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ハタザオ（Arabidopsis halleri  ssp. gemmifera）による 
カドミウム含有土壌の浄化技術について

 Phytoextraction with Arabidopsis halleri ssp. gemmifera to remediate Cd-contaminated soils
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摘　　要
鉱山下流域の土壌にはまれにカドミウムが含有されていることがあり、下流域に農

地がある場合には農作物へのカドミウムの吸収が懸念される場合もある。水田では土
壌改良剤や湛水深の管理により植物体へのカドミウムの吸収抑制を行う対策がなされ
効果をあげているが、根本的な解決として、土壌中からカドミウムを除去する必要が
ある。カドミウムの国際基準値に関しては Codex 委員会が 2006 年度現在での小麦等
の食品中の基準値を示している。本稿ではカドミウム汚染土壌の浄化技術として、ア
ブラナ科植物「ハクサンハタザオ」を利用して土壌中のカドミウムを吸収・低減させ
る現状について報告するものである。

キーワード： カドミウム汚染土壌、浄化、ハクサンハタザオ
Key words： Cd-contaminated soils，phytoextraction， 

Arabidopsis halleri ssp. gemmifera

1．はじめに

日本の鉱山下流域の土壌にはまれにカドミウムが
含有されている場合がある。カドミウムによるわが
国の農用地土壌汚染対策指定地域として、玄米
1 kg に含まれるカドミウムの量が 1 mg 以上（1 ppm
以上）であると認められる地域、及びそのような米
を産出する恐れがある地域は、2005 年度末で 60 地
域、6,228 ha であるが、すでに 5,618 ha で客土など
による対策がとられている 1）。また、カドミウムの
摂取寄与が最も大きい米については、水田を還元状
態に保つことで吸収を抑制し米のカドミウム濃度を
低減していて、2006 年度で 4 万 ha 以上の面積で取
り組まれている。

Codex 委員会（FAO/WHO 合同食品規格委員会）
によって、食品中のカドミウムの国際基準値が、小
麦、根菜、葉菜、二枚貝等に関して示されている 2）。
日本では、これを受けて食品安全委員会の検討を経
て、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会において食
品中のカドミウム規格基準の改正についての審議が
行われている。これまでの審議では、米の基準値が
0.4 ppm 以下となる見込みとなっている。また、米
以外の品目については現時点で基準値を設定しない
ものの、農用地のカドミウム低減対策を引き続き行
い、一定期間経過後にその実施状況について報告を

求め、必要に応じて規格基準の設定について検討す
ることとなっている 3）。すなわち、米以外の農作物
についても、カドミウム低減対策の実施が求められ
ており、将来的にはカドミウム含有量の基準値が設
定される可能性が残されている。

今回開発したカドミウム汚染土壌の浄化技術はカ
ドミウム高濃度集積植物として新たに発見されたア
ブラナ科植物「ハクサンハタザオ」を利用して土壌
中のカドミウムを吸収・低減させるものである。本
稿ではカドミウム汚染土壌の浄化対策として、この

「ハクサンハタザオ」4）を利用した浄化技術の現状に
ついて報告する。

2．土壌浄化をめぐる現状

カドミウム汚染土壌対策として、客土対策、水管
理や土壌改良剤による吸収抑制技術、土壌洗浄によ
る浄化、及び植物による浄化（ファイトレメディエ
ーション）等があげられる。客土対策、水管理や土
壌改良剤による吸収抑制技術はすでに一定の実績が
あり、効果をあげている。その他の方法も実証試験
で効果をあげており、今後は実用化が期待される。

植物による浄化は、農作物と同様に植物を栽培す
ることが技術の基本であり、客土などと比べて低コ
スト・低環境負荷型の新しい浄化方法である。ここ
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では他の対策と併用することが可能で、相乗効果が
期待される対策方法として、アブラナ科植物「ハク
サンハタザオ」を利用したファイトレメディエーシ
ョンについての現状を報告する。

3．ファイトレメディエ―ションの原理

ファイトレメディエーションとは植物による汚染
物質の除去などの作用によって環境を修復する技術
である。カドミウム汚染土壌対策としては土壌中の
重金属を植物の地上部に吸収・蓄積させ、地上部を
収穫・処理することで、重金属を取り除くファイト
エクストラクション（植物による吸収・蓄積）が有効
となる。カドミウムについては、植物体内で -SH 基
を有する非タンパク性のオリゴペプチドであるファ
イトケラチンなどの介在で液胞に隔離することで、
カドミウムを無毒化し、蓄積されると考えられてい
る。

植物の吸収能力と収穫量によって、トータルの重
金属除去量が決まるため、実用化技術として発展さ
せることができるかは、よりカドミウム吸収能力の
高い植物を利用し、収穫量を増加させることができ
るかにかかっている。また、収穫後の処理効率を上
げるためには、植物体のカドミウム濃度が高ければ
高いほど、カドミウム以外の残渣物が少なくなり、
残渣物の処理過程においてコスト面・環境面から好
ましい。図 1 はファイトエクストラクションの原
理を示したものである。

4．ハクサンハタザオによる土壌浄化

重金属を対象としたファイトレメデイエーション
の原理は、土壌中のカドミウムを植物体に吸収させ、
植物体を刈り取り、乾燥、重金属を回収する、とい
う工程になる。このため、カドミウムを高濃度に吸
収させること、植物体の収穫量を増大させること、

およびカドミウムの回収効率を上げることができる
かが、実用化にあたって重要になる。

日本ではカドミウム汚染土壌対策として利用が検
討されている植物はケナフ 5）、ソルガム 6）、非食用
イネ 7）等があり、ケナフは 347 g/ha、ソルガムは
125 g/ha、非食用イネは 1,382 g/ha の吸収能力があ
ると報告されている。

筆者らは、重金属を高濃度に集積する植物につい
て、本州北部の鉱山跡地周辺でのスクリーニング調
査を 2003 年に実施した。図 2 は収集した植物体中
の重金属濃度を測定し、その主な結果を示したもの
である。ハクサンハタザオのカドミウム濃度は
252 mg/kg で、他の植物に比べ高濃度に集積してい
ることがわかる 8）。ヘビノネコザも 132 mg/kg と高
濃度に集積しているが、植物生産量がハクサンハタ
ザオに比べ小さかった。実際の浄化では単位面積あ
たりの植物生産量×単位吸収量となるため、植物生
産量が多いことも重要になる。その他の鉱山跡地周
辺でも調査した結果、自生しているハクサンハタザ
オのカドミウム濃度は 252 ～ 1,700 mg/kgDW であ
ることがわかった。自生地での含有量の差異につい
ては、汚染土壌のカドミウム濃度やハクサンハタザ
オの個体差によるものと考えられる。

ハクサンハタザオは Baker et al.9）、Baker and 
Brooks10）の示すカドミウムの高濃度集積植物（Hy-
peraccumulator）の定義、すなわち植物乾物量の
0.01％以上のカドミウムを含有していること、また
自生地での植物生産量は 0.13 ～ 0.34 kgDW/m2 で
あることから、ハクサンハタザオはカドミウムの高
濃度集植物として、カドミウム汚染土壌の浄化に用
いることができる可能性があると考えた。

ハクサンハタザオ（学名 Arabidopsis halleri ssp. 
gemmifera）はアブラナ科シロイヌナズナ属の越年草

（図 3、図 4）で、草丈は 10 ～ 30 cm で、わが国に
広く分布し、山地の日当たりのよい場所に多く自生
する野草である。

HM

： 　

②茎，葉での蓄積

①重金属の吸収

HM（Cd）

HM（Cd）

HM（Cd）

HM（Cd）

HM（Cd）

HM（Cd）

HM：Heavy Metal
　　（重金属）

図 1　ファイトエクストラクションの原理．
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5．浄化試験

ハクサンハタザオの浄化能力を検証するためにポ
ットを用いた室内試験結果及び屋外試験圃場で行っ
た試験結果について下記に述べる。室内試験は褐色
低地土、黒ボク土（2 種類）、屋外試験は褐色低地土
圃場における結果について述べる。
5.1　ポットを用いた室内試験結果 11），12）

実際の現場では 1 年 1 作しかできないが、ポット
試験では 1 年に 3 作程度の栽培が可能であり、浄化
能力の検証が短期間で可能になる。カドミウム含有
土壌（褐色低地土）を対象にハクサンハタザオを図 5
に示すようにポット栽培で 5 作繰り返し、土壌中の
カドミウム含有量（全 Cd、0.1N HCl 抽出性 Cd）の
減少量及び浄化速度の変化を調べた結果を図 6 に
示した。土壌は砂質土で後に述べる屋外試験地の土
壌である。

土壌カドミウム含有量（0.1N HCl 抽出性 Cd）は浄
化前の 3.5 mg/kg から 0.6 mg/kg 程度まで減少し
ていること、ハクサンハタザオのカドミウム吸収能
力の低下もあまりみられないということがわかり、
カドミウム汚染土壌の浄化植物として利用できる可

能性を示している。
また、日本の主要な畑地土壌である黒ボク土に対

するハクサンハタザオの浄化能力を検証するため、
2 種類の黒ボク土を対象とした室内試験を行った。
黒ボク土（火山灰土）は、多くの腐植や非晶質粘土を
含むためカドミウムを良く吸着し、吸着されたカド
ミウムは植物に吸収されにくいといわれている 13）。
このため、他の土壌種と比較して農作物のカドミウ
ム汚染リスクが比較的少ない一方で、植物による土
壌浄化が困難である可能性が考えられる。

1 作のみの試験結果であるが、土壌カドミウム含
有量は、どちらの土壌でも半減し , 褐色低地土で得
られた結果と比較しても大きな差違がないことか
ら、ハクサンハタザオは黒ボク土においても高いカ
ドミウム吸収能を発現可能であることが考えられた

（図 7）。
5.2　屋外試験圃場での試験結果

ポット試験の結果からハクサンハタザオの基本的
なカドミウム浄化能力の確認ができたが、実際の圃
場での栽培法、浄化能力の検討を目的として屋外栽
培試験を行った。

図 3　ハクサンハタザオの開花状況．

図 4　 実験圃場におけるハクサンハタザオの生息状況
（収穫時）．
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図 5　ポット試験の概要．

土
壌
中
の
カド
ミ
ウ
ム
含
有
量（

m
g/

kg
）

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
浄化前

：全 Cd
：0.1N HCｌ抽出性 Cd

1作目 2作目 3作目 4作目 5作目

図 6　 繰返し栽培による土壌カドミウム含有量の変化
（ポット試験，褐色低地土）．



谷・亀山：ハタザオによるカドミウム含有土壌の浄化技術について

58

屋外試験地は褐色低地土であり、ハクサンハタザ
オの浄化能力を検証するために、土壌カドミウム含
有量（0.1N HCl 抽出性 Cd）が 3.45 mg/kg とかなり
高い土壌の試験地を選択したが、一般的にはこのよ
うな汚染レベルの土壌はまれである。

ハクサンハタザオはプラグ苗を 10 月上旬に植え
付け、翌年の 5 月上旬に収穫した。表 1 に土壌カ
ドミウム含有量の変化と、植物のカドミウム吸収濃
度、乾物生産量を示した。土壌中からのカドミウム
除去量は、土壌のカドミウム含有量からの計算値で
は 1 作目で 2,188 g/ha、2 作目で 1,012 g/ha、3 作
目で 27 g/ha、4 作目で 337 g/ha であったと算出さ
れた。3 作目でのカドミウム含有量が、植物体には
カドミウムが吸収されたにもかかわらず、あぜ等の
土壌と混合したためか、3 作目後のデータが 2 作目
後のデータとあまり変わらない結果になった。また、
植物の吸収量，ポット試験の結果からは，連作によ
り土壌中の Cd 含有量は確実に減少していると判断
される．

図 8 は土壌中のカドミウムの減少量を示したも
のである。本実証試験地のデータでは 1 作目で土壌
カドミウム含有量の約 47％が吸収、除去されたこ
とが確認できた。1 目～ 4 作目で除去量は 1,376 g/ha
であり、1 ～ 4 作目で計算上では土壌中のカドミウ
ム含有量の約 77％が吸収されて、土壌が浄化され
たことになる。植物体に吸収されたカドミウム量と
土壌のカドミウム濃度から計算される量との間には
差異があるが、植物が吸収する根域、深さなどによ
り、計算条件と異なるためである。

カドミウム濃度、形態など土壌条件が異なるため
直接比較はできないが、すでに報告されている他の
植物で得られた結果と比較しても、ハクサンハタザ
オは優れたカドミウム吸収能力を備えていると考え
られる。本試験では施肥量の影響についても検証し

たが、施肥によって植物の乾物生産量は 0.15 kg/m2

から 0.38 kg/m2 に増加し、施肥により植物収穫量
の増加が可能であり、結果として土壌からのカドミ
ウムの吸収量を増加させることが可能になることも
確認できた。

6．浄化に要する期間の算定

ハクサンハタザオがカドミウム汚染土壌において
高い浄化能力を持つことは前述から明らかである
が、植物を用いた浄化には気象条件、土壌条件等に
対する適用限界が必ずあり、この浄化技術を全ての
地域（特に、高濃度汚染地域）に対して適用すること
は困難と考えられる。このため、この技術が適用で
きる範囲を今後明らかにする必要がある。

ファイトレメディエーションの適用範囲を検討す
るためには、浄化期間がどのくらいに及ぶかを把握
することが重要である。これは、農業利用されてい
る農用地において浄化が長期間に及ぶことは現実的
ではなく、浄化期間はコストに直接的に影響するた
めである。浄化期間が長期間に及ぶ場合には、コス
トの面からみた客土に対する優位性も保たれないと
考えられる。

このため、ファイトレメディエーションにより、
現実的な期間内で浄化を完了することを考慮する
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表 1　 ハクサンハタザオによる土壌中のカドミウム浄化
データ．

土壌 植物体
（ハクサンハタザオ）

0.1N HCl Cd
濃度

（mg/kg）

0.1N HCl Cd
含有量
算定値＊

（g/ha）

カドミウム
濃度

（mg/kg）

乾物
生産量

（tDW/ha）

浄化前 3.45 4,658 － －
1 作目後 1.83 2,470 908 3.3

2 作目後 1.08 1,458 492 3.6

3 作目後 1.06 1,431 545 3

4 作目後 0.81 1,094 － －
＊ 表層 15 cm として計算．
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と、ファイトレメディエーションが適用できる土壌
は比較的汚染度が低い土壌に限定されると考えられ
る 14）。

そこで、土壌のカドミウム含有量から収穫物のカ
ドミウム吸収量を予測する算定式の確立を行い、浄
化期間を算定するための計算手法の検討を行った

（図 9）。
6.1　栽培前後の土壌カドミウム含有量

ファイトレメディエーションによって土壌から収
奪されるカドミウム量は収穫物のカドミウム吸収量
と等しいと考えられ（根にもカドミウムは集積する
が、土壌中に残存するため、土壌カドミウムの減少
に寄与しない）、栽培前後の土壌カドミウム含有量
は次式の関係により表される 15）。

QCd soil（i）＝ QCd soil（i-1）－ QCd plant（i） （1）

ここで、i：栽培回数、QCd soil（i）：栽培後の土壌カ
ドミウム含有量（kg）、QCd soil（i-1）：栽培前の土壌 Cd
含有量（kg）、QCd plant（i）：収穫物によるカドミウム吸
収量（kg）、を示している。

また、土壌カドミウム含有量 QCd soil（i）、収穫物に
よるカドミウム吸収量 QCd plant（i）は下記の式より算
定される。

QCd soil（i）＝ A × d ×ρS × Cdsoil（i）× 10 －3 （2）

QCd plant（i）＝ A × Wplant × Cdplant（i）× 10 －6 　（3）

ここで、A：除去対象の農地面積（m2）、d：除去
対象となる土壌の深さ（m）、ρS：土壌の乾燥密度 

（g/cm3）、Cdsoil（i）：土壌の全カドミウム濃度（mg/kg）、
W p l a n t：単位面積あたりの乾物収量（k g / m 2）、 
Cdplant（i）：収穫物のカドミウム濃度（mg/kg）、を示

している。
6.2　収穫物のカドミウム吸収量の予測方法

浄化所要期間の試算において、収穫物のカドミウ
ム吸収量を算定する際、収穫物の乾物重は実測され
た値を用い、収穫物のカドミウム濃度は栽培前土壌
のカドミウム濃度との関係式から予測するのが一般
的である 15），16）。ただし、収穫物のカドミウム濃度は、
土壌のカドミウム濃度だけでなく、土壌の pH や有
機物含有量等にも影響を受ける 17）。このため、土壌
の pH や有機物含有量等が異なる土壌群を対象とし
た場合、栽培前土壌のカドミウム濃度のみから収穫
物のカドミウム吸収量を精度良く推定することが困
難となる。こうした場合に対して、栽培前土壌のカ
ドミウム濃度だけでなく、土壌の pH や有機物含有
量等を考慮に入れた収穫物のカドミウム吸収量の予
測式がいくつか提案されている 18），19）。

今回は、収穫物のカドミウム濃度 Cdplant（i）が , 土
壌の pH や有機物濃度によって変化することを考慮
した下記の Freundlich 型モデル 20）を用いることと
した。

Cdplant（i）＝α 1（10-pH）α2（Cdsoil（i-1）/Org.-C）α3 （4）

ここで、pH：土壌 pH、Org.-C：有機物含有量
（g/kg）、α1、α2、α3：未知パラメータ、を示して
いる。

以上の（1）～（4）式を用いることにより、各栽培回
数における土壌の全カドミウム濃度の推移を算定す
ることが可能となる。
6.3　修復目標値

土壌の浄化所要期間の推定にあたっては、土壌の
修復目標値の設定が必要となる。米以外の農作物（畑
作物）について農用地のカドミウム低減対策の実施

Cdsoil（N）＜目標値 浄化完了
YES

NO

（6.2）

浄化目標値の設定（6.3）

栽培による植物体Cd吸収量の計算
QCd-plant（N）

計算条件の入力
（初期 Cd含有量，乾燥密度など）

栽培後の土壌Cd含有量の計算，　Cdsoil（N）
Cdsoil（N）＝QCdsoil（N）／全土壌重量

栽培後における圃場全体のCd含有量の計算，　QCd-soil（N）
QCd-soil（N）＝QCd-soil（N-1）-QCd-plant（N）

N＝N＋1

N＝0

N：栽培回数

栽培前土壌のCd含有量から
収穫物Cd吸収量を予測

図 9　浄化所要期間の計算手法．
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が求められているものの、畑作物可食部のカドミウ
ム濃度の国内基準値は現段階では設定されず、土壌
の修復目標値についても具体的な検討がなされてい
ない。このため、現段階では修復目標とすべき値が
ない。

このため、便宜上、スイスで設定されている土壌
のカドミウム濃度基準値（Cd soil ＝ 0.8）21）をここでは
修復目標値として設定した。なお , この値は農用地
にも適用される基準値である . 一般的に、ヨーロッ
パの土壌のカドミウム濃度は、日本と比較してかな
り低く、修復目標値として十分に低いものと考えら
れる。
6.4　計算手法の適用による試算

検討した計算手法を黒ボク土を対象としたポット
栽培試験結果（図 7）に適用し、浄化所要期間の試算
を行った。なお、その際の計算条件を表 2 に示した。
除去対象となる土壌深さは、過去の圃場試験におけ
る根域分布や農業機械による耕耘深を考慮して
15 cm と仮定した。また、植栽密度も過去に行われ
た現地圃場試験を参考に設定した。

黒ボク土 A、B を対象とした試算結果を図 10 に
示した。ポット栽培試験の結果を反映して、A 土壌
と B 土壌では全カドミウム濃度の低減傾向に大き
な違いはなく、修復目標値を 0.8 mg/kg と設定した
場合、浄化所要期間は 10 年程度と試算された。

今回適用した黒ボク土壌はカドミウム汚染度が高
い土壌に相当する。ただし、現実的な期間内（例えば、
3 年以内）で浄化を完了することを目標とすると、
ファイトレメディエーションが適用できる土壌は汚
染度が比較的低い土壌に限定されると考えられる。
そこで、ハクサンハタザオによる浄化技術の黒ボク
土への適用可能性をより詳細に考察するため、土壌
の初期土壌カドミウム含有量を変化させた場合の土
壌カドミウム含有量の推移を試算し、図 11 に示し
た。これらの試算結果から、土壌カドミウム含有量
が 1 mg/kg 程度の場合、3 年以内で浄化目標値まで
到達すると試算された。このため、ハクサンハタザ
オによる浄化技術は、土壌のカドミウム含有量によ
る適用限界が存在するものの、低濃度のカドミウム
汚染土に対して適用できる可能性が示唆された。

7．おわりに

ハクサンハタザオにより土壌のカドミウム含有量
を低下することにより、土壌汚染の基本的なリスク

を低減することが可能になる。ポット試験、現地圃
場試験の結果からは、浄化方法として有効なことが
確認できた。今後、実圃場での移植、栽培、収穫、
運搬、乾燥、最後のカドミウムの回収・再利用とい
う一連のシステムとして解決すべき課題が残されて
いる（図 12）。さらに、現在はプラグ苗を使用して
いることから、直播栽培のための発芽率の向上、か
け合わせによる品種改良により、大幅にコストを低

表 2　浄化所要期間試算のための計算条件．

土壌の全 Cd
含有量（初期値）
（mg・kg －1）

土壌深さ d
（m）

乾燥密度ρS

（Mg・m －3） 土壌 pH Org.-C
（g・kg －1）

1 株あたりの
乾物収量

（kg・plant －1）
植栽密度

（plant・m －2）

A 土壌 5.4 0.15 0.9 6.2 13.8 0.010 20

B 土壌 6.3 0.15 0.7 5.6 39.8 0.024 20
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図 10　浄化所要期間の試算例．
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図 11　 浄化所要期間の試算例（初期土壌カドミウム含
有量変更）．
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減させることが実用化技術として求められる。
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