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カドミウム汚染水田に対する水稲栽培技術的

改良対策の問題点

白鳥孝治・五百部節子・ 松本直治・三好 洋

Study on Methods to Reduce the Absorption of Cadmium by Rice Plant 

Growing on Paddy Field Polluted by Cadmium 

Koji S HIRATORI, Setsuko IosE, Naoharu M,ATSUMOTo 

and Hiroshi M1YosH1 

I 緒言

カドミウムに代表される重金属の農耕地汚染は全国的

な規模で広がり，社会的な重要問題のーっとなっている。

この課題に対して農業の立場からは，農作物に重金属を

吸収させないための栽培技術的対策の樹立が要求されて

いる。けれども土壌中重金属の植物吸収に関する基礎的

研究は鉄など少数例を除いてほとんとー未知のまま放置さ

れている。しかし最近にいたってカドミウム吸収抑制に

関する実験はここ数年の聞に各地で繰り返えきれ，多く

の事実が発見されつつある。特に「土壌の還元化，およ

び石灰質資材， リン酸資材の施用なと引が水稲のカドミウ

ム吸収を抑制させる」ことが発見され，カドミウム汚染

水田における水稲の栽培技術的対策の柱となりつつある。

しかしながら，著者らの追試したところによると，上

述の現象は大筋として認められるが，効果の持続性が悪

かったり，カドミウム吸収抑制と同時に水稲に亜鉛欠乏

症を起したりして，この現象を栽培技術としてそのまま

実用化できるとは結論されなかった。

本報告は，上述の欠点をなくして実用的栽培技術を組

み立てるために，これまでに著者らが行なった数多くの

水稲カドミウム吸収抑制試験からえられた問題点をとり

まとめ，土壌化学の面から考察を加えようとするもので

ある。

II 水稲のカドミウム吸収抑制試験

従来から言われている水稲のカドミウム吸収抑制法を

検討しようとして，次のようないくつかの追試実験を行

なった。

I. 水稲のカドミウム吸収抑制対策試験

(1）実験方法

石灰， リン酸の施用，および生わら施用による土壌還

元の促進など，第 1表の水稲カドミウム吸収抑制対策ポ

第 i表水稲のカドミウム吸収抑制対策ポット試験

茎葉中（ppm)'中肋黄白 地上部乾
束、

区 日リ 資材投与量
Cd Zn 化程度 物重（ g／棒）

1対照区 9 .2 25 3.7 

2石 灰 区 CaCo340 g /pot 8.5 1.3 

3ょうりん区 20 g /pot 7.5 23 十 1.6 

4生わら区 20 g /pot 3.9 23 十 2.0 

5生わら＋硫
20 g +8.8 g/pot 4.2 21 4ト 1. 2 

酸ソーダー区

（注）援： 6月17日の状態を示す。 東灘： 7月2日の状態を
示す。 1 /5,00J aワグネノレポット使用。

ツト試験を次のように行なった。すなわち，海成沖積の

強グライ砂土還元型水田表土（土性Ls ）を供試し，Cd 

主して120mg/potの塩化カドミウムおよび第 1表の資

材を投入して 1/5,000aワグネルポットに充填し，水稲

コシヒカリ苗を常法によって 5月中旬に植えた。施肥条

件はN, P2 0 s, K 20ともに0.7g /pot とし，水道水

で全生育期間中堪水状態においた。

(2）実験結果

水稲のカドミウム吸収量は第 1表のように各資材の施

用によって減少し，その程度は生わら施用区，次いで溶

リン区が顕著であり，石灰施用区の効果は最も少なかっ

た。すなわち，水稲のカドミウム吸収量は，これまでの

報告にみられるとおり，土壌の凶上昇，Eh低下，および

リン酸多用によって低下するものと考えられるが，その

中では石灰質資材施用によるpH上昇効果は小さいものと

思われる。

このような試験結果は野田市カドミウム汚染水田にお

ける現地対策試験でもほぼ同様に認められている。ただ

し現地試験の場合は，生わら施用の効果は水稲の栄養生

長期のみにとどまり，玄米中カドミウム含量はあまり低

下しなかった。生わらによる土壌還元の促進は生育前期

にとどまったものと，思われる。

本実験における水稲の生育は植えつけ後3週頃から，

葉身中肋の黄白化する現象が一部にみられ，その後約2

週間続いた。この症状は，溶リン区，生わら区，生わら

qδ 。。



十硫酸、ノーダ区にみられ，亜鉛欠乏症今）初期症状と酷似 第2表水稲のカドミウム吸収に及ぽす土壌出の影響

していた。この症状は通常の亜鉛欠乏症にみられる赤枯

様褐色斑点の発生するまでに至らないで回復した。これ

は軽度の亜鉛欠乏症を起こしていたものと推察される。

また各区間におけるこの障害症状程度の順位は，上述の

水稲のカドミウム吸収抑制順位とよく一致していた。し

したがって本試験水稲はカドミウム吸収抑制と同時に亜

鉛欠乏症のような障害を併発している疑がi農い。

2. 土壌pHおよび湛水条件を異にする試験

(1）実験方法

野田市の火山灰質強グライ還元型土壌からなるカドミ

ウム汚染水田土壌（T-Cdキ50ppm) を供試し，苛性ソ

ーダおよび塩酸を用いて土壌耐を第 2表のように4.5～

8.5の5段階に矯正して1/5,000aワグネルポットに充填

し，一つは湛水状態に，一つは畑状態にして，水稲コシ

ヒカリを常法にしたがって 5月中旬に植えた。施肥条件

は前記1試験と同ーとした。

(2）実験結果

本実験における水稲の生育はほぼ、正常であったが， 1 

湛水戸4.5区は酸性障害のために初期生育が著しく抑制

された。また土壌pHは植えつけ後次第に変化して中性付

近に集まり，特にj甚水区にあっては6.7±0.5の範囲に集

中した。水稲のカドミウム含量は湛水区の方が畑状態区

より少なし土壌の還元化によってカドミウム吸収量の

減少することを示している。また水稲のカドミウム吸収

量は土壌pHの高いほど減少しているが，湛水各区にあっ

ては類似した値を示していた。このように，土壌を湛水

するとpHは6.7付近に収れんする 5）ので，土壌pHの人為

的制御による水稲のカドミウム吸収抑制法は実用的に困

難であろうと思われる。

3. 土壌を異にする試験

(1）実験方法

沖積砂質土壌（畑状態），沖積埴質土壌（湛水状態），

火山灰質壌質土壌（湛水状態）を充填した60cm立方コン

補正
7月19日 分けつ期茎葉中 6月16日

水条件 Eh pH Cd Zn 乾物重
pH 

(mVJ (ppm) (ppm) ( g I株）

1 湛水 4.5 120 6.2 

2 湛水 5 .5 10 6. 7 3.3 30 2.5 

3 湛水 6.5 。5,5 4.3 28 2.3 

4 I甚lk 7.5 10 6.8 1. 7 33 1.2 

5 湛水 8.5 - 10 7 .1 1.0 1.3 

6 畑 4.5 350 5.4 95 100 1.6 

7 畑 5.5 330 6 .1 14.0 1.6 

8 畑 6.5 330 6、4 9.0 36 2.2 

9 畑 7.5 320 6.8 8.6 46 0.7 

10 畑 8.5 290 7 .2 9.0 49 0.4 

培した。

(2）実験結果

水稲はいずれも良好な活着を示したが，埴質土壌カド

ミウム施用区は植付後2週頃から最上位未展開葉中肋の

黄白化とともに草丈の伸長を停止した。葉数の増加とと

もに中肋黄白化葉は増加し，下棄に赤枯様斑点が発生し，

4～5週後には症状の最盛期をむかえ， 6週後頃から回

復に向かった。この症状は既報め亜鉛欠乏症と酷似して

いる。また別途水耕栽培によれば，カドミウム過剰の水

稲は葉身の黄白化および葉鞘部分の褐色化が見られ，本

実験における上記症状とは全く異なっていた。したがっ

て，本試験の障害水稲は亜鉛欠乏症の疑がもたれた。そ

こで次のような亜鉛の葉面散布を試みた。

すなわち， 6月24日に埴質土壌区の障害水稲に対して

展着剤を加えたZnとして0.1%の硫酸亜鉛溶液を葉面散

布し， 1週間後に同症状の回復状況を調査した。調査方

法は既報に 1）したがって，中肋の黄白化した葉身（白菜），

褐色斑点の発生した葉身（斑葉），障害のみられない葉

身（健葉）の数を調査し，全葉数に対する百分率で示し

fこ。

クリートわくを供試し，これに表層20cmの土壌がCdとし 第3表にその結果を示すとおり，亜鉛を葉面散布する

て50ppmとなるように塩化カドミウムを加え，常法にし と，明らかに上記症状は回復した。したがって本障害は

たがって水稲コシヒカリを 5月21日に植えた。施肥はN, 亜鉛欠乏症であると考えられる。

P20s, KzOともに20g Iわくとし，常時湛水状態で也栽 次に水稲の亜鉛，カドミウム吸収量をみると，埴質土

第3表 カドミウムを施与したニ，三の土壌に生育する水稲の状態

哲氏 ヨ肱 地上部含有率夜来 障害葉割合（%） 同左（葉面散布区） 土壌状態
土 壌 の

供試土壌 処理
（草cm丈） 

茎数 Cd Zn 
斑葉 健葉 白葉 （；：~） pH 前 歴

(ppm) (ppm) 白菜 斑葉 健葉

砂質土 Cd 59 18. 3 39.5 51 。 。 100 140 7 .o 畑状態

粘質土
Cd 30 7 .0 4. 5 25 45 18 37 5 16 79 

湛水状態-30 7 .1 
無投与 57 17. 0 0.8 36 。 。 100 

火山灰質土
Cd 49 10. 7 4. 7 30 12 。 88 2 。 98 -40 6.8 湛水状態

無投与 52 13. 0 0.8 30 。 。 100 

（注） . : 6 月 30 日の~： ·~を示す 傘＊ 6月24日の状態を示す

- 84 



壌区，火山灰質土壌区のような還元的土壌区に 第4表 リン酸資材施用による水稲カドミウム吸収抑制試験

あってはともに減少している。以上の現象は上

述のように土壌の還元的性質のために水稲のカ

ドミウム吸収が抑制され，同時に亜鉛の吸収ま

で抑制されて亜鉛欠乏症を起こしたものと考え

られる。

しかしここに発生した水稲の亜鉛欠乏症は従

来の亜鉛欠乏症とは異なり，次のような問題点

を含んでいる。

1 ）この亜鉛欠乏症水稲の亜鉛含量は25～30

ppmであり，通常の水稲亜鉛欠乏症発生限界濃

度15ppmZ）より高い。したがってこの亜鉛欠乏

症の原因は水稲休中の亜鉛含量不足だけにある

とは考えられない。

2）この亜鉛欠乏症は，還元的な土壌区にあ

っても，カドミウム無施用区には発生していな （注） Cd50ppm施用土壌を供試する。

い。したがって，この亜鉛欠乏症は土壌の還元化ばかり 第5表 リン酸多用によって発生した水稲障害

でなく，カドミウムの存在が一つの誘因となって発生し の亜鉛葉面散布による回復状況

ているのではないかと考えられる。

供試 溶リン 土壌条件 催病葉 茎葉（ 7月17日） 玄 米
施用量 ~7 月 11 日） 割合 Zn Cd Zn Cd 

土壌 (kg/ a) ( h) (pH) (7月17日1(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 

。 240 7. l 。40.0 20.7 25. l 0.88 

畑処量賀：七鶴三雨

50 250 7 .1 。29.9 16. 3 22.6 1.03 

100 230 7.4 。29. 9 13. 7 24.5 0.84 

150 180 7 .5 。27 .1 10.2 21. 8 0.52 

200 180 7 .7 。24.5 10.0 23.4 0.55 

300 70 8.1 。22.1 7 .2 19. 5 0.51 

。 50 7 .6 16 20.9 2.0 16.1 0.16 
t甚（ 50 15 7 .8 35 15.9 2.3 13. 9 0.23 
水火

10日 - 35 7 .9 51 18. 7 2.4 13.1 0.28 壌山

質量
150 60 8 .1 44 17.4 2.6 12.2 0.36 

土） 200 -140 8.1 43 19.1 2.8 12. l 0.29 

300 -140 8.2 55 14.1 0.24 

このように未解決の諸点を含んでいるが，カドミウム

汚染水田に対して土壌の還元化を促進させると，水稲は

亜鉛欠乏症にかかる可能性が高い。ここに土壌の還元化

促進によるカドミウム吸収抑制対策の問題点がある。

4. リン酸資材施用試験

(1）実験結果

Cdとして50ppmの塩化カドミウムを加えた沖積壌質土

壌（畑状態），および火山灰質壌質土壌（湛水状態）に

第4表の量の溶成リン肥を加え，常法によって水稲農林

29号を植えた。本試験は 1/5 .oooaワグネルポットを用

い， N,P205, KzO, 各0.54g/potを面白肥して， 田

植後は常時j甚水状態においた。田植日は 6月26日である。

(2）実験結果

本実験における水稲の生育状況をみると，畑状態にお

いて酸化的条件にした土壌の各区にあっては順調な生育

をしたが，湛水状態において還元的条件にした土壌の各

区にあっては，分けつ初期に前記同様の亜鉛欠乏症状が

発生し，その程度はリン酸資材を増施するほど著しくな

った。

分けつ期における水稲のカドミウム吸収量を第4表に

よってみると，酸化的土壌区の水稲は還元的土壌区の水

稲より多い。また酸化的土壌区における水稲のカドミウ

ム吸収量はリン酸資材の増施とともに減少するが，還元

的土壌区にあってはリン酸施用による影響をほとんど受

けていなし、。これに反して，水稲の亜鉛吸収量は両土壌

の各区ともリン酸の増施とともに減少している。このこ

とは後に述べるように， リン酸による水稲の重金属吸収

抑制作用はカドミウムより亜鉛の方が受けやすいためと

思われる。

4 日 f圭 18 日 t主
処 理

白菜 斑葉 健葉 白菜 斑葉 ｛建葉

% %拓也 出 j, 

Zn葉面散布帝区 I25.0 12.5 62.5 I 8.1 9.5 82.4 

女す 昭 区 I45.5 I 12.1 I 42.4 I 42.4 I io.2 I 47.4 

また本試験水稲のリン酸資材施用によって発生した障

害が亜鉛欠乏症であることを確認するために，前記同様

の亜鉛葉面散布試験を行なったところ，第5表のように症

状の回復することを認めた。 したがってこの障害もま

た亜鉛欠乏症であると考えられる。なおこの葉面散布試

験は溶リン150kg/a施用区水稲に対して田植後30日に行

なったものである。

以上4種の実験が示すように，水稲のカドミウム吸収

抑制lに関する栽培技術的対策として従来から提唱されて

きた方法は次の問題点を内蔵している。

1 ）土壌pHを上昇させる方法は， i甚水土壌の性質とし

てpH6.7付近に収れんしてしまうために十分な効果をあ

げることはできない。

2 ）生わら施用などによって土壌の還元化を促進させ

る方法は，還元化の持続効果が短かし出穂期以降の土

壌還元化に適しないこと，および亜鉛欠乏症を併発する

こと，などの欠点をもっている。

3）リン酸資材を多用することは，亜鉛欠乏症の併発

する危険性がある。

したがって，これらの栽培技術的対策を実用化するた

めには，いずれも，それぞれのもつ欠点を排除するため

の方策を別途考案する必要がある。

に
doo 
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Cd 

ド一一一一×畑状態土壌
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い一一一o湛水土壌

A B C D E F G A B C D E F GA  B C D E F G 

A ：水溶態抽出液 c・ 有機態抽出液 E ・酢酸緩衝液 G ：酸化可溶態抽出液

B: l置換態抽出液 D ：稀酸可溶態抽出液 F ：還元可i容態抽出液

第｜図 土壌に吸収されたカドミウムの形態別抽出

III 土壌の吸収するカドミウムの形態

水稲のカドミウム吸収量は水稲根のカドミウム吸収力

と，土壌中カドミウムの可給度に左右される。上述の諸

実験によれば水稲のカドミウム吸収量は土壌のEh,pHそ

の他の化学的性質に支配されるところが大きいと考えら

れるので，土壌中におけるカドミウムの動向について検

討し，前節で指摘したカドミウム汚染水田の栽培技術的

対策の問題点について考察してみたい。

I. 供試土壌

約8年間ライシメーター内て、通年湛水状態で均一栽培

をした水田土壌（湛水土壌）および＇ 7.k稲作期間以外は畑

状態においた同一土壌（畑処理土壌）をそれぞれ湛水状

態，畑状態のまま実験に供した。

供試土壌は次の水田表層から採取したものである。

長生土壌：長生村一つ松の海成沖積，強グライ斑欽型

水田，土性Ls 
東庄土壌：東庄町夏目の河川沖積，強グライ斑鉄型水

田，土性CL 

茂原土壌：茂原市早野の第三紀層を母材とする河川沖

積，強グライ土壌還元型水田，土性LiC

2. 実験方法

供試土壌 5gに対してCdとして20ppmの塩化カドミウ

ムを含有する次の重金属形態別抽出試液3l25meを加え，

1時間振とう後ろ過し，ろ液中カドミウム濃度を原子吸

光光度法で測定した。

A.水i容態抽出液：脱塩水

B. 置換態抽出液： N-CaCl2液

c.有機態抽出液： M/10・Na4P207液（pH7.0) 
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D.稀酸可i容態抽出液： N110 HCI液

E. 酢酸緩衝液：酢酸緩衝液（pH5.8)

F.還元可i容態抽出液： 2%ヂチオナイト含有向上液

G.酸化可溶態抽出液： N4012含有酢酸緩衝液（pH5.8)

なお酸化，還元可溶態とは（ G E), (F-E）で

ある。

3. 実験結果

この実験において，溶液として添加されたカドミウム

はーたん土壌に吸収され，供試抽出試液によって再び溶

出するものと考えられる。このような見地から各土壌の

カドミウム吸収状況をみると第 1図のとおり，土壌のカ

ドミウム吸収力は母材を同じくしても湛水条件を異にす

れば大きく変化している。すなわち，

1 ）置換態として吸収されるカドミウム量は畑処理土

壌に多し湛水土壌に少ない。

2）畑処理土壌に吸収されるカドミウムは稀酸でほと

んど溶出するが，湛水土壌においては溶出しない部分が

多い。

3）ヨウ素，ヂチオナイトなどを添加して土壌の酸化

還元状態を一律にすると，湛水土壌と畑処理土壌との差

異はほとんど消失する。

以上のように土壌によって吸収されるカドミウムの形

態は土壌母材の諸性質よりも，土壌の酸化還元条件に強

く影響されるものと考えられる。そして還元土壌におけ

るカドミウムの強い固定作用は畑処理または酸化剤の添

加などによって容易に消失するので単純な酸化還元反応

にもとっーくものではないかと想定される。

各形態別カドミウムの水稲に対する可給度は未だ報告

されていないが，これと類似の性質をもった亜鉛に関す

る報告によれば，水溶態，置換態の可給度は高〈，有機



態，希酸可溶態，酸化可i容態は低いといわれている：）ま

た酸化可溶態の主成分は硫化物であり，硫化物，リン酸

塩のような難溶性亜鉛化合物の可給度はきわめて低いと

されている？）したがってカドミウムもまた亜鉛と同様に

還元土壌中で難溶性塩類として沈殿している可能性が強

い。このようなために，土壌中におけるカドミウムと亜

鉛の化学反応の動向について，さらに検討する必要があ

ろう。

N カドミウム，亜鉛の溶解度

土壌中で生成される難溶性のカドミウム化合物はいく

つか想定されるが，最も可能性の高いものに Cd(OH)2,

CdC03, Cd3 (P04)2, CdSなどがある。これらの難

溶性塩類の生成が土壌溶液中カドミウム濃度を低下させ

る状況を知ろうとして，ぞれぞれの溶解度を計算した。

また亜鉛についても同様の検討を試みた。なお数値は主

としてGARRELS. 41によった。

すなわち，土壌中の難溶性重金属化合物としてM (0 

H) 2 , M CO 3 , M 3 (PO 4 ) 2 , MSを考えると，それぞれ

の沈殿物と平衡関係にある溶液中重金属濃度は次のよう

に計算される．

なお本節におけるMとはCdまたはZnを示す。

I. M(OH)2の場合

M (OH )2c 戸 Mz+aif +20H aif 

〔Cd2＋〕〔OH一〕2=10山

〔Znz＋〕〔Off〕2=10-15.7 

H20 c;=:H + ag-+OH -aif 

〔H勺〔OHっこ10-14

したカずって

log 〔Cd2+〕＝14.3-2pH (1 I 

log 〔Zn2＋〕＝12.3-2pH (2) 

したがって溶液中重金属濃度は凶と直線的関係にあ

り，カドミウム100に対して亜鉛1の比率で溶解する。

2. MC03 の場合

MC03c .=M2+ aa-+C023~ a, 
〔Cd2+〕〔・co；っこ10一11.3

〔Zn2＋〕〔co：つ＝10-10.85

cozg十H20FましC03aif

〔H2C03〕
=10 

Pco2 

Ho CO。。＜＝＇ H＋。＋Hco;<>n 2 3 aif aif o CJ.~ 

〔H＋〕〔HC03〕 = lU-6.4 
〔H2C03〕
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HCO一手H+ +co23-3 aif aif aif 

〔Hつ〔C023－〕＝ 10 1日

〔HCO；〕

したカずーって

log〔Cd2＋〕=6.9 log Pco2 -2PH (3) 

log 〔Zn2つ＝7.4-1 og Pco 2一2PH (4) 

したがって溶液中重金属濃度は炭酸分圧とpHとの関数

であり，カドミウム 1に対して亜鉛約3の比率で洛解す

る。

3. M3 (P04)2の場合

Mg (P04)zc戸 3M2み＋2Po:-aif

〔Cd2＋〕3〔Po：つ2= 10 32.57 

〔Zn2＋〕3〔PO；つ2= 10-32.04 

水溶液中リン酸はP043ag-ばかりでなく， HP04z-ag-

H2PO~ag-• H3P04a少などが存在し，化学分析上はこ

れらの合計〔 ,EH3PO 4〕として求められる。ここで

〔,EH3PO4〕は次式で表わされる。

r..rH3P04 〕＝〔H3Pq 〕寸｛H2PO；〕刊日p~~〕＋〔POt〕
また

HoPO.n ＂＂＇日士十 H。PO:;-"n " •aif CJ. g- z 噌＂＇~

〔H勺〔H2PO4－〕 = 10-
〔H3P04〕

H po- ~H-t, +HPO；二4 aif「 臥久 4 CJ. 

〔Hつ〔HPO；〕－7.17 
=10 

(H2P04〕
HP02- ~H+n +PO~；；－ 

4 ag- aif _ •aif 
〔Hつ〔Po：－〕

- = 10 
〔HPO；一〕

:. (.EH3 PO 4〕＝〔PO；一〕｛1021そHつ3+1019,2〔Hつ2

十 1012}l〔問＋ l｝＝〔Po；〕・rt-
とおくと

log 〔PO；一〕＝logKp十 log伊H3P04〕

ここで＇logKpはpHの関数であり第6表の関係がある。

したがって，

第6表 logKp, log KsとpHとの関係

pH 3 若干 5 6 7 8 9 

logKp 一134 11.2 -9.2 7 .2 5.4 4.1 3.0 

logKs 15 -13 11 9 一7.3 6 5 



l制 Cd2+〕＝ー附ーさlo尚一会og(;rH3P04〕仰ー2

log(Zn 2 +J＝一蹴－j-logKp-j-log(l'H3PO』似

したがって溶液中重金属濃度はリン酸濃度とpH との

関数であり，溶液中亜鉛とカドミウムの比率はほとんど

1に近い。

4. M Sの場合

MS c己 M2古g-十S2ag-

〔Cd2＋〕〔s2ー〕＝10-27,1

〔Zn2＋〕〔s2－〕＝ 10-22.9 

水溶液中硫化水素は s2~g- ばかりでなく， HS~g-, -12 

H2Sag-などが存在するので，合計〔1:H2S〕を求めると，

〔l'H2S〕＝〔H2S〕十〔HS-〕＋〔32ー〕

また

HS  =H＋十HS-ag- a9ト~ト

〔Hつ〔HSつ 7
=10 ’ 

〔H2S〕
HS-ag-= H+ ag-+S2ag-

〔H勺〔32－〕
=10 

〔HSつ
・．〔l'H2S〕＝〔32〕｛ 10~1 〔H＋升1014〔II'〕十 1 } 

＝〔32〕・誌とおくと

log 〔32－〕＝ logKs +log 〔l'H2S〕

ここで＇'logKsはpHの関数であり，第6表の関係にある。

したがって

log 〔Cd2＋〕＝ -27.1ーlogKs一一log〔l'H2S〕・・（7)

log 〔Zn2＋〕＝ー22.9ーlogKsーlog〔l'H2S〕…（8)

したがって溶液中重金属濃度は硫化水素濃度とpHとの

関数であり，カドミウム 1に対して亜鉛約13.000の比率

で溶液中に溶解する。

以 tの関係を図示すると第 2図のとおりであり，いず

れの化合物も耐の上昇とともに溶解度の減少することを

示している。またこの図から明らかなように，ここで取

1及った難溶性塩類のうち，硫化物が最も難溶性であり，

リン酸塩，炭酸塩がこれに続き，水酸化物は最も溶けや

すい。また溶液中カドミウム濃度に対する亜鉛濃度の比

率は硫化物と平衡状態にあるときに最も高〈，炭酸塩，

リン酸塩などと平衡状態にあるときは lに近い比率を示

している。
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第2図 各難溶性重金属と平衡関係にある溶液中重金属濃度

v 土壌環境変化にともなうカドミウム，亙鉛の動向

pH 

I. 土壌pHの変化について

重金属塩溶液のpHを上昇させると水酸化物として沈殿

することが多い。カドミウム，亜鉛の水酸化物と上述の

難溶性塩類とは，どちらが安定な沈殿形態かを明らかに

するために， 2種類の難溶性塩類の沈殿物が共存すると

きの条件を求めると次のとおりである。

Cd (OH)2c , CdCQ3c が共存するときは，溶液中

Cd2＋は両沈殿物に対して共通であるから，（1),(3）式は

両立する。

.".log〔Cd2十〕＝14.3-2pH=6.9ーlogPco2ー 2pH

.".logP巴o2ニ 7.4 (9) 

したがってlogPco2 > 7目4σ瀬域にあっては水酸化

物は炭酸塩に移行する。ところが土壌中 Pco2は大気中

Pco 2より高く，l気圧より低いので，その実在範囲は

0孟logPco 2注－3.5 である。

したがって自然土壌中における水酸化カドミウムは安

定な沈殿形態ではなく，炭酸塩に移行する性質をもって

いる。

また亜鉛について同様の計算を行なうと炭酸塩の安定

な領域は

log Pco2 > 4.9 (10) 

であるので，水酸化亜鉛もまた自然土壌中で不安定で、あ

り，炭酸塩に移行する性質をもっている。

したがって土壌凶を上昇させた場合におけるカドミウ

ム，亜鉛の難溶化は沈殿物として水酸化物が形成される

ためではなく，第2図に示すような各種難溶性塩類の溶

解度の低下に起因するものと考えられる。

また土壌.Jflは湛水することによって大きく変化する。

PoNNAMPERUMA 5＞ によれは、，多くのアルカリ土壌，

酸性土壌は湛水することによって，すべて出6.7付近に
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第3図 Pco2，〔；！：＇H2S〕の変化にともなう鉄， 亜
塩，カドミウムの沈殿形態の変化（pH=7 .0) 

収れんする。この現象は Fe(OH)3-Fe 2十系および

Na2C03 -H20-C02系，CaCQ3-H20-C02系，の言十

算によって説明された。また著者らの一人白鳥 3）は著し

い還元状態下におかれた酸性硫酸塩土壌および石灰質土

壌は，ともに中性付近酬を示すことを報告している。し

たがって石灰施用などによって湛水土壌pHを矯正すること

とは困難であると考えられる。

以上のように作物のカドミウム吸収抑制対策として土

01 ＂＂＇ト＼
＼＼＼〔）；HzS〕＝10-15 

ぶト＇~棚界線）

己 I~
〔.SH2S〕＝10-10~ ............... '-... 

一0.3
(ZnS問）＼く＼

＼、

(MS安定領域）

4 5 6 7 8 9 
pH 

第4図重金属硫化物の安定なEh,pH領域
〔sz－手S042－系）

壌pHを上昇させることは，土壌中炭酸カドミウム， リン

酸カドミウムなど難溶性塩類の溶解度を低下させるため

に有効であるが，この方法は畑土壌のような酸化的土壌

条件のときにかぎられ，湛水土壌に対しては不向きであ

ろっ。

2. 土壌Ehの変化について

ここで取り扱っている難溶性塩類のうち，直接土壌の

酸化還元に関与するものは硫化物である。そこで硫化物

を中心として，環境変化にともなう重金属の沈殿形態の

変化について検討した。

まずCdSとCdC03の沈殿物が共存するときの条件を求

めると，（3),(7）が両立するから，

log〔凶叶〕＝6.9-logPcq-2 pH＝ー27.1-logKs

-log(.S~〕

pH= 7.0 のときは

log 〔.SH2S〕＝ -12.7 + logPco2 (1リ

同様に亜鉛に関してZnSとZnC03とが共存するときは

(4), (8）式が両立するから

log〔Zn吋＝7.4ーlogPcq-2pH＝ー22;叫 og臨

log();H2S〕

pH= 7.0のときは

log 〔.SH2S〕＝ -9.0 + logPco 2 (12) 

また同様に鉄もFeS,FeC03は沈殿しやすく，両者の

共存する条件を求めると次式がえられる。

log 〔.SH2S〕＝ -45 + logPco2 (13) 

(11)(12）（！司式の関係を図示すると第3図がえられる。同図

において，カドミウムについては線（11）上の logPcoz,

log〔）；HzS〕条件で炭酸塩と硫化物が共存し，線｛11）より上

部の領域で硫化物が，下部の領域で炭酸塩が安定な沈殿

0 2 T ’＼＼ 

0. I 

三。
」コ
凶

-0.l 

-0 2 

白、、

＼＼＼〔.SH2S〕＝10一15

ノぐdS限界線）

(.SH2S〕＝10ーI口、 ＼＼

＼＼」Z雌界線） 、＼＼

、、、．
＼ ＼  
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(M S安定領域）
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第5図重金属硫化物の安定なEh,pH領域

(S 2一世so系）
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形態となる。亜鉛，鉄についても同様に，線｛12），線(13）を

境として，それぞ、れ上部の領域で硫化物が，下部の領域

で炭酸塩が安定である。

同図から明らかなように，少なくとも硫化鉄の安定に

存在する炭酸，硫化水素濃度領域においては，亜鉛，カ

ドミウムはともに硫化物を安定な沈殿形態としている。

また水田土壌中の硫化物は主として硫化鉄であるので，

硫化物の集積しているような還元土壌においては，亜鉛，

カドミウムはともに硫化物を安定な沈殿形態としている。

また土壌中の炭酸分圧は前述のように 1 孟Pco2~103·5
の範囲内にあるので，このPco2実在領域において各種重

金属の硫化物，炭酸塩の共存する〔2H2S〕のおよその

目安を第3図から読みとると，欽で10－；亜鉛で10-JO, 

カドミウムで・10 15付近である。

ではこの程度の硫化水素が生成されるEh,pHはどの

程度であろうか。硫化水素は硫酸の還元によって生成さ

れると考えることがもっとも常識的であるので，次の系

を考えることにする。
sz ii.ι十必I2O,FS02 +SH＋十 Se・ff 4 ag- ~ト

(SO! J , 
Eh=Q148-0.＜白9pH+ 00074 log －一τ一－ ,(14) 

Lδ一」
通常の土壌水においては〔S042〕はおよそ104付近

と思われるので，これを（14)式に代入して硫化水素濃度

〔2H2S〕が10 5, 10-10, l0-15tこなるEh,pHを作図する

と第4図がえられる。

同図からわかるように， pH7 .0付近において，およそ

Eh-0.1～ー0.2V付近以下になると，鉄，亜鉛，カドミ

ウムの主要な沈殿形態は硫化物となり，これより高い

Eh領域になると，これら重金属は炭酸塩に変化する。こ

の計算結果をうらつntる飯村 6）の実験によれば，土壌

Ehがー0.1v以下になると土壌中カドミウムは急速に難

溶化することを認めている。

ところが通常の水田における土壌Ehは， 0.1 v以下

に低下することは少ないのである。したがって硫化物に

よるカドミウムの難溶化は異常に還元状態の発達した場

合にかぎられ，通常の水田土壌中におけるカドミウムの

沈殿形態は主として炭酸塩であるとみなされる。

しかしながら硫酸から硫化水素を生成する反応は，中

間段階として亜硫酸，単体硫黄などの生成が考えられる

ので，実際には（14)式のような単純なものではないであろ

つ。

たとえはが硫化水素の生成する系として，単体硫黄の還

元を考えると，（単体硫黄は土壌中で発見されている）7・8)

S2ag-~き s~ ＋ 2e

Eh= -0.476-0ρ295 log 〔sz－〕（15)

であるから，硫化水素濃度〔2H2S〕が10-5, 10-1~ 
1015tこなるEh,pHを作図すると第5図のとおりである。

この図から重金属硫化物の安定に存在するEh領域を推
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第 6図水稲介けつ期茎葉中Cd濃度と土壌Eh,pH 

定すると， pH7 .0付近においてカドミウム＋0.2V，亜

鉛 0.0v，鉄ー0.1v付近以下となる。以上の計算結果

を実際問題に適用する一例として，本文第II章，第 2節

の結果（第 2表）をとりあげてみよう。すなわち同試験

土壌のEh,pHを図示すると第6図のとおりである。同図

でO~P内数字は茎葉中Cdppm を示すものである。

同図において，硫酸から硫化水素の生成する系を考え

た（14）式を基礎におくと，湛水栽培，畑栽培両区土壌の

Eh, pHはともに炭酸カドミウムの安定な領域に入って

いる。したがっていわゆる硫化物説で、湛水栽培による水

稲のカドミウム吸収抑制lを説明することはできない。も

ちろん単体硫黄から硫化水素の生成する系，（15）式を基礎

におけは、，湛水栽培区土壌は硫化カドミウムが，畑栽培

区土壌は炭酸カドミウムが安定なEh, pH領域に入るの

で，いわゆる硫化物説で説明できるのである。硫化水素の

生成に関する（1仏同式の系におけるこのような相異は，

たぶん見かけ上の平衡（Metastability）であろうが，そ

の結論は今後の検討に待ちたい。

以上の関係はカドミウムばかりでなく亜鉛についても

ほぼ同様に導入され，第4, 5図のように，両金属はと

もに土壌の還元化にともなって硫化物を生成する。した

がって，土壌還元化による水稲のカドミウム吸収抑制は

亜鉛吸収抑制につながる危険性をもっている。前述の水

稲カドミウム吸収抑制試験で亜鉛欠乏症の発生したこと

は，ここに一つの原因があるものと思われる。

3. リン酸資材の施用について

次にリン酸資材を土壌に多量施用したときに，土壌中

でおこる化学反応について考察してみたい。まず土壌
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10 
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logPco 2 

〔l'H3PQ4〕， Pco2の変化にともなうカド

ミウム，亜鉛の沈殿形態の変化（pH7.0)
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log〔l'HsP04〕

第8図 〔l'H3S〕，〔l'H3P04〕の変化にともなう

カドミウム，亜鉛の沈殿形態変化（pH7.0)

Ehの高い場合を想定してM3(PQ4)zとMCOsとの共存

する条件を考えると，（3),(5）式が両立するので，

log 〔Cd2+〕＝6.9-logPco2 -2pH 

＝ー附ー tlo拘ーをlog〔l'H3P04〕

pH ＝加のときは

log 〔l'H3P04〕＝ -024 + l.5 logPco2。。
同様に亜鉛に関して， リン酸塩と炭酸塩の共存する条
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件は（4),(6）式が両立するから

log 〔Zn2 ＋〕＝ 7.4 ー logPc~2 -2pH 

= -1Q68ーをlogKpーをlog〔）；＇H3PO4〕

pH =7.0のときは

log 〔）；＇H3PO4〕＝－ 0必十日 logPco2(17) 

(16), (17）式の関係を図示すると第7図のとおりである。

同図を第3図と同様の見方で読みとると，両金属の沈殿

物は線（16）または（！？）の上部でリン酸塩が，下部で炭酸塩が

安定して存在することになる。

また田中によれば通常の土壌溶液中log〔l'H3PQ4〕は

およそ 3～ 7であり，かつlogPco2の実在領域は前

述のように O～ 3.5である。したがって上述の関係は第

7図の斜線内部だけで現実に起こりうるものと考えられ

る。したがってリン酸塩の安定な領域は比較的狭〈，低

炭酸力ス分圧，高リン酸濃度領域にかぎられている。

また同図かほ日られるように，線（I日，（I司はきわめて接

近しているので，土壌の炭酸分圧およびリン酸濃度が変

動する場合に，カドミウムおよび亜鉛の沈殿物は近似し

た条件でリン酸塩から炭酸塩へ，またはその逆の形態変

化を起こすものと解釈される。したがってリン酸資材の

施用によってカドミウムの不可給態化をはかろうとする

と，資材の多量施用を必要とするとともに，亜鉛の不可

給態化をまねいて水稲に亜鉛欠乏症の併発する危険性が

高い。

次に土壌Ehの低い場合を想定してMa(P04 )2とM s 
との共存する条件を考えると，カドミウムの場合は（5),

(7）式が両立するから，
2+ 2 円

log 〔Cda〕＝一郎6-3togKpーをlog〔l'H3P04〕

= -27.1-logKs -log 〔..rH2S〕

pH= 7.0のときは

log〔却zs〕＝ -12.5 + Jlog〔l'H3P04〕同

同様に亜鉛に関してZn3(P04 )2とZnSとが共存する

ときは（6),(8）式が両立するから

•+ 2 2 
log 〔Zn肘〕＝－ 10.68一宮logKpーすlog〔IH3P04〕

= -2~9 ー logKs- log 〔l'H2S〕

pH= 7.0のときは
2 

log 〔IH2S〕＝一色.5+3Iog 〔IH3PO 4〕、、、 (Iわ

(18), (19）式の関係を図示すると第8図のとおりである。

同図を第3図と同様の解釈によって読みとると，線（18）ま

たは（19）の上部で硫化物が，下部でリン酸塩か‘安定な沈殿

形態となる。すなわち，溶液中亜鉛濃度は線（19）より下部

の領域でリン酸濃度の影響を受けるが，溶液中カドミウ

ム濃度は線（ゅの下部になって初めてリン酸濃度の影響を

受け始める。したがって線（I以19）聞の領域においてリン酸

濃度を高めると，溶液中の亜鉛濃度のみが低下し，カド



ミウム濃度は変化しない。したがってこの領域でリン酸

資材を増施すると，水稲のカドミウム吸収抑制効果は少

なしむしろ亜鉛欠之症の発生を助長する結果となる。

前節のリン酸資材緬用試験における湛水土壌区の状態

第4表）は，まさにこのような原因によるものと推定さ

れる。

また線（18）より下部の領域（比較的Ehの高い領域）にお

ける溶液中カドミウムと亜鉛の濃度は， リン酸濃度の上

昇とともに双方とも低下するが，この領域においては言

うまでもなく前述の炭酸塩との平衡関係を同時に考慮すべ

きである。線（19）より上部の領域（Ehの低い領域）にあって

は，両金属のりン酸塩は安定な沈殿形態ではないから，

溶液中リン酸濃度を上昇させてもカドミウム，亜鉛双方

の溶液濃度は変化しない。したがってリン酸資材施用に

よるカドミウムの不可給態化作用は期待できない。

リン酸に関する以上の結果を総合すると， リン酸資材

施用による水稲カドミウム吸収抑制対策は土壌の還元状

態が著しくない領域でリン酸資材を多用して始めて有効

であるが，亜鉛の吸収をも抑制するために水稲は亜鉛欠

乏症を併発する恐れが大きい。

ただし，ここに述べた溶解度の手法は，次のような多

くの問題点を残している。

(1）常法による土壌Ehの測定法は，熱力学的計算に用い

る溶液Ehを示しているか。

(2）土壌は不均一系であるので，均一系としての計算は

現実の土壌にどの程度適用できるか。

(3）土壌中における微生物的な化学反応をどのように考

えるべきか。

(4）土壌中には多数のキレート物質が含まれている。重

金属キレートの熱力学的解析を追加すべきである。

このように上述の計算は不完全ではあるが，およその

傾向を示すものとして理解してよかろう。

羽考察

以上のような，従来から提唱されてきた水稲カドミウ

ム吸収抑制に関する栽培技術的方法には二，三の基本的

な問題を含んでいる。それらを整理すると次のとおりで

ある。

1.石灰質資材などを投入して土壌凶を上昇させる方法

は土壌Ehの高い領域で有効で、あるが，この効果はリン酸

塩，炭酸塩など，難溶性カドミウム化合物の生成を助長

させるためのものである。また土壌Ehの低い領域にあっ

ては，土壌酬の人為的制御が困難なために，カドミウム

吸収抑制効果は期待できない。

2.湛水，易分解性有機物の施用などによって土壌Ehを

低下させる方法はきわめて有効である杭 Ehを極端に低下

させると，カドミウムとともに亜鉛も不可給態化するので

亜鉛欠乏症を併発する欠点をもっている。水稲のカドミ

ウム吸収抑制方法として最も望ましいEh領域は，カドミ

ウムだけを硫化物として沈殿させ，亜鉛は炭酸塩として

存在する領域である。しかしこのような幅の狭いEh領

域に土壌を制御することは実際問題として至難で、あろう。

3.リン酸資材を施用する方法は，硫化カドミウムの安

定なEh領域を除いて有効である。しかしカドミウムと亜

鉛のリン酸塩は類似した行動をとり，溶解度も類似して

いるので，カドミウムの不可給態化とともに亜鉛欠乏症

を併発する欠点をもっている。

以上のように栽培技術的な水稲のカドミウム吸収抑制

法はいずれも亜鉛欠乏症の併発という大きな欠点をもっ

ている。従来の方法を実用技術として組み立てるために

は，亜鉛欠乏症の発生する原因を明らかにし，亜鉛欠乏

症の解消方法を同時に組み入れなければならない。

この亜鉛欠乏症の誘因に関してはなお不明の諸点を残

しているが，現在のところ，①カドミウム，亜鉛聞の桔

抗作用など植物生理的要因に由来する，②カドミウム，

亜鉛は土壌中で同時に不可給態化する，などの 2つ

の経路から検討する必要があろう。また実用的には，亜

鉛の根圏極所施用，葉面散布などがこの亜鉛欠乏症にど

の程度有効であるか，実験的に確かめる必要があろう。

今後，このような関連研究が進めば，水稲のカドミウム

吸収抑制の栽培技術はさらに改良されるであろう。

実際のカドミウム汚染地帯をみると，亜鉛その他の重

金属汚染を同時に受けている場合がある。このようなと

きは，土壌Ehの人為的低下，リン酸資材施用などの対策

はそのまま有効となろう。このように，カドミウム汚染

地帯で7.k稲を栽培するときは，カドミウムばかりでなく，

別種の重金属との相E関係を考慮、し，環境条件に合った

方法を採用すべきである。

VII 要約

カドミウム汚染水田に対して水稲のカドミウム吸収を

抑制させる栽培法をとると次の問題が生じる。

1石灰資材施用などによって土壌pHを上昇させると，

高Eh土壌にあっては水稲のカドミウム吸収を抑制する。

この理由の一つはカドミウムの炭酸塩， リン酸塩の溶解

度が減少するためである。しかし低Eh土壌においては，

水稲のカドミウム吸収抑制効果はない。低Eh土壌のpH

は6.7付近に集れんするためである。

2湛水などによって土壌Ehを低下させると水稲のカド

ミウム吸収は抑制されるが，同時に亜鉛欠乏症を併発す

る。この理由のーっとして考えられることは，カドミウ

ム，亜鉛はともに硫化物として不可給態化することであ

る。このことは難溶性重金属塩類の溶解度の計算結果に

よって説明された。なお土壌Ehの低下lこともなう重金属
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塩類の沈殿形態変化についても考察した。

3.リン酸資材を施用すると，硫化物の不安定な高Eh

領域で水稲のカドミウム吸収を抑制する。しかし同時に

亜鉛の吸収も抑制され，水稲は亜鉛欠乏症を併発する。

このことは各種重金属難溶性塩類の溶解度から説明され

た。
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This report was presented to investigate the absorption of cadmium by rice plant. 

Summary 

Some methods were confirmed here to reduce the absorption of cadmium by rice plat cultivat巴d

on paddy fi巴Id.polluted by cadmium, but they have a few problems as follows; 

1) Under oxidizd condition the absorption of cadmium by rice plant is reduced by the application 

of calcium substances. It is due to that increase of soil pH decreases the solubility of carbonate and 

phosphate of cadmium. However, under reduced condition the pH of soil converges to almost 6.7, 

then there is no effect by the application of calcium substances. 

2) Progress of soil reduction lessens the absorption of cadmium by rice plant, and concurrently 

produces zinc deficiency of rice plant. One of these reasons is considered that cadmium and zinc 

are transformed to insoluble type as sulfide under reduced condition. 

3) Under oxidized condition where su日deof cadmium is instable, appliαtion a large amount 

deficiency of rice plant. 

of phosphatic substance lessens the absorption of cadmium by rice plant, but, also produces z mc 

These problems could be explained by the change both of formation and solubility of insoluble 

complexes of heavy metals, according to the oxidation and reduction state of soil. 
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