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I 緒

水稲の光化学オキシダント可視障害の判定法

一ーとくに赤枯病との比較一一

高崎強・森川昌 記・松岡義浩

松丸恒夫・ 白鳥孝治

The Recognition of the Visible Injuries on Rice 

Plant Leaves by Photochemical Oxidants 

一一Onthe Discrimination from Akagare Disease 一

Tsuyoshi T AKASAKI, Masaki MORIKAWA', Yoshihiro MATSUOKA 

Tsuneo MATSUMARU and Koji s HIRATORI 

ー冨

1970年以来，首都圏を中心に光化学オキシダント（以

下オキシダントと略す）による大気汚染が発生し1），多

くの農作物がその影響を受けているの。とくに最近に至

って県内水団地帯の広範囲において，分げつ期水稲の葉

身上IC赤褐色斑点が発生し，乙れがオキシダントに起因

する障害であるととが立証され3々農業全体IC大きな問

題をなげかけている。

農作物のオキシダント障害に関する試験研究ないし対

策の考案は，まず障害の判定から始まると言えよう。従

来の一般的なオキシダント可視障害の判定方法は，葉面

上に現われた特異的な症状を基盤として第一段階の判定

を行ない，次に別種要因による類似障害症状の誤認を防

ぐために．①オキシダント感受性の高い数種の植物IC同

時にオキシダント障害が発生している乙と，②障害発生

前にオキシダント汚染状態があったこと，などを確認し

て判定を下していた。しかし広域に広がる水田地帯に

あってはとの 2項目を確認できない場合が多しさらに

また水稲にはオキシダント可視障害と症状がきわめてよ

第 l表赤枯病の類別

ふぞ？ I 型 II 型

石灰質アJレカ の

圃場の特性 有機質過多の湿田 性 湿

硫化物集積性 田

冷水湧水田

中肋黄白化現象

可視症状の特徴
輪郭明瞭な赤褐色

中肋周辺に赤褐色，
斑点発生

斑点集中

原 因 還元によるカリ欠乏 還元による亜鉛欠之

III 型

火山灰地帯の開田

ヨード過剰田

赤褐色斑点が発生す

るとともに葉令が進

むにつれて葉色が赤

味を帯びる

ヨウ素の過剰

く類似した赤枯病があり，両障害の識

別に困難をきたしている。以上のよう

な情況から赤枯病との識別を明確に

して適確にオキシダント可視障害を判

定する方法の確立が必要とされている。

水稲の赤枯病とは，土壌的欠陥IC起

因する生涯障害で，葉面上lζ赤褐色の

斑点を生じる障害の総称である。した

がって赤枯病には原因および可視症状

を異にする数種の型が含まれ，その内

容は複雑であるが馬場および田島旦 6,

Oの分類により，第 1表IC示す I型，

E型， E型の 3種IC大別されている。

いずれの型も分げつ盛期に最も擢病し

やすく，オキシダント可視障害の発生

しやすい生育時期と一致している。葉

面上の可視症状に関して， I型とオキ
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シダント可視障害とは斑点の色，形状がともによく類似

しているため，肉眼観察による両障害の識別は困難であ

る。 ζれに対してE型は葉身中肋が黄白化し， E型は葉

面全体が赤化しやすい特徴があり，比較的容易にオキシ

ダント可視障害と識別できる。したがって水稲のオキシ

ダント可視障害の判定には，まず赤枯病 I型との識別が

必要である。

本報告は典型的なオキシダント可視障害，赤枯病両障

害水稲の現地調査を行ない，両者の可視症状の類似点，

相異点を明らかにすることによって，水稲のオキシダン

ト可視障害の判定方法を考案しようとするものである。

本調査研究にあたって，岡山大学農学部激授馬場赴博

士，農林省農業技術研究所生理第 5研究室長太田保夫博

士には現地調査にど同行を願い，種々のど教示をいただ

いた。心から感謝いたします。

JI 調査方法

典型的なオキシダント可視障害，赤枯病が発生してい

る現地水田について実態調査を行ない，可視障害の特徴

を検討した。また障害部の組織形態的特徴を光学顕微鏡

を用いて観察した。乙れらの概要は次のとおりである。

1. 現地における実態調査

(1) オキシダント可視障害の実態調査

1975年 6月6自に市原，木更津地区を中心として発

生したオキシダント汚染lとより障害を受けた水団地帯に

ついて（第 I図参照），障害水稲葉の可視症状，生育状

況ならびに分布および障害の発生時期などについて，翌

7日から10日にかけて調査を行なった。なおその後の経

過を同月 26日に調査した。調査した水団地帯はおおむね

排水の比較的良好な半湿田地帯であり，過去に赤枯病な

ど土壌に起因する生理障害は発生した乙とがない。なお

との水団地帯の田植は 5月上，中旬IC行なわれた。

(2) 赤枯病の実態調査

長生郡白子町の赤枯病常習発生水団地帯において，典

型的な各型 (I型， E型， E型）の赤枯病lζ羅病した水

稲を対象lとして， 1976年 6月 12日と 7月 3日に調査を

行なった。調査項目はオキシダント可視障害調査の場合

とほぼ同様とした。なお乙の水田地帯では田植が5月上，

中旬Iζ行なわれたが，その後第 2回調査日の 7月3日ま

でにオキシダント可視障害は発生しなかった。オキシダ

ント感受性の高いその他の植物にもとの期間中ICオキシ

ダント障害は発見されなかった。

2. 障害葉の検鏡観察

（！）供試材料

オキシダント可視障害葉と赤枯病擢病葉はそれぞれ前

項の現地調査時に採集し，生葉のまま供試した。

(2) 観察方法

両障害葉とも光学顕微鏡を用いて，表面および横断面

を 200倍から 400倍までの倍率で透過光により観察し，

障害部の葉商および葉内組織での位置，気孔との関係，

組織破壊の状況などについて調べた。

E 調査結果

両障害水稲の現地実態調査ならびに障害葉の検鏡観察

結果は次のとおりである。

1. オキシダント可視障害の発生状況

(!) 障害葉の肉眼観察による特徴

葉面上の斑点はオキシダント被暴後 I, 2日目lζ発生

し，斑点の発生する葉位は上から数えて完全展開葉の第

2葉目を中心としていた。斑点の色は発生直後ICは黒褐

色を呈していたが，数日後に赤褐色となって安定した

（写真 l参照）。斑点の発生は障害の激甚な地区では第 1

葉の先端部と第 3葉以下でもみられたが，下位葉ほど発

生が少なかった。なお湾曲している葉身では湾曲部に斑

点の発生が多かった。斑点はおおむね赤褐色を呈してい

たが，赤褐色斑点が生じた葉の上位葉や，障害の軽微な

地区で，黄白色斑点または白色斑点（以下（黄）白色魔点

と略す）が発生している場合があった。

斑点の大きさは赤褐色斑点，（黄）白色斑点ともに 1mm

以下の微細斑が多く，斑点の輪郭は緑色部と画然と区分

東京湾

｜汚染目； 1975年6月6目
白イ

l調査日， S月7～10日

可視障害甚地域

中 H

H 軽 w

第 l図 水稲のオキシダント可視障害発生分布
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されてみえた。乙のような斑点は葉面上に無数に発生し

ており，葉脈と葉脈との間の葉肉部上に条状lζ配列して

みえた。障害程度の激甚な葉では，赤褐色の微細理が融

合拡大した状態で葉肉部に細長く広がり，大型の条斑と

なっていた。（黄）白色斑点は微細斑だけであった。微細

斑の数は赤褐色斑点，（黄）白色斑点ともに向軸面側の

方が多くみえた。

(2) 障害葉の検鏡観察による特徴

障害葉の向軸面と背軸面を 200～400倍に拡大して観

察すると，微細斑としてみえる褐変あるいは白変部分は

気孔を中心花形成されていた。したがって斑点は気孔列

上に配列しており， ζの現象は肉眼観察で微細斑が条状

lζ配列してみえた現象と合致することが確認された。ま

た肉眼観察で赤褐色斑点としてみえる障害部では，ほと

んどの気孔が半開状態になっていた（写真 5参照）。なお

障害葉では，障害部以外の気孔も半開状態になっている

例が若干観察された。（黄）白色斑点の場合は，大部分の

気孔が閉じていた。障害程度が激甚で大型の条斑を形成

している部分では，上記のような特徴すなわち気孔との

位置関係および気孔の半開状態は確認できなかった。

障害葉の横断面を 300～400倍に拡大して観察すると，

褐変している部分は孔辺細胞あるいは気孔直下の葉肉部

であり，気孔と関連しているととが認められた（写真7参

照）。また白変している部分は孔辺細胞だけであった。

しかし気孔の半開状態は明確には観察できなかった。組

織破壊は微細斑では生じていなかったが，大型の条斑で

は生じていた。

以上のような特徴は中村らのおよび著者ら4）によって

も観察されている。

(3) 可視障害の発生分布

第 1図IC示したように，長さで！Okm以上， 水田面積

で数千ha以上の広範囲にわたって，オキシダント可視

障害が発生した。障害の程度は地域によって異なったお

同一地域ではほぼ均一であった。障害を受けた水田園場

は立地的ICは平野部から山間部まで，排水状態では乾田

から湿白まで，土性では強粘質から砂質までそれぞれ多

岐にわたっており， ζれらの土壌条件と障害発生との聞

には関連が認められず，ほぼ均一に可視障害が発生して

いた。

同一圃場内を局部的にみても，畦畔隣接部，中央部あ

るいは取水部附近などで差はみられず，ほぼ均一に可視

障害が発生していた。

(4) 可視障害の発生時期および経過

可視障害の発生程度を生育時期別にみたと ζ ろ，分げ

つ期が中心であった。分け’つ期以外では田植直後のもの

ほど健全であり，また幼穂形成期以後のものでは，可視

障害の発生が確認できなかった。田植直後と幼穂形成期

以後で障害がみられない傾向は，著者ら9，坊が生育時期

別にオゾン感受性を比較した実験の結果と一致した。な

お同実験では苗代期の水稲もオゾン感受性が高い乙とが

明らかにされているが，現地においては該当する生育時

期の水稲がなかったため確認できなかった。

可視障害は完全展開葉の上から第 2葉目を中心にいっ

せいに発生した。その後の経過をみるために約 3逓間後

の状態を観察したと乙ろ，障害葉は障害発生時の症状の

まま下位葉に移行し，乙の間に新しく展開した上位葉は

健全であった。とのように可視障害の発生は突発的にい

っせいにお乙っており，後IC健全葉lζ伝染しないζとか

ら一過性であるととが認められた。

(5) 障害株の生育状況

可視障害発生時lζ草丈伸長や分けeつ数などについて生

育状況を調べたところ，障害株は障害程度の強弱にかか

わらず対照地区の健全株の生育状況とほぼ同様であり，

異常生育をしていなかった。また根についても異常は認

められなかった。

2. 赤枯病の発生状況

（！）罷病葉の肉眼観察による特徴

赤枯病催病葉は I型， E型， E型とも完全展開葉の上

から第 2葉目以下lζ斑点が発生していたが，下位葉ほど

斑点の発生が多い傾向を示した。斑点の色は赤褐色が中

心で，白色のものは発見できなかった。斑点の大きさは

I mm以下の微細斑が多く，輪郭は I型のみ画然としてお

り（写真 2参照）. n型とE型ではやや不鮮明であった。

斑点は葉肉部，葉脈部iζ関係なく不規則lと葉面上lζ散在

していた。障害程度が激甚なときは大型の不定形斑にな

っていた。斑点の数は I型のみ向軸面側の方が背軸面側

より多くみられたが， E型とE型では両面の差が判然と

しなかった。なお特にE型は未展葉のときから中肋が黄

白化し，灘点の発生は中肋周辺に集中していた（写真 3

参照）。またE型は下位葉の葉ほど葉身全面が赤味を呈し

ていた（写真 4参照）。

(2) 擢病葉の検鏡観察による特徴

羅病葉の向軸面および背軸面を 200～400倍に拡大し

て観察すると，斑点の輪郭はE型とE型では不鮮明であ

った。 I型の斑点の輪郭は，肉眼観察ではオキシダント

可視障害のようにはっきりみえたが，検鏡観察ではやや

不鮮明であった C写真 6参照）。向軸面側からみると鑑点

は各型とも気孔列iζ多く，機動細胞列および維管束列で

はきわめて少なかった。背軸面側からみると斑点は気孔

列ばかりでなく機動細胞列にも多くみられ，維管束列で
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第 2表水稲のオキシダント可視障害と'fffi柑丙との比較

註ぞて オキシダンb可視障害 赤 枯 病

赤褐色斑がほとんど
赤褐色斑が中心色

（黄）白色斑が少し

約 l開以下の微細斑が 約 1開以下の微細斑が多

多い し、
形 状

被害甚のときは大型の 被害甚のときは大型の不

肉 条庖 定形斑

銀 I型は明瞭

輪郭 明瞭 E型は不明瞭
観 E型はやや不明瞭

察
部位 葉肉部上IL条状に配列 不 規 員iJ

IL 

I型は向軸面側が多い
よ 数 向軸面側の方が多い

E型， E型は差がない

る

葉位
下位葉から発生しはじめ，

症 第2葉目が中心 最盛期には第2葉以下全
（上から

葉IC発生
状

葉面の
第 2，第3葉は全面

I型， E型は全面， E裂

位 置
第 1葉では先端部，

は中肋周辺に集中
下位葉は湾曲部

その他
E型は中肋黄白化

E型は下位葉が赤色化

葉面の 気孔を中心IC形成
気孔と関係ない

検 位置 葉肉部の気孔列に配列

鏡

観
葉内の 孔辺細胞または気孔直 葉肉部lζ不規則IC発生，

察

の
位置 下の葉肉部から変色 古い細胞壁IC色素が沈着

症

状
気孔

障害部の気孔は半開状
ほとんど正常

態が多い

はやはりほとんど発生していなかった。斑点の発生位置

は気孔の配列している葉肉部に多かったが，気孔とは無

関係であった。 I型では細胞壁と細胞質がともに一様に

変色しているのに対し， E型とE型では細胞壁lζ赤褐色

の色素が沈着しているのが認められた。なお褐変部の表

皮細胞や気孔の形状には異常が認められなかった。

よそご オキシダント可視障害 赤 枯 病

発

生

状

況

分

布

状

況

生

育

状

況

田植後10日頃～50日頃
田植後20日頃から発生

40日頃（最高分げつ期）IC 
分け．つ期が中心

時期
幼穂形成期以後は出lζ

最盛期になる

くくなる
激甚なときは出穂期まで

続く

突発的，一斉に発生
継続的IC発生する

→菌性で伝染しない
上位の健全葉にも生育の

経過 生育の進捗とともに上
進捗とともに徐々に発生

位の健全葉数が多くな
する

る

広域にわたって均ーに 常習発生地Iζ不均一に分

分布 布
分布

圃場閲差 IJ. 圃場間差 がある
｝がい

画場内のむら｝圃場内のむら

還元田

湿田

有機質過多田
土壌 とくに関係ない

冷水湧水田

火山灰地帯の開田

ヨード過剰田

局地的IL滞水しやすい場

水 とくに関係ない 所

透水性不良回

草丈伸長 草丈伸長を抑制
地上部 } IC異常ない

分げつ数 分げつ数が少ない

黒色根が多い

分岐根が少ない

~N 健全状態を呈する 腐根が多い

根端部が丸い

根量が少ない

擢病葉の横断面を 300～ 400倍IC拡大して観察すると，

褐変は各型ともすべて葉肉組織内で生じていた（写真 8

参照）。褐変と気孔との聞にはとくに関連が認められな

かった。葉肉組織内の褐変部分は気孔列よりも機動細胞

列lζ多く観察された。個々の褐変部分は数個の葉肉細胞

が一群となって褐色に変色していた。細胞壁と細胞質は
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各型とも一様に変色していた。なお維管束部は褐変して

いなかった。 E型の中肋部維管束で通気腔が異常肥大し，

大型の腔隙を形成しているのが認められた。またE型の

下位葉で葉身全面が赤味を呈した葉では，褐変部分以外

の葉肉細胞も赤味を帯びていた。組織破壊は大型不定形

斑の場合でも生じていなかった。

なお赤枯病擢病葉の組織形態的特徴は小野口，12）や橋

本ら13）によっても観察されている。

(3) 赤枯病の発生分布

赤枯病が発生した地域は各型ともそれぞれ常習発生水

田地帯として知られている限られた範囲に分布しており，

オキシダント可視障害が発生した地域と比べるとはるか

に狭かった。羅病の程度が闘場聞で顕著に異なり，地域

的に甚だしく不均一であった。さらに著者の一人白鳥ら

ゆの報告にもあるように，同一園場内においても局部的

な立地条件の差で擢病程度が不均ーとなり，縞状lとむら

ができた圃場が多かった。

(4) 赤枯病の発生時期および経過

山口ら l5,1ゅの報告と同じく，田植後約 20日とろの分

げつ初期の水稲では下位葉に斑点が出ていた。また田植

後約40日ζろの分げつ盛期の水稲がもっともひどく擢病

しており，第2葉以下のすべての葉に発生していた。そ

の後の調査で幼穂形成期には回復しはじめているのが観

察された。

以上の乙とから赤枯病は斑点の発生がはじまると，

一定期間継続して発生することが確認された。

(5) 赤枯病擢病株の生育状況

赤枯病は土壌条件の不良に原因していることから，中

野ら17），山口ら15,15）の報告にもあるように，草丈の伸

長と分げつが抑制されていた。生育面での個体間差は同

一園場内でも顕著に認められた。根は不良水田などでみ

られる黒色根が多かった。以上のような生育不良の様相

が，斑点の発生程度に付随してみられた。

以上の結果をとりまとめて，両障害の特徴を項目別lζ

対比させると第 2表のようになり，両障害は主として，

発生分布状況，障害程度の均一性，発生経過，生育状況

および障害部の車郎議形態的特徴の点において異なってい
円九。
なお両障害の特徴的症状を写真 I～8で示した。

IV 考察

大気汚染障害の判定法の一つに，障害を受けた植物体

内から，汚染質lζ由来する物質を化学分析的手法で確認

する方法がある。ところがオキシダント障害の場合，そ

の主成分がオゾンであるためζの方法が利用できない。

またオキシダント障害を受けて変化した体内成分を定量

分析する方法もみいだされていない。このために農作物

のオキシダント障害の判定は，可視障害の識別にたよら

ざるを得ない現状である。

今回の現地障害水稲の調査から明らかなように，オキ

シダント可視障害は葉面上の斑点症状，国場内または地

理的広域の分布状況，発生経過などにそれぞれ特徴をも

っている。しかし第 2図に概念図として示したように，

乙れらの中には赤枯病その他の別種障害と類似する項目

を含んでいるので，オキシダン卜障害の判定法としてそ

のまま利用する乙とはできない。したがって同判定法を

組み立てるときの手順は，オキシダント障害からそれ以

外の障害を分離するために必要にして充分な条件を，前

述のオキシダント障害の特徴の中から選びだし，次にそ

の確認のためにー，二の特徴を重複させて判定lζ万全を

期する項目を選定することである。また実際問題として

は，現地で実施可能な判定方法と，最終的結論を得るた

めの立証方法とを組み立てられることが望ましい。

乙のような観点から，まず現地で実施可能な判定方法

を念頭において，上述の調査結果を整理すると第 3図の

ようになり，その概要は次のとおりである。オキシダン

卜障害による葉面の赤褐色斑点は輪郭の画然とした微細

な斑点であり，完全展開葉の上から第 2葉目を中心に発

生している乙とが必要である。同斑点は向軸面側の方が

背軸面側より多く，葉肉部上lζー列に並んでみえる乙と

が多い。また最も発生しやすい生育時期は分げつ期であ

第2図 オキシダント可視障害と類似障害との関係
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気孔の半倒状態

第 3図 オキシダント可視樟害および赤枯病の特徴

る。斑点の症状はとくに赤枯病 I型と類似しているので

注意を要する。両者の肉眼観察上の相異点として，涯点

が葉脈にそって線状に配列する傾向にあればオキシダン

ト障害の可能性が大きいが，適確に識別する乙とは困難

である。赤枯病E型は斑点の輪郭が不鮮明であり，葉身

中肋が黄白化し，斑点の発生が中肋周辺に集中している

点でオキシダント可視障害と識別できる。赤枯病E型は

斑点の発生とともに下位葉が赤味を帯びるので識別でき

る。また障害程度が激甚な時は微細斑が融合あるいは拡

大したような形になり大型斑となるが，オキシダント可

視障害では葉肉部上に条斑となるのに対して，赤枯病で

は葉肉部と葉脈部にかけて不定形斑となる。褐色斑点を

呈するものとして他にイモチ病，ゴマ葉枯病などがある

が，これらは病斑特有の輪紋を有し，大型斑となって葉

面上fC偏在するので識別できる。

オキシダント障害による（黄）白色斑点は，輪郭の画

然とした微細な斑点であり，大型斑にはならない。乙の

斑点は赤褐色斑点葉の上位葉に，赤褐色斑点の発生と同

時に発生するととが多い。また乙の斑点は単独に発生す

るとともあるが，そのときは完全展開葉の上から第 2葉

目を中心fC発生する。（黄）白色斑点が葉肉部にー列にな

って見える特徴は，赤褐色斑点の場合と同様である。

（黄）白色斑点は赤褐色斑点と同時に必ずしも発生しない

が，赤枯病では発現しないので，これを発見すれば赤枯

区別するための重要な特徴である。またオキシダ

ント障害ほど広域fC同時に発生する障害は他fC少

ないので，広域性もまた重要な特徴である。

以上lと述べた 2項目，すなわち障害葉の斑点症

状，障害水稲の分布状況は，オキシダント可視障

害の現地での判定のために重要な必要条件である。

またとの 2項目だけでオキシダント可視障害と判

定してほぼ誤りない。

オキシダント可視障害の発生は突発的であり，障害発

生の前日まで生育，外観その他lζ全く異常がない。しか

も発生した障害は決して伝染しない。この特徴は大気汚

染障害の特徴であり，生理病，病虫害などと区別できる

重要な項目である。

またオキシダント可視障害は，オキシダント被暴後 1

～ 2日後に発生する。可視障害の発見はさらに遅れて，

同障害発生の 1～2日後になることが多い。そ乙で乙れ

らの点を考慮しながら，可視障害の発見日より数日前fC.

オキシ夕、ント濃度が高かった乙とを確認するか，または

オキシダントの発生しやすい気象条件にあったことを確

認すれば，オキシダント可視障害の判定fC役立つ。また

同地域で他の植物にも同時にオキシダント障害が発生し

ておれば判定が容易になる。なおオキシダント濃度とし

ては 0.1ppm以上を考慮する必要がある。

以上の 2項目，すなわち発生経過とオキシダント汚染

状況は， l回の現地調査によって結果を得る乙とはでき

ないが，オキシダント可視障害の確認条件として重要で

ある。

またオキシダント可視障害の発生が土壌条件，用排水

条件にほとんど無関係である乙と，過去に赤枯病などが

発生していないこと，地上部または地下部の生育状況に

異常のないこと，病原性の菌類や害虫のいないことなど
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を確かめればさらに確実なオキシダント障害の判定法と

なろう。

以上lζ述べた四つの大項目とその他の項目による判定

は，現地調査を主とする判定法であるが，さらに厳密な

判定ないし立証を必要とするときは，顕微鏡花よって障

害葉の斑点部伎の特徴を篠認する方法を採用する乙とが

できる。すなわち葉表面の観察で，障害部が気孔を中心

lζ形成されているために気孔列上IC点状にならんでみえ

る乙とと，葉の横断面の観察で障害部が気孔ないし気孔

直下の葉肉組織を中心に形成されている乙と，以上の気

孔に関連した二つの特徴が確認される。現在のところ，

乙のような組織形態的特徴をそなえた別種の障害は発見

されていないので，顕微鏡観察による判定を現地調査の

判定にあわせれば誤診する乙とはないと思われる。

V 摘 要

水稲のオキシダント可視障害の判定を行なうときに赤

枯病との識別が困難であった。現地における実態調査の

結果から両障害を識別する方法を検策し，さらにオキシ

ダント可視障害の判定方法を考案した。

現地調査によれば，水稲のオキシダン卜可視障害は赤

枯病 I型と肉眼的lζ類似しているが，その分布状態，発

生経過は赤枯病，病虫害などにみられない特徴をもって

いた。またオキシダント障害葉の斑点部の組織形態的特

徴は，オキシダント障害以外の障害には発見されていな

い特徴をそなえていた。

すなわち，水稲葉の異常症状がオキシダン卜可視障害

であると判定するためには，その必要条件としてオキシ

ダント可視障害特有の斑点症状を呈している乙と，障害

水稲の分布状況が広域的でありかっ同一圃場内で均一的

であることの 2項目があげられる。さらには同障害の発

生経過が突発的で一過性であること，同障害の発生がオ

キシダント汚染と関連があることの 2項目が確認されれ

ば，現地調査を主とする判定法として充分であると考え

られる。

以上の四つの項目はオキシダント可視障害の判定法と

して必要かっ十分条件で、あるが，さらに厳密な判定ない

し立証を必要とするときは，斑点部分としてみえる障害

部位が検鏡観察で気孔IC関連している乙とを確認すれば

よい。
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Summary 

In this report, we attempted to describe the method to recognize the visible injuries on rice plant 

leaves by photochemical oxidants. Rice plants at the tillering stage show the two typical flecks on the 

leaves due to the effect of the air pollution. The flecks are usually reddish-brown and rarely white or 

yellowish white. 

But the reddish-brown fleck strongly resembles to the fleck due to“Akagare”disease and it is too 

difficult to distinguish these two flecks. Akagare disease occurres in rice plants as physiological disease 

basing upon to edaphic factors ：“K”or“Zn”deficiency and “I”excess in soil and it can roughly be 

divided into three types according to the symptoms. Type I resembles to photochemical oxidants injury 

and is easily confounded with it, but the flecks of type II center around the midrib, and type Ill is char-

acterized by the fact the lower-ranking leaves look reddish. 

Recently the symptoms like photochemical oxidants injuries have been observed on rice plant leaves 

in the wide paddy field areas in Chiba Pref .. In view of this, it is thought necessary to clarify the 

method to distinguish the photochemical oxidants injury from Akagare disease. 

We attempted the field survey on the photochemical oxidants injuries to rice plant leaves and tes・

tified the methods to discriminate the injuries from the similar injuries. The distinctive features of 

the visible injuries to rice plant leaves by photochemical oxidants are as follows: 

1. Microscopic reddish-brown and rarely white or yellowish white flecks were visible chiefly on 

the second fully-expanded leaf from the top. 

2. The injury occured ranging wide paddy field area and the rate of injury was alike either in 

case of wide paddy field area or in case of specified paddy field. In case of Akagare disease and others, 

such phenomenon was not noticed. 

3. The injury broke out suddenly and in one or two days. While the flecks due to physiological 

injury like Akagare disease or pathogenicity, or worm-eaten flecks would come out one after another. 

4. The occurrence of the injury was closely related to the air pollution due to photochemical oxi-

dants. The flecks came out one or two days after the air pollution. 

5. Thanks to the microscopic examination a stoma was visible in each fleck and almost all stomata 

were lying half-open. However, in case of stomata of Akagare disease and other similar injuries, the 

same phenomena were not noticed. 

Judging from the above-stated specific features, we can recognize the fact that whether or not the 

visible injury to rice plant leaves was caused by photochemical oxidants. 
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