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千葉農試研報 16: 93～102 ( 1975) 

サトイモ葉の褐変症状の発生経過とその原因解明

一ーとくに光化学オキシダントとの関係について一一一

松岡義、浩・高崎強・森JI！昌記・松丸恒夫・

白鳥孝治・大道貞男ぺ依田彦太郎本

Investigations on the Necrotic Injury to Taro Leaf 

by Photochemical Oxidants 

Yoshihiro MATSUOKA, Tsuyoshi T AKASA阻，

Masaki MORIKAWA, Tsuneo MATSUMARU, 

Koji S凹RATO悶， SadaoυMIC日キ and

Hikotaro YODA* 

I 緒 冨

1969年8月，千葉県市原市およびそれに隣接する袖ヶ

浦町，平川町など2, 3の市町で栽培されていたサトイモ

の葉に，これまでに報告事例のない，いわゆるサトイモ

葉の“褐変症状”が発生した。

この症状の発生はその後，同年 9月および10月にそれ

ぞれ1回ずつ，また翌1970年以降毎年夏期に数回以上経

験した。同時にそれらの発生範囲も経年的に拡大し，1971

年には県北西部耕地の大部分で，また1973年には千葉県

のほぼ全域で同症状の発生が認められるようになった。

著者らはこの褐変症状の発生原因を解明するために，

実態調査ならびに実証的な試験を試み，その症状の原因

が光化学オキシダントであるとの結論を得たので報告す

る。

なお，現地調査に捺しては関係する地域の農業改良普

及所の協力を得るとともに，ひきつづいて実施した実証

試験は千葉県農林部および市原市の協同による農作物等

大気汚染影響調査事業を中心lこ，さらに農林省総合助成

金を得て実施された。ここに関係者ならびに関係機関に

深〈謝意を表わしたい。また本試験実施に際し，タバコ

を供試した実験では日本専売公社秦野たばこ試験場，山

中弘久，同須山勇，同中山忠の諸氏に，サトイモ障

害葉の病原性菌類の検鏡調査に際しては当場病害虫研究

室，御園生手氏に御指導・助言を得たのでここに厚〈

御礼を申しあげる。

＊千葉県公害研究所

Chiba prefectural research institute for 

environmental pollution 

II 実態調査と原因の推定

1 .褐変症状の発生経過と害相の特徴

1969年に発生した 3回の褐変症状について現地調査を

実施した結果，それぞれの最初の症状の発見は 8月9日，

9月28日，および10月17日であることか、確認された。そ

してこの症状の発生地域は市原市内陸部の丘陵耕地とそ

れに接する袖ヶ滞町，平Jllll!Jの一部で，半径15～20kmの

地域に及んでいた。異常症状が最もはなはだしい地域は

市原市深域，同市天蕊回，袖ヶ浦町子者清水および平川

町川原井などの地域であった。

この症状の発生はきわめて突発的で，相当広範囲に同

時的に現われ，かつ一過性であることが特徴的であった。

すなわち 3回の症状発生のいずれの場合も，耕作者が前

日までほとんど異常を認めていないにもかかわらず，上

記発生自には該当地区の各地点で一斉にこの症状が発生

したことに気fすいていた。その後1～ 2日間は被害葉の

枯損程度は進行するが，新しく展開した葉や発生日に異

常のなかった葉に対する新しい症状の発現や症状の転移

をみないまま症状の進行は終息し，新葉の展開とともに

10日ないし 2週間を経て正常に復した。

栽培されているサトイモにはいくつかの品種群系統が

あるが，症状の発生程度はこの品種群間で差異のあるこ

とが認められた。すなわち千葉県で栽培されているサト

イモ， Colocasia antiquorum SCHOTT，の主要品種群

は石Jlj早生系，土垂系，赤芽系および蓮葉芋系からなる

が，熊沢1）らによれば石JI！早生，土垂系はC.var.globulifena 

l二属し，赤芽系は C.vaに esculenta，蓮葉芋系は Cvaκ 

nyi匁ρhaeifoliaに分類されている。 1969年の症状は C
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仰に ιsculentaに属する赤芽，セレベスに集中し， 1970年

以降の症状はCvar. globul~耐久およびCvar.nymρhaei-

foliaに属する土垂，豊後，親責，石川早生，静岡早生な

どに多発し，赤芽系の品種群のそれは軽微になった。た

だし分類上 Cvar. esculentaに属するが品種系統を異に

する八ツ頭はこの症状に対して終始強い耐性を示してい

た。

また葉面上に現われる症状の特徴も赤芽系のそれと，

石川早生，土垂系のそれとではかなりの相違が認められ

た。 1969年に発生した赤芽系の症状の特徴は，ネクロシ

スが葉肉中央部に不定型大型のえ死はん点として現われ，

ネクロシスが葉の裏面にまで達するとえ死した葉肉部が

欠落して葉脈のみを残した“破れ傘状”の状態となった。

損傷のはなはだしい場合はそのまま葉柄も含めて急速に

枯死に至った。

一方， 1970年以後のおもな被害品種系統に属する石川

早生系，土垂系なと。の症状は葉脈に沿った葉肉部に，あ

たかも葉脈を麹脈とした羽毛状模様に褐変した。そして

葉脈問中央部は緑色のまま残った。害徴がはなはだしい

場合でも褐変したえ死部が裏面に達することはほとんど

なく，障害葉でも葉の裏面の葉色，形状は正常葉のそれ

と相違がなかった。またその後の多くの調査から，この

症状の特徴の中にも斑点の発生部分や色などに数種の異

なるタイプがあり，葉脈がとくに著しく褐変するもの，

葉肉え死斑が褐変せず白色のままえそ症状を呈さないも

のもあった。

症状の現われる葉位は限られており，一定の規則性が

みられた。すなわちサトイモは生育の進捗とともに分球

し，多くの茎葉を繁茂させるが，主茎に着生する葉数は

常に 5枚前後で，新葉の展開聞かくは夏期の生育盛期で

6～ 8日であるとされている2）。この症状の発生葉位は

症状発生時の如何を問わず常に頂葉から数えて第 2葉，

第3葉に最も顕著で，障害が激甚なときは第4葉， 5葉

に及ぶ場合もある。 しかし展開直後の最上位葉はこの

症状の発生に強い耐性をもっていた。

圃場内でのこの症状の発生に個体差は少なし品種お

よび栽培条件を同じくする場合は区域内の広い範囲で、同

程度の害徴を呈していたが，平地林に接近した酒場や谷

津の狭凹な地形にある園場で栽培されている場合は，症

状が軽微であることがあった。しかしこの症状には，高

濃度の硫黄酸化物やフッ化物による大気汚染害に一般的

に認められるような害徴の方向性はみられなかった。

2.褐変症状の発生原因の推定

現地調査の結果によれば，この症状の発生経過は急性

で，かなりの広域にわたって同時に発現し，この症状の

感受性に品種間差異は認められるが，肥培管理技術や園

場条件の違いによるとみられる障害程度差は少なかった。

またその害相および害徴は既往の報告にないものである

こと，擢病後病変部の他の部位への感染，伝播および蔓

延現象がみられないことから，伝染力の強い病原性生物

による病害よりも，むしろ生理病タイプの障害の疑いが

もたれた。

以上の理由から，まず障害原因を気象または大気汚染

によるとの疑いのもとに，同年中に発生した 3回の障害

発生の直前の気象状況および大気汚染状況について検討

を行なった。

気温，風向，風速および大気中硫黄酸化物濃度の資料

は褐変症状の発生地域内の市原市牛久，および市原市姉崎

測定点における記録から集録し，第1表および第1図に

表わした。

この結果，気温については10月17日発病の3日前に最

低気温4℃が記録され，サトイモにとって低温障害の可

能性が考えられた。しかし 8, 9月に発病したときの気

温は高温期であるとともに，それぞれの生育時期の平年

気温と比較しでも異常低温とみなされる程の気温の低下

は認められず，低温がこの症状の主原因とは考えられな

力、つ Tこs

また，強風害，潮風害の可能性については第 1図に示

きれるように，それぞれの発病自の直前3～ 4日聞はい

ずれもきわめて平穏で，風害，潮風害の発生はほとんど

考えられなかった。土壌水分は夏期から秋期に適宜降雨

があり，過湿，過早による障害との判断も得られなかっ

た。

一方，市原市姉崎て測定されていた大気中の硫黄酸化

第l表異常褐変症状発 生 直 前 の 気 温 tel

て 8 月 9 月 10 月

6 7 8 9※） 25 26 27 28※） 14 15 16 17※） 

最高気温 32.0 32.0 32.5 33.5 23.5 25.5 21.0 24.0 20.0 24.5 24.5 20.5 

最低気温 24.5 26.0 27.5 26.0 11.0 16.0 13.5 13.0 4.0 8.5 12.5 16.5 

注） ※）は褐変症状の発生確認日
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第1図褐変症状発生直前の風向・風速および硫黄酸化物濃度

物濃度は，第 l図に示きれるように， 3回の発症日のい

ずれも 2日前に日中かなり高い濃度に達し，相当程度の

大気汚染状態になっていたことが認められた。さらにそ

れらの日はいずれも日中無風または微風状態が持続し，

大気は安定的で逆転層の形成しやすい気象型でかつ日中

気温も高かった。すなわち 3図の発症日の直前には，い

ずれも静穏条件下で大気汚染状態となる現象が共通して

存在していた。

またサトイモ葉に褐変症状の発生した市原市深城地区

は，かつて1966年に硫黄酸化物を主汚染物質とする大規

模な農作物被害の発生した区域3）で，農作物に対する異

第2表 10月発症待採棄のサトイモ葉分析

現象が大気汚染によるか否かを知ることが緊要なことと

されていた。このため褐変症状が発生するごとに，障害

葉を採集し，化学分析を実施していた。分析の対象とした

成分は，同地域の主要大気汚染物質である硫黄およびフ

ッ素とともに潮風害との関係の有無を知るために塩素を

加え 3成分とした。葉分析の結果は第2表に示すとおり

で， 3回のいずれの発症時についてもほとんど同じ傾向

を示していた。

分析の結果，障害葉中の全硫黄および全フッ素は対照

地域で採集されたサトイモ葉のそれと比較して含有率が

高〈，とくに水溶性硫黄の含有率はきわめて高い。葉中

の水溶性硫黄含有率は通常の施肥慣行て栽培
（乾物当り）

されている場合は低い値で，作物種によって
分析成分

採集地及び葉位
全 硫 黄 側 水 溶 性 全 塩 素 伺 全フッ素

硫黄伺 (ppm) 一定の範囲内にとどまるが，硫黄酸化物大気

汚染の影響を受けるとこの値が高くなること

が知られている4）。また塩素は対照地域で採

集した薬分析値との間に有意な関係はみられ

ず，潮風害を裏付けることは出来なかった。

0.279 
市原市深城

第 3葉 0.353 

0.322 
市原市片又木

第 3葉 0.357 

0.136 
八街町 5区

（対照） 第 3葉 0.134 

0.134 
芝山町朝倉

（対照） 第 3葉 0.141 

0.105 1.426 

0.141 1.363 

0.170 1.114 

0.220 1.123 

0.038 1.381 

。.048 1.577 

0.034 1.319 

0.047 1.524 

39 

47 

42 

41 

20 

22 

16 

19 

以上の結果，褐変症状を呈した葉は硫黄お

よびフッ素を含む大気汚染の影響を受けたこ

と，とりわけ水溶性硫黄含有率の高いことか

ら硫黄酸化物汚染の影響のあったことが明ら

かであった。しかし，大気中硫黄酸化物濃度
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｛直ならびに同積算値、および葉中硫黄含有率ならぴにサ

トイモ葉の害徴の特徴，同地域のサトイモを除く他の農

作物に顕著な異常症状のみられないことなど，サトイモ

薬障害の原因を硫黄酸化物による大気汚染と断定するに

はやや疑問が残された。なお， 1969年時には光化学オキ

シダント・窒素酸化物などの大気汚染物質については測

定されていなかった。

またさきに述べたように，この症状の原因は病原性微

生物による病害の可能性は少ないとの判断に立っていた

が，その判断の確認のために障害葉について検鏡調査を

行なった。結果は，障害葉の葉肉組織からcφ＇halothecium,

Alternariaおよび汚斑病菌が検出された。このうち前2

者は病原性のほとんどない 2次寄生菌で，その寄生数も

少なく，汚斑病菌は大部分が未発芽胞子で他から飛来し

付着したものと考えられ，同症状が病原菌に起因すると

の推定は否定された。

しかし1970年に荒井ら5）により，東京，千葉など南関

東地域のサトイモ葉中に Dasheen mosaic virusの存

在することが報告され，これが褐変症状の原因とすると

の考え方が提起された。

III 褐変症状の原因解明

1 .大気浄化法による実証

前項で述べたとおり，サトイモ葉の褐変症状の主因は

ある種の大気汚染物質によるとするものと，新種の植物

ウイルスによるものとの 2説に集約されて来た。しかし

原因をこれらのいずれかに断定することは出来なかった。

このため著者らはひき続いて原因解明を目的とした実験

を試みた。すなわち，実態調査の結果からこの症状の原

因を大気汚染物質によるとの仮説に立ち，大気中から汚

染物質だけを除去，浄化した環境，いわゆるフィルター

ドエア チャンパーを作り，この中でサトイモを栽培

して褐変症状発現の有無を確かめようとした。フィルタ

ード エア チャンパーの具体的な特性および構造・機

能は千葉県農試報告第16号6）に別報されたとおりである。

(1）材料および方法

試験区の構成は空気浄化のためのフィルターを装置し

たチャンパー「浄化区」と，同一規格でフィルターのみが

なく外界から汚染空気をそのまま導入するチャンパー「非

浄化区」と，さらにチャンパー外に「露地区」を設置し

計3区とした。露地区の設置理由は，チャンパーが一種

の閉塞環境で直達日射量の不足や気温のある程度の上昇

など実験上避け難い問題によって試験作物の育成上に生

ずる問題に対処するためで，同区は浄化区，非浄化区と

同ーの耕種，肥培管理条件を設定した。

また原因検定法のーっとして生物指標法を採用し，指

標植物を決めて前記3試験区画場で栽培した。この方法

を採用した理由は，サトイモの褐変症状の原因が大気汚

染物質のうち光化学オキシダ、ント 7,8,9）による疑いが強ま

ってきたためで，この種の汚染物質の影響を受けた場合，

無機化学分析手法での原因の鑑定は不可能で、，むしろ同

汚染物質に感受性のある指標植物を用いることが有効で、

あると考えられたからである。

測定された大気汚染物質は，オキシ夕、ント，オゾン，

硫黄酸化物，二酸化窒素，一酸化窒素およびフッ化水素

の6成分である。それぞれの成分の測定法は，オキシダ

ントは中性ヨウ化カリー吸光光度法，オゾンは化学発光

法，硫黄酸化物は導電率法，二酸化窒素および一酸化窒

素はザル、ソマン比色法，フッ化水素はイオン電極法によ

る自動自記測定器を使用した。

供試材料のサトイモは品種土垂を用い， CDU化成15g

を施用した1/2,000aポットに栽培した。サトイモをポッ

ト栽培した理由は，同作物が連作障害の強い作物である

ため，いや地現象で、次年度以降の試験園への支障を考慮、

したことによる。

指標植物としてはオ、ノゃン感受性が特異的に高しその

害徴が確認されているタバコ10,11,12) （品種Bel-W3）を

用いた。育首および定植後の耕種肥培は日本専売公社秦

野たばこ試験場で採られている方法に準拠した。

この実験の実施場所は， 1969年以降毎年サトイモ葉に

褐変症状の発生がみられた市原市不入斗に設置した。

なお，この試験は1972年および1973年の 2ヵ年間にわ

たり同ーの計画内容でくり返し実施し，ほぽ同ーの結果

を得た。

(2) 結果および、考察

供試作物のチャンパー内への配置および定植は 7月5

日に完了し， 7月15日から 8月末日までを調査期間とした。

チャンパー内は露地周場と比較して，日中気温の上昇

が大きし照度が減少するため供試作物はやや徒長生育

の状態を呈したが，実験実施上には支障を生じなかった。

この症状の発生状況，経過の観察は平常時は新薬の展開

状況に合わせ，隔日に調査を行なったが，大気汚染状態

の発現日およびその直後は随時調査回数を増加させ，環

境調査と観察調査の両結果との関係を出来るだけ正確に

関連づけられるよう努めた。なお，ここでは 2ヵ年にわ

たる実験の中で，大気汚染物質の6成分の測定値が十分

に得られた1973年の結果について主として述べることと

する。

7月15日から 8月末日までの調査期間中，非浄化区，
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および露地区で育成したサトイモに， 5固にわたって褐

変症状の発生が認められた（第 3図）。それぞれの発生日

は7月18日， 8月8日， 8月13日， 8月21日，および8月

29日で，とくに 7月18日の場合は向Bの夕刻から発症し

始め，翌日にかけて症状の進行することが確認された。

これらの 5回の発病臼には，いずれも市原市およびその

周辺で栽培されているサトイモにも同様の褐変症状の発

生していることが認められた。
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のうち，フッ化水素は調査期間中終始測定器の検出限界

(0.1 ppb）以下を指示し，供試作物の可視症状発生に関与

していないと考えられた。また，一酸化窒素，二酸化窒

素はほぼ、全裁関ノ~.，クグランド値（以下B.G値とする）に

近く，サトイモ褐変症状の発生日と有意な関係がみられ

なかった。硫黄酸化物は 7月18日， 8月11日， 8月22日

には0.05ppm以上を指示し， B.G値を越えて汚染水準に

達していたが，その濃度と汚染持続時間から判断して硫
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第2図 非浄化チャンパー内の大気汚染物質日最高値（ppm)

チャンパー内で発現した褐変症状の発生葉位はいずれ

の供試個体も頂葉から第 2' 3葉または第4葉までに出

現し，それぞれの葉面での症状は葉脈に近い葉肉部に，

葉脈を中心に羽毛：状模様になった。この症状を詳細に観

察すると褐変部が軽微な場合は，障害部は褐色の微細な

えそはん点からなっているが，褐変音防ず激甚な場合は微細

はん点が集合して数ミリ以上の大きさのえ死はんを形成

した。そしてこれらの発症葉の裏面にはえ死はんはな

く正常な形状を保っていた。これらの害徴および害相は

さきに述べた土垂，石川早生系統の品種に一般的に現わ

れるこの症状と同ーのものであった。

この調査期間中の非浄化区チャンパー内の大気汚染物

質の挙動を，成分別に日最高濃度（ 1時間平均値）で現

わすと第2図のとおりで，主成分をオゾンとする，いわ

ゆる光化学オキシダントによる大気汚染である13）ことが

確認された。

すなわち，本調査で測定された 6成分の大気汚染物質

黄酸化物が単独で褐変症状を発生させる条件と考えるに

は不十分と判定した。これに対し光化学オキシダント，

とくにオゾンは 7月17日から19日，8月5日から13日まて1

8月初日， 21B，および8月28日から30日にはいずれも

0.05ppm( B.倒産）を越え，明らかに汚染状態に達してい

た。とりわけ 7月188および8月7'11, 28日は0.15ppm

を越え顕著な汚染状態となった。このような大気汚染物

質の挙動lこ対しサトイモの褐変症状発生日は先述のとお

り7月18日， 8月8日， 8月13日， 8月21日， 8月29日の

5回であった（第3図）。 それぞれの発病日の症状発生

確認時刻は 7月18日は午後3時，他はいずれも午前10時

であった。すなわちこれら 5回の発病日は，日最高濃度

が0.15ppmを越えるオゾンの高濃度汚染日の直後か，一

定以上の汚染状態が遠続した一群の汚染日と対応してい

た。

オゾンの濃度0.15ppmはこれまでのいくつかの報告14,15)

で，多くの農作物の葉組織がおかされ，容易に可視被害



変症状”と同ーのものであることが確認された。

そしてこの症状の発生は，オゾンの高濃度汚染の直後

に認められること，オゾンを除去した浄化区ではこの症

状の発生をみないこと，非浄化区チャンパー内に併置し

たタバコ葉にオゾンによる特有の害徴が現われ，その発

生時期がサトイモの害徴発生時期と合致すること，被害

葉イ立が成熟葉に集中すること21）以上の理由からサトイモ

の褐変症状は大気汚染とくにオゾンを主汚染物質とする

光化学オキシダントによる障害であると判定した。
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2.害徴の組織学的特徴

前記試験で，非浄化区チャンパー内で生じたサトイモ

の褐変葉について組織学的な観察を試みた。すなわち前

記試験で褐変症状がオゾンを主成分とする光化学オキシ

ダントによるとの判定が得られたが，オゾンは植物葉の

葉肉部組織を特異的におかすことが知られている14,15）。こ

のため前記試験結呆の確認を得る目的で組織学的な観察

を行なった。

(1) 材料および方法

組織観察の材料は，前記実証試験の非浄化区チャンパ

ー内で得られたサトイモ（品種土垂）の褐変葉を使用した。

すなわち1972年 8月3日に非浄化区チャンパー内で発

を芝生させる濃度水準である。オゾンによる葉組織破壊

は葉がオゾンに触れて間もなく始まるが，その徴候が可

視的に変化するには数時間から20数時間以上を要する15,

16,17,18,19）。オゾン感受性の著しく高い植物やオゾン濃度

が著しく高い場合は比較的短時間で可視害徴として現わ

れるが，多くの場合オゾンに接触して 1～ 2日を経過し

て肉眼判定が出来るようになる。本調査で得られたサト

イモの褐変症状発生日とオゾンの汚染日との聞には数時

間ないし20時間程度の時間差があり，オゾンによる可視

症状発生に必要な経過時間と一致する。

またこれら 5回の発病日のそれぞれの症状発生程度に

はある程度の差異があり，その程度はオゾンの日最高値

の大きい7月18日およびオゾン日積算値の大きい 8月11日

に顕著で‘，他は比較的軽微でーあった。このようにオゾンに

よる汚染の程度と症状の程度の間にもある程度の関係が

認められた。

一方，浄化区のチャンパー内のサトイモには全調査期

間を通して全〈異常は認められなかった。同時に浄化区

チャンパー内の汚染物質はその一例を第4図に示すよう

に，オゾンでも最高値で0.6ppm以下で，その他の成分は

測定器の検出感度以下となっていた。

さらに指標植物としてそれぞれの処理区内に併置した

タバコ（品種Bel W3）の反応は，浄化区内のタバコ葉

には 8月末まで全く異常を認めなかったが，非浄化区内

のタバコはサトイモの褐変症状発生日と同日にきわめて

高密度の暗褐変はん点を生じ，一部は火あぶり状になっ

て脱水枯損するに至った。この症状はすでに Burkら20)

および須山ら17）によって報じられているオゾン害の徴候

と一致し，またチャンパー内で測定されたオゾン濃度お

よび汚染持続時間はそれを裏付けるに十分で、あった。

以上の結果， 7月15日から始められた実験で5回の褐

変症状が非浄化区および露地区で栽培したサトイモ葉に

発生したが，この症状の害徴および害相は，いわゆる“褐

オゾン濃度，同積算｛直とサトイモ害発症日の関係第3図
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症した褐変棄をただちに採葉し，褐色のネクロシスはん

点が高密度に現われている葉般に近い葉肉部を切り取り，

生体のまま徒手切片を作成して光化学顕微鏡で観察した。

(2) 結果および考察

横断切片の観察で認められた褐変部の特徴は，第 1層

の表皮細胞層は正常でbあるが，表皮の直下のきく状細胞

層の細胞がえ死しているもの，または原形質分離を起こ

しているものが認められ，さく状細胞層が部分的に崩壊

している状況が認められた。そして肉眼的に褐色のえそ

はんとみられる部分を断面でみるときく状細胞の最上部

に茶褐色の色素が沈着したえそ症状になっていた。一方

葉ので表面側に当る海綿荻組織や裏面の表皮

細胞層にはなんらの異常も認められなかった。

害徴の外観的な色，形状は次のとおりである。クロロ

シス状はん点は白色で，主として葉脈に近い葉肉部に濃

密に現われた。そしてこのはん点は葉の表面にのみ現わ

れ，裏面にはその後もなんらの異常も認められなかった。

またクロロシス症状のはなはだしい部分は赤褐色のえそ

はんとなったところもあった。

この害徴の発生する葉位は第3表に示すように主茎，

分球茎とも第 2, 3葉に限られ，完全に展開している場

合でも頂葉には全く発症しなかった。

被害葉の葉肉部組織切片の検鏡結果は，肉眼的にクロ

ロシス症状を呈している部分できく状細胞がえ死してい

第3表サトイモ葉の葉位別オゾン感受性

え死を生じていたさく状細胞の崩壊部分に

は，このような組織樟害をひき起こす原因と

個体 1 2 3 4 5 

なる病原菌は検出されなかった。

このような葉肉組織の中できく状細胞のみ

がえ死する症状は Hillら14,15,16）によって報

葉位

2 

3 

主茎分球茎主茎分球茎主茎分球茎主茎分球茎主茎分球茎

4十＊ -JI十一一十計十十

冊 ＋ （ 欠 ） + -I十冊 4十 4ト－ -I十

告されているオゾン障害の特徴と一致してい 注） 1 .調査対象は主茎および生育の旺盛な分球茎1本を選んだ。

た。

3.サトイモ葉のオゾン緯害

これまでの実験でサトイモ葉の褐変症状が光化学オキ

また第4葉は老化していたので調査対象から除外した。

2.枠内記号は障害度を表わすもので．＋；軽， 4十z中，
情：甚およぴー；無障害とする。

たが，表皮細胞および海綿細胞組織は全く異常を認めら

シダントを主汚染物質とする大気汚染障害であることが れなかった。またえ死はんが非浄化区内や野外国場で発

確められた。また同時に光化学オキシダントの主成分が 生する場合はえ死組織に褐色色素が沈着するえそ症状に

オゾンであることも確かめられ13），サトイモ葉の被害は なるが，オゾン処理の場合は褐色の色素沈着は認められ

主としてオゾンによる障害であろうと考えた。 なかった。

このことから，オゾンの人工接触装置を用いてサトイ 以上のことから，サトイモのオゾン害は次のようにと

モ葉に人為的なオゾン障害を発現させ，その症状と褐変 りまとめられる。

症状との比較を行なって前記結論の確認をしようとした。 ①葉位別のオゾン感受性は第 2, 3葉が高〈，第 1

(1）材料および方法 葉はほとんど感受性をもたない。

供試作物はサトイモ（品種，土垂）を用い 1/2,000a ② オゾンによる障害は葉脈に近い葉肉部に現われ，

ワグネルポットに催芽処理したものを，ポット当たり 1 かつ障害は葉の表面にのみ現われ，裏面にはなんら

株づつ標準肥料で栽培した。 の異常も生じない。

オゾン接触は自然光型ガス接触装置を用い，放電式オ ③ オゾンによる障害の特徴としてはさく状組織を選

ゾン発成器で生成した含オゾン空気を所定の濃度に稀釈 択的に破壊する。

して接触室へ導入した。オゾン濃度の測定は Mast社製

M-724-2型（連続電容測定法）によった。

オゾンの処理濃度は03として0.3ppmで日中 3時間，

(11時～13時）気温30℃，湿度60%の条件で， 1973年 9月

8日に実施した。検鋭観察調査は処理後3日目に行なっ

た。

(2）結果および考察

オゾンによる害徴は一部の薬にはオゾン処理終了直後

から油浸状はん点として現われ，その他の葉も含めて翌

日以降次第に鮮明な白色クロロシス状はん点となった。

W 結論

サトイモ葉の褐変症状の原因解明を目的とした 3つの

実証試験で得られた結果から，この症状の原因が光化学

オキシダントによるものであるとする証拠を別記すると

以下のとおりである。

1.活性炭などのフィルターを装着し，大気汚染物質

を除去・浄化した浄化区チャンパー内でサトイモを育成

すると，褐変症状の発生は完全に抑制することが出来た。
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この場合，チャンパー内で測定された汚染物質は 6成分

であったが，測定結果から主要な汚染物質はオキシダン

トであった。また同時に浄化したチャンパーと非浄化の

それとの聞で，大気汚染物質の存在の有無を除いては生

育上障害を起こすと考えられる重要な環境要因の差異は

認められなかった。

2.大気汚染物質を除去しない非浄化区チャンパー内

で育生した場合は，褐変症状の発生日は同チャンパー内

の主として光化学オキシダ、ントの高濃度汚染自の直後に

現われた。またその発病の程度はオキシダント濃度の日

最高値または積算値と比例して汚染状態が甚しいほど害

徴の程度は顕著になった。

3.指標植物として用いたタバコ（品種Bel W3）か非

浄化区チャンパー内で葉にはん点を生じたが，この害徴

を測定されたオソゃン濃度値の両者から葉障害はオゾン害

であると断定した。

4. Bel W3のオゾン害徴発生日とサトイモの発病日

が一致した。

5.褐変症状の発生葉位は上位から数えて第 2, 3葉

に顕著で、展開直後の新葉および、最下位葉にはほとんど褐

変症状は現われない。このような成熟葉が汚染物質に対

して感受性を高める現象はオゾン害の一つの特徴である。

6.非浄化区チャンパー内での褐変症状の発生と野外

で栽培されている一般圃場での褐変症状の発生の経過が

一致した。

7.褐変症状葉の組織学的な観察から，オゾン害特有

のさく状細胞のえ死が確認された。

8. 0.3ppmのオソ。ンに3時間人工接触させた結果，葉内

部に白色の微細なクロロシス状のはん点からなる害徴が

現われ，この症状の特徴と褐変症状葉で観察された害徴

の特徴と本質的に一致した。

以上の結果から，サトイモの褐変症状はオゾンを主成

分とする光化学オキシ夕、ントによる障害であると結論ず

けた。
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写真一 1 1969年 8月に発生じたときの

害徴，品種セレベス

写真一 3 非浄化チャンパー内で発生した

害徴，品種土垂

写真一5 品種土垂を供試したオゾン接触実験に

よる害徴，03として0.3ppmで3時間処理

写真一 2 1970年以後に発生している

代表的な害徴，品種石川早生

写真 4 写真一3の褐変部組織切片

の顕微鏡写真

写真一 6 写真 5の障害部組織切片の

顕微鏡写真
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Summary 

In August of 1969, taro, Colocasia antiquorum SCHOTT., planted in lchihara city and neighboring towns 

in Chiba prefecture, was observed to be suddenly damaged. The injury appeared as raddish・・brownnecrotic 

spots on interveinal mesophyll along the veins and some of sever injured leaves died back within few days. 

Since then, the leaf injury have appeared in every summer, and increased in range of occurrance of leaf 

lnJury. 

In order to resolve the cause of singular leaf injury, field surveys were held on every place, where leaf 

i吋uryoccurred. The possitive investigations were continuously carried out in according with the results and 

reasons obtaining with the field surveys. Consequently, the cause of taro leaf injury was made clear as follows 

and come to a conclusion to be attributed to air pollution. 

1) Two plant growth chambers were prepared for this examinations. The one was equipped with 

activated carbon and manganese dioxide filters for the purpose of removing air pollutants such as 

photochemical oxidants and sulfur dioxide. The other was without any filter. So that, there were no 

differences between tltered chamber and filterless chamber in any environmental factors, which occured 

abnormal growth to plants, excepting the exsistence of air pollutants. 

2) In the case of planting taro in the filtered chamber, the injury was completely suppressed. On the 

contrary, in the tlterless chamber the injury occurred more than several times throughout summer. 

3) It was found that the air was sometimes polluted by photochemical oxidants and pollutants achieved 

more than 10 or 20 pphm in maximum concentration in the tlterless chamber. And taro leafinjury developed 

immediately after occurrance of photochemical air pollutants. 

4) At that time tobacco, Bel W3 which had been planted together with taro in tlterless chamber, was 

severly i吋ured.These symptoms were the very same as injury by ozone fumigation. The two events, the 

occurrance of tobacco leaf injury and that of taro leaf injury, had coincidented in timing with each other. 

5) Histological observation was carried out on cross section of i吋uredleaves. Their paliside cells and 

tissues were damaged and brown pigment sometimes accumulated in affected tissue. But epidermis and spongy 

tissues were remained normal. These phenomena were s加iilarto characteristics of leaf i吋uryby ozone. 

6) Ozone fumigation was examined on taro leaves with 30 pphm in concentration for 3 hours. 

Immediately after the fumigation water soaked spots were developed on their leaves and turned to chlorotic 

spots after 1 or 2 days. Most of chlorotic spots were developed on interveinal mesophyll along vein. 
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