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O.lM:臨酸抽出カド ミウム濃度および土壌 pHからの

ダイズ子実カドミウム濃度の推定*

本間利光 1，2 . 大 l峡広智11. 大山卓商工:~..) 

キーワード カド ミウムT 〆イズー リス ク討'Ulli，転換対II.I*~~， 

1 ，はじめに

、1:日空ヨl本てでe咋』は土ダイ ズは水111日:1引|打1転j換免t灼州111におけけ-る1主.袈な転換作物でで

あるか. I~I 給率は 5% 程度ときわめて低く，多くを iji{jn入

に頼っ ている.近年，食17111の安全I~I:が注目され， 主食穀物

である米のカ ドミウ ム (Cd) 含有率については国際的な

基準値(0.4mg kg-l) が設定されたが.ダイ ズは摂取寄

与率が低い等の理由てι主準値の設定は見送られた (Codex

Alimentarius Commission， 2004) しかし EI本人のダイ

ズの Cd tH ll又寄与率はJlU:j2Î3~物中では米，野菜類，小麦にけく

いで多い(厚生労働省.2009) また， 一般に国産ダイズ

は輸入ダイスと比'1泣し Cdd;~1立が高 く (間宮ら， 2004)，い

わゆるカドミウム非汚染土壌においても子笑 Cd濃度が

高い事例が見つかっており ((独) 炭業環境技術研究所，

2004) ，上i1.急なダイ ズ子安 Cd波!交の低減技術の確立が求

められている

水稲てで守は笠j熟:)，虫刻)，¥1リj矧剖間のj湛ι水f官i詰首2ま幻;J四型1盟!や土1壌z袋じ pHをZ許高寺当Iめる資材

のJ投笠入による米の Cd波波w度!虻主ti低丘i減』成友技f初体約術l市点何(可寸j;l，がiλ、';M河(

が， ダイ ズで、は土駿 pHを高める以外に笑m的な低減技術

はなく， これだけで‘は水稲ほど高い低ili主効果は期待iできな

い また，土壌 pHの過度の I::.!l't'-はダイズの生育に恕影響

を及ぼす (雄川ら，2009)だlづではなく，転換刻Ilにおいて

は復間後の7](稲の生育にも!臣、影響を及ぼすこ とが懸念され

る

このため， Cd 波度の低いダイズ子突の生産のためには.

土壌の Cd濃度を含むこと肢の理化学性を指標としたダイズ

子実 Cd濃度の推定法の確立と， その結果を基準としたリ

スク評fllIiを行ない. 当該闘1喝のダイ ズ栽培への1菌合性を判

ネ本報告の一吉1~(土日本ニi二機肥料学会 2009 年度京都大会で発表

した，
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附することが霊袈である.しこれまでに，ダイ ズの Cd吸収

と土器Jm化学性の関係について，いくつかの報告 (Haghitーし

1974 ; IvIiller et 01" 1976 ; Sugahara et al" 2003， 2004 ;松

本ら.2005)があるが，水回転j免対11て。の司HYiJは少ts:，¥，¥また，

夕、イズ子宮igr:l"のCd濃度と土壌中の 0，01IVI J;¥Xf抜JiJJ出 Cd濃

度については， 高い相i刻!刻係があることが叫に矢uられてい

るが('f:f!:Bら， 2003; t幻自ら， 2009 ; 7t¥' EEIら， 2009). デー

タ替取が少ないため限定的な活別に留まっている. ここ で

は従来から用いられ虫富なデータ者filiがある 0，1IVI塩敵対i

/:1:¥ Cd濃度， ゴー壌pH， リン酸吸収係数等の既存の土壊デー

タ及び州11転換履!1iEからダイズ子突の Cd汚染のリスク評lilli

t去について検討したので瓶詰今する.

2，方法

54なる氷EEI転換知1I1illl場において2005年に採取されたダ

イズ子実(エンレ イ:Clycine m似(L.)IvIerrill)と収穫後

の土犠(作土)のデータセット 70点について解析したー

ダイズ子安 Cd波j長は，整粒子実 10gを硝酸・硫酸分W(Cし，

APDC・酢酸ブチルで'tlhIJ:¥した後，原子l汲光光度計 (iJ!!J定

波長 228 ，811m) にて測定した.二|ニJii~サ ンプルはJij'，~Jj[{:後粉

砕し 2mmのlifilを通したものを分析サンフ。ルとして供試

した 塩般可溶性土壌 Cd濃度は，0，1 IVI塩自主または 0，01

M温酸を土 1に刻して 5の苦IJ合 (W/V) で添加し， 30
0

C 

で111寺!日H長とう1'1111:1:¥後にろ過し. ろ液をji主般原子吸光光度

号|をm¥，、てフレームj京子化法またはグラファイト炉原子化

法 {i，こて定iをした. 土壌の交換I~ Cd 波度は定本ら (994)

の方法を月]¥，、た 土壌の理化学性として土壊 pH(比0)，

リン酸l没収係数を常法 (::J二壌養分割IJ定法委員会，1987) に

て測定した また，畑転換JID肢を栽培者からの|叩き取り

調査に より 調べた.統計処理は統計処理ソフト(柳井，

2004) を用いた.

3， 結 果

1)供試土i衰の理化学性・転換履歴とダイズ子実 Cd

濃度

すべてのラ ータセッ トの土壌理化学性，ダ イズ子安 Cd

濃度及び:tIll転換履服のヒ ストグラムを区11に示した，iほ，忌まと

んどのサンフcノルレの二ゴ|

J換灸拘灼畑IIげダイズj栽主陪培i'vにこお l吋けづナ-る二士土上I~.壌 pH の改良日標値lは!ま主 6 ，0~6 ， 55 
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(新潟県農林水産飢 2000)であるため，改良目標値に達

しないサ ンプルや超過してい るサ ンプルがい くつかあっ

た.0.1 iVU;\~酸抽出 Cd 濃度は平均 0.19mgl沼- J であり. 多

くのこj..壌サ ンプルは水日i土壌における非汚染 レベル (0.265

mg kg-1) (i支見 ら， 1988)以下ーであっ た. ダイ ズ子実 Cd

波度は平均 0.17mg kg-1であり，既存の調査結果(雨宮

ら，2004) とほぼ同等であった.いくつかのサ ンプルのリ

ン酸吸収係数は黒ボク 土の基準値である 1，500を超えてい

た 対11転換股肢は転換初年目が全データセッ トの半分 (35

サ J プル)を占め，残 りのサンプルは転換 2年以上経過し

最長は転換後20年自の悶場であった.

|ダイズ子実Cd濃度|

60 60 

ノノJ¥ 50 50 

才fi 40 40 

dにfs1、 30 30 
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20 20 
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O O 

水IIlij到奥州Hではタイズ子安 Cd波!立は対n転換初年目で特

異的に高ま るこ とが知られている(仔rifffi，2004) そこで，

全データ セットを畑l医換初年目と1:III~去換 2 年目以上に分組

し，土壌の理化学'1当二およびダイズ子実 Cd濃度について表

lに示した. ダイ ズ子安 Cd波度は畑転換初年目 の悶場で

2年以後に比べて有意 (p< 0.05)に高かった.土壌の理

化学'I~I:について畑転換初年目と 2 年目以上で有意に差がみ

られたものは， 0.01 M 塩酸抽出Cd濃度 (ρ<001)， 交換

態Cd濃度 (p<0.01)および土壌 pH(p <0.05)であった.

一方， 0.1 M塩酸抽出 Cd濃度とリン酸吸収係数について

は，転換履[正の違いによる有志:な差は認められなかった

|O.OlMHCl刷 Cd濃度|
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図 1 データセットのダイズ子安 Cd 波j丸 二iιøm化学i~l:および均!I転換版肢のヒストグラム
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表 1

t 検定 ‘i~ ~ 

者:.i'L

申 ・

:.t 

転j免般!Jii'

M または O.lM 塩酸抽出 Cd挫度について， 土壌のりン酸

岐収係数と 抽出f去のろ披 pH(匡13)の|剖係，抽出後のろ

蔽pHと土壌Cd濃度の関係(図引を示す.O.OlM塩駿抽

出 Cd波度は，土壌のリン駿吸収係数が高L、ほどCj'IJi出後の

ろ液pHが高く， jl1l u:lされる Cdi1J:は低下した.一方， O.lM 

塩酸抽出 CdVJ~度は土壌のリン酸吸収係数に関係なく，抽

出後のろ液 pH は概ね 1~2 の範聞となり，その 1I寺に tril l:l:\

される Cdl'lJ:に一定の傾向は認められなかった.そのため，

O.lMJ;'¥?;酸Jd]I:!:¥Cd Z度liに対する 0.01M 塩酸抽出 Cd濃度

の割合は， リン酸吸収係数が高まるに従L、明らかに低下す

る傾向が認められた(区15). 

2)土壌 Cd濃度. pH， 

Cd 濃度の相関

図 21'こ各種抽出法に よる土壌Cd濃度とダイズ守安 Cd

濃度の相関図を示す ダイズ子安 Cd濃度との相関係数は

O.OlM陪;酸抽出 Cd濃度 (r=0.792料:，)， 交換態 CdV~度(r

=0.723判':')， 0.1 M臨融制l出Cd濃度 (r=0.499'片山)の

)I[fhこ高かった

抽出液の塩敵濃度の迎いがダイズ守安 Cd挫度との相関

係数に大きく影響することが認められたため.抽出後のろ

液 pHと抽出される 土接 Cd濃度の関係を検討 した.0.01 

リン酸現収係数とダイズ子実

交If~ !iL，Cd

y ~ 1.847x + 0.0326 
。=0.723"M) 
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各州出法により :h!11:l:lされた土焼Cd波伎と ダイス子安

Cd ~I民lLE

転換}霞JJtの違いとダイズ子安Cd濃度 ・土壌JH!化学性

初"r目 2 ~F. 回 以上
{11=35 (n =35) 

ダイズ子安Cd濃度判 O.21::tO.ll 0.13士0.09

土壊 Cd(0.1 M HCJ)判 0.19士0.03 0.18士0.03

土鹿 Cd(0.01 [¥11 HCJ)判 0.062::t:O.034 0.037主0.025

土tlliCd (交換態)判 0.091 ::tO.043 0.061工 0.038

土岐 pH ( H~O) 5.61 ::t 0.36 5.83::t 0.48 

リン敢吸収係数 884::t 315 973::t 299 
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リン酸吸収係数の範囲 ')ン酸吸収係数の範囲

図6 リン罰金吸収係数の範囲別に土壌サンプノレを分類したH寺の夕、イス子実CdVJllrfに与える各抽出法の寄与率

半 nニ対象となるサンプノレ数

リン酸吸収係数の範図
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寄与率が顕著に低下した.特に， O.lM塩酸抽出 Cd濃度

および0.1MCd/pH はし、ずれのリン酸吸収係数の範囲で、も

極めて低かった(区16右)• 

これまでの結果を基に， リン酸吸収係数1，100未満で対H

を参考

nb 
n
U
 

円
U

土壌Cd濃度(O.lM塩酸)/土壌pH(H20)

O.lM 臨酸:hbflj土壊Cd濃度/土B1~pH (H20) とダイ

ズ子実Cd濃度の関係

ド95%信頼区間上liRはスネデカー・コクラン (972)

に下式により求めた

x: Cd/pH， Y:ダイズ子実Cdの推定値， V，巴:残差分数

TINV (0.05ネ 2，n-2)は自由度 (11-2)，確率95% (片側)

の時の t値

である

3) 0.1 M塩酸抽出 Cd濃度および pHを用いたダイ

ス子実 Cd濃度の推定

日iJ記の関係から畑転換履歴と O.lM塩酸抽出 Cd濃度，

リン酸吸収係数， 土壌 pH等の既存の土壌データを用い

たダイズ子実Cd濃度の推定を試みた.特に，ダイズ子安

Cd濃度と高い相関関係の認められた O.01M塩酸抽出 Cd

濃度を O.lM塩酸抽出 Cd濃度および土壌 pH(H20)で代

替できないか検討した.図 6は土壌サンプルを畑転換履歴

の違いから 3カテゴリー(全データ，転換初年目，転換 2

年目以上)に分類し，更にそれぞれをリン酸吸収係数の範

囲別に 6 カテゴリー(O~700， 0~900， O~ 1，100， O~ 1，300， 

O~ 1，500， O~ 1，712) に分類し，各種抽出法がダイズ子実

Cd濃度に与える寄与率を示したものである.

全データ(図 6左)ではリン酸吸収係数700未満のサン

フ。ルを除いて O.01M塩酸抽出 Cd濃度が，他の抽出法と比

較し高い寄与率を示した.交換態Cd濃度はリン酸吸収係

数 700未満ーでは最も寄与率が高く， 1，100未満でも O.OlM

塩酸抽出 Cd濃度と 同程度であったが， 1，100以上では寄

与率がやや低下した. これらとは対照的に， 0.1 M塩酸抽

出Cd濃度およびO.lM塩酸抽出 Cd濃度/土壌pH(以下，

0.1 M Cd/pHlは寄与率が低く，特に高いリン酸吸収係数

のサンフ。ルが加わると寄与率が低下する傾向がみられた.

次に，転換初年目のデータ(図6中央)に限定すると，

リン酸|反収係数1，100未満では交換態Cd濃度の寄与率が

高 く， 1，100以上では O.01M塩酸抽出 Cd濃度が高い寄

与率を示した.0.lM塩酸抽出 Cd濃度はリン酸吸収係数

1，100未満で寄与率が約 0.6程度であったが，それ以上で

は約 0.5に低下した.0.1 M Cd/pHは特にリン酸吸収係数

1，100未満では O.lM塩酸抽出 Cd濃度と比較し寄与率が

高く O.01M塩酸抽出 Cd濃度と同程度であった.一方，畑

転換2年目以上ではいずれの抽出法も転換初年目と比較し

0.04 0.02 

此X二三(Jliぷ)2

日

u

n
u
 

図7
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転換初年目の圃場における 0.1M Cd/pHと夕、、イズ子実 Cd

濃度の|美l係を示した(区17).このように， リスク評価の

対照となるごt壌サンフ勺レを分類する ことで相関係数は r=

0.545 (p < 0.001， nニ70) から1'=0.812(p<O.OOl， n= 
26)に高まり， O.OlM抱酸抽出 Cd濃度(全データセ y

ト)と同等となった.この図から，例えばダイズ子実 Cd

濃度を 0.3mg kg-l未満とするには 0.1M Cd/pHを0.025

以下にする必要があることがわかる 更に， O.lMJ菰酸抽

出Cd濃度とごと壌 pHから却:定されるダイズ子安 Cd濃度

と，確率 95%以上で任意の Cd濃度未満となる土壌 Cd濃

度・ pHの組み合わせを色分けして表 2に示した.

4.考察

1)供試土壌の理化学性・転換履歴とダイズ子実 Cd

濃度

本研究では，同一栽培年における異なる困場のダイズ下

実 Cd濃度が，転換初年目で有意に高いことを明らかにし

たが， その原因として，石灰資材等の施用によるこじ嬢 pH

の上昇効果が考えられた.通常水FFIを畑転換しダイズや野

菜等の畑作物を栽培する場合，二1:)蜜pH矯正のため石灰資

材が用いられ，転換履歴が多 くなるに従い土壌pHは上昇

する(新潟県農業総什研究所，2007).今凶はサン プル数

が少ないために畑転換2年以上を一括して考察したが， 1司

一間場においては畑転換の進展に伴いこL嬢 pHが上昇し，

ダイ ズ子安 Cd濃度が低下すること が組、定される. ーブj¥

伊藤 (2004)は同一回場において夕、、イズ子実 Cd濃度は如l

転換初年目で特異的に高まるが，その時の土壌 pHやこL:壌

Cd濃度に差は認められなかったと報告 している. この現

象については，畑転換前年の水稲刈り株の分解により，可

給性の高い Cdjj(が増大したことが原因の一つであるとの

指摘(節目:1ら， 2005)があるが，ダイ ズの根閏における土

壌 pHと陽イオン吸収の|剥連(中丸.2005)などダイズの

養分吸収における諸要因の影響解明が今後の課題である.

2) 土壌 Cd濃度， pH，リン酸吸収係数とダイズ子実

Cd濃度の相関

全土壌サンフ。ルにおいて，ダイズ子実 Cd濃度と相関の

高かった抽出法は O.OlM塩酸であっ たが， リン酸吸収係

数の低い土壌で、は交換態 Cd濃度との相闘が高かった. リ

ン酸イオンの土壌中での吸若主体は，ア ロフェ ン等の非品

質粘土鉱物やアルミニウム・鉄酸化物，アルミニウム・鉄

一腐植複合体等の変具荷電物質であり， これらを多量に含

む火山灰一|て壌は高し、リン酸吸収係数を示すことが知られて

いる(不nlIl， 1981).一方， Cd等の重金属は土壌中の非品

質粘土鉱物や金属酸化物や水酸化物.腐植物質との配位結

令により特異的にl反着される そのため，特にリン酸吸収

係数が高い工|二壌では， :riJ!A資材の施用による pHの上昇に

伴い， pH 依存負荷電の増大が Cd の吸着量の :L'~11JU を引き

起こす.また，このような土壌ではpH緩衝能が博!j¥，、ため，

0.01 M塩酸溶液のような酸濃度の低い抽出液をJl1いた場

合に抽出される Cd量が低下したと考えられた. これに対

してリン酸吸収係数の低い七壌は， pH依存仰を示す吸着

体が少なく， Cdは主にスメクタイ ト等の 2:1粘土鉱物

の同形荷換に出来する永久荷電にイオン交換として吸着さ

れている(平館ら， 2003)と考えられるため， この画分由

来の Cdを効蔀的に抽出する硝酸カルシウム溶液で交換抽

川される交換態Cd濃度と，ダイズ子安 Cd濃度との相|却

が高まったものと考えられたまた， O.lM塩酸溶液では

抽出|時の抽出液(ろ液)pHはほぼ一定 となるため，土鹿

川"のCd吸着の強弱を適切に反映することができず，特に

pH 依存ttを示す1及活体が多い火山灰土壌においては，ダ

イズ子実 Cd濃度との札|関が低下 したものと考えられた

lbaraki et al. (2005)は，ぷヮi椴濃度の異なる抽出液をm
いて抽出されるこL.壌 Cd濃度と土壌pHの関係を調べて，

抽IJ¥液の塩酸濃度が低いほど抽出液 pHは土壌 pHの影響

を受け，抽出される土壌 Cd量も影響を受けると報告 して

おり，小麦子安 Cd濃度は0.025M塩酸抽出 Cd濃度と相

表2 土峻Cd・土壌pHJJIJの夕、イズ子実 Cd~~H~度の推定値 i (Cd mg kg-I) 

対11転換初年目 ・リン酸吸収係数 1.100未満のこ上壌を対象

ー0.11¥1J;fI:酸抗IrLU土壌 Cdi段l立 (mgkg-1)
判*ダイ ズ子実 Cd濃度が係 当.~ 950

0以一lーで任意の淡l主未満となる二1-段Cd波度・ pHの組み合わせを下記のj泊り色分け
した、
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[羽が諒J¥'、と述べている.ダイズについては，異なる塩酸波

度による土壌tJlII:J:¥Cd濃度と子実 Cd濃度の関連を詳細に

調べた研究は見当たらないが，布li内ら (2009)は0.01NI 

塩酸より 0.025NI塩般抽出 Cd濃度がダイズ子安 Cd濃度

と相関が高いと報告しており，今後の詳細な検討が必要と

EUつれる.

一方，土壌Cd濃度と pHから作物中 Cd濃度を推定する

試みについて， NIcBride (2002)は葉菜類の地上部 Cd濃

度が土壌Cd濃度， pHを説明変数にm¥，、た重回帰分析に

より推定可能と述べている.また， Adams et al. (2004) 

はコムギ子実について同様の結果を報告している.そのた

め， 今回用いたデータセットを NIcBrideの重回帰式に当

てはめ，相関係数を求めた.その結果，全サンプル (11ニ

70)ではr二 0.510となり， 0.1 NI J;¥U俊trh出Cd波J立を用

いた単|亘i明分析 (r=0.499) と同程度に弱まった. また，

畑転換初年 I~l のサンプル (11= 35)でも rニ0.594となり，

0.01 NI蟻酸抽1:1¥Cd 濃度や交換態Cd濃度をH:Jいたよ話回帰

分析結果と比較し相関係数が低かった. これは彼らの用い

たデータセットの多くが f7Jc汚泥を施)1'1し，作物Cd濃度

が 1mgkg-1未満~数一|一mgkg-Jまで広範凶に及んでいる

ため， 今回のような低レベル Cd濃度のデータセットでは

相関係数が低下するものと忠われた

また， Sugahara et al. (2003， 2004) はダイズ子実Cd

濃度の予測を 目的に，全国199点のデータセットから，特

にダイズ子笑 Cd濃度と相i却の高しゥ|二壌居住1:として二l壌

Cd 濃度， pH. リン酸吸収係数:およびCECをJrlJl:l¥し， 土

J'1~1洋勾に最適な重[i:ïl帰式を作成してし、る これによると長

ボク二|二・多湿主I~ ボク ゴ ーの決定係数 (R2 ) は 0.537，褐色蘇

林土 ・赤色土 ・黄色二J.ではO目658であるのに対し， 灰色低

地二!こでは0.461，グライ 十ーでは 0.345と低L、値となってい

る.前述した通り，水i訓示換知!では転換初年1=1のクイズ子

実Cd濃度は有志に高いため，水円:1としての利用の多い灰

色低地土やグライ二|こでは， 転換履歴を加味することで相関

が高まることが子想される.

3)既存データを用いたダイズ子実 Cd濃度の推定ヘ

の応用

0.1 NI 塩肢を月L、た土壌Cd濃度は， r炭m地土壌汚染対

策地域の指定要件に係るカドミウムの毘:の検定の方法」と

して定められ，いわゆる Cd汚染地域の指定の判断基準と

して広く用いられてきた方法てよあるため， これまでに数多

くのデータが蓄積されている.また，多くの農耕地につい

ては地力保全基本調査(織田ら， 1987)や土壌環境基礎調

査 (定点調査) (中井ら， 2003)，土壌モニタリング調査，

:1:地分類基本調査(国土交通省)等により土壌統レベルで

土壌分類が既になされ，デジタル化されている.さらに，

代表的な土壌群の土壌理化学性についても， 全国レベルて手

取りまとめられている(農林水産省，2008) これらの既

存のデータを活用すれば多くの農耕地でダイズ子安のCd

リスク ij51'{illiが可能となり， Cd濃度の高いダイズ子実の生

産を事前に回避(作付作物の変更)したり，子実 Cd濃度

を下げるための 1=1標二!::.壌pHの設定や，石FJミ資料の投入査

を決定することができる.例えば， 0.1 NI 塩酸抽出 Cd濃

度が 0.24mgkg-1の酉|場では収穫11寺の目標土壌pH(H20) 

を6.00に設定することで95%以上の係率でダイズ子安

Cd 濃度は O.4mgkg-J未満となる(表2). 

また，本報告で、はリン酸吸収係数が1，100未満で転換初

年目の農耕地に評{llIi適用を限定しているが， リン酸吸収

係数がこれより高い土壌(黒ボク土壌，多湿黒ボク 土壌

等)は低地沖積土壌と比較し 土壌 Cd濃度が同程度でも

ダイズ子ー実 Cd濃度はlsいことが知られている(中j十ら，

2006) .更に前記のように転換2年目以上では初年 目よ

りCd濃度は低いことが既に明らかにされているため，今

回のリスクiFF1iIliの適用ができなしサ也1!J!Z. mil場(対l]転J免2'if. 

自以上， リン何度l没収係数1，100以上)についてはさらにリ

スクが低い. このため， J'.壌図に記 1除されている土壌群と

照らし合わせることにより， リスクマップの作成が可能で、

ある.

要R
U
 

約

異なる7](旧転換知lにおいて栽培されたダイズ子実 Cd濃

度に及ぼす抽出液塩酸波度や対1]転換履m~ ， リン酸吸収係数

の影響を検討し，既存の 0.1NI 塩酸}!l，1J仁|二壊Cd濃度や土

壌 pH(H20)を用いたダイズ子安 Cd濃度の推定を試み，

以下の結果を得た

(1)対f]ijii;J呉17J今三自の夕、、イズ子実Cd~~I立は転J~~ 2 空手 I~I 以!二

の岡場より有志に高く，その原因として石灰施用に

よるニ1:.:.壌 pHの L'Ji'が原因であると思われた目

(2)全てのザンプルにおいてダイズ子実 Cd波!支と高L、相

聞がみられた抽出液は 0.01NI t'f，~酸溶液であった.こ

の}r1]1:1\液はりン酸吸収係数が高い士~Jfほど Cd tlhl:B率

が劣った.

(3) リン酸吸収係数1，100未満のこと壌では， 交換態Cd波

度がダイズ子実Cd濃度と高L、i:1こI1認が認められ， 土壌

中での Cd殴着休の遣いを反映しているものと考えら

れた.ープ7¥ 0.1 NI塩酸溶液はダイズ子実 Cd濃度と

の柱11却は{民かった.

(4)対f]転換初年目でリン酸吸収係数1，100未満の闘場にお

いては， 0.1 NI塩酸抽出土壌Cd濃度と土壌 pHを用

いることでダイズ子実 Cd濃度を推定することが可能

であった.

(5) これらにより，土壌Cd濃度に応じた土壌 pHの改良

目標値を示すことや， リスクマップの作成が可能と

なった.
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Estimation of cadmium concentration of soybean seeds using soil cadmium 

concentration extracted with 0.1 M HCl and soil pH. 

Toshimitsu HONiVlAL2
， Hirotomo OHBA1 and Takuji OHYAiVlA2

::: 

I Niigata Agric. Res. lnst・， ~ Graduate 5cllo01 015ci. Tech.， Niigata Univ.， 

::Fac1I1り'Agric.，Niigata Univ.，'}atall Atomic Enclgy Agency 

This study was conducted to estimate the concentration of cadmillm (Ccl) in soybean seeds in different uplancl fields 

converted from pacldy fielcls using Ccl concentration in soil extractecl with 0.1 iVl HC1， soil pH， phosphate absorption co巴ffici巴nt

ancl history of field conversion. A summary was follows 

(l)The conc巴ntrationof Ccl in soybean seecls grown in the convertecl uplancl fielcl from paclcly field at the seconcl year or longer 

periocl was significantly lower than that of seecls in the first year after conversion. This reason was the increase of soil pH 
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due to the application of liming material. 

(2)The Cd concentration in soil extracted with 0.01 M HCl was correlatecl with the Cd concentration of soyb巴anseecls. Th巴

extraction efficiency of Cd with this solution was decreasecl as rising of the phosphate absorption coefficient， which is a 

major indicator of Cd absorption in soil 

(3)The exchangeable Cd concentration extracted with 0.05 M Ca(N03)2 hacl a high correlation to the Cd concentration of soybean 

seeds in low phosphate absorption coefficient soil， because the Cd was adsorbecl with the different surface functional group 

in soil ancl main adsorbents of CcI was the negativ巴chargeof siloxane surface in 2目1type clay mineral 

(4)ln uplancl fields which were in the first year converted from paddy field and 1巴ssthan 1，100 of the phosphate absorption 

coefficient， the estimation of Cd concentration of soybean seeds using the soil Cd concentration extractecl with 0.1 M HCl 

and soil pH was practical used. The Cd concentration of soybean seecls in other soils was lower than that of above descript 

soils significantly. 

(5)Thus， it had been possible to estimate concentration of Cd in soybean seeds at the less than 5 % level of significance using 

above data， to set the target of improvement of soil pH suitable for different soil Cd level and to make the Cd risk map fOl・

soybean. 

Key words: adsorption， cadmium， risk estimation， soybean， upland converted from paddy field 

(Jpn. ]. Soil Sci. Plant Nutr.， 82， 7 -14， 2011) 
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