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序　　　文

研究成果シリーズは、農林水産省農林水産技術会議が研究機関に委託して推進した研究の成果を、総合的
かつ体系的にとりまとめ、研究機関及び行政機関等に報告することにより、今後の研究及び行政の効率的な
推進に資することを目的として刊行するものである。　　　

この第 521 集「生産・流通・加工工程における体系的な危害要因の特性解明とリスク低減技術の開発＜化
学物質＞」は、農林水産省農林水産技術会議事務局の委託プロジェクト研究として、2008 年度から 2012 年
度までの 5 年間にわたり、独立行政法人農業環境技術研究所を中心に実施した研究成果をとりまとめたもの
である。

近年、BSE 問題など食品の安全性を脅かす重大事件の発生が相次いだことを契機として、農林水産省は、
食品中の危害要因を事前に把握し、生産から消費に至る食品供給の各段階において必要な対策を講ずる「リ
スク管理」に取り組んでおり、科学的な根拠に基づいて危害要因を解析するとともに、危害要因への暴露を
低減するための技術開発を進めている。

本研究は、このことを背景とした研究の一環として、農産物におけるヒ素及びカドミウムのリスク低減技
術、並びに野菜等における POPs（難分解性有機汚染物質）のリスク低減技術として、土壌からカドミウム
を洗浄・除去する技術の開発、カドミウム吸収抑制資材の施用量を半減できるうね内部分施用法の開発、作
付けの可否を土壌中POPs濃度から診断する技術の開発、作物のPOPs吸収を低減する資材の開発などを行っ
たものであり、食品安全行政、特に生産現場における農畜水産物の安全性の確保に関わる行政の関係者の方々
においては、本研究成果の十分な活用、及び各方面への周知に努めて頂ければ幸いである。

最後に、本研究を担当し、推進された方々の労に対し、深く感謝の意を表する。

2014 年 3 月

農林水産省農林水産技術会議事務局長　　　
雨宮　宏司　　
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荒尾　知人（2008 ～ 2010 年度）
土壌環境研究領域長
西尾　隆　（2011 年度）
土壌環境研究領域長
谷山　一郎　（2012 年度）

サブ リーダー（１　水稲におけるヒ素の体系的な
リスク低減技術の開発）：
土壌環境研究領域　上席研究員
荒尾　知人（2008 ～ 2010 年度）
土壌環境研究領域長
西尾　隆　（2011 年度）
土壌環境研究領域長
谷山　一郎　（2012 年度）

サブ リーダー（２　畑作物におけるカドミウムの

体系的なリスク低減技術の開発）：
土壌環境研究領域長
小野　信一（2008 年度）
土壌環境研究領域長
西尾　隆　（2009 ～ 2010 年度）
土壌環境研究領域　主任研究員
牧野　知之（2011 ～ 2012 年度）

課題 リーダー（２　野菜等における POPs のリス
ク低減技術の開発）：
有機化学物質研究領域長
與語　靖洋（2008 ～ 2010 年度）
研究コーディネータ
與語　靖洋（2011 ～ 2012 年度）

サブ リーダー（１　フードチェーンにおける
POPs の暴露に関する評価技術の開発）：
有機化学物質研究領域　主任研究員
清家　伸康（2008 ～ 2012 年度）

サブ リーダー（２　POPs のリスク管理技術の開
発）：
有機化学物質研究領域　上席研究員
大谷　卓（2008 ～ 2010 年度）
有機化学物質研究領域長
大谷　卓（2011 ～ 2012 年度）

サブ リーダー（３　POPs のリスク評価・管理の
ための共通基盤技術の開発）：
有機化学物質研究領域長
與語　靖洋（2008 ～ 2010 年度）
研究コーディネータ
與語　靖洋（2011 ～ 2012 年度）

Ⅲ　研究担当機関
独立行政法人農業環境技術研究所

（委託先） 独立行政法人農業 ･ 食品産業技術総合
研究機構

（委託先）国立大学法人東北大学
（委託先）国立大学法人東京農工大学
（委託先）国立大学法人千葉大学
（委託先）国立大学法人広島大学
（委託先）国立大学法人島根大学
（委託先）国立大学法人愛媛大学
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（委託先）国立大学法人九州大学
（委託先） 大学共同利用機関法人情報・システ

ム研究機構統計数理研究所
（委託先） 地方独立行政法人北海道立総合研究

機構中央農業試験場
（委託先）岩手県農業研究センター
（委託先）秋田県農林水産技術センター
（委託先）山形県農業総合研究センター
（委託先）福島県農業総合センター
（委託先）栃木県農業試験場
（委託先）埼玉県農林総合研究センター
（委託先） 財団法人東京都農林水産振興財団東京

都農林総合研究センター
（委託先） 新潟県農業総合研究所園芸研究セン

ター
（委託先）富山県農林水産総合技術センター
（委託先）長野県農業試験場
（委託先）滋賀県農業技術振興センター
（委託先）兵庫県立農林水産技術総合センター
（委託先）高知県農業技術センター
（委託先）福岡県農業総合試験場
（委託先）熊本県農業研究センター
（委託先）鹿児島県農業開発総合センター
（委託先）太平洋セメント株式会社
（委託先）三菱化学株式会社
（委託先）株式会社住化分析センター
（委託先）味の素ファインテクノ株式会社
（委託先） 合同会社カーバンクル・バイオサイエ

ンテック

Ⅳ　研究目的 
全体

我が国においては、食品安全行政にリスク分析を
導入したばかりであり、農畜水産物の安全を確保す
るためには、危害要因に関する科学的なデータ整備・
解析等のための技術・手法を開発するとともに、さ
まざまな危害要因によるリスクを低減する技術を開
発し、生産現場で最適な技術体系を構築することに
より、農畜水産物のリスクを低減するための科学的・
技術的基盤を構築することが不可欠である。このた
め、本研究では、農畜水産物の生産から流通・加工
工程において重要度が高い危害要因のうち、ヒ素・
カドミウムおよび残留性有機汚染物質（POPs）に

ついて、生産・流通・加工工程における動態の解明、
および作物吸収抑制や汚染土壌修復等の技術開発を
行い、それらをもとに危害要因ごとに、現場で実施
可能な的確なリスク低減技術を開発する。

１　農産物におけるヒ素およびカドミウムのリス
ク低減技術の開発
ヒ素については、農産物からの摂取において、我

が国では米の寄与が大きいことが明らかになってい
るが、人への健康影響を検討する上で重要な化学形
態別のヒ素の農作物栽培環境下における実態や動態
は、現在明らかになっていない。このため、水稲を
中心に農作物中におけるヒ素濃度の低減に向けた栽
培管理方法を開発するため、土壌中及び土壌－水稲
間における化学形態別のヒ素の動態を明らかにする
必要がある。

カドミウムについては、食品衛生法に基づくコメ
の基準が 2011 年 2 月に見直された一方で、コメ以
外の農作物についても低減対策の推進が求められ
た。農林水産省では、これまでも農産物のカドミウ
ム濃度を低減するため、主として水稲を対象とした
吸収抑制技術や、汚染土壌の修復技術といった汚染
低減技術の開発を進めてきたが、畑作物については
十分な研究成果がないことから、カドミウム汚染防
止技術を開発する必要がある。

そこでヒ素については、土壌中及び作物中の化学
形態別の実態や動態に関する基礎的データを取得
し、吸収抑制などリスク低減技術の開発に資する。
カドミウムについては、畑作物における吸収抑制技
術及び汚染土壌の修復技術等リスク低減技術を開発
し、実証・評価する。

２　野菜等における POPs のリスク低減技術の
開発
わが国では、ストックホルム条約において指定さ

れた残留性有機汚染物質（POPs）のうち、７物質
が過去に農薬登録されていた。そのうち、過去に使
用されたドリン系農薬やヘプタクロルが土壌中に長
期に残留し、後作物として栽培されたキュウリやカ
ボチャから残留基準値を上回る濃度で検出される事
例が起こっている。土壌中に残留する POPs による
農産物の汚染を防止・低減し、基準値を超過した農
産物の出荷等を未然に防止するためには、吸収抑制
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技術や汚染土壌の修復技術などの汚染低減技術を開
発する必要がある。

そこで、これらの POPs について、農産物への基
準値を超えた残留を防止する技術や、基準値を超え
て残留する農産物の出荷等を未然に防止することが
可能な技術を開発し、実証・評価する。

Ⅴ　研究方法
１　農産物におけるヒ素およびカドミウムのリス

ク低減技術の開発
（１）水稲におけるヒ素の体系的なリスク低減技

術の開発
１）試料中ヒ素の化学形態分布を解明するため、

Ｘ線吸収スペクトル法の適用性を明らかにするとと
もに、土壌タイプ、ヒ素濃度レベル、リン酸吸収係
数又は酸化還元電位などの因子との関係を明らかに
する。湛水培養等における各種水田土壌中のヒ素形
態変化およびヒ素溶出速度を土壌の化学的特性・物
理的特性・微生物的特性から解析する。

２）品種、水田土壌中のヒ素濃度及び土壌タイプ、
水管理、資材施用が水稲中のヒ素濃度に及ぼす影響
について、水稲部位、生育時期及び水稲中に存在す
るヒ素の化学形態毎に解析する。さらに、土壌の酸
化還元条件に関して、水稲のカドミウム（Cd）吸
収にはトレードオフの関係が想定されることから、
この点についても解析を行う。

３）ヒ素濃度レベルの異なる水田土壌を用いた
ポット試験等から、玄米総ヒ素濃度、各種土壌特性
及び他元素との存在比のデータセットを作成した
後、多変量解析等を行い、玄米ヒ素濃度のリスク予
測式の開発を行う。

４）玄米の精白、玄米及び白米の研ぎ洗い、種々
の炊飯方法などの加工・調理、さらには保管に伴う
米中ヒ素の化学形態変化を解明する。

５）土壌中及び米中に含まれるヒ素の化学形態別
分析法のうち妥当性確認に係る報告がある主要な手
法に関してその分析速度やコスト等の比較検討を行
い、実用に耐えうる分析法を選抜するとともに、米
中ヒ素濃度を簡易・迅速に定量可能な分析手法を検
討する。
（２）畑作物におけるカドミウムの体系的なリス

ク低減技術の開発
１）土壌類型の異なる圃場を対象として、化学洗

浄処理にともなう Cd 下層移行性ならびに生物影響
を検証・評価する。Cd 汚染レベルの異なる土壌を
供試して薬剤濃度段階を変えた洗浄処理を行い、浄
化効果とコストを勘案した浄化目標値の設定方法を
提示する。ポット試験等により浄化効果の持続性を
検証する。土壌洗浄処理による転換畑の土壌物理性
の悪化とその後の経年的な変化を調査し，土壌改良
資材施用等による土壌物理性改良技術を開発する．
表面流出・暗渠流出を通じた Cd の系外流出に対す
る土壌洗浄処理の効果を明らかにする。水田転換畑
に適用可能な土壌洗浄システムを開発して原位置洗
浄を実施し、当該システムの有効性を実証する。土
壌洗浄を実施した水田の転換畑としてダイズ、ムギ、
根菜、果菜、雑穀・葉菜について、洗浄処理による
生育への影響および洗浄処理の Cd 吸収リスク低減
効果を評価する。さらに、現地プラント方式による
土壌洗浄の適用性を検討する。

２）ファイトレメディーションによって浄化すべ
き畑土壌 Cd 濃度の修復目標値を策定し、その検証
手法を開発する。Cd 汚染転換畑に適した修復作物
となる可能性のある植物別に収穫および処理法（圃
場での乾燥・貯蔵）を現地圃場にて検証し、コスト
を考慮した効率的収穫・処理技術の開発を行う。ダ
イズ畑、ムギ畑、葉菜畑、根菜畑におけるファイト
レメディエーション技術の開発を行う。

３）ダイズは、「フクユタカ」などが示す普通品
種より 10 ～ 20% 低い Cd 含量低減特性が遺伝的な
ものであることを確認するとともに、これら品種の
交配後代を Cd 含量で選抜することにより、普通品
種より 10 ～ 30% 程度 Cd 含有量の低い品種・系統
の開発を目指す。また普通品種との QTL 解析によ
り遺伝子数や寄与度を明らかにし、より Cd 含量の
低い品種開発が可能となるマーカーを開発する。さ
らにより低いダイズの開発のために、遺伝資源中か
ら更に Cd 蓄積量の低い品種の探索を行う。関東東
海地域の低 Cd 蓄積コムギ系統の開発については、
優良な母本として、既に明らかとなっている「きた
ほなみ」等を利用し、現状品種より３割減の低 Cd
品種を開発する。また、西日本の低 Cd 蓄積コムギ
系統の開発については、Cd 含有率が低くなる遺伝
的特性を持つ品種を交配母本として用い、現在の西
日本の品種に比べ Cd 濃度が半分程度の低 Cd 品種
を開発する。
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４）ナスについては既に見つかっている Cd 低吸
収ナス台木について、土壌汚染レベルに応じた栽培
方法の確立を図る。また、接ぎ木栽培を行う野菜に
ついて、広範な台木用品種、系統から、Cd 吸収の
低いものをスクリーニングする。さらに、得られた
低吸収品種・系統を台木として実際に接ぎ木して栽
培を行って果実の Cd 濃度を調査し、Cd 低吸収台
木となり得る品種・系統を選抜することによりナス、
トマト、ピーマン等の Cd 吸収抑制技術の開発を行
う。

５）土壌類型や気象条件の異なる地域での低 Cd
コシヒカリの栽培適性を検証するとともに、Cd お
よびマンガンの吸収低減効果を検討し、各地域にお
ける低 Cd コシヒカリの実用性を評価する。

６）窒素追肥の利用、及び Cd 吸収抑制資材を選
定しその機能を活かした施用法によってダイズの収
量・品質も確保できる Cd 吸収抑制技術を開発する。
ダイズを対象として、部分施用による Cd 吸収抑制
効果を検証し、Cd 汚染レベルや気象条件に応じた
技術を開発する。土壌の理化学性に基づく予測技術、
ダイズの Cd 吸収パターンを利用した収穫前リスク
予測について検討する。

７）アルカリ資材や堆肥の施用、窒素追肥がコム
ギの子実 Cd 濃度や品質に及ぼす影響を検討する。
育成中の低 Cd 系統を用い、アルカリ資材や堆肥等
を施用しコムギの現地栽培試験を行う。土壌やコム
ギ子実の Cd 汚染範囲を適切かつ効率的に把握する
ことが可能なサンプリング数を明らかにするため、
圃場でメッシュを設定し、メッシュごとに土壌とコ
ムギ玄麦の Cd 濃度を測定・解析する。栽培期間中
のコムギ子実 Cd の変化を調査し、収穫時と収穫前
段階における子実 Cd 濃度との相関分析を行う。

８）ダイズ・コムギなどの畑作物可食部の Cd 濃
度を予測するために、塩酸法を含むさまざまな土壌
抽出法の中から、最適な土壌抽出法を選抜する。E
値測定に同位体交換速度手法を適用し、IEK パラ
メーターおよび土壌の水溶性 Cd 濃度を利用して、
ダイズ、ムギ子実中の Cd 濃度を予測する式を提案
する。

９）イムノクロマト法の前処理として、カラム等
により Cd を選択的に精製する手法の簡易・迅速化
及び測定感度向上技術を開発する。着色、タンパク
含有量が高い、粘性があるなどの特性を有する農産

物から、Cd を効率的に抽出しイムノアッセイによっ
て精度良く測定するための最適な前処理条件等を明
らかにする。開発された手法について、複数の研究
室による同一サンプルの測定により、測定法として
の安定性や測定精度等を評価する。ムギ、ダイズ、
ホウレンソウ、サトイモ、ネギ、ナス等を測定対象
とし、従来の機器分析法との比較による適用性確認、
外部評価等による精度管理等を行い、生産現場で使
える測定法を確立する。

１０）ICP 発光装置や原子吸光装置などの大型で
高額な分析装置を用いないでムギ、ダイズ中の Cd
濃度を簡易に分析する手法を確立する。使用器具が
少なく、実験操作のなるべく簡易な塩酸抽出法など
の前処理法を選定して、定量法としては分析手法の
高度な熟練度を必要としないボルタンメトリー法を
用いる分析法を検討する。

２　野菜等における POPs のリスク低減技術の
開発（第 2 章）
１）フードチェーンにおける POPs の暴露に関

する評価技術に関して、土壌診断法を確立するた
め、メタノール・水を用いて、ディルドリンなど
の土壌からの抽出条件を決定するとともに、活性
炭の適正使用量の決定法を開発・検証する。栽培
前・中における異なる土壌、葉身等の分析による
ウリ科作物中 POPs 濃度の予測技術を開発・検
証するとともに、精度確認用の土壌を作成し、マ
ニュアルを作成する。POPs 物質が多く残留する
と考えられる地域（土壌残留）や作物残留リスク
の全国的な広がりを推定するシミュレーションモ
デルを開発する。ウリ科植物の POPs の吸収や体
内移行に影響を及ぼす要因（生育環境、品種、作
型、着果部位）や年次変動を明らかにするととも
に、POPs 汚染ほ場におけるウリ科以外の代替作
物を検討する。各種作物における POPs の体内分
布とともに、調理・加工段階におけるウリ科野菜
中 POPs の分解、生成、滲出、容器への付着の有
無等の消長を明らかにする。

２）POPs のリスク管理技術に関して、POPs の
土壌汚染除去技術については、鉄資材によるディ
ルドリンの分解と変動要因（酸化還元電位、温
度、pH、各種イオン、土壌）、分解メカニズムや
反応速度について明らかにするとともに、資材に
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よる分解促進効果と植物移行の抑制効果、界面活
性剤併用の効果、新機能性鉄資材の能力を調べる。
HCB 無機化菌を用いて HCHs の分解能を評価する
とともにその代謝経路を解明し、バイオサーファク
タントを用いた分解能の増強を調べる。土壌・木炭
還流法を用いたγ -HCH 分解菌の集積、単離、同定
を行い、分解酵素遺伝子群の探索と４種 HCH の脱
塩素分解能を評価するとともに、新規微生物複合系
の構築と４種異性体の分解性能の検証・評価を実汚
染土壌を用いて実施する。環状ジエン殺虫剤連用土
壌からディルドリン誘導体を用いてディルドリン分
解細菌を探索するとともに、分解菌による代謝経
路を解明し、模擬および実汚染土壌での分解を確
認する。液体培養系において DDT 分解性担子菌
を選抜し、代謝産物の同定によって分解機構を明
らかにするとともに、無毒化の進行を確認する。
DDT 模擬汚染または実汚染土壌における浄化を
調べるとともに、ヘプタクロル類・ドリン類分解
性担子菌のスクリーニングを行い、分解機構を推
定する。

POPs の吸収抑制技術に関しては、高吸収植物
ズッキーニによるディルドリン吸収量を最大化する
栽培条件（品種、栽培期間・密度、施肥、摘果）や、
有機溶剤や界面活性剤の土壌添加によるズッキーニ
のファイトレメディエーション促進効果を調べると
ともに、異なるほ場においてカボチャやキュウリを
栽培して実証試験を行う。ディルドリン残留土壌に、
活性炭を含む 40 種の吸着材を混和して、吸収抑制
効果を比較する。賦活温度を変えた各種活性炭を試
作するとともに、19 種類の農薬の活性炭への吸着
特性を把握する。失活要因をディルドリンの脱着と

仮定してディルドリンの吸脱着試験を行うととも
に、ヘプタクロル類やディルドリン汚染ほ場に３レ
ベルの活性炭を添加し、土壌およびウリ科作物にお
ける残留量の経年変化を４年間調べる。さらに、活
性炭処理土壌による殺線虫剤や殺虫剤の失活の有無
や、定植時処理または育苗期処理における失活程度
の緩和効果を確認する。

ディルドリン・ヘプタクロル類低吸収品種の検索
と遺伝的背景について、カボチャ品種（対照を含む
10 品種）を用いて、へプタクロル類吸収の遺伝様
式と F1 系統の果実品質を調べる。さらに、極低吸
収品種「Patty Green」を用いて遺伝様式を把握する。

３）POPs のリスク評価・管理のための共通基
盤技術に関して、高度な統計的方法を活用して
POPs 汚染ほ場における空間濃度分布の特徴や、
土壌中濃度と作物体濃度の関係を把握し、双方に
含まれる誤差に対処できる測定誤差モデルを用いて
比例乗数の推定やほ場の分類を試みるとともに、空
間サンプリングを検討する。

POPs の 土 壌 お よ び 作 物 中 残 留 量 に 関 す る
ELISA（免疫化学的測定法）を利用した簡易測
定法について、前処理（振盪抽出法、超音波抽出法、
精製）を含めて検討する。その際、市販 ELISA
キットの評価だけでなく、ハプテンとする BSA コ
ンジュゲートを免疫原としてウサギポリクローナル
抗体とマウスモノクローナル抗体を作成する。

農業現場における調査から POPs 問題の発生要因
や解決策等を明らかにし、吸収抑制技術を組み入れ
た評価（意思決定）モデルの作成を行う。また、費
用有効度の概念を利用し、POPs リスク管理技術の
評価手法を開発する。
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研究計画表（研究室別年次計画）

研究課題
研究年度 担当研究機関・研究室

08 09 10 11 12 機関 研究室

１ 　農産物におけるヒ素およびカドミウム
のリスク低減技術の開発

（１ ）水稲におけるヒ素の体系的なリス
ク低減技術の開発
1） 　水田土壌中のヒ素の化学形態別

の存在実態の解明

2） 　稲の化学形態別ヒ素吸収パター
ンの解明－ヒ素吸収の品種間差異
の解明－

3） 　稲の化学形態別ヒ素吸収パター
ンの解明－水管理等を考慮したイ
ネのヒ素吸収パターンの解明－

4） 　土壌特性に基づく玄米のヒ素汚
染リスク予測技術の開発

5） 　加工・調理・保管による米中ヒ
素の化学形態別ヒ素濃度の変動解
明

6） 　土壌及び食品中の各化学形態別
ヒ素の分析方法の確立

（２ ）畑作物におけるカドミウムの体系
的なリスク低減技術の開発
1） 　転換畑における土壌洗浄による

カドミウム汚染土壌の修復技術の
開発

2） 　各種畑土壌における土壌洗浄に
よるカドミウム汚染土壌修復技術
の開発

（独）農業環境技術研
究所

国立大学法人
千葉大学
国立大学法人
広島大学

（独）農業環境技術研
究所

（独）農業環境技術研
究所
新潟県農業総合研究
所
国立大学法人
島根大学

（独）農業環境技術研
究所

（独）農研機構食品総
合研究所

（独）農業環境技術研
究所

（独）農業環境技術研
究所

富山県農林水産総合
技術センター
福岡県農業総合試験
場
新潟県農業総合研究
所

（独）農業環境技術研

物質循環研究領
域
土壌環境研究領
域
大学院園芸学研
究科
大学院理学研究
科
土壌環境研究領
域

土壌環境研究領
域
基盤研究部

生物資源科学部

土壌環境研究領
域
食品分析研究領
域

有機化学物質研
究領域土壌環境
研究領域

土壌環境研究領
域

農業研究所

土壌 ･ 環境部

園芸研究センタ
ー
土壌環境研究領
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3） 　畑作物別のカドミウム汚染土壌
修復目標値の策定とその検証技術
の開発

4） 　転換畑における修復植物の効率
的収穫・処理技術の開発

5） 　各種畑土壌におけるファイトレ
メディエーションによるカドミウ
ム汚染土壌修復技術の開発

6） 　ダイズのカドミウム低吸収品種
の開発

7） 　関東東海地域向け低カドミウム
蓄積小麦系統の開発

8） 　西日本向けコムギのカドミウム
低吸収品種の開発

9） 　野菜の接ぎ木栽培によるカドミ
ウム吸収抑制技術の開発

10 ）　カドミウム極低蓄積突然変異体
コシヒカリの栽培適性の検証

11 ）　資材選定と施用法によるダイズ
のカドミウム吸収抑制技術の開発

12 ）　部分施用によるダイズのカドミ
ウム吸収抑制技術の開発

13 ）　資材等を利用したダイズカドミ
ウム吸収抑制技術およびカドミウ
ム汚染リスク予測技術の開発

究所
長野県農業総合試験
場

（独）農業環境技術研
究所

三菱化学（株）

（地独）北海道立総合
研究機構・中央農業
試験場
秋田県農業試験場
山形県農業総合研究
センター
新潟県農業総合研究
所
兵庫県立農林水産技
術総合センター
高知県農業技術セン
ター
福岡県農業総合試験
場
鹿児島県農業開発総
合センター

（独）農研機構作物研
究所

（独）農研機構作物研
究所

（独）農研機構近畿中
国四国農業研究セン
ター

（独）農研機構野菜茶
業研究所

新潟県農業総合研究
所

（独）農業環境技術研
究所

（独）農業環境技術研
究所

（独）農研機構東北農
業研究センター

（地独）北海道立総合
研究機構・道南農業
試験場

域
環境部

土壌環境研究領
域

コーポレートマ
ーケティング部
環境保全部

生産環境部
食の安全環境部

基盤研究部園芸
研究センター
環境・病害虫部

生産環境課

土壌 ･ 環境部

生産環境部

大豆育種研究チ
ーム
麦研究領域（小
麦育種）
小麦研究グルー
プ

野菜・茶の食味
食感・安全性研
究チーム
園芸研究センタ
ー
土壌環境研究領
域
土壌環境研究領
域
カドミウム研究
チーム
研究部
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14 ）　栽培法・資材施用・低カドミウ
ム品種を組み合わせたコムギのカ
ドミウム吸収抑制技術の開発

15 ）　ムギ類のカドミウム汚染リスク
予測技術の開発

16 ）　土壌抽出法による畑作物のカド
ミウム汚染リスク予測技術の開発

17 ）　安定同位体比法による畑作物の
カドミウム汚染リスク予測技術の
開発

18 ）　イムノアッセイによるカドミウ
ム分析の簡易・迅速化及び精度向
上技術の開発と畑作物中のカドミ
ウム濃度測定へのイムノアッセイ
の適用手法の開発

19 ）　ムギ・ダイズを対象としたボル
タンメトリー法による簡易分析法
の確立

20 ）　イムノクロマト法等によるカド
ミウム濃度簡易測定のムギ、ダイ
ズ、野菜への適用

２ 　野菜等における POPs のリスク低減技
術の開発

（１） 　フードチェーンにおける POPs の
暴露に関する評価技術の開発

1） 　土壌からの POPs 抽出法改良に
よる作物吸収量推定技術の開発

2） 　異なる土壌における土壌汚染推
定技術の検証

秋田県農業試験場
滋賀県農業技術振興
センター
熊本県農業研究セン
ター

（独）農研機構近畿中
国四国農業研究セン
ター
滋賀県農業技術振興
センター
兵庫県立農林水産技
術総合センター
福岡県農業総合試験
場
熊本県農業研究セン
ター
国立大学法人
東京農工大学
栃木県農業試験場
滋賀県農業技術振興
センター

（独）農業環境技術研
究所

（独）農業環境技術研
究所

（株）住化分析センタ
ー

（独）農業環境技術研
究所

（独）農業環境技術研
究所

岩手県農業研究セン
ター
埼玉県農林総合研究
センター

（独）農業環境技術研
究所

（独）農業環境技術研
究所

（地独）北海道立総合

生産環境部
環境研究部

生産環境研究所

小麦研究グルー
プ

環境研究部

環境部

土壌 ･ 環境部

生産環境研究

大学院・共生科
学技術研究院
環境保全研究室
環境研究部

土壌環境研究領
域
土壌環境研究領
域

技術開発センタ
ー
土壌環境研究領
域

土壌環境研究領
域

生産環境研究室

農産物安全・土
壌担当

有機化学物質研
究領域
有機化学物質研
究領域
環境保全部農業
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3） 　データベースを利用した POPs
の作物汚染度推定技術の開発

4） 　POPs の吸収および地上部への移
行の生理機構の解明および環境要
因の解析

5） 　調理・加工段階における POPs
の減衰要因の解析

（２） 　POPs のリスク管理技術の開発
1） 　鉄資材等を利用した POPs の化

学的分解技術の開発
2） 　複合分解菌と木質炭化資材を利

用した土壌浄化技術の開発
3） 　環状ジエン殺虫剤分解菌の探索

と汚染現場への適用

4） 　担子菌を利用した土壌浄化技術
の開発

5） 　高吸収植物を利用した土壌浄化
技術の開発

研究機構中央農業試
験場
山形県農業総合研究
センター
福島県農業総合セン
ター

新潟県農業総合研究
所
埼玉県農林総合研究
センター

（財）東京都農林水産
振興財団東京都農林
総合研究センター

（独）農業環境技術研
究所

（独）農業環境技術研
究所

（地独）北海道立総合
研究機構中央農業試
験場
山形県農業総合研究
センター
福島県農業総合セン
ター

新潟県農業総合研究
所
埼玉県農林総合研究
センター

（財）東京都農林水産
振興財団東京都農林
総合研究センター

（独）農業環境技術研
究所

国立大学法人
愛媛大学

（独）農業環境技術研
究所

（独）農業環境技術研
究所
国立大学法人
東北大学
国立大学法人
九州大学

（独）農業環境技術研
究所

環境科

食の安全環境部
食の安全研究科
生産環境部
環境・作物栄養
科
園芸研究センタ
ー環境科
農産物安全担当

生産環境科

農業環境インベ
ントリーセンタ
ー
有機化学物質研
究領域
環境保全部農業
環境科

食の安全環境部
食の安全研究科
生産環境部
環境・作物栄養
科
園芸研究センタ
ー環境科
農産物安全担当

生産環境科

有機化学物質研
究領域

農学部環境産業
科学研究室
有機化学物質研
究領域
有機化学物質研
究領域
農学研究科生物
有機化学分野
農学研究院森林
圏環境資源科学
研究室
有機化学物質研
究領域
土壌環境研究領
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6） 　異なる土壌におけるファイトレ
メディエーション技術の検証

7） 　活性炭の種類（性質）が POPs
の作物吸収に及ぼす影響の解明

8） 　異なる土壌における活性炭を利
用した POPs 吸収抑制技術の検証

9） 　活性炭利用によるネガティブ効
果の検証

10 ）　POPs 吸収のカボチャ品種間差
異

（３） 　POPs のリスク評価・管理のため
の共通基盤技術の開発

1） 　統計学的手法による POPs 汚染
判定技術の開発

2） 　ELISA および前処理技術手法の
開発

（独）農業環境技術研
究所

（地独）北海道立総合
研究機構中央農業試
験場
山形県農業総合研究
センター
福島県農業総合セン
ター

新潟県農業総合研究
所
埼玉県農林総合研究
センター

（財）東京都農林水産
振興財団東京都農林
総合研究センター

（独）農業環境技術研
究所
味の素ファインテク
ノ（株）

（独）農業環境技術研
究所

（地独）北海道立総合
研究機構中央農業試
験場
山形県農業総合研究
センター
福島県農業総合セン
ター
新潟県農業総合研究
所
埼玉県農林総合研究
センター

（財）東京都農林水産
振興財団東京都農林
総合研究センター
新潟県農業総合研究
所

（独）農研機構
北海道農業研究セン
ター

大学共同利用機関法
人情報・システム研究
機構統計数理研究所
国立大学法人
愛媛大学

（合）カーバンクル・
バイオサイエンテッ

域
有機化学物質研
究領域
環境保全部農業
環境科

食の安全環境部
食の安全研究科
生産環境部
環境・作物栄養
科
園芸研究センタ
ー環境科
農産物安全担当

生産環境科

有機化学物質研
究領域

有機化学物質研
究領域
環境保全部農業
環境科

食の安全環境部
食の安全研究科
生産環境部
環境・作物栄養
科
園芸研究センタ
ー環境科
農産物安全担当

生産環境科

園芸研究センタ
ー環境科
寒地地域特産研
究チーム

データ科学研究
系

環境産業科学研
究室
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3） 　POPs のリスク管理技術の経済的
評価技術の開発

ク
（独）農研機構
中央農業総合研究セ
ンター

環境影響評価チ
ーム

Ⅵ　研究結果
１　農産物におけるヒ素およびカドミウムのリス

ク低減技術の開発
（１）水稲におけるヒ素の体系的なリスク低減技

術の開発
１）還元状態の発達に伴う嫌気的条件下での水田

土壌からのヒ素溶出は微生物活動によるもので、鉄
還元能とヒ酸還元能を持つ細菌が新たに分離され
た。液相に溶出するヒ素の大部分は亜ヒ酸（As（III））
であったが，還元が発達すると土壌固相中でも As

（III）の割合が増加した。水田圃場作土の溶存ヒ素
濃度が高いのは、気相率がヒ素不溶化の閾値（0.03
～ 0.10 m3 m–3）より低い場合に限られたのに対し、
溶存 Cd 濃度は気相率にほぼ比例して増加した。気
相率をヒ素不溶化の閾値よりやや高めに保てば、溶
存ヒ素濃度と Cd 濃度をともに低く維持できること
が示唆された。低結晶性鉄鉱物のフェリハイドライ
トやゼロ価鉄資材に高いヒ素溶出抑制効果が認めら
れた。ゼロ価鉄資材を施用した土壌固相中はヒ素硫
化物の存在割合が高く、ヒ素の固相からの溶出を著
しく抑制していた。以上により、資材施用と水管理
によるヒ素吸収抑制のための基礎データが得られ
た。

２）日本の栽培品種における玄米ヒ素濃度の変異
は小さいため、品種選択による汚染リスクの増大は
考慮する必要はなく、湛水管理等の栽培管理が大き
くヒ素濃度に影響することがわかった。多様なイネ
品種の玄米ヒ素濃度には最大で３倍程度の差異が認
められた。３年間の調査を通して安定して玄米ヒ素
濃度の低い品種を選抜した。ジメチルアルシン酸

（DMA）割合が高い品種を選抜した。水稲ヒ素吸収
に及ぼす水管理の影響は、湛水期間が長くなるほど
玄米ヒ素濃度は高くなり、玄米ヒ素に占める DMA
の割合も高くなった。ポット試験においては、フェ

リハイドライトおよび０価鉄資材の添加がヒ素吸収
抑制に効果的であった。圃場試験においては、０価
鉄資材の連用により、ヒ素吸収抑制効果が確認され
た。リン酸の玄米への転流割合が大きいほど玄米の
ヒ素濃度が低下する傾向があり、玄米のヒ素濃度と
リン酸の玄米への転流が関係していることが示唆さ
れた。

３）玄米総ヒ素濃度と pH（NaF）、非晶質アルミ
ニウムおよび可給態リン酸が負の相関を示し、粘土
含量、非晶質鉄および結晶質鉄が正の相関を示した。
玄米総ヒ素濃度と各種抽出溶媒を用いた土壌ヒ素含
量との間にいずれも正の相関関係が認められた。出
穂前後３週間湛水することにより、間断灌漑に比べ
て玄米総ヒ素濃度が約２倍高まることから、間断灌
漑を基準に水稲栽培時の水管理条件を２段階に数値
化し、水管理指数として提案した。水管理指数を加
味した玄米総ヒ素濃度予測式を適用したところ、ほ
場で栽培された玄米の総ヒ素濃度もポット栽培試験
と同様、おおむね予測できることが明らかとなった。

４）加工・調理・保管による米中ヒ素の化学形態
別ヒ素濃度の変動解明

総ヒ素では、玄米を歩留 90％の精白米に搗精す
ることにより、約 30％が減少し、炊飯米への調製
により、さらに約 10％分が低減した。無機態ヒ素
も同様の低減率であった。主要な無機元素と比較す
ると、ヒ素は搗精や炊飯による低減率が少ない特徴
があった。一般的な保管形態である玄米粒では、カ
ビの発生や微生物の増殖がなければ、少なくとも半
年は、ヒ素の揮散や化学形態の変化はないと考えら
れた。

５）土壌及び食品中の各化学形態別ヒ素の分析方
法の確立では、水抽出と HPLC － ICPMS による定
量で分析法の妥当性が確認された。リン酸－フッ化
水素酸抽出と HPLC － ICPMS による定量法で灰色

注）文中の図、表に付した番号は、上記研究課題番号とその中の一連番号を組合せて表示してある。
　　（例：1 －（1）－ 1）の課題の 1 番目の図の場合は、図 11101 － 1 と表示）



─ 12 ─

低地土の分析ができた。定量下限値 0.2 mgAs/kg
であるが、簡易迅速な無機ヒ素の分析法としてボ
ルタンメトリー法が米試料へ適用可能であること
を確認した。70℃を超えない乾燥では乾燥による
ヒ素の化学形態変化は無く、常温保存でも気密性
のある保存では化学形態変化はほとんど無視でき
た。
（２）畑作物におけるカドミウムの体系的なリス

ク低減技術の開発
１）転換畑における土壌洗浄による Cd 汚染土壌

の修復技術の開発では、土壌 Cd、作物体 Cd とも
に土壌洗浄による低減効果は維持され、最長で 6 年
間持続性が確認された。長野の新規洗浄地（中粗粒
灰色低地土）でオクラ出芽率が低下し物理性劣化と
の関連が示唆されたが、オクラの出芽率は、物理性
の改善を反映して経年的に良化傾向にある。苦土石
灰の施用に伴い増収効果や品質の向上が認められ
た。洗浄後の pH 矯正に炭カルを使用した長野では
交換性塩基バランスが苦土石灰施用で改善した。現
地洗浄試験で、ベントナイトを漏水田に適用して漏
水防止施工が可能な事を示した。２倍希釈洗浄処理
水で生物影響無い事を確認し、排水の生態系リスク
は限定的と推察した。下層土の Cd 吸着は強く、浸
透はほとんど認められなかった。洗浄強度上昇で、
土壌 Cd 除去率と可給態窒素上昇、全炭素変化無し、
交換性塩基減少、施肥で矯正可能であった。土壌
Cd 除去率とダイズ・コムギの可食部 Cd 濃度に強
い相関関係を確認、修復目標の基礎データとして利
用が期待される。礫質・細粒質灰色低地土転換畑圃
場で洗浄による易耕性の悪化を確認し、粗土塊は耕
うん後に多量に存在するが、念入り耕うんで改善し
た。

２）Cd 高吸収イネおよびソルガムによる修復栽培
４作後にダイズ、コムギ、コマツナによる検定栽培
を行い、検定作物可食部 Cd 濃度と各種抽出法によ
る栽培前土壌 Cd 濃度との相関分析を行った。検定
作物と最も相関の高かった栽培前土壌抽出法は、酢
安法か塩酸法であり、それぞれについてコーデック
ス基準値をクリア可能な土壌修復目標値を把握する
ことができた。転換畑修復植物としてソルガムを中
心に回収農業機械の適性評価、作業効率、輸送コス
ト低減策として、透湿防水シートを使用した屋外在
庫乾燥、減容化としてロールの圧縮、ペレット加工

の検討を行い、修復植物の効率的収穫回収処理の一
貫技術を開発した。また修復植物をバイオリファイ
ナリーとしてガス化原料利活用を検討し、ガス化炉
での Cd の回収と適性ガス組成を取得し実用の可能
性を得た。さらにバイオリファイナリーをベースに
九州北部および山口県を事業化モデルとして検討し
た。修復植物栽培で問題となった初期生育、除草剤、
倒伏、鳥害に対する対応策を明らかにした。4 作修
復後の土壌 Cd 濃度は、平均で 25 ～ 32％低下した。
その跡地でダイズ、コムギ、コマツナによる検定栽
培を行った結果、４作修復後のダイズとコムギは平
均で約４割、同コマツナは平均で約３割、３作修復
後のサトイモは約２割可食部の Cd 濃度が低下した

３）ダイズ遺伝資源から Cd 蓄積が少ない品種を
スクリーニングし、「一宮在来 3」、「黒大豆（芸北）」
など新たな低蓄積の遺伝資源を見出した。「フクユ
タカ」「エンレイ」より有意に Cd 蓄積が少ない「作
系 109 号」を育成した。「ALA60」の低蓄積性に関
連する 4 つの QTL を見出した。寄与率が高かった
２つの QTL は次の世代でも有意に効果を示した。

コムギ農林登録 165 品種を用いて、子実の Cd 含
量が、マンガン含量、銅含量、亜鉛含量と正の相関
を示す一方、灰分含量及び蛋白質含量とは相関を示
さないことを明らかにした。北見 81 号（きたほなみ）
／ニシカゼコムギの交配組合せから、低 Cd 蓄積特
性を示し、且つ、製粉歩留や粉色の優れた 7 系統を
選抜した。また、Cleopatra ／バンドウワセの交配
組合せから、低 Cd 蓄積系統の谷系小 RB5121 を育
成した。

西日本地域での栽培に適し、子実への Cd の蓄積
性が低く、早生・多収で、高品質のコムギ系統「中
国 165 号」を開発した。「中国 165 号」は赤かび病
に弱いため、適期防除を行う必要がある。

４）Cd 低吸収台木であるトルバムビガーを使うこ
とで土壌 Cd 濃度が概ね 0.5 mg/kg 以下であれば、
ナス果実の Cd 濃度は国際基準値の 0.05 mg/kg を
超えないことがわかった。土壌 Cd 濃度、土壌 pH

（KCl）、炭素含量を説明変数としてナス果実 Cd 濃
度の予測式を作成した。トルバムビガーとアルカリ
多量施与の併用は、自根栽培とアルカリ標準施与
に比べ、ナス果実の Cd 濃度を 1/6 まで低減した。
トマト用 Cd 低吸収台木としてツノナス（Solanum 
mammosum）を選抜した。この台木を用いることで
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トマトの収量や品質に影響を与えることなく、果実
Cd 濃度は自根栽培に比べ、半減した。ピーマン用
の Cd 低吸収台木品種として「台助」を選抜した。

５）イオンビーム照射によって作出した低 Cd コ
シヒカリの lcd-kmt 系統を気象や土壌条件の異なる
各地域で栽培し、系統適応試験を実施した。出穂期
に若干の違いはあるものの、ほとんどの形質はコシ
ヒカリ同等であった。一方、玄米と稲わらの Cd 濃
度はどの地域で栽培しても lcd-kmt 系統で著しく低
かった。lcd-kmt 系統の食味はコシヒカリ同等と評
価された。lcd-kmt 系統の病害抵抗性や耐冷性等の
形質はすべてコシヒカリ同等と評価された。これら
の結果から、lcd-kmt 系統はどの地域においても非
常に実用性の高い低Cd系統であることがわかった。

６）ダイズでは、カリウム追肥には収量増大効果
があり、特に R3 期の施用はダイズ子実 Cd 濃度低
減効果が大きかった。カリウム追肥によるダイズ子
実 Cd 濃度低減は収量増大による希釈効果だと考え
られた。窒素追肥の最適量は 10 kg/10a、最適追肥
時期は R3 ～ R4 期であり、Cd 濃度が高い土壌ほど
効果が現れた。増収効果はなかったが、品質向上が
みられた。施肥管理はアルカリ資材と併用は可能で
あったが子実 Cd 濃度低減について相乗効果はみら
れなかった。しかし、これらの組み合わせによって
窒素追肥による品質の向上とカリウム追肥による収
量増大を同時に得る可能性が示唆された。

部分施用による Cd 吸収抑制では、ダイズ収量と
子実 Cd 濃度の面から、部分施用の幅 20cm・深さ
20cm の条件が最適であると考えられた。苦土石灰
量は全面施用の 38% となるが、土壌 pH は全面施
用と同等程度に上昇した。部分施用（幅 20cm・深
さ 20cm）を用いれば、１年間に 8,800 ～ 9,800 円
/10a のコスト低減となる。したがって、3.4 ～ 3.8 
ha に導入すれば、3 年間で機械費（100 万円）を回
収できると試算された。

アルカリ資材でダイズ子実 Cd 濃度を低下させる
には、開花期に土壌 pH を 6 以上に高める必要が
あると考えられた。子実中 Cd 濃度を説明する変数
として、1M 酢酸アンモニウム抽出 Cd（酢安 Cd、
mg/kg）、pH（H2O）、全炭素（TC、％）、ダイズ
作付年数を選択し、重回帰による予測式を作成した。
予測値の範囲は1％水準で概ね±0.15 mg/kgであっ
た。開花期以降の葉の Cd 濃度と子実 Cd 濃度との

間に正の相関関係が認められ、展開第 3 葉を利用し
た子実 Cd 濃度のモニタリングの可能性が示唆され
た。

７）コムギでは、家畜糞堆肥施用時には実肥は控
え、追肥には尿素を施用し、品種は中国 165 号を選
択することにより、シロガネコムギでは基準値を超
過するような Cd 汚染圃場においても、子実 Cd 濃
度だけでなくタンパク含量や灰分も基準値内に収め
ることが可能であることを明らかにした。

サンプリング法では、平均値に対する信頼区間の
変動割合を 10％以下とするためには、土壌 Cd 濃度、
コムギ子実 Cd ともに 30 点以上の採取が必要であっ
た。空間依存性や必要サンプリング間隔は圃場に
よって異なるため、土壌や子実の Cd 汚染範囲を把
握可能なサンプリング数は、これら解析結果だけで
はなく、サンプリングの労力・コスト等をも考慮し
総合的に判断する必要があると思われた。出穂１か
月後の穂をランダムに数十穂採取するか、最長稈を
十穂程度採取することにより、コムギ子実 Cd 濃度
の収穫前予測が可能であることが示唆された。

８）ダイズ子実 Cd 濃度と相関が高い栽培前土壌
Cd 抽出法は、抽出力が弱～中の抽出法であった。
コムギにおいては、Cd 濃度の高いシロガネコムギ
では抽出力が弱～中の抽出法と、低 Cd 系統の中国
165 号は、抽出力が中～強の抽出法と高い正の相関
が得られた。ダイズ、コムギともに Cd 汚染圃場で
共通して高い相関の得られた抽出法を用い、品種別
のリスク予測式と基準値をクリア可能な土壌 Cd 濃
度を把握することができた。

ダイズ、コムギともに同位体交換時間が長くな
るにつれて Et 値との相関性が低くなったことから、
子実の Cd 濃度予測には、E1 が適していると考えら
れた。ダイズはフクユタカとリュウホウそれぞれに
ついて、コムギはシロガネコムギと農林 61 号の２
品種をまとめて、作土の E1 と水溶性 Cd 濃度から
子実 Cd 濃度を予測する式を得た。E1 の代替指標に
ついては、pH7 の酢酸アンモニウム抽出が適して
いると考えられた。

９）イムノクロマト法による簡易測定法では、適
切な抽出倍率と希釈倍率を選ぶことにより、作物別
の国際基準値に対応した Cd の濃度を測定できた。
測定時間、初期投資、ランニングコストを従来の
酸分解 -ICP 発光法と比較し、初期投資は廉価であ
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り、測定時間に関しても同等かより短時間であるこ
とが分かった。開発した手法の妥当性を評価する
ため、国際的なガイドラインに従い室間共同試験
を行い、定量法として妥当と判断した。本方法に
よる Cd 測定は、コムギ玄麦、ダイズ子実、ホウレ
ンソウ、ナス、ネギについて適用性があり、スクリー
ニング検査法として利用性が高いと考えられた。

１０）ボルタンメトリー装置を用いた作物中の
Cd 濃度の簡易定量分析法を開発した。コムギは
粉砕試料を塩酸抽出し、Cd 捕集カラムで前処理
を行い、Cd 濃度を測定した結果、コムギ中 Cd
濃度で 0.17 mg/kg の定量限界値である。ダイズ
はテフロン密閉容器を用いた硝酸加熱分解液の硝
酸を除去後に Cd 濃度を測定した結果、ダイズ中
Cd 濃度で 0.2 mg/kg が定量限界値である。

２　野菜等における POPs のリスク低減技術の
開発（第 2 章）
１）フードチェーンにおける POPs の暴露に関す

る評価技術の開発では、50% メタノールを利用し
た土壌ディルドリン抽出法によって、作物（果実）
中のディルドリン濃度を推定する技術を確立すると
ともに、吸着資材である活性炭の適正施用量を決定
できることを示し、実汚染ほ場で検証した。一方、
栽培中の葉身（第 5 葉）分析による作物中 POPs 濃
度の予測技術は、収穫後の果実の濃度予測に適用す
ることは難しいと判断した。また、POPs の土壌中
分布は過去の使用歴に大きく依存していることを示
唆した。作物吸収に関する生理的要因や出荷量をパ
ラメーターとして、全国の平均的なキュウリのディ
ルドリン残留濃度の経年変化を、FOMC モデルを
ベースとしたシミュレーションモデルで示すととも
に、西日本に比べ東日本の方が残留基準値の超過リ
スクが高いこと、土壌中濃度と作物への移行率はト
レードオフの関係にあることなどを推定した。ウリ
科植物の POPs 吸収・体内移行は、オクタノール・
水分配係数が大きく関与すること、気候や作期に
よって変動すること、キュウリ果実中濃度は着果部
位が低位節ほど高いことを明らかにし、ウリ科植物
果実中の POPs 濃度の変動に対する寄与度は品種＞
着果節位≒作型＞年次の順であることを示した。ま
た、POPs 極低吸収性のズッキーニ（Patty Green）
は、カボチャ栽培用の台木として適用可能であるこ

とを確認するとともに、ディルドリン残留ほ場にお
けるキュウリの代替作物については、他のウリ科作
物、根菜類（ダイコン）やイモ類（バレイショ）は
避けるのが適切と考えられた。さらに、調理工程（漬
け込み、煮沸）における分解、生成、滲出は起こら
ないと推察された。

２）POPs のリスク管理技術の開発では、POPs の
土壌汚染除去技術に関しては、鉄資材を利用した化
学分解は酸化鉄 / 金属鉄粉が 1：1 の時に最も速く、
温度依存性で、至適 pH があった。界面活性剤の併
用や機能性鉄資材の添加によって能力が向上した。

HCB 無機化菌は、β -HCHs のみを脱塩素分解で
きることを示すとともに、バイオサーファクタント
によって分解速度が向上することを見いだした。新
規 HCHs 分解菌を単離・同定し、分解酵素遺伝子
群も明らかにするとともに、4 種 HCHs を同時に分
解でできる新規２種複合系を構築し、ヤシ殻炭に浸
漬させた資材を混和処理すると、野外条件におい
て処理 1 か月で 65％分解除去することに成功した。
エンドスルファン連用土壌から、ディルドリン分解
糸状菌と分解細菌を単離・同定した。ディルドリン
分解糸状菌をふすま培地に接種して、ディルドリン
汚染土壌に混和することでディルドリンを分解し、
さらに逐次添加法で分解率が向上した。担子菌類に
よる DDT やドリン類の実汚染土壌において、分解
が確認されるとともに、代謝経路を明らかにした。

ズッキーニによる POPs のファイトレメディエー
ションは、夏季前半、多肥管理で、摘果栽培を行う
と効果が高いことを示した。有機溶剤や界面活性剤
は、土壌からのディルドリンの溶出効果があったも
のの、生育阻害も生じた。ほ場におけるズッキーニ
のファイトレメディエーション試験では、ヘプタク
ロル類・ディルドリンともに、後作ウリ科野菜の残
留濃度はズッキーニ 1 ～ 2 作で 10 ～ 40％程度低減
した。

POPs の吸収抑制技術に関しては、ディルドリ
ンの吸収抑制効果は、資材の比表面積に依存して
おり、活性炭の効果が最も高かった。土壌溶液中
ディルドリン濃度の低減効果は、吸着資材の比表
面積との間に正の相関関係にあり、活性炭の吸収
抑制効果が高いことを確認した。 また、活性炭
に対する農薬の吸着性は、概ね Kow によって説
明でき、土壌有機物吸着による活性炭吸着サイト
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の飽和が経年的な失活を生じる要因の一つとして
想定されるとともに、ウリ科作物によるヘプタク
ロル類とディルドリン吸収抑制効果が 3 年程度は持
続すること、また 50 ％メタノール・水（v/v）抽
出法により土壌への適切な活性炭添加量を推算でき
ることを確認した。

一方、活性炭処理土壌において、接触による効
果が主体の殺線虫剤（オキサミル剤、ホスチアゼー
ト剤など）や殺虫剤の効果が低下することを確認し
た。しかし、処理後速やかにガス化する土壌くん
蒸剤（クロルピクリン、D-D など）の防除効果は低
下しなかった。

ディルドリン・ヘプタクロル類低吸収品種とし
て「TC2A」が選定され、遺伝は劣性側であり、量
的な遺伝を示した。 ヘプタクロル類極低吸収品種

「Patty Green」の遺伝様式から、ヘプタクロル類の
吸収性は少なくとも３つの遺伝子が関与すること、

「Patty Green」は極低吸収の遺伝子を劣性ホモで有
していることを示唆し、育種素材としての有望性
を示した。また、ディルドリンの極低吸収カボチャ
品種を台木として、栽培カボチャ品種を接木栽培
することにより、残留濃度を大幅に低減できるこ
とを示した。

３）POPs のリスク評価・管理のための共通基
盤技術では、POPs の土壌中濃度に、空間相関と傾
向変動が存在することが確認され、クリギングに基
づく標本誤差の評価法を作成し、誤差率を試算し
た結果、誤差率を常識的な範囲に収めるには、か
なり大きな標本が必要であることが明らかとなっ
た。POPs の土壌中濃度から作物体濃度を予測する
には、比例関係式が利用可能と考えられるが、係数
にほ場特性や品種特性があることが示された。また、
土壌中濃度の測定誤差を無視すると、作物体濃度が
過小評価された。

ELISA を利用したドリン系農薬汚染土壌の簡
易・迅速診断のための土壌抽出液の調製法に超音
波抽出法を適用することで、抽出時間の短縮と不純
物の除去が可能となり、カーボングラファイトカラ
ムによって、効率的に測定妨害成分の除去と試料の
濃縮を可能にした。ディルドリン、ヘプタクロル、
ヘプタクロルエポキシドの判別・定量が 0.09 ～ 0.14 
ng/ml の検出感度で可能な３種類の ELISA 測定系
を開発した。これらを組み合わせて、土壌中ドリン

系農薬の分析が約３時間で終了する迅速簡易分析法
を構築した。

意思決定樹の中に吸収抑制技術選択を組み入れる
ことで、作目選択に関する意思決定モデルを作成し
た。費用有効度等の概念を用いた評価を実施するた
め、農家段階での費用情報を示した。

Ⅶ　今後の課題
１　農産物におけるヒ素およびカドミウムのリス

ク低減技術の開発
１）水田土壌中のヒ素の化学形態別の存在実態の

解明では、ヒ素溶出抑制鉄資材の硫黄含量とヒ素溶
出抑制効果の関係をさらに検討し、圃場条件下で適
切な施用資材の種類、特性および施用体系を検証・
確立する必要がある。また、水稲栽培によって酸化
還元が繰り返された場合の資材の溶出抑制効果の持
続性を検証する必要がある。適切な水管理によって
溶存ヒ素および Cd 濃度を同時に低く抑えることが
可能かどうか、土壌類型の異なる圃場において検証
する必要がある。

２）獲得した低ヒ素変異体の形態別ヒ素吸収特性
や圃場での適応性を調査し、原因遺伝子の同定や
DNA マーカーを開発することで、コメのヒ素低減
に役立つ品種を育成する。水管理と資材を組み合わ
せて、効果的に玄米ヒ素と Cd の両方を抑制する技
術を開発する必要がある。鉄資材のヒ素吸収抑制効
果の持続性を検証する必要がある。

３）土壌特性に基づく玄米のヒ素汚染リスク予測
技術の開発では、土壌中可給態リン酸と水稲のヒ素
吸収機構との関係解明、ほ場栽培試験による予測式
の検証および改良、水管理指数に替わるパラメー
ターの導入、玄米中の形態別ヒ素と土壌特性との相
関関係などが検討課題である。

４）加工・調理・保管による米中ヒ素の化学形態
別ヒ素濃度の変動解明

形態別ヒ素濃度の変化をきちんと明らかにするに
は、有機態ヒ素の割合の高い試料を通常の炊飯で用
いる量を用意して試験を行う必要がある。また、玄
米・精米・炊飯米にとどまらず、副産物の「ぬか」
等についても総ヒ素および形態別ヒ素を直接分析し
て、全体のマスバランスに矛盾がないことを示すこ
とが重要である。

５）土壌及び食品中の各化学形態別ヒ素の分析方
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法の確立では、抽出時の As（III）、As（V）の安
定性の改善、ボルタンメトリー法（ASV）による
分析定量下限の改善、土壌の乾燥や保存における
ヒ素の化学形態変化の試験が必要である。
（２）畑作物におけるカドミウムの体系的なリス

ク低減技術の開発
１）畑地における土壌洗浄技術を開発する必要が

ある。
２）土壌 Cd 濃度が低くても国際基準値超過の恐

れが高いホウレンソウなどを対象としたファイトレ
メディーションによる修復技術の確立が必要であ
る。ファイトレメディエーション修復植物処理の事
業では処理する量の確保が必要となる。バイオリ
ファイナリー原料利活用を考える上で、ファイトレ
メディエーション修復植物以外の未利用バイオマス
を取り入れた収集事業が考えられるが、現在検討し
た最終バイオリファイナリーであるメタノールの価
格が課題となる。取得ガスはバイオ発電燃料ともな
り、今後の電力事業の展開も注意が必要と思われる。
ファイトレメディエーション修復後圃場で検定栽培
した圃場で、ダイズ収量が低下した試験区では、ア
ルカリ資材施用時期を早める等の対応が必要と思わ
れる。

３）ダイズ極低 Cd 蓄積遺伝資源の探索は、遺
伝資源のスクリーニングの継続だけでなく、水
稲で極低 Cd 性を示す OsNRAMP5 のダイズにお
ける類似遺伝子の突然変異体の探索等が必要であ
る。低 Cd 蓄積系統の実用化のためには、「作系 109
号」の農業特性の確認と新たな低 Cd 系統育成の
継続が必要である。「ALA60」の持つ低 Cd 蓄積
性については、「AXS」の世代を進めて組み替え
自殖系統（RILs）にするとともに、環境条件の
影響を少なくしてより詳細な QTL 解析を行って
マイナー遺伝子を探索する必要がある。谷系小
RB5121 等のコムギ系統は、親の低 Cd 蓄積品種に
比べて関東・東海地域での栽培に適したものとなっ
ているが、広く普及させるためには、さらに栽培性
の改良された低 Cd 蓄積コムギ系統を開発する必要
がある。また、育種の効率化のためには、低 Cd 蓄
積に関わる遺伝子の解析を進め、DNA マーカーを
開発する必要がある。「中国 165 号」は滋賀県・兵
庫県において奨励品種決定調査に供試しており、有
望度が確認されれば、品種化をめざす。また、「中

国 165 号」は赤かび病に弱いため、適期防除・適期
収穫に努める必要がある。今後、「中国 165 号」等
を母本として、栽培性・障害耐性を強化した品種、
用途に応じた品種の開発を進めるとともに、効率的
に品種育成を進めるため、子実 Cd に関する遺伝子
の解析や選抜方法の開発を行う必要がある。

４）精度の高いナスの Cd 汚染リスク予測式を作
成するとともに、トルバムビガー台木とアルカリ資
材の併用が適応できる土壌Cd濃度範囲を把握する。
ツノナスはトマトの Cd 吸収抑制に有効であるが、
接ぎ木法やツノナス台木を用いたトマト栽培技術を
検討する必要がある。また、ツノナスや台助の Cd
吸収抑制機構を解明する必要がある。

５）低 Cd の lcd-kmt 系統の普及に向けた取り組
みを国や各地方自治体が協力して行う必要がある。

６）営農コストに抵触しない Cd 選択性のある吸
着資材の開発が必要である。施肥管理によるダイズ
子実 Cd 濃度低減は、土壌中の形態別 Cd 量だけで
はなくこれまでの施肥管理の影響を大きく受けると
考えられることから、効果発現の最適条件をより詳
細に調査する必要がある。窒素追肥がダイズ子実濃
度を低減する機構解明にさらなる研究が必要であ
る。アルカリ資材施用による Cd 吸収抑制において
は、開花期までに資材が土壌中で溶解し、土壌 pH
が上昇することが必要となる。しかし、ダイズの開
花期までの降水量が少ない地域や年次の場合、資材
施用の効果が現れないことがある。水田転換畑等で
のダイズの Cd のリスクを低減するためには、低吸
収性品種の導入が最も低コストな対策である。また、
低吸収性品種と部分施用の組み合わせによれば、リ
スクをさらに低減できることが期待されるため、今
後の検討が必要である。また、目標 pH まで確実に
上昇させる石灰施用量の決定方法を確立する必要が
ある。

７）ムギ類の Cd 汚染リスク予測技術の開発では、
サンプリングの労力・コスト等を把握する必要があ
る。

８）ダイズやコムギの子実 Cd 汚染リスク予測式
をマニュアル化する必要がある。

同位体希釈法で求めた E1 は作物の Cd 濃度を予
測しうる指標であるが、現状では分析操作上の定義
に基づくものであって、土壌中の Cd の存在状態と
結びついていない。早急にこの点を明らかにしてい
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く必要がある。
９）イムノアッセイによる Cd 分析では、代表的

な５種の畑作物について調べたが、より多くの作物、
特に粘性が強く分離に問題のあるオクラなどについ
ての適用拡大についての検討が必要である。また、
Cd を含む海産物系堆肥など農業資材への適用も今
後の課題である。本分析法は、一般的な化学実験室
内での操作を前提としているが、操作の単純化、野
外の現場での測定ができるより操作性の良い手法の
開発も望まれる。コムギおよびダイズの測定につい
ては、0.1M- 塩酸抽出時の振とう時間を短縮できる
可能性が示唆されたが、検体数が少なかったため、
多検体による確認が必要である。野菜の測定につい
ては、種類により今回のサトイモのように妨害物質
が含まれる場合があるので、種類ごとにイムノクロ
マト法と精密分析での測定値の比較を行い、事前に
測定精度を確認しておく必要がある。イムノクロマ
ト法は、測定に要する時間は短いが、工程が多く、
マイクロピペット操作等に不慣れな者が行うと測定
誤差が生じやすい。工程の簡素化が望まれる。

１０）作物ごとの試料前処理を開発することで、
ボルタンメトリー法は多くの作物への汎用的で簡
易な金属元素の定量法としての発展が期待でき
る。

２　野菜等における POPs のリスク低減技術の
開発
全般には、５年間の研究成果について、実用化

に向けた情報提供を進め、行政が作成する実施規
範や指針の策定に協力するとともに、地方自治体
を含む行政等と連携する必要がある。また個別技
術の技術マニュアル化が求められる。

１）フードチェーンにおける POPs の暴露に関
する評価技術では、POPs による汚染の土壌診断
法を実用化するためには、ほ場での検証や、統計
学に基づいた適切なサンプリング数の算出が必要
である。POPs の吸収抑制効果の失活については、
活性炭における物質吸着サイトの減少等が考えら
れるが、その要因を解明する必要がある。ここで
開発した土壌中およびキュウリ果実中ディルドリ
ン残留濃度の推定手法の妥当性の検証には、全国
を網羅する土壌残留に関する実測データが必要で
ある。また、農薬の後作物残留リスク評価に際し、

本研究で得られた成果を活用することができる。
ウリ科において、POPs 極低吸収性品種は存在せ
ず、品種転換はその適用が軽度な汚染ほ場に限ら
れるため、重度な場合は作物転換が必要である。
また、農薬類は POPs に比べ熱や酸・アルカリに
対して不安定で、水溶解度も高いため、調理・加
工段階における動態解析が必要である。

２）POPs のリスク管理技術の開発では、鉄資
材による吸着・分解技術をドリン類に汚染された
実土壌への適用を行うには、気象、土壌、栽培植物
や作付体系、また緊急性や汚染状況等を考慮した適
切な使用条件を求める必要がある。

HCB やβ -HCH 分解に関する分解酵素遺伝子の
解明、最大 OD が 1.0 以上になる培地の検討、４種
異性体を完全分解や２種複合系集積炭化素材を用い
た実汚染土壌中の分解除去の最適化、汚染現場での
実証試験が不可欠である。ディルドリン分解糸状
菌は更なる基質の検討や界面活性剤や有機溶剤の
併用による分解力の向上、同分解細菌は基質（炭
素源）の選抜や土壌中での添加法の検討が必要で
ある。さらに、汚染現場での実証や分解酵素の改
変により、幅広い種類の POPs を効果的に分解で
きる技術を開発できる。本研究においては、POPs
の主要成分である、DDT 及びドリン系農薬のヘプ
タクロル、ディルドリン、エンドリンを対象とした。
これらの POPs を分解可能な担子菌のスクリーニン
グを試み、数種の高分解菌株が得られた。これらの
菌株による分解生成物を確認し、分解経路を明らか
にした。さらに、DDT については、実汚染土壌で
の処理を試み、分解が確認された。また、ヘプタク
ロル、ディルドリンについては、模擬汚染土壌の浄
化を試み、Phlebia 属菌及びヒラタケ菌により各化
合物の分解が確認された。POPs は、担子菌による
分解は、スケールアップを含む実用化可能性を明ら
かにする必要がある。

POPs の吸収抑制技術の開発に関しては、土壌
中のディルドリン吸収除去能力を最大化する栽培条
件で実際のほ場においてズッキーニを栽培し、浄化
効率を評価・実証する必要がある。有機溶剤や界面
活性剤の処理技術は、ホットスポットを対象とす
れば実用化の可能性がある。POPs を吸収したズッ
キーニの収穫後の処理方法およびコストについて検
討する必要がある。活性炭による POPs 吸収抑制効
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果の経年的な低下の要因を解明する必要がある。ま
た、活性炭が他の作物において他の用途で利用され
ることも想定し、各種薬剤の防除効果への影響や、
失活回避技術について検討する必要がある。また、
ヘプタクロル類に極低吸収の個体が幼苗で選抜可
能か検討する必要がある。

３）POPs のリスク評価・管理のための共通基
盤技術では、土壌サンプリング手法やデータ解析
に関する統計的アプローチは、POPs の土壌中濃
度や作物体濃度の決定要因全てを制御するのは困
難であり、randomization に基づく方法を想定し
ても誤差率は想定以上に大きかった。誤差率を低
下する目的で先験情報の利用を可能にするため、
それらの知見を蓄積する必要がある。また、この
手法は汚染物質のリスク分析のみならず、幅広い
場面における活用が期待されるものの、実用的な
ノウハウの構築を目指して、関係者間で情報交換
を進める必要がある。ELISA を利用した POPs
分析手法は、今後実土壌試料を用いた妥当性確認
によって、ほ場の汚染状況を迅速に判断する信頼
性の高い測定法に仕上げる必要がある。また、試
料調製等の工夫によって、果実中の POPs 残留濃
度測定にも適用させる必要もある。さらに、ドリ
ン系以外の農薬についても ELISA を利用した簡
易測定系を構築する必要がある。意思決定ツール
のプロトタイプ（意思決定樹）は、曝露評価及び
リスク低減化技術に関する具体的情報に基づいた
分析や、実用化に耐えうる具体的技術情報や現地
の状況を踏まえた分析を行う必要がある。
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ⅩⅠ　取りまとめ責任者あとがき
農畜水産物は、農場や漁場から食卓まで様々な経

路（フードチェーン）を介して消費者の口に運ばれ
る。そこには化学物質、病原微生物、かび毒等、有
害性を有する様々な危害要因が考えられる。農林水
産省では、食品の安全性に関するリスク管理を優先
的に行うべき有害化学物質や有害（病原）微生物を
危害要因としてリストしている。具体的には、有害
化学物質として、カドミウムやヒ素を含む重金属、
ダイオキシン類を含む残留性有機汚染物質（POPs）、
デオキシニバレノール（DON）やニバレノール

（NIV）を含むかび毒、有害微生物として、カンピ
ロバクター、サルモネラ、リステリア、腸管出血性
大腸菌（O-157）等がある。

上記の危害要因に起因するリスクを低減するため
には、科学的・技術的基盤を構築することが不可欠
であり、農林水産技術会議事務局および傘下の独立
行政法人を中心に、各種研究プロジェクトや事業を
推進してきた。農林水産委託プロジェクト『生産・
流通・加工工程における体系的な危害要因の特性解
明とリスク低減技術の開発（略称：生産工程）』は、
2008 ～ 2012 年度の 5 年間実施された。そこでは、
農畜水産物において重要度が高い危害要因を対象
に、フードチェーンにおける動態解明や簡易・迅速
検出技術の開発を進めつつ、的確かつ実用的なリス
ク低減技術を開発することを目指した。そこで得ら
れた研究成果は、行政部局におけるリスク管理のう
ち、主に暴露低減のための実施規範や農業生産工程
管理（GAP）の策定に資するものとなる。

本編（第１編）では、上記危害要因のうち化学
物質を扱っており、かび毒や病原微生物は第 2 編
で扱っている。カドミウムでは、Codex 委員会の
食品添加物・汚染物質部会や FAO/WHO 合同食
品添加物専門家会議（JECFA）において毒性発現
の指標として米の基準値（0.4 ppm 以下）が設定さ
れ、わが国でも食品衛生法におい 2011 年 2 月末日
に施行された。ヒ素では、Codex の食品汚染物質
部会（CCCF）において、米の基準値（総ヒ素で 0.3 
ppm）が提案されている。POPs は、ストックホル
ム条約において現在 21 物質が指定され、その製造・
使用・輸出入が禁止または制限されている。指定物
質の約半分が過去に農薬として利用されたものであ
り、農薬としての残留基準値が各作物に設定されて
いるものもある。これらの化学物質は、農耕地土壌
中に長期間残留し、農作物に吸収されるおそれがあ
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るため、リスク評価とリスク低減化技術の確立が喫
緊の課題である。

本編で扱う研究課題は、1）農産物におけるヒ素
およびカドミウムのリスク低減技術の開発と 2）野
菜等における POPs のリスク低減技術の開発であ
り、前者では水稲におけるヒ素および畑作物におけ
るカドミウムを対象に体系的なリスク低減技術、後
者では POPs を対象にリスク評価およびリスク管理
技術の開発を目指した。本課題の推進に当たり、国
立大学法人、独立行政法人の研究機関、公設研究機
関、企業の研究機関等からは多大な協力をいただい
た。記して謝意を表したい。

本研究から生まれた多くの成果については、解決
すべき問題が未だ多く残されてはいるが、今後独立
行政法人や公設を含む研究機関などにおいて引き続

き研究されることで解決され、発展していくこと、
また、農業現場や企業へ普及・技術移転され、有害
化学物質の汚染対策に活用されることを期待する。

最後に、本プロジェクト研究の推進にあたり、運
営委員会の委嘱研究者、また学識経験者として幅広
く貴重なご助言と激励を頂いた（社）日本植物防疫
協会技術顧問の上路雅子先生、女子栄養大学栄養学
部教授の上田成子先生、東京大学教授（現食品安全
委員会委員長）の熊谷進先生、大阪府立大学教授の
小崎俊司先生、豊橋技術科学大学特任教授の三枝正
彦先生、日本大学生物資源科学部教授の長谷川功先
生、さらに貴重なご助言と激励を頂いた酪農学園大
学大学院酪農学研究科特任教授の阿江教治先生に深
甚なる謝意を表すものである。

（推進リーダー：與語靖洋）



─ 45 ─

１　水稲におけるヒ素の体系的なリスク低減技術
の開発　

（１）　水田土壌中のヒ素の化学形態別の存在実
態の解明
ア　研究目的
土壌中のヒ素（As）は酸化数 5 のヒ酸（As（V））

や酸化数 3 の亜ヒ酸（As（III））のほか、一部は有
機ヒ素としても存在しうる。ヒ素の形態と溶出特性
は土壌の水分状態や酸化還元電位等により変化する
が、ヒ素濃度レベルや類型の異なる水田土壌中の動
態は明らかにされていない。本研究では、湛水・落
水に伴う各種水田土壌中のヒ素存在形態と溶液中濃
度の変化、土壌化学的・物理的特性および各種資材
施用の影響を明らかにする。また、ヒ素溶出に関与
する微生物群を同定し、ヒ素酸化・溶出抑制に及ぼ
す微生物の影響を解明する。さらに、土壌固相中の
ヒ素存在形態を X 線吸収分光法による直接分析で
明らかにする。これらにより、土壌中ヒ素の動態を
解明し、水稲のヒ素吸収抑制に向けた管理措置検討
のための基礎的データを得る。

イ　研究方法
（ア）　酸化還元状態の変化に伴う溶存ヒ素濃度、

存在形態の変化と微生物の役割の解明
ａ　嫌気培養による酸化還元電位、pH および

溶存ヒ素濃度の変化
類型の異なる水田土壌（灰色低地土 A 土壌（1 

M HCl 抽出性 As 7.9 mg kg–1）、グライ低地土 B 土
壌（同 14.3 mg kg–1）および黒ボク土 C 土壌（同 2.5 
mg kg–1））を固液比 1:3 で嫌気培養後、土壌懸濁液
の酸化還元電位（Eh）および pH を測定するとと
もに、懸濁液中の溶存 As 濃度を ICP-MS、鉄（Fe）
およびマンガン（Mn）を ICP-OES により分析した。

ｂ　嫌気培養および好気培養への切り替えによ

る土壌固相中ヒ素の形態変化
X 線吸収端近傍構造（XANES）では、固相中の

物質を抽出することなくスペクトル解析により形態
分析を行うことができる 1）。このため、亜ヒ酸のよ
うに抽出操作の過程で形態変化が起きる恐れのある
物質や、難溶性のヒ素硫化物のように容易に抽出で
きない物質の土壌固相中の存在割合を求めるのに適
している。ここでは、上記ａにより嫌気培養した土
壌およびガンマ線滅菌後嫌気培養した土壌を対象と
して、XANES により固相中の As の形態別存在割
合を解析した。また嫌気培養した土壌をガンマ線滅
菌後、または滅菌を行わずに、好気的な振とう培養
に切り替えた時の固相中 As の形態を XANES によ
り測定した。

ｃ　ヒ酸還元細菌の分離および滅菌土壌への微
生物接種によるヒ素溶出実験

複数の土壌の集積培養系からアガーシェイク法に
よりヒ酸還元細菌を純粋分離した。得られた純粋菌
株の 16S rRNA 遺伝子を決定し、系統解析を行った。
次に、ガンマ線滅菌した灰色低地土 A 土壌に水素
ガスを曝気して Eh を低下させた後、純粋菌株、ヒ
酸還元集積培養系、鉄還元集積培養系のいずれかを
接種し、4 日間嫌気培養して As 溶出を調べた。

ｄ　湛水・落水による水田作土カラム内深さ別
溶存ヒ素およびカドミウム濃度の変化

灰色低地土 A 土壌および中粗粒強グライ土 I 土
壌（1 M HCl 抽 出 性 As 1.5 mg kg–1） を 内 径 20 
cm、厚さ 15 cm のカラムに充填し、湛水・落水処
理の異なる浸透実験（湛水深 5 cm）を行った。深
さ 2.5 cm、7.5 cm および 12.5 cm において Eh、気
相率および溶存 O2 濃度を測定するとともに、間隙
水を経時的に採取し、溶存 As（全 As および形態
別 As）、二価鉄（Fe（II））およびカドミウム（Cd）
濃度を測定した。

第１編 　生産・流通・加工工程における体系的な危害要因の特性解明と

リスク低減技術の開発＜化学物質＞

第１章 　農産物におけるヒ素およびカドミウムのリスク低減技術の開

発
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（イ）　水田圃場における作土内深さ別溶存ヒ素お
よびカドミウム濃度の調査

中粗粒強グライ土水田 I 圃場および細粒灰色低
地土水田 N 圃場（1 M HCl 抽出性 As 2.5 mg kg–1）
の長め湛水区および節水区作土の深さ 0 ～ 5 cm、5
～ 10 cm および 10 ～ 15 cm から、中干し期、出穂
期および収穫前落水期に 100 cm3 円筒土壌試料を採
取した。試料は気相率などの土壌物理性を測定する
とともに、遠心分離により溶液を採取し、溶存 As
および Cd 濃度を測定した。
（ウ）　資材施用によるヒ素溶出抑制効果の解明

ａ　各種資材のヒ素溶出抑制効果の比較
灰色低地土 A 土壌、グライ低地土 B 土壌および

黒ボク土 C 土壌に、各種資材（酸化マグネシウム系、
酸化鉄（III）・水酸化鉄（III）系、ゼロ価鉄、水酸
化セリウム系、ゼオライト系、結晶性粘土鉱物、ア
ルミ・ケイ酸資材、合成アルミナ系その他）を土壌
の 1% 相当量添加し、嫌気的条件で 60 日間または
100 日間湛水密栓培養した。Eh および pH を測定
するとともに、溶存 As および Cd を ICP-MS によ
り分析した。培養後の土壌はXANES分析に供した。

ｂ　安定同位体鉄資材を用いた鉄溶出特性と持
続性の評価

57Fe で標識したゲータイトおよびフェリハイド
ライトを用いて上記ａと同様の嫌気培養を行い、培
養 30 日、60 日および 700 日後の懸濁液中の As お
よび Fe 濃度を ICP-MS により測定した。また、Fe
同位体比から土壌由来と資材由来の Fe を分別定量
し、これらの鉄資材の Fe 溶出特性と As 溶出抑制
効果の持続性を評価した。

ｃ　鉄資材のヒ素溶出抑制効果の比較と溶出抑

制機構の解析
灰色低地土 A 土壌にゼロ価鉄を含む各種の市販

鉄資材を添加し、上記ａと同様に 30°C で 60 日間
湛水密栓培養した。培養後、土壌懸濁液の Eh およ
び pH を測定し、ろ液中の As（III）および As（V）
を HPLC-ICPMS で分析した。また、XANES によ
り固相中 As の形態分析を行い、溶出抑制機構を解
析した。

ウ　研究結果と考察
（ア）　酸化還元状態の変化に伴う溶存ヒ素濃度、

ヒ素存在形態の変化と微生物の役割
ａ　嫌気培養による酸化還元電位、pH および

溶存ヒ素濃度の変化
嫌気培養により、各土壌ともに pH 上昇を伴

う Eh の低下と As 溶出量の増加が見られた（図
11101-1）。嫌気培養 60 日後の A 土壌および B 土壌、
同 30 日後の C 土壌の溶出 As 量は、1 M HCl 抽出
性 As 含量のそれぞれ 18％、2.6％および 2.3％に相
当した（図 11101-2）。また、As 溶出量と Fe およ
び Mn 溶出量は高い相関を示した。マンガン溶出量
は重量ベースで Fe 溶出量の 18 ～ 30％に相当した
ことから、Mn 酸化物中の As 濃度が高い場合には、
還元条件下の As 溶出に Mn 酸化物も寄与すること
が示唆された。

ｂ　嫌気培養および好気培養への切り替えによ
る土壌固相中ヒ素の形態変化

嫌気培養による Eh の低下に伴い、土壌固相でも
As（III）の割合が増加した（図 11101-3）。灰色低
地土 A 土壌の例では、60 日間の嫌気培養により固
相中の As（III）の割合が 77％まで増加し、固相中

図 11101-1 　嫌気培養による灰色低地土 A 土壌（左）およびグライ低地土 B 土壌（右）の Eh、pH および溶存ヒ素
濃度の変化
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As（III）濃度にほぼ比例して液相への As（III）溶
出量が増加したが、溶出したのは固相中 As（III）
の 1 ～ 2％程度に過ぎなかった 2）。ガンマ線滅菌土
壌では 30 日間の嫌気培養により Eh が約 –100 mV
まで低下したにも関わらず、土壌固相中 As の主要
な存在形態は As（V）であった。このことから、
固相中の As（V）の As（III）への還元は、熱力学
的に As（III）が主要化学種となる pH および Eh
条件に達するだけでは起きず、微生物活動の寄与が
必須であることが明らかになった 2）、3）。なお、嫌
気培養した土壌固相中のヒ素硫化物やモノメチルア
ルソン酸（MAA）の存在割合は無視しうる程度で
あった。

嫌気培養から好気培養に切り替えると、滅菌・非
滅菌土壌とも、溶出した As の大部分は 1 日以内に
固相に収着された。非滅菌土壌では、固相中の As

（III）および As（V）の存在割合は 7 日後には嫌気

培養前とほぼ等しくなったのに対し、滅菌土壌では
As（III）の存在割合の低下が遅れる傾向があり（図
11101-4）、固相中での As（V）への再酸化に微生物
が関与していることが示唆された。

ｃ　ヒ酸還元細菌の分離と滅菌土壌への微生物
接種によるヒ素溶出

グライ低地土 B 土壌の集積培養系からヒ酸還元
細菌 OR-1 株を分離した 4）。系統解析の結果によれ
ば、本菌は鉄還元細菌 Geobacter pelophilus に近縁で、
西ベンガルやカンボジアのヒ素汚染堆積物中に見
つかった細菌クローンとも系統的に近縁であった。
OR-1 株は

CH3COO– + 2 HAsO4
2– + 2 H2AsO4

– + 5 H+ → 4 
H3AsO3 + 2 HCO3

–

に従うヒ酸呼吸様式を有し、ヒ酸の他に、鉄、硝
酸、亜硝酸およびセレン呼吸能も有していた。分子
生態学的なアプローチにより南アジア・東南アジ
ア地域の地下水へのヒ素溶出には Geobacter 属細菌
が関与することが示唆されていたが、OR-1 株はヒ
酸呼吸能を有する Geobacter 属細菌として初めて純
粋分離されたものである。また、灰色低地土 A 土
壌からは Desulfitobacterium metallireducens に近縁な
SHIMR-1 株を分離した。SHIMR-1 株は酢酸の分解、
または乳酸の酢酸への分解を行うヒ酸呼吸細菌で、
鉄還元能も有していた。ヒ素濃度の高い汚染土壌か
らは Anaeromyxobacter dehalogenans に近縁な PSR-1
株を分離した。PSR-1 株はヒ酸還元と共役して酢酸
を酸化分解し、鉄および硝酸還元能も有していた。

滅菌土壌に OR-1 株やヒ酸還元集積培養系、鉄還
元集積培養系を接種して嫌気培養すると、亜ヒ酸の

図 11101-2 　嫌気培養土壌の Eh とヒ素溶出率の関係
ヒ素溶出率（％）＝（As 溶出量 /1 M HCl 抽出性 As
含量）× 100．

図 11101-4 　嫌気培養から好気培養への移行による固
相中 As（III）の存在割合の変化

図 11101-3 　XANES スペクトルにみられた嫌気培養
に伴う土壌固相中ヒ素の形態変化（灰色低
地土 A 土壌）
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溶出が見られ、溶出に鉄還元細菌やヒ酸還元細菌が
関与することが確かめられた（図 11101-5）。ヒ素溶
出はヒ酸還元細菌を単独で接種した時よりも、これ
らの集積培養系を接種した時の方がより顕著であっ
た。

ｄ　湛水・落水による水田作土カラム内深さ別
溶存ヒ素およびカドミウム濃度の変化

灰色低地土 A 土壌・中粗粒強グライ土 I 土壌カ
ラムとも、間隙水中の溶存 As 濃度は湛水による還
元状態の発達とともに溶存 Fe（II）濃度の増加と
並行して上昇し、A 土壌では最大で 340 μ g L–1 に
達した 5）（図 11101-6）。ヒ素可溶化はどの深さでも
ほぼ同時に始まり、溶存 As はほとんどが亜ヒ酸（As

（III））であった。湛水終了時に A 土壌および I 土
壌カラム内に存在した溶存 As は、Fe（II）生成に
より放出され得た As のそれぞれ 1.1％および 5.3％

であった。落水に伴う空気の侵入（落水後の気相率
は 0.15 ～ 0.20 m3 m–3 前後）により、各深さとも溶
存 As および Fe（II）濃度の低下と溶存 Cd 濃度の
上昇が見られた。As 濃度の低下は、溶存 O2 濃度
上昇前に起きる場合（A 土壌）と、上昇後に起き
る場合（I 土壌）があった。溶存 Cd 濃度の上昇は、
両土壌とも、溶存 O2 濃度が 6 ～ 8 mg L–1 に達した
後に起きた。A 土壌ではどの深さでも As 不溶化が
ほぼ終了した後に Cd 可溶化が起きたが、カラム下
部では気相率の増加が遅れる傾向があったため、酸
化的な作土上部（深さ 2.5 cm）では Cd が可溶化し、
還元的な下部（同 12.5 cm）には湛水期間中に可溶
化した As が残存する場合があった。間断灌漑期に
は A 土壌、I 土壌とも、溶存 As 濃度は低レベルに
抑えられた。
（イ）　水田圃場作土における深さ別溶存ヒ素およ

びカドミウム濃度と気相率の関係
試料採取時期や水管理、深さの違いによらず、I

圃場・N 圃場作土とも、溶存 As 濃度が高いのは
気相率が閾値（0.03 ～ 0.10 m3 m–3）より低い試料
に限られた 6）（図 11101-7）。これは還元的な条件で
As が溶出しやすいことによる。溶存 As 濃度が高
い試料では As（III）が 85％以上を占めたのに対し、
気相率が高めで As 濃度が 2 µg L–1 程度と低い試料
では As（V）が主体のものも多かった。一方、溶
存 Cd 濃度は気相率にほぼ比例して増加した 6）。気
相率は水管理の影響を顕著に受け、節水区で高く、
長め湛水区では低い。また作土上部は下部に比べて
気相率が高く、より酸化的な状態にある。このため、
溶存 As 濃度が高かったのは長め湛水区深さ 10 ～

図 11101-6 　湛水・落水による灰色低地土 A 土壌カラム（左）および中粗粒グライ低地土 I 土壌カラム（右）の深
さ別溶存ヒ素濃度の変化

図 11101-5 　滅菌した灰色低地土 A 土壌への微生物
接種によるヒ素溶出

測定値は平均値　標準偏差（n = 3）
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図 11101-7 　水管理の異なる水田圃場作土の溶存ヒ素およびカド
ミウム濃度と気相率の関係（中粗粒強グライ土 I 圃場（出
穂期））

図 11101-8 　気相率の階級別に示した水田作
土の溶存ヒ素濃度とカドミウム
濃度の関係（I 圃場）

15 cm の試料に多く、溶存 Cd 濃度が高かったのは
節水区深さ 0 ～ 5 cm の試料に多かった。なお、溶
存 Cd 濃度が高いのは土壌溶液 pH 6 以下の試料に
限られ、気相率と H+ 濃度の間には正の相関が見ら
れた。これらは、溶存 Cd 濃度に対する水管理の影
響は、気相率の上昇に伴う pH の低下を介したもの
であることを示唆する。

以上の結果は、水田土壌では気相率が溶存 As の
形態・濃度と溶存 Cd 濃度に及ぼす影響が大きいこ
とを示す。溶存 As 濃度が高い試料では溶存 Cd 濃
度が低く、As 濃度が低い試料では Cd 濃度が高い
傾向があったものの、両者は必ずしも相補的関係に
はなく、気相率が As 不溶化の閾値よりやや高い試
料では両者がともに低い傾向があった（図 11101-
8）。このことは、適切な水管理により気相率を As
不溶化の閾値よりやや高めに保てば、溶存 As およ
びCd濃度をともに低く維持できることを示唆する。
（ウ）　資材施用によるヒ素溶出抑制効果の解明

ａ　各種資材のヒ素溶出抑制効果の比較
フェリハイドライトなどの低結晶性鉄鉱物、水酸

化セリウムおよびゼロ価鉄資材に高い As 溶出抑制
効果が認められた。グライ低地土 B 土壌の例では、
対照（資材無施用）の溶出 As 濃度 122 （± 21） mg 
L–1 に対して、フェリハイドライト、水酸化セリウ
ム（IV）およびゼロ価鉄資材を施用した場合の溶
出 As 濃度はそれぞれ、5.4 （± 3） mg L–1、2.6 （±
0） mg L–1 および 9.4 （± 2） mg L–1 となった。一方、
Cd 溶出抑制効果は明確には認められなかった。液

相に溶出した As は 90% 以上が亜ヒ酸（As（III））
の形態で存在したのに対し、資材を施用した土壌固
相中 As の 22 ～ 50% はヒ酸（As（V））として存
在した。

ｂ　安定同位体鉄資材を用いた鉄溶出特性と持
続性の評価

結晶性鉄鉱物のゲータイト施用土壌の嫌気培養
60 日後の懸濁液中 Fe 濃度は 66.2 mg L–1（資材由
来 0.83 mg L–1, 土壌由来 65.2 mg L–1）で、資材無
施用土壌（60.2 mg L–1）とほぼ等しかったが、低結
晶性鉄鉱物のフェリハイドライト施用土壌では 85.8 
mg L–1（資材由来 40.9 mg L–1, 土壌由来 44.9 mg 
L–1）と大きく上昇した。Fe 安定同位体比から求め
たフェリハイドライトの Fe 溶出率は、60 日間嫌気
培養後で 1.42％、同 700 日では 2.44% となり、資材
溶解に伴う Fe 溶出が確認された。700 日間嫌気培
養後も、フェリハイドライト施用土壌では無施用土
壌に比べて As 溶出が約 28％低減していた。嫌気
培養初期に比べて効果は低下しているが、一定の低
減効果の持続性が認められた。結晶性鉄鉱物である
ゲータイトでは Fe 溶出はほとんど認められなかっ
た。

ｃ　鉄資材のヒ素溶出抑制効果と溶出抑制機構
市販鉄資材では一般農業鉄資材＜酸化鉄資材＜ゼ

ロ価鉄の順に高い As 溶出抑制効果が認められた。
資材施用後の固相 As の化学形態は、As（III）、As（V）
および As 硫化物がそれぞれ相当量存在し、液相に
溶出した As（As（III）が主体）と固相中の As で
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は各化学形態の存在比が大きく異なった。ヒ素の固
液分配係数と固相中における As 硫化物の存在割合
の間には高い相関が認められ、ゼロ価鉄による As
溶出抑制機構として硫化物生成が示唆された。

エ　今後の課題
（ア）　ヒ素溶出抑制鉄資材の硫黄含量等と As 溶

出抑制効果の関係をさらに検討し、圃場条件下で適
切な施用資材の種類、特性および施用体系を検証・
確立する必要がある。また、水稲栽培によって酸化
還元が繰り返された場合の資材の溶出抑制効果の持
続性を検証する必要がある。
（イ）　適切な水管理によって溶存 As および Cd 濃

度を同時に低く抑えることが可能かどうか、土壌類
型の異なる圃場において検証する必要がある。

オ　要　約
（ア）　還元状態の発達に伴う嫌気的条件下での水

田土壌からのヒ素溶出は微生物活動によるもので、
鉄還元能とヒ酸還元能を持つ細菌が新たに分離され
た。液相に溶出するヒ素の大部分は亜ヒ酸（As（III））
であったが、還元が発達すると土壌固相中でも As

（III）の割合が増加した。
（イ）　水田圃場作土の溶存ヒ素濃度が高いのは、

気相率がヒ素不溶化の閾値（0.03 ～ 0.10 m3 m–3）
より低い場合に限られたのに対し、溶存カドミウム
濃度は気相率にほぼ比例して増加した。気相率をヒ
素不溶化の閾値よりやや高めに保てば、溶存ヒ素濃
度とカドミウム濃度をともに低く維持できることが
示唆された。
（ウ）　低結晶性鉄鉱物のフェリハイドライトやゼ

ロ価鉄資材に高いヒ素溶出抑制効果が認められた。
ゼロ価鉄資材を施用した土壌固相中はヒ素硫化物の
存在割合が高く、ヒ素の固相からの溶出を著しく抑
制していた。以上により、資材施用と水管理による
ヒ素吸収抑制のための基礎データが得られた。
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（２）　稲の化学形態別ヒ素吸収パターンの解明
－ヒ素吸収の品種間差異の解明－
ア　研究目的
農産物からのヒ素（As）摂取において、我が国

ではコメの寄与が最も高く、コメの As 濃度を低減
させる技術の開発は重要である。As 吸収や集積の
少ない水稲品種の利用および開発は、コメの As 濃
度低減に向けた有効な手段と言える。これまでイネ
の As 集積における品種間差は多数報告されている
が 1）、日本で栽培されている水稲品種のヒ素集積に
関する知見は乏しい。加えて、As 集積に関する遺
伝的な多様性も十分に明らかにされていない。そこ
で本研究では、As 吸収や集積の少ない品種育成に
有用な情報を得る目的で、日本の栽培品種や遺伝的
に多様なイネ集団等を利用して、玄米の形態別 As
濃度における品種間の生理的・遺伝的変異を明らか
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にすることを目的とする。

イ　研究方法
（ア）　玄米の As 集積における品種間差異
栽培法－ 2008 年と 2009 年に日本で作付面積の多

い水稲うるち米 9 品種（コシヒカリ、ひとめぼれ、
ヒノヒカリ、あきたこまち、きらら 397、はえぬ
き、ほしのゆめ、ササニシキ、日本晴）およびモチ
米１品種（ヒメノモチ）を農環研の枠水田圃場（灰
色低地土、土壌 As 濃度は１M HCl 抽出で 1.4mg/
kg）で栽培した。水管理は 7 月上旬に中干しを行っ
た以外は、基本的に湛水管理とした。一方、現地か
ら採取した As 濃度の高い S 土壌（１M HCl 抽出
で 8 mg/kg）を 1/5000a のワグネルポットに充填し、
上記 10 品種の苗を移植した。移植後は常時湛水栽
培とした。（独）農業生物資源研究所が保有する約
3 万点のイネ品種を代表する 69 品種（WRC:World 
Rice Core Collection）を入手し、2007 年 -2009 年
の 3 年間、上記枠水田圃場で栽培した。

植物体の形態別 As 濃度の分析－玄米や茎葉部を
採取後、0.5mm のメッシュを通して粉砕した。総
As 分析では粉末サンプル 0.5g に 60％硝酸を 10mL
加 え、105 ℃ で 3 時 間 抽 出 後、ICP-MS で 測 定 し
た。As 形態分析のため、粉砕サンプル 1g を 0.15 
M HNO3 の 4mL で、80℃、2 時間抽出し、HPLC
を装備した ICP-MS で分析した。アニオンカラム

（TSKgel super IC-Anion）および C18 逆相カラム
（ODS-3）によって以下の 4 つの形態：亜ヒ酸［As 
（III）］、ヒ酸［As （V）］、モノメチルアルソン酸
（MMA）、ジメチルアルシン酸（DMA）に分画した。

（イ）　玄米 As 濃度に関わる遺伝解析
玄米 DMA 濃度の高い熱帯日本型品種「Padi 

Perak」と「コシヒカリ」との交配後代（F2）を農
環研の枠水田圃場で栽培した。F2 の 85 個体の葉身
から DNA を採取し、307 の SNP マーカーを使っ
て、各個体の全ゲノムにわたる遺伝子型を調査した。
連鎖地図は MAPMAKER/EXP 3.0 で作成した。玄
米中の DMA 濃度の分析は上述したように HPLC-
ICPMSで行った。QTL解析はQTL Cartgrapher 2.5
で行い、1000 回の permutation テストの結果に基
づき、QTL を検出した。
（ウ）　低ヒ素変異体の選抜
イオンビーム照射したコシヒカリ変異体（約 3，

000 個体）を S 土壌が入ったポットで湛水栽培した。
各個体から玄米を収穫し、総ヒ素濃度を ICP-MS で
測定した。

ウ　研究結果
（ア）　玄米の As 集積における品種間差異
非汚染圃場で湛水栽培した日本の 10 品種の玄

米総 As 濃度は、2008 年で 0.11 ～ 0.16 mg/kg （表
11102-1）、2009 年 で 0.16 ～ 0.23mg/kg で あ り、
2009 年栽培が若干高い傾向を示したが、品種間に
よる大きな違いはないようであった。玄米中の無
機ヒ素はどの品種でも大体 7-8 割程度であり、大き
な品種間差異はなかった。As 濃度の高い S 土壌で
湛水栽培すると、どの品種でも玄米 As 濃度は高ま
り、約 2-3mg/kg の範囲であった（表 11102-1）。き
らら 397 やほしのゆめで低く、ヒノヒカリで高い傾
向を示した。主要な形態は DMA となり、どの品
種も全体の約 8 割程度を示した 2）。2009 年に栽培
した WRC60 品種（9 品種登熟せず）の玄米 As 濃
度には最大で約 3 ～ 4 倍の変異が認められた。日
本晴（WRC01）の玄米総ヒ素濃度は 60 品種のほぼ
中間に位置していた。無機ヒ素の割合は 80-90％の
品種が多く、一部 60％程度の品種も存在した（図
11102-1）。品種間での年次変動はあるものの、3 年
間（2007 年～ 2009 年）栽培を通して、品種の順位
に大幅な変化はなかった。これらの結果から、玄米
総ヒ素濃度の低い品種として、WRC42 （Local Bas-
mati）と WRC53 （Tima）を選抜した。一方、総ヒ
素濃度の高い品種として WRC13 （Asu）と WRC40 

（Nepal 555） を 選 抜 し た。WRC49（Padi Perak）
は 3 年間安定して、DMA 濃度の割合が他品種より
も高い傾向（平均して総ヒ素の約 5 割程度）にあっ
た 3）。
（イ）　玄米 As 濃度に関わる遺伝解析
コシヒカリと Padi Perak の玄米中総 As 濃度

は 0.18mg/kg と同じであった。無機 As 濃度はコ
シ ヒ カ リ で 0.155mg/kg、Padi Perak で 0.106mg/
kg、DMA 濃度はコシヒカリで 0.027mg/kg、Padi 
Perak で 0.074mg/kg であった。コシヒカリと Padi 
Perak の F2 集団（85 個体）の玄米 As 濃度は、総
As 濃 度 で 0.17mg/kg、 無 機 As で 0.120mg/kg、
DMA で 0.051mg/kg であった（図 11102-2）。F2 集
団の DMA 濃度は 0.027 ～ 0.106mg/kg の範囲であ
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り、連続的な分布であった（図 11102-3）。QTL 解
析の結果、玄米 DMA 濃度に関する 3 つの QTL を
検 出 し た（ 図 11102-4）。2 つ の QTL（qDMAs6.1, 
qDMAs6.2）は第 6 染色体の短腕側に座乗し、残り
の QTL（qDMAs8.1）は第 8 染色体の短腕に位置した。

これらの QTL はすべて Padi Perak アリルで DMA
濃度を高めた。この 3 つの QTL によって、全変
異の 73％を説明することができ、最も効果の高い
QTL である qDMAs6.1 は、全体の 36％を説明した 3）。
（ウ）　低ヒ素変異体の選抜
コシヒカリ変異体のスクリーニングの結果、原

種コシヒカリの平均玄米総ヒ素濃度が 0.76mg/
kg であるのに対し、0.1 ～ 0.2mg/kg の個体が 2
つ、0.2 ～ 0.3mg/kg の個体が 3 つあった。逆に
3mg/kg 以上と総ヒ素濃度の高い個体が 2 つあっ
た（図 11102-5）。

エ　考　察
（ア）　玄米の As 集積における品種間差異
湛水栽培の結果、日本の栽培品種における玄米の

総 As 濃度や形態別 As 濃度において、統計的にい

表 11102-1　日本の栽培品種における玄米ヒ素濃度（湛水管理）

図 11102-1　世界のイネ品種（WRC）の玄米総ヒ素濃度と無機 As の割合

図 11102-2　親品種と F2 集団の形態別 As 濃度の比較
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図 11102-4　玄米 DMA 濃度の QTL マッピング

図 11102-5　コシヒカリ変異体の頻度分布

図 11102-3 　F2 個体における玄米 DMA 濃度の頻度
分布

くつかの品種間で有意差が認められたものの、その
品種間差異の程度は小さいことがわかった。なお、
これらの有意差は品種の出穂期の違いによって説明
できるかもしれない。すなわち、出穂の早い品種（き
らら 397 やほしのゆめ）は高 As 土壌に曝されてい
る期間が短く、一方出穂の遅い品種（ヒノヒカリ）
は曝されている期間が比較的長いため、As の集積
量が多くなりやすい。高ヒ素土壌で栽培した品種は
無機 As 濃度の上昇がほとんど認められず、DMA
濃度が著しく高まった。玄米の総As濃度が0.16mg/
kg 以上になると DMA がより主要な形態になるこ
とが報告されている 4）。このことから、玄米の無機
As 濃度には上限がある可能性が考えられる。現在
の日本の栽培品種はコシヒカリが交配親となってい
る場合が多いため、遺伝的多様性に乏しい。その
ため、As 集積に大きな品種間変異がないと考えら
れる。一方、世界のイネコアコレクション（WRC）
は玄米の総 As 濃度に最大 3 倍の品種間差異があっ
た。同様の材料で Cd の品種間差異を調べた結果で
は 67 倍の違いがあったことから、玄米 As 濃度に
おける遺伝的な多様性は小さい可能性がある。にも
かかわらず、安定的に玄米総 As 濃度が低い品種を
見出すことができ、低 As 品種開発の交配母本とし
て活用できると思われる。加えて、玄米中の DMA
割合の高い品種は、毒性の高い無機 As 濃度を低減
させるための交配親として利用できると思われる。
（イ）　玄米 As 濃度に関わる遺伝解析
玄米の DMA 濃度に関与する３つの QTL を同定

した。DMA はケイ酸と亜ヒ酸の吸収トランスポー
ターである Lsi1（OsNIP2;1）によって根から吸収
されることが報告されている 5）。しかし、Lsi1 遺
伝子は第 2 染色体に座乗するため、本 QTL とは一
致しない。一方、qDMAs6.2 内にはイネ節内でのケ
イ酸の分配に関連する Lsi6 遺伝子が含まれていた。
Lsi6 は亜ヒ酸の輸送活性を示すが、DMA を輸送す
る能力があるかどうかは不明である。今後、ポジショ
ナルクローニング等を通して遺伝子の同定と機能解
析を行う必要がある。その情報を基に、無機 As に
比べ、コメの DMA 割合を高めた品種を効率的に育
種することで、無機 As のリスク低減が可能になる
と思われる。
（ウ）　低ヒ素変異体の選抜
イオンビーム照射したコシヒカリから、これまで
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Cd をほとんど吸収しない変異体が見つかっている
6）。Cd のように極めて吸収能が低い個体は見つか
らなかったが、コシヒカリの玄米総 As 濃度の半分
以下となる変異体を複数獲得した。さらに、明らか
に玄米総 As 濃度の高い変異体も獲得した。今後は
これらの材料を利用して遺伝解析を進め、As の吸
収低減に役立つ品種開発を目指すとともに、低 Cd
変異体と交配することで、Cd と As の両有害元素
の吸収を抑えた新機能型のイネを育成する予定であ
る。

オ　今後の課題
（ア）　玄米の As 集積における品種間差異
WRC に関しては異なる地域での栽培を通して、

環境変動に違いによる品種間変異を明らかにする。
（イ）　玄米 As 濃度に関わる遺伝解析
玄米 DMA 濃度に関与する 3 つの QTL から各々

遺伝子を単離し、無機 As 割合を減らした水稲品種
育成に役立てる。　
（ウ）　低ヒ素変異体の選抜
獲得した変異体の形態別 As 吸収特性や圃場での

適応性を調査し、原因遺伝子の同定や DNA マー
カーを開発することで、コメの As 低減に役立つ品
種を育成する。

カ　要　約
（ア）　玄米の As 集積における品種間差異
日本の栽培品種における玄米総ヒ素濃度の変異は

小さいため、品種選択による汚染リスクの増大は考
慮する必要はなく、湛水管理等の栽培管理が大き
く総ヒ素濃度に影響することがわかった。多様な
世界のイネ品種の玄米総ヒ素濃度には最大で 3 倍
程度の差異が認められた。3 年間の調査を通して安
定して玄米総ヒ素濃度の低い品種（Local Basmati, 
Tima）を選抜した。DMA 割合が高い品種として
Padi Perak を選抜した。
（イ）　玄米 As 濃度に関わる遺伝解析
高 DMA 品種「Padi Perak」×「コシヒカリ」の

F2 集団で玄米のメチル化 As 濃度に関与する QTL
解析を実施した結果、第 6 染色体上に 2 つ（qD-
MAs6.1, qDMAs6.2）、第 8 染色体上に 1 つ（qDMAs8）、
Padi Perak アリルで DMA 濃度を高める QTL を見
つけた。

（ウ）　低ヒ素変異体の選抜　
イオンビーム照射したコシヒカリから、玄米総

As 濃度に変異のある変異体を獲得した。
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（３）　稲の化学形態別ヒ素吸収パターンの解明
－水管理等を考慮したイネのヒ素吸収パター
ンの解明－
ア　研究目的
水稲のヒ素（As）吸収量を低減するには、節水

栽培によって土壌を酸化的に維持することが有効で
あることが示されているが、どの生育時期に吸収さ
れたヒ素が玄米に蓄積しやすいかなど、水稲の生育
時期、生理状態と As の吸収・蓄積との関係は明ら
かではない。一方、水稲を節水栽培するとカドミウ
ム（Cd）の吸収量が増大する。そこで本課題では、
水稲部位別及び土壌中に存在する As を生育時期ご
とに化学形態別に分析し、水田土壌中の As 濃度、
水管理、資材施用等が水稲中の As 濃度に及ぼす影
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響について解析する。さらに、水稲の Cd と As 吸
収のトレードオフ関係 1）についても解析を行う。

イ　研究方法
（ア）　ポット試験、枠水田試験
土壌 1（灰色低地土、１M- 塩酸抽出 As 濃度 3 

mg/kg）、土壌 2（灰色低地土、１M- 塩酸抽出 As
濃度 9 mg/kg）を充填したポット（1/5000a）を用
い、異なる水管理条件下で水稲（コシヒカリ）を栽
培した。出穂前後 3 週間湛水区には各種資材添加
区を設けた。粉砕した玄米 0.5g を 0.15M 硝酸 2 mL
で加温抽出（80℃ 2 時間）し、HPLC-ICPMS で形
態別 As 濃度（無機 As、ジメチルアルシン酸（DMA）
など）を測定した。As 吸収抑制効果が認められた
資材の効果の持続性を確認するため、それぞれの跡
地土壌を用いて水稲を収穫期まで栽培し、収穫期の
水稲各部位の As、Cd 濃度を測定した。

枠水田においても異なる水管理条件の下での水稲
栽培を実施し、水稲各部位の As 濃度を測定した。
また、ポット試験で効果の認められた資材を施用し、
As 吸収抑制効果を調査した。
（イ）　圃場試験
現地水田圃場 3 圃場（I 圃場：As 濃度（1M-HCl）

0.7 ～ 1.7 mg/kg、Cd 濃度（0.1M-HCl）0.35 ～ 0.36 
mg/kg、粗粒質斑鉄型グライ低地土、N 圃場：As
濃度（1M-HCl）1.1 ～ 1.5 mg/kg、Cd 濃度（0.1M-HCl）
0.59 ～ 0.60 mg/kg、細粒質腐植質グライ低地土、K
圃場：As 濃度（1M-HCl）1.8 ～ 2.0 mg/kg、Cd 濃
度（0.1M-HCl）0.38 ～ 0.44 mg/kg、細粒質腐植質
グライ低地土）において、2 水準の水管理条件（節
水：中干し以降落水、湛水：Cd 吸収抑制水管理）
で水稲（コシヒカリ）を栽培した。生育途中の茎葉
中 As、Cd 濃度、収穫期の茎葉および玄米中の As、
Cd 濃度を測定した。

（ウ）　圃場における空間的濃度分布の把握
現地圃場（細粒質斑鉄型グライ低地土・強粘質、

12 a）において、5m メッシュ収穫による 48 サンプ
ルの玄米の総 As 濃度を分析し、ロット調査による
16 サンプルの玄米の分析値と比較した。
（エ）　水稲体中の As の移行特性と他元素との相

互関係
現 地 水 田 圃 場 O2（As 濃 度（1M-HCl）7 mg/

kg）、N1（As 濃度（1M-HCl）28 mg/kg）、N3（As
濃度（1M-HCl）13 mg/kg）、N6（As 濃度（1M-HCl）
8 mg/kg）において、水稲を栽培した。圃場の規模
は、1 プロット 10m × 5m であり、各区 2 反復とした。
水管理は農家慣行とし、収穫 2 週間前まで湛水管理
を行った。As 吸収抑制資材として FH（フェリハ
イドライト系資材）、FM（酸化鉄系資材）、GA（酸
化鉄系資材）をそれぞれ 500 kg/10a を施用した区
を設定した。

ウ　研究結果
（ア）　水稲ヒ素吸収に及ぼす水管理の影響
ポット試験において、玄米総 As 濃度と総 Cd 濃

度の間には負の相関があり（図 11103-1）、湛水期間
が長くなるほど As 濃度が高く、節水期間が長くな
るほど Cd 濃度が高くなった。また、出穂前後 3 週
間湛水区の DMA 濃度は、他区より顕著に高かっ
たが、無機 As 濃度には大きな差はなかった（図
11103-1）。枠圃場試験においても、常時湛水区の玄
米 DMA 濃度の顕著な上昇が認められた（図 11103-
2）。
（イ）　水稲ヒ素吸収に及ぼす鉄資材の影響
各種資材を添加したポットで出穂前後 3 週間湛水

して水稲を生育させた結果、玄米総 As 濃度はフェ
リハイドライト及び 0 価鉄資材 1％添加区で無添加
区に比べ約 50％に低下し（図 11103-3）、無機 As、

図 11103-1　水管理と玄米の Cd、総ヒ素、無機 As、DMA 濃度に及ぼす影響（ポット試験）
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DMA もそれぞれ低下した。フェリハイドライトお
よび 0 価鉄資材 1% 添加区では無添加区に比べ、土
壌 Eh の推移に大きな差はなかったが、土壌溶液
As 濃度は低く推移した。

枠圃場において、出穂前後 3 週間湛水して栽培
した水稲茎葉中の総 As 濃度は、酸化鉄資材（FM）
区は無施用区とほとんど変わらなかったが、フェリ
ハイドライト区と 0 価鉄資材区で総 As 濃度の低減
が認められた。一方、玄米中総 As 濃度は、0 価鉄

資材区でのみ低減効果が認められ、節水区並みに抑
制された（図 11103-4）。

圃場試験において、湛水区の玄米中総 As 濃度は、
フェリハイドライト区、0 価鉄連用区において低減
効果が認められ、特に 0 価鉄連用区で顕著であった。
しかしヒ素吸収量の少ない節水区においては、鉄
資材による As 吸収抑制効果は不明瞭であった（図
11103-5）。

図 11103-2 　水管理と玄米無機 As、DMA 濃度（枠
圃場試験）

数字は出穂前後の湛水期間（例：3_0 は出穂前 3 週間
湛水、常湛は中干しなしの常時湛水）

図 11103-3 　各種資材の添加が玄米 Cd、総 As 濃度
に及ぼす影響（ポット試験）

図 11103-4　水稲の総ヒ素濃度（常時湛水と節水を除き、出穂前後 3 週間湛水、枠圃場試験）
資材 A: 酸化鉄資材、資材 B: フェリハイドライト、資材 D:0 価鉄資材

図 11103-5　玄米中の総ヒ素濃度（圃場試験）
資材 A: 酸化鉄資材、資材 B: フェリハイドライト、資材 D:0 価鉄資材
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（ウ）　圃場における空間的 As 濃度分布
5m メッシュによる 48 サンプルの分析の結果、

土壌の As 濃度の空間的変動と玄米中総 As の空間
的変動には関係が認められなかった。また、3 年間
のデータをみると、土壌の As 濃度の時間的変動は
ほとんど認められなかったが、玄米中総 As 濃度の
時間的変動は土壌 As 濃度の時間的変動よりも大き
く、気象条件、栽培条件の影響が反映されているこ
とが示唆された。また、圃場内の土壌 As 濃度と玄
米総 As 濃度および田面高の空間的な変動に関係は
みられなかった。
（エ）　水稲体中の As の移行特性と他元素との相

互関係
現地圃場の玄米のリン酸濃度は、鉄資材施用およ

び圃場の違いに関わらずほぼ一定の値を示したが、
わらのリン濃度は圃場の違いにより有意に異なり、
土壌の As 濃度の最も高い N1 圃場のわらのリン濃
度が最も低くなった。わらのリン濃度と玄米総ヒ素
濃度には有意な正の相関が認められ（図 11103-6）
リン吸収量が多い圃場ほど玄米総ヒ素濃度が高くな
る傾向が認められた。一方、リン濃度の玄米／わら
比と玄米総ヒ素濃度には負の相関が認められ、リン
酸の玄米への転流割合が大きいほど玄米の総ヒ素濃
度が低下する傾向があり（図 11103-7）、玄米の総ヒ
素濃度とリン酸の玄米への転流の関係が推察された。

エ　考　察
水管理が長期化すると玄米の As 濃度が高くなる

のはこれまでの知見であるが、出穂前もしくは出

穂後のみ湛水にした場合の玄米 As 濃度を比較する
と、必ずしも大きな違いは認められなかった。Cd
の吸収抑制は、出穂前 15 日から出穂後 25 日の湛水
管理が有効 2）であることが知られているので、As
と Cd の両方の抑制を考える場合は、上述の水管理
を基本にし、As 吸収をさらに抑制する場合は、出
穂前の湛水期間を短くしていくのが効果的と考えら
れる。また、中干しの有無で比較すると、中干しの
ない区の玄米 As 濃度は中干し有りの区に比べ顕著
に高く、中干しをしっかり行うことでも玄米 As 濃
度の抑制に効果があることが示唆された（図 11103-
2）。

鉄資材の As 吸収抑制については、ポット試験の
結果が必ずしも圃場試験で再現されていないが、0
価鉄資材の効果は１年目で茎葉に、0 価鉄連用 2 年
目には玄米 As 濃度にも効果が認められたことか
ら、0 価鉄資材は有望と考えられる。加えて、0 価
鉄資材の場合は Cd の吸収抑制効果も圃場試験で確
認されていることから、As と Cd の両方の吸収抑
制資材としての適用も可能と推察される。

オ　今後の課題
水管理と資材を組み合わせて、効果的に As と

Cd の両方を抑制する技術に結びつける。また、鉄
資材の As 吸収抑制効果の持続性を検証する。

カ　要　約
（ア）　水稲ヒ素吸収に及ぼす水管理の影響
湛水管理期間が長くなるほど玄米総 As 濃度は高

図 11103-7 　農家圃場試験における玄米総ヒ素濃度と
リン酸濃度の玄米 / わら比（リンの玄米へ
の転流割合）との関係

図 11103-6 　圃場試験におけるわらのリン濃度と玄米
総ヒ素濃度の関係
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くなり、玄米総 As に占める DMA の割合も高くなっ
た。
（イ）　水稲ヒ素吸収に及ぼす鉄資材の影響
ポット試験においては、フェリハイドライトおよ

び 0 価鉄資材の添加が As 吸収抑制に効果的であっ
た。圃場試験においては、0 価鉄資材の連用により、
As 吸収抑制効果が確認された。
（ウ）　水稲体中の As の移行特性と他元素との相

互関係
リン酸の玄米への転流割合が大きいほど玄米の総

ヒ素濃度が低下する傾向があり、玄米の総ヒ素濃度
とリン酸の玄米への転流が関係していることが示唆
された。

キ　引用文献
1） Arao, T. et al. （2009） .Effects of water man-
agement on cadmium and arsenic accumulation 
and dimethylarsinic acid concentrations in Japa-
nese rice. Environmental Science and Technol-
ogy, 43: 9361-9367.

2） 稲原誠・雄川洋子・東英男（2007）. 生育後期の
湛水管理による水稲のカドミウム吸収抑制 . 土肥
誌 . 78: 149-155.

研究担当者（川崎晃 *、荒尾知人、本間利光、松
本真悟）

（４）　土壌特性に基づく玄米のヒ素汚染リスク
予測技術の開発
ア　研究目的
農林水産省の全国実態調査によると、わが国の玄

米総ヒ素濃度は、0.04 ～ 0.43 mg/kg の範囲にあり、
平均値は 0.17 mg/kg と公表されている。わが国で
は農産物からのヒ素摂取において、コメの寄与が大
きく、玄米のヒ素濃度低減に向けた栽培管理方法の
開発が求められている。わが国では 1970 ～ 80 年代
に水稲におけるヒ素被害の発生機構の解明およびそ
の対策に関する研究が行われた 1）～ 5）。しかし、コ
メのヒ素含量を予測する手法は確立されなかった。
最近、海外ではコメのヒ素含量を予測する手法とし
て、各種抽出溶媒を用いた土壌ヒ素含量から予測す
る手法 6）、土壌理化学性を用いた重回帰式による予
測 7）が提案されている。そこで本研究では、特性

の異なる各種土壌を用いて水稲のヒ素吸収に影響を
及ぼす主要因をいくつか抽出し、多変量解析などを
用いて土壌特性に基づいた玄米ヒ素汚染のリスク予
測技術の開発を行うことを目的とした。

イ　研究方法
（ア）　水管理の異なる水稲ポット栽培試験および

玄米総ヒ素濃度予測式の作成 
2008 ～ 2010 年度は、ヒ素濃度レベルの異なる土

壌（灰色低地土 24 点、グライ低地土 12 点、黒ボク
グライ土 2 点、計 38 点）を用いて水管理を 2 水準
設けて（間断灌漑区、出穂前後 3 週間湛水区）、水
稲ポット栽培試験を行い、収穫した玄米の総ヒ素濃
度を ICP-MS により測定した（n=38 × 2 水準、各
3 連）。

栽培前土壌の 0.5M リン酸二水素ナトリウム抽出
ヒ素、1M HCl 可溶性ヒ素、酸性シュウ酸塩抽出ヒ
素、ジチオナイト－クエン酸塩抽出ヒ素および全ヒ
素含量を測定した。土壌 pH、炭素含量、窒素含量、
C/N 比、粘土含量、非晶質および結晶質鉄、アル
ミニウムおよびケイ素含量、ピロリン酸可溶鉄、ア
ルミニウムおよび炭素含量、リン酸吸収係数、可給
態リン酸含量（トルオーグ法、ブレイ 2 法）、可給
態ケイ酸含量を測定した。

玄米総ヒ素濃度を規定する土壌特性を選抜し、土
壌特性値間の主成分分析を行った後、玄米総ヒ素濃
度を説明する重回帰式を作成した。
（イ）　玄米総ヒ素濃度予測式のほ場レベルにおけ

る検証
2011 ～ 2012 年度は、ヒ素濃度レベルの異なる現

地ほ場（灰色低地土 3 点、グライ低地土 16 点、計
19 点）において栽培前土壌を採取し、水管理を 2
～ 3 水準設けて（節水区、間断灌漑区、出穂前後 3
週間湛水区）、水稲栽培試験を行い、玄米を収穫した。
栽培前土壌の理化学性および収穫された玄米の総ヒ
素濃度を測定し、ポット栽培試験の結果から作成し
た玄米総ヒ素濃度予測式の適用性を検証した。

ウ　研究結果
（ア）　水管理の異なる水稲ポット栽培試験と玄米

総ヒ素濃度予測式の作成
出穂前後 3 週間湛水することにより、間断灌漑に

比べて玄米総ヒ素濃度が約 2 倍高まった。玄米総ヒ
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素濃度と各種抽出溶媒を用いた土壌ヒ素含量との間
にいずれも有意な正の相関関係が認められた。また、
玄米総ヒ素濃度と pH（NaF）、結晶質および非晶質
アルミニウム、可給態リン酸がいずれも有意な負の
相関を示し、粘土含量、非晶質鉄および結晶質鉄が
有意な正の相関を示した。土壌特性値間の主成分分
析を行った後、重回帰分析により、1M HCl 可溶性
ヒ素（HCl-As）とトルオーグリン酸（Truog-P）を
説明変数として、水管理ごとの玄米総ヒ素濃度予測
式を作成した。さらに、出穂前後 3 週間湛水処理を
行うことにより、間断灌漑区に比べて玄米総ヒ素濃
度が約 2 倍高まることから、間断灌漑区を基準に水
稲栽培時の水管理を 2 段階に数値化し（1：間断灌
漑区、2：出穂前後 3 週間湛水区）、水管理指数（Water 
Management Index；WMI）として提案した。水管
理指数（WMI）を加えて玄米総ヒ素濃度の予測式
を作成した。
（イ）　玄米総ヒ素濃度予測式のほ場レベルにおけ

る検証
2011 年度は、栽培前土壌の 1M HCl 可溶性ヒ素

含量は、0.7 ～ 21.8 mg/kg を示した。玄米総ヒ素濃
度は、節水区で平均：0.11 mg/kg、湛水区で平均：0.32 
mg/kg を示した。同一ほ場で比較した場合、玄米
総ヒ素濃度は、節水区で平均：0.11 mg/kg、湛水区
で平均：0.26 mg/kg となり、ポット栽培試験と同様、
湛水処理により約 2 倍高まることがほ場レベルで確
認できた。玄米収量と土壌の 1M HCl 可溶性ヒ素含
量との間には、有意な相関関係は認められなかった。

2012 年度は、栽培前土壌の 1M HCl 可溶性ヒ素
含量は、0.6 ～ 27.8 mg/kg を示した。玄米総ヒ素濃
度は節水区で平均：0.07 mg/kg、間断灌漑区で平均：
0.33 mg/kg、湛水区で平均：0.37 mg/kg を示した。

水管理条件を加味した玄米総ヒ素濃度の予測式を
適用したところ、ほ場で栽培された玄米の総ヒ素濃
度もポット栽培試験と同様、予測できる可能性が示
唆された。

エ　考　察
（ア）　水管理の異なる条件下で栽培された玄米総

ヒ素濃度
玄米中カドミウム濃度を低減するためには、出

穂前後 3 週間湛水処理が効果的な対策であるが、
その反面、玄米ヒ素濃度を高めることが明らかと

なっている 8）。玄米中のカドミウムとヒ素との間
には、水管理に伴うトレードオフ関係が成立し、
本試験においても出穂前後 3 週間湛水処理で収穫
された玄米総ヒ素濃度は、通常の間断灌漑処理に
比べて約 2 倍高まるという結果を得た。また、海
外でも同様な試験により、酸化的条件に比べて還
元条件下では玄米総ヒ素濃度が 10 ～ 15 倍高まる
との報告がある 9）。　
（イ）　各種抽出溶媒による土壌ヒ素含量と玄米総

ヒ素濃度との関係 
玄米総ヒ素濃度と各種抽出溶媒を用いた土壌ヒ素

含量との間には、いずれも正の相関関係が認められ
た。単相関係数は、水管理条件によらずジチオナイ
ト－クエン酸塩抽出ヒ素で最も高く、これは土壌中
の鉄酸化物の還元・溶解に伴うヒ素の溶出と水稲へ
の吸収・移行の関係が示唆され、同様な試験結果も
すでに報告されている 10）。
（ウ）　土壌理化学性と玄米総ヒ素濃度との関係 
玄米総ヒ素濃度と pH（NaF）、結晶質および非晶

質アルミニウム、可給態リン酸が負の相関を示し、
粘土含量、非晶質鉄および結晶質鉄が正の相関を示
した。土壌中のヒ素は、主に非晶質および結晶質鉄
酸化物の表面に吸着あるいは結晶格子中に吸蔵され
て存在し、これらの溶解に伴い溶出したヒ素が水稲
に吸収されると考えられる。一方、非晶質および結
晶質のアルミニウム酸化物の表面に吸着したヒ素は
還元状態でも解離しないため、玄米ヒ素濃度と負の
相関関係を示したと推察される。小山ら 1）～ 3）や山
根ら 4）～ 5）の研究においても、水稲のヒ素による生
育障害が火山灰土壌では生じにくいことを報告して
おり、土壌中の活性アルミニウムがヒ素の溶出を制
限していることが示唆される。
（エ）　玄米総ヒ素濃度予測式の作成と現地ほ場に

おける適合性
Bogdan and Schenk （2009）は、全ヒ素含量、可

給態リン酸、非晶質鉄含量を説明変数として精米お
よびわらのヒ素含量を予測する重回帰式を提案して
いる 7）。しかし、本研究では主成分分析の結果から
各種土壌ヒ素含量と非晶質鉄含量との間には共線性
が存在し、これら二つの変数を同時に重回帰式に用
いることはできないと判断した。そこで非晶質鉄含
量以外の説明変数として可給態リン酸を選抜し、予
測式を作成した。可給態リン酸と玄米総ヒ素濃度と
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の間には有意な負の相関関係が認められるが、この
理由については不明であり、今後の検討課題である。

オ　今後の課題
（ア）　①土壌中可給態リン酸と水稲のヒ素吸収機

構との関係解明、②ほ場栽培試験による予測式の検
証および改良、③水管理指数に替わるパラメータの
導入、④玄米中の形態別ヒ素と土壌特性との相関関
係などが検討課題である。

カ　要　約
（ア）　ヒ素濃度レベルの異なる土壌を用いて水管

理を変え（間断灌漑区、出穂前後 3 週間湛水区）、
水稲ポット栽培試験を行い、玄米総ヒ素濃度と栽培
前の土壌特性値との相関関係を解析した結果、玄米
総ヒ素濃度と pH（NaF）、非晶質アルミニウムおよ
び可給態リン酸が負の相関を示し、粘土含量、非晶
質鉄および結晶質鉄が正の相関を示した。玄米総ヒ
素濃度と各種抽出溶媒を用いた土壌ヒ素含量との間
にいずれも正の相関関係が認められた。  
（イ）　 玄米総ヒ素濃度を規定する土壌特性を選抜

し、土壌特性値間の主成分分析を行った後、玄米総
ヒ素濃度を説明する重回帰式を作成した。
（ウ）　出穂前後 3 週間湛水することにより、間断

灌漑に比べて玄米総ヒ素濃度が約 2 倍高まることか
ら、間断灌漑を基準に水稲栽培時の水管理条件を 2
段階に数値化し、水管理指数（Water Management 
Index；WMI）として提案した。水管理指数（WMI）
を加えて玄米総ヒ素濃度の予測式を作成した。
（エ）水管理指数を加味した玄米総ヒ素濃度予測

式を適用したところ、ほ場で栽培された玄米の総ヒ
素濃度もポット栽培試験と同様、予測できる可能性
が示唆された。

キ　引用文献
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2） 小山雄生ら （1976）.  土壌中の As と水稲生育と
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研究担当者（前島勇治 *、村上政治）

（５）　加工・調理・保管による米中ヒ素の化学形
態別ヒ素濃度の変動解明
ア　研究目的
化学形態によって毒性が異なることが知られてい

るヒ素の経口摂取量の推定やリスク管理措置の検討
に役立つよう、国産米に含まれる総ヒ素および形態
別ヒ素化合物の加工（精米）・調理（炊飯）におけ
る濃度変化について基礎的データを取得する。ヒ素
のリスク評は、国際的には無機態ヒ素（（As（V） + 
As（III））について実施されていることから、国産
米中ヒ素の変動においても無機態ヒ素（As（V） + 
As（III））を優先した解明が求められている。また、
海外では、玄米粉の保管により、化学形態別ヒ素の
割合が変化したとの報告もあるので、国内の米の貯
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蔵で一般的な玄米（粒）における各化学形態の濃度
変化を明らかにする。

イ　研究方法
（ア）　米中の総ヒ素および形態別ヒ素分析法の妥

当性確認
総ヒ素分析の前処理はマイクロ波加熱分解、測定

は高分解能型 ICP-MS により行った。真度、精度お
よび定量下限の確認は、玄米認証標準物質（NIST 
1568a、総ヒ素認証値：0.29 ± 0.03 mg/kg）を用い
た。真度は、測定値と認証値との比較により評価し、
精度は HorRatr により評価した。定量下限は操作ブ
ランク値（n = 5）の標準偏差の 10 倍とした。　

形態別ヒ素分析の前処理は希硝酸部分分解法によ
り行い（Nagaoka et al.1）） 、HPLC による各形態別
ヒ素の分離と高分解能型 ICP-MS による測定を組み
合わせた方法により、無機態ヒ素（As（V） + As

（III））、モノメチルアルソン酸（MMA）およびジ
メチルアルシン酸（DMA）を定量した。無機態ヒ
素（As（V） + As（III））、モノメチルアルソン酸

（MMA）およびジメチルアルシン酸（DMA）それ
ぞれの精度の確認とともに、各形態別ヒ素測定値の
総和を総ヒ素認証値で除して回収率を計算した。
（イ）　加工・調理による米の総ヒ素および形態別

ヒ素濃度の変化
加工では、最も一般的な玄米から精白米（歩留

90-91％）への搗精、調理では精白米の炊飯を行い、
得られた玄米、精米、炊飯米の総ヒ素および形態別
ヒ素濃度を分析する。再現性の高い条件で加工・調
理を行うため、搗精は家庭用精米器を用いて歩留

90％を目指して精白米を調製し、炊飯は、3 合の米
を電動洗米機により洗米し（水量 600ml × 2 回）、
20-24℃の室温で、電気炊飯器により炊飯米を調製
する。水分含量の高い試料は乾燥後、それぞれ試料
を粉砕し、総ヒ素および形態別ヒ素濃度の分析に供
した。
（ウ）　加工・調理による米の総ヒ素および形態別

ヒ素濃度の変化
米の成分変化が起こる要因は種々考えられるが、

カビの発生には特に注意が払われるため、一般的に
は室温保管等による温度の影響が想定される。通常
の国産米の貯蔵の形態である粒の玄米において、温
度によるヒ素の化学形態の変化や揮散を検討した。
貯蔵中に水分変化がないよう玄米粒をビニール袋で
包装し、遮光した状態で、人工気象機内で 35℃一
定で 4 週間の加速試験を行った。

ウ　研究結果
（ア）　米中の総ヒ素および形態別ヒ素分析法の妥

当性確認
総ヒ素分析法については真度、精度ともに良好で

あった（表 11105-1、2）。また、定量下限値（溶液濃度）
は 0.06 μ g/L であった。

形態別ヒ素分析法では、As（V）の検量線の相関
係数が r = 0.938 と比較的小さいが、その他の形態
別ヒ素の検量線については 0.992-0.997 となり、一
定の直線性が認められた。これら検量線により玄米
認証標準物質中のヒ素を形態別に測定したところ

（図 11105-1、2、表 11105-3）、各形態の測定精度は
良好であり、回収率についても 85-100％となった。

表 11105-1 　NIST 1568a 中の総ヒ素濃度認証値と測
定結果（mg/kg）

表 11105-2 　NIST 1568a を用いた総ヒ素定量分析に
ついての精確さ、精度の確認

図 11105-1 　形態別ヒ素化合物標品クロマトグラム



─ 62 ─

（イ）　加工・調理による米の総ヒ素および形態別
ヒ素濃度の変化

総ヒ素では、玄米を歩留 90％の精白米に搗精す
ることにより、約 30％が減少し、炊飯米への調製
により、さらに約 10％分が低減した（図 11105-3）。
無機態ヒ素も同様であった。精白米から炊飯米への
総ヒ素濃度の変化は、洗米工程による減少がほとん
どで、炊飯工程（加熱）による差は認められず、あっ
ても極わずかと考えられる。有機態ヒ素に比較して、
米の搗精・炊飯による無機態ヒ素の減少率のほうが
高い傾向にあったが、有機態ヒ素の割合が低いため

に、少量の有機態（中でも MMA）の濃度変化率が
無機態とどれだけ異なるかについては明確に判断で
きなかった。
（ウ）　加工・調理による米の総ヒ素および形態別

ヒ素濃度の変化
政府は食糧庁時代から、玄米の貯蔵温度を 15℃

に定めている。「10℃の温度上昇で劣化の速度が 2
倍になる」アレニウスのモデルから、35℃貯蔵は、
通常の 15℃の貯蔵とは 20℃異なるので、2 倍× 2
倍で 4 倍の速度で変化が起こることとなる。また、
5℃の低温貯蔵を行うケースとは 30℃異なるので、
この場合は 2 倍× 2 倍× 2 倍で 8 倍となる。4 週間
の加速試験によって、有意な総ヒ素濃度および形態
別ヒ素濃度の差はなかったことから（図 11105-4）、
少なくとも半年間は、考えられうる温度変化による
玄米粒中のヒ素の化学形態の変化や揮散はないと
考えられる。

エ　考　察
（ア）　米中の総ヒ素および形態別ヒ素分析法の妥

当性確認
農林水産省による農産物の総ヒ素含有実態調査

結果（2003 年産）では、米の総ヒ素濃度の平均値
は 0.17 mg/kg であり、範囲は 0.04 mg/kg から 0.43 
mg/kg である。また、玄米 10 試料を分析した結果
として、総ヒ素濃度（乾物あたり）が農林水産省結
果と同程度（平均 0.19 mg/kg、0.118 ～ 0.260 mg/
kg）であったとする結果もある（Nagaoka et al. 1））。
これまで報告されてきた国産米中の総ヒ素濃度を考
慮すると、国産米試料の総ヒ素濃度の定量が可能で

図 11105-2　NIST 1568a クロマトグラム

表 11105-3 　NIST 1568a 中の希硝酸部分分解による
各形態別ヒ素濃度測定結果

図 11105-3　精米および洗米・炊飯によるコメの無機元素含有の変化（ 乾物重あたり、玄米 = 100 ）
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あった。
形態別ヒ素分析法でも、米中ヒ素の抽出率は良好

であり、米に含まれる MMA や DMA が微量なケー
スを除き、定量が可能と考えられる。
（イ）　加工・調理による米の総ヒ素および形態別

ヒ素濃度の変化
米から歩留約 90％の精白米へ搗精し、さらに精

白米を洗米して炊飯する一般的な工程では、総ヒ素
濃度、および形態別において総ヒ素濃度に占める割
合が高い無機態ヒ素が最も低減するのは搗精の過程
であった。また、他の主要無機元素と比較すると、
ヒ素は搗精や炊飯による低減率が少ない元素と特徴
づけられた（図 11105-3）。
（ウ）　加工・調理による米の総ヒ素および形態別

ヒ素濃度の変化
玄米のヒ素化合物の割合が変化したとの海外の報

告は、分析の真度確認に使用される標準物質候補と
して調製した玄米粉末の安定性を試験したものであ
り（Pizarro et al. 2））、食品等の標準物質調製で行
われるガンマ線照射の必要性が再度確認されたもの
である。食料としての国産米は粒の玄米で貯蔵され
ており、カビの発生や微生物の増殖がなければ、国
内で想定される温度変化の範囲では、少なくとも半
年間はヒ素の化学形態の変化や揮散はないと考え
られる。

オ　今後の課題
（ア）　米中の総ヒ素および形態別ヒ素分析法の妥

当性確認

こうした変動解明の研究では、副産物を含めた
個々の試料の直接分析を行うことが望ましい。また、
形態別ヒ素では、温度により抽出率の改善も認めら
れる（Nishimura et al. 3））「ぬか」等についても総
ヒ素および形態別ヒ素についても前処理を中心とし
て分析法の確立を目指す必要である。
（イ）　加工・調理による米の総ヒ素および形態別

ヒ素濃度の変化
形態別ヒ素濃度の変化をきちんと明らかにするに

は、有機態ヒ素の割合の高い試料（総じて総ヒ素濃
度が高い試料）を通常の炊飯で用いる量を用意して
試験を行う必要がある。また、玄米・精米・炊飯米
にとどまらず、副産物の「ぬか」等についても総ヒ
素および形態別ヒ素を直接分析して、全体のマスバ
ランスに矛盾がないこと（併せて分析法や加工・調
理の方法およびサンプリング法が適切であったこ
と）を示すことが重要である。　

カ　要　約
（ア）　米中の総ヒ素および形態別ヒ素分析法の妥

当性確認
総ヒ素分析の前処理はマイクロ波加熱分解、測定

は高分解能型 ICP-MS により行ったところ、国産米
試料の総ヒ素濃度の定量が可能であった。

形態別ヒ素分析の前処理は希硝酸部分分解法に
より行い、HPLC による各形態別ヒ素の分離と高分
解能型 ICP-MS による測定を組み合わせた方法によ
り、無機態ヒ素（As（V） + As（III））、モノメチ
ルアルソン酸（MMA）およびジメチルアルシン酸

（DMA）を定量した。形態別ヒ素分析法でも、米中
のヒ素の抽出は良好であり、MMA や DMA が微量
である場合を除き、定量が可能と考えられる。
（イ）　加工・調理による米の総ヒ素および形態別

ヒ素濃度の変化
総ヒ素では、玄米を歩留 90％の精白米に搗精す

ることにより、約 30％が減少し、炊飯米への調製
により、さらに約 10％分が低減した（図 11105-3）。
無機態ヒ素も同様の低減率であった。主要な無機元
素と比較すると、ヒ素は搗精や炊飯による低減率が
少ない特徴があった。　
（ウ）　加工・調理による米の総ヒ素および形態別

ヒ素濃度の変化
一般的な保管形態である玄米粒では、カビの発生

図 11105-4 　米の保管による形態別ヒ素濃度の変化
（乾物あたり mg/kg）
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や微生物の増殖がなければ、少なくとも半年は、ヒ
素の化学形態の変化や揮散はないと考えられる。
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bility of arsenic species in rice. Anal. Bio-
anal Chem. 376:102-109.
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and Safety Science （Shokuhin Eiseigaku 
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研究担当者（門倉雅史、堀田博、進藤久美子 *）

（６）　土壌及び食品中の各化学形態別ヒ素の分
析方法の確立
ア　研究目的
土壌中及び米中に含まれるヒ素の実用的で妥当性

確認の取れた化学形態別分析法を開発する。また、
土壌および食品中のヒ素の全量および化学形態別濃
度のボルタンメトリー法（ASV）による迅速・簡
易分析法を開発する。

イ　研究方法
（ア）　米中ヒ素の化学形態別分析法の確立
既報の分析法を整理し、米中ヒ素（亜ヒ酸（As

（III））、ヒ酸（As（V））、メチルアルソン酸（MMA）、
ジメチルアルシン酸（DMA））に適した化学形態別
分析法を選択、修正しその妥当性を確認した。

ａ　クロマト分離条件の検討
実績の多いアニオン交換カラムを中心に試験し、

適当なカラムを選抜した。安定した測定のために、
これまで例の少ない揮発性移動相での分離を試験し
た。

ｂ　抽出条件の検討
既報の抽出法を比較し、適当な抽出法を選抜した。

ｃ　室間共同試験による妥当性確認
水抽出（95℃、4 時間、固液比 10）とイオンペア

逆相カラムを用いて HPLC-ICPMS 法での米中ヒ素

の化学形態別分析の室間共同試験を行った。
（イ）　土壌中ヒ素の化学形態別分析法の確立

ａ　土壌標準試料の作成
分析法の検討や室間共同試験に使用する土壌標準

試料を作成した。
ｂ　抽出条件の検討

既報の抽出法を比較し、適当な抽出法を選抜・改
良した。

ｃ　室間共同試験による妥当性確認
土壌標準試料、1 mol/L リン酸（0.5 mol/L アス

コルビン酸を含む）、38％フッ化水素酸を 1：10：2
の比でテフロン容器に加えて 120℃、30 分間でマイ
クロウェーブ加熱抽出を行い、イオンペア逆相カラ
ムを用いて分離する HPLC-ICPMS 法での土壌中ヒ
素の化学形態別分析の室間共同試験を行った。
（ウ）　米中無機ヒ素のボルタンメトリー法（ASV）

による迅速・簡易分析法の開発
ａ　玄米中無機ヒ素定量における前処理、測定

条件の検討
テフロン密閉容器と恒温槽を用いた硝酸分解法を

開発した。ボルタンメトリーでの計測が可能な液性
を検討し、玄米中無機ヒ素の定量下限値を明らかに
した。

b 　標準操作手順書の作成
コスト、分析感度・精度、正確性、操作性等に関

して他の分析法と比較し、ASV 法の特徴を明らか
にした。
（エ）　乾燥時、保存時の米中ヒ素化合物の化学形

態変化
玄米粉末、玄米粒の乾燥時、保存時のヒ素化合物

の化学形態変化を追跡した。
常圧乾燥炉を用いて低温（30℃）から高温（105℃）

で玄米粉末、玄米粒乾燥を乾燥し化学形態変化を試
験した。

冷凍（－ 20℃）、冷蔵（4℃）、室温（30℃）での
8 か月長期保存時のヒ素化合物の化学形態変化を試
験した。

ウ　研究結果
（ア）　米中ヒ素の化学形態別分析法の確立

ａ　クロマト分離条件の検討
揮発性の 10mM 酢酸アンモニウム移動相とアニ

オン交換カラムを用いて、7 分以内に As（III）、
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As（V）、MMA、DMA に加えてアルセノベタイン
（AsB）を分離できた。また揮発性のギ酸水溶液移
動相と高極性基含有カラムを用い 6 分以内に As

（III）、As（V）、MMA、DMA を分離できた（図
11106-1）。

ｂ　抽出条件の検討
ヒ素化合物の化学形態別認証値が付与された白

米 標 準 物 質（NMIJ CRM 7503a、As（III） 0.0711 
mgAs/kg、DMA 0.0133 mgAs/kg、As（V） 0.0130 
mgAs/kg）を用いて、既報の論文に見られる各種
抽出法（馬場、1）（振とう抽出（12 時間）、加熱抽
出（80℃、2 時間）、超音波抽出（超音波プローブ
を用い 30 秒、3 回）、マイクロウェーブ抽出（80℃、
30 分））を試験し比較した。抽出液は水、1% 硝酸、
1% ギ酸、10 mM 酢酸アンモニウムを用いた。認証
値のある 3 つの化学形態全てで 8 割以上抽出してい
る抽出法は水を用いたマイクロウェーブ抽出であっ
た（図 11106-2）。

ｃ　室間共同試験による妥当性確認
HPLC-ICPMS 法による米中ヒ素の化学形態別分

析の室間共同試験を行い、結果を表にまとめた（表
11106-1）。抽出は 95℃、4 時間でのアルミブロック
ヒーターを用いた水抽出であり（成川ら 2））、HPLC
分離はクロマト分離条件の検討の際に新たに開発し
た分離法ではなく、カラムの価格面を重視し、イオ
ンペア逆相分離による分離とした（米谷ら 3））。

試験に供した玄米粉末はボールミルを用いた微粉

砕、瓶詰め、ガンマ線滅菌（20 ｋ Gy）し、均一性
確認したものを用いた。日本国内の玄米中のヒ素化
合物は大部分が As（III）であり、As（III）に関し
ては 0.0674 － 0.1854 mgAs/kg の範囲の試料に対
して、室間相対標準偏差 5.3 － 18.5％、HorRat 0.24
－ 0.84 であった。MMA に関しては 0.0159 － 0.0261 
mgAs/kg の範囲の試料に対して、室間相対標準偏
差 12.3 － 31.8％、HorRat 0.44 － 1.45 であった。室
間相対標準偏差が高いが、これは全般的に低濃度に
よるためである。試験所によってはこの濃度範囲の
玄米粉末中の DMA を検出できないことがあること
から、分析可能な試験所が制限される。As（V）に
関しては 0.0141 － 0.0407 mgAs/kg の範囲の試料に
対して室間相対標準偏差 21.7 － 34.3％、HorRat 0.98
－ 1.29 であった。室間相対標準偏差は他の化学形
態に比べて高かった。これは As（V）の 3 － 5 倍
高濃度の As（III）から As（V）への酸化が大きな
影響を与えていると考えられる。そのため As（III）
と As（V）を共に無機ヒ素として扱うことが適当
であり、その場合室間相対標準偏差 5.8 － 16.2％、
HorRat 0.29 － 0.77 と大きく改善した。総ヒ素に関
しては室間標準偏差、総ヒ素分析値からの回収率と
もに良好な結果といえる。
（イ）　土壌中ヒ素の化学形態別分析法の確立

ａ　土壌標準試料の作成
灰色低地土、黒ボク土の 2 種について乾燥、スピー

ドミルによる微粉砕（< 0.12mm）、瓶詰め、ガンマ

図 11106-1 　修正した HPLC 条件による玄米抽出液、
混合標準溶液の分析（AsB（40 μ gAs/L）
は内部標準物質として添加）

図 11106-2 　米のマイクロウェーブ抽出において分析
値の認証値に対する割合（%）
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線滅菌（80 ｋ Gy）し、均一性確認をおこなった。
ｂ　抽出条件の検討

全ヒ素　39.8 mgAs/kg の灰色低地土を用いて振
とう抽出（12 時間）、加熱抽出（80℃、2 時間）、超
音波抽出（超音波プローブを用い 30 秒、3 回）、マ
イクロウェーブ抽出（95℃、10 分）をおこない比
較した。固相中 As（III）、As（V）の推定含有量
は全ヒ素濃度と XANES 分析による価数比から求
めた。抽出液は 1 mol/L 塩酸、1 mol/L リン酸、1 
mol/L ギ酸を用いた。その他に既報論文で利用さ
れた 0.5％ジエチルジチオカルバミン酸ナトリウム

（NaDDC）を含む 10 mmol/L リン酸による 12 時間
振とう抽出や 0.2 mol/L シュウ酸アンモニウムや 0.2 
mol/L 酸性シュウ酸塩、ジチオナイト－クエン酸塩
抽出、10 mmol/L アスコルビン酸を含む 1 mol/L
リン酸によるマイクロウェーブ抽出（95℃、10 分）
も試験した。150℃、30 分でのマイクロウェーブ抽
出では As（V）への酸化がある程度抑制されたま
ま As（III）が抽出され、かつ As（III）、As（V）
の抽出効率も 100 － 122％と優れていた（図 11106-

3）。
ｃ　室間共同試験による妥当性確認

作成した土壌標準試料 2 種と HPLC-ICPMS 法に
よる土壌中ヒ素の化学形態別分析の室間共同試験を
行い、結果を表にまとめた（表 11106-2）。As（III）
と As（V）の化学形態変化が一部に起こったため、
室間相対標準偏差はそれぞれ 9.0 － 29.7％、25.0 －
61.6％と大きな値となった。As（III）と As（V）
を共に無機ヒ素として扱った場合は室間相対標準偏
差 6.8 － 10.6％であり良好な結果であった。全ヒ素
10 mgAs/kg 程度の黒ボク土では抽出効率がやや低
く 60 － 81％程度であった。抽出希釈倍率は 500 倍
であり、ヒ素の検出限界は 0.1 から高いものでは 1 
mgAs/kg にもなる。このため無機ヒ素より低濃度
である MMA に関しては検出限界前後での含有量
であることから、室間相対標準偏差も大きなものと
なった。
（ウ）　米中無機ヒ素のボルタンメトリー法（ASV）

による迅速・簡易分析法の開発
ａ　玄米中無機ヒ素定量における前処理、測定

表 11106-1　米中ヒ素の HPLC-ICPMS 法による分析法の室間共同試験結果
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条件の検討 
玄米の硝酸分解液中の無機ヒ素は 90％以上の回

収率であった。玄米中無機ヒ素濃度 0.2 mgAs/kg
以上でボルタンメトリー法での定量が可能であっ
た（図 11106-4）、膜濃縮カートリッジ電極型ボルタ
ンメトリー装置では測定液中の硝酸イオン濃度を 2 
mM 以下にする必要があった。

b 　標準作業手順書の作成
標準操作手順書及び他の分析法との価格、分析時

間等の比較表を作成し（独）農業環境技術研究所の
ホームページで公開した。
（エ）　乾燥時、保存時の米中ヒ素化合物の化学形

態変化
玄米粉末の乾燥温度が 105℃（48 時間）では As

（III）の 30％が As（V）へ酸化された（図 11106-

 図 11106-3　土壌のマイクロウェーブ抽出において分析値の推定含有量に対する割合（%）

表 11106-2　土壌中ヒ素の HPLC-ICPMS 法による分析法の室間共同試験結果

図 11106-4 　繰り返し測定値の相対標準偏差（n=10）
0.20 mgAs/kg （RSD= 13.6%）、0.12 mgAs/
kg（RSD= 38.4%）
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5）。保管中の化学形態変化を避けるためには低温乾
燥が推奨された。30℃、50℃、70℃では 5％水準で
有意差無しであった。玄米粉末の乾燥に比べて、玄
米粒ではほとんど変化は見られないが、105℃では
2% 程度の As（III）が As（V）に酸化された（図
11106-6）。また、玄米粉末・玄米粒で室温、冷蔵下、
8 か月長期保存の間にも化学形態変化が見られたが
僅かであった（1％以下）。

エ　考　察
（ア）　米中ヒ素の化学形態別分析法の確立
As（III）と As（V）への酸化の影の間の価数変

化があることから、本分析法で室間相対標準偏差を
20％未満に抑えるには As（III）、As（V）は無機
ヒ素として扱う必要がある。
（イ）　土壌中ヒ素の化学形態別分析法の確立
低ヒ素濃度黒ボク土の抽出効率が分析機関によっ

ては低いが、これはフッ化水素酸の添加量を増加さ
せるか、抽出温度を上げることで改善できる。ただ
し、抽出温度の上昇はアスコルビン酸による As（V）
の還元を引き起こす。アスコルビン酸を添加せず、
リン酸－フッ化水素酸を用いた 150 ～ 200℃での抽
出とし、As（III）、As（V）は合わせて無機ヒ素と
して扱う方法への変更が必要である。
（ウ）　米中無機ヒ素のボルタンメトリー法（ASV）

による迅速・簡易分析法の開発
実態調査での米中無機ヒ素濃度の平均は ASV 法

での定量下限値とほぼ変わらないレベルにあること

から、前濃縮などの工夫が必要である。ワラ試料
などであれば、米より 1 桁近く高濃度であるため
ASV 法が有効である。
（エ）　乾燥時、保存時の米中ヒ素化合物の化学形

態変化
保存に際して、既報論文 4）で指摘されるような

大きな化学形態変化は見られなかった。これは本試
験では保存をガラス瓶とアルミジップによる二重包
装にしていたことが原因である可能性がある。気密
性の低い袋に入れた状態での保存とは結果が異なる
可能性があり注意が必要である。

オ　今後の課題
（ア）　米中ヒ素の化学形態別分析法の確立
抽出時の As（III）、As（V）の安定性の改善

（イ）　土壌中ヒ素の化学形態別分析法の確立
抽出時の As（III）、As（V）の安定性、抽出率

の改善
（ウ）　米中無機ヒ素のボルタンメトリー法（ASV）

による迅速・簡易分析法の開発
適当な前処理法による定量下限の改善

（エ）　乾燥時、保存時の米中ヒ素化合物の化学形
態変化

土壌についても乾燥や保存におけるヒ素の化学
形態変化の試験が必要

カ　要　約
（ア）　米中ヒ素の化学形態別分析法の確立

図 11106-5 　乾燥温度による玄米粉末中ヒ素化学形態
の影響及び水分含量（%）（n = 3） 図 11106-6 　各乾燥温度における玄米粒中総ヒ素に対

する As（III）、As（V）の割合（%）（n = 3）
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水抽出と HPLC － ICPMS による定量で分析法の
妥当性が確認されたが、その際に As（III）と As（V）
は合わせて無機ヒ素として扱う必要がある。
（イ）　土壌中ヒ素の化学形態別分析法の確立
リン酸－フッ化水素酸抽出と HPLC － ICPMS に

よる定量法で灰色低地土の分析ができるが、As（III）
と As（V）は合わせて無機ヒ素として扱う必要が
ある。低濃度黒ボク土に関してはより高温での抽出
が必要である。
（ウ）　米中無機ヒ素のボルタンメトリー法（ASV）

による迅速・簡易分析法の開発
定量下限値 0.2 mgAs/kg であるが、簡易迅速

な無機ヒ素の分析法として ASV 法が米試料へ適
用可能であることを確認した。
（エ）　乾燥時、保存時の米中ヒ素化合物の化学形

態変化
70℃を超えない乾燥では乾燥によるヒ素の化学

形態変化は無く、常温保存でも気密性のある保存
では化学形態変化はほとんど無視できる。
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２　畑作物におけるカドミウムの体系的なリスク
低減技術の開発

（１）　転換畑における土壌洗浄によるカドミウ
ム汚染土壌の修復技術の開発
ア　研究目的
穀類や野菜類に含まれるカドミウムの Codex 基

準値が 2006 年までに Codex において決定され、今
後は国内において米以外のカドミウム基準値の設定
に向けた検討が予想される。これまでに塩化鉄（Ⅲ）
を薬剤とした土壌洗浄法が提案されている（Makino 
T. et al.1）、2））。そこで、小麦、ダイズ、果菜（オク
ラ）、根菜（サトイモ）、葉菜（ホウレンソウ）を対
象として、土壌洗浄処理による Cd 吸収リスク低減
効果を評価するとともに土壌肥沃度修復手法を検討
する。本研究では、洗浄強度と浄化効果の関係解明、
洗浄に伴う環境影響評価および浄化効果の持続性検
証を行い、転換畑等の農家圃場に適用可能な土壌洗
浄技術を開発する。

イ　研究方法
（ア）　土壌洗浄強度と肥沃度変化、作物体 Cd 含

量との関係
福岡県の水田 - 麦輪作圃場（灰色低地土；0.1M 

HCl-Cd=2.1mg kg-1）および富山県の水田―大豆輪
作圃場（グライ土；0.1M HCl-Cd=0.21 mg kg-1）か
ら採取した土壌を供試した。円形ステンレス容器

（H47cm, 底面φ 47cm）に乾土換算 10kg 相当の生
土および塩化第二鉄溶液 20L（濃度 0 ～ 30mM ま
たは 15mM）を加えて攪拌し、薬剤濃度（＝洗浄強度）
を変えた多段階洗浄を実施した。洗浄土壌を風乾後、
硝安（pH7、固液比 1:10）, 0.01M HCl（固液比 1:5）
および 0.1M HCl（固液比 1:5）で抽出液中の Cd を
ICP 発光分光法で測定した。さらに、粘土鉱物組成
を x 線回折、全窒素、全炭素を燃焼法、交換性塩
基を ICP 発光、可給態窒素をインキュベーション
法で測定した。また、多段階洗浄して水稲 1 作後の
土壌を用いて、大豆（エンレイ）・小麦（農林 61 号）
のポット栽培（1/5000a）を 2 作した。
（イ）　土壌洗浄の環境影響評価

ａ　オンサイト洗浄に伴う水生生物への影響評
価（Nagai T. et al.3））

指 標 生 物 と し て は 藻 類（Pseudokirchneriella 
subcapitata）、ミジンコ、コガタシマトビケラ、魚
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類（メダカ）を用いた。毒性実験の方法としては、
藻類、ミジンコ、魚類については国際的なガイドラ
イン（OECD など）に準拠、トビケラについては
農環研が策定したマニュアルに従った。　また、処
理水中の無機物濃度のモニタリングや土壌洗浄の現
場で処理水の希釈倍率を調査し、水生生物への曝露
実態を把握した。

ｂ　洗浄に伴う Cd の下層移行性評価
新潟県および農環研内のサトイモーイネ輪換田に

て、二重のステンレスカラムを耕盤まで埋設し、内
－外カラム間に用水を、内カラムに塩鉄溶液および
同位体 Cd を加えて攪拌し、カラムの下層（耕盤下
10 および 20cm）に設置したポーラスカップで経時
的に土壌溶液を採取し、Cd 含量を ICPOES または
ICP-MS で測定した。また、新潟土壌の耕盤層およ
びその下層土を 5cm 毎の深さ別に採取し、以下の
試験に供試した。オンサイト土壌洗浄と同濃度の塩
化鉄溶液を表層土に加えて作成した Cd 抽出液を、
希釈倍率を変えて各下層土に加え、下層土の Cd 吸
着能を評価した。
（ウ）　オンサイト洗浄の土壌物理性に対する影響

評価と改良法の開発
前作が転換そば畑の礫質灰色低地土洗浄圃場

（2008 年 10 月洗浄実施、作土は中粗粒質）・対照圃
場から、耕うん前に 100 cm3 不撹乱円筒土壌試料を
採取し、一軸圧縮強度を測定した。また、細粒灰色
低地土転換畑洗浄圃場（2009 年 11 月洗浄実施）堆
肥 0 t 10a-1 区，2 t 10a-1 区，5 t 10a-1 区，念入り砕
土区および対照圃場各処理区においても耕うん後の
土塊径分布を調査した。なお、耕うん作業は、洗浄
後初年目は乗用トラクタによるロータリー耕起 2 回
の後、砕土 2 回（念入り砕土区は 3 回）、2 年目は
乗用トラクタによるロータリー耕起後砕土 1 回（念
入り砕土区は 2 回）とした。前作が水田の細粒灰色
低地土転換畑洗浄圃場（2009 年 11 月洗浄実施）堆
肥 0 t 10a-1 区，2 t 10a-1 区，5 t 10a-1 区，念入り砕
土区および対照圃場各処理区においても耕うん後の
土塊径分布を調査した。耕うん作業は、洗浄後初年
目は乗用トラクタによるロータリー耕起 2 回の後、
砕土 2 回（念入り砕土区は 3 回）、2 年目は乗用ト
ラクタによるロータリー耕起後砕土 1 回（念入り砕
土区は 2 回）とした。
（エ）　 転換畑における土壌洗浄システムの開発

ａ　現地高水深洗浄試験による適用性評価
洗浄水深（耕盤からの導水深）を 40cm、固液比

（土壌量：薬剤水溶液量）を 1：2.2 の高水深洗浄と
した。種々の塩鉄濃度 0 ～ 25mM で設定固液比に
て土壌を抽出し、抽出液中 Cd を ICP-OES で測定、
最適な塩鉄濃度を事前検討した。長野の転換畑に試
験区（約 4a）を設定し，①本洗浄 1 回（土壌 Cd 抽出） 
②水洗浄 2 回（残留 Cd および塩素の除去）、排水
処理（洗浄水中の Cd の回収除去；キレート資材を
用いた現場設置型排水処理装置）を実施した。洗浄
後、土壌 pH が洗浄前と同等となるように炭カルを
施用した。洗浄時の原排水および現場設置型排水
処理装置を通水した処理水中の Cd 濃度を ICP-OES
で測定した。洗浄処理土壌の 0.1M HCl 抽出 Cd を
ICP-OES で測定し、検定の指標とした。

ｂ　ベントナイト漏水対策法の検討と現場対策
工法の設計

水田の基盤構造を模したライシメーターを作成
し、耕盤に漏水田を模した砂質土を圧密充填（山
中式土壌硬度計で 24mm）した。作土は、粘土含量
14.3％の砂壌土（SL）あるいは粘土含量 18.2％の埴
壌土（CL）を充填し、膨潤性ベントナイトを 0 ～
12.5t 10a-1 相当になるよう添加した。水を耕盤から
23cm となるよう注ぎ、モーターで代掻きをした。
その後 20mM 塩鉄水溶液を耕盤から 45cm 注ぎモー
ターで洗浄処理を行い、経時的に漏水量を測定した。
また、ベントナイト施用による Cd 抽出効率の影響
についても調査した。

ｃ　現地枠洗浄試験、または現地洗浄試験での
ベントナイト施用工法の検証

直径 300mm、高さ 600mm のステンレス円筒枠
を 6 個現地圃場に設置し、現地洗浄を模したモデル
試験によりベントナイト施用量等諸条件の最適化を
行った（新潟県五泉市）。ベントナイト施用量は改
良土量に対し 0％、 0.5％、1.0％の水準で施用した（各
2 連）。ベントナイト施用後、撹拌モータで十分に
スラリー化し、減水深を調査し、最適なベントナイ
ト施用条件を決定した。

ｄ　上記①枠洗浄のモデル試験結果を受け、最
適化されたベントナイト 1％を漏水田に施用し現地
洗浄を行った。洗浄薬剤（塩化鉄（Ⅲ））濃度はフ
ラスコ実験から 20mM とした。洗浄処理では減水
深、排水中の Cd、pH、EC、Cl- を測定した。
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ウ　研究結果
（ア） 土壌洗浄強度と肥沃度変化、作物体 Cd 含量

との関係
多段階洗浄により、硝安抽出 Cd の残存率は福岡

で硝安抽出 Cd24％、0.01M HCl 抽出 27％、0.1MHCl
抽出 26％まで低下し、富山に関しては、それぞれ
41％、41％、42％となり、段階的に土壌 Cd が低減
している土壌が作成された。各土壌において粘土鉱
物組成、全窒素、全炭素含量には大きな変化は認め
られなかった。一方、交換性 Mg および交換性 K
は洗浄に伴い約 50% まで減少しており、塩基補給
の重要性が再確認された。交換性 Ca は洗浄後の炭
カル施用を反映して，高い値となった。可給態窒素
は塩鉄濃度 0mM すなわち洗浄操作のみでも増加し
ており､ 30mM では大幅な増加が認められた。多段
階洗浄後の土壌 Cd（塩鉄濃度）と大豆子実・小麦
Cd 濃度の間には高い相関が認められた（図 11201-
1）。
（イ）　土壌洗浄の環境影響評価

ａ　オンサイト洗浄に伴う水生生物への影響評価
2008 年度は長野県白馬村にて土壌洗浄試験を行

い、その排水を採取し生態影響試験を行った。藻類

成長阻害試験、ミジンコ遊泳阻害試験では、洗浄排
水の原液では影響が観察されたが、放流先の河川水
にて二倍に希釈すると影響は観察されなくなった

（表 11201-1）。メダカの成魚では影響は観察されな
かった。2009 年度は新潟県五泉市にて土壌洗浄試
験を行い、同様に生態影響試験を行った。洗浄排水
の藻類、ミジンコ、トビケラ、メダカに対しての影
響は見られなかった。

ｂ　洗浄に伴う Cd の下層移行性評価
現地カラム試験で、田面水中の Cd は下層にわず

かに移行したが、耕盤直下 20cm の土壌溶液 Cd 濃
度は約 1 μ g L-1（新潟）、数十 ng/L（農環研）と
非常に低い値を維持した。また、下層土のＣｄ吸着
試験では、約 5 倍希釈以上では約 97％が吸着され、
耕盤直下でカドミウムの下層浸透は抑制されること
が示された。
（ウ）　オンサイト洗浄の土壌物理性に対する影響

評価と改良法の開発
初年目の洗浄圃場は対照圃場に比べて土塊径 1

～ 2 cm 以上の粗い土塊が耕うん後に多量に存在し
た。（図 11201-2）、耕うん前の洗浄圃場作土の一軸
圧縮強度は、採取時水分で対照圃場のほぼ 2 倍の値

図 11201-1 　多段階洗浄に伴う土壌 Cd 変化率と作物
Cd 変化率の比較

表 11201-1　処理排水の生物影響評価

図 11201-2　洗浄圃場および対照圃場の耕うん後の土塊径分布の経年的変化
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を示し、洗浄処理後の乾燥による土壌の固結と砕土
性の悪化を裏づけた。しかし、洗浄後初年目に見ら
れた易耕性の悪化は 2 年目以降に著しく改善され、
2 cm 以上の粗大な土塊は見られなくなり、洗浄圃
場・対照圃場の土塊径分布の違いも見られなくなっ
た。土塊径分布に対する堆肥施用の効果は認められ
なかった。細粒灰色低地土転換畑洗浄圃場も洗浄に
よる易耕性の悪化が認められた。礫質灰色低地土圃
場と異なり、洗浄後 2 年目の時点でも土塊径分布に
めだった改善は見られなかったが、念入り砕土を行
うことにより 2 cm 以上の土塊の占める割合は著し
く低下した。
（エ）　 転換畑における土壌洗浄システムの開発

ａ　現地高水深洗浄試験による適用性評価
洗浄薬剤である塩鉄の最適濃度は対費用効果的

な観点から 20mM とした。塩鉄洗浄工程での洗浄
処理水中 Cd 濃度は 123 μ g L-1 であった。塩鉄洗
浄工程および水洗工程で生じた排水中の Cd を現
場設置型の処理装置によって回収除去することで，
排水基準（0.1mg L-1）及び水質環境基準（0.01mg 
L-1）以下、さらには ICP-OES の定量下限である 1
μ g L-1 以下に低減できた。洗浄後土壌の Cd 濃度

（0.1M-HCl Cd）は 0.206mg kg-1 となり、洗浄前土
壌に対し 62％の Cd が除去された。

ｂ　ベントナイト漏水対策法の検討と現場対策
工法の設計

水田の基盤構造を模したライシメーターを作成し
た。ベントナイト施用により日減水深は大きく減少
し、添加の効果は 10t 10a-1 程度で飽和した。また、
ベントナイト施用による Cd 抽出効率への影響は、
塩鉄濃度 20mM 以上では抽出率に及ぼす影響は限
定的であった。

ｃ　現地枠洗浄試験、または現地洗浄試験での
ベントナイト施用工法の検証

現地枠試験において、ベントナイトを施用しない
場合、減水深は 35mm 日 -1 であった。ベントナイ
ト 0.5％施用での日減水深は 25mm 日 -1、1.0％の施
用では 20mm 以下となり、ベントナイト施用によ
る防水効果が確認された。本試験結果から、当該圃
場でのベントナイト施用量は 1％と決定した。これ
らを踏まえ、新潟県五泉市で実施したベントナイト
を施用した現地洗浄試験における平均日減水深は
17.5mm であり、カラム試験で得られた防水効果と

同等の結果であった（図 11201-3）。また、薬剤洗浄
排水中の Cd 濃度は最大 67 μ g/L であったが、排
水処理により ICP-OES の定量下限である 1 μ g L-1

以下に低減した。
土壌Cd濃度は0.104mg kg-1 （0.1M HCl）に低減し、

47％の Cd が除去された。

エ　考　察
（ア）　各土壌において粘土鉱物組成、全窒素、全

炭素含量には大きな変化は認められず、塩鉄洗浄は
土壌の基本的な化学性には大きな影響を与えないと
推察される。一方、交換性塩基等は補充が必要と考
えられる。多段階洗浄後の土壌 Cd（塩鉄濃度）と
大豆子実・小麦 Cd 濃度の間には高い相関が認めら
れ、大豆・小麦に関する土壌洗浄修復目標値の設定
に利用可能と考えられる
（イ）　オンサイト洗浄に伴う水生生物への影響評

価について、洗浄処理排水が放流先
河川水で二倍以上に希釈されていれば、今回調査

した指標水生生物に対しての影響は小さく、放流先
河川水での希釈率はこれより十分大きいと考えられ
るため、生態系へのリスクの懸念は極めて小さいと
推察した。また、現地カラム試験における下層への
Cd 移行はほとんど認められず、耕盤以深の土壌に
よる Cd 吸着を考慮すると、現地洗浄試験中に下層
への Cd 移行はほとんど生じないと推察される。
（ウ）　オンサイト洗浄の土壌物理性に対する影響

評価と改良法の開発では、礫質灰色低地土圃場にお
ける初年目の洗浄では土塊径 1 ～ 2cm 以上の粗い

図 11201-3　ベントナイト施用による現水深の推移

薬
剤

①
水　洗

② ③ ④
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土塊が耕耘後に多く存在しており、洗浄処理によっ
て易耕性が悪化したと推察される。しかし、洗浄後
2 年目以降は粗大土塊が減少し、易耕性の著しい改
善が示唆された。一方、細粒灰色低地土転換畑洗浄
圃場も洗浄による易耕性の悪化が認められたが、経
年的な改善は認められなかった。ただし、念入り砕
土を行うことにより 2 cm 以上の土塊の占める割合
は著しく低下しており、念入り砕土処理が洗浄後の
粗土塊の低減に有効と考えられる。
（エ）　洗浄工程において発生する Cd 含有排水中

の Cd 濃度は、現場設置型の処理装置によって水質
環境基準さらには ICPOES の定量下限以下まで低
減でき、本排水処理システムの有効性が確認された。
また、ベントナイトを施用した現地洗浄試験におけ
る平均日減水深は 17.5mm であり、カラム試験で得
られた防水効果と同等の結果であり、漏水防止に対
するベントナイト施用の有効性が明らかとなった。

オ　今後の課題
畑地における土壌洗浄技術を開発する必要があ

る。

カ　要　約
漏水田にベントナイトを適用して漏水防止施工が

可能な事を示した。二倍希釈洗浄処理水で生物影響
無い事を確認し、排水の生態系リスクは限定的と推
察した。下層土の Cd 吸着は強く、浸透はほとんど
認められなかった。洗浄強度上昇で、土壌 Cd 除去
率と可給態窒素上昇、全炭素変化無し、交換性塩基
減少、施肥で矯正可能であった。土壌 Cd 除去率と
大豆・小麦の可食部 Cd 濃度に強い相関関係を確認、
修復目標の基礎データとして利用が期待される。礫
質・細粒質灰色低地土転換畑圃場で洗浄による易耕
性の悪化を確認し、粗土塊は耕うん後に多量に存在
するが、念入り耕うんで改善した。
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（２）　各種畑土壌における土壌洗浄によるカド
ミウム汚染土壌修復技術の開発
ア　研究目的
穀類や野菜類に含まれるカドミウムの Codex 基

準値が 2006 年までに Codex において決定され、今
後は国内において米以外のカドミウム基準値の設定
に向けた検討が予想される。畑土壌のうち、洗浄処
理した転換畑を対象として小麦、ダイズ、果菜（オ
クラ）、根菜（サトイモ）、葉菜（ホウレンソウ）、
雑穀栽培を行い、作物生育への影響および Cd 吸収
リスク低減効果を検証するとともに、リスク低減効
果の持続性を田畑輪換等しながら評価・解析する。
また、土壌肥沃度を評価し、肥沃度変動や作物生育
状況などを考慮して、肥培管理や土壌改良資材施用
などを利用した各作物の最適生産技術を確立する。
さらに、土壌洗浄とアルカリ資材の併用効果を評価
し、土壌洗浄を基軸とした総合的な Cd リスク低減
技術を開発する。

イ　研究方法
（ア）　ダイズ畑の土壌洗浄によるカドミウム汚染

土壌修復技術の開発
表 11202-1 に耕種概要を示した。高水深化学洗浄

実施ほ場について 2008 年度（洗浄後 3 年目）、2011
年度は水田を畑地に転換してダイズを栽培、2009
年度（洗浄後 4 年）、2010 年度および 2012 年度は
同圃場土壌を用いてダイズをポット栽培し、土壌
Cd 含量およびダイズ子実 Cd 濃度を指標に洗浄効
果を評価するとともに、アルカリ資材の併用がダイ
ズの生育収量と子実 Cd 濃度に及ぼす影響について
検討した。
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（イ）　小麦畑の土壌洗浄によるカドミウム汚染土
壌修復技術の開発

表 11202-2 に耕種概要を示した。細粒灰色低地土
の水稲－麦二毛作水田において、2006 年 5 月に高
水深化学洗浄を行った圃場（施工後；pH5.4、土壌
中 0.1M 塩酸抽出 Cd：0.78 mg kg-1）および隣接の
無洗浄圃場（前記と同時期；pH5.7、土壌中 0.1M
塩酸抽出 Cd：2.36 mg kg-1）を供試した。2008 年
度はコムギ作（品種：シロガネコムギ）における洗
浄による土壌 Cd の除去効果を検討した。2009 年度
からシロガネコムギを供試し、土壌改良資材の施
用によるコムギに対する Cd 吸収抑制効果を、また
Cd 低吸収系統の作付けによる同効果を検討した。
（ウ）　根菜畑の土壌洗浄によるカドミウム汚染土

壌修復技術の開発
表 11202-3 に耕種概要を示した。栽培前後の土壌

分析（カドミウムおよび土壌肥沃度）、栽培後の収
量調査および作物可食部 Cd 含量を調査した。
（エ）　果菜畑の土壌洗浄によるカドミウム汚染土

壌修復技術の開発
表 11202-4 に耕種概要を示した。ポットおよび圃

場試験において、オクラを栽培し、洗浄処理が作
物生育と Cd 低減効果に及ぼす影響を検証した。
また、生育改善および Cd 吸収抑制を目的とした
土壌改良資材〔牛ふんバーク堆肥（バーク堆肥）、
炭酸苦土石灰（苦土石灰）〕施用試験を実施した。
また、栽培期間中に、オクラの着果数を調査した。
オクラの地上部を刈り取り、節数および茎の乾物
重を調査した。

収穫期に計２回採取した果実（可食部）を約 1 
cm幅で切断し、70℃通風乾燥した。乾燥後微粉砕し、
作物体試料とした。試料を酸分解処理し、Cd を測
定した。土壌 Cd；栽培前後に土壌を採取し、風乾後、

2 mm 篩いに通して、土壌試料とした。0.1M HCl、
0.01M HCl、1M 硝安抽出を行い、抽出液中の Cd
を測定した。栽培期間中に計 4 回、作土土壌を採取
し、生土のまま 2 mm 篩いに通して土壌試料とし
た。水抽出（w：v = 1：5、一時間振とう）を行い、
pH、EC、Cd および主要なカチオン、アニオンを
測定した。上記風乾砕土を用いて、一般化学性を分
析した。
（オ）　 葉菜・雑穀畑の土壌洗浄によるカドミウム

汚染土壌修復技術の開発
表 11202-5 に耕種概要を示した。栽培前後の土壌

分析（カドミウムおよび土壌肥沃度）、栽培後の収
量調査および作物可食部 Cd 含量を調査した。

ウ　研究結果
（ア）　ダイズ畑の土壌洗浄によるカドミウム汚染

土壌修復技術の開発
洗浄区の土壌 Cd 含量が、無洗浄区の 5 割以下と

低く、またダイズ子実 Cd 濃度も 6 割以上低減して
おり洗浄処理効果が維持されていた（図 11202-1、2）。

2008 年、2009 年洗浄区が無洗浄区に対しダイズ
精子実重や品質が低い傾向が見られたが、洗浄区へ
のアルカリ資材の併用により、無洗浄区と同等以上
の水準に回復するとともに、ダイズ子実 Cd 濃度の
更なる低減効果が認められ、2011 年度の結果では
洗浄区と無洗浄区の収量は同等となった（表 11202-
6）。
（イ）　小麦畑の土壌洗浄によるカドミウム汚染土

壌修復技術の開発
洗浄区の土壌 Cd 濃度およびコムギ子実中 Cd 含

有率は無洗浄区に比べて低く、洗浄効果が 6 年間
継続していた（図 11202-1）。洗浄区のコムギ子実
中 Cd 含有率は無洗浄区に比べて低く、洗浄効果を

表 11202-1　ダイズ栽培の耕種概要
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確認した（図 11202-2）。また、洗浄区では炭酸苦土
石灰（以下、苦土石灰）を 6 Mg ha-1 施用すること
でコムギ子実中の Cd 含有率が低下したが、2010 年
度は Codex 基準（0.2 mg kg-1）をわずかに越えた。
2012 年度については洗浄区における苦土石灰 6 Mg 
ha-1 の連用または Cd 低吸収系統の作付けはコムギ
子実中の Cd 含有率を大幅に低下させ、Codex 基準

を満たした。
（ウ）　根菜畑の土壌洗浄によるカドミウム汚染土

壌修復技術の開発
土壌及び作物のカドミウム低減効果、及び持続性

を確認した。サトイモの Cd 濃度は 80 ～ 90％低減
することが可能であった（図 11202-1、図 11202-2）。
一方、洗浄に伴って大きく悪化する土壌肥沃度の項

表 11202-2　小麦栽培の耕種概要

表 11202-3　サトイモ栽培の耕種概要

表 11202-4　オクラ栽培の耕種概要

表 11202-5　ホウレンソウ栽培の耕種概要
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目は認められず、洗浄後 2 年目以降ではサトイモの
生育に明瞭な差は認められなかった。堆肥、アルカ
リ資材の増施がサトイモの Cd 濃度低減に付加的な
効果があることを明らかにした。土壌への堆肥施用
により微量要素等の欠乏を生ずることなく生育量を
確保できた。
（エ）　果菜畑の土壌洗浄によるカドミウム汚染土

壌修復技術の開発（赤羽ら 1））
洗浄区の土壌 Cd および果実中 Cd 含量は大幅に

低減し、その持続性が確認された（図 11202-1、2）。
一方、初年目を除き、作物生育への影響はほとんど
みられなかった（表 11202-6）。出芽率は初年目低
下したが 2 作目以降改善した。資材施用により塩基
バランス、生育が迅速に改善された。バーク堆肥・
5t/10t 施用により果実中 Cd が低くなった。堆肥施
用区では、pH が高く、EC が低くなり、栽培期間
中の水溶性 Cd が低く推移した。土壌 Cd および果
実 Cd の低減率は大幅に低減した。堆肥 5t 区の土

壌全炭素含量が増加した。堆肥施用により、土壌
の Cd 吸着能が上昇する可能性が示唆された。従来
法で求められるアルカリ施用量では土壌 pH が目標
pH よりも低くなる傾向であった。
（オ）　葉菜・雑穀畑の土壌洗浄によるカドミウム

汚染土壌修復技術の開発
ホウレンソウは苦土石灰、堆肥を組み合わせた試

験区を設置し、洗浄法による低減効果は 50 ～ 60％
程度となった（図 11202-1）。アルカリ資材による低
減効果は確認できなかったが、堆肥施用量を変更し
増量した区ではさらに低い濃度となった。畑作転換
後、経時的に慣行区の Cd 濃度が低くなり、低減率
は下がったがすべての年で洗浄区が低い濃度となっ
た。そばは低減効果がホウレンソウと比較し低かっ
た。一方、堆肥上乗せ区における Cd 濃度の低減率
は 78％に達した。そばの低減効果は無施用区対比
で 28％となった。

表 11202-6　洗浄圃場における各作物の収量（kg/10a）・品質

図 11202-1 　洗浄による土壌 Cd 含量の変化　（0.1M
塩酸、土：液比 1:5 で抽出した Cd）

図 11202-2 　洗浄による作物 Cd 含量の変化　（酸分
解法で測定）
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エ　考　察
洗浄で土壌 Cd は大幅な低減が認められ、その持

続性が各県で確認された。作物体の可食部 Cd 濃度
に関しても、洗浄 6 年後でも浄化効果が持続され、
転換畑作物の Cd 濃度低減に本法が有効であること
が明らかとなった。また、オクラ・ダイズ・小麦で
資材施用による低減促進効果が確認され、洗浄との
併用でより高い Cd 濃度低減効果が期待できる。一
方、ダイズ・小麦ともに有意差はないものの、一部
の栽培年において洗浄に伴う収量低下が認められ
た。またオクラでは収量への影響はないものの、生
育が劣る年度が見られた。これらの収量や生育へ悪
影響は苦土資材の施用や経年的によって改善される
傾向があり、洗浄に伴うマグネシウムの低減や土壌
物理性の変化が影響している可能性がある。ダイズ
品質は苦土資材で改善されており、資材施用効果が
期待できる。サトイモでは、洗浄後の作付けでも大
きく収量を下げずに栽培でき、洗浄処理後の作付に
適する作目と推察される。サトイモは、圃場の休閑
期に洗浄することにより農作業に支障を生ずること
がなく年間の作付け体系に組み込むことが可能と考
えられる。

オ　今後の課題
畑地における土壌洗浄技術を開発する必要があ

る。

カ　要　約
土壌 Cd および作物体 Cd ともに低減効果は維持

され、最長で 6 年間浄化効果の持続性が確認された。
長野の新規洗浄地（中粗粒灰色低地土）でオクラ出
芽率が低下し物理性劣化との関連が示唆されたが、
オクラの出芽率は、物理性の改善（図 11201-3 参照）
を反映して経年的に良化傾向にある。苦土石灰の施
用に伴い増収効果や品質の向上が認められた。洗浄
後の pH 矯正に炭カルを使用した長野では交換性塩
基バランスが苦土石灰施用で改善した。

キ　引用文献
1） 赤羽幾子ら （2013）. 塩化鉄（Ⅲ）を用いたオ
ンサイト化学洗浄によるカドミウム汚染土壌
の修復 - 化学洗浄が土壌理化学およびオクラ

（Abelmoschus esculentus）の生育に及ぼす影響 -. 

土壌の物理性 . 123:55-63.

研究担当者（牧野知之 *、前島勇治、赤羽幾子、
加藤英孝、中村乾、清水雅代、中田均、稲原誠、藤
冨慎一、茨木俊行、竹田宏行、関谷尚紀）

（３）　畑作物別のカドミウム汚染土壌修復目標
値の策定とその検証技術の開発
ア　研究目的
これまで、カドミウム（Cd）汚染土壌の安価な

修復技術として「Cd 高吸収植物を用いた Cd 汚染
土壌修復技術（ファイトレメディーション）」が、
汚染水田を対象として研究されてきた。この浄化技
術を Cd 汚染畑に導入する際、畑作物および野菜類
可食部の Cd 濃度が国際基準値以下になる土壌 Cd
濃度（修復目標値）を把握することが重要である。
本研究では、ファイトレメディーションによって浄
化すべき畑土壌 Cd 濃度の修復目標値を策定し、そ
の検証技術を開発する。

イ　研究方法
（ア）　9 現地圃場における修復植物（Cd 高吸収イ

ネおよびソルガム）栽培土壌に形態分別法（交換態、
無機結合態、有機物結合態）を適用し、栽培前後の
土壌 Cd 濃度を比較し、修復植物栽培に伴う化学形
態別土壌 Cd 濃度の変化を把握する。
（イ）　修復植物の地上部 Cd 濃度および吸収量と

各種抽出法（形態分別法、酢安抽出法、酢酸抽出法、
Mehlich1 および 3 抽出法、塩酸ヒドロキシルアミ
ン抽出法、塩酸抽出法）による土壌 Cd 濃度との間
で相関分析を行い、修復植物の地上部 Cd 濃度およ
び Cd 吸収量を予測可能な栽培前土壌の Cd 抽出法
を選抜する。
（ウ）　土壌 Cd 濃度が比較的高い 4 作修復栽培後

の北海道、秋田、新潟圃場では、Cd 低減効果の検
定作物としてダイズを、兵庫、福岡圃場ではコムギ
を、山形圃場ではコマツナを、土壌 Cd 濃度が比較
的低い 3 作修復栽培後の新潟園研圃場ではサトイモ
を、同じく 2 作修復栽培後の高知および鹿児島では
圃場から土壌を採取しポットでオクラを栽培した。
（エ）　検定作物可食部Cd濃度と各種抽出法（同上）

による栽培前土壌 Cd 濃度との相関分析を行い、可
食部 Cd 濃度と相関の高い栽培前土壌 Cd 抽出法を
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選抜し、コーデックス基準値を超過しない栽培前土
壌 Cd 濃度を把握することにより、畑作物別の Cd
汚染土壌修復目標値を策定する。

ウ　研究結果
（ア）　土壌 Cd 濃度が比較的高い 4 作修復圃場で

は、無機結合態と有機物結合態 Cd 画分の有意な低
下がみられた。また、土壌 Cd 濃度が比較的低い圃
場においても、新潟園研では 3 作後に、高知と鹿児
島では 2 作後に無機結合態 Cd 画分において有意な
低下が認められた（未発表）。
（イ）　修復 1 ～ 4 年目にわたって地上部 Cd 濃度

や地上部 Cd 吸収量と相関が高かった栽培前土壌
Cd 抽出法は、Cd 高吸収イネでは酢安法か交換態法、
Cd 高吸収ソルガムでは塩酸法か酢安法であった（未
発表）。
（ウ）　修復後圃場で検定栽培した可食部 Cd 濃度

は、4 作修復後のダイズとコムギでは平均で約 4 割、
同コマツナでは平均で約 3 割有意に低下した。一方、
3 作修復後のサトイモでは約 2 割の低下がみられた
が有意ではなかった。また、ポット栽培したオクラ
では、無修復区においても可食部 Cd 濃度が Codex
基準値を下回っており、2 作修復後土壌でも低下し
なかった（未発表）。
（エ）　4 作修復後圃場で栽培したダイズ、コム

ギ、コマツナの可食部 Cd 濃度と共通して相関の高
かった栽培前土壌抽出法は、酢安法か塩酸法であっ
た。また、これら各品目について可食部 Cd 濃度の
Codex 基準値を超過しない栽培前土壌 Cd 濃度、す
なわち、土壌修復目標値を把握することができた。
一方、修復期間が 3 作以下の圃場で栽培したサト
イモやオクラでは可食部 Cd 濃度が有意に低下しな
かったため、サトイモやオクラの土壌修復目標値は
策定できなかった（未発表）。

エ　考　察
（ア）　土壌 Cd 濃度が比較的高い圃場では 4 作修

復を行い土壌や検定作物可食部の Cd 濃度が有意に
低下したが、土壌 Cd 濃度が比較的低い圃場では 3
作以下と修復期間が短期であったため、検定作物可
食部 Cd 濃度の有意な低下がみられなかったものと
思われる。
（イ）土壌 Cd 濃度が比較的高い圃場では、3 作後

でも土壌Cd濃度の有意な低下が見られていること、
目標とする可食部 Cd 濃度や Cd 吸収能に品目間差
があること、また「修復」の定義が実施者によって
異なることを考えると、土壌 Cd 濃度によるものの、
一定の土壌 Cd 濃度低減効果を得るには 3 ～ 4 年以
上を要すると考えられる。

オ　今後の課題
（ア）　土壌 Cd 濃度が低くても可食部 Cd 濃度の

Codex 基準値を超過する恐れが高いホウレンソウな
どを対象とした修復技術の確立が必要と思われる。

カ　要　約
（ア）　ファイトレメディーションによる畑土壌の

Cd 濃度修復目標値を策定するため、土壌 Cd 濃度
が比較的高い圃場では Cd 高吸収イネおよびソルガ
ムによる修復栽培を 4 作行った。また、その跡地で
ダイズ、コムギ、コマツナによる Cd 低減効果の検
定栽培を行い、検定作物可食部 Cd 濃度と各種抽出
法による栽培前土壌Cd濃度との相関分析を行った。
検定作物可食部 Cd 濃度と最も相関の高かった栽培
前土壌抽出法は酢安法か塩酸法であり、これら各作
物について可食部 Cd 濃度の Codex 基準値を超過し
ない土壌修復目標値を把握することができた。

研究担当者（村上政治 *）

（４）　転換畑における修復植物の効率的収穫・処
理技術の開発
ア　研究目的
Cd 汚染（転換）畑に適した修復植物として選抜

したソルガム等の収穫及び処理法（圃場での乾燥・
在庫・減容化）を現地圃場にて検証しコスト削減を
考慮した効率的収穫・処理技術の開発を行う。

イ　研究方法
（ア）　修復植物（ソルガム）の収穫・回収　

ａ　修復植物（ソルガム）の収穫・回収機の機
械適性

修復植物（ソルガム）の収穫・回収を山形圃場で
ディスクモア、福岡圃場でモアコンディショナーを
使用し、刈り取り、乾燥を目的とした反転作業の適
性を検討した。
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ｂ　修復植物（ソルガム）の収穫・回収の作業
時間検討

長稈作物ソルガム、倒伏した長香穀等の収穫・反
転・回収の作業性について時間を測定し、適性を評
価した。
（イ）　修復植物（ソルガム）の在庫・乾燥
修復植物回収ロールベールを透湿防水シートを用

いて屋外在庫し、乾燥を促進させる試験を山形圃場
と秋田圃場、福岡圃場で実施し収穫直後と天日乾燥
後、シート梱包屋外在庫 2 か月後、3 か月後の含水
率を測定した。
（ウ）　修復植物（ソルガム）の減容・輸送

ａ　修復植物回収ロールベールの圧縮試験
梱包圧を変えた、修復植物回収ロールベールに

10 ｔの錘を縦方向に加重しその圧縮率を測定した。
（北川鉄工社：クレーン評価試験用を使用）

ｂ　修復植物のペレット化
修復植物を在庫・乾燥後、小型試験機でペレット

加工し、物性変化を測定した。
ｃ　修復植物ロールベール圧縮減容化による、

輸送コストメリット試算
圧縮率から、10 ｔトラック積載量を求め、輸送

メリットを試算した。
ｄ　設計図作成株式会社タカキタ社

（エ）　修復植物のバイオリファイナリー利活用ガ
ス化検討

ａ　浮遊外熱式高カロリーガス化基礎試験（ラ
ボ試験装置）

長崎総合科学大学工学部機械工学科にて、修復
植物ソルガム（Cd 濃度 6ppm）長香穀（Cd 濃度
67ppm）を浮遊外熱式高カロリーガス化試験装置
にて生成ガス組成、Cd の装置内挙動を検討した。

ｂ　農林バイオマス３号ガス化試験（パイロッ

ト試験装置）
長崎総合科学大学所有の農林バイオマス３号機

（バイオエナジー株式会社運用管理）にて、修復植
物ソルガム（Cd 濃度 4.8ppm）長香穀（Cd 濃度
60ppm）を用い生成ガス組成、装置内 Cd の挙動
を検討した。
（オ）　修復植物の収穫処理体系と開発技術のコス

ト要因比較
開発技術（透湿防水シートを使用し、屋外在庫・

乾燥、減容化圧縮加工）の導入有無の作業工程とコ
スト比較。
（カ）　修復植物の収穫処理事業化モデルの検討
修復植物の最終処分場、修復植物をバイオリファ

イナリー原料として有効利用した場合を想定し、
事業化の立地スタイルを検討した。

ウ　研究結果
（ア）　修復植物の収穫・回収

ａ　修復植物（ソルガム）の収穫・回収機の機
械適性

山形圃場での修復植物（ソルガム）の収穫にディ
スクモアを使用結果、含水率が高かった（含水率
75％）にも拘わらず、問題なく根元より刈ることが
出来、45 馬力の低馬力トラクターで連動可能な収
穫機とジャイロレーキによる反転作業の適応性を確
認した。回収ロス率は 8.7％。福岡圃場ではモアコ
ンディショナーを利用し、条播栽培した条件下でも、
問題なく収穫され、回収ロス率は 6.4％だった（表
11204-1）。

ｂ　修復植物（ソルガム）の収穫・回収の作業
時間検討

倒伏しやすい長香穀の収穫、長稈作物のソルガム
の作業性の検討を行った結果、畑条件での長香穀は

表 11204-1　収穫機種別ソルガムの収穫機械の適応性



─ 80 ─

コンバインでの収穫適性が高かった。一方水田条件
での長香穀の収穫作業時間は、明らかのデスクモア
が早い（所要時間は 1.8hr ha-1）結果となった。ま
たディスクモアによるソルガム収穫時間は、2.0hr 
ha-1 で特に問題無かった。草丈が高く硬いソルガム
でもロータリーレーキでの反転は、長香穀に比べ時
間を要したが、特にトラブルも無く反転集草作業が
でき、機械適応性が認められた（表 11204-2）。
（イ）　修復植物（ソルガム）の在庫・乾燥
ソルガムの透湿防水シートを用いた在庫乾燥試験

結果で、在庫 2 か月後、3 か月後の含水率低下、質
量低下共に福岡圃場で顕著に現れた。山形圃場、秋
田圃場は質量低下は見られたが、含水率の変化は福
岡圃場ほど顕著では無かった（表 11204-3）。
（ウ）　修復植物の減容・輸送

ａ　修復植物回収ロールベールの圧縮試験
ソルガムおよび長香穀とも、高梱包圧で回収す

ることにより回収ロール数が約 20％減少し、一方、
梱包圧の違いによる圧縮減容率は、梱包圧の差に関
係なく目標の 40 ～ 50％まで圧縮減容でき、その結

表 11204-2　長香穀及びソルガムの収穫、反転、回収作業時間

表 11204-3　透湿防水シート

表 11204-4　梱包圧強度差による在庫期間別圧縮減容効果
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果、高梱包圧で回収した方が輸送メリットに期待で
きることがわかった（表 11204-4）。

ｂ　修復植物のペレット化試験
透湿防水シートで約 3 か月在庫・乾燥させた修復

植物の含水率は長香穀 14.2％、ソルガム 16.0％に乾
燥し、小型ペレット加工機での加工試験の結果長香
穀では 1/5、ソルガムでは 1/7 まで圧縮され、顕著
な減容効果が認められた。また大型可搬式ペレット
機では成形加工が可能で品質にも問題なかったが、
ソルガムでロール解体、切断機工程で詰まり原料供
給の改善が求められる結果となった（表 11204-5）。

ｃ　修復植物減容化による、輸送コストメリッ
ト試算

3 か月在庫高梱包圧のソルガムロールベールを圧
縮減容化した場合の 10 ｔ車積載カバー面積は 0.7ha
圧縮無しでは 0.22ha で約 3 倍強向上し、長香穀は
同じく圧縮減容 0.85ha 圧縮無し 0.43ha で 2 倍向上
した（図 11204-1）。

ｄ　ロールベール圧縮減容機構想図設計
トラクターアタッチメント方式、適応ロールベー

ルφ 800 ～ 1000mm、圧縮力約 10 ｔ、動力はトラ
クタからユニバーサルジョイントを解して伝動（図
11204-2）。
（エ）　修復植物のバイオリファイナリー利活用ガ

ス化検討

ａ　浮遊外熱式高カロリーガス化基礎試験結果
H2 と CO のガス生成量や Cd の効率的回収を考

えると反応温度は 900℃以上が好ましい事が分かっ
た。H2 と CO の比率は、ソルガム、長香穀共に目
標の H2/CO ≧ 2 の合成ガスが得られ、H2 と CO の
割合が高く、メタノール合成のガス組成として適し
ている事が分かった。（図 11204-3）一方 Cd の挙動
解析を行った結果、ソルガム、長香穀共に特に炉外
フィルター出入り口や炉内フィルター上に多く分布
しており、最終ガス中にはほとんど Cd は混入して

図 11204-1　圧縮強度差別 ha 当たりの必要トラック数

表 11204-5　長香穀およびソルガムのペレット加工試験結果

図 11204-2　 ロールベール圧縮機設計図
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いなかった。（図 11204-4）反応温度 1000℃以上で
は発生する灰が溶融、凝固しやすく対策が必要であ
る事が分かった。また長香穀は SiO2 含量が多く灰
の量（約 14％）は廃材等他バイオマスに比し多い
結果となった。

ｂ　農林バイオマス３号ガス化試験結果
温度 1000℃で反応させた結果、ソルガム、長香

穀共に目標の H2/CO ≧ 2 の合成ガスが得られ、H2

と CO の割合が高く a の基礎試験と同様の結果が得
られた（図 11204-5）。

また Cd の挙動に関しても、ほとんど装置内の灰

等に残留しており、最終ガス中にはほとんど Cd は
混入していなかった（図 11204-6）。
（オ）　修復植物の収穫処理体系と開発技術のコス

ト要因比較
開発技術での透湿防水シートによる屋外在庫と

透湿防水シート未使用での必要とされる乾燥用テ
ント新設のコスト差及び圧縮効果によるトラック
輸送効率（積載量増加による必要トラック数削減）
の差が大きく圧縮機購入を加味しても、開発技術
を導入する事で 1/2 のコスト削減になることが試
算された（図 11204-7）。

図 11204-3 　ソルガム、長香穀のガス組成（基礎
試験）

図 11204-4　Cd 挙動　（基礎試験）

図 11204-6　Cd 挙動
（パイロットプラント）

図 11204-5　ソルガム、長香穀のガス組成
（パイロットプラント）

図 11204-7　開発技術のコスト比較
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（カ）　修復植物の収穫処理事業化検討モデル
Cd ファイトレメディエーション対象、未利用

バイオマスとしての麦藁（土壌での分解遅い、河
川に流出有明海苔の養殖に加害）生産量、バイオ
メタノール稼動製造工場が長崎県に立地している
事から、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、
熊本県をエリアとする、官民公社をモデルとした。

最終処分場として北九州工業地帯に産業廃棄物
業者（汚泥）福岡県熊本県で約 90 社、バイオマ
ス活用として長崎県のメタノール工場があり、熊
本県、福岡県、長崎県、佐賀県は 200km 以内、
山口でも 300km 以内の距離。九州北部は飼料用
粗飼料の供給産地となっており、コントラクター
組織でも北海道に次ぎ 114 組織がある（図 11204-
8）。

エ　考　察
（ア）　修復植物の収穫・回収は農畜産農家、粗飼

料コントラクターの装備する、収穫回収機械で適応
可能であり、開発技術を用いると修復植物を約 30%
の含水量まで乾燥させることで腐敗することなくバ
イオリファイナリーの原料になりうるバイオマスを
得ることが可能である。
（イ）　開発技術の透湿防水シートで在庫乾燥する

事で、一時に集中する回収修復植物を屋外の空きス
ペースに在庫ができ、新規の倉庫を作ることなく、
処理場への計画搬送が可能となる。
（ウ）　在庫修復植物ロールベールを圧縮する事に

より、トラック積載量が増し遠距離に
ある処理場への搬送料が大幅に削減され、試算で

は圧縮機購入費を吸収することが分かった。

（エ） 修復植物をバイオリファイナリーとしてガ
ス化を検討したが、ガス組成からメタ

ノール製造に十分なガス組成が得られた。また修
復植物中の Cd は大部分ガス化炉内で燃焼灰、燃焼
残渣として回収され最終処理できる事が分かった。
さらに生成ガス中の Cd 回収については生成ガスの
精製又メタノール精製の過程でのイオン交換樹脂を
用いた除去（吸着工業社）の可能性が示唆されてお
り、今後バイオマスのガス化システムの中での Cd
回収についても確認する必要がある。

オ　今後の課題
（ア） ファイトレメディエーションの修復植物処

理の事業化を検討する中で、マイナーな物質を処理
する事からの風評等、ファトレメディエーション自
体の普及が鍵となる。修復植物処理の事業では処理
する量の確保が必要となる。バイオリファイナリー
原料利活用を考える上で、ファイトレメディエー
ション修復植物以外の未利用バイオマスを取り入れ
た収集事業が考えられるが、現在検討した最終バイ
オリファイナリーであるメタノールの価格が課題と
なる。取得ガスはバイオ発電燃料ともなり、今後の
電力事業の展開も注意が必要と思われる。

カ　要　約
転換畑修復植物としてソルガムを中心に回収農業

機械の適性評価、作業効率、輸送コスト低減策とし
て、透湿防水シートを使用した屋外在庫乾燥、減容
化としてロールの圧縮、ペレット加工の検討を行い、
修復植物の効率的収穫回収処理の一貫技術を開発し
た。

図 11204-8　事業化検討モデル
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また修復植物をバイオリファイナリーとしてガス
化原料利活用を検討し、ガス化炉での Cd の回収と
適性ガス組成を取得し実用の可能性を得た。さらに
バイオリファイナリーをベースに九州北部および山
口県を事業化モデルとして検討した。

研究担当者（助清泰教 *、谷口彰、篠崎陽代、青
木準一）

（５）　各種畑土壌におけるファイトレメディ
エーションによるカドミウム汚染土壌修復技
術の開発
ア　研究目的
これまで、Cd 汚染土壌の安価な修復技術として

「Cd 高吸収植物を用いた Cd 汚染土壌修復技術（ファ
イトレメディーション）」が、汚染水田を対象とし
て研究されてきた。この修復技術を Cd 汚染畑に導
入し、各種畑土壌におけるファイトレメディエー
ションによる Cd 汚染土壌修復技術を開発すること
を目的とする。

イ　研究方法
（ア）　9 現地圃場（北海道、秋田、山形、新潟、

新潟県農業総合研究所園芸研究センター、兵庫、
福岡：2008 ～ 2011 年度、高知、鹿児島：2010 ～
2011 年度）において、修復植物として Cd 高吸収イ
ネ（全 9 圃場）および Cd 高吸収ソルガム（6 圃場：
北海道、秋田、山形、新潟県農業総合研究所園芸研
究センター、福岡、鹿児島）を 4 作（北海道、秋
田、山形、新潟、兵庫、福岡）、3 作（新潟県農業
総合研究所園芸研究センター）、2 作（高知・鹿児島）
畑条件で栽培した。Cd 高吸収イネやソルガムの初
期生育、除草剤、倒伏、鳥害等について検討した。
（イ）　Cd 高吸収イネやソルガムの地上部 Cd 吸収

量と土壌 Cd 濃度の低減割合を修復植物別に明らか
にするため、修復植物地上部の収量および Cd 濃度
を測定し Cd 吸収量を算出した。また、栽培前後の
土壌 Cd 濃度（塩酸抽出法）を測定した。
（ウ）　Cd 高吸収イネやソルガムを修復植物とした

ファイトレメディエーションによる土壌 Cd 濃度の
低減効果を把握するため、土壌 Cd 濃度が比較的高
い圃場において 4 作修復栽培後の北海道、秋田、新
潟圃場では検定作物としてダイズを、兵庫、福岡

圃場ではコムギを、山形圃場ではコマツナを、土
壌 Cd 濃度が比較的低い圃場において 3 作修復栽培
後の新潟県農業総合研究所園芸研究センター圃場で
はサトイモを、2 作修復栽培後の高知および鹿児島
では圃場から土壌を採取しポットでオクラを栽培し
た。検定作物可食部の収量および Cd 濃度を測定し
た。

ウ　研究結果
（ア）　初期生育で問題点となった発芽不良、生育

遅延、豪雨による種子流出に関しては、催芽処理、
初期灌水、播種後の鎮圧、播種時期の変更等で対応
可能であることを明らかにした。除草剤に関しては、
初期除草剤としてゴーゴーサン、中期除草剤として
クリンチャ－バスの効果が高いことを明らかにし
た。ただし、Cd 高吸収イネに関しては、中期除草
剤の効果が一定ではなく、手除草が必要な試験区も
あった。Cd 高吸収ソルガムに関しては、中期除草
剤散布時には雑草と比較して草丈が十分高くなって
いるため、初期除草剤のみで対応可能であった。倒
伏に関しては、N 減肥と収穫機械によって対応可能
であることを明らかにした。鳥害に関しては、薬剤
の効果が高いことを明らかにした（未発表）。
（イ）　修復期間の合計地上部 Cd 吸収量は、土壌

Cd 濃度が比較的高い圃場では山形を除き Cd 高吸
収イネ＞ Cd 高吸収ソルガム、土壌 Cd 濃度が比較
的低い圃場では Cd 高吸収イネ＜ Cd 高吸収ソルガ
ムであった。土壌 Cd 濃度は、修復前と比較して
Cd 高吸収イネ 4 作区で平均 32％、Cd 高吸収ソル
ガム 4 作区で平均 25％低下した（未発表）。
（ウ）　修復後圃場で検定栽培した可食部中の Cd

濃度は、4 作修復後圃場で栽培したダイズとコムギ
では平均で約 4 割、同コマツナでは平均で約 3 割、
3 作修復後圃場で栽培したサトイモでは約 2 割の低
下がみられたが、2 作修復後土壌でポット栽培した
オクラでは低下が認められなかった。また、ダイズ
では収量が低下した試験区が一部あった（未発表）。

エ　考　察
畑土壌においてもファイトレメディエーションは

可能であると思われた。栽培の容易さ等（主に除草
対策）を考慮すると、Cd に汚染された畑の修復植
物としては、Cd 高吸収イネより Cd 高吸収ソルガ
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ムが適していると考えられる。

オ　今後の課題
ダイズ収量が低下した試験区では、検定作物栽培

前に施用したアルカリ資材による pH 矯正効果が判
然としていなかった。アルカリ資材施用時期を早め
る等の対応が必要と思われる。

カ　要　約
各種畑土壌におけるファイトレメディエーション

による Cd 汚染土壌修復技術を開発するため、土壌
Cd 濃度が比較的高い圃場では Cd 高吸収イネおよ
びソルガムによる修復栽培を 4 作、土壌 Cd 濃度が
比較的低い圃場では Cd 高吸収イネおよびソルガム
による修復栽培を 2 ～ 3 作行い、修復植物の栽培時
に問題となった初期生育、除草剤、倒伏、鳥害に対
する対応策を明らかにした。4 作修復栽培後の土壌
Cd 濃度は平均で 25 ～ 32％低下した。修復後圃場
で畑作物と野菜類による検定栽培を行った結果、各
作物の可食部 Cd 濃度は、4 作修復後のダイズとコ
ムギでは平均で約 4 割、同コマツナでは平均で約 3
割、3 作修復後のサトイモでは約 2 割低下した。栽
培の容易さ等を考慮すると、Cd 汚染畑の修復作物
としては、Cd 高吸収イネより Cd 高吸収ソルガム
が適していると考えられた。

研究担当者（村上政治 *、中本洋、甲田裕幸、伊
藤正志、本間利光、門倉綾子、松山稔、茨木俊行、
中川文彦、矢野真二、山田哲平、竹田宏行、森永茂
生、有村恭平、長友誠）

（６）　ダイズのカドミウム低吸収品種の開発
ア　研究目的
カドミウムは長期間にわたって一定以上の量を摂

取し続けることにより人体に悪影響を与えることが
知られており、その悪影響を回避するためには摂取
量を一定量以下に低減することが必要である。カド
ミウムの摂取量を低減するためには、客土や土壌洗
浄、ファイトレメディエーション、土壌改良材の施
用等が有効であると言われているが、コスト面から
はカドミウム蓄積の少ない品種の作付が有効である
と考えられる。

これまでの研究結果から、稲、小麦、トウモロコ

シ等の主要作物でカドミウム蓄積濃度に品種間差異
があることが知られており、大豆においてもいくつ
かの品種間差異の報告がある 1、2）。さらに国内の主
要な品種・系統のカドミウム蓄積性が調査され、「ス
ズユタカ」に代表される高蓄積品種群と「エンレイ」

「フクユタカ」などの多くの品種が含まれる低蓄積
品種群に分かれることが知られている 3）。また高蓄
積形質は 1 つの劣性遺伝子支配で 4）、近傍の DNA
マーカーも開発されており 5）、品種育成時に高蓄積
系統を除外することは簡単になっている。しかし土
壌中のカドミウム濃度が高くなると低蓄積品種群で
も子実中のカドミウム濃度が高くなるため、さらに
低蓄積の品種開発が求められている。

本研究は、極低カドミウム蓄積品種の開発を目指
して、遺伝資源中の低蓄積品種の探索、低蓄積品種
を用いた実用的な低蓄積品種の開発、低蓄積性に関
与する遺伝子関連マーカーの開発を目的として実施
したものである。

イ　研究方法
（ア）　 低カドミ含量品種の品種間差異の解明
大豆遺伝資源 417 品種・系統を圃場で反復なしで、

畦幅 70cm、畦長さ 1.5m、株間 13cm、1 本立てで
栽植し、成熟後に全個体をまとめて収穫、子実中カ
ドミウム濃度を測定した。また子実中カドミウム濃
度が低かった品種・系統は再度圃場で栽植してカド
ミウム蓄積性を確認した。
（イ）カドミウム低蓄積系統の育成
育成中の有望系統 21 系統（関東番号 5 系統、作

系番号 16 系統）および前期プロジェクトでカドミ
ウム含量が低かった作交 0010-12、作交 0128-3 等を
6 月と７月に 2 回播種し、収穫後に子実中カドミウ
ム濃度を分析して、低カドミウム系統を選抜した。

ま た カ ド ミ ウ ム 含 量 が 低 い と 考 え ら れ た
「ALA60」等と「サチユタカ」、「フクユタカ」の交
配後代を作物研の水田圃場に栽植して個体別に収穫
し、子実中カドミウム濃度で選抜を行った。選抜し
た系統は翌年再度圃場に栽植して、再度低蓄積系統
を選抜した。
（ウ） 低カドミウム蓄積関連マーカーの解析
カドミウム蓄積性が低いと考えられた「ALA60」

と「サチユタカ」の交配後代 F2 を圃場に栽植して
個体別に葉からゲノム DNA を抽出し、ジェノタイ
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ピングを行った。成熟後に個体別に収穫して子実中
カドミウム濃度を分析し、低カドミウム蓄積性に関
する QTL 解析を行った。さらに F3 世代を再度圃
場で養成するとともに、F2 世代で検出された QTL
領域に関して遺伝子型を調査し、「ALA60」型と「サ
チユタカ型」に分類し、子実中カドミウム濃度を類
型別に比較した。

ウ　研究結果
（ア）　低カドミ含量品種の品種間差異の解明
大豆遺伝資源 417 品種・系統の子実中カドミウ

ム濃度の分布は図 11206-1 に示した。高蓄積品種の
「スズユタカ」の子実中カドミウム濃度は 0.19mg/
kg であったが、多くの品種は 0.1mg/kg 以下であっ
た。「フクユタカ」は低品種の中でも比較的低いカ
ドミウム含量を示し、「サチユタカ」「タチナガハ」
などは中程度であった（表 11206-1）。カドミウム濃
度が低かった「栃木生娘 1 号」など７品種を再度圃
場で栽植したところ、黒大豆（芸北）などが「サチ
ユタカ」より有意に低いカドミウム含量を示し、新
たな低蓄積の遺伝資源として利用できると考えられ
た（図 11206-2）。
（イ）カドミウム低蓄積系統の育成
地方番号系統中からは、「関東 106 号」が比較的

カドミウム濃度が低かったが、「フクユタカ」と有
意な差が出なかった。また作系番号中からは「フク
ユタカ」より低い系統は見いだせなかった。一方育
成中の「作交 0010-12」は複数年次にわたって「フ
クユタカ」より有意に低い子実中カドミウム濃度を

表 11206-1　子実中Ｃｄ濃度が低かった主な品種

図 11206-1　遺伝資源の子実中カドミウム濃度の分布

図 11206-2　2011 年に作物研で栽培した低カドミウム候補品種の子実中カドミウム濃度
1）同じ文字間で有意差なし（5%）
2） 白い棒グラフで示した品種は、2010 年にサチユタカと比較して有意に子実中 Cd 濃

度が低かった品種
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示した（表 11206-2）ので、「作系 109 号」の系統番
号を付与し農業特性の調査を行った。その結果標準
品種の「フクユタカ」とほぼ同等の農業特性を有し
ていると考えられた（表 11206-3）。

また「作交 0852（サチユタカ×東山 195 号）」「作
交0853（フクユタカ/作交0010-12,後の作系109号）」

「作交 0809（ALA60 ×東山 195 号）」「SXU（サチ
ユタカ× UNIALA）」の 4 系統の交配後代を育成し、
草姿及び子実中カドミウム濃度で選抜した。その結
果「作交 0852」を 6 系統、「作交 0853」を 7 系統、

「作交 0809」を 9 系統、「SXU」を 1 系統の合計 23
系統選抜することができた（データ省略）。
（ウ） 低カドミウム蓄積関連マーカーの解析
「フクユタカ」よりカドミウム蓄積量が少ないと

考えられた「ALA60」と「サチユタカ」の交配後
代（AXS）の子実中カドミウム濃度は、正規分布
に近い分布を示し、数個以上の遺伝子が関与すると
考えられた（図 11206-3）。F2 世代の子実中カドミ
ウム濃度を用いて QTL 解析を行うと、連鎖群 A2
などに合計 4 つの QTL が見出された（表 11206-
4）。このうち比較的効果の大きい A2 座および D1b

座の QTL に関しては、F3 世代を「ALA60 型」と「サ
チユタカ型」に分けると「ALA60 型」で「サチユ
タカ型」に比べて有意に低い子実中 Cd 濃度を示し
た（図 11206-4）。

エ　考　察
（ア） 　低カドミ含量品種の品種間差異の解明
水稲では突然変異集団からカドミウムをほとんど

蓄積しない系統が見出され 6）、実用化が期待されて
いる。大豆では今回多くの遺伝資源をスクリーニン
グしたが、水稲の低蓄積系統ほど有効な系統を見出
すことは出来なかった。しかし「エンレイ」「サチ
ユタカ」より有意に低い品種が見出され、低カドミ
ウム品種育成に有用な交配母本と考えられた。

水稲の突然変異系統は Mn トランスポーターの
OsNRAMP5 に変異を起こしていることが確認され
ている 6）。このことから、今後は OsNRAMP5 の大
豆ゲノム中のホモログ遺伝子をターゲットに突然変
異集団をスクリーニングして低カドミウム系統を探
索することが極低カドミウム品種のスクリーニング
に有効であると考えられる。

表 11206-2　「作系 109 号」の子実中 Cd 濃度（作物研究所圃場）

表 11206-3　「作系 109 号」の農業特性（作物研究所、谷和原水田圃場）

注）成育中の障害及び障害粒程度は 0（無）-5（甚）の 6 段階評価
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（イ）カドミウム低蓄積系統の育成
育成した「作系 109 号」は、作物研では農業特性

が「フクユタカ」と同等以上でカドミウム含量は「エ
ンレイ」に比べて約 45％、「フクユタカ」に比べて
約 25％低下していた。この傾向は作物研以外でも
確認できており（データ省略）、カドミウム低蓄積
系統として利用可能と考えられるが、作物研以外で
供試した予備系統試作試験では十分に農業特性を確
認することができなかったことから、さらに継続し
て農業特性の調査が必要である。

また「作系 109 号」を再度「フクユタカ」と交配
した「作交 0853」系統からも低蓄積系統が見出さ
れているので、今後さらに育成を進めていくことで
実用的な低カドミウム品種の育成が可能と考えられ
る。
（ウ） 低カドミウム蓄積関連マーカーの解析
「AXS」系統の F2、F3 のカドミウム含量の分布

から「ALA60」が持つ低カドミウム性は少なくと
も数個の遺伝子が関与していることが推察される。
しかし最も効果が高い QTL でも LOD 値が 3.4、寄
与率が 15.3% に過ぎず、低カドミウム品種育成のた
めには効果の小さな遺伝子を集積する必要があると
考えられる。

オ　今後の課題
（ア） 　低カドミ含量品種の品種間差異の解明
極低カドミウム蓄積遺伝資源の探索は、遺伝資

源のスクリーニングの継続だけでなく、水稲で極
低カドミウム性を示す OsNRAMP5 の大豆におけ
る類似遺伝子の突然変異体の探索等が必要である。
（イ）カドミウム低蓄積系統の育成
低カドミウム蓄積系統の実用化のためには、「作

系 109 号」の農業特性の確認と新たな低カドミウム
系統育成の継続が必要である。　
（ウ） 低カドミウム蓄積関連マーカーの解析
「ALA60」の持つ低カドミウム蓄積性については、

「AXS」の世代を進めて組み替え自植系統（RILs）
にするとともに、環境条件の影響を少なくしてより
詳細な QTL 解析を行ってマイナー遺伝子を探索す
る必要がある。

カ　要　約
（ア） 　低カドミ含量品種の品種間差異の解明
大豆遺伝資源からカドミウム蓄積が少ない品種を

スクリーニングし、「一宮在来 3」、「黒大豆（芸北）」
など新たな低蓄積の遺伝資源を見出した。　
（イ）カドミウム低蓄積系統の育成
「フクユタカ」「エンレイ」より有意にカドミウム

蓄積が少ない「作系 109 号」を育成した。
（ウ） 低カドミウム蓄積関連マーカーの解析
「ALA60」の低蓄積性に関連する 4 つの QTL を

見出した。寄与率が高かった 2 つの QTL は次の世
代でも有意に効果を示した。

キ　引用文献
1） Boggess S F, et al. （1978） .Differential re-

図 11206-3 　「AXS」の F2 及び F3 の子実中カドミウ
ム濃度の分布

表 11206-4　AXS から検出された子実中カドミウム濃度に関する QTL
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図 11206-4　連鎖群 A2 および D1b 上の QTL の効果
注）2010 年産「AXS」の F3 を「ALA60 型」と「サ
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（７）　関東東海地域向け低カドミウム蓄積小麦
系統の開発
ア　研究目的
農地に蓄積したカドミウムは農作物に吸収され、

それを食したヒトに蓄積することが知られている。
カドミウムはヒトの健康に悪影響を及ぼす重金属で
あるため、摂取量は可能な限り低いことが望ましい。
Kubo ら 1）は国内外の小麦品種の子実カドミウム含
量を分析し、日本の品種の中では北日本で育成され
た品種の子実カドミウム含量が低い傾向にあること
を見いだした。しかしながらそれらの低カドミウム
蓄積品種は西日本では栽培に適さない。そこで本研
究では、関東・東海地域向け低カドミウム蓄積小麦
系統の開発を行うとともに、小麦子実のカドミウム
含量と各種胚乳成分との関係を解明し、今後の低カ
ドミウム蓄積小麦育成のための基礎的な知見を得る
ことを目的とした。

イ　研究方法
（ア）　小麦子実のカドミウム含量と各種胚乳成分

との関係解明
小麦農林登録 165 品種を畑圃場（黒ボク土）と水

田圃場（灰色低地土）で栽培し、子実のカドミウム
含量と各種胚乳成分の関係を解析する。
（イ）　関東・東海地域向け低カドミウム蓄積小麦

系統の開発
低カドミウム蓄積母本として選定した「北見

81 号（後のきたほなみ）」及び「Cleopatra」を片
親とする 2 組合せ（北見 81 号 / ニシカゼコムギ、
Cleopatra/ バンドウワセ）の交配後代を養成し、子
実カドミウム含量重点をおいた選抜をおこなうこと
で、関東・東海地域に適した低カドミウム蓄積系統
を開発する。　

ウ　研究結果
（ア）　小麦子実のカドミウム含量と各種胚乳成分

との関係解明
畑及び水田圃場で栽培した農林登録品種 165 品種

について、各種金属元素含量、灰分含量、蛋白質含
量を測定したところ、カドミウム含量はいずれの圃
場産でもマンガン含量、銅含量、亜鉛含量と正の相
関を示し、一方、灰分含量及び蛋白質含量とは相関
が見られなかった（表 11207-1）。　
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（イ）　関東・東海地域向け低カドミウム蓄積小麦
系統の開発

研究期間の前半（2008 ～ 2010 年度）は、形質の
固定をはかりながら主にカドミウム含量を考慮した
系統選抜を行った。その結果、北見 81 号 / ニシカ
ゼコムギの F3-F5 種子のカドミウム含量は、各世
代で連続的な分布を示した（図 11207-1）。同様な
結果は Cleopatra/ バンドウワセの F5-F7 種子にお
いても示され、このことから小麦の子実カドミウム
含量には多数の因子が関与しているものと考えられ
た。

カドミウム含量と栽培特性との関係では、組合せ
によって出穂期、稈長とカドミウム含量に関係があ
る可能性が示された（表 11207-2）。

2011 年度には、低カドミウム蓄積小麦系統と
して、北見 81 号（きたほなみ）/ ニシカゼコム
ギの組合せから 22 系統（谷系小 B3730 ～ 3751）、
Cleopatra/ バンドウワセの組合せから１系統（谷
系小 RB5121）を選抜した。

最終年度（2012 年度）には、谷系小 B3730 ～
3751 の 22 系統から、出穂期や草型で 8 系統を圃
場選抜した後、穂発芽性程度、MFT 遺伝子（種

表 11207-1　農林登録品種のカドミウム含量と、各種金属元素、灰分、蛋白質含量との相関係数

図 11207-1　北見 81 号／ニシカゼコムギ後代系統のカドミウム含量の分布
黒塗り，白抜き，は，前世代における Cd 濃度上位および下位の 15 系統を示す。
K81：北見 81 号　Nis：ニシカゼコムギ

表 11207-2　カドミウム濃度による出穂期及び稈長の差異
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子休眠に関わる遺伝子）の有無等も考慮して、最
終的に 7 系統を選抜した（表 11207-3）。また、
谷系小 RB5121 については、西日本４県（滋賀県、
兵庫県、熊本県、福岡県）でも栽培試験を行い、
これらの地域においても、安定して低カドミウム
蓄積特性を示すことを明らかにした（表 11207-
4）。

エ　考　察
（ア）　小麦子実のカドミウム含量と各種胚乳成分

との関係解明
小麦農林登録 165 品種を用いた試験で、子実カド

ミウム含量は同じ 2 価の金属イオンであるマンガン
含量、銅含量、亜鉛含量と正の相関を示す一方、灰
分含量や蛋白質含量とは相関を示さなかった。小麦

は用途別に適正な子実蛋白質含量があり、特にパン
用硬質小麦では、高い子実蛋白質含量が求められる。
蛋白質の基となる窒素は土壌から吸収されるため、
窒素を多く吸収する小麦品種はカドミウムも多く吸
収するのではないかという懸念があったが、今回の
試験結果から、子実蛋白質含量が高くカドミウム含
量の低い小麦を育種することは可能と推察される。
（イ）　関東・東海地域向け低カドミウム蓄積小麦

系統の開発
4 倍体のデュラム小麦では、低カドミウム遺伝子

として 5B 染色体上の優性遺伝子 Cdu1 がられてい
る（Knox ら 2））が、今回の用いた小麦（6 倍体の
普通系小麦）では、「北見 81 号（後のきたほなみ）」
も「Cleopatra」もその低カドミウム蓄積特性は、
複数の遺伝子支配であると考えられた。ちなみに両

表 11207-3　生産力検定予備試験選抜系統の収量試験結果（組合せ：北見 81 号×ニシカゼコムギ）

表 11207-4　異なる地域で栽培された谷系小 RB5121 及び対照品種の子実カドミウム含量
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品種とも極晩生で関東地域での栽培には適さない
が、今回の研究で育成した後代系統は栽培性が改良
されており、新たな低カドミウム蓄積母本としての
利用が期待出来る。なお今回のカドミウム含量によ
る選抜は、土壌カドミウム含量の高くない作物研究
所圃場での測定値に基づいて行ってきたものである
が、「Cleopatra」由来の育成系統「谷系小 RB5121」
については、西日本 4 県の、より土壌カドミウム含
量の高い圃場でも、標準品種に比べて安定した低カ
ドミウム蓄積特性を示した。したがって、今回の選
抜方法が低カドミウム蓄積品種の育成に有効である
ことが示された。

オ　今後の課題
本研究で開発された系統は、親の低カドミウム蓄

積品種に比べて関東・東海地域での栽培に適したも
のとなっているが、広く普及させるためには、さら
に栽培性の改良された低カドミウム蓄積小麦系統を
開発する必要がある。また、育種の効率化のために
は、低カドミウム蓄積に関わる遺伝子の解析を進め、
DNA マーカーを開発する必要がある。　

カ　要　約
（ア）　小麦子実のカドミウム含量と各種胚乳成分

との関係解明
小麦農林登録 165 品種を用いて、子実のカドミウ

ム含量が、マンガン含量、銅含量、亜鉛含量と正の
相関を示す一方、灰分含量及び蛋白質含量とは相関
を示さないことを明らかにした。　
（イ）　関東・東海地域向け低カドミウム蓄積小麦

系統の開発
北見 81 号（きたほなみ）／ニシカゼコムギの交

配組合せから、低カドミウム蓄積特性を示し、且つ、
製粉歩留や粉色の優れた 7 系統を選抜した。また、
Cleopatra ／バンドウワセの交配組合せから、低カ
ドミウム蓄積系統の谷系小 RB5121 を育成した。本
系統は西日本 4 県でも安定的に低カドミウム蓄積特
性を示した。

キ　引用文献
1） Kubo, K. et al. （2008）. Cadmium concentration 
in grains of Japanese wheat cultivars: genotypic 
difference and relationship with agronomic char-

acteristics. Plant Production science. 11:243-249.
2） Knox, RE. et al. （2009） .Chromosomal location 
of the cadmium uptake gene （Cdu1） in durum 
wheat. Genome. 52:741-747. 

研究担当者（乙部千雅子 *、小田俊介、関昌子、
松中仁、小島久代、高山敏之、藤田由美子）

（８）　西日本向けコムギのカドミウム低吸収品
種の開発
ア　研究目的
西日本のコムギ品種は北海道のコムギ品種と比べ

て子実カドミウム濃度が遺伝的に高い。そこで、西
日本での栽培に適し、子実カドミウム濃度が西日本
の基幹品種「シロガネコムギ」の半分以下の、高品
質で早生のコムギ品種を早急に育成する。

イ　研究方法
（ア）　西日本向け低カドミウムコムギ系統の選抜
2007 年以降、北海道の「きたほなみ」等の低カ

ドミウム品種（西日本では極晩生）と西日本の「中
国 153 号」等の早生で高品質の品種・系統との交配
を毎年 30 ～ 40 組合せ行い、早生で低カドミウム
の個体・系統の選抜を進めた。2010 年播（F6 世代）
から生産力検定試験、系統適応性検定試験、特性検
定試験に供試し、2011 年播では 4 系統を 12 試験地

（作物研究所、愛知県農業総合試験場、滋賀県農業
技術振興センター、滋賀県現地、兵庫県立農林水
産技術総合センター、兵庫県現地、近畿中国四国
農業研究センター、九州沖縄農業研究センター、福
岡県現地、佐賀県農業試験研究センター、熊本県
農業研究センター、熊本県現地、1 系統のみの配
付場所も含む）で栽培し、子実カドミウム濃度や収
量、品質等を調査するとともに、3 試験地（近畿中
国四国農業研究センター、九州沖縄農業研究セン
ター、福岡県農業総合試験場）で耐病性等の特性
検定を行った。
（イ）　製粉によるカドミウム濃度の変化
ビューラー社製試験用製粉機で製粉した後、得ら

れたふすま、小麦粉についてカドミウム濃度を調査
した。　
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ウ　研究結果
（ア）　西日本向け低カドミウムコムギ系統の選抜
農業特性、子実カドミウム濃度、障害耐性等を考

慮し、「中国 165 号」を選抜した。「中国 165 号」の
交配組合せは「中国 153 号」×「きたほなみ」である。

「中国 165 号」の子実カドミウム濃度は「シロガネ
コムギ」対比で 42％（各試験地における結果の平均）
であった（図 11208-1）。成熟期は「シロガネコムギ」

と同程度からやや遅く、収量性は優れる（表 11208-
1）。「中国 165 号」は赤かび病に弱いため、適期防除
と適期収穫に努める必要がある（表 11208-1）。「中
国 165 号」の子実灰分は「農林 61 号」より低く、「シ
ロガネコムギ」や「農林 61 号」と比べ製粉歩留が
かなり高く、粉色や製麺適性が良好で、高品質であっ
た（表 11208-2）。「中国 165 号」は 2012 年秋より滋
賀県、兵庫県の奨励品種決定調査に供試中である。

図 11208-1 　「シロガネコムギ」を 100 としたときの「中国 165 号」の子実カドミウム濃度の相対値（2012 年産）
１）赤線は試験地による相対値のばらつきを示す

表 11208-1　「中国 165 号」の栽培特性と障害耐性

表 11208-2　「中国 165 号」の製粉性及び小麦粉品質
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（イ） 製粉によるカドミウム濃度の変化
製粉後、小麦粉のカドミウム濃度は原麦の約 0.4

倍になり、ふすまのカドミウム濃度は原麦の約 2 倍
になった。カドミウムはふすま（種皮、糊粉層、胚）
に偏在していると推定される。品種（軟質、硬質含
む）やカドミウム濃度の高低による明瞭な差は認め
られなかった。「中国 165 号」の小麦粉のカドミウ
ム濃度は原麦の約 0.4 ～ 0.7 倍であり、子実カドミ
ウム濃度が低い場合に移行率がやや高くなった。

エ　考　察
（ア）　西日本向け低カドミウムコムギ系統の選抜
「中国 165 号」の子実カドミウム濃度は「シロガ

ネコムギ」対比で 42％（各試験地における結果の
平均）であるが、試験地により相対値は変動した。
土壌カドミウム濃度が高い圃場でやや高い傾向に
あった（2012 年産の福岡を除く）。このため、土壌
カドミウム濃度の上昇に伴い同相対値は高まる可能
性がある。また、「中国 165 号」の子実カドミウム
濃度は交配親である「きたほなみ」よりやや高く、「き
たほなみ」並の子実カドミウム濃度の個体を農業形
質等の選抜により初期に落としてしまった可能性が
ある。したがって、「きたほなみ」を交配親とする
半数体倍加系統を多数展開すれば、遺伝的に固定し
た「きたほなみ」並の系統を選抜できる可能性があ
る。また、調査した遺伝資源の中で「きたほなみ」
より明らかに子実カドミウムが低い品種は見つかっ
ていない。したがって、今後、子実カドミウム濃度
がより低い新規な遺伝資源が見つからなければ、品
種育成では「きたほなみ」と同程度の子実カドミウ
ム濃度が限界と考えられる。
「中国 165 号」は赤かび病に弱く、これは交配親

の「きたほなみ」に由来する。子実カドミウム濃度
と赤かび病抵抗性の関係を詳細に調査しておらず、
これらの形質が連鎖しているかどうかは不明である
が、赤かび病に関しては抵抗性に関する遺伝子座が
明らかにされているため、それらを利用して「中国
165 号」の赤かび病抵抗性を改善できる可能性があ
る。
（イ）　製粉によるカドミウム濃度の変化
なし。

オ　今後の課題
（ア）　西日本向け低カドミウムコムギ系統の選抜
「中国 165 号」は滋賀県・兵庫県において奨励品

種決定調査に供試しており、有望であると確認され
れば、品種化をめざす。また、「中国 165 号」は赤
かび病に弱いため、適期防除・適期収穫に努める必
要がある（赤かび病対策については農林水産省・「麦
類のデオキシニバレノール・ニバレノール汚染低減
のための指針」（2008 年 12 月 17 日公表）を参照）。
今後、「中国 165 号」等を母本として、栽培性・障
害耐性を強化した品種、用途に応じた品種の開発を
進めるとともに、効率的に品種育成を進めるため、
子実カドミウムに関する遺伝子の解析や選抜方法の
開発を行う必要がある。
（イ）　製粉によるカドミウム濃度の変化
なし。　

カ　要　約
西日本地域での栽培に適し、子実へのカドミウム

の蓄積性が低く、早生・多収で、高品質の小麦系統
「中国 165 号」を開発した。「中国 165 号」は赤かび
病に弱いため、適期防除を行う必要がある。 

研究担当者（谷中美貴子 *、石川直幸、高田兼則、
野島佳菜子）

（９）　野菜の接ぎ木栽培によるカドミウム吸収
抑制技術の開発
ア　研究目的
果菜類におけるカドミウム（Cd）濃度の Codex

基準値は 0.05mg/kg に設定されており、過去の実
態調査結果では同基準に対し高い超過率を示す品目
もあるため、早急な吸収抑制技術の開発が求められ
ている。ナスを用いたこれまでの結果、Cd 低吸収
台木の利用が最も現場に普及できる果菜類の Cd 吸
収抑制技術であることがわかった 1）、2）。そこで本研
究では、①ナスの接ぎ木栽培が適応可能な土壌 Cd
濃度範囲を把握し、リスク予測に活用すること、②
ナス以外のナス科野菜に接ぎ木技術を応用し Cd 低
減を図ること、を目的とし、果菜類の Cd 吸収抑制
技術としての接ぎ木栽培の有効性を明らかにする。
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イ　研究方法
（ア）　接ぎ木栽培によるナス果実 Cd 濃度のリス

ク予測
沖積土（褐色低地土：0.1M-HCl 抽出 Cd 濃度で

0.12mg/kg）及び黒ボク土（0.1M-HCl 抽出 Cd 濃度
で 0.06mg/kg）の 2 種類の土壌に対して、Cd とし
て無添加、0.68、1.35、2.03、2.70 mg/kg 相当量を
塩化カドミウム 100mg/L 溶液で添加し、約 3 週間
エージングさせた。土壌 Cd 濃度を測定後、1/2000
ワグネルポットに各添加土壌を充填した。ナス（穂
木品種：千両二号）は、台太郎（普通台木品種）と
トルバムビガー（Cd 低吸収台木種）の 2 台木品種
に接ぎ木し、上記の Cd 添加土壌に定植した。ナス
果実は 1 株から 2 ～ 6 個採取し、1M-HCl で抽出後、
原子吸光によって果実 Cd 濃度を測定した。土壌
Cd 濃度と果実 Cd 濃度の比較から、接ぎ木栽培が
適用できる土壌 Cd 濃度範囲を推定した。また、現
地で生産されているナスの実態を把握し、土壌 Cd
濃度やその他土壌特性から果実 Cd 濃度を予測する
ために、新潟県内 9 地域 121 点のナスと土壌をサン
プリングし、それぞれの Cd 濃度を測定した。土壌
に関しては pH、CEC、炭素含量、交換性塩基、可
給態リン等 18 項目について分析した。採取したナ
スは全てトルバム種（トルバムビガー、トナシム、
トレロ）であるが、穂木品種は多様であった。重回
帰分析により予測式を求めた。　
（イ）　接ぎ木栽培とアルカリ資材の併用によるナ

ス果実の Cd 低減効果
新潟県農業総合研究所・園芸研究センター内の露

地圃場（褐色低地土：0.1M-HCl 抽出 Cd で 0.16mg/
kg）にて、接ぎ木栽培とアルカリ資材の併用によ
る Cd 低減効果を調査した。ナスの穂木品種は千両
二号であり、台木は自根（台木なし）、台太郎、ト
ルバムビガーとした。アルカリ資材として粉状苦土
石灰を使用し、標準レベルの石灰（120kg/10a）と
通常の 3 倍量の石灰（360kg/10a）を定植前に散布
した。栽培期間中に土壌 pH をモニタリングした。
収穫後、果実収量と果実 Cd 濃度を測定した。
（ウ）　新規の Cd 低吸収性ナス科台木種・品種の

選抜
トマトの Cd 濃度低減に役立つ台木を選抜するた

め、市販の台木品種および（独）野菜茶業研究所が
保有する広範なナス科台木種・品種を、高 Cd 濃度

を含むれき質灰色低地土（0.1M-HCl 抽出で 2.6mg/
kg、pH6.0）で 30 日間栽培し、地上部 Cd 濃度を測
定することで、各台木の Cd 吸収能を評価した。同
様な方法により、市販のピーマン台木品種もスク
リーニングした。
（エ）　新規のCd低吸収性台木による果実Cd濃度、

収量、品質への影響
上記（ウ）のスクリーニング試験によって選抜

された Cd 低吸収のナス近縁野生種であるツノナス
（Solanum mammosum）に桃太郎ゴールドを穂木とし
て接ぎ木し、Cd 汚染土壌にて栽培した。同様に Cd
低吸収として選抜したピーマン台木品種「台助」に
穂木品種として「エース」を接ぎ木し、Cd 汚染土
壌で栽培した。得られたトマトやピーマンの果実中
の Cd 濃度を測定した。また、非汚染黒ボク土壌で
接ぎ木栽培し、得られたトマト果実の収量や品質（有
機酸、アミノ酸や糖）を調査した。　

ウ　研究結果
（ア）　接ぎ木栽培によるナス果実 Cd 濃度のリス

ク予測
沖積土（Cd 濃度：0.12mg/kg）への Cd 添加（0.68，

1.35，2.03，2.70 mg/kg）により、0.1M HCl 抽出の
土壌 Cd 濃度は 0.54, 1.11, 1.67, 2.01mg/kg となり、
栽培終了時でも濃度の変化はほとんどなかった。黒
ボク土（Cd 濃度：0.06mg/kg）への Cd 添加により、
土壌 Cd 濃度は 0.30, 0.64, 0.89, 1.19 mg/kg となり、
沖積土に比べ土壌への Cd 固定が強固になると思わ
れた。両台木品種ともに土壌 Cd 濃度の上昇に伴い、
ナス果実の Cd 濃度が増加し、また黒ボク土よりも
沖積土で高い果実 Cd 濃度を示した。台太郎に比べ、
トルバムビガー台木によってナスの Cd 濃度は約 60
～ 70％低減した。ナス果実の Cd 濃度がコーデック
ス基準値（0.05mg/kg）を超えないような土壌 Cd
濃度レベルは、トルバムビガーを台木とした場合、
沖積土で約 0.4mg/kg、黒ボク土で約 0.5mg/kg で
あると推定された（図 11209-1）。

現地で生産されるナスと土壌の Cd 濃度との間に
は相関が認められず、Cd 添加試験とは異なり、現
地土壌の 0.1M HCl 抽出 Cd 濃度だけでは果実中 Cd
濃度を推定できないことがわかった。重回帰分析の
結果、pH（KCl）、炭素含量、土壌 Cd 濃度（0.1M 
HCl 抽出）が説明変数として抽出され、予測式を
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作 成 し た（y=0.028+0.013*soil Cd-0.004*pH （KCl）
-0.001*C（％））。しかし、実測値に対する予測値の
当てはまりは低く（決定係数 R2=0.235）、リスク
予測式は更なる検討が必要であると思われた（図
11209-2）。
（イ）　接ぎ木栽培とアルカリ資材の併用によるナ

ス果実の Cd 低減効果
土壌 pH は栽培期間を通して大きな変動がなく、

石灰標準区で pH 5.5 ～ 6.0、石灰多量区で pH 6.0
～ 6.5 であった。石灰標準区において、トルバム台
木のナス果実濃度は、自根や台太郎台木に比べ半減
した。石灰の多量施与は石灰標準区に比べ、いず
れの台木においても果実中 Cd 濃度を半減以下にし
た。トルバムビガーと石灰の多量施与を併用するこ
とで、ナスの Cd 濃度は劇的に低下した（図 11209-

3）。なお、石灰の多量施与や台木品種の違いによる
収量への影響は認められなかった。
（ウ）　新規の Cd 低吸収性ナス科台木種・品種の

選抜
トマト用の台木や穂木品種の中で、トルバム種並

に地上部 Cd 濃度を低くする品種は見つからなかっ
た。一方トルバムと同じ Solanum 属で、種が異なる
ツノナス（S. mammosum）の数系統は、トルバム同
様に地上部 Cd 濃度が低く、トマト用台木品種の 40
～ 50％程度の Cd 濃度であった（図 11209-4）。市販
のピーマン台木・穂木品種には地上部 Cd 濃度に品
種間差があり、その中で「台助」が最も低い値を示
した（図 11209-5）。
（エ）　新規のCd低吸収性台木による果実Cd濃度、

収量、品質への影響

図 11209-1　台木の違いによるナス果実中 Cd 濃度の変化（Cd 添加土壌）

図 11209-2 　 ナス果実 Cd 濃度のリスク予測式 図 11209-3 　 接ぎ木とアルカリ資材の併用によるナ
ス果実 Cd 濃度の変化
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ツノナス台木を接ぎ木したトマト（品種：桃太郎
ゴールド）は、自根栽培したトマトに比べて、果実
の Cd 濃度が約 6 割減少した（図 11209-6）。この傾
向は他のトマト品種（桃太郎８）でも同様であった。
ツノナス台木はトマトの果実収量や大きさにほとん
ど影響しなかった。また、有機酸やアミン酸、糖の
成分にも影響を与えなかった。「台助」を接ぎ木す
ることで、ピーマンの果実中 Cd 濃度は自根栽培に

比べ、約 2 ～ 5 割程度減少した。

エ　考　察
（ア）　Cd の添加試験により、トルバムビガーを

台木として使うことで土壌 Cd 濃度が概ね 0.5mg/
kg 以下であれば、ナス果実中 Cd 濃度は Codex 基
準値の 0.05mg/kg を超えないことがわかった。こ
の結果は、実際の産地から採取した土壌とナス果実

図 11209-4  　トマトの Cd 低吸収性台木種・品種の選抜

図 11209-5  　ピーマンの Cd 低吸収性台木品種の選抜
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中の Cd 濃度のデータセットにも適用できることが
わかった。その一方、現地で採取したナスと土壌
の Cd 濃度の間には相関が認められず、土壌 Cd 濃
度からナス果実中の Cd 濃度を推定することは困難
であった。土壌 pH（KCl）と炭素含量を説明変数
として加えることで、ナス果実中の Cd 濃度のリス
ク予測式を作成したが、予測値と実測値の乖離があ
り、すぐに現場で利用できるものとはならなかった。
植物の Cd 吸収は土壌の乾湿や気温等の影響も受け
るので、それらの要因を考慮した予測式の作成が必
要と思われる。アルカリ資材の多量施用による土壌
pH の上昇は、明らかにナスの Cd 濃度低減に有効
であった。トルバムビガー台木との併用は Cd 濃度
が 0.5mg/kg を超えるような土壌に対しても有効な
可能性がある。Cd 低吸収台木と資材の組み合わせ
による低減技術は生産現場への導入が容易な方法と
言える。
（イ）　トルバムビガーはトマトの Cd 濃度低減に

も有効な台木であり、自根栽培に比べて、果実の
Cd 濃度を半減する結果を得たが、収量が減少する
ため実用的ではなかった。そこでトルバムに替わる
新たな Cd 低吸収台木として、同じ Solanum 属で種
が異なるツノナスを選抜した。ツノナスは穂木品種
の収量や品質に影響を及ぼさないため、かなり有望
な台木種と思われる。ピーマンの場合、「台助」が
Cd 低吸収台木品種として有望であることがわかっ
た。台助は青枯病抵抗性ピーマン台木として販売さ

れている。すでに普及している台木品種のため、生
産現場への導入は容易と思われる。　

オ　今後の課題
（ア）　精度の高いナスの Cd 汚染リスク予測式を

作成するとともに、トルバムビガー台木とアルカリ
資材の併用が適応できる土壌 Cd 濃度範囲を把握す
る。
（イ）　ツノナスはトマトの Cd 吸収抑制に有効で

あるが、接ぎ木法やツノナス台木を用いたトマト栽
培技術は検討する必要がある。また、ツノナスや台
助の Cd 吸収抑制機構を解明する必要がある。

カ　要　約
（ア）　ナスの接ぎ木栽培による適応可能な土壌 Cd

濃度範囲を Cd 添加試験によって求めたところ、Cd
低吸収台木であるトルバムビガーを使うことで土壌
Cd 濃度が概ね 0.5mg/kg 以下であれば、ナス果実
の Cd 濃度は Codex 基準値の 0.05mg/kg を超えな
いことがわかった。土壌 Cd 濃度、土壌 pH（KCl）、
炭素含量を説明変数としてナス果実 Cd 濃度の予測
式を作成した。トルバムビガーとアルカリ多量施与
の併用は、自根栽培とアルカリ標準施与に比べ、ナ
ス果実の Cd 濃度を 1/6 まで低減した。
（イ）　トルバムビガーに替わる新たな低 Cd 台木

としてツノナス（Solanum mammosum）を選抜した。
この台木を用いることでトマトの収量や品質に影響
を与えることなく、果実 Cd 濃度は自根栽培に比べ、
半減した。ピーマン用の Cd 低吸収台木品種として

「台助」を選抜した。

キ　引用文献
1） 竹田宏行ら （2007）.　スズメノナスビ（Solanum 
torvum）を台木とした接ぎ木栽培によるナス果実
中カドミウムの低減技術 . 土肥誌 . 78:581-586.

2） Arao T. et al.（2008）. Reduction of cadmium 
translocation from roots to shoots in Eggplant 

（Solanum melongena） by grafting onto Solanum 
torvum rootstock. Soil Sci. Plant Nutr. 54: 555-559.

研究担当者（竹田宏行、森川クラウジオ健治、石
川覚 *）

図 11209-6  　ツノナス台木によるトマト果実中 Cd 濃
度と品質
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（１０）　カドミウム極低蓄積突然変異体コシヒ
カリの栽培適性の検証
ア　研究目的
コシヒカリ種子にイオンビーム照射して変異を誘

発し、カドミウム極低蓄積突然変異体コシヒカリ
（以下、低 Cd コシヒカリという）が作出された 1）。
この低 Cd コシヒカリは、通常のコシヒカリの玄米
Cd 濃度が 0.4mg/kg を大幅に超過する農地で栽培
しても、0.03mg/kg 以下と極低レベルとなることが
確認されている。しかし、土壌類型や気象条件の異
なる様々な現地試験における低 Cd コシヒカリの適
用性検証は不十分である。また、低 Cd コシヒカリ
の変異遺伝子はCdとマンガン（Mn）のトランスポー
ターをコードしているため、土壌や気象条件によっ
ては、作物体の Mn 含量が低減する可能性があり、
生育に影響を及ぼす可能性が考えられる。そこで本
研究では、土壌類型や気象条件の異なる地域での低
Cd コシヒカリの栽培適性を検証するとともに、Cd
および Mn の吸収低減効果を検討し、各地域におけ
る低 Cd コシヒカリの実用性を評価する。

イ　研究方法
（ア）　各地域における系統適応試験
コシヒカリを対照品種として、低 Cd コシヒカリ

の 3 系 統（lcd-kmt1-1, lcd-kmt1-2, lcd-kmt2） を 東
北地方の 3 か所（東北 A, 東北 B, 東北 C）、甲信越
地方の 3 か所（甲信越 A, 甲信越 , 甲信越 C）、近畿
地方の 2 か所（近畿 A, 近畿 B）、九州地方 2 か所（九
州 A, 九州 B）で栽培した。栽培管理は各地域の慣
行に従ったが、一部の地域（東北 A, 東北 B）では
節水栽培とした。各試験区は4列×25株/系統とし、
2 連で行った。系統適応性の調査は出穂日、成熟日、
稈長、穂長、穂数、千粒重、精玄米重（坪刈り）を
必須調査項目とし、わら重、一穂粒数、倒伏程度、
SPAD 値を任意調査項目として、各系統を各地域で
比較した。　
（イ）　低 Cd コシヒカリの玄米・稲わらにおける

Cd と Mn 濃度
各地域での栽培土壌の Cd 濃度を 0.1M HCl 抽出

法で、Mn 濃度を 1M の硝酸アンモニウムで抽出し、
ICP-OES で測定した。玄米と稲わらの元素分析は
濃硝酸による湿式分解後、Cd は ICP-MS で、Mn
は ICP-OES で測定した。

（ウ）　食味官能試験
（財）日本穀物検定協会に依頼して、食味官能試

験を実施した。（独）農業環境技術研究所の圃場に
おいて慣行法で栽培した低 Cd コシヒカリ系統を同
圃場で栽培した普通コシヒカリを基準に、20 名の
パネラーによる外観、香り、味、粘り、硬さの各項
目と総合評価で判定した。
（エ）　特性検定試験
作物研稲研究領域の協力を得て、玄米品質や食味

関連成分（アミロース、タンパク質含量）、特性検
定（病害抵抗性、耐冷性、高温耐性）を調査した。

ウ　研究結果
（ア）　各地域における系統適応試験
各地域における系統適応試験の結果を表 11210-1

にまとめた。なお、lcd-kmt1-1 と lcd-kmt1-2 は同じ
変異型（OsNRAMP5 遺伝子に 434bp の塩基挿入に
よる変異）であり、lcd-kmt1-1 の玄米収量が高い傾
向にあるため、その 1 系統のデータを掲載した（lcd-
kmt1 と以後記載）。各地域の出穂期（月日）を平均
すると、コシヒカリと lcd-kmt1 は同じ、lcd-kmt2
は一日遅かった。しかし農環研圃場での出穂調査
では、lcd-kmt1 はコシヒカリに比べて、半日から 1
日程度早い傾向にあり、一方 lcd-kmt2 はコシヒカ
リよりも 1 日～ 2 日程度遅かった。稈長は有意差が
なく、穂長は lcd-kmt1 で若干短い値であった。穂
数は lcd-kmt2 で若干多く、倒伏は同程度、千粒重
はlcd-kmt1、lcd-kmt2ともに若干軽い傾向にあるが、
単位面積当たりの精玄米重は平均してコシヒカリと
同程度であった。収量に関しては地域差の影響の方
がより大きかった。葉色への影響は SPAD 値から
判断して、全く認められなかった。これらの結果、
各地域で栽培した低 Cd コシヒカリ系統はコシヒカ
リとほとんど違いがないことがわかった。
（イ）　低 Cd コシヒカリの玄米・稲わらにおける

Cd と Mn 濃度
各地域で栽培した土壌の Cd 濃度と Mn 濃度を表

11210-2 に示した。0.1M-HCl 抽出の Cd 濃度は 0.10
～ 1.85mg/kg と幅広く、硝酸アンモニウム抽出に
よる可給性 Mn 濃度も 0.05 ～ 167mg/kg と土壌に
より大きな違いがあった。各地域で栽培した玄米と
稲わらの Cd 濃度と Mn 濃度を表 11210-3 に示した。
玄米の Cd 濃度は、土壌の Cd 濃度が高く、コシヒ
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カリの玄米 Cd 濃度が大幅に 0.4mg/kg を超えるよ
うな地域（東北 A、東北 B、近畿 B）でも lcd-kmt
系統の玄米 Cd 濃度は著しく低かった。また、コシ
ヒカリの玄米 Cd 濃度が 0.4mg/kg を大きく下回っ
た場合でも、さらに桁違いに低くなり、定量限界以
下になることがわかった。稲わらの Cd 濃度も玄米
と同じ傾向であった。lcd-kmt 系統の玄米 Mn 濃度
は Cd 同様、コシヒカリに比べ低い傾向にあった。
特に高 Cd 土壌で栽培した地域の玄米 Mn 濃度が低
いが、これは節水栽培による影響と思われる。lcd-
kmt 系統の玄米 Mn 濃度がそれほど低下しなかった
地域（東北 C, 農業環境技術研究所 , 甲信越 C, 近畿
A）では、土壌の可給態 Mn 濃度が他地域に比べ高
い傾向にあった。lcd-kmt 系統は玄米よりも稲わら
の Mn 濃度に著しい影響があり、土壌の可給態 Mn
濃度が高い東北 C 以外は、どの地域でも稲わら Mn
濃度の著しい低下が認められた。
（ウ）　食味官能試験
コシヒカリに比べ、lcd-kmt1 は外観、香り、粘

りの項目で若干優れており、一方味と硬さで若干マ

イナス評価であった。lcd-kmt2 は外観、味、粘り
の項目で若干優れており、一方、香りと硬さで若干
マイナス評価であった。総合評価では lcd-kmt1 は
コシヒカリと同じ、lcd-kmt2 は若干プラス評価で
あった。有意差が± 0.368 のため、得られた数値は
lcd-kmt1、lcd-kmt2 ともに食味はコシヒカリ同等と
評価された（表 11210-4）。

表 11210-1　各地域で栽培した低 Cd コシヒカリの特性

表 11210-2　各地域で栽培した土壌の Cd と Mn 濃度 
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（エ）　特性検定試験
lcd-kmt 系統のいもち病抵抗性は「弱」、白葉枯

病抵抗性は「中」、高温耐性は「中」、耐冷性は「極強」、
穂発芽性は「難」であり、すべてコシヒカリと同じ
評価であった。アミロースやタンパク含量もコシヒ
カリ同等であった。

エ　考　察
lcd-kmt1 と lcd-kmt2 はともに Cd と Mn の主要

なトランスポーター遺伝子である OsNRAMP5 に変
異が挿入されたコシヒカリの突然変異体である。
lcd-kmt1 の場合、OsNRAMP5 の第 10 エクソン末端
に 434bp の mPingA1 というトランスポゾンが挿入
され、アミノ酸配列が変化した。一方、lcd-kmt1
は同遺伝子の第 9 エクソン末端側で 1bp の欠損が
あり、フレームシフトが起こったために終止コドン
が現れ、アミノ酸への翻訳は不完全なものとなった。
OsNRAMP5 への変異は根の Cd 吸収を著しく抑制

表 11210-3　各地域で栽培した玄米と稲わらの Cd と Mn 濃度

表 11210-4　低 Cd コシヒカリの食味官能試験
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し、結果的に玄米や稲わらの Cd 濃度を著しく低下
させた１）。一方、Mn 濃度の著しい低下は、光合成
の電子伝達機能の低下や抗酸化機能の低下を引き起
こし、結果的に生育に影響を及ぼす可能性がある。
水稲は Mn 集積植物であり、湛水下で栽培すると土
壌の Mn 濃度にもよるが、茎葉部 Mn 濃度は数百
mg/kg から数千 mg/kg にも達する。水稲のおける
Mn の要求性に関してはこれまで明らかにされてい
ないが、lcd-kmt 系統の玄米・茎葉の Mn 濃度が明
らかにコシヒカリよりも低い場合でも、生育や収量
には影響しなかった。この事から、水稲における
Mn の要求性は畑作物等と変わらず、高集積である
理由は湛水条件下での Mn 過剰に対する生き残り戦
略であると考えられた。低 Cd コシヒカリ系統の高
い実用性は、気象や土壌条件の異なる各地域でも証
明された。特にどの地域においても lcd-kmt 系統の
玄米収量はコシヒカリ並でありつつ、玄米 Cd 濃度
は大幅に減少した。食味や病害耐性等の特性もコシ
ヒカリ並と判定され、今のコシヒカリに比べて大き
なデメリットは見つからなかった。このように、コ
シヒカリと lcd-kmt 系統の有意な違いは Cd や Mn
濃度のみであり、種苗法上、両者は同一と見なされ
る。2013 年、イネの種苗登録に「カドミウム吸収
性」の項目が追加されることが決定し、Cd 吸収性
の違いだけで品種登録出願が今後可能になる。なお、
lcd-kmt1 と lcd-kmt2 のどちらか一方を品種登録出
願する予定だが、遺伝的な安定性を考慮に入れると、
lcd-kmt1 はトランスポゾンの挿入のため、挿入さ
れた塩基が再度別の遺伝領域に転移する可能性が考
えられる。そのゆえ、lcd-kmt2 が今のところ有力
である。　

オ　今後の課題
低 Cd の lcd-kmt 系統の普及に向けた取り組みを

国や各地方自治体が協力して行う必要がある。

カ　要　約
イオンビーム照射によって作出した低 Cd コシヒ

カリの lcd-kmt 系統（lcd-kmt1 と lcd-kmt2）を気
象や土壌条件の異なる各地域で栽培し、系統適応試
験を実施した。出穂期に若干の違い（1 日～ 2 日程
度）はあるものの、ほとんどの形質はコシヒカリ同
等であった。一方、玄米と稲わらの Cd 濃度はどの

地域で栽培しても lcd-kmt 系統で著しく低かった。
lcd-kmt 系統の玄米 Mn 濃度はどの地域でも低い傾
向であったが、慣行の水管理で可給態 Mn 濃度が高
い土壌で栽培すると、コシヒカリと同等になった。
稲わら Mn 濃度も同様の傾向だが、玄米よりも Mn
濃度の低下は著しかった。lcd-kmt 系統の食味はコ
シヒカリ同等と評価された。lcd-kmt 系統の病害抵
抗性や耐冷性等の形質はすべてコシヒカリ同等と評
価された。これらの結果から、lcd-kmt 系統はどの
地域においても非常に実用性の高い低 Cd 系統であ
ることがわかった。

キ　引用文献
1） Ishikawa et al.（2012）. Ion-beam irradiation, 
gene identification, and marker-assisted breeding 
in the development of low-cadmium rice. Proc. 
Natl. Acad. Sci. U S A. 109:19166-19171.

研究担当者（石川覚 *、牧野知之）

（１１）　資材選定と施用法によるダイズのカド
ミウム吸収抑制技術の開発
ア　研究目的
資材施用と施肥管理を組み合わせ、ダイズの収量・

品質が確保されたカドミウム（Cd）吸収抑制技術
を開発し、「畑作物のカドミウム吸収抑制のための
対策技術マニュアル」に必要なデータを提供する。

イ　研究方法
（ア）　資材のダイズへの子実 Cd 濃度低減効果を

検証するために以下の試験を行った
ａ　 汚 染 土 壌 Ａ（ 灰 色 低 地 土、0.1M-HCl

抽 出 Cd: 0.3 mgkg-1、 基 肥 施 用 : N:P2O5:K2O ＝
3:10:10kg/10a 相当）にゼオライト、バーミキュラ
イト、両者の混合物（重量比 1:1） をそれぞれ施用し、
ポット（3L）に充填後エンレイとスズユタカを栽
培し、基肥のみで栽培した（対照）区と子実 Cd 濃
度を比較した。

ｂ　低減効果の要因を明らかにするためにゼオ
ライトとバーミキュライトをそれぞれ添加した汚
染土壌Ａを 12 週間培養し（水分 : 最大容水量 60％、
30℃）、土壌 Cd とカリウム（Ｋ）濃度を測定した。
（イ）　窒素（Ｎ）追肥の子実 Cd 濃度低減効果を
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検証するために以下の試験を行った。
ａ　適正な追肥量を明らかにするために、汚染

土壌Ａ充填ポットでエンレイを栽培し、子実肥大始
め（R5）期に硝酸アンモニウムをＮで 10a 当たり 2.5、
5、7.5、10kg 相当それぞれ施用し、対照区と子実
Cd 濃度を比較した。

ｂ　適正な追肥時期を明らかにするために、汚
染土壌Ａ充填ポットでエンレイを栽培し、着莢始
め（R3）期、着莢盛り（R4）期、R5 期、子実肥大
盛り（R6）期にそれぞれ硝酸アンモニウムでＮを
5kg/10a 相当施用した。また、汚染土壌Ｂ（黒ボク
土、0.1M-HCl 抽出 Cd:0.9 mgkg-1、基肥施用）充填ポッ
トでエンレイを栽培し、第 5 複葉展開（V6）、開花
始め（R1）期、開花盛り（R2）期、R3 期、R4 期
に硝酸アンモニウムで 10kg/10a 相当のＮを施用し
た。試験区と対照区で子実 Cd 濃度などを比較した。

ｃ　Ｎ追肥の実証試験を、汚染土壌Ｂを充填し
た小型ライシメーター、枠圃場、非汚染圃場２か所

（圃場 1、2）で行った（反復はそれぞれ 2、1、2、
3）。圃場 1 の土壌（淡色黒ボク土、0.1M-HCl 抽出
Cd: 0.11 mgkg-1）を充填した枠圃場は硝酸アンモニ
ウムを R5 期に、小型ライシメーターと圃場 1 は基
肥と同時に LPS80 を、圃場 2（灰色低地土、0.1M-HCl
抽出 Cd: 0.37 mgkg-1）は播種後 3 週間目に中耕培土
の際に LPS60 を施用した（Ｎ : 5kg/10a）。供試品
種はエンレイを、圃場 1 のみスズユタカも栽培し対
照区と子実 Cd 濃度を比較した。

ｄ　土壌 Cd 濃度の違いが子実 Cd 低減の効果
におよぼす影響を調査するために、土壌 Cd 濃度を
0.1M-HCl 抽出で低 :0.3、中 : 0.6、高 :0.9mgkg-1 に調
整 （汚染土壌 B に非汚染淡色黒ボク土を混合） し
た土壌でスズユタカを栽培し、R4 期に硝酸アンモ
ニウムでＮを 5、10kg/10a 相当それぞれ施用した。
対照区と子実 Cd 濃度を比較した。
（ウ）　Ｋ追肥が子実 Cd 濃度を低減する効果を検

証するために以下の試験を行った。
ａ　汚染土壌Ｂを充填したポットにバーミキュ

ライト 400kg/10a 相当を施用した区と、硫酸カリ
ウムでＫを追肥（R3 期に 2、R4 期に 4、R5 期に
4kg、計 K2O10kg/10a 相当施用）した区をそれぞれ
設けスズユタカを栽培し、対照区と子実 Cd 濃度を
比較した。

ｂ　適正なＫ追肥時期を明らかにするために、

汚染土壌Ａ充填ポットで栽培したスズユタカに、
R3、R4、R5、R6 期にそれぞれ硫酸カリウムで K2O
を 10kg/10a 相当施用し、対照区と子実 Cd 濃度を
比較した。
（エ）　 子実 Cd 濃度低減について資材と施肥管理

の相乗効果があるのかを確認するために、アルカ
リ資材にＮ追肥とＫ追肥を組み合わせた。汚染土
壌Ａを充填したポットで、アルカリ資材は基肥と
一緒に炭カルを 200kg/10a 相当を、Ｎ追肥は R4 期
に硝酸アンモニウムでＮを 10kg/10a 相当を施用し
た。Ｋ追肥には緩効性ケイ酸カリウム肥料 （富士化
学（株）ク溶性 K20；20％）を基肥と一緒に 3g（K20: 
30kg/10a 相当）施用した。スズユタカを栽培後、
試験区と対照区と子実 Cd 濃度を比較した。

ウ　研究結果
（ア）　エンレイではゼオライトは施用量 100 と

200kg/10a でバーミキュライトは 200 と 400kg/10a
で両者の混合物は 200 と 400 と 600kg/10a で子実
Cd 濃度低減が認められた。スズユタカではバーミ
キュライトと混合物の子実Cd濃度低減があったが、
ゼオライト施用による子実Cd濃度変化は無かった。
バーミキュライト 300kg/10a 施用によってエンレ
イで、400kg/10a 施用では両品種で収量が有意に増
加した（表 11211-1）。

12 週間培養後、ゼオライト 300 と 400kg/10a 施
用区と混合物 400、600 と 800kg/10a 施用区では土
壌中の無機結合態 Cd 濃度が低下した。バーミキュ
ライト施用区では土壌中の交換態 K 濃度が上昇し
た（100kg/10a 施用区のぞく）。交換態Ｋ濃度の上
昇はゼオライト 100kg/10a 施用区でもみられた（表
11211-2）。
（イ）　R5 期 N 追肥では追肥量が多いほど子実 Cd

濃度が低下する傾向がみられＮを 10kg/10a 施用し
た区では有意に子実 Cd 濃度が低減した。時期別の
Ｎ追肥では R3 期と R4 期で有意に子実 Cd 濃度が
低減した。R3 と R4 期追肥では粗収量に変化はみ
られなかった（表 11211-3）。しかし、整粒の収量は
全ての追肥区で増加し、収量と莢数はＮ追肥の時期
が早いほど多い傾向がみられた（表 11211-4）。

実証試験では汚染土壌を充填した小型ライシメー
ターと、圃場 1 のスズユタ以外でＮ追肥による子実
Cd 濃度低減効果がみられた（表 11211-5）。
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Ｎ追肥による子実 Cd 濃度低減効果は土壌 Cd 濃
度が低の土壌では現れず、中の土壌では効果がみら
れ、高の土壌では追肥するＮ量が多いほど子実 Cd
濃度を低減する効果が大きかった。Ｎ追肥によって
栽培跡地土壌の交換態 Cd 濃度は上昇し、無機結合
態 Cd 濃度は低下し、有機結合態 Cd 濃度は増加す
る傾向がみられた（表 11211-6）。
（ウ） Ｋ追肥区ではバーミキュライト施用区とほ

ぼ等しい子実 Cd 濃度低減と収量の増加がみられた

（表 11211-7）。
R3 期に追肥した区では子実 Cd 濃度低減が、R3

と R4 期に追肥した区では収量増加がみられた（表
11211-8）。
（エ） 資材と施肥管理を組み合わせた全ての試験

区で子実 Cd 濃度の低下が認められた。最も子実
Cd 濃度低減効果が高かったのは 3 処理全て行った
区とアルカリ資材にＮ追肥を組み合わせた区そして
Ｎ追肥とＫ追肥を組み合わせた区であり、最も効

表 11211-1　資材施用を行ったダイズ子実

表 11211-2　培養 12 週間後の土壌カドミウムとカリウム濃度（乾土当たり）
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表 11211-3　窒素追肥を行ったエンレイ子実

表 11211-4　窒素追肥を行ったエンレイ子実と収量構成要素

表 11211-5　窒素追肥を行ったダイズの実証試験
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果が低かったのは N 追肥のみを行った区であった。
Ｋ追肥を行った全ての試験区で収量増加がみられた

（表 11211-9）。

エ　考　察
土壌 Cd の吸着保持が期待されるゼオライトは、

多量に施用すると収量が低下した（表 11211-1）。こ
れはゼオライトの陽イオン吸着能に選択性が無いた
め Cd 以外の必須元素も吸着し、ダイズの生育が阻
害されたためと判断された。ゼオライトの Cd 吸着
保持能はポット当たり 25 ～ 56 μ g に対して、ダ
イズの Cd 吸収曲線（Sugiyama and Ae 1））から試

表 11211-6　カドミウム濃度が異なる土壌に窒素追肥を行ったスズユタカ子実と栽培跡土壌

表 11211-7　バーミキュライト施用区とカリウム追肥を行ったスズユタカ子実

表 11211-8　カリウム追肥を行ったスズユタカ子実
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表 11211-9　資材と施肥管理を組み合わせたスズユタカ子実

算される地上部 Cd 吸収量はエンレイでポット当た
り 50 μ g、スズユタカで 120 μ g であった。スズ
ユタカの Cd 吸収能がゼオライトの Cd 吸着保持能
よりも強いため、スズユタカではゼオライトの効果
が現れなかったと考えられる。ゼオライトは土壌に
よって Cd 吸着保持能が異なると予測されることか
ら、使用の際には培養試験による吸着保持能の把握
と栽培品種 Cd 吸収能を事前に知る必要がある。本
研究ではバーミキュライトのＫ供給能が示され（表
11211-2）、バーミキュライト施用区とＫ追肥区の子
実 Cd 蓄積量は対照区とほぼ等しく収量増加効果が
みられた（表 11211-7、8）。橘ら 2）は土壌Ｋ濃度の
増大によって収量が多くなると報告していることか
ら、バーミキュライト施用区とＫ追肥区の子実 Cd
濃度低減効果はＫ供給によって収量が増大し希釈さ
れたためと判断された。

Ｎ追肥は整粒収量の増大がみられたことから（表
11211-3 ～ 5）、品質向上も期待できる Cd 低減技術
であることが示された。ダイズは難溶性の土壌Ｎを
分解し利用する能力を持つことが指摘されている

（Vanotti ら 3））。土壌中の Cd は有機結合態として
存在する割合が比較的高いこと（定本ら 4））、Ｎ追
肥区の栽培跡地土壌で有機結合態 Cd が増加する傾
向がみられたことから（表 11211-6）、Ｎ追肥の子実
Cd 濃度低減効果は有機態Ｎとともにそれに結合し
ている Cd の吸収が抑制されたためと考えられた。

現在最も多用されているアルカリ資材に施肥管理
を組み合わせることによってより子実 Cd 濃度が低
下する傾向がみられた。また、Ｋ施肥管理を組み合
わせることで収量増大が可能であることが示された

（表 11211-9）。

オ　今後の課題
追加発生コストが営農上許容される範囲にありか

つ Cd 選択性の或る吸着資材を開発することが必要
である。

施肥管理がダイズ子実 Cd 濃度を低減する機構を
解明する。施肥管理によるダイズ子実 Cd 濃度低減
は土壌中の形態別 Cd 量だけではなく必須元素の供
給能などこれまでの施肥管理の影響を大きく受ける
と考えられることから、効果発現の最適条件をより
詳細に調査する必要がある。

カ　要　約
（ア）　ダイズは地上部の Cd 吸収量が多いため、

選択性のない陽イオン吸着資材によるダイズ子実
Cd 濃度低減を試す際には、培養試験で吸着能を把
握すること、栽培品種の全 Cd 吸収量を事前に知る
必要がある。
（イ）　Ｋ追肥には収量増大効果があり、特に R3

期の施用はダイズ子実 Cd 濃度低減効果が大きかっ
た。Ｋ追肥によるダイズ子実 Cd 濃度低減は収量増
大による希釈効果だと考えられた。
（ウ）　Ｎ追肥の最適量は 10kg/10a、最適追肥時期

は R3 ～ R4 期であり、Cd 濃度が高い土壌ほど効果
が現れた。増収効果はなかったが、品質向上がみら
れた。
（エ）　施肥管理はアルカリ資材と併用は可能であ

り、これらの組み合わせによって品質の向上と収量
増大を同時に得る可能性が示唆された。
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研究担当者（杉山恵 *）

（１２）　部分施用によるダイズのカドミウム吸
収抑制技術の開発
ア　研究目的
土壌中のカドミウム（Cd）は pH が高くなる

と、作物に吸収されにくくなることが知られている
（Eriksson 1））。しかし、水田転換畑の土壌 pH は 5.5
以下と低いことが多いため、土壌 pH の改善による
吸収抑制対策が必要である。雄川・稲原 2）は、水
田転換畑の土壌 pH 矯正によるダイズの Cd 吸収抑
制効果を検証した。土壌 pH を上げるには、アルカ
リ資材の施用が必要であるが、元の土壌 pH が低い
ほど多量の資材を必要とするため、生産コストが高
まる。そこで、施用量を削減しても Cd 吸収を抑制
できる技術の開発が求められる。屋代ら 3）が開発
した「うね内部分施用技術」（以後、部分施用）は、

キャベツ、ハクサイ等の露地野菜作における化学肥
料削減を可能とする。著者らは、この技術に着目し、
ダイズの Cd 吸収抑制のための新たな施用法の開発
を行うことを目的とした。

イ　研究方法
（ア）　現地圃場 A における栽培試験
土壌 Cd 濃度 1.1 mg/kg（深さ 20cm までの平均）

の現地圃場 A（灰色低地土）の畑転換 1 ～ 3 年目
において、部分施用の幅および深さの違いによる
ダイズの収量および子実 Cd 濃度への影響を調査し
た。目標 pH は 2 段階（6.0、6.2）および苦土石灰
無施用とし、各目標 pH で部分施用は、幅 20 また
は 30cm・深さ 20cm、幅 20cm・深さ 15cm の範囲に、
全面施用（深さ 15cm）での苦土石灰（粒状・アル
カリ分 55％）と配合肥料（6-25-18％）の施用密度
と同等（全面施用の 38％）となるように専用施用
機を用いて施用した（図 11212-1、表 11212-1）。品
種は「リュウホウ」を供試し、2 粒播き、初生葉展
開期に 1 本立とし、栽植密度は 9,524 本 /10a（うね
間 70cm・株間 15cm）とした。収量調査は成熟期
に各処理区から 7 株を 2 連で抜き取り、風乾後に子
実を 80℃で熱風乾燥して乾物重を求めた。
（イ）　現地圃場 B における栽培試験
土壌 Cd 濃度 1.4 mg/kg（深さ 20cm までの平均）

の現地圃場 B（灰色低地土）の畑転換 1 ～ 2 年目に
おいて、部分施用の苦土石灰量の違いによるダイズ
の収量および子実 Cd 濃度への影響を調査した。目
標 pH は 2 段階（6.2、6.5）および苦土石灰無施用とし、
各目標 pH で部分施用は、幅 20cm・深さ 20cm の

図 11212-1　全面施用と部分施用の比較
全面施用は圃場全面に深さ 15cm、部分施用は幅
20cm・深さ 20cm の場合を示す。

表 11212-1　現地圃場 A の処理区と土壌 pH
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範囲に、全面施用（深さ 15cm）での苦土石灰の
50％および 38％、配合肥料の 38％となるように専
用施用機を用いて施用した（図 11212-1、表 11212-
2）。品種、播種、栽植密度、収量調査は現地圃場 A
と同様とした。
（ウ）　試料分析
子実 Cd 濃度は、熱風乾燥後に粉砕した試料の濃

硝酸・加圧分解法による試料液を ICP 質量分析法
で測定した。土壌 pH は、栽培期間中に株間で深さ
20cm まで採取した土壌試料（風乾細土）の水懸濁
液について pH メータで測定した。

ウ　研究結果
（ア）　部分施用の幅・深さの違いがダイズの収量

と子実 Cd 濃度に与える影響
部分施用での苦土石灰施用量は、幅・深さの条

件で変わり、全面施用の 29 ～ 57％と少ないが、現
地圃場 A における部分施用での開花期と成熟期の
平均土壌 pH（深さ 20cm まで）は、全面施用での
平均土壌 pH と同等程度まで上昇した（表 11212-
1）。現地圃場 A における部分施用での収量は、3 か
年とも目標 pH6.0 と 6.2 のいずれも幅 20 または
30cm・深さ 20cm の条件で全面施用と同等程度と

なったが、目標 pH6.0 の幅 20cm・深さ 15cm では
全面施用と比べて減収傾向となった（図 11212-2）。
また、現地圃場 A における部分施用の幅 20cm・深
さ 20cm の条件での子実 Cd 濃度は、3 カ年とも各
目標 pH で苦土石灰無施用（対照区）と比べて低く、
全面施用と比べても低い傾向となった（図 11212-
3）。
（イ）　部分施用の苦土石灰量の違いがダイズの収

量と子実 Cd 濃度に与える影響
現地圃場 B における収量については、処理区間

の差は認められなかったが、各目標 pH で部分施用
（50%）で比較的高い傾向があった（表 11212-2）。
目標 pH6.5 の場合、処理区③（全面施用）の収量は
比較的低く、莢伸長期の頃に深さ 10cm までの土壌
pH が好適 pH（pH6.5）を超えた可能性がある。子
実 Cd 濃度については、苦土石灰無施用の処理区⑧

（全面施用）と比べて苦土石灰施用の処理区①～⑥
で低く、目標 pH6.2 の処理区④～⑥と比べて pH6.5
の処理区①～③で低い傾向があり、各目標 pH では
部分施用（50％）で部分施用（38%）や全面施用と
比べて低い傾向となった（図 11212-4）。栽培期間
中の深さ 20cm までの土壌 pH については、各目標
pH で開花期以降に高まり、土壌 pH の高い順に、

表 11212-2　現地圃場 B における収量

図 11212-2　現地圃場 A における収量
エラーバーは標準誤差。対照区（苦土石灰無施用）と
の間に 5% 水準で有意差なし（Dunnett 法）。

図 11212-3　現地圃場 A の子実 Cd 濃度
エラーバーは標準誤差。* 対照区（苦土石灰無施用）
との間に 5% 水準で有意差あり（Dunnett 法）。



─ 110 ─

全面施用＞部分施用（50％）＞部分施用（38％）となっ
た（図 11212-5）。部分施用での苦土石灰量 50％の
場合、同 38％と比べて、特に莢伸長期以降の土壌
pH が高く推移する傾向となった。

エ　考　察
（ア）　部分施用の幅・深さの違いがダイズの収量

と子実 Cd 濃度に与える影響
収 量 に つ い て は、 部 分 施 用 の 幅 20cm・ 深 さ

15cm で減収傾向となったが、部分施用の幅 20 ま
たは 30cm・深さ 20cm では全面施用と同等となっ
たため、深さ 20cm が適切であると推察された。ま
た、子実 Cd 濃度については、部分施用の幅 20cm・
深さ 20cm の条件で最も低い傾向となった。した
がって、収量と子実 Cd 濃度の面から、部分施用の
幅 20cm・深さ 20cm の条件が最適であると考えら
れた。部分施用の幅 20cm・深さ 20cm の場合、苦
土石灰量は全面施用の 38％となるが、開花期から
成熟期までの平均土壌 pH は全面施用と同等程度で
あり、効率的に土壌 pH を高めることができた。
（イ）　部分施用の苦土石灰量の違いがダイズの収

量と子実 Cd 濃度に与える影響
部分施用の幅 20cm・深さ 20cm の条件で苦土石

灰量を全面施用の 50％とすれば、38％の場合と比
べて、収量が高い傾向となるとともに、子実 Cd 濃
度が低減しやすいことが明らかとなった。特に、処
理区①の子実 Cd 濃度は、処理区②と比べて低い
傾向となった。これは、苦土石灰量 50％の場合、
38％と比べて莢伸長期以降の土壌 pH が高く推移し
たことが原因であると考えられた。[ 川崎・織田 4）

は、ダイズの開花期から子実肥大期までに吸収され
た Cd が子実に蓄積されること、雄川ら 2）は、ダイ
ズの子実 Cd 濃度が土壌 pH6.0 以上で直線的に低下
することをそれぞれ報告した。したがって、開花期
から子実肥大期までの土壌 pH を 6.0 以上に維持す
ることが子実 Cd 濃度の低減に有効であることが示
唆される。] 一方、目標 pH6.0 と 6.5 のどちらも全
面施用区の土壌 pH は、部分施用区と比べて高く推
移したが、全面施用区での子実 Cd 濃度は、部分施
用（38％）と同等程度であった。部分施用区の場合、
ダイズ根域が施用域の範囲に概ね収まることが観察
されたため、この範囲内から苦土石灰成分が効率的
に吸収され、全面施用区と比べて土壌 pH が上昇し
にくかったと解釈される。
（ウ）　部分施用のコスト評価
部分施用（幅 20cm・深さ 20cm）を用いれば、

全面施用と比べて苦土石灰を 50 ～ 62％削減（=4,100
～ 5,100 円 /10a 低減）、配合肥料を 62％削減（=4,700

図 11212-4　現地圃場 B の子実 Cd 濃度
エラーバーは標準誤差。同一英文字間に 5％水準で有
意差なし（Tukey 法）。

図 11212-5　現地圃場 B の土壌 pH の推移
初生葉展開期 6 月 21 日、第 4 本葉展開期 7 月 11 日、
開花期 8 月 1 日、莢伸長期 8 月 29 日、子実肥大期 9
月 19 日、成熟期 10 月 17 日の株間の深さ 20cm まで
の土壌 pH を示す。

表 11212-3　部分施用のコスト評価

単価は 2012 年 5 月時点。導入面積は施用機の価格を
100 万円と仮定し、3 年間で機械費を回収できる面積。
全面施用における苦土石灰施用量は 250kg/10a、配合
肥料は 50kg/10a と仮定。



─ 111 ─

円 /10a 低減）がそれぞれ可能となるため、合わせ
て 1 年間に 8,800 ～ 9,800 円 /10a のコスト低減とな
り、3.4 ～ 3.8ha に導入すれば、3 年間で機械費（100
万円）を回収できると試算された（表 11212-3）。し
たがって、集落営農等で機械を共同利用し、10 ～
11ha 程度で導入すれば 1 作でも機械費を回収可能
であると考えられる。
（エ）　部分施用の実用性
水田転換畑等の低 pH 圃場では、ダイズ中の Cd

濃度が相対的に増加する可能性が高いため、苦土石
灰等のアルカリ資材の施用によって土壌 pH を上げ
ること（上限 pH6.5）が実用的な対策技術であると
考えられる。本間ら 5）は、土壌 Cd 濃度と土壌 pH
からダイズの子実 Cd 濃度を推定した。この推定値
では、土壌 pH の上昇に対する子実 Cd 濃度の低減
効果が小さいものとなっている。この原因としては、
全面施用の場合、根域の下限まで資材が届きにくい
ため、下層からの Cd 吸収が抑制されにくいことが
考えられる。一方、部分施用を用いれば、資材施用
の範囲内に根域が概ね収まるため、根域の土壌 pH
の上昇によって Cd 吸収が抑制される。部分施用は、
資材施用量の 50 ～ 62％削減により省資源で低コス
トなどの特長があり、土壌 Cd 濃度 1.0 mg/kg 程度
までの地域を中心に普及の可能性が高いと考えられ
る。また、開発した施用法は、水田転換畑等の土壌
pH を効率的に改善できるため、ダイズの Cd 吸収
抑制だけでなく、生産性向上にも活用可能である。

オ　今後の課題
（ア）　アルカリ資材施用による Cd 吸収抑制にお

いては、開花期までに資材が土壌中で溶解し、土壌
pH が上昇することが必要となる。しかし、ダイズ
の開花期までの降水量が少ない地域や年次の場合、
資材施用の効果が現れないことがある。
（イ）　水田転換畑等でのダイズの Cd のリスクを

低減するためには、低吸収性品種の導入が最も低コ
ストな対策である。また、低吸収性品種と部分施用
の組み合わせによれば、リスクをさらに低減できる
ことが期待されるため、今後の検討が必要である。

カ　要　約
（ア）　部分施用の幅・深さの違いがダイズの収量

と子実 Cd 濃度に与える影響

土壌 Cd 濃度 1.1 mg/kg（深さ 20cm までの平均）
の現地圃場 A（灰色低地土）で試験を実施し、収
量については、部分施用の幅 20cm・深さ 15cm で
減収傾向となること、子実 Cd 濃度については、部
分施用の幅 20cm・深さ 20cm で最も低い傾向とな
ることが明らかとなった。したがって、収量と子実
Cd 濃度の面から、部分施用の幅 20cm・深さ 20cm
の条件が最適であると考えられた。部分施用の幅
20cm・深さ 20cm の場合、苦土石灰量は全面施用
の 38％となるが、土壌 pH は全面施用と同等程度
に上昇した。
（イ）　部分施用の苦土石灰量の違いがダイズの収

量と子実 Cd 濃度に与える影響
土壌 Cd 濃度 1.4 mg/kg（深さ 20cm までの平均）

の現地圃場 B（灰色低地土）で試験を実施し、部
分施用の幅 20cm・深さ 20cm の条件で苦土石灰量
を全面施用の 50％とすれば、38％の場合と比べて、
増収傾向となるとともに、子実 Cd 濃度が低減しや
すいことが明らかとなった。苦土石灰量 50％の場
合、38％と比べて莢伸長期以降の土壌 pH が高く推
移したため、子実 Cd 濃度が低い傾向となった。
（ウ）　部分施用のコスト評価
部分施用（幅 20cm・深さ 20cm）を用いれば、

全面施用と比べて苦土石灰を 50 ～ 62％削減、配
合肥料を 62％削減することができるため、全面施
用における苦土石灰施用量 250kg/10a、配合肥料
50kg/10a と仮定すれば、合わせて 1 年間に 8,800 ～
9,800 円 /10a のコスト低減となる。したがって、3.4
～ 3.8ha に導入すれば、3 年間で機械費（100 万円）
を回収できると試算された。
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抑制 . 日本土壌肥料学雑誌 . 80:589-595.

3） 屋代幹雄ら （2009） . 化学肥料を大幅に削減でき
る露地野菜向け「うね内部分施用技術」の開発 . 
農林水産技術研究ジャーナル . 32:38-41.

4） 川崎晃・織田久男 （2005）. カドミウム安定同位
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研究担当者（三浦憲蔵 *、戸上和樹、工藤一晃、
青木和彦）

（１３）　資材等を利用したダイズカドミウム吸
収抑制技術およびカドミウム汚染リスク予測
技術の開発
ア　研究目的
食品中のカドミウム（Cd）濃度に関する Codex

基準では、ダイズは主として油糧作物であることか
ら基準値を設定する作物対象から外されている。し
かし、わが国ではダイズおよびダイズ加工品を食品
として摂取することから、ダイズ子実中の Cd 濃度
を可能な限り低減しておくことが求められる。そ
のため、ダイズの Cd 吸収抑制技術はもとより、Cd
汚染リスク予測技術の開発が急務となっている。そ
こで本課題では、Cd 吸収抑制に関しては、資材施
用による吸収抑制技術について検討し、リスク予測
については、土壌の理化学性に基づく予測技術、ダ
イズの Cd 吸収パターンを利用した収穫前リスク予
測について検討する。

イ　研究方法
（ア）　圃場
本課題には、地方独立行政法人北海道総合研究機

構道南農業試験場、秋田県農林水産技術センター農
業試験場、滋賀県農業技術振興センター、熊本県農
業研究センター生産環境研究所が参画し、現地圃場
もしくは場内圃場において試験を行った。
（イ）　アルカリ資材施用の共通試験
土壌 pH の矯正による Cd 吸収抑制試験を共通条

件で実施した。アルカリ資材として粒状苦土炭カル
（粒状炭酸苦土石灰）を用い、土壌 pH の目標値は 6.5
（一部 6.2 も設定）、苦土炭カルの施用量は中和石灰
法 1）により求めた量を基本とし、現地圃場の事情
に合わせて試験担当者が判断することとした。収穫
期に地上部を採取し、収量調査および子実 Cd 濃度
を測定した。

（ウ）　土壌の理化学性に基づく Cd 濃度予測式の
作成

秋田県内の現地転換畑において、土壌の理化学性
とダイズ子実の Cd 濃度との関係を調査した。調査
した圃場の土壌の種類は、灰色低地土およびグライ
土が 41、黒ボク土系が 5、褐色低地土が 5 圃場であっ
た。栽培方法は農家慣行とし、アルカリ資材を散布
している圃場はなかった。作付け品種は「リュウホ
ウ」がほとんどであった。調査項目は収量、作物体
Cd 濃度、作付け前後の土壌理化学性、土壌 Cd 濃
度とした。試料の採取は各圃場 5 か所から行い、作
物体試料と土壌試料が対応するよう採取した。土壌
は 1 層目を 0 ～ 15cm 深、2 層目を 15 ～ 25cm 深と
した。

解析方法は 2008 年度から 2010 年度の調査データ
セット（土壌理化学性、栽培管理歴等）を元に子実
Cd 濃度に関係する項目を選択して子実 Cd 濃度予
測式を作成し、2011 年度および 2012 年度のデータ
セットを用いて予測の精度を検討した。
（エ）　ダイズの Cd 吸収パターンの解析と収穫前

予測
土壌条件の異なる圃場に設置したアルカリ資材の

施用試験区の一部を利用し、生育時期別にダイズ地
上部を採取して、ダイズ各部位の Cd 濃度を調査し
た。また、生育途中のダイズ各部位の Cd 濃度と成
熟期の子実 Cd 濃度の関係を解析し、子実 Cd 濃度
を予測可能な採取時期を検討した。

成熟始期および成熟期のダイズ子実をメッシュ法
（10m メッシュ）で採取して Cd 濃度を測定し、圃
場内における子実 Cd 濃度の変動と、両時期の子実
Cd 濃度の関係を解析した。

ウ　研究結果
（ア）　アルカリ資材施用による Cd 吸収抑制
共通試験（2011 年度）の結果を図 11213-1 に示す。

K2 圃場を除き、苦土炭カル施用区の土壌 pH は開
花期には 6 を越えており、ダイズ子実の Cd は苦土
炭カルの施用により対照区よりも低下した。しか
し、その程度には差があり、O2 圃場のように、土
壌 pH は 6.3 に上昇していたが子実 Cd 濃度の減少
率は低い場合が認められた。

図 11213-2 には 2012 年度の共通試験の結果を示
す。T 圃場と D 圃場はどちらも目標 pH に到達せず、
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目標 pH6.2 区は pH6 に届かなかった。T 圃場と D
圃場の目標 pH6.2 区の子実 Cd 濃度は対照区と同等
であり、苦土炭カル施用の効果は認められなかっ
た。また、T 圃場と D 圃場の目標 pH6.5 区につい
ても pH が 6 程度までしか上昇せず、子実 Cd 濃度
の低下は認められなかった。O3 圃場と B 圃場につ
いては、目標 pH6.5 区の pH が 6.5 以上に達しており、
子実 Cd 濃度の低下が認められた。

苦土炭カルに限らず、アルカリ資材施用試験の全
データについて、アルカリ資材施用区の子実 Cd 濃
度をその対照区の子実 Cd 濃度に対する増減率、す
なわち、子実 Cd 濃度の増減率＝（アルカリ資材施
用区の子実 Cd 濃度－対照区の子実 Cd 濃度）／対
照区の子実 Cd 濃度）× 100 に換算し、開花期の土

壌 pH に対してプロットした（図 11213-3）。子実
Cd 濃度の増減率は、開花期の土壌 pH が 6 以上の
領域でマイナスになっており、pH6 が境界になっ
ていることが示唆された。したがって、アルカリ資
材で子実 Cd 濃度を低下させるには、開花期に土壌
pH を 6 以上に高める必要があることが示された。
（イ）　土壌の理化学性に基づく Cd 濃度予測
ダイズの連続作付けにより、子実 Cd 濃度は前年

よりも低下する傾向が認められ、特に水田転換後 2
年目における低下割合が大きかった（図 11213-4）。
この現象は伊藤（2004）の報告と同じ傾向である 2）。

現地圃場におけるダイズ子実 Cd 濃度と土壌の理
化学性に関するデータセット（3 年間）を用いて重
回帰分析を行い、子実 Cd 濃度の説明変数を選択し

図 11213-1　共通試験（2011 年度）の子実 Cd 濃度と開花期の土壌 pH
1）縦棒が子実 Cd 濃度、●が土壌 pH を示す

図 11213-2　共通試験（2012 年度）の子実 Cd 濃度と開花期の土壌 pH
1）縦棒が子実 Cd 濃度、●が土壌 pH を示す
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た。1M 酢酸アンモニウム抽出 Cd（酢安 Cd、mg/
kg）、pH（H2O）、全炭素（TC、％）、ダイズ作付
年数の 4 項が 1％水準で有意な説明変数として選択
され、以下の予測式が導かれた。

予 測 値 （mg/kg） ＝ － 0.0276 ＋ 1.268 ×
酢 安 Cd － 0.0323 × TC ＋ 0.0395 × 土 壌 pH 
－ 0.0259 ×作付け回数

上記の予測式を用い、2011 年度～ 2012 年度の土
壌の分析値を当てはめて計算した予測値と実測値の
関係を図 11213-5 に示す。2011 年、2012 年度のデー
タセットでも上記の予測値計算法は有効に働き、予
測値は実測値の傾向をよく表していた。また、1%
水準での予測範囲は概ね± 0.15 mg/kg であった。
（ウ）　ダイズの Cd 吸収パターンの解析と収穫前

予測
生育時期別のダイズ各部位の Cd 吸収量は、葉に

おいては R4 期、茎、莢、子実においては R7 ～ R8
期に最大値を示し、アルカリ資材無施用区と施用区
を比較すると、無施用区が高く推移した（図 11213-
6）。

各生育時期別のダイズ各部位の Cd 濃度と成熟期
子実 Cd 濃度との相関関係を検討した（表 11213-
1）。毎年、程度の差はあるものの、3 か年のデータ
をあわせて解析すると開花盛期以降の葉、茎、莢の
Cd 濃度と子実 Cd 濃度との間に正の相関関係が認
められ、生育時期の早い段階での子実 Cd 濃度の予
測が可能であることが示唆された。モニタリングに

活用可能と考えられた。また、開花盛期から粒肥大
始期の展開第 3 葉の Cd 濃度と成熟期子実 Cd 濃度
との相関係数は有意となり、展開第 3 葉を利用した
子実Cd濃度のモニタリングの可能性が示唆された。
（エ）　圃場内における子実 Cd 濃度の変動
10m メッシュにより調査圃場で採取した 30 地点

の子実 Cd 濃度の平均値と 95％信頼区間は、それぞ
れ0.21 mg/kg、0.018 mg/kgであった。これを9地点、
5 地点としたとき、平均値はどちらも 0.21 mg/kg
であったが、95％信頼区間は、それぞれ 0.038 mg/
kg、0.080 mg/kg に増大した（表 11213-2）。

エ　考　察
アルカリ資材による Cd 吸収抑制は、土壌 pH を

確実に 6 以上にして初めて効果が期待できる 3）。図
11213-3 が示しているように、子実 Cd 濃度の増減
率でみると、pH6 以上でないと子実 Cd 濃度の低
減が認められていない。また、図 11213-2 の O3 圃

図 11213-3  　アルカリ資材施用区における子実 Cd 濃
度の増減率と開花期の土壌 pH との関係

1）対照区土壌の pH が 6 以上の場合と 6 未満の場合
に層別して表示

図 11213-4  　ダイズ連作による子実 Cd 濃度の低下（圃
場毎の変化を表示）

図 11213-5　子実 Cd 濃度の予測値と実測値の関係
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場や B 圃場では、苦土炭カルの施用により土壌 pH
が 6 以上に上昇し、子実 Cd 濃度の低減が認められ
ているのに対し、T 圃場や D 圃場ではアルカリ資
材施用による pH 上昇が結果的に不十分であったた
め、子実 Cd 濃度の低減が認められていない。これ
まで、アルカリ資材施用による Cd 吸収抑制効果が
一定しなかったのは、おそらく土壌 pH が想定した
レベルまで上昇しなかったことによるものと推察さ
れる。土壌 pH の目標値については、上述のように、
pH6 以上にする必要があるが、pH が高くなりすぎ

ると微量要素欠乏など、生育に負の影響を及ぼすこ
とも想定されるため、目標としては pH6 を設定し、
その代わり、確実に pH6 以上に到達させることが
重要である。本課題の共通試験では、アルカリ資材
の施用量は中和石灰法に基づいて決められたが、必
ずしも目標 pH に到達しなかった。この原因につい
ては今後の検討課題であり、土壌 pH を目標値まで
上昇させるアルカリ資材量を的確に求める手法の開
発が待たれるが、当面はアルカリ資材を可能な限り
早期に散布する、粒状ではなく粉状を使うなどによ
り、目標 pH に到達しやすくすることも有効であろ
う。

子実 Cd 濃度の予測については、ダイズ作付年数
を加味することにより、土壌の理化学性からもある
程度推定可能である（図 11213-5）。栽培前の土壌分
析によりある程度の予測ができ、栽培に適している
か否かの判断等に適用可能である。一方、収穫前予
測についても開花盛期の段階で可能であることから

（表 11213-1）、収穫前の早い段階で収穫時の Cd 濃
度が高い可能性がある圃場や地域を区分できると考
えられる。

図 11213-6　ダイズの Cd 吸収量の推移
1）2011 年度採取
2）図中の kg 10a-1 はムギ－ダイズの粒状炭酸苦土石灰施用量

表 11213-1　成熟期子実 Cd 濃度と各生育時期の各部位 Cd 濃度との相関係数

注）*、**、*** はそれぞれ 5%、1%、0.1% 水準で有意。
展開第 3 葉：複葉が 10 円玉の大きさに展開した葉から数えて 3 枚目の葉を採取した。
成熟始期の葉は、落葉により葉が少量しか採取できなかったため省略した。

表 11213-2  　成熟期子実の圃場内でのサンプリング
数と平均値、標準誤差の関係
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オ　今後の課題
土壌によっては、中和石灰法で求めたアルカリ資

材の施用量では不十分であった。目標 pH まで確実
に上昇させるアルカリ資材施用量の決定方法を確立
する必要がある。

カ　要　約
（ア）　アルカリ資材施用による Cd 吸収抑制
アルカリ資材で子実 Cd 濃度を低下させるには、

開花期に土壌 pH を 6 以上に高める必要があると考
えられた。
（イ）　土壌の理化学性に基づく Cd 濃度予測
子実中 Cd 濃度を説明する変数として、1M 酢酸

アンモニウム抽出 Cd（酢安 Cd、mg/kg）、pH（H2O）、
全炭素（TC、％）、ダイズ作付年数を選択し、重回
帰による予測式を作成した。予測値の範囲は 1% 水
準で概ね± 0.15 mg/kg であった。
（ウ）　ダイズの Cd 吸収パターンの解析と収穫前

予測
開花期以降の葉の Cd 濃度と子実 Cd 濃度との間

に正の相関関係が認められ、展開第 3 葉を利用した
子実Cd濃度のモニタリングの可能性が示唆された。

キ　引用文献
1） 土壌環境分析法編集委員会 （1997）. 土壌環境分
析法 . 博友社 . 199-201.

2） 伊藤純雄 （2004）. 転換畑ダイズのカドミウム
濃度を下げる工夫 . 農業技術 . 59: 11-15.

3） 雄川洋子、 稲原誠 （2009）. アルカリ資材を用い
た土壌 pH 矯正によるダイズのカドミウム吸収抑
制 . 土肥誌 . 80: 589-595.

研究担当者（川崎晃 *、細淵幸雄、伊藤正志、中
川進平、武久邦彦、白尾謙典、柿内俊輔）

（１４）　栽培法・資材施用・低カドミウム品種を
組み合わせたコムギのカドミウム吸収抑制技
術の開発
ア　研究目的
西日本で推奨栽培されているコムギ品種は土壌カ

ドミウム（Cd）濃度が低レベルであっても、子実
Cd 濃度が Codex 基準値を超える可能性が指摘され
ている。本課題では、栽培法や資材施用法がコムギ

の品質に及ぼす影響を考慮しつつ、それらと低 Cd
品種を組み合わせたコムギの Cd 吸収抑制技術を開
発することを目的とする。

イ　研究方法
（ア）　17 現地圃場（滋賀：3 地区 4 年間で 12 圃場、

兵庫 1 圃場、福岡 1 圃場、熊本 3 圃場）と 2 場内圃
場（滋賀、兵庫）において、コムギ（シロガネコムギ：
全圃場、農林 61 号：滋賀、福岡）を栽培し、アル
カリ資材や堆肥の施用、N 追肥がコムギの子実 Cd
濃度や品質に及ぼす影響を検討した。兵庫では、県
内コムギ圃場の実態調査も行った。
（イ）　栽培法・資材施用・低 Cd 品種を組み合わ

せたコムギの Cd 吸収抑制技術を開発するため、近
畿中国四国農業研究センターが育成中の低 Cd 系統
においても、アルカリ資材や堆肥等を施用したコム
ギの現地栽培試験を行った。

ウ　研究結果
（ア）　ムギ類の子実 Cd 濃度に関する実態調査を

行った結果、シロガネコムギは土壌 Cd 濃度が非
汚染レベルの 0.3 mg kg-1 以下でも子実 Cd 濃度の
国際基準値（0.2 mg kg-1）を超過する圃場があった。
家畜糞堆肥施用により子実 Cd 濃度は低下したが、
実肥追肥によりタンパク質が品質評価基準値を超過
した。家畜糞堆肥施用時には実肥は控えたほうがよ
いと思われた。シロガネコムギは、稲・麦二毛作か
大豆・麦体系において、アルカリ資材や家畜糞堆肥
を 3 回以上連用すれば、土壌 Cd 濃度が 1 mg kg-1

程度でも、子実 Cd 濃度の国際基準値を下回った。
追肥中の塩素濃度と子実 Cd 濃度には高い相関があ
り、塩素非含有の尿素施用時に、タンパク含量が低
下せず子実 Cd 濃度のみが低下した（未発表）。
（イ）　低 Cd 系統中系 10-02（中国 165 号）は、

子実 Cd 濃度がシロガネコムギの約半分以下で、
子実灰分と子実タンパクもシロガネコムギより低
く品質評価基準値内であった。また、中国 165 号
の収量はシロガネコムギや農林 61 号より高かった

（未発表）。

エ　考　察
家畜糞堆肥施用時には実肥は控え、追肥には尿素

を施用し、品種は中国 165 号を選択することにより、
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シロガネコムギでは子実 Cd 濃度が Codex 基準値
を超過するような土壌 Cd 濃度の圃場においても、
子実 Cd 濃度だけでなくタンパク含量や灰分といっ
た品質評価項目について、それぞれの基準値や許容
値内に収めることが可能であると示唆された。

オ　今後の課題
中国 165 号の品種登録。

カ　要　約
西日本で推奨栽培されているコムギ品種は土壌

Cd 濃度が低レベルであっても、子実 Cd 濃度が
Codex 基準値を超える可能性が指摘されている。そ
こで、栽培法や資材施用法がコムギの品質に及ぼす
影響を考慮しつつ、それらと低 Cd 品種を組み合わ
せたコムギの Cd 吸収抑制技術を開発するため、西
日本のコムギ圃場で栽培試験を行った。家畜糞堆肥
施用により子実 Cd 濃度は低下したが、実肥追肥に
よりタンパク質が品質評価基準値を超過したため、
家畜糞堆肥施用時には実肥は控えたほうがよいと思
われた。低 Cd 系統（中国 165 号）は、子実 Cd 濃
度がシロガネコムギの約半分以下、子実灰分と子
実タンパク質もシロガネコムギより低く品質評価
基準値内で、収量は高かった。以上の結果から、
家畜糞堆肥施用時には実肥は控え、追肥には尿素を
施用し、品種は中国 165 号を選択することにより、
シロガネコムギでは子実 Cd 濃度の Codex 基準値を
超過するような Cd 汚染圃場においても、子実 Cd
濃度だけでなくタンパク含量や灰分といった品質評
価項目も基準値内に収めることが可能であると示唆
された。

研究担当者（村上政治 *、武久邦彦、北川照美、
猪田有美、松山稔、森山弘信、石塚明子、白尾謙典、
石川直幸、谷中美貴子）

（１５）　ムギ類のカドミウム汚染リスク予測技
術の開発
ア　研究目的
コムギのカドミウム（Cd）汚染リスク低減のた

めには、コムギ圃場の土壌 Cd 濃度や収穫前作物体
の Cd 濃度から子実 Cd 濃度を予測することが必要
である。そこで、土壌やコムギ子実の Cd 汚染範囲

を適切かつ効率的に把握することが可能なサンプリ
ング数を明らかにし、コムギ子実 Cd 濃度を予測可
能な収穫前作物体の部位および採取時期を明らかに
することにより、コムギの Cd 汚染リスク予測技術
を開発することを目的とした。

イ　研究方法
（ア）　9 圃場（東京農工大学：場内 2 圃場、栃木

場内 1 圃場、滋賀：3 地区 2 年間で 6 現地圃場）に
おいて、コムギ（農林 61 号等）栽培した。土壌や
コムギ子実の Cd 汚染範囲を適切かつ効率的に把握
することが可能なサンプリング数を明らかにするた
め、農工大では 5m 間隔、栃木と滋賀圃場では 10m
間隔のメッシュを設定し、メッシュの交点から栽培
前土壌とコムギ子実を採取し、土壌およびコムギ子
実の Cd 濃度を測定した。解析には、信頼区間とジ
オスタティスティックス法を用いて検討した。
（イ）　コムギ子実 Cd 濃度を予測可能な収穫前作

物体の部位および採取時期を明らかにするため、栽
培期間中のコムギ子実 Cd の変化を調査し、収穫時
と収穫前段階におけるコムギ子実 Cd 濃度との相関
分析を行った。また、コムギ子実 Cd 濃度の収穫前
予測に適した圃場での簡易収穫法の検討も行った。

ウ　研究結果
（ア）　土壌 Cd 濃度、コムギ子実 Cd 濃度の平均値

に対する信頼区間の変動割合を 10％以下とするた
めには、土壌、コムギ子実ともに 1 圃場からメッシュ
状に 30 点以上の採取が必要であった。ジオスタティ
スティックスによる空間変動解析では、空間依存性
や必要サンプリング間隔は圃場によって異なり、一
定の傾向を示すことができなかった（未発表）。
（イ）　収穫時の子実 Cd 濃度との相関が高かった

のは、出穂１か月後の穂の Cd 濃度であった。50cm
１条採取法と比べ、出穂１か月後の穂をランダムに
採取した場合、数十穂の採取では数％の誤差の範囲
内となった。最長稈採取法も有効であった（未発表）。

エ　考　察
ジオスタティスティックスによる空間変動解析の

結果、空間依存性や必要サンプリング間隔は圃場に
よって異なったため、土壌やコムギ子実の Cd 汚染
範囲を適切かつ効率的に把握可能なサンプリング数
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は、これら解析結果だけではなく、サンプリングの
労力・コスト等をも考慮し総合的に判断する必要が
あると思われた。

オ　今後の課題
サンプリングの労力・コスト等の把握。

カ　要　約
土壌やコムギ子実の Cd 汚染範囲を適切かつ効率

的に把握することが可能なサンプリング数を明らか
にし、コムギ子実 Cd 濃度を予測可能な収穫前作物
体の部位および採取時期を明らかにするため、メッ
シュ法を用いて栽培前土壌とコムギ子実を採取し
た。土壌 Cd 濃度、コムギ子実 Cd 濃度の平均値に
対する信頼区間の変動割合を 10％以下とするため
には、土壌、コムギ子実ともに 1 圃場からメッシュ
状に 30 点以上の採取が必要という結果であった。
ジオスタティスティックスによる空間変動解析の結
果、空間依存性や必要サンプリング間隔は一定の傾
向を示すことができなかったため、土壌やコムギ子
実の Cd 汚染範囲を把握可能なサンプリング数は、
これら解析結果だけではなく、サンプリングの労力・
コスト等をも考慮し総合的に判断する必要があると
思われた。出穂１か月後の穂をランダムに数十穂採
取するか、最長稈を十穂程度採取することにより、
コムギ子実 Cd 濃度の収穫前予測が可能であること
が示唆された。

研究担当者（村上政治 *、岡崎正規、中山恵、鈴木聡、
武久邦彦、北川照美）

（１６）　土壌抽出法による畑作物のカドミウム
汚染リスク予測技術の開発
ア　研究目的
農用地土壌汚染防止法で採用されている土壌中の

カドミウム（Cd）濃度の検定方法は、0.1 mol L-1 塩
酸抽出法である。しかし、玄米の Cd 濃度を予測す
るための土壌抽出法としては、0.1 mol L-1 塩酸抽出
法以外の抽出法が適していることをこれまでに明ら
かにしてきた。本研究では、塩酸法を含むさまざま
な土壌抽出法の中から、畑作物のうちダイズやコム
ギの子実 Cd 濃度を予測するために適した栽培前土
壌 Cd 抽出法を選抜し、ダイズやコムギの子実 Cd

汚染リスク予測式を開発することを目的とした。

イ　研究方法
（ア）　秋田（リュウホウ、2008 ～ 2012 年度）、熊

本（フクユタカ：2008 ～ 2012 年度）、滋賀（フク
ユタカ、オオツル、2010 ～ 2012 年度）の現地圃場
で栽培されたダイズの子実 Cd 濃度と各種抽出法に
よるダイズ栽培前土壌の Cd 濃度との相関分析を行
い、相関係数の比較からダイズ子実 Cd 濃度の予測
に適した栽培前土壌の Cd 抽出法を選抜した。
（イ）　滋賀、兵庫、福岡、熊本（2009 ～ 2012 年度）、

近中四、農工大、栃木（2009 ～ 2010 年度）の現地
圃場におけるコムギ子実 Cd 濃度と各種抽出法によ
るコムギ栽培前土壌のCd濃度との相関分析を行い、
相関係数の比較からコムギ子実 Cd 濃度の予測に適
した栽培前土壌の Cd 抽出法を選抜した。

ウ　研究結果
（ア）　リュウホウとフクユタカの子実 Cd 濃度と

共通して相関が高い栽培前土壌 Cd 抽出法は、抽出
力が弱～中の抽出法であった。一方、Cd 濃度が非
汚染レベルの圃場のみの場合、フクユタカ、オオツ
ルともに抽出力が弱い塩酸抽出法と高い相関が得ら
れた（未発表）。
（イ）　シロガネコムギの子実 Cd 濃度と相関の高

い栽培前土壌 Cd 抽出法は、抽出力が弱～中の抽出
法であった。農林 61 号の子実 Cd 濃度と相関の高
い栽培前土壌 Cd 抽出法は、抽出力が中程度の抽出
法であった（ただし、データの大半を占める非汚染
レベル圃場に絞ると弱い相関となったため、リス
ク予測式は作成しなかった）。一方、低 Cd 系統の
中国 165 号の子実 Cd 濃度と相関の高い栽培前土壌
Cd 抽出法は、抽出力が中程度～強い抽出法であっ
た（未発表）。

エ　考　察
ダイズ、コムギともに高い相関の得られた抽出

法を用い、品種別の子実 Cd 汚染リスク予測式と可
食部 Cd 濃度の国際基準値を超過しない栽培前土壌
Cd 濃度を把握することができた。

オ　今後の課題
ダイズやコムギの子実 Cd 汚染リスク予測式とし
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てマニュアル化。

カ　要　約
様々な土壌抽出法の中からダイズやコムギの子実

Cd 濃度の予測に適した栽培前土壌 Cd 抽出法を選
抜し、ダイズやコムギの子実 Cd 汚染リスク予測式
を開発するため、現地圃場で栽培されたダイズとコ
ムギの子実 Cd 濃度と栽培前土壌 Cd 濃度との相関
分析を行った。ダイズ子実 Cd 濃度と相関が高い栽
培前土壌 Cd 抽出法は、抽出力が弱～中の抽出法で
あった。コムギにおいては、シロガネコムギでは抽
出力が弱～中の抽出法、低 Cd 系統の中国 165 号で
は抽出力が中～強の抽出法と高い正の相関が得られ
た。ダイズ、コムギともに高い相関の得られた抽出
法を用い、品種別の子実 Cd 汚染リスク予測式と可
食部 Cd 濃度の Codex 基準値を超過しない栽培前土
壌 Cd 濃度を把握することができた。

研究担当者（村上政治 *）

（１７）　安定同位体比法による畑作物のカドミ
ウム汚染リスク予測技術の開発
ア　研究目的
土壌中に含まれるカドミウム（Cd）のうち、可

給態 Cd がどのくらいの割合で含まれているかを知
ることは、長期的な Cd のリスクを考える上で一つ
の重要な指標となる。可給態 Cd を評価する手法と
して安定同位体希釈法が適用可能であることは既に
知られていた 1）。しかし、同位体希釈法で求めた可
給態 Cd（以下「E 値」という）と作物中の Cd 濃
度との間に必ずしも一定の関係が認められないこと
も知られており、その原因として、容量因子である
E 値よりも強度因子である土壌溶液中の Cd 濃度、
ならびに土壌溶液中の Cd 濃度を制御する土壌固相
の吸脱着特性が作物中 Cd 濃度に強く影響するため
と考えられた。そこで本課題では、E 値測定に同位
体交換速度（Isotope Exchange Kinetics、IEK）手
法を適用し、IEK パラメータ（r1/R と n）および土
壌の水溶性 Cd 濃度（E 値測定時のカドミウム濃度
から算出）を利用して、ダイズ、ムギ子実中のカド
ミウム濃度を予測する式を提案する。水溶性 Cd 濃
度と IEK パラメータを予測式に取り込むことによ
り、強度因子、吸脱着特性が予測式に組み入れられ、

予測精度がどの程度高まるかを検討する。

イ　研究方法
（ア）　供試土壌
本プロジェクトの参画機関よりダイズおよびムギ

栽培土壌を提供いただいた。また、それぞれの土壌
で栽培したダイズおよびムギ子実の Cd 濃度データ
も提供いただいた。
（イ）　E 値測定方法
土壌 15g に水 150mL を加え 2 日以上攪拌した後、

111Cd スパイク液（111Cd: 96 ％、114Cd: 091 ％、Cd
濃度：8.92 µmol/L）を 1.5 mL 添加した。継続して
攪拌し、スパイク液添加後、1 分、4 分、10 分、40
分、100 分、400 分および約 1 日後にそれぞれ土壌
懸濁液を 2 mL 採取、ろ過し、ろ液中の 111Cd/114Cd
比を四重極型 ICP 質量分析計で測定した。通常の
場合、111Cd/114Cd 比分析の同一条件測定精度は、相
対標準偏差で 5 ％未満（n=12）であった。得られ
た 111Cd/114Cd 比から同位体希釈分析と同様の計算
式（式１）で Cd 濃度を算出し、同位体交換時間 t
における同位体交換量（Et 値）とした。

（1）

ここで、Et は Et 値 [ μ g/g]、Cspike はスパイク
した Cd 量 [ μ mol]、M は Cd の原子量、m は土
壌試料の採取量 [g]、h は試料中またはスパイク液
中の 111Cd または 114Cd の存在度、R は土壌液相の
111Cd/114Cd 比の実測値である。
（ウ）　データ解析（IEK 手法）
土壌の液相に安定同位体を添加したとき、液相中

の安定同位体の存在比率は時間とともに減少し、そ
の変化は Fardeau ら 2）の速度式と同様の式で表さ
れる（式２）3）。

（2）

ここで、t は時間 [ 分 ]、rt は時間 t における液相
中の 111Cd/114Cd 比、R はスパイク液の 111Cd/114Cd 比、
n は液相中の 111Cd/114Cd 比の減少速度を表す定数で
あり、r ∞は，スパイクが最大限に希釈されたとき
の液相中の 111Cd/114Cd 比を示す。

この式２を用いて r1/R と n を算出し、これらの
パラメータを使って任意の交換時間 t における Et

値を求めた。ここで r ∞は、土壌中の全 Cd（フッ化
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水素酸分解法により測定）で希釈されたときの同位
体比とした。
（エ）　予測式の作成
子実中 Cd 濃度と Et 値との相関を検討し、子実

中 Cd 濃度と最もよく相関する Et 値の時間ｔを求
める。Et 値、E 値（同位体平衡に達した時点の E 値）、
IEK パラメータ（r1/R と n）などを説明変数とし、
ダイズ、コムギ子実中の Cd 濃度を予測する式を作
成する。

ウ　研究結果
（ア）　土壌の E 値、Et 値とダイズ子実の Cd 濃度

との関係
ダイズ試験圃場の E15d（同位体平衡に達したと考

えられる同位体交換 15 日目の E 値）は、作土が 0.12
～ 0.76 mg/kg、次層が 0.05 ～ 0.62 mg/kg の範囲
にあり、全 Cd に占める E15d の割合は、作土が 6 割、
次層が 8 割程度であった（図 11217-1）。ダイズ現地
圃場の継続調査圃場（5 地点）の E1、E15d は、とも
に 2 年前の測定値とほぼ同じであり、経年変化は小
さいことが示唆された（図 11217-2）。ダイズ子実の
Cd 濃度と最も相関のよい土壌の Et 値は作土の E1

であり、次層との相関性は作土より一律に低かった。
同位体交換時間が長くなるにつれて作土の Et 値と
の相関性が低くなったことから、子実の Cd 濃度予
測には、E1 が適していると考えられた（図 11217-
3）。
（イ）　土壌の E 値、Et 値とコムギ子実の Cd 濃度

との関係
コムギ試験圃場の E15d は、作土が 0.04 ～ 1.5 mg/

kg、次層が 0.05 ～ 1.3 mg/kg の範囲にあり、全 Cd
に占める E15d の割合は、作土、次層ともに平均で
7 割程度であった（図 11217-4）。コムギ試験圃場の
Et 値の経年変化は小さく、石灰施用により土壌 pH
が高まった圃場においてのみ E1 の微減が認められ
た（図 11217-5）。コムギ子実の Cd 濃度については、
Cd 濃度の極端に高い試料が存在するので、E1<0.4 
mg/kg の範囲で評価した。この領域において、次
層の E1 はコムギ子実 Cd 濃度と最もよい相関を示
すこと、作土の E1 も有意な相関を示すこと、同位
体交換時間が長くなるにつれて相関性が悪くなるこ
とから、コムギ子実の Cd 濃度予測には、E1 が適し
ていると考えられた（図 11217-6）。
（ウ）　重回帰による推定
土壌の E1 とダイズ子実 Cd 濃度の相関性は高

く、子実 Cd 濃度を事前に予測できると見込める
が、IEK パラメータを加味して重回帰分析を行い、
相関性が高まるかを検討した。利用したパラメー
タは、作土、次層それぞれの E1、IEK パラメータ

（r1/R と n）、水溶性 Cd 濃度とした。その結果、有
効なパラメータとして、作土の E1 と作土の水溶性
Cd 濃度が選択された。サンプル数が 10 点以上ある
フクユタカとリュウホウについて、それぞれ作土の
E1 と水溶性 Cd 濃度から子実 Cd 濃度の予測式を得
た。

リュウホウ子実 Cd 濃度 [mg/kg] ＝ 1.367 × E1 ＋
52.53 ×水溶性 Cd-0.006

フクユタカ子実 Cd 濃度 [mg/kg] ＝ 0.088 × E1 ＋
136.1 ×水溶性 Cd-0.037

図 11217-1  　現地ダイズ圃場（2008 年度採取土壌）の全カドミウム濃度、E15d（同位体平衡時の E 値）、E1 濃度 
1）全カドミウム濃度、E15d、E1 濃度を重ねて示した
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また、コムギについても作土の E1 と水溶性 Cd
濃度から子実 Cd 濃度の予測式を得た。なお、デー
タはシロガネコムギと農林 61 号の 2 品種を含むが、
E1 と子実 Cd 濃度の関係が同様の範囲にあったこと
から、2 品種をまとめて回帰式を作成した。

コムギ（シロガネコムギと農林 61 号）Cd 濃度 
[mg/kg] ＝ 0.377 × E1 ＋ 72.6 ×水溶性 Cd-0.03

次に、ダイズ（リュウホウとフクユタカ）、コム
ギそれぞれについて予測式から得られた値と実測値
とを比較した（図 11217-7）。ダイズ、コムギともに
予測区間は± 0.2 mg/kg 程度であるが、E1 だけで
予測するより精確性が高まっていることがうかがえ
た。

図 11217-2  　現地ダイズ圃場の全カドミウム濃度、
E15d、E1 濃度の経年変化

1）2008 年度採取と 2010 年度採取土壌の比較

図 11217-3　Et 値とダイズ子実 Cd 濃度との関係
1）左から、交換時間 1 分の E1、100 分の E100、15 日の E15d

図 11217-4　コムギ圃場（2009 年度採取土壌）の全カドミウム濃度、E15d、E1 濃度
1）全カドミウム濃度、E15d、E1 濃度を重ねて示した
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（エ）　E 値と抽出法による値との関係
ダイズおよびコムギ子実 Cd 濃度と E1 との相関

性は高いが、E1 を求めるより、E1 の代替指標とな
る抽出法を見いだし、抽出法で評価していくことが

現実的と考えられる。そこで、前節の課題「土壌抽
出法による畑作物のカドミウム汚染リスク予測技術
の開発」の協力の下、抽出法で得られた分析値を利
用させていただいて解析を行った。

図 11217-5　コムギ圃場の全カドミウム濃度、E15d、E1 濃度の経年変化
1）2009 年度採取と 2010 年度採取土壌の比較

図 11217-6　Et 値とコムギ子実 Cd 濃度との関係
1）左から、交換時間 1 分の E1、100 分の E100、15 日の E15d

図 11217-7　作土 E1 と水溶性 Cd 濃度から求めた子実 Cd 予測値と実測値の関係
1）図中の点線は信頼区間
2）破線は予測区間
3）有意水準 95%
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E1 の代替指標については、pH7 の酢酸アンモニ
ウム抽出が適しており、回帰係数が 1.12、すなわち
ほぼ１：１の関係にあることから、ほぼ同じものを
示していると考えられた。次に E 値（E15d）につい
ても同様に解析した結果、逐次抽出の交換態、無機
結合態、有機結合態の和との相関性が高く、回帰係
数が 0.93 であることから、E 値は有機結合態まで
を包含していると考えられた。

エ　考　察
土壌中の可給態 Cd の総量は、逐次抽出の交換態、

無機結合態、有機結合態の和に相当することが E15d

の値から示唆された。したがって、長期的な視点に
立つ場合、有機結合態の Cd は決して安定な画分で
はなく、土壌中 Cd の挙動について無機結合態を経
て交換態に至る可能性があると考えられる。しかし
ながら、作物中の Cd 濃度と E15d の相関性があまり
高くなく、むしろ E1 との相関性が高いことからう
かがわれるように、作物が吸収する Cd は土壌溶液
に供給されやすい画分である。

E1 は 1 分間で同位体交換する画分であり、時間
で定義された画分、言い換えると、分析操作上の定
義による画分であるが、その値は土壌 pH が大きく
変化しない限り、1 ～ 2 年程度で変化することはな
く、安定していることが示された（図 11217-2、5）。
このことは作物の濃度予測をする上で重要な要因で
あり、たとえば、強度因子である土壌溶液中の Cd
濃度は、作物の Cd 濃度に直接反映されると考えら
れるが、その時々の条件によって変化し、安定した
値を示すとは考えにくい。一方、E1 は強度因子で
はないが、土壌溶液中に Cd を供給する速度に関す
る指標であり、強度因子にも密接に関係すると考え
られる。その指標が安定した値を保持しているとい
うことは、作物の Cd 濃度予測に有利に働く。

しかし実際に予測しようとした場合、土壌の水溶
性 Cd 濃度を加味した重回帰式によっても、その信
頼区間は 0.2 mg/kg 程度もあり、実用性の点からは
まだまだ不十分といわざるを得ない。考え得る要因
としては、ダイズにあっては同一圃場であっても水
田転換後年数がダイズCd濃度に影響していること、
コムギにあっては次層の影響を受けているのではな
いかと考えられることなどが挙げられる。ダイズ圃
場の E1 は水田転換後年数の影響を受けなかったの

で、ダイズの Cd 吸収には、E1 で評価できない別の
要因が存在すると考えられる。コムギ子実の Cd 濃
度は次層の E1 とも高い相関性を示しており、作土
と次層で Cd 濃度が大きく異なる場合、作土の E1

のみでは評価できない可能性がある。実用上は作土
で評価することになるが、履歴等から次層の汚染が
疑われる場合は留意を要する。

オ　今後の課題
E1 は作物の Cd 濃度を予測しうる指標であるが、

現状では分析操作上の定義に基づくものであって、
土壌中の Cd の存在状態と結びついていない。早急
にこの点を明らかにしていく必要がある。

カ　要　約
（ア）　ダイズ、コムギ子実の Cd 濃度と土壌の Et

値との関係
ダイズ子実の Cd 濃度と最も相関のよい土壌の Et

値は作土の E1 であり、次層との相関性は作土より
一律に低かった。コムギ子実の Cd 濃度は作土の E1

ならびに次層の E1 と高い相関性を示した。ダイズ、
コムギともに同位体交換時間が長くなるにつれて
Et 値との相関性が低くなったことから、子実の Cd
濃度予測には、E1 が適していると考えられた。
（イ）　重回帰による推定
ダイズはフクユタカとリュウホウそれぞれについ

て、コムギはシロガネコムギと農林 61 号の 2 品種
をまとめて、作土の E1 と水溶性 Cd 濃度から子実
Cd 濃度を予測する式を得た。
（ウ）　E 値と抽出法による値との関係
E1 の代替指標については、pH7 の酢酸アンモニ

ウム抽出が適しており、回帰係数が 1 に近いことか
ら、ほぼ同じものを示していると考えられた。E 値

（E15d）については、逐次抽出の交換態、無機結合態、
有機結合態の和との相関性が高かった。
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研究担当者（川崎晃 *）

（１８）　イムノアッセイによるカドミウム分析
の簡易・迅速化及び精度向上技術の開発と畑作
物体中のカドミウム濃度測定へのイムノアッ
セイの適用手法の開発
ア　研究目的
食品中のカドミウム（Cd）濃度の Codex 基準値

が定められ、今後、国内農産物に対する新たな基準
値の設定が想定されることから、生産、出荷段階等
の現場で利用できる、簡易な測定法が求められてい
る。現在、Cd に特異的な抗体を利用したイムノク
ロマト法が、米の簡易測定法として開発されてい
る（阿部ら 1）、佐々木 2））が、Codex 基準値の定め
られた種々の畑作物への適用については未検討であ
る。そこで、本研究では、同法を米より Codex 基
準値の低い畑作物に適用拡大するため、検出感度の
向上や畑作物用前処理法等の開発等を行い、生産、
出荷段階における簡易な Cd 濃度把握に資する。

イ　研究方法
（ア）　イムノクロマト法による各種畑作物中 Cd

測定手順の開発
a 　Cd 用イムノクロマトキットの特徴

キットは、試験紙タイプで、Cd-EDTA 錯体とこ
れに特異的に反応する抗 Cd-EDTA 抗体による抗原
抗体反応を利用して、呈色により Cd を検出する（図
11218-1）。イムノクロマトアッセイは、主に目的物
質が一定レベル以上あるか無いかを判別する定性分
析法として用いられるが、抗原抗体反応自体は定量
的に生じているので、本キットでは試料液の発色
強度を機器で読みとり、Cd 標準液の発色と比較し、
試料液中 Cd 濃度を算出する。
（検量線式 C=b･ea･I　C：抽出・精製液中の Cd 濃

度、I：発色読み取り値、a､ b：定数）
b 　畑作物からの Cd 抽出条件の検討 　

米用のイムノクロマト法で用いている 0.1M 塩酸

抽出が、畑作物からの Cd 抽出に適用できるか検討
した。代表的畑作物のコムギ、ダイズ、野菜等（ホ
ウレンソウ、ナス、サトイモ）について、0.1M 塩
酸による Cd 抽出条件を検討し、Cd の抽出率を調
査した。抽出に難点のある作物（ダイズやサトイモ）
については、追加的な処理を検討した。

c 　Codex 基準値を考慮した作物ごとの測定
法の検討

米用の測定手順の「①希塩酸抽出→②分離カラム
で精製（妨害重金属除去のため、従来法では 0.1M
硝酸で溶出）→③ EDTA を含む緩衝液で希釈（pH
調整・抗原の Cd-EDTA 生成）→④イムノクロマト」
を修正し、Codex 基準値が米より低い畑作物に対応
するため、③の緩衝液による希釈倍率（図 11218-1
の B）を下げ、トータルの検出感度を上げる手法を
検討した。
「④イムノクロマト」部分の検出範囲は 0.5 ～ 5

μ gL-1、2 μ gL-1 付近の感度が良いため、基準値付
近のサンプルについて、イムノクロマトの前（抽出
＋緩衝液希釈後）の検液濃度が 2 μ gL-1 程度とな
るように抽出率、緩衝液希釈率を設定するのが望ま
しい。抽出液中の Cd を分離精製する②のカラムと
して、従来の希硝酸溶出型でなく水溶出型（住化製
Sep 型カラム）を用いることで、ｐ H 調整のため
の緩衝液希釈率を低くし、結果として最終検出感度
を上げるための検討をした（図 11218-1）。
（イ）　他の生物化学的測定法との比較　
農薬の簡易測定などで普及している ELISA 法な

ど抗原抗体反応を利用した他の測定法とイムノクロ
マト法を比較し、測定精度・操作性等の評価を行う
ため、イムノクロマト法に使用されているものと同
一の抗体を用い、ELISA 法及び、機器分析法に近
い装置構成を持ちより精度が高いとされる KinExA
法（米、セパダイン社）の 2 法とイムノクロマト法
の比較を、コムギ試料を用いて行った。
（ウ）　室間共同試験
AOAC の定量分析の室間共同試験のガイドライ

ンに従い、イムノクロマト法の妥当性確認のため
の室間共同試験を実施した。非明示 2 反復を 2 組
含む 10 材料（コムギ、大豆（焼成したもの）、米、
Codex 基準値濃度を含む）を用いた。試料を粉砕
混合し、小分けして、技能試験の国際ハーモナイズ
ドプロトコールに従い均一性を確認した。試料の組
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み合わせを作成し、ランダムに番号を振り、参画機
関（12 室）に配付した。うち、8 室はイムノクロマ
トの経験があり、4 室は今回初めての使用であった
ので、初めての機関には試験試料の他に練習用の濃
度既知の試料 2 種と操作 DVD ビデオを合わせて送
付した。

報告された測定値について、Cochran 検定（非明
示２反復試料のみ）、Grubbs 検定を行い外れ値を除
いてから、併行（繰り返し）精度（非明示２反復試
料のみ）、室間再現精度などの各種精度指標を算出
した。

参画機関（室）：（独）農業環境技術研究所、（株）
住化分析センター・技術開発センター、（株）住化
分析センター・地方事業所、関西電力（株）、（株）
環境総合テクノス、埼玉県農林総合研究センター、
岩手県農業研究センター、全国農業協同組合連合会
岩手県本部、新潟県農業総合研究所、（地独）北海
道立総合研究機構農業研究本部道南農業試験場、福
岡県農業総合試験場、福島県農業総合センター

ウ　研究結果
（ア）　イムノクロマト法による各種畑作物中 Cd

測定手順の開発
ａ　畑作物からの Cd 抽出条件の検討  　

コムギは、固液比については、1:10、1:20（0.1M
塩酸１時間振とう）でほぼ全量抽出できた。ダイズ
は、70℃風乾・粉砕サンプルは固液分離が悪く、濾
液は豆乳状で、濾過・カラム分離に時間がかかる
等難点があったが、135℃で 3 時間処理により、個
液分離は著しく改善され、1:25、1:50 抽出（0.1M 塩
酸、１時間振とう）で、抽出できた。また、濾過剤

の利用によっても、個液分離は改善された。ホウレ
ンソウ及びナスについては、生サンプルに水を加え
ジューサーで粉砕し、0.1M となるよう塩酸を添加
･ 混合することで（4 及び 5 倍希釈）、Cd は抽出可
能であった。サトイモは、磨さい液に塩酸 0.1-0.2M
となるよう入れ、90 度で約 30 分湯煎し、デンプン
を酸加水分解すると、濾液は透明となり、Cd 分離
カラム処理が可能となり、Cd の抽出・回収に問題
は無かった（表 11218-1）。
（イ）　Codex 基準値を考慮した作物ごとの測定法

の検討　
イムノクロマト部分の定量範囲は 0.5 ～ 3 μ gL-1

で、2 μ gL-1 付近の感度が良いため、基準値付近の
サンプルについて、イムノクロマトの前（抽出＋緩
衝液希釈後）の検液濃度が 2 μ gL-1 程度となるよ
うに抽出率・緩衝液希釈率を設定するのが望まし
い。Sep01 カラムは水で溶出するため、硝酸で溶出
する従来型に比べ、処理液の pH が高くなり、イム
ノクロマト検出をする前に緩衝液で希釈する倍率を
低くできる（従来は 20 倍希釈）。各種畑作物抽出
液を Sep01 で処理（1mL カラムに流入→ 0.1M 塩酸
2mL 洗浄→水 1mL で溶出）したところ、夾雑重金
属をイムノクロマトに影響無いレベルに除去できる
ことを確認した。本カラムにより、緩衝液希釈率を
5 倍に下げ、抽出液 Cd 濃度 2.5 ～ 25 μ gL-1 の測定
が可能（米用の方法に比べ 4 倍検出感度が上昇）と
なり、Codex 基準値が最も低い 0.05 mgkg-1 の果菜
類ナスについて、生で 5 倍抽出→カラム処理→緩衝
液出 5 倍希釈で、イムノクロマト測定が可能なこと
を確認した（図 11218-2）。

Cd 濃度は、指数式検量線を用い、発色読取り値

図 11218-1　畑作物用イムノクロマトの手順
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から抽出・精製液の算出し，作物重量あたりの濃度
に換算する。コムギ、ナス、ダイズ及びサトイモに
ついて、イムノクロマト測定値は、酸分解 -ICP-MS
分析値と概ね良好な対応が得られた（表 11218-2）。

これまでの成果に基づく各作物の基本的分析手順
案を表 11218-3 に示した。
（イ）　他の生物化学的測定法との比較
現在使用中のイムノクロマト法は、原理的に精度

が高いとされる ELISA 法に比べ、真度、併行精度

ともに良好であった。表 11218-4 に示すとおり構造
的にもほぼ機器分析法に近い KinExA 法と同等の
真度、精度を得た。酸分解 -ICP 発光法、簡易抽出
-KinExA 法とも装置コストは 1000 万円以上と高価
であり、比較して本法の初期導入品（約 20 万円程
度）は廉価であり、かつ、測定時間に関しても同等
かより短時間で結果が得られることが分かった（表
11218-4）。
（ウ）　室間共同試験結果

表 11218-1　　各種畑作物からの 0.1M 塩酸による Cd 抽出条件と抽出率

図 11218-2　イムノクロマト発色値と作物抽出・精製液の Cd 濃度の関係
1）検量線式 C=b･ea･I

2）C：抽出・精製液中の Cd 濃度、I：発色読み取り値、a､ b：定数
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表 11218-2　各種畑作物のイムノクロマト測定値と酸分解 - 精密分析値の比較

表 11218-3 　農産物別前処理法の特徴と国際基準値に対応した抽出倍率・希釈倍率の推奨値

表 11218-4　イムノクロマト法と他の分析法との精度、効率、コスト等の比較

AOAC のガイドラインに従い、外れ値検定後、
各種精度指標等を算出した結果を表 11218-5 に示
す。室間再現相対標準偏差（RSDR）*1 の平均は
21.3％（13.4％～ 27.6％）、付与値に対する回収率の
平均は 101.1％（87.5％～ 125.1％）であった。また、

HorRat 値（Horwitz の修正式 *2 による RSDR の予
測値に対する RSDR の実測値の比）は、0.86 から 1.36
であった。
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エ　考　察
室間共同試験結果からイムノクロマト法の妥当

性を考察する。食品分析分野の化学分析法の室間
共同試験では、HorRat 値（Horwitz の修正式によ
る RSDR の予測値に対する RSDR の実測値の比）が
0.5 ～ 1.5 を許容範囲としている。しかし、ELISA
などイムノアッセイはその対象外であり、国際的
に認められた精度指標の上限値は今のところ無い。
そこで、Cd の機器分析に関する室間共同試験や
ELISA 法の室間共同試験論文の報告値と比較し妥
当性を評価した。イムノクロマトの室間再現相対

標準偏差は、ICP-MS やフレームレス原子吸光によ
る食品中の Cd 分析の RSDR 報告値（7.2-18％）に
比べ高めであるが、その中の小麦粉の ICP-MS 測
定に関する RSDR（18％）に関しては我々の RSDR

値と比較し有意差（5％水準）は認められなかっ
た。食品中の毒素やアレルギー物質を対象とした
ELISA の報告値（4％ -44％）の範囲内であり、厚
生労働省通知 0622003（2006.6.22）：アレルギーの
ELISA 室間共同試験の精度指標（回収率 50-150％ ;
　RSDR<25％）の概ね範囲内、また HorRat も 1.5
以下であったことから、定量法として妥当と判断し

*1  ：室間再現相対標準偏差は、同一と見なせる測定試料について、同じ方法を用い、異なる試験室で、異
なるオペレーターが、異なる装置を用いて、独立な測定結果を得る測定条件で得られた測定結果の相対
標準偏差。

*2  ：化学分析法については、分析法・マトリックス・分析対象成分に依存せず、濃度だけで測定値のばら
つき（標準偏差）を予測できることを示したのが Horwitz の式であるが、低濃度側と高濃度側について
は当てはまりがよくないことから、Thompson が 2000 年に修正式として提案したものが Horwitz の修
正式である。

表 11218-5　試料中 Cd 濃度（mgkg-1 乾物）に関する室間共同試験
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た。
イムノクロマトは、農協、普及所などで、Cd 濃

度を素早く手軽に知るための利用のほか、基準値を
超える疑いが高く精密分析に回すべきサンプルとそ
うでないサンプルを選別する初期スクリーニングへ
の利用が想定される。室間再現相対標準偏差が約
20 ％であることから、1 試料に付き 1 回測定する
場合は、イムノクロマト測定値が正規分布に従い、
回収率が 100％の場合には、自主管理基準値を基準
値の 75％とすれば片側 5％の危険率で、72％とすれ
ば片側 2.5％の危険率で、基準値を超える試料の判
別が可能と考えられる。

イムノクロマト法の測定精度は、機器分析に比べ
若干劣るため、基準値付近の試料が基準を満たすか
どうかを正確に判定するには、食品衛生法で求めら
れる精度等を有する分析法を用いた測定が必要であ
る。

オ　今後の課題
代表的な５種の畑作物について調べたが、より多

くの作物、特に粘性が強く分離に問題のあるオクラ
などについての適用拡大についての検討が必要であ
る。また、Cd を含む海産物系堆肥など農業資材へ
の適用も今後の課題である。

本分析法は、一般的な化学実験室内での操作を前
提としているが、操作の単純化、野外の現場での測
定ができるより操作性の良い手法の開発も望まれ
る。

カ　要　約
主な農作物について作物別の Codex 基準に対応

した Cd の濃度を簡易に測定する手法を開発し、そ
の妥当性を確認した。基本手順「①希塩酸抽出→
②カラムで精製→③ EDTA を含む緩衝液で希釈→
④イムノクロマト→⑤発色強度読取り」で、適切な
抽出倍率（A）と希釈倍率（B）を選ぶことにより、
作物別の Codex 基準値に対応した Cd の濃度を測
定できた。所要時間 2-5 時間、初期投資 10-20 万円、
ランニングコスト 1 検体 2000 円程度と、従来の酸
分解 -ICP 発光法と比較し、初期導入品は廉価であ
り、測定時間に関しても同等かより短時間であるこ
とが分かった。開発した手法の妥当性を評価する
ため、国際的なガイドライン（AOAC）に従い

室間共同試験を行い、報告値を解析したところ、
室間再現相対標準偏差（複数の試験室の中の 1 カ
所で 1 回測定したときの測定値の不確かさ）は平
均 21.3％で、食品中の毒素やアレルギー物質を対
象とした ELISA 法の報告値（4-44％）の範囲内、
厚生労働省のアレルギーの ELISA 室間共同試験の
精度指標（回収率 50-150％ ;　RSDR<25％）の概ね
範囲内であること等から定量法として妥当と判断
した。

キ　引用文献
1） 阿部薫ら （2006）. カドミウム検出用イムノク
ロマトキットによる玄米中カドミウム濃度簡易
測定の試み . 日本土壌肥料学雑誌 . 77: 679-682.

2） 佐々木和裕ら （2007）. イムノクロマトグラ
フィーによる米中カドミウム濃度の簡易測定 . 
BUNSEKI KAGAKU （分析化学）. 56: 29-36.

研究担当者（阿部薫 *、中村勝雄、大西良和）

（１９）　ムギ・ダイズを対象としたボルタンメト
リー法による簡易分析法の確立
ア　研究目的
ムギ・ダイズ中のカドミウム（Cd）濃度を複雑

な試料の調製や大型で高価な分析機器を使わずに、
簡易にモニタリングする手法を確立するために、ボ
ルタンメトリー法 1）、2）、3）を用いた簡易分析法を開
発する。

イ　研究方法
（ア）  ムギの塩酸抽出液中の Cd 濃度をボルタン

メトリー法で計測し、定量下限値を明らかにするた
めに、Cd 濃度の異なる 2 種類のコムギ粉砕試料（Cd
濃度 =ND, Cd 濃度 =0.112 mg/kg）の 0.1M 塩酸抽
出（室温、固液比 1:10、振とう 60 分）のろ過（No.5）
液を、ボルタンメトリー装置（GEO-REX：積水化
学工業）で計測し、検出下限値、定量下限値を推定
した。
（イ）  塩酸抽出法溶液でのボルタンメトリー法で

の Cd 検出時における S/N を改善し、定量下限値
を改善する目的で、コムギの塩酸抽出液に Cd 捕集
カラム（住化分析センター）を用いた前処理（塩酸
抽出液中Cdを捕集し、水で溶出）を新たに適用して、
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コムギ中 Cd のボルタンメトリー法による定量下限
値を推定した。
（ウ）  塩酸抽出法で固液分離の困難なダイズの前

処理法として、テフロン密閉容器（PFA 製、内容
積 60mL）と通風恒温槽を用いた硝酸分解法を用い
て、ダイズ中 Cd のボルタンメトリー法による定量
下限値を推定した。テフロン容器に Cd 濃度の異な
る 4 種類の粉砕ダイズ乾燥試料およびコムギ試料を
0.5 ～ 1.0 g 投入して、有害金属測定用硝酸を試料
1g当たり5mL添加し、120℃、30～60分間分解した。
冷却後に開封し、ホットプレート上で残存する硝酸
を除去したのちに希釈定容した液を測定液とし、ボ
ルタンメトリー法で Cd 濃度を計測した。

ウ  研究結果
（ア） ボルタンメトリー装置で、コムギ塩酸抽

出をそのまま計測すると、Cd の定量下限値は 0.4 
mg/kg 以上（検出限界値 3 σの 5 倍）であると推
定され（表 11219-1）、Codex 基準値（0.2 mg/kg）
に対応するためには、Cd 検出時の S/N を改善して、
検出限界値を下げる抽出液の前処理法の改良が必用
であることが判明した。
（イ）  コムギの塩酸抽出液を Cd 捕集カラム（住

化分析センター）で前処理することで、溶液中の夾
雑物が除去され、ボルタンメトリー装置でのCdピー
クの S/N が改善し（図 11219-1）、定量下限値は 0.17 
mg/kg（RSD14％、n=10）となる（図 11219-2）。
（ウ）  ダイズの前処理法として、テフロン密閉容

器で簡易な硝酸分解による分解条件を検討した結
果、ダイズ中の 95％以上の Cd が溶液化する（図
11219-3）ことが分かった。測定液に残存する硝酸
イオンがボルタンメトリー法での電極反応の妨害に
なるので、乾固直前まで加熱除去することが必要で
ある。なお、この硝酸分解液は Cd 以外の重金属の

ボルタンメトリー法での計測や ICP-MS 法での測定
溶液としても使用できる。この前処理によるボルタ
ンメトリー法でのダイズ中 Cd の定量限界値は 0.2 
mg/kg（RSD13％、n=10）である（図 11219-4）。

エ　考　察
（ア） コムギを 0.1M 塩酸で抽出し、ろ過（No.5B）

した溶液を直接ボルタンメトリー法で Cd 濃度を計
測すると、水溶液中の Cd のピークに比べてピーク
強度が低下して検出限界値が 0.4 mg/kg 以上であ
り、Codex 基準値の判定に使用する分析法として
は感度不足であることが判明した。この現象はコム
ギの塩酸抽出液中に夾雑する物質が電極表面や溶液
中の Cd のイオンの挙動に影響を与えている結果と
思われる。そこで、溶液中の Cd を選択的に捕集す
るカラムを用いて塩酸抽出液中のCdを精製すると、
水溶液中の Cd と近似した定量感度が得られた。
（イ） ダイズを 0.1M 塩酸で抽出すると、ダイズに

含まれる脂質等の影響で抽出液が乳化してろ紙での
固液分離が極めて困難であった。そこで、テフロン
容器と恒温槽を用いた簡易な硝酸加熱分解法を使用
して、ダイズの分解条件を検討した結果、120℃、
60 分以上の分解でダイズ中 Cd の 95％以上が溶液
化することが明らかになり、この分解法での前処理
を選択した。分解液中の硝酸イオンの共存はボルタ
ンメトリー法での Cd の検出に負の影響を及ぼすの
で、分解液は加熱して、硝酸を出来るだけ除去して
計測することで安定した検出感度が得られた。
（ウ） 作物中 Cd の分析法としてのボルタンメト

リー法と公定法との比較を行い、ボルタンメトリー
法の優位性を明らかにした（表 11219-2）。また、
ボルタンメトリー分析装置を他の分析装置と比較し
て安価で高感度な分析法であることを示した（図
11219-5）。

表 11219-1　コムギ塩酸抽出液 Cd のボルタンメトリーによる定量限界値の推定

1）コムギ中 Cd 検出限界値（3 σ） : 0.083 mg/kg 　
2）コムギ中 Cd 定量限界値（3 σ× 5）：約 0.4 mg/kg       
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図 11219-1  　コムギ塩酸抽出液の Cd ピーク強度に及
ぼす Cd 捕集カラム処理の効果

図 11219-2  　Cd 濃度の異なるコムギ・ダイズのテフ
ロン密閉容器による硝酸分解法での分解
時間と Cd 回収率の関係

1）コムギ（Cd:0.31 mg/kg）
2）  ダ イ ズ（1:Cd 0.49, 2:Cd 0.24, 3:Cd 0.16, 4:Cd 0.12 

mg/kg）

表 11219-2　玄米（30 試料）を対象としたボルタンメトリー法と公定法＊の比較

図 11219-3 　コムギ抽出液 Cd の検出限界
1）繰り返し測定値（n=10）
2）0.17 mg/kg （RSD= 13.9 %）
3）0.11 mg/kg （RSD= 40.6 %）

図 11219-4　 ダイズ抽出液 Cd の検出限界 
1）繰り返し測定値（n=10）
2）0.20 mg/kg （RSD= 12.9%）
3）0.13 mg/kg （RSD= 32.6 %）

公定法＊ ：農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令（1971 年 6 月 24
日農林省令第 47 号）別表第一に規定されたコメ中 Cd 分析法
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オ　今後の課題
作物ごとの試料前処理を開発することで、ボルタ

ンメトリー法は多くの作物への汎用的で簡易な金属
元素の定量法としての発展が期待できる。

カ　要　約
ボルタンメトリー装置を用いた作物中の Cd 濃度

の簡易定量分析法を開発した。ムギは粉砕試料を塩
酸抽出し、Cd 捕集カラムで前処理を行い、Cd 濃度
を測定した結果、ムギ中 Cd 濃度で 0.17 mg/kg の
定量限界値である。　

ダイズはテフロン密閉容器を用いた硝酸加熱分解
液の硝酸を除去後に Cd 濃度を測定した結果、ダイ
ズ中 Cd 濃度で 0.2 mg/kg が定量限界値である。

キ　引用文献
1） 梅澤喜夫ら（2004）. 先端の分析法．エヌ・ティー・
エス社．301-302．

2） 渡會仁ら（2011）. 分析化学便覧．丸善出版．
721-730.

3） 井手本康ら (2003). 電気化学測定マニュアル基
礎編．丸善出版．21-52.

研究担当者（櫻井泰弘 *）

（２０）　イムノクロマト法等によるカドミウム
濃度簡易測定のムギ、ダイズ、野菜への適用
ア　研究目的
国内において米以外の農産物の基準値が設定され

た場合、生産、出荷、流通等の現場で利用できる簡
易な測定法が求められる事が想定される。現在、特
殊な施設や高額測定機器を用いないカドミウムの
簡易測定法として、イムノクロマト法やボルタン
メトリー法が、米を対象として開発されているが、
Codex 基準の定められた種々の畑作物への適用につ
いては検討されていない。そこで、本研究では、ム
ギ、ダイズ、野菜類に適したイムノクロマト法によ
るカドミウムの簡易・迅速検出法を開発し、現場で
リスク管理に活用できる簡易かつ安価な測定法とし
て確立する。

イ　研究方法
（ア）　コムギ・ダイズの測定法の開発

ａ　コムギ玄麦およびダイズ子実の前処理方法
の確立
（ａ）　粉砕方法の検討
コムギ玄麦を汎用卓上小型粉砕器（LABCAT 製

Labo Milser LM-Plus）とラボ用粉砕器（日本精機
製作所製 Retsch ZM 1000、0.5mm 篩付）を用いて
粉砕し、それぞれをフレームレス原子吸光光度法に
よりカドミウム濃度を測定した。　
（ｂ）　ダイズ子実焼成処理による 0.1M- 塩酸抽出

時における固液分離性の向上の検討
ダイズ子実 20g を 100ml ビーカーに計り入れ、

卓上式恒温乾燥器（ヤマト製作所製 Drying oven 
DV400）内で 135℃、3 時間焼成した。焼成後のビー
カー重量を測定し、子実中水分を算出後、（ａ）と
同じ卓上小型粉砕器でビーカー内の全試料を粉砕し
た。この焼成粉砕物と未焼成粉砕物についてそれ
ぞれ 0.1M- 塩酸抽出操作を行い、No.2 のろ紙で 5ml
以上のろ液が得られる時間を測定した。

ｂ　フレームレス原子吸光光度法測定値とイム
ノクロマト法測定値の比較

コムギ玄麦 78 検体およびダイズ子実 29 検体につ
いて、フレームレス原子吸光光度法とイムノクロマ
ト法で測定し、測定値を比較した。イムノクロマト
測定にはカドミエールカドミウム迅速測定キット

（（株）住化分析センター製、以下「キット」とする）

図 11219-5　分析機器の価格と Cd、As の分析装置と
しての検出限界値

1）  ASV: ボルタンメトリー、AA: 原子吸光、ICP-OES:
誘導結合プラズマ発光分光分析装置、ICP-MS: 誘
導結合プラズマ質量分析装置
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を用いた。
ｃ　試料前処理の簡略化による分析時間短縮化

の検討
（ａ）　振とう抽出の最適所要時間
コムギ玄麦およびダイズ子実各 4 検体について、

0.1M- 塩酸抽出時の振とう時間を 10、15、20 およ
び 30 分とし、キット付属のカドミウム分離カラム
で精製後、精製液中カドミウム濃度をフレームレス
原子吸光光度法およびイムノクロマト法で測定し、
酸分解 -ICP 発光分析法による測定値と比較した。
（ｂ）　家庭用電子レンジを用いたダイズ子実焼成

処理
未粉砕のダイズ子実 10g を紙袋（純白袋、No.7）

に平らに入れてレンジ皿に 6 袋づつ並べ、2 分加熱
後、紙袋を振って子実混和後 1 分加熱（以下 2 分
+1 分）、2 分 +1 分を 2 回反復、2 分 +1 分を 3 回反復、
2 分 +2 分として各々 500W の電子レンジで加熱し
た。ろ液量と子実重減少率を測定し、各処理による
カラム精製後の回収率を比較した。
（イ）　野菜類の測定法の開発

ａ　供試試料
供試野菜の種類は、農林水産省が行った実態調査

（1998 ～ 2001 年）の結果、Codex 基準値超過率が
高かった種類から埼玉県の主要野菜を選択し、ホウ
レンソウ、ナス、ネギおよびサトイモとした。試料
野菜は農林総合研究センター水田農業研究所内で栽
培した。ナス、サトイモは同研究所内露地ほ場にお
いて栽培した。ホウレンソウ、ネギはそれぞれ、網
室内に設置した、硝酸カドミウム溶液添加土壌（土
壌カドミウム濃度 0.6、0.4、0.2、0.15、0.1、0.075、0.05、
0.0375mg kg-1 乾土相当量を添加）を充填したプラ
ンターおよび 1/2000 ａワグネルポットで栽培した。

ｂ　測定方法
測定には前述のキットを用い、キット添付の取扱

説明書に記載されている操作方法（コメ対象）を基
に、野菜生試料の測定に適した試料調製方法および
測定方法について検討した。
（ａ）　試料調製方法（前処理）
野菜生試料（サトイモは剝皮した）を適当な大き

さに裁断し、家庭用ミキサーでペースト状になるま
で磨砕した。磨砕試料と 0.1 M- 塩酸を 1:4 の割合で
混合、振とうし、試料中のカドミウムを抽出した。
振とう方法として、手振とう 1 分間と振とう機（水

平方向）30 分間について比較、検討した。抽出液
を静置し、上澄み液をろ紙（No.2）でろ過した。ろ
液をカドミウム分離カラム（キットに付属）で精製
した。
（ｂ）　サトイモにおける妨害物質影響軽減方法の

検討
サトイモ抽出ろ液中の妨害物質を除去する方法と

して、遠心分離処理およびメンブレンフィルター
（ADVANTEC 製ディスミック ®）処理の効果を検
討した。

遠心分離処理は据え置き型の大型（10,000rpm、
10 分）および卓上型小型遠心分離機（10,000rpm、
1 分）を用いた。大型機械では 50ml の遠沈管でろ
液 10ml を、小型機械では 1.5ml 容量のサンプル
チューブでろ液 1.5ml を処理した。

メンブレンフィルター処理は孔径 0.45 μ m およ
び 0.2 μ m、材質セルロース混合エステルおよびセ
ルロースアセテートのタイプで検討した。
（ｃ）　測定
（ａ）および（ｂ）で得られたカラム精製液を展

開液（キットに付属）で希釈した。カドミウム標準
試料 10、30、60 μ gL-1（キットに付属）も同様に
展開液で希釈した。希釈したカラム精製液および
標準試料 100 μ l をカドミウム抗体入りバイアル瓶

（キットに付属）に加え、振動攪拌機で攪拌、混合
した。混合液75μlをイムノクロマトデバイス（キッ
トに付属）の試料適下部位に滴下した。適下後 30
から 40 分の間に、イムノクロマトデバイスの結果
表示窓（測定ライン）の発色程度をイムノクロマト
リーダーで測定し、カドミウム標準試料で作成した
検量線によりカドミウム濃度を算出した。
（ｄ）　展開液による希釈率の検討
カラム精製液を展開液で希釈する際、コメと同

様の比率である精製液 : 展開液 =20:380（20 倍）で
検討し、サトイモではさらに 40:360（10 倍）、ナス
およびネギでは 40:360、60:340（20/3 倍）および
80:320（5 倍）と希釈率を下げた場合の測定精度を
確認した。

ｃ　測定精度の確認
測定値の比較対象は、同一野菜試料を通風乾燥機

で風乾後、粉砕し、乾燥粉末にしたものをマイクロ
ウェーブ分解装置により硝酸分解し、ICP-MS で測
定した値とした。
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ウ　研究結果
（ア）　コムギ・ダイズ試料の測定法の開発

ａ　コムギ玄麦およびダイズ子実の前処理方法
の確立
（ａ）　粉砕方法の検討
汎用卓上粉砕器で粉砕したコムギ玄麦のカドミ

ウム濃度測定値は、ラボ用粉砕器による測定値に
対して、一次回帰式が y=1.31x であり、汎用粉砕
測定値がラボ用粉砕測定値の約 130％となった（図
11220-1）。その原因として、ラボ用粉砕器では、カ
ドミウム濃度が高いとされる外皮の未粉砕部分がス
クリュー粉砕後に 0.5mm 篩を通して篩別され、検
体に入らないためと考えられた。
（ｂ）　ダイズ子実の 0.1M- 塩酸抽出時における固

液分離性の向上
ダイズ子実を 135℃、3 時間焼成することにより

0.1M- 塩酸抽出後の固液分離性が向上し、ろ紙での
ろ過所要時間は 10 検体で未焼成の 60 分以上から
20 分に短縮した（表 11220-1）。

ｂ　機器分析値とイムノクロマト測定値の比較
原子吸光光度法とイムノクロマト法とのカドミウ

ム濃度測定値の関係は、コムギ玄麦では一次回帰式
が y=0.99x であり、決定係数 R2 は 0.79 であった。
ダイズ子実では一次回帰式が y=1.0x であり、決定
係数 R2 は 0.80 であった（図 11220-2）。

ｃ　試料前処理の簡略化による分析時間短縮化
（ａ）　振とう抽出の最適所要時間
コムギおよびダイズの 0.1M- 塩酸抽出時の振とう

図 11220-2  　コムギ玄麦中およびダイズ子実中カドミウム濃度の原子吸光光度法測定値とイムノクロマト法測定
値との関係
1）コムギ玄麦は n=78、ダイズ子実は n=29

図 11220-1  　コムギ玄麦のラボ用粉砕と汎用粉砕に
よるカドミウム濃度測定値
1）n=43

表 11220-1  　ダイズ子実の処理方法の違いによる操作所要時
間比較
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図 11220-3  　コムギおよび焼成ダイズの振とう時間
の違いによるカラム回収率
1）  ICP 測定値に対する抽出・精製液のイ

ムノクロマト測定値の比

図 11220-4  　ダイズ子実の電子レンジ処理時間の違い
によるろ液量と子実重減少率

時間を 10、15、20 分に短縮した際のカラム回収率
（ICP-MS 測定値に対する各測定法の比）は、原子
吸光光度法およびイムノクロマト法の両分析におい
て、30 分振とうした場合とほぼ同等で有意差はな
かった（図 11220-3）。
（ｂ）　家庭用電子レンジを用いたダイズ子実焼成

処理
電子レンジを用いたダイズ子実の焼成処理では、

処理時間が 2 分＋ 1 分× 2 ～ 3 回では焼成ムラが少
なく、ろ液量を確保できた。2 分＋ 2 分では焦げム
ラができ、2 分＋ 1 分では子実重減少率が低く、ろ
液量が 5ml 以下と少なかった（図 11220-4）。カラ
ム精製後の回収率はどの処理時間も 135℃、3 時間

の焼成処理と同程度であった（図省略）。焼成時間
は恒温乾燥器の 180 分に対して 15.5 分となり、操
作所要時間が 35％まで短縮された（表 11220-1）。
（イ）　野菜類の測定法の開発

ａ　試料調製方法
（ａ）　抽出条件（振とう方法）の検討
供試野菜からカドミウムを抽出する方法として、

手振とう 1 分間と機械振とう（水平方向）30 分
間での抽出率およびそのばらつきを調査した（表
11220-2）。ホウレンソウ、ナス、ネギ、サトイモとも、
手振とう、機械振とうのどちらの方法でも抽出可能
であった。

表 11220-2　野菜生試料分析における抽出条件の検討（振とう方法）
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（ｂ）　サトイモにおける妨害物質影響軽減方法の
検討

サトイモに含まれる妨害物質を除去する方法とし
て、遠心分離処理とメンブレンフィルター処理を検
討した。

遠心分離処理のみでは、分離カラム精製の所要時
間、測定精度、ばらつきとも、あまり改善がみられ
なかった（表 11220-3）。しかし、遠心分離処理とメ
ンブレンフィルター（孔径 0.45 μｍ、セルロース
アセテート製）処理を組み合わせると、分離カラム
精製の所要時間は約 42％に短縮し、測定精度が平
均 0.98 倍に向上し、ばらつきも軽減した（変動係
数 平均 7.88）。

メンブレンフィルターの孔径や材質による効果の
差を検討したところ、孔径が 0.2 μｍと 0.45 μｍの
場合で、また、素材がセルロースアセテートとセル
ロース混合エステルの場合で、効果に明確な差はな
かった（データ省略）。

遠心分離機について、据え置き型の大型のものと
卓上型の小型のもので検討したが、効果に差がな
かった（データ省略）。

ｂ　展開液による希釈率の検討

検液中のカドミウム濃度を高める方法として、カ
ラム精製液を展開液で希釈する際の希釈率を下げた
ときの測定精度を検討した。

希釈率 40:360 の場合、サトイモでは測定精度 1.04
倍、変動係数 6.03、ナスでは 1.03 倍、7.95、ネギ
では 1.04 倍、3.87 であった。希釈率 60:340 の場合、
ナスでは 0.99 倍、3.70、ネギでは 1.08 倍、3.99 であっ
た。80:320 の場合、ナスでは 0.98 倍、6.94、ネギで
は 1.02 倍、6.14 であった。一番低い希釈率でも十
分な測定精度は得られた（図表省略）。

ｃ　適用確認
カドミウム濃度が Codex 基準値近傍の試料を含

む多数の試料のイムノクロマト測定値と精密分析値
を比較し、イムノクロマト法が簡易測定法として適
用可能かを確認した（図 11220-5）。

ホウレンソウでは、イムノクロマト測定値が精密
分析値の0.88～1.15倍で変動係数は平均4.88であっ
た。ナスでは測定値が精密分析値の0.89～1.12倍で、
変動件数は 5.31 であった。ネギでは測定値が精密
分析値の 0.84 ～ 1.04 倍で、変動係数は平均 4.83 で
あった。

表 11220-3　サトイモ生試料抽出液前処理方法の検討（妨害物質の影響軽減技術の検討）

図 11220-5　供試野菜生試料分析におけるイムノクロマト法の適用確認
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エ　考　察
（ア）　コムギ・ダイズの測定法の開発
コムギおよびダイズのカドミウム濃度測定の前処

理において、粉砕器は、カドミウム濃度が高い外皮
の未粉砕部分が 0.5mm 篩を通して篩別されるラボ
用粉砕器よりも、全粒粉砕が可能な汎用卓上小型粉
砕器が適当と考えられた。また、ダイズ子実は 0.1M-
塩酸抽出時に抽出液がコロイド状になり、ろ過が困
難だったため、子実中のタンパク質を変成・不溶化
させて抽出液の固液分離性の向上を試みた結果、恒
温乾燥器で 135℃、3 時間焼成処理が有効であると
考えられた。

これらの前処理を実施した上で原子吸光光度法と
イムノクロマト法を比較すると、コムギ玄麦では
一次回帰式が y=0.99x、決定係数 R2 は 0.79 であり、
ダイズ子実では一次回帰式が y=1.0x、決定係数 R2

は 0.80 となり、イムノクロマト法はカドミウムの
簡易測定法として適用性が高いことが確認された。

さらに、0.1M- 塩酸抽出時の振とう時間の短縮に
ついて検討したところ、30 分から 10 ～ 20 分に短
縮してもカドミウムの回収率はほぼ同等であり、振
とう時間を短縮できる可能性が示唆された。また、
ダイズ子実の簡易な焼成法として、電子レンジによ
る焼成を検討した結果、2 分＋ 1 分を 2 または 3 回
反復することにより、短時間での処理が可能である
ことが明らかになった。ただし、この方法は一度に
処理できる検体数が少ないことから、検体処理数に
応じて選択する必要がある。

以上のことから、イムノクロマト法によるコムギ
玄麦およびダイズ子実中のカドミウム測定は、多く
の検体について迅速に行うことが可能であることが
確認された。
（イ）　野菜類の測定法の開発

ａ　試料調製方法
野菜生試料からカドミウムを抽出するには、手振

とう、機械振とうとも可能であったが、手振とうの
方が抽出率が 1 倍に近く、ばらつきも小さかった。
コメでは抽出時間が長いと、測定を妨害する物質が
抽出されることから、野菜類でも同様の傾向がある
と考えられる。

サトイモの振とう抽出液は白濁しており、ろ紙で
ろ過しても濁りが軽減される程度であった。そのろ
液を用いて次工程の分離カラム精製を行ったとこ

ろ、所要時間が他供試野菜の 2.6 倍であった。また、
その精製液でイムノクロマトを行うと、測定精度は
精密分析値の 1.36 倍で、ばらつきは変動係数 平均
21.13 となり、ろ液中に妨害物質が存在している可
能性が示唆された。

妨害物質の影響は、遠心分離処理の後、上澄み液
をメンブレンフィルター処理することで軽減され
た。妨害物質にタンパク質系のものが含まれていれ
ば、除タンパク効果のあるセルロース混合エステル
製フィルターの方がセルロースアセテート製より効
果が高まるのではと考えられたが、効果は変わらな
かった。また、孔径を 0.45 μｍから 0.2 μｍに小さ
くしても効果に明確な差はなかった。遠心分離機は
卓上型の小型のもので十分な効果が得られ、生産、
流通の現場での簡易測定に適している小型の遠心機
で対応可能であった。

ｂ　展開液による希釈率の検討
供試したキットはコメ用に開発されたもので、コ

メでは試料中のカドミウム濃度が Codex 基準値で
ある 0.4 mg kg-1 の時、最も感度よく測定されるよ
う設計されている。そこで、コメより Codex 基準
値が低い野菜類でもそれらの基準値付近の測定精度
が最も高くなるよう、検液中のカドミウム濃度を高
める方法を検討した。抽出の際の試料比率を下げる
と抽出率が悪くなるので（データ省略）、抽出の工
程は変えずに、カラム精製液を展開液で希釈する際
の希釈率を下げたときの測定精度を検討した。

分離カラム精製液の比率を高くすると、精製液中
に混入している塩酸の悪影響が懸念されたが、サト
イモ、ナス、ネギとも、一番低い希釈率でも十分な
測定精度が得られ、それらの野菜の Codex 基準値
付近の測定精度が最も高くなる検液の調製方法が確
立できた。

ｃ　適用確認
カドミウム濃度が Codex 基準値近傍の試料を含

む多数の試料のイムノクロマト測定値と精密分析値
を比較し、イムノクロマト法が簡易測定法として適
用可能かを確認したところ、いずれの供試野菜でも
スクリーニング法として十分な精度が確認できた。

オ　今後の課題
（ア）　コムギおよびダイズの測定については、

0.1M- 塩酸抽出時の振とう時間を短縮できる可能性
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が示唆されたが、検体数が少なかったため、多検体
による確認が必要である。　
（イ）　野菜の測定については、種類により今回の

サトイモのように妨害物質が含まれる場合があるの
で、種類ごとにイムノクロマト法と精密分析での測
定値の比較を行い、事前に測定精度を確認しておく
必要がある。
（ウ）　イムノクロマト法は、測定に要する時間は

短いが、工程が多く、マイクロピペット操作等に不
慣れな者が行うと測定誤差が生じやすい。工程の簡
素化が望まれる。

カ　要　約
（ア）　コムギ・ダイズの測定法の開発
コムギは、コメと同様、全粒粉砕の他は特に前処

理を追加することなくイムノクロマト測定が可能で
ある。ダイズは、恒温乾燥器または電子レンジで焼
成することにより、0.1M- 塩酸抽出時に固液分離し、
ろ過が容易となるため、これらの操作を加えること
によりイムノクロマト法の適用が可能である。よっ
て、イムノクロマト法によるカドミウム測定は、コ
ムギ玄麦およびダイズ子実に対しても適用性があ
り、スクリーニング検査法として利用性が高いと考

えられる。
（イ）　野菜類の測定法の開発
ホウレンソウ、ナス、ネギ、サトイモ生磨砕試料

からのイムノクロマト法に最適な抽出条件は、抽出
溶媒 0.1M- 塩酸、試料の抽出溶媒比 1:4、手振とう
60 秒であった。サトイモ生試料分析では、抽出ろ
液を遠心分離処理（卓上型小型遠心機利用可）後に
メンブレンフィルター処理すると、妨害物質の影響
を軽減できて、分析精度の向上と分離カラム処理時
間の短縮に有効であった。Codex基準値が低いナス、
ネギ、サトイモでは、展開液による希釈の際にカラ
ム回収液の比率を上げることで（コメ・ホウレンソ
ウ 20:380、サトイモ 40:360、ナス・ネギ 80:320）、
Codex 基準値付近の試料測定をイムノクロマト法
の感度が最良の濃度付近で行うことができた。ホウ
レンソウ、ナス、ネギについて、広範なカドミウム
濃度の多試料を分析し、精密分析値と比較した結果、
イムノクロマト法はカドミウム濃度スクリーニング
法として適用可能と考えられる。

研究担当者（小菅裕明、中野亜弓、高橋彩子 *、
杉沼千恵子 *）
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1　フードチェーンにおけるPOPsの暴露に関
する評価技術の開発

（1）土壌からのPOPs抽出法改良による作物吸
収量推定技術の開発
ア　研究目的
過去に農薬として使われていたディルドリンやヘ

プタクロル類が土壌中に長期に残留し、近年、キュ
ウリやカボチャから残留基準値を上回る濃度で検出
された事例が報告されている。生産現場では、キュ
ウリやカボチャ中ディルドリン等の濃度が超過しな
いように、栽培前に作物中の残留濃度を予測する手
法の開発が求められている。カドミウムの場合、0.1 
M 塩酸を用いた土壌抽出による大豆中カドミウム
濃度予測といった方法が提案されている（本間ら 1））
が、ウリ科野菜中のドリン類やヘプタクロル類につ
いては、未着手である。

本研究では、栽培土壌とウリ科野菜中のディルド
リン等 POPs 濃度との関係を把握し、栽培前の土壌
中のディルドリン等 POPs 汚染程度からウリ科野菜
中の残留濃度（基準値を超過する可能性を有するか）
の判定法、すなわち土壌診断法を開発する。さら
に、この方法を応用し、ウリ科野菜による POPs 吸
収抑制に使用する活性炭の適正使用量決定法を開発
する。

イ　研究方法
（ア） 土壌の抽出条件の決定

ディルドリン濃度及び炭素含量（T-C）が異なる
9 種の土壌（表 12101-1）8g（乾燥重）に、固液比が 1:5
となるようにメタノール（関東化学、残留農薬試験
用）・水（0%、10%、25%、50%、100% v/v）を 40 
mL 加えた。25℃の恒温槽内で 0.2 〜 48 時間振とう

（120 rpm）抽出し、遠心分離（2500 rpm、10 分
間）して上澄み液をディルドリン分析に供した。一
方、これらの土壌で栽培した場合のウリ科野菜にお
けるディルドリン残留量を把握するため、キュウリ

（シャープ 1）を人工気象室内（25℃、昼 14 時間 -
夜 10 時間）において前述のディルドリン汚染土壌
で 21 日間栽培（幼植物検定）した。
（イ） ほ場内の POPs 濃度分布
ヘプタクロル類に汚染されたカボチャを産出した

6 ほ場において、それぞれ、1ha を 64 区画（8 × 8
プロット）に区切り、各区画から 5 点法で土壌を採
取した（表 12101-2）。これらの土壌は風乾、篩別後、
POPs 分析に供した。
（ウ） 精度確認用土壌の作成
土壌診断を行うにあたり、各自が分析精度を確認

する必要があるため、本課題においてディルドリン
分析における精度確認用の土壌を作成した。なお、
精度確認用の土壌は、①キュウリを栽培した場合
ディルドリンの残留基準値を超過すること、②日本
国内に広く分布する土壌種であること、を条件とし、
黒ボク土と褐色低地土を選定した（表 12101-3）。こ
れらの土壌を分析機関に配布し、抽出方法をエ -（ア）
で示した方法に統一し、精製及び機器分析は各機関

第2章　野菜等におけるPOPsのリスク低減技術の開発

表 12101-1　供試土壌の理化学性およびディルドリン濃度（全量抽出）

1）T-C は土壌炭素含量を示す。
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の固有の方法で分析し、それぞれの土壌について計
30 点のデータを得た。
（エ） 活性炭の適正使用量決定法
ディルドリン汚染土壌（灰色低地土、褐色低地

土、黒ボク土 2 種（表 12101-4）に活性炭（SS-1、
味の素ファインテクノ（株）製）を 13 段階（土
壌 - 活性炭の固固比 ;0% 〜 8%、w/w）で混和し、
50% メタノール・水（v/v）によりディルドリン
を抽出した。ここで、ディルドリンの抽出率（コ
ントロール区を 100 % とする）をウリ科作物に
よる残留率（各試験区中ディルドリン濃度 / コン
トロール区中ディルドリン濃度× 100）と仮定し、
残留率が 90 % 〜 0.1 % となるようにディルドリ
ン汚染土壌（灰色低地土、褐色低地土、黒ボク土
× 2）に活性炭（SS-1、味の素ファインテクノ製）
を 6 段階（土壌 - 活性炭の固固比 ;0% 〜 8%、w/
w）で混和した。これに、ウリ科作物としてキュ
ウリ栽培用の台木カボチャ（ゆうゆう一輝黒）を

定植、人工気象室内（25 ℃、昼 14 時間 - 夜 10 時間）
で 21 日間栽培した。
（オ） ディルドリン、ヘプタクロル類等 POPs の

分析法
土壌 10 g をアセトン（和光純薬、残留農薬試験用）

300 mL により 16 時間ソックスレー抽出し、これ
を全量抽出とした。全量抽出、及びイ -（ア）で示
したメタノール・水抽出で得られた抽出液は、ケイ
ソウ土カラム（GL サイエンス、InertSep K-solute）
に抽出液を添加しヘキサン（和光純薬、残留農薬
試験用）100 mL でディルドリンやヘプタクロル類
を溶出した。その後、グラファイトカーボン /PSA
カラム（SUPELCO、Envi-Carb/PSA）に添加し、
ヘキサン 10 mL でディルドリンやヘプタクロル類
を溶出することにより精製し、ENV-8MS（関東化
学 ） を 装 填 し た GC/MS（Agilent Technologies、
HP6890-5973N）でディルドリンとヘプタクロル類
を測定した。一方、作物体は、200 mL のアセトン

表 12101-2　供試土壌の理化学性およびヘプタクロル類濃度（全量抽出）

1）T-C は土壌炭素含量を示す。
2）ヘプタクロル類はヘプタクロルとヘプタクロルエポキシドの合量を示す。

表 12101-3　精度確認用土壌の理化学性とディルドリン濃度（全量抽出）

1）T-C は土壌炭素含量を示す。

表 12101-4　供試土壌の理化学性

1）T-C は土壌炭素含量を示す。
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中でホモジナイズした。ケイソウ土カラム以降の操
作は土壌の抽出液と同様に行った。

ウ　研究結果
（ア） 土壌の抽出条件の決定
抽出時間について 50% メタノール・水（v/v）を

用いて検討した結果、10 時間以降はディルドリン
の抽出量が変化しなかった（図 12101-1）。したがっ
て、ディルドリンが溶液 - 土壌間で平衡に達してい
ると判断し、作業性も考慮して抽出時間を 24 時間
とした。メタノール・水の混合比については、いず
れの混合比でも、炭素含量が多い土壌ほどディルド
リンの抽出率が低い傾向にあり、さらに、メタノー
ルの割合が多いほど抽出率が高い傾向にあった（図
12101-2）。メタノール・水溶液により抽出された土
壌中ディルドリン濃度とキュウリ中ディルドリン濃
度の回帰分析から、キュウリ幼植物中ディルドリン

濃度は 50% メタノール・水（v/v）で得られる土壌
中ディルドリン濃度との相関が最も良かった（表
12101-5 と図 12101-3）。
（イ） ほ場内の POPs 濃度分布
64 体 /1ha の土壌を採取、50% メタノール・水で

抽出した結果、各ほ場におけるヘプタクロルエポキ
サイド濃度の相対標準偏差は 25.5% 〜 113.5%（平
均 68.3%）であり、ほ場内の土壌中ヘプタクロルエ
ポキサイド濃度は大きくばらついていた。さらに、
ほ場内のヘプタクロルエポキサイド（図 12101-4）
と p,p’-DDT（図 12101-5）の濃度分布を比較すると、
分布様式が大きく異なっていた。
（ウ） 精度確認用土壌の作成
精度確認用土壌のディルドリン定量値（算術平均

± 2SD、相対標準偏差）は、褐色低地土（T-C=1.5%）
では 63 ± 14ng/g-DW、10.8%、黒ボク土（T-C=6.8%）
では 88 ± 35ng/g-DW、20.1% であり、ディルドリ

図 12101-1 　50% メタノール・水による土壌中ディル
ドリン抽出率の経時変化

図 12101-2 　各種メタノール・水による土壌中ディ
ルドリン抽出率に対する土壌中炭素含量

（T-C）の影響

表 12101-5　各種溶媒抽出による土壌中ディルドリン濃度とキュウリ茎葉部中ディルドリン残留濃度との関係
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ンの検出器に ECD を用いた場合、定量値が平均値
から大きく離れる傾向にあった（図 12101-6）。また、
褐色低地土は黒ボク土に比べ相対標準偏差が小さい
ことも考慮して、外部へは褐色低地土を領布するこ
とにした。
（エ） 活性炭の適正使用量決定法
活性炭を混和した土壌中ディルドリンの 50 % メ

タノール・水（v/v）による抽出率は、活性炭の割
合が多いほど減少した。同じ抽出率を得るには、炭
素含量が多い土壌ほど活性炭が多く必要であった

（図 12101-7）。一方、活性炭を混和した土壌で栽培
したウリ科野菜についても、活性炭の割合が多い
土壌ほどディルドリン残留濃度が減少する傾向に
あり、その残留率と抽出率とがほぼ一致した（図
12101-7）。図 12101-3 　ディルドリンの 50% メタノール・水抽

出による土壌濃度とキュウリ茎葉中濃度と
の関係

図 12101-4 　ほ場 1ha（100m × 100m）内の土壌中ヘ
プタクロルエポキサイド濃度（50%メタノー
ル・水抽出）の分布

図 12101-5 　ほ場 1ha（100m × 100m）内の土壌中
p,p’-DDT 濃度（50% メタノール・水抽出）
の分布

図 12101-6　精度確認用土壌の分析結果（n=30）
1）図中棒グラフは、検出器に ECD（白色）あるいは四重極 MS（黒色）を用いた場合を示す。
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エ　考　察
（ア） 土壌の抽出条件の決定
50% メタノール水抽出により、今回検討した土

壌からのディルドリン抽出量は、100 ng 〜 1000 ng
である。一方、残留農薬や POPs の分析で一般に使
用している GC- 四重極 MS の絶対感度は、S/N=10
を基準とすると、ディルドリンで 0.01 〜 0.1 ng 程
度であり、50% メタノール水抽出した場合、これ
らの機器で十分に測定できるディルドリン量を得る
ことができる。このことも考量して、ウリ科野菜の
POPs 汚染度判定は、土壌を 50% メタノール・水（v/
v）により 25℃で 24 時間振とう抽出する方法が最
適であると判断した。
（イ） ほ場内の POPs 濃度分布

ヘプタクロル類と、DDT は、ともに殺虫剤とし
て使用され、POPs に指定されている。しかし、ヘ
プタクロルエポキサイドと p,p’-DDT 濃度の分布様
式が大きく異なっていること、スポット的な濃度勾
配が観察されることから、トラクターによる土壌の
撹拌に伴い POPs 濃度が均一化するわけではなく、
過去に POPs を散布した場所をそのまま保持してい
ることが推察された。
（ウ） 活性炭の適正使用量決定法
活性炭を混和した土壌中ディルドリンの 50%

メタノール・水（v/v）による抽出率と、その土
壌で栽培したウリ科野菜におけるディルドリン残
留率が一致した。したがって、活性炭施用前に実
験室内でディルドリン汚染土壌と活性炭を任意の

図 12101-7　活性炭―土壌（褐色低地土、灰色低地土、黒ボク土× 2）混合比と 50% メタノール・水による土壌か
らのディルドリン抽出率（無添加区を 100% とした場合、●）、及び幼植物検定によるディルドリンの残
留率（無添加区を 100% とした場合、□）との関係
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割合（固固比 ;0% 〜 8%、w/w）で混合し、50%
メタノール・水（v/v）により抽出率を算出する
ことで、活性炭の最適施用量を決定することがで
きることを示している。これにより、必要最小限
の活性炭を施用することが可能となると同時に、
コストダウンも図ることができる。

オ　今後の課題
（ア） 土壌診断法への展開
本研究では、人工気象室内での試験であるた

め、ほ場での検証が必要である。さらに、ほ場内の
POPs 濃度分布が不均一であるため、統計学に基づ
いた適切なサンプリング数を算出する必要がある。

カ　要　約
（ア） 土壌の抽出条件の決定
栽培前の土壌を 50% メタノール・水（v/v）によ

り 25℃で 24 時間振とう抽出することにより、収穫
後のウリ科野菜中濃度を予測することが可能となっ
た。
（イ） ほ場内の POPs 濃度分布
ほ場内の POPs 濃度分布様式は、ほ場毎、物質毎

に大きく異なるため、統計学に基づいた適切なサン
プリング数を算出する必要があることが分かった。
（ウ） 活性炭の適正使用量決定法
活性炭施用前に実験室内でディルドリン汚染土

壌と活性炭を任意の割合（固固比 ;0% 〜 8%、w/w）
で混合し、50% メタノール・水（v/v）により抽
出率を算出することで、活性炭の最適施用量を決
定することが可能となった。

キ　引用文献
1） 本間利光ら（2011）. 0.1 M 塩酸抽出カドミウ
ム濃度及び土壌 pH からのダイズ子実カドミウ
ム濃度の推定 . 日本土壌肥料学会誌 . 32:7-14. 

研究担当者（清家伸康 *、元木裕、大谷卓）

（2）異なる土壌における土壌汚染推定技術の検
証
ア　研究目的
過去に農薬として使われていたディルドリンやヘ

プタクロル類が土壌中に長期に残留し、近年、キュ

ウリやカボチャから残留基準値を上回る濃度で検出
された事例が報告されている。生産現場では、キュ
ウリやカボチャの中のディルドリン濃度が残留基準
値を超過しないように、栽培前に作物中の残留濃度
を予測する手法の開発が求められている。他課題

（第 2 章・1・（1）土壌からの POPs 抽出法改良によ
る作物吸収量推定技術の開発）において栽培前の土
壌中のディルドリン等 POPs 汚染程度からウリ科野
菜中の残留濃度を予測する土壌診断法が開発される
が、本研究では、その土壌診断法をほ場にて検証し
た。さらに、土壌診断法を活性炭施用量決定及び、
活性炭施用による吸収抑制効果の効果判定に応用
し、ほ場にて検証した。

イ　研究方法
（ア） 土壌診断法の検証
キュウリ中ディルドリンについては、土壌種及び

ディルドリン残留濃度が異なる 12 ほ場を確保し、1
ほ場あたり 3 試験区（1 プロットあたり概ね 2m2）
を設定した（表 12102-1）。カボチャ中ヘプタクロル
類については、8 ほ場を確保し、1 ほ場あたり 5 試
験区（1 プロットあたり概ね 10 m2）を設定した（表
12102-2）。設定した試験区でキュウリ（台木 : ゆう
ゆう一輝黒、きらめき、新土佐 1 号の 3 品種、穂木 :
シャープ 1 で統一）を栽培し、第一側枝 6 〜 10 節（子
づる下位節）の果実を収穫した。一方、カボチャ中
ヘプタクロル類については、えびす、味平、TC2A
を栽培し、一番果を収穫した。施肥等の栽培方法は
慣行に従った。なお、定植時に株元土壌を採取した。
（イ） 活性炭施用による吸収抑制効果の判定の検

証
50% メタノール・水（v/v）抽出法により土壌へ

の活性炭添加量を推算 [ キュウリにおけるディルド
リン残留率が 70%（少量区）、50%（中量区）、10%（多
量区）となるように想定 ] し、これに基づき 4 ほ場
へ活性炭（SS-1、味の素ファインテクノ（株）製）
を 3 段階で施用し（表 12102-3）、トラクターでよく
混和し、植穴の土壌を採取した。キュウリ（台木 :
ゆうゆう一輝黒、穂木 : シャープ 1）を定植し、第
一側枝 6 〜 10 節のキュウリを収穫した。なお、こ
の試験は、4 年間継続した。
（ウ） ディルドリン、ヘプタクロル類の分析
キュウリ及びカボチャ果実を細断後、200 mL
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のアセトン（和光純薬、残留農薬試験用）中でホ
モジナイズ及びろ過し抽出液を得た。ケイソウ土
カラム（GL サイエンス、InertSep K-solute）に
抽出液を添加しヘキサン（和光純薬、残留農薬
試験用）100 mL でディルドリンやヘプタクロル
類を溶出した。その後、グラファイトカーボン /

PSA カ ラ ム（SUPELCO、Envi-Carb/PSA） に
添加し、ヘキサン 10 mL でディルドリンやヘプ
タクロル類を溶出することにより精製し、ENV-
8MS（関東化学）を装填した GC/MS（Agilent 
Technologies、HP6890-5973N）でディルドリン
やヘプタクロル類を測定した。

表 12102-1　試験ほ場の情報と栽培条件

1）T-C は土壌炭素含量を示す。

表 12102-2　供試土壌の理化学性とヘプタクロル類濃度（全量抽出）

1）T-C は土壌炭素含量を示す。
2）ヘプタクロル類はヘプタクロルとヘプタクロルエポキシドの合量を示す。

表 12102-3　試験ほ場の土壌の理化学性、ディルドリン濃度（全量抽出）、活性炭施用量

1）T-C は土壌炭素含量を示す。
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土壌については、10 g をアセトン（和光純薬、
残留農薬試験用）300 mL により 16 時間ソックス
レー抽出し、これを全量抽出とした。一方、土壌
8 g（乾燥重）に、固液比が 1:5 となるように 50%
メタノール・水（v/v）（メタノールは関東化学製、
残留農薬試験用、水はミリ Q 水）を 40 mL 加えた。
25℃の恒温槽内で 24 時間振とう（120 rpm）抽出し、
遠心分離（2500prm、10 分間）して抽出液を得た。
全量抽出、50% メタノール・水（v/v）抽出で得ら
れた抽出液は、キュウリ、カボチャ果実の抽出液の
場合と同様にケイソウ土カラムとグラファイトカー
ボン /PSA カラムで精製し、ENV-8MS を装填した
GC/MS（Agilent Technologies、HP6890-5973N）
でディルドリンやヘプタクロル類を測定した。

ウ　研究結果
（ア） キュウリ中ディルドリン残留濃度の予測
株元土壌（全量抽出）及びキュウリ果実中ディル

ドリン濃度は、それぞれ、0.008 〜 0.44 mg/kg-DW
と 0.004 〜 0.085 mg/kg-FW の範囲であった。50%
メタノール・水（v/v）で抽出した株元土壌中ディ
ルドリン濃度とキュウリ果実中濃度で回帰式を得
た。その結果、良好な正の相関関係は確認できな
かった（図 12102-1）。そこで、果実濃縮係数［Fruits 
Concentration Factor、FCF-Ace= 果実中濃度 / 土壌

中濃度（全量抽出）］を算出した。土壌種、特に土
壌の炭素含量の大小によって土壌からウリ科作物へ
のディルドリン移行率が異なることが報告されてい
るため、ここでは黒ボク土で栽培したデータのみを
比較した。その結果、夏季に栽培（露地栽培）され
たキュウリの FCF-Ace は冬季に栽培（施設栽培）さ
れた FCF-Ace に比べ高い傾向にあり、栽培時期が異
なると FCF-Ace が異なることがわかった（図 12102-
2）。そこで、データ数が多い露地栽培のみについて、
再度 50% メタノール・水（v/v）

で抽出した株元土壌中ディルドリン濃度とキュウ
リ果実中濃度で回帰式を得た。その結果、決定係
数が向上し、良好な正の相関関係が得られた（図
12102-3）。
（イ） カボチャ中ヘプタクロル類残留濃度の予測
全量抽出及び 50% メタノール・水（v/v）抽出で

得られる土壌中ヘプタクロル類濃度は、それぞれ、
<0.0004 〜 0.046 mg/kg-DW 及 び <0.0001 〜 0.029 
mg/kg-DW であった。50% メタノール・水（v/v）
で抽出した土壌中ヘプタクロル類濃度とほ場で栽培
したカボチャ果実中ヘプタクロル類濃度との間に
は、品種ごとにそれぞれ正の相関関係が観察され
たが（図 12102-4）、決定係数は低かった。そこで、
カボチャの濃度変動に与える要因を解析するため、
果実濃縮係数［Fruits Concentration Factor、 FCF-

図 12102-1 　50% メタノール・水により抽出した現地ほ場土壌とキュウリ果実（台木 : ゆうゆう一輝黒、きらめき、
ひかりパワーゴールド、新土佐 1 号、穂木 : シャープ）中ディルドリン濃度との関係
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50%MeOH= 果実中濃度 / 土壌中濃度（50 % メタノー
ル・水抽出）］を算出し、土壌中ヘプタクロル類濃
度、カボチャ果実の重量及び乾物率、着果節位との
関係を解析した（表 12102-4）。その結果、FCF と
土壌中ヘプタクロル類濃度及びカボチャ果実の重量
とは関連性が見られず、土壌から地上部への移行に
関する濃度依存性及び果実の肥大との関連は観察で
きなかった。しかし、FCF と果実の乾物率及び着
果節位とは、それぞれ正及び負の相関関係が確認さ

れた。前者について、カボチャ中ヘプタクロル類濃
度を乾重あたりで算出した場合、相関関係が確認で
きなかったことから、果実の乾燥度合によるヘプタ
クロル類の濃縮と考えられた。一方、後者について
は、根からの距離が遠い節位で着果した果実のヘプ
タクロル類濃度が低いことを意味する。この傾向は、
Whitfield Åslund et al.1）がカボチャ茎葉部の PCBs
残留についても確認している。したがって、着果節
位も係数として含め重回帰分析等を行えば、回帰式

図 12102-2　夏季（No.6 と No.7）と冬季（No.11 と No.12）に栽培されたキュウリの果実濃縮係数（FCF-Ace）

図 12102-3 　50% メタノール・水により抽出した現地ほ場土壌と露地栽培のキュウリ果実（台木 : ゆうゆう一輝黒、
きらめき、ひかりパワーゴールド、新土佐 1 号、穂木 : シャープ 1）中ディルドリン濃度との関係



─ 148 ─

の決定係数が向上することが示唆された。
（ウ） 活性炭施用による吸収抑制効果の判定の検

証
活性炭を施用した土壌（1 年目）の 50% メタノー

ル・水によるディルドリン抽出率は、いずれの土壌
においても概ね 70%、50%、10% であり、活性炭の
施用量が多いと抽出率が減少する傾向にあり、想定
通りの抽出率が得られた。しかし、経年的にディル
ドリンの抽出率が上昇していく傾向にあった（図
12102-5）。活性炭施用後 1 年目のキュウリ中ディル
ドリンの残留率（無施用区を 100% とした場合）に
ついても 70%、50%、10% であり、想定通りの残留
率が得られた（図 12102-6）。さらに、活性炭施用後
4 年目のキュウリ中ディルドリンの残留率（無施用
区を 100% とした場合）と 4 年目の栽培前に採取し
た活性炭を施用した土壌からのディルドリン抽出率

は良好な正の相関関係にあった（図 12102-7）。

エ　考　察
（ア） 50% メタノール・水（v/v）抽出による土壌

診断法の検証
キュウリ中ディルドリン、カボチャ中ヘプタクロ

ル類濃度予測のための回帰式の傾きや決定係数に変
動を与える要因はウリ科作物の品種、栽培時期、果
実の乾燥度合い（水分含量）、着果節位と整理される。
これらのうち、果実の乾燥度合い（水分含量）につ
いては、出荷時に管理されているため、未熟果等は
市場流通しないと考えられる。また、10 ha を超え
るような大規模栽培の場合、機械で果実を収穫する
ため、収穫した果実の節位を同定するのは不可能で
ある。したがって、50%（v/v）メタノール・水で
抽出した土壌中濃度からキュウリ果実中ディルドリ
ン濃度またはカボチャ中ヘプタクロル類濃度の予測
式を精度良く得るには、同一品種を栽培し、かつ、
同一の収穫時期において同一部位（最大濃度が検出
される下位節）から果実を採取する必要があること
が分かった。
（イ） 活性炭施用による吸収抑制効果の判定の検

証
活性炭を施用した土壌（1 年目）の 50% メタノー

図 12102-4 　50% メタノール・水により抽出した現地ほ場土壌とカボチャ果実（えびす、味平、TC2A））中ヘプタ
クロル類濃度との関係

表 12102-4 　FCF-50%MeOH と土壌中ヘプタクロル類濃
度、カボチャ果実の重量および乾物率、着
果節位との間の相関係数
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ル・水によるディルドリン抽出率と、活性炭施用後
1 年目のキュウリ中ディルドリンの残留率（無施用
区を 100% とした場合）の両者が 70%、50%、10%
であった。したがって、栽培前にディルドリン汚染
土壌を採取し、活性炭を任意の割合（土壌 - 活性炭
の固固比 ;0% 〜 8%、w/w）で混和し、50% メタノー
ル・水（v/v）によりディルドリンを抽出することで、
最適な活性炭量を決定できることをほ場で検証でき
た。さらに、活性炭施用後についても土壌を 50%

メタノール・水抽出することで栽培後のキュウリ中
ディルドリン濃度が予測可能であることを検証でき
た。

一方、活性炭施用土壌におけるディルドリンの抽
出率が経年的に上昇していく傾向については、活性
炭の吸着サイトの減少に伴う吸収抑制効果の失活が
推察されるが、要因解析については、今後の研究が
必要である。

図 12102-5 　活性炭施用土壌中ディルドリンの 50% メタノール・水による抽出率の経年変動（活性炭施用前を
100% とする）

図 12102-6 　キュウリ果実中ディルドリンの残留率と
活性炭施用土壌中ディルドリンの 50% メタ
ノール・水による抽出率（残留率 : 無施用
区を 100% とした場合、抽出率 : 活性炭施
用前を 100% とした場合）

図 12102-7 　50% メタノール・水抽出による得られる
活性炭施用した土壌中ディルドリンとキュ
ウリ果実中ディルドリン濃度の関係
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オ　今後の課題
吸収抑制効果の失活については、活性炭における

物質吸着サイトの減少等が考えられるが、その要因
を解明する必要がある。

カ　要　約
（ア） 50% メタノール・水（v/v）抽出による土壌

診断法の検証
50%（v/v）メタノール・水で抽出した土壌中濃

度からキュウリ果実中ディルドリン濃度またはカボ
チャ中ヘプタクロル類濃度の予測式を精度良く得る
には、同一品種を栽培し、かつ、同一の収穫時期に
おいて同一部位から果実を採取する必要があること
が分かった。
（イ） 栽培前にディルドリン汚染土壌を採取し、

活性炭を任意の割合（土壌 - 活性炭の固固比 ;0% 〜
8%、w/w）で混和し、50% メタノール・水（v/v）
によりディルドリンを抽出することで、最適な活性
炭量を決定できることをほ場で検証できた。

キ　引用文献
1） Whitfield Åslund M. L. et al. （2007）. In situ 
phytoextraction of polychlorinated biphenyl 
— （PCB） contaminated soil. Science of the 
Total Environment. 374:1-12.

研究担当者（清家伸康 *、元木裕、大谷卓、上野達、
中本洋、岡本真理、山田哲平、齋藤隆、成田伊都美、
佐藤賢一、山﨑晴民、遠藤昌伸、橋本良子）

（3）データベースを利用したPOPsの作物汚染
度推定技術の開発
ア　研究目的
POPs 物質の土壌中での消長、作物体への吸収・

移行性、統計データに基づく過去の使用状況、土壌
特性、気象条件等の要因を用いた POPs 物質の作物
残留リスクの推定手法を開発し、モンテカルロ・シ
ミュレーションにより全国ベースでの POPs 物質の
作物残留リスクを推定する。これにより、現在及び
将来的に POPs 物質が土壌中に多く残留すると考え
られる地域や、作物残留リスクが高くなるケースの
評価に資することを目的とした。

イ　研究方法
（ア） POPs 物質の全国的な土壌残留濃度分布の

推定
a 　土壌情報データベースの活用

全国ベースでの POPs 物質の作物残留リスク推定
手法の確立に資するため、農林水産省が実施した地
力保全基本調査及び土壌環境基礎調査に基づく土壌
データベースを活用し、POPs 物質の土壌中での消
長に大きく影響を及ぼす全炭素含量及び仮比重の分
布特性を土壌群別及び都道府県別に把握する。

b 　FOMC モデルによる POPs の土壌中濃度
分布の推定

これまでの知見により、POPs の土壌中濃度は
時間の経過と共に減衰が緩やかになる二相性を示
す。本研究では、Gustafson ら 1）が提案した二相性
を表現するモデルの一つである First-order multi-
compartment model （FOMC）により、POPs の土
壌残留濃度を推定する手法を開発する。また、全国
14 地点の農耕地土壌における POPs 濃度の実測値

（14 地点の幾何平均値）を用い、本手法による推定
の妥当性を検証する。さらに、確立した推定手法に
より土壌群別の残留濃度分布を推定する。
（イ） ドリン類等の作物残留濃度分布の推定

a 　土壌からキュウリ茎葉部への移行率を用い
た作物残留濃度の推定

関連課題「土壌からの POPs 抽出法改良による
作物吸収量推定技術の開発」で得られた成果であ
る、土壌からキュウリ茎葉部へのディルドリン移行
率と全炭素含量との関係により、キュウリ茎葉部
ディルドリン濃度を推定する手法を開発する。また、
POPs 物質の過去の使用実態を考慮し、確立した推
定手法により全国ベースでのキュウリ茎葉部におけ
るディルドリン濃度を推定する。

b 　作物の生理的要因を考慮したキュウリ果実
中濃度分布の推定

関連課題「POPs の吸収及び地上部への移行の生
理機構の解明及び環境要因の解析」の成果を活用
し、作物の生理的要因（品種、栽培温度、着果部位
等）を考慮した特定の栽培条件におけるキュウリ一
株から収穫される果実中濃度分布の推定手法を開発
する。また、確立した推定手法を用い、異なる作型（半
促成、抑制栽培）における果実中ディルドリン濃度
分布を推定する。
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c 　全国ベースでのキュウリ果実中濃度の推定
前述の推定手法を用い、東日本（18 都道県）と

西日本（29 府県）とに分けて、土壌の全炭素及び
仮比重の分布特性を把握し、土壌中及びキュウリ果
実中ディルドリン濃度の経年変化を推定する。
（ウ） リスク低減化技術による作物残留リスク低

減効果の評価
前述の推定手法に加え、関連課題「土壌からの

POPs 抽出法改良による作物吸収量推定技術の開
発」の成果である、活性炭投入量とキュウリ果実中
ディルドリン濃度の低減率との関係により、活性炭
投入による果実中ディルドリン濃度の低減効果を推
定する。また、ズッキーニ作付け回数と土壌中ディ
ルドリン濃度の低減率との関係を用い、ファイトレ
メディエーションによる作物残留濃度の低減効果を
推定する。

ウ　研究結果
（ア） POPs 物質の土壌残留濃度の推定手法

a 　全炭素含量及び仮比重の分布特性
地力保全基本調査及び土壌環境基礎調査に基づく

土壌データベースにより、全炭素含量及び仮比重の

分布特性を土壌群別に把握した（図 12103-1）。その
結果、仮比重は、対数正規または正規分布、全炭素
は対数正規分布で近似できることが示された。また、
都道府県別についても同様に分布特性を把握した。

b 　FOMC モデルによる POPs の土壌中濃度
分布の推定結果

FOMC モデルによる POPs の土壌中濃度（CS、
μ g/g- 乾重）は次式で表される。

（1）

ここで、CS0: 初期土壌中濃度（μ g/g- 乾重）、t:
時間（year）、α :Shape parameter、β :Location 
parameter である。また、CS0 は次式で表される。

（2）

ここで、Mapp:POPs の原体ベース散布量（ai g/10 
a）、dS: 土壌深さ（作土 =0.2 m）、ρ b: 仮比重（g/
cm3）である。
（1）式により、POPs の土壌中半減期 DT50（day）

及び 90% 減衰期 DT90（day）は（3）及び（4）式で
求められる。

図 12103-1　畑土壌における仮比重及び全炭素の分布特性
1）（a）は仮比重、（b）は全炭素含量を示す。
2）土壌環境基礎調査（4 巡目 :1994 〜 1998 年、地目 : 普通畑）のデータに基づく解析結果。
3）グラフの実線は、それぞれのヒストグラムに対し正規分布または対数正規分布に適合させた結果を示す（それ

ぞれの分布特性は、平均値 Mean 及び標準偏差 SD で表される）。
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（3）

（4）

土壌中における POPs 濃度の実測値を用い、非線
形最小二乗法による（1）式へのあてはめを行った
結果、FOMC モデルにより濃度消長を表現するこ
とができ、また、解析結果により得られたパラメー
タα及びβにより、DT50 及び DT90 を推定すること
が可能となった（図 12103-2）。

POPs 物質（ドリン類、p,p’-DDT、β -HCH）に
ついて、全国 14 地点の全炭素含量と前述の手法
により得られた DT50 の関係を解析した結果、3 物
質ともに全炭素含量（TC、%）が大きくなるほど
DT50 が長くなる傾向を示した（図 12103-3）。また、
Arrhenius 式から導かれる（5）式の温度補正係数（fT）
を適用し、気温をパラメータに追加した土壌中濃度
の推定手法を確立した。

（5）

ここで、Q10:10℃の温度上昇による反応速度の上
昇割合、T: 気温（℃）、Tref: 参照気温（全国平均気
温 =14.8℃）である。

以上により、土壌中における POPs 残留濃度は（6）
式で表される。

（6）

ここで、a、b は物質に依存する係数である（ディ
ルドリンの場合、a = 1.306、b = 0.548）。
（6）式の入力パラメータのうち、仮比重ρ b、全

炭素 TC 及び気温 T は地域的にバラツキを持つ値で
ある。そこで、これらのパラメータの分布特性に
従って乱数を発生させ、計算を多数回繰り返すモン
テカルロ・シミュレーションにより、土壌残留濃度
の確率分布を得ることができる。図 12103-4 に土壌
群別（黒ボク土、褐色森林土、灰色低地土及び黄色
土）のディルドリン濃度分布を示すが、全炭素含量
の多い黒ボク土で残留濃度が高い傾向にあることが
推定された。
（イ） ドリン類等の作物残留濃度分布の推定結果

a 　キュウリ茎葉部におけるディルドリン残留
濃度

土壌からキュウリ茎葉部へのディルドリン移行率
と全炭素含量（TC）との関係（全炭素が多くなる
ほど移行率は低下）を用いることにより、キュウリ
茎葉部におけるディルドリン残留濃度 CP-foliage（μ

図 12103-2　FOMC モデルによる土壌中ドリン類濃度の解析結果
1）実測値はアルドリン + ディルドリンの合量値（14 地点の幾何平均値）を示す。

図 12103-3 　全炭素 %（水田土壌）とβ -HCH の半減
期 DT50 との関係
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g/g- 生重）は次式で表される。

（7）

農薬要覧によりアルドリン及びディルドリンを含
む農薬製剤の全国出荷量を把握し、（6）及び（7）
式により全国平均的な土壌中及びキュウリ茎葉部に
おけるディルドリン濃度の経年変化を推定した。そ
の結果、土壌及び作物濃度は出荷量のピークであ
る 1960 年代後半にピークに達した後減少し、2010
年には土壌で 0.013 μ g/g- 乾重、キュウリ茎葉部

で 0.004 μ g/g- 生重であることが推定された（図
12103-5）。

b 　生理的要因を考慮したキュウリ果実中濃度
分布

現地ほ場（施設を含む）におけるキュウリ果実中
ディルドリン濃度は、関連課題の成果により作物の
生理的要因により大きく変動することが明らかに
なった。そこで、栽培温度とキュウリ茎葉部への移
行率との関係（栽培温度の上昇に伴い、移行率が大
きくなる）、栽培日数及び日射量を用い、特定の栽

図 12103-4　土壌群別のディルドリン濃度の確率分布
1）散布農薬をディルドリン 4% 粉剤（使用量 3kg/10 a）とし、1954 〜 1970 年の期間において 4 年に 1 回の頻度で

散布されたと想定。
2）モンテカルロ・シミュレーションは統計解析ソフト Cristal Ball により行った。試行回数は 10,000、サンプリン

グはラテンハイパーキューブ法により実行。
3）土壌中濃度は 2010 年の推定値を示す。

図 12103-5　土壌中及びキュウリ茎葉部におけるディルドリン濃度の経年変化
1）アルドリンは土壌中で速やかにディルドリンに変換されるため、濃度はディルドリンとして算出した。
2）土壌の全炭素含量及び仮比重は普通畑の全国平均値（全炭素 :4.07%、仮比重 :0.92 g/cm3）、気温は全国平均値

（14.8℃）、キュウリの品種はシャープ 1 とした。
3）アルドリン及びディルドリンの出荷量（原体ベース）は、農薬要覧による 1962 年〜 1970 年のデータに基づき算出。

データがない 1954 年（登録年）〜 1961 年の期間は、1962 年以降の出荷量のトレンドに基づき外挿した値。
4）アルドリン及びディルドリンの散布面積は、農林水産統計による全国普通畑の 1965 年〜 1970 年の平均値（1,727,667 

ha）とした。
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培条件でのキュウリ果実中ディルドリン濃度 CP-fruit

（μ g/g- 生重）は次式で表される。

（8）

ここで、fstock: 台木品種による補正係数（穂木
シャープ 1 自根に対する割合）、fculture: 栽培条件
による補正係数である。なお、fculture は栽培温度

（Tculture、℃）、定植から収穫開始までの日数（D）
及び全天日射量（Rs、MJ/m2）により次式で表さ
れる。

（9）

また、収穫期間内における着果部位の違いにより、
キュウリ果実中濃度は図 12103-6 のように変動し、
濃度のバラツキは対数正規分布で近似できることが
示された。そこで、（8）、（9）式を用い、図 12103-6
の分布特性に従って乱数を発生させ、計算を多数回
繰り返すモンテカルロ・シミュレーションにより、
特定の栽培条件でのキュウリ果実中ディルドリン濃
度分布を推定することが可能となった。本手法によ
り、現地の施設において半促成及び抑制栽培におけ
るキュウリ果実中ディルドリン濃度分布を推定した
結果、実測濃度の傾向を再現することができた（図
12103-7）。

c 　全国ベースでのキュウリ果実中濃度の推定
結果

東日本は西日本に比べて土壌中ディルドリン濃
度が高い傾向にあり、経年的にその差が拡大する
傾向を示した（図 12103-8 左）。一方、キュウリ
果実中濃度は、ディルドリンの使用最終年である
1970 年を除き、東日本で高くなる傾向を示した（図
12103-8 右）。
（ウ） リスク低減化技術による作物残留リスク低

減効果の評価結果
活性炭投入量と果実中ディルドリン濃度の低減

図 12103-6 　キュウリ一株から収穫される果実中ディ
ルドリン濃度の分布

1）グロースチャンバーにおけるポット試験の結果。
土壌は普通黒ボク土（TC=7.4%）、台木品種はゆう
ゆう一輝黒タイプ、キュウリの品種はシャープ 1。

2）グラフの実線は、ヒストグラムに対し対数正規分
布に適合させた結果を示す（分布特性は、平均値
0.042 及び標準偏差 0.033 で表される）。

図 12103-7　作型の違いによるキュウリ果実中ディルドリン濃度の分布
1）左表は、半促成及び抑制栽培におけるキュウリ果実中ディルドリン濃度の実測値（摘心栽培で 6-10 節の第 1 側

枝より収穫した果実中濃度）及び栽培条件を示す。なお、抑制栽培では遮光ネットを設置。
2）散布農薬をディルドリン 4% 粉剤（使用量 3kg/10 a）とし、1954 年〜 1970 年の期間において 2 年に 1 回の頻度

で散布されたと想定。
3）土壌は褐色低地土（TC=1.4%）、台木品種はゆうゆう一輝黒タイプ、キュウリの品種はシャープ 1。
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率 fAC との関係は次式で表される（褐色低地土、
TC=1.4% の場合）。

（10）

従って、（8）式により得られたキュウリ果実中ディ
ルドリン濃度 CP-fruit に、（10）式で得られる低減
率 fAC を乗じることにより、活性炭投入によるキュ
ウリ果実中ディルドリン濃度の低減効果を推定する

ことができる。本手法を用いることにより、現地の
施設において活性炭投入量の違いによるキュウリ果
実中ディルドリン濃度分布を推定した結果、実測濃
度の傾向を再現することができた（図 12103-9）。

大谷ら 2）が実施したズッキーニ栽培による土壌
中に残留するディルドリンの収奪についての報告に
基づき、ズッキーニ 1 作あたりの土壌中ディルドリ
ン濃度の低減率を推定した結果、黒ボク土で 0.925、

図 12103-8　東西日本における土壌中及び果実中ディルドリン濃度の経年変化
1）左が土壌中濃度、右がキュウリ果実中濃度を示す。両グラフともに縦軸はそれぞれの濃度分布の 95% タイル値

を示す。
2）散布農薬をディルドリン 4% 粉剤（使用量 3kg/10 a）とし、1954 〜 1970 年の期間において 4 年に 1 回の頻度で

散布されたと想定。
3）平均気温は東日本 13.0℃、西日本 16.0℃、全炭素含量は東日本 4.51%、西日本 3.76%。
4）台木品種はゆうゆう一輝黒タイプ、キュウリの品種はシャープ 1。

図 12103-9　活性炭投入量の違いによるキュウリ果実中ディルドリン濃度の分布
1）濃度分布はそれぞれ活性炭無添加区、50 kg/10 a、150 kg/10 a、500 kg/10 a 投入区の推定結果を示す。
2）矢印はキュウリ果実中ディルドリン濃度の実測値（摘心栽培で 6-10 節の第 1 側枝より収穫した果実中濃度）を

表す。
3）散布農薬をディルドリン 4% 粉剤（使用量 3kg/10a）とし、1954 〜 1970 年の期間において年 1 回の頻度で散布

されたと想定。
4）土壌は褐色低地土（TC=1.4%）、台木品種はゆうゆう一輝黒タイプ、キュウリの品種はシャープ 1。半促成で栽培。
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褐色低地土で 0.811 が導かれた。従って、ズッキー
ニの作付けを N 回実施した場合、土壌残留濃度の
低減率 fZ-N は次式で示される（褐色低地土の場合）。

（11）

（8）式により得られるキュウリ果実中ディルドリ
ン濃度 CP-fruit に、（11）式の低減率 fZ-N を乗じるこ
とにより、ズッキーニ栽培を N 回実施し、その後
キュウリを栽培した場合の果実中ディルドリン濃度
を推定することができる。本手法により、現地の施
設においてズッキーニ作付け回数の違いによるキュ
ウリ果実中ディルドリン濃度分布を推定した結果、
実測濃度の傾向を再現することができた（図 12103-
10）。

エ　考　察
（ア） POPs 物質の全国的な土壌残留濃度分布の

推定
本研究では、FOMC モデルをベースとした POPs

の土壌残留濃度の予測手法を開発したが、土壌中で
の消長に大きく影響を及ぼす全炭素含量及び温度を
キーパラメータとすることにより、簡便かつ実用的
な予測が可能となった。また、土壌データベースを
活用し、土壌群別や都道府県別に全炭素含量や仮比
重のバラツキを考慮した土壌残留濃度の分布を把握
することで、残留濃度が相対的に高くなる地域や土

壌の種類を推定することが可能となった。
（イ） ドリン類等の作物残留濃度分布の推定
ドリン類の作物残留濃度は、前述の土壌残留濃

度をベースにキュウリ茎葉部への移行率と全炭素
含量との関係により推定手法を確立した。また、作
物の生理的要因（品種、栽培温度、着果部位等）を
考慮することにより、特定の栽培条件でのキュウリ
果実中ディルドリン濃度分布を推定することが可能
となった。全炭素含量及び温度は、土壌及び作物残
留濃度を推定する上で重要なパラメータである。な
お、全炭素が少ないほど土壌中濃度が低くなるが作
物への移行率は高くなる、また、温度が高いほど土
壌中濃度が低くなるが作物移行率は高くなる、とい
うトレードオフの関係にある。東日本は西日本に比
べて平均気温が低く全炭素が多いことから、前述の
トレードオフの状況にあるが、確立した推定手法に
より、最終的には東日本で果実中ディルドリン濃度
が高くなることを定量的に明らかにした。
（ウ） リスク低減化技術による作物残留リスク低

減効果の評価
活性炭投入やズッキーニ栽培による作物残留リス

クの低減効果は、土壌の種類により大きく異なるが、
確立した推定手法を用いることにより、土壌の種類
や残留濃度の程度に応じた適切な活性炭投入量や
ズッキーニ作付け回数を提示することが可能となっ
た。

図 12103-10　ズッキーニ栽培によるキュウリ果実中ディルドリン濃度の分布
1）濃度分布はズッキーニ無栽培、2 作栽培、4 作栽培区の推定結果を示す。
2）矢印はキュウリ果実中ディルドリン濃度の実測値（摘心栽培で 6-10 節の第 1 側枝より収穫した果実中濃度）を

表す。
3）散布農薬をディルドリン 4% 粉剤（使用量 3kg/10 a）とし、1954 〜 1970 年の期間において 2 年に 1 回の頻度で

散布されたと想定。
4）土壌は褐色低地土（TC=1.4%）、台木品種はゆうゆう一輝黒タイプ、キュウリの品種はシャープ 1。半促成で栽培。
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オ　今後の課題
本研究で確立した土壌中及びキュウリ果実中ディ

ルドリン残留濃度の推定手法は、実用的な予測が可
能であることを示したが、推定した濃度分布の妥当
性を検証するためには、全国を網羅する土壌残留に
関する実測データが必要である。また、現在使用さ
れている農薬の後作物残留問題（前作で使用した農
薬が土壌へ残留し、その後に栽培された作物への移
行・残留し、残留基準値を超過する事例）について、
その動態解明やリスク評価手法の開発が求められて
いる。今後、農薬の後作物残留リスク評価手法の開
発に際し、本研究で得られた成果を活用することが
可能である。

カ　要　約
FOMC モデルを用いた POPs 物質の土壌残留濃

度を推定する手法を開発し、土壌データベースを活
用することにより土壌群別にディルドリン濃度分布
を推定した。その結果、全炭素含量が多い黒ボク土
で残留濃度が高くなることが示唆された。土壌から
キュウリ茎葉部への移行率と全炭素含量との関係及
び作物の生理的要因（品種、栽培温度、着果部位等）
を考慮した、特定の栽培条件でのキュウリ果実中
ディルドリン濃度分布を推定する手法を開発した。
本手法を用い、東日本と西日本とに分けて、キュウ
リ果実中ディルドリン濃度を推定した結果、東日本
で濃度が高くなることが示唆された。活性炭投入量
と果実中ディルドリン濃度の低減率との関係、及び
ズッキーニ作付け回数と土壌中ディルドリン濃度の
低減率との関係を用い、活性炭投入及びズッキーニ
栽培による作物残留濃度の低減効果を推定する手法
を開発した。本手法により、これらのリスク低減化
技術を導入した場合の残留濃度を推定した結果、実
測値の傾向を再現することができた。

キ　引用文献
1） Gustafson, D. I. and Holden （1990）. Nonlinear 
pesticide dissipation in soil: A new model based 
on spatial variability. Environ. Sci. Technol. 
24:1032-1038.

2） 大谷卓・清家伸康 （2009）. ドリン系農薬汚染土
壌の総合管理技術の開発 . 農林水産生態系におけ
る有害化学物質の総合管理技術の開発（プロジェ

クト研究成果シリーズ 471）農林水産省農林水産
技術会議事務局 .459-465.

研究担当者（稲生圭哉 *、神山和則）

（4）POPs の吸収および地上部への移行の生理
機構の解明および環境要因の解析
ア　研究目的
第 2 章・1・（1）及び（2）の課題では、栽培土

壌の分析からキュウリ及びカボチャ果実中の POPs
（ディルドリンやヘプタクロル類）濃度を予測する
ための技術開発を行った。しかしながら、同一土壌
で栽培しても、ウリ科野菜の作物残留濃度は品種・
作型・着果部位・年次等の要因で変動することが予
想された。実際、残留土壌で生育させたキュウリの
果実中ディルドリン濃度は台木に依存した品種間差
異が存在すること 1）、カボチャ茎葉部の PCB 濃度
は根からの距離が離れるほど低下すること 2）等の
報告がある。また、経験的にではあるが、キュウリ
果実中ディルドリン濃度は作型により異なり、春採
り（半促成）> 秋採り（抑制）の傾向があることが
知られている。

そこで、本課題では土壌中濃度以外にウリ科野菜
の POPs 残留濃度に影響を及ぼすと考えられる生理
的な要因（日長や温度といった生育環境及び着果部
位）を明らかにするとともに、ほ場で栽培したキュ
ウリ及びカボチャについて、品種・作型・着果部位・
年次の違いによる果実中 POPs 濃度の変動幅を把握
する。また、POPs 残留ほ場において栽培するべき
キュウリ及びカボチャの代替作物を検討する。

イ　研究方法
（ア） ウリ科植物の POPs 吸収・体内移行に影響

を及ぼす要因の解明
a 　生育環境（土壌水分・温度・日長・照度）

ディルドリン残留黒ボク土（ディルドリン：325 
µg/kg 乾重）を 600 mL 容ポリポットに充填し、人
工気象室内でキュウリ台木用カボチャ（品種：‘ゆ
うゆう一輝黒タイプ’）を生育させた。栽培は、パー
ライトに播種して 10 日間育苗した後残留土壌に移
植し、ここで 18 日間生育させ、茎葉部を収穫した。
各環境要因は、土壌水分：最大容水量の 50 〜 90%、
気温：17 〜 33℃、日長：4 〜 20 h、照度：4 〜 35 
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klx、に設定し、それぞれの条件ごとに 4 連で行った。
収穫後の茎葉部ディルドリン含量を定量した。　

b 　着果部位
ディルドリン残留黒ボク土（ディルドリン ;415 

µg / kg 乾重）を 15 L 容のポットに充填し、人工
気象室（昼 25℃・14 h- 夜 18℃・10 h）内で、接木
キュウリ（台木品種：‘ゆうゆう一輝黒タイプ’、穂
木品種：‘シャープ 1’）を 4 連で栽培した。主枝は 
20 節で摘芯、1-5 節は葉・果実・側枝を全て除去、
以降の第 1 側枝・第 2 側枝は 2 節で摘芯し、第 3 側
枝は全て摘芯、果実は各節 1 本として残りは速やか
に摘果した。主枝・第 1 側枝・第 2 側枝のそれぞれ
について果実を各節ごとに収穫し、ディルドリン濃
度を測定した。
（イ） 各種要因によるキュウリ及びカボチャ果実

中 POPs 濃度の変動幅
a 　品種・作型・着果部位の違い

ディルドリン残留灰色低地土ほ場（ディルドリン：
239 µg / kg 乾重）において、接木キュウリ 4 品種（台
木：‘ゆうゆう一輝黒タイプ’、‘きらめき’、‘ひか
りパワーゴールド’及び ‘新土佐 1 号’、穂木品種
はすべて‘シャープ 1’）を 3 作型連作した。主枝
は 20 節で摘芯、1-5 節は葉・果実・側枝を全て除去、
以降の第 1 側枝・第 2 側枝は 2 節で摘芯し、第 3 側
枝は全て摘芯した。栽培概要は以下の通りである。
露地栽培：2008 年 5 月 30 日定植、同 7 月 3 日〜 8
月 8 日収穫；抑制栽培：2008 年 7 月 30 日定植、同
8 月 28 日〜 11 月 6 日収穫；半促成栽培：2009 年 4
月 14 日定植、同 5 月 13 日〜 7 月 17 日収穫。試験
はそれぞれの作型・品種毎に 4 連で行った。果実は
収穫期に株別に主枝、第 1 側枝、第 2 側枝の 6-10、
11-15、16-20 節に分けて採取し、ディルドリン濃度
を定量した。

b 　年次変動
ヘプタクロル類残留ほ場（#1）でカボチャを 4

年間（2009・2010・2011・2012）連作し、適期に一
番果を収穫、キュアリングを行った後、果実中ヘプ
タクロル類（ヘプタクロル + ヘプタクロル cis- エ
ポキシド）濃度を測定した。また、ディルドリン残
留 4 ほ場（#2 〜 #5）で接木キュウリを 4 年間（2009・
2010・2011・2012）連作し、第 1 側枝 6 − 10 節の
果実を適期に収穫、果実中ディルドリン濃度を測定
した。試験ほ場の概要は以下の通り。#1 火山放出

物未熟土畑−露地栽培、6 月中旬定植− 8 月下旬収
穫；#2 灰色低地土畑−露地栽培、6 月定植− 7 月
収穫；#3 黒ボク土畑−露地栽培、6 月定植− 7 月
収穫；#4 黒ボク土畑−越冬栽培、9 月定植− 11 月
収穫；#5 褐色低地土畑（2 作 / 年）、半促成栽培：
4 月定植− 5 月収穫、抑制栽培：8 月定植− 9 月収穫。
栽培品種は表 12104-1 に示した。各試験区ともに 3
連で行った。
（ウ） POPs 残留ほ場における代替作物の検討
ディルドリン残留黒ボク土ほ場（ディルドリン：

68 〜 125µg/kg 乾重）において、各種野菜（ウリ
科 5 種及び非ウリ科 13 種）を栽培、それぞれ適期
に収穫し、食品衛生法で定められた部位について
ディルドリン濃度を測定した。試験ほ場内各作物栽
培区の土壌中ディルドリン濃度に幅があったため、
各作物栽培区の土壌を採取し、各々のディルドリン
濃度を測定した。作物ごとのディルドリン残留の程
度を比較するに際しては、各作物中ディルドリン濃
度と各栽培区土壌中ディルドリン濃度から求めた
BCF 値（生物濃縮係数 : 作物体中ディルドリン濃度
/ 土壌中ディルドリン濃度）を「移行係数」と定義し、
これを解析に用いた。各栽培区とも 3 連で行った。

ウ　研究結果
（ア） ウリ科植物の POPs 吸収・体内移行に影響

を及ぼす各種要因
a 　生育環境の影響

カボチャ幼植物の茎葉中ディルドリン濃度は生育
環境の違いにより増減した（図 12104-1）。以下に要
因別の反応を記す。

土壌水分 : 最大容水量の 50% 〜 90% の範囲で、
土壌水分が上昇するにつれて茎葉中ディルドリン濃
度は低下。

気温：17℃〜 33℃の範囲で、気温が上昇するに
つれて茎葉中ディルドリン濃度は上昇。

日長：光照射時間を長くしていくにつれて、日長
4h 〜 16h の範囲では茎葉中ディルドリン濃度は上
昇し、日長 20 h では低下。

照度：照度を強めていくにつれて、5 〜 15klx の
範囲では茎葉中ディルドリン濃度は上昇し、それ以
上の照度では頭打ち。

b 　着果部位の影響
キュウリ果実中ディルドリン濃度は、収穫日（定
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植後日数）との間には関係が認められなかった（デー
タ省略）。一方、主枝・第 1 側枝・第 2 側枝ともに、
着果節位との間には明瞭な負の相関が認められ , 高
位節になるほど果実中ディルドリン濃度は直線的に
低下していた（図 12104-2）。
（イ） 各種要因によるキュウリ及びカボチャ果実

中 POPs 濃度の変動幅
a 　品種・作型・着果部位の違い

同一ほ場で栽培した接木キュウリにおいて、果実
中濃度は品種、作型、着果部位により変動した。各

台木品種のキュウリ果実中ディルドリン濃度を比較
すると、いずれの作型においても、‘ゆうゆう一輝
黒タイプ’≒‘きらめき’<‘ひかりパワーゴールド’
<‘新土佐 1 号’の順となった（図 12104-3）。

各作型間で果実中ディルドリン濃度を比較する
と、いずれの品種においても半促成栽培 > 露地栽
培 > 抑制栽培となり、作型の違いが果実中濃度に
影響を与えることが明らかとなった。この傾向は低
吸収性品種（‘ゆうゆう一輝黒タイプ’及び‘きら
めき’）において顕著であり、半促成栽培と抑制栽

表 12104-1　4 年間ほ場で栽培されたウリ科野菜中 POPs の果実濃縮係数（果実中濃度 / 土壌中濃度）の変動

1）＊ 1　＃ 1 カボチャ−ヘプタクロルエポキシド、他はキュウリ（接木）−ディルドリン。
2）＊ 2　＃ 2 〜＃ 5 は台木カボチャ品種、穂木品種はすべてシャープ 1。
3）＊ 2　栽培年。
4）＊ 4　Mean_y、SD_y、CV%_y：4 品種の平均、標準偏差、変動係数。
5）＊ 5　Mean_cv、SD_cv、CV%_cv：4 品種の平均、標準偏差、変動係数。
6）＊ 6　＃ 5 は場では半促成−抑制の 2 作 / 年　栽培。
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培の間の変動幅は‘ゆうゆう一輝黒タイプ’が最も
大きかった。

また、着果節位で比較すると、いずれの品種、作
型においても、主枝、第 1 側枝、第 2 側枝ともに下
位節（6-10 節）> 中位節（11-15 節）> 上位節（16-20
節）という傾向になり、果実中濃度は着果部位によっ
ても異なっていた。

b 　年次変動
各試験ほ場内の土壌中 POPs 濃度に幅があったた

め、解析には果実濃縮係数（FCF = 果実中濃度 /
株元土壌中濃度）を用いた。FCF の年次変動幅は、
#1（この地点のみカボチャ - ヘプタクロル類）では
1.4 倍（CV=14%）、#2（以下 #5 までキュウリ - ディ
ルドリン）では 1.9 倍（CV=30%）、#3 では 1.5 倍

（CV=18%）、#4 で は 2.9 倍（CV=41%）、#5 で は
半促成栽培で 1.2 倍（CV=9%）、抑制栽培で 1.5 倍

（CV=16%）となった（表 12104-1）。露地栽培に比べ、
環境が制御された施設栽培（#5）の変動幅が小さ
い傾向にあった。

一方、品種間の変動幅は 2 〜 3 倍程度（CV は 33
〜 57%）であった。この試験においても接木キュ
ウリの果実中ディルドリン濃度が台木品種に依存す
ることが確認され、その序列は概ね‘ときわパワー
Z2’<‘ゆうゆう一輝黒タイプ’<‘ゆうゆう一輝
白タイプ’<‘ひかりパワーゴールド’<‘新土佐 1 号’
となった。品種の違いによる FCF の変動幅は、#2
では 3 倍（CV=50%）、#3 では 1.8 倍（CV=38%）、
#5 では半促成栽培で 1.8 倍（CV=32%）、抑制栽培

図 12104-1 　人工気象室内で生育させたカボチャ幼植物の茎葉中ディルドリン濃度に及ぼす土壌水分、気温、日長、
照度の影響

図 12104-2　着果節位とキュウリ果実中ディルドリン濃度の関係
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で 2.2 倍（CV=42%）となった。
（ウ） POPs 残留ほ場における代替作物の検討
各作物のディルドリン移行係数（作物可食部中濃

度 / 土壌中濃度）を比較すると、ウリ科ではスイカ
を除いて 0.2 〜 0.4 と高かった。一方、非ウリ科作
物では大部分でディルドリンの残留がみられなかっ
たが、バレイショ、ニンジン、ダイコンのように可
食部が土壌と接する一部の野菜では移行係数が比較
的高い傾向にあった（図 12104-4 左）。

可食部へのディルドリン移行係数を各作物の残
留基準値（「不検出」と設定されている場合は 0.005 
ppm とした）で除し、基準値超過指標値を算出し
た（図 12104-4 右）。ウリ科の中でもカボチャ、ズッ
キーニ、キュウリの可食部への移行係数はほぼ同じ
値（0.3 〜 0.4）だったが、カボチャ、ズッキーニは
残留基準値が高く設定されている（0.1 ppm）ため、
指標値は残留基準値が低く設定されているキュウリ

（0.02 ppm）よりも低くなった。一方、ダイコンや

バレイショは、可食部への移行係数はこれらのウリ
科野菜よりも低いが、残留基準値が低い（0.02 ppm
及び「不検出」）ため、指標値はカボチャやズッキー
ニと同等の値となった。

エ　考　察
（ア） ウリ科植物の POPs 吸収・体内移行に影響

を及ぼす各種要因
残留土壌で生育させたカボチャ幼植物の茎葉中

ディルドリン濃度は、土壌水分・気温・日長・照度
を変化させることにより変動した。このことは、同
一土壌で生育したとしても、気候や作期によってウ
リ科野菜中の POPs 濃度が変動することを示唆して
いる。茎葉中ディルドリン濃度が上昇する条件は、
土壌水分の減少、気温の上昇、長日長及び多照であ
り、これらがあてはまる条件、すなわち季節的には
晩春〜夏採りの作型、気候的には「空梅雨」の年に、
ウリ科野菜の POPs 残留濃度が高まることが予想さ

図 12104-3　同一ほ場で栽培した接木キュウリの作型、品種、着果節位の違いによる果実中ディルドリン濃度の変動
1）品種名は接木キュウリの台木用カボチャ。なお、穂木はすべてシャープ 1。
2）グラフのバーは品種毎に左から、種枝 6-10 節、11-15 節、16-20 節、第 1 側枝 6-10 節、11-15 節、16-20 節、第 2

側枝 6-10 節、11-15 節、16-20 節の着果果実を混合・調製した試料の濃度。
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成栽培 > 露地栽培 > 抑制栽培となったが、この結
果は（ア）a で得られた、カボチャ幼植物における「高
温、長日長 , 高照度に伴う茎葉中濃度の上昇」と整
合しており、作型の違いによる果実中濃度の変動は
生育環境、特に温度及び光条件に起因するものと考
えられる。また、着果節位で比較すると、いずれの
品種、作型においても、主枝、第 1 側枝、第 2 側枝
ともに下位節 > 中位節 > 上位節という傾向になり、
この結果も（ウ）b で得られた人工気象室内ポット
試験の結果と整合していた。以上のように、ほ場試
験において得られたキュウリの果実中ディルドリン
濃度の変動は、今回あるいはこれまでにポット試験
で得られていた台木カボチャ品種の吸収能力、生育
環境、着果部位のそれぞれの実験で得られた結果か
ら説明することが可能であり、キュウリの果実中濃
度の変動要因が明らかとなった。

これらの変動要因に試験（イ）b の現地 4 ほ場の
4 年間の年次変動のデータを加え、各種要因による
キュウリ果実中ディルドリン濃度の変動幅の大小を
考察した。試験（イ）b のキュウリ - ディルドリン
の 4 ほ場試験における年次変動と品種間差の CV 値
を比較すると、年次による変動幅は 1.2 〜 1.9 倍（CV
は 9 〜 30%）（ただし、果実中濃度が低かった #4
場のデータは除く）、品種の違いによる変動幅は 1.8
〜 3 倍（CV は 32 〜 50%）となり、年次変動は品

れる。
キュウリ果実中濃度は着果部位によっても変動

し、低位節ほど高く、高位節になるほど低下してい
くという現象を明らかにした。この現象は PCBs を
吸収させたカボチャ茎葉部濃度の変動傾向（根から
の距離が離れるほど低下）2）と一致する。ウリ科は
植物の中で POPs 物質を根から茎葉部へと輸送する
メカニズムを持つことが知られている 3）が、ウリ
科植物にとっても POPs を体内で移行させることが
容易ではないことを示唆している。キュウリの果実
中濃度が着果部位によって数倍〜数十倍に変動する
ことから、地点や品種間での作物汚染度を比較する
際には、同一部位の試料を用いることに留意しなけ
ればならない。
（イ） 各種要因によるキュウリ及びカボチャ果実

中 POPs 濃度の変動幅
同一ほ場で品種、作型を変えて栽培した接木キュ

ウリにおいて、台木品種の違いによるキュウリ果実
中ディルドリン濃度を比較すると、いずれの作型に
おいても、‘ゆうゆう一輝黒タイプ’≒‘きらめき’
<‘ひかりパワーゴールド’<‘新土佐 1 号’となっ
た。この序列は、ポット試験で得られていたもの 1）

と同様の結果であり、現地ほ場においても果実中濃
度が台木品種により異なることが確認された。各作
型間で比較すると、いずれの品種においても、半促

図 12104-4 　残留ほ場で栽培・収穫した各種作物の可食部へのディルドリン移行係数（左）、及び残留基準超過指標
値の相対値（右）

1）移行係数：可食部中濃度（mg/kg 生重）を土壌中濃度（mg/kg 乾重）で除した値。
2）基準値超過指標値：移行係数を各作物の残留基準値で除した値。
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部への移行係数はウリ科野菜よりも低いが、その残
留基準値が低いため、指標値はカボチャやズッキー
ニと同等の値となった。したがって、ディルドリ
ン残留ほ場におけるキュウリの代替作物として
は、他のウリ科作物とともに、残留基準値の低い
根菜類（ダイコン）やイモ類（バレイショ）は避
けるのが適切と考えられる。

オ　今後の課題
ウリ科野菜中 POPs 濃度の変動要因の解析から、

品種の違いによる影響が大きいことが明らかとなっ
た。このことは、基準値超過を回避する上で低吸収
性品種への転換が有効であることを示している。し
かし、現行では実用的な「極低吸収性」の品種は存
在せず、品種転換はその適用が軽度な汚染ほ場に限
られる。したがって、重度な汚染ほ場では代替作物
への転換を選択せざるを得ないが、その場合は収益
性の点も考慮した作物選択が必要である。

カ　要　約
ウリ科植物における POPs の吸収・体内移行は、

生育環境（土壌水分・気温・日長・照度）及び着果
部位が変動要因として寄与することを明らかとし
た。これらの要因の影響により、実際のほ場におけ
るウリ科野菜の POPs 濃度は、その寄与度の順に、
品種 > 着果節位≒作型 > 年次　によって変動した。
POPs 残留ほ場における代替作物としては、ウリ
科野菜とともに、残留基準値の低い根菜類（ダイ
コン）やイモ類（バレイショ）は避けるのが適切
と考えられる。

キ　引用文献
1） Otani, T. and Seike, N. （2007）.Rootstock 
control of fruit dieldrin concentration in grafted.

2） cucumber （Cucumis sativus）. J. Pestic. Sci. 
32:235–242.

3） Whitfield Åslund M. L. et al. （2007） .In situ 

phytoextraction of polychlorinated biphenyl — 
（PCB） contaminated soil. Sci. Total Environ. 
374:1-12.

4） Murano, H. et al. （2010）. Dieldrin uptake and 
translocation in plants growing in hydroponic 
medium. Environ. Toxicol. Chem. 29:142-148.

種による変動に比べて小さいようである。試験（イ）
a のキュウリ - ディルドリンの輪作試験の結果を解
析すると、変動幅は品種間で 4 倍（CV=74%）、作
型間で 1.6 倍（CV=26%）、着果節位（主枝・第 1 側枝・
第 2 側枝の 6-10・11-15・16-20 節）間で 2 倍（CV=27%）
であった。以上まとめると、同一地点で栽培したキュ
ウリのディルドリン濃度はその寄与度の順に、品種
> 着果節位≒作型 > 年次、の各要因の影響を受け
るものと考えられた。カボチャ - ヘプタクロル類の
場合は年次のみのデータであるが、年次変動幅は 1.4
倍（CV=14%）で、キュウリ - ディルドリンの場合
と同程度であった。

以上の結果から、「栽培土壌の分析からキュウリ
及びカボチャ果実中の POPs 濃度を予測する」ため
には、例えば予測式を立てる場合、品種及び作型の
違いを考慮するとともに、濃度が最大となる下位節

（株元に近い部位）を対象とするなどの工夫が必要
である。
（エ） POPs 残留ほ場における代替作物
ディルドリン残留ほ場で栽培した各種作物の

ディルドリン移行係数（作物可食部中濃度 / 土壌中
濃度）を比較すると、従来からの報告にあるように
ウリ科で高い傾向が認められた 4）。一方、非ウリ科
作物ではバレイショ、ニンジン、ダイコンのように
可食部が土壌と接する一部の野菜では移行係数が比
較的高い傾向にあった。ここではデータを省略した
が、非ウリ科のバレイショ、ニンジン、ダイコンで
は外皮部でのみディルドリンが検出され、内部及び
茎葉部では定量下限以下だったのに対し、ウリ科野
菜では果皮、果肉、中央部及び茎葉部でほぼ一様に
ディルドリンの残留がみられた 5）。これらのことか
ら、ウリ科野菜は土壌からディルドリンを吸収する
ことにより果実への残留が生じるのに対し、非ウリ
科野菜はディルドリンを吸収したのではなく、土壌
が付着することによりディルドリンが検出されたも
のと推測される。

POPs 残留ほ場における代替作物を検討する場
合、「吸収移行性」以外に「残留基準値の大小」
を考慮する必要がある。そこで、可食部へのディ
ルドリン移行係数を各作物の残留基準値で除した

「基準値超過指標値」を定義した。この数値は概念
的に「基準値超過までどの程度の余裕があるか」を
示すものである。ダイコンやバレイショでは、可食
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ディルドリン汚染土壌でニンジン（ベータ 312）
とバレイショ（男爵、キタアカリ）を栽培した。ニ
ンジンについては、茎葉部と根部に分け、根部を皮
層部と髄質部に分割し、髄質部についてはさらに同
心円状に分割（外側、内側と中心部）し、計 5 部位
を分析した。この試験は 4 個体を用いて行った。バ
レイショについては皮層部と髄質部に分割し、髄質
部についてはさらに同心円状に分割（外側と中心部）
した。この試験は 3 個体を用いて行った。
（ウ） 調理工程におけるウリ科野菜中 POPs の消

長
ウリ科野菜の主要な調理工程である漬け込みや煮

沸過程における POPs 濃度変動を検討した。漬け込
みについては、ディルドリン汚染土壌で栽培した
キュウリ（台木品種 : ひかりパワーゴールド、穂木
品種 : シャープ 1）果実を細断し、10 g（湿重あたり）
を 量 り と り、 各 種 濃 度 の NaCl 水（0% 〜 100%、
100% は NaCl のみ）を 10 mL 加え（固液比 1:1）、
25℃の条件下で 24 時間浸漬した。裁断した果実と
染み出てきた液体部に分け、それぞれディルドリン
分析に供した。煮沸については、ディルドリン汚染
土壌で栽培したカボチャ（えびす）果実を細断した。
そのうち 10 g（湿重あたり）を量りとり、100 mL
の沸騰水中で 10 分間煮沸した。裁断した果実と液
体部に分け、それぞれディルドリン分析に供した。
（エ） ディルドリン、ヘプタクロル類の分析方法
作物体は、200 mL のアセトン（和光純薬、残留

農薬試験用）中でホモジナイズ後、ケイソウ土カ
ラム（GL サイエンス、InertSep K-solute）に抽出
液を添加しヘキサン（和光純薬、残留農薬試験用）
100 mL でディルドリンやヘプタクロル類を溶出し
た。その後、グラファイトカーボン /PSA カラム

（SUPELCO、Envi-Carb/PSA）に添加し、ヘキサ
ン 10 mL でディルドリンやヘプタクロル類を溶出
することにより精製し、ENV-8MS（関東化学）を
装填した GC/MS（Agilent Technologies、HP6890-
5973N）でディルドリンやヘプタクロル類を測定し
た。

ウ　研究結果
（ア） ウリ科野菜における POPs の体内分布
キュウリ及びズッキーニ中ディルドリン濃度は、

1 個体の果皮、果肉、種衣・胎座部において花落部側、

5） 山本公昭ら （1973）. 野菜の種類別にみた有機塩
素系殺虫剤の残留比較 . 高知農林研報 .5:1-8.

6） Saito, T. et al. （2012）. A comparison of dieldrin 
residues in various vegetable crops cultivated in 
a contaminated field. Soil Sci. Plant Nutr. 58:373-
38.

研究担当者（大谷卓 *、清家伸康、上野達、中本洋、
岡本真理、山田哲平、齋藤隆、成田伊都美、佐藤賢
一、山﨑晴民、遠藤昌伸、橋本良子）

（5）調理・加工段階におけるPOPsの減衰要因
の解析
ア　研究目的
過去に農薬として使われていたドリン類やヘプタ

クロル類が土壌中に長期に残留し、キュウリやカボ
チャのみならず、バレイショからも残留基準値を上
回る濃度で検出された事例が報告されている。近年、
食品安全に対して国民の関心が高く、栽培・収穫と
いった生産段階だけではなく、調理・加工段階に
おける POPs の減衰を明らかにする必要があるが、
その研究例は極めて少ない（Tsutsumi et al.1））。そ
こで、POPs 汚染が懸念されるウリ科野菜及び根菜
類の部位別の残留濃度と量を明らかにし、果実中
POPs 分布の均質性を解明する。さらに、調理・加
工段階における POPs の分解、生成、滲出、といっ
た減衰要因を解明した。

イ　研究方法
（ア） ウリ科野菜における POPs の体内分布
ディルドリン汚染土壌で栽培したキュウリ果実

（台木品種:ひかりパワーゴールド、穂木品種:シャー
プ 1）とズッキーニ（ブラックトスカ）を、1 個体
について 9 分析部位中（花落部側、中央、花梗側に
分割し、さらにそれらを 果皮、果肉、種衣・胎座
部に分割）のディルドリンを分析した。なお、この
試験は 4 個体を用いて行った。カボチャ（えびす）
については、ディルドリン及びヘプタクロル類汚染
土壌で栽培し、果実 1 個体につき 16 分析部位（果
実を 8 分割し果皮と果肉に分離）に分割し、ディル
ドリン及びヘプタクロル類を分析した。なお、この
試験は 4 個体を用いて行った。
（イ） 根菜類、イモ類における POPs の体内分布
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果肉、種衣・胎座部）分配比は、個体間で明瞭な差
は観察されず、植物体重の分配と概ね一致した（図
12105-3 と図 12105-4）。

カボチャ果肉中ディルドリン及びヘプタクロル類
濃度分布は均一であった。果皮についても果実ほ

中央、花梗側では濃度差はみられなかった。湿重あ
たりのディルドリン濃度は、果皮、果肉、種衣・胎
座部間では差があるものの乾重あたりでは濃度差は
みられなかった（図12105-1と図12105-2）。一方、キュ
ウリ及びズッキーニ中ディルドリン量の体内（果皮、

図 12105-2　ズッキーニ中部位別ディルドリン濃度分布
（左図 : 湿重あたり、右図 : 乾重あたり）

図 12105-1　キュウリ中部位別ディルドリン濃度分布
（左図 : 湿重あたり、右図 : 乾重あたり）

図 12105-3 　キュウリ果実中ディルドリン量及び、植
物体量の分配比

図 12105-4 　ズッキーニ果実中ディルドリン量及び、
植物体量の分配比
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どではないものの均一であり地面に接している果
皮中濃度が高いわけではなかった（図 12105-5 と図

12105-6）。また、湿重あたりのディルドリン及びヘ
プタクロル類濃度は、果皮、果肉間では差があるも

図 12105-5　カボチャ中ディルドリンの部位別濃度分布（上図：果肉、下図：果皮）

図 12105-6　カボチャ中ヘプタクロル類の部位別濃度分布
（上図 : 果肉、下図 : 果皮）
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図 12105-7 　カボチャ中ディルドリン量及び、植物体
量の体内分配比

のの、乾重あたりでは濃度差は確認できなかった。
カボチャ中ディルドリン及びヘプタクロル類量の体
内（果皮、果肉）分配比は、個体間で明瞭な差は観
察されず（図 12105-7 と図 12105-8）、植物体重の分
配と概ね一致した。

以上のことから、ウリ科果実中 POPs 濃度は均一
に分布し、一つの果実を等分すれば、コントロール
を設定し加熱等の調理加工に関する試験を行うこと
ができることがわかった。
（イ） 根菜類、イモ類における POPs の体内分布
ニンジン及びバレイショ中ディルドリン残留濃度

は、皮層部で最も高く、髄質部の外側と中心部では
定量下限以下であり、体負荷量は茎葉部、皮層部、

髄質部の外側で 99% 以上が占められた（図 12105-9
と図 12105-10）。したがって、これらの作物ではディ
ルドリンが吸収されたわけではなく、ディルドリン
が吸着した土壌が皮層部に付着している、あるいは、
土壌溶液を介してディルドリンが皮層部表面に吸着
していると考えられた。
（ウ） 調理工程におけるウリ科野菜中 POPs の消

長
キュウリの漬け込みを想定し、各種濃度の NaCl

水に 25℃の条件下で 24 時間浸漬した結果、NaCl
濃度にかかわらず、果実に残留しているディルドリ
ンのうち概ね 5% が溶出した（図 12105-11）。さらに、
煮沸によるカボチャ果実からのディルドリンの溶

図 12105-8 　カボチャ中ヘプタクロル類量及び、植物
体量の体内分配比

図 12105-9 　ニンジン中ディルドリン負荷量の部位別
割合

図 12105-10 　バレイショ中ディルドリン負荷量の部
位別割合
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出は 1% 程度に過ぎないことが分かった（図 12105-
12）。

エ　考　察
ウリ科野菜においてはディルドリンがすべて

の部位に均一に分布しているのに対し、根菜類、
イモ類では、ディルドリンが土壌と接する皮層部
に蓄積していることが示された。Briggs et al.2）や
Dettenmaire et al.3）は、水耕試験によりオクタノー
ル・水分配係数（log Kow）が 4 以上の物質は地上
部移行されにくいことを明らかにしている。ディル
ドリン等 POPs の log Kow は概ね 5 以上であるこ
とから、ウリ科野菜によるディルドリン等 POPs の

特異的吸収メカニズムが存在していることが推察さ
れる。Murano et al. は各種作物の導管液へのディ
ルドリン溶解性を検討した結果、ウリ科野菜の導管
液のみ溶解 4）性を確認した。したがって、ウリ科
野菜の特異性は、根皮層部から内部への移行と導管
液を介した地上部への輸送と考えられる。

一般に POPs は、熱や酸・アルカリに対して極め
て安定である。調理工程（漬け込み、煮沸）を想定
したいずれの試験においても、試験前後におけるウ
リ科野菜中 POPs 濃度は大きく変動せず、物質収支
が一致していることから、調理工程における分解、
生成、滲出は起こらないと推察された。しかし、根
菜類、イモ類では皮層部を除去することにより、人
体への POPs 摂取量を低減するとことが可能である
と思われる。

オ　今後の課題
（ア） 農薬類の調理・加工段階における減衰要因

の解析
農薬類は POPs に比べ熱や酸・アルカリに対して

不安定であり、水溶解度も高い。したがって、調理・
加工段階において分解や滲出が生じる可能性がある
ため、人体への摂取量低減の観点からも必要である
と思われる。

カ　要　約
（ア） ウリ科野菜、根菜類、イモ類の POPs 体内

図 12105-11　 NaCl 水へのキュウリ果実からのディルドリンの溶出　
溶出割合　=　NaCl 水 /（NaCl 水 + キュウリ果実）、固液比 1:1

図 12105-12 　煮沸によるカボチャ果実からのディル
ドリンの溶出割合　

（固液比 1:1、煮沸 10 分間、コントロールは 25℃の水）
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分布
ウリ科野菜においてはディルドリンがすべての部

位に均一に分布しているのに対し、根菜類、イモ類
では、ディルドリンが土壌と接する皮層部に蓄積し
ていることが示された。一般に、log Kow は概ね 5
以上である POPs は地上部へ移行しないとされてい
ることから、ウリ科野菜は、根皮層部から内部への
移行と導管液を介した地上部への輸送において特異
的な機能を有することが示された。
（イ） 調理工程におけるウリ科野菜中 POPs の消

長
調理工程（漬け込み、煮沸）を想定したいずれの

試験においても、試験前後におけるウリ科野菜中
POPs 濃度は大きく変動せず、調理工程における分
解、生成、滲出は起こらないと推察された。

キ　引用文献
1） Tsutsumi T. et al. （2003）. Validation of the 
CALUX bioassay for the screening of PCDD/Fs 
and dioxin-like PCBs in retail fish. The Analyst. 
128:486-492. 

2） Briggs G. G. et al. （1982）. Relationship be-
tween l ipophi l ic ity and root uptake and 
translocation of non-ionized chemicals by 
barley. Pesticide Science. 13:495-504.

3） Dettenmaier E. M.et al. （1982）. Chemical 
hydrophobicity and uptake by plant roots. 
Environmental Science and Technology. 
43:324-329.

4） Murano H. et al. （2010）. Dieldrin-dissolving 
abilities of the xylem saps of several plant 
famil ies、 part icular ly Cucurbi ta  pepo  L . . 
Environmental Toxicology and Chemistry. 
29:2269-2277.

研究担当者（清家伸康 *、大谷卓）

2　POPsのリスク管理技術の開発

（1）鉄資材等を利用したPOPsの化学的分解技
術の開発
ア　研究目的
残留性有機汚染物質（POPs）の中でもドリン類

やヘプタクロル類は土壌中に残留し、後作物である
キュウリやカボチャに残留基準値を上回る濃度で残
留する事例がある。土壌中の POPs による農作物の
汚染を防止し、基準値を超過した農作物の出荷を未
然に防止するには、POPs の植物への吸収抑制や汚
染土壌の修復などの技術開発が不可欠である。

本研究では、2 種類の鉄資材を用いて、（ア）ディ
ルドリンの分解とそれに及ぼす要因、（イ）鉄資材
によるディルドリン分解の促進効果と植物移行の
抑制効果、（ウ）鉄資材によるディルドリン以外の
POPs の分解、について検討した。

イ　研究方法
（ア） 鉄資材によるディルドリンの分解とその要

因
a 　鉄資材におけるドリン分解率と酸化還元電

位（ORP）の関係
鉄（67%）と酸素（30%）からなるマグネタイト

構造を有している酸化鉄（MT-V0）と金属鉄粉を
用いた（石原産業（株）製）。精製水にディルドリ
ン標準溶液を添加後、鉄資材を添加し、室温及び
遮光下で横振とうを行い、適時ディルドリン及び
ORP を測定した。

b 　ディルドリンの分解生成物と分解メカニズム
分解生成物と作用機作は、ディルドリン標準溶

液を添加した精製水に混合鉄（MT-V0：金属鉄粉
=2：1）を加えて横振とうを行い、GC/MS 法によ
る分解生成物とイオンクロマト法による塩素イオン
の測定することによって検討した。

c 　ディルドリン分解と反応速度の関係
ディルドリン標準溶液を添加した精製水に混合鉄

を添加し、室温及び遮光下で横振とうを行い、適時
ディルドリンを分析した。ディルドリン濃度の経時
変化から反応式と反応速度を求めた。

d 　ディルドリン分解速度と反応温度の関係
ディルドリン標準溶液を添加した精製水に混合鉄

を添加し横振とうを行った後、遮光下で 4℃、25℃
及び 50℃の恒温槽中に静置し、試料を適時採取し
てディルドリンを分析した。

e 　水溶液中のディルドリン濃度と分解率の関係
精製水にディルドリン標準溶液（0.7、7、70、

700mg/L）を添加後、混合鉄を添加し室温遮光下
で横振とうを行い、試料を適時採取してディルドリ
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ンを分析した。
f 　ディルドリン分解率と pH の関係

pH1 〜 13 に調整した精製水にディルドリン標準
溶液を添加後、混合鉄を添加し、室温遮光下で横
振とうを行い、試料を適時採取してディルドリン、
pH、電気伝導率、ORP を測定した。また、強酸性
下での影響については、硫酸と硝酸を用いて同様の
実験を行った。

g 　ディルドリン分解率と各種イオン濃度の
関係

各種イオン溶液にディルドリン標準溶液を添加
後、混合鉄を添加し室温遮光下で横振とうを行い、
上澄液 / 残渣のディルドリン、pH、各イオン濃度
を測定した。

h 　鉄資材の土壌添加量と土壌種による分解
率の変動

3 種の土壌に混合鉄を添加し、その添加量（1、5、
10%）と土壌種（砂丘未熟土、灰色低地土、黒ボク土）
がディルドリンの分解に及ぼす影響を検討した .
（イ） 鉄資材によるディルドリン分解の促進効果

と植物移行の抑制効果
a 　鉄資材と界面活性剤の併用

土壌中ディルドリンの分解率の向上を目的とし
て、灰色低地土に鉄資材 10%（w/w）と 1% 非イ
オン界面活性剤（EL1509P）溶液を加え、25、50、
70℃にて 5 日間処理しディルドリンの分解率を求め
た。異なる鉄資材添加量と異なる土壌種についても
同様の試験を行った。

b 　新機能性鉄資材
新たに開発したドリン類の吸着作用を併せ持つ新

機能性鉄資材を灰色低地土に添加し , キュウリ（南
極 1 号）をポット（400 g）にて栽培し、土壌中ディ
ルドリンの分解率、キュウリへの移行量及びキュウ
リの成長量を測定した。
（ウ） 鉄資材によるディルドリン以外の POPs 分

解
各種の残留性有機物質（POPs）の標準物質を加

えた精製水に混合鉄を添加後、遮光下室温で横振と
うを行い、適時各化合物の濃度を測定し、その分解
率を求めた。

ウ　研究結果
（ア） 鉄資材によるディルドリンの分解とその要

因
a 　鉄資材におけるディルドリン分解率と酸化

還元電位（ORP）の関係
MT-V0 と金属鉄粉の配合割合とディルドリン分

解率の関係（図 12201-1（A））から、MT-V0 単独
以外ではディルドリンの分解が見られた。しかし
ながら、分解速度は配合 1：1 で最も速く、配合割
合がどちらか一方に偏ると分解速度が低下し、その
傾向は ORP（図 12201-1（B））の変化と類似した。
ORP とディルドリン分解率の関係（図 12201-2）か
ら、ORP が低いほど分解率が高く、特に -150 mV
以下で高い分解率を示した。

b 　ディルドリンの分解生成物と分解メカニズ
ム

ディルドリンを用いて分解生成物と塩素イオンの
測定を行った結果、まず、図 12201-3 より、ディル
ドリン濃度の減少に伴って塩素イオン濃度が増加
し、ドリン類の分解は脱塩素化反応であった。しか
し、反応の進行と共にディルドリン単位当たりの塩
素量が低下したことから、ディルドリンの全塩素（6
個）の同時脱塩素ではなく、順次脱塩素化である。
このことは 4 及び 5 塩素のディルドリンが検出され
た（図 12201-4）ことからも明らかである。また、
これら生成物以外に水酸基を持つ化合物が見られ、
酸化反応も進行していた。

c 　ディルドリン分解と反応速度の関係
上澄液と残渣中のディルドリンの反応速度を算出

した結果、上澄液（図 12201-5（A））は（1）式に
一致し、 擬一次反応を示した。

[C12H8Cl6O]t-supernatant=[C12H8Cl6O]0-supernatante-kst　（1）

一方、残渣中のディルドリン濃度の減少は（図
12201-5（B））、（2）式と一致し、いずれの配合割合
においても二次反応を示した。

[C12H8Cl6O]t-residual = [C12H8Cl6O]0-residual / 

（1+krt[C12H8Cl6O]0-residual）　（2）

これは、初期段階にはディルドリンが吸着によっ
て急減し、一方、混合鉄に吸着したディルドリン
は 3 〜 8 時間後の ORP の低下と共に分解が進行し
たことを示す。つまり、混合鉄によるドリン類分解
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図 12201-1　鉄資材の配合率におけるディルドリン分解率（A）と ORP（B）の時間変化

図 12201-2 　鉄資材の各配合率における ORP とディ
ルドリン分解率の関係

図 12201-3 　鉄資材によるディルドリン分解と塩素イ
オン濃度の経時変化

図 12201-4　鉄資材によるディルドリンの分解生成物
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は混合鉄に吸着して起きる二次反応であることを示
す。

d 　ディルドリン分解速度と反応温度の関係
分 解 反 応 温 度 の 結 果（ 図 12201-6） を 基 に、

（2） 式 か ら 求 め た 速 度 定 数 は、4 ℃ :0.00020h-1、
25℃ :0.00065h-1、50℃ :0.0055h-1 であり、その関係は
Arrhenius の式とよく一致し、混合鉄によるドリン
類の分解反応が温度依存性であることを示す。

e 　水溶液中のディルドリン濃度と分解率の関
係

各ディルドリン濃度の分解率を示す図 12201-7 か
ら、分解速度は 0.074 〜 0.093 h-1 であり、これらの

濃度域では濃度依存性は見られなかった。
f 　ディルドリン分解率と pH の関係

pH1 〜 13 における混合鉄の添加と無添加による
ディルドリン分解を検討したところ、無添加では
ディルドリンは分解しなかったが（図 12201-8、○
印）、混合鉄を添加すると、pH3 〜 9 において 90%
以上の分解率を示し（図 12201-8、●印）、しかも、
反応速度は低い pH ほど速かった（図 12201-9）。し
かし、強酸性（pH 1.00）及び強アルカリ性（pH12.9）
ではディルドリンの分解がほとんど見られなかっ
た。

g 　ディルドリン分解率と各種イオン濃度の関係

図 12201-5　鉄資材によるディルドリン分解率の経時変化と反応式
（（A）：上澄液、（B）：残渣）　一次 *：一次反応式、二次 **：二次反応式

図 12201-6 　鉄資材によるディルドリン分解率と温度
の関係

図 12201-7 　鉄資材によるディルドリン濃度とディル
ドリン分解率
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各種イオンと分解率の関係を検討した結果（図
12201-10）、カチオンは 90% 以上のディルドリン分
解率を示したが、アニオンでは NO3

- と PO4
3- の分

解率が低く、また、SO4
2- は 90% 以上のディルドリ

ン分解率を示した。
h 　鉄資材の土壌添加量と土壌種による分解率

の変動
図 12201-11 より、鉄資材の添加量の増加に伴っ

てディルドリンの分解率が増加し、また、その関係
は有機物量の少ない砂質土の分解率が高く、有機物
量の多い黒ボク土が最も分解率が低かった。
（イ） 鉄資材によるディルドリン分解の促進効果

と植物移行の抑制効果
a 　鉄資材と界面活性剤の併用

混合鉄と界面活性剤を併用したドリン分解の結果
（図 12201-12）、温度の上昇と共に土壌中ディルドリ

ンの分解が促進され、しかも蒸留水に比べて高い分
解率を示し、界面活性剤併用による土壌中ディルド
リン分解の促進効果が明らかである。

図 12201-8 　鉄資材によるディルドリン分解と pH の
関係

図 12201-9 　鉄資材によるディルドリン分解に及ぼす
pH の影響

図 12201-10 　鉄資材によるディルドリン分解に及ぼ
す各種イオンの影響

図 12201-11 　3 種土壌における鉄資材添加量と土壌
中ディルドリン濃度

図 12201-12 　鉄資材と界面活性剤の組合せによる土
壌中ディルドリンの分解
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図 12201-13 　機能性鉄資材及び鉄資材を施用した土
壌中ディルドリン濃度の変化

図 12201-14 　機能性鉄資材及び鉄資材を施用した
キュウリ中のディルドリン濃度

図 12201-15　鉄資材による 26 種化学物質の分解

b 　新機能性鉄資材
吸着機能を備えた鉄資材により実験を行った結果

（図 12201-13）、機能性鉄材による土壌中ディルド
リンの分解は明らかであったが、鉄資材に比べて比
較的速く平衡に達し、それ以降の分解が進行しにく
いことがわかる。ディルドリンの植物移行量は（図
12201-14）、極めて低く、その抑制効果が明らかで
ある。また、キュウリの成長には有意差がなかった。
（ウ） 鉄資材によるディルドリン以外の POPs 分

解
鉄資材による各種 POPs の分解結果（図 12201-

15）より、26 物質のほとんどが分解し、また、分解

速度はα -HCH が最も早く、アルドリンが最も遅く、
LogKow の小さい物質ほど分解し易いことと一致し
た。分解しないベンゾ（a）ピレン、HCB 、（o,p’-,p,p’-）
DDE は、塩素を持たない多環芳香族、ベンゼン環
もしくは炭素の二重結合にのみ塩素が結合している
安定な化合物であった。γ -HCH,p,p’-DDT 及びア
ルドリンの分解生成物を測定した結果、いずれも塩
素イオンが検出され、脱塩素化反応であった。

エ　考　察
（ア） 鉄資材によるディルドリンの分解とその要

因
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ディルドリンの分解は MT-V0 と金属鉄粉の配合
が 1：1 で最も速く、配合割合がどちらか一方に偏
ると分解速度が低下し、また , その傾向は ORP が
低いほど分解率が高く、特に -150 mV 以下で高い
分解率を示すことが分かった。

ディルドリンを用いて分解生成物と塩素イオンの
測定を行った結果、ディルドリン分解に伴って塩素
イオン量が増加し、ドリン類の分解は脱塩素化反応
であったが , ディルドリン単位当たりの塩素量が次
第に低下する、順次脱塩素化であることが分かった。
また、生成物には水酸基を持つ化合物が見られ、酸
化反応も進行することが明らかになった。

通常、有機ハロゲン化合物（R-X）の炭化水素（R-H）
への還元は 2 段階の 1 電子移動によって、以下の（3）

（4）式のように反応が進行する。

R-X + e- → R・ + X-　　　　　　　　　　　（3）

 [H+]

R・ + e- → R- → R-H　　　　　　　　　　　（4）

（3）式のラジカルの生成に寄与する電子の供給は、

Fe → Fe2+ + 2e-　　　　　　　　　　　　　（5）

であるが、金属鉄粉の表面がα -FeOOH やγ
-Fe2O3 などの酸化鉄に覆われていると、（5）式の反
応は容易に進行しない。本実験では、金属鉄粉のみ
ではディルドリンと ORP の減少がなく、一方、金
属鉄粉に MT-V0 を混合すると、ディルドリン量と
ORP が大幅に低下した。 MT-V0 はマグネタイト
構造である Fe Ⅱ Fe Ⅲ

2O4 で存在し、溶液中に Fe2+

を溶出する。つまり、MT-V0 から溶出した Fe2+ と
鉄粉表面の酸化鉄が反応し、マグネタイト構造を有
することで電子の授受が容易となり、ORP の低下
とディルドリン分解が進行したと考えられる。また、
金属鉄粉が少ない場合は金属鉄粉とディルドリンの
衝突頻度が低下し、一方、MT-V0 が少ない場合は
金属鉄粉と MT-V0 の接触頻度が低下し、いずれの
場合にもディルドリンの分解速度が低下したと考え
られる。

塩素系化合物の脱塩素化反応は、通常、水溶液中
の濃度変化から反応速度を算出し、その反応は擬
一次反応であるとされている（Boussahel et al.1）、 
Chin-Chaung et al. 2）、 Shih et al.3）、 Jianjun et al.4）、 

Xinhua et al.5））。上澄液と残渣中のディルドリンの
反応速度を算出した結果、上澄液は擬一次反応を示
した。一方、残渣中のディルドリン濃度の減少は、
いずれの配合割合においても二次反応を示した。こ
れは、初期段階にはディルドリンが吸着によって急
減し、一方、混合鉄に吸着したディルドリンは 3 〜
8 時間後の ORP の低下と共に分解が進行したこと
を示す。つまり、混合鉄によるドリン類分解は混合
鉄に吸着して起きる二次反応といえる。

分解反応温度の結果から求めた反応速度式は Ar-
rhenius の式とよく一致し、混合鉄によるドリン類
の分解反応が温度依存性であり、また、近年の環境
水中のディルドリン濃度は、日本（環境省 6））では
31 〜 750 pg/L、インド国内（Amrita et al.7））の
Gomtia 川では検出限界未満〜 22.45 ng/L であり、
本研究の混合鉄は環境水中のディルドリン濃度レベ
ルの分解処理においても有効であることが分かっ
た。

pH1 〜 13 における混合鉄の添加によるディル
ドリン分解を検討したところ、pH3 〜 9において
90% 以上の分解率を示し、しかも、反応速度は低
い pH ほど速かったが、強酸性（pH 1.00）及び強
アルカリ性（pH12.9）ではディルドリンの分解がほ
とんど見られなかった . これは、弱酸性では鉄の酸
化により活性水素や電子が発生し易いため（Jianjun 
et al.4）、 Xinhua et al.5）、 Zhiyuan et al.8））、（6）式の
反応が促進され、ディルドリン分解が進行したもの
と考えられる。

Fe2O3 + 6H+ + 2e- → 2Fe2+ + 3H2O　 　 　 　（6）

一方、強アルカリ性では、鉄表面が不動態化（Fe
（OH）3）し、また、強酸性下では鉄の酸化によっ
てディルドリンが鉄資材に吸着しないため分解しな
いと考えられる。いずれにしても、混合鉄による脱
塩素化反応には pH 調整が重要な因子といえる。

各種イオンと分解率の関係を検討した結果、カチ
オンは 90% 以上のディルドリン分解率を示したが、
アニオンでは NO3

- と PO4
3- の分解率が低く、これ

は Fe との酸化還元反応や化合物生成により分解率
が減少したと思われる。また、SO4

2- は 90% 以上の
ディルドリン分解率を示し、これは強い還元力を有
するグリーンラスト GR（SO4

2-）-[Fe Ⅱ
4Fe Ⅲ

2（OH）

12]2+[（SO4）・3H2O]2- の生成による脱塩素と考えら
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れる。
鉄資材の添加量の増加に伴ってディルドリンの分

解率は増加し、また、その関係は有機物量の少ない
砂質土の分解率が高く、有機物量の多い黒ボク土が
最も分解率が低かったことから , 鉄資材の施用量は
土壌の有機物量を考慮する必要があるといえる。
（イ） 鉄資材によるディルドリン分解の促進効果

と植物移行の抑制効果
a 　鉄資材と界面活性剤の併用

混合鉄に界面活性剤を併用すると、温度の上昇と
共に土壌中ディルドリンの分解が促進され、しかも
蒸留水に比べて高い分解率を示し、これは土壌に固
定化されたディルドリンが界面活性剤により溶出
し、混合鉄との接触効率が増加したためと考えられ
る。

b 　新機能性鉄資材
機能性鉄材による土壌中ディルドリンの分解は明

らかであったが、鉄資材に比べて比較的速く平衡に
達し、それ以降の分解が進行しにくく、これはディ
ルドリンの吸着速度が速く、しかも吸着したドリン
類の分解速度が遅いためと考えられる。ディルドリ
ンの植物移行量は極めて低く抑制され、また、キュ
ウリの成長には影響しないことが明らかとなった。
（ウ） 鉄資材によるディルドリン以外の POPs 分

解
鉄資材による各種 POPs の分解試験より ,26 物

質のほとんどが脱塩素化反応により分解し、その
分解速度は LogKow の小さい物質ほど分解し易い
ことが分かった。分解しないベンゾ（a）ピレン、
HCB、（o,p’-,p,p’-）DDE は、塩素を持たない多環芳
香族、ベンゼン環もしくは炭素の二重結合にのみ塩
素が結合している安定な化合物であることも明らか
となった。

オ　今後の課題
ドリン類に汚染された農地土壌への適用を行うに

は、地域の気候、土壌の種類、栽培植物などを考慮
した実証試験を試み、適切な使用条件を求める必要
がある。また、土壌汚染が高濃度で緊急性があるか、
植物を栽培した状態での施用か、など現場の汚染状
況や栽培種とその作付状態等、を考慮した施用方法
も課題として残る。

カ　要　約
（ア） ディルドリンの分解とそれに及ぼす要因
ディルドリンの分解速度は酸化鉄 / 金属鉄粉が 1：

1 の時に最も速く、その反応は ORP の低下に伴う
脱塩素化と酸化還元による水酸化であった。分解反
応は温度依存性であり、環境の濃度レベルでは濃度
依存性はなかった。pH3 〜 9 でディルドリンは分
解したが、強酸性と強アルカリ性では鉄の状態変化
により分解しなかった。NO3

- と PO4
3- は鉄化合物の

生成により、また、NO3
- は還元反応のため、それ

ぞれ分解を阻害した。鉄資材添加量の増加と共に分
解速度は増加したが、5-10%（w/w）添加が妥当と
考えられた。
（イ） 鉄資材によるディルドリン分解の促進効果

と植物移行の抑制効果
混合鉄と界面活性剤の併用は土壌中ディルドリン

の分解速度を促進し、また、機能性鉄資材の添加に
よってディルドリンの分解及び植物移行の抑制効果
が認められた。
（ウ） 鉄資材によるディルドリン以外の POPs の

分解
鉄資材によって POPs（26 物質）のほとんどが脱

塩素化反応により分解し、その分解速度は LogKow
値の小さい物質ほど速かった。しかし、塩素を含
まない多環芳香族、ベンゼン環もしくは炭素の二
重結合にのみ塩素結合を持つベンゾ（a）ピレン、
HCB、（o,p’-,p,p’-）DDE は分解しなかった。
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研究担当者　（本田克久 *、上田祐子）

（2）複合分解菌と木質炭化資材を利用した土壌
浄化技術の開発
ア　研究目的
近年、農耕地土壌等に広く低濃度で分布してい

る POPs 等難分解性有機汚染物質の分解除去技術と
してバイオレメディエ - ション技術が注目されてい
る。しかし、汚染土壌への分解菌接種による原位置
浄化技術は未だ開発されていない。そこで本研究
では、POPs であるヘキサクロロベンゼン（HCB）、
ヘキサクロロシクロヘキサン（HCHs：主に 4 種異
性体 α-、β-、γ-、δ体で構成）を対象とし、それ
らを分解出来る複合細菌系を構築し、複合系集積
炭化資材を開発する。さらに、その資材を用いた
HCHs 実汚染土壌の原位置バイオレメディエ - ショ
ン技術を開発する。

イ　研究方法
 HCB 無機化菌 Nocardioides sp. PD653 株 1）を用

いた HCHs 分解能評価と代謝経路の解明及びバイ
オサーファクタント（微生物由来の天然界面活性剤）
を用いた分解能の増強

a 　PD653 株を用いた HCHs（α、β、γ、δ体）
分解能評価

PD653 株懸濁液（OD600=0.2）1ml を各 HCH（2mg/
l）を唯一の C 源とした無機塩培地 20 ml に接種し、
25℃、暗所で 4 週間振とう（130 rpm）培養した。
その間、定期的にサンプリング（破壊分析）し、培
地中の各 HCH 濃度を GC-ECD で、Cl- 濃度を IC で
分析した。また、培地の濁度（OD600）も測定した。

b   サーファクチン添加によるβ -HCH 分解能
の増強

β -HCH（5mg/l）含有無機塩培地 18 ml に環状
リポペプチドのバイオサーファクタントであるサー
ファクチン（SF）2）の 0.5% 水溶液を 2ml 添加後、
PD653 懸 濁 液（OD600=0.2）1ml を 接 種 し、25 ℃、
暗所で 4 週間振とう（130 rpm）培養した。その間、
定期的に培地を採取し、Cl- 濃度をイオンクロマト
グラフ（IC）で分析した。また、対照として SF 無
添加区を設けた。

c 　PD653 株を用いたβ -HCH の分解代謝経
路の解明

R2A 液体培地で培養した PD653 株菌体を用いて
休止菌体懸濁液を作成し、β -HCH（2.5 mg/l）の
分解代謝試験（初期 OD600=1.0、25℃、130 rpm、
12 時間）を行った。代謝物の検出は GC-ECD で、
同定はジアゾメタンでメチル化後 GC/MS を用いて
行った。
（イ） 土壌・木炭還流法 1）、3）を用いたγ -HCH 分

解菌の集積、単離、同定
a 　γ -HCH 分解菌の集積、単離

供試土壌、炭化素材 : γ -HCH+TPN 連用畑土壌
を篩別（<2mm）、木質炭化素材 A100（比表面積
95 〜 120 m2/g、pH7.8）を粉砕、篩別（4 〜 6mm）
し用いた。i）土壌 20 g に A100 を 1g 混和後、還
流装置（藤原製作所）に充填し、γ -HCH（5mg/
l）水溶液 250 ml を還流させ、25℃暗所で培養を 3
週間行った。経時的に還流液中のγ -HCH、Cl-（γ
-HCH の代謝物）濃度を GC-ECD、IC で調べ、分解
菌の集積状況を確認した。ii）洗浄後オ - トクレー
ブ滅菌した A100（7.5 g）を還流装置に充填した。
i）で分解菌集積が進んだ A100 を 0.25 g 接種し、
γ -HCH（5mg/l）無機塩培地（5HMM）を用いて
同様の還流集積試験を行った。iii）分解菌が集積し
た A100 を粉砕し、リン酸バッファーで 10-4 に希釈
したものを 5HMM に接種・培養し、分解活性を確
認した。さらに、この培養液を限界希釈法により分
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R2A で別々に培養した TSK-1 株（OD600=0.6）と
PD653 株（OD600=1.1）の培養液を 6:1（v/v）の割
合で混合し、洗浄したヤシ殻炭 CC150（比表面積
150 m2/g、pH7.8、粒径 0.5-4 mm）20 g に 1 晩浸漬
した。浸漬後、実汚染土壌（pH5.8、T-C1.8%）30 g（乾
土相当）に 5%（w/w）混和し、土壌水分を 35 %
に調整後、25℃、暗所で静置培養した。培養 2 週目
と 4 週目に破壊分析（AES 抽出）し、土壌中の各
HCHs 濃度を GC-ECD で定量した。対照として未
集積の CC150 を用いた。実験は 3 連で行った。
（カ） 新規 2 種複合系集積炭化素材を用いた実汚

染土壌中の HCHs 分解除去試験（野外条件下）
供試土壌、炭化素材 :HCHs 実汚染土壌（pH 5.8、

T-C 1.8%、HCHs 濃度 :43.2 mg/kg ds）、ヤシ殻
炭 CC100 （比表面積 110 m2/g、pH 7.3、粒径 0.5-4 
mm）。2 種 複 合 系 集 積 炭 の 作 成 法 :TSK-1 株 と
PD653 株の培養液を集菌後、0.05 M HEPES 緩
衝液（pH 7.3）に分散し、各菌液を作成した（①
TSK-1:OD600=0.9、 ② PD653: OD600=1.5）。 ① 液
50ml に、洗浄した CC100 50 g を一晩浸漬（30℃、
暗所）した TSK-1 炭、①液と②液を 4:1（v/v）
で混合した液に浸漬した 2Mix 炭を製造した。集
積炭の土壌処理方法と土壌環境モニタリング : 実
HCHs 汚染土壌 1kg（乾土相当）に各分解菌集積
炭を 5%（w/w）混和し、玉砂利を敷いた 1/5000 
a 磁製ポットに充填し、土壌水分を 30% に調整後、
野外に設置した。ポットの中央（深さ 3cm）に
2 種センサー（温度、水分）を埋設後、データロ
ガーと接続し、モニタリングを開始した。試験期
間は 2012 年 9 月 12 日から 30 日間とし、10 日毎
に土壌の撹拌とサンプリング（約 70 g）を行い、
10g を分析に供した。排水は 7 日毎に採取し、土
壌粒子をガラス繊維濾紙で除去後、10 ml を分析
に供した。土壌中の HCHs は ASE で、排水中の
HCHs は 2 倍量のヘキサンで振とう抽出し、GC-
ECD で定量した。対照として未集積の CC100 を用
いた。実験は 3 連で行った。

ウ　研究結果
（ア） HCB 無機化菌 Nocardioides sp. PD653 株を

用いた HCHs 分解能の評価と増強及び代謝経路の
解明

a 　PD653 株を用いた HCHs（α、β、γ、δ体）

解菌の集積密度を高め 10-7 希釈液で分解活性のある
培養液を得た。この培養液を R2A 寒天培地に平板
塗抹後、5% γ -HCH 含有エーテルを噴霧、培養し、
形成されたクリアゾーンから分解細菌を単離した。
単離菌株一白金耳を 5HMM に接種後、25℃暗所で
振とう培養し、脱塩素分解能を確認した。

b 　γ -HCH 分解菌の同定
単離した分解菌株の形態観察と 16S rRNA 塩基

配列（1480 bp）を用いた系統解析により同定した。
（ウ） 新規γ -HCH 分解菌（TSK-1 株）の分解酵

素遺伝子群の探索と 4 種 HCH の脱塩素分解能評価
a 　TSK-1 株の分解酵素遺伝子群（linA 〜 E）

の探索
Thomas ら 4）及び Yamamoto ら 5）の論文を参考

にして各種分解酵素遺伝子（linA 〜 E）増幅用プ
ライマー（特異的プライマー）を設計し、PCR 法
により TSK-1 株の分解酵素遺伝子群を増幅後、ア
ガロースゲル電気泳動で検出した。

b 　TSK-1 株の HCHs（α、β、δ体）脱塩素
分解能評価

TSK-1 株は無機塩液体培地では増殖できない。
そこで、R2A 培地から不要な成分を除去すること
で Cl- 濃度を R2A 培地の 1/100（=0.7 ppm）に低
下させ、メチオニンを添加することで、R2A と同
等の増殖速度を示す半合成培地（TSK 培地 :K2HPO4

0.08 g、Mg2SO4 0.05 g、ペプトン1.0 g、酵母エキス0.25 
g、ピルビン酸 Na0.6 g、メチオニン 0.5 g、DW1L、
pH7.3）を開発した。TSK 培地に各 HCHs アセトン
溶液（3000mg/l）を添加し（初期濃度：α体 4 mg/l、
β体 2 mg/l、δ体 5 mg/l）、上記（ア）-a と同様な
方法で分解試験を行った。
（エ） 新規 2 種複合系（TSK-1+PD653）の構築と

4 種異性体（α、β、δ、γ体）の同時分解試験
TSK-1 株懸濁液（OD600=1.66）と PD653 株懸濁

液（OD600=0.50）各 1ml をα、δ、γ（各 5ppm）、
β（2ppm）-HCH 含有 TSK 培地 20 ml に接種し、
30℃暗所で振とう（180 rpm）培養した。定期的（4、
7、12 日）にサンプリング（破壊分析）し、培地中
の各 HCH 濃度を GC-ECD で、Cl- 濃度を IC で分析
した。また、培地の濁度（OD600）も測定した。
（オ） 新規 2 種複合系集積炭化素材の開発と

HCHs 実汚染土壌を用いた分解性能の検証・評価（室
内条件下）
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分解能評価
PD653 株は HCH の 4 種異性体の中でβ体のみ脱

塩素分解した。PD653 株はβ -HCH を唯一 C 源と
して増殖し、β -HCH は培養 4 週目にはほぼ完全に
分解され、Cl- 濃度が上昇した（図 12202-1）。減少
したβ -HCH のモル濃度と生成した Cl- のモル濃度
に基づき、1 分子のβ -HCH から少なくとも 4 つの
塩素が脱離していることが示唆された。

b   サーファクチン（SF）添加によるβ -HCH
分解能の増強

SF（環状リポペプチドのバイオサーファクタン
ト）添加により PD653 株のβ -HCH 分解速度が約

2 倍向上した（図 12202-2）。
c 　PD653 株を用いたβ -HCH の分解代謝経

路の解明
PD653 株 に よ る β -HCH の 分 解 代 謝 物 が 3 種

検 出 さ れ（ 図 12202-3 左 ）、 そ れ ら は ラ イ ブ ラ
リ ー 検 索 に よ り g-Pentachlorocyclohexane（g-
PCCH）、1,2,4-Trichlorobenzene（TCB） 及 び
2,4,5-Trichlorophenol（TCP） と 同 定 さ れ た。 ま
た、g-PCCH 濃度は一度上昇した後、減少したこと
と、TCB が蓄積することから（図 12202-3 右）、β
-HCH の代謝経路は g-PCCH から TCB を経て、一
部が TCP に進むことが示唆された（図 12202-4）。

図 12202-1 　PD653 株 を用いたβ -HCH の脱塩素分
解と増殖

図 12202-2　 SF 添加によるβ -HCH 分解速度の向上

図 12202-4　PD653 株によるβ -HCH の好気的分解代謝経路

図 12202-3　GC-ECD を用いたβ -HCH 分解代謝物の検出（左）とタイムコース（右）
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と判明し（図 12202-7）、TSK-1 株と命名した。
（ウ） 新規γ -HCH 分解菌（TSK-1 株）の分解酵

素遺伝子群の探索と 4 種 HCH の脱塩素分解能評価
a 　TSK-1 株の分解酵素遺伝子群（linA 〜 E）

の探索
TSK-1 株は既知の分解菌 6）と同様にγ -HCH を

完全脱塩素分解（無機化）できる分解酵素遺伝子群
linA 〜 E をすべて保有していた（図 12202-8）。

b 　TSK-1 株の HCHs（α、β、δ体）脱塩素
分解能の評価

α , δ -HCH は TSK-1 株の増殖に伴い、共に完全
脱塩素分解された。一方、β -HCH は 90% 分解し、
2 塩素脱離した（図 12202-9）。
（エ） 新規 2 種複合系（TSK-1+PD653）の構築と

4 種異性体（α、β、δ、γ体）の同時分解試験
2 種複合系により OD600 は最大 0.37（7 日目）ま

で増加し、α、β、γは 100%、δ は 90% 分解した。

（イ） 土壌・木炭還流法を用いたγ -HCH 分解菌
の集積、単離、同定

　a　γ -HCH 分解菌の集積、単離
還流 5 日目から還流液中の Cl- 濃度が増加した。

2 週目以降増加速度が高まり、γ -HCH 濃度も急激
に低下したことから A100 内に分解菌を集積できた
と判断した（図 12202-5）。また還流 3 日目から還流
液中の Cl- 濃度が増加した。1 週目以降増加速度が
高まり、γ -HCH 濃度も急激に低下したことから
A100 内に分解菌が高密度で純化・集積されたと判
断した（図 12202-6）。さらにクリアゾーンから単離
した菌株は4日間でγ-HCHを完全脱塩素分解した。

　b　γ -HCH 分解菌の同定
分解菌株はグラム陰性の桿菌（写真 12202-1）で、

コロニーは黄色（R2A 寒天培地上）を呈していた（写
真 12202-2）。16S rRNA 系統解析の結果、分解菌株
は既知の分解菌とは異なる Sphingomonas 属の新種

図 12202-5 　土壌・木炭還流法を用いたγ -HCH 分解
菌の集積

写真 12202-1　分解菌のグラム染色像（x1000）

図 12202-6 　木炭還流法を用いたγ -HCH 分解菌の純
化・集積

写真 12202-2　分解菌のコロニー形状
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図 12202-7　16S rRNA 塩基配列に基づく新規 g-HCH 分解菌 TSK-1 株の系統樹

図 12202-8　PCR 法による TSK-1 株のγ -HCH 分解酵素遺伝子群（linA,B,C,D,E）の検出

図 12202-9　TSK 培地中での TSK-1 株の増殖とα、β、δ -HCH の脱塩素分解

脱塩素化率は 65% だった。TSK-1 株単独と比較し、
β体の分解率は 10% 向上し、δ体は 10% 低下した。
脱塩素化率は 12% 向上した（図 12202-10）。
（オ） 新規 2 種複合系集積炭化素材の開発と

HCHs 実汚染土壌を用いた分解性能の検証・評価（室
内条件下）

培養 2 週目の処理区の分解除去率は対照区比較
し、α、β、γ、δ体はそれぞれ 67、19、76、35% だっ
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た（図 12202-11）。一方、培養 4 週目の分解除去率
は 2 週目とほぼ同様であり、さらなる分解率の向上
は確認されなかった。
（カ） 2 種複合系集積炭化素材を用いた実汚染土

壌中の HCHs 分解除去試験（野外条件下）
処理 30 日後のβ -HCH 分解除去率は TSK-1 株と

PD653 株を混合浸漬した 2Mix 炭が最も良く（図
12202-12）、59% に達した（図 12202-13）。さらに、
全 HCHs 分解においても 2Mix 炭が最も良く分解
除去率は 65% に達した（図 12202-13）。他の異性体
の分解に関しては各集積炭間で差はなかった（図
12202-12）。炭化素材（CC100）1g 中の分解菌数の
変動に関しては、2Mix 区で TSK-1 株が 107 から
104 レベルに、PD653 株が 106 から 103 レベルに 3
段階低下したが、単独区では TSK-1 株 106 から 104

レベルと 2 段階低下に止まった（図 12202-14）。

図 12202-10　TSK 培地を用いた TSK-1 株単独（左）と 2 種複合系（右）の 4 種 HCH の同時分解試験

エ　考　察
（ア） HCB 無機化菌 Nocardioides sp. PD653 株を

用いた HCHs 分解能評価と代謝経路の解明及びバ
イオサーファクタントを用いた分解能の増強

PD653 株は HCH 分解酵素遺伝子群の中でα、γ、
δ体の初発の分解酵素遺伝子の linA6）、7）を保持し
ていないため、これらを分解できないと考えられ
る。一方、PD653 株はβ体を完全脱塩素分解でき
るが、β体の初発分解酵素遺伝子 linB 8）も保持し
ていない。PD653 株の HCB の初発脱塩素酵素は明
らかになっていないが、P450 の関与（水酸化によ
る脱塩素）が示唆されている。すべての Cl 基がシ
クロヘキサン環平面に対して平行方向（エカトリア
ル）にあるβ体は HCB の平面的な立体構造と類似
しているため LinB 以外の P450 系分解酵素がβ体
を認識し、脱塩素分解できると推察される。細菌
によるβ体の代謝経路は加水分解酵素 LinB により
2,3,4,5,6-pentachlorocyclohexanol を 経 て 2,3,5,6-tet-
rachlorocyclohexane-1,4-diol  に至る経路（2 塩素脱
離）が知られているが 8）、PD653 株ではこれとは
異なる新規の代謝経路であり、脱塩素数も 4 塩素と
倍増している。このことからも PD653 株によるβ
体の脱塩素分解は LinB 以外の分解酵素の関与が強
く示唆される。バイオサーファクタントである SF
を培地に添加することで、β -HCH の分解速度が向
上した要因は、疎水性の高いβ -HCH（水溶解度 2 
mg/l）の PD653 株細胞内への取り込み促進と考え
られる。
（イ） 土壌・木炭還流法を用いたγ -HCH 分解菌

の集積、単離、同定

図 12202-11 　2 種複合系集積炭化素材を用いた HCHs
実汚染土壌の浄化試験（室内条件下）
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東大農学部弥生ほ場のγ -HCH+TPN 連用畑ほ
場から集積・単離されたγ -HCH 分解菌 TSK-1 株
は Sphingomonas 属の新種であり、同一ほ場のγ
-HCH 単独連用区から 1986 年に集積・単離された
γ -HCH 分解菌 SS86 株（Sphingobium japonicum）9）

図 12202-12　TSK-1 株単独及び 2 種複合系集積炭化素材処理後の各 HCHs 濃度の推移

図 12202-13 　野外分解試験終了後の各区土壌中 4 種
異性体及び HCHs 分解除去率（溶出量を
除く）

図 12202-14 　各区土壌中の HCHs 濃度と CC100 中の
2 種分解細菌数（MPN）の変動

と属レベルで異なる（相同性 92%）新規の分解菌
であった。この要因として、1）連用農薬が異なる
こと、2）集積・単離方法が異なることが考えられる。
（ウ） 新規γ -HCH 分解菌（TSK-1 株）の分解酵

素遺伝子群の探索と 4 種 HCH の脱塩素分解能評価
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TSK-1 株は既知の分解菌 6）と同様にγ -HCH を
完全脱塩素分解（無機化）できる分解酵素遺伝子群
linA 〜 E をすべて保有していた。このことから、γ
体以外の異性体を脱塩素分解できる可能性が示唆さ
れた。実際に、TSK-1 株は 4 種異性体全てを脱塩
素分解できたが、脱塩素数はβ体が 2、その他は 6

（完全脱塩素）と異なった。また、分解速度も異性
体間で異なっていた（γ、α、δ、βの順）。SS86
株はδ、β体を分解できないことが知られており、
TSK-1 株の HCHs に対する広い分解スペクトルが
明らかになった。
（エ） 新規 2 種複合系（TSK-1+PD653）の構築と

4 種異性体（α、β、δ、γ体）の同時分解試験
2 種複合系によりβ体の分解率は 10%、脱塩素

化率は 12% 向上したが、δ体の分解率は 10% 低下
した。この要因としては、TSK 培地で増殖の速い
PD653 株が先に増殖し、TSK-1 株の増殖を阻害し
たことが考えられる。δ体の分解率を高めるには増
殖の遅い TSK-1 株の初発菌密度（OD600）をさらに
高める必要がある。
（オ） 新規 2 種複合系集積炭化素材の開発と

HCHs 実汚染土壌を用いた分解性能の検証・評価（室
内条件下）

培養 2 週目の処理区の分解除去率は対照区比
較し、α、β、γ、δ体はそれぞれ 67、19、76、
35% った。β体の分解率が極端に低かった要因と
しては、浸漬液中の PD653 株の菌数割合が低かっ
たためだと考えられる。一方、培養 4 週目の分解除
去率は 2 週目とほぼ同様であり、さらなる分解率の
向上は確認されなかった。この要因としては、炭化
素材（CC150）の pH が 7.8 と高かったため、pH 感
受性が高い TSK-1 株（至適 pH:7.0-7.4）の生残性が
低下したためだと考えられる。
（カ） 2 種複合系集積炭化素材を用いた実汚染土

壌中の HCHs 分解除去試験（野外条件下）
処理 30 日後のβ -HCH 分解除去率は TSK-1 株と

PD653 株を混合浸漬した 2Mix 炭が最も良く、59%
に達した。さらに、全 HCHs 分解においても 2Mix
炭が最も良く、分解除去率は 65% に達し、目標値

（>50%）を達成した。処理 10 日目以降分解が殆ど
進まなかった要因としては、炭化素材（CC100）中
の分解菌数と地温の低下（<20℃）による、分解活
性の低下が考えられる。

オ　今後の課題
PD653 株に関しては、HCB 及びβ -HCH 分解に

関する分解酵素遺伝子が明らかになっていない。
HCB を無機化できる菌は世界で PD653 株だけであ
り、基礎的にも今後の応用研究においても分解酵素
遺伝子の解明は不可欠である。TSK-1 株に関して
は、TSK 培地及び R2A 培地での最大 OD600 は 0.55

（培養 6 日目）と低い。最大 OD が 1.0 以上になる
培地の開発や培養条件の検討が必要である。2 種

（PD653+TSK-1）複合系による 4 種異性体の同時分
解試験では、4 種異性体が完全分解できる初発の菌
数比率や培養条件の最適化が必要である。2 種複合
系集積炭化素材を用いた実汚染土壌中の HCHs 分
解除去試験では炭化素材 1g 中の各分解菌の初期密
度を 108 レベルに増強し、処理時期や 2 種分解菌数
比を最適化することでβ、δ体の分解除去率を 50%
以上に向上させる必要がある。最後に、農耕地で普
及可能な HCHs 分解除去技術として本研究成果を
活用するためには汚染現場での実証試験が不可欠で
ある。

カ　要　約
（ア） HCB 無機化菌 Nocardioides sp. PD653 株は

4 種 HCHs の中で最も安定なβ体のみを脱塩素分解
出来ることを明らかにし、新規代謝経路を解明した。
さらに、バイオサーファクタントであるサーファク
チンを培地中に添加することで分解速度が向上する
ことを見いだした。
（イ） 新規 HCHs 分解菌を単離・同定し、分解酵

素遺伝子群も明らかにした。
（ウ） 4 種 HCHs を同時に分解できる新規 2 種複

合系の構築に成功した。
（エ） 新規複合系をヤシ殻炭（CC100）に浸漬さ

せた資材を HCHs 実汚染土壌に 5% 混和処理するこ
とにより、野外条件下でも処理 1 か月で 65%（> 目
標値50%）のHCHsを分解除去することに成功した。 
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（3）環状ジエン殺虫剤分解菌の探索と汚染現
場への適用

ア　研究目的
環状ジエン殺虫剤であるディルドリン、アルドリ

ン、エンドリンやヘプタクロルは、野菜や果樹の害
虫防除に広範囲に使用されていた農薬である。これ
らは国際的には、ストックホルム条約によって残留
性有機汚染物質いわゆる POPs （Persistent Organic 
Pollutants） に指定され、国内でもその残留性や毒
性から 1970 年代に失効となっているが、30 年以上
経過した現在においても農地に広範囲に残留してい
ることが判明している。また一部の地域で生産され
たウリ科果実から、食品衛生法に基づく基準値を上
回るディルドリンやヘプタクロルが検出されるな
ど、産地では出荷自粛や残留調査などの対応を余儀
なくされており、早急な分解除去が求められている。
これらの分解除去方法として、バイオレメディエー
ションが物理・化学的処理が難しい低濃度かつ広範
囲の汚染物質を効果的に除去する技術として注目さ
れている。しかし、ディルドリン等環状ジエン農薬
を好気的に分解する微生物の報告は非常に少ない。
そこで本研究では POPs のバイオレメディエーショ
ン実用化技術の開発を最終目標に、環状ジエン農薬
分解糸状菌の探索をおこなう。さらに、極性を高め
た環状ジエン農薬誘導体を使い、土壌・木炭環流法
により環状ジエン農薬分解菌を単離・同定すると共
に単離菌株を用いた環状ジエン農薬汚染土壌の修復
技術の開発を行う。

イ　研究方法
（ア） 環状ジエン殺虫剤連用土壌からのディルド

リン分解糸状菌の探索
a 　エンドスルファン連用土壌からのディルド

リン分解糸状菌の単離と同定
近年までエンドスルファンが連用されていた愛

媛県と鹿児島県の土壌を分離源として選抜し、土
壌 1g を 20 ml の滅菌超純水に懸濁、破砕後希釈し、
クロラムフェニコール 0.25 g/L 含有マーチン寒天
培地に塗抹し 5 日間培養した。生育した糸状菌コ
ロニーを選別し、単離糸状菌を 10 ml のツァペッ
ク・イースト培地で 1 週間前培養した後、5ppm と
なるようにディルドリンを添加した。2 週間の培養
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後、アセトン 15 ml を添加し、菌体ごとホモジナイ
ズした。3000 rpm で 10 分間遠心後、上清をヘキサ
ンで希釈し電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラ
フィー（GC-ECD）にて測定した。分解活性のあっ
た糸状菌の DNA を抽出後、Internal transcribed 
spacers （ITS） 領域をシークエンスし、塩基配列を
決定し簡易同定を行った。

b 　分解糸状菌 DDF 株による他の POPs の分
解能

ディルドリン分解能を持つ糸状菌（DDF 株）を
10 ml の改変 CZAPEK DOX3） （MCD）で 1 週間前
培養した後、5ppm となるようにヘプタクロル、ヘ
プタクロルエポキシド、DDT、DDE、エンドスルファ
ン及びエンドスルファンスルフェートをそれぞれ添
加した。2 週間の培養後、アセトン 15 ml を添加し、
菌体ごとホモジナイズした。3000 rpm で 10 分間遠
心後、上清をヘキサンで希釈し GC-ECD にて測定
した。
（イ） ディルドリン誘導体を用いたディルドリン

分解細菌の探索
a 　アルドリン - トランスジオール分解細菌の

集積・純化
分解細菌の集積方法として土壌・木炭環流法 1）、2）

を用いた。前述の農耕地土壌 40 g に対し、木質炭
化素材 A100 （比表面積 100 g/m2、pH7.8） 2g を混
合して還流装置に充填した。還流液には炭素源と
してディルドリン誘導体であるアルドリン - トラン
スジオールを合成し、5 mg/L になるように添加し
た無機塩培地 300 ml を用いた。アルドリン - トラ
ンスジオール濃度を高速液体クロマトグラフィー

（HPLC）で経時的に定量し、基質が消失した段階
で還流液を交換した。還流集積後、木炭だけを取り
出し、ピルビン酸を 200 mg/L 加えたアルドリン -
トランスジオール含有無機塩培地で還流を行い、純
化を行った。

b 　アルドリン - トランスジオール分解細菌の
単離・同定

純化集積後の木質炭化素材を分離源として取り出
し、10-5 まで希釈後 R2A 寒天培地に平板塗抹した。
数日後に生じたコロニーを純粋分離し、アルドリン
−トランスジオールの分解能を測定した。高分解能
の株（KSF27 株）を選抜した後、形態観察、生理
生化学試験、16S rRNA の塩基配列から同定を試み

た。
c 　KSF27 株によるディルドリン及び他の

POPs の分解能
得られた KSF27 株を YM 寒天培地で生育後、

デ ィ ル ド リ ン（5mg/L） 及 び ピルビン酸（200 
mg/L）含有無機塩液体培地 10 ml へ接種し、210 
rpm、30℃で振とう培養を行い、ヘキサンに転用
後、ディルドリン濃度を GC-ECD にて測定をし
た。同様の分解試験をヘプタクロル、ヘプタクロ
ルエポキシド、エンドスルファン、エンドスルファ
ンスルフェート及びクロロデコンを用いて行っ
た。
（ウ） 分解菌によるディルドリン代謝経路の解明

a 　ディルドリン分解糸状菌 DDF 株による
ディルドリン代謝経路の推定

DDF 株をディルドリン 5mg/L 含有 MCD 培地
500 mL で 5 日間培養、粉砕後、塩酸で pH2 に調整
した。培地と同量の酢酸エチルを混合後、有機溶媒
層を濃縮し、N,O- ビス（トリメチルシリル）トリ
フルオロアセトアミド（BSTFA）でトリメチルシ
リル化し、分解代謝物をガスクロマトグラフ高分解
能質量分析装置（GC/HRMS）で測定した。また分
解代謝物であるアルドリン - トランスジオールを初
発物質として分解試験を行い、液体クロマトグラフ
質量分析計（LC/MS）で基質の減少量の測定と代
謝物の検出を行った。また、未知代謝物の質量スペ
クトルより予想された化合物（モノスルフェート体
及びモノホスフェート体）を有機合成し未知代謝物
との比較を行った。また、HRMS により未知代謝
物の精密質量を測定した。

b 　ディルドリン分解細菌 KSF27 株による
ディルドリン代謝経路の推定

KSF27 株を YM 寒天培地で生育後、ディルド
リン（5mg/L）及びピルビン酸（200 mg/L）含
有無機塩液体培地へ接種しディルドリン分解試験
を行い、分解後の培養液を塩酸で pH2 に調整した。
酢酸エチルで抽出、濃縮し、BSTFA でトリメチル
シリル化した反応液を更に濃縮し GC/MS にて測定
した。予想された代謝物であるアルドリンジカルボ
ンを合成し、トリメチルシリル化後、分解反応液と
の比較を行った。
（エ） ディルドリン模擬及び実汚染土壌での分解

a 　ディルドリン模擬汚染土壌中での分解能の
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確認
（a） ディルドリン分解糸状菌 DDF 株を用いた

分解試験
黒ボク土にディルドリンを添加したセライト（土

壌に対し 1%）を加えてディルドリン模擬汚染土
壌（ディルドリン濃度 5mg/kg- 乾土）を作成した。
DDF 株をふすまで 1 週間前培養し、土壌に対し 6%

（w/w）混和した処理区と、ふすまのみを土壌へ混
和するコントロール区を設定した。土壌からのディ
ルドリンの抽出には、高速溶媒抽出装置（ASE）を
使用した。抽出溶媒は、ヘキサン / アセトン （4:1）
を使い、2 回抽出を行った。試験期間は 3 週間とし、
毎週ディルドリンの測定を行った。

（b）ディルドリン分解細菌 KSF27 株を用いた
分解試験

茨城県砂質壌土に同様の方法でディルドリン模
擬汚染土壌を作成し、KSF27 株によるディルド
リン分解能を検証した。YM 培地にて増殖させた
KSF27 株の培養液を木質炭化素材に木炭還流法に
より集積させ、まず、木炭のみをディルドリン含有
無機塩培地中に添加しディルドリンが分解するか確
認した。分解確認後、土壌 60 g- 乾土に対し KSF27
集積木質炭化素材を 8% 混合させた。培養 14、27
日後にディルドリン分解量を測定した。

b 　ディルドリン実汚染土壌中での分解能向上
と評価

（a） 土壌中分解試験に用いる DDF 株培養基質
の選定

ディルドリン実汚染黒ボク土壌（ディルドリン

濃度約 100 ppb）に DDF 株を米ぬか、ふすま及び
コーンコブミールで DDF 株を培養し、土壌に対し
て 6%（w/w）混和し、土壌中でのディルドリン分
解能を比較検討した。

 （b） DDF 株培養基質の添加法の改良
培養基質（ふすま）の施用方法として逐次施用が

効果的であると考えられるため、DDF 株を培養し
たふすまを土壌に一週間毎に 2% 混和させ、実汚染
土壌でのディルドリン分解試験を行った。DDF 株
を生育させたふすま 6% を実験開始時に一度に添加
した処理区と滅菌したふすまを混合させた対照区と
比較した。

ウ　研究結果
（ア） 環状ジエン殺虫剤連用土壌からのディリド

リン分解糸状菌の探索
エンドスルファン連用土壌から 36 菌株を分離し、

分解試験に供試した。その結果、2 菌株でディルド
リンの分解が確認されたため、鹿児島県の土壌より
分離し、ディルドリン分解率を 80% 以上示した株
を DDF 株と命名した 3）。また DDF 株の ITS 領域
の塩基配列を決定し、Mucor racemosus と同定した

（図 12203-1）。DDF 株によるディルドリン分解試験
を行ったところ、ディルドリンを 10 日間で 90% 以
上分解することが判明した（図 12203-2）。さらに他
の POPs の分解能を測定したところ、分解試験に供
した化合物すべてに対して分解能を有する事が明ら
かとなった（表 12203-1）。
（イ） ディルドリン誘導体を用いたディルドリン

分解細菌の探索
鹿児島県と愛媛県内から採取した土壌で還流集積

を行ったところ、アルドリン - トランスジオールは

図 12203-1　ITS 領域に基づく DDF 株の系統樹 図 12203-2　DDF 株によるディルドリン分解
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還流経過に伴い速やかに減少した （図 12203-3）。還
流集積終了後の木質炭化素材から純化培養を行い、
生育したコロニーによるアルドリン - トランスジ
オールの分解が見られ、この株を KSF27 株と命名
した。コロニーの形態・生理試験と 16S rRNA 塩
基配列のシークエンス（約 1500 bp）により、分解
菌株が属レベル（Pseudonocardia 属）で明らかになっ
た 4）。さらに、KSF27 株はディルドリンを 90%、
ヘプタクロルエポキシドを 70% 分解することが明
らかになった（表 12203-2）。ただし、いずれも塩素
イオンは検出されなかった。
（ウ） 分解菌によるディルドリン代謝経路の解明
DDF 株によるディルドリンの分解に伴い僅かに

アルドリン−トランスジオールの産出が見られた。
そこでアルドリン−トランスジオールを初期基質
にして分解試験を行ったところ、アルドリン−ト
ランスジオールは速やかに分解された。さらに m/
z=476 の 6 塩素の物質が 2 種検出され蓄積が見られ
たことから、アルドリンジオールが硫酸（モノスル
フェート体）もしくはリン酸（モノホスフェート体）
抱合した化合物であることが予想された。そこでそ
れぞれを合成し、未知代謝物と比較したところ、代
謝物はモノホスフェート体であると同定された（図

12203-4）。一方、KSF27 株によるディルドリン分解
試験にて、トリメチルシリル化された代謝物がアル
ドリンジカルボン酸と一致した。よって KSF27 株
によりディルドリンからアルドリンジカルボン酸に
変換する事が明らかになった。今回アルドリントラ
ンスジオールは検出されなかったが、アルドリン -
トランスジオールを初期基質とした場合アルドリン
ジカルボン酸に変換されることから、KSF 株はディ
ルドリンをアルドリン - トランスジオールを経てア
ルドリンジカルボン酸に変換することが予想された

（図 12203-5）。
（エ） ディルドリン模擬及び実汚染土壌での分解
ディルドリン模擬汚染土壌を用いて DDF 株及び

KSF27 株によるディルドリン分解能を確認した。
DDF 株の基質として、ふすまを用いてディルドリ
ン分解試験を行った。今回の試験では、土壌水分
を 50% にすることでディルドリンが速やかに減少
することが示された（図 12203-6）。一方木炭還流法
により木質炭化素材に KSF27 株を集積し、液体培
地中でディルドリン分解能を示した。その炭化素材
をディルドリン模擬汚染土壌（壌土）に 10 % 混和
させたところ 27 日間で 5% 分解した。 ディルドリ
ン実汚染土壌を用いた試験においては、DDF 株を

表 12203-1　DDF 株による POPs 分解能

* 培養 14 日後の濃度、n=3

* 培養 10 日後の濃度、n=3

図 12203-3 　アルドリン - トランスジオールを基質と
した土壌 / 木炭還流法

表 12203-2　KSF27 株による POPs 分解能
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ふすま、米ぬか及びコーンコブミールに培養させて
ディルドリン分解能を比較したところ、ふすまで最
も分解が良好であった。次いで、米ぬか、コーンコ
ブミールの順であった（図 12203-7）。この結果より
DDF 株培養基質としてふすまを選抜し、DDF 株培
養ふすまを土壌に一週間毎に 2% 混和させ実汚染土
壌中のディルドリン分解を行った。6% を 1 回添加
した処理区と対照区と比較したところ、28 日後の
ディルドリン分解率は 1 回添加が 22% に対して逐
次添加が 34% であったことから、逐次添加が有効
であると示された（図 12203-8）。

図 12203-4　DDF 株による新規代謝物 MS スペクトルと予想ディルドリン代謝経路

図 12203-5　KSF27 株による予想ディルドリン代謝経路

図 12203-6 　DDF 株によるディルドリン模擬汚染土
壌中での分解試験

図 12203-7　基質別ディルドリン分解率

図 12203-8　実汚染土壌でのディルドリンの分解
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エ　考　察
（ア） 環状ジエン殺虫剤連用土壌からのディリド

リン分解糸状菌の探索
エンドスルファン連用土壌よりディルドリン分解

糸状菌 Mucor racemosus DDF 株を単離、同定する
ことに成功した。今まで土壌中から単離した糸状菌
がディルドリンを分解する報告はほとんどない。ま
た、ディルドリンを 10 日間で 90% 以上分解したこ
とは、他のディルドリン分解菌と比べても極めて優
れている点である。また、DDF 株はディルドリン
以外にもエンドスルファン、エンドスルファンスル
フェート、ヘプタクロルなど他の環状ジエン殺虫剤
や DDT も分解も示したことから、様々な有機塩素
化合物に対して有効な微生物だということが考えら
れた。
（イ） ディルドリン誘導体を用いたディルドリン

分解細菌の探索
今 回 単 離、 同 定 し た デ ィ ル ド リ ン 分 解 細 菌

Pseudonocardia sp. KSF27 株は、土壌木炭還流法に
より集積できたが、この方法で過去にシマジン分解
菌 1）やヘキサクロロベンゼンを資化し無機化でき
る細菌 2）を得ている。しかしながら、ディルドリ
ンに関しては水溶解度（0.01 mg/L）が極めて低く
集積は困難であると予想されたため、誘導体で水溶
性が高いアルドリン - トランスジオールを基質とし
て用いた。その結果、ディルドリンも分解できる本
菌株が単離されたことから、今回の誘導体を基質と
した集積方法は水溶解度が低い物質に対して有効で
あると考えられる。
（ウ） 分解菌によるディルドリン代謝経路の解明
DDF 株によりディルドリンの一部はアルドリン

−トランスジオールを経てリン酸抱合される事が明
らかとなった。合成有機化合物のリン酸抱合は昆虫
において報告されているが 5）、極めて報告の少ない
反応であり、ドリン類のリン酸抱合は初の反応で
ある。また、KSF27 株が属する Pseudonocardia 属
細菌は 1,4 ジオキサンなどのエポキシ基を持つ化合
物を分解する事が明らかになっていることから 6）、
KSF27 株によるディルドリンも同様な反応で代謝
が進んでいるのだと考えられる。
（エ） ディルドリン模擬及び実汚染土壌での分解
模擬汚染土壌においては土壌水分を 50% に保つ

ことで DDF 株培養ふすまを用いてディルドリンを

速やかに減少することが示された。しかし、土壌
水分を 50% に維持することは困難であるため、以
降の試験は水分含有率を 40% 付近で試験を行った。
DDF 株の生育基質としてふすまの他に米ぬかと
コーンコブミールを用いたが、ふすまの結果が良好
であった。ふすまに比べて米ぬかは窒素、リン酸の
量が多いため土壌中の細菌が増殖してしまい分解力
が低下してしまったのではないかと考えられた。ま
た、DDF 株培養ふすまの施用方法として逐次的に
添加した区においてディルドリン分解能が良好だっ
たことから、一度に施用するよりも複数回に分けて
施用することで DDF 株のディルドリン分解能は発
揮されることが考えられる。一方 KSF 株は土壌中
の分解能が低かったが、今回炭素源としてピルビン
酸を添加したため他の微生物の増殖が優勢してし
まったと考えられる。そのため、分解菌のみが増殖
する基質の検討が必要である。

オ　今後の課題
単離した分解糸状菌 DDF 株は実汚染土壌中の

ディルドリン濃度を低減可能であり、農耕地中の
ディルドリン濃度を低減し農作物中の濃度も低減
することが期待される。しかし、現時点での最適
施用条件（DDF 株培養ふすまを土壌に 2%（w/w）
ずつ、一週間毎に 3 回混和）においても分解率は
50% 以下であり、更なる基質の検討や界面活性
剤や有機溶剤の併用により分解力を向上させる必
要がある。また、基質（ふすま）の量が 6%（w/
w）と多かったため添加量を削減する必要がある。
ディルドリン分解細菌 KSF 株に関しては模擬汚
染土壌の段階でディルドリン分解能が低かったた
め、分解菌あるいは近縁種が優先的に増殖する基
質（炭素源）を選抜し、土壌中での添加（スティミュ
レーション）の検討が必要である。各々の分解菌
はディルドリン以外の POPs も分解する事ができ
るため、他の残留に対しても有効であると考えら
れる。汚染現場での実証が出来れば普及可能な農
耕地での POPs 濃度低減技術として活用できる。
また分解酵素を特定出来れば酵素改変等でより強
力な分解酵素を開発できると考えられる。

カ　要　約
（ア） ディルドリン分解菌の単離、同定と分解代
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謝経路の解明
エンドスルファン連用土壌よりディルドリン分

解糸状菌：Mucor racemosus DDF 株、分解細菌：
Pseudonocardia sp. KSF27 株を単離、同定した。そ
れぞれディルドリンをアルドリン - トランスジオー
ルを経て更に代謝する事ができるが、脱塩素は出来
ない。DDF 株によるアルドリン - トランスジオー
ルのリン酸抱合反応は微生物では世界初の発見であ
る。
（イ） ディルドリン分解菌の汚染現場への適用
ディルドリン分解糸状菌 DDF 株をふすま培地に

接種し、DDF 株培養ふすまとしてディルドリン残
留土壌に混和（6% w/w）することで、ディルドリ
ンを 23% 分解した。さらに逐次添加法（2% w/w
の培養ふすまを 1 週間ごとに 3 回添加）により、分
解率が 10% 強向上した。今回の DDF 株を用いた研
究は、ディルドリン実汚染土壌中のバイオレメディ
エーションの成功例として世界初である。
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（4）担子菌を利用した土壌浄化技術の開発
ア　研究目的
近年、農耕地土壌等において低濃度で残留してい

る POPs 等難分解性有機汚染物質の分解無毒化技術
の開発が急務となっている。低濃度かつ広範囲に拡
散している場合、バイオレメディエーション技術が
有効と期待されている。担子菌に属する木材腐朽菌
は、細菌や糸状菌が有していない機能により木材を
分解しており、その機能が難分解性有機汚染物質分
解に応用できることから、担子菌によるバイオレメ
ディエーションが注目されている。しかし、担子菌
を用いた分解除去技術は未だ開発されていない。本
研究では、担子菌による POPs 汚染土壌のバイオレ
メディエーション技術の開発を目的とする。

イ　研究方法
（ア） DDT 分解性担子菌の選抜
液体培養系において DDT 分解能力に優れた担子

菌を選抜した。選抜担子菌により DDT 及びその分
解物を処理し、代謝産物の同定により分解機構を明
らかにするとともに、無毒化が進行しているかどう
かを確認した。
（イ） DDT 汚染土壌のバイオレメディエーション

a 　DDT 模擬汚染土壌の処理試験
液体培養系に DDT 模擬汚染黒ボク土を加えた

系、及び木質系固体培地に菌糸を蔓延させ、そこに
DDT 模擬汚染黒ボク土を加えた処理系により DDT
の分解性を検討した。

b 　選抜菌による DDT 汚染土壌の浄化
ヒラタケ廃菌床と模擬 DDT（放射ラベル）汚染

土壌を 1：1 で混合し、25℃で培養した。1-2 週毎に
酸素パージを行い、その際に系内に排出された、二
酸化炭素を回収し、定量した。コントロールは、ヒ
ラタケ廃菌床を滅菌し、土壌は非滅菌状態である。

c 　DDT 実汚染土壌の菌床処理
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DDT 汚染土壌（142 ppm）とヒラタケ菌床をフ
ラスコスケール（土壌 5g）で 1：1 で混合処理し
た。この処理系を、スケールアップし DDT 汚染土
壌 250 g に対し、菌床 50 g を混合し 28 日間静置処
理した。
（ウ） ヘプタクロル類・ドリン類分解性担子菌の

スクリーニング及び分解機構の推定
液体培養系においてヘプタクロル類・ドリン類分

解能力に優れた担子菌を選抜した。選抜担子菌によ
りヘプタクロル類・ドリン類及びその分解物を処理
し、代謝産物の同定により分解機構を推定した。
（エ） ドリン系農薬汚染土壌のバイオレメディ

エーション
Phlebia 属白色腐朽菌 3 菌株 （P. acantocystis、 P. 

aurea、P. brevispora） を用いて土壌における生育試
験を行った。さらに、選抜された P. brevispora 及び
ヒラタケ菌によるフラスコスケールでの模擬汚染土
壌の処理を試みた。

ウ　研究結果
（ア） DDT 分解性担子菌の選抜
数十種の木材腐朽菌による DDT の分解性を検討

した結果、数種の高分解性菌株が得られた。Phle-
bia lindteri、Phlebia brevispora、Pleurotus ostreatus、
Phanerochaete sordida、Gloeophyllum trabeum、Fomi-
topsis pinicola、Daedalea dickinsii などが DDT 高分
解性担子菌として選抜された。
（イ） 選抜菌による DDT 分解機構の解明 
DDT 高分解能を有する菌株による DDT の代謝

産 物 を 探 索 し た 結 果、P. ostreatus、P. sordida、F. 
pinicola、D. dickinsii では主要代謝物として DDD が
検出された。G. trabeum では、DDD、DDE、DBP
へと代謝された。DBP 以降の分解産物は DBH 以
外確認できなかったが、DDT から脱塩素反応が進
行しており毒性の低減が期待できた（図 12204-1）。
P. lindtneri 及び P. brevispora では、DDD、DBP 等
が代謝物として得られたが、ほとんど蓄積していな
かった。より詳細な検討を行った結果、CCl3 基の
脱塩素反応、脱離が進行した後に、芳香環への水酸
基の導入、環開裂が進行していた（図 12204-2）。こ
の反応経路は、これまでに報告されている DDT の
分解経路とは異なる新規な分解経路であった。また、
DDT のジフェニルメタン骨格が分解されている事

から、無毒化が進行していると言える 1）、3）、6）、7）。
（ウ） DDT 汚染土壌のバイオレメディエーション 
まず木質系固体培地に蔓延させた各種腐朽菌に

DDT を加え、固体培地上でも液体培養系と同様に
DDT を分解可能であるかについて検討した結果、G. 
trabeum 及び P. ostreatus において DDT の減少が確
認された。

ヒラタケ廃菌床による DDT の無機化について検
討した。土壌を混合しない場合と滅菌土壌を混合し
た場合、二酸化炭素の生成量は大きな差が観察され
なかったが、未滅菌の土壌と廃菌床を混合した場合
に、より高い無機化が観察された（図 12204-3）。培
地のみ、滅菌土を用いた場合に比べ、未滅菌土を用
いた場合は水溶性の DDT 由来代謝物量が顕著に減
少していた事から、ヒラタケによる DDT 分解の際、
より分解しやすい代謝産物をバクテリアが分解する
事で無機化が進行したと予想された。

実際の DDT 汚染土壌（142 ppm）を用いてフラ
スコスケール（土壌 5g）での検討を行った。その
結果、ヒラタケ菌床を滅菌したコントロール系に対
し、汚染土壌とヒラタケ菌床を 1：1 で混合処理す
る事により汚染土壌中の DDT は 70% 程度減少し
た。この処理系を、スケールアップし DDT 汚染土
壌 250 g に対し、菌床 50 g を混合し 28 日間静置し
たところ、分解率は 30% であった 2）、4）、5）。
（エ） ヘプタクロル類・ドリン類分解性担子菌の

スクリーニング及び分解機構の推定 
ディルドリン分解担子菌をスクリーニングし、そ

れら選抜菌による液体培地上でのヘプタクロル、
ディルドリン、エンドリン、アルドリン、クロルデ
ンの分解代謝経路を推定した。クロルデンの推定代
謝経路を（図 12204-4）に示した。クロルデンは複
数の代謝経路により分解されており、（1）脱塩化水
素、（2）水酸化、（3）酸化的脱塩素、（4）脱水素等
を初発の反応とし、反応経路（2）、（3）、 （5）、 （6）、（7）
はチトクロム P-450 の関与が示唆された。（7） oxy-
chlordene の酸化的脱塩素反応は、Phlebia lindtneri

のみが行い、またこの oxychlordene の微生物分解
の報告はこれまでなされていない。

ヘプタクロル、ディルドリン、エンドリンをヒラ
タケ菌により処理し、分解生成物を精査し、分解経
路を推定した。エポキサイド生成、脱塩素、水酸化、
エポキサイド開裂など多様な反応が確認された。
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各種（廃）菌床によるヘプタクロル処理と分解産
物の生成量の定量結果を（表 12204-1）に、またヘ
プタクロルエポキサイドの結果を（図 12204-5）に
示した。いずれもヒラタケ菌の有効性が示唆された
8）、9）、10）、11）。
（オ） ドリン系農薬汚染土壌のバイオレメディ

エーション
フラスコスケールでの模擬汚染土壌の処理を試み

た。ヘプタクロル汚染土壌をヒラタケ菌床により
処理したところ、分解物の生成が認められた（表
12204-2）。

さらに、POPs 分解菌である Phlebia 属白色腐朽
菌 3 菌 株 （P. acantocystis、 P. aurea、P. brevispora） 

を用いて土壌における生育試験を行った結果、P. 
brevispora が最も良好であった。ディルドリン及び
ヘプタクロルエポキサイド模擬汚染土壌に P. brevis-
pora の菌体懸濁液を投与した結果、各 POPs 量の
減少を確認した（図 12204-6）。

エ　考　察
（ア） DDT 汚染土壌のバイオレメディエーション
ま ず、DDT を 分 解 可 能 な 木 材 腐 朽 菌 の ス ク

リーニングを試みた。その結果、白色腐朽菌では、
Phlebia 属菌、Phanerochaete sordida、ヒラタケ菌に
高い分解活性が、また褐色腐朽菌にも活性が認めら
れた。

図 12204-1　G. trabeum による DDT の推定代謝経路

図 12204-2　P. lindtneri 及び P. brevispora による DDT の推定代謝経路
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土壌処理に担子菌を利用する場合、液体培養系を
用いるのは現実的ではないため、木質系の固体培地
に蔓延させた菌糸を汚染土壌と混合させる反応系を
想定した。木材腐朽菌は木質系材料を栄養源として
増殖可能であり、土壌微生物では栄養源として利用
できないことから、木質系固体培地であれば土壌中
でも木材腐朽菌が優位に活動することが期待でき
る。

DDT 汚染土壌のバイオレメディエーションに適
用できる菌株は、DDT を分解できる能力を有して
いるのみならず、土壌中の微生物群の中で優位に繁
殖可能であり、さらに、低コストで適用できる菌株
に限定される。この条件を満たす菌株として、ヒラ

図12204-3 　P. ostreatus（ヒラタケ）子実体形成後廃菌床に
よる、模擬［U-14C］-DDT 汚染土壌処理時の
14CO2（%）の生成

表 12204-1　各種（廃）菌床による ヘプタクロル処理と分解産物の生成

図 12204-4　Phlebia lindtneri, Phlebia aurea 及び Phlebia brevispora によるクロルデンの推定代謝経路
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図 12204-5　各種（廃）菌床による ヘプタクロルエポキサイドの分解

表 12204-2　ヒラタケ廃菌床による ヘプタクロル模擬汚染土壌処理

図 12204-6　模擬汚染土壌処理における POPs の回収率
菌体懸濁液簡易調製、処理期間４週間（左）、高濃度菌体懸濁液、処理期間２週間（右）

SL : 滅菌土壌、USL : 非滅菌土壌、Control : 滅菌廃菌床、Treat : 生廃菌床

タケ廃菌床を選抜した。廃菌床とは、ヒラタケの子
実体の栽培後残存する菌床であり、処理に困ってい
る廃棄物である。本研究により、ヒラタケ廃菌床に
よる、DDT の実汚染土壌のバイオレメディエーショ
ンの可能性が示唆された。
（イ） ドリン系農薬汚染土壌のバイオレメディ

エーション
まず、ヘプタクロル類・ドリン類分解性担子菌の

スクリーニングを試みた。ほとんどの木材腐朽菌
に分解活性は見られなかったが、Phlebia 属菌株の
みに活性が認められた。中でも、P. acantocystis、P. 

aurea、P. brevispora には、強い活性が認められた。 
ディルドリン及びヘプタクロルエポキサイド模擬

汚染土壌を P. brevispora により処理したところ、両
化合物ともに、減少が認められ、ドリン系農薬汚染
土壌のバイオレメディエーションの可能性が示唆さ
れた。

オ　今後の課題
本研究においては、POPs の主要成分である、

DDT 及びドリン系農薬のヘプタクロル、ディルド
リン、エンドリンを対象とした。これらの POPs を
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分解可能な担子菌のスクリーニングを試み、数種の
高分解菌株が得られた。これらの菌株による分解生
成物を確認し、分解経路を明らかにした。さらに、
DDT については、実汚染土壌での処理を試み、分
解が確認された。また、ヘプタクロル、ディルドリ
ンについては、模擬汚染土壌の浄化を試み、Phle-
bia 属菌及びヒラタケ菌により各化合物の分解が確
認された。

本研究において、POPs は、担子菌により分解可
能であり、土壌浄化の可能性が示唆された。基礎
的知見の蓄積により、POPs 汚染環境のバイオレメ
ディエーションの可能性が明らかとなった。今後は、
この手法でどの程度まで、スケールアップできるか
を明らかにする必要がある。

カ　要　約
POPs 等難分解性有機汚染物質が、低濃度かつ広

範囲に拡散している場合、バイオレメディエーショ
ン技術が有効である。担子菌に属する木材腐朽菌は、
細菌や糸状菌が有していない機能により木材を分解
していることから、 その機能の POPs 分解への応用
が期待される。

本研究により、ヒラタケ廃菌床による、DDT 汚
染土壌のバイオレメディエーションの可能性が、ま
た、P. brevispora によるドリン系農薬汚染土壌のバ
イオレメディエーションの可能性が示唆された。

キ　引用文献
1） A. S. Purnomo, I . Kamei and R. Kondo 
（2008）. Degradation of 1,1,1-trichloro-2,2-bis 
（4-chlorophenyl） ethane （DDT） by brown rot 
fungi. J. Bioscience and Bioengineering. 105（6）: 
614-621.

2） A. S. Purnomo, T. Mori, I. Kamei, T. Nishii 
and R. Kondo （2010）. Application of mushroom 
waste medium from Pleurotus ostreatus for 
bioremediation of DDT contaminated soil. 
International Biodeterioration & Biodegradation. 
64: 397-402.

3） A. S. Purnomo, T. Mori and R. Kondo （2010）. 
Involvement of Fenton reaction in DDT 
degradation by brown-rot fungi. International 
Biodeterioration & Biodegradation. 64: 560-565.

4） A. S. Purnomo, F. Koyama, T. Mori and R. 
Kondo （2010） .DDT degradation potential of 
cattle manure compost. Chemosphere. 80: 619-
624.

5） A. S. Purnomo, T. Mori, K. Takagi and 
R. Kondo （2011）. Bioremediation of DDT 
contaminated soil using brown-rot fungi . 
International Biodeterioration & Biodegradation. 
65: 691-695.

6）P. Xiao,T. Mori ,I. Kamei and R. Kondo （2011）. 
A novel metabolic pathway for biodegradation of 
DDT by the white rot fungi. Phlebia lindtneri and 
Phlebia brevispora. Biodegradation. 22: 859–867.

7） A. S. Purnomo, T. Mori, I. Kamei, R. Kondo 
（2011）. Basic studies and applications on 
bioremediation of DDT:A review. International 
Biodeterioration & Biodegradation. 65: 921-930.

8） P. Xiao ,T. Mori and R. Kondo （2011）. 
Biotransformation of the organochlorine 
pesticide trans-chlordane by wood –rot fungi. 
New Biotechnology. 29, No1: 107-115.

9） P. Xiao,T. Mori ,I. Kamei, H. Kiyota , K. Takagi 
and R. Kondo （2011） .Novel metabolic pathways 
of organochlorine pesticides dieldrin and aldrin 
by the white rot fungi of the genus Phlebia. 
Chemosphere. 85: 218-224.

10） P. Xiao, T. Mori, I. Kamei and R. Kondo. 
（2011）. Metabolism of organochlorine pesticide 
heptachlorand its metabolite heptachlor epoxide 
by white rot fungi, belonging to genus Phlebia. 
FEMS Microbiology Letters. 314: 140-146.

11） A. S. Purnomo, T. Mori, S. R. Putra and R. 
Kondo （2013）. Biotransformation of heptachlor 
and heptachlor epoxide by white-rot fungus 
Pleurotus ostreatus. International Biodeterioration 
& Biodegradation. 82: 40-44.

研究担当者（近藤隆一郎 *）

（5）高吸収植物を利用した土壌浄化技術の開発
ア　研究目的
有害化学物質に汚染された農耕地の土壌修復で

は、穏和なオンサイト処理であるファイトレメディ



─ 197 ─

エーション（植物の能力を利用した環境修復）が有
望とされている 1）が、重金属等の無機物質に比べ、
有機化学物質を対象としたものはその試み自体が限
られたものであり 2）、3）、現在までのところ実用技術
に至っているものはない。

そこで本課題では、現時点で問題となっている
ディルドリン及びヘプタクロル類を対象として、過
去のスクリーニング 4）により高吸収性を示したズッ
キーニ（Cucurbita pepo）を用いたファイトレメディ
エーションの試みとして、最適な栽培条件を検討す
るとともに、化学資材を用いて土壌中 POPs を溶解
- 可給化させることによる吸収除去促進効果の可能
性についても検討する。以上を通じて、POPs 類を
対象とした土壌汚染に対するファイトレメディエー
ションの実用化に資する。

イ　研究方法
（ア） 高吸収植物ズッキーニによるディルドリン

吸収量を最大化する栽培条件の検討
a 　品種

ディルドリン残留黒ボク土（ディルドリン：98 
µg/kg 乾重）を 3L 容プラスチックポットに充填し、
パーライトに播種、育苗したズッキーニ（Cucurbita 
pepo L.）10 品種及び対照としてカボチャ（Cucurbita 
maxima Duch.）2 品種（図 12205-1 参照）を定植、
30 日間栽培した後、茎葉部と根部に分けて収穫し、
植物体中ディルドリン含量を測定した。

b 　栽培期間・栽植密度
ディルドリン残留黒ボク土ほ場（ディルドリン：

77-108 µg/kg 乾重）で、ズッキーニ（品種：‘ブラッ
クトスカ’）を栽培期間（30 d・60 d・60 d × 2 作・
90 d）及び栽植密度（1.25 株 /m2・2.5 株 /m2）を変
えて露地栽培した。各栽培期間の定植−収穫日は以
下の通り。30 d：7/29-8/27、60 d：6/26-8/27、60 
d × 2 作：5/28-7/29 及 び 7/29-9/25、90 d：5/28-
8/27。各栽培期間ともに栽植密度は 2 段階に設定、
栽培期間 4 処理×栽植密度 2 処理× 3 連の 24 処理
区（2m × 0.8 m/ 区）を設定した。それぞれの生育
期間の後に植物体（茎葉・果実・根）を収穫し、ディ
ルドリン含量を測定した。

c 　施肥
ディルドリン残留黒ボク土（ディルドリン：77 

µg/kg 乾重）を充填したライシメーターにて、施

肥量を 10 a あたり 30 kgN、60 kgN、30 kgN+ ケ
イ酸カルシウムの 3 段階に設定してズッキーニ（品
種：‘ブラックトスカ’）を栽培した。栽培概要は以
下の通り。栽培期間：5/27 定植− 8/27 収穫、栽植
密度：0.89 株 /m2 、連数 :4 連。植物体（茎葉・果実・
根）を収穫し、ディルドリン含量を測定した。

d 　摘果
ディルドリン残留黒ボク土（ディルドリン：77 

µg/kg 乾重）を充填したライシメーターで、ズッ
キーニ（品種：‘ブラックトスカ’）を栽培した。栽
培概要は以下の通り。栽培期間：5/27 定植− 8/27
収穫、栽植密度：0.89 株 /m2 、連数：3 連。処理区
は以下の通り。摘果区 : 幼果を見つけ次第摘果、通
常区：果実は概ね 2 週おきに収穫。植物体（茎葉・
果実・根）を収穫し、ディルドリン含量を測定した。
（イ） 化学資材の土壌添加によるファイトレメ

ディエーション促進効果の検討
a 　有機溶剤のスクリーニング

土壌中ディルドリンを溶解させる有機溶剤として
メタノール、エタノール、n- プロパノール、アセトン、
ジエチルエーテルを、試験土壌として褐色低地土

（ディルドリン：109 µg/kg 乾重）及び黒ボク土（ディ
ルドリン：330 µg/kg 乾重）を供試した。各有機溶
剤の 5%（v/v）水溶液を土壌の最大容積水量分添加、
静置 1 日後に土壌溶液を回収し、ディルドリン濃度
を測定した。

b 　界面活性剤のスクリーニング
土壌中ディルドリンを溶解させる界面活性剤とし

て、19 種を供試した（表 12205-1）。供試土壌は（イ）
a の有機溶剤試験と同じものを用いた。各界面活性
剤の 1%（w/w）水溶液 20 mL に各土壌 4g を加え、
24 時間振とう後に遠心分離し、上清を回収してディ
ルドリン濃度を測定した。

また、界面活性剤によるズッキーニの生育への影
響を評価するため、プラスチックシャーレに各界面
活性剤の 1%（w/w）水溶液で湿潤させたろ紙上を
敷き、この上にズッキーニ（品種：‘ブラックトスカ’）
を播種、25℃暗所に静置し、7 日後の根長を測定し
た。

c 　有機溶剤及び界面活性剤の土壌添加による
ズッキーニの POPs 吸収促進効果

褐色低地土（ディルドリン：109 µg/kg 乾重）及
び黒ボク土（ディルドリン：330 µg/kg 乾重）を有
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機溶剤（メタノール、エタノール、n- プロパノール、
アセトン、ジエチルエーテル及び対照として蒸留
水）及び界面活性剤（TD150）で処理した後、600 
mL 容ポリポットに充填した。処理方法は以下の通
り。有機溶剤 : 各有機溶剤の 5%（v/v）水溶液を土
壌の最大容水量分添加して、25℃暗所にて 1 週間静
置後、土壌を薄く広げて風乾させ、再度最大容水量
の 60% になるように水で湿潤させた。界面活性剤 :
最大容水量の 60% 量の 0 〜 10%（v/v） TD150 水
溶液を各土壌に添加、25℃暗所にて 1 週間静置した。
有機溶剤及び界面活性剤処理した土壌に、パーライ
トに播種、育苗したズッキーニ（品種：‘ブラック
トスカ’）を定植し、人工気象室（25℃、昼 14 h −

表 12205-1　各種界面活性剤による残留土壌からのディルドリンの溶出及び、ズッキーニ幼植物の根伸長阻害

1）*1 土壌４g に１％ (w/w) の界面活性剤水溶液 20 mL を添加、24 時間振とう後に遠心分離した上清液中のディ
ルドリン濃度を測定。
ディルドリン溶出率＝液相へのディルドリン溶出量／土壌中ディルドリン量× 100

2）*2 １％ (w/w) の界面活性剤水溶液で湿潤させたろ紙上にズッキーニを播種し、７日後に根長を測定。

図 12205-1 　ズッキーニによるディルドリン吸収量の
品種間差
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夜 10 h）内で 14 日間生育させた後、茎葉部を収穫
してディルドリン含量を測定した。

ウ　研究結果
（ア） ズッキーニのディルドリン吸収を最大化す

る栽培条件
a 　品種間差　

ポット栽培したズッキーニ 10 品種のディルドリ
ン吸収量を比較した（図 12205-1）。ポット当たりの
ディルドリン吸収量は、‘グリーントスカ’と‘ブ
ラックトスカ’では 25 µg 程度、‘Costata Roma-
nesco’、‘Gold Rush’、Raven’、‘ダイナー’、‘ゴー
ルドトスカ’、‘オーラム’では 20 〜 22.5 µg 程度
であり、‘Zephyr‘は吸収能力がやや低く、‘Patty 
Green’は‘グリーントスカ’や‘ブラックトスカ’
の 30% 程度の吸収だった。また、‘Patty Green’
を除き、吸収したディルドリンのほぼ 90% が茎葉
部に分布した。対照として用いたカボチャ 2 品種、

‘新土佐 1 号’及び‘えびす’は、吸収能力が‘Patty 
Green’を除くズッキーニの各品種よりも劣った。

b 　栽培期間・栽植密度の効果
処理区間で土壌中ディルドリン濃度に幅があった

ため、吸収効率はディルドリン吸収率［植物体中ディ
ルドリン含量 / 土壌中ディルドリン含量（「ディル
ドリン濃度」×「1 区面積 =1.6 m2」×「作土深 20 
cm」）× 100 （%）］で比較した（図 12205-2）。

ディルドリン吸収率を栽培日数の点で比較する
と、栽植密度が 1.25 株 /m2 の場合、30 日では 0.8%、
60 日では 3.3%、90 日では 7.4% となり、栽培日数
を長くとるほどディルドリンの吸収が増大した。た
だし、2 連作（60 日× 2 作）での合計の吸収率は
8.1% にとどまり、90 日 1 作と比べて吸収効率の上
昇は認められなかった図 12205-2（左図）。栽培日数
60 日で定植日の違いに着目して吸収率を比較する
と、栽植密度が 1.25 株 /m2 の場合、定植日が 5/28
で は 6.5%、6/26 で は 3.3%、7/29 で は 1.6% と な
り、定植日が遅くなるにつれ吸収効率は低下した図
12205-2（右図）。また、栽植密度の違いで吸収率を
比較すると、栽培期間（栽培日数及び定植日）の違
いに関わらず、1.25 株 /m2 と 2.5 株 /m2 の間に差は
認められなかった。

c 　施肥効果
施肥の違いにより、ズッキーニの生育量に顕著な

差は見られなかったが、ディルドリンの吸収量では
30 kgN 区 <30 kgN+ ケイ酸カルシウム区 <60 kgN
区となった（図 12205-3）。施肥量増加の効果は、生
育量の増加よりも植物体中ディルドリン濃度の上昇
として現れ、結果的にディルドリン吸収量は増加し
た。

d 　摘果効果
摘果の有無によるズッキーニのディルドリン吸収

の様子を図 12205-4 に示した。通常の方法（果実を

図 12205-2　栽培日数、栽培時期及び、栽植密度の違いによるズッキーニのディルドリン吸収率
1）左グラフの栽培期間　30d：7/29 〜 8/27、60d：6/26 〜 8/27、60d × 2：5/28 〜 7/29 ＋ 7/29 〜 9/25、90d：5/28

〜 8/27。
2）右グラフの栽培期間　各定植日から 60 日間。
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実らせながら生長させる:図中「実有り」）でズッキー
ニを栽培した場合、地上部のディルドリン含量は
317 µg/m2 となったが、その内訳は果実部に 81%、
茎葉部に 19% となり、果実が大きなシンクとなっ
ていた。これに対し、摘果処理（幼果で摘果しつつ
生長させる : 図中「実無し」）を行った場合、地上
部のディルドリン含量は 370 µg/m2 となり、通常
区の茎葉と果実を合わせたものよりもディルドリン
の吸収量が多かった。
（イ） 化学資材の土壌添加によるファイトレメ

ディエーション促進効果
a 　有機溶剤のスクリーニング

各有機溶剤の 5%（v/v） 水溶液を最大容水量分添
加して土壌を飽和させときの、1 日後の土壌溶液中
ディルドリン濃度を図 12205-5 に示した。褐色低地

土ではエタノール、アセトン、ジエチルエーテル、
メタノール、n- プロパノールの順となり、いずれも
対照である水添加よりも溶出効果が高かった。一方、
黒ボク土ではどの有機溶剤でも褐色低地土の場合に
比べて土壌溶液中のディルドリン濃度は低く、序列
としては n- プロパノール、アセトン、エタノール、
メタノール、ジエチルエーテルの順となったが、エ
タノール、メタノール、ジエチルエーテルでは、対
照である水添加に比べて溶出効果がほとんど認めら
れなかった。

b 　界面活性剤のスクリーニング
供試した界面活性剤のディルドリン溶出率は、生

分解性のものではレシチン、サポニン、ソホロリ
ピッド（市販洗剤）では極めて低く、ソホロリピッ
ド、ラミノリピッド、サーファクチンは褐色低地
土で 40 数 %、黒ボク土で 10 数 % 溶出した。一方、
化学合成剤では褐色低地土で 40 〜 60%、黒ボク土
では 21 〜 43% の溶出率を示した。化学合成剤のう
ち、EL 系（ポリオキシエチレンラウリルエーテル系）
及び TD 系（ポリオキシエチレントリデシルエーテ
ル系）では、系列内で溶解能に差があった。

界面活性剤によるズッキーニの根伸長阻害の程度
を比較すると、レシチン、サポニン、ソホロリピッ
ド、ラムノリピッド、サーファクチンなど生分解性
のものは阻害程度が小さかった。一方、化学合成剤
では EL、TD の両系列ともに、土壌からのディル
ドリン溶出能が高いものほど阻害程度が強かった。

生分解性界面活性剤は価格が高いため、実用性の図 12205-3 　施肥の違いによるズッキーニの生育と
ディルドリン吸収量

図 12205-4 　摘果の有無によるズッキーニのディルド
リン吸収量

図 12205-5 　各種有機溶剤による残留土壌からのディ
ルドリンの溶出

1）各有機溶剤の 5%（v/v）水溶液を土壌の最大容水
量添加し、1 日後に土壌溶液を回収、ディルドリ
ン濃度を測定した。
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点から除外し、化学合成剤の中からファイトレメ
ディエーション効果の促進資材候補として、ディル
ドリンの溶出能が高く、かつズッキーニの生育阻害
が小さい TD150 を選定した。

c 　有機溶剤及び界面活性剤の土壌添加による
ズッキーニの POPs 吸収促進効果

ディルドリン残留土壌（褐色低地土・黒ボク土）に、
a 及び b でスクリーニングした有機溶剤及び界面活
性剤を添加し、ズッキーニのディルドリン吸収量の
増減からファイトレメディエーション性能の向上効
果を評価した。

有機溶剤添加処理では、褐色低地土においては

ズッキーニの生育阻害が認められず、茎葉部濃度は
アルコール類で増加した。結果としてアルコール類
で吸収が促進された。黒ボク土においてはアルコー
ル類で生育阻害が見られ、茎葉部のディルドリン濃
度も変わらないか若干低下した。結果として、ディ
ルドリン吸収量は抑制された（図 12205-6 左）。

界面活性剤添加処理では、褐色低地土、黒ボク土
ともに添加濃度 1 〜 3% から生育阻害が生じた。茎
葉部濃度は 0.5% で若干増加した。結果として、ディ
ルドリン吸収量は 0.5% でわずかに促進するも、1
〜 3% 以上の濃度では急激に抑制された（図 12205-
6 右）。

図 12205-6 　有機溶剤及び、界面活性剤の土壌処理がズッキーニのディルドリン吸収に及ぼす影響（左棒 : 褐色低地
土、右棒 : 黒ボク土）

1） 有機溶剤は最大容水量（100%）の 5%（v/v）水溶液にして各土壌に添加、1 週間培養後、風乾させ、ズッ
キーニを定植、14 日間生育させた後、収穫。

2） 界面活性剤（TD150）は、最大容水量の 60% 量の 0 〜 10%（v/v）水溶液にして各土壌に添加、1 週
間培養後、ズッキーニを定植、14 日間生育させた後、収穫。
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エ　考　察
（ア） 高吸収植物ズッキーニのディルドリン吸収

を最大化する栽培条件
ウリ科植物の中で、ズッキーニは POPs のような

疎水性の有機化学物質の吸収能力が高いことが知ら
れている 2）、3）、4）。そこで、ズッキーニを用いた土
壌残留 POPs のファイトレメディエーションを試み
るに当たり、その吸収除去能力を最大化するために
品種及び栽培条件の検討を行った。
「ズッキーニ」として市販されているいくつかの

品種を供試したところ、大部分の品種がカボチャの
主力品種である‘えびす’や、キュウリ用台木カボ
チャの中で高吸収性を示した‘新土佐 1 号’5）より
もディルドリンの吸収能が高かった。これらのズッ
キーニ品種はいずれも草姿がブッシュ型で、栽植密
度を高く設定することが可能であり、この点からも
ファイトレメディエーション植物として適している
ものと思われる。これらの中から、ディルドリン吸
収量が最大だった‘ブラックトスカ’を選定し、栽
培条件の検討やほ場試験に供試することとした。こ
こで、供試品種の中で唯一‘Patty Green’の吸収
能力が際立って低かったことが注目される。‘Patty 
Green’は、ファイトレメディエーションには全く
向かないが、「低吸収性」ウリ科野菜を作出という
観点から、遺伝資源としての活用が期待される。
‘ブラックトスカ’を用いて、種々の栽培条件に

よるディルドリン吸収の増減を露地栽培で検討し
た。まず、栽培時期を変えた場合、同一の栽培期間（こ
こでは定植後 60 日間）であっても、ディルドリン
吸収量は定植日で 5/28>6/26>7/29 となり、晩夏〜
初秋栽培ではディルドリン吸収量が大きく低下し、
栽培時期は夏季前半が適する。これは、第2章1の（4） 

「POPs の吸収および地上部への移行の生理機構の
解明及び環境要因の解析」で観察されたように、ウ
リ科植物の POPs 吸収の好適条件が高温・長日長・
高照度であり、晩夏以降はその能力が低下するた
めと考えられる。また、栽培期間では 30 日 <60 日
<90 日となり、栽培日数を長く確保する必要がある。
ここで、60 日× 2 作は 90 日 1 作とほぼ同等であり、
連作の効果は得られなかった。これは、前述の理由
により、2 作目（7/29 〜 9/25）の気象条件がディ
ルドリンの吸収にとって好適なものではなく、吸収
量が 1 作目に比べて大きく低下するためである。ま

た、栽植密度では 1.25 株 /m2 と 2.50 株 /m2 はほぼ
同等であり、密植による単位面積当たりのディルド
リン吸収効率の向上は期待できない。

施肥条件では、多肥条件ほどディルドリンの吸収
は向上した。また、ケイ酸カルシウムもある程度は
吸収量促進に効果があった。

ズッキーニは栄養生長と生殖生長が同時に進行す
るため、生長途上でも果実が着果・肥大する。しかし、
果実を着果させたまま収穫しないでいると、重さに
よる茎折れや果実の腐敗による病害の発生が問題と
なる。そこで、摘果処理によるディルドリン吸収の
影響を検討した。通常栽培（適期に果実を収穫）し
た場合、最終的なディルドリンの分配はその 80%
が果実部となり、果実が大きなシンクとなっている。
しかし、摘果処理をした場合に植物体全吸収量は通
常処理に比べて 2 割程度増加し、果実というシンク
部が無くても茎葉部へのディルドリン吸収でその分
が補償され、前述の「果実による植物体への負担」
が解消される分、かえってディルドリンの吸収効率
が高まった。

以上より、ズッキーニによる POPs ファイトレメ
ディエーションには以下の条件が好適である。品種
としては「ズッキーニ」として市販されているもの
の中では特段の「超高吸収品種」は見いだせなかっ
たが、大部分の品種は高吸収性であり、ここでは ‘ブ
ラックトスカ’を選定した。栽培条件では、露地栽
培における栽培時期は夏季前半が適するが、栽培回
数や栽植密度を増やしてもディルドリン吸収除去効
果の向上は期待できない。また、摘果処理を行うこ
とによりディルドリンの吸収量は高まる。施肥条件
では、多肥管理により吸収性が向上することから、
通常のキュウリ栽培の 2 倍程度である 60 kgN/10 
a+ ケイ酸カルシウムの肥培管理が有効と思われる。
（イ） 化学資材の土壌添加によるファイトレメ

ディエーション促進効果
有機溶剤及び界面活性剤を処理することにより、

土壌からのディルドリンの溶出にある程度の効果
が認められた。この効果は、有機溶剤・界面活性
剤ともに供試した土壌では、褐色低地土 > 黒ボク
土、であり、黒ボク土のように土壌炭素含量が高く、
POPs が強固に吸着されている土壌では、化学資材
処理においてもその効果が発揮されにくいようであ
る。また、界面活性剤においては、ディルドリン溶
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解能が高いものほどズッキーニの根伸長阻害程度が
大きくなる傾向があり、「ディルドリンの可溶化」
と「植物生育」を両立させることの困難さがうかが
われた。

有機溶剤をディルドリン残留土壌に処理した後
ズッキーニを定植し、ディルドリン吸収促進効果を
検定した結果、褐色低地土においてはエタノール、
n- プロパノール、メタノールが若干の促進効果を
示したが、黒ボク土ではむしろ阻害的に働いた。ま
た、界面活性剤処理では、褐色低地土・黒ボク土と
もに低濃度領域でディルドリンの吸収が促進された
が、界面活性剤濃度が高まるにつれ急激に抑制の方
向に転じた。

このように、有機溶剤及び界面活性剤の処理は、
土壌中のディルドリンを溶解させる働きは確かにあ
るが、同時に植物生育に負の影響を与えるため、こ
の 2 つを安定して両立させる条件（土壌の性質に応
じた添加濃度）の設定が困難であると考えられる。

オ　今後の課題
（ア） 高吸収植物ズッキーニのディルドリン吸収

を最大化する栽培条件
土壌中のディルドリン吸収除去能力を最大化する

栽培条件についての基礎的な知見を得た。この条件
で実際のほ場においてズッキーニを栽培し、その能
力の評価、具体的には「何作程度で目的とするウリ
科野菜の作付けが可能となるか」を実証する必要が
ある。これは（6）の課題において行った。
（イ） 化学資材の土壌添加によるファイトレメ

ディエーション促進効果
今回の試験では、有機溶剤及び界面活性剤処理と

ファイトレメディエーションの両立が困難と判断
し、ほ場試験等への進展は断念した。これらの化学
的処理技術は「土壌からのディルドリンの溶出」が
有効なことは確認できたため、ホットスポットを対
象とした「土壌洗浄」のような工学的な処理技術に
応用の可能性がある。

カ　要　約
（ア） 高吸収植物ズッキーニのディルドリン吸収

を最大化する栽培条件
ズッキーニによる POPs ファイトレメディエー

ションには、品種としては ‘ブラックトスカ’、露

地栽培における栽培時期は夏季前半、施肥条件は多
肥管理で、摘果栽培を行うと効果が高い。一方、栽
培回数や栽植密度を増やしてもディルドリン吸収除
去効果の向上は期待できない　
（イ） 化学資材の土壌添加によるファイトレメ

ディエーション促進効果
有機溶剤及び界面活性剤は、土壌からのディルド

リンの溶出効果は認められたが、同時にズッキーニ
の生育阻害が生じるため、ファイトレメディエー
ション促進効果を安定的に発揮させるのは困難であ
る。
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families and Cucurbita genera. Soil Sci. Plant 
Nutr. 53:86-94.

5 ） O t a n i ,  T .  a n d  S e i k e ,  N .  （ 2 0 0 6 ）. 
Comparative effects of rootstock and scion 
on dieldrin and endrin uptake by grafted 
cucumber （Cucumis sativus）. J. Pestic. Sci. 
31:316-321.

研究担当者（大谷卓 *、清家伸康、小原裕三、牧
野知之）

（6）異なる土壌におけるファイトレメディエー
ション技術の検証
ア　研究目的
第 2 章の 2 の（5）「高吸収植物を利用した土壌浄

化技術の開発」の課題では、高吸収植物を利用した
土壌浄化技術（ファイトレメディエーション）の基
礎的な検討を行い、ポットレベルでの最適化を行っ
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た。しかし、ファイトレメディエーションは排土・
客土のような物理的な環境修復技術に比べ、一般的
に効果及び要する時間の点で問題があるとされてい
る 1）。

そこで、本課題では POPs（ディルドリン及びヘ
プタクロル類）が残留する現地ほ場において、高吸
収植物であるズッキーニを数作栽培し、土壌からの
POPs 除去効果を定量的に把握するとともに、ズッ
キーニ栽培跡地土壌でウリ科野菜を栽培してファイ
トレメディエーション効果を検証する。以上より、
目的とするウリ科野菜が栽培可能となるまでに何
作程度のズッキーニ栽培を要するかを明らかにし、
POPs 残留ほ場におけるファイトレメディエーショ
ンの実用化の適否を評価する。

イ　研究方法
（ア） ズッキーニによるファイトレメディエー

ションの予備的検討
ヘプタクロル類及びディルドリンが残留する 6 ほ

場（表 12206-1）でズッキーニ（品種 :‘ブラックト
スカ’）を栽培した。肥培管理及び栽培管理はカボ
チャあるいはキュウリ栽培の慣行に従った。定植
後 40 〜 80 日後に地上部及び根部を収穫し、ヘプタ

クロル類及びディルドリン含有量を測定した（2008
年度）。

ヘプタクロル類及びディルドリンが残留する 5 ほ
場でズッキーニ（品種 :‘ブラックトスカ’、‘グリー
ントスカ’及び‘Raven’）を栽培し、定植 90 日後
に地上部及び根部を収穫、ヘプタクロル類及びディ
ルドリン含有量を測定した（2009 年度）。
（イ） ズッキーニによる POPs ファイトレメディ

エーション効果の検証
基本的な試験設計として、ヘプタクロル類及び

ディルドリンが残留する 5 ほ場（表 12206-1 中の
#1、#2、#3、#4 及び #6）でズッキーニ（品種 :‘ブ
ラックトスカ’）を 90 日間栽培した後、その跡地で
カボチャ（品種：‘TC2A’）あるいはキュウリ（台
木品種：‘ゆうゆう一輝黒タイプ’、穂木品種：‘シャー
プ 1’）を栽培し、カボチャ果実 - ヘプタクロル類濃
度及びキュウリ果実−ディルドリン濃度でズッキー
ニによるファイトレメディエーション効果を検証し
た。ズッキーニの栽培については、施肥は 10 a あ
たり 60 Nkg 相当の化成肥料にケイ酸カルシウム 60 
kg を基肥として与え（ただし #6 は除く）、適宜、
茎折れ防止のための支柱及びシルバーマルチを設置
し、定期的に殺虫剤及び殺菌剤散布を行った。ズッ

表 12206-1　ズッキーニによるヘプタクロル類およびディルドリン吸収除去試験の概要（予備試験１：2008 年）

1）＃ 1 のみヘプタクロル類、＃ 2 〜 6 はディルドリン。
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キーニ栽培後のカボチャあるいはキュウリの栽培は
慣行に従った。

各ほ場の耕種概要は以下のとおりである。
#1：ヘプタクロル類残留土壌（黒ボク土）を 1m

× 1m 区画に 30 cm 深で充填したライシメーター。
2010 年、2011 年に 6 月初め〜 8 月末にかけてズッ
キーニを栽培。試験区はズッキーニ無栽培区、1 作
栽培区（2011 年のみ）、2 作栽培区（2010 年及び
2011 年）とした。2012 年にカボチャを 6 月初め〜
8 月末にかけて栽培、一番果を収穫し、キュアリン
グを行った後、果実中ヘプタクロル類濃度を測定。

#2：ディルドリン残留露地畑（灰色低地土）。
2010 年、2011 年に 6 月〜 9 月にかけてズッキーニ
を栽培。試験区はズッキーニ無栽培区、1 作栽培区

（2011 年のみ）、2 作栽培区（2010 年及び 2011 年）
とした。2012 年にキュウリを 6 月〜 7 月にかけて
栽培、第 1 側枝 6-10 節の果実を適期に収穫し、果
実中ディルドリン濃度を測定。

#3：ディルドリン残留露地畑（灰色低地土）。
2008、2009、2010、2011 年に 5 月末〜 8 月にかけ
てズッキーニを栽培。試験区はズッキーニ無栽培区、
1 作栽培区（2011 年のみ）、2 作栽培区（2010 年及
び 2011 年）、4 作栽培区（2008・2009・2010・2011
年）とした。2012 年にキュウリを 6 月〜 7 月にか
けて栽培、第 1 側枝 6-10 節の果実を適期に収穫し、
果実中ディルドリン濃度を測定。

#4：ディルドリン残留土壌（黒ボク土）を充填
した 100 L 容のプラスチック容器。2010・2011・
2012 年の 5 月〜 8 月にズッキーニを栽培。各年の
ズッキーニ栽培後にキュウリを 9 月〜 10 月にかけ
て栽培、第 1 側枝 6-10 節の果実を適期に収穫し、
果実中ディルドリン濃度を測定。

#6：ディルドリン残留施設畑（褐色低地土）。
2010 年、2011 年にズッキーニを 4 月〜 7（半促成
栽培）、8 月〜 11 月（抑制栽培）の 2 作 / 年栽培。
試験区はズッキーニ無栽培区、2 作栽培区（2011 年
のみ）、4 作栽培区（2010 年及び 2011 年）とした。
この地点のみ 2 作 / 年の施設栽培となるため、施肥
は 10 a あたり 30 Nkg 相当の化成肥料のみを基肥
として与えた。2012 年にキュウリを 4 月〜 5 月（半
促成栽培）、8 月〜 9 月（抑制栽培）にかけて 2 作
/ 年栽培、第 1 側枝 6-10 節の果実を適期に収穫し、
果実中ディルドリン濃度を測定。

ウ　研究結果
（ア） ズッキーニによるファイトレメディエー

ションの予備的検討
ズッキーニ栽培予備試験において、特に露地（屋

外）栽培では栽培途中から病害（うどんこ病）・虫
害（アブラムシ媒介ウイルスによる萎ちょう症）、
風による茎折れなどの問題が発生した（表 12206-
1）。そこで、本試験にあたっては、支柱・シルバー
マルチの利用及び定期的な薬剤防除を行うこととし
た。このような状況下ではあったが、ズッキーニに
よる土壌中ヘプタクロル類及びディルドリンの吸収
除去率（計算値）は、灰色低地土・褐色低地土では
10% 以上、黒ボク土での吸収除去率はこれに比べ
て劣り 2 〜 8% と見積もられた（表 12206-2）。ディ
ルドリンの吸収量は概ねズッキーニのバイオマスの
大小に依存しており、生育量の確保がファイトレメ
ディエーションのポイントとなることが明らかと
なった。

初年目に種々の問題点が生じたため、ズッキーニ
の栽培に関して品種選定も含めた予備試験をもう 1
年行った（表 12206-3）。5 ほ場でズッキーニ 3 品種
による栽培試験を実施したところ、供試した 3 品種
間でヘプタクロル類及びディルドリンの吸収能に特
段の差は無く、次年度以降のほ場本試験の供試品種
は‘ブラックトスカ’に決定した。土壌タイプ別で
は、黒ボク土からのディルドリン吸収除去率は 3 〜
4% と低いが , 非黒ボク土では 1 作で 10 〜 20%、年
2 作では 30% 程度と見積もられた。
（イ） ズッキーニによる POPs ファイトレメディ

エーション効果の検証
2 年間の予備試験により栽培条件が最適化され、

ほ場におけるズッキーニの生育は旺盛だった（写真
12206-1）。

#1 のヘプタクロル類残留土壌を用いたライシ
メーター試験では、ズッキーニ跡地で栽培したカボ
チャのヘプタクロル類濃度は、ズッキーニ無作付区
に比べて 1 作区で 20%、2 作区で 30% 程度低減し
た（図 12206-1）。

#4 のディルドリン残留土壌を用いたポット試験
では、ズッキーニ跡地で栽培したキュウリのディル
ドリン濃度は、ズッキーニ無作付区に比べて 1 作区
で 25%、3 作区で 40% 程度低減した（図 12206-2）。

#2 ディルドリン残留ほ場での試験では、ズッキー
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ニ跡地で栽培したキュウリのディルドリン濃度は、
ズッキーニ無作付区に比べて 1 作区で 20%、2 作区
で 40% 程度低減した（図 12206-3）。

#3 のディルドリン残留ほ場での試験では、ズッ
キーニ跡地で栽培したキュウリのディルドリン濃度
は、ズッキーニ無作付区に比べて 1 作区で 5%、2

作区・4 作区で 30% 程度低減した（図 12206-4）。
#6 のディルドリン残留ほ場での試験では、ズッ

キーニ跡地で栽培したキュウリのディルドリン濃度
は、半促成・抑制栽培ともに、ズッキーニ無作付区
に比べて 2 作区で 10%、4 作区で 20% 程度低減し
た（図 12206-5）。

表 12206-2　ズッキーニによるヘプタクロル類およびディルドリンの吸収量（予備試験１：2008）

表 12206-3　ズッキーニ 3 種によるヘプタクロル類およびディルドリンの吸収量（予備試験 2：2009）

1）*1 のみヘプタクロル類残留ほ場、他はディルドリン残留ほ場。
2）栽培前土壌中濃度× 0.2m3 ×容積重（火山放出物未熟土：1.20、灰色低地土・褐色低地土：1.14、黒ボク土：

0.80）として算出。
3）灰色低地土ほ場ブラックトスカは茎折れのため生育不良。

1）*1 のみヘプタクロル類、#2 〜 6 はディルドリン。
2）土壌中濃度×栽植密度× 20cm（作土深）×仮比重（黒ボク土：0.80、灰色低地土・褐色低地土：1.14）

で算出。
3）吸収量 / 土壌中含量× 100。
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写真 12206-1　試験ほ場でのズッキーニの生育状況 図 12206-1 　ズッキーニ跡地で栽培したカボチャ果実
中ヘプタクロル類濃度（#1 ほ場）

図 12206-2 　ズッキーニ跡地で栽培したキュウリ果実
中ディルドリン濃度（#4 ほ場）

図 12206-3 　ズッキーニ跡地で栽培したキュウリ果実
中ディルドリン濃縮係数（#2 ほ場）

1）果実中ディルドリン濃縮係数：キュウリ中ディル
ドリン濃度（µg/kg fw）／試験前土壌中ディルド
リン濃度（µg/kg dw）。

図 12206-4 　ズッキーニ跡地で栽培したキュウリ果実
中ディルドリン濃縮係数（#3 ほ場）

1）果実中ディルドリン濃縮係数：キュウリ中ディル
ドリン濃度（µg/kg fw）／試験前土壌中ディルド
リン濃度（µg/kg dw）。

図 12206-5 　ズッキーニ跡地で栽培したキュウリ果実
中ディルドリン濃縮係数（#6 ほ場）

1）果実中ディルドリン濃縮係数：キュウリ中ディル
ドリン濃度（µg/kg fw）／試験前土壌中ディルド
リン濃度（µg/kg dw）。
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エ　考　察
（ア） ズッキーニによるファイトレメディエー

ションの予備的検討
ファイトレメディエーションにおいては、浄化植

物の栽培には労力やコストをかけないことが求めら
れるが、ズッキーニ栽培の予備試験において、特に
露地（屋外）栽培での病害や虫害の発生、風による
茎折れなどの問題が生じ、粗放的な栽培は困難であ
ることが明らかとなった。しかしながら、現時点で
は土壌中 POPs の吸収能力においてズッキーニ以上
の植物は見出されておらず、支柱・シルバーマルチ
の利用及び定期的な薬剤防除等の最低限の管理を行
いつつ、ファイトレメディエーション効果の検証を
行った。品種については、第 2 章の 2 の（5）「高吸
収植物を利用した土壌浄化技術の開発」のポット試
験と同様、供試した 3 品種で吸収能力に差は認めら
れなかった。ズッキーニによる土壌からのディルド
リンの吸収除去率は、概ね　黒ボク土 < 非黒ボク
土　となり、黒ボク土のように土壌炭素含量が高く、
POPs が強固に吸着されている土壌ではその効果が
発揮されにくいようである。　
（イ） ズッキーニによる POPs ファイトレメディ

エーション効果の検証
#1 〜 #4 ほ場における試験では、ヘプタクロル類・

ディルドリンともに、ズッキーニ 1 作の栽培で後作
ウリ科野菜の残留濃度を 10 〜 20% 程度、ズッキー
ニ 2 作の栽培で同じく 30 〜 40% 程度低減させた。
しかし、#6 ほ場では年 2 作のズッキーニ栽培によっ
ても、1 年（2 作）で 10%、2 年（4 作）で 20% の
低減率にとどまった。また、#3 ほ場ではズッキー
ニ栽培を 2 作から 4 作に増やしても低減率は向上
しなかった。#3 及び #6 の「ファイトレメディエー
ション効率の悪さ」は土壌中 POPs 濃度が比較的低
いことが影響しているものと思われる（表 12206-
1）。

以上のことから、ズッキーニによる POPs のファ
イトレメディエーションにおいては、比較的高濃度
の土壌では初期にある程度の浄化効率を発揮できる
が、土壌中濃度が低下してくるにつれてその効果は
低減し、そのような状態では連作を継続しても十分
な浄化効率が得られないことが予想される。また、
ファイトレメディエーションの期間中は当該作物が
栽培できず、この間は収入が得られない（ズッキー

ニ栽培のコストはかかる）ことを考えると、ファイ
トレメディエーションのために許容できる期間は長
くても 2 年程度と考えられる。今回の試験結果では
ズッキーニを 2 年間栽培したときの低減率は 20 〜
40% であり、この程度の性能ではその適用場面は
極めて限定的で、現実的な対策技術とはなりにくい。
このように、現地残留ほ場において POPs ファイト
レメディエーション効果を定量的に評価したが、結
果として「現地適用は困難」なものと考えられる。

オ　今後の課題
時間的な制約を受けない等の条件下で、ズッキー

ニによるファイトレメディエーションを試みる場合
でも、ズッキーニに吸収された POPs は植物体内で
代謝されずに残さに残留するため、収穫した後の
ズッキーニの処理方法及びコストについて検討する
必要がある。

カ　要　約
ズッキーニ栽培において、病害・虫害の発生、風

による茎折れなどの問題があり、支柱・シルバーマ
ルチの利用及び定期的な薬剤防除等の最低限の管理
が必要である。

ほ場におけるズッキーニのファイトレメディエー
ション試験では、ヘプタクロル類・ディルドリンと
もに、後作ウリ科野菜の残留濃度はズッキーニ 1 作
の栽培で 10 〜 20% 程度、2 作の栽培で 30 〜 40%
程度低減した。しかし、ズッキーニ栽培を 2 作から
4 作に増やしても低減率は向上しなかった。この程
度の性能ではその適用場面は極めて限定的であり、
現実的な対策技術とはなり得ず、「現地適用は困難」
なものと考えられる。

キ　引用文献
1） 王効挙ら （2002）. ファイトレメディエーショ

ンによる汚染土壌修復 . 埼玉県環境科学国際セン
ター報 .3:114-122. 

研究担当者（大谷卓 *、清家伸康、上野達、中
本洋、岡本真理、山田哲平、齋藤隆、成田伊都美、
佐藤賢一、山﨑晴民、遠藤昌伸、橋本良子）
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（7）活性炭の種類（性質）がPOPsの作物吸収
に及ぼす影響の解明
ア　研究目的
活性炭は有機化学物質の吸着能力が高く、ウリ科

作物によるディルドリン等 POPs の吸収抑制資材と
して一定の成果を上げている（Saito et al.1））。現在、
活性炭の原料や製造工程が多岐にわたるため、多様
な活性炭が流通しているにもかかわらず、どのよう
な活性炭による吸収抑制効果が高いのかは不明であ
る。さらに、土壌 - 吸着資材 - 植物根間で起きてい
る現象の本質的な解明がなされていない。そこで、
本課題では、非活性炭も含めた各種吸着材による吸
収抑制効果を比較するとともに、土壌と吸着資材の
吸脱着過程の解明を進め、吸着（吸収抑制）能を説
明する要因、被吸着体に対する選択性、経年的な失
活（破過）現象等の解明を行い、さらなる吸着性能
の向上や施用法の改良につながる科学的な知見を提
供することを目的とする。

イ　研究方法
（ア） 各種吸着材による吸収抑制効果の比較
ディルドリン残留土壌（褐色低地土:T-C 1.6%、0.11 

mg / kg-DW）に、各種 40 資材（活性炭 31 種、非
活性炭 9 種、図 12207-1）を土壌に対して 0.1%（w/w）
となるように全層混和、pF 1.8（含水比 0.42）にな
るように水分調整を行ない、1 週間静置した後、遠
心法（16000 g = pF 4.2 相当で 1 時間）により土壌
溶液を採取した。さらに、40 資材のうち 12 資材（図
12207-2）を選定し、上記残留土壌に各資材を 0.1%

（w/w）となるように全層混和した。ここにパーラ

イトで育苗（播種後 14 日）した接木キュウリ用の
台木カボチャ（ゆうゆう一輝黒）を定植、21 日間
生育させた後収穫した。
（イ） 活性炭の試作
同一の原材料（炭）を用いて、賦活温度を変えて

（800℃ ~1000℃）活性炭を試作した。さらに、賦活
温度を 800℃に固定して触媒を添加した場合でも活
性炭を試作した（表 12207-1）。ディルドリンの吸着
試験は以下の手順で行った。50% メタノール・水

（v/v）溶液 5mL にディルドリン（和光純薬、残留
農薬試験用）5 μ g を添加し、ここに試作した活性
炭 10 mg を加え、25℃の恒温室内で 24 時間振とう

（120 rpm）した。30 分間遠心分離（2500 rpm）後、
上澄み液を採取した。
（ウ） 各種農薬の活性炭への吸着特性
アセトン（和光純薬、残留農薬試験用）5mL にディ

ルドリンを含む農薬 19 種（BPMC、MPP、TPN、
イソキサチオン、エトフェンクロップス、カズサホ
ス、クレソキシムメチル、クロロネブ、ダイアジノ
ン、テトラジホン、ディルドリン、トリフロキシス
トロビン、トルクロホス、フェンプロパスリン、フ
ルトラニル、プロチオホス、プロシミドン、ボスカ
リド、和光純薬、残留農薬試験用）を 5 μ g 添加し、
活性炭（SS1、味の素ファインテクノ（株）製）を
10 mg 加え、25℃の恒温室内で 24 時間振とう（120 
rpm）した。30 分間遠心分離（2500 rpm）後、上
澄み液を採取した。
（エ） 経年的な失活現象解明の試み
失活を生じる要因を、土壌有機物吸着による活性

炭吸着サイトの飽和、活性炭へ吸着したディルドリ

図 12207-1　資材混和土壌の土壌溶液中ディルドリン濃度 （ダネット *5%、**1%、***0.1% で有意差あり）
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ンの脱着と仮定し、ディルドリンの吸脱着試験を
行った。有機物（作物残渣等）を 30 年以上にわたっ
て長期連用した土壌（表 12207-2）8g にディルドリ
ン（土壌中濃度 100 ng/g 相当）を添加し、活性炭

（2mg と 10 mg、SS-1、味の素ファインテクノ（株）
製）を添加した。ここに、50% メタノール・水（v/v）
溶液 40 mL を加え、25℃の恒温室内で 24 時間振と
う（120 rpm）した。30 分間遠心分離（2500 rpm）後、
上澄み液を採取した。

次に、ディルドリン非汚染土壌から土壌有機物
（EOM）をメタノールで抽出した。50% メタノール・

水（v/v）溶液 5mL に EOM を 2mg から 50 mg 添
加し、活性炭（SS1、味の素ファインテクノ（株）製）
10 mg を加え、25℃の恒温室内で 24 時間振とう（120 
rpm）し、EOM を活性炭に吸着させた。その後、ディ
ルドリン 5 μ g を添加し、25℃の恒温室内で 24 時
間振とう（120 rpm）した。30 分間遠心分離（2500 
rpm）後、上澄み液を採取した。さらに、残った活
性炭に 50% メタノール・水（v/v）溶液 5mL を加
え、25℃の恒温室内で 24 時間振とう（120 rpm）し、
30 分間遠心分離（2500 rpm）後、上澄み液を採取
した。
（オ） ディルドリンの分析方法
土壌溶液を 10 mL 遠沈管にとり、2mL のヘキサ

ン（和光純薬、残留農薬試験用）で 3 回振とう抽出
した。ヘキサン層はグラファイトカーボン /PSA カ
ラム（SUPELCO、Envi-Carb/PSA）に添加し、ヘ
キサン 10mL でディルドリンを溶出することにより
精製した。土壌抽出液は、ケイソウ土カラム（GL
サイエンス、InertSep K-solute）に抽出液を添加し
ヘキサン（和光純薬、残留農薬試験用）100mL でディ
ルドリンを溶出した。その後、グラファイトカーボ
ン /PSA カラム（SUPELCO、Envi-Carb/PSA）に
添加し、ヘキサン 10 mL でディルドリンを溶出す
ることにより精製した。カボチャ幼植物を細断後、

表 12207-1　活性炭試作品と既製品（SS-1）の製造条件、性状および製造コスト

表 12207-2　有機物連用土壌の情報　（同一の土壌に作物残渣を変えて 30 年以上施用）

図 12207-2 　資材混和土壌で生育させたカボチャ茎葉
中ディルドリン濃度 （ダネット *5%、**1%、
***0.1% で有意差あり）
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200 mL のアセトン（和光純薬、残留農薬試験用）
中でホモジナイズ及びろ過し抽出液を得た。ケイ
ソウ土カラム（GL サイエンス、InertSep K-solute）
に抽出液を添加しヘキサン（和光純薬、残留農薬試
験用）100 mL でディルドリンを溶出した。その後、
グラファイトカーボン /PSA カラム（SUPELCO、
Envi-Carb/PSA）に添加し、ヘキサン 10mL でディ
ルドリンを溶出することにより精製した。いずれも、
ENV-8MS（関東化学）を装填した GC/MS（Agilent 
Technologies、HP6890-5973N）でディルドリンを
測定した。

農薬類の活性炭への吸着試験で得られた上澄み液
は、ケイソウ土カラム（GL サイエンス、InertSep 
K-solute）に添加し、ヘキサン（和光純薬、残留農
薬試験用）

100mL でディルドリンや農薬類を溶出した。得
られたヘキサン溶液を濃縮後、ENV-8MS（関東化
学 ） を 装 填 し た GC/MS（Agilent Technologies、
HP6890-5973N）でディルドリンや農薬類を測定し
た。

ウ　研究結果
（ア） 各種吸着材による吸収抑制効果の比較
供試した活性炭 31 種はおしなべて土壌溶液中の

ディルドリン濃度を低減させる効果が高く、資材
無添加土壌と比べて 1/2~1/10 に減少していた（図
12207-1）。詳細にみると、活性炭の種類によりその
効果には差があり、原材料との間に明確な関係は認
められなかったが、木質系のものはどの剤でも一定
の低減効果が認められた。一方、非活性炭 9 種はそ
の効果が極めて小さいか全く認められなかった。

資材添加によるカボチャ幼植物のディルドリン吸
収抑制効果を比較すると、土壌溶液の場合と同様、
活性炭 9 種はいずれも茎葉部ディルドリン濃度を
1/3 〜 1/10 に低下させた（図 12207-2）。一方、非
活性炭資材では、炭化資材であるもみ殻成形炭が
1/2、木炭が 3/4 程度には減少させたが、木材チッ
プは効果が認められなかった（図 12207-2）。なお、
いずれの資材の添加においても、植物体茎葉部及び
根部の重量は無添加と比べて差が無く、資材による
植物生育への影響は認められなかった。
（イ） 活性炭の試作
賦活温度を高くすると比表面積が増える傾向

にあった。触媒を添加することでも比表面積を
増やすことができた（表 12207-1）。これらの試作
品のラボスケールでの製造コストは、44,000 〜
46,000 円 /kg であった。一方、ディルドリンは
98% 以上が活性炭に吸着し、比表面積が大きい
活性炭ほどディルドリンが吸着する傾向にあった

（表 12207-1）。
（ウ） 各種農薬の活性炭への吸着特性
活性炭に対する農薬 19 種の吸着実験によって得

られた上澄み（アセトン）中農薬類の濃度と有機化
合物の親水性・疎水性の指標であるオクタノール分
配係数（log Kow）との関係を検討した結果、両者
は負の相関関係にあり、概ね疎水性の農薬は活性炭
に吸着され易く、親水性の農薬は吸着されにくい傾
向にあった。また、今回検討した農薬類の中で、イ
ソキサチオン、ボスカリド、TPN は、著しく活性
炭に吸着される傾向にあった（図 12207-3）。
（エ） 経年的な失活（破過）現象の解明の試み
有機物長期連用土壌 8g にディルドリン及び活性

炭（2mg と 10 mg）を添加した結果、有機物施用
量が多い土壌ほどディルドリン低減率（添加量に対
する活性炭に吸着された量の割合）は小さくなった

（図 12207-4）。一方、EOM を多く吸着させた。
活性炭ほどディルドリンは吸着しにくくなる傾向

にあった（図 12207-5）。また、活性炭からのディル
ドリンの脱着は 1% 以下であった（図 12207-6）。

図 12207-3 　農薬類の活性炭への吸着および農薬類
（ディルドリン、イソキサチオン、ボスカ
リド、TPN）の構造
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エ　考　察
（ア） 各種吸着材による吸収抑制効果の比較
土壌溶液とカボチャ茎葉中ディルドリン濃度の間

には正の相関が見られたことから（図 12207-7）、資
材添加によるカボチャのディルドリン吸収量の低下
には、土壌溶液中濃度の減少が大きく寄与している
と考えられた。一方、各資材の比表面積と土壌溶液
中ディルドリン濃度との関係を調べた結果、両者の
間には負の相関関係にあり、比表面積が大きい資材
ほど土壌溶液中ディルドリン濃度が低くなっていた

（図 12207-8）。以上のことから、吸収抑制資材を選
定する際には、資材の比表面積が指標となりえるこ

とが示された。
（イ）　活性炭の試作
試作品についても、比表面積が大きい活性炭ほど

ディルドリンが多く吸着されていた。しかし、生産
現場に普及させるには、コストも重要な条件になり
える。そこで、製造コストをディルドリン低減率で
除して得られる低減率あたりのコストを算出した。
その結果、試作 C が最も費用対効果が優れており、
高い低減率が得られた試作 A や触媒添加品の費用
対効果が優れているわけではなかった。しかし、既
製品（SS-I）の低減率あたりのコストは圧倒的に低
く、試作品 C とディルドリン低減率が得られてい

図 12207-4 　有機物施用量とディルドリン低減率（100%- 活性炭添加区 / 無添加区）との関係（ダネット、*5%、
**1%、***0.1% で有意差あり）

図 12207-5 　メタノールで抽出された土壌有機物
（EOM）を吸着させた活性炭を用いたディ
ルドリンの吸着試験結果（液相中ディルド
リン量）

図 12207-6 　メタノールで抽出された土壌有機物
（EOM）を吸着させた活性炭からのディル
ドリンの脱着率
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図 12207-7　吸着資材の添加による土壌溶液及びカボチャ茎葉中ディルドリン濃度の関係

図 12207-8　吸着資材の添加による土壌溶液及び添加資材の比表面積の関係

ることから、概ね比表面積 1000 m2/g 程度の生産
ラインが確立されている SS-1 等の既製品の利用が
効率的と考えられた（表 12207-1）。
（ウ） 各種農薬の活性炭への吸着特性
イソキサチオン、ボスカリド、TPN の活性炭へ

の吸着は Kow により説明できなかった。これらの
農薬の分子構造が平板もしくは末端に芳香環を有し
ているという共通点を持つ。芳香環π電子と活性炭
表面のπ電子雲間とのπ - π相互作用は、疎水結合
よりも強いため（加藤ら 2））、他の農薬に比べ著し
く活性炭に吸着したと考えられる。

また、現在使用されている農薬には、常温で固体
のものからガス状のものまで存在する。一般に、活
性炭への吸着のしやすさは、活性炭の細孔径と吸着

する分子の大きさによるため、常温で気体の分子は
細孔径に比べて小さく、吸着しづらい傾向がある。
したがって、粒剤や乳剤に比べガス剤の D-D やク
ロルピクリン等は活性炭に吸着しにくいと推察され
るが、この点については実証が必要であろう。
（エ） 経年的な失活（破過）現象の解明の試み
同一の土壌種であっても、有機物施用量が多くな

るにつれ、活性炭へのディルドリン吸着量が少なく
なった。また、先に EOM を活性炭に吸着させた場
合も、ディルドリン吸着量は減少した。さらに一度
活性炭へ吸着したディルドリンの脱着はほぼ無視で
き量であった。以上のことから、土壌有機物吸着に
よる活性炭吸着サイトの飽和が経年的な失活を生じ
る要因の一つとして考えられた。



─ 214 ─

オ　今後の課題
（ア） 吸収抑制効果と現行農薬の効果とのバラン

ス
本研究により、低減率及びコストの面から最適な

ウリ科作物によるディルドリン吸収抑制効果が得ら
れる吸着資材を選定できた。しかし、吸収抑制効果
が高いということは、土壌処理剤等の使用したい現
行農薬の効果も低減することを意味する。本研究で
ガス剤は効果の低減が少ないと推察したが、本技術
を生産現場へ普及させるためにも現地実証が必要で
あろう。

カ　要　約
（ア） 各種吸着材による吸収抑制効果の比較
活性炭を含む 40 資材について土壌溶液中ディル

ドリン濃度の低減効果を比較した結果、各資材の比
表面積との間に正の相関関係にあり、特に活性炭は
大きく土壌溶液中ディルドリン濃度を低減させ、吸
収抑制効果が高いことを確認した。
（イ） 活性炭の試作
試作品についても、比表面積が大きい活性炭ほど

ディルドリンが多く吸着されていた。しかし、製造
コストを踏まえた費用対効果は、比表面積が大き
い活性炭は有効ではなく、概ね比表面積 1000 m2/g
程度の生産ラインが確立されている既製品の利用が
効率的と考えられた。
（ウ） 各種農薬の活性炭への吸着特性
活性炭に対する農薬の吸着性は、概ね Kow に

よって説明され、疎水性の農薬は活性炭に吸着さ
れ易く、親水性の農薬は吸着されにくい傾向に
あった。しかし、農薬の分子構造が平板もしくは
末端に芳香環を有している場合、著しく活性炭に吸
着した。
（エ） 経年的な失活（破過）現象の解明の試み
土壌有機物吸着による活性炭吸着サイトの飽和が

経年的な失活を生じる要因の一つとして考えられ
た。

キ　引用文献
1） Saito, T. et al. （2011） .Suppressive effect of 
soil application of carbonaceous adsorbents on 
dieldrin uptake by cucumber fruits. Soil Science 
and Plant Nutrition. 57:157-166.

2）加藤雄一ら  （2007） . 活性炭による芳香族有機
物吸着に与える表面官能基及び溶媒の影響 . 環境
化学 . 17: 387-394.

研究担当者（清家伸康*、元木裕、大谷卓、矢野英之、
平田武）

（8）異なる土壌における活性炭を利用した
POPs吸収抑制技術の検証
ア　研究目的
活性炭等の吸着資材を利用したウリ科作物の

POPs 吸収抑制技術について、現地への普及を図る
ためには、異なる土壌・汚染程度に応じた適切な施
用量、及び効果の持続性を明らかにする必要がある。
そこで、本課題では、土性及び汚染程度の異なる現
地ヘプタクロル類及びディルドリン残留土壌に活性
炭を施用（投入量 3 段階）し、作物の吸収抑制効果
とその持続性及びそのコストを評価した。

イ　研究方法
（ア） 試験設計
ヘプタクロル類及びディルドリン残留ほ場をそれ

ぞれ 1 ほ場と 4 ほ場を設定した（表 12208-1）。50%
メタノール・水（v/v）抽出法により土壌への活性
炭添加量を推算［カボチャにおけるヘプタクロル類
またはキュウリにおけるディルドリン残留率（無
添加区を 100% とした場合の残留濃度の相対値）が
70%（少量区）、50%（中量区）、10%（多量区）と
なるように想定］し、これに基づき各ほ場へ活性炭

（SS-1、味の素ファインテクノ（株）製）を施用し
た（表 12208-1）。トラクターにより活性炭と土壌を
十分に混和し、植穴の土壌を採取した。カボチャ（え
びす）またはキュウリ（台木 : ゆうゆう一輝黒、ひ
かりパワーゴールド、新土佐 1 号、穂木 : シャープ 1）
を植穴に定植し、カボチャは 1 番果を、キュウリは
第一側枝 6 〜 10 節から果実を収穫した。なお、こ
の試験は、4 年間継続した。
（イ） ヘプタクロル類、ディルドリンの分析
カボチャ及びキュウリ果実を細断後、20 g を 200 

mL のアセトン（和光純薬、残留農薬試験用）中で
ホモジナイズ及びろ過し抽出液を得た。ケイソウ土
カラム（GL サイエンス、InertSep K-solute）に抽
出液を添加しヘキサン（和光純薬、残留農薬試験用）
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表 12208-1　設定した試験圃場の土壌分類等の情報

1） T-C は土壌中炭素含量を示す）。

100 mL でディルドリンやヘプタクロル類を溶出し
た。その後、グラファイトカーボン /PSA カラム

（SUPELCO、Envi-Carb/PSA）に添加し、ヘキサ
ン 10 mL でヘプタクロル類やディルドリンを溶出
することにより精製し、ENV-8MS（関東化学）を
装 填 し た GC/MS（Agilent Technology、HP6890-
5973N）によりヘプタクロル類とディルドリンを測
定した。

土壌については、10 g をアセトン（和光純薬、
残留農薬試験用）300 mL により 16 時間ソックス
レー抽出し、これを全量抽出とした。一方、土壌
8g（乾燥重）に、固液比が 1:5 となるように 50%
メタノール・水（v/v）（メタノールは関東化学製、
残留農薬試験用、水はミリ Q 水）を 40 mL 加えた。
25℃の恒温槽内で 24 時間振とう（120 rpm）抽出し、
遠心分離（2500 rpm、10 分間）して抽出液を得た。
全量抽出、50% メタノール・水（v/v）抽出で得ら

れた抽出液は、カボチャ、キュウリ果実の抽出液の
場合と同様にケイソウ土カラムとグラファイトカー
ボン /PSA カラムで精製し、ENV-8MS を装填した
GC/MS によりヘプタクロル類とディルドリンを測
定した。

ウ　研究結果
（ア） 活性炭を利用した POPs 吸収抑制技術の検

証
活性炭施用 1 作目のカボチャ中ヘプタクロル類及

びキュウリ中ディルドリンの果実中残留率は、おお
むね想定通り [ カボチャにおけるヘプタクロル類ま
たはキュウリにおけるディルドリン残留率が 70%

（少量区）、50%（中量区）、10%（多量区）] の結果
が得られた（図 12208-1）。さらに、カボチャ及び
キュウリ果実中の残留率は、経年的に上昇する傾向
にあった（図 12208-1）。

図 12208-1 　活性炭施用土壌で栽培したカボチャ（TC2A）果実中ヘプタクロルエポキシド（#1）およびキュウリ（台木:
ゆうゆう一輝黒）果実中ディルドリン（#2、3、4、5）の残留率（残留率は無添加区を 100% とした場合
の残留濃度の相対値。施用量 S、M、L は表 12208-1 に記載）
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また、キュウリ果実中ディルドリン残留率は、い
ずれの台木品種（ゆうゆう一輝黒、ひかりパワーゴー
ルド、新土佐 1 号）においても経年的に上昇する傾
向にあり（図 12208-2）、残留率の品種間差は確認で
きなかった。さらに、半促成と抑制栽培におけるキュ
ウリ果実中ディルドリン残留率はほぼ同等であり、
活性炭施用による吸収抑制効果の栽培時期の違いは
確認できなかった（図 12208-3）。

エ　考　察
（ア） 活性炭を利用した POPs 吸収抑制技術の検

証
4 年間の継続試験により、カボチャ及びキュウリ

果実中のそれぞれヘプタクロル類とディルドリン残
留率が、経年的に上昇することが明らかになった。
これは、活性炭施用による吸収抑制効果は持続する
ものの、活性炭施用直後と同等な吸収抑制効果が得

図 12208-2 　活性炭施用土壌で栽培した 3 品種（台木 : ゆうゆう一輝黒、ひかりパワーゴールド、新土佐 1 号）のキュ
ウリ果実中ディルドリン（#3 黒ボク土）の残留率の経年変化（残留率は無添加区を 100% とした場合の
残留濃度の相対値）

図 12208-3 　活性炭施用土壌で栽培した 3 品種（台木 : ゆうゆう一輝黒、ひかりパワーゴールド、新土佐 1 号）のキュ
ウリ果実中ディルドリン（#5 褐色低地土）の残留率の経年変化（残留率は無添加区を 100% とした場合
の残留濃度の相対値）
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表 12208-2 　試験圃場における活性炭施用に係るコスト計算。コスト（円 /10 a/ 年）は、3 年間活性炭による吸収
抑制効果が持続した場合

られるわけではないことを示している。図 12208-2
と図 12208-3 から判断すると、活性炭施用直後と同
等な効果の持続性は、3 年程度と評価してもよいで
あろう。

次に、活性炭施用による吸収抑制技術のコスト計
算を行った（表 12208-2）。その結果、99% 低減を
目標とすると、ほとんどのほ場で 100 万円以上の初
期費用が必要となる。しかし、3 年間の効果の持続
性が認められたことから、毎年あたりに換算すると
褐色低地土や灰色低地土では 50 万円程度になり、
キュウリの粗収入を 100 万円 /10 a とした場合、リ
スク低減技術として適用できる技術となりえるであ
ろう。しかし、炭素含量が多い黒ボク土では、きわ
めて多くの活性炭を必要となり、多大な初期費用が
必要であるため、リスク低減技術として適用するの
は現実的ではないと思われる。

オ　今後の課題
（ア） 吸収抑制効果の経年的な低下
本プロジェクト中の他課題で検討したが、その要

因は明らかにできなかった。効果の持続性が長いほ
ど、コストを抑えることが可能となるため、吸収抑
制効果の経年的な低下の要因を解明する必要があ
る。

カ　要　約
（ア） 活性炭を利用した POPs 吸収抑制技術の検

証
4 年間の継続試験により、土壌に活性炭を施用す

ることで、カボチャ及びキュウリによるヘプタクロ
ル類とディルドリン吸収抑制効果が 3 年程度は持続
することを確認した。また、50% メタノール・水（v/
v）抽出法により土壌への適切な活性炭添加量を推
算できることを検証できた。

研究担当者（清家伸康 *、元木裕、大谷卓、上
野達、中本洋、岡本真理、山田哲平、齋藤隆、
成田伊都美、佐藤賢一、山﨑晴民、遠藤昌伸、橋本
良子）
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（9）活性炭利用によるネガティブ効果の検証
ア　研究目的
土壌中の残留性有機汚染物質の作物への吸収抑制

対策として、活性炭土壌処理技術が検討されており、
キュウリ栽培ほ場において果実への吸収抑制効果が
確認されている（西原ら 1）、2））。その際、他の土壌
処理薬剤の活性炭への吸着、防除効果の低下が懸念
されることから、施設キュウリ栽培において一般的
に使用される殺線虫剤及び土壌処理殺虫剤の効果低
下の有無を明らかにし、線虫及び虫害の常発ほ場に
おける活性炭施用の可否の判断を可能にするととも
に、活性炭施用ほ場におけるこれら農薬の利用技術
を確立する。

イ　研究方法
（ア） 活性炭処理土壌における殺線虫剤効果低下

の確認
線虫汚染土壌を 1/2000 a ワグネルポットに詰め、

キュウリ（カボチャ台木）苗を定植後ガラス温室内
で栽培した。定植後 70 日前後に根を掘り取り、着
生した根こぶ（ゴール）数を調査し、活性炭処理の
有無による防除効果の違いを比較した（試験 C は
薬剤処理 7 日後の土壌 20 g からベルマン法（25℃、
72 h）により分離されたネコブセンチュウ第 2 期幼
虫数を調査した）。活性炭は、他課題で選定した活
性炭（SS-1、味の素ファインテクノ（株）製）を定
植前に乾物 500 g/㎡土壌混和した（村野ら 3））（試
験 G の活性炭処理区は活性炭処理後 7 年間キュウ
リ栽培を継続した土壌を用いた）。供試薬剤の処理
はキュウリに対する各農薬登録内容に準じて実施し
た。線虫汚染土壌は、2008 年に新潟県内の施設キュ
ウリ栽培ほ場 2 か所から採取したサツマイモネコブ
センチュウを増殖、維持した系統から作成した。
（イ） 活性炭処理土壌における殺虫剤効果低下の

確認　
a 　殺虫剤防除効果低下の確認

キュウリ（カボチャ台木）を 1/5000 a ワグネル
ポットに定植し、ガラス温室内で栽培した。各薬
剤を処理した後に、ワタアブラムシ 15 頭（試験①
は 5 頭）/ 株を放虫、その後、各株中位 1 葉（試験
①は下位から 5 葉）の寄生虫数を調査し、活性炭処
理の有無による防除効果の違いを比較した。活性炭

（SS-1）を定植前に乾物 500 g/㎡土壌混和した。供

試薬剤及び処理方法は、アセタミプリド粒剤 0.5 g/
株の生育期株元処理、アセフェート粒剤 2g/ 株の生
育期株元散布及び植穴混和、ジノテフラン粒剤 1g/
株の生育期株元散布及び植穴混和、カルボスルファ
ン粒剤 2g/ 株の生育期株元散布とした。薬剤の処
理量はキュウリに対する農薬登録内容に準じた。な
お、各区とも定植後の株元に活性炭混和土壌で十分
に覆土した。

b 　定植時処理における処理方法別防除効果低
下の確認

キュウリ（カボチャ台木）を 1/5000 a ワグネル
ポットに定植し、ガラス温室内で栽培した。各薬剤
を処理した後に、ワタアブラムシ 7 頭 / 株を放虫、
その後、各株全葉の寄生虫数を調査し、活性炭処理
の有無による防除効果の違いを比較した。活性炭

（SS-1）を定植前に乾物 500g/㎡土壌混和した。供
試薬剤は、ジノテフラン粒剤、クロチアニジン粒剤、
ベンフラカルブ粒剤、処理方法は、定植時に各 1g/
株を、植穴混和（混和程度強及び弱）、株元散布（株
元まで活性炭処理土壌を覆土後に散布及び覆土せず
に育苗培土上に散布）とした。

c 　育苗期処理における防除効果低下の確認
キュウリ（カボチャ台木）を 1/5000 a ワグネル

ポットに定植し、ガラス温室内で栽培した。各薬剤
を処理した後に、ワタアブラムシ 5 頭 / 株を放虫、
その後、各株全葉の寄生虫数を調査し、活性炭処理
の有無による防除効果の違いを比較した。活性炭

（SS-1）を定植前に乾物 500 g/㎡土壌混和した。供
試薬剤は、イミダクロプリド粒剤及びベンフラカル
ブ粒剤、処理方法は、定植 3 日前、定植直前、定植
1 日後に各 1g/ 株を株元散布とした。なお、各区と
も定植後の株元への覆土は行わず、薬剤は育苗培土
上に処理した。

ウ　研究結果
（ア） 活性炭処理土壌における殺線虫剤効果低下

の確認 
キュウリなどのネコブセンチュウ類に登録のある

11 剤（10 成分）について、活性炭処理によるサツ
マイモネコブセンチュウ防除効果低下の有無を確認
した。一部で差が不明瞭の試験もあったが、ほとん
どの試験では活性炭処理による効果の違いは明瞭に
認められ、防除効果低下の有無を確認することがで
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きた。処理後速やかにガス化する土壌くん蒸剤では、
供試した 5 剤（カーバムナトリウム塩液剤、クロル
ピクリンくん蒸剤、ダゾメット粉粒剤、メチルイソ
チオシアネート油剤、D-D）全てで効果の低下は認
められなかった。一方、有機りん剤、カーバメート
剤など、接触による効果が主体の薬剤では、供試し
た 6 剤（イミシアホス粒剤、オキサミル粒剤、カズ
サホス粒剤、ホスチアゼート粒剤、ホスチアゼート
液剤、DCIP 粒剤）全てで著しい効果の低下が認め
られた（図 12209-1 〜 7）。

図 12209-1　活性炭処理の有無と殺線虫剤の効果　
（試験Ａ）
1）2008 年 9 月定植、ポット試験

図 12209-3　活性炭処理の有無と殺線虫剤の効果　
（試験Ｃ）
1）2009 年 7 月試験、薬剤処理後ベルマ

ン法により分離

図 12209-2　活性炭処理の有無と殺線虫剤の効果　
（試験Ｂ）
1）2008 年 11 月定植、ポット試験

図 12209-4　活性炭処理の有無と殺線虫剤の効果　
（試験Ｄ）
1）2009 年 8 月定植、ポット試験

図 12209-5　活性炭処理の有無と殺線虫剤の効果　
（試験Ｅ）
1）2010 年 4 月定植、ポット試験
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図 12209-6　活性炭処理の有無と殺線虫剤の効果　
（試験Ｆ）
1）2010 年 8 月定植、ポット試験

図 12209-7　活性炭処理の有無と殺線虫剤の効果　
（試験Ｇ）
1）2011 年 8 月定植、ポット試験、2004

年活性炭処理

（イ） 活性炭処理土壌における殺虫剤効果低下の
確認

a 　殺虫剤防除効果低下の確認
アセタミプリド粒剤の生育期株元散布は、活性炭

無処理区では効果が高かったが、活性炭処理区では
効果は低かった（図 12209-8）。アセフェート粒剤の
植穴混和は、活性炭無処理区でも効果がやや劣り、
活性炭処理区の効果と比べ差は認められなかった。
株元散布では、活性炭無処理区では効果が認められ、
活性炭処理区は効果が劣った（図 12209-9）。ジノテ
フラン粒剤は両散布方法とも活性炭無処理区は効果
が高く、活性炭処理区は効果が劣った（図 12209-
10）。カルボスルファン粒剤の株元散布、活性炭無処
理区では効果が認められ、活性炭処理区では効果が
認められなかった（図 12209-11）。

b 　定植時処理における処理方法別防除効果低
下の確認

ジノテフラン粒剤の定植時植穴混和は、強く混和
した場合では活性炭処理土壌で効果の低下が明瞭に
認められた。弱く混和した場合も活性炭処理による
効果の低下は認められたが、実用上問題ない程度で
あった。同剤の定植時株元散布は、覆土後に散布し
た場合、覆土せずに散布した場合とも活性炭処理に
よる効果の低下は認められなかった（図 12209-12）。
クロチアニジン粒剤の定植時植穴混和は、強く混和
した場合では効果の低下が認められたが、弱く混和
した場合では効果の低下は認められなかった。同剤
の定植時株元散布は、覆土後に散布した場合では実

用上問題ない程度ではあるが効果の低下が認められ
たが、覆土せずに散布した場合では効果の低下は認
められなかった。ベンフラカルブ粒剤の定植時植穴
混和は、強く混和した場合では効果の低下が明瞭に
認められた。弱く混和した場合では活性炭無処理土
壌での効果が低かったため、効果低下の程度は判然
としなかった。同剤の定植時株元散布は、覆土後に
散布した場合では効果の低下が明瞭に認められた
が、覆土せずに散布した場合では効果の低下は認め
られなかった（図 12209-13）。

c 　育苗期処理における防除効果低下の確認
イミダクロプリド粒剤、ベンフラカルブ粒剤の 2

剤は、定植 3 日前、定植直前、定植 1 日後処理のい
ずれの区においても、活性炭無処理区、活性炭処理
区とも効果は高く差は認められなかった。定植前の
育苗ポットに薬剤散布した場合でも、防除効果の低
下は認められなかった（図 12209-14）。

エ　考　察
（ア） 活性炭処理土壌における殺線虫剤効果低下

の確認
ホスチアゼート剤など、接触による作用が主体で

ある薬剤では、活性炭処理により殺線虫効果の低下
が認められた。これは、殺線虫剤を土壌混和した際、
一部が活性炭に吸着され線虫との接触機会が減るこ
とにより、効果が低下した可能性があると考えられ
る。防除効果の低下は各薬剤とも顕著であり、活性
炭処理ほ場での実用性は低いと考えられる。一方、
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図 12209-10　活性炭処理と土壌処理殺虫剤の効果
（2010 年、試験③）
1）調査対象種：ワタアブラムシ
2）植穴：9 月 3 日ジノテフラン粒剤（1g/

株）植え穴散布
3）株元：9 月 6 日同剤（1g/ 株）株元散

布
4）活施：活性炭施用、活無：活性炭無

施用

図 12209-11　活性炭処理と土壌処理殺虫剤の効果
（2010 年、試験④）
1）調査対象種：ワタアブラムシ
2）株元：9 月 6 日カルボスルファン粒

剤（1g/ 株）株元散布
3）活施：活性炭施用、活無：活性炭無

施用

図 12209-12　活性炭処理土壌における土壌処理殺虫剤の処理方法別の効果（2012 年）
1）作物：キュウリ（ハイグリーン 22、台木ゆうゆう一輝黒）
2）定植：６月 13 日
3）調査対象種：ワタアブラムシ
4）活施：６月 12 日活性炭（SS-1）500g/㎡施用
5）活無：活性炭無施用
6）殺虫剤処理は定植時にジノテフラン粒剤を株当たり１g 処理した

図 12209-8　活性炭処理と土壌処理殺虫剤の効果
（2010 年、試験①）
1）調査対象種：ワタアブラムシ
2）株元：5 月 7 日アセタミプリド粒剤

（0.5 ｇ／株）株元散布
3）活施：活性炭施用、活無：活性炭無

施用

図 12209-9　活性炭処理と土壌処理殺虫剤の効果
（2010 年、試験②）
1）調査対象種：ワタアブラムシ
2）植穴：9 月 3 日アセフェート粒剤（2g/

株）植え穴散布
3）株元：9 月 6 日同剤（2g/ 株）株元散

布
4）活施：活性炭施用、　活無：活性炭無

施用
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D-D 剤などの土壌くん蒸剤では、活性炭処理による
殺線虫効果の低下は認められなかった。これは、土
壌くん蒸剤は薬剤処理後速やかにガス化して線虫に
作用するため、活性炭の影響が少ないものと考えら
れる。活性炭無処理区と同等の効果が得られたこと
から、土壌くん蒸剤による防除は活性炭処理ほ場で
も十分実用的であると考えられる。
（イ） 活性炭処理土壌における殺虫剤効果低下の

確認  
きゅうり栽培で使用されている主要な殺虫剤のワ

タアブラムシ防除効果について、活性炭処理による

影響の有無を検討した。植穴混和処理では、薬剤処
理後の土壌混和を強く実施した試験を 5 剤で行い、
そのうち 4 剤で実用上問題となる程の効果の低下が
認められた。一方、処理後の混和を弱く実施した試
験を 6 剤で行い、そのうち 5 剤で効果の低下が認め
られなかった。また、株元散布処理では、定植後活
性炭処理土壌を株元まで覆土した後に薬剤を散布し
た試験を 6 剤で行い、そのうち 5 剤で実用上問題と
なる程の効果の低下が認められた。一方、定植後覆
土を行わず、育苗培土が地表面に露出した状態で薬
剤散布した試験を 6 剤で、育苗期後半に株元散布し

図 12209-13　活性炭処理土壌における土壌処理殺虫剤の処理方法別の効果（2012 年）
1）作物：キュウリ（ハイグリーン 22、台木ゆうゆう一輝黒）
2）定植：８月 13 日
3）調査対象種：ワタアブラムシ
4）活施：８月 11 日活性炭（SS-1）500g/㎡施用
5）活無：活性炭無施用
6）クロチアニジン粒剤及びベンフラカルブ粒剤は定植時に株当たり１g 処理した

図 12209-14　活性炭処理と土壌処理殺虫剤の効果（2011 年）
1）作物：キュウリ（ハイグリーン 22、台木ゆうゆう一輝黒）
2）定植：５月５日
3）調査対象種：ワタアブラムシ
4）活施：４月 30 日活性炭（SS-1）500g/㎡施用
5）活無：活性炭無施用
6）殺虫剤処理は１g/ 株を、植穴：５月５日に植穴散布土壌混和、その他：５月２日、５月５日、

５月６日に株元散布
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た試験を 2 剤で行ったが、その全てで効果の低下は
認められなかった。土壌処理殺虫剤の効果低下は、
薬剤の有効成分が活性炭に吸着され、根に吸収され
る成分量が減少することにより生じると考えられ
る。そのため、混和程度を弱くする、あるいは覆土
しないといった方法をとり、薬剤をなるべく活性炭
に接触させなかったことで防除効果の低下が回避さ
れたと考えられる。　

オ　今後の課題
今回はキュウリ栽培におけるネガティブ効果を前

提としたため、ネコブセンチュウ類、アブラムシ類
を対象に検討を行った。活性炭は POPs の吸収抑制
対策の他にも幅広く利用できる資材であることか
ら、他の作物で利用されることも想定し、様々な薬
剤、病害虫を対象に防除効果への影響の有無や、影
響を回避するための利用技術について検討する必要
がある。

カ　要　約
（ア） 活性炭処理土壌における殺線虫剤効果低下

の確認
オキサミル剤、ホスチアゼート剤など、接触によ

る効果が主体の薬剤は、活性炭処理土壌ではサツマ
イモネコブセンチュウに対する防除効果が低下し
た。クロルピクリン剤、D-D 剤など、処理後速やか
にガス化する土壌くん蒸剤は、活性炭処理土壌でも
防除効果が低下しなかった。
（イ） 活性炭処理土壌における殺虫剤効果低下の

確認
ワタアブラムシに対する土壌処理殺虫剤は、植穴

処理では、活性炭処理土壌と強く混和すると防除効
果が低下したが、弱く混和すると効果が低下しな
かった。また、株元散布では、覆土した活性炭処理
土壌の上に散布すると防除効果が低下したが、活性
炭が混じっていない育苗培土上に散布すると効果が
低下しなかった。

キ　引用文献
1） 西原英治ら （2005） . 粉状活性炭処理によるドリ
ン系残留農薬のキュウリ果実への吸収抑制 . 日本
農薬学会講演要旨集 . 30:94.

2） 西原英治ら （2006） . 粉状活性炭処理によるドリ

ン系残留農薬のキュウリ果実への吸収抑制　第 2
報　活性炭の施用量とその吸着持続効果 . 日本農
薬学会講演要旨集 . 31:108.

3） 村野宏達ら （2008） . 吸着資材によるウリ科作物
の POPs 吸収抑制技術の開発（第 1 報）各種資材
によるカボチャのヘプタクロル類吸収抑制効果 . 
日本土壌肥料学会講演要旨集 . 54:175.

研究担当者（中野潔、松澤清二郎 *、遠藤昌伸、
佐藤秀明、中野耕栄、横山和男）

（10）POPs吸収のカボチャ品種間差異
ア　研究目的
品種間における土壌残留有害化学物質の吸収能力

差を利用し、低吸収性品種を選抜、育成することは、
作物汚染を低減するための手法の一つとして重要で
ある。本課題では、ディルドリン・ヘプタクロル類

（HEPX）を対象とした低吸収性品種の検索、低吸
収性品種や中間母本を育成する際の素材の選定及び
効率的な育種を行うためのヘプタクロル類低吸収性
の遺伝様式を明らかにする。

イ　研究方法
（ア） ディルドリン・ヘプタクロル類低吸収品種

の検索と遺伝的背景
ヘプタクロル類低吸収品種の検索に供試したカボ

チャ品種は表 12210-1 に示す。催芽種子をパーライ
トに播種し、14 日間育苗の後、ヘプタクロルエポ
キシド：57.5 μ g/kg の残留土壌に移植、グロース
チャンバー内で昼間 25℃・14 時間、夜間 20℃ ･10
時間として生育させて 22 日後に茎葉部及び根部を
収穫、ヘプタクロルエポキシド含量を測定した。各
品種 3 反復とした。

カボチャ品種「TC2A」の低吸収性の遺伝的背景
を調査するため、「TC2A」の親「BHA」、「北海 1
号」及びその素材品種「近成芳香」、「錦芳香」、「Bush 
Buttercup」、「まさかり」、「TC2A」の逆交配系統

「TC2B」、対照品種として「えびす」、「ゆうゆう一
輝黒」を用いた（図 12210-1）。催芽種子をパーライ
トに播種し、14 日間育苗の後、ディルドリン :65.6 
μ g/kg、ヘプタクロルエポキシド：69.8 μ g/kg 
の残留土壌に移植、グロースチャンバー内で昼間
25℃・14 時間、夜間 18℃ ･10 時間として生育させ
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て 22 日後に茎葉部及び根部を収穫、ディルドリン・
ヘプタクロルエポキシド含量を測定した。各品種 6
反復とした。
（イ） 「北海 1 号」のへプタクロル類吸収の遺伝様

式と F1 系統の果実品質
　a　「北海 1 号」のへプタクロル類吸収の遺伝

「北海 1 号」、「BHA」各 10 個体、これを両親と
した F1「TC2A」20 個体、「TC2A」の自殖世代 F2 
100 個体を供試した。催芽された種子をヘプタク
ロルエポキシド :57.5 μ g/kg の残留土壌を含む径
9cm 黒ポリポットに播種し、ガラス室内で生育さ
せて、約 6 週間後に茎葉部を採取し、ヘプタクロ
ル類の吸収量を測定した。

b 　「北海 1 号」のへプタクロル類吸収の遺伝
と F1 系統の果実形質

カボチャ品種「北海 1 号」、および「北海 1 号」
を片親として作成した F1 を 11 系統供試した。対照
として「TC2」、「北海 1 号」、「えびす」を用いた。
ヘプタクロルエポキシド：57.5 μ g/kg の残留土壌
に催芽種子を播種し、グロースチャンバー内で昼
間 25℃・14 時間、夜間 18℃ ･10 時間として生育
させて 21 日後に茎葉部を採取し、ヘプタクロル類
の吸収量を測定した。各品種 4 反復とした。また、
F1 系統の果実形質を調べるため、2009 年 5 月 21
日 72 穴セルに播種し、6 月 4 日に幅幅 150cm、株
間 60cm として定植して、9 月 7 日に収穫を行った。
炭酸苦土石灰 10kg/a、N:P2O5:K 各 1.0kg/a（CDU
化成）を施用した。果実品質として果実重、果形、
果肉の厚さ、果肉色、Brix、乾物率を調査した。各
品種・系統 6 反復とした。
（ ウ ） ヘ プ タ ク ロ ル 類 極 低 吸 収 品 種「Patty 

Green」を用いた場合の遺伝様式

ヘプタクロル類の極低吸収性の「Patty Green」、
高吸収性の「豊平 2 号」、これらを両親とした F1

「Patty Green」（♀）×「豊平 2 号」（♂）10 個体、
「豊平 2 号」（♀）×「Patty Green」（♂）9 個体、
F2 104 個体、戻し交雑（「Patty Green」×「豊平 2
号」）×「Patty Green」61 個体を供試した。ヘプ
タクロルエポキシド 58 μ g/kg の残留土壌に催芽
種子を播種し、グロースチャンバー内で 25℃・14
時間日長条件で生育させて 21 日後に茎葉部と根
部のヘプタクロル類の吸収量を測定した。

ウ　研究結果
（ア） ディルドリン・ヘプタクロル類低吸収品種

の検索と遺伝的背景
「TC2A」はセイヨウカボチャの供試品種の中で

最もディルドリン、ヘプタクロル類の吸収量が少
なかった（表 12210-1）。「TC2A」の花粉親である「北
海 1 号」は「TC2A」及びディルドリン低吸収キュ
ウリ品種の「ゆうゆう一輝黒」よりも吸収量が少な
かった。

また、「TC2A」の種子親である「BHA」は「TC2A」
とほぼ同程度の吸収量であった（表 12210-2）。「北
海 1 号」の素材となった「まさかり」のディルドリン、
ヘプタクロル類の吸収量は「北海 1 号」よりも多く、

「Bush Buttercup」は「まさかり」よりも吸収量が
多かった。「BHA」の素材品種となった「近成芳香」
のディルドリン、ヘプタクロル類の吸収量は「BHA」
とほぼ同程度で、「錦芳香」は「BHA」より多かった。
尚、「TC2B」は「TC2A」とほぼ同程度の吸収量で、
正逆交配による差異は認められなかった。

品種間で生育ステージ（展開葉数）及び茎葉重・
根重はほぼ同等であることから、ディルドリン及び

表 12210-1　カボチャにおけるヘプタクロル類濃度の品種間差

1）ヘプタクロルエポキシド濃度（ヘプタクロルはすべて定量限界値未満）。
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ヘプタクロル類の吸収性の品種間差は、生育の違い
や草姿（短節間性、つる性）によるものではなかった。
（イ） 「北海 1 号」のヘプタクロル類吸収の遺伝様

式と F1 系統の果実品質
　a　「北海 1 号」のヘプタクロル類吸収の遺伝

「北海 1 号」と「BHA」におけるヘプタクロル類
の濃度は、「北海 1 号」は平均 138.8（μ g/kg dw）、

「BHA」はやや広く分布したが 245.4（μ g/kg dw）
であった（図 12210-2）。F1 のヘプタクロル類濃度
は、低吸収の個体も多くみられたため両親のおよ
そ平均値 196.8（μ g/kg dw）となった。F2 では低

図 12210-1　「TC2A」の系統図

表 12210-2　カボチャにおけるディルドリン、ヘプタクロル類濃度の品種間差

1）キュウリ品種。

吸収個体から高吸収個体まで連続的な分布が観察
され、165 〜 195（μ g/kg dw）、235 〜 255（μ g/
kg dw）にピークがみられた。しかし、明瞭な分離
が認められず、多くの遺伝子が関与する量的な遺伝
を示した。F2 の平均値は 211.8（μ g/kg dw）とや
や高吸収側に近かった。

b 　「北海 1 号」を親とした F1 系統のへプタク
ロル類濃度と果実形質
「北海 1 号」を用いた F1 において「BMC ×北海

1 号」のヘプタクロル類吸収量は高く、「北海 1 号
×親 2」、「北海 1 号×北海 5 号」は低かった（表
12210-3）。しかし、「北海 1 号×親 2」と「北海 1 号
×北海 5 号」のヘプタクロル類吸収量は「TC2A」
と有意な差はなく、果実品質も特に優れてはいな
かった（表 12210-3）。「北海 1 号」の果実は果実の
尻（花痕部側）が凸となるが、F1 ではほとんどが
その形質を示した。果肉色、果肉の厚さは「北海 1
号」と F1 でほぼ同じで、Brix、乾物率は「北海 1 号」
よりも高い F1 が多くみられた。

図 12210-2　「北海 1 号」と「BHA」のヘプタクロル類の吸収量
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表 12210-3　「北海 1 号」を親とした F1 系統のヘプタクロル類濃度と果実形質

1）HEPX（ヘプタクロルエポキシド濃度（ヘプタクロルはすべて定量限界値
未満））は汚染土壌で生育させた幼植物茎葉部のデータ、他の項目は非汚
染ほ場で生育させたカボチャ果実のデータ。

2）果肉色 :a* 値が高いほど赤色傾向。

（ ウ ） ヘ プ タ ク ロ ル 類 極 低 吸 収 品 種「Patty 
Green」を用いた場合の遺伝様式
「Patty Green」 の 吸 収 量 は 0.308（mg/kg dw）

と極微量であった（図 12210-3）。一方、「豊平 2
号」は 1.140（mg/kg dw）と高吸収量を示し、両
親 の 平 均 は 0.679（mg/kg dw） で あ っ た。F1 の
吸収量は正逆交雑とも約 0.845（mg/kg dw）であ
り、高吸収性側に部分優性遺伝することが示され
た。「Patty Green」と「豊平 2 号」の F1 の吸収量
は正逆交雑とも高吸収性側に部分優性遺伝し、F2

では極低吸収側と吸収側とに 18:86（≒ 1：5）に分
離した（図 12210-4）。F1 と F2 の遺伝から、3 つ以
上の遺伝子が関与していると推定された。三遺伝子
雑種の F2 分離比 ABC：ABc：AbC：aBC：Abc：
aBc：abC：abc=27：9：9：9：3：3：3：1 に お い

て、2 つ以上の優性遺伝子がないとヘプタクロル類
を吸収できないと仮定すると、（Abc：aBc：abC：
abc）：（ABC：ABc：AbC：aBC）=10：54 となり、
ほぼ実測値に近い分離比を得た。戻し交雑において
は、極低吸収と吸収側に 29：32（≒ 1：1）に分離
し（図 12210-5）、極低吸収品種は劣性遺伝子をホモ

（aabbcc）でもつことが確認された。

エ　考　察
（ア） ディルドリン・ヘプタクロル類低吸収品種

の検索と遺伝的背景
ディルドリンの吸収量は植物の種類によって差が

あり、ウリ科は他の植物より吸収量が多いことが報
告されている（Otani, et al.1））。また、ウリ類の中
にもディルドリンを吸収しにくい品種があることも

図 12210-3 　「Patty Green」、「豊平 2 号」及びその
F1 における HEPX 濃度

図 12210-4 　「Patty Green」と「豊平 2 号」の F2 に
おける HEPX 濃度
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知られている（Otani、et al.1））。本報告においても
セイヨウカボチャの「TC2A」が低吸収品種である
ことが分かった。このことから、さらに多くの品種・
系統を調査することによって極低吸収の品種が見つ
かる可能性がある。
「Bush Buttercup」、「北海 1 号」、「TC2A」及び

「TC2B」は短節間性を有し、他の品種よりも草丈
が短い。このカボチャの短節間性は生育初期には優
性に発現することが知られている （Shifriss 2）、 Gre-
benscikvo 3）、 Singh 4）、 Denna and Munge 5））。短
節間性の「Bush Buttercup」とつる性の「まさかり」
との F1 において、生育初期は「Bush Buttercup」
と同様の短節間性がみられ、生育中期からは徐々
につるが伸長することが報告されている （伊藤・
室 6））。 本試験でも同様な傾向を示したが、短節間
性と HEPX の吸収性との関連はほとんどみられな
かった。このことは、ディルドリンの吸収量は穂木
ではなく、台木の種類によって決められていること
からも（Otani and Seike 7））、茎の形質（短節間性）
が HEPX 吸収に大きな影響を及ぼさないと考えら
れる。
「TC2A」の種子親である「BHA」は「TC2A」

とほぼ同程度の吸収量であったことから、ディル
ドリン、ヘプタクロル類の吸収に関して、低吸収
性は劣性であると考えられた。また、「北海 1 号」
の素材となった「まさかり」のディルドリン、ヘプ
タクロル類の吸収量は「北海1号」よりも多く、「Bush 
Buttercup」は「まさかり」よりも吸収量が多かった。
このことから「北海 1 号」の低吸収性は「まさかり」
の影響が強いと思われるが、「Bush Buttercup」と
の交配後の選抜過程でディルドリン、ヘプタクロル
類の低吸収個体・系統を選んできたと推測される。

（イ） 「北海 1 号」のヘプタクロル類吸収の遺伝様
式と F1 系統の果実品質

　a　「北海 1 号」のヘプタクロル類吸収の遺伝
「北海 1 号」と「BHA」の F1（「TC2A」、「TC2B」）は、

（ア）の結果では高吸収性「BHA」側の値を示した
が、（イ）の結果では両親の中間値となった。これは、

「北海 1 号」と「BHA」の吸収量の差がそれほど大
きくないことから、誤差が生じたものと考えられた。
F2 においては分離が認められず、低吸収個体から
高吸収個体まで連続的な分布が観察されたことか
ら、多くの遺伝子が関与する量的な遺伝（Mather8）、 
Allard 9））であると考えられた。

b 　「北海 1 号」を親とした F1 系統のへプタ
クロル類濃度と果実形質
「AHO 」×「北海 1 号」」、「すくな」×「北海 1 号」

及び「BMC」×「北海 1 号」は HEPX 吸収量が高く、
「北海 1 号×親 2」、「北海 1 号×北海 5 号」は低かっ
た。「親 2」、「北海 5 号」は「北海 1 号」と同じ育
種素材「Bush Buttercup」と「まさかり」の交配
から作出されていることから低吸収性を示したと推
測される。 
「北海 1 号」との F1 に現れる形質は、もう一方の

交配親との遺伝によるため、本報告の結果のみから
「北海 1 号」が有する果実形質の遺伝を述べること
はできない。しかし、「北海 1 号」を F1 親として用
いることにより、低吸収性の F1 が得られる可能性
があること、果実形質において特に不良な形質が出
現しないことが分かり、「北海 1 号」は HEPX の低
吸収性品種を育成する上での中間母本となり得るこ
と、あるいは有用な育種素材となると考えられた。
（ ウ ） ヘ プ タ ク ロ ル 類 極 低 吸 収 品 種「Patty 

Green」を用いた場合の遺伝様式
「Patty Green」は HEPX 極低吸収品種、「豊平 2

号」は高吸収を示す品種である。F1 の吸収量は正
逆交雑とも高吸収性側に部分優性遺伝することが示
された。また、F2 では極低吸収側と吸収側とに 1:5
に分離した。吸収性の遺伝が単因子で吸収側と吸
収しない側に分離すると仮定すると、F1 では吸収
側が優性、F2 では吸収側と吸収しない側に 1:3 で分
離するが、F2 での分離比はこれに適合しない。ま
た、吸収性に 2 つの遺伝子が関与していると仮定し
た場合にも当てはまるモデル（分離比）がない（田
中 10））。そのため、3 つ以上の遺伝子が関与してい

図 12210-5 　戻し交雑（（Patty Green ×豊平 2 号）×
Patty Green）における HEPX 濃度
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ると推定された。三遺伝子雑種の F2 分離比におい
て、2 つ以上の優性遺伝子がないとヘプタクロル類
を吸収できないと仮定すると、ほぼ実測値に近い分
離比が得られ、戻し交雑においても極低吸収と吸収
側に 1:1 に分離し、このモデルに合致した。F2 の中
には、極低吸収を示す個体が多く出現することから、

「Patty Green」は育種素材としての利用価値が認め
られた。

以上から、ヘプタクロル類の吸収性は不完全優性
遺伝であるが、「Patty Green」を用いた F2 の分離
比から 3 つ以上の遺伝子が関与しており、2 つ以上
の優性遺伝子の働きでヘプタクロル類を吸収するこ
とが示唆された。

オ　今後の課題
ヘプタクロル類に極低吸収の個体が幼苗で選抜可

能か検討する必要がある。

カ　要　約
（ア） ディルドリン・ヘプタクロル類低吸収品種

の検索と遺伝的背景
セイヨウカボチャの既存品種において、ディルド

リン・ヘプタクロル類低吸収品種として「TC2A」
が選定された。｢TC2A」の低吸収性は「北海 1 号」
に由来しており、遺伝は劣性側と推測された。
（イ） 北海 1 号のヘプタクロル類吸収の遺伝様式

と F1 系統の果実品質
「北海 1 号」と「BHA」の F1 におけるヘプタク

ロル類の濃度は、両親のおよそ平均値となった。F2

においては低吸収個体から高吸収個体まで連続的な
分布が観察され、多くの遺伝子が関与する量的な遺
伝を示した。「北海 1 号」を用いた F1 においてヘプ
タクロル類吸収が低く、果実品質が優れた系統はな
かったが、中間母本としての活用が示された。
（ ウ ） ヘ プ タ ク ロ ル 類 極 低 吸 収 品 種「Patty 

Green」を用いた場合の遺伝様式
ヘプタクロル類の吸収は高吸収側に部分優性し、

F2 の分離状況から 3 つの遺伝子が関与し、2 つ以上
の優性遺伝子の働きでヘプタクロル類を吸収するこ
とが示された。また、戻し交雑から ｢Patty Green｣
はヘプタクロル類に極低吸収の遺伝子を劣性ホモで
有していることが分かった。
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3　POPs のリスク評価・管理のための共通基
盤技術の開発

（1）統計学的手法によるPOPs汚染判定技術の
開発
ア　研究目的
POPs のうちドリン類やヘプタクロル類等過去に

農薬として登録されていたものの多くは 1960~1970
年代に登録が失効したにもかかわらず、土壌中での
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分解が極めて遅いため、近年、キュウリやカボチャ
から残留基準値を上回る濃度で検出された事例が報
告されている。そこで、POPs が土壌から作物体に
移行・吸収される量を予測するための統計モデルと
サンプリング法を開発すると共に、リスク管理技術
を有効利用するための統計的指針を組み立てる。

イ　研究方法
（ア） 空間濃度分布の特徴
実験ほ場におけるヘプタクロル類の土壌中濃度に

関するデータの提供を受け、適用可能な統計的方法
を探索しつつ、ヘプタクロルの空間濃度分布の特徴
について検討した。
（イ） 土壌中濃度と作物体濃度の関係
いくつかのほ場におけるディルドリンとヘプタク

ロル類の土壌中濃度と同ほ場で栽培されたキュウリ
とカボチャの作物体濃度に関するデータの提供を受
け、土壌中濃度と作物体濃度の関係式として比例モ
デルを想定し、データに基づきモデルを同定した後、
土壌中濃度と作物体濃度の双方に含まれる誤差に対
処できる測定誤差モデルを用いて比例乗数の推定を
試みた。
（ウ） ほ場の分類
8 ほ場におけるヘプタクロル類の土壌中濃度と同

ほ場で栽培されたカボチャ 3 品種の作物体濃度に関
するデータの提供を受け、土壌濃度と作物体濃度の
比例関係を利用して、ほ場の分類を試みた。
（エ） 空間サンプリング
6 ほ場におけるヘプタクロル類の土壌中濃度に関

するデータの提供を受け、空間サンプリングについ
て検討した。

ウ　研究結果
（ア） 空間濃度分布の特徴
縦 3 列に並ぶ地点の土壌中濃度が提供された。地

点数は、両端が 5 地点、中央が 10 地点であった。
地点数が少なく、左列の値が他の 2 列の値と大きく
異なっていたため、空間平滑化法ではなく古典的な
方法により空間相関について検討した。

先ず、縦方向にラグ 1 の標本自己相関係数を求め
ると、中央列で 0.93 となり自己相関関係の存在が
認められた。右列に関しても、地点数が過少である
ため参考程度の結果であるが、中央列と同様の傾向
が見られた。次に、隣接する列間の標本相関係数を
求めると、中央列と右列で 0.95 となった。やはり
地点数が過少であるため参考程度の結果であるが、
中央列と右列に相関関係の存在が示唆された。

縦方向の自己相関関係がトレンドを反映した結果
と考えられたため、多項式回帰モデルを用いてトレ
ンド分析を実施した。その結果、左列ではトレンド
の存在は確認できなかったが、右列で 1 次多項式、
中央列で 2 次多項式が最善のモデルとして選択さ
れ、トレンドの存在が確認された。
（イ） 土壌中濃度と作物体濃度の関係
ディルドリン及びヘプタクロル類について、ほ場

の土壌中濃度から作物体濃度を予測するため、両濃
度の関係式として比例モデルを想定し、モデルの同
定を試みた。

図 12301-1 に 3 県（Y、F、N）が取得したディル
ドリンに関するデータ（µg/kgfw）の散布図を示す。
図を見ると、N 県の比例乗数が他県と異なっている
ように思われた。そこで、AIC を用いて、関係式
の同定を試みた。その結果、（1）3 県が同じ比例乗
数 AIC=364.05、（2）N 県のみが異なる AIC=310.32、

図 12301-1　3 県のディルドリン 図 12301-2　H のヘプタクロル類 図 12301-3　2 県のディルドリン



─ 230 ─

（3）3 県とも異なる AIC=312.14 となり、N 県のみ
が異なっていると示唆された。

図 12301-2 に H が取得したヘプタクロル類に関
するデータ（ng/g）の散布図を示す。図を見ると、
えびす○とほっとけ栗たん×の比例乗数が異なって
いるように思われた。そこで、AIC を用いて、関
係式の同定を試みた。その結果、（1）比例乗数は共
通 AIC=104.08、（2）比例乗数は別々 AIC=83.22 と
なり、品種により比例乗数が異なっていると示唆さ
れた。

図 12301-3 に Y 県と F 県が取得したディルドリ
ンに関するデータ（µg/kgfw）の散布図を示す。回
帰モデル Z=aX を適用する場合、通常、X は誤差
を含まない説明変数と仮定される。しかし、土壌中
濃度と作物体濃度には同程度の誤差が含まれてい
る。説明変数に含まれる誤差の影響を見るため、測
定誤差モデルによる比例乗数 a の推定を試みた。そ
の結果、回帰モデルでは a=0.142（破線）と推定さ
れたが、測定誤差モデルでは a=0.166（実線）と推
定され、2 割程度の差が生じた。
（ウ） ほ場の分類
8 ほ場で栽培されたカボチャ 3 品種に関するヘプ

タクロル類の作物体濃度と栽培地土壌濃度の相関を
観察すると、比例関係らしき構造が見えたが、ばら
つきが大きすぎた。品種毎に整理することで比例関
係の明確化を試みたが、TC2A に若干の効果が見ら
れたものの、基本的な状況に変化は無かった。ほ場
により比例乗数が異なっている可能性が残されてい
たので、ほ場の分類を試みた。

K ほ場を除く 7 ほ場について、全てのほ場の組み
合わせを考えた。そして、組合せ毎に比例関係式の
AICを計算し、AICが最小になる組合せを選択した。
グループ数が 1 なら、データ全体が一つの比例関係
式で表現され、グループ数が 7 なら、統一された関
係式は存在しないと判断される。品種の効果につい
て判断するには、組合せに応じて AIC を足し算し、
比較すればよい。実際に比較すると、関係式は品種
毎に規定されると判断された。また、7 ほ場グルー
プ番号を見ると、グループ数は 5 ないし 6 であり、
分類の効果は見られなかった。

着果節と BCF=（作物体濃度 z/ 土壌濃度 x）の
相関を観察すると、双曲型の関係が見えた。そこで、
両対数変換すると、ほぼ線形の関係になった。比例

関係式 z=ax の対数は log（z）=log（a）+log（x）
である。BCF は傾き a の標本値であり、その対数
が着果節 k の対数と線形関係にあるから、log（z）
=c log（k）+d+log（x）という関係式を想定できる。
この関係式を使って、分類を試みた。味平とえびす
のグループ番号が揃い、TC2A のグループ数が減る
など、若干の効果が現れた。ただし、まだ統合には
隔たりがあった。
（エ） 空間サンプリング
6 ほ場で 8 × 8 の格子状に合計 64 の土壌試料が

採取され、ヘプタクロル類が測定された。測定値に
空間相関がある場合、標本が多変量正規分布に従う
と仮定すれば、精度の評価に必要な標本平均の分散
は、多変量正規分布の共分散成分の平均値で与えら
れる。それ故、標本平均の分散を計算するには、共
分散成分の推定値が必要であるが、空間事象の場合、
共分散成分をデータから直接計算すると、精度的な
問題が生じる。そこで、クリギングの方法を用いて
共分散成分を推定した。クリギングでは、観測値を
定常な正規確率場からの実現値と見なす。そのため、
先ず、正規性の検定を実施したところ、ほ場 1~5 に
ついては、対数値で正規性が棄却されなかったが、
ほ場 6 については対数値でも正規性が棄却された。
この点に留意しつつ、対数値を対象に共分散を推定
した。そして、得られた推定値に基づき、標本の大
きさとして 2 × 2、3 × 3、4 × 4、5 × 5、6 × 6 と
いう 5 種類を想定し、誤差率を求めた。誤差率とは、
対数値における標本平均の 95% 信頼区間を指数変
換して元数値に戻し、信頼区間の半分を中央値で除
した値である。結果を表 12301-1 に示す。

表を見ると、ほ場 1 〜 4 については、N=16 で誤
差率が 4 割以下になるが、変動係数の大きいほ場 5
と 6 は、標本を大きくしても誤差率は減少せず、む
しろ増加傾向を示した。

エ　考　察
（ア） 空間濃度分布の特徴
ほ場の一部で土壌中濃度に高い空間相関が存在し

ているのが分かった。傾向変動分析を実施したとこ
ろ、やはりほ場の一部で傾向変動の存在が確認され
た。これにより、非測定点の土壌中濃度を予測する
ために、空間相関と傾向変動の存在に対応できるサ
ンプリング法と統計モデルを選定する必要があるの
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を確認できた。
（イ） 土壌中濃度と作物体濃度の関係
先ず、3 県（Y、F、N）が取得したディルドリン

のデータに基づき、ほ場特性の有無について検討し
た。その結果、N 県のデータの比例乗数は他と異な
るとの結論が得られ、ほ場特性の存在が示唆された。
次に、H が取得したヘプタクロルのデータに基づき、
かぼちゃの品種特性の有無について検討した。その
結果、えびすとほっとけ栗たんでは比例乗数が異な
るとの結論が得られ、品種特性の存在が示唆された。
最後に、通常の回帰では無視される土壌中濃度の測
定誤差の影響を調べるため、測定誤差モデルを 2 県
のデータに適用した。その結果、土壌中濃度の測定
誤差を無視すると、比例乗数が 2 割程度過小評価さ
れるのが分かった。これは、予測値が 2 割程度過小
評価される可能性を示唆している。土壌中濃度の測
定誤差の影響は無視できないと言える。
（ウ） ほ場の分類
全データを見ると、比例関係らしき構造が見えた

が、ばらつきが大きすぎた。品種毎に整理しても効
果は無かった。そこで、ほ場の分類を試みたが、分
類の効果は見られなかった。分類に効果がないと、
ほ場毎に土壌濃度と作物体濃度の関係式を構築しな
ければならず、事実上、濃度予測は困難になる。そ
こで、分類の効果を上げるため、着果節に関する情
報の利用について検討した。その結果、味平とえび
すのグループ番号が揃い、TC2A のグループ数が減
るなど、若干の効果が見られたが、まだバラツキが
大きい。ほ場の影響は想定以上に大きいようである。
（エ） 空間サンプリング
確率分布を仮定せずにブートストラップを用いて

再計算したところ、正規確率場を仮定した場合より
誤差率は減少したが、減少が逓減する状況は同じで、

誤差率を常識的な範囲に収めるには、かなり大きな
標本が必要である点に変わりはない。こうした結果
がもたらされた最大の原因は、空間等方性の欠如に
あると考えられる。畑作の場合、格子状ではなく、
畝に沿ったサンプリングが適当かもしれない。

オ　今後の課題
POPs の土壌中濃度や作物体濃度を決定する要因

は種々雑多である。これらの要因全てを制御するの
は困難なため、randomization に基づく方法を念頭
に検討してきたが、誤差率は想定以上に大きかった。
誤差率を抑えるには先験情報の利用が不可欠と考え
られる。先験情報の利用を可能にするため、POPs
の土壌中濃度や作物体濃度に関する知見を蓄積する
必要がある。

カ　要　約
（ア） サンプリング
データ解析により、POPs の土壌中濃度に、空間

相関と傾向変動が存在するのが確認された。空間相
関と傾向変動の存在に対応できるサンプリング法に
ついて検討するため、クリギングに基づく標本誤差
の評価法を作成し、誤差率を試算した。その結果、
誤差率を常識的な範囲に収めるには、かなり大きな
標本が必要であるのが分かった。
（イ） 濃度関係式
POPs の土壌中濃度から作物体濃度を予測するた

めの関係式について検討した。比例関係式が利用可
能と考えられるが、係数にほ場特性や品種特性があ
るのが分かった。そうした特性が予測誤差を大きく
する原因になるのも確認した。予測誤差を小さくす
るには、補助情報の利用が不可欠と考えられる。ま
た、土壌中濃度の測定誤差を無視すると、作物体濃

表 12301-1　クリギングによる標本誤差の評価
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度が過小評価されるのが分かった。

研究担当者（柏木宣久 *）

（2）ELISA及び前処理技術手法の開発
ア　研究目的
土壌中 POPs による農作物の汚染を防止・低減す

るための技術開発や危害要因によるリスク管理を行
う上で、危害要因を簡易に検出する技術の確立は不
可欠であり、土壌からの抽出・濃縮・精製・測定ま
でを一貫して迅速かつ簡便に行う方法の開発が求め
られている。本課題は POPs 指定物質のうち過去に
農薬登録のあった 9 物質及び POPs 指定の可能性が
ある物質を対象とした ELISA 法等免疫反応を利用
した簡易・迅速検出法の開発と妥当性確認を行うこ
とを目的とする。最終的に、現場対応型 POPs の簡
易検出法（試料調製法と免疫反応を利用した測定法）
を開発する。

イ　研究方法
（ア） 土壌抽出液の調製

a 　振盪抽出法
Sakai ら 1）の報告に従い、土壌 6g（乾燥重量）を

30 ml（固液比 1：5）の 50% メタノール / 水に懸濁し、
24 時間の往復振盪した後、遠心分離し上清を抽出
液とした。

b 　超音波抽出法
土壌 6g（乾燥重量）を 30 ml（固液比 1:5）の

50% メタノール / 水に懸濁し、10℃、40 KHz、30
分間の超音波処理した後、遠心分離し上清を抽出液
とした。

（イ） 土壌抽出液の精製
グラファイトカーボン / アミノプロピルシリ

ル 化 シ リ カ ゲ ル 積 層 ミ ニ カ ラ ム（500 mg/500 
mg/6mL）とグラファイトカーボンミニカラム（250 
mg/6mL）を用いて検討した。
（ウ） 市販 ELISA キットの評価
入手可能であった EnviroGard Chlordane in Soil 

Test Kit （SDI Inc. 社 製 ） と Cyclodienes ELISA 
Kit （ABRAXIS LLC. 社製）の有効性を評価した。
（エ） 抗体の作成
Manclús ら 2）の報告を参考に、1、2、3、4、7、

7-Hexachloronorbornene 誘導体をハプテンとする
BSA コンジュゲートを免疫原としてウサギポリク
ローナル抗体とマウスモノクローナル抗体の作成を
行った。

ウ　研究結果
（ア） 土壌抽出液の調製法と精製法

a 　振盪抽出法にて調製した抽出液にディルド
リン標準液を加え 0.2 ppm 溶液とした後、その 4 倍、
8 倍、16 倍希釈液を市販 ELISA キットにて測定し
た結果を図 12302-1 に示したが、抽出液そのもので
は、土壌の種類によりマトリックスの影響が異なり、
測定値の信頼性は得られないことが判明した。

b 　抽出液の精製にグラファイトカーボン / ア
ミノプロピルシリル化シリカゲル積層ミニカラム

（500 mg/500 mg/6mL）の適用を検討した結果、土
壌 1g 分の抽出液 5ml をカラムに添加した後、50%
メタノール / 水 15 ml で洗浄し、100% メタノール
10 ml で溶出させる事で、図 12302-2 に示す様に測
定値を下げる成分を除去可能であることが確認でき

図 12302-1　土壌抽出液の ELISA による希釈評価 図 12302-2 　カラム精製液の ELISA による希釈評価
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た。
c 　グラファイトカーボンミニカラム（250 

mg/6ml）でも測定値を引き下げる成分の除去に有
効である事が確認でき、土壌 2g 分の抽出液 10 ml
をカラムに添加した後、50% メタノール / 水 10 ml
で洗浄し、100% メタノール 2.5 ml の小容量で回収
する方法を確立した。

d 　24 時間の振盪抽出法に代わる時間短縮が
可能な抽出法として超音波抽出法を検討した結果、
植物中のディルドリン濃度と土壌抽出液中のディル
ドリン濃度との相関に関して、振盪抽出法と同等の
結果が 10℃、30 分間の超音波処理により得られる
事を見出した（図 12302-3）。

e 　超音波抽出は振盪抽出よりも ELISA に影
響する成分の溶出を 4 割程抑える事も判明し、超音
波抽出法はこの ELISA に適した前処理法と考えら
れる。
（イ） 市販 ELISA キットの評価
購入可能なドリン系農薬の ELISA キット 2 種類

の内、定量用 ELISA キットは 1 種類で、ディルド
リン検出感度は 0.25 ng/ml であるが、輸入品であ
るために、高価である事、供給が安定しない事、製
造中止のリスクがある。
（ウ） ウサギポリクローナル抗体の作製と測定系

の構築
a 　免疫原 3 種類（図 12302-4）からディルド

リン及びヘプタクロルに対して親和性の高い抗体
を誘導する事に成功し、特に既知抗原 DrnA-BSA
よりも新規抗原 DrnB-BSA から親和性の高い抗体
DrnB を誘導する事に成功した（図 12302-5）。

b 　ポリクローナル抗体 DrnB、二次抗体とし
てペルオキシダーゼ標識抗ウサギ IgG 抗体を用い

て間接競合 ELISA 測定系を構築した結果、ディル
ドリンに対して親和性が高く、市販キットの 2 倍程
高感度の測定系を構築する事ができた。各種化合
物に対する反応性及び検出感度を図 12302-6 に示し
た。
（エ） マウスモノクローナル抗体の作製と測定系

の構築
ウサギポリクローナル抗体（DrnB）と化合物

に対して親和性が異なる抗体を選別した結果、図
12302-7 と表 12302-1 に示す 3 種類の親和性の異な
るマウスモノクローナル抗体を得る事に成功した。
（オ） 土壌中ドリン系農薬の迅速簡易分析法
土壌抽出法、精製法、測定法を組み合わせること

で、分析対象の土壌から 30 分間の超音波抽出によ
り調製した 50% メタノール抽出液をグラファイト
カーボンミニカラムによる脱吸着処理により精製
し、精製液を抗原抗体反応（ELISA 法）で測定す
る約 3 時間の迅速簡易分析法（図 12302-8）を開発
した。

図 12302-3 　超音波抽出法による土壌抽出液中と植物
中のディルドリン濃度の関係

図 12302-4　ドリン系農薬用抗体作成用の免疫原 3 種類
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図 12302-6　ウサギポリクローナル抗体（DrnB）による ELISA 測定系

図 12302-5　ヘプタクロル及びディルドリンに対する 3 種類のポリクローナル抗体の反応性

図 12302-7　マウスモノクローナル抗体 3 種類の反応性

表 12302-1　樹立した抗体の特異性

注）Dieldrin の反応性を 100 として表記
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エ　考　察
（ア） ドリン系農薬汚染土壌の解析法
ほ場内においては、単一の農薬が汚染物質として

存在するのではなく、ディルドリンやヘプタクロル、
あるいはその代謝物が様々な濃度で存在する複合汚
染の状態を呈しているため、特異性の異なる複数抗
体による測定値から汚染状況を解析する手法（片岡
ら 3））が必要となる。ディルドリンとヘプタクロル
の判別には、ディルドリンに親和性が高いな DrnB
抗体とヘプタクロルに親和性の高いな DrB03 抗体
での各々の測定値から、代謝物の cis- ヘプタクロル
エポキシドはディルドリンと cis- ヘプタクロルエポ
キシドに同等に親和性が高い DrA05 抗体の測定値
とディルドリン特異的な DrnB 抗体の測定値との差
から求める事が可能と考えられる。

オ　今後の課題
（ア） ドリン系農薬に関しては複合汚染に対応さ

せる親和性が異なる数種類の抗体を新たに作成する
ことになり、それぞれの化合物に対して高感度測定
系が構築できた。今後は実試料を用いた妥当性確認
を行い、ほ場の汚染状況を迅速に判断できる信頼性
の高い測定法に仕上げ事が重要である。
（イ） 試料調製等を工夫する事により、ELISA 測

定法の果実中の POPs 残留濃度測定への適用可能性
を検討する事も必要である。
（ウ） ドリン系以外の農薬についても順次抗体を

作成し、測定系を構築する準備をしておく必要があ
る。

カ　要　約
（ア） 土壌抽出液の調製法
超音波抽出法を適用する事により 24 時間から 30

分間への抽出時間の短縮を実現し、かつ ELISA 測
定法に影響を及ぼす不純物を軽減する事に成功し
た。
（イ） 土壌抽出液の精製法
カーボングラファイトカラムを適用する事によ

り、30 分程度で抽出液中から測定に負の影響を与
える成分を除去し、かつ試料濃度を 4 倍に濃縮する
事に成功した。
（ウ） ドリン系農薬測定系の構築
ELISA 測定系に必要なドリン系農薬のディルド

リン、ヘプタクロル、代謝物のヘプタクロルエポキ
シドの 3 種類を判別しかつ定量しうる 0.09 〜 0.14 
ng/ml の検出感度を有する 3 種類の特徴的な抗体と
測定系の開発に成功した。
（エ） 土壌中ドリン系農薬の迅速簡易分析法の構

築
土壌中ドリン系農薬の分析が約 3 時間で終了する

迅速簡易分析法（土壌試料からの抽出・抽出液の精
製・測定）を構築した。

図 12302-8　土壌中ドリン系農薬の迅速簡易分析法の流れ
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（3）POPs のリスク管理技術の経済的評価技術
の開発
ア　研究目的
土 壌 へ の POPs の 残 留 程 度 を 診 断 す る 技 術、

POPs のリスク管理技術（汚染除去技術、吸収抑制
技術）を経済的に評価する手法を開発し、GAP の
確立に資する。

イ　研究方法
（ア） 農業生産現場における POPs 問題の調査に

基づき、問題の発生要因や解決策等を定性的に明ら
かにすることにより、吸収抑制技術を組み入れた評
価（意思決定）モデルの作成を行う。
（イ） 費用有効度の概念を利用し、POPs リスク

管理技術の評価手法を開発する。

図 12303-1　キュウリ作付けに関する意思決定樹（A 県を想定した例）
以下の仮定に基づいて作図を行った。
1）10 a 当たり農業所得は 1,344,000 円とする（2007 年産品目別経営統計、施設野菜、きゅうり）。
2）ディルドリン濃度検査費用は 1 点当たり 15,750 円とする。ハウス 1 棟につき 1 点調査するものとする。
3）活性炭処理費用は、低倍液の場合 625,000 円、高倍液の場合 1,500,000 円とする（10 a 当たり）。活性炭は 4 年間

有効であるとする。
4）チャンスノードにおける各枝の発生確率は、各枝の下の数値の通りとする。
5）転換作物はトマトとし、転換直後は栽培技術が未確立であるため、所得は 2007 年産品目別経営統計の半分の値

とする。
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表 12303-1　土壌中ディルドリン濃度の分布に対応した意思決定の例（What-If 分析）

ウ　研究結果
（ア） 吸収抑制技術を組み入れた評価（意思決定）

モデルの作成
ほ場における POPs の残留と関わる問題の事例収

集を A 県と B 県で行った。それらの事例に基づき、
技術選択の可能性を検討するため、吸収抑制技術を
組み入れた意思決定樹を作成した（図 12303-1）。意
思決定（キュウリを作付すべきか、あるいは他の作
物に転換すべきか）は土壌中ディルドリン濃度と他
作物の所得に大きく依存するため、それらの点を
What-If 分析として実施した（表 12303-1）。土壌中
ディルドリン濃度の分布の例は図 12303-2 の通りで
ある。また、他作物の例として、トマトを取り上げ
た。例 1 がキュウリを選択すべき場合、例 2 が他作

物を選択すべき場合である。例 3 と例 4、確率分布
のカテゴリーが既知の場合の例である。多作物所得
が品目別経営統計の水準と同等であるとすると、カ
テゴリーが「0」の場合以外は、他作物を作付した
方がよいことが示されている。
（イ） 費用有効度の概念を利用した POPs リスク

管理技術の評価
費用有効度等の概念を用いた評価を実施するた

め、農家段階での費用に関するデータを収集した（図
12303-3）。

エ　考　察
（ア） 吸収抑制技術を組み入れた評価（意思決定）

モデルの作成

図 12303-2　土壌中ディルドリン濃度の分布（B 県）
1）赤色のヒストグラムは当てはめられた逆ガウス分布である。



─ 238 ─

図 12303-3　物財費と対策に要する費用の比較
1）Ａ県ハウス半促成栽培を想定している。
2）活性炭は４年間有効であるとする。

土 壌 へ の POPs の 残 留 程 度 を 診 断 す る 技 術、
POPs のリスク管理技術（汚染除去技術、吸収抑制
技術）の選択を支援するための有効な枠組みを示す
ことができたと考えられる。
（イ） 費用有効度の概念を利用した POPs リスク

管理技術の評価
本研究では、農家段階での費用に関するデータを

収集するにとどまり、経済的側面を考慮した費用有
効度の概念を用いた評価は行えなかった。

オ　今後の課題
（ア） 吸収抑制技術を組み入れた評価（意思決定）

モデルの作成
曝露評価及びリスク低減化技術に関する具体的情

報に基づいた分析を行う必要がある。
（イ） 費用有効度の概念を利用した POPs リスク

管理技術の評価
実用化に耐えうる具体的技術情報や現地の状況を

踏まえた分析を行う必要がある。

カ　要　約
（ア） 吸収抑制技術を組み入れた評価（意思決定）

モデルの作成
意思決定樹の中に土壌中 POPs 濃度に対応した吸

収抑制技術選択を組み入れることにより、作目選択
に関する意思決定モデルを作成した。
（イ） 費用有効度の概念を利用した POPs リスク

管理技術の評価
費用有効度等の概念を用いた評価を実施するた

め、農家段階での費用情報を示した。

研究担当者（林清忠 *）
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