける環境インパクトの定

量化手法である、被害算定型環境影響評価手法LIME

（ Life-cycle Impact assessment Method based on

Endpoint modeling）９ ) を用い、障害調整生存年

（Disability-Adjusted Life Year: DALY）を採用した。

DALYは、若年死亡による損失生存年数と、一定の重

さの障害を一定期間抱えながら生存する年数、すな

わち障害生存年数の和として疫学的に把握できる複

合健康指標であり、１DALYは健康に生きられたはず

なのに失われた１年間という損失の指標である10)。リ

スクアセスメント（以下、RA）による汚染土壌によ

るリスク定量化においても同様にDALYによる定量

化を行った11)。環境負荷影響にはCO2によるインパク

トのみを考慮した。なお、通常LIMEでは、金銭（円）

を単位として単位統合化が行われるが、ここでは

DALYから円への統合化係数の逆数を用いて、社会資

産に対する影響をDALYに変換した。RAから得たリス

ク低減量に対して、LCAから得た環境負荷増加量が

上回ってないことをもって、処理の妥当性を評価し

た。また、それらの比率により、技術間比較を行い、

候補技術の優劣や技術目標の設定手法としての検証

を行った。

 (エ) 標準シナリオの構築とシミュレーションに

よる検証

 農用地汚染を対象として(ア)～(ウ)で構築した指

標の算出を行うために、汚染と浄化処理および生産

性回復対策に関する標準シナリオを構築した。農用

地は1,000m2の都市的地域（人口密度4,179.6人/km2）
12)に立地する畑地とし、近隣住民に対する地下水およ

び食物摂取を経路とした曝露があるとした。汚染物

質 と し て は デ ィ ル ド リ ン を 想 定 し 、 濃 度

1.0mg/kg-soilでの表層土壌0.5mの汚染を考えた。ま

た、農生産物としてはナス（年間収入14,739,000円

/10a/年13））を想定し、生産停止による収入減を見積

もった。 

 この汚染サイトが周辺住民に及ぼす影響を輸送・

運命・曝露量推定モデルCalTOX （California EPA, US）

を用いて求めた。ヒト健康被害リスクを推定するた

めの毒性、曝露、移行パラメータはCalTOXに含まれ

ているデータを日本の状況に合わせて一部加工して

利用した。

浄化シナリオは、上述の汚染サイトのシナリオに

おいて、土壌濃度を基準値まで低減する複数の技術

を適用するとした。評価対象としたいくつかの技術

の実績データから得られている処理単価を表2280-1

に示す。また、詳細評価による技術開発目標設定の

検証に用いた想定技術の特性を表2280-2に示す。

ディルドリンは土壌中で難分解性であり、微生物分

解による浄化手法は確立されていないが、ここでは

シナリオ設定上の性能を有した技術が現段階で適用

可能であると仮定して、評価を行った。また、現に

開発中の技術として、高木らによる、複合分解菌集

積炭化素材を用いた浄化技術（以下、炭化資材工法）

の開発14)を例とし、開発段階のスペックを基準として、

他技術との比較から技術開発目標を設定する手法を

検証した。なお、炭化資材工法は本来、水溶性の高

いシマジンなどを分解のターゲット物質としており、

ディルドリンは対象外ではあるが、本研究では表

2280-2に示した処理速度が実現可能だと仮定して、

評価を行い、その結果を開発目標設定の検証例とし

て用いた。

表2280-1 浄化処理技術の浄化単価 

浄化処理技術 
単位コスト(\/m3) 

（ 小値－ 大値）

排土客土工法  7,848 - 23,543 

土壌洗浄法  14,126 - 62,782 

アルカリ触媒還元法（BCD）  15,695 - 54,934

高温熱脱着法  14,911 - 30,606

バイオレメディエーション  4,709 - 10,987

US Navy5)のデータを日本円に換算（$1=\120）

ウ 研究結果 

 (ア) リスク経済性評価手法RNSOILの開発とその

適用性 

図2280-3に技術適用時の積算残留リスクとコスト

の関係およびRNSOIL値を示した。図中の曲線は一定

RNSOILを示しており、RNSOILの値が小さいほど評価が

高い。ここでのシナリオでは、 も単純な技術であ

る排土客土が 高評価となり、次いで高温熱脱着、

BCD、土壌洗浄、微生物分解の順序となった。一般

的な物理化学的技術と生物学的技術の相違点である、

浄化期間とコストのトレードオフ関係が評価値の違

いとして、的確に反映されていると考えられた。

 トレードオフ曲線は、同じ技術であっても対象とな

るサイトのスケールによって異なる。図2280-4には、
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汚染濃度スケールを0.01～1,000mg/kgの範囲で変化

させた場合のRNSOILの変化を示した。排土客土を始め

とした物理化学的技術では、高濃度でRNSOILが一定に

達するのに対して、微生物分解ではRNSOILが増加し続

ける結果となった。また、微生物分解は全領域にわ

たって も評価が低くなったが、低濃度領域になるほ

ど評価値が物理化学的手法に近づき、その差が縮まっ

た。これは、物理化学的技術は高濃度汚染に適してお

り、生物学的技術は低濃度汚染に適している、という

一般的特性が表われていると考えられた。 

表2280-2 LCA による詳細評価に用いた適用技術の特性と工程区分 

技術名 掘削除去廃棄 高温熱脱着法 バイオパイル 炭化資材工法 

技術タイプ 物理学的 物理学的 生物学的 生物学的 

処理の場所 オフサイト オフサイト オンサイト オンサイト 

処理速度 220m3/日 3t/時間 半減期:180，120日 
半減期: 
180，120，36，18日 

工程名 

仮囲工 
掘削工 
粉塵低減工 
排水処理工 
モニタリング 
埋戻・土壌機能回復 
処分場搬入 

仮囲工 
掘削工 
粉塵低減工 
排水処理工 
モニタリング 
埋戻・土壌機能回復 
高温熱脱着（場外） 

仮囲工 
掘削工 
粉塵低減工 
排水処理工 
埋戻・土壌機能回復 
パイル造成（場内） 
維持管理 
モニタリング 

集積炭化資材作成 
資材運搬 
資材敷均し・混ぜ込み
微生物分解 
土壌撹拌 
維持管理 
モニタリング 

浄化期間 15日 32日 60，36ヶ月 
60(標準)，40，12，6ヶ
月 

データ取得
先 

土木工事積算基準6)な
ど 

US Navy 技 術 資 料
(1998)15) 

US Navy, Biopile Cost 
Estimating Program 
Version 3 (2000)16) 

高木14) 

備考 重機などの土木建設機械は、供用時間分の損料を求め、コストとした。 
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る評価値の変化 
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(イ) 技術開発目標の設定手法の適用性 

RNSOILを利用した技術開発目標の設定手法の適用

性を調べるため、新規開発中の生物学的技術である

炭化資材工法の目標設定を例として、物理学的技術

との比較を行った。FUWの定量化にLCAを導入し、

工程の詳細評価による総コストおよび総CO2排出量

を算出した。図2280-5には各工法のエネルギー消費、

建設機械等の使用、資材消費、労働力を内訳として、

それぞれのコスト（a）、CO2排出量（b）の大きさを

示す。炭化資材工法（標準）は、CO2排出量では排土

客土工法あるいは高温熱脱着法と比較して有利で

あったが、コストでは排土客土と比較すると同程度

となっており、建設機械の使用と資材消費の割合が

高くなっている。そのため、コストおよびCO2消費量

削減のためには、これらをターゲットとした改善を

施す必要がある。微生物を集積させた炭化資材製造

の大規模化あるいは浄化期間の短縮を行うことを開

発目標候補とした検討を行った。

炭化資材製造規模を標準（100L）から1,000L、3,000L
とする改善と分解の半減期を標準（180日）から120

日、36日、18日（浄化期間はそれぞれ60、40、12、

６ヶ月）とする改善を行うことを想定した。図2280-5

に示されるように、これらの改善シナリオにより、

コストおよびCO2排出量共に削減効果が見られた。特
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に、集積炭素資材製造の大規模化は、資材製造に係

る燃料・資材の消費効率を向上させるため、半減期

の短縮よりも効果的であることがわかった。

図2280-6に排土客土を基準とした相対RNSOIL値（a:
コスト、b:CO2）を示す。値が１未満の場合は排土客

土より有利に、１以上の場合は不利になることを意

味している。標準（60ヶ月、100L）の炭化資材工法

では、FUWでの評価から一転して相対的に低い評価

値となった。設定した開発シナリオでは、製造規模

の大型化にそれほど高い改善効果は見られず、むし

ろFUWでは改善効果が比較的低かった浄化期間の短

縮を行う方が、RNSOILの改善効果が高いことがわかっ

た。また、RNSOIL(Cost)では６ヶ月、RNSOIL (CO2)で

は12ヶ月まで浄化期間を短縮できなければ、基準と

した排土客土工法に対する競争力を得られないとい

う結果となった。RNSOIL(Cost)とRNSOIL (CO2)で若干

評価値がずれるのは、基準とした排土客土工法で用

いられた、掘削土壌の廃棄物処分場への処理プロセ

スにおけるCO2原単位が非常に大きくなっているか

らであり、コスト面では比較的低いのに対して、CO2

排出量では高温熱脱着と同程度多い結果として表れ

ている。炭化資材工法がFUWでは高評価であるのに

対して、RNSOILではその評価が物理的技術と逆転して

しまうのは、この工法がオンサイト処理法であり、

浄化期間が数倍以上長く、定期的な土壌撹拌による

分解促進を行う必要があるために、残留リスクの大

きさを示すFTPR積分値が大きいからである。 
 次に、技術評価指標のわかりやすい表現と直接比

較によるリスク低減化の必要性判定を可能とするこ

とを目指して、DALYを用いてFTPおよびFUWの単位

を統一した。その結果を図2280-7に示す。各浄化シ

ナリオにおける残留リスク、当初からのリスク低減

量およびCO2排出によるリスク増加量がDALYで表示

され、直接的な比較が可能となった。汚染によるリ

スクの低減量が環境負荷排出によるリスク増加量を

上回っており、全てのシナリオにおいて単なるリス

クのすり替えや過度の浄化によるリスク増加は生じ

ないことが示された。さらに、DALY表示によるRNSOIL

と低減リスク(DALY)とCO2による環境インパクト

（DALY）の比との関係を図2280-8に示す。縦軸は技

術評価（排土客土を基準とした相対値）、横軸は環境

負荷における技術効率を示すので、このグラフでは、

第一に競争力を判定し、第二に効率の高さを判定し

て、改善効果を評価し、取るべき目標スペックを選

択することになる。炭化資材工法では、60ヶ月から

12ヶ月までの浄化期間短縮が評価を大きく改善する

効果となり、総合的な優位性をもたらし、圧倒的に

高い効率となることがわかった。一方で、資材製造

規模の大型化は効率を改善する効果はあるが、技術

評価値を向上させる効果はそれほど高くないと判定

された。したがって、競争力獲得のためには、浄化

期間の劇的な短縮（分解速度の劇的な向上）の必要

性が高いことが示唆される結果となった。

エ 考 察  

(ア) RNSOILの適用場面 

トレードオフの関係にあるリスク、コストおよび

環境負荷の大きさを目的関数とした技術評価指標

RNSOILは、使用するデータの質や精度によって、適用

される場面が異なる。方法(ア)で述べた、実績コス

トをFUWとして用いる手法では、公開情報の利用に

よってデータ取得が比較的容易である一方で、詳細

な検討評価が困難であるため、汚染規模などの状況

が把握されている特定サイトにおける選択候補技術

のスクリーニング手法として適していると考えられ

る。つまり、リスクコミュニケーションなど、多く

のステークホルダーが関わる議論の場で、選定技術

の初期絞り込みに用いられるのが望ましい。ただし、

実際の現場におけるステークホルダー相互の利害関

係や土地利用変更や売却処分などの理由によって、

RNSOILによる技術ランキングに従った選択を必ずし

も行わないことがあることに注意が必要である。本

指標は要素に対する重み付けを行なっていないが、

サイト毎にステークホルダーが重み付けの有無とそ

の方法および度合いを議論するのが望ましい。 

 RNSOILが実際の現場で技術選択の判定に用いられ

るとすれば、この評価値の大小が技術の競争力を示

すものと考えられる。技術開発側の立場である企業

や研究者とっては、自身が開発中の技術が現場でど

の程度有効性を持つのか、あるいはどのような目標

を設定すれば、競争力を持った技術となるのかを示

す評価指標として活用可能である。方法(イ)におい

て、LCA導入によるFUWの詳細評価を可能としたこ

とで、RNSOILを技術開発者の目標設定ツールとして位

置づけることが出来た。開発中の技術がどのような

サイトを想定するかを決定し、実験室あるいはパイ

ロット試験レベルでの性能が現地でも発揮されると
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仮定した時に、適用可能な対抗技術に対して、RNSOIL

値が下回るように改善対象とその数値を設定し、そ

れが現状の性能とどのくらいの差となるのかを評価

することになる。それが実現可能であれば、開発目

標となり、そうでなければ開発自体を停止すること

も含めて、検討を行うべきである。 

 (イ) 目的関数の定量化単位－FUW－ 

 LCAにおけるCO2排出量計算は、技術の各工程にお

ける機器、資材などのコストからCO2排出原単位

（t-CO2/百万円）を乗じて求めているために、それら

の間にはほぼ比例関係が成立するものと考えられる。

したがって、これらは従属関係にあると考えられる

ので、現段階でのRNSOIL技術評価におけるFUWには経

済面と環境負荷面はどちらか一方、重視すべき項目

を選択して、適用すべきであると考えられる。

 一方で、DALYを用いた手法は目的関数である化学

物質によるリスクと環境負荷によって生じるインパ

クトを統一単位で表示したことから、トレードオフ

関係にある両者の直接比較が可能となった。した

がって、リスク低減対策の実行自体が妥当であるの

かどうかをDALYの比によって評価することも含め

た技術評価手法として適用すべきであると考えられ

る。

(ウ) 目的関数の定量化単位－FTP－ 

 方法(ア)では、FTPの定量化にあたって、一日毎の

ADIを超過して曝露を受ける人数をリスク指標とし

て定義し、それを設定期間（70年）にわたって積算

することによって、技術全体のリスク指標とした。

このリスクの定義は独特のものであり、一般的なリ

スクとは異なる定義であるため、その絶対値を他の

リスクと直接的な比較に用いることは出来ないが、

技術によるリスク低減速度の違いを評価に反映する

には、都合が良い方法であった。しかしながら、時

間のファクターを確実に技術評価に組み込むために

取った措置であり、技術間の所要期間特性の相違を

反映するような仕組みとしていたためであることか

ら、実際には非常に些細なリスクの差を拡大してい

ると考えられる。また、高濃度汚染においては容易

に上限値（確率＝１）に到達して、それ以上の影響

の大きさをカウントしにくいという問題がある。

一方で、方法(ウ)で導入した、DALYによる化学物

質の曝露による健康被害リスクの表現は、それまで

のリスク算出方法と異なり、設定期間にわたる日平

均曝露量に発ガンスロープファクターを乗じて求め

ており、技術間の差が出にくい。しかしながら、技

術適用による環境負荷インパクトの大きさとの直接

比較が可能となり、浄化措置の必要性、妥当性を評

価するために、非常に有効かつわかりやすく表現で

きるメリットを持つ。また、設定期間である70年に

わたる日平均値に基づくリスク計算であるために、

高濃度汚染での上述のような問題は起きにくいと考

えられる。

 技術間比較においては、浄化所要期間の違いを反

映することが重要であるため、DALYによるリスク定

量化表現を行った上で、期間の長さに も影響を受

け、処理期間を決定する因子であると考えられる、

地価下落や農作物生産による所得損失などの経済的

損失の大きさを別指標として、評価システムに組み

込む必要性があると考えられる。

オ 今後の課題 

(ア) データベース拡充と評価手法の検証 

継続的な技術情報データ収集によるデータベース

の拡充が必要である。また、様々な具体的事例に対

する本システムによる評価を行い、実績を積み上げ、

さらに積極的な評価事例の公表と様々なユーザーか

らの意見集約を行って、技術評価手法としての完成

度を高めることが必要である。また、実際の現場へ

の適用を行い、評価手法としての検証を行う必要が

あると考えられる。 

(イ) 生態学的価値およびリスク定量的評価 

農用地が持つ様々な機能を評価し、それらが失わ

れることのリスクを定量化して、評価手法に組み込

む必要があると考えられる。また、DALYによる方法

では発ガン影響のみを考えており、その他の慢性毒

性によって生じる疾病等は全く考慮していないので、

これらを考慮する必要がある。

(ウ) リスク評価のためのマルチメディアモデル

の確立 

 リスク計算にあたって使用するマルチメディアモ

デルは技術適用時の変化、特に掘削による土壌層厚な

ど地形改変を伴う場合に対応していないため、現段階

でのリスク評価には不確実さが残されている。技術適

用時に対応できるモデルの適用が不可欠である。 

(エ) 地価下落や所得損失の別指標での考慮 

 処理期間の長短は化学物質によるリスクよりも、

むしろ地価下落や所得低下による損失の大きさに非
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常に大きな影響を与えると考えられる。目的関数と

しての所要時間を損失額推定に用い、評価指標に組

み込んでいく必要がある。 

カ 要 約 

 (ア) リスク経済性評価手法RNSOILの開発とその

適用性 

リスク低減化技術の評価手法として、トレードオ

フ関係にある化学物質によるヒト健康被害リスクお

よび浄化対策費用を目的関数としたRNSOIL技術評価

システムを開発した。作物生産停止による所得損失

を考慮に入れ、農用地のリスク低減特性と必要コス

トおよび所要時間を総合的に考慮したRNSOILの大き

さを比較することが浄化処理技術の判定に有用であ

ることが示された。実績データである単位処理土量

あたりの平均処理コストを用いたRNSOILを技術間で

比較することによって、リスクコミュニケーション

などの技術選択時における初期スクリーニングとし

て利用可能である。

(イ) 技術開発目標の設定手法の適用性 

詳細な工程情報を利用したLCA手法により、RNSOIL

評価指標をコスト、CO2排出による環境負荷の両面か

らの評価を可能とした。既存技術、工程モジュール

情報の集積、整理を行い、浄化技術データベースを

構築し、特に、開発中の新規生物学的技術の開発目

標設定を行うための手法として、RNSOIL評価システム

の応用法を提案した。また、構成指標のわかりやす

さを重要視して、障害調整生存年(DALY)を利用した

評価指標の単位統合化を行った。仮想的なシナリオ

を例として、RNSOIL指標を用いた技術間比較により、

現実場面における生物学的技術の競争力獲得要件を

示す手法を提案し、技術開発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

ることを示した。 
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