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宮城県の農耕地土壌中の微量元素濃度*

木村和彦1，2・本吉博美1，3・武田 晃1，4・山崎慎一1，5

キーワード 徴量元素，宮城県農耕地土壌，外れ値，対数，正規分布

1 .はじめに

土壌中における各種元素の存在量は環境中における物質

の動態解明のための基礎資料として必須であることは論を

待たない.土壌肥料学の分野においても多数の土壌試料の

分析が行われてきているが，それらのデータの大部分は植

物生育に関連する元素，あるいはいわゆる公害関連元素に

限定されているのがほとんどである.例えば，全国規模で

行われた土壌環境基礎調査では徴量元素では限られた元素

しか調査項目に入っていない1) しかし直接関係する数

種の特定の元素のみを対象としていただけで‘は，複雑に交

錯する関連因子が多数存在するため土壌中あるいは環境中

でのこれらの元素の挙動を十分に説明で，きない場合が少な

くない.

それぞれの元素の聞には，その最外核電子数の周期性に

起因して，化学的性質のみならず結晶型，電気的性質，磁

性などの物理的諸性質にも明らかな周期性が存在してい

る.したがって，同一族あるいは亜族の元素どうしある

いはそれら元素間での挙動を対比することによって，我々

の環境中における元素の挙動に関する理解はより一層深ま

るものと期待される 2，3)

このため，著者らは土壌の元素分析は周期律表に沿って

なるべく多くの元素を対象に 包括的かつ組織的に行うべ

きであると考え，研究を進めてきている.その一環として，

日本全国を対象として 78地点から採取された 514点の土

壌試料中(以下全国試料と省略)の 57元素のパックグラ

ウンド値を明らかにした 4，5) さらに，同じく日本全国を

対象としてはいるものの火山灰土壌のみを対象として 23
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地点から採取された 139点の土壌の 56元素のパックグラ

ウンド値も明らかにしている 6-8)

今回は宮城県内全域から採取された農耕地土壌877点の

土壌試料中(以下県内試料と省略)の 42元素の存在量を

明らかにした.さらに，得られた結果を基にして，前記の

全国規模で (380，000km2) 得られた全国試料のデータと

宮城県内という狭い範囲内 (7，300km2) の農耕地に限定

されてはし、るが，採取密度を遥かに高くして得られた県内

試料のデータとの比較検討を行った.

2.実験 方 法

1)土壌試料

宮城試料:土壌試料は 1979年度から 1997年度にかけ

て宮城県の農耕地から採取された 877点である.そのうち，

表層土は 652点で，約1/3に関しては下層土試料(原則と

して 3層目であるが，一部は2ないし 4層目)がありその

数は225点である.採取にあたっては県内に分布する各種

土壌の分布を反映するように配慮されてはいるが，採取に

協力して頂ける農家では集約的管理を行い資材の投入等が

多い場合があり，必ずしも農耕地全体の平均を代表してい

る訳ではない.土壌群名および地目の内訳を比較の対象と

して用いた全国土壌のそれと合わせて表1および表2に示

す.

全国試料 :農林水産省農業環境技術研究所のモノリス館

に展示する目的で， 日本全国を対象として 78地点で採取さ

れた 514点の試料を用いた.採取地点の位置情報，土地利用，

土壌の種類等の詳細な情報は既報に記載されている 5)

2)試料の分解法

前報においては試料の可溶化はホットプレートとテフロ

ンビーカーを用いての開放系での分解法を採用した. しか

し今回はより効率的でかつ汚染と飛散による影響を受ける

ことの少ない，家庭用電子レンジ(コロナ社製DR-510)

による加熱と密閉容器を用いた分解・溶解法を採用した 9)

分解行程の概念図を図1に示す.

徴粉砕土壌試料 0.1gを正確に PFA容器 (Savillex社製

No.0025，15mL容)に量り取り，硝酸2mLを加え，密栓

後大型耐圧性 PFAジャー (Savillex社製No.571B， 120 

mL)内に入れ，密栓した.耐圧性 PFAジャー内にはあら

かじめマイクロウエーブの吸収材として蒸留水約 2mLを

入れておき(この量を変えることで反応温度の調整が可

能であるに内側の PFA容器は蒸留水に浸からないように
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表 1 供試土壌の分類
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表 2 土地利用の割合

全国試料 県内試料

土地利用 割合 (%) 土地利用 割合(%)

山林 43.6 水田 67.5 

水田 21.8 畑 28.9 

畑 20.4 樹園地 3.6 

原野 8.9 

その他 5.1 

PFA製のスペーサー上に置いた. このような方式を採る

ことでPFA容器の内外での圧力差を小さくすることがで

き，耐圧性のない容器中での加熱，分解が可能となる.以

下図 1に従って操作過程を記述すると以下のようになる.

耐圧性 PFAジャー 5個をレン ジ内に置き，弱 (250W) 

で15分間加熱した(操作 1).放冷後内側のPFA容器に

フッ化水素酸 0.5mLを加え，同じ条件で加熱を続けた(操

作 2).さらに最後に過塩素酸0.5mLを加え，同一処理を

行った(操作 3).

分解終了後. PFA容器は最初は密栓状態で 1800Cに設

定したホットプレート上で(ただし表面の温度)さらに2

"'3時間加熱を続行した(操作4).次いで，キャップを

外して蒸発乾固を行った.放冷後 硝酸 2mLを加え再び

密栓し 20分程度加熱して内容物の大部分を溶解させた.

次いで超純水を適量加え 密栓状態でさらに2時間程加熱

を続け，残さを完全に溶解させた(操作5). 

分解溶液を 50ml容のポリプロピレン製容器に定量的に

移した後，最終的に内部標準元素 Inの濃度が 1μgkg-t，

溶液の総重量が40gとなるよう超純水を用いて調整した.

内部標準元素として Inを選んだのは，本元素の土壌中で

の濃度が極めて低いことと. Inの質量数 115がLiの7か

らUの238までのほぼ中間であることを考慮した結果であ

る.本方式による分析の妥当性は各種標準岩石試料 。A-3，

JSI-2， JLk-1)および標準土壌 (SO-4，GSS-4)を用いて確

かめたが，保証値，推奨値あるいは報告値 10-12)と多くの

元素で良い一致が見られ，本研究目的には十分利用できる

ことが明らかとなった.なお，フ ッ化水素酸による分解で

はクロマイトやジルコンなどの鉱物は完全には溶解せずそ

れぞれ CrとZr(およびジルコン中に徴量に含まれる Hf

および重希土元素)が低値となることが知られている. し

かし，上記鉱物を含む土壌試料ではCrとZrの濃度が数百

外慣y耐圧分解ピン

l11111111111111111 

内側ビン

四四国

白山
規作5

スベーザー

館料

+ 
水 {マイクロウエプ崎収紛}

図 1 家庭用電子レ ンジを用いた土壌分解手順

mg kg-1となるのが一般的である.今回の分析結果には，

そのような高い値の試料は見られず，高値側でやや過小評

価となっている可能性は否定できないものの，ほぼ妥当な

値を出しているものと考えられる.

3)試料分解に際 しての注意

専用のマイクロウエーブレン ジとは異なり，家庭用電子

レンジには各種の安全対策は施されてはいない.我々の実

験では記述している操作手順で問題はなかったが，類似の

方式を採用されるに当たっては，最初は加熱時聞を短めに

して予備実験を行い，その安全性を確認しておくことが必

要である.なお. 250W (弱あるいは解凍)に設定できな

いレンジあるいは一度に処理する分解容器が5個に満たな

い場合にはターンテーブルの中央に水を入れたピーカーを

おいて過剰なマイクロウエーブの吸収させるようにする.

また，一回加熱を行うごとに外側容器に変形が生じていな

いか注意深く検査することが大切である.

4)分解液中の元素の定量法

濃度の測定は四重極型ICP 質量分析装置(横河アナリ

テイカルシステムズ社製 HP4500)および二重収束型 ICP

-質量分析装置 (FinniganMAT社製ELEMENT) を用

いて行った.装置の使い分けは濃度が比較的高く (試料中

濃度がおおむね 10mgkg-1以上)かつスペク トル干渉の

少ない元素は四重極型，それ以外の元素は二重収束型とし

た 13) 装置の設定条件および測定条件等は概ねメーカー

の推奨条件に従った.測定液中の濃度の定量は内部標準

による検量線法を用いて行った.検量線用の標準溶液は

市販の合成混合標準溶液 (SPEXIndustries社製XSTC-1，

XSTC-7， XSTC-8， XSTC-331)を適宜希釈， 混合して作成

した.
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3.結果と考察

1)ヒストグラム

今回分析した元素の多くは対数正規分布に近く，典型

的な例として Li，CoおよびThのヒ ストグラムを図2に

示した.これら元素はそれぞれ 5.8~57.7mg kg-l， 2.4~ 

55.1 mgkg- 1 および 1.3~13.9 mg kg-1 とほぼ 1O~23 倍の

濃度範囲を示したが，その 90% は 5.8~31.8mgkg-l， 2.4 

~ 18.9 mg kg-l および 1.3~7.3mg kg-1 のほぼ5~8倍の狭

い範囲内に分布していた.なお，全ての元素がこのような

きれいな分布を示すわけで、はなかったが，ほとんどの元素

で対数正規分布に近いヒストグラムが得られた.

2)濃度範囲

県内試料および全国試料の各元素の濃度範囲とその算術

平均値を原子番号に沿って配列して図3に示す.ただし
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図2 典型的なヒストグラム

図中の曲線は対数正規分布曲線

Pbでは全国試料で 1000mg kg-1を越える極端に高い試料

1点を除外している.

全国試料ではいずれの元素もその濃度範囲は極めて広

く， 2~4桁あるいはそれ以上にわたっているのがほとん

どであった.一方，県内試料ではその濃度範囲は全国試料

に比べて大幅に狭くなっており，かなりの数の元素では 1

桁前後に収まっているのが認められる.この濃度範囲の狭

まりは Sr以外では低濃度側でより顕著であった(全国試

料でSr濃度が高いのはサンゴ砂を主体とする砂丘未熟土

が含まれていることに起因する).ただし最大値はCu，

Zn， Mo， Sn， Sb， Tl， Pbでは県内試料のほうが全国試料よ

りも高くなっており， これら元素が農耕地で高くなる可能

性があることが示されている.

これらの結果は全国試料がわが国の代表的な土壌すべて

を網羅しており，さらに非農耕地や深さ 1m前後に達する

までの各層位からも採取されているのに対し，県内試料は
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図3 各元素の濃度範囲および算術平均値

(横軸は指数スケール，元素記号の後ろの数字は元素番号)
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県内の農耕地土壌のみに限定されており，加えて試料のほ

ぼ3/4が表層土壌であることに起因しているものである.

これらの点に関しては 3)項の箱ヒゲ図および外れ値でよ

り詳細に検討する.

このように県内試料と全国試料との聞にはその濃度範囲

でかなりの差異が認められるものの，原子番号の変化に伴

う濃度範囲の変化傾向は両者の間で極めて類似していた.

すなわち，原子番号の小さい 3Liと4Beは濃度が低いが，

原子番号 30のZnまでは比較的濃度が高い.なお，ここ

では分析は行っていないが，土壌中の多量元素の原子番号

は全て 30以下(!Hからおれ まで)である.次いで， 5周

期2族の おSrからは原子番号が増大するにつれて濃度は

低下の傾向を示し，再び6周期2族の 56Baから類似の傾

向が繰り返され，最後に Pb.Th. Uで再び濃度の上昇が見

られる.また， Oddo-Harkinsの法則として知られており ，

元素の形成機構に関係し，宇宙での元素存在度においても

認められている原子番号が偶数の元素はその両側の奇数番

号の元素よりも存在度が高くなる現象が今回の分析結果

においても認められた.特にこの傾向はランタノイド元素

(57Laから 71L uまで)において顕著であり，図示した最大

値，平均値，最小値のみならず全ての個々の試料におい

ても認められた.

上記とほぼ類似した傾向は全国の火山灰試料や広く岩石

試料の分析結果でも得られており，おそらくこれらの原

子番号の変化に伴う濃度範囲の変化のパターンは土壌試料

で一般的に認められる普遍的な現象であるものと考えられ

る.

3)箱ヒゲ図と外れ値

県内試料で全国試料よりも濃度範囲が大幅に狭まってい

る原因をより明らかにするため，箱 ヒゲ図を用いて外れ値

の検討を行った.ただし ヒストグラムの検討から，ほと

んどの元素で

らかであったことから，濃度そのものではなくて対数変換

を行った数値を用いて行った.この対数変換を行うことで，

低値側での外れ値の検出が可能になるとともに，高値側で

の外れ値の数がかなり少なくなってくる.

一例として全国試料よりも県内試料のほうが最大値が高

くなっている Cuの結果を図4に示す.なお，ここでは箱

の長さは 25%分位点から 75%分位点までとし，箱の中

央の縦線は中央値 (50%分位点)を表している. ヒゲの

長さは箱の幅の 1.5倍以内にある最遠点までとし，低値側

と高値側の両方向に延ばしている.そして， この箱とヒゲ

の範囲内に収まりきれなかった値が外れ値として小円で示

されている.また，図中にはそれぞれの点における Cuの

濃度を対数値から真数に戻して合わせて表示している.

全国試料で低値側で外れ値となった試料は全部で、 13点

あるが，その内訳は典型普通砂丘未熟土 (サンゴ砂主体で

CaO 含量 34~36%) 8点，典型灰白化黄色土 (pH(KCl) 2.8 

~3.5) 3 点および典型高位泥炭土 (全炭素 20~60% ， 灼

熱損失量80%以上， pH (KCl) 3.0前後)2点であった.な

お，Cu以外の元素に関しでも低値側で外れ値となる試料

は多くは共通しており ，上記の土壌以外に典型普通ポドソ

ル (砂含量 75~98% ， Si02 含量 83~87%) ， 典型普通砂

丘未熟土(砂含量 95%以上，Si02含量70%前後)など

であった.

このように，全国試料ではこれらの一般的な土壌とは諸

性質を大きく異にする土壌が存在するのに対し，県内試

料ではこれらと類似の土壌試料が見られないことが県内試

料で低値側での狭まりが大きい原因であることが明らかと

なった.なお， ここでの土壌名は農耕地土壌分類第3次改

訂版による土壌統群名を用いている 14)

一方，県内試料では高値側で外れ値となった試料は 15
点で，そのうちの 14点は樹園地からの表層土壌であり，

銅を含む農薬の使用，あるいは家畜排世物由来の有機物資

料{ト一口子寸ー
/↑¥  

•• • 外れ値

1280 • • 
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¥ 、
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図4 県内試料および全国試料の Cuの箱ヒゲ図

図中の数字は各点における Cu濃度 (mgkg-1) を示す.
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材の施用 15，16)がその原因と考えられる.同様な結果は青森

県の樹園地土壌 17)や東北地方の主要リンゴ産地の土壌 18)

においても認められている.なお，全国試料で75%分位

点および高値側のヒゲの先端位置が県内試料よりも大幅に

高い方へ移動しているのは，関東平野に広く分布する Cu

濃度の高い富士山起源の火山灰を母材とする土壌が514

点中に 86点も含まれているのが原因となっている.これ

らに加えて全国試料に高値側の外れ値が存在しなかったの

は，人為の影響の少ない森林が約3割を占め，また樹園地

が78箇所中 1箇所に過ぎないことにも起因するとみられ

る.

4)表層土と下層土および土地利用聞の差

表層土と下層土および土地利用聞の差を Tukey-Kramer 

法によって検定した.表層土と下層土が対で採取されてい

る206組の試料について検討し表層土が有意に高かった

元素のみを表3に示す.なお，有意差検定に際しては，ヒ

ストグラムの項で明らかになったように，分布が対数正規

分布に近いことから，対数変換を行った値を用いて計算し

ており，表に示した平均値は対数変換値の算術平均値を真

数に戻した値であり，真数の幾何平均値に相当する.なお，

欠測値の多かった Taは検討から除外した.

表から明らかなように，今回検討した 41元素中で表層

土が下層土よりも有意に高かったのは. 1%水準で Cu，

Zn， Cd， Sn， Pr， Pb， Bi， Uの8元素，さらに5%水準で Cr，

La， Eu， Tbの4元素が加わり，大部分の 26元素には有意

差は認められなかった.これら元素のうち La，Pr， Eu， Tb 

のランタノイド 4元素は有意差はあるもののその差自体は

極めて小さかった.これに対し，残りの Cr，Cu， Zn， Cd， 

Sn， Pb， Bi， Uの8元素はその差も大きく ，これら元素は

農業活動を含む人為の影響を受けていることを示唆して

いた.これらの結論は図2で示した濃度範囲での結果とも

良く符号している.さらに，武田らが報告している全国試

料において農耕地土壌では表層と下層土の濃度比が Cr，Ni，

Cu，Uで非農耕地土壌のそれに対して 1%水準で有意に高

くなっているとする結果とも 4) 元素の種類が完全には一

致しないが，良く対応している.なお. Li， Sc， Coの3元

表3 表層土で有意に高かった元素とその幾
何平均値 (mgkg-1) の比較

元素 表層土 下層土
Cr* 30.2 27.1 

Cu** 26.7 20.6 

Zn** 102 90.0 

Cd** 0.333 0.179 

Sn** 1.60 l.42 

La * 16.4 15.7 

Pr** 4.29 3.99 

Eu* 1.10 l.00 

Tb* 0.677 0.639 

Pb** 20.6 16.4 

Bi ** 0.251 0.200 

U** 2.01 l.32 

*5%水準で有意. **1%水準で有意

素は下層土のほうが有意に高くなっていたが， ランタノイ

ド元素同様その差自体は非常に小さかった.

地 目ごとの差異色比較的最近の 1994年から 1997年

に採取された表層土 327点のみを対象に検討した結果を表

4に示す.なお，ここでも有意差の検定は対数変換を行っ

た値を用いて行った.上記の表層と下層の比較で人為の影

響が示唆された8元素のうち Cd以外の7元素は樹園地で

有意に高くなっているのに対し Cdのみは水田で有意に高

くなっていた.また，その差自体はあまり大きくないが，

ランタノイド元素の大部分が水田で高くなっているのが認

められた.

5)元素聞の相互関係

元素聞の相互関係を明らかにするため，多変量解析の一

つであるクラスター分析を行い，結果をデンドログラムと

表4 地目別平均値 (mgkg-1) とその有意差

冗素 樹園地 水田 畑

Li 19.2 a 20.1 a l.91 a 

Be l.28 a l.30 a l.29 a 

Sc 15.5 a 16.7 a 16.3 a 

V 100.8ab 90.6b 10l.0 a 

Cr 48.9a 29.8b 31.7 b 

Co 12.3 ab 9.50b 12.4 a 

Ni 17.2a 13.3a 13.5a 

Cu 134.8 a 24.6b 25.1 b 

Zn 244.4 a 100.1 b 103.4 b 

Rb 47.1 a 38.5a 42.5a 

Sr 115.7 a 14l.7 a 143.5 a 

Y 20.5ab 24.2a 2l.3b 

Zr 73.2 ab 77.5 a 68.3b 

Nb 6.88ab 5.96b 6.44a 

Mo l.47 a 1.20 a l.33 a 

Cd 0.357 ab 0.387 a 0.319 b 

Sn 4.70a l.61 b l.53 b 

Sb l.04 a 0.831 a 0.613 b 

Cs 3.26a 3.11a 2.87a 

Ba 353ab 377a 323b 

La 17.7 a 15.8a 15.5a 

Ce 35.6a 34.2a 33.0a 

Pr 4.23a 4.38a 4.15 a 

Nd 15.7 a 16.9a 15.9a 

Sm 3.34 b 3.92a 3.56b 

Eu 0.940 b 1.16 a 1.11 a 

Gd 3.46b 4.36a 3.98b 

Tb 0.580b 0.754 a 0.666 b 

Dy 3.27b 4.23a 3.71 b 

Ho 0.715 b 0.955a 0.829b 

Er l.98 b 2.59a 2.25 b 

Tm 0.307 b 0.409 a 0.204 b 

Yb l.94 b 2.59a 2.27b 

Lu 0.310 b 0.420a 0.365 b 

Hf 2.28 ab 2.44a 2.17 b 

W l.03 ab 0.983 a 0.839b 

Tl 0.344a 0.343 a 0.318 a 

Pb 42.9a 2l.6b 17.0 c 

Bi 0.382a 0.256 b 0.239b 

Th 5.22a 4.42a 4.59a 

U 2.80a 2.12b l.90 c 
同一冗素内で異なるアルファベット 聞には 5%水準で有意差
があることを示す
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して図5に表示した.なお 全国試料のデンドログラムは

既報のものではなくて，比較が容易なように，多量元素等

を除外して県内試料と元素の数と種類を揃えて新たに作製

した.デンドログラムの作成は相関行列から出発し Ward

法によって行った.

両デンドログラムは基本的にはアルカリ金属元素グルー

プ(酸性岩で濃度の高い Th，U，希土類元素， 1価の陽

イオンと して挙動することが知られている Tlも含まれ

る)，希土類元素グループ(軽希土と重希土とに分かれて

はいるが)および第一遷移元素グ、ループ (周期表での族は

異なるが外殻電子構造が類似していることからよく 似た化

学的性質を有している)がクラスターを形成している点に

おいて類似しているといえる.しかし詳細に検討すると，

全国試料では元素聞の関係が火成岩中でのそれと類似して

おり，各元素の物理化学的性質の影響が卓越していたのに

比べると県内土壌では明らかに人為の影響が認められる.

すなわち，アクチノイド元素として極めて類似した行動

をすることが知られている ThとUは全国試料では隣接し

ているが，この関係は県内試料ではもはや認められない.

同様な結果は第 12属元素である ZnとCdにおいても見ら

れる.対照的に人為の影響が考えにくい第4族元素の Zr

とHfは県内試料においても隣同士の関係が維持されてい

る.

これらの現象は濃度範囲の項で述べているように， U， 

Zn， Cdが人為の影響で農耕地土壌，特に表層土壌中で濃

度が高くなっていることを反映した結果で、あると考えられ
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図5 41元素のクラスター分析より求めた両試料のデンドログラム

る.さらに，同じく人為の影響を受けていると考えられる

Sn， Sb， Pbが県内試料で上記の元素と連なってグ、ループを

形成している事にも表れている.

4.要約

宮城県内で採取された農耕地土壌(以下県内試料と省略)

877点中の 42元素の濃度範囲を明らかにしこれまでに

得られた全国試料との対比を行った.得られた結論は下記

の通りであった.

1) ほとんどの元素の濃度分布は低値側に強い片寄りを

示す対数正規分布型であった.原子番号の変化に伴う各元

素の濃度範囲の変化は全国試料のそれと酷似していた.

2)全国試料ではほとんどの元素でその濃度範囲が2---

4桁にわたっていたが，県内試料では濃度範囲は大幅に狭

くなっており，かなりの数の元素では 1桁前後に収まって

いた.この濃度範囲の狭まりは，ほとんどの元素で低値側

の狭まりのほうが高値側のそれよりも大きかった.しかし

Cu， Zn， Mo， Sn， Sb， Tl， Pbの濃度の最高値は県内試料の

ほうが全国試料よりも高く，人為の影響を伺わせた.

3)県内試料での低値側での大幅な狭まりは，全国試料

には多くの元素で低値側で外れ値となった極端に性質を異

にする土壌(サンゴ砂を主体とする土壌，強酸性土壌，泥

炭土壌，砂丘ポドソル土壌，砂丘未熟土壌)が含まれてい

ることによるものであった.

4) Cu， Zn， Cd， Sn， Pr， Pb， Bi， Uの8元素は表層土で

1%水準で有意に高く，かっ下層土との差自体も Pr以外

は大きく，人為の影響があることを示唆していた. しかし

41元素中の 26元素では表層土と下層土の聞に有意差は認

められなかった.

5)上記8元素のうち Cd以外の7元素は樹園地で 5%

水準で有意に高く， Cdのみは水田で有意に高くなってい

た.また，差自体は大きくはないが，ランタノイド元素の

大部分は水田で、有意に高くなっていた.

全国試料のデンドログラムは類似した物理化学的性格を

有する元素が同ーのグループを形成していた.しかし県

内試料では上記の人為の影響が考えられる元素群を中心に

全国試料で見られた規則性からの離脱が認められた.
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Trace elements in the arable soils of miyagi prefecture， Northeastern Japan 

Kazuhiko KIMURA¥ Hiromi MOTOYOSHe， Akira TAKEDA3 
and Shin-ichi YAMASAKI

4 

1 Sch. Food， Agric， Environ. Sci.， Miyagi Univリ 2Crad.Sch. Agric， Sci.， Tohoku Univ 

3Inst. Environ. Sci.， 4Crad. Sch. Envirn. Std.， Tohoku Univ. 

Eight hundreds and seventy-seven soil samples taken from arable lands in Miyagi Prefecture (7，300 km
2， referredωas 

“Miyagi soils" henceforth)， northeastern ]apan have been analyzed for 42 trace elements. The results were compared with 
those of the previous national nationwide scale survey (380，000 km2) obtained by analyzing 514 samples from 78 pedons 

(referred to as“national nationwide soils" henceforth) taken in such a way as to cover a wide range of soil types that are 

common to ]apan 

The frequency distributions of most of the elements were positively skewed and coincided well with those of log-normal 

distributions. The minimum values of all the elements in the national nationwide soils were one to two orders of magnitude 

lower than those in the Miyagi soils. On the contrary， the maximum values in the national nationwide soils were higher than 
those in the Miyagi soils with the exception of Cu， Zn， Mo， Sn， Sb， Tl and Pb， presumably due to anthropogenic pollution. 

Consequently， whereas the concentration ranges of the nationwide soils spanned two to four orders of magnitude， those of the 
Miyagi soils were narrowed to around one order of magnitude for most of the elements. In spite of these big differences in the 

concentration ranges betw田 nthe national nationwide soils and the Miyagi soils， the pattern of changes in concentration of 

each element in soils with the increase of atomic number were quite similar. 

The concentrations of Cr， Cu， Zn， Cd， Sn， Pb， Bi and U were higher in surface soils than in sub-surface soils at 1 % significance 

level. Whereas Cd was higher in paddy soils， other 7 elements were higher in orchard soils at 5% significance level. The 

dendrogram of the 41 elements showed that the occurrence and distribution of the elements in the national nationwide soils 

were basically controlled by the chemical properties of each element. In the Miyagi soils， however， the e丘巴ctsof anthropogenic 

activities were also evident. 

KのIword旨:arable land soils in Miyagi P児島cture，log-normal distribution， outliers， trace elements. 。pn.J Soil Sci. Plant Nutr.， 79， 358 -364， 2008) 
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