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千葉県農業試験場研究報告 14 : 119～124 (1974) 

葉分析法による大気汚染状況の推測

高崎強・松岡義浩・森川昌記・白鳥孝治

The Estimates of Air Pollution by the Leaf Analysis Method 

Tsuyoshi T AKASA叫 Yoshihiro MATSUOKA, 

Masaki MORIKAWA and Koji SmRATO悶

I 緒言

近年わが国の経済成長はめざましい進展をとげてきた。

千葉県においても昭和30年代の後半から，市原地域を中

心とした東京湾沿の海岸埋立地に企業の進出があいつぎ，

現在ではわが国最大の重化学工業地帯にまで発展してい

る。これにともなって，大気中に排出きれる汚染質の量

も年々増加し，昭和47年度の千葉県公害白書1）によれば，

昭和46年に排出された硫黄酸化物の量は30万トンに達し

ており，その95%以上が海海工業地帯から排出されてい

るという。これまでにも工場濁辺では多くの農作物被害

が起きており 2），今後も操業拡大や高煙突化によって，大

気汚染の影響範囲はますます広がることが予想される。

このような情勢のなかにあって，農業地帯における大気

環境の保全は今や重要な課題となってきた。そこでまず，

環境保全の対策樹立のための資料として，大気汚染状況

の把握が早急に必要とされている。

今日，大気汚染が社会問題化するにともなって，各方

面において環境調査がなされるようになってきた。大気

汚染そのものを測定できる計測器を用いた監視体制が整

備されつつあるが，市街地が中心であって農業地帯にま

で及んでいないのが現状である。大気汚染状況を調査す

る方法として，上記の計測器による方法のほかに，影響

を受ける側である植物などを対象にした調査方法がある。

この調査方法は計測器による方法のように正確ではない

が，影響状態も同時にみれる利点がある。植物を用いた

方法では，古くから用いられている方法として葉分析法

がある。葉分析法は大気中の汚染質を植物の葉が吸収固

定することを利用したもので，葉の成分を化学分析し，

その質と量とから大気汚染との関係を明らかにする方法

である。葉分析法は農業の分野においては，これまで主

に大気汚染の被害判定に用いられてきた。最近山添・真

弓3,4,5, 6）らが葉分析法を利用した大気汚染の被害判定法

を確立している。大気中の汚染賓濃度と薬内の汚染質成

分量とがよく相関することから，大気汚染状況の調査に

もきわめて有効であることが考えられる。したがって農

業地帯における大気汚染状況の把握のために，この葉分

析法を利用することを試みた。ここでは農作物に影響を

及ぼす代表的な大気汚染質のうち，葉分析法が適用でき

る硫黄酸化物とふっ素化合物とを対象にして検討し，大

気汚染状況を推測する手がかりが得られたのでここに報

告する。

本調査は農作物等大気汚染基本調査事業の一環として

実施したものであり，ご協力をいただいた県農業改良謀，

農業改良普及所，暖地園芸試験場，原種農場，公害研究

所および関係農家の方々に，また分析のご教示を賜わっ

た農業技術研究所の山添文雄・真弓洋一両技官に深〈感

謝する。

II 調 査 方 法

葉分析法を利用して大気汚染状況を推測する方法は，

計測器を使用しにくい農業地帯などにおいては大いに期

待される方法である。また大気汚染による農作物の影響

状態を知る方法としても期待が持たれる。しかしながら

現在の段階では，この方面の調査研究歴が浅いことや，

この種の環境調査にありがちな多種多様な要因との関係

が十分明らかにされていないことなどから，葉分析法を

利用した具体的な調査方法はまだ確立されるにはいたっ

ていない。葉分析法の第 1の難点は，大気汚染質成分と

同じ成分がもともとある程度は根からも吸収されている

ことにある。根から吸収される量は土壌条件，作物種，

生育時期，葉位，葉令などによって異なることが知られ

ているので，以下のように調査地点，対象作物，分析試

料の採集方法および採集時期を吟味して選定した。また

分析値の比較が基盤になるので，分析方法も同一成分は

同一操作によっておこなった。得られた分析結果から含

有率の程度，地理的分布，経年変化などをみて，大気汚

染状況を検討することとした。
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1.調査地点

最近新しく設立された工業地帯の周辺部においては，

今後特に大気環境の悪化が懸念されるので，下記の地域

を選んで第 1図のように調査地点を設けた。

(1) 君津地域....・ H ・－…京葉臨海工業地帯増設地に隣接

（昭和43竿操業開始）

(2) 香取地域…....・ H ・－鹿島臨海工業地帯に隣接

（昭和44年操業開始）

(3) その他の地域……上記2地域の対照地

2.対象作物

同一作物で統ーした方が地理的差異をみるうえで望ま

しく思われるが，作物の栽培地が偏在しているのでナシ，

カンキツ，水稲3穏を選んで分散した。

3 .採集方法

採集函での誤差（個体差および葉位や葉令など）を補

なうために次の方法に基ついた。

(1）ナシ

収穫最盛期（樹令約10～30年）の園を選び， 1園を

l地点として 1園ごとに代表的な樹を 3樹選定する。

各樹から正常（約80～100cm）に伸びた発育枝を10本

ずつ切り取り，各発育枚の中央部に着生している棄を

5～ 6枚ずつ取る。採集した葉のなかから中程度の大

きさで，病虫害や破損のないものを 100枚選んで1地

点の試料とした。

(2) カンキツ

収穫最盛期（樹令約10～40年）の園を選ぴ， l園を

1 地点として l国ごとに代表的な樹を 3樹選定する。

各樹から l年葉2年葉別にそれそ＇＇ i'L40枚ずつ取り，さ

らに年別に中程度の大きさで，病虫害や破損のないも

のを 100枚選んで1地点の試料とした。

（許可民地域）
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第1図試料採集地点図
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(:-l) 水稲

1園場を 1地点として破損のない止葉だけを約300

枚採集して， l地点の試料とした。

4.採集時期

経年変化をみるためになるべく暦日を合わせて，各作

物とも年 l回下記の時期iこ採集した。

(1) ナシ…………… 9月下旬

(2) カンキツ...・ H ・・・10月中旬

(3) 水稲....・ H ・－…… 8月下旬

5 .分析方法

採集した葉は水洗したのち，葉身のみ風乾して 1mmメ

ッシュ以下に粉砕い分析試料とした。分祈操作は下記

の方法で行なった。

(1）硫黄－……燃焼式ヨード滴定法3)

Le co社製燃焼式硫黄分析計を使用し，全量硫黄を

定量分析した。

(2) ふっ素・…ー水蒸気蒸留・比色法4,5) 

試料に石灰乳を混入し，乾燥灰化したのち水蒸気蒸

留して，アリザリンコンブレクソン試薬で発色させて

全量ふっ素を比色定量した。

III 結果および考察

以上の方法に基づいて試料を分析し得られた結果を

第l表に示した。単位は風乾物あたりの値である。ふっ

素の場合は 5ppm 以下をこん跡値（ tr ）とした。これは

5 ppm 以下の｛直は，植物にとってほとんど無視し得る値

だからである。分析f直の比較検討を容易にさせるために

第2表のように含有率の分級基準を設けてみた。この分

級基準は使宜的にこの調査用に作製したものである。分

級基準を第1表の各分析｛直にあてはめて各地域の傾向を

みてみると，まず香取地域は全体的に硫黄もふっ素も分

級は低いようである。昭和45年当時はまだ鹿島臨海工業

地帯の操業が一部で始まったばかりであったので， 45年

度のナシとカンキツの硫黄含有率は低い値になっている。

この値が大気汚染の影響を受けていない時の値であろう

と思われる。しかし翌年度からは全体的に少し高い値に

なっている。なおふっ素の含有率は低い分級にあり，こ

の地域ではふっ素化合物の大気汚染はほとんどないもの

と思われる。しかし，鹿島臨海工業地帯はまだ全面稼動

に達していないので，今後の推移が注目される。一方，

君津地域においては全体的に硫黄もふっ素も分級が若干

高〈，しかも広域にわたって陪じような傾向である。君

津地域においては広域にわたって，香取地域よりも大気

汚染の程度が高いことが推測される。また局所的ではあ

るが，かなり高濃度の汚染が考えられる所がある。それ

は第 l図の＠地点の水稲であり，分級の高さから硫黄酸

化物とふっ素化合物の大気汚染がかなりあることが推測

される。君津地域の南部で栽培されているカンキツの場

合，全体的に 1年葉よりも 2年葉の方が硫黄もふっ素も

分級が高い傾向にある。対照地や香取地域のカンキツで

はこのような傾向は認められないことから，君津地域で

はl年葉と 2年葉の時期的差，すなわち冬期の聞に大気

汚染の影響を強く受けていることが推測される。またこ

の池域の年間風向頻度が，夏は主に南西系であるのに対

して，秋冬期には北方系である白ことからも推illiJされる。

ふっ素化合物に隠しては，反応性が高いために減衰速度

が速く，それほど遠方にまで飛散しないことがこれまで

の被害fijij?.8）から考えられるが，君津地域のカンキツをみ

た場合，かなりの広範囲においてふっ素の分級が高い。し

かもほとんどの地点で2年葉の方が高いので，上記のよ

うな季節風の影響を受けてふっ素化合物が飛来してくる

ことも考えられる。 R.F.Brewer 9）らの報告によると，

カンキツはふっ素化合物にきわめて弱L、とされているの

で，さらに検討し，今後の推移にも注目する必要がある。

以上述べたように，一部をのぞいてはまだそれほど硫黄

とふっ素の分級か寓くはないが，この君津地域においては

明らかにある程度の大気汚染があることが推察される。

W 論 議

大気汚染状況を推測するための葉分析法の利用におい

て，薬分析値と大気汚染の程度との関係が次第に明らか

にされつつあるが，まだ解明されていない部分か数多く

ある。まず硫黄は植物にとって必須成分でもあることか

ら句もともとかなりの量が土壌中から吸収され，そして

葉内にも含有されている。しかしいっぱんに硫黄は土壌

中からは過剰には吸収されにくい10）ことがいわれており，

多くの実験例からも葉内の硫黄含有率は大きく変動しな

いことが認められている。これに反して，葉内の硫黄含

有率と大気中の硫黄酸化物濃度とはよく相関することか

ら，一定範囲ごとに分級することは実際面において妥当

と思われる。しかしながら葉内の硫黄含有率にはある程

度のばらつきがあるので，特に低濃度状態における大気

汚染状況を葉分析法で推測するに際しては，その精度を

高めるための検討がなされなけれは、ならなし、。そうして

できるだけ厳密な方法を設定することが必要と思われる。

現在の段階においてはとりあえず前記のような調査方法

を設けて一応の結果が得られた。そこでこの結果が大気

観測の結果とどの程度符合するかを検討してみた。まず
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第1表葉内の硫黄およびふっ素の含有率

硫賞（mg/lOOg D M.) ふっ素 (ppm) 
ま也 域 作 物 地点番号 所在地

45今三 46年 47年 45年 46与三 47年

① 市大倉 -141 乙込170 1'.177 1'.ll も今一 tr 

十 L〆 ② II -142 ど込169 ム178 - 8 一－ tr 
（二十世紀） ③ 町仁良 152 正込193 -158 - 6 一－ tr 

④ 志高 151 ム180 160 - 6 一－ tr 

⑬ 
-224 ム284 -245 一7 - 7 
-237 +297 -251 どミ12 -10 

。 白井
-226 -254 -213 tr 一一 7 

カンキツ -233 -248 223 - 6 1'.12 

(1.昆少M)
⑫ 町東今泉

-236 ム268 -221 一－ tr 一一 tr 
-195 -228 -220 - 7 一－ tr 

香 取
-196 -243 -211 一一 tr 一一 tr ⑬ 

” 背馬 -195 -227 -211 7 tr 

＠ 佐原市篠原 - 89 正込132 -10 -12 

＠ ，， 市 和回 - 92 -118 - 8 - 7 

＠ 小見川町富田 - 77 ごミ121 1'.13 一－ tr 

水稲 ＠ II F可ヨ三Ill -105 ム125 - 8 一戸 tr 

i （コシヒカリ） ⑧ 東庄町笹川 ム136 正込135 ム12 - 6 

＠ II 石 出 - 73 1'.126 - 8 - 6 

＠ II 高昔日 - 77 - 95 正斗11 tr 

＠ 山田町高野 - 97 -104 - 9 一7一一寸 ⑤ 木更津市戸国 -154 8 

ナ シ〆
⑥ II 有 吉 十 205 1'.170 tr 一一 tr 

⑦ II 牛 袋 1'.194 乙込172 一一 tr - 6 

」 （長十郎） ③ II 牛 袋 ム175 -150 tr tr 

⑬ 君津市福野
-254 tr 
-245 tr 

小香 正込261 ム273 tr tr ⑬ II 
正込285 ム271 1'.20 正ミ15

⑬ 富津市相ノ谷
-246 1'.282 一－ tr 一－ tr 
ム280 ム284 +25 ム20

カンキツ
⑫ II 前向谷

1'.276 正込269 ←＂ - tr 
(1昆仲I) ム267 ム275 正込11 - 9 

⑬ 上岩入
232 -227 tr ー－ tr II 

1'.267 ム290 正込16 1'.20 

⑬ 鹿原
-252 ム278 tr ー－ tr II 
ム264 220 +21 tr 

君 ョ宰
＠ 山中

-230 tr 
II 

-250 6 

③ 君津市福野
-254 一一 tr 
-245 一－ tr 

＠ 富津市相ノ谷
-220 -228 一－ tr ー－ tr 
ム277 -225 +23 1'.14 

⑧ 上岩入
-227 乙＞268 正＇ll tr 

II 
ム269 -tl-341 ム20 1'.14 カンキツ

（夏ミカン）
⑧ 中村

ム207 -234 tr - 6 
II 

+302 正込273 ム12 乙，12

② 鹿原
-207 -208 9 - 8 

” 1'.266 -258 +22 乙込13

③ 山中
1'.262 t主14

E’ -238 - 8 

⑧ 木更津市中野 ム150 - 8 
方く 宥昔

＠ II 畔 戸 -tll-274 朴 49
（コンヒカリ）

＠ 富津市二問塚 ど込148 一－ tr 

ナシ（ 十世紀） ⑨ ーノ宮町ーノ 宮 127 134 -125 tr tr 

＠ 肉用 関T 昭島 幸艮
正込269 tr 
-259 - 8 

カンキツ
（温州）

館山市山本
1'.272 - 9 

② -252 - 8 女す 照

③ 山ljl 回T 昭島 幸艮
-174 一－ tr 

カンキツ
-212 一－ tr 

（夏ミカン）
＠ 館山市山本

ム267 tr 
-234 1'.12 

オく帯百（コシヒカリ） ＠ 成東町成東 -101 tr 

（注） カンキツの上段は 1年葉，下段は 2年葉。 ーム＋～柑は第2表（注）参照



関係を示したのが第2図である。同一地区の平均値を求

めて結ぶと図のように直線関係になり，両者の結果はき

わめてよく符合することが認められる。松島らゆによって

も葉内の硫黄含有率と二酸化鉛法のi~lj定値とが高〈相関

することが認められている。

以上のように計測器による大気観測の資料と葉分析法

による推測とがよく相応することからも明らかのように，

葉分析法は大気汚染状況の推測に十分利用できることが

認められる。なお第2表に示した葉内の硫黄とふっ素の

含有率の分級基準は，県内で大気汚染の疑いが持たれな

い所の値などを基にして，暫定的に段階をつけたもので

あるが，各作物ごとに実際の被害例や，収量・生育など

への影響状態をも考慮、して修正し，評価を持たせること

ができるならば，葉分析法は大気汚染状況を推測できる

ばかりでなく，農作物に及ぼす大気汚染の影響状態をも

量的lこ評価することが可能と思われる。

今日における大気汚染問題は，農業の分野ても決して

楽観できない段階に達している。したがって農業環境を

保全するために，まず農業地帯の大気汚染状況を把握す

る必要が生じた。そこで大気汚染状況を知る方法として

葉分析法の利用を検討した結果，次のようなことが考え

られた。

1. 調査方法（調査地点，対象作物，試料の採集時期

や採集方法，分析操作など）を選定した葉分析法により，

大気汚染状況を明確に推泌することができる。

2. 葉分析法によって推測された大気汚染状況は，計
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＠地点の水稲で、葉分析法により局所的な高濃度汚染が推

測されたが，計測器によって調査された大気汚染調査解

析報告書JI)によっても，この地点では局所的に高濃度汚

染状態になることが明らかにされている。また大気中の

硫黄酸化物濃度を県公害研究所が二酸化鉛法で測定して

いる12)が，その測定点と薬分析法の試料採集地点とが同

一地区（数kmの範囲内）にあるものを選び出して，両者の

要橋v 

含有率の分級基準

作物 分級 硫黄（mg/100 g D.M）ふっ素（ ppm)

一一一160 一一一 10

ム 161 200 11一一 20

十 201一一一 240 21一一一 30
ナ ン

4十 241一一一2印 31一一－ 40 

4ト 281一一一320 41一一一 50

掛 321一一一 51一一一

一一一260 一一一 10

ム 261一一一290 11-20 

＋ 291一一一320 2 1 -30 
カンキツ

4十 321一一一350 31一一－ 40 

骨 351 380 41一一一 50

刊＃ 381一一一 51一一一

一一一120 ー一一 10

ム 121←ー－ 160 11-25 

＋ 161 200 26 40 
水 稲

4十 201一一一 240 41一一一 50

4ト 241一一一従犯 51一一－ 60 

刊十 281一一一 61一一一

第 2表

注）一本来の含有率であり，影響を受けていないと恩われる．
ム若干高いが明確に判断できない段階で，さらに検討を要する
＋ 軽 1

:/t I l影響を受けていることが推測される。

柵 i.I 
世主 J
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（注） (1) 矢印の長さは変域を示す

(2) 大気中 S0 x濃度は展葉期間中の平均値

案
内
硫 200
賞
含
有
率

(mg s/1•.oow,M i: 

lOOi 

l 0 0 1 0.2 0.3 0.4 0 5 0 6 0 7 0.8 
一←一一一一一一→ 大気中 sox濃度（mgSOa /day /100c"' Pb血）

第2図葉内の硫黄含有率と大気中の硫黄酸化物濃度との関係

0.9 。
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i則器を用いた観測資料と非常によく符合する。

3. 葉内の汚染質成分の含有率を分級することにより，

展葉期間中における大気汚染の程度を推測することが可

能である。

4. 収量減や生育抑制などと含有率との関係を明らか

にすることができれば，葉分析法によって大気汚染の影

響を量的に評価することが可能である。

以上のような利点をいかして，葉分析法が大気汚染に

かかわる農業上の諸問題のなかで，大いに利用されるこ

とが期待される。
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Summary 

It has been found that plant leaves absorb and accumulate the air-pollutants in atmosphere, 

and the contents of air-polluting elements in leaves show the state of air-polluted environment. 

In order to estimate the influence of air pollution on agriculture we applied the leaf analysis 

method and were led to the following conclusions and considerations. 

1. In order to apply the leaf analysis method to the exact determination of the state of 

air pollution, it is necessary to select such conditions of the method as the place, the crop, 

the time and method of collection of leaf samples, and the procedure of analysis. 

2. The estimates of the range and degree of air pollution by the leaf analysis method 

agree with the data of measurements with the instrum巴ntsof air-pollutants monitering system. 

3. It is assumed that the volume of air-polluting elements accumulated in leaves is the 

total of air pollution during the leaf life. 

4. By the effects of air-pollutants, the growth and yield of the crops are suppressed. It is 

assumed that the relation b巴tween thes巴巴ffects and the contents of air-polluting elements in 

leaves will pave the way to the quantitative determination of the damage by r.ir pollution 

upon crops. 
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