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千葉農試研報 16: 87～92 (1975) 

農作物大気汚染の実験装置として試作した

Filtered Air Cham be r について

松同義浩・依田彦太郎て大道貞男七白鳥孝治

Filtered Air Chamber, as an Experimental 

Apparatus to Prove Visible Damage of Crops 

Brought About by Air Pollution 

Y shihiro MATSUOKA, Hi1叫 aro YODA, 

s adao 0 MIC HI本 and Koji SHIRATORI 

I 緒 ー百

わが国の大気汚染の歴史をふりかえると，日立，別子

の銅山にみられるように，すでに明治以前から社会的な

問題となっていた。当時の大気汚染による植物被害は，

その規模，程度において，いかに激甚であっても，煙に

含まれる二酸化イオウ，フッ素系ガスなどの一次汚染物

質による直接的な被害であり，その発生源，汚染物質は

ともに比較的単純なものであった。その後近代工業の発

達にともない，汚染物質の種類および量は急速に増加し，

大気汚染の問題は大型化，複雑化の傾向をたどっている。

とくに最近の高煙突化にともなって，涯は広域に拡散さ

れ単一の一次汚染物質による高濃度大気汚染は減少して

きたが，作物は低濃度汚染物質の影響を長期にわたって

受ける状態になってきた。さらに近年は光化学スモッグ

の出現によって，未知の汚染物質が大気中で生成され，

広域にわたる複雑な大気汚染状態にまで発展し，新たな

段階へと移り変りつつある。

大気汚染による植物被害に関する研究手法は，このよ

うな大気汚染の性格の変遷にともなって変化し，高濃度

汚染物質の短時間人工ガス接触実験から低濃度長時間ガ

ス接触実験へと移り，多くの成果をおさめてきた。しか

しながら，これらの手法は，現在の光化学スモッグを対

象とした大気汚染による作物被害を解明するには次の二

つの欠点をもっている。

(1）光化学反応によって生成される汚染物質は未知物質

を含むので，完全な人工ガス接触実験は困難である。

(2）汚染地域があまりにも広域なために，保証された非

汚染作物の入手が困難であり，人工ガス接触作物を対照

＊千葉県公害研究所

本 Chibaprefectural research institute for 

environmental pollution 

作物と比較することがむずかしい。

このために，従来の人工カス接触による実験は研究手

法として十分で、はなし光化学スモッグに対応できる新

しい手法の開発が要求されている。

また千葉県内においては，近年，サトイモ，イネ，ラ

ッカセイなど多くの農作物の葉に原因不明の可視障害が

発生している。この障害原因Iがはたして大気汚染による

かどうかを検討し，速やかに結論づけるように各方面か

ら要請されている。

このような要求に対応する一つの方法として，汚染さ

れた実在の大気環境の中で人為的に浄化した空気を作り，

浄化空気およぴ実在の非浄化空気内で生育する植物の反

定、を比較することによって，大気汚染による植物の影響

を知る方法が考えられるe この発想は，汚染環境を人為

的に作る人工カス接触法の逆であり，清浄環境を人為的

に作る方法と考えることができる。

大気汚染の植物に対する影響の研究に対して，人工的

浄化空気を利用する試みは，すでに Berryら1）やDarley

ら2）によって始められ，フィルタード エアー チャン

ノくー（以後EA.C之略記する）と称する装置が考案され

ている。 Berry1)らのF.A.C.はl.5m'(l×l.5m）程度の

小型装置であり，農作物被害を対象とするには不適当で

ある。著者らはこの装置に改良を加え，大気汚染による

農作物の可視被害を立証することを主目的とする装置を

考案し，試作したので，その概要について報告する。

なお本装置は農作物等大気汚染影響調査事業の一環と

して，千葉県と市原市の共同で作成したものである。関

係の各氏に心から感謝の意を示します。

II F.A.C.の構造とその性能

1 .概 要

構造をまったく隠じくする一対のフアイロン製チャン
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ノ〈ーを用意し，一方は汚染物質除去フィルターを通して

外気を導入する浄化室とし，他方は外気をそのまま導入

する非浄化室とする。室内の温度上昇は換気方式で抑制

したが，室外の気象条件とまったく等しくすることはで

きないので，供試作物は浄化室，非常化室，室外の 3ケ

所に同一条件で栽培し，三者の作物を比較することによ

って気象条件の差による誤差を消去し，なるべく空気浄

化の影響だけを比較できるようにした。また各供試作物

の周辺の空気を汚染物質測定装置に導入し，汚染物質の

常時測定を行ない，作物の可視障害の発生と汚染物質の

消長を対比しうるようにした。

2.チャンパーの構造

本体：第 1図に示す縦3.6m，横5.4m，高さ 2.3

m，内容積37m＇の一対のフアイロン製鉄骨ノ、ウスを使用

した。

換気：チャンパーの換気は吸気側 4台，排気側 4台

の第2図のようなファンによって行なった。非浄化室は

① 
/ 3 ,600mm 

① チャンパー
②操作盤

汚染物質除去のフィルターをもたないので，空気抵抗が少

なし排気側ファンだけの運転によって，浄化室とほぼ同

じ換気量がえられた。空気流量の微量調節は吸気口，排気

口にとりつけた邪魔板，シャッターなどによって行なった

チャンノぐー内の風速は，作物の生育に影響を与えないため

にlm/sec以内 3'4）とし，夏期の晴天でもチャンパー内外

の気温差を 6℃以内にさせるために換気量はチャンパー

内空気を毎分4回程度交換するようにした。換気の状態

は第1表に示すように，浄化室，非浄化室の排気口の換

気量は約185m'/mi nでほぽ等しし両室はほぼ同ーの

換気条件にあると考えられる。吸気口の換気量は排気口

のそれの約半量であるので，吸気口以外から外気がチ

ャンパー内に入っていると思われる。また，浄化室のフィ

ルターは 1年間使用すると通風抵抗を増し，その吸気口

の換気量は新しいフィルターの使用時よりも半減している。

汚染物質除去フィルター：フィルターは浄化室の吸

気口前面にとりつけた。その構造は第 2図のように 3層

吸気ファン
排気ファン

5,400mm 
ヤレ

第1図 Filtered Air Chamberの概要図

吸気ファン 排気ファン

ア2イjレ乙でJ…
活性炭フイル夕一

第2図 吸排気ファンとフィルターの構造

第l表 F.A.C. の換気量

室

換気 室内空
換気口口の 室換気を 1
の面積同士 気量回換気換気口
(m') J!l!.¥;m （凶／min）する時

('o/sec）問（sec)

非化 吸気口 1 o.2s7 i.3 80.4 28 

浄室 排気口 I0.203 3.8 184.8 12 

す未（吸気口
浄ル11!'i 

f肩（排気ロ
化よ

，一
室 え与j吸気口

子清 L排気口

0.348 1.2 100.4 22 

0 . 203 3 . 9 189 . 6 12 

0.348 0.5 41目6 53 

0. 203 3. 9 189. 6 12 
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露地区

第3図 F A. C.の配置

から成り，外側から順次次の配列をしている。第 l層は

メリヤス編10メッシュのアルミ製網であり，除塵を主目

的としている。第 2層は 4～ 6メッシュ粒状活性炭の厚

さ2.5cmの層で多種類の汚染物質を吸着する。第 3層は二

酸化マン7ゲン350～400g/m＇をF付着させた不織布で，第2

図のように屈曲させて着装しである。主として窒素酸化

物を除く目的でおかれている。

施設の配置：浄化室，非浄化室は第3図のように配

置し，排気空気は隣のチャンパーに吸入きれないように

配慮、した。またチャンパー内作物の対照としての露地区

はチャンパーの東側に設けた。

汚染物質の測定：浄化室，非浄化室，野外の空気は

測定室に導き，オゾン，オキシダント，二酸化イオウ，

窒素酸化物をそれぞれ化学発光法，中性ヨウ化カリ吸光

光度法，導電率法，ザルツマン比色法で測定した。

3.チャンパー内の気象状態

チャンノミー内気象の実測結果によれは供試作物に接す

る附近の風速はおよそ所期の目標の 1m/sec以下になっ

たが昭和47年 6月浄化室の測定によれば，第4図のよう

に吸入口側で速し排気口側で遅しファンの前方は速

N
↑
十
l

い傾向にあった。なお浄化室，非浄化室の差は僅少に調

節された。

気温は第 5図のように夏期晴天日中の 2～4時聞は野

外より最高6～7℃上昇したれ朝夕，曇天時は 2℃程度の

昇温にとどまった。通常の昇温は4～5℃以内とみられる。

湿度は第5匿のように野外より高まる傾向にあるが，

夜間でも約10%以内にとどまった。

したがって， F.A.C.肉の作物の生育は，若干高温の

影響をまぬがれないが，その他の生育上の支障はないも

のと考えられる。

4 .汚染物質の状態

F.A.C.内の汚染物質濃度は外気のそれより低下して

いる。オキシダント発生日のオソツを一例として上げる

と第 6lZlのとおりであり，野外にくらべて非浄化室で拘

10～20%，浄化室で約80%のオゾンが除去されている。

またオゾン 5pphm以上の発生日におけるオゾン除去効果

l.Om/sec 

I Cim 

／吸気口~と乙／ ＼）／「七｝二；
fー’・r”＇r--¥"t’＇＇r---¥'''f''I 

第4図 チャンパー内の風速分布

第5函 F. A. C.室内外の気温，湿度の変化（昭和47年 9月）
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の平均値は第 2表のように，非浄化室で約20～30%，浄

化室で70～80%の除去を示している。二酸化鉛法による

二酸化イオウの除去効果の平均値は第3表のように，非

浄化室で50～60%，浄化室で80～90%の除去を示してい

る。このように試作F.A.C.は非浄化室でも外気より若

干の低濃度汚染状態であり，浄化室でも完全な非汚染状

態ではない。しかし後述するように，二，三の指標植物

のオキシダント可視障害は非浄化室内で発生して，浄化

室内で発生しなかったので，オキシダ、ント可視障害の判

定のためには，充分利用しうる性能をもっているものと

考えられる。

また浄化室に使用したフィルターは一年間使用すると，

汚染物質の除去効率に変化をきたしている。新しいフィ

ルターと一年間使用したフィルターを用いて実験室で実

測した結果によると，第4表のようにオゾンの除去効率

は低下していないのに対して，二酸化イオウの除去効率

は約半減している。なお窒素酸化物の除去効率は使用期

間の長短にかかわらず小さい。

III 植物の生育状況

すでにオキシダント可視障害の立証されている作物を

F.A.C.内に栽培して，障害の発生状況を観察した。F.A.

c.内は外気より高温でかつ強風にあたらないため， F.A.

c.内植物は屋外の植物よりも生長量は大て＊あった。浄化

室，非浄化室内における作物の生育状況の差異は，光化

学オキシ夕、、ントの発生時に著しくみられ，非浄化室の作

物に明らかなオキシダント可視障害が発生し，浄化室の

作物には発生しなかった。しかし気象，病害虫などの影

10.0 

（ s 
」司

g; 7 .5 
） 

向。

2.5 

’一一・浄化室Oa
・ーーーー・非浄化室03R 

10 12 14 

。一一0外気o,
Xー－X外気ox

16 18 20 
時刻（昭和47年10月1日）

第6図 F. A C.内のオゾン濃度

第 2表 F.A.C.のオゾン浄化機能（月平均値）

昭47
8月 9月

外
気 I(pphml 

15.7 5.3 

非浄化室 l3.81pphm)3.6 

除去率倒 I33 32 

浄 化 室 Io.7(pphml i.1 

除去率陶 I88 79 

10月

2.0 

69 

注）除去率＝（外気一室内）／外気%

（昭和47年実祖11)

11月

2.0 

67 

平均

1.3 

78 

第 3表 F. A. C.のイオウ酸化物浄化機能

外 気

非浄化室

除去率陶

浄化室

除去率倒

Bi'H7 

10月 11月 12月
日百48
1月

( Pb02法による測定）

2月 3月平均

0.35 0.46 0.59 0.72 0.77 0.41 0.55 

0.09 0.23 0.30 0.35 0.30 0.16 0.24 

74 50 48 51 61 61 56 

0.02 0.05 0.09 0.12 0.13 0.08 0.08 

94 89 85 83 83 80 85 

注）除去率：第 2表に準ずる。単位： mgSOa/da y /10日咽2

第4表 活性炭，マンyゲン併用フィルターの空気浄化効率

汚 染 質

オゾン（03)

二酸化イオウ（SOz)

一酸化窒素（NO)

二酸化窒素（NOz)

未使用フィルタ一一年使用フィルター

89.2陶

86.8 

0.0 

46.2 

82.7倒

45.2 

0.0 

38.1 

注）汚染質濃度範囲0.05～0.40ppmで測定

響と思われる差異は，両室聞にほとんとaみられなかった。

非浄化室内，露地における作物のオキシダント可視障

害の発生と，野外のオキシダント発生との対応状況は第

7図のとおりである。すなわち，オキシダント感受性の

強いタバコ（BeIW3）の被害は 7月31日， 8月3日， 4

日， 9日に発生し，高濃度オキシダント発生日は 7月31

日， 8月1日， 3日， 8日である。植物のオキシ夕、ント

被害は，暴露後1～ 2日間進行するために，被実の急激

なときは暴露当日に可視障害として観察されるけれども，

一般的には 1～2日後に始めて発見されることが多い。

オキシダ、ント暴露と障害発生とのこの待問的ずれを考慮、

に入れると，同図におけるタバコの被害発生日とオキシ

ダント発生日とはよく対応している。またタバコより感受

性のやや劣るトウモロコシ（ゴールデンクロスパンタム），

ホウレンソウ（ミンスターランド）についても同様に対

応している。なお7月31日， 8月9日にトウモロコシ，
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せず，非浄化室で明瞭に発生しているので，本F.A.C.

の欠点を補うために，野外に同一条件で対照作物を栽培

し，かつオキシダントなどの汚染物質濃度の測定を行な

えば，作物のオキシダント障害可視症状の立証に十分利

用できるものと考えられる。ただし，野外に極端な高濃

度汚染の発生したときは，浄化室といえども汚染物質の

若干の混入はまぬがれないので，オキシダント感受性の

極めて高い植物にはオキシダント可視障害の発生するこ

ともありうるであろう。たとえば，タノfコBe I W3はオゾ

ン0.05ppm,3時間の暴露で障害を現わす7）とされてい

るので，野外が長時間にわたって0.3ppm以上の汚染状

態になったときは，浄化室内でも障害は現われ得る。

F.A.C. を用いた大気汚染可視障害の立証に際して最

も弱点とする一つは，複合汚染における有害汚染物質の

解析である。たとえば，オキシダントに伴って推移する

別種汚染物質の障害をオキシダント障害であると誤って

結論することがありうる。またオキシダントと別種汚染

物質との相乗的な障害について，個々の汚染物質の植物

に対する害作用を究明することはできない。あくまでも

フィルターによって除去された大気汚染物質による植物

の障害であることを立証するに留まっている。

このような欠点を補って，オキシ夕、ント可視障害の立

証を行なうときには，次の3つの条件をそなえる必要が

あろう。

(l)F.A. C.浄化室でオキシダント可視障害は発生しな

いこと。

(2）非浄化室内で河可視障害の発生したときは，可能な

かぎりの多数の有害汚染物質を測定して，オキシダント

濃度が高しその他の汚染物質の濃度は障害の発生する

ほどの濃度でないことを確認すること。

(3）オゾン，PAN8などのオキシダント成分の接触実験に

よって雨被害の発生を再現できること，ただしこの実験

はオキシダント中に未知成分が含まれているので，実行

不可能のことがある。

F.A.C.の複合汚染に関する上述の弱点はフィルター

の改良によって汚染物質の選たく的除去を行ないうれば

大きく改善されるであろう。すなわち，活性炭のような汎

用吸着剤フィルターばかりでなく，特定汚染物質だけを

選たく的に除去するフィルターを取りつけた数種の浄化

室を配列して，各浄化室内植物の障害発生状況を比較検

討することによって，複合汚染障害の機構解明を行なう

ことができるであろう e この考えから新しいフィルター

の開発が望まれる。

本試作F.A.C内の気象は野外と異なるために， F.A.C.

内作物の生長量は野外と大きく異なる。作物の生長量に

18 

日

ロ

9

6

日立
ι
M
（
〕
憧
蝉

3 

3 9 12 
月． ．．． 

一一一否1・
第 7図 作物の可視障害の発生とオキシダ、ント発生

との対応状況

注） Ox dose : 9時～18時の5pphm以上積算値

ホウレンソウに障害の発生していない理由は，両植物の

オキシダント感受性がタバコより劣るためと思われる。

ここに発生したタバコの可視障害について詳細に肉眼

的，組織学的観察を行なったところ，障害は葉の表面に

著しく，裏面にはほとんどない。また障害部ははん点状

にクロロシスを生じ，障害の進行したはん点は中央が陥

没してネクロシスとなっていた。ネクロシス部分は櫛状

組織が破壊され，海綿状組織はほとんど健全に残ってい

た。これらの症状はホウレンソウにも共通でhあり，既報5,6)

のオキシ夕、ント可視障害と一致していた。まだこれらの

可視障害部からは病原性葱類を検出せず，オキシダント

障害以外の既往の病害，障害と一致するものは発見でき

なかった。以上の理由によって，これらの作物の可視障

害はオキシダント障害であると診断された。

したがって，このF.A C.の浄化室はオキシダント可

視障害の発生を停止させるに充分な性能をもっていると

考えてきしっかえない。またもし未知可視障害が非浄化

室内で発生し，浄化室内で発生しなければ，フィルターに

よって除去された大気汚染物質に起因する障害であり，

障害発生時にオキシダント濃度の高いことを確認すれiえ

その可視障害はオキシダント障害であろうと考えてよか

ろう。

W 考案

ここに試作したF.A.C.は汚染物質の除去か完全では

なしまた外気にくらべて高温になるなどの欠点をもっ

ている。しかし，作物のオキシダント障害は浄化室で発生



92 千葉県農業試験場研究報告第16号

関して大気汚染の影響を知ろうとするときには，浄化室．

非浄化室における作物の生長量を比較するばかりでなく，

室内外の気象条件による誤差を消去することを同時に行

なわなければならない。このためには野外対照作物の生

長量を基にして，気象による誤差の理論的補正を行なう

か，または室内外の気象を同ーとみなしうる程度の性能

をもったF.A.C.を作成することか望まれる。これらの点

に関してさらに研究か望まれる。

また本装置は一定の場所に施設されるために，随所に

発生する未知障害について，現地でその原因を解明しよ

う，とするときには不適当である。移動しやすい簡易F.A.

c.が開発され、はさらに利用範囲がひろがるであろう。

以上のように，本試作F A.C.はいくつかの改良を要す

る点をもっているが，大気汚染による作物の可視障害症

状の立証のためには，十分利用できるものと結論される。

V 摘要

大気汚染による農作物の可視障害症状を立証するため

にフィルタードエアチャンノfー（ F.A.C.）を試作した。こ

れの性能および、使用した結果はおよそ次のとおりである。

1) F.A.C.の構造は面積20m＇の一対のフアイロン製

のチャンパーに換気ファン8台をとりつけ，浄化室は吸気

口前面に活性炭を主とする汚染物質除去フィルターをと

りつけ，非浄化室はフィルターをつけないものである。

2) F.A.C.内部の気象状態は，風速約 1m/se c，日

中の外気温との較差約＋ 5℃以内，湿度差約10%以下で

あり，作物栽培上，支障のない範囲であった。

3) F.A.C.内の汚染物質濃度は，野外とくらべてオ

ゾンについて浄化室で約80～90%減，非浄化室で約10～

20%減で、あり，二酸化イオウについて浄化室で約80%減，

非浄化室で約10%減であった。したがって浄化室内の空

気は完全な清浄空気ではなく，若干の問題点を残してい

る。

4 ）この試作F.A.C.内に，既にオキシダント可視障

害症状の判明しているタバコ，ホウレンソウなどを栽培

し，その性能を試したところ，浄化室内では可視障害が

発生せず，非浄化室内では既報の可視障害が発生した。

5 ）以上の結果，このF.A.C.は大気汚染による農作物

の未知可視障害の症状を立証するために十分利用できる

ことを知った。
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Summary 

In order to prove the visible damage of crops occurred by air pollution, a tltered air chamber was 

manufactured for trial. The outline of the chamber is follows. 

1) Two transparent plastic chamber with an area of 20 m2 were made. The one was used as a clean air 

chamber by ventilating the cleaned air through active charcoal tlters and mops containing m組 gandioxide and 

the other as a non-clean air camber to which the intact air was directly supplied in the exper釦1entsunder 

identical conditions. 

2) 古田 temperature and moisture inside ilie chambers were increased by 5°C and 10%, respectively, as 

compared with iliose outside the chamber. 

3) Considerable differences was observed between these chambers in removal rate of pollutants. 

Concentrations of ozone and sulfur dioxide in the clean chamber and the non-clean chamber were shown to be 

about 10% and 90%, and 20% and 90%, respectively, of those outside the chambers. However, the removal of 

nitrogen oxide seemed to be negligible. 

4) When high concentration photo-chemical oxidants were produced in ilie atmosphere, damage due to 

oxidants was observed to plants in the non-clean chamber, but not in the clean chamber. Therefore, by using 

these chambers as one set, visible damage of crops caused by oxidants was determined efectively. 
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