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魚骨粉資材を利用した土壌中重金属の不溶化と植物への吸収抑制効果

向優之介1.三i頼千暁z• I二岡 良2.片桐伴治2.山本定時3.遠藤常嘉3

キーワード 形態変化，ハイドロキシアパタイト

1 .はじめに

食品衛生法が改定され コメ中カドミウム（Cd）濃

度の基準植が 1.0mgkg1未満から 0.4mgkg1以下に設

定された（厚生労働省， 2010）.これに伴い， Cd汚染

指定地域の拡大が懸念されている．平成 24年度末時点

において 7050haが基準値以上検出地域として指定され

た（環境省， 2013）.浅見（2010）によると，玄米にお

ける改定後基準備の超過率は 0.3%とされている．また，

FAO/WHOのコーデックス食品添加物・汚染物質部会

(CCFAC）において，当初提案された玄米中 Cd濃度の

最大レベルは O.lmg・kg-1l;J.、下であり，この場合，超過率

は16.3%にもなる．さらに， Cd 吸収抑制のために遊水

管理が必要だと指導されている水田は全国で約4万haあ

る（環境省， 2010）.この基準植は水稲および陸稲に限ら

れたものであるが，今後， Cdにj却する食品の基準組改定

の流れは畑作物へとさらに拡大することも懸念される．客

土法や植物浄化といった対策ではコストや時間］を要するた

め， より安fllliで、容易な重金属対策が求められている．

Cd による土壌汚染原因は様々であるが，その一つにIfli

鉛（Zn）の精鋭過程での環境中への放出が挙げられる（j支

見， 2010）.さらに， Znは鉛（Pb）に伴って政出される

場合が多いことから， Cdによって汚染されたこi二壊はZn

やPbによって同時汚染されている場合が多い．そのため．

複数の重金属積に対応1可能な対策も求められている．

そこで，本報では魚骨由来のハイドロキシアパタイ

ト (HAp）を用いた土壌仁！こ1Cdの原位置不溶化に着目し

た. HAp l主脊；tH：寂j物の骨や歯を7；手成する結l；…f…
Ca10 (P04) 6 (OH) 2で示される. HApは重金属収着能を

しており，構造Iこいのカルシウムと Cdが置換することに

よる Cdのねえ定が報告されている（Toomasand Merike, 

2006）.また，産業廃棄物である魚’詩’が原料となるため，

安似iな資材として利用可龍である．先行研究において，
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粉炭化物由来の HApを用いた重金属店！定および作物への

移行抑制が報告されている（Cheneta!., 2007；三瀬ら，

2013）.しかしながら，栽培環境下における狂Apの重金

属不溶化効果の持続性については切らかとなっていない．

原位援不静化は簡易であるという利点があるが，重金属の

全量は変化しないため，不溶化効果の持続性を明らかにす

る必要がある．ここでは，魚骨HApの重金属悶定能，植

物への重金属吸収抑制効果およびその持続投について検討

した．さらに， ffi：金属不溶化でよくmいられる pH改良資

材と／K".iKJ’HApとの組み合わぜが，重金属不溶化および吸

収抑fljlj効果に与える効果についても検討した．

2. 材料および方法

1）概要

供試作物はホウレンソウ （Spinaciaoleracea L.）とし

品種はアクティブ（サカタのタネ）を用いた．市販の培養

士を充填したセルトレイに播穂し，グロースキャビネッ

ト（コイトトロン HNMS20型，小糸工業株式会社）内

にて， 20°C，明｝出 12［時間の条件下で脊商した．

展開後に，供試土壌（重金属汚染土壌，農耕地，灰色低地

1) 1 kgを充墳した 1110000aワグネルポットに

2個体移植した．移椴前に化成肥料（くみあい窒素力n現化

成E989号）を窓素およびカリがそれぞれ 1ポット当たり

lOOmgとなるよう施肥した． リン酸は魚骨由米のりン酸

の肥料効果を評価するため 化成肥料によるリン施胞は行

わなかった．そしてさらに，魚1~’ HAp と ~l'f土石灰（カノレ

ミット，千成産業株式会社）を施mした．魚骨HApは主

にスケトウダラの骨粉をど使用し，その理化学性を表2に示

した．長1；骨HApl主徴Tifの重金属を含有していたが，蛇料

取締法における 1.~t廃物加工程料の公定規格で示さ

im1tJ、ドであった．
移植後のポットは，

出jの条件下で、栽培した．瀧7j（（土最大符水量の 60%となる

よう適宜fiった．栽培期間は 50Hとした.1＠践の栽塙

後， 土壌を風乾させ， 2 rm t=i の栽j去を行った.2 凶 l~l も 1

凶 IJ 同様に育Wi，施JJ~，定植を行った．資材の施HJ につい

ては 1l:Lil 1=1の栽培u寺のみ行った．栽培は計31豆i行った．

試験区は熱処理区， ihl’l'l’HApl%1R. 

f.（~＇fg’ HAp4%区， 苦：i二石氏2%区，

石氏 1%区（許JTJ［三）

る
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表1 供試土壌の理化学的特性

粒径（%） 重金属全量 （mgkg1) 
pH 

5.20 

EC 
(mSm-1) Sand Clay Silt Cd Zn Pb 

11.37 59.4 25.4 15.2 5.21 465.95 396.08 

表2 魚、骨HApの理化学的特性

pH 

6.41 

重金属全量（mgkg1) 

Cd Zn Pb 

0.8 51.6 13.8 

地上部収穫時に新鮮重を測定した後， 70℃で通風乾燥

させ，粉砕した．土壌は風乾させ，ふるいに通した後，一

部を分析用試料とした．また，ふるいに通す際に地下部を

回収した．

2）分析方法

土壌pHは，士液比 1: 2.5で水抽出後にガラス電極法

を用いて測定した．重金属全量値は熱塩酸抽出法（浅見 ・

加藤，1977）によって求めた．また，定本ら（1994）の

逐次抽出法により土壌中 CdおよびZnを交換態 （硝酸カ

ルシウム抽出），無機結合態（酢酸抽出），有機結合態（過

酸化水素抽出），遊離酸化物吸蔵態（吸蔵態）（酸性シュ

ウ酸アンモニウム抽出），残i宜画分（熱塩酸抽出）に分画

した. CdおよびZnについては O.lMおよびO.OlM塩

酸抽出法による評価も併せて行った（土壌標準分析・測

定法委員会， 2003；本間ら， 2011）.定本ら（1994）の方

法ではPbを対象としていないため， Pbについては pH

4.5の酢酸アンモニウム浸出法（土壌標準分析・測定法委

員会， 2003）を用いた．土壌中の可給態リン酸は， トル

オーグ法により評価した．植物体試料の前処理は，硫酸

および過酸化水素水による湿式灰化法を用いた．土壌お

よび植物体試料の無機分析には， ICP発光分光分析装置

(RIGAKU CIR OS CCD）を用いた．統計処理は， IBM 

SPSS Statisticsを用いた．有意水準P<O.Olとし， 多重

比較には Tukey法を用いた

3 結果および考察

1）土壌 pH

魚骨HApを施用することにより，土壌 pHが有意に上

昇しており（図 1),Boisson eta!. (1999）や Markand 

Eva (2000）の報告と一致した．そして，魚骨HAp施用

割合が高いほど，土壌pHも高い値を示した．ホウレンソ

ウ栽培の最適 pHは6.0～7.0程度とされているが（農文

協， 2004），苦土石灰区および併用区では最適 pHまでpH

が上昇した．連作により，全ての処理区で土壌pHは低下

したが，魚、骨HAp施用区は無処理区よりも高く推移した．

また，苦土石灰区および併用区では，連作期間中， pH6 

以上を維持していた．

魚骨HApを施用することによる土壌pHの上昇は，

資材に含まれる炭酸イオンによる効果（Cheungeta!., 

2001），および魚骨 HApの溶解反応過程におけるプロト

ンの消費が挙げられた（Markand Eva, 2000）.土壌に施

P Ca 
(g kg-I) (g kg-I) 

143.5 170.9 

C/N 

4.3 

用した HApの一部が溶解しその過程で酸性物質である

プロトンを消費したことで，pHが上昇したと考えられた．

3作 目には，魚、骨HAp1～4%施用区でpH5を下回

る酸性土壌となったことから，魚、骨HApのみでの持続的

なpH改良は望めないと考えられた． このことから， pH 

改良を目的とした時には，苦土石灰の施用あるいは魚、骨

HApと苦土石灰の併用が望ましいと考えられた．

2）土壌中重金属の形態変化

Cdの化学的形態割合を図2に示した．無処理区の交換

態画分割合は全体の 21.2%を占め，液相と平衡状態にあ

ると考えられている 3形態（交換態，無機結合態および有

機結合態）で44.4%であった．このような傾向は定本ら

(1994）の報告とも一致した．つまり， Cdは他の重金属

種と比較して，移動性が高く，わずかな汚染であっても植

物への移行が懸念されることを示唆していた．

魚、骨HApの施用に伴い，交換態画分割合が大きく減少

し無機結合態画分，遊離酸化物吸蔵態画分および残誼画

分割合が増加した． これは，骨粉炭化物由来HApを用い

たCheneta!. (2007）と同様の結果を示した． また，魚、

骨HApの施用割合が増加するほど，この傾向は顕著に

なった．そして，苦土石灰区および併用区においては，交

換態画分割合が大きく減少し主に無機結合態画分への移

行が認められた．

2作目以降をみると，全ての試験区で交換態画分の微増

と残誼画分の減少が確認された．これは，連作に伴い Cd

が徐々に可給化されたことを示唆していた．無処理区と比

7.0 

当時ーーー・・ー 冊 、T.一？一一一首
6.0 

蚕·~· ·~ 

（ ー

与0

4.0 

1作目 .d下回 ヨ作目

一→ー無処理区 一ー－H.u.1>L'・：・区 ー－－HApL＼区
ー一ー－ HAp~·；－.：，.区 --i－－苦土石灰区．．．，．．併用区

図1 栽培後土壌pHの変化

エラーパーは標準偏差， n=3.
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較すると，全ての処理区において， 3作とも交換態画分割

合が低くなり，無機結合態画分と残櫨画分割合が高くなっ

た．つまり，持続的な不溶化効果が確認された．特に，魚、

骨 HAp4%区，苦土石灰区および併用区の交換態画分割

合低減効果が高かった．

Znの化学的形態割合を図3に示した．無処理区の交換

態画分割合は 6.1%で， Cdに比べると低かった. Znは

主として残誼画分の形態で存在し，次いでl良蔵態画分が占

めていた．魚、骨HApの施用に伴い，交換態画分割合が減

少し無機結合態画分割合が増加し残誼画分割合が微増

した．これは， HAp施用割合の多寡に応じた傾向を示した．

しかし Cd に比べると顕著な形態変化は認められなかっ

た苦土石灰区および併用区の交換態画分割合が最も低く，

Zn不溶化能が非常に高い結果となった．

2作目以降をみると，無処理区およびHAp1～4%区に

おいて交換態画分割合の微増が確認された．しかし無処

理区と比較すると HAp施用区の交換態画分割合は低いま

まであった．また，魚、骨HAp施用区の 3作目の土壌pH

（ 、。。、
、】ノ

100 

~ 50 
曲恒川，
組

員全

。

は4.64～4.94と酸性であるにも関わらず，交換態画分割

合を抑えることが出来た．これは， HAp施用による持続

的な Zn不溶化が可能であることを示す結果であった．苦

土石灰区の交換態画分割合は3作通して0.1%，併用区で

0.2%となり，不溶化効果の持続性が高いことが明らかと

なった．

Pbの酢酸アンモニウム抽出濃度を図4に示した．酢酸

アンモニウム抽出態 Pbは魚骨HAp施用により大きく減

少した． これは，魚、骨 HAp施用割合の多寡に応じた傾向

を示した．苦士石灰の施用により， Pbの抽出性は微減し

たものの，魚、骨HAp施用時と比べると，その不溶化能は

劣るものであった．併用区の結果は，魚、骨HApl%区と

苦土石灰区の中間的な特性を示した．

また，2作目以降であっても，魚骨HAp施用区の酢酸

アンモニウム抽出態Pb濃度は低いままであり，長期的な

Pbの不溶化が可能であった．苦土石灰区は， Pb濃度が徐々

に増加する傾向にあり， Pb不溶化の持続性は認められな

かった．

HAp1%区 I HAp2%区 I HAp~~~区

ロ交換態 白無機結合態 図有機結合態 図吸蔵態臼残澄函分

図2 栽培後土壌中 Cdの化学的形態割合

エラーパーは標準偏差， n=3. 

100 

（ 

主主
） 

1rr so 
剖恒

設j
民主

。

口交換態 回無機結合態 図有機結合彩、 図吸蔵態ロ残漬画分

図3 栽培後土壌中 Znの化学的形態割合

エラーパーは標準偏差， n=3. 
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てし、Tこ（Chenetαl.,2007).

3）植物の生育

各試験区のホウレンソウの地上部新鮮重を比較した （図

6）.無処理区の新鮮重が最も小さく，魚、骨HApを施用す

るこ とで，増加した．一方，魚骨HAp4%区においては

生育が抑制された.Boisson et al. (1999）による トウモ

ロコシの栽培実験によると， 5%のHAp施用による生育

抑制効果が確認された．苦土石灰の施用あるいは併用によ

り，新鮮重は大きく増加した．

無処理区の新鮮重が小さくなった要因の一つは，土壌

pHが低いこ とにあると考えられた．ホウ レンソウ栽培に

おける最適土壌pHは6.0～7.0程度であり， 5.5を下回る

と生育が抑制される場合も認められるとの報告があること

から （農文協， 2004), この結果も低pHによる生育抑制

だと考えられた．魚骨HAp施用による新鮮重の増加は，

魚骨HAp施用による土壌pHの上昇に加え，魚、骨HAp

の肥料効果であると推察された．苦土石灰の施用や併用に

c ab be 

~ 
~ dト

口1作目 ロ2f'F自 .31乍自

図6 ホウレンソウ地上部の新鮮重

エラーパーは標準偏差，n=3 異なるアルファベッ
トは試験区間の有志差を示す（Tukey法，1%水準）．

魚骨HApにより Cdや Znが不溶化された要因には，

魚、骨HAp中のカルシウムとの構造置換型イオン交換によ

る固定が考えられた （Xuand Schwartz, 1994 , Toomas 

and Merike, 2006）. また，イオ ン交換に加え，HAp表

面への吸着による重金属不溶化への寄与も考え られた

Mark and Eva (2000）による と，骨粉由来HAp施用

による汚染土壌からの Zn,Pb, Cd, CuおよびNiの抽出

性は低下するが，その要因は，pH上昇による沈殿形成，

HApへの収着および重金属 リン酸塩としての沈殿形成が

複合的に寄与していた．魚、骨HApや苦土石灰の施用によ

る土壌 pHの上昇は，土壌の粘土鉱物の重金属吸着量を増

加させることにもなる （足立 ・岩田， 2003；小野 ・阿部，

2007）.また，魚、骨HApにも変異荷電様の吸着機構が存

在しているとされる (Jeanjeanet al., 1996）.苦土石灰と

の併用でpHが上昇し，魚、骨HAp表面における変異荷電

の発生と，それに伴う重金属吸着量の増加も考えられた．

3作目にかけて，交換態画分割合が漸増した．これは，魚、

骨 HApにより 吸着と固定が行われ，無機結合態画分や残

誼画分に移行したCdやZnが， 時間経過による魚骨HAp

の分解と土壌の酸性化に伴う交換態画分への再配分が考え

られた．

Pbの不溶化については， HApから溶出した遊離のリ

ン酸との反応による鉛リン酸塩（Hydroxypyromorphite) 

の形成によるもの と考えられた（Maetαl., 1993 , Chen 

etal., 2007；加藤ら，2013）.土壌中の可給態リン酸濃度

は， HAp施用により上昇しており，さらに可給態 リン酸

濃度と酢酸アンモニウム抽出態Pb濃度には高い負の相関

Cr= 0.88, P<0.01）が認められた（図 5). これは，鉛

リン酸塩の形成による Pbの不溶化を示唆する結果であっ

た．鉛リン酸塩は極めて溶解度が低く，そのため，長期的

な不溶化が期待できる．また，Pbを不溶化するためには

土壌への P供給が重要であり，様々な P肥料の中でも P

供給源として HApが最も効果的であるとの結果が示され
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ab 

be 
ab 

c 

a 

a 

リンおよびマンガ‘ノ含有率

3作目

0.25 ± 0.03 
0.33土 0.06 
0.24 ± 0.01 
0.37 ± 0.04 
0.18 ± 0.02 
0.15 ± 0.00 

ホウレンソウ地上部のカルシウム，

Ca含有率（gkg-1FW)

2作目

0.18土 0.01 
0.35 ± 0.03 
0.37 ± 0.03 
0.44 ± 0.01 
0.16 ± 0.02 
0.21土 004 

a 

b 

be 
c 

a 

ab 

’h
u
q
d

勾
u

ヨ
u

q

a

ヨ
u

1作目

0.19 ± 0.06 
0.07 ± 0.02 
0.06士 000 
0.08 ± 0.01 
0.10 ± 0.01 
007土 001 

表 3

1!ll〔処理区

HApl %区

HAp2%区

HAp4%区

苦土石灰区

併用区

a 

be 
c 

d 

ab 

ab 

3作目

0.13 ± 0.02 
0.34 ± 0.03 
0.49土 0.06 
0.68 ± 0.06 
0.23 ± 0.00 
0.26 ± 0.02 

P含有率（gkg-1FW) 

2作目

0.21 ± 0.04 
040 ± 0.05 
0.54 ± 0.01 
0.47 ± 0.05 
0.23 ± 0.00 
0.36 ± 0.06 

’h
u

p

L

P

L

司

h
u

a

a
L
U
L
u
a

a

 

a 

ab 

be 
c 

ab 

abc 

1作目

0.19土 0.02 
0.38士 0.06 
0.41 ± 0.01 
0.42 ± 0.01 
0.23土 0.04
0.29士 0.06

無処理区

HApl %区

HAp2%区

HAp4%区

苦土石灰区

併用区

Mn含有率（mgkg-1FW)

1作目 2作目 3H目

1！眠処理区 9.60土 2.01 b 8.21 ± 1.40 be 7.82 ± 1.05 b 
HApl %区 3.00士 0.60 a 17.20 ± 1.14 d 9.25 ± 2.20 b 
HAp2%区 2.39± 0.36 a 13.58土 0.31cd 9.98 ± 0.28 b 
HAp4%区 1.70± 0.45 a 10.68 ± 3.36 cd 9.22 ± 1.98 b 
苦土石灰区 1.44土 0.37 a 0.50 ± 0.07 a 0.60 ± 0.05 a 
併用区 1.25士 0.22 a 1.59土 0.41a 0.96 ± 0.04 a 
平均値±標準偏差， n=3 異なるアノレファベットは試験区間の有意差を示す

(Tu key法， 1%水準）．

Mn欠乏を誘発する恐れが指摘された．苦土石灰等の pH

改良資材の投入を伴う重金属不溶化対策施工時には， Mn 

を始めとする微量必須元素の可給性に及ぼす影響を評価す

る必要がある．そして，必要に応じて， Mn施肥や苦土石

灰施用量の調整をすべきである．

5）植物の重金属服収

Cdについてみると，CCFACが提案したホウレンソウ

のCd最大レベルは 0.2mgkg1FWであるが，魚骨HAp

1%区では 1作目から最大レベルを超過した（図 7）.一方，

a a a 

~ 
~ dト

ab ab abc 

~ ~ ~ ~ゐ
~..，% ~.：；，I• ~f\o 針。，＜.？

$-..,... -<:-"?-" -<:-"?-" -<:-"?-" ~>y"q' 

b c c 

c be c 
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1.0 
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削
吋
同
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3

ロ 1作自ロZ作白 •3作目

図7 ホウレンソウ地上部のCd含有率 （新鮮重当たり）
エラーパーは標準偏差， n=3. 異なるアルファベッ

トは試験区間の有意差を示す（Tukey法， 1%水準）

よる新鮮重の増加は，苦土石灰による土壌pHの上昇によ

る効果であると考えられた．魚、骨HApの施用のみでは，

ホウレンソウ生育の適正 pHまで上昇させることはでき

ず，低pHによる生育への影響があると考えられた

全ての試験区で， 2作目以降の新鮮重が 1作目 よりも顕

著に低く なった．これは 連作によ る影響ではないかと考

えた（Kashemet al., 2010). 

4）植物の養分吸収

魚、骨HApの施用により， CaおよびP含有率が増加し

た（表 3）.これは魚骨HApのCaあるし、はP肥料として

の効果であると推察した リン酸質肥料の原料となるリ

ン鉱石は枯渇が懸念される資源である（黒田ら，2005)'

HApはP供給源としても有用であることからも（Saset 

al.,2001）， 魚、骨HApをリン酸質肥料の代替とすることで，

重金属不溶化に掛かる新規の費用を抑えるこ とが可能であ

るほか，肥料費用の低減にもなり得る．

また， 5%のHAp施用によるトウモロコシの Mn欠乏

症が報告された（Boissonet al. 1999）.ホウレンソウの適

正Mn含有率は乾物 1kg当たり 50～250mg（以下，適

正値）と され， lOmgを下回ると［欠乏Jとされている

（静岡県， 2009）.魚、骨HAp施用区では 1作目に適正値外

となったものの， 2作目以降は適正値内となった （表 3).

苦土石灰区においては， 1作目 に適正値外， 2作目以降

は欠乏値となった．魚、骨HApとの併用により，欠乏値を

示すことはなかったが，苦土石灰を含む処理区では全て適

正値外のMn含有率となった 苦士石灰による pH改良は



魚、骨HAp2%および4%の施用によって Cd含有率は有

意に低下し， CCFACの最大レベルを下回った． しかし

ながら， 2%の施用では2作目以降， 4%施用において

は3作 目で最大レベルを超過した 苦土石灰を施用あるい

は併用することでも高い吸収抑制効果を得られた．しかし

ながら，両区も 3作目 に CCFAC最大レベルを超過した．

魚骨HAp4%区においてホウレンソウの生育が抑制され

たことも考慮すると，苦土石灰の施用あるいは苦土石灰

と2%程度の魚、骨HApとの併用が有効であると考えられ

た．また，吸収抑制効果の持続性については， 1回の施用

で2連作は可能であり， 3作目以降については再度，魚骨

HApや苦土石灰を施用する必要があると推察された．

魚、骨HAp処理による Cd含有率低下の要因は，土壌中

Cdの不溶化効果を反映した結果だと考えられた．魚、骨

HAp施用区の 3作目 において，特に Cd含有率が増加し

た.2作目以降の土壌中 Cd形態害｜拾において，交換態割

合の微増が認められたことから，土壌pHの低下に伴い，

魚、骨HApにより 収着された Cdが一部可給化し 作物に

移行したためではないかと考えられた．苦土石灰区や併用

区では， 3作目の pHが高いにも関わらず， Cd含有率の

増加が見られた．土壌pHと作物中 Cd濃度との関係だけ

では説明できない反応が関わっていると考えられた（止制｜卜

稲原， 2009).

Cd含有率は，土壌pH(r= -0.80, P<0.01），交換性

Cd濃度（r=0.78, P<0.01), O.OlM塩酸抽出態 Cd濃

度 （r=0.71,P<0.01）と高い相闘があった （図 9,10). 

Znの吸収傾向はCdと類似していた（図 8）.魚、骨HAp

1%および2%区においては 1作目は含有率を有意に

低減で‘きたが， 2作 目および3作目 において含有率が顕著

に増加 した．魚骨HAp4%区において， Znの持続的な

吸収抑制が確認で、きた．最も含有率が低くなった処理区は

苦土石灰区および併用区であった．これらの処理区では持

(2014) 

続的な吸収抑制効果が確認された．ホウレンソウにおける

Znの適正含有量は乾物 lkg中に 50～150mgとされてい

る（静岡県， 2009）.ただしこの適正値は厳密な基準値

ではない．無処理区でも概ね適正値内にあり，本研究で用

いた土壌の汚染レベルにおいては， Zn過剰による毒性は

ないと言えた． しかし魚骨HAp施用により Zn含有率

は低減可能であることが明らかになった．そのため， Zn 

による土壌汚染が更に深刻な場合であれば， HApを施用

する意義はある．一方，苦土石灰を含む処理区では， 3作

全てで適正値の下限を下回り，特に苦土石灰区において顕

著であった．

魚骨’HAp施用による Zn含有率の低下は，土壌中 Zn

が不溶化したことによるものだと考えられた．また， Cd 

と同様に， Zn についても作付けを繰り返すことで含有率

が増加した．土壌中 Znの化学的形態をみると， HAp 1～ 
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4 %区においては作付けを繰り返すことで交換態画分割合

が微i曽しており， pH 低下に伴う土壌lこ｜二： Znの一部可給化

が Zn含有率の増加に寄与したと考えた．苦二i二石灰｜玄およ

び併用i亙は低い Zn含有率を維持しており， これは苦二i二石

灰施用による高 pHの維持と，それに伴った交換態 Znの

減少に起因するものだと推察された. Znは必須、元素でも

あることから，過剰な吸収抑制は，作物生育の抑制や作物

品質の低下につながる恐れもある．

Zn含有率は，ニ！こ壌 pH(r= -0.87, P<0.01），交換性

Zn濃度（r=0.84,P<0.01), O.OlM塩酸抽出態 Zn濃度（r

エ 0.85,P<0.01）と相関があった（関 9,11). 

本研究では，全ての試験区で地上部 Pbは検出限界を

T問った．先行研究において，骨粉炭化物由来の HApに

よる Pb不溶化および吸収抑制が報告された（Chenet al., 

2007). f.~骨 HAp 施！日によって，酢費支アンモニウム抽出

態 Pb濃度を持続的に低減できたことと併せ， Pbの持続

的な吸収抑制が可能であると示唆された．ただし Pbにお

いては，今回，湿式灰イヒに用いた硫酸と反応し，一部不溶

化している可能性も示唆された

Cdや Znの含有率が土壌pHや希塩酸拙I±＼による Cdお

よびZn濃度と高L、相関が認められた．これらを一つの重

金鼠吸収リスク評｛1Uiの指標として，魚骨HAp等の不捺イヒ

効果の持続性を君視し次にff.＇＼骨 HAp等をど施ff]するi時期

や施用:ill：を決定することを提言する．その際に Mn 

必須元素吸収に対してどのような影響を及ぼすか，評価し

なければならない．本報の重金属汚染レベルにおいては，

重金属不溶化能や作物生育を鍛みると， HAp2%前後の

施）日を主体とし，前述したりスク評{!Ujに応じて，適＇.§：苦 J二

:fij災を施泊する手法が望ましいと考える．

4. まとめ

魚骨［討米 HApを重金属lFJ今染二！：壌に施ff]することによ

り， z在；金属の持統j拘な二'f二；溶化および！良収判i制効果が4

れた．また，苦土石灰との併用でも持続的な不溶化効果が

認められた．

魚骨 HApは CaおよびP肥料としての効果も期待でき

ることから，化成肥料の減肥にも繋がると考えられた．魚

甘HApの過剰施f~や苦土石灰との併用あるいは苦土石灰

の単独施用は，作物生育の妨げや徴量必須元素吸収の抑制

に繋がる可能性も指摘された．そのため，不溶化資材の胞

用量に留意する必要がある．
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Use of fish bone meal amendments to immobilize soil heavy metals and 

inhibit their absorption by plants 

Yunosuke TAKAMUKAP, Chiaki MISE2, Ryo UEOKA2, Tomoharu KATAGIRF, 

Sadahiro YAMAMOT03 and Tsuneyoshi END03 

ICγαd. Sch. Agri, Stu. Couγ. Tottoγi Uni世JKokyo Sangyo Co仏ltd.,3 Fiαc. Agri, Tottoγi U抗iv.

Contamination of soil with heavy metals such as cadmium, lead, and zinc is a major environmental problem around 

the world. Crops cultivated in contaminated soilどanabsorb high concentrations of heavy metals; so the contaminated 

soils must be remediated. In situ immobilization of heavy metals is an inexpensive, quick soil remediation technique. In 
this study, we evaluated the effectiveness of amending contaminated soil with hydroxyapatite (HAp) prepared from fish 

bon巴mealand adding secondary materials (such as lime) to immobilize heavy metals and inhibit their absorption by 

plants. We carried out pot experiments with spinach (Spinacia oleracea L.); experiments w巴reconducted three times to 

assess ch丘ngesin the effectiveness over time. When contaminated soil was amended with HAp, the soil pH increased, the 

exchangeable heavy metal fraction became smaller, and the amounts of heavy metals bonded to inorganic sites and to the 

residual fraction increased. The cadmium and zinc contents in spinach were decreased by amending the soil with HAp 

and lime. Lead was not detectable in any of the spinach samples. After the third experiment, the mobility and thεcontent 

of heavy metals in the area of the soil that had been treated with HAp and lime was lower than in the untreated area. We 

concluded that HAp prepared from fish bone meal strongly immobilizes heavy metals in contaminated soil and inhibits 

their absorption by plants grown in the soil. 

Key words: changing formation, hydroxyapatite, soil heavy metals 

(Jpn.]. Soil Sci. Plant Nutr., 85, 493…500, 2014) 
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