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生育後期の湛水管理と土壌改良による
水稲のカドミウム吸収抑制

稲原 誠 ・雄川洋子 ・東 英男 1)・山田宗孝

I緒論

1富山県神通川流域におけるカドミウム汚染対策

の経緯

1 )神通川流域におけるカドミウム汚染の経緯

神通川は、富山・岐阜県境付近で高原川と合流

し、富山平野を南北に貫流して富山湾に注ぎ込

む流路延長 120kmの河川である。神通川の中・

上流部は急流で、神通峡から富山平野に至るま

での中流域では、河岸段E及び扇状地地形が形

成され、中流域から富山平野にかけては、神通川

を水源とする水団地帯が広がっている。高原川

が流れる岐阜県飛騨市には神岡鉱山があり、銅-

亜鉛・鉛・カドミウム等の非鉄金属の製錬が行わ

れてきた。神岡鉱山の歴史は古く、鉱山開坑の記

録は 700年代に遡り 、近代資本による鉱石の採

掘、製錬がはじまったのは、 1880年代を中心と

した三井組の鉱業権取得以後となっている(坂

巻1992)。この神岡鉱山での鉱山活動により排出

された廃水中のカドミウムが、神通川水系を通

して下流である富山県神通川流域の水田に流入

し、土壌に蓄積されて、そこに栽培される水稲の

玄米を汚染するに至った。

カドミウムに よる人の健康障害については、

腎臓の尿細管が障害を受け電解質や代謝物質の

再吸収が阻害されるカドミウム腎症に始まり、

リン酸の再吸収の低下に起因した低リン酸血症

が持続すると、骨のカルシウム ・リン代謝異常を

引き起こし骨軟化症に至るとされている

(AOSHIMA 1999)。この尿細管性骨軟化症

(AOSHIMA 1999)が富山県の神通川流域で発生

したいわゆるイタイイタイ病(イ病)で、萩野ら

(1961)によりカドミウム原因説が発表された

後、 1968年に厚生省により公害病として認定さ

れている(厚生省 1968)。同じ 1968年には、被

1 )現在:砺波農業普及指導センター

害住民が三井金属鉱業を相手に第 1次のイ病損

害賠償請求訴訟を富山地方裁判所に提起 して、

1972年の名古屋高等裁判所金沢支部判決により、

ω神岡鉱山が排出したカドミウムがイ病の原因

であること、 ②発生 した公害被害に対し三井金

属鉱業は100%の賠償責任があることが法的に確

定された (KIZAWA1999)。なお、イ病認定患者

数は 2004年末までに 188名、要観察者が334名

となっている(富山県 2005)。

2 )カドミウム汚染対策の法制化

前項に記したような社会背景の中、 1970年に、

厚生大臣の諮問機関である食品衛生調査会に組

織された微量重金属調査研究会より、米のカド

ミウムの安全基準について、 1mgkg-1未満の玄

米(精白米については0.9mgkg-l) は人体に有害

であるとは判断できない旨の報告が提出された。

この報告を踏まえ、厚生省は同年において、食品

衛生法に基づき玄米カドミウム濃度 1mgkg-1の

基準を設定し、基準値以上のカドミウムを含む

米の販売を禁止した。さらに、 1970年の第64回

臨時国会(いわゆる公害国会)において、公害対

策基本法に「土壌汚染jが追加されるとともに、

人のカドミウム暴露の主な経路となる米の汚染

を回避するため、 「農用地の土壌の汚染防止等に

関する法律(土染法)Jが制定された。土染法で

は、特定有害物質としてカドミウム、銅及びヒ素

が指定され、農用地土壌汚染対策地域の指定や

農用地土壌汚染対策計画の策定等について定め

られている。このうち、カドミウムにより汚染さ

れた対策地域の指定については、玄米中のカド

ミウム濃度で 1mgkg-1が基準とされており、水

系や土壌の汚染レベルを考慮して 1mgkg-1を超

える恐れの著しい地区も対策地域として指定さ

れることとなった。一方、 1970年には、カドミ

ウム環境汚染要観察地域の産米で玄米カドミウ

本報告は著者のうち稲原 誠が東北大学大学院に提出した博士論文である。
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ム濃度が 1mgkg-1を超えないものも配給しない

旨の農林大臣談話が発表された。カドミウム環

境汚染要観察地域の指定に際しては、調査途中

の段階で玄米カドミウム濃度が、 O.4mgk王g-lを超

えていることが判断指標とされており(厚生省

1印96ω9)λ、事実上O.4mg位kg

となつた。このように、我が国の米のカドミウム

濃度に関する基準は、 0.4mgkg-1と1mgkg-)の2

段階の基準が設定されて今日に至っている。

3 )神通川流域におけるカドミウム汚染対策

神通川流域においては、土染法に基づき、 1971

年から 6年間にわたり 3128haの農地を対象に富

山県によって汚染の実態調査が行われた(柳沢

ら1984)。調査の結果、玄米カドミウム濃度の頻

度分布は、全調査地点数2570点に対して 1mgkg-1

以上が9%、O.4mgkg-)以上1mgkg-1未満が29%

となっており、 1500.6haが農用地土壌汚染対策

地域に指定された。この面積は、環境省 (2005)

が2004年度末までに集計した全国での土染法の

基準値を超える農用地面積7327haに対して20%

に相当する。神通川流域におけるカドミウム汚

染の特徴として、土壌中のカドミウム濃度が低

くても、 1mgkg-1を超える汚染米が生産されや

すいことが指摘されている。玄米カドミウム濃

度が 1mgkg-1を超えた地点における土壌の最低

カドミウム濃度 (O.lmolL-l塩酸抽出)は

0.46mgkg-1となっており、同時期に全国的に実

施された 重金属 類概況調 査の 水田の平均

O.4mgkg-) (農林省 1974)とほぼ同程度となって

いる。また、 MORJSHJTA(1981)は、他の汚染地域と

比較して、神通川流域の汚染に前述の特徴があ

ることを示している。

一方、汚染の実態調査と併行して、水稲のカド

ミウム吸収能に関する品種間差異や土壌中での

カドミウムの交換反応、水稲のカドミウム吸収

に対する排水時期の影響等の基礎的な知見を明

らかにするとともに、各種資材による吸収抑制

対策試験、そして客土による汚染田の復元工法

に関する研究が実施されている(柳沢ら 1984)。

汚染の実態が明らかにされ始めた段階では、実

態をふまえた改善対策の基本方針として、 ω土

壌中のカドミウム濃度を下げること、 ②カドミ

ウム吸収に関与する要因についての総合的な対

策が必要で、あることが確認され、 1973年以後の

6年間においては、客土を中心とした土木工法に

よる対策の具体的な検討が進められた。

ω土壌中のカドミウム濃度を下げることに関

しては、汚染土壌を水稲根圏外へ排除したうえ

客土を実施する方策について検討がなされた。5

種の基本工法に土壌条件や客土の厚さが考慮さ

れ、 50を超える細分化された工法について、汚

染の除去効果や現地適応性等を指標に検討され

た結果、埋込客土と上乗せ客土の2工法が採用さ

れている。埋込客土は、表層の汚染土壌を下層に

埋め込み、下層から掘り上げた喋質土により耕

盤層を造成して客土する工法で、上乗せ客土は、

表層の汚染土壌の上に礁質土を搬入して耕盤層

を造成した後客土する工法となっている。客土

層および耕盤層の厚さは、 2種の工法で共通して

おり、それぞれ15cmと10cmに設定されている。

これらの工法の適用に際しては、地下水位や下

層のカドミウム濃度及び喋含量等の条件を考慮

して、各地の条件に応じた工法を採用すること

となっている。

② カドミウム吸収に関与する要因の総合的な

対策に関して検討された結果、個別の主たる要

因については以下の結論が得られている。採用

された2種の工法では、喋質土による耕盤層を造

成することが大きな特徴となっており、これに

ついては、機械走行のための地耐力を確保する

とともに、客土層への汚染土壌の混入や下層へ

の水稲根の進入を防止する遮断層としての重要

な効果が確認されている。客土母材については、

神通川上流の山地1900haを対象に調査が実施さ

れ、水稲の生産性や搬出可能な土量を確保でき

ることの他、再汚染防止効果を考慮し、陽イオン

交換容量15cmolckg-)以上の粘質な赤黄色の下層

土が選定されている。また、神通川流域のカドミ

ウム汚染は、水質汚濁に起因することから、水路

の底質が調査され、水田内の汚染土壌と同等の

カドミウムが含まれていることが明らかにされ

た。この結果を踏まえて、 ω用水路についてはラ

イニングにより再汚染防止を図る必要があるこ

と、 ②客土工事は上流域から下流に向けて進め、

客土完了田へのカドミウム負荷量を最小限にと

どめることが指摘されている。その他、客土後の

稲作安定化のため、客土層にケイ酸石灰と;熔成

りん肥をそれぞれ 6tha-)と乾燥鶏糞 2tha-)の施

用が効果的であること、また、施肥窒素の増施が
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必要で、あることが明らかにされている。

神通川流域の対策計画は、以上の研究結果に

基づき策定されることとなり、 1500.6haの広範

な汚染地域は社会、経済的条件も考慮して3地区

に分割され、 1980年に上流域の第 1次地区につ

いて、最終の第3次地区については 1992年に対

策計画が策定された。対策計画においては、汚染

農地の土地利用計画が定められ、地権者の意向

と関連自治体の土地利用に関する基本方針を調

整し、農用地に復元する区域と農用地以外の他

用途に転用する区域に区分される。このうち、農

用地に復元する区域については、客土に よる復

元工事が適用されることになり、第3次地区にお

いては現在も復元工事が継続して進められてい

る。客土による汚染の除去効果について、復元前

の汚染地域全体と復元工事後の客土水田の平均

を比較すると、玄米カドミウム濃度で、0.99mgkg.
j

から 0.09mgkg"jに、土壌カドミウム濃度で

1.12mgkg寸から0.16mgkg"jに大幅に低減されて

いる (IwAMOTO1999)。また、奨ら (998)は、

神通川流域の汚染地域に居住する女性住民を対

象に、復元工事の前後において尿細管障害に関

する追跡調査を実施しており、復元後において

は自家保有米のカドミウム濃度が有意に低下し、

カドミウム暴露量が低減されたこと、さらに尿

中カドミウム濃度も有意に低下したことを明ら

かにしている。但し、対照となる非汚染地域に居

住する住民の尿中カドミウム濃度と比較すると、

以前として高い値を示しており、尿中への s2-

Microglobulin排池量など尿細管障害の指標値が

追跡過程で上昇していることから、カドミウム

暴露量が低減されても尿細管障害は進行すると

も論じている。復元工事完了後においては、 3年

間にわたる土壌及び米の安全確認調査を経て、

農用地土壌汚染対策地域の指定が解除される。

2006年までには 7回にわたって合計 1239.3haに

ついて指定が解除されており、指定全面積に対

する進捗率は 83%となっている。

以上が神通川流域農用地土壌汚染対策地域に

ついて採られた対策であるが、農用地土壌汚染

対策地域の周辺には、玄米カドミウム濃度が

1mgkg"jを超えないが、政府米の流通基準であ

るO.4mgkg一lを超える汚染レベルの低い地域が

ある。この地域については、富山県が1989年ま

でに産米流通対策地域として 185.6haを特定し、

農用地土壌汚染対策地域と同様に客土による復

元工事を実施している。

2水稲のカドミウム汚染対策に関する既往の研究

カドミウム汚染に関する研究は、1970年代を中

心に全国的に実施されている。汚染の実態調査に

関するものとしては、政府主導のものとして、 1970

年に厚生省、農林省等が中心に実施した鉱山・製錬

所等周辺地域のカドミウム環境汚染調査、 1971年

から全国的に実施された土壌汚染概況調査、さら

に土染法に基づく細密調査が実施され、全国的な

汚染の概要が明らかにされている(環境庁土壌農

薬課 1973)。また、 1971年から国立の農業試験場

を中心に実施された調査研究においても各地の汚

染の実態が調査されている(農林水産技術会議事

務局1976，伊藤ら1979)。個別の地域については、

神通川流域(柳沢1984，MORlsHITA1981)のほか、福

島県いわき市小名浜地区、磐梯地区、日橋川流域

(立谷ら 1972，浅見 1972，立谷ら 1974a，立谷ら

1974b)、福井県中竜鉱山付近(TAK!J1MA1973a)、茨

城県七会村塩子地区(石川昌男ら 1974)、日立周辺

地区(石川実ら 1974)、群馬県碓氷川流域、渡良瀬

川流域(小林ら 1973，平田ら 1977，武長ら 1977，

柏倉ら1974，三宅ら1975，HIRATAl981)、新潟県概

況調査(岩本 1979)、埼玉県概況調査等(林

1982)、生野鉱山周辺 (AsAMIl981)、米代川流

域(HoMMA1981) に関する報告が成されている o

水稲によるカドミウム吸収の基礎的な研究とし

て、伊藤ら(1976)、柳沢ら (1984)が呼吸阻害剤

を添加した水耕栽培試験の結果より、水稲のカド

ミウム吸収は、呼吸代謝と結びついた積極的な吸

収であると論じている。カドミウムの吸収時期に

ついては、柳沢ら(1979) が、水耕栽培試験にお

いて、生育時期別のカドミウム添加処理を行い、出

穂期前後のカドミウム吸収が玄米カドミウム濃度

を高めることを明らかにし、幼穂形成期から乳熟

期にかけてカドミウムの吸収抑制を図ることが重

要であると論じている。茅野(1973) も水耕栽培

下でカドミウムのラジオアイソトープを生育時期

別に添加したトレーサー実験により、出穂期から

出穂後25日にかけてのカドミウム吸収が玄米のカ

ドミウム濃度を高めることを報告している。また、

大気汚染由来の米のカドミウム汚染を考慮した研

究としては、茅野(1973)、松村ら(1975)が、カ

ドミウムの葉面吸収による影響を評価している。
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カドミウム吸収に関する共存元素の影響について

は、カドミウムに随伴する亜鉛の影響に関して多

くの研究があるが(越野1973，高橋ら 1976，桑野

ら1973，本間ら 1974，伊藤ら 1976)、カドミウム

の吸収を促進する場合と抑制する場合があり、伊

藤ら(1976)は培地の亜鉛/カドミウム比が高い場

合に抑制的に影響すると考察している。また、多量

のカリウム、カルシウム、マグネシウムの共存の影

響について、野口ら (1991)は、水稲生育初期の

括抗作用が途中段階から相助作用に転換するとし

ている。

土壌中でのカドミウムの挙動に関して、皆川ら

(1973)、伊藤ら(1976)、飯村ら (1978)は、湛水下

においては還元の進行に伴い酸化還元電位が低下

して、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いる。このことは、玄米カ

ドミウム濃度が、水管理や気象の影響を受けるこ

とを示しており、土壌カドミウム濃度と玄米カド

ミウム濃度に相関が認められない主たる要因と

なっている。また、鎌田ら(1974)は、硫化カドミ

ウムの溶解に鉄が関与することを指摘している。

さらに、水野(1972) は、鎌田らの結果に関連し

て、カドミウムの挙動について酸化還元電位を指

標に米のカドミウム含量と関連づけて考察してい

る。これらの研究では、カドミウムの理論的な形態

変化をベースに、実際の水田土壌中での酸化還元

電位やpHの値を考慮して、土壌中でのカドミウム

の挙動を論じているが、なお、不明な点も残されて

いる。なお、長谷部ら (1982)は、酸化還元電位が

測定法により異なり、土壌試料の採取、調製を伴う

間接法による場合、白金電極を圃場に設置して測

定する直接法に比べて測定値が高くなることを指

摘しており、カドミウムの形態変化を検討する際

にはこの点に留意する必要がある。

水稲の吸収抑制対策につながる研究としては、

水管理に関して落水時期を変えた場合のリスクを

中心に検討されており(菅野ら1979，大竹ら1977，

野口ら 1973a・1973b，柳沢ら 1984，伊藤忠 1979，

皆川ら 1974，山田ら 1972，松山ら 1972，市倉ら

1973)、それらの結果を水稲の生育ステージを指標

に総合すると、幼穂形成期から乳熟期にかけての

落水により玄米カドミウム濃度が高まると考えら

れた。また、土壌改良資材による吸収抑制効果につ

いても多くの研究が成されている(菅野ら1979，伊

藤忠1979，松村ら1979，市倉ら1973，大竹ら1978a，

山田ら 1973，田中ら 1975，下川ら 1976)。それら

の中で取り扱われた土壌改良資材は、主として石

灰やリン酸、ケイ酸を含むアルカリ資材で、ケイ酸

石灰や熔成りん肥を中心にカドミウムの吸収抑制

効果が認められている。アルカリ資材に関しては

多孔質ケイカル (ALC)の溶解度がケイ酸石灰よ

り高く、カドミウムの吸収抑制効果も高いとする

報告(長谷川ら 1995) もある。また、 ZHAOet al 

(2004) は、土壌に ALCを添加した培養試験によ

り、カドミウムが土壌中で安定化することを認め

ている。資材の施用方法に関しては、消石灰の減数

分裂期追肥の効果が認められており(貝田ら 1974)、

その効果については土壌表層の酸化層に分布する

上根からのカドミウム吸収と関連づけて考察され

ている。これらの資材施用効果の発現機構に関し

て、白鳥ら(1973)や伊藤ら(1976) はカドミウ

ムが炭酸塩やリン酸塩等の難溶性塩類として沈殿

する可能性について、それらの塩類の理論的な溶

解度の変化より説明を試みている。カドミウム吸

収抑制対策に関する従来の研究は、汚染レベルが

高いこともあり、客土に比べて安定した効果が得

られていない事例が多く(農林省1972)、汚染農地

の対策として客土が主流となって以来、関連の研

究は急速に減少している。

一方、恒久対策として現在、汚染除去対策の根幹

を成す客土に関する研究については、本章第 1節

に引用した神通川流域における柳沢ら(1984)の

研究のほか、松村ら(1977)、大竹ら(1978b)、山

田ら(1974)、松井ら(1974)、尾川(1994) によ

り研究が実施され、排土客土を中心に効果が認め

られているとともに、下層土の汚染の影響や客土

後の再汚染対策についても検討されている。

3米のカドミウム基準値を巡る近年の国際的動向

国際的な食品規格の作成が、コーデックス委員

会において進められてきている。コーデックス委

員会は、消費者の保護や食品の公正な貿易を確保

することを目的に、 1962年に FAO/WHO合同で

設置された国際食品規格を作成するための政府間

組織で、 170を超える国が参加している。食品のカ

ドミウム基準については、下部組織である食品添

加物・汚染物質部会 (CodexCommittee on Food 

Additives and Contaminants; CCFAC)において

検討が進められている。基準値策定に際しては、消

費者の健康保護を最優先 し、適切な技術や手段に
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よって生産されていることを前提に、合理的に達

成可能な範囲でできる限り低く設定するとした

I ALARA (As Low As Reasonably Achievable) 

の原則」に従うものとされている。また、カドミウ

ム摂取に関するリスク評価に関しては、 FAO/

WHO合同食品添加物専門家委員会(JointFAO/ 

WHO Expert Committee on Food Additives ; 

]ECFA)により検討されている。]ECFAは、コー

デックス委員会から独立した科学的組織で、食品

に含まれる汚染物質等の毒性や摂取量の評価に関

して、 FAOとWHOに助言する機関として 1955年

に設立されている。

コーデックスにおける、近年のカドミウム基準

値の検討状況については、浅見(1998)、朝倉

(2001)、小野 (2004)が整理しており、これらの

報告を中心に米のカドミウム基準値策定の経緯を

以下に示す。 カドミウムの毒性については、

]ECFAにおいて 1972年に初めて評価され、 1988

年には暫定週間耐用摂取量 (PTWI)を一週間で体

重1kgあたり 7μgに決定されている。米のカドミ

ウム基準値については、 1998年までは、毒性デー

タが十分ではなく、暫定基準値案O.lmgkg .J iJ~据え

置かれてきた。1997年のCCFACでは、 1999年に

]EiCFAがカドミウムの再評価を行うことを踏ま

え、米を含む穀類及び豆類のカドミウム基準値に

ついては、 O.lmgkg.Jを存続すること、次回の会議

に向けカドミウムに関するデータをとりまとめる

とのデンマークからの提案に同意することが決定

された。翌 1998年の CCFACでは、デンマークよ

りカドミウムに関する基準値案が示され、米につ

いては、小麦粒とともに穀類グループから独立し

て0.2mgkg.Jが示された。その背景として、日本の

米のカドミウム濃度分布において 23%がO.lmgkg.J

を超過することが考慮されている 。 しかし、

]ECFAでのカドミウムの評価が2000年に延期さ

れたことから、米のカドミウム基準値案は結果と

して、 O.lmgkg.Jのまま留め置かれた。

1999年の CCFACにおいては、デンマーク案を

基準値原案として審議を進めることとなり、米の

基準値案は O.lmgkg.Jから 0.2mgkg.Jに変更され

た。2000年の]ECFAでは、カドミウムの毒性評価

について、データが不足しており PTWIは7μg

(kgbw)ーlに据え置かれることとなり、疫学調査の

実施が勧告されている。この勧告を受け、日本にお

いて、疫学調査及び食品中の含有量の実態調査が

実施されている。その結果は 2002年に ]ECFAに

提出され、 2003年の]ECFAにおいては、 PTWIに

ついて、蓄積されたデータより PTWIを変更する

ほどの根拠はないとして7μg(kgbw).Jを維持して

いる。その後、 2004年の CCFACにおいて、日本

政府は米の基準に関して、地質学的な理由から土

壌中のカドミウム含量が高く、精米中のカドミウ

ム基準として 0.2mgkg.Jは達成困難な水準である

こと、また、確率論に基づくカドミウムの摂取量評

価においても公衆衛生上問題になることはないと

して、米についてO.4mgkg.Jの基準値案を提案し、

これが了承されて 0.2mgkg.Jにかわる基準値原案

となった。2005年の ]ECFAでは現行の基準値案

(米では O.4mgkg.J)とその上下の値を設定した場

合の影響について検討し、いずれの値を設定して

も総カドミウム摂取量の変化は小さく、健康上の

リスクについてもほとんど影響がないと結論づけ

られた。その後、所用の手続きを経て、 2006年7月

のコーデックス総会において米のカドミウムの最

大許容量が精米で O.4mgkg.Jに決定されている

(CODEX 2006)。

4本研究の目的

前節に示したとおり、コーデックス委員会にお

いて米のカドミウムの最大許容 量 が精米で

O.4mgkg.Jに決定された。この基準は、我が国の食

品衛生法及び土染法に基づく基準の1/2以下で、政

府米の流通基準とほぼ同等であり、この水準は、近

年の農林水産省によるモニタリング調査結果より、

土壌中のカドミウムが自然賦存レベルであっても、

土壌タイプ、水管理および気象条件によっては超

過の可能性がある水準と推察される。今後、国内に

おいては、厚生労働省及び農林水産省により必要

なリスク管理法について検討が進められ、関連法

に基づく基準もこれと同等の水準に厳格化される

ものと予想される。また、消費者保護の立場から

は、基準を満たしたうえ可能な限り米のカドミウ

ム濃度の低減を図ることが重要で、あり、栽培面積

の大きい水稲においては、営農技術レベルでの安

定した吸収抑制技術の確立が急がれる。

また、 富山県では、 ω扇状地上に緩衝能の低い粗

粒質水田が広く分布していること、 ②土壌改良資

材の施用が低調で、土壌pHが低い水準であること、

@機械収穫作業の効率を優先して早期に落水され

る傾向があることから、米のカドミウム汚染の潜
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在的なリスクが高まっているものと推察される。

一方、本章第2節で示した水管理や土壌改良資材

による水稲のカドミウム吸収抑制に関するこれま

での研究は、現行法に抵触する水準の高濃度に汚

染された条件下で実施されたものが多く、吸収抑

制処理の効果が不安定であり、今後、対策が必要と

なる低濃度の汚染条件下での効果については不明

な点が多い。

これらのことから、本研究では、神通川流域の低

汚染レベルの県有施設圃場において、水稲のカド

ミウム吸収抑制の緊急対策として、アルカリ資材

と湛水処理によるカドミウム吸収抑制効果を検討

し、機械収穫作業の効率も考慮して営農技術レベ

ルでの効果的な対策技術を構築することを目的と

した。さらに、近年、高濃度汚染地の対策として注

目されている化学洗浄法 (MAKINOet al. 2007)を

とりあげ、低汚染農地の恒久対策として位置づけ、

その効果の検証を行った。

H湛水管理とアルカリ資材による

カドミウムの吸収抑制効果

水稲のカドミウム吸収抑制対策としては、これ

までに湛水管理やケイ酸石灰、熔成りん肥などの

アルカリ 資材の効果について、 主にポットや枠試

験により検討されている(山田ら1973、菅野ら1979

他)。これらの多くは、土壌中のカドミウム濃度が

1mgkg一lを超える高濃度に汚染された土壌を用い

ていることから、湛水や資材施用あるいはその併

用によっても玄米カドミウム濃度がO.4mgkg.1を

上回る事例が少なくない。また、栽培期間中の土壌

の酸化還元電位やpHの測定が十分で、はなく、土壌

における吸収抑制処理の効果が不明のものが多い。

本章では、土壌カドミウム濃度が0.3mgkg咋呈度

の汚染レベルの低い圃場において、水稲コシヒカ

リに対する湛水管理とアルカリ資材のカドミウム

吸収抑制効果について、栽培期間中の土壌のEhと

pHを指標に4食言すした。

1 アルカリ資材の種類とカドミウム吸収抑制効果

1 )はじめに

土壌改良資材による水稲のカドミウム吸収抑

制効果については、これまで石灰やリン酸、ケイ

酸を含むアルカリ資材を中心に検討されており、

ケイ酸石灰や熔成りん肥を中心に一定の吸収抑

制効果が認められている(菅野ら 1979，大竹ら

1978a，山田ら1973，田中ら1975)。また、宮城

県では、 ALCの吸収抑制効果が確認され(長谷

川ら 1995)、ALCの施用が実用対策と して採用

されている。アルカリ資材を用いた土壌pHの矯

正によるカドミウムの吸収抑制効果について、

白鳥ら(1973)は土壌pHの上昇に伴い炭酸塩な

ど難溶性カドミウム化合物の溶解度が低下する

ためと論じている。これに対して、伊藤ら (1976)

は、難溶性化合物の溶解度の変化に対して、実際

の土壌溶液中の条件を考慮すると炭酸塩やリン

酸塩単独の沈殿形成は困難と推察している。こ

のように、土壌pHの変化に伴うカドミウムの存

在形態や不溶化の機構については不明な点が多

く、今後の研究の進展が待たれる。

一方、 富山県の水田では、ケイ酸石灰などのア

ルカリ資材の施用が、土壌pHの矯正に大きな役

割を果たしてきたが、近年では資材の多量施用

に伴う労力投下が敬遠され、施用が控えられる

ようになった。このような状況に対して、近年で

は、資材施用の省力化を目的に一般水田土壌中

での溶解性を高めた資材が開発されているが

(加藤 2002，稲原2002)、それらの土壌pHの矯

正能力や水稲のカドミウム吸収抑制効果につい

て検討された例は少ない。

また、柳沢ら(1984)は、水耕試験により水稲

のケイ酸吸収がカドミウムの吸収を抑制するこ

とを確認しており、ケイ酸の蓄積に伴うクチク

ラ蒸散の減少が要因と推察している。したがっ

て、カドミウムの吸収抑制に関する土壌改良資

材の機能としては、アルカリ分による土壌pHの

矯正のほか、水稲へのケイ酸供給源としての機

能が期待される。

これらのことから、本節では、ケイ酸分を保証

したアルカリ資材として、 普及資材に新規資材

を含めた7種の資材を供試し、水稲のカドミウム

吸収の抑制効率を比較し、資材の効果を土壌pH

の矯正能力とケイ酸補給能力の観点から比較検

討した。

2 )材料と方法

(1)試験闘場

試験は、カドミウム汚染地として指定され

た神通川流域農用地土壌汚染対策地域の周辺

で、政府米の流通基準(玄米カドミウム濃度
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表1試験圃場の土壌理化学性

;家さ Cd※ T-C T-N 粒径組成(10-2kgkg-1) CEC pH pH 

(cm) (mgkg-1
) (10-2kgkg-1

) 砂 シルト 粘土 (cmolckg-
1
) (H20) (KCI) 

0-16 0.33 1.53 0.12 66.6 20.9 12.5 11.0 5.42 4.45 

16-31 0.37 1.17 0.09 64.5 22.1 13.4 10.8 5.55 4.50 

31-55 0.25 0.55 0.04 75.6 16.3 8.1 5.4 5.87 4.51 

55- 0.36 0.58 0.04 77.2 15.3 7.5 5.6 5.58 4.48 

※0.lmoIL-1
塩酸抽出

表2供試アルカリ資材の種類

供試アルカリ資材 商品名 生産業者 摘要

鉱さいけい酸質肥料 粒状ケイカル 日本重化学工業株式会社 普及品

混合りん酸肥料(A) カドミパスター セントラルグリーン株式会社約 株式会社アークテック輸入，ホームセンター販売

混合りん酸肥料(8) スーパー活源 日本重化学工業株式会社 ケイ酸の肥効改善

加工鉱さいりん酸肥料ゆめシリカ 日本電工株式会社 ケイ酸の肥効改善

ALC※1 ケイサンエース 三菱マテリアル株式会社 宮城県でCd吸収抑制資材として実用化

配合肥料 ケイサンパワー 富山県くみあい肥料株式会社※3 ALC:熔成けい酸りん肥:重焼りんを5・4・1で配合

熔成けい酸りん杷 とれ太郎 電気化学工業株式会社 ケイ酸の肥効改善

※1 sutoclaved !:ightweight Q.oncrete町軽量気泡コンクリート粉末肥料

※2販売業者

※3現在・株式会社JAライフ富山肥料事業部.

表3処理区の構成と処理内容
施用資材の保証成分濃度(%) 含有成分(%)資材施用量主成分施用量(g枠 1)

処理区(略記) アルカリ可溶性く溶性 く溶性く溶性マく溶性
酸化鉄腐植酸 (g枠-1) アルカリ分 ケイ酸

詮 ケイ監リン監 蓋土
対 日召 区 (対照)

鉱さいけい酸区(鉱さい) 37 33 

混合りん酸 A区(混合A) 44 26.5 4 6 

混合りん酸 B区(混合B) 38 20 5 6 

加工鉱さいりん酸区(加工) 38 29 5 4 

A L C 区 (ALC) 18 18 

A L C +熔成区(配合) 25 20 5 5 

熔成けい酸りん肥区(熔成) 40 30 6 12 

O.4mgkgリを超える恐れの高い地域として特定

された産米流通対策地域に位置する県有施設

圃場で実施した。試験圃場の土壌は中粗粒グ

ライ土(新山統)で、表 1に示す通り粘土含量

が低く、カドミウム濃度も非汚染地レベルの

低い水準で、ある。

( 2 )水稲栽培試験

水稲栽培試験は2003年に実施し、代かき後

の試験圃場に0.3mx 0.3mの枠を設置し、枠内

にアルカリ資材を施用して実施した。

供試アルカリ資材の種類と処理区の構成を

表2お よび表3に示した。 アルカリ資材は、水

稲へのケイ酸補給も考癒して、アルカリ分の

ほか可溶性ケイ酸を保証した 7種の資材を供

試した。7種の資材は、県内で普及率の高い鉱

ンカ.ン ホウ塞

6 

4 

54.0 20.0 17.8 

45.4 20.0 12.0 

6 10 52.6 20.0 10.5 

0.18 52.6 20.0 15.3 

111.0 20.0 20.0 

79.9 20.0 16.0 

50.0 20.0 15.0 

さいけい酸質肥料のほか、他の研究機関にお

いてカドミウムの吸収抑制効果が認められた

資材、さらには近年にケイ酸の肥効改善を目

的に開発された資材等を選択した。各資材の

施用量はアルカリ分の施用量が20g枠ーlとなる

よう設定した。処理の反復は、 1処理あたり 3

枠とした。

供試品種はコシヒカリ (Oryza sativa 

L.cv.Koshihikari)で、 5月15日に稚苗を枠あ

たり 2株(1株4本植え)で移植した。試験圃

場の前歴が保全管理であったことから、窒素、

リン、カリウムは無施用とした。水管理は、有

効茎確保後に中干しを実施し、以降は間断濯

慨を継続した。水稲の出穂期は8月13日で、成

熟期に生育状況を調査し、 9月26日に水稲試

料を採取した。採取した水稲試料は、収量を調
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査した後、カドミウムおよびケイ酸の分析に

供した。

7月中旬からの生育後半において、土壌の水

素イオン濃度 (pH)を土壌挿入式pH計(藤原

製作所PHS・120)により測定した。pHの測定

位置は作土深の中央とした。

( 3 )植物体のカドミウム及びケイ酸濃度分析

植物体のカドミウム濃度は、粒厚1.85mmで、

選別した玄米と成熟期に採取した茎葉を対象

に、玄米で 10g、茎葉で粉砕物4gを硝酸と過

塩素酸で湿式分解し、原子トラップ補助セル

(Slotted Tube Atom Trap)装着バーナーを

備えた原子吸光光度計 (ThermoElementar 

社製SOLAARM6型)によりフレーム分析で

測定した。茎葉のケイ酸濃度は、湿式分解後に

重量法により測定した。

3 )結果と考察

(1)各種資材のカドミウム吸収抑制効果

供試アルカリ資材の玄米カドミウム濃度低

減効果を評価するため、図1に各処理区の玄米

カドミウム濃度を示した。玄米カドミウム濃

度は、対照区で、0.48mgkg-1であったのに対

し、資材施用処理により 0_25mgkg-1から

0_73mgkg-1までの値を示した。各処理区の玄

米カドミウム濃度は、熔成区三五加工区、配合区

三五混合B区、 ALC区<対照区、鉱さい区<混

合A区の順で低く、玄米カドミウム濃度が最

も低かった熔成区では、玄米カドミウム濃度

が対照区の 52%相当まで低減された。県内で

普及率の高い鉱さい区では対照区と有意な差

が認められなかった。なお、混合A区では玄

米カドミウム濃度が対照区を上回っており、

その原因は不明である。

図2には各処理区の茎葉のカドミウム濃度

を示した。茎葉のカドミウム濃度は、対照区で

3_98mgkg-1であったのに対し、資材施用処理

により 1.60mgkg-1から4_77mgkg-1までの値を

示した。各処理区の茎葉カドミウム濃度は、玄

米カドミウム濃度とほぼ同様の傾向を示して

おり、熔成区<混合B区、加工区、 配合区<鉱

さい区、 ALC区<対照区<混合A区の順で低

くなった。茎葉カドミウム濃度が最も低かっ

た熔成区で、は、対照区の 40%相当まで低減さ

れた。また、鉱さい区では、玄米カドミウム濃

度に低減効果が認められなかったが、茎葉カ

ドミウム濃度は3_05mgkg-1で、対照区の77%

相当まで有意に低減された。なお、混合A区

では玄米と同様に、茎葉のカドミウム濃度も

対照区を上回った。

図3には各処理区の精玄米と茎葉のカドミウ

ム吸収量の合計を示した。カドミウム吸収量は、

対照区で164μghilPで、あったのに対し、資材施

用処理により 100μghill-1から 242μghill-1ま

1.0 

E 08 
bQ 

品0.6

輿 0.4
百

u * 0.2 
4刊 。。
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図 1アルカリ資材種と玄米カドミウム浪度※

※玄米水分を 15.5%に倹算した値
平均±標準誤差，異符号聞に 5%水準で有意差あり (Tukey;去)• 
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図2アルカリ資材種と茎葉カドミウム濃度※

※平均±標準誤差，異符号聞に 5%水準で有意差あり (Tukey;去)
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図3アルカリ資材種と水稲のカドミウム吸収量(糟玄米+茎葉)※

※平均土標準誤差，異符号間lこ5%水準で有意差あり (Tukey法)
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図5生育後期の平均土壌pH※と玄米カド、ミウム濃度
※土壌挿入式pH計 (PHS120)による測定値で、

出穂前15日~出穂後25日の平均

7.0 

での値を示した。カドミウム吸収量に関する

各処理区の序列は、玄米および茎葉カドミウ

ム濃度とほぼ同様であり、吸収量が最も低

かった熔成区で、は、対照区の 61%相当まで吸

収が抑制された。

以上の結果から、アルカリ分の施用量を統

ー した条件においては、供試アルカリ資材の

うち熔成けい酸りん肥のカドミウム吸収抑制

効果が高いと判断された。

( 2 )土壌の pHと玄米カドミウム濃度

供試アルカリ資材の土壌pHの矯正能力を評

価するため、図4に水稲の生育後半における土

壌pHの推移を示 した。対照区の pHは、湛水

下の出穂前14日に5.65で最高値を示し、その

後は、 4.9から5.3の低い水準で推移した。これ

に対して、玄米カドミウム濃度の低減効果が

最も高かった熔成区のpHは、測定開始時より

6.25と高く、出穂前14日までに6.7程度まで上

昇し、出穂後28日まで同程度の高い水準で維

持された。ALC区では、出穂前 1日まで熔成

区を上回って推移し 7.13まで上昇したが、出

穂後23日までに5.63まで大幅に低下した。配

合区では、熔成区と類似したパターンを示し、

熔成区より 0.6程度低い水準で推移した。一

方、土壌pHの矯正効率が低かったのは混合A

区と加工区で、混合A灰では、出穂前14日ま

でに 5.86まで上昇した後、緩慢な低下傾向を

示し出穂後28日には5.54に達した。加工区で

は、出穂前 1日まで混合 A区と同様の推移を

示したが、その後は緩慢な上昇傾向を示し、出

穂後28日には5.95に達した。鉱さい区と混合

B区では、 pHがほぼ同程度の水準で推移して

おり、出穂前1日以後6.0前後で推移しており、

供試資材の中では中間的なpHの矯正能力を示

した。

水稲の生育後半における資材のpH矯正能力

を指標に玄米カドミウム濃度の低減効果を評

価するため、図5に玄米カドミウム濃度の増加

リスクが高くなる水稲生育後期の平均土壌pH

と玄米カドミウム濃度の関係を示した。両者

の相関係数は-0.573で有意で、はないが、平均

土壌pHの高い領域では玄米カドミウム濃度が

0.4mgkg-1を超えるプロットが出現せず、生育

後半で、のpH矯正能力の高い資材が玄米カドミ

ウム濃度を効率的に抑制するものと考えられ

た。平均土壌pHが最も高かったのは熔成区の

6.69で、対照区より1.4程度高く矯正されてお

り、玄米カドミウム濃度は最低値の0.25mgkg-1

まで抑制された。なお、図5の説明変数を栽培
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図6アルカリ資材種と成熟期水稲茎薬のケイ酸濃度と吸収量採

※平均±標準誤差，異符号間に 5%水準で有意差あり (Tukey;去)

跡地の風乾土pHとした場合にも同様の傾向が

認められ、相関係数は-0.683となり、生育後

期の平均土壌pHに比べて玄米カドミウム濃度

との相聞がやや高くなった。

( 3 )水稲のケイ酸吸収と玄米カドミウム濃度

本研究では、供試アルカリ資材の施用量を

アルカリ分の施用量が共通となるよう設定し

ており、ケイ酸の施用量は処理区によって異

なる。ここではアルカリ分施用量を統ーした

場合の、各種資材のケイ酸補給能力について

検討する。図6には、各処理区の成熟期におけ

る水稲茎葉のケイ酸濃度とケイ酸吸収量を示

した。対照区のケイ酸濃度が71.3mgg'lで、あっ

たのに対し、資材を施用した処理区ではいず

れも有意にケイ酸濃度が高まっており、混合

A区<鉱さい区、混合B区、加工区、配合区<

ALC区、熔成区の順で、高くなった。ケイ酸濃

度が最も高くなったALC区と熔成区では、対

照区に比べて35mgg'l前後高く 100mgg'lを超

える値となった。また、ケイ酸吸収量は、ケイ

酸濃度とほぼ同様の傾向を示しており、対照

区の2.72ghill刈こ対し、吸収量が最大となった

熔成区では 2倍以上の 6.08ghill'1まで増加し

た。

水稲の茎葉ケイ酸濃度を指標に、玄米カド

ミウム濃度の低減効果を評価するため、図7に

茎葉ケイ酸濃度と玄米カドミウム濃度の関係

を示した。両者の相関係数は-0.692で有意性

は認められなかったが、茎葉ケイ酸濃度が高

まると玄米カドミウム濃度が低下する傾向が

認められ、ケイ酸の補給により玄米カドミウ

ム濃度が抑制される可能性が示唆された。
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図7茎葉ケイ酸濃度と玄米カドミウム濃度

柳沢ら(1984)の水耕試験の結果では、玄米

カドミウム 濃度がケイ酸無添加処理の

0.46mgkg-1に対して、ケイ酸添加処理により

0.23mgkg-1まで低減している。同時に茎葉の

ケイ酸濃度については、ケイ酸添加処理によ

り無添加処理の38mgg-1から 107mgg-1に増加

している。これに対し本研究での茎葉のケイ

酸濃度は、対照区の71.3mgg吋こ対し、熔成区

の108.0mgg-1が最高値であった。両研究の茎

葉のケイ酸濃度を比較すると、ケイ酸施用処

理ではほぼ同等であるが、無施用処理では本

研究の方が明らかに高く、水耕と土耕の培地

の違いが反映された。このことから、土耕によ

る本研究では、水耕に比べて、ケイ酸無施用処

理でのクチクラ蒸散と併行したカドミウム吸

収が少なく、ケイ酸の蓄積によるカドミウム

の吸収抑制効果も低いと推察された。

( 4 )水稲の生育と収量

水稲の生育は、全処理区で有効分げつ期以

降旺盛となり、最高分げつ期頃からは葉色も

濃く過繁茂となった。成熟期の生育状況を表4

に示した。稗長、穂長および穂数には有意な処

表4アルカリ資材種と成熟期の水稲生育※
稗長 穂長 穂数

処理区
(cm) )

 

ι
H
 

(
 対 照 区 97.0::t 1.6 17.5::t0.4 

鉱さい区 98.5::tO.9 16.8::tO.4 

混合 A区 97.0::tO.9 16.7::t 0.2 

混合 B 区 98.8::tO.7 17.6::tO.6 

力E 工 区 102.0::tO目8 17.3::tO.2 

A L C 区 100.7::t1.9 17.8::tO.3 

配 dEb2 h 区 97.3::t2.0 18.0::tO.3 

熔 成 区 99.5::tO.9 18.2::t 0.3 

※平均±標準誤差.

24.8::t 1.7 

29.0::t 1.0 

29.0::t 1.0 

28.3::tO.7 

26.8::tO.2 

29.5::t 1.5 

30.8::t2.1 

29.7::t 1.0 
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表5アルカリ資材穫と水稲の収量※
全重 わら重 籾重 粗玄米重 精玄米重 屑米重

処理区
(ghi，，-l) 

対 日召 区 69.2::!::2.0 38.2::!:: 1.4 31.0::!::0.9 

鉱 さい区 85.3::!::3.1 48.3::!::1.8 37.0::!:: 1.4 

混合 A 区 82.7::!:: 1.3 46.3::!::1.5 36.4::!::0.4 

混 合 B 区 87.9::!::5.6 50.5::!::4.4 37.4::!:: 1.3 

力日 工 区 88.5::!::1.3 49.2::!::0.5 39.3::!:: 1.1 

A L C 区 91.8::!::6.8 50.2::!::4.8 41.6::!::2.0 

配 4口与 区 96.0::!::7.0 53.8::!::5.2 42.2::!::1.9 

熔 成 区 102.4::!:: 1.8 56.5::!::1.7 45.9::!::0.9 

※全項目を乾物重の平均±標準誤差で、表示

理間差が認められず、全処理区で、稗長が97cm

を超え、穂数は24hill-]以上で過剰生育となっ

た。また、倒伏程度については、登熟後期から

枠にもたれる状態で推移しており、枠のない

状況では挫折倒伏に至ったものと推測された。

このような水稲の過剰生育については、圃場

の前歴が畑状態での保全管理であったことか

ら、水回復帰初年目の乾土効果が要因と考え

られた。

各種資材の施用による収量への影響を評価

するため、表5に各処理区の水稲の収量を示し

た。屑米重を除く全項目において、処理の効果

が認められ、全ての資材施用区で対照区に対

して有意な増加が認められた。特に増加が顕

著であったのは熔成区で、同区の全重は

102.4ghill -]で対照区の 69.2ghill-]に対して 48

%の増加が認められた。また、熔成区の精玄米

重は34.6ghill-]で、対照区の23.0ghill-1 に対し

て50%の増収が認められた。このような、ア

ルカリ資材の施用による収量の増加は、土壌

pHの上昇に伴い土壌由来の無機化窒素量が増

加するアルカリ効果(原田 1959) に起因する

ものと推察され、出穂前29日以後の平均土壌

pHと水稲の全重の聞には正の相関 (r=0.804つ
が認められた。

( 5 )供試アルカリ資材の評価

本研究では、供試したアルカリ資材のカド

ミウム吸収抑制効果について、水稲生育後期

の土壌pHの矯正能力とケイ酸補給能力(茎葉

ケイ酸濃度)を指標に評価を試みた。これらの

指標項目は、いずれも玄米カドミウム濃度と

負の相関を示していることから、資材種間で

pH矯正能力とケイ酸補給能力が連動して変化

24.6::!:: 1.0 23.0::!::1.6 1.6 ::!::0.6 

29.7::!:: 1.1 27.5::!:: 1.1 2.2::!::0.5 

29.3::!::0.4 27.7::!::0.3 1.6::!::0.3 

30.0::!::1.1 28.6::!::1.6 1.4::!::0.4 

31.3::!::0.9 28.8::!::0.3 2.5::!::0.8 

33.3土1.7 30.1 ::!::2.0 3.2::!::0.4 

33.8::!::1目6 31.1 ::!::2.7 2.7::!:: 1.1 

37.0::!::0.8 34.6::!::0.7 2.4::!::0.2 

する可能性が想定された。この ような指標項

目の連動性を明らかにするため、図8に生育後

期の平均土壌pHと水稲の茎葉ケイ酸濃度の関

係を示した 。両者の聞には高い正の相関

(r=0.915..)が認められ、 pH矯正能力の高い

資材は、ケイ酸補給能力も高いことが明らか

であった。本研究ではケイ酸の施用量が処理

区に よって異なっているが、ケイ酸の施用量

に関わらず茎葉ケイ酸濃度が土壌pHと連動し

たことについては、水稲のケイ酸吸収が主に

資材ケイ酸の溶解性に依存していたためと推

察された。

水稲のカドミウム吸収抑制を図るうえでは、

これらの指標項目が共に高い水準であること

が期待され、本研究で供試したアルカリ資材

種の中では熔成けい酸りん肥が最適と評価さ

れた。この資材を用いた熔成区での実際のカ

ドミウム吸収抑制効果は、前述のとおり供試

資材中最も高く、低pH土壌で、の効率的な吸収

抑制効果が期待された。なお、熔成けい酸りん

120 
r=0.915.' ALC区 熔成区

110 

Zbha a 100 
加工区 .e 

制 • .. 蛸 90

。
80 

(/) • 柳H
~*1 70 • 60 

5 ~ 5.5 6~ 6.5 7~ 

平均土犠pH

図8生育後期の平均土壊pH※と水稲の茎葉ケイ酸濃度
※土壊挿入式pH計による測定値で、出穂前15日~

出穂後25日の平鈎
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肥の多量施用では、 pHの上昇に伴うアルカリ

効果が大きく、水稲生育が過剰となる恐れが

あり、窒素施肥の制限等により生育の適正化

に留意する必要があると考えられた。

図8から、熔成けい酸りん肥とともに ALC

の吸収抑制効果が期待されるが、 ALC区での

実際のカ ドミウム吸収抑制効果は、熔成区の

ほか加工区および配合区に比べても低くなっ

ていた。このことについては、同区の生育後期

の平均土壌pHは高かったものの、籾への物質

転流が盛んになる登熟期間においてpHが大幅

に低下したことが原因のーっとして考えられ

た。

一方、加工区では茎葉のケイ酸濃度が中庸

で、生育後期のpH矯正能力は低い水準となっ

ているが、水稲のカドミウム吸収抑制につい

ては、カドミウム吸収量が熔成区と同程度ま

で抑制されるなど比較的高い効果が認められ

た。このことについて、加工鉱さいりん酸肥料

に含まれるマンガンとカドミウムの括抗作用

(吉川ら1986)の影響が考えられたが、マンガ

ン施用量の水準が低く影響は小さいと考えら

れ、詳細については今後の検討が必要で、ある。

この資材は、 pHの矯正lþ~が比較的小さく、土

壌の無機化窒素量に関するアルカリ効果も熔

成けい酸りん肥ほど大きくない。このことか

ら、加工鉱さいりん酸肥料は、アルカ リ効果に

よる窒素過剰が大きな問題となる場合に、窒

素栄養の制御と 一定のバランスを保ちながら

カドミウムの吸収抑制を図る資材として有効

と考えられた。

2湛水管理とアルカリ資材によるカドミウム吸収

抑制効果

1 )はじめに

水管理と水稲のカドミウム吸収の関係につ

いては、時期別の節水処理により玄米カドミ

ウム濃度が高まりやすい時期について検討さ

れており(菅野ら 1979，大竹ら 1977，野口ら

1973a，柳沢ら 1984)、それらの結果を総合す

ると、幼穂形成期から乳熟期にかけての期間

において節水の影響が大きいと判断される。

また、茅野(1973)や柳沢ら(1979)は、生育

時期別にカドミウムを添加する水耕栽培試験

により、出穂期から25日間あるいは幼穂形成

期から乳熟期までのカドミウム吸収が玄米カ

ドミウム濃度を高めると報告している。一方、

富山県においては、水稲生育後期の水管理に

ついて、収穫時のコンパイン作業効率に影響

する土壌の地耐力確保を優先して、早期に落

水する傾向にある。

湛水下での土壌中のカドミウムの挙動につ

いては、伊藤ら(1976)が、酸化還元電位の変

化に伴う硫黄の形態変化と関連づけて、還元

化の進行に伴い難溶性の硫化カドミウムとし

て不可給化すると論じている。

一方、アルカリ資材については、これまでの

高濃度汚染条件での個別研究事例において、

一定のカドミウム吸収抑制効果が認められて

いるが、その程度は、土壌の汚染レベルや土壌

タイプ、資材の種類や施用量、水管理条件によ

り異なっている。また、これまでの研究では、

酸化還元電位やpHといったカドミウムの難溶

化に関する土壌指標値の測定が十分で、はなく 、

湛水管理やアルカリ資材による吸収抑制処理

の土壌における処理効果を評価することが困

難となっている 。吸収抑制処理等の条件に

よって変化する酸化還元電位やpHと玄米カド

ミウム濃度の関係を明らかにすることは、吸

収抑制技術の一般化を図る上でも、適用技術

の管理指標を示すものとして重要と考える。

本節では、今後、所用の対策が必要となる汚

染 レベルの低い圃場条件で、水管理処理とア

ルカリ資材連用処理の二元配置に よる試験設

計に より、水稲の生育後期における湛水処理

とアルカリ資材連用処理のカドミウム吸収抑

制効果について検討した。また、水稲生育期間

中に土壌の酸化還元電位とpHを測定し、これ

らを指標に、玄米カドミウム濃度に対する吸

収抑制処理の効果を検討した。

2 )材料と方法

(1)試験闘場

試験圃場は、前節の試験と同一圃場で前節

第 2項に示したとおりである。

( 2 )水稲栽培試験

圃場試験は2002年から2004年までの 3年間

実施 した。栽培期間の気温は2003年7月に平

年値を2"C以上下回ったほかは平年値と同等以
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表6処理区の織成と処理内容

処理区 生育時期別の水管理 アルカリ資材施用量

移植~ー16制 一15-+25 +26-+32 +32-収穫 (gm -2) 

対照(+A)※1区 湛水→中子→間断 間断結 間断 落水 0， 600 

後湛(+A)区※2 湛水→中干→間断 【湛水】 間断 落水 0， 600 

常湛(+A)区別 【湛水】 【湛水】 間断 落水 0， 600 

※1各水管理処理でアルカリ資材600gm-2施用処理区lこ“+A"を付記する

※2後湛区の実際の湛水期間は2002年でー12-+22，2003年で一15-+26，2004年で一14-+25.

※3常湛区の実際の湛水終期は※31こ示した後湛区と閉じ

※4生育時期の区分は出穂前後日数による

※5水管理処理の“間断"は間断濯j既を示す.

上で推移した。登熟期間に相当する8月の降水

量は2002年と 2004年で少なく平年値の 30%

前後であったのに対し、 2003年では160%程度

と多かった。

供試品種は コシヒカリ (Oryza sativa 

L.cv.Koshihikari)で、 5月中旬に稚苗を機械

移植した。基肥は側条施肥とし、化成肥料で窒

素 2gm-2、リン 0_9gm-2、カリウム1.7gm-2を

施用した。追肥は出穂前 15日と 8日を目安に

1回あたり窒素1.5gm-2とカリウム1.2gm-2を

NK化成肥料で施用した。雑草および病害虫防

除は富山県の水稲栽培技術指針に準じて実施

した。

処理区の構成と処理内容を表6に示した。試

験処理は、水管理処理3水準とアルカリ資材連

用処理2水準の二元配置の設計により実施し

た。水管理処理については、対照区で中干し後

間断湛蹴を継続したのに対し、後期湛水区(後

湛区)は出穂前15日から出穂後25日までの40

日程度を湛水管理とした。また、常時湛水区

(常湛区)では移植後から出穂後25日まで湛水

を継続した。水管理処理は、 1筆の圃場を土畦

畔(側面に波板を設置)で3分割して実施した。

アルカリ資材連用処理は、水稲栽培試験開始

前年の2001年から開始した。施用時期は、毎

年耕起前の4月とし、耕深15cm程度のロータ

リー耕により作土全層に施用した。アルカリ

資材は、 2001年から2003年までは富山県に広

く普及している鉱さいけい酸質肥料(日本重

化学工業"粒状ケイカル保証値 :アルカリ

分37%，可溶性ケイ酸33%，く溶性苦土1%，

く溶性マンガン6%)を施用 した。また、 2004

年には前節に示 したアルカ リ資材比較試験に

おいて、水稲のカドミウム吸収抑制効率が高

いと判定された熔成けい酸りん肥 (電気化学

工業"とれ太郎保証成分 :アルカリ分40%，

可溶性ケイ酸30%，く溶性リン酸6%，く溶性

苦土 12%) を施用した。この資材は、 一般的

な水田土壌のpH域で、ケイ酸の溶解性が高まる

よう開発されており、水稲による吸収効率も

高いことが示されている(加藤 2002，稲原

2002)。資材の施用量は無施用と 600gm-2の2

水準とした (600gm-2施用処理区名には "+A"

を付記)。なお、 2004年では常湛+A区の設置

を省略した。各資材に由来するアルカリ分の

施用量は、炭酸カルシウム添加 ・通気法(千葉

ら1977)による pH緩衝曲線で、は、試験圃場の

作土の pHをそれぞれ1.9(鉱さいけい酸質肥

料)及び2.0(熔成けい酸りん肥)矯正する量

に相当する。試験区の面積は1区23ばとし、 1

.処理3反復で試験を実施した。

カドミウム濃度分析に供する玄米試料は、

成熟期に 1区あたり 3ヶ所から 4株ずつ採取

し、粒厚1.85mmで、選別した。水稲試料は出穂

前15日頃に茎数の平均値を指標に 1区あたり

3株を採取した。成熟期では1区あたり 64株を

地際で刈り取り収量を調査し、籾と茎葉の適

量を分取して分析に供した。収量構成要素は、

穂数の平均値を指標に1処理区あたり 8株程度

を採取し、株当たり籾重を指標に2株を選抜し

て調査した (処理の反復は考慮していない)。

土壌の酸化還元電位 (Eh)は1区あたり 4-

5本の白金電極を設置して定点とし、 比較電極

に内部液が飽和塩化 カリウムの塩化銀電極

(東亜DKK4400型)を用いてORPメータ ー(東

輿化学研究所TRX-90)で成熟期まで継続測定

した(土壌養分測定法委員会1987)。土壌の水

素イオン濃度 (pH)は土壌挿入式pH計(藤原
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製作所 PHS-120)で測定した。Ehおよび pH

の測定位置は作土深の中央とした。

( 3 )植物体のカドミウムとケイ酸濃度分析

植物体のカドミウム濃度は、玄米、出穂前15

日頃に採取した水稲試料、成熟期に採取した

茎葉及び籾試料を対象に、玄米お よび籾で

10g、茎葉で粉砕物 4gを硝酸と過塩素酸で湿

式分解し、原子トラ ップ補助セル (Slotted

Tube Atom Trap)装着バーナーを備えた原

子吸光光度計 (Thermo Elementar社製

SOLAAR M6型)によりフレーム分析で測定

した。成熟期の茎葉及び籾試料のケイ酸濃度

は、湿式分解後に重量法により測定した。

頼区間を加えると、それぞれ0.50mgkg.jおよ
び、0.48mgkg.jとなり、吸収抑制効果の高い熔

成けい酸りん肥を施用した連用 4年目におい

ても、政府米流通基準のO.4mgkg.jを超えてお

り、低減効果の安定性については十分で、はな

かった。また、アルカリ資材の連用効果が認め

られた年次には、 i甚水処理との交互作用が認

められ、 j甚水処理下でアルカリ資材を連用し

ても、玄米カドミウム濃度の低減に関して上

乗せ効果は認められなかった。

3 )結果と考察

これに対して水管理の湛水処理効果は、試

験初年目から安定した低減効果を示しており、

玄米カドミウム濃度は、アルカリ資材連用処

理に関わらず、 3年間を通して常時湛水<後期

湛水<対照の順で低くなった。特に、登熟期間

の降水量が少なかった 2002年と 2004年では、

対照区で 0.6mgkg.j以上と政府米の流通基準(1) 吸収抑制処理と玄米カドミウム濃度

水管理処理とアルカリ資材連用処理に よる

玄米カドミウム濃度の低減効果を評価するた

め、 表7に試験年次別の玄米カドミウム濃度を

示した。アルカリ 資材の連用効果は、施用3年

目の2003年から認められ、 2004年には有意水

準1%で効果が認められ、両年ともに、対照区

に対して対照 +A区で玄米カドミウム濃度の

低減効果が認められた。対照+A区の玄米カド

ミウム濃度の平均は、 2003年で対照区の

0.25mgkg'j に対して 40%相当が低減され

0.15mgkg.j となり、 2004年では対照区の

0.64mgkg'j に対して 70%相当が低減され

0.19mgkg'jとなった。これらの平均に99%信

表7 吸収抑制処理と玄米カドミウム濃度

を超える水準であったのに対し、後湛区では

0.2 mgkg.J未満に、常湛区では 0.1mgkg.j未

満にまで低減された。また、各年の平均値+99

%信頼区間をとっても平均値と同様の傾向が

認められ、各年とも湛水処理により 0.2mgkg.j 

程度の範囲に収まるものと推定された。アル

カリ資材無施用処理における湛水処理効果を3

年間の平均値で見ると、対照区の0.50mgkg刈こ

対し後湛区で84%、常湛区で94%の低減効果

が認められた。

表7には玄米カドミウム濃度の年次変動か

ら、 0.2及び0.4mgkg.jを指標値とした米の汚

染リスクを推定した結果も示した。なお、アル

処理区
玄米カドミウム濃度※l(mgkg-1) 特定濃度を超過する確率約(%)

2002年 2003年 2004年 平均 0.2mgkg-1豆 0.4mgkg-1~玉

対照区 0.61":t0.49 0.25":t 0.29 0.64":t0.18 0.50" 93.1 74.6 

対照+A区 0.65"土0.23 0.15b :t 0.35 0.19b:t0.29 (0.33) 74.9 35.2 

後湛区 0.12b:t0.07 0.07c 土 0.09 0.05c:t0.03 0.08
b 

1.4 0.2 

後湛+A区 0.13b:t0.09 0.05cd:t 0.03 0.06c:t0.03 (0.08) 2.0 0.3 

常湛区 0.06c:t 0.03 0.02d 土o 0.02 :t 0.03 0.03b 0.3 0.1 

常湛+A区 0.07c
土0.06 0.02d :t 0.03 

水管理※ pく0.01 pく0.01 p<0.01 pくO目01

アルカリ資材料 pく0.05 pく0.01

水×資材約 p<0.05 pく0.01

※1玄米水分を15.5%に換算した値

平均:t99%信頼区間を表示し、年次別の平均値の異符号聞には5%水準で有意差あり(Tukey法)

2004年は常湛区を除いて、3年間の平均はアルカリ資材連用処理区を除いて処理の効果を検定

※2玄米Cd濃度の平均±信頼区間が0.2および0.4mgkg-1以上となる有意な水準.

※3年次別の分散分析により有意と判定された処理の有意水準
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カリ資材連用処理区については、資材連用過

程においてカドミウムの吸収抑制効果が発現

し始めた段階でのリスクの推定となる。アル

カリ資材の連用によるリスク低減効果は、対

照区と対照+A区の比較において認められ、指

標値を 0.2mgkg'lとした場合、これを超過す

る確率が93.1%から74.9%に、指標値0.4mgkg'lの

場合には74.6%から35.2%に低下した。さらに

資材の連用を継続した場合には、指標値超過

のリスクがより低減されることも推測される

が、資材連用初期の段階では、アルカリ資材に

よる安定したリスクの低減は期待できないも

のと判断された。これに対し、湛水処理による

リスクの低減効果は、極めて大きく、指標値

0.2mgkg'lの場合の超過確率は、後期湛水処理

で2%以下に常時湛水処理では 0.3%に低減さ

れ、指標値O.4mgkg'lの場合には、後期湛水処

理による場合も 1%未満となり、対照区あるい

は対照 +A区と比較して大幅に低減された。

アルカリ資材の吸収抑制効果については、

高濃度に汚染された土壌においても湛水処理

効果ほどの大きな効果は期待できないことが

報告されており(大竹ら1978a，松村ら1979)、

本研究で対象としたような汚染レベルが低く

pHも低い土壌においても同様の傾向を示すも

のと考えられた。

( 2 )吸収抑制処理と水稲のカドミウム吸収

吸収抑制処理による玄米カドミウム濃度の

低減効果を水稲のカドミウム吸収の側面から

評価するため、図9に水稲の地上部カドミウム

吸収量を生育時期別に示した。ここでは、後期

湛水処理の開始時期に相当する出穂前15日頃

を基準にして生育期間を前半と後半に分けた。

水稲のカドミウム吸収量は、年次により変

動しており、特に対照区における生育後半の

吸収量の変動が大きく、 8月の降水量が多かっ

た2003年において少なくなった。このことは、

同年の対照区の玄米カドミウム濃度が、他の2

年に比べて低かったこと(表7)とも関連して

おり、登熟期間における降雨の影響により土

壌が還元的な条件となり、土壌中の可給態カ

ドミウムが減少したためと考えられた。

水稲の生育時期別のカドミウム吸収量は、

生育後半において多くなっており、対照区の3

5.0 
N 

S 4.0 
~ 

E 
両3.0

320 

てコ
U 1.0 

。。

年間の平均で見ると、成熟期までに吸収され

たカドミウムのうち 93%が生育後半に吸収さ

れていた。また、カドミウム吸収量の低減効果

が顕著で、あった吸収抑制処理は、主に生育後

半においてカドミウムの吸収を抑制していた。

アルカリ資材の連用による生育後半のカドミ

ウム吸収量の低減効果は、 2002年と 2004年の

対照区と対照+A区の比較において認められ、

両年の対照 +A区におけるカドミウム吸収量

の低減率は、 2002年で60%、2004年で80%で

あった。このうち、連用2年目の 2002年の対

照 +A区では、なお1.77mgm'2のカドミウム

が吸収されており、この吸収量は連用4年目の

2004年の対照+A区の3倍以上に相当した。こ

れに対して、湛水処理による生育後期のカド

ミウム吸収抑制効果は大きく、 2002年では、後

期湛水処理により 88%程度、常時湛水処理に

より 92%程度の吸収抑制効果が認められ、 生

育後期でのカドミウム吸収量は、 0.6mgm，2未

満の水準まで抑制された。また、 2004年では、

後期湛水処理及び常時湛水処理により 95%以

上の抑制効果が認められ、カドミウム吸収量

対照区対照 +A区 後湛区 後湛+A区 常，甚区 常，甚+A区

~ r 0生育前半

S 4.0 
~ 

53.0 
酬
竪2.0
E 

310 

。。

5.0 

N 

S 4.0 
凶

ε3.0 
酬
毎日
興-(31.0 

。。

【2003年】 日生育後半

対照区 対照+A区 後港区 後，甚+A区常湛区 常，甚+A区

【2004年】

対照区 対照 +A区 後湛区常湛+A区 常，甚区

図9吸収抑制処理と水稲の Cd吸収量※

※平均土標準誤差，

。生育前半

留生育後半

出稼前 15日頃を基準に生育前半と後半に区分



富山県農業技術センター研究報告第26号 (2008)

化が進行した。また、水管理による処理区の

Ehに関する相対関係は、年次によらずほほ一

定であった。アルカリ資材の連用により、 Eh

は低下する傾向を示したが、その影響は水管

理の影響に比べて極めて小さかった。

3年間のうち 2002年と 2004年における Eh

の変化は、試験処理としての水管理の影響を

よく反映した結果となっており、その一例と

して、ここでは2004年のアルカリ資材無施用

処理区におけるEhの変化について詳細な説明

を加える。対照区では、移植後湛水を継続し有

効茎確保期(出穂前45日頃)に-170mV程度

まで低下し、直後の中干しで'150mV程度まで

上昇した。その後、間断瀧瓶により -130mV

一一@一一対照区
一一・一一後湛区
一一色一一常港区

. .<>.ーーー対照+A区
ー.-0.ーーー後;甚+A区
ー.6.ーーー常;甚+A区【2002年】
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は0.2mgm.2未満にまで抑制されていた。2003

年では、対照区の生育後期のカドミウム吸収

量が0.75mgm.2と少なかったため、吸収抑制

処理による低減率は、アルカリ資材連用によ

り25%、湛水処理により 70%前後と他の 2年

より低;くなっていた。

以上のように従来の水管理では、水稲の生

育期間中に蓄積されるカドミウムの 90%程度

が生育後半に吸収されることから、成熟期ま

でのカドミウム吸収量を効果的に低減するに

は後期湛水処理が有効で、あり、生育前半の湛

水処理では後期湛水処理のような大幅な低減

効果は期待できないと考えられた。また、本報

告での後期湛水処理期間は、 茅野(1973)、柳

沢ら(1979)が明らかにした玄米カドミウム濃度

を高めやすい期間とほぼ一致しており、本報

告での後期湛水処理による大幅な吸収抑制効

果は、茅野、柳沢らの結果とよく符合してい

る。

これらのことから、低濃度のカドミウム汚

染土壌においては、水稲のカドミウム吸収が

旺盛となる生育後半において湛水処理を適用

することにより、カドミウムの吸収を大幅に

抑制することができ、玄米カドミウム濃度も

0.2 mgkg.j未満の低い水準に低減させること

ができるものと考えられた。また、アルカリ資

材の連用処理による場合、湛水管理のような

適用初年目からの安定した高い吸収抑制効果

は期待できず、資材施用単独で、の対策は困難

と考えられた。

16 

200 

。

40 

40 

図10吸収抑制処理と土療の酸化還元電位(Eh)の推移

20 

20 -40 -20 0 

出穂前後回数(日)
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-400 
-80 

。-20 40 -60 

【2004年】

( 3 )吸収抑制処理と土壌のEh及びpH

吸収抑制処理による土壌のEhの変化を評価

するため、図10に3年間のEhの推移を示した。

土壌のEhは、気象条件や間断瀧j既のタイミン

グに起因した年次変動が認められ、比較的降

水量の多かった2003年においては、対照区と

後湛区の落水期においても Ehが他2年より低

くなることが多かった。各年のEhは、中干し、

間断湛概及び湛水処理の水管理の影響を強く

反映して推移しており、落水期には750mV程

度までの範囲で上昇傾向を示し、湛水管理に

よる低位安定期には、一 200mV前後まで低下

し、伊藤ら(1976)が硫化カドミウムの形成と

関連づけた -160mVよりも低い水準まで還元

-200 
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から 220mVまでの範囲で変動し、 1回目の穂

肥を施用した出穂前10日から出穂期頃までの

かん水により-70mVまで低下した後は、

40mV以上の範囲で推移した。特に出穂後 10

日以後の登熟期間においては、節水気味の間

断濯概としたことから 500~700mV の範囲で

推移した。後湛区では、出穂前 15日まで対照

区と同じ水管理に より、 Ehも同様の変動パ

ターンで推移した。湛水処理を開始した出穂

前 14日では 210mV程度で、 4日後には-

140mV程度まで低下 し、その後は緩慢な低下

傾向を示し、湛水処理終了時には -190mV程

度に達した。落水後は増加に転じ 7日後に

190mVまで、成熟期には430mV程度まで上昇

した。また、常時湛水区では出穂、前45日まで

に-190mV程度まで低下した後は、湛水処理

終了時まで 190mV前後の低い水準で、安定 し

て推移し、落水後は成熟期までに560mV程度

まで上昇 した。

次に、吸収抑制処理による土壌のpHの変化

を評価するため、図11に3年間のpHの推移を

示した。土壌のpHについても、気象条件や間

断濯概のタイミングによる年次変動が認めら

れ、比較的降水量の多かった2003年では、対

照区と後湛区の落水期にpHが他2年より高く

推移することが多かった。各年の pHの推移

は、 Ehと同様に水管理の影響を強く反映して

推移しており、落水期には4.4程度までの範囲

で低下し、湛水管理下においては6.6程度まで

の範囲で上昇した。水稲栽培期間中の同一処

理区における pHの変動幅は、 0.7から1.7の範

囲で、アルカリ資材の連用処理により、落水時

のpHの低下が抑制されて栽培期間中の pHの

較差が小さくなる傾向が認められた。また、ア

ルカリ資材の連用による落水時のpHの矯正効

果は、資材連用の進展に伴いより顕著となり、

熔成けい酸りん肥を施用した連用 4年目の

2004年においは、湛水期間中において資材の

pH上昇効果が認められるようになった。

3年間のうち 2004年における pHの変化は、

水管理の影響をよく反映した推移であるとと

もに、アルカリ資材連用の効果が最も顕著と

なっており、以下に 2004年の pHの変化につ

いて詳細な説明を加える。対照区のpHは、出

穂前 46日からの中干しにより 5.1程度まで低

下し、その後の間断瀧蹴期には 4.8から 5.3の

範囲で変動した。節水気味の間断湛j既とした

出穂後10日以後では4.6から 4.7程度の低い水

準で推移した。一方、対照+A区のpHは、生

育期間を通して対照区より高く推移しており、

中干し及び間断湛慨に より 5.8程度まで低下し

た後、出穂前21日以後の期間においては、 6.0

から6.2の範囲で安定して推移した。また、後

湛区では、出穂前15日まで対照区と同様の変

動パターンで推移し、後期湛水処理を開始し

た出穂前14日以後は上昇傾向を示し、出穂後

4日から落水期までは 5.7前後で安定して推移

した。これに対し、後湛+A区では、対照+A

区と同様に高いpHで、推移したが、後期湛水処

理期間中では、後湛区のpHの上昇により同区

工
十
¥ふ

ー0-ーーー対照+A区

..・・0・ーーー後湛+A区

ー...d.....常j甚+A区

-20 。 20 40 
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40 

図11吸収抑制処理と土壌のpHの推移
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図12出穂前後40日のEh"pH引と玄米カドミウム濃度
※1出穂前15日から出穂後25日までの平均.
※2図中の矢印ー2003年と2004年の間断濯溜処理

下におけるアルカリ資材連用の効果を示す.
※3図中の数値・近傍のプロットの平均pH

との差が縮小した。常湛区では、落水時までの

pHの変動が小さく、 5.5から 6.0の間で安定し

て推移しており、落水後には4.5程度まで、急激

に低下した。

土壌のEh"pHと玄米カドミウム濃度の関係

を評価するため、図12に水稲のカドミウム吸

収が盛んになる出穂前後40日(出穂前15日~

出穂後 25日)の Ehの平均と玄米カドミウム

濃度の関係を pH平均の水準別に分けて示し

た。玄米カドミウム濃度は、 Ehの上昇に対応

して増加しており、 EhがOmV未満の領域で、は

土壌pHの水準に関わらず、玄米カドミウム濃

度は安定して低減されており、特に -100mV

未満においては 0.1mgkg-1未満の低い水準に

安定して低減された。これに対して、 Ehが

300mVを超えると、玄米カドミウム濃度は、

政府米の流通基準を超える 0.6mgkg-1程度の

高い水準となった。また、 Ehが200mV以上と

なる領域においては、アルカリ資材の連用に

よる玄米カドミウム濃度の低減効果が認めら

れ、資材の連用効果が認められた 2003年と

2004年の対照 +A区では、 pHがそれぞれ5.07

(2003年対照区)から 5.73に、 4.82(2004年対

照区)から 6.09に矯正され、これが主たる要

因となって玄米カドミウム濃度が減少したも

のと考えられた。

水田土壌中でのカドミウムの形態について、

皆川ら(1973) は各種カドミウム化合物を土

壌に添加しEhの条件を変えて溶出を評価する

実験を行い、大半が硫化カドミウムとして存

在するものと推定している。 また、伊藤ら

(1976)は酸化還元電位の変化に伴う硫黄の形態

変化と関連づけて、還元が進むと カドミウム

が硫化物を生成すると結論づけており、 Ehが

-100mVより高くなるにつれて交換性カドミ

ウムが増加することを確認している。伊藤ら

(1976)はさらに、カドミウムの難溶性化合物の

沈殿開始pHを理論的に整理し、湛水土壌中で

の難溶性化合物としてはpH3.9-6.0の範囲で

沈殿し始める硫化カドミウムの可能性が大き

いとした。本報告の湛水処理区における湛水

処理期間中の EhとpHは、上述の伊藤らが示

した硫化カドミウムとして存在する領域で推

移しており、土壌中のカドミウムが硫化物と

して不可給化されたことにより水稲の吸収が

抑制されたものと考えられた。

白鳥ら(1973)は、湛水下においては土壌の

pHが中性付近に収れんすることから、土壌

pHの制御によるカドミウムの吸収抑制は困難

であると論じている。本研究でも、湛水処理に

伴いアルカリ資材無施用処理の土壌pHが上昇

する傾向を示し、牛育期間中におけるアルカ

リ資材による土壌のpH矯正効果及び玄米カド

ミウム濃度の低減効果は、より酸化的な条件

において顕著であり、湛水処理を伴う場合に

は明らかではなかった。

アルカリ資材の連用による土壌pH矯正の累

積効果を評価するため、図13にアルカリ資材

の連用期間中における栽培跡地土壌の風乾土

pHの経年変化を示した。アルカリ資材無施用

処理区のpHが4.8から5.3程度の範囲で推移し

たのに対し、資材連用処理区では4年連用後の

2004年9月までに対照 +A区で6.86、後湛+A

区で 6.42まで矯正された。連用処理区と無施

用処理区の処理問差は、経年的に一様な増加

を示すことはなく、鉱さいけい酸質肥料を連

用した2003年まではI団施用後に0.4程度上昇

した後、続く 2回の連用では0.7程度までの増

加にとどまった。熔成けい酸りん肥を施用し

た2004年には、処理間差がl.4からl.5程度ま

で拡大し、単年度で pHが大幅に矯正された。

このように鉱さいけい酸質肥料のpH矯正効果

は、連用2回目以後で鈍化することから、低pH

土壌で、の早急なpH矯正のためには、熔成けい

酸りん肥の施用が効果的であると考えられた。
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7.5 一一@一一対照区

一~一一対照 +A区

一一・一一後湛区

一~一一後湛+A区
ーι....常j甚区

... .d..ーーー常湛+A区

7.0 

6.5 

O 

I6.0 
工且

5.5 
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4.5 
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図13アルカリ資材の連用と土壌pH引の経年変化
※1風乾土pH(H20)で平均±標準誤差
※2引 IApr:n=4(試験圃場全体)。

※3刀1/Sep:n=10(資材処理区画別)

一方、水管理との関係においては、 2002年以

後アルカリ資材の連用に関わらず、湛水処理

を実施した後湛区あるいは常湛区のpHが対照

区より低くなる傾向が認められた O このこと

については、湛水処理に伴う鉄の形態変化の

関与等が推測されるが、別途詳細な検討が必

要である O

( 4 )吸収抑制処理と水稲の生育 ・収量

A.水稲の生育と収量

水稲の生育は、 2003年と 2004年においてアルカ

リ資材の連用により有効分げつ期頃から旺盛に推

移する傾向が認められた。このうち、 2003年の対

表8吸収抑制処理と水稲の稗長及び倒伏程度
課長(cm)

処理区
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照+A区で草丈が長く推移したことは、早期の倒伏

に結びついて収量の減少要因として影響 した。表8

には成熟期の梓長と倒伏程度を示した。稗長につ

いては、 2003年と2004年でアルカリ資材連用処理

の効果が認められ、対照区及び後湛区に対してア

ルカリ 資材連用処理区で'3~6cm程度長 くな っ た 。

特に 2003年では、後湛区を除き稗長が90cmを超

えており、対照+A区では 95.3cmと最も長くなっ

た。同年の対照区及び対照+A区では成熟期の倒伏

程度も 4.0と大きく、倒伏開始の時期は対照+A区

の方が2週間程度早かった。なお、 2003年で稗長

が他の2年より長くなった要因として、下位節間の

伸長期に相当する第 1回穂肥の施用時期が出穂前

日数で 5日程度早かったことが考えられた。

アルカリ資材の連用による生育促進効果につい

ては、土壌pHの上昇に伴い土壌中の有機態窒素の

無機化が促進されるアルカリ効果(原田 1959)が

要因と考えられた。本研究でも、図13に示 したと

おりアルカリ資材の連用により土壌pHが上昇して

おり、その傾向が著しかった2004年では、生育量

が旺盛となったほか葉色も濃く推移する傾向が認

められたことから、低pH土壌において多量のアル

カリ資材を連用する場合、アルカリ効果を考躍し

て窒素施肥を調節する必要があると考えられた。

吸収抑制処理が収量に及ぼす影響を評価するた

め表9に各処理区の収量を、表 10に収量構成要素

を示した。精玄米重については、 2002年と 2003年

で水管理の処理効果が認められ、 2002年では常湛

区及び常湛+A区で、の増収が顕著で、あり、両区の精

玄米重は660gm-2前後の高水準となった。この増収

2004年

※

-
度
一
年

程一

ω
伏一

m

Ee-
2004年2003年 2002年2002年

対照区 88.2" 91.5bc 80.9bc 2.2 4.0 3.5 

対照+A区 85.6c 95.3" 86.7" 2.0 4.0 3.8 

後湛区 86.5bc 89.6c 78.6c 2.1 3.0 2.9 

後湛+A区 87.6"b 92.1 b 83.9"b 2.0 3.0 3目。
常湛区 88.0" 90.2bc 81.3 2.0 2.3 4.0 

常湛+A区 88.7" 92.3b 2.0 2.5 

水管理※1 一 一 pく0.05

アルカリ資材※ pく0.01 pく0.01

水×資材※ p<0.05

※1稗長の年次男11の分散分析により有意と判定された処理の有意水準.

2004年は常湛区を除いて処理の効果を検定.

※2年次別の稗長の異符号聞には5%水準で有意差あり (Tukey法)

※3倒伏角度(0直立-5挫折倒伏)と面積比(0-1)の積の総和(3反復の試験区を一括して調査)
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処理区

表9吸収抑制処理と水稲の収量
精玄米重※l(gm-2) 
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常j甚+A区

水管理組

アルカリ資材※2

y，)< x資材※ p<0.05

※1玄米水分を15.5%に換算した値.

年次別の異符号問には5%水準で有意差あり (Tukey法)

※2年次別の分散分析により有意と判定された処理の有意水準.

2004年は常湛区を除いて処理の効果を検定

常j甚区 657" 

673" 

p<O.Ol 

549" 

551" 

p<0.05 

583 43" 

26b 

pく0.01

p<O.Ol 

表10吸収抑制処理と水稲の収量構成要素

穏数
試験年次 処理区 。 一一一 ，

(m-<) (ear-') 

2002年対照区 437 63.1 

対照+A区

後j甚区

後j甚+A区

常湛区

常湛+A区

2003年対照区

対照+A区

後湛区

後湛+A区

常湛区

常j甚+A区

2004年対照区

対照+A区

後湛区

440 

443 

407 

447 

435 

401 

397 

391 

400 

387 

400 

382 

404 

378 

籾数

57.1 

60.3 

62.3 

68.1 

68.6 

78.5 

82.0 

80.5 

79.3 

80.3 

77.3 

67.1 

73.7 

71.5 

(m -2) 

27600 

25100 

26700 

25400 

30400 

29800 

31500 

32600 

31500 

31700 

31100 

30900 

25600 

29800 

27000 

27700 

28000 

後j甚+A区 402 68.8 

常湛区 469 59.7 

※1登熟粒は粒厚1.9mmで選別

※2干粒重は玄米水分を15.5%1こ換算した値

は、 表10より 一穂籾数及びぱあたり籾数の増加に

起因したものと判断され、常湛区及び常湛+A区で

は、 生育中期の頴花分化期前後においても湛水管

理が継続されており、 土壌の無機化窒素量の増加

やその利用率が高 まり、他の処理区より 窒素栄養

状態が優位であったものと考えられた。一方、 2003

年では対照+A区の精玄米重が、 早期の倒伏に より

451gm -2まで減収したのに対し、後湛+A区及び常

湛 +A区では 550gm-2以上の水準を維持 しており 、

対照 +A区では倒伏に より登熟歩合 と千粒重が低

下 していた。このように、アルカリ 資材の連用処理

49C 36 

52C 

pく0.01

p<0.05 

登熟歩合※1 干粒重※2

(%) (g) 

94.5 24.3 

95.7 24.4 

93.6 24.4 

95.3 24.5 

89.9 24.0 

93.6 24.1 

76.8 21.5 

66.6 20.8 

79.8 21.1 

82.5 21.4 

81.8 21.6 

84.1 

92.7 

88.8 

89.8 

89.5 

87.8 

21.2 

23.5 

23.2 

23.9 

23.4 

23.7 

下では、後期あるいは常時湛水処理により 100gm-2 

以上の減収抑制効果が認められ、このことは、後期

及び常時湛水処理により水稲の耐倒伏性が強化さ

れ、倒伏による減収のリスクが低減される可能性

を示すものと 考えられた。

屑米重については、水管理とアルカリ 資材連用

の処理効果が認め られたが、処理効果の発現と傾

向は、 年次に より異なり 一定の傾向は認められな

かった。処理区間差が最 も大 きかったのは、 2003

年の水管理処理で、倒伏に より大幅に減収した対

照+A区の屑米重が130gm-2で、あったのに対し、後
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表11吸収抑制処理と精玄米の整粒比率如 何)

処理区 2002年 2003年 2004年
対照区 62.7"b 69.9" 87.3c 

対照+A区 70.2c 77 .6b 81 .7" 

後湛区 69.3c 80.9cd 86.6bc 

後湛+A区 64.7b 79.9bc 84.1"b 

常湛区 62.7"b 82.1cd 77.7 

常湛+A区 60.9" 83.2d 

水管理※ pく0.01 pく0.01

アルカリ資材料 pく0.05 pく0.01

3'1< x資材組 p<O.OI pく0.05

※1年次別の異符号聞には5弘水準で有意差あり (Tukey;去).

※2年次別の分散分析により有意と判定された処理の有意水準
2004年は常湛区を除いて処理の効果を検定

湛 +A区及び常湛 +A区では 52gm'2と低く、アル

カリ資材の連用処理下でで、は後期あるいは常時湛水

処理に より屑米重の発生が8初Ogm

効果が認められた。

吸収抑制処理が玄米の外観品質に及ぼす影響を

評価するため、表11に各処理区の整粒比率を示し

た。2002年と 2003年で、は水管理の処理効果が認め

られ、 2002年ではアルカリ資材無施用で後湛区、資

材連用で対照+A区の整粒比率が高くなった。2003

年では、湛水処理により整粒比率が高くなる傾向

が認められた。アルカリ資材の連用効果は、 2003

年と 2004年の対照区と対照 +A区の比較において

明らかであったが、効果の傾向は年次に より異

なった。整粒に含まれなかった主な未熟粒は、背白

粒、基白粒、乳白粒及び心白粒といった玄米の一部

が白濁する白未熟粒と種皮にク ロロ フィル色素が

残る青未熟粒で、これらの比率は年次や試験処理

により異なったが、吸収抑制処理に より整粒比率

が変動する場合、主に白未熟粒が同時に変動する

ケースが多かった。

B.水稲のケイ酸吸収

本研究では、水田で、の土壌pHの矯正を主目的に

アルカリ資材の連用処理を実施 したが、対象作物

がケイ酸を多量に吸収する水稲であることから、

ケイ酸分も保証した資材を連用した。このケイ酸

補給の効果を評価するため、図14に成熟期におけ

る水稲の茎葉のケイ酸濃度と地上部ケイ酸吸収量

(茎葉+籾)を示した。分散分析を行った結果、 2003

年及び2004年にアルカリ資材の連用効果が認めら

れ、両年とも資材連用に より茎葉のケイ酸濃度が

高まり、地上部ケイ酸吸収量が増加する傾向が認

められた。両年に共通 した処理区について、ケイ酸

吸収の増加程度を見ると 、2003年では、茎葉ケイ

酸濃度は対照区で、101mgg'lであったのに対 し対照

+A区で 115mgg'l、後湛区の 104mgg'1に対 して

後湛+A区で114mgg'lとアルカ リ資材の連用に よ

り14mgg'l及び10mgg'l増加 した。また、地上部

ケイ酸吸収量は、アルカ リ資材無施用処理に対し

て対照 +A区では 12gm'2、後湛 +A区では 13gm'2

の増加が認められた。2004年では、茎葉ケイ酸濃度

の上昇が対照+A区で'25mgg'l、後湛+A区で'20mgg'l、

ケイ酸吸収量の増加は、対照 +A区で 27gm'2、後

湛 +A区では16gm'2であった。この ように、茎葉

ケイ酸濃度や地上部ケイ酸吸収量のアルカリ 資材

連用による増加桂度は、2004年において顕著と

なっており、このことについては、アルカ リ資材の

連用効果のほか、 2004年に施用資材を溶解性の高

い熔成けい酸りん肥に切り替えたことが要因と考

えられた。

水稲へのケイ酸施用に関する研究は古く、小幡

(1962)が鉱さいを原料としたケイ酸質肥料を実用

化 し、 富山県の老朽化水田を中心に増収効果を確

認するとともに、ケイ酸の栄養生理的機能につい

て検討している。近年では間藤ら(1991)がケイ

酸の光合成促進効果について葉の水分状態と関連

140 【2002年】
民全 S山吸収量 1602 ) 国

自 120 -茎獲SiO，濃度 140 
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図14アルカリ資材連用と成熟期の水稲地上部のケイ酸吸収

※平均±標準誤差 .

※全ケイ酸吸収量 茎葉と籾に吸収されたケイ酸の合計
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づけて論じており、 ANDOet al (2002)は葉身を直

立させることにより群落構造が改善されることを

明らかにしている。また、藤井ら(1999)は増収

効果のほか食味関連成分である精米中タンパク質

の低減に効果的であることを示している。本研究

では、アルカリ資材に含まれるケイ酸分の補給に

より水稲のケイ酸吸収が促進されたが、収量につ

いて明らかな増収効果が認められなかった。 しか

し、住田(1992)は、多窒素栽培では水稲葉身の

ケイ酸含有率が低下し、幼穂形成期以降における

ケイ酸吸収の停滞について、土壌中のケイ酸供給

量が制限因子であると論じており、アルカリ分に

併せてケイ酸分を補給する意義は大きいと考える。

( 5 )湛水管理とアルカリ資材による吸収抑制処理

の評価

A.アルカリ資材連用処理の評価

本研究では、 600gm-2のアルカリ資材を連用した

結果、中干し以後土壌を酸化的に経過させた対照

+A区において、連用 3年目の 2003年より玄米カ

ドミウム濃度の低減効果が認められ、跡地土壌の

風乾土pHは4年目に6.86まで矯正された。アルカ

リ資材による玄米カドミウム濃度の低減効果が発

現する条件について、出穂前15日から40日間の土

壌のEhとpHの平均を指標に整理すると、平均Eh

が200mV以上で平均pHが6前後 (2003年で5.73，

2004年で6.09)に矯正された場合に、玄米カドミ

ウム濃度の低減効果が認められた。 しかし、 2002

年においては、玄米カドミウム濃度の低減効果が

認められず、 2003年と2004年では、玄米カドミウ

ム濃度の平均値に 99%信頼区間を加えると、政府

米の流通基準である0.4mgkg-1を超過した。これら

のことから、アルカリ資材の連用初期の段階にお

いては、安定した吸収抑制効果が期待できず、アル

カリ資材連用の単独処理については、即効的な効

果が必要となる緊急対策として位置づけることが

困難と考えられた。また、湛水管理下においては、

アルカリ資材連用の効果が明らかではなく、湛水

管理との相乗的な効果を期待することも困難と考

えられた。

土壌中のカドミウムのpH変化に対する挙動に関

して、柳沢ら(1984)は、 1molL-l酢酸アンモニウム

溶液のpHを変えてカドミウムの抽出率を検討して

おり、 pHの上昇に伴い抽出率が減少することを明

らかにしている。このことは、カドミウムの可給化

にpHが連続的に関与している可能性を示してお

り、アルカリ資材による安定した吸収抑制効果を

期待するには、土壌pHが一定以上の水準に矯正さ

れる必要があるものと考えられる。玄米カドミウ

ム濃度が1mgkg-1を超える汚染レベルの高い条件

においては、政府米の流通基準である0.4mgkg-1を

指標とした場合の土壌 pHの改良目標について、

pH7.0以上が適当とする報告(長谷川ら1995)が

ある。一方、伊藤(1979)は、土壌にカドミウムを

添加すると、土壌pHの矯正による玄米カドミウム

濃度の低減効率が低下することを明らかにしてお

り、このことは土壌pHの矯正効果が土壌の汚染レ

ベルの影響を受けることを示唆するものと考えら

れる。これらのことから、現状ではアルカリ資材の

施用に関して土壌pHの普遍的な目標値を設定する

ことは困難であり、本研究で対象とした低汚染レ

ベルで、土壌pHの低い地域において、アルカリ資材

連用による安定した吸収抑制効果を期待するには、

さらに継続した検討が必要と考えられた。なお、出

穂前後のカドミウム吸収が玄米カドミウム濃度を

高めること(茅野1973，柳沢ら 1979)から、この

時期における土壌pHの矯正効果を考慮して矯正目

標を設定すると伴に、アルカリ分の溶解特性をふ

まえた効果的なアルカリ資材を選択することが重

要と考えられたO

B.湛水管理の評価

湛水管理による玄米カドミウム濃度の低減効果

は、試験開始初年目からアルカリ資材の連用に関

わらず、十分な吸収抑制効果が認められており、玄

米カドミウム濃度は、 99%信頼区間を考慮しでも

0_2mgkg一l程度までの範囲に安定して低減された。

湛水管理による玄米カドミウム濃度の低減効果が

発現する条件について、出穂前15日から40日間の

土壌の平均 Ehを指標に整理すると、平均 Ehが

OmV未満で、玄米カドミウム濃度の低減効果が認

められた。この平均Ehの値は、湛水開始後、 Ehが

低位安定期に至るまでの還元化が進行している途

中段階の測定値も含まれている。j甚水後の低位安

定期における Ehは -200mV前後であり、湛水管

理の指標値としては、この低位安定期の値が妥当

と考えられた。また、湛水管理下における出穂前15

日から 40日間の平均pHは5.4から 6.1の範囲にあ

り、アルカリ資材の連用により高くなる傾向が認

められたが、平均 EhがOmV未満の還元的な条件

下では、平均pHの上昇-に伴う玄米カドミウム濃度
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の低減は認められず、湛水下で、のpHの影響は極め

て小さいと考えられた。さらに、常時湛水処理で

は、玄米カドミウム濃度の低減効果は十分で、ある

が、移植後から出穂後25日まで湛水管理を継続す

ることから収穫期の機械収穫作業効率の低下が懸

念された。

従来、水稲の水管理法としては養水分の供給や

生育調節、有害成分の除去を主目的として有効茎

確保期以降に中干し及び間断湛i慨が実施されてき

た(水管理研究会1972)。本報告ではカドミウムの

吸収抑制を目的に湛水処理技術について検討した

結果、前述のとおり カドミウム吸収を効果的に抑

制できることを明らかにした。しかし、長期にわた

り湛水を継続することは、収穫期の機械走行性を

低下させることが容易に想像され、また、土壌の条

件や有機物の施用状況によっては根の障害が懸念

されること (YAMADA et al 1958)から、収穫期近

くまでの常時湛水処理は適用性が低いと判断され

る。一方、水稲の地上部カドミウム吸収量は、対照

区のように中干し後に間断湛慨を継続する場合、

90%程度が出穂前15日以後の生育後期に吸収され

ており、この期間に湛水管理を適用する後期湛水

処理により、水稲のカドミウム吸収を効果的に抑

制し、玄米カドミウム濃度を常時湛水処理と同等

の水準まで低減させられるものと考えられた。ま

た、後期湛水処理では、中干し等により収穫期の機

械走行性もある程度改善され、幼穂形成期頃まで

に発生する有機酸や硫化水素の低減も期待できる。

野口ら(l973a)は中干しについて、玄米カドミウ

ム濃度に及ぼす影響が小さいことを確認するとと

もに、根圏環境の改善に加えて機械走行性を確保

する観点からも重要な技術であると論じている。

なお、強度の中干しについては大竹ら (1977)が

その危険性を指摘しており 、中干し後の圃場の透

水性を考慮した対応が重要と考えられる。後期湛

水処理期間については、 i甚水開始を出穂前15日と

したが、これはコシヒカリの1回目の穂肥を施用す

る時期と 一致しており従来の湛蹴のタイミングを

踏襲することから、生産者が湛水始期を容易に判

断できる利点がある。また、湛水終了期とした出穂

後25日は、コシヒカリの玄米の乾物重がほぼ最大

に達する時期に相当し (KATO1986)、籾への物質

転流がほぼ完了していると考えられることから、

以後の米粒へのカドミウム蓄積の危険性は小さい

ものと考えられた。さらに、 一定のまとまりをもっ

た農地面積の湛水管理を想定すると、湛水処理期

間を限定することにより用水量の節減や、限られ

た用水量で面的に湛水を維持するための調整作業

が軽減されることも期待できる。これらのことか

ら、低汚染レベルの圃場でカドミウム濃度を可能

な範囲でより低く抑制するには、出穂前15日から

出穂後25日の40日程度の湛水処理を基本とした水

管理が効果的であると考えられた。

E後期湛水管理の条件とカドミウム吸収

抑制効果および収穫期土壌物理性

前章では、後期湛水処理および常時湛水処理に

よる安定したカドミウム吸収抑制効果が確認され

たが、湛水処理による場合、収穫期の地耐力低下に

伴う収穫機械の作業性低下が容易に想像される。

この観点から常時湛水処理の実用化は困難と判断

されるが、後期湛水処理の期間については更に検

討を要する。また、後期湛水期間中に湛水が途切れ

た場合には、玄米カドミウム濃度の上昇が懸念さ

れるが、そのリスクについては不明な点が多い。

そこで、本章では、後期湛水処理期間を変えた場

合の、カドミウム吸収抑制効果と収穫期の土壌表

層の物理性に及ぼす影響を評価するとともに、湛

水処理期間中の湛水中断に伴うリスク評価を行い、

後期湛水処理の条件について詳細な検討を行った。

1後期湛水処理期間とカドミウム吸収抑制効果お

よび収穫期土壌物理性

1 )はじめに

前章において、湛水管理による安定したカド

ミウム吸収抑制効果を明らかにしたが、長期に

わたる湛水管理では、収穫期の土壌表層が軟弱

化し、収穫機械の走行性が低下することが想定

され、移植後から出穂後25日までの継続した常

時湛水処理は一般化が困難と考えられた。一方、

後期湛水処理については、 j甚水期間を出穂、前 15

日からの40日間に設定したが、カドミウムの吸

収抑制効果と地耐力確保のバランスを指標に後

期湛水処理期間について、更に検討する必要が

ある。また、湛水処理を導入する場合においても

高品質米の安定生産が前提となることから、水

稲の生育、収量に対する湛水処理の影響を評価

することが重要で、ある。

本節では、水稲のカドミウム吸収抑制を目的
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表12処理区の情成と処理内容

処理区 町

生育時期別の水管理処理

移植~一15則 一14-一 0-+20 +21-+25 +26-+32 +32-収穫

対 照 区湛水→中干→間断 間断※2 間断 間断 間断 落水

後湛20区湛水→中干→間断 間断 【湛水】 間断 間断 落水
後湛40区 湛水→中干→間断 【湛水】 【湛水】 【湛水】 間断 落水

後湛47区 湛水→中干→間断 【湛水】 【湛水】 【湛水】 【湛水】 落水

常湛区 【湛水】 【湛水】 【湛水】 【湛水】 間断 落水

※1生育時期の区分は出穂前後日数による
※2水管理処理の“間断"は間断濯澗を示す

とした後期湛水処理について、湛水処理期間を

変えた場合の吸収抑制効果と収穫期における土

壌表層の物理性に対する影響について検討した。

また、湛水処理による水稲の生育、収量への影響

も併せて検討した。

続した。

処理は 1筆の圃場を土畦畔(側面に波板を

設置)で 5分割して実施し、 1区の面積を23ば

として 3反復で試験を実施した。

2 )材料と方法

(1)試験圃場

カドミウム濃度分析に供する玄米試料は、

成熟期に 1区あたり 3ヶ所から 4株ずつ採取

し、粒厚1.85mmで、選別した。水稲試料は出穂

前 16日に茎数の平均値を指標に 1区あたり 3

株を採取した。さらに対照区、後湛20区およ

び後湛40区では出穂後5日、 11日、 20日、 31

日及び40日にも同様に採取した。また、出穂

後20日の試料採取では、常j甚区も含めて水稲

根を採取した。水稲根は、稲株を中心に直径

30cmの円筒を打ち込み、耕盤層を含む円柱状

の土柱を採取し、根の大半が分布していた作

土層 (18cm程度)より採取した。成熟期の 9

月10日では 1区あたり 64株を地際で刈り取り

収量を調査し、籾と 茎葉の適量を分取して分

析に供した。

試験圃場は、前章の試験と同一圃場で、前章

1節の第 2項に示したとおりである。

( 2 )水稲栽培試験

圃場試験は2004年に実施し、栽培期間の気

温は平年値と同等以上で推移した。登熟期間

に相当する8月の降水量は50mmで、少なく、平

年値の 28%相当であった。

供試品種はコシヒカリ (Oryza sativa 

L.cv.Koshihikari)で、 5月13日に稚苗を機械

移植した。基肥は側条施肥とし、化成肥料で窒

素 2gm.2、リン 0.9gm'2、カリウム1.7gm'2を

施用した。追肥は、 7月20日と 7月27日に l

回あたり窒素1.5gm-2とカリウム1.2gm'2をNK

化成肥料で施用した。出穂期は7月30日であっ

た。雑草および病害虫防除は富山県の水稲栽

培技術指針に準じて実施した。

処理区の構成と水管理の処理内容を表12に

示した。対照区で中干し後間断潅概を継続し

たのに対し、後期湛水処理区で、は出穂前後の

時期に湛水処理を実施した。後期湛水20日区

(後湛20区)では出穂期から出穂後20日まで、

後期湛水40日区(後湛40区)では出穂前 14日

から出穂後25日まで、後期湛水47日区(後湛

47区)では出穂前14日から出穂後32日までを

湛水管理とした。また、常時湛水区(常湛区)

では移植後から出穂後25日まで湛水管理を継

土壌の酸化還元電位(Eh) は 1 区あたり 4~

5本の白金電極を設置して定点とし、比較電極

に内部液が飽和塩化カリウムの塩化銀電極

(東亜DKK4400型)を用いてORPメーター(東

輿化学研究所TRX-90)で成熟期まで継続測定

した(土壌養分測定法委員会、1987)。土壌の

水素イオン濃度 (pH)は土壌挿入式pH計(藤

原製作所PHS-120)で測定した。Ehおよび、pH

の測定位置は作土深の中央とした。

土壌表層の物理性は機械収穫時 (9月16日)

に調査を実施し、 土壌表面硬度は 1区あたり

4ヶ所で山中式硬度計を鉛直方向に挿して測定

した。乾燥密度は100cm3の円筒を用いて 1区

あたり 2ヶ所で試料を採取し調査した。また、

コンパイン(平均接地圧 17.6kPa)の収穫作業

後に、直線走行部で踏圧により沈下した土壌
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けた。生育前半のカドミウム吸収量は、中干し

後間断潅概を継続した対照区、後湛20区およ

び後湛40区では0.09mgm-2前後でほぼ同等で

あったのに対し、湛水処理を継続した常湛区

では 80%程度の低減効果が認められた。生育

後期では対照区のカドミウム吸収量が

3.25mgm -2であったのに対し、後湛20区、後

湛40区および常湛区では90%前後の低減効果

が認められた。

後湛20区と後湛40区の生育後期でのカドミ

ウム吸収の違いをより詳細に検討するため、

図17に両区の乾物重、カドミウム濃度および

カドミウム吸収量の推移を茎葉と籾に分けて

示した。まず茎葉について見ると、乾物重は両

区でほぼ同等であり、出穂前16日から出穂後

5日にかけて650gm-2f.呈度まで増加した後、成

熟期までに 600gm-2程度まで減少した。カド

ミウム濃度は、後湛 20区で出穂後 20日まで

生育後期の湛水管理と土壌改良による水稲のカドミウム吸収抑制

を1区あたり 10ヶ所での深さ(踏圧沈下深)

測定した。

( 3 )植物体のカドミウム濃度分析

植物体のカドミウム濃度は、玄米と出穂前

16日から成熟期にかけて採取した茎葉及び籾

試料を対象に、玄米および、籾で、10g、茎葉で粉

砕物4gを硝酸と過塩素酸で湿式分解し、原子

トラ ップ補助セル (SlottedTube Atom 

Trap)装着バーナーを備えた原子吸光光度計

(Thermo Elementar社製SOLAARM6型)に

よりフレーム分析で測定した。

1.0 

bj) 

~ 0.8 

E 
制 0.6

型電

3 04 

5帳
例 0.2 

常;甚区

図15湛水処理期間と玄米カドミウム濃度※

※玄米水分を 15.5%に換算した値

平均士 99%信頼区聞を表示し、平均の異符号

聞に5%水準で有意差有り (Tukey法)

0.1 

。。

n
u

phu
n
u

良

d

n

v

R
u

n
u

k

u

n

u

凋
件

、
M

内

J

弓

4

η

4

4

E

4

1

内

U

nu

図16;甚水処理期間と水稲の生育時期別カドミウム吸収量※

※平均±標準誤差を表示

後，甚47区

常湛区

常湛区後，甚40区後，甚20区対照区

3 )結果と考察

(1)水稲のカドミウム吸収抑制効果

玄米カドミウム濃度に対する湛水処理期間

の影響を評価するため、図15に各処理区の玄

米カドミウム濃度を示した。玄米カドミウム

濃度は湛水処理により低減され、湛水期間が

長くなると低減効果が大きくなる傾向を示し

た。対照区の玄米カドミウム濃度は0.64mgkg-1

で政府米の流通基準を上回っており、過去の

試験結果と比較しても高い水準であり、登熟

期に相当する 8月の降水量が少なかったこと

を反映したものと考えられた。これに対して、

後湛20区で、は0.10mgkg-1まで抑制され、 99%

信頼区間を加えても 0.20mgkg-1と政府米の流

通基準を下回る低い水準となった。後湛40区

では低減効果がさらに顕著となり、 0.05mgkg-1

と後湛20区の50%相当まで低減され、信頼区

間を考慮しても高い確率で、0.10mgkg-1未満に

抑制されたものと考えられた。後湛47区では

0.04mgkg-1で後湛40区と同等の水準となり、

両区の聞に有意な差は認められなかった。こ

のことから、生育後期の 40日の湛水期間を 7

日間延長しでも、玄米カドミウム濃度の低減

に関する上乗せ効果は期待できないものと考

えられた。常湛区で、は0.02mgkg-1で、最も低く、

後湛40区よりも有意に低く後湛47区との間で

は有意差は認められなかった。

水稲のカドミウム吸収量に対する湛水処理

期間の影響を評価するため、図16に生育時期

別の地上部カドミウム吸収量を示 した。ここ

では、後湛40区の湛水処理開始直前の出穂前

16日を基準に して生育期間を前半と後半に分

1量，甚40区

後，甚40区

【幼穂形成期~成熟期】

後，甚20区

後湛20区
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図17湛水処理期間と水稲の乾物重，カドミウムの濃度および吸収量の推移※1

※1平均±標準誤差を表示

※2上段:乾物重，中断カドミウム濃度，下段カドミウム吸収量

0.24mgkg-1程度で推移した後、増加傾向に転

じ、出穂後40日には0.54mgkg-1となった。こ

れに対して後湛 40区では出穂後 30日まで

0.16mgkg-1程度で推移した後、 0.23mgkg-1ま

で増加しており、両区の差は出穂後20日から

30日にかけて拡大した。カドミウム吸収量は、

カドミウム濃度の推移と同様であり、両区の

差は出穂後 20日から 30日にかけて拡大した。

次に籾について見ると、乾物重は茎葉と同

様に両区でほぼ同等に推移しており、出穂後

20日にかけて 500gm-2程度まで急速に増加し

た後 600gm-2程度まで緩やかに増加した。カ

ドミウム濃度は、出穂後5日から後湛20区の

方が高く推移しており、両区の差は出穂後 20

日から30日にかけて拡大した。出穂後40日で

は、後湛20区の0.09mgkg-1に対して、後湛40

区では 0.04mgkg-1と44%相当まで低減され、

玄米カドミウム濃度とほぼ同等の値となった。

カドミウム吸収量は、出穂後5日から増加傾向

を示し、両区の差は経時的に拡大した。特に出

穂後20日から30日にかけて大きく拡大し、出

穂後40日には後湛20区の0.053mgm-2に対し、

後湛 40区では 0.025mgm-2と47%相当まで低

減された。

図17では対照区の結果を略したが、対照区

では、乾物重は茎葉、籾ともに後期湛水処理区

と同等で、カドミウム濃度とカドミウム吸収

量は茎葉、籾ともに後期湛水処理区を上回っ

て推移し、出穂後10日から30日の期間に後期

湛水区との差が大きく拡大した。対照区と後

期湛水区の比較において特徴的であったこと

は、籾のカドミウム濃度の推移で、対照区では

継続して増加傾向を示したのに対し、後期湛

水処理区では図17に示した通り、出穂後20日

まで減少した後増加傾向に転じた。籾のカド

ミウム濃度の増減は、籾への同化産物とカド
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移を図18に示した。Ehは水管理を反映して推

移しており、対照区では有効茎確保期(出穂前

45日頃)までに-170mV程度まで低下した

後、中干しにより 150mV程度まで上昇した。

その後の間断瀧蹴期では -130mVから

220mVの範囲で変動し、 1回目の穂肥施用時

に相当する出穂前10日から出穂期頃までの潅

水により -70mVまで低下した後は、 40mV以

上の範囲で推移した。出穂後10日以後の登熟

期間では節水気味の間断濯概としたことから

500~700mV の高い水準で推移した。 後湛 20

区の Ehは、出穂期まで対照区と同様に推移

し、出穂期から出穂後20日までは湛水処理に

より-130mVから-180mVの低い水準で推

移した。その後、湛水処理の終了により出穂後

26日には 260mVまで上昇し、成熟期には

560mVとなった。後湛40区の Ehは、出穂前

15日まで対照区と同様のパターンで推移して

おり、 i甚水処理を開始した出穂前 14日では

210mV程度で、 4日後には-140mV程度まで

低下した。その後は緩慢な低下傾向を示し、湛

水処理終了時の出穂後 26 日までには-

190mV程度まで低下した後、落水により出穂

後33日に 190mVまで、成熟期には430mV程

度まで上昇した。また、後湛47区のEhの推移

生育後期の湛水管理と土壌改良による水稲のカドミウム吸収抑制
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ミウムの蓄積速度のバランスに依存すると考

えられる。出穂後20日までの同化産物の蓄積

が盛んな時期において、湛水によるカドミウ

ムの吸収抑制処理を実施すると、結果的に蓄

積されたカドミウムが同化産物により希釈さ

れて、籾のカドミウム濃度が減少傾向を示す

ものと考えられた。

カドミウム吸収に関する以上の結果を総合

すると、水稲のカドミウム吸収量は、 主に生育

後期での増加が著しく、この時期に湛水処理

を適用することにより水稲のカドミウム吸収

を効果的に抑制し、玄米中の濃度を低減させ

ることができるものと考えられた。さらに、生

育後期での湛水処理期間については、玄米カ

ドミウム濃度の低減効果が後湛20日区<後湛

40区=後湛47区の順で大きく、生育後期にお

ける後湛20区と後湛40区のカドミウム吸収パ

ターンも湛水処理期間の違いをよく反映して

いたことから、出穂前15日から出穂後25日ま

での40日程度の湛水処理が最も効率的である

と考えられた。また、出穂後20日間の湛水処

理については、なお玄米カドミウム濃度を低

減させる余地が残されていると考えられたが、

玄米カドミウム濃度の水準は、 99%信頼区間

を加えても 0_2mgkg-1と政府米流通基準の 1/

2であり、 0.4mgkg-1を基準 として評価する場

合、安定した吸収抑制効果が期待できるもの

と考えられた。水稲のカドミウム吸収につい

て柳沢ら (1979)は、出穂期前に吸収したカド

ミウムが根に蓄積され、その一部が玄米に移

行することを、また、 茅野(1973)は、出穂後

23日から25日に吸収させたカドミウムが玄米

カドミウム濃度を高めることを示している。

本研究において後湛20区の玄米カドミウム濃

度が後湛 40区より 高 くな ったことについて

も、出穂前および出穂後20日から25日頃にか

けてのカドミウム吸収が要因として関与して

いるものと考えられた。しかし、その影響は、

玄米カドミウム濃度 O.4mgkg-1を基準とする

場合、許容範囲内に収まる程度のものと考え

られた。 4.5 

4.0 

一40 -20 0 20 

出穂前後回数(日)

図18湛水処理と土壌の酸化還元電位(Eh)及ひ¥pH

40 -60 ( 2 )土壌の EhとpHの推移

湛水処理に伴う 土壌の EhとpHの変動を評

価するため、水稲生育期間中の EhとpHの推
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は、出穂後26日まで後湛40区と同様で、、さら

に湛水処理終了時の出穂後 33 日まで-

200mV程度の低い水準で、推移した後、落水に

より成熟期までに 300mV程度まで上昇した。

常時湛水区では出穂前 45日までに-190mV 

程度に低下した後は湛水処理終了時まで-

190mV前後の低い水準で、安定して推移し、落

水後は成熟期までに 560mV程度に上昇した。

pHの推移も水管理を反映しており、対照区

では出穂前 46日からの中干しにより 6.0前後

から5.1程度に低下し、その後の間断湛概期に

は4.8から 5.3の範囲で変動した。節水管理と

した出穂期以降は 4.6から 4.7程度の低い水準

で推移した。後湛20区では出穂期まで対照区

と同様の推移を示した後、出穂後20日までの

湛水処理期間では対照区より 1前後高い5.7程

度の水準で推移した。後湛40区では、出穂、前

15日までは対照区と同様に推移し、湛水処理

を開始した出穂前 14日からは上昇傾向を示

し、出穂後4日までに5.8程度に回復した。以

後、湛水処理終了時の出穂後26日まで5.7前後

で安定して推移した。また、後湛47区では、出

穂後26日までは後湛40区と同様で、さらに湛

水処理終了時の出穂後 33日までは 5.7前後の

水準で推移した。常湛区では落水までの期間

において 5.6から 6.0の範囲で安定した推移を

示した。

伊藤ら(1976)は、湛水土壌中でのカドミウ

ムの挙動について、還元の進行に伴い難溶性

塩類である硫化カドミウムが生成されると論

じ、交換性カドミウムがEh-100mVより高

くなるにつれ増加すること、また、硫化カドミ

ウムとして沈殿する理論的なpHが3.9から 6.0

であることを示している。本研究では、湛水処

理下での EhとpHが伊藤らの示した硫化カド

ミウムの生成される領域と 一致しており、湛

水処理によりカドミウムが硫化カドミウムと

して不可給化され、湛水処理期間に応じて水

稲のカドミウム吸収が抑制されたものと考え

られた。

( 3 )収穫時の土壌表層の物理性

湛水処理の機械収穫作業に及ぼす影響を評

価するため、図19に収穫時の土壌表層の含水

比を示した。土壌の含水比は、湛水処理期間が

長くなるほど高くなる傾向を示し、対照区で

46.1%であったのに対し、後期湛水処理区では

対照区を上回り、後湛20区<後湛40区<後湛

47区の順で高く、それぞれ49.7%、54.2%およ

び57.4%であった。常湛区は 57.3%で後湛 47

区と同等であった。

土壌試料の採取は出穂後48日に相当し、後

湛 20区の湛水終期から 28日が経過している

が、前述のとおり土壌含水比に対する湛水処

理期間の影響が明らかに認められた。圃場の

排水性が不良な場合は、濯概水のi帯水や降雨

の影響により含水比が高まり湛水処理期間の

影響が不明となることも想定される。本研究

において収穫時まで湛水処理期間の影響が明

瞭であった要因としては、土壌が粗粒質で排

水性が高いこと、また、表面排水の迅速化を図

るため、中干し開始時に 8.5mx 8mの区画に

額縁の排水講を設置したことが考えられた。

さらに、後湛20区の湛水終期以降28日間の降

水量は167.5mm(富山地方気象台観測値)で、

平年より 38.5mm少なく、 10mm以上の降水が

観測されたのは3日間で、出穂後32日(20mm)、

出穂後37日(68mm)および出穂後46日(49mm)

と分散していたことも影響したものと考えら

れた。

図20には収穫時の土壌の表面硬度、乾燥密

度およびコンパインによる踏圧沈下深を示し

た。表面硬度と乾燥密度は図19に示した含水

比の違いを反映して湛水処理期間が長いほど

低下する傾向を示した。湛水処理区内では、後

湛20区で表面硬度9.8mm、乾燥密度1.05gcm.3 

と高い値を示し、後湛40区と比較すると表面

硬度で'2.6mm、乾燥密度で、0.06gcm-3高く、そ

の差は小さいが有意であった。踏圧沈下深は、

表面硬度や乾燥密度の違いを反映して湛水処

理期間が長いほど大きくなる傾向が認められ

た。湛水処理区内では後湛20区が1.9cmと小

さく、対照区との差はO.4cmで、あった。また、

後湛40区と比較すると、 0.3cmと小差ながら

有意に小さくなっていた。湛水処理に伴う収

穫作業中のコンパイン走行への影響としては、

直進安定性の低下や旋回時のスリップが認め

られ、これらの影響は湛水処理期間が長いほ

ど顕著で、あった。ただし、その程度は作業効率

を極端に低下させる水準ではなく、 一般農家
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図19湛水処理期間と収穫時土犠表層の含*比※

※平均±標準誤差を表示

異符号聞に 5%水準で有意差あり (Tukey法)

後湛47区後湛40区後;甚20区対照区

。

成熟期(9/6) 倒伏来1

稗長(cm)穂長(cm)穂数(m-2) 程度

80.9 17.1" 382" 3.5 

79.5 17.2" 386" 3.0 

78.6 17.7"b 378" 2.9 

81.3 18.3
b 

469
b 

4.0 

表13湛水処理期間と水稲の草丈・茎数及び倒伏程度
草丈(cm) 茎数(m-

2
)

6/11 6/28 7/12 8/2 6/11 6/28 7/12 8/2 

対照区 33.7 54.6 77.0 98.6" 357 612 489" 382" 

後湛20区 32.9 53.0 74.1 97.3" 348 579 482" 386" 

後湛40区 32.1 52.9 73.4 97.2" 362 588 474" 379" 

常湛区 32.8 53.6 74.4 101.5b 342 606 549b 471
b 

※1倒伏角度(0:直立-5:挫折倒伏)と面積比(0-1)の積の総和を表ホ

※2異符号問lこ5%水準で有意差あり(Tukey法)

区理処

り成熟期に至る まで明らかな違いは認められ

なかった。幼穂形成期後3日の 7月 12日の草

丈が、全処理区で、75cm前後とやや長かったこ

とから、 1回目の穂肥施用を4日間遅らせた結

果、成熟期の梓長は 80cm程度に制御された。

また、茎数および穂数については、最高茎数が

600m '2程度、穂、数が380m可呈度とほぼ目標通

りの推移となった。一方、常湛区では、穂、揃期

に相当する8月2日の草丈と成熟期の穂長が他

の区より明らかに長くなった。また、 7月12日

以降の茎数が多く、成熟期の穂数は469m'2で

目標穂数に対 して70m'2程度の過剰となった。

図21には葉色の推移を示した。無効分げつ

期に相当する出穂前44日以降 l回目の穂肥施

用までの期間では葉色が低下 し、 常湛区では

最高分げつ期付近の出穂前31日から他の処理

区より高く推移する傾向が認められた。穂、肥

施用以降は葉色が高まり出穂後10日頃をピー

クに低下に転じた。出穂後24日の葉色は、湛

水期間の長い処理区で葉色が高くなる傾向が

認められ、対照区に対 して後湛40区お よび常

レベルにおいても対応可能な範囲と推察され

た。このような湛水処理に よるコンパイン走

行性の低下については、土壌の含水比が高 ま

るとともに乾燥密度が低下して表面硬度が低

下することに起因しており、湛水処理期間を

短縮することで改善されるものと考えられた。

さらに、湛水処理に起因した土壌の微細構造

の変化として、 ドライブハ ローによる代かき

により粒径で分級され沈降 した1cm程度の薄

い表層において、 ④土壌表面に沈降した粘土

粒子の配向状態が異なること、②分級された

砂層と直下の分級されていない層との境界面

におけるせん断抵抗が異なることが想定され

たが、これらについては今後の詳細な検討が

必要である。

( 4 )水稲の生育 ・収量

水稲の生育に対する湛水処理期間の影響を

評価するため、表13に水稲の草丈と茎数の推

移を示した。対照区、後湛20区お よび後湛40

区では、草丈、茎数ともに同程度で推移してお
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図21湛水処理期間と葉色値引の推移
※1葉緑素計SPAD502による測定値で

平均値±標準誤差を表示
※ 2 後湛20区の -8 ， ー3 日は欠 ;~IJ
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(唾

円|::;i 2 口
。

整粒

対照区 後湛20区 後湛40区 常湛区

図22水管理と登熟期の根重則及びT/R比糾
※ 11式料採取 :2004年の出穂後20日
※2地上部重/根重(乾物重比)• 
※3根重，T/R比.平均値±標準誤差を表示

未熟粒(%)

O 

表14湛水処理期間と水稲収量及び玄米外観品質※1

わら重籾重籾/わら 精玄米重屑米重
処理区

(gm-Z) (gm-Z) (%) 乳白 心 白 基 白 腹 自 背 白 青未熟 その他※2

対照区 679 681 1 :00" 558 

後湛20区 662 696 1 .05" 570 

後湛 40区 657 714 1.09"b 580 

常 湛 区 620 730 1.18b 583 

※1 2.2倍の拡大鏡下で選別し粒数比で表示

※2茶米，死米，奇形粒を含む.

、a
10 

16" 

20" 

37b 

※3異符号間lこ5%水準で有意差あり(Tukey法).

湛区で有意な差が認められた。その要因とし

て、湛水処理により土壌や穂肥由来のアンモ

ニア態窒素の脱窒が抑制され、水稲による吸

収利用率が高まることが考えられた。

図22には出穂後 20日の根の乾物重(根重)

と地上部と根の乾物重比 (T/R比)を示した。

根重は、対照区で'2.6ghill'lであったのに対し、

後湛20区、後湛40区および常湛区ではそれぞ

れ3.4ghill'1、3.2ghill'1および、3.1ghill'lと対照

区を上回った。T/R比は根重の違いを反映し

て湛水処理により低下した。また、試料採取時

に根の外部形態を観察したところ、組織の崩

壊等湛水処理に起因する根腐れ症状は認めら

れなかった。

水稲の収量、品質に対する湛水処理期間の

影響を評価するため、表14に収量と玄米の外

観品質を示した。わら重、籾重および精玄米重

については処理聞に有意な差が認められず、

湛水処理の影響はないものと考えられた。な

87.3" 

87.0" 

86.6" 

77.7b 

2.6" 3.8 0.7 0.2 0.7 1.1" 3.6 

2.2" 3.3 0.2 0.5 0.5 1.9" 4.4 

3.30 4.2 0.6 0.8 0.6 1.8" 2.1 

6.3b 2.9 0.4 1.0 0.1 9.2
b 2.4 

お、常湛区では籾/わら比が高く、屑米重が多

くなった。玄米の外観品質については、整粒の

割合が常湛区で77.7%と他の処理区より 10ポ

イント程度低くなったが、後期湛水処理区で

は対照区と同等の水準で有意な差は認められ

なかった。常湛区での整粒比率の低下は、乳白

粒と 青未熟粒の増加に よるものであった。

以上の ように、湛水処理による水稲生育へ

の影響は常湛区で顕著で、あり、幼穂形成期頃

から過繁茂気味で葉色も濃く推移する傾向が

認められたが、後期湛水処理区では後湛40区

で登熟期の葉色が高くなった以外は、収量を

含めて生育量への影響は明らかではなかった。

このことについては、後期湛水処理区におい

て、湛水処理前の中干しおよび間断潅概によ

り水稲の生育が適正な水準に制御されたこと

が要因として考えられ、最終的に屑米重の増

加や整粒比率の低下を回避しえたものと考え
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られた。また、後湛40区での登熟期の葉色の

高まり は、湛水処理により穂肥や土壌由来の

アンモニア態窒素の脱窒が抑制され、水稲に

よる吸収利用率が高まったためと考えられた。

本研究では、その効果が明らかではなかった

が、同化能力の不足による白未熟粒の多発(高

橋 2006)が懸念される場合には、整粒比率の

低下を防止する効果が期待された。また、本研

究では湛水処理による根の生育障害が認めら

れなかったが、水稲生育の中後期では還元条

件下で生成する硫化水素により、養分の吸収

が阻害されること(三井ら 1953)、根の生理活

性および光合成能力が低下し、呼吸量の増加

を伴って収量が減少すること(馬場ら 1962)が

知られている。硫化水素等による根障害の発

生には土壌条件や有機物の施用状況が関与し

ており (YAMADA et al 1958)、これらの条件を

考慮して湛水管理の適用性を検討する必要が

ある。

( 5 )生育後期の湛水処理期間の影響評価

本節では、水稲のカドミウム吸収抑制を目

的とした生育後期の湛水管理について、カド

ミウムの吸収抑制効果と収穫期における土壌

表層の物理性に対する湛水処理期間の影響に

ついて検討した。玄米カドミウム濃度を指標

とした吸収抑制効果については、出穂前後40

日の湛水処理を基準とすると、湛水期間を出

穂後20日間に短縮した場合、政府米の流通基

準は満たすものの吸収抑制効果は有意に低下

した。また、湛水処理期間を40日以上として

も抑制効果に有意差が認められず、 40日を超

えて湛水期間を延長する必要はないと考えら

れた。一方、収穫期の土壌表層の物理性につい

て、 40日と 20日の湛水処理を比較すると、 20

日に短縮することで土壌の含水比の低下や乾

燥密度の増加により表面硬度が増加して、コ

ンパインの走行性が改善された。水稲の生育

や収量は、湛水処理期間に関わらずほぼ同等

であり、湛水期間を設定する指標として考慮

すべき必然性は小さいと考えられたが、今後、

硫化水素等による根腐れのリスクに関して土

壌の理化学性や有機物施用の影響を検討する

必要があると考える。

このように、湛水処理期間を短縮した場合、

カドミウムの吸収抑制と収穫期の土壌物理性

の改善に対する効果が相反する結果となった

が、湛水処理の目的に照らし湛水期間の設定

について次のように考える。カドミウムの吸

収抑制を図る上では、法に基づく基準を満た

すことは最低限の目標であり、人の健康影響

に関する対策であることを考慮すると、"可能

な範囲"でできるだけ低い水準に吸収を抑制す

ることがより重要と考える。i甚水処理期間に

関する"可能な範囲"について収穫機械の走行

性を指標に考えると、粗粒質で排水性の高い

土壌においては、排水講を設置し迅速な表面

排水を確保することにより、湛水期間を40日

としても 一般農家での対応が可能と考えられ

た。 したがって、土壌等に関する上述の条件に

おいては、生育後期での湛水処理期間を40日

とし、吸収抑制効果の最大化を図るべきであ

ると考える。一方、土性が粘質な場合や、半湿

田地帯など排水性の効率が低い条件において

は、 40日の湛水処理では収穫機械の走行性が

十分に確保されない状況も想定され、このよ

うな条件下では土壌のEhが比較的低く推移す

ることも推察されることから、湛水期間を出

穂後20日間に短縮して、カドミウムの吸収抑

制を図ることが効率的であると考えられた。

2後期湛水処理期間における湛水中断のリスク評

価 ‘

1 )はじめに

前節までに、玄米カドミウム濃度を達成可能

な範囲で可能な限り低い水準に抑制するために

は、出穂前後40日あるいは出穂後20日の湛水管

理が効果的であることを示した。この生育後期

の湛水管理については、湛水を継続するための

濯水に伴う労力負担が生ずる。また、 一定のまと

まりをもった面積を対象に湛水を維持するため

には、相応の用水量の確保や組織的な濯水体制

の整備が要求される。これらの生産現場での対

応を円滑に推進するためには、湛水管理の効果

に加えて、管理が不十分で、あった場合のリスク

について認識することが重要となる。特に、湛水

期間中に用水量の不足等により湛水が維持でき

なかった場合の玄米カドミウム濃度への影響が

懸念されるが、生育後期の湛水期間中における

湛水中断の影響については不明な点が多い。
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表15処理区の構成と処理内容

処理区
湛水処理中断期(出穂前後日数)

-12--4 -4-+4 

対照区 j甚71く j甚71く
中断A区 【湛水中断】 湛71く
中断B区 j甚* 【湛水中断】
中断C区 j甚71く j甚71く
中断D区 j甚71く j甚水

中断E区 湛71く 湛71く

本節では、水稲のカドミウム吸収抑制を目的

とした出穂前後40日間の湛水管理において、湛

水期間中に 8日程度の落水処理を加えた場合の

玄米カドミウム濃度への影響について、ポッ ト

試験に より落水の時期を変えて検討した。

+4-+12 +12-+20 

i甚71く j甚水

j甚71く j甚71く
j甚* 湛71<.

【湛水中断】 j甚71く
j甚* 【湛水中断】

湛71く 湛水

+20-+25 

j甚71く
湛水
j甚水

湛71く
湛7Jく

【湛水中断】

2 )材料と方法

後25日までの38日間について湛水管理を継続

した。中断A-E区では湛水開始から順次8日

間の湛水中断処理を実施 した。最終の中断処

理を実施 した中断E区では、中断処理期間が6

日間であった。湛水中断期間は強度の節水管

理とし、ポットを圃場から雨 よけのみのビ

ニールハウスに移動して、土壌表面がやや白

色化する程度まで土壌を乾燥させた後、ポッ(1)供試土壌

供試土壌は、神通川流域農用地土壌汚染対

策地域の周辺で、政府米の流通基準を超える

恐れの高い地域として特定された産米流通対

策地域に位置する県有施設圃場(中組粒グラ

イ土)で、前節までの圃場栽培試験を実施した

圃場の表層土を用いた。土壌の理化学性は前

章 1節の第 2項に示したとおりである。

( 2 )水稲栽培試験

水稲栽培試験は2002年に実施 し、 a/5000の

ワグネルポッ トに供試土壌を乾土相当で

3.08kgpot -1充填して実施した。

供試品種は コシヒカリ (Oryza sativa 

L.cv.Koshihikarj)で、 5月13日に稚苗をポッ

トあたり 4本l株で移植し、前章2節に示した

圃場試験の後期湛水区にポッ ト底部の排水孔

を開放して埋設した。基肥は深さ 3cm程度の

側条施肥とし、化成肥料で、窒素100mgpoド、リ

ン44mgpor1、カ リウム83mgpot'lを方極用 した。

追肥は6月17日と 6月24日に硫安に より窒素

成分でそれぞれ42mgpot-1、78mgpot'1施用

し、穂肥として 7月23日と 7月30日に、 1回

あたり窒素 75mgpot'1とカリウム 62mgpot-1 

をNK化成肥料で施用 した。出穂期は8月3日

であった。

処理区の構成と湛水中断処理の内容を表 15

に示 した。対照区では、出穂前12日から出穂、

トを水槽内に設置し、ポット底部の排水孔か

ら毛管水のみが給水されるよう水槽内の水位

を調節した。処理の反復は、 I処理あたり3ポッ

トの反復とした。

水稲の生育状況について、 6月28日(最高

分げつ期)、 7月17日(出穂前 17日)および成

熟期 (9月10日)に調査し、葉色は葉緑素計

(MINOL T A SP AD502型)に より展開第2葉

の中央部について測定した。水稲の収量は、 9

月13日に水稲を採取して調査した。

出穂前後の試験処理期間に土壌の酸化還元

電位 (Eh)を測定した。Ehは、 lポッ トあた

り2本の白金電極を白金部が土層の中央に位

置する よう設置して、比較電極に内部液が飽

和塩化カリウムの塩化銀電極(東亜DKK4400

型)を用いて ORPメーター(東輿化学研究所

TRX-90)で測定した(土壌養分測定法委員会

1987)。

( 3 )玄米のカドミウム濃度分析

玄米のカ ドミウム濃度は、粒厚1.85mmで、選

別した玄米 10gを硝酸と過塩素酸で湿式分解

し、原子トラップ補助セル (SlottedTube 

Atom Trap)装着バーナーを備えた原子吸光

光度計 (ThermoElementar社製 SOLAAR

M6型)に よりフ レーム分析で測定した。

3 )結果と考察
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表16湛水中断期と水稲の生育

処 理区
草丈(cm) 茎数(hiW

1
) 葉色値(SPAD502) 成熟期(9/10)

6/28 7/17 6/28 7/17 6/28 7/17 稗長(cm) 穂長(cm)穂数(h川 1) 

対 照区 46.7 69.7 26.3 23.0 33.0 31.7 77.0ab 17.0 17.3 

中断A区 48.0 72.0 25.0 23.0 34.1 31.8 75.3ab 16.9 19.3 

中断B区 45.0 68.3 25.3 24.0 33.1 30.9 68.3 c 17.2 19.3 

中断C区 44.0 66.0 27.3 24.0 34.3 31.3 74.0 b 17.0 18.0 

中断D区 46.3 70.7 24.7 22.7 33.0 31.5 77.7 a 17.4 17.0 

中断E区 46.3 68.7 29.7 22.7 33.4 31.9 77.7 a 16.3 17.3 

※稗長の異符号間lこ5%水準で有意差あり(Tukey;去).

表17湛水中断期と水稲の収量※1

処理区
穂重

対照区 22.1 :!:: 0.9 

中断A区 21.3土 1.6

中断B区 17.7 :!:: 0.6 

中断C区 20.5 :!:: 1.1 

中断D区 21.2 :!:: 0.2 

中断E区 20.6 :!:: 2.0 

※1平均±標準誤差.

※2玄米重は水分15.5%1こ換算.

(1)水稲の生育・収量

湛水中断処理前の水稲の生育状況と成熟期

の生育に対する処理の影響を評価する ため、

表16に水稲の生育調査結果を示した。試験処

理開始前の6月28日および7月17日における

草丈、茎数、葉色は、いずれの処理区もほぼ同

等で有意差が認められず均一に生育していた。

ポットを埋設した周辺の水稲群落と比較する

と、ポ ットにより根圏を制限したことにより、

いずれの時期においても草丈が6cm程度低く、

茎数は4hill-1程度少なかった。葉色は、 6月24

までの2回の追肥により、周辺の水稲群落と同

程度であった。試験処理後の成熟期において

は、手早長に処理間差が認められ、中断B区で他

の処理区より 6~9cm 程度短くなった。 この

ことは、同区の湛水中断処理期間が水稲の上

位節間の伸長盛期に相当しており(山崎

1984)、強度の節水管理により上位節間の伸長

が抑制されたためと考えられた。さらに、稗長

に占める上位節間の比率が高いことにより、

中断B区での短稗化が助長されたものと考え

られた。成熟期の穂長と穂数は各処理区でほ

ぼ同等であった。

水稲の収量に対する湛水中断処理の影響を

粗玄米重 精玄米重
(ghill-1 

) 

18.3 :!:: 0.8 17.3 :!:: 0.7 

16.8 :!:: 1.8 15.1 :!:: 2.5 

13.6 :!:: 0.5 13.1 :!:: 0.5 

16.3 :!:: 0.9 16.2 :!:: 0.9 

17.4 :!:: 0.2 17.1 :!:: 0.2 

16.8 :!:: 1.7 16.2 :!:: 1.6 

評価するため、表17に収量調査結果を示した。

穂重、粗玄米重および精玄米重についての分

散分析では試験処理の効果が認められなかっ

たが、対照区との処理問差が最も大きかったの

は中断B区の粗玄米重で、対照区の18_3ghilPに

対して13.6ghill-1と4.7ghill-1少なくなった。こ

のことに関連して籾の不稔率について調査し

た結果を図23に示した。各処理区の総籾数は

800hill寸前後でほぼ同等で、あったが、不稔籾数

には有意な処理問差が認められた。不稔籾数

が最も多かったのは中断B区で232hill-1となっ

ており、対照区の 30hill-1に比べて 200hill-1程

度多くなっていた。また、中断 A区および中

断C区の不稔籾数も対照区に比べて有意に増

加していた。このような不稔籾数の違いを反

映して、不稔初率も同様の傾向を示しており、

中断B区の不稔籾率が28%で最も高く 、対照

区と比較すると 25ポイン ト高くなっていた。

長戸(1949)は、幼穂形成期から時期別に3日

間水稲を萎凋させる処理を行い、不稔籾の発

生について検討しており、出穂前 10日前後と

出穂前後の処理により不稔籾が多発すること

を明らかにしている。また、穂、苧期から穂揃期

にかけては、栄養体の繁茂量が最大になると
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ともに気温が高くなることから、水稲の蒸散

量が最大に達する時期に相当する(宮坂

1981)。このように中断B区では、湛水中断処

理期が水稲の水の要求性が最も高まる時期に

相当しており、強度の節水管理により水稲葉

身の短辺が半円形となる程度の萎凋現象も認

められ、水分ス トレスに起因した不稔籾が多

発したものと考えられた。

( 2 )玄米のカドミウム濃度

玄米カドミウム濃度に対する湛水中断処理

の影響を評価するため、図24に各処理区の玄

米カドミウム濃度を示した。j甚水を継続した

対照区では、玄米カドミウム濃度が0.19mgkg']

に抑制されたのに対し、湛水中断処理区では

いずれも対照区より有意に高くなった。特に

出穂後4日から出穂後20日にかけて湛水中断

処理を行った中断C区と中断D区で高く、両

区の玄米カドミウム濃度はそれぞれ0.47mgkg'l、

0.52mgkg'lと政府米の流通基準を上回る水準

であった。

茅野 (1973)は、水耕による トレーサ一実験

で、水耕i夜に3日間カドミウムを添加する処理

を出穂期から 10日程度の間隔で実施し、玄米

におけるカドミウムの蓄積状況を検討してい

る。その結果、出穂後13日から 15日にカドミ

ウムを吸収させた処理において、玄米へのカ

ドミウムの蓄積が最大となることを明らかに

している。本報告では、出穂後12日から20日

の湛水中断処理により玄米カドミウム濃度が

最高値に達 しており、茅野の結果と よく一致

している。この時期は、玄米重の増加速度が最

大となる時期に相当し、籾への物質転流が盛

んであり、カドミウムの蓄積速度も大きいも

のと考えられた。

一方、出穂前に湛水中断処理を実施した中

断A区でも、玄米カドミウム濃度が対照区を

上回っていた。出穂前のカドミウム吸収の影

響に関して、柳沢ら (1979)は、水耕試験によ

り生育時期別にカドミウムを2週間給与して、

各水稲器官へのカドミウムの蓄積性を検討し

ており、幼穂形成期の給与に よっても玄米カ

ドミウム濃度が高まることを示している。そ

の要因については、根に蓄積されたカドミウ

ムの一部が出穂後に玄米に再配分されるため

と論じている。

0.6 

回 0.5
ニ4
204 
題。3
e3 0.2 

話。1

また、中断A区と中断E区の玄米カドミウ

対照区 中断A区中断日区中断 C区 中断 D区 中断E区

図24;甚水中断期と玄米カドミウム灘度※

※玄米水分を 15.5%に換算した健

平均±標準誤差を表示し異符号聞には5%水準で

有意差あり (Tukey;去)
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始時には540mVで、あったが、 3日後には40mV

まで低下し、その後一 140mV前後まで緩やか

に低下した。出穂後25日の湛水終了後は、増

加に転じて成熟期には450mVとなった。これ

に対して、湛水中断処理区では中断処理期間

において Ehが高く推移しており、中断処理

の終了までに500mV以上の酸化的な水準に達

した。このような変化は、湛水中断処理を実施

したいずれの処理区においても共通しており、

中断開始時の強い乾燥処理によりほぼ同等の

酸化的条件に制御されたものと考えられた。

中断A区から中断D区の湛水中断処理後の再

湛水によるEhの変化についてみると、中断A
区と中断B 区では、再湛水後2~3 日で 90mV

程度まで低下した後、-60mV前後まで緩や

かに低下した。これに対して中断C区と中断D

区では、再湛水後 4日あるいは 3日までの Eh
の低下が緩慢で、、それぞれ240mVと430mVに

達する程度であった。中断C区ではその後の

湛水期間においても、 Ehが低下する傾向は認

められなかった。

このようなEhの違いについて、玄米カドミ

ウム濃度への影響を評価するため、図26に試

験処理期間の平均Ehと玄米カドミウム濃度の

関係を示した。ここでは、前章2節に示した

2002年から2004年までのカドミウム吸収抑制

のための湛水管理に関する圃場試験の結果も

併せて示 した(アルカリ資材連用処理の結果

は除く )。ポット試験では、試験処理期間の平

生育後期の湛水管理と土壌改良による水稲のカドミウム吸収抑制

ム濃度が対照区より 高くなっており、両区が

カドミウムの吸収抑制を目的とした生育後期

の湛水処理期間の始期と終期にあたることを

考慮すると、湛水処理期間の短縮は、玄米カド

ミウム濃度を高めるリスクを伴うものと考え

られた。このことについては、前節において聞

場試験レベルでも示している。

なお、中断A区から中断D区までの玄米カ

ドミウム濃度は、湛水中断処理の時期が遅い

ほど高くなる傾向を示 しているが、中断B区

の濃度がこの傾向からはずれて低い値となっ

た。このことに関しては、同区の湛水処理中断

期が水稲の水の要求性が高い時期に相当して

おり、強度の節水処理による水分ストレスで

根の生理活性が低下し、カドミウムの吸収が

抑制された可能性もあると推察された。

( 3 )土壌の Eh
湛水中断処理に伴う Ehの変化を評価するた

め、図25に各処理区のEhの推移を示した。Eh

は、湛水中断処理に応じて変化しており、湛水

を継続した対照区では、出穂前12日の湛水開
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水後の Ehの低下が緩慢となった要因として、

再湛水期間中の気温の低下が関与していたも

のと考えられた。中断D区では、さらに再湛

水期間が5日間と他の湛水中断処理区より短

かったことも影響したものと考えられた。

( 4 )生育後期の湛水処理中断のリスク評価

水稲のカドミウム吸収抑制を目的とした出

穂前後40日程度の湛水管理において、湛水を

中断し強度の節水管理を8日間実施した場合、

節水管理の時期に関わらず、玄米カドミウム

濃度が増加した。このことから、 40日程度の

湛水管理期間においては、いずれの時期も湛

水の中断により玄米カドミウム濃度が増加す

るリスクが存在するものと考えられた。また、

出穂後4日から出穂後20日までの期間におけ

る湛水の中断により、玄米カドミウム濃度が

特に高くなったが、このことについては、湛水

均Ehが高くなるにつれ玄米カドミウム濃度が

増加する傾向を示した。この傾向は3年間の圃

場試験の結果と同様で、、中断C区と中断D区

の玄米カドミウム濃度が特に高くなったこと

については、湛水中断処理後の再湛水期間に

おいてEhの低下が緩慢で、あったことが影響し

ていたものと考えられた。

湛水下でのEhの低下は、土壌中の微生物活

性に依存しており、本研究での湛水中断処理

後の再湛水期間におけるEh低下の違いについ

ては、再湛水後の温度の影響が推察された。図

27には試験処理期間中の気温(富山地方気象

台観測値)の推移を示した。出穂後 15日まで

の気温は、平年値と同等以上でほぼ26
V

C以上

で推移したが、出穂後16日から23日までは平

年値を下回る日が多く、平均では 23
VCであっ

た。この8日間の低温期間は、中断C区と中断

D 区の再湛水期間に相当している 。 山根

(1961)は、異なる温度での土壌培養実験によ

り、培養温度がEhの低下に及ぼす影響につい

て検討しており、温度が高いほどEhの低下速

度が大きく、特に、培養後12日頃までの還元

化初期の段階では20ャ 30
VCの領域での温度変

化が大きく 影響することを示している。また、

木村 (1969)も山根と同様に、還元化の進行に

対して、温度の上昇が促進的に作用すること

を示している。また、山根 (1961)の結果によ

れば、 土壌の還元の進行に関しては、温度の

他、湛水下で経過する時間因子が関与するこ

とが明らかである。

そこで、本報告の湛水中断処理区における

再湛水初期のEhの違いを温度と時間の因子で

評価するため、図28に再湛水後初期の積算気

温とEhの関係を示した。ここでは、再湛水後

8日目の積算気温と Ehを示したが、中断D区

については再湛水期間5日間のうち Ehの測定

を行った再湛水後3日目の結果を示した。再湛

水後のEhは、積算気温が高いほど低くなる傾

向を示しており、積算気温が232
V

Cと大きかっ

た中断A区と中断B区でEhが10mV前後の低

い水準となった。中断C区では気温の低下に

より 積算気温が192
V

Cに低下し、 Ehは286mV

となった。中断D区では再湛水後日数が3日と

短く、積算気温が75
V

CでEhは428mVと最も

高い値となった。このように、中断C区で再湛

36 
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の中断期間が籾への物質転流が盛んな登熟盛

期に相当すること、再湛水期間の低温により

Ehの低下が緩慢で、あったことが要因として考

えられた。一方、出穂期付近の節水管理では、

玄米カドミウム濃度の増加に加えて、不稔初

の増加による収量低下が懸念された。これら

のことから、玄米カドミウム濃度の低減と収

量の安定化を図るためには、出穂前後40日間

において湛水管理を継続することが効果的で

あり、用水量の確保や個別用水系での計画的

な瀧水に努めることが重要と考えられた。

本報告ではポット試験により湛水中断処理

のリスクを評価したが、以下にポッ ト試験の

特異性について、湛水管理に関する圃場試験

結果と比較検討しておく 。図26には、ポット

試験と圃場試験の出穂前後 40日の平均 Ehと

玄米カドミウム濃度を示した。ポット試験と

圃場試験で共通した水管理処理は、出穂前後

40日程度の湛水処理で、ポット試験では対照

区、圃場試験では後湛区がこれに該当する。こ

れらの処理区を比較すると、ポット試験対照

区で、は平均Ehが80mV程度高く、玄米カドミ

ウム濃度が0.07mgkg.'高くなっており、同等

の湛水処理を実施しでも、ポ ット試験の場合、

土壌がより酸化的な条件となり、水稲のカド

ミウム吸収が助長されると考えられた。その

要因については、ポット試験の場合、④落水に

より生じた土壌とポットの問の間隙が、湛水

期間中も酸素を含んだ濯蹴水により酸化的に

維持されうること、 ②a/5000のワグネルポッ

トでは単位土壌空間あたりの水稲根の密度が

圃場条件よりも高く、水稲根より放出される

酸素により土壌がより酸化的な条件に変化し

うることが推察された。また、湛水中断処理中

の節水管理については、ポ ット内に限定され

た土壌を効率的に酸化状態に誘導できたが、

実際の圃場では、土壌が3次元に広く連続して

いることからEhの上昇はポットより緩慢にな

ると推察された。なお、ポット試験の湛水中断

処理灰の玄米カドミウム濃度は、問場試験の

対照区より低くなっており、試験処理に応じ

てカドミウムの吸収が抑制されていたものと

考えられた。これらのことから、本研究での湛

水中断処理に伴う玄米カドミウム濃度の増加

は、前述したポ ット試験の特異性により増幅

されていたと考えられ、同じ期間の湛水中断

処理でも、圃場レベルでは玄米カドミウム濃

度の増加程度が本研究の結果より縮小される

ものと推察された。

W化学洗浄法の効果の検証

1はじめに

前章までに、水稲のカドミウム吸収を抑制する

ための緊急対策として、湛水管理を中心としたカ

ドミウム吸収抑制技術の効果を明らかにした。こ

の方法は、土壌中に存在するカドミウムを湛水処

理により難溶化することで、水稲のカドミウム吸

収を抑制するが、汎用化水田において転作作物と

して栽培される大豆等畑作物に適用することはで

きない。水田の汎用化を前提に畑作物のカドミウ

ム吸収の低減を図るには、土壌中のカドミウム含

量を低減させる方法が考えられ、この方法は、水稲

栽培も含めで恒久的な対策として期待できる。

カドミウム汚染農地の恒久対策としては、従来、

客土による対策の効果が確認されており(柳沢ら

1984，松村ら1977，大竹ら1978b，山田ら1974，松

井ら 1974，尾川 1994)、現在も汚染農地の対策の

基幹技術となっている。しかし、今後の低汚染レベ

ルでの対応について対策面積の拡大を想定すると、

優良な客土母材を多量に確保する必要があること

や、客土工事に要する経費負担の問題もあること

から、客土による対策の実施は容易ではない。

客土以外の方法として、植物を用いた汚染土壌

の浄化技術について研究が進められており、山田

ら(1975)がポット試験によりヤナギ等による浄

化効果を確認しているほか、近年においては、コー

デック ス委員会におけるカドミウムの国際基準値

の審議を背景に、実用化を目指した本格的な研究

が進められている。ARAOet al (2003)は、水稲品

種間でカドミウム吸収能を検討し、高吸収品種に

ついて浄化植物としての可能性を指摘しており、

A印刷 etal (2003)は、水稲品種のスクリーニン

グによりインデイカ系統のIR・8が有望で、あるとし

ている。また、 M URAKAMlet al (2007) は、水稲、

大豆及びトウモロコシについて、栗原ら (2005)は、

ケナフによる浄化効率について検討している。植

物による汚染土壌の浄化については、客土による

対策と比較して経費の節減が期待されるが、浄化

の完了まで一定の年数を要し、現在も継続して研
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究が進められているところであり、対策技術とし

ての可能性に結論が出されるまで、なお時間を要

する。

一方、化学的な処理による汚染土壌の浄化技術

については、圃場レベルにおいて TAKIJIMA et al 

(1973b)がO.lmolL.1塩酸による洗浄効果を確認し

ているほか、小林ら (1975)がエチレンジアミン

四酢酸塩(EDTA)添加の効果を確認している。ま

た、峰岸ら(1977) はO.lmolL.1塩酸と EDTAに

ついて、吉津ら (1975)がEDTAについてポット

レベルで洗浄効果を確認している。これらの研究

では、いずれも洗浄処理後のカドミウムを含んだ

廃液の処理が講じられておらず、系外へのカドミ

ウム負荷が懸念される。これに対して、 MAKINOet 

al (2007)は、洗浄対象となる農用地に可搬型の廃

水処理装置を搬入して、オンサイトでの洗浄及び

廃液処理のシステムを開発しており、洗浄剤は洗

浄効率に加え化学物質の環境負荷等を考慮、して選

定されている (MAKINOet al 2006)。実用性を考慮

した洗浄剤としては、塩化第二鉄がその有効性を

指摘されている。塩化第二鉄による洗浄の基本原

理としては、土壌に添加された塩化第二鉄由来の

鉄が水酸化鉄を生成する際に放出されるプロトン

により、 pHが低下することを利用しており、随伴

する塩素が溶出したカドミウムと錯体を形成する

ことにより、カドミウムが土壌溶液中に安定して

溶存することも期待できるとされている (MAKINO

et al 2006)。化学的な手法による汚染土壌の浄化

は、短期間で汚染土壌中のカドミウムを高い効率

で除去することが期待され、高濃度の汚染地を想

定した技術として注目されている。

本章では、 MAKINOet al (2007)の化学的な洗浄

法を、汚染レベルの低い汎用化水田の恒久対策と

して位置づけ、その圃場レベルでの洗浄効果につ

いて水稲を対象に検証を行った。

2材料と方法

1)試験圃場

試験は、カドミウム汚染地として指定され

た神通川流域農用地土壌汚染対策地域の周辺

で、政府米の流通基準(玄米カドミウム濃度

O.4mgkgリを超える恐れの高い地域として特定

された産米流通対策地域に位置する県有施設

圃場で、第 E章及び第E章に示した水稲栽培

試験圃場に隣接する圃場で実施した。圃場の

前歴は畑状態での保全管理である。

2 )汚染土壌の洗浄処理

洗浄試験は2005年に実施し、試験圃場の一

部を土畦畔で区切り、対照区と洗浄区を設置

し、洗浄区を仕切る土畦畔には高さ60cmのポ

リエチレン製の波板を設置 した。洗浄区の面

積は2.2aで、作土16cmを耕起した後、洗浄作

業を5日にわたって実施した。洗浄作業は、 5

月22日に開始し、同日には濯概水を入水して

トラクターによるロータリー耕により 土壌を

スラリー化した。 5月23日には、洗浄剤を添

加してロータリー耕により 1hrにわたって土

壌を撹排した。洗浄剤には塩化第二鉄を用い、

洗浄時の水量及び洗浄剤濃度は、事前の室内

実験結果に基づいて、固液比が1: 1.44、洗浄

剤濃度が 15mmolL.1となるよう調整した。洗

浄処理後は、翌日にかけて土壌粒子の沈降を

待って、清澄な田面水をポンプで吸引し、洗浄

区わきに設置した可搬型廃水処理装置により

廃水中のカドミウムを回収した。5月24日か

ら5月26日にかけては、濯概水のみによる洗

浄を3回にわたって実施した。その作業工程は

洗浄剤による洗浄工程と同様で、、入水後1hrの

ロータリー耕を実施し、 土壌粒子の沈降を

待って田面水を吸引し、廃水処理作業を実施

した。

3 )水稲栽培試験

2005年の洗浄処理作業後に水稲の栽培試験

を実施し、供試品種にコシヒカリ (Oryzasa-

tiva L.cv.Koshihikari)を用いて、 6月6日に

稚苗を機械移植した。この移植時期は、富山県

の水稲栽培技術指針による移植適期から 20日

程度遅れた晩植となっている。施肥管理につ

いては、圃場の前歴が畑状態での保全管理で

あり、乾土効果に伴う生育過剰が想定された

ため無肥料栽培とした。なお、無肥科栽培に

よっても 、分げつ期以降において水稲が過剰

生育を示したことから、対照区、洗浄区ともに

8月8日に倒伏軽減剤(スマレクト)を施用し

た。雑草及び病害虫防除は富山県の水稲栽培

技術指針に準じて実施した。水管理は、有効茎

確保後から節水管理とした。出穂期は、 8月17

日であった。
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水稲の生育状況について、 最高分げつ期頃

の7月22日と収穫期に調査し、葉色は、最高

分げつ期頃から登熟期にかけて葉緑素計

(MINOL T A SP AD502型)により測定した。

収穫期には、各処理区8カ所で64株を地際で

刈り取り収量を調査した。

4 )土壌及び植物体のカドミウム分析

土壌は洗浄処理後(水稲作付け前)に各処理

区の 8カ所から試料を採取してカドミウム濃

度とpH、EC、交換性塩基および全炭素、全窒

素を測定した。土壌カドミウムの抽出は、 pH7

の 1molL-1硝酸アンモニウム(土壌 :抽出液=

1:10)、O.OlmolL-1及び、O.lmolL-1塩酸(土壌:抽

出液=1:5)の3種の抽出法を適用し、 ICP発光

分析法により定量した。水稲試料は、収穫期に

各処理区を4区画に分割し、各区画より平均穂

数の水稲株を5株採取して、区画単位の5株を

混合し粗玄米と茎葉をカドミウム分析に供試

した。水稲体のカドミウム分析は、粉砕物で粗

玄米5g、茎葉19を硝酸と過塩素酸で湿式分解

し、 ICP発光分析法により定量 した。

また、ロータリー耕による畦際の洗浄効率

を評価するため、収穫期に図29に示したよう

に畦際付近の水稲と土壌を採取した。水稲試

料は、畦畔より 1条目から6条目までの水稲を

植え付け条毎に連続8株を採取した。これら8

株を混合して、粒厚1.85mmで、選別した精玄米

10gを硝酸と過塩素酸で湿式分解 してカドミ

ウムを定量した。また、畦から6条目までの各

条問の中央20cmにおいて、作土層 と耕盤層の

土壌を採取した。作土層では作土深の中央で2

等分し上位と下位に分けて、耕盤層では作土

層との境界から上位 5cmを採取し、風乾処理

後にO.lmolL-1塩酸(土壌 :抽出液=1:5)抽出の

カドミウムを定量した。なお、水稲の植え付け

条間の距離は30cm、同一条の株間の距離は

16cmで、畦際から 1条目までの距離は、対照

区で、25cm、洗浄区で'36cmで、あった。また、作

土深の平均は、対照区で 17_5cm、洗浄区で

20.3cmであった。畦際付近で採取した水稲及

び土壌試料のカドミウムの定量は、原子ト

ラップ補助セル (SlottedTube Atom Trap) 

装着バ ーナーを備 えた原子吸光光度計

(Thermo Elementar社製SOLAARM6型)に

筑注調、

1旦 IAIZ1AI A i A1将
mm1ioi:o;ioiiO:jo;;oja 

I • 4~... • ‘ーー‘一司令ー一._.一ーー・
1 :o 0 0 0 0 0 
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図29化学洗浄試験畦際調査試料採取位置(上段:対照区，下段:洗浄区)

0:作土上層および作土下層の土様試料採取位置

. :耕盤層の土場試料採取位置
ム :洗浄区の波板に近接した作土上・下層の土壕読料採取位置.

よりフレーム分析で測定した。

3結果と考察

1 )土壌カドミウム濃度

洗浄処理による土壌カドミウム濃度の変化

を評価するため、図 30に硝酸アンモニウム、

O.OlmolL -1及び、O.lmolL-1塩酸抽出による土壌

カドミウム濃度を示した。土壌カドミウムの

抽出量は、抽出液の種類により異なり、硝酸ア

ンモニウム<O.OlmolL -1塩酸<O.lmolL-1塩酸

の順で多くなった。洗浄処理による土壌カド

ミウム濃度の変化は、抽出液により異なり、塩

酸抽出に よる評価において洗浄区の土壌カド

ミウム濃度の低下が認められ、硝酸アンモニ

ウム抽出では対照区と洗浄区で同じ値であっ

た。塩酸抽出における洗浄区の土壌カドミウ

ム濃度の低下は、塩酸の濃度により異なり、

O.OlmolL -1の場合、対照区の0.15mgkg-1に対

して 0.12mgkg-1とわずかの違いであったが、

O.lmolL -1の場合には、対照区の0.33mgkg-1に

対して0.22mgkg-1とO.llmgkg-1の減少が認め

られ、対照区に対する低減率は33%であった。

これらのことから、洗浄処理により除去され
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-対照区
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1M硝酸アンモニウム 0.01 MHCI 0.1MHCI 

図30洗浄処理による土壌カドミウム濃度※の変化
※平均±標準偏差

たカドミウムは、主に、電気的な結合による交

換態のカドミウムよりも強く土壌コロイドに

結合した酸可溶態のカドミウムであると考え

られた。

神通川流域において恒久対策として実施さ

れてきた客土工事においては、用いられた客

土母材の平均カ ドミウム濃度が、 O.lmolV

塩 酸 抽 出 で 0.16mgkg-1となってい る

(IwAMOTO 1999)。これに対して、本研究で塩化

第二鉄を用いた洗浄処理により、土壌のカド

ミウム濃度は、同じ O.lmolL-1塩酸の抽出で

0.22mgkg-1まで低減されており、客土母材に

近い水準まで低減されていた。

次に、洗浄区の畦際における土壌の洗浄効

率について検討する。洗浄作業のうち土壌の

撹持作業は、いずれもロータリー耕によって

実施されており、 トラクターの走行精度に

よっては、畦際において洗浄効率が不均ーと

なることが懸念される。ここでは、畦から圃場

の内部に向けて水稲の植え付け条を指標に、 6

条目までの条聞の土壌を作土の上層と下層及

び耕盤層の上位5cmに分けて採取し、カドミ

ウム濃度を評価した。その結果を図31に示し

た。作土上層のカドミウム濃度は、土壌の採取

位置に関わらず洗浄区で低くなっていた。ま

た、採取位置によるカドミウム濃度の変動は、

対照区、洗浄区ともに小さく、洗浄区では畦際

に至るまで均一に土壌が洗浄されていた。作

土下層においても作土上層と同様の傾向が認

められ、洗浄区において畦際まで均ーな洗浄
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試料採取位置

図31洗浄処理による畦際付近の土壕カドミウム漫度※の変化

※ O.lmoIL-'HCI抽出

効果が確認された。また、洗浄区の作土上層と

作土下層の土壌カドミウム濃度の平均は、

0.24mgkg-1と0.23mgkg-1で、図 30に示した

O.lmolL -1塩酸抽出の結果と同程度となってお

り、洗浄区では試験区全体が均一に洗浄され

ていたものと考えられた。耕盤層上位5cmの

土壌については、対照区で土壌採取位置に よ

るカドミウム濃度の変動が比較的小さかった

のに対し、洗浄区では変動が大きく、 1-2条

間と 5-6条問で対照区と同等の値となり、他

の採取位置では対照区より O.lmgkg-1前後低

くなっていた。このことから、耕盤層上位5cm

においても洗浄処理効果が発現されるが、そ

の効果は場所により不均一で、あると考えられ

た。なお、試験圃場の耕盤は粗粒質で鍛密であ

り、試料採取時にも水稲根の貫入が殆ど認め

られず、水稲のカドミウム吸収への影響は小

さいものと考えられた。

2 )水稲のカドミウム濃度
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洗浄処理に よる水稲カドミウム濃度の変化

を評価するため、図32に玄米と茎葉のカドミ

ウム濃度を示した。玄米のカドミウム濃度は、

対照区で政府米流通基準 (O.4mgkg-1)を上回

る0_62mgkg-1であったのに対し、洗浄区では

0_20mgkg-1で政府米流通基準の 112の水準ま

で低減され、対照区に対する低減率は 68%と

なった。茎葉のカドミウム濃度は、対照区の

4_96mgkg吋こ対し、洗浄区では 0.99mgkg-1に

低減され、対照区に対する低減率は80%で、玄

米カドミウム濃度の低減率を上回っていた。

神通川流域で、客土工事後の水稲栽培によ

り得られた玄米のカドミウム濃度は、

0.09mgkg-1となっている (IWAMOTO1999) 0 こ

れに比べると本研究における洗浄区の玄米カ

ドミウム濃度は、 2倍程度に相当し高いと判断

された。しかし、洗浄処理により溶出されたカ

ドミウムで回収しきれなかったものが、土壌

中に可給態で残存していた可能性があること

や、有効茎確保後から節水管理を実施したこ

と、さらには玄米カドミウム濃度が政府米流

通基準の 112まで低減されたことを考慮する

と、洗浄技術は恒久対策として有望であると

考えられた。本研究では洗浄処理直後の単年

度の試験結果のみを示しており、洗浄効果の

持続性も含めて継続した検討が必要と考える。

次に、洗浄区の畦際における洗浄効率につ

いて、玄米カドミウム濃度を指標に検討する。

図33に畦際から 6条目まで、の水稲植え付け条

毎の玄米カドミウム濃度を示した。対照区の玄

米カドミウム濃度は、 2条目を除き 0.6mgkg-I程

度の高い値を示しており、 2条目では0.87mgkg寸

6 
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図32洗浄処理による水稲カドミウム濃度の変化
※ 平均±標準偏差を表示(図中数値は平均)
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図33洗浄処理による畦際付近の玄米カドミウム濃度の変化

とさらに高くなっていた。一方、洗浄区の玄米

カドミウム濃度は、 I条目から 6条目にかけて

直線的に低下する傾向が認められ、畦際から

の条数との聞には高い負の相闘が認められた

(r=一0.987***)。その原因は不明であるが、玄

米カドミウム濃度の水準は、最も高い1条目で

も0.10mgkg-1であり、洗浄効率の不均一性を

論ずる水準ではないと考える。実質的には、玄

米カドミウム濃度を指標としても畦際に至る

まで十分な洗浄効果が得られたものと考えら

れる。

対照区の2条目では、玄米カドミウム濃度が

0.87mgkg-1で、他の条の平均0.63mgkg-1に比

べて 38%高くなっており、このことについて

は、玄米へのカドミウムと同化産物の蓄積バ

ランスの観点から、以下のように考えられた。

精玄米に蓄積されたカドミウム量は、 2条目が

O.担6mgm-2で、 2条目を除いた平均値0.316mgm・2

に対して 9%多く、全6条におけるカドミウム

蓄積量の変動係数は、 5%(平均0.321mgm-2)で

あった。一方、精玄米の乾物重は、 2条目を除

いた平均値が507gm-2であったのに対し、 2条

日では 400gm-2で21%の減少が認められ、全

6条における精玄米乾物重の変動係数は 10%

(平均489gm-2)で、カドミウム蓄積量の変動

係数の2倍であった。このように、 2条目の水

稲では、カドミウムの蓄積量よりも同化産物

の蓄積量の変化率が大きく、主に、精玄米乾物

重が低下することに より、蓄積カドミウムの

希釈効率が低下して、玄米カドミウム濃度が

上昇したものと考えられた。図34には、対照

区の畦際における植え付け条毎の調査結果よ
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※対照区畦際の植え付け条毎の調査結果
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り、精玄米乾物重と玄米カドミウム濃度の関

係を示したが、両者には高い負の相関が認め

られ (r=一0.954**)、汚染農地の畦際において

は、植え付け条単位の収量の変動が、蓄積され

たカドミウムの希釈効率を介して、玄米カド

ミウム濃度に影響することが示唆された。2条

目において同化産物量が低下したことに関し

ては、 l条目の水稲茎葉重が周辺効果により 2

条目の 145%相当まで増加しており、 1条目の

水稲による遮蔽の影響が大きかったものと考

えられた。さらに、本研究での試料採取は、圃

場中央から見て東南方向に位置する畦の近傍

で実施しており、畦際1条目の受光条件が極め

て良好で、あることから、 2条目における遮蔽の

影響が増幅された可能性もあると推察された。

3 )水稲の生育・収量

水稲の生育は、無肥料栽培としたが全般に

徒長気味に推移しており、圃場の前歴(畑状態

での保全管理)に起因した乾土効果の発現と、

晩植の影響が強く反映されたものと考えられ

た。洗浄処理による水稲の生育の変化を評価

するため、表18に水稲の草丈、茎数と成熟期

の倒伏程度を示した。水稲の草丈は、最高分げ

つ期に相当する 7月22日では、対照区と洗浄

区でほぼ同等であったが、それ以後において

は洗浄区での伸長が顕著で、、出穂後5日の8月

22日では、対照区より 8cm程度長く 117.4cm

と長くなった。成熟期の稗長は、両区で、90cm

を超えており、洗浄区で、は96.6cmで、対照区よ

り4.2cm長くなっていた。穂長も稗長と同様の

傾向であった。

水稲の茎数は、 7月22日で両区とも 550m-2

程度で、ほほ適正水準にあった。成熟期の穂数

は、対照区で、486m-2、洗浄区で、517m-2となり、

いずれも目標水準の400m吋こ対して大幅な過

剰となった。これらの結果、有効茎歩合は対照

区で 88%、洗浄区で 95%といずれも極めて高

い値となった。成熟期までには両区とも挫折

倒伏に至ったが、洗浄区では、茎が太く充実度

も高いように見受けられ、挫折角度がやや小

さくなっていた。

図35には水稲の葉色の推移を示した。水稲

の葉色は、全般に濃く推移しており、処理間の

比較においては洗浄区で高く、対照区との差

は、出穂前26日から出穂期頃までの節間伸長

期において、拡大する傾向を示した。出穂期に

は両区の差が最大に達しており、出穂後14日

にかけては両区とも出穂期と同等の葉色が維

持された。両区の葉色は、収穫期においてもか

なり強い緑色を呈 しており、処理間差も明ら

かで、洗浄区の葉色が高く維持されていた。

以上のように、洗浄区では、最高分げつ期以

後、 草丈、茎数及び葉色のいずれも対照区を上

回って推移しており、明らかに窒素の吸収が

旺盛で、あったものと考えられた。その要因と

しては、土壌中の有機態窒素の無機化促進に

関連して、塩化第二鉄の添加に伴う pH変換効

果(原田 1959) と、ロータリー耕による洗浄

44 
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一0ー洗浄区

坦 38
思]
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図35洗浄処理による水稲葉色値※の変化
※葉緑素計SPAD502による測定値 a
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表18洗浄処理による水稲生育の変化

43 

処理区
草丈(cm)

7/22 9/20 

稗長(cm) 穂長(cm)

7/22 8/22 

茎数(m-2) 穂数(m-2) 倒伏程度※

9/20 

対照区 73.4 109.3 92.4 17.1 554 

洗浄区 73.1 117.4 96.6 17.9 544 

※倒伏角度(0:直立-5:挫折)と面積比(0-1)の積の総和を表示.

486 

517 

5.0 

4.4 

表19洗浄処理による水稲収量の変化

処理区
わら重 籾重

籾/わら
粗玄米重 精玄米重 屑米重

(gm -2) (亘m-2)

対照区 671 728 1.08 552 417 135 

洗浄区 778 777 1.00 579 424 155 

表20洗浄処理による土壌化学性の変化

処理区 pH(H20) pH(KCI) 
交換性塩基(cmolckg-

i
) EC 

Ca K Mg Na (mScm -1) 

対照区 6.01 4.73 4.21 0.20 0.77 0.09 0.038 

洗浄区 4.58 3.94 3.32 0.18 0.67 0.07 0.208 
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108 81.9 

118 59.3 

処理作業に伴う機械的処理の効果(坂上ら

1962，原因ら 1964)が推察された。実際の洗

浄作業では、高い洗浄効率を確保するため、洗

浄剤を添加する前の土壌のスラリー化段階に

おいて、 トラクターを低速で走行させ、ロータ

リーの回転数を上げて徹底した土壌構造体の

破壊が図られている。スラリ ー化が終了した

段階では、処理区に足を踏み入れても耕盤に

達するまでは、殆ど抵抗のない状態で、大半

の土壌が単粒化され土壌懸濁液の様相を呈し

た。このような状態で、塩化第二鉄が添加され

ることから、土壌有機物がpH変換の影響を受

ける効率も高くなるものと考えられた。 さら

に、洗浄工程の撹持作業においては、スラリ ー

化と同様のトラクタ一作業が適用されるが、 1

回の撹枠工程 (2.2aあたり 1時間)において圃

場の同一地点を 8回にわたって ロー タリ ーが

通過するものと推定されたことから、同一地

点のロ ータリ一通過は、水洗工程も含めて延

べ40回程度になるものと考えられた。これは、

一般の粗粒質水田における、耕起から代かき

作業までの土壌撹#回数に比べて 8~ 10倍程

度に相当 しており、機械的処理に よる土壌窒

素の無機化促進に寄与するもの と推察された。

洗浄処理による水稲の収量の変化を評価す

るため、表19に収量調査結果を示した。水稲

のわら重と籾重は、ともに洗浄区で多く、対照

区に対する増加率は、わら重で 16%、籾重で

7%となっており、特にわら重での増加が顕著

であったO その結果、籾/わら比は洗浄区で低

くなった。粗玄米重は、倒伏の影響により、処

理問差が籾重ほど顕著で、はなく、精玄米重で

は両区ともに 420gm.2程度の低い水準となっ

た。屑米重は両区とも 130gm.2を超える水準

で、倒伏に よる登熟不良の影響が強く反映さ

れていた。

4 )土壌の化学性

洗浄処理に よる土壌化学性の変化を評価す

るため、表20に洗浄処理後の対照区と洗浄区

の土壌の化学性を示した。洗浄区の土壌では、

塩化第二鉄の影響に よりpH(H20)が 4.58まで

低下しており、対照区に対 して1以上の大幅な

低下を示した。また、 pH(KCI)も同様に洗浄区
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で低く、対照区より 0.8程度低下していた。土

壌pHの変化と関連して、洗浄区では、交換性

塩基含量の低下が認められ、主にカルシウム

とマグネシウムの減少が顕著で、それぞれ

0.89cmolckg '1と0.10cmolckg'1減少していた。

土壌の電気伝導度 (EC )は、洗浄区で

0.208mScm .)と対照区の5倍以上に上昇してお

り、塩化第二鉄由来の塩素の影響によるもの

と考えられた。塩害の発現濃度は、 ECを指標

とすると 1mScm.)以上(白鳥 1974)と言われ

ており、農林水産省の示す農業用水基準の0.3

mScm')と比較しても、洗浄区でのECの上昇

が問題となることはないと考えられた。土壌

の全炭素含量と全窒素含量は、対照区と洗浄

区で同程度であった。可給態窒素量は、洗浄処

理により 10mgkg')増加しており、前述の pH

変換効果と機械的処理の効果により有機態窒

素の無機化が促進されたものと考えられた。

土壌の可給態リン酸含量(トルオーグ法)は、

対照区で、81.9mgkg.J、洗浄区で59.3mgkg'lと

なっており、洗浄区で'22.6mgkg汁丘下してい

た。小原ら (2004)は、土壌環境基礎調査(定

点調査)の結果より、可給態リン酸含量の全国

的な変動をとりまとめているが、これによる

と、直近の調査サイクルにおける水田作土層

の可給態リン酸含量の中央値は 195mgkg'l、

25%値が 112mgkg'lとなっている。これらの

統計値と 比較すると、本研究で得られた可給

態リン酸含量は、対照区の場合においても中

央値の112未満で25%値にも達していない。さ

らに、国の地力増進基本指針による可給態リ

ン酸含量の改善目標値である 100mgkg')を下

回っており、作物生育への影響が懸念される

水準にあると判断された。

以上について、洗浄処理による土壌養分の

変動について整理すると、カルシウム、マグネ

シウムを中心とした交換性塩基含量と可給態

リン酸含量が低下し、全窒素には変動がない

が、可給態窒素量が増加していた。可給態窒素

量の増加は、有機態窒素の減少を伴うことか

ら実質的には窒素肥沃度の低下につながるも

のと考えられる o これらの土壌養分の減少に

対しては、肥料や土壌改良資材の施用により

対応が可能であり、作物生産上大きな支障に

なることはないと考えられた。一方、客土工事

による対策の場合、神通川流域では肥沃度の

低い粘質な山地の下層土を客土母材として利

用しており、客土前の汚染土に比べると土壌

養分供給能が著しく低下する。客土工事では、

母材の客入後にケイ酸石灰と熔成りん肥を

6tha .)と乾燥鶏糞2thaけ f施用されるが、水稲

栽培においては、窒素肥沃度の低下の影響が

大きく、施肥窒素量は、客土前に比べて50%程

度上乗せする必要がある。また、客土後の窒素

肥沃度の経年変化については、同一圃場の客

土母材と水稲 9作後の土壌を比較した結果に

よると、全窒素含量が0.05・10なgkg')から0.10・

10な gkg'lに、可給態窒素量は、 2.5mgkg')から

112.8mgkg .)に増加しており (富山県農業技術

センター1993)、肥沃度の向上にはかなりの年

数を要することがわかる。これに対して洗浄

処理では、窒素肥沃度の変化が小さく、対策後

の窒素施肥を中心とした肥培管理技術も大き

な変化はないものと考えられ、このことは営

農上の大きな利点と考えられた。

5 )化学洗浄法の評価

塩化第二鉄を用いたカドミウム汚染土壌の

化学的な洗浄法について検討した結果、 土壌

のカドミウム含量が面的に均一に低減され、

洗浄後の節水管理を基本とした水稲栽培に

よっても、玄米カドミウム濃度が政府米流通

基準を下回る水準まで低減されており、汚染

の除去に関する恒久対策として有望と考えら

れた。なお、洗浄後の土壌及び玄米カドミウム

濃度について、客土による対策と比較すると

やや劣っていた。

水稲の生育及び収量に関しては、本研究で

は、圃場の前歴に起因した乾土効果の発現と

晩植栽培により最終的に挫折倒伏に至った。

洗浄処理による影響としては、土壌中の有機

態窒素の無機化が促進され、水稲の生育を促

進すると考えられたことから、洗浄処理実施

年の水稲栽培においては、窒素の減肥を中心

とした肥培管理対応が必要になると考えられ

た。

洗浄処理による交換性塩基含量や可給態リ

ン酸含量の低下は、土壌改良資材により対応

しうる範囲と考えられた。また、洗浄法による
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土壌の窒素肥沃度の変化は、客土工事前後の

土壌の変化に比べて小さく、このことは、対策

後における水稲の生育及び収量の安定化を図

る上で大きな利点と考えられた。

以上のことに加えて、化学洗浄法は、汎用化

水田における大豆等畑作物の対策としても期

待されることから、低濃度汚染農地の恒久対

策として有望と考えられた。今後、洗浄効果の

持続性や、洗浄システムの洗浄効率の改善に

ついて、継続した検討が必要と考えられた。

V 総括

富山平野を南北に貫流する神通川の上流域には、

神岡鉱山(岐阜県飛騨市)が立地しており、この神

岡鉱山での鉱山活動により排出された廃水中のカ

ドミウムが、神通川水系を通して下流である富山

県神通川流域の農用地に流入し、そこに栽培され

る水稲の玄米を汚染するに至った。その流域で発

生した尿細管性骨軟化症(いわゆるイタイイタイ

病)は、 1968年に厚生省によりカドミウム摂取を

原因とした公害病として認定されている。その3年

後には、人のカドミウム暴露の主な経路となる米

の汚染を回避するため、 「農用地の土壌の汚染防止

等に関する法律(土染法)Jが施行され、玄米中の

カドミウム濃度1mgkg-1が基準とされた。また、同

年の農林大臣談話に基づきOAmgkg-1が、政府米の

流通上の基準となった。神通川流域においては、土

染法に基づき 1500_6haが農用地土壌汚染対策地域

に指定された後、客土工法に関する実験を経て、客

土による対策が適用されることとなり、今日も継

続して実施されている。

カドミウム汚染に関する研究は、基礎研究も含

めて1970年代を中心に全国的に実施され、水稲の

吸収抑制対策につながる水管理や土壌改良資材の

研究も数多くなされたが、客土に比べて安定した

効果が得られていない事例が多く、客土が対策の

主流となって以来、関連の研究は急速に減少して

いる。

一方、国際的な食品規格を作成するコーデック

ス委員会において、近年、カドミウムに関する規格

の審議が進められ、 2006年7月には、米のカドミ

ウムの最大許容量が精米でOAmgkg-1に決定され

た。この基準は、我が国の食品衛生法及び土染法に

基づく基準の112以下で、政府米の流通基準とほぼ

同等であり、この水準は、近年の農林水産省による

モニタリング調査結果より、土壌中のカドミウム

が自然賦存レベルであっても、土壌タイプ、水管理

および気象条件に よっては超過の可能性があるも

のと推察される。今後、国内においては、関連法に

基づく基準もこれと同等の水準に厳格化されるも

のと予想され、栽培面積の大きい水稲においては、

営農技術レベルでの安定した吸収抑制技術の確立

が急がれる。また、富山県では、 ω扇状地上に緩衝

能の低い粗粒質水田が広く分布していること、 ②

土壌改良資材の施用が低調で土壌pHが低い水準で、

あること、 @機械収穫作業の効率を優先して早期

に落水される傾向があることから、米のカドミウ

ム汚染の潜在的なリスクが高まっているものと推

察される。

一方、水管理や土壌改良資材による水稲のカド

ミウム吸収抑制に関するこれまでの研究は、現行

法に抵触する水準の高濃度に汚染された条件下で

実施されたものが多く、吸収抑制処理の効果が不

安定であり、今後、対ー策が必要となる低濃度の汚染

条件下での効果については不明な点が多い。

これらのことから、本研究では、神通川流域の低

汚染レベルの県有施設圃場において、水稲のカド

ミウム吸収抑制の緊急対策として、アルカリ 資材

と湛水処理によるカドミウム吸収抑制効果を検討

し、機械収穫作業の効率も考慮して営農技術レベ

ルでの効果的な対策技術を構築することを目的と

した。さらに、近年、高濃度汚染地の対策として注

目されている化学洗浄法をとりあげ、低汚染農地

の恒久対策として位置づけ、その効果の検証を

行った。

1湛水管理とアルカリ 資材によるカドミウムの吸

収抑制

1 )アルカリ資材の種類とカドミウム吸収抑制効

果 (11-1)

圃場に設置した0_3mX O.3mの枠に、ケイ酸分

を保証した 7種のアルカリ資材をアルカリ分で

20g枠 ーl相当施用して、 資材無施用処理を対照区

に水稲のカドミウム吸収抑制効果を比較し、そ

の効果を土壌pHの矯正能力とケイ酸補給能力の

観点から検討した。

カドミウムの吸収抑制効果の高かった資材は、

熔成けい酸りん肥で、玄米と茎葉のカドミウム

濃度は、それぞれ対照区の52%および40%相当

まで低減された。また、水稲のカドミウム吸収量
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(精玄米+茎葉)は、熔成けい酸りん肥により対

照区の 61%相当まで抑制された。

資材施用により、生育後期の平均土壌pHが高

く維持されると、玄米カドミウム濃度が

0.4mgkg-1未満に抑制され、生育後期でのpH矯

正能力が玄米カドミウム濃度に影響を及ぼすも

のと考えられた。生育後期のpH矯正能力は、;熔

成けい酸りん肥で高く、出穂前14日以後の土壌

pHが6_7程度に維持された。

水稲茎葉のケイ酸濃度は、熔成けい酸りん肥

と軽量気泡コンクリ一ト粉末肥料でで、高 くなり、

対照区に対して3お5gkg

ケイ酸i濃農度が高まると玄米カドミウムi濃農度が低

下する傾向が認められたが、生育後期の平均土

壌 pHと水稲の茎葉ケイ酸濃度の聞に正の相関

(r=0_915**)が認められたこと、ケイ酸のカドミ

ウム吸収抑制効果を指摘した柳沢ら(1984) の

報告と比較すると、資材施用による茎葉ケイ酸

濃度の上昇程度が小さいことから、本研究での

ケイ酸補給によるカドミウムの吸収抑制効果は

小さいものと推察された。

2 )湛水管理とアルカ リ資材によるカドミウム吸

収抑制効果 (n- 2) 

水管理処理とアルカリ資材 600gm-2の連用処

理の二元配置による試験設計により 3年間の圃

場試験を実施し、水稲の生育後期における湛水

処理とアルカリ資材連用処理のカドミウム吸収

抑制効果について検討した。また、水稲生育期間

中に土壌の酸化還元電位とpHを測定し、これら

を指標に、玄米カドミウム濃度に対する吸収抑

制処理の効果を検討した。

(1)アルカリ資材の効果

アルカリ資材を連用した結果、中干し以後

土壌を酸化的に経過させた対照 +A区におい

て、連用3年目と 4年目に玄米カドミウム濃度

の低減効果が認められた。その効果の発現す

る条件について、出穂前15日から40日間の土

壌の EhとpHの平均を指標に整理すると、平

均Ehが200mV以上で、平均pHが6前後に矯

正された場合に、玄米カドミウム濃度の低減

効果が認められた。しかし、玄米カドミウム濃

度の平均値に 99%信頼区間を加えると、政府

米の流通基準である 0.4mgkg-1を超えており、

資材の低減効果は不安定であった。

これらのことから、アルカリ資材連用の単

独処理については、即効的な効果が必要とな

る緊急対策として位置づけることは困難と考

えられた。また、湛水管理下においては、アル

カリ資材連用の効果が明らかではなく、湛水

管理との相乗的な効果を期待することは困難

と考えられた。

( 2 )湛水管理の効果

湛水管理による玄米カドミウム濃度の低減

効果は、試験開始初年目からアルカリ資材の

連用に関わらず、十分な吸収抑制効果が認め

られ、玄米カドミウム濃度は、 99%信頼区間を

考慮しても0_2mgkg-1程度までの範囲に安定し

て低減された。その効果の発現する条件につ

いて、出穂前15日から40日間の土壌の平均Eh

を指標に整理すると、平均EhがOmV未満で、

玄米カドミウム濃度の低減効果が認められた。

また、 j甚水後の低位安定期における Ehは-

200mV前後で、あり、湛水管理の指標値として

は、この低位安定期の値が妥当と考えられた。

水稲の地上部カドミウム吸収量は、対照区

のように中干し後に間断湛蹴を継続する場合、

90%程度が出穂前15日以後の生育後期に吸収

されており、この期間に湛水管理を適用する

後期湛水処理により、水稲のカドミウム吸収

を効果的に抑制し、玄米カドミウム濃度を常

時湛水処理と同等の水準まで低減させられる

ものと考えられた。

常時湛水処理では、玄米カドミウム濃度の

低減効果は十分で、あるが、移植後から出穂、後

25日まで湛水管理を継続することから、収穫

期の機械収穫作業効率が低下することや、土

壌の条件や有機物の施用状況によっては根の

障害が懸念されることから、常時湛水処理の

適用性は低いと判断された。

これらのことから、低汚染レベルの圃場で

カドミウム濃度を可能な範囲でより低く抑制

するには、出穂前 15日から出穂後 25日の 40

日程度の湛水処理を基本とした水管理が効果

的であると考えられた。

3 )後期湛水処理期間とカドミウム吸収抑制効果

および収穫期土壌物理性 OII-l)

カドミウムの吸収抑制効果と地耐力確保のバ

ランスを指標に後期湛水処理期間の適正化を図
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るため、湛水処理期間を変えた場合の吸収抑制

効果と収穫期における土壌表層の物理性に対す

る影響について検討した。また、湛水処理による

水稲の生育、収量への影響も併せて検討した。

湛水処理期間を出穂前後40日から出穂後20日

に短縮すると、玄米カドミウム濃度は2倍に高ま

りO.lmgkg.1(99%信頼区間 :O.lmgkg.l) となっ

た。また、 40日の湛水期間を 7日間延長しても

玄米カドミウム濃度に違いは認められなかった。

収穫期の土壌表層の物理性については、 i甚水

期間の短縮により、土壌の含水比の低下や乾燥

密度の増加により表面硬度が増加した。さらに、

収穫機械の走行性が改善されたが、粗粒質の土

壌では出穂前後40日の湛水処理でも収穫作業へ

の重大な支障はないと考えられた。

水稲の生育および収量は、 i甚水期間に関わら

ずほほ同等で、あった。

以上の結果に加え、可能な限り玄米カドミウ

ム濃度の低減化を図る観点から、粗粒質の土壌

地帯で、は生育後期の湛水期間を出穂前後40日に

設定することが適当と考えられた。また、粘質の

半湿団地帯など排水性の効率が低い条件におい

ては、地耐力確保のため湛水期間を出穂後20日

に短縮することが適当と考えられた。

4 )湛水中断 Clli-2) 

水稲のカドミウム吸収抑制を目的とした出穂

前後40日間の湛水管理について、ポット試験に

より、 8日間の湛水中断処理を時期を変えて実施

した場合の玄米カドミウム濃度への影響を検討

した。

水稲生育への影響は、水稲の水の要求性が高

まる出穂前4日から出穂後4日までの中断処理に

より顕著となり、成熟期の梓長が短くなると伴

に不稔籾数が増加した。

玄米のカドミウム濃度は、湛水中断処理によ

り処理時期に関わらず増加した。処理時期の影

響としては、出穂後4日から出穂後20日までの

登熟期間における中断処理で、玄米カドミウム

濃度の増加が顕著となった。このことについて

は、中断処理後の再湛水期間で低温により Ehの

低下が緩慢となったことの影響も考えられ、物

質転流の盛んな登熟盛期に固有のリスクと評価

することはできなかった。

これらのことから、 40日の湛水管理期間にお

いては、いずれの時期も湛水の中断により玄米

カドミウム濃度が増加するリスクが存在し、玄

米カドミウム濃度の低減と収量の安定化を図る

ためには、出穂前後40日間において湛水管理を

継続することが重要と考えられた。

5 )水稲のカドミウム吸収抑制技術の構築

玄米カドミウム濃度がO.4mgkg.1を超える程

度の、汚染レベルの低い農用地を対象に、水稲の

カドミウム吸収を抑制する営農技術レベルの手

法として、湛水管理とアルカリ資材の効果につ

いて検討した結果、玄米カドミウム濃度が、圃場

内の変動や年次の変動について平均値の 99%信

頼区間を考慮しても、安定して0.4mgkg.1未満に

抑制されること、また、収穫期の機械作業効率が

確保されることを前提として、以下の結論が得

られた。

c!) 水稲によるカドミウムの吸収が旺盛とな

る生育後期において、還元下でカドミウムを不

可給化させる湛水管理を基幹技術として位置づ

ける。

② 水稲の生育後期における湛水期間は、粗

粒質土壌で表面排水講の設置により収穫期の地

耐力が容易に確保できる条件においては、出穂

前15日から、出穂後25日までの40日間とする。

③ また、粘質土壌や半湿田地帯など圃場の

排水効率が低い圃場においては、収穫期におけ

る地耐力確保のため、湛水期間を出穂後20日と

する。なお、その場合においては、穂、肥施用時の

濯水や穂ばらみ期からのいわゆる"花水"濯水な

ど、基本的な水管理を徹底し、出穂期からの湛水

処理効果を高めるよう努める。

包〉 湛水処理の中断は、玄米カドミウム濃度

が高まるリスクを伴うことから、湛水期間中に

おいては、湛水状態の継続を徹底し、土壌の還元

状態を酸化還元電位で 200mV程度に維持す

る。

⑤ アルカリ資材の施用による土壌pHの矯正

については、 一定の効果が認められるものの、そ

の単独処理をもって安定した吸収抑制効果を期

待することは困難で、ある。したがって、アルカリ

資材は、土壌の潜在的なリスクの低減を図るた

めの手法として理解し、湛水管理の補助的な手

段として位置づけ、基本的な土壌管理の原理に
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則り、 土壌pHの適正な矯正のため有効に活用す

る。

⑥ アルカリ資材の矯正効果は、 資材の種類

により 異なることから、効果的に水稲のカドミ

ウム吸収を抑制するためには、水稲の生育後期

におけるpH矯正効果の高い資材を有効に活用す

る。

2化学洗浄法の効果の検証 (W)

MAKINO et al (2007)の塩化第二鉄を洗浄剤に用

いたカドミウム汚染土壌の化学的な洗浄法を、汚

染レベルの低い汎用化水田の恒久対策として位置

づけ、その圃場レベルでの洗浄効果について、水稲

を対象に検証を行った。

土壌のカドミウム含量は、洗浄処理により面的

に均一に低減され、洗浄後の節水管理を基本とし

た水稲栽培によっても、玄米カドミウム濃度が政

府米流通基準を下回る水準まで低減された。洗浄

後の土壌及び玄米カドミ ウム濃度について、客土

による対策と比較するとやや劣っていた。

水稲の生育に関する洗浄処理の影響としては、

草丈及び成熟期の稗長が長くなり、穂数が増加し

て過繁茂となる傾向が認められ、洗浄処理直後の

水稲栽培においては、窒素の減肥を中心とした肥

培管理対応が必要と考えられた。水稲生育が促進

される要因としては、境化第二鉄によるpH変換効

果と、洗浄処理作業に伴う機械的処理の効果によ

り、土壌中の有機態窒素の無機化が促進されるこ

とが推察された。

土壌の化学性については、洗浄処理により交換

性塩基含量が減少して pHが低下するとともに、

ECの上昇が認められた。可給態リン酸含量の低下

も認められたが、これらの変化は、土壌改良資材に

より対応しうる範囲と考えられた。また、可給態窒

素量が増加しており、 1作後の土壌で有機態窒素の

減耗が示唆された。しかし、この窒素肥沃度の変化

は、客土工事前後の土壌の変化と比べて小さしこ

のこ とは、対策後における水稲の生育及び収量の

安定化を図る上で大きな利点と考えられた。

以上のことに加えて、化学洗浄法は、汎用化水田

における大豆等畑作物の対策としても期待される

ことから、低濃度汚染農地の恒久対策として有望

と考えられた。今後、洗浄効果の持続性や、洗浄シ

ステムの洗浄効率の改善について、継続した検討

が必要と考えられた。
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Restricting Cadmium Uptake in Lowland Rice by Flooding 
in the Latter Growth Stage and Soil improvement 

Makoto 1NAHARA， Yoko OGAWA ， Hideo AZUMAJ) and Munetaka YAMADA 

Summary 

1n ]apan， a double standard relating to the cadmium (Cd) concentration of brown rice is valid. One is 

1.0mgkg'l based on the laws for foods sanitation and arable soil pollution. The other， based on an 

announcement by the Minister of Agriculture， Forestry and Fisheries in 1971， is O.4mgkg '1， and it 

functions as the standard for brown rice distributed by the government. Based on these standards， Cd 

contaminated paddy fields in the ]inzu River basin are restored by soil dressing. 

Conversely， in 2006， the CODEX Alimentaiius Commission of the United Nations Food and Agricul-

ture Organization (F AO) and the World Health Organization (WHO) set O.4mgkg'l as the international 

standard of Cd concentration in polished rice. This standard is almost equal to the standard of brown 

rice distributed by the government. Considering the recent monitoring results relating to the rice Cd 

concentration by the government， it seems possible to exceed the international standard depending 

upon water management and weather even in non-polluted area. After this， the Cd standard of rice 

based on the internallaws seems to be strict and near the international one. 1t is an urgent necessity 

to establish a cultivation method that protects paddy rice from Cd contamination. 1n Toyama prefec-

ture， it seems that the latent risk of Cd contamination in rice is increasing. The factoI:s of this risk are 

as follows， Q)the coarse textured soil with a low buffer action is widely distributed on alluvial fans，② 

soil pH is low because of little dressing inorganic soil amendments containing alkalinity，③ farmers 

tend to drain paddy fields earlier so harvester traffic wiU be stable. 

The effects of flooding management and inorganic soil amendments to restricting Cd uptake were 

investigated in the past. But those effects were unstable as the investigations were carried out in 

heavily polluted fields. Thus， the effects of those techniques are not clear under a slightly polluted 

condition. 

Against this background， this study was conducted to evaluate the effects of flooding management 

and alkalinity application under a slightly polluted condition with Cd where the Cd content in brown 

rice was around O.4mgkg '1. And we proposed an urgent need for an effective cultivation method 

against Cd contamination in brown rice with consideration of the traffic ability of a harvester. More-

over， we evaluated the effects of the chemical washing method w 
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(FSP) and the Cd content in brown rice and straw was each reduced to a 52% and 40% equivalency of 

the control plot. 

1n the high range of the average soil pH in the latter growth stage of lowland rice， since the Cd 

content in brown rice was reduced below O.4mgkg '1， it was considered that a high ability to amend soil 

pH in the latter growth stage was effective to reduce the Cd content in brown rice. As to its ability， 

FSP demonstrated high performance. 

The Cd content in brown rice was reduced with an increase of silicate content in straw. On the other 

hand， the positive correlation (r=0.915**) was recognized between the average soil pH in the later 

growth stage and the silicate content in straw. The extent of its silicate increase in straw was in a 

narrow range compared with the hydroponics examination by Y ANAGISAWA et al. (1984). 1n view of the 

above， it was considered that the effect of silicon supply to restricting Cd uptake was small in this 

study. 

2) Effect of flooding management and alkalinity application to restricting of Cd uptake 

We investigated the effects of flooding management and continuous application of alkalinity (600gm-2yサto

restricting Cd uptake by two-way layout field examination for three years. 

(1) Effect of alkalinity application 

The effect of alkalinity application was found after the 3rd supply without flooding in the later 

growth stage of lowland rice. At that time， the average soil pH in the latter growth stage was amended 

to about 6 and the average soil Eh was over 200mV. But the upper limit of the Cd concentration with 

consideration of 99% confidence interval was over O.4mgkg'l even after the 4th supply， so it was 

considered that the effect of alkalinity application was unstable and not immediate when the initial soil 

pH was low (about 5). With flooding management， the effect of alkalinity was unclear. 

(2) Effect of flooding management 

Regardless of alkalinity application， the effect of flooding management for 40 days in the latter 

growth stage (from the 15th day before heading to the 25th day afterheading) was clear from the 1st 

year and the Cd content in brown rice was reduced to about 0.2mgkg -1 stably， considering the 99% 

confidence interval. At that time， the soil average Eh in the latter growth stage was Om V. After the 

start of flooding， the soil Eh was reduced and kept its equilibrium at about -200m V， so this value was 

considered adequate as the target Eh for flooding management. Regarding 
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(4) Effect of intermitting flooding in the latter growth stage 

We investigated the effect of eight days of intermitting flooding at different times over the 40・day

flooding period. The Cd content in brown rice was increased by the intermitting treatment without 

regard to the time of intermitting. It was remarkably increased. as well. by the intermitting treatment 

in the ripening period from the 4th day to 20th day after heading. 

(5) Construction of cultivation method to restrict Cd uptake by lowland rice 

In investigating flooding management and alkalinity application. we proposed the following cultiva-

tion method to restrict Cd uptake by lowland rice in slightly polluted paddy fields with Cd. 

ω The flooding management considered to change Cd in soil to unavailable for lowland rice under a 

reductive soil condition should be adopted as a basic technique in the latter growth stage when Cd 

uptake increases remarkably. 

② The length of the flooding period should be set for 40 days in the latter growth stage from the 

15th day before heading to the 25th day after heading under coarse textured soil where it is not overly 

difficult to ensure the traffic ability of a harvester. 

③ Under clayey or poorly drained soil conditions. shortening the flooding period to 20 days after 

heading should be considered for stable traffic ability during harvest time. 

④ In the flooding period. the flooding condition should be continued with the target of Eh -200m V 

to avoid an increase of Cd content in brown rice caused by the intermittence of flooding. 

c0 Though soil pH amendment by alkalinity application shows a certain effect. with this alone it is 

difficult to expect an immediate and stable effect as with flooding management. So the alkalinity 

application for lowland rice should be applied as an additional technique supplementing flooding man-

agement to reduce the potential soil environment risk. 

~ On the occasion of alkalinity application. it is important to use an effective one with a high 

amendment ability of soil pH， especially in the latter growth stage. 

2. Verification of chemical soil washing method with ferric chloride 

In a paddy field slightly polluted with Cd. we verified the chemical washing method with ferric 

chloride (FeCb) for Cd in soils to be a soluble form under low pH proposed by MAKINO et al. (2006). 

By chemical soil washing. the Cd content in soil was uniformly reduced and that in brown rice was 

reduced below the Cd standard for rice distributed by the government (O.4mgkgリevenunder oxida-

tive soil conditions. 

Immediately after chemical washing. as rice plants grew overly thick. it was considered that the rate 

of nitrogen fertilizer application should be reduced. It was inferred that the main factor of the exces-

sive plant growth was the increase of nitrogen mineralized from soil organic matter caused by the soil 

pH change with ferric chloride and the mechanical effect of the washing treatment (puddling). 

As to the effects of the chemical washing to soil chemical properties. exchangeable bases. pH and 

available phosphate were reduced and electric conductivity was increased. The changes in exchange-

able bases. pH and available phosphate seemed to be amendable by inorganic soil amendments. 

Above all and. as the chemical washing method will be expected as a countermeasure even for 

upland crops such as soybeans in multipurpose paddy fields. we consider that this method is promising 

as a lasting countermeasure in slightly polluted paddy fields. Hereafter. investigations of the continuity 

of the washing effect and improvement of the washing system should be continued. 

[Bull. Toyama. Agric. Res. Ctr. No.26. P1-P56 (2008)] 
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