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緒

地球上の生物がその生命を全とうするためのエ

ネルギーは緑色植物が太陽エネルギーを捕促する

ζとKよってはじめて得られるものである。 ζの

ととはむしろMOLESCHOTTの至言句生命は光K

よョて空気から織り出されるぬ Kよョて言い尽さ

れていよう。とのような役割を担う光合成作用は

大気の組成や成分と深い係わり合いを持ョた生理

作用であョて，大気組成・成分の変化は光合成作

用Kさまざま念影響をもたらし，有害物の混在は

植物Kとって好ましからぬ結果を招〈。

飽くととの念い科学技術の進歩は一方で人類の

繁栄を約束するものであるが，反面繁栄の所産は

地球上で太古から秩序立てられていた物質の循環

を乱し，自然界のもつ自浄能力を越えた混乱をも

たらしはじめた。いわゆる環境汚染がそれであ !J'

大気汚染はその一つである。

農林業V'L:Jo~ける大気汚染の問題はすで V'L 1 9世

紀，近代産業¢勃興とともK提起されていた。 ζ

の当時，農作物K対する大気汚染障害が調査研究

の対象として取り上げられたものVLHASELHOFF 

und LINDAU ( 190 3) , WIELER ( 19 0 5) , 

HOLMES: et al ( 1引 5), WELLS( 1917), VCよ

る報告，著書がある。

その後，植物生理学，生化学の発達K伴ョて，

それらの知見を基Kした実験手法が採り入れられ，

また二酸化硫黄の連続的で簡易左測定法が確立さ

れたとと Kよョて， より精敏念試験研究が進めら

れた。との時代を代表するものKはHILLand 

THOMAS ( 1933), ZI刷ERMA!~ and 

CROCKER ( 1934), THOMAS• and HILL 

( 1 9 3 7 ), SETTERSTROM et a 1 ( 19 38) , 

KATZ and LEDINGHAM ( 1939 ）の報告がみ

られる。とれらは農作物の可視障害K関するこ酸

化硫黄濃度の限界，生育抑制または収量減K及ぼ

す影響の有無が重要な課題と念っていた。さらK

・吾舌
Eヨ

1 9世紀末K提起されていた不可視的念障害Kよ

る農作物の生育，収量抑制の有無，いわゆる“不

可視障害説沿の実証的検討が引き継がれていた。

その結果，可視的な障害をひき起き念い低濃度領

域VC:Jo~いても二酸化硫黄は光合成作用 K何らかの

影響のあるととが認められながら，不可視障害は

生育，収量抑制には結びつかないとの結論を導き

出していた。

わが国 VC:Jo~ける ζの分野の研究としては米丸

(1927）の報告があり，また二酸化硫黄の汚染

を受けた農林作物の実態を明らかにしたものとし

て鏑木，庵原（ 1916）辛子よび米丸（ 1930）の

著書がある。

一方 20世紀後半K至b，生産性の飛躍的発展，

生産構造の改革をもたらした”燃料革命治は石油

系燃料の莫大左消費を誘発した。 ζの結果，工業

都市の周辺では二酸化硫黄を主体とする大規模左

大気汚染K見舞われ，巨大友工業都市をもっ先進

的な工業国では， ζの結果生じた大気汚染が社会

的批判の対象と左ョた。 ζのため各国では再E快

気汚染のもたらす諸問題Kついて広汎な試験研究

が遂行され，農林作物，自然、植生会よび生態系全

般K及ぶ影響tてついても研究の対象と念った。わ

が固に辛子いてもとの問題が多くの研究機関でとり

上げられ，農作物K関しては山添（ 1962), 松

島（ 1969），谷山（ 1972）の報告がある。

千葉県では，首都圏を構成する地理的条件の活

用と地域経済の振興を目的として近代的念臨海工

艶白域の造成をはかり， 1 9 6 0年ft頭初陥まそれ

らが稼動しはじめた。その結果，工業地域周辺で

農作物K対する大気汚染被害カ鴇生い被害軽減

または回避を講ずるための農業技術上の諸対策が

求められるK至った。とのよう念社会的背景のも

とで，著者は千葉県農業試験場K沿いて農作物K

対する二酸化硫黄の影響K関する研究K着手する
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ととと念った。

農作物K対する二酸化硫黄の影響とく K光合成

作用の阻害KついてはすでK述べたものを含め，

いくつかのすぐれた報告（HILL and THOMAS., 

1933 , THOMAS and HILL, 1937, KATZ 

and LEDINGHAM, 1939, SETTERSτ'ROM et 

al, 1938，谷山 1972，谷山ら， 1972，谷山

ら， 1973）がある。しかし二酸化硫黄Kよる光

合成阻害の機作は念会不努であ九生育障害Kつ

いても不明念点が多い。また現時の環境大気中K

検出される汚染物質濃度はかさtb数量であり，既

述の研究成果を直ちに活用するKは適切さを欠〈

bそれがあった。さらK農作物K対する被害回避

策なよび農作物の生育環境る保全するための限界

濃度の策定，他の．有害汚染物との共存Kよる複合

的影響念ど未解決念問題を多〈残している。とれ

らの課題を解明するためKは二酸化硫黄の影響K

関するより基礎的知見をさらK多〈得るととが必

要である。

とのよう念見地に立って，著者は材伐供試作

物として二酸化硫黄Kよる影響，とく K光合成阻

害の実態とその機作会よび乾物生産K及ぼす影響

Kついて基礎的念検討を行左った。供試材料とし

ては鉢植えの水稲幼植物を用いた。

本研究の内容ははじめK可続的ま障害Kついて

組織学的念観察を行念h 同障害が葉肉細胞で生

じるとと，また可視障害と光合成阻害の関係を明

らかKした。さらK可視障害の有無K関係左〈二

酸化硫黄の接触Kよって光合成が阻害されるとと

から，可視障害を生じ念い程度の低濃度条件で，

光合成阻害の実態辛子よび機作を検討した。さらK

長期間反覆してガス接触を行左い，それKよって

生じた乾物量の変化量と光合成阻害量との関係を

比較し，二酸化硫黄の乾物生産に及躍す影響を明

らかK した。~ :jO-本研究ではすべてみかけの光合

成を対象とした。

以上のよう K研究の中心的念課題K光合成阻害

問題をむいたとと，ヰテよびガス接触実験手法上の

2点から，実験装置としては人工光を用いた光合

成測定装置（村田， 19 61，村田，猪山， 1958)

の応用を考えた。そのため本研究を開始するK当

り農林省農業技術研究所生理遺伝部生理第一科第

一研究室長（当時）村田吉男博士のど指導を得て

光合成測定装置の作成辛子よび同測定法を習得した。
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第 1章 実験装置の製作改良および処理法

第 1節 ガス接触装置の構造なよび特徴

ζの実験で使用されたガス接触装置は人工光型

ガス接触装置と自然光型ガス接触装置とよぶ二種

類の装置から在る。前者は実験室内K組立てられ

た装置で，ノイパワエルポットで育成した供試材

料の水稲幼植物がポット植えのままガス接触でき，

かつ同時K光合成，呼吸能も測定できる装置（松

岡ら， 1 9 6 7，松岡ら， 1967）である。後者は

屋外K設置する自然光型グロースキャビネットを

改良した装置で，大型の供試作物または大量の供

試材料を処理できるものである。それぞれの構造

辛子よび装置の詳細念特徴は以下のとなりである。

1. 人工光製ガス接触装置

1 ）装置の構造bよび性能

装置の特徴は光源を人工光として，光量，気温，

辛子よび通気量をさまざまK変化させて二酸化硫黄

を接触する ζとができるととろKある。さらKガ

ス接触処理と同時K光合成測定装置としての機能

接触箱

〔測面〕

第 t図人工光型ガス接触装置構造図

を有して :t~!J，同装置K組み込まれた二酸化炭素

分析計bよび湿度計によって供試作物の光合成，

呼吸bよひ京散量の計測が可能である。との装置

の構造bよびフロシートは第 1図bよび第2図K

示するbりである。

装置の主構造はガス接触部，送気・ガス注入部，

空気流量調節部光源なよび気温調宣障から成る。

ガス接触部は透明アクリル樹脂製の6個の内箱と

それらを包む外套箱から成る。 ζの内箱K供試作

物を納めてガス接触を行左うので，内箱をと ζで

は接触箱とよぶζととした。接触籍は無底で，

個の大きさは 3zcm(H）×2Ocm(W）×ZOcm(D), 

とれを2個連結して一強Eとした。との大きさはノ

イバクエルポットで育成した4～5棄期の水稲幼

植物をそのまま封入するK適した大きさである。

接創輔の底部は別K用意された生ゴム張bの底板

があり，供試ポットを箱内K納、めたのち，金属パ

ンドで固定して気密Kする。

（必）

①｜①  

0 I 0 

断熱壁

〔正 面
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第 2図 人工光裂ガス接触 装 置 フ ロ シ ー ト 図

接
触
箱

(cm) 
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面
よ
)I 
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／ 
30 40 50 
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第 5図 ガス接触箱内の照度

舗の通気量はるOyh～6 0 0 1/bの範囲で

実験条件K応じて，接触箱毎に調節できる。ガス

接触時の通気量は，二薮化炭素の不足で光合成速

度の異常念低下が生じ念いよう接触箱内の二酸化

炭素濃度が大気中標準濃度の 80係以上を保持す

る流量とした。

接触箱内の気温は外套籍の気温を制御する ζ と

Kよって間接的K調節する方法をとった。接触箱

内の気温の調節範囲は 15℃～ 4 0℃で，制御精度

は士 1℃である。

光源は各接触箱の直上にそれぞれ 500 wタンク争

ステンランプ 1灯を配置しさらK接触箱2個K

対し30 owランプ 111国を補助光源として配置し

た。その結果，接触箱内の照度は第5図K示すと

なりで5棄期の水稲を用いた場合，葉身繁茂部の

位置でほぼ 5O Kl X であったまた弱光条件を

得るために光源と接触箱上面との間K遮光用寒冷

沙幕が挿入できる。 ζの装置では接触箱内の湿度

を任意K調節する ζとはでき左いが，接触箱内部

または通気用の給排気管K鋭感湿度計受感部（ヤ

マト科学社製）が装着され， ζれKよって実験条

件適否の判断を得る ζととした。

6個の接触箱の通気系は 2組づっ5系統K分割

されている。第 1系統はガス接触系統，第 2はガ

ス接触の予措系統，第5は対照系統である。第 1

系統は常に所定の濃度の二酸化硫黄を含む空気が

流され，第 2, 5系統は清浄な空気のみが通気さ

れている。二酸化硫黄は通気管壁面へ吸着される

性質に富み，ボンべから接触箱へガス注入を開始

した場合，接触箱内への移流b よび濃度が安定す

るまでの対応がきわめて緩慢であるととも K，ボ

ンべからの注入を停止しても接触箱内のガスは容

易K消失しない。とのよう左性質は実験実施上き

わめて不都合で，ガス接触処理時の時間的ずれな

よび必要損失時間を最少限Kする工夫が必要と左

った。とのためK予措系統を設け，前もって、清浄
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第 4図 接触箱内ガス濃度の経時的変化

（注）左：；ガス注入時右：ガス除去時

気流中で供試材料の生理活性を十分K高めて，ガ

ス櫛虫系統K切りかえる方法を採った。 ζの結果，

第4図K示すよう K，接触箱内のガス濃度はガス

注入を開始してなよそ 15分で芳淀の濃度K達し，

清浄気流K切りかえる ζとKよョて 20分前後で

接触箱内から二酸化硫黄を除去できるととが確め

られた。

2）ガス稀釈bよび注入法

供試作物K接触できる二酸化硫黄濃度は 0.1 

ppm以上20 ppmまでの範囲を標準とし，それ

ぞれ計画濃度の土 20 %の範囲内で濃度制御する

ζとができる。

接触用の稀釈ガスの製造Kは市販の高純度液化

二酸化硫黄（純度 98 % ）を用いた。接触箱内へ

導かれる最終濃度は前述のとなりの範囲であり，

原料ガスを 2×10 5 ~いし 1 0 7倍K稀釈する

必要があった。とのよう念高倍率稀釈で，かつ長

時間安定した状態を維持するためvc2段階稀釈法

を開発した。す左わち，第 1段階は常圧で定量さ

れた純二酸化硫黄を内容積 10 .tの空ボンベK注

入し，さらK空気を 5K9/cnfまで圧入して稀釈す

る。との操作で 10 0～2 0 0 0倍 K稀釈される。

とのガスを第 1次稀釈ガスと称した。次いで第 1

次稀釈ガスは減圧器を通じて一定量を遥券売的K取

り出し，清浄空気と混和しながら接触箱内K送る。

ととでさらvc1 0 0～2 0 0 0倍K稀釈される。

二酸化硫黄は物理的吸着性から，ボンベより接触

箱までの送気中Kかえtbの程度の滅表がみられ，

蹴 櫛 内K達するガス濃度は理論的な稀釈値より

一般的tてか念り低くくなる。とのため最終的を濃

度調節は接触箱内の濃度を実演ljしつつ，第 2次稀

釈ガスの流量調宣併で注入量を微調整する方法K

ょった。との結果，接触箱内のガス濃度は 0.1 

ppm以上の濃度範囲なら砂なくとも設定した

濃度の土 20 %以内で制御するととができた。

3）ガス濃度の測定法

二酸化硫黄濃度の計測は導電率法Kよる自記分

析計（電気化学計器社製GR-2BS型〉を用いた。

また予備実験の結果，ガス濃度は接触箱内K注入

された直後Vてや』低下するととが明らかKなった。

とのためできる限り正確念実験条件を得るととを

ねらいとして次の方法を採用した。すなわち分析

用空気を供試作物業附近から採取し，分析計のイ

ンヒ．ンジャーまで最短距離（ 2m以内）でかつ 1

I／弘in以内の流速で吸引するととKより，誤差

bよび自然滅衰を最少限K止めることができた。

4）光合成その他の生理作用の測定法

光合成，呼吸能を計測するためKは，二酸化炭

素の赤外吸収特性を利用した赤外線C02分析計

（目立堀場社製EIA-1型）を用いる方法（戸苅

ら， 1956)VCよョた。葉面蒸発量の測定は接触

箱への通気出入孔部K鋭感湿度計（ヤマト科学社

製）の受感部を常設し必要K応じて得られたデ

ータから算出するとととした。

ガス接触K伴う光合成，呼吸の測定では，供試

作物の個体間差，前歴問題を回避するため，二酸

化研蹟のみを含まず，その他の実験条件を全て同

ーにした対照区を設け，それとの比較で検討する

とととした。

2. 自然光型ガス接触装置

との装置は自然光型グロースキマビネットを改

良したもので，大型の作物または大量の供試材料

を同時にガス接触する場合K用いられる。また自

然、光を利用するととろから，温度制御を適宜K行

うととKよって，ほほ自然、状態K近い条件でガス
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人工光型ヵ・ス接触装置
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接触ができる特徴をもっている。

1）装置の構造bよび性能

グロースキャビネットの大きさは床面積で2.25

mう大きさ 1.Sm(W）.×1.5m(D）×1.8 m (H), 

天井bよび 5側面は透明ガラス張りで，背面K換

気，温湿度調節のための機械室を負う。内部の換

気は床面から垂直方向K循環する。気温は 15℃ 

～3 5℃，湿度は 40%～85%の範囲で制御可

能である。との装置K対する入射光の調節Kは2

種の遮光幕が用意され，遮光能力は自然光をそれ

ぞれ 50 % ;t,~ よび 7 5 %は減少させる能力をもっ

ている。

との装置は以上のよう念規模bよび性能をもっ

たキャビネット 2個を一組として構成さ九一方

はガス接触が可能で，他方はガス注入装置が念く

対照区用キャビネットとして使用する。

2）ガス稀釈なよび注入法

二酸化硫黄の稀釈法は前出の人工光型ガス接触

装置で採られた方法と同ーの2段階稀釈法を採用

し，第 2次稀釈ガスの吐出ノズルをグロースキャ

ビネット床下の空気吹出口K設けてキャビネット

内部K拡散させた。との方法でキャビネット内部

のガス濃度の偏りは 10係以内K収まョた。

キャビネット内部のガス濃度制御能力は， 0.1 

ppm以上で，制魯脅E図は任意の濃度の士20%以

内である。

ガス濃度の測定は電導率法を用いた自記分析計

（電気化学計器社製佃ー2BS）を用いた。

第2節供試材料の一般的育成法

本実験で供試した材料は全て水稲，品種コシヒ

カリを用い，生育段階と可視障害程度との関係を

検討した。第2章， 1 ' (2）の実験を除く外は5葉

期までの幼植物が用いられた。

材料の育成法は一部の実験を除いて全て直径約

1 1 cm，表面積 10 DCJiのノイパウエルポットを

用いた土耕栽培Kよるものである。

播種密度はポット当り 22粒とし，離乳期K生

育の不良~fl国体を抜き取りポット当り 2 0個体と

した。さらvc4葉期K生育の整－~ 2 0個体カ潟I

ョたポットを厳選して供試ポットとした。

施肥Vてよる発芽不揃いがしばしば発生したので，

施肥法は基肥供与を避け， 2. 5葉期辛子よび4.0葉

期K硫酸アンモニアbよびリン酸ーカリの 5%水

溶液をそれぞれポット当］？ 5 m lずつ施用する方

法を採った。

~;t,~.，人工7't型ガス接触装置なよび自然光型ガ

ス接触装置の外観は写真で示した。

7 
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第2章可視障害の特徴と発現機作

二酸化硫黄による農作物の障害は急性障害，慢

性障害，生理障害K分類される場合（ THOMAS,

1 9 5 8 , TRESHOW, 1 9 7 0 ）と，可視障害，不

可視障害K分類される場合（ McCUNE et al, 

196 7)がある。前者は障害の発生経過または障

害機作を中心にした分類であり，後者は障害の外

観形状Kよる分類である。

可視障害は二酸化硫黄Kよョて農作物体の組織

または器官の一信仰2壊死または変形し，形態上の

異常を生じる場合を指す。一方，不可視障害は肉

眼では形態上の変化，異常が識別出来左い嘩害を

指し，主として生理代謝機能の盟害または境乱が

とれK含まれる。

二酸化硫黄Kよる可視障害の組織学的な観察は古

く（ W IELER , 1 9 0 5 ) から行なわれていた。

その後， KATZet al ( 1 9 3 9) , SOLBERG and 

ADAMS ( 1 9 5 6 ) KよってさらK詳細K観察さ

れ，障害は柵状組織で起るととを見つけている。

一方可視障害の発現機作についてはDORRIES

(1932), THOMAS etal(1944) Kよって検

討されB 棄の組織内が酸性化して葉緑素が破かい

されるものであるとした。しかし可視障害の発現

機作Kついては未だに推定の域を出走い（TRE-

SHOW, 197 0 ）。

著者は本実験の過程で可視障害の発現Kは光が

不可欠であるととを見つけた。 ζのととから，本

章では可視障害K着呂し，とくに葉身部に生ずる

壊死症状の組織学的念特徴と斑点の発現機作Kつ

いて検討しようとするものである。

第 1節材料なよび方法

供試材料はノイパウエルポットを用いた土耕裁

培法で育成した 5葉期の水稲幼植物を主として用

いた。供試ポット数はそれぞれの処理区毎に5ポ

ットである。また本章 1' 2）で行念った生育時

期別の影響を知る実験では，生育段階を苗代期

( 5葉期），分げつ期（？業期） , :.J;,~ よび出穏期

( 1 3棄期）とした。 ζれら生理段階を異Vてする

7J<稲K対してガス処理時の条件を向－~てするため，

計画された処理日 Kそれらの供試材料が同時K得

られるよう播種目をあらかじめ配慮して育成した。

実験は 19 7 4年7月25日から同月 31日まで

K実施した。

二酸化硫黄の接触処理は主として自然光型ガス

接触装置を用い，処理時聞はKATZ(1949）の

結果に従って，いずれも晴天日の日中，午前 10 

5寺から午後2時までの範囲内で，それぞれの時限

内でガス接触を行左った。また 2, 1),3) の

実験は人工光型ガス接触装置を用いた。ガス接触

持$＞よびその前後の気温は 30℃ K維持し，湿度

は50 %～ 7 0 %の路囲であった。

処理した二酸化硫黄の濃度なよび接触時聞は本

章 1,1),2）$＞よび 3）では2ppm, 5 ppm, 

1 Oppm$＞よび 20ppmでいずれも 2時間接触と

した。また同 T，めなよび 2, 1), 2) Kつい

てはそれぞれ実験結果の中K記載した。

可視障害の進行経過の観察は接触後 72時間ま

での範囲で行まい，障害程度は観察終了時の障害

度で判定した。

障害程度の判定は，可視障害がはとんr葉身部

に集中するととから，判定対象を葉身K限定した。

痘害程度は壊死面積の比率を目測で評価し，全葉

面積K対し；壊死部が 50 %以上を占めるものを

「激甚J，同 30 %以上50係未満を「甚J，同

1 0 %以上30 %未満を「中J' 1 0 %以下を

「軽J，また面積比が呂算できない微量の障害は

「徴」とした。

第 2節結果

1. 可視障害の発現鶴屋bよび障害部の組織学
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的特徴

。可視障害の発現経過bよび症状

二酸化硫黄の接触Kよョて生ずる症状は白斑型

の症状と褐斑裂の症状K分類でき，それぞれ症状

の発現はなよそ次のよう左経過をたどョた。

白斑症状は，はじめK葉身中央部附近を中心K

不定形の灰緑色K変色した紋様が浮き出し，さら

K経時的K斑紋の輪かくが明りょう K念ると共に

黄色味を増して黄灰緑色と左った。とれまでの所

要時聞は二酸化硫黄濃度の高低Kよってや L遅速

がある科接触開始後4～5時間である。変色部

はその後， 1～2日を経て次第に緑色を失うとと

もK脱水して白斑と左った。（写真板 1) 

褐変症状は，白斑Kみられた不定形灰緑斑紋と

は別K暗緑色水浸状の徴細斑が現われ， 2～5日

を経て暗褐色から茶褐色Kなった。また前駆症状

である暗緑色水浸状の発現が不明りょうのまま接

触後2～5日を経て褐斑の発現する ζとがある。

一般的K褐斑の発現は白斑の場合より，や込多〈

の時間を必要とし，症状の進行も緩かであった。

（写真必2) 

ζれらの症状の障害程度は二酸化硫黄θ濃度K

正比例するが，症状の進行速度Kはガス濃度や障

害程度Kよる差異は認められなかった。しかしガ

ス接触時またはその直後K弱光下K置くと症状の

進行はやや緩かと念 b，暗黒下K置くときわめて

緩慢に経過するととが観察された。

斑点の形，大きさは障害の程度によって区えで

あるが，白斑症状の場合は径 2～5卿の長円形K

念るか，幅 1～2捌，長さ 1on以上の比較的大

型の棒状型V亡なり易かった。褐色斑は径 1＝前後

またはそれ以下の徴細念点斑が多〈，障害程度が

激甚K左るととれが集合し，葉脈K沿って並んだ

すじ状K左った。

1.t :Jo~，接触実験では両タイプの発現上俸は白斑

型が明らか［モ大で，その関係には生育段階Kよる

違いは認められ念かった。

2）可視障害の発現部位念らびK生育段階

と障害程度との関係

二酸化硫黄Kよって生じた白斑または褐斑は水稲

稲の生育段階や障害程度の相違Kかかわらずほと

んど葉身部tてのみ発現した。しかし例外的vc20ppm 

の濃度で交盟した場合，幼苗水稲は葉鞘部に出穏

期水稲は開花直後の頴花K白斑型の壊死斑が現われ

た。すなわら二酸化研虞Kよる可視障害は通常葉

身部K現われるが，ガス濃度を著しく高めた場合，

葉鞘b よび頴花K現われるととが確認された。ただ

し禁輸K対する障害は分げつ期以後の水稲Kは発現

せず，また頴花の障害も開花直後のものを除いては

現われなかった。

葉身に生じた可視障害の程度には葉位間相互Kか

なD顕著1.t差異が認められ，二酸化硫黄感受性は葉

の生育段階と密接ま関係をもつことが推察された。

すなわち，水稲がいか念る生育段階でガス接触処理

された場合でも葉身の障害程度は最上位の完全展

開棄またはその下位の葉で最も甚しく，不完全展開

葉bよび老化した下位棄は前者十亡くらべて著るしく

軽微な程度の障害K止まっていた。

以上の結果，水稲K対する可視障害は，他の多〈

種類の高等植物と同様に葉身部に症状が現われ易

い（ JACOBSON and HILL, 1970，大気汚染研

究全国協議会第7小委員会， 1 9 7 3）。 しかし葉翰，

穂，稗は業身K比較して二酸化硫黄K対する感受性

はきわめて低いものと判断された。また葉位聞にも

感受性に差異が認めら九最上完全展開棄が二酸化

硫黄に対して敏感であった。

生育段階別vc:Jo~ける二酸化硫黄感受性は第 1 表K

示すとなりである。

第 1表二酸化硫黄による障害程度と生育時期

生育段階
二酸化硫黄濃度（ ppm)

2 5 1 0 20 

苗代期 十ト 十1十 十持十 制十

分げつ期 ± ＋十 4十～＋十十 4十｝～甘｜十
出穏期 十 * 態害度基準：ー念し士枇＋車£.-it中，寸十畠叶廿激甚
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す念わち，生育時期別感受性は幼苗期K最も敏

感で，生育段階が進むK従って次第に低下する。

念な可視障害が最も著るしい状態K達した場合，

着生している業身はほとんど枯死した杭数日後

K新棄が展開して再び生育は進行した。

3）可視障害の組識学的特徴

本章 1)$~よび 2 ）の実験結果から，二酸化硫

黄Kよって生じた葉身部の可視障害はガス濃度，

生育段階bよび葉位にかかわり念〈同質の組織障

害であると判断された。 ζのζ とから組織観察を

進めるK当って，観察作業の比較的容易念苗代期

水稲の第 4本葉を用いて以下の実験を行左った。

また組織切片は光学顕微鏡を用いて障害部を生体

のまま，またはサフラニン・ライトグリーン二重

染色処理（亘理， 1957 ）をして観察した。

肉眼では比較的輪かくの明りょう念白斑なよび

褐斑も拡大して観察すると斑点部と正常念緑色部

との境界は漸変し，とくK白斑の周辺の境界都K

は淡褐色の縞状模様がしばしば認められた。褐斑

は斑点Kよョて褐色程度K濃淡はあるが，斑点境

界部は漸変して緑色部と接していた。（写真 3'

4 ) 

障害葉の横断切片Kついて検鏡観察すると，白

斑の場合はその初期徴候発現時Kは原形質が分離

したのではないかと思われる現象が認められ（写

真必 5）徴候発達の完了時Kは葉肉組織の内容物

は消滅し，脱水，収縮していた（写真~ 6）。と

れK対い褐斑の場合は葉肉組織全体の崩擦は認

められずまた細胞内容物も消失するとと念〈，一

部の葉肉細胞が T個または数個まとまョて事膝し

ていた（写真必7）。透過光Kよる観察で斑点境

界部がや L不鮮明K見えた理由は，壊死した葉肉

細胞が表皮層を介して観察した結果であると考え

られた。

まとめ

水稲K対する二酸化硫黄の可視障害は外観上の

特徴から白斑と褐斑K分類された。白斑はガス接

触後 1～2日までの聞に発現するが，褐斑の発現

はそれ以上の日時を要した。 ζれらの可視障害は

ほとんど葉身は発現するが，障害の程度がきわめ

て激甚念場合Kは葉鞘K現われるとともあョた。

二酸化硫黄K対する感受性は水稲の生育段階で

差異が認められ，苗代期K最も敏感Kなり，成熟

期Kは感受性は低下した。また可視樟警の発現程

度は葉位で異なり，最も障害を受け易い葉位回生

育段階を問わず常Kガス接触時の最上完全展開業

かその直下の葉位であった。

白斑bよび褐斑のいずれの障害も組織学的Kは

葉肉細胞の壊死Kよるものであョた。白斑は薬肉

細胞の内容が消失！＿，，脱水収縮していた。 ζれK

対して褐斑は細胞質が褐色Kなって壊死していた。

2. 可視障害の発現機作と光の関係

二酸化硫黄Kよる可視障害は光の存在下でより

強く発現するととはか友 b古くから知られていた

事実である（ WELLS，げ 17, SETTERSTROM 

and zn品目RMAN , 1 9 3 9 , KATZ , 1 9 4 9 ）。

また本章 1' 1）の観察結果V'L$~いても可視障害

の発現K光が関与する ζ とが認められている。 ζ

の現象は可視障害発現機構を解明する上で重要な

示唆を与えるかも知れ左いと考え，二酸化硫黄接

触時または直後V'[$~ける光照射条件と障害発現と

の関係について検討を加えた。

1 ）可視障害発現K及ぼす処理時の光の影響

との実験では照度を異Kする条件下で二酸化硫

黄媛触を行左い，可視障害発現K及ぼす光の影響

を検討した。

供試材料V'L5葉期7朗自を用い，照度を 0, 5, 

1 0なよび 5O Klx K制御して 10ppm の濃

度で60分間の蹴虫処理を行念った。処理後とれ

らの水稲は直ちK自然光型グロースキャビネット

K保存し，その2日後K障害症状が固定されたと

とろで障害程度を観察した。

それらの結果を表記すると第2表のとなりであ

った。
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宝手責必， 3

白斑部の拡大

写真.%.4 

褐斑部の拡大
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写真－%.5 

白斑の前駆症状である

水浸状斑の発現直後の

横断切片写真

業肉細胞の崩壊がはじ

まっている。

写真－%.6 

白斑部の横断切片写真
サフラニン ・ライトグ

リーン二重染色Kよる
赤色部が嬢死組織，青
色部が正常組織

写真－%.7 

褐斑部の横断切片写真
中央部bよび左側部分
の濃褐色部がとく K箸

るしい症状を呈 してい

た。

13 
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第2表二酸北硫黄接触時の照度と障害程度

照度（Klx) o 5 10 50 

障害度 士件特～＋＋十什十

障害度基準は第 T表K同じ

すなわち，二酸化研演の濃度bよび接触時聞か

らみた反盟条件は一般的K可視障害を発現させる

K十分念条件であった。しかし処理条件K応じた

反応を葉身上K呈した処理区は 50 Ki x区のみ

で，滅光するK従って障害程度は軽減し，暗黒条

件ではほとんど可視麓害の発現は認められ念かっ

た。

2）二酸化硫黄接触後の明暗死因と葉緑素含

量の消長

可視障害の発達，進行と光の隠係を知るために，

障害の発現し易い条件下でガス接触処理を行左い，

直ちK二分してそれぞれ明，暗条件下K移行させ

て障害の発達経過を観察した。 ζの場合，ガス接

触中に発現する可視燈害を可能な限り抑えるため，

ガス濃度を高めてガス接触時間を短時間V亡するよ

う配慮した。具体的左条件は濃度 16 ppm，接

触時間 45分間とし，ガス接触処理Kは自然光型

ガス接触装置を用いた。ガス処理中の照度は 80 

Kl x であった。

供試材料はノイパウエルポタトに育生された 5

葉期の水稲を用いた。処理鉢数は20個で処理後

直ちに無作為K二分し，一群を換気性のある暗箱

K入れ，他の一群はそのままの状態で，いずれも

自然、光型グロースキャピネット内K移した。前者

を暗処理区，後者を現処理区とした。

障害程度は葉中残存葉緑素量Kよって表わすζ

ととし，明暗処理区水稲体のうち障害徴候の最も

顕著念最上位展開業をとれに供した。試料の採取

は接触終了直後，同 5時間後，同 24時間後，同

4 8時間後の4回各鉢から 4～5枚ずつ合計 45 

枚の該当棄を採取し供試した。

葉緑素の定量は 85係アセトンで磨砕弛出後，

エテルエーテルK移し， 6 6 2 nm 6 42 nmの波

長域の吸光度から算出する方法（村山谷田沢，

1 9 5 7 ）によった。

ガス接触の結果，障害程度は「激甚JK相当す

る程度の障害を与えるととができ，ガス接触終了

直後K，すでKか左り灰緑色を呈した白斑の前駆

症状が現われていた。これらの水稲葉の葉緑素量

は第3表に示すとな担である。

第 5表二酸化硫黄接触後の明暗交曜と葉緑素量

の消長（葉緑素：呼V?F.W.) 

処理ち時 24時 48時
処 理 前 直 後 間 後 間 後 間 後

暗処理区白0 251 251 2.38 224 

明処理区 3.30 2.18 1.19 0.6 6 0.40 

この結果，二酸化硫黄接触Kよョて可視的左障

害が現われた段階で葉緑素の破壊はすでK開始さ

れているととが明らかとなった。しかし，同時K

陪処理区の結果から，可視障害の進行し始めた試

料についても光遮断するととKよって葉緑素の分

解を一時的K停止させ，少念くとも 48時間の範

囲内で，葉緑素の分解をきわめて僅少K止めると

とができた。 ζれに対し，自然光下K置いた明処

理区はその後白斑が葉身全面K発現し， ζれK平

行して葉緑素の減少が急速K進行した。

また葉緑素OOJ定後の培処理区水稲を明所K配置

したと ζろ， きわめて短時間で白斑症状の発現が

再調され暗処理は単K葉緑素破壊を一時的K抑止

している要件にすぎない ζとを確認した。

3）葉の表裏にかける障害発生と光の関係

可視樟警は業の向軸面側（表側）により多〈現

われるζ とか本章九 1 ）の結果で観察されてい

た。との現象は可視障害の発現が棄の組織構造ま

たは組織に表裏Kよる機能の違いがある ζ と（星

JI!. 1975)(te支配されるか，光照射条件の差に

よるか，す左わち障害の発現が内的要因Kよるか

外的要因K支配されるかの手がかりを示唆してい

ると考え，以下の実験を試みた。

供試材料はノイバウエノレポットで育成した。 5
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写実.%： 8 

向軸面側（表側〉から
光照射してカeス接触し

た場合の症状，向軸面

側の葉肉組織が主とし

て壊死（赤色K染色）

している。

写真.%： 9 

背軸面側（裏側）から

光照射してガス接触し

た場合の症状，背軸面

側の葉肉組織が主とし

て壊死（赤色に染色）

している。

写真板 10 

二酸化硫黄Kよる葉肉

部の壊死（赤色K染色）

が気孔の近傍から内部

K向って拡大している。

15 
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業期水稲を用いた。葉身部に対するガス接触の方

法は同ーのポヲト K播種された 20個体を無作為

K二分し，その一群 10値体の最上位完全展開葉

（第4本業）を向軸面倶tk直射光が当るよう (ILJ 

他の一群は同様K背軸面側（裏側） (IL直射光が当

るよう Kセロハンテ巴プで匿定した。前者を向軸

面照射区，後者を背軸面照射区とした。

二酸化硫黄の接触は屋内人工光型ガス接触装置

を用い， 7. 5 ppmの濃度で90分間，照度5OKI x 

気温 30℃で処理した。

障害組織の観察は障害の初期段階で組織細胞の

死活を判定するためにサフラニン・ライトグリー

ン二重染色法（亘理， 1 9 5 7 ）を用いた。また予

備実験の結果，障害発現後の症状の進行がかなり

急速であるため，材料は肉眼で白斑前駆症状の発

現が確認された葉から随時採集し，観察K供した。

との結果，向軸面照射区は向軸側表皮に接した

葉肉細胞から，また背軸面照射区は背軸側表皮K

接した葉肉細胞から壊死がはじまった（写真＂＇ 8.

9 ）。とりわけ向軸面照射区では壊死現象は向軸

面の気孔K接した棄肉細胞から遠心的K拡大して

いるととが認められた（写真必 10 ）。これに対

し向軸面照射，背軸面照射いずれの場合も，直射

光の照射され念い反対側からの壊死現象は認めら

れ左かった。しかしガス接触時間を延長させて壊

死現象を過度K進行させた場合はF 壊死部は葉肉

組織を貫通して反対側の表皮にまで達し，白斑は

棄の表裏から認められる症状と念った。

まとめ

可視障害の程度Kはガス接触時の照度Kよって

か左り著るしい差異が認められ，障害程度は光強

度にほぼ比例して増大した。そして暗黒条件での

ガス接触では可視障害の発現が認められなかった。

ガス接触終了以後の光の有無も可視障害の進行

K影響を及ぼす。ガス接触後明所vci.'-かれた場合

は 1～2日以内K白斑または褐斑Kまで進行し，

障害葉の葉緑素含量は急減した。しかし暗所K置

くと障害部はガス接触直後の水浸状症状から変化

せず，葉緑素の分解もその進行が抑制された。

葉組織内での可視障害の発達は葉の表裏Kは無

関係であって，細胞の壊死はガス接触時K直射光

の照、射された面から始まるととが纏められた。ま

た組織の壊死は呼吸腔K援した葉肉細胞で最も甚

しかった。

第 3節考察

二酸化硫黄Kよる植物葉の可視障害K白斑と褐

斑の 2種類ある ζとはすでK米丸（ 1927)，斉上

( 1 960），谷山（ 1972），大気汚染研究全国協

議会第7小委員会（ 1973)(1(よョて報告されて

いるが，その発生の条件と機作Kついてはほとん

ど知られてい左かった。

本研究では先ず斑点を伴う可視障害の発現葉位

は生育段階の如何を問わず，ガス接触時の最上完

全展開業かその直下の葉位で最も顕著K左り，ガ

ス感受性葉位はいわゆる吹活動中心薬治（田中，

1 9 5 8）に相当するととが明らかKされた。 ζの

ζ とから二酸化硫黄障害は棄の ageと深い関係を

もち，葉令はガスの侵入量または侵入した有害物

K対する植物の耐性と重要念関連があるととが明

らかK左った。

二酸化硫黄Kよる可視障害の特徴は，次の 5点

tて要約される。（1）白斑と褐斑の 2種が併存すると

と，（2）荷者の発生鶴屋から白斑は急性症状であり，

後者は亙急性症状であるとと，（3）ζれらの斑点の

発現は通常葉身全面K及び，業身の一部のみ偏在

するととは少念い。とれを二酸化硫黄と同様のガ

ス状大気汚染物として知られているフッ化水素な

よびオゾン障害と比較検討すると次のよう左相違

が見られる。

水稲のフッ化水素障害は白斑タイプが一般的で，

事観タイプの報告側はなし白斑の発現位置は葉

身先端か周辺部K集中する〈山添， 1962，宮崎

ら， ？？る？，松照ら 197 2 ）。さらに亜急、性また

は慢性症状として葉身のクロロシス現象が知られ

ている（山添， 1962，松岡ら， 1972）。
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一方，オゾンKよる水稲障害は主として微細左

褐斑K限られ，障害程度が激甚念場合でも褐斑が

連結大型化するものの白斑タイプK左るととはほ

とんど左い。また褐斑の発現位置はj:,~:Jo~むね葉身

全面K及び，斑点の発現位置bよび葉位は二酸化

硫黄Kよる障害のそれと類似している。

SOLBERG and ADAMS ( 195 6) Kよれば

フッ化水素と二酸化硫黄による組織障害の初期徴

候は区別し難いとしている。しかし障害の形状な

よび発現経過を総合的K判断すると，フッ化水素

障害は二酸化硫黄Kよるそれと障害徴候の特徴は

明らかK異なる。またオゾンtてよる障害も松岡ら

(1975），中村ら（ 1975）の報告する障害組織

の形状bよび障害の発生機序から，二酸化硫黄障

害のそれとは明らかK別種の機作Kよるものと判

断せざるを得ない。

しかし二酸化硫黄Kよる可視障害の発現機作K

ついては現在K至るまで推論（THOMAS and 

HENDRICKS, 195 6, TRESHOW, 197 0 ）の

域を出てい念い。本実験の結果から ζの点K関し

て次のよう K考察した。

すなわち，本章 2, 1),2）がよび 3）の結果

から，二酸化硫黄の可視障害形成過程で光は不可

欠でかつ影響力の大きい因子である ζとが明らか

であり，そとでは光は二つの役割をもつものと考

えられた。第 1は光の強弱が原形質分離の程度を

左右する ζ と，第 2は強い光の下で原形質分離が

起ョてもさらK光の存在がなければ原形質分離細

胞の白斑化Kは至らないととである。強光下のガ

ス接触で白斑の前駆症状である原形質分離または

葉肉組織の崩壊はか念り急速K進行する。しかし

この段階では葉緑素の分解消失はきわめて少量で

あった。同様の現象は松島ら（ 1977）は葉緑体

の電子顕微鏡Kよる観察結果から得ているが，葉

緑素の分解，白斑の形成KはさらK光の存在を必

要とするととが本実験Vてよって明らかKされた。

葉緑素の分解要因bよびその機作Kついてはか

念bの知見（清水， 19 7 1 ）があり，その一つに

葉緑素・たん白複合体のたん白部分の変質と葉緑

素分解の促進の関係が明らかにされている（Ho-

t ta et a I, 1 9 6 8 ）。との ζ とと本研院の結

果沙諸ら二酸化硫黄Kよる白斑形成を次のよう K推

論したu

すなわち二酸化硫黄の葉内摂取は葉汁液の酸性

化を招き（THOMAS-et al, 1944），酸性化し

た細胞質内の葉緑体のたん白が変質，分解する。

次いでたん白部分の崩壊した葉緑素たん白複合体

K光が照射されて葉緑素の分解が起るのであろう。

亜急性障害の場合，葉緑体はゆるやか左変質経

過をたどる。すなわち葉緑素はポリフェノール酸

化酵素の酸化で生成されたキノンKよる褐色色素

の形成K進み，褐斑の形成K至る。 ζの過程は馬

場，田島（ 1961）による水稲赤枯病斑の色素形

成と同種の経過をたどるものと考えられる。谷山

(1972）は褐斑様の症状を硫酸ミスト Kよると

判定している。しかし本実験で検鏡観察の結果，

褐色色素が形成されている葉肉細胞の細胞膜や，

褐斑の現れた部分の表皮細胞には外部から加えら

れた損傷がみられなかった。もし褐斑が硫酸ミス

トKよる壊死症状であるとすれば， ミストの附着

した表皮組織の撞害が最も著るししそれより遠

心的K障害の程度は弱まるはずである。しかし念

がら本実験の観察結果では事蹴の多くは葉肉細胞

内の着色Kよるもので，褐変した壊死症状が表皮

から内部K向って進行した形跡、は認められ左かョ

た。 ζのζとから谷山（ 1972）の指摘した原

因Kよるもの以外でも褐斑は生ずるものと判断さ

れた。
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第 3章 二酸化硫黄による光合成阻害の特徴とその機作について

二酸化硫黄Kよる光合成阻害現象Kは光合成器

官K対する可視障害の影響のほか，可視障害を伴

念わ左い状態Kなける光合成阻害作用のあるとと

がすでK明らかKされている。す左わちTHOMAS

and HILL( 193 7 ), SETTER.STROM et al 

( 1 9 3 8 ), KATZ et al ( 1 9 3 9 ), KATZ 

(1949），谷山「 1972）谷山ら（ 1972）であ

る。とれがいわゆる「二酸化硫黄Kよる不可視障

害説Jの根拠K念るもので，同説は古くから論争

の対象と左り今日K至っている。不可視障害が農

作物K対して実質的K発育・生長を阻害するか否

かは農業上の関心事であると同時ιそれを追求

するととによョて二酸化硫黄Kよる障害の限界闇

値濃度を明らかKするととK結びつく課題でもあ

る。

二酸化硫黄Kよる農作物の光合成祖害Kついて

は， ζれまでVLTHOMAS and HILL( 19 3 7), 

SETTERSTROM et al(1938).KATZ et 

al( 1939）によって比較的高い濃度から 1PJIII 

以下の低濃度の範囲で，アルフ 7Jレファ，コムギ，

オオムギを用いて実験が行をわれてきた。また水

稲Kついては谷山（ 1972）が検討を加えている。

しかし左がらとの実験は比較的高い濃度で処理さ

れたものであった。

一方二酸化硫黄Kよる光合成の阻害機作K関し

ては，体内で二酸化硫黄から2次的K生成される

と考えられている物質でグリコール酸経路の酵素

のはたらきが阻害されるととを指摘（ZELITCH,

1 9 5 6, ASADA and KASAI , 19 61 ）して以

来検討が重ねら九現在ではASADAet al 

( 1 9 6 5 ), ZIEGLER( 1 9 7 2 ), S主LVIUS et 

al(1975)VLよって光リン酸化反応辛子よびRu

DPカルポキシラーゼ活性の阻害が確められてき

ている。

本章では二酸化研d衰の濃度を 1ppm前後K設

定して可視障害を伴わ左い状態K辛子ける光合成阻

害の特徴を明らかKした。また同時Kそのような

条件VL！？いて得られた諸現象をもとK匝害機作を

検討した。

第 1節材料会よび方法

供試材料はノイパエルポットで育生した5業期

の水稲を用いた。

ガス接触会よび光合成速度の測定Kは人工先週

ガス接触装置を用いた。ガス接触時bよび光合成

測定時の条件はとく K限定しない限り照度 50 

Kl x ，気温 30℃（YAMADA et a I 1 9 55 , 

村田， 1 9 5 9.村田 19 6 1 ）である。

との実験K記載された二酸化硫黄濃度の瞬時値

は自動測定計で測定された電導度値の変化を2分

間毎K正確K読みとり，その変化から濃度を算出

した。すなわちととでいう猿度は2分間の平均護

度であり，それを図示したbのbのの時刻(!Li;サ7

る瞬時値をみ念した。

本章3, 1）の実験 bよび 4の実験で測定され

た葉面蒸散量は接触箱の通気孔入口の相対湿度の

差と通気量の積から求めた（村田， 1961）。算

出法は通気孔出入口の気温（ T）念よび相対湿度

(V）から絶対湿度（ dv.）を求める方法で＇ ( 1）式

なよび（2）式Kよって算出し，さらK水面蒸発量を

除いたものを葉商蒸発量とした。

e =ew・ 

ew. 

__y__ …............…・・ (1) 
1 0 0 

飽和蒸気圧は気象常用表Kよって

求めた。

dv=217一ξ.........

気温bよび相対湿度の測定は電気抵抗式感温体，

同感湿体を使用した鋭感湿度計（ヤマト科学KK
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製）を各接触箱の通気出入口K設定し，必要に応

じて温湿度を検出した。ポット水面からの蒸発量

測定は水稲を横付けていない同一規格のポットを

接触箱K配置し実験条件と同ーの測定条件で得

られた蒸発量を水面蒸発量とした。

また 4の実験で処理したグリオキザル重亜硫酸

ナトリウムは経根的に吸収させる必要上， との実

験K限って供試した水稲は水耕法で育成した。離

乳期まで土耕した後，抜きとり，直径 1O cm，厚

さ 1cmのウレタンスポンジに土耕法と同一密度で

定植し， 5葉期までノイパクエルポットで水耕裁

培した。水耕液は木村氏B液を用いた。

第 2節結果

1. 二酸化硫黄Kよる光合成阻害と可視障害と

の関係

二酸化硫黄Kよる光合成阻害現象を究明するK

当ョて，はじめK可視障害を伴わない状態~：%，~け

る光合成阻害と，可視障害を伴った状態~$~ける

それとの相違点と両者の特徴を知る必要があると

考え次の実験を試みた。す念わち二酸化硫黄Kよ

って顕著な可視障害を現わした水稲と，可視障害

の現われ念い程度K二酸化硫黄の影響を受けた水

稲の二者を作払両者の光合成速度の変化辛子よび

その時間的推移を対比した。

二酸化硫黄の接触条件は晴見障害を発現させる

濃度条件として 1Dppm，また可視障害を生じな

100. .－一一一一ー亡r-－一一一一一一一一一ーーー－＜：＞・
p 

？ 

速 60•j l 

光

合 80

成

ハU
n

U

A
u
a

の
4

度

比

例

い濃度条件として 1ppm,それぞれの櫛虫時間を

1時間とした。前者を高濃度区，後者を低濃度区

としTこ。

二酸化硫黄の接触Kよって高濃度区の水稲は障

害度「甚JK相当する程度の明見障害が発現し，

接触処理後， 2日目で白斑発現程度は最大と念っ

た。一方低濃度区水稲Kは外観上何らの異常症伏

も認められ左かョた。

ζれらのオ婿Kついて二酸化硫黄接触後から経

時的K光合成速度を測定した結果は第 5図K示す

と辛子りであった。

す~わら低濃度区の光合成速度は接触時には

処理前の約 60 q6程度K減衰していたが接触処理

終了直後から急速K回復しはじめ，約 2時間後K

はほ Y正常K復した。

とれK対し，高濃度区のそれは接触時Kはみか

けの光合成はほぼ停止した状態を示したが二酸化

研直の排除と共K漸次回復K向った。しかしその

回復速度はガス除去直後は低濃度区のそれと同様

K早いが，後~は次第~ゆるやかK左り，接触処

理前の光合成速度K達するためには 5日間を要し

た。そしてその時KはすでKかなりの新葉の展開

が認められていた。

一方，高濃度区と同一条件で二酸化研直を接触

した別の水稲供試体を用いて，業中の葉緑素含有

量の経時変化を追跡した。 ζの結果は第6図K示

すとなりで，接触反田終了後から漸次葉緑素の滅

少が見られ処理後5日目でほ

ぼ最低値を示した。減少した

葉緑素は二酸化硫黄の接触K

よって失なわれたもので，減

少率は交盟前の約 40%~相

当した。他方光合成はとの間

←一一→ 可視障害のをい場合

ι一一一・ 可視障害の甚しい場合

。
120 

~ 8 0 %以上K回復している。

以上のようK高濃度区のポ

ツト当り光合成速度の推移

（第 6図）と葉中葉緑素含量

の変化（第6図）とは一見矛

0 24 72 

ガス除去後の時間 (hr) 

第 5図 so 2 ~よる晴見障害の有無と光合成の回復状況

注）光合成速度比はガス接触前の光合成速度を 100
とする。
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お川
也え ト一一－ポット当b光合成速度
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so，接触後の時局（hr)

72 

第 6図 ガス接触後の光合成速度会よび葉身中葉緑素
含有率の消長

盾ずる傾向を示している。

さて高濃度処理区の光合成速度も第5図では5

日後Vt:9 7仇 第6図では5日後0:82'1'まで，

それぞれ回復している。しかしとれは新葉の展開

Kよる回復分が含まれている。そとで後述の乾物

生産K対する影響の試験結果〈第 19表）から 5

葉期前後の水稲の全葉面積増加率を推定すると，

1日当り約4_5 %という値が得られる。 ζの値を

もとKして計算すると，新薬展開Kよる光合成の

回復分は5日で 22. 5 %. 5日で 13. 5 %と左る。

100 

内

J

q

J

h

u

n

U

割

引

4

2

光
合
成
速
度
比
倣

他方第5図から短時間の可逆的左光合成

回復分は低漫度反田区で約5時間後0:99

ー55=44%，高楼度処理区で 55-3=

52%程度と推定される（第7図）。

そして後者。場合，第7図K示すよう K

短時間の回復と新葉展開Kよる回復を除

いた長時間の回復分は97-22.5-55=

1虫5%，すなわち約 20 %となる。従っ

て新棄の展開が~かョたとした場合の回

復不能分は 10 0 -5 5 -2 0=2 5 %と念る。

同様左計算を第 6図の実験Kついても行

念い，原因別阻害を分けてみると第4表

のよろ宏結果が得られる。

第4表 S020:よる光合成阻害の構成原因と
国害率倒

短時間 長時間
回復不

全阻害（ト6hr) （シ--S~ay）能な匝
で回復 で回優 堕

する阻害 する阻害 官

民
dk

d
 

）

※

制

度
※
度
I
度

E

濃
理
濃
理
濃
理

低
処
高
処
高
処

44 。44 。
97 52 20 25 

1 0 1 4 3 1 

52%(A) 

。一一一0 5 

ー－み治判ょのえ合戒回第油絵

←－..o.新薬の欄のない場合の光合成回復曲線（推定lJ%
24 72 120 

SO；労旦徐去後の経過時伺（ hr)

25%(C) 

ーJJ－－－－－一一-t20%(B) 

第 7図 S02Kよる光合成阻害の原因別回復の推移と構成比

但し：ω一期g，可逆的阻害

団長時間で回復する匝害。回復不能左阻害

注）光合成速度比はガス接触前の光合成速度を 10 0 

とする。

※：第 5図から算出

※※：第6図から算出

以上のととから可視障害

の念い低濃度処理の場合は

国害の全部カ顎時間で回復

する可逆的阻害から成るが，

可視障害を伴う高濃度処理

の場合は短時間で回復する

可逆的阻害と，長時間で回

復する血害と，さらK回復

不能な阻害との三つの部分

から成るものと結論される。

まとめ

可視障害の念い程度K二

酸化硫黄の接触を受けた場
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合は，ガスの除去とともK阻害されていた光合成

能は急速K回復した。しかし可視障害が生じた場

合の回復は初めは急速であるがその後の回復はき

わめてゆるやかであり， 82 %までの光合成能の

回復Kは72時間以上を要した。他方ζの間K可

視障害は進行い葉中の葉緑素含量は滞誠し続け

た。

以上の結果，次のよう念鮪命づけられる。すな

わち，二酸化硫黄Kよる光合成阻害は二酸化研品

接触時K起る一時的，可逆的阻害と，ある程度時

間をかけて徐々に回復する阻害と，光合成器官の

破猿Kよって生ずる回復不能念阻害との5種類か

ら成る。不可視的念障害の場合Kは，第 1のもの

のみからなるが，可視的な障害K達する場合Kは，

5者が同時K併存して光合成能を低下させている。

2. 二酸化硫黄Kよる光合成阻害の特徴

可視的障害を伴わ念い場合の二酸化硫黄Kよる

光合成阻害は本章1の結果から，大気中K二酸化

硫黄の存在する時は光合成の阻害が認められるや

大気中から排除されると同時に光合成は急速に回

復する ζ とが明らかK左ョた。 ζの現象は光合成

反応、治状気中の二酸化硫黄Kよってきわめて鋭敏

K影響される ζとを示唆している。

さらK二酸化研讃Kよる光合成匝害の特徴を詳

細K究明するためK，大気中の二酸化硫黄濃度の

連続的ま変動，定濃度保持，または聞けつ的な接

12・1 
I 6() 

SU, l、M
1.01ノし

潰｜合50

｜成
Olli阻40

度｜害

~ 061率30

哩n i倒

0.11 20 

0.21 I 0 

UI 0 

JO 20 30 40: 

時 H自（ min ) 

第8図 S02濃度と光合成速度の変化との関係

ーガス濃度を連続的K変動させた場合ー

触まどの条件を与え，それぞれの条件 (tL:j;~ける光

合成速度の変化を測定する実験を試みた。

1）二酸化硫黄の連続濃度変動を光合成速度

との対応

接触箱内の二酸化硫黄濃度を連続的K変化させ

ながらそれに伴う光合成速度の変化を追跡し，ガ

ス濃度と光合成速度との関係について検討した。

二酸化硫貨の接触bよび光合成速度の測定法は

次のとbりである。最初K接触箱内へ清浄念空気

を流入させ，正常状態の光合成速度を測定するα

ひき続いて一定濃度の二酸化硫黄を定量的K注入

し，接触箱内のガス濃度が上昇し，一定濃度K達

したと ζろで，ガスの注入を停止する。 ζの方法

で接触箱内の濃度なよび光合成速度は 2分間隔で

測定した。

光合成速度の低下いいかえれば光合成の匝害は，

第8図K示すとなり，二酸化硫黄注入直後から認

められ，接触箱内部の濃度上昇とともK光合成速

度は一層低下する。さらK二酸化硫黄濃度が最高

値K達した直後少なくとも 2分以内K光合成速度

も最小値を示し，二酸化硫黄注入停止後ガス濃度

の滅衰と共K直ちK光合成速度の増大，すなわち

光合成阻害反応の回復が認められたむ

以上の結果から，二酸化硫黄は光合成反応K対

して瞬時的K影響力を及ぼす害作用を有するとと，

阻害は可逆的である ζと，二酸化硫黄の潤変が阻

害の程度（阻害率）を左右し，ガス濃

度と光合成速度との関係を求めると

最大濃度＝ 1.2 D ppmのとき

5(j 

y 1 = 1.0 Bx-1.4 r=0,9 90 

y 2 =1.1 4x-4 6.0 r=0.919 

但しy1 ：ガス濃度場大時の光合成

阻害率

Yz：ガス濃度減衰時の光合成

阻害率

x : 802濃度（ ppm)

が得られ，ガス注入時，排除時のいず

れも二酸化硫黄償支と光合成速度との
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関係は一次回帰式で表わすととができ，その係数

は 1vc近く，両者はほぼ同じ比率で変動している

ことを確認した。

との関係は別K行なョた最大濃度 0.66ppmの

実験の場合もほ Y同様であった。

すなわち最大濃度 0.66のとき
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但しYl ：ガス濃度増大時の光合成阻害率

Y2 ：；ガス濃度減衰時の光合成阻害率

x :s~ 濃度（ ppm)

最大濃度 1.2 0' 辛子よび 0.6 6のいずれの場合も，

二酸化硫黄の濃度tてかかわりなく， Yl 式の定数

がー 1.4または－ 1. 3ときわめて小さいととは，

二酸化硫黄接触と同時K光合成速度K変化が現わ

れる ζ とを示している。また Y2式の定数が二酸

化硫黄の濃度Kかかわり念〈比較的大きい値であ

るζ とは，二酸化硫黄を完全に除去した直後Kも

左id5係念いし 46 %程度の光合成阻害が残っ

ているととを示している。

2）二酸化硫黄の定濃度条件にやける光合成

速度の対応

ととでは二酸化硫黄濃度を定常状態K保ョた場

合の光合成速度なよび定常状態から二酸化硫黄を

遮断した直後のそれについて検討した。

供試材料bよび二酸化硫黄の接触方法は 2, 1) 

の実験と同一で，ガス接触時間を 1時間，そのう

1.5 
70 

so,, l光 60

濃 l.Oj合 50

l成40

度｜阻
I 30 

(fllllJ osl客一. ,..,,, 
率山

（剣］（）

0. 
6 10 

時間制

第？図 S02濃度と光合成速度の変化との関係

ーガス濃度を一定K保った場合一

ちガス濃度を定常状態K保った時間は 30分間，

その待の平均濃度は 1.05 p戸nであった。

その結果，接触箱内の二酸化硫黄濃度bよびそ

れK対応する水穏の光合成速度は第？図K示すと

おゆであった。すなわち接触箱内の二酸化硫黄濃

度科一定K達して定常状態Kなると光合成速度

もほ Y同時K一定の匝害率を保持したまま経過し，

二酸化硫黄濠度が一定であれば継続して接触して

も光合成阻害率はほ宝一定K保たれ，匝害が累積

される ζ とはほとんどなかった。

またとのようK二酸化硫黄を一定時間定常状態

Kして接触した後．二酸化硫黄の除去によって生

ずる阻害の回復現象を 2' 1）の実験と同様の方

法で検討した。

その結果，二酸化硫黄の除去開始から除去完了

までのi習の光合成阻害率とガス濃度との関係を示

す回帰式は

Y2 = 1.27x-34.1 r=0.985 

で表わされ，上式の係数辛子よび定数もまた 2, 1) 

の実験で得た前2者の式のそれとほぼ近似の値で

ある。 ζのととはガス除去－vcよる光合成の回復K

はガス接触時間の長短，濃度の高低なよび接触の

させ方など接触時の条件は影響し念いととを示唆

するものであった。

二塁塁化硫黄の濃度が一定であれば継続して接触

しても光合成速度の阻害率は一定であり，みかけ

の光合成反応、Kみる限り姐害作用の累積的影響ま

たは適応現象の;1:いととが示

F一一－ 光合成阻害率

ト一一叫 so，浪度

唆された。そζでとの関係が

より長時間でかつ二酸化硫黄

の濃度の異左る場合Kも適用

されるか否かを明らかKする

呂的で，次の実験を行なった。

すなわち二酸化硫黄θ濃度

は0.1, 0.2, 0.5, 1.0' 2.0' 

5.0ppmの 6段階としてそれ

ぞれA,B,C,D,E,F

区とした。接触時聞は 5時間，

40・ 
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気温，光量なよび供試材料は前述と同一である。

各処理区とも 2連とし，二酸化硫黄接触中bよび

接触後の光合成速度は 1時間vc4点ずつ測定した。

ζの処理の結果A( 0.1 ppm), B ( 0.2ppm), 

C( 0.5 ppm）の各区は処理終了後も可視障害は全

く認められ左かった。しかしD (1 ppm), E 

’＿so.接触開始

JOO・！ーニャ4 ・

80 

n

u

n

u

 

n
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d
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光
合
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・
蒸
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速
度
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20 

23 

( 2 ppm）区は軽微念程度の白色斑が二酸化硫黄

を接触した翌日K，またF( 5 ppm）区は接触処

理中K白色斑の初期徴候である灰緑色の水浸状斑

が現われた。 F区の可視障害は翌日Kはほぼ白色

斑と念ったがその障害程度は「甚JK相当した。

とのようK二酸化硫黄の濃度K応じて可視的念

3 

時間（hr)

7' 

第 1a図 種々の802濃度条件K沿ける光合成速度の変化とガス除去後の推移

徴候を異Kした水稲の光合成速度は第 1a図K現

わす変化を示した。す念わち，いずれの濃度条件

K沿いても，二酸化硫黄濃度を一定K保ョた条件

下では可視障害の有無または可視障害症状の拡

大進展の知何KかLわらず光合成速度はガス濃度

の高低K支配されて，一定の阻害率を示したまま，

ほぽ一定状態で推移した。そして二酸化硫黄の除

去ととも K急速K回復傾向を見せた。 ζの結果は

2. 1) ：｝，~よび 2 ）の実験で得られた結果と同様巴

二酸化硫黄を除去した直後の光合成能の回復程度

はガス接触時間の長短には影響されず，光合成阻

害の程度Kよる ζ とを示しているo

3）二酸化硫黄の聞けつ的接触と光合戎速度

との対応

一定濃度の二酸化硫黄を聞けつ的K反覆接触さ

せ，ガス濃度と光合成速度との対応、，光合成反応

の二酸化硫黄K対する適応現象の有無tてついて検

討した。

二酸化硫黄の接触条件はガス濃度を 0.5ppm , 

接触時聞は 1時間ずつの間断接触を 5回反覆し

延5時間接触した。ととで濃度を 0.5p戸nとした

理由は延 5時間の櫛虫でも明見障害を生じない条

件としたためである。気温辛子よび照度は前項まで

の実験と対比検討できるようK同一条件を与えた。

またとの実験Kなける処理時聞は 1a時間以上K

及ぶため，光合成の日変化Kついて無処理区の光

合成日変化測定値Kよって若干の修正を加えた。

二酸化硫黄濃度はbなむね 0.5ppmk制御され

たが，第 11図K示すようvc5回の反覆接触のう

ち，第 5回目なよび第 4回目の濃度は 06ppmで

あョた。光合成速度は 1時間VC4回の割合で測定
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4）二酸化硫黄濃度と光合成阻害率との関係

第 11函

され，変化の状態を第 11図に示した。 5回の反

覆接触のそれぞれ 1回毎の光合成の担害程度は 二酸化硫黄接触時の光合成阻害は接触時聞の長

さK関係左〈，濃度Kよってのみ支配されること前項で得られた結果とよく一致し，

同化箱内の二酸化硫黄濃度の変化と対応して敏感

光合成速度は

ζ 1 ) :t~ よび 2 ）の実験で明らかKされた。ゑ； 2' 

のととから水稲の光合成阻害率と二酸化硫黄濃度しかし反覆回数を重ねるK従っK変化していた。

との関係は数式で表わされるものと

2 ' 2）の実験結果を用いて考え，

検討した。

聞けつ的念S02接触Kよる光合成阻害の回復の推移第 5表

二酸化硫黄の濃度は 0.1ppmから

までの範囲で 6段階，

2回 B 5自白 4回目 5 @] El 

ABAB  AB  AB  

74.3 94.3 625 89.6 71.9 88.4 642 86.7 

T回目

A B 
連

いず

種々のS02濃度条件（！［ :t~け

る光合成阻害率

5 ppm 

第 6表

7 1.7 9 0.1 

2 69.4 94.7 - 91.7 61.9 93.4 67.3 91.0 63.0 83.9 

注1): 数値は処理前の光合成速度を 100とした相対値

注2): Aは反覆接触処理の終了直前の値』 Bは S02除去

1時間後の値を示す。

co. 光合成速度
濃度 (002呼／多ot/h)

区名（ppm) 接触前 接触後標準偏差
光合成

阻害率係）て，二酸化硫黄排除時の光合成の回復同応は次第

2.0 
4.7 

1.7 5 
1.7 7 

63.0 
622 

64.3 
65.3 

K鈍〈左る傾向を示した。その結果，毎回の接触
0.11 A 

処理ではガス注入時の光合成速度はガス濃度K応
2.7 
6.5 

4.03 
3.35 

64.9 
62D 

66.7 
6 6.3 

0.17 B ガス除去時の光合成のじた阻害反応を呈したが，

2ZO 
28.7 

2.92 
2.92 

4虫5
48.1 

6Z8 
67.5 

回復反応は回を重ねるとともK鈍くなり第5表K
0.47 c 

二酸化硫黄K示す結果と念った。 ζの結果から，
40.9 
45.0 

2.57 
229 

5立5
34.4 

66.5 
625 

0.95 D よる光合成阻害現象（！［ :t~いて，ガス濃度低下時の

62.4 
61.5 

3.02 
2.99 

25.3 
30.2 

6Z3 
78.5 

1.97 E 光合成回復反応、Kは間けつ的左反覆接触Kよって

94.8 
98.8 

220 
2.54 

3.9 
0.9 

7 5.3 
74D 

4.73 F 
一種の“疲労現象泌が見られるととがわかった。
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れも接触時聞を 5時間とし，光合成速度の測定は

1 5分毎K合計20回行なった。二酸化硫黄Kよ

る光合成阻害率はガス接触時の光合成速度の平均

値とガス接触直前 1時間の平均光合成速度との比

を百分率で表わした。

結果は第 6表K示すとbりである。すなわち，

全ての処理区で光合成担害現象が認められ，ガス

濃度を高めるとともに光合成の阻害率は急激K高

まり， 1 ppmで約 40%, 5 ppmでみかけの光

合成はほとんど停止する ζ とが明らかKなョた。

また 0.1ppmでもわずかながら光合成は抑制され

ていた。

二酸化硫黄の濃度が 0.1ppm なよび 02ppm 

の低濃度領域では光合成阻害率はきわめて小さい。

とれらの阻害率がガス接触を受けない場合の光合

成速度K対して有意であるか否かの検討を行なう

ため，同時に測定された対照区水稲の光合成速度と

対比させながらT検定を試みた。その結呆 Aな

よびB区の 2連の測定値はA区Kついては 1%ま

たは 0.1 %で， B区Kついては 5%または 0.1% 

で有意であった。

100 
Y~ ー 56.7logX+I 63 

光 80 y 光合成速度比

合 x so，潰度

成 .60

速
40 

度

比 20

,o 
10 .20 '50 JOO 500 1000 

SO， 温度（.pphm)

第 12図 sai濃度と光合成速度との相関

次いで，ガス濃度とガス接触時の光合成速度と

の関係Kついて検討した。ガス接触時の光合成速

度は第 12図K示すよう Kガス濃度の対数と直線

関係にあり，次式で示す回帰式が得られた。

Y口ー56. 7 I og X + 1 6 3 r= 0. 9 8 2 

x：二酸化硫黄濃度（ pphm) 

Y ：ガス接触時の光合成速度比

但し 1Opphm ~二 X~ 50 Opphm 

ζの式でガス接触時の光合成速度比（Y）はなの

ま？ののガス接触処理附す応する対照区水稲の光合

成速度を 10 0とした比数で表わし，二酸化硫黄

の濃度は一億分率（ pphm）で表わした。

ζの結果は二酸化硫黄による光合成阻害と二酸

化研占濃度との間K基本的Kは質量作用の定律が

当てはまる ζ とを示すもので，二酸化硫黄Kよる

光合成阻害は化学反応的な現象を器用とする阻害

反応であるととを示唆している。

まとめ

水稲を可視障害が起らない程度の濃度の二酸化

硫黄K接触させた場合，接触とほとんど同時K光

合成K阻害が起りはじめた。また接触したガスの

獲度カ号変化するとその濃度の変化K密接K対応、し

て光合成速度も変動した。 しかし一定時間ヵ・ス接

触を行ない，ガスの排除が完了した直後の光合成

速度はガス接触前のそれの 70 %前後の値を示し，

その後や Lしばらくして完全な回復K向ョた。

二酸化硫黄の濃度を一定K維持すると光合成も

一定の阻害状態を保ちつづけ，実験条件の範囲内

では接触時聞の長短，ガス濃度の高低Kかかわら

ず阻害作用K対する適応，恩｜他または累積効果は

みられ念かョた。しかし一定間隔で，聞けつ的K

二酸化硫黄の接触を行左うと，反覆接触を重ねる

K従って光合成の回復がやや緩慢Kなり，疲労現

象がみられた。

種々の濃度の二酸化硫黄K接触した場合，光合

成はガス濃度K応じて一定の阻害率を示し，阻害

率はガス濃度の対数と直線関係Kある ζ とが明ら

かK左った。また 7..k稲幼植物の光合成阻害が確

められたガス濃度は0.1ppm与L上であり， 5ppm

ではみかけの光合成はほとんど停止した。

3. 二酸化慌黄Kよる光合成阻害の機作

二酸化硫黄Kよる光合成阻害の機作Kついては

米丸（ 1927）が”アルフ 7オキシサルフォン酸試‘
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を提唱していた。とれはその後否定されたが，

ZELITCH ( 1 9 5 6 ）は吸収された二酸化硫黄が

体内でアルファハイドロオキシサルフォン酸類を

生成するとと，同生成物がグリコール酸オキシダ

ーセの活性を阻害するととから， ζれが二酸化硫黄

黄Kよる光合成阻害の機作であると考えた。さら

Kその後， A’SADA e t a I ( 1 9 6 5 ）はアノレフ

7ハイドロオキシサルフォン酸類が光リン酸化反

応、を阻害するとと， Z!EGLER( 1972）は亜硫酸

イオンがRuDPカルポキシラーゼK対して炭酸と

の競合的阻害関係Kあるととを明らかKした。

しかし本章 2の 1), 2）草子よび3) (!C:t~ける諸

実験で検討されたようK，光合成に対する二酸化

硫黄の影響K関してい〈つかの特徴的な現象が認

められた。す念わち光合成能は二酸化硫黄の存在

K対して即時的K匝害反応を呈し，かつ阻害程度

とガス濃度との対応が密接で可逆性K富んでいた。

しかし同時Kガス徐去直後に若干の残効現象がみ

られ， また反覆接触の場合わずかK疲労現象が認

められた。これらのととから二酸化硫黄による光

合成阻害は光合成反応系のうち主として化学反応

系のある一つの反応K対する阻害を主軸とし，さ

らKいくつかの系？と対する阻害を加えた複数の機

作から念る現象では;1:いかと考えた。

そとで二酸化硫黄K対ナる光合成阻害機作のー
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端を追求する目的で，葉内への二酸化炭素と b込

みの最初の関円である気孔の開閉をはじめ，明反

応，培反応(IC及ぼす二酸化硫黄の影響を知ろうと

して次の諸実験を行った。

1 ）気孔開度(IC:t~ よほす二酸化硫黄の影響

二殻イヒ硫黄接触時前後の葉面蒸散量の変化を経

待的に測定し，蒸散量の変化から気孔開度の変化

をあきらかにしようとした。同時に光合成速度の

変化tてついても測定し，二酸化硫黄Kよる光合成

阻害と気孔開度との関係Kついて検討した。

供試材料はノイパウエルポットに育成した 5葉

期の水稲である。葉面蒸散量の測定は前述のとか

り接触箱の通気孔出入口の湿度差から求める方法

（村包， 1 9 6 1 ）である。 ζの実験K用いた人

工光型ガス接触装置は送入空気の湿度制御機能を

有していないので，実験条件を揃えるため接触箱

内へ送入される外気の相対J湿度が60 %ないし80

%の範罰内で全ての実験を行ない，同時Kガス接

触を行なわii;＼（；対照区の蒸散量の変動値から接触

区蒸散量の経時的変化K若干の修正を加えた。

処理した二酸化硫黄の濃度は 1.0, 1.6:t~よび

1. 7 ppm で，いずれも気温は 28℃，照度 50 

Kl x の条件で実験した。蒸散能の測定は同化箱

内の二酸化硫黄濃度が所定の濃度K達するK必要

左時間，すなわちガス注入後 15分を経てから開

始し， 1時間毎K狽lj定を行なった。

その結果， 1 pp m の濃度で処理

した場合の光合成，蒸i能の変化は

第 13図のと bりであった。図から

明らか念ょうK，蒸散能は二酸化硫

黄を接触してから 30分以内で低下

傾向を見せ， T時間半後Kは一定値

。ー一一。蒸散

ー－→光合成

0 1 2 3 4- 5" ι 
時間（hr)

ヨ JO 

( S02 !ppm処理）

8 K達しB 1 ppm の二酸化硫黄の接

触によって気孔開度は小さく念る ζ

とカ纏められた。しかし蒸散能低下

の程度は光合成速度のそれよりか念

タ小さしかっ経時的Kや』漸噌す

る｛傾向をみぜた。また二酸化硫黄除

第 13図 802接触Kよる光合成・蒸散速度の経時変化

（旬2 1 ppm処理）
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去後もしばらく蒸散阻害現象は持続し，光合成の

阻害現象との間Kずれを生じた。 ζの現象はガス

濃度を 1.6 ;J:,~ よび 1. 7 ppm で処理した実験も同

様であった。
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第 14図 802接触時の光合成阻害と蒸散阻害の

関係

さらに， ζれらの 5種の異念るガス濃度条件で

得た結果から，二酸化硫黄接触時のそれぞれの蒸

散能と光合成速度の関係を図示してみると第 14 

図の結果を得た。との図から 1～2ppm の濃度

の範囲では光合成速度は 40～60%程度阻害され

るのに対い蒸散量は 10～30%程度の阻害K止

まるととがわかる。 ζのととから二酸化硫黄は気

孔の開度を抑える作用を有するととは明らかであ

るが，その程度は光合成阻害の程度よりか念り小

さい ζ とが結論される。

2）照度と光合成阻害との関係

照度条件を変えて二酸化硫黄の接触を行念い，

照度条件を異Kした場合の光合成阻害率の比較か

ら，光合成阻害が明反応，暗反応のいずれの阻害

K基づくかを推定しようとした。

第 7表処理条件

要因 条 件

照度（ K1 x ) 5 1 4 2 0 30 50 

気温（℃） 30 

802濃度（ppm)

二酸化硫黄の接触かよび光合成速度の演l院には

人工光型ガス接触装置を用いた。また処理条件は

第7表K示すようK二酸化硫黄の濃度シよび気温

を一定として照度のみを変化させた。

光合成速度は個々のポットで多少の差異がある。

光合成速度のポット間差が実験上の誤差となら念

いようK以下の方法で修正した。ナ念わち，供試

された全てのポットはガス接触前l'LSOKlx,30℃

の条件で光合成速度を測定し，それぞれ固有の光

合成値を求めた。さらKζの実験で 5O Kl・x.照

射区の対照区ポットの光合成速度を 10 0として

各供試ポットの光合成速度相対値を求め， ζの相

対値を基準U亡してガス処理Kよる光合成阻害率を

求めた。なが基準と左ョた対照区ポットの光合成

速度は 52. 6 COzlllfJ /pot/hrであった。

接触区bよび対照、区の照度一光合成関係は第 15

図K示すとbりである。 ζの図から照度の強弱に

かかわらず二酸化硫黄は光合成阻害を起すζとが

わかる。しかし二酸化硫黄を接触した場合は対照

区K比べて光飽湘点が低〈，対照区の光飽点がほ

楽

一ーーー--o・一ー，，， ，，， 
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801 _,., 
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A I ノ
ロ 60I P’ 
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第 15図 802接触時の光一光合成曲線

※印の光合成速度＜ s2.6 c~時会oレイh)

を10 0とした相対値で表わした。

ぽ 5O Kl xであるの K対し，処週区のそれは 30

Kl xで光飽和に達し Tこ。
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第8表種々の光条件vc；｝，~ける光合成阻害率の
変化

照度（Klx) 5 14 20 30 50 

光合成匝害率※ 21 30 5る 27 45 

※： S02接触前の光合成速度を 100とした

比で表わした

以上の ζとから二酸化硫黄は光の強さが律速す

る低照度域でもまた暗反ht系が支配的K左る高照

度域でもともK光合戎を阻害することが明らかで

ある。しかし照度別K光合成阻害率を算出した第

8表が示すと bり，阻害率は強光条件ほど大であ

るζ とが明らかに念ョた。

3）気温と光合成阻害との関係

気温条件を変えて二酸化硫黄の接触を行念い，

気温条件を異Kした場合の光合成阻害率Kついて

検討した。

第？表処理 条 件

処理条件

熊度（Klx) 50 

気温（°C) 17 22 30 38 

SOz濃度（ppm)

実験条件は第？表に示すと j:,~ .l'Jで，ガス濃度会

よび照度を一定Kして気温を 4段階K変えた。ま

120 
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第 16図 S02接触時の温度一光合成曲線

ー※印の光合成速度（62.3ill2匂／poレ包r)

を100とした相対値で表わすー

た光合成速度のポット間差の修正は 3' 2）の実

毅と同ーの方法によった。

との場合，基準と念った対照区ポットの光合成

速度は 63.6C02勾V:!>0t/hrであョた。

結果は第 16図K示すとなりである。二酸化硫

黄接触を行念わない場合は，村田（ 1961)vcよ

る温度一光合成関係とほぼ一致し， 22℃附近の

温度で光合成速度は最も大きく，それより高温域

では光合成速度はやや低〈， 1 7℃ではか念り顕

著念光合成低下がみられたcζれに対して二酸化

硫黄を接触した場合は， 22℃附近での光合成速度

の極大点が失なわれ，光合成の最大値は 38℃の

高温域K移った。そして 38℃から 22匂の範囲

では気温の低下K従って光合成速度はわずかK減

少し， 17℃の低温域で急減した。それぞれの温度

条件vc:Jo>ける二殻化硫黄による光合成阻害率を算

出した第10表によると，光合成阻害率は明らかK

低温条件で大きく，高温vc~ る K従って小さくな

るζ とがわかった。

第 10表種々の気温条件Kなける光合成阻害率

の変化

気温（。C) 1 7 22 30 3 8 

光合成阻害率※ 59 50 39 28 

※： S02接触前の光合成速度を 10 0とした

比で表わした

ζのζとは二駿化硫黄Kよる光合成阻害Kは，

多くの他の阻害現象と異念 b，低温ほどかえって

阻害が大きくなるような，特別左機作を含むζ と

を示すものである。

まとめ

1～2 ppmの濃度の二酸化硫黄K接触させる

と，水稲葉の蒸散能は漸時低下し，二酸化硫黄の

接触Kよって気孔の毘度が若干低下する ζとが確

められた。しかし同時K測定された光合成速度の

変化状態と比較検討した結果，気孔開度の低下程

度は光合成の阻害程度に比べかなり小さしをた
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ガス接触後気子l周度が最小K念るK要する時聞は，

光合成阻害K要する時間より長かった。

照度条件を変化させてガス接触を行在った結果，

光合成阻害は光が光合成を律速する低照度域から

暗反応が支配的と念る強照度域までのすべての範

囲でみられ，強光Kよるほど阻害率が高まる ζ と

カ報められた。その結果二酸化硫黄接触区では光

飽和点が清浄大気中でのそれK比較してやや低照

度側K移行した。

二酸化硫黄による光合成阻害と気温との関係K

ついてはz 実験を行念ョた 17℃沙諸ら 38℃の温

度の全域Kわたって阻害が認められ，光合成阻害

率は低温域ほど大であった。その結果，清浄大気

中での温度一光合成曲線が 22℃Kピークを示し

たのK対し，ガス接触区の温度一光合成曲線Kは

ピークがなく， 2 2℃から 38℃の範囲で光合成速

度Kほとんど差が認められ左かった。

4. 光合成阻・喜反応K:Jo~ける二酸化硫黄とグリ

オキシ重亜硫酸ナトリウムとの比較

農作物の二酸化研讃Kよる障害の機作はまだ解

明されてい左いが，吸収された二酸化硫黄が亜硫

酸K変化し， ζれが作物体内K存在するアルデヒ

ド類と結合して 2次的K有毒なヒドロキシスルホ

ン酸化合物類が生成し，それが光合成阻害の原因

となるとする考え方（ ZELITCH, 1957 Zel-

itch, 1959, ASADA and KASAI, 1961, 

ASADA and KASAI, 19 62）が有力である。

そζで水稲K直接ヒドロキシスルホン酸を与えた

場合の光合成阻害現象Kついて検討するととも K,

同物質Kよる光合成阻害と二酸化硫黄Kよるそれ

とを比較検討してz 阻害現象K現われる特徴から

二酸化硫黄Kよる光合成阻害の機作Kついて考察

しようとした。

1 ）光合成なよび蒸散作用阻害K及ぼすグリ

オキサ’ル重~硫酸ナトリウムの影響

二酸化硫黄Kよる光合成匝筈と αーハイドロオ

キシスルホン酸Kよるそれとの比較を行念う K先

立って， αーハイドロオキシスルホン酸による光

合成・蒸散能の阻害の特徴を知ろうとした。

すなわち αーハイドロオキシスルホン酸類の中

で光合成反応を顕著K阻害するととが知られてい

る物質としてハイドロオsキシピリジンメタンスル

ホン酸（ ZELIT四， 195 7)，ハイドロオキシメ

チル重亜硫酸（ASADAand KASAI, 196 2 ) , 

グリォキ吠Jレ重亜硫酸（ASADAand KASAI, 

1 9 61 ）などがある。 ζれらの中から容易K入手

できる阻害剤としてグリオキザル重亜硫酸塩を選

び，以下の方法で阻害剤供与の方法なよび阻害作

用の特徴Kついて検討した。

阻害剤を根から吸収させるため，本実験の供試

材料は水耕育成した5葉期の水稲を用いた。また

ζの阻害剤舵盟Kよる光合成，蒸散作用の影響を

液交換時Kも牛断するととなく測定するために，

接触箱内K置かれたポットの水耕液を遠隔操作で

交換出来るように改良した。その結果，液量＇ 500

mt・の水耕液 1回の交換｛ζ約 90秒を要したが，洗

浄を含めで5回の反覆交換Kより同阻害剤液中残

存の影響は無視し得る程度K在るととが確認され

た。

第 11表 ( CJK)) 2 2Nal自03の濃度と光合

成阻害率の関係

(CHO) 2 光合成速度
2NaHSq3 (CO空略／ci/hr) 阻害率級）
の濃度 処理前処理後

1/200 M 

1/50 o M 

1/1 OOOM 

24.0 

24] 

24.6 

3.4 

11.9 

1 3.3 

85β 

51.8 

45.9 

阻害剤の処理濃度を決定するため，阻害剤濃度

と水稲の光合成阻害率との関係を求め，第 11表

K示す結果を得た。またグリオキザル重亜硫酸ナ

トリワム Uてよる光合成阻害が単K水耕液K加えら

れた塩類過剰の影響でないととを確認するためK,

一定の濃度。硫酸塩，亜硫酸塩を加えて検討した。

その結果は第 17図K示すとなりで，少くとも

o. o o 2Mの濃度では塩類過剰の害は認められず，
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阻害剤の影響は同物質固有の酵素活性阻害作用に

よる結果と判断された。らLとの結果から本実験で

はグリォキザル重亜硫酸ナトリウムの処理濃度を

o.o o 1Mとするとととした。
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第 17図 種々の硫酸塩亜硫酸塩の光合成に

対する影響

（注）光合成速度比は無処理の光合成速度を 100

とする。

また同阻害剤供与待bよびその前後の光合成費

蒸散速度の測定は気温 30℃，照度50Kl x，湿

度 75%士 10婦の条件で行なわれた。

測定された光合成，蒸散速度は供試されたポッ

ト聞の差を修正するため， 3. 2）の実験で採ら

れたと同ーの措置をとった。との場合の基準と念

った対照区ポットの光合成速度は20.0C021TllJ/

dm2/hr，蒸散速度は 2.39ml/dm2/h rであっ

た。 ζ うしてグリオキザル重亜硫酸ナトリワム処

理を行左う直前の光合成速度なよび蒸散速度をそ

)00 
f一注入 。一－-o 蒸散

←一一・光合成
光

産ω

れぞれ 10 0とした相対値で表わして第 18図K示

す結果を得た。

すなわち，グザオキザル重亜硫酸ナトリウムを

経根的に供与すると，光合成草子よび蒸散作用はい

ずれもきわめて短時間で阻害反応を現わし，同剤

供与後 2～5時間までひき続いて低下傾向が持続

したのち，反転してわずかながら機能回復傾向を

みせる鶴屋をたどった。グリオキザル重亜硫酸ナ

トリウム供与後5時間で水耕液を交換し匝害剤

の供与を停止した。しかし供与停止Kよる光合成

機能の変化はきわめて微弱で，再び正常な水耕液

に移行させても阻害された光合成作用の回復はき

わめて緩慢であった。また同弗lkよる蒸散阻害反

応の経過は光合成反応のたどったそれときわめて

類似のもので，わずかK光合成作用K対する阻害

率が蒸散作用K対するそれより大きい点のみに差

がみられた。

2）光合成蒸散作用阻害（！［ :Jo~ける二酸化硫

黄とグリオキザノレ重亜硫酸ナトリワムと

の比較

二酸化硫黄Kよる光合成匝害が吸収された二酸

化硫黄によョて生成された αーハイドロォキシサ

ノレホン鼓化合物によるものと考え方（ Z EL ITCH, 

1 9 5 7 , Z EL ITCH , 1 9 5 9 , A SADA and 

KASAI , 1 9 6 2)(1[立って， αーハイドロオキシ

サルホン酸化合物の一種であるグリオキザノレ重亜

硫酸ナトりウムを供して現われた光合成阻害現象

と二酸化硫黄接触によるそれとの比

較検討を行念ョた。

試験区の構成は o.oo 1 Mグリオ

キザル重亜硫酸ナトリウム処理区と

1 ppm二酸化硫黄処理区の 2区か

らを b，それぞれに阻害剤を供与し

左い対照区を設けた。阻害剤の処理

10 bよび光合成・蒸散速度測定時の条

nu 
P
0
 

・
蒸
散
速
度
比

40 

。 1 2 3 4 与 6 T 8 :9 
時間（hr)

第18園 初OOOM（倒的 2NaHSOa供与による粕戒・

蒸数速度の題専自切割多

（注〉処理訴の光合成・蒸散速度を 100とする。

件は照度5O Kl x ，気温 30 ・c，湿度

75%士 10 %の範囲内とした。ま

た阻害剤の処理時聞は 5時間とした。
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測定された光合成，蒸散速度は供試されたポッ

ト聞の差を修正するため，ム 2）の実験で採られ

たと同ーの措置をとった。との場合の基準とまっ

た対照区ポットの光合成速度は 6D.9C02~／pot 

/hr，蒸散速度は 7.74ml/poι/hrであョた。

またとの実験でグリォキザノレ重亜硫酸ナトリウム

の濃度を o.oo 1 Mとした理由は，同濃度で処理

した水稲の光合成阻害率が:jo>:jo＞よそ 50係であり，

1 ppm の二酸化硫黄Kよる光合成阻害率にほぼ

匹敵し，両者を比較検討する上で適当であると判

断したためである。

光 100 lppm 802 

~ 

" I ¥ '<>" 「除去

らく阻害が持続した後回復K向った。ナ~わち，

二酸化硫黄の場合は光合成，蒸散両作用の阻害パ

ターンは明らかK異念 b，また蒸散作用の阻害程

度は光合成作用のそれK比べて小さかった。

一方， グリオキザル重亜硫酸ナトリワムを供与

した場合は，光合成は二酸化硫黄の場合のそれに

比べてややゆるやかK低下し，処理開始後2～5

時間で最低値を示し，その後反転してや L上昇し

た。同阻害剤を除去した後も阻害反応K画然とし

た変化は認められず，ゆるやかに回復した。蒸散

蒸散作用K対する影響も光合

成の場合と同偽阻害剤の供

与直後から認められ，その後

2～5時間阻害程度は次第K
成
主
Tこ 80
は白

注入」 1 ＼。＿＿＿，，.－司、－－－－－↓ ~ -/ 
一ー～下、／ 〆

増大したのち反転した。阻害

剤除去Vてより影響も不明りよ

うなままゆるやか念回復傾向

をみせた。す念わち，グリ才

キザル重亜硫酸ナトりウムに

よる光合成，蒸散両作用の阻

害は阻害剤の供与直後から現

われるが，阻害率が最大K達

するためには2～5時間を要

した。また阻害剤除去後の回

復傾向はゆるやか幡過した。

蒸

~ 60 
度
比
較 40
値
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Eヨ
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ま
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は：
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第19図 so.なよび（OHO），・2NaHSO，による光合成・蒸散阻害の比較

（注）皮盟前の光合成・蒸散速度を 100とする。

以上の結果，第 12表K示

すようKグリ ;;d"""キザノレ重亜硫

酸ナトリウムは二酸化硫黄と

同じ〈微量でか念り顕著左光

結果は第19図K示すと bりである。二酸化硫

黄を接触した場合は，ナでK述べた実験と同じく

光合成作用は処理直後から急激念減少を示い接

触継続中はほぼ一定の阻害率を維持し，ガス除去

とともK再び顕著な回復現象を示した。とれに対

して蒸散作用では， ガス接触Kよる阻害反応が軽

微で時聞の経過と共K漸増し，ガス除去後もしば

第 12表 S02 :lO・よび（ CH0)22NaHSο3 ~ 
よる光合成・蒸散能阻害の比較

活性度

処理前処理後
阻害率
% 

f 光合成 23.6 125 47.0 
SO? l ~ t 蒸 散 1.38 1.18 14.5 

(CHO) 2 I光合成 302 15.4 49.0 

2NaHS03 l蒸散 2.68 1.65 38.4 

注）：光合成α~~／1伽i2/h ，蒸散H2Oml必n2Ai
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合成，蒸散作用を阻害することが明らか K~ 

ったu しかし，両阻害剤Kよるそれぞれの阻害パ

ターンKは明らか念相異点があり，二酸化硫黄で

は蒸散より光合成の阻害が顕著であるが，後者で

は光合成，蒸散両者をほぼ同程度K阻害する。

まとめ

光合成阻害剤のーっとして知られているαーハ

イドロオキシサルブォネイト類の中からグリオキ

ザル重亜硫酸ナトリウムを選び実験に供した。同

阻害剤の処理濃度はみかけの光合成速度をbよそ

5 0 %阻害する 1/1000Mとした。

1/1000Mグザオキザル重亜硫酸ナトリウム

を経根約K供与すると，光合成は直ちK阻害され

はじめるが，阻害程度が最大K左るためKは供与

後2～5時聞を要した。また同部jを5時間継樹9

K供与したのち除去しゅ正常な水耕液K交換した

が，光合成の回復はきわめて緩慢であョた。一方

蒸散作用K対する阻害の経時的変化のパタ ンは

光合成K対するそれKきわめて類似した。

みかけの光合成速度をほ Y同程度K阻害する条

件で二酸化硫黄とグリォキザル重亜硫酸ナトリウ

ムを供与し，両者の光合成なよび蒸散作用阻害の

特徴を比較した結果，次の点が明らか(IL~ った。

両阻害物質のいずれも，接触，供与することK

よって直ちK阻害が始まる坊主グリォキザル重亜

硫酸ナトリウムVてよる阻害は二酸化硫黄Kよるそ

れに比べて阻害程度が最大K念るためK相当の時

間的経過を必要とし，担害剤除去後の回復もまた

緩慢であった。

両阻害吻質は光合成，蒸散両f乍弔を同時K匝害

するが，二酸化硫黄Kよる場合は両作用の阻害パ

ターンは異在る経過をたどったのK対しグリオキ

ザル重亜硫酸ナトリウムの両作用の阻害パターン

はほとんど相似の形をたどった。

さらK光合成阻害率を再程度にした場合K，蒸

散作用阻害はグリオキザノレ重亜硫竣ナトリウムの

供与でかなり顕著に現われ，二酸化硫黄Kよる蒸

散作用阻害の約 2倍K達した。

第 5節ラ号 察

KATZ et al( 1939)(1Lよれば二酸化硫黄K

よる光合成阻害K関する最初の報告は 19 0 2年

WIEL,ER(/Lよるものであるとしている。とのよう

に二竣化硫黄が高等植物の光合成作用を阻害する

ととはか左り古〈から知られていた。また現象的

にもきわめて顕著念瞳害瓦応を呈するが，その機

作Kついては必ずしも満足すべき結論が得られて

いるとは言い難い（ THOMAS and HENDRI -

CKS , 1 9 5 6, TRESHOW, 1 9 7 0 ）。

二酸化硫黄K よる光合成の阻害機作はWISL I-

CENUS Kよって提唱され米丸が検討を加えたE

いわゆる鵠アルフ 7方キシサルホン酸説ぬ（米丸，

1 9 2 7 ）が端緒と左ョている。 ζの推論はその

後光合成機作(IL~~ける”フォノレムアルデヒド説泌

が捨てられるK及んで，同推論も，また捨てられ

た。しかしその後， ZELITCH ( 195 7), AS,A-

DA and KASAI ( 1 9 6 1 , 1 9 6 2 ）らKよョて

再吟味され，二酸化硫黄の植物体内摂取で生成さ

れたαーハイドロオキシサルホン酸類が炭酸固定

系になげる酵素活性阻害作用をもつものと考え，

実験的？と確めた。さら(ILTANAKAet al(1972) 

は二酸化硫黄を接触させた植物葉に実際にグリオ

キシル重亜硫酸の生成する乙とを確め，再び ζの

機作が二酸化硫黄による阻害機作として重要な位

置を占める K至っている。

しかしs 著者は二酸化硫黄による光合成阻害の

実相を究努する過程で，いくつかの特徴的な反応

をみた。すなわち，本章 2,1),2),3）沿よび

3, 2),3）の実験結果がそれである。

本章 2,1),2 ）~~よび 3 ）の実験結果は「光

合成阻害がガス濃度の変動ときわめて密接かつ瞬

時的に対応し，かつ接触時聞の長短Kかかわらず

との特徴ば失なわれ左い」ととを明らかにした。

また3'2）の実験結果は光飽和条件下では弱光下

よb盟害率が大きいととを示し，二酸化硫黄Kよ

る毘害が培反応、の阻害を基調としているととを暗

示している。
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以上の結果から，二酸化硫黄による光合成阻害

を光合成メカニズムからみるとー側路K過ぎ念い

グリコール酸酸化系のグリコール酸酸化酵素活性

阻害の一点で説明する ζ と（ZELITCH, 19 56) 

Kは難点が感ぜられる。ガス概虫vc対して阻害が

瞬時的K起り，かつ可逆性K富む事実K対応する

機作としては，光リン酸化反応阻害（ASADAet 

al, 1965, SILVIUS et al, 1975）また

はRuDP カルボキシラーセ活性阻害（ ZIEGLER

1 9 7 2）をより重視すべきであろうと考えられる。

また， ム 2）の実験で光の強さが律速的にはた

らく弱光条件下でも光合成阻害は明らかKひき起

きれているととを認めた。 ζれはきわめて興味深

い現象で，二酸化硫黄Kよる光合成匝害Kは，光

合成反応系Fてかける初期光化学反応の国害，なそ

らく葉緑体の可逆的不活性化を含むものと推定さ

れる。二酸化硫黄は高濃度では可視障害として著

しい葉緑素の分解を伴う葉緑素たん白複合体の破

嬢をもたらす事実を考えると，低濃度ではその前

段階として葉緑体の可逆的不活性化を起すととは

十分Uてありうる ζとである。また， MURRAY

and BRADBEER( 1 9 7 1 ）は二酸化硫黄による阻

害として葉縁体膜の透過性への影響を考えている。

一方， 3, 2）の実験の結果から，低気温下では

高気温下よりも光合成阻害率が大きいととが明ら

かKまった。との現象は光呼吸との関連で説明で

きるのでは左かろうか。すなわちZELITCH(1 9 

6 6）は光呼吸の大きいC3植物であるタパコの

葉Kαーハイドロォキシピリジン・メタン・スル

ホン酸を与えた場合，高温（35℃）下のみかけの

光合成速度が低温（ 2 5℃）下の 5倍K高まったの

は高温条件下では該物質Kよるグリコール酸酸化

酵素の活性阻害が高まり，光呼吸が抑えられた結

果であ としている。光呼吸の大きい水稲（秋田

田中， 19 7 3）にとってもとの説明は適合するはず

であって，高温下では低温下K比べて光合成阻害

率が相対的K低下する現象拡亜硫酸化合物類Kよ

る光呼吸の抑制が生じているためでは念いかと考

えられる。

また二酸化硫黄の接触は気孔の閉孔反応を促す

ととを認めた。 ζれKついてはすでにKATZand 

LEDINGHAM. ( 1 9 3 9）をはじめMAJERNIK

and MANSFIELD( 1970），大嶋ら（ 1973) 

の報告がみられ，いずれも同様の結果を得ている。

光合成阻害機作としてのαーハイドロオキシサ

ルホン酸説（ ZELITCH, 1957)を吟味する目

的で，グリォキザル重亜硫酸ナトリワム Kよる光

合成阻害と二酸化硫黄による阻害との比較を4の

実験で行在った。

との実験から，グリ方キザル重亜硫酸塩の場合

は光合成阻害のパターンと蒸散阻害のそれとはき

わめて類似した特徴を示すのK対し，二酸化研直

の場合は両者のパターンKかなりの相違がある ζ

とが明らかKされたしかしとのととでグリオキ

ザル重亜硫酸塩Kよる阻害と二酸化硫黄Kよるそ

れとが男l腫の機作から成る作用であると結論する

ととはできなかった。作敢ならば，二酸化研直処

理の場合もグリォキザル重亜硫酸処理の場合も気

孔開度と光合成の両者が影響を受けて :Jo~!J，それ

らのパターンの違いはそれぞれの阻害剤の供与の

仕方の違いKよョて現われたものとも考えられる

からである。二酸化硫黄は空気中から直接地止部

へ与えたのK対し，グリォキザノレ重亜硫酸塩は水

耕液沙諸ら根を通じて間接的K地上部へ与えたもの

である。

従ョて， ζの結果を既往の報告と綜合すると次

のようなものと考えられるのではなかろうか。す

念わち，二酸化硫黄は植物葉内K吸収され， αー

ハイドロオキシサルホン酸類（ZELITCH,195 7, 

TANAKA et al, 197 2）が生成され，それら

が光リン酸化反応を阻害（ A SADA et al, 1965, 

SILVIUS et ol, 1975）するとともKRuDP 

カルポキシラーゼの活性を匝害（ZIEGLER,1972) 

し，さらK気孔の閉孔（ ZELITCH, 1963) vc関
与するものと考えられるのである。

本研究では光合成を阻害する物質がどのような
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硫黄化合物であるかは明らかKされまかった。し

かしSILVIUS et al (1975)i'Lよれば少く

とも硫酸イオン，亜硫酸イオンよりも重亜硫酸イ

オンの阻害が顕著であるとしているととから，吸

収された二酸化硫黄は種々の硫酸化合物や亜硫酸

化合物を生成するであろう科その中でなそらく

重亜硫酸または αーハイドロオキシサルホン酸類

が主要念阻害物質として作用するものと考えられ

る。

αーハイドロオキシサノレホン酸説（ ZELITCH, 

1 9 5 6）ははじめ二酸化硫黄による光合成匝害が

グリコール酸酸化酵素K対する阻害のためであると

考えられていた。しかし同物質Kよる阻害作用は

必ずしもとの一点K限らず，光リン酸化反応K対

しでも， RuDPカルポキシラーゼK対しでも，さ

らK気孔開度に対しても影響を及ぼしているもの

と考えてよいのではないであろうか。

従って，二酸化硫黄Kよる光合成の阻害機構は

気孔運動・・………－・・…－－－－－－－・・・閉孔促進

cyclic & 

光化学系……・・・ noncyclic
光リン酸化反応の

阻害

光合成
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吋
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川
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から構成され，基本的Kは気孔閉孔と光合成反応

系の阻害との二部分で生じ，後者はさらK光化学

系i'L：！≫ける光リン酸化反応、の阻害と炭酸固定系K

なけるDuDPカノレポキシラーゼ，その他の酵素活

性の組警から成る複合的念ものと考えられるので

ある。
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第 4章 二酸化硫黄の葉内摂取および集積について

二酸化硫黄をはじめふっ化水素，塩素ガスなど

のいわゆるカ’ス状の大気汚染物質は容易K植物業

内K侵入し，集積する。その際の侵入経路は主と

して気孔であろうとの推測（ WIELER, 1 9 0 5 ) 

はか念 b古くからあった。また棄が大気中から二

酸化硫黄などの気体の侵入を受ける場合，業の摂

取量は第 1義的Uては二酸化硫黄の濃度とそれK接

触している時聞の積K支配されるととが知られて

いる（ THOMAS andHILL,1935）。 しかし

同時Kガス濃度なよび接触時聞の積が同一であっ

ても生育環境条件の違い（ KATZ and LEDING-

HAM, 1 9 3 9 , SETTERSTROM and ZIMMER 

MAN, 1939，松岡ら， 19 6 7，松岡， 19 7 3) 

や植物の生理的条件，生育段階（ WELLSタ 19 1 7, 

THOMAS , 1 9 5 8 ）左どKよっても，それら有害

物Kよる影響が異なるととも知られている。これ

らの ζ とは，二酸化硫黄左どのガス体の吸収が単

左る葉の表面Kなける付着摂取Kよるものではな

く，気孔からの侵入Kよるものであろうとの推測

に確からしさを加えるものである。

ζ とでは二酸化硫黄の摂取量に及ぼす光，気温，

風の影響を明らかKし，次いで大気中の二酸化炭

素，酸素濃度あるいは化学物質を用いて人為的K

気孔開度を制御し（ MEIDNER and MANSFIELD 

1 9 6 8，戸塚， 19 7 2 ），二酸化硫黄摂取量と気

孔開度との関係を明らかKしようとした。さらK

種々の二酸化硫黄濃度条件下Kなける業の硫黄集

積量から，水稲葉の硫黄摂取量とガス濃度との関

係を明らかKしようとした。

第1節材料および方法

供試材料はノイパウエノレポットで育成した 5業

期の水稲幼植物を供し，ガス接角蟻置は人工光型

ガス接触装置を用いた。

本章 1,1),2）なよび 3）の実験条件は照度

50Klx，気温 30℃，ガス濃度 1ppmで5時間

接触を標準とし， 4）の実験ではガス濃度のみを

5段階K変えて処理した。各実験毎の詳細な実験

条件なよび処理法はそれぞれの実験結果の項K記

述した。

二酸化硫黄の摂取量の定量は供試材料の最上位

完全展開葉Kついて硫黄含有率を分析し，対照区

棄の硫黄含有率との差をもって二酸化硫黄K由来

する硫黄とし，二酸化硫黄摂取率として表わした。

業中の硫黄成分分析法は高温燃焼・ヨード滴定法

（山添，真弓， 1975)V'Lょった。

第2節結果

1. 二酸化硫黄の業内摂取K及ぼす二，三の要

因Kついて

光，気温なよび風速条件の変化が葉Uてなける二

酸化硫黄摂取率K影響を及ぼすととを確めようと

した。さらK人為的K気孔開度を変えてガス接触

を行左い，二酸化硫黄摂取率は気孔の開度K支配

され，光合成作用，その他の生理作用Kはほとん

ど影響されない ζ とを明らかKしようとした。

1 ）光と二酸化硫黄摂取率との関係

二酸化硫黄の接触条件は第 13表K示すとなり

で，気温なよびガス濃度を一定Kして照度を変化

させた。またガス接触時聞はそれぞれ 5時間とし

た。

第 13表処理条件

要因 処理条件

照度（ Klx) 5 14 20 30 50 

気温（℃） 30 

S02濃度（ ppm)

ζの結果は第 20図K示すよう K，葉Kなける

二酸化硫黄の摂取は光の影響を強く受け， 50Klx

までの範囲では照度の増加とともK，ガス摂取率
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はほぼ直線的K増大するととが明らかKなった。

しかし同時K完全念暗黒条件(IL:i≫いても，硫黄K

換算して 0.32砂Ygn.w.の増加が認められた。

このことから光は二酸化硫黄の摂取Kとって重要

な因子として作用し，照度の増加はそのまま摂取

率の増加K結びっく ζとが確められた。
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第 20図種種の照度条件になける S02摂

取率と光合成速度との関係

注）光合成速度比は照度 5OKI x，気温30℃

の条件下の清浄空気中Vてなける光合成速

度を 10 0とした格対値。

一方，との実験でガス接触と同時K測定した光

合成作用とガス摂取率との関係をみると，第 20 

図K示す結果となった。す念わち，光合成Vて対し

て光飽和点と左った照度 3OKlxまではガス摂取

率会よび光合成速度のいずれも照度の増加K比例

して増大している。しかしさらに照度を増加させ

た場合，光合成速度の増大は認められ念いが二酸

化硫黄の摂取率はひきつづいて増大した。

ζのことから二酸化硫黄摂取K対する光の役割

は二酸化炭素摂取に対するそれK相似する場合と，

異なる場合とがあることがわかった。すなわち光

の強さが 0～3OKlxの場合Kは光K より気孔が

聞かれ，両者共K摂取量を増大するが，光の強さ

が 3OKI x以上の場合には気子しがさらK聞いて二

酸化硫黄摂取は増大するのK対し，二酸化炭素摂

取量は光合成の暗反応の限定作用のために増大し

ないのである。

2 ）気温と二酸化硫黄摂取率との関係

実験条件は第 14表K示すよう K，気温を変動

要因とし，二酸化硫黄濃度なよび照度を同－(ILし

た。ガス接触時聞はいずれも 5時間である。

第 14表処理条件

要因 処理条件

黒（度（ Klx) 5 o 

気温（℃） 17 22 30 38 

S02濃度（ ppm) 1 

50 

二霊堂イヒ硫黄摂取率の気温Kよる影響は第 2 1図

K示す結果と 1.dJ，実験条件の範囲ではガス摂取

率は概して高温で高〈，気温を低下させると摂取

率も低下した。しかし両者の関係はガス摂取率と

光との関係でみられたような顕著なものでは左〈，

気温はガス摂取K対する大きい支配要因ではない

と考えられる。 ． 
（骨）（Sm的 D-M・Jー－so,摂取率

1001 2T 
ιー－-o光 合 成

光 so. 
合 J見
成 50 取 11 ． 

率
辿

度

比

O" O 
主7 22 30 l~ 

気温（口）

第 21図種種の気温条件Kなける S02摂取

率と光合成速度との関係

注）光合成速度比は照度 50Klx，気温 30℃

の条件下の清浄空気中になける光合成速

度を 10 0とした相対値。

一方，ガス摂取率と光合成との関係Kついてし
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1 ）の実験と同様の検討を加えた。その結果，二

酸化硫黄接触した場合の温度光合成曲線は第21

図のとbbで， 1 7℃では光合成速度はか左 b低

下したが， 22℃以上K昇温させても光合成速度

の増加はほとんど認められなかった。とれK対し

てガス摂取率は上述のようvc1 7℃の低温域から

3 8℃の高温域まで温度とともKゆるやかK増大

した。結局，気温K対する二酸化硫黄摂取率と光

合成速度との関係は 22℃の場合を除けば両者は

ほとんど一致した。

3 ）風速と二酸化硫黄摂取率との関係

との実験は葉身表面を流れる風が二酸化硫黄の

業内摂取Kどのよう念影響を及ぼすかを知ろうと

するものである。 ζのため風速条件のみを任意K

制御し，気温，日射，二酸化硫黄濃度，間接触時

聞なよび同接触時刻を同－vcしてガス接触すると

とのできる連筒型風洞装置を考案し，作製した。

供試材料はノイパウエノレポットで育成した 4.8 

葉期の水稲を用いた。二酸化硫黄の接触は風洞装

置を搬入するととのできる自然光型ガス接触装置

を用いた。ガス接触条件は濃度を 1ppm とし，

晴天日の午前 10時から 4時間接触，気温 25℃， 

相対湿度 6o %VC制御した。風速条件は， Ocm/

S配， 50αi/sec, 1 0 0侃／sec, 2 0 0側／s町

3 0 0 cm/sec, 5 0 0 cm/sec([) 6段階とした。た

だし， Ocm/s田区はガス接触装置内を循環する気

流のため 2Ocm/sec以下の極徴風が常K観測され

た。

風洞の構造は 6個の風洞が水平方向K連結され

た連筒型で，材質は透明アクリノレ樹脂を用いた。

風速の制御は個々の風洞K装置した小型ファンK

スライダックを連結させて行念った。洞内の風速

は Oc飢／secから最大 5O Ocm/s配までの範囲で同

時vc6段階の風速条件が得られるハ風洞の断面は

2 2. Sc祝日× 15C'JTI,制で洞長 5Oc視である。との

大きさはノイパウエノレポットで育成された 5葉期

水稲の地上部の垂直断面にほぼ等しく，洞内を通

過する空気がむらなく葉面を接触するよう配慮、し

た。

ガス接触処理された水稲葉の硫黄成分の分析は

葉位別K第 3本葉と第 4本葉Kついて行友い，分

析法は高温燃焼・ヨード滴定法（山添，真弓， 1

975)VCょった。

ζの実験は自然光下で実施されたもので， 3反

覆の処理のうちほほ快晴K近い日照条件であった

2反覆の結果Kついて検討した。

第 4本棄の各風速別のガス摂取率は Oc祝／sec区

で最も小さく，風速 10 0棚／記C区で最大とな .!J'

さらK風速を大Kするとガス摂取率は低下した。

ζの関係を Ocm/s配区のガス摂取率を 10 0とし

た指数で示すと第 22図の結果と左った。また第

3本業の風速別ガス摂取率はその最小値と最大値

との差が小さく，また最大値は 20 Oc祝／s田区K

現われたが，全体の傾向は第 22図K示した第4

本葉のそれと同様であった。以上の結果から，葉

K摂取される大気中の二酸化硫黄は風の影響を受

けるととが明らかとえtb，風速が 10 Ocm/s田念

いし 2O Ocm/s配までは風速の増加とともKガス

摂取率が高まる。しかしそれ以上の風速はむしろ

同摂取率を抑えた。
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第 22図 種々の風速条件tてなける水稲葉の

802摂取率

4）気孔開度と二酸化硫黄摂取率との関係

気孔開度を人為的K制御して二酸化硫黄を接触
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させ，葉内K摂取された硫黄量と気孔開度との関

係から，二酸化硫黄吸収Kかける気孔の役割を確

めようとした。

供試材料はノイバウエノレポァトで育成した 5葉

期の水稲幼植物を用い，人工光型ガス接触装置で

処理した。二駿化硫黄の接触条件は濃度を lppm 

で5時間，気温 30℃，照度 5o Klx，湿度 75 

～85%の範囲とした。気孔開度は二酸化炭素辛子

よび酸素濃度を変化させる ζと沿よび酢酸フェニ

ーノレ水銀をそれぞれ第 l5表に示す条件で与える

ととKょb制御した（ ZELITCH, 1963, 

MEIDNER and Mi¥NSFIELD, I 9 6 8，戸塚，

1972）。またとのよう左足哩は二酸化硫黄接触

の 2時間前からあらかじめ与えられた。

第 15表試験区なよび気孔開度処理法

試験区 処理内容

A 自然大気から C02を除去して通気する

B 自然大気(ILC02を添加して 3000ppm

で通気する

c 窒素ガスを通気する

D 1 o-4M酢酸フェニーノレ水銀を葉面K

スプレーする

E 自然大気を通気する

気孔開度の測定はプダノーノレを用いた浸潤法（

村田， 1961)(/Lょった。具体的な測定法は次の

となタである。す念わち，第 15表Kかかげたそ

れぞれの処理条件(IL2時間保ったと ζろで，最上

位完全展開葉（第 5本葉）の葉身中央部を長さ 2

C飢え、け切タ取.！？ ' 2 5℃のプタノーノレ液中K浸潤

させた。気孔開度は試料葉片面K現われる浸潤瑳

が葉片全面K達するまでの所要時聞を秒単位で測

定し， ζの時間数の逆数を 10 0倍した値をもっ

て表わし， ζれを気孔開度比とした。との測定K

は葉身の個体間差を考慮して 1回(IL2葉片ずつ 7

回の測定値から最大最小値を除いて平均値を求め

た。

葉中の硫黄含有率は高温燃焼・ヨード滴定法（

山添，真弓， 19 7 5）を用いて定量した。

それぞれの気孔開閉処理を行左いつつ二酸化硫

黄接触反毘をした結果， C区（ N2 ガス区）を除

く全ての処理で外観上は何らの異常症状も認めら

れし乏かった。しかしC区は二酸化硫黄の接触を開

始しでほぼ 1時間後K葉身の萎凋が始まり， 2～

3時間後にはげしい水浸状の可視障害が現われた。

ζ とで処理された程度の濃度でζのような急激で

はげしい症状を伴う障害例は ζれまでに経験しな

かったので，同一条件で反覆して実験を行念った

がいずれも同様の結果を得た。しかしC区と同ー

の条件で二酸化硫黄のみを含まない場合は水稲葉

K何らの異常も生じ念いζ とから， ζの現象は二

酸化炭素辛子よび酸素を欠く気流中で二酸化硫黄を

接触させたときK生ずる現象と判断した。
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第 23囲気孔開度と S02摂取率の関係

それぞれの反盟条件で測定された気孔開度と二

酸化硫黄摂取率との関係を図示すると第 23図の

結果となった。す左わちガス摂取芸名は概して気孔

開度比の小さい区でガス摂取率も小さしガス摂

取率と気孔開度はかなタ密接な正の相関関係があ

ることがうかがわれた。しかしC区の結果のみは

これらの関係K対し例外的で，気孔開度比は試験

区中で最も大きいKもかかわらずガス摂取率はか

なタ少念いか，または甚しいばらつきがみられた。



水稲の二酸化硫黄障害とその機作に関する研究 39 

との点Kついては，既述のとなり同区はガス接触

時Kはげしい可視障害が現われたため業肉組織が

壊死してガス摂取が中途で阻害されたものと考え

られ，結果の検討から除外した。 C区を除いたガ

ス摂取率と気孔開度との相関関係数は r= 0.951 

を得，ガス摂取K占める気孔の役割の大きいこと

が明らかK在った。

左；）；＇， c区で激しい可視障害が発現した理由は

次のようK考えられる。すなわち SEMIKHATOVA

( 1970）は，植物の生存Kとって不適当な条件

下では呼吸が高まる。その場合呼吸は不適当な条

件で生じた障害の修復K役立っているとしている。

大気中から酸素を除いたC区の条件が好気呼吸を

停止させる ζ とKなり，結果的には障害の発現を

助長するととになったのでは左かろうか。

一方， A区の通気は1NNaOH液槽中を通過さ

せて 2O ppm士1O ppm程度まで二酸化炭素含

量を低下させ，みかけの光合成はほとんど停止し

た状態であった。 B区は自然大気KさらK二酸化

炭素を添加し，光合成速度を高めた。 C区の通気

は高純度窒素ガスを用いたもので，光合成主？よび

好気呼吸は全〈停止した。以上の処理が加えられ

たKもかかわらず， A, BたよびC区のいずれの

処理区でも二酸化硫黄の摂取が認められた。とく

K光合成速度を最も高めたB区でガス摂取率が最．

も小さく，反対K光合成または光合成・呼吸の両

者を抑制したA区， C区でもガス摂取が行左われ

ていた。

とのことから，二酸化硫黄の葉内摂取Kは光合

成，呼吸作用は無関係であb，二酸化硫黄は気孔

の開閉程度K従って受動的K摂取される ζ とが明

らかK~った。

まとめ

照度を 0から 5o Klx の範囲で変化させ，光

の強弱とガス摂取率との関係をみた。ガス摂取率

は光強度K密接K関係し，強光ほど摂取率が高ま

った。しかし光の全くない暗黒条件Kないても若

干のガス摂取が認められた。またとの実験でガス

接触時の光合成は 30Klxで光飽和と左ったが，

ガス摂取率は光量を 5OKlx kする ζとKよって

さらK増加したn

ガス摂取率は気温Kよっても若干の影響を受け

るζとが確められ，気温の上昇とともKガス摂取

率が高まった。そして水稲Kとってみかけの光合

成が低下する 38℃でもななガス摂取率は増加し

た。ガス摂取率K及ぼす風の影響には特異左現象

が認められた。す念わち風速が 10 0ない L20 0 

cm/s配までは風速の増加とともKガス摂取率が高

まる。しかし， 20 0捌／sec以上K風速が高まる

とガス摂取率はむしろ低下し， 20 0～ 5 0 0捌

/secの風速では風速のガス摂取率K対する影響は

認め難かった。

気孔の開度を人為的K操作して二酸化硫黄を接

触させ，気孔開度とガス摂取率の関係をみた。気

孔開度処理は二酸化炭素と酸素の濃度制御なよび

酢酸フェニーノレ水銀を用いる方法Kょった。その

結果，ガス摂取率は気孔の開度と高い正の相関関

係Kあるととが確められ，葉tてよるガス摂取過程

で気孔の役割の大きいととが明らかK左った。ま

たζの実験で大気中の二酸化炭素を欠くかまたは

二酸化炭素と酸素を欠〈条件でガス接触が行なわ

れたが，かかる条件でも二酸化硫黄の摂取が認め

られ，二酸化硫黄摂取は光合成，呼吸作用自体と

は何らの関係をもた左いことが明らかKなった。

2. 二酸化硫黄の濃度とガス摂取率との関係

植物葉K対する二酸化硫黄障害の程度は基本的

Kは毒物である二酸化硫黄の葉組織内侵入量Kよ

って決定されるものである（藤原， 19 6 8 ）。

Tl-IOMAS. and HILL, (I 935）は葉障害の程度

をガス濃度と接触時聞の 2因子で表わすζ とがで

きるとしたが， ζれは二酸化硫黄の植物体内への

侵入量が第 1f'L二酸化硫黄濃度と接触時間Kよっ

て支配されるからである。一方同時にガス接触時

の光，気温，土壌水分なよび植物の種類，品種，

生育段階，生理的活性度左どの外的，内的条件も

ガスの侵入K少なからぬ影響を及ぼすととが知ら
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れている（鏡木， 1916, WELLS, 19171 

KATZ and LEDINGHAM, 1939 , THOMAS , 

1951，斉藤， 19 74 ）。

前項ではとれらの要因のうち光，気温がよび風

とガス摂取率との関係Kついて明らかにしたが，

ひきつづいて，ガス濃度と同摂取率との関係を検

討した。

供試材料はノイパウエルポットで育成した 5.5 

葉期の水稲幼植物で，ガス接触処理は人工光型ガ

ス接触装置を用いた。

二酸化硫黄の接触条件は照度 50Klx，気温30

℃，湿度 60～70%，ガス猿度 0.1 ' 0. 5 , 1. 

0' 2. 0 ' 5. 0の 5段階，接触時間数はいずれも

5時間とした。葉中の硫黄含量の定量法は前項実

験と同様K，供試水稲の第 5本葉（最上完全展開

業）を分析対象葉とし，高温燃焼・ヨード滴定法

（山添，真弓， 1975) vcよって分析した。また

各処理区の業中硫黄含有率と無処理区のそれとの

差をもってガス摂取率としたっ

水稲葉の二酸化硫黄摂取率はガス濃度を高める

とともK増大したσ しかし接触時聞を一定Kした

場合，ガス濃度とガス摂取率との関係は直線的な

ものでは念く，第 24図に示すように一種の飽和

曲線で表わされる関係に遣うるととが明らかKなっ

た。

（協）
3 ,, 

2

ヮ“

印

摂

取

率

． 

。
0 0.5 1.0 0.2 

so，濃度（ppm)) 

第 24図水稲葉面K接触した 802濃度と

802摂取率との関係

すなわち， lppm 以下の低濃度域ではガス摂

取率はガス濃度の増加Kつれて急、速K高まった。

しかし水稲葉にとって可視障害の発現しはじめる

摂界濃度K相当する Ippm 以上の濃度域附近か

ら，ガス濃度の増大K対してガス摂取率の増加割

合は緩慢に左 b，摂取率は辛子よそ 3111fj/gD.M前

後K収れんする傾向をみせた。水稲幼植物を用い

た場合，強光下で 5時間ガス接触を行左うと可視

障害は 5ないし IOppmでほぼ最大となり，葉身

全面が壊死状態に達し，それ以上の濃度を接触さ

せても障害発現時聞が短縮されるKすぎ左い。 ζ

のζ とからガス摂取率はガス濃度の増加とともK

漸増するものの，最終的Kはある関値を超えない

ものと考えられる。

一方，水稲葉身K摂取された二酸化硫黄を水稲

体K接触したガスの接触総量（濃度と接触時間の

積）と芦北してみると，それぞれのガス濃度条件

Kなける単位接触量当 b摂取率（これを摂取効率

とする）が得られる。ガス濃度別の摂取効率は第

1 6表K示すよう K，ガス濃度が高いほど摂取効

率は低下した。

第 l6表二酸化硫黄の摂取効率

( STTlfj/802 ppm・hr)

802濃度（ ppm) 0.1 0.5 1.0 2.0 5.0 

1.84 0.72 0.44 0.23 0.13 

摂取効率
Il 2.38 0.8 7 0.48 0.25 

5.0 

まと’め

照度，気温，葉令会よび接触時間念どガス摂取

率K影響を有する要因を向－vcして，水稲葉中K

摂取される二酸化硫黄の量と大気中のガス濃度と

の関係を明らかKした。

その結果，二酸化硫黄の摂取率はガス濃度K対

して飽和曲線で酒ける関係Kあり，水稲葉への経

業的な硫黄集積量Kは一定の限界が認められた。

従ってガス摂取効率はガス濃度が高まるKつれ
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て低下した。

ζのためガス濃度の上昇は二酸化硫黄の摂取K

対して一面(!Li,~いては抑制的K作用する関係があ

ると考えられた。

第 3節考察

植物棄に対する二酸化硫黄の侵入口は気孔であ

るとの考え方（ WIELER1 1 9 0 5 ）はか左り古く

からあb，またとの推論は現在でも支持されてい

る。しかしとれを具体的K立証する報告はきわめ

て少ない。また二酸化硫黄の葉内集積は気孔から

の侵入によるばかbで念〈，葉表面への附着Kよ

る侵入もあるとする考え方（斉藤， 1971）があ

る。

二酸化硫黄の葉内侵入経路の追跡手法としてラ

ジオオートグラフKよる方法（ HARRISON et 

al, 1 9 4 4 , THOMAS et a 1, 1 9 4 4，門田，

井上， 19 7 2 , Y AMAZOE , 1 9 7 3 ）がるり，

ζれを用いた報告もある。しかし組織内の移動，

拡散による侵入経路を明らかKした例は少ない。

二酸化硫黄の葉内集積が葉令Kよって顕著左差異

を示すことが明らかKされているが， ζのととは

ガス摂取が単純左附着接触Kよる侵入では念〈，

作物の内的要因K強〈支配される ζ とを意味して

いる。

本章では二酸化硫黄の葉内摂取が主として気孔

Kよるとの前提K立ってガス摂取率を支配する因

子Kついて検討を加え，ガス侵入経路なよび大気

中のガス濃度と摂取率との関係を明らかKした。

実験の結果，光の存在がガス摂取Kきわめて大

きな影響力をもち，ガス摂取率はほとんど光律速

的K支配される関係Kあった。これK対して気温

のガス摂取率への影響は比較的小さかった。また

風速の変化K主ってガス摂取率は大きく変化し，

ななむね 2視／s回以下の風速域では風速の増加と

ともKガス摂取率は増大し，さらK風速を増加す

るとガス摂取率は滅少した。との現象は斉藤（ 1 

974）の報告とほぼ一致した。またガス摂取率と

風速との関係は矢吹（ 1 9 7 0 ）が明らかKした

光合成速度と風速との関係Kきわめて類似した結

果となった。矢吹は，風速がある限度を越えて増

加すると光合成が低下する理由を，風が蒸散作用

を通じて気孔の閉孔をもたらした 2次的な結果K

求めた。葉面境界層附近での二酸化硫黄の挙動が

二酸化炭素のそれと同一であるとすれば，風Kよ

る二酸化硫黄の摂取率の変化は同様K説明される。

一方，人為的K気孔開度を変化させてガス接触

を行った結果はガス摂取率が気孔開度K強く影響

されているととを示した。同時Kζの実験で二酸

化炭素または二酸化炭素と酸素を欠〈条件下でも

ガス摂取K何らの支障もないととが確められた。

ζのことからガス摂取は光合成，呼吸作用とは無

関係な機作Kよって行なわれていると言えよう。

他方本研究第 2章， 2' 3）の実験Kよb，二

酸化硫黄Kよる壊ヂ酪E織の発達が気孔付近から始

まる ζ とを組織学的K確かめた。

以上の結果から二酸化硫黄の摂取はほとんど気

孔を経由するものであり，ガス摂取率がさまざま

な外的，内的要因Kよって支配される理由もそれ

らの要因が気孔開度に関係する結果であると考え

られる。

二酸化硫黄の摂取率はガス濃度Kよって支配さ

れるが，両者の関係は直線関係ではなく，飽和曲

線で表わされる関係Kあった。 ζの現象はまた大

気中の二酸化硫黄が葉表面K機械的に吸着するも

のでないととを裏付けるものであろう。またガス

濃度が高まるに従ってガス摂取効率が低下する ζ

とは二酸化硫黄がガス摂取K対して一面Kないて

抑制因子として作用しているためと考えられる。

ζの点Kついては気孔開閉運動の機作を説明する

ZELITCH ( l 9 6 3）のグリコーノレ酸代謝反応説

で説明されよう。すなわち二酸化硫黄の摂取Kよ

って体内K生成される dーハイドロオキシスノレホ

ン酸類が気孔の閉鎖をもたらすのであって，ガス

濃度が高いほど閉孔現象が著しく在る理由もこ ζ

Kあると考えられる。またKATZ and LEDING-
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HAM (1939）は彼らの実験で高濃度の二酸化

硫黄で気孔開度が低下するととを確かめている。

二酸化硫黄の案内侵入過程は，基本的tては二酸

化炭素の葉内侵入のそれニ同一であって，ガス濃

度が高まると気孔開度を減ずる点も同じである。

しかし細胞組織内への侵入時K化学的中和反応

( THOMAS et a 1, I 9 4 4，藤原， 19 6 8 ) 

が関与する点は二酸化炭素摂取の場合と異念る点

である。
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第 5章 低濃度二酸化 硫黄の長期間反覆接触が

乾物生産に及ぼす影響

二酸化硫黄が農作物K及ぼす障害は外観的K現

われる徴候の有無から可視障害と不可視障害K大

則されるととがある。前者は植物体組織，器官K

肉眼で識別できる障害症状が現われる場合を指し，

後者は外観的Kは何らの徴候を示さ左いが，光合

成や呼吸作用左どの生理作用が阻害撹乱される場

合を指す。

可視障害の場合Kは主として光合成器官が二酸

化硫黄Kよって不可逆的K破壊されるため，作物

の生育，収量への悪影響はしばしば顕著K現われ

る。とれK対して，不可視障害の場合Kは外観的

Kはほとんど影響が認められないばかbでなく，

光合成能などの阻害が可逆的であり，かつ阻害の

程度も小さいため，生育，収量K及ぼす影響を定

量的K把握する ζとが困難な場合が多い。従って，

不可視障害が果して農作物の生産力，収量K影響

を及ぼすか否かは，二酸化硫黄障害が研究の対象

K念った当初から論議の焦点（ MCCUNE et al, 

1 9 6 7）であった。

二酸化硫黄Kよる作物の生育，収量K及ぼす影

響KついてはHILL and THOMAS ( 1933) , 

ZIM岨RMAN and Crocker ( 1934), 

THOMAS, and HILL( 1937), KATZ and 

LEDINGH必d1939）なよび谷山（ 1972）が ζの

問題Kついて積極的K取組んできた。との中で不

可視障害説を肯定する立場（谷山， 1972 ）は可

視障害を惹き起さない程度K二酸化硫黄の濃度が

十分低くい条件下にないても光合成が若干阻害さ

れる事実をもとに，栽培試験上からも証明したと

している。一方とれを否定する立場（ THOMAS 

and HILL,1937,K_ATZ and LEDINGHAM., 

19 39 ）は，可視害が生じない程度のガス濃度条

件Kなける光合成阻害は肯定するが，その阻害は

可逆的で，かつ二酸化硫黄の除去と共K光合成作

用が一時的に昂進する場合もあ b，究極的には諸

生理作用の一時的援乱Kとどまり，乾物生産への

影響は無視し得るとし，栽培実験上からも否定的

念結論を導びいてきた。

とのよう K不可視障害の農作物の生育収量K及

ぼす影響Kついての結論が相異する理由は，すで

K示したようK不可視障害のみを生ずる条件では

光合成阻害の程度が僅少で，かつ容易K可逆的K

回復する特徴をもっ一方，二酸化硫黄以外の光合

成能変動要因が同時K複雑K関与するためであろ

う。と bわけ，子実生産は同化産物の体内代謝，

再配分の結果として得られるもので，光合成阻害

の子実収量K対する影響の有無を確実K捕捉する

ζ とはきわめて困難である。

以上のことから，これまで積み重ねて来た多く

の試験結果を踏え念がら不可視障害と水稲子実収

量との関係を解明する基礎的左手がかりを得るた

めK，可視障害を起さ念い条件下vc:io~ける水稲の

生長がよび乾物生産K及ぼす二酸化硫黄の影響を

知ろうとしたものである。

第 1節材料および方法

供試材料はノイパウエノレポットK土耕Kよる精

密栽培法で育成された水稲品種コシヒカリの幼植

物である。播種密度はポット当り 22粒とし， 2

業期K生育の整ーな 20個体K厳選して調整した

材料のみを試験K供した。供試材料の育成Kは日

中（午前7時から午後 6時まで）気温を 22℃， 

夜間（午後 6時から午前 7時まで）気温を 15℃， 

相対湿度 60 %士 IOo/oVL制御した屋外自然光型

グロースキャビネットを用いた。

二酸化硫黄の接触は自然光型ガス接触装置を用

い，実験の実施期聞は離乳期直後の 2.8葉期から

5. 5葉期K至る 32日間である。接触する二酸化
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第 l 7表二酸化硫黄接触一覧なよび日平均濃度（ppm) 第2節結 果

処理日 2 3 4 5 6 7 8 
1. 長期反覆接触の生育なよび光合

成能になよほす影響
濃 度 0.3 l 0.4 5 0.3 8 0.4 3 0.4 4 

二酸化硫黄を接触処理した日数は延

処理日｜ 9 l 0 l 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1日，合計 l 0 5時聞に及び，その

濃 度 l0.4 1 0.4 8 0. 5 1 0.4 9 〉｜〈 0.3 9 0.4 9 聞の平均濃度は 0.4 7 8 ppm であっ

処理日 1 7 1 8 1 9 20 21 22 23 24 
た。との処理K供試された水稲Uては全

処理期間を通じて可視障害は認められ

濃 度 0. 5 2 0.4 5 0. 5 8 0.4 9 >Iく 0.5 7 
ず，また葉色Kも肉眼で識別出来る変

処理臼｜ 25 26 27 28 29 3 0 3 1 32 化は見られなかった。しかし生育の進

濃 度 1o.5 i o.6 5 o.5 o 0. 5 0 0.4 8 * 
捗(IC伴なって，接触区の分げつ棄の展

＊：光合成速度なよび乾物重測定日

－：ガス接触を行なわなかった日

硫黄の濃度は 802 として 0.5 ppm を計画濃度

とし具体的な濃度なよび ζの期間中の二酸化硫黄

接触処理のスケジューノレは第 17表K示すとなタ

である。試験区の構成は二酸化硫黄接触区と対照

区の 2区とした。接触区の二酸化硫黄の接触時聞

は午前 10時から午後3時までの 5時間とし，接

触処理以外の全ての時間Kは接触区，対照区とも

清浄念空気の流入する育成fflグロースキャビネッ

トK併置して育成管理した。

生育，乾物重なよび光合成能の測定は第 17表

(IC 示すスクジューノレK従って行なわれ，第 1回自

の測定は対照区の葉令で 3.9業期，第2回目は 4

8葉期，さらK第 3回目は 5.5葉期K相当した。

各期の生育なよび乾物重視］定K供した試料は両区

ともそれぞれ無作為(IC5ポットずつ， 1 0 0個体

を当てた。また光合成能はあらかじめ決められた

ポット Kついて測定したもので，気温 30 °C，光

量 50Klxの人工光条件下で測定を行左った。

;1: :Jo~ ，接触区，対照区のい

ずれKついても各種の調査K

2.8葉期

開伸長は対照区のそれK較べやや遅れ

る傾向が見られ， 5葉期頃Kは両区を

比較観察すると，下位葉の繁茂状態K

は肉眼で識別出来る程度の差が認められた。また

第 18表K示すようK抜取時の禁令調査からも主

茎葉の展開速度や分げつ茎の生育Kもわずかに差

が現われ，観察結果と一致していた。

各葉令期の葉面積調査は，各区それぞれ 5ポッ

トずつ 10 0個体を無作為K抽出して行ない，結

果を第 19表K示した。処理の有無Kよる葉面積

の差は観察結果と一致して 3.9葉期からすでK認

められ，接触区の個体総葉面積は対照区のそれよ

b小で，生育の進捗とともKその差は拡大した。

との関係を葉位別業面積値から検討すると，すで

K展開を完了した本棄の差異は認め難いが，未展

開本棄なよび分げつ茎の葉面積は明らかK対照区

のそれより小であった。すなわち接触区，対照区

間の業面積差は未展開本葉会よび分げつ茎の業の

面積差によるものであった。とのことから二酸化

硫黄の長期反覆接触は主茎葉の最終案面積を抑制

するととは左いが，展葉速度を遅らせるため，同

第 l8表供試水稲の発育状態

3. 9葉期 4. 8葉期 5. 5葉期供するため，供試ポット数は

実験開始時Kは 30ポットず

つ用意した。

対照区処理区対照区処理区対照区処理区対照、区

葉令 2.8 3.7 3.9 4.7 4.8 5.2 5.5 

茎数 1.0 1.0 1.0 2.2 2.3 2.9 3.0 
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第 19表 S02の長期間反覆接触Kよる水稲葉面積生長への影響 （cift)

2.8葉期 3. 9業期 4. 8葉期 5. 5葉期

対照区処理区対照区処理区対照区処理区対照区

全葉面積 3.1 8 9. 7 1 

主 茎 葉面積 3.1 8 9. 7 1 

分げつ葉面積

主茎葉位別面積

第 1本葉 0.2 1 0.2 1 

第 2本葉 1.1 1 1.18 

第 3本葉 1.8 6※ 3.3 2 

第 4本業 5.0 0※ 

第 5本葉

第 6本業

※：未展開葉を示す。

一時期になける処理区対照区の比較では処理区の

個体当り葉面積は減少する結果をまねいた。

9.9 1 

9.9 1 

0.2 2 

1.14 

3.3 7 

5.1 8※ 

一方同時に測定された非接触時の水稲の光合成

速度は第 25図K示すとなbで，接触区の個体当

り光合成速度は， 3.9葉期Kは対照区K較べ約 7

%の減退を示し，さらに処理を重ねるK従ってそ

の滅涯傾向は顕著Kなり， 5.5葉期Kは 17. 4 % 

の差と左った。しかし個体当り光合成速度の顕著

な滅退Kもかかわらず，同第 25図K示すとな！？ , 

(CO，＂＇？＇個体／ hr)

4 

個
(C02m~伽仰r)

体 31 40 
｜葉

当｜面

り｜当 3ol
21 

光｜ ν

A I光 201

｜合

成 1I成。
民1

ζ二弓｝接触区

ζニニ~｝対照区
。 13 21 

ガス接触開始後の日数 （日）

32 

第 25園 長期反覆接触Kよる個体なよび葉

面当り光合成の変化

1 8.9 1 2 1.2 6 2 6. 7 3 31.6 4 

1 5. 7 2 16.59 1 8.8 9 21.5 9 

3.1 9 4.6 7 7.8 4. 1 0.0 5 

1.16 1.1 1 0.9 4 0.8 5 

3.3 7 3.3 5 3.0 5 3.0 3 

5.5 7 5.3 5 5.3 8 5.3 9 

5.6 7※ 6.7 8※ 7.3 5 7.6 7 

2.1 7※ 4.6 5※ 

葉面積当 b光合成速度は処理の有無Kよる差異は

きわめて小さかった。しかも処理区の全業面積は

対照区よ b小さかったから相互しゃへいの影響も

小さく，それは葉面当り光合成速度K有利K働い

たはずである。 ζのことを考えると業面当 bの光

合成速度の差異がきわめて小さかった ζ とは，逆

K同一照度Kお漬ける葉面当タ光合成能力Kある程

度の差異があったととを意味する。したがって個

体当タ光合成速度の両区の差は個体当タの葉面積

の差と葉面当り光合成能力の差との両者によると

判断される。

す左わち二酸化硫黄の長期反覆接触による影響

はそれぞれの葉の最終面積の大きさなよび単位面

積当タの光合成機能の減退Kは結び付かないが，

新葉の展開伸長Kは抑制的Kはたらき，生育各期

Kなける個体当タ葉面積は相対的K小さくな！？ , 

その結果個体当タ光合成速度が減少するものと言

えよう。

2. 長期反覆接触の乾物生産Kなよほす影響

二酸化硫黄の長期反覆接触処理を行なった水稲

体Kついて部位別，葉位別乾物重を 1の実験で葉

面積を測定したものと同ーの供試材料Kついて測

定し，第 20表K示した。全乾物重Kついてみる
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第 20表 S02の長期間反覆接触Kよる乾物重への影響（7119／個体）

全乾重

葉身 重

葉鞘重

根重

主茎葉位別重

2. 8葉期

対照区

41.0 

1 2.9 

1 5.3 

1 2.8 

3. 9葉期 4. 8葉期 5. 5葉期

処理区 対照区 処理区 対照区 処理区 対照区

108.4 117.2 174.0 183.0 309.7 

31.1 32.9 63.1 66.7 106.9 

38.6 42.5 60.7 64.9 129.7 

38.7 41.8 50.2 51.4 73.1 

3 1 9.5 

1 1 1.2 

1 3 6.3 

7 2.0 

第 1本葉

第 2本葉

第 3本葉

第 4本業

0.8 7 0.8 6 0.8 8 

4. 5 6 5. 0 6 5. 3 8 5. 0 3 4. 9 8 5.0 6 5.0 3 

7.4 5※ 10.88 11.20 11.06 10.94 11.3 5 11.3 9 

14.3 3※ 15.39※ 18.93 17.14 19.49 1 8.6 7 

2 7.0 6 第 5本案

第 6本薬

分げつ葉

※：：未展開葉を示す。

と，接触区のそれは対照区K較べ， 3.9葉期Kは

7. 6 %低い値と~ b，また 4.8葉期， 5.5葉期の

いずれも接触区の乾物重は対照区のそれより減少

して ;Jo~ ！？，二酸化硫黄の長期，反覆接触が可視的

な障害を伴なわない場合でも乾物生産を抑制する

ζとが確められた。しかし二酸化硫黄の接触が反

1 8.9 7※ 21.2 4※ 2 8.6 8 

1 5.2 5※ 1 9.5 6※ 

9.14 12.39 2 7.0 3 2 9.5 1 

わたって顕著K抑制的K作用した。根K対しては

3. 9葉期まではかなり明りょう念抑制的影響が認

められたが，その後は処理区の生長が良好と念 b

荷区の差は認められなくなった。葉身重K対する

影響には経時的な変化がほとんどなく，処理を行

なった全期間を通じて対照区に対して常(tr.4～ 5 

覆されるK従って両区の乾物重の

差は僅少K~ D，前項で得た個体

当り光合成速度Kみられる傾向と

はやや異念った結果となった。こ

れらの推移を各調査期毎K区切っ

て表わすと第 21表のと訟bで，

4葉期を過ぎる頃から乾物生産K

対する影響の処理区間差はほとん

ど認められ念い結果となった。

第 21表各生育期間毎の乾物増加量（1119) 

乾物生産K及ぼす影響を水稲体

の器官別Uてみると第 26図K示す

となりで，乾物重K及ぶ影響は器

宮Kよって異なる結果を得た。す

なわち二酸化硫黄接触の影響は葉

鞘の乾物生長K対しては全期間に

生育期間 部位接触区（a）対照区（同 a/b×10 0 

f全 重

i；葉身重
4. 8妻～ 5.5妾｛

！葉鞘、重

l根重

6 7.4 

18.2 

2 3.3 

25.9 

6 4.6 

3 2.2 

2 2.1 

1 0.5 

13 5.7 

4 3.8 

69.0 

22.9 

7 6.2 

20.0 

2 7.2 

29.0 

6 4.9 

3 3.8 

2 2.4 

8.7 

l 3 6.5 

4 4.5 

7 1.4 

20.6 

8 8.5 

9 1.0 

8 5. 7 

8 9.3 

9 9.5 

9 4.7 

9 8.7 

l 2 0. 7 

9 9.4 

9 8.4 

9 6.6 

l l 1.2 



7.kfi!iの二酸化硫黄障害とその機作K関する研究 47 

JOO，一一一一一一一一一一一一

乾

物 90

重

比 80

M 
照
区

70 
を
JOO 

~ f什了 γ了丁丁rr
葉葉 築葉 葉葉
恨 恨恨

身鞘 身鞘 身鞘
、-v--' 」－－...－－、－－
3.9葉期 4.8葉期 5.5葉期

第 26園 長期反覆接触Kよる水稲各部位の

乾重変化

%低い値で経過した。さらK葉身乾物重K対する

影響を業位別Kみると，展開を完了した葉の葉身

重はいずれの葉位でもガス接触の有無による差は

認め難い。すなわち処理の有無Kよる全葉身重の

差は葉身の伸長，展開量の差であった。

以上の結果から二酸化硫黄の長期反覆接触Kよ

る乾物生産阻害は葉鞘部K最も強〈現われ，次い

で業身部なよび根K現われる。しかし，葉身部へ

の影響は展開した葉の面積当タ乾物重，す左わち

葉組織の充実，肥大Kはほとんど有意左差は認め

られず，葉身生長への影響は新葉展開への影響K

止まった。

まとめ

ホット植Kされた水稲葉植物を 2.5葉期から 5.

5葉期までの 31日間，日中 5時間ずつ 21日延

1 0 5時間，約 o.5 ppmの二酸化硫黄を接触さ

せた。との濃度は光合成を約 30%阻害する。

その結果，可視障害の発現は全く認められなか

ったが，接触区の生長Kは展開速度，分げつ数で

わずか左遅滞が認められた。

ガス接触を重ねるK従って個体当り葉面積K若

干の差が生じたが， ζれは主茎なよび分げつ茎の

展葉速度の差Kよるもので，展開を完了した本葉

の葉面積はいずれの葉位のものKついても有意な

差は認められなかった。

ζれらの水稲の光合成能を経時的K追跡した結

果，個体当タ光合成速度K差が認められ，その差

はガス接触を重ねるK従って大きくなった。しか

しζのような長期反覆接触Kよっても葉面積当b

の光合成速度Kは何らの影響も認められ念かった。

接触区の乾物重は対照区K比べて小さく ~kl.

ガス接触Kよる光合成阻害が乾物生産K影響する

ζ とが証明された。さらK器官]Jlj(!L乾物重の影響

をみると，業鞘部への影響が最も大であった。葉

身重への影響は接触区の全葉身重が若干軽いとと

K見られたが，業位別葉身重Kはガス接触の有無

による有意な差は認められなかった。また根K対

する影響も処理の初期Kは認められた。

第 3節考察

水稲幼植物K対して 2.8葉期から 5.5葉期まで

の 3 1日間，なよそo.5 ppmの濃度で日中 5時

間ずつ 2 1回Kわたって二酸化硫黄の接触を行左

った。との濃度は清浄な大気中での光合成速度の

30%を匝害するに相当するものである。

その結果，処理後約 10日目K処理区の葉令が

対照、区K比べ若干遅れる傾向がみえはじめ，ひき

つづいてガス接触を重ねると処理区の葉令はさら

K遅れるとともK分げつ数の減少も認められた。

処理区の個体当タ総業面積は対照区K比べて 3.9 

葉期tては 2.0 %, 4. 8葉期Kは 11. 1 %, 5. 5葉

期Kは 15. 5 %減少した。しかし展開を完了した

主茎葉の葉面積Kはガス接触の有無Kよる差が認

められなかった。

以上の結果から本実験でのガス接触の影響は主

茎葉の最終案面積Kは及ばず，展葉速度を遅延さ

せるK止まった。

一方乾物生産K及ぼす影響Vてついては，処理区

の乾物重は対照、区K比べ 3.9葉期では 7.5 %. 4. 

8葉期では 4.9 %. 5. 5葉期では 3.1%減少する

結果を得た。また器官別乾物重についてみると，

葉鞘部への影響が最も大きく，次いで地下部，さ
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らK葉身部の！願であった。

一般K光合成を阻害した場合，その影響は生育

の遅滞，乾物重の減少となって現われる。光合成

能K関係する気温，水混条件辛子よび遮光処理を組

み合せて水稲の形質の変化をみた松島ら（ 1968),

星野らい969）の報告Kよれば，光合成の制御さ

れるような条件下では草丈，業令，葉面積（本葉

），乾物重Kかなり顕著左変化を生ずるとしてい

る。またMURATAet al(I965）によれば二酸

化炭素濃度bよび遮光Kよって光合成を阻害する

と地下部の生育が強く抑えられ地上部の生育も劣

るという。

本実験Kよる結果をとれらの結果と照合すると

全乾物重，なよび地下部重の減少と展葉速度の遅

延現象では一致するが草丈の変化，本葉の最終案

面積の滅少は本実験では認められなかった。本実

験の場合と前出の諸実験の場合とでは光合成会よ

び体内生理K及ぼす影響を必ずしも同一視すると

とはでき念いが，本実験Kかけるガス接触の影響

はそれらと比較して比較的軽微左光合成阻害K止

まったものと考えられる。また本実験ではガス接

触の有無による全乾物重がよび地下部重の差が，

実験の後期K次第K僅少K念った。この原因Kつ

いては供試材料の育成条件からくる過密現象を考

慮しなければ左らないであろう。しかし本実験で

は播種密度を 2000 粒／m•とし，百代Kかける標

準播種密度の 1/2倍以下K抑えて過密化Kよる

影響をできるだけ回避するよう配慮した。個体当

タ乾物重の増加の鈍化が 5葉期以前K生じること，

しかも展葉速度の遅延現象は全期を通じて認めら

れ生育の進捗ととも K顕著になる ζ との 2点から，

この表象を過密植の影響のみK帰することはでき

左い。本実験ではガス接触時の供試水稲の光合成

速度は測定し念かったので，接触中の光合成速度

の変化Kついては明らかで左いが，相互しゃへい

の影響を含めた単位面積当D光合成速度Kは処理

の影響はほとんど認められなかった（第 25図）。

従って乾物生長に対する処理の影響が次第K軽く

なる原因は上記以外K求めねばなら念い。 ζれK

ついていろいろ左前から考察したがその原因を見

出すζ とはできなかった。

しかし左がら実験Kよb軽度の光合成阻害を伴

う二酸化硫黄の長期反覆接触の影響としては展葉

速度の遅滞はあるが本葉面積の生長は阻害されな

いとと，葉鞘重への影響が最も大きいζ と，がよ

び処理を重ねるK従って乾物重への影響がうすれ

るζとが明らかKされた。

水稲幼植物の生長が遮光または二酸化炭素濃度

の変化Kよって変化するのは，光合成量の変化K

よる（ MURATAet a 1 I 9 6 5）といわれる。しか

し本実験での二宮変化硫黄Kよる生長への影響がそ

れと異なるのは，二酸化硫黄Kよる光合成阻害K

は同時K光呼吸の阻害（ ZELITCH,1966）を伴

念う ζとKあると考えられる。 ζれKついては今

後の検討課題でるる。
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第 6章綜

二酸化硫黄の農作物K対する害作用Kついては

古くから現在まで多くの研究（HASELHOFF und 

LINDAU, 19 03, WIELER, 190 5，米丸， 1927'

THOMAS and HILL, 1937, Katz and 

LEDINGHA!可 1939，松島， 196 9，谷山， 1972)

が進められてきた。しかし，二酸化硫黄Kよる光

合成阻害の機作をはじめ，農作物の発育生長に対

する障害Kついてはまだ不明な点が多い。さらK

農作物K対する被害回避対策bよび農作物の生育

環境保全の上からも未解決な問題が多く残されて

いる。 ζれらの課題を解明するためK二酸化硫黄

Kよる光合成阻害の実態とその機作会よび乾物生

産K及ぼす影響について水稲幼植物を用いて基礎

的左検討を行左った。

二酸化硫黄Kよる可視障害は白斑裂と褐斑の 2

種類に分類され，白斑は急性的左障害，褐斑はE

急性的な障害であった。それらはいずれも二酸化

硫黄の葉内への侵入Kよって業肉細胞が壊死して

できた症状であった。褐斑は二酸化硫黄Kよる葉

緑素の分解がゆるやかK進んだ結果，ポリフェノ

ーノレ酸化酵素の酸化Kよって生成されたキノンK

よる褐色色素（馬場，田島， 19 6 1 ）による症状

と考えられた。これK対して白斑は二酸化硫黄に

よる葉肉細胞の急激な原形質分離を起した結果生

じた症状であった。原形質分離なよび白斑の形成

過程については観察の結果から以上の諸点が明ら

かKなった。す左わち，第 1は原形質分離は呼吸

腔K接した葉肉細胞からはじまり，遠心的K拡大

した。第 2は原形質分離細胞は葉の表裏には関係

なく，ガス接触時K強い直接光が照射された葉面

側の葉肉組織K集中的K発現した。第 3は原形質

分離組織をもっ葉K光照射をしてはじめて葉緑素

の分解が進み，白斑が形成された。以上の結果か

ら，障害の原因と左る二酸化硫黄は主として気孔

から侵入する ζと，可視障害の形成Kは光が不可

合考察

欠であb，同時K光は 2つの役割をもつものと判

断した。第 1の役割はガス接触時の光が葉肉細胞

の原形質分離を起すためK必要であb，そのとき

の光の強弱が障害の程度を左右する。第2は業緑

素の分解K必要であり，原形質分離を起した細胞

の葉緑体は光の照射を受けて葉緑素の光分解が起

る。このことから葉緑素の光分解過程Kついては，

以下のようK考えた。二酸化硫黄の業内侵入Kよ

って葉汁液の酸性化（ T ROMAS e t a 1 , 1944 ) 

を招き，酸性化した細胞質内の葉緑体たん白が変

質，分解する（HOTTAet al, 1968）。次いで

たん白部分の崩壊した葉緑素たん白複合体K光が

照射されて葉緑素が分解する。

水稲葉K二酸化硫黄を接触した場合，可視障害

の有無にかかわらず光合成は阻害されていたυ し

かし，ガス除去後の阻害の回復過程は可視障害の

有無でやや異左る経過がみられた。 ζれUてついて

検討した結果，二酸化硫黄Kよる光合成阻害はい

くつかの異なる原因から成ることが明らかKなっ

た。第 1はガス接触時K起る一時的，可逆的阻害，

第 2はガス接触後ある程度時聞をかけて徐々に回

復する回害，第 3は回復不能な阻害で光合成器官

の破壊Kよるもの，の 3種類であった。可視障害

が生じた場合はそれら 3者が同時K併存して光合

成を低下させるが，可視障害のない場合は第 1の

阻害のみから成っていた。

可視障害の生じない程度の条件下で二酸化硫黄

を接触して光合成阻害の特徴を検討した。その結

果，二酸化硫黄Kよる光合成阻害はガス濃度の変

動ときわめて密接かつ瞬時的K対応し，接触時間

の長短にかかわらずζの特徴は失念われ念かった。

また，照度と光合成阻害の関係を検討（第 3章 3'

2）の実験）した結果，光合成阻害は光合成速度

が光律速的を低照度域から暗反応、が支配的と左る

高照度域までの全域でみられ，強光Kよるほど阻
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害率が高まるととを明らかにした。さらKガス濃

度と光合成阻害率の関係を検討（同章 2' 4 ）の

実験）した結果，光合成盟害率はガス濃度に応じ

て変化し，阻害率はガス濃度の対数と直線関係に

あって，阻害反応は基本的Kは質量作用の定律が

当てはまる化学反応的な現象である ζ とを明らか

Kした。また二酸化硫黄の接触で光合成が阻害さ

れるとき，気孔の開度もまた同時K低下する ζ と

が認められた。

以上の結果，二酸化硫黄の光合成阻害は基本的

Kは気孔閉孔と光合成反応系の阻害との二部分で

生じ，後者はさらK初期光化学反応と暗反応系で

阻害する複合的な阻害反応である ζ とが明らかK

なった。

初期光化学反応阻害は，高濃度の二酸化硫黄の接

触で葉緑素たん白複合体の破嬢が起る ζとから，

低濃度の場合でもその前段階である葉緑体への影

響が考えられ，葉緑体の一時的不活性化がその原

因と考えられた。

暗反応、系の阻害Kついては，阻害反応の特徴が

ガス濃度の変動K対して瞬時的でかつ可逆性K富

むととから，その機作はグリコーノレ酸酸化酵素活

性阻害（ ZELITCH, 1957) （＇［原因を求めるよ b

も，光リン酸化反応阻害（ ASADAet al,1965, 

SILVIUS et al,1975）やRuD  Pカノレボキシ

ラーゼ活性匝害（ ZIEGLER,1972）を重視すべき

であると考える。

本研究では，吸収された二酸化硫黄がどのよう

な形態の硫黄化合物としてそれらの反応系や酵素

の活性を阻害するのか明らかKする ζ とはでき左

かった。しかし， TANAKA e t a 1 ( 1 9 7 2 ）は二

酸化硫黄をイネ葉K接触して，グリオキシノレ重亜

硫酸の生成するととをみている。またSILVIUS

et al(1975）は亙新酸イオン，窃鞭イオンに

比べて重亜硫酸イオンが最も強〈光合成を阻害す

るととを報告している。 ζれらの事実から，吸収

された二酸化硫黄は葉内で種々の硫黄化合物を生

成するであろうが，重要念光合成国害物質として

は重亜硫酸化合物を経るものが注目される。

一方，気温と光合成阻害の関係を検討した第3

章 3' 3）の実験から，光合成匝害は低気温下で

は高気温下よタも光合成阻害率が大きい ζ とを明

らか［〈した。との現象Kついては光呼吸とのl関連

で説明できるものと考えた。すなわち，光呼吸の

大きいC3植物kdーハイドロオキシ・ピリジン

メタン・スノレホン酸を与えると，高温下のみかけ

の光合成が低温下のそれよ b高まる（ ZELITCH, 

196 6 ）ととが知られている。水稲もまた光呼吸

の大きい穣物である（秋田，田中， 1973 ）とと

から次のよう K説明する ζ とができる。す~わち

高温下では二酸化硫黄の吸収で体内K生成された

亜読書変化合物Kよタ水稲の光呼吸がよ b強く抑制

されたため，そのみかけの光合成阻害が低温下よ

Dも相対的K小さくなると考えられるのである。

植物葉に対する二酸化硫黄の侵入口は気孔であ

ろうとする考え方はすで('CWIELEH( 1 9 0 5 ）に

よって立てられていた。本研究でも第2章 2'3) 

の実験で二酸化硫黄による葉肉組織の壊死が呼吸

腔付近からはじまるととが観察され，二酸化硫黄

の侵入口が気孔である ζ とを組織学的K裏付ける

ととができた。さらにこのζ とを確めるために，

さまざまな条件下でガス接触を行ない葉の二酸化

硫黄摂取量の変化を調べるととも K，人為的K気

孔調度を制御してガス接触を行左い葉中の硫黄含

有量の変化からガス摂取（＇［ ｝≫ける気孔の役割を知

ろうとした。

この結果，光とガス摂取率との関係はガス摂取

率が光強度と密接K関係し，強光ほど摂取率が高

まるが，光の全くない暗黒条件下でも若干のガス

摂取のあるととを明らかKした。

気温とガス摂取率との関係は気温の上昇ととも

に摂取率は増大する額向をみせたが，摂取率増加

K及ぼす温度の影響は比較的小さかった。

風とガス摂取率との関係はやや特異な現象が認

められ，風速が 10 0～2 0 Ocm／臨までは風速

の増加とともKガス摂取率が高まるが， 20 Ocm 
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/s目以上ではむしろ低下する ζ とが明らかに念っ

た。との傾向は矢吹（ 1970）が明らかKした光合

成速度と風速との関係Kきわめて類似した結果と

なるので，矢吹の考えた二酸化炭素の摂取と風と

の関係と同じく，二酸化硫黄の摂取もまた風が蒸

散作用を通じてもたらす気孔閉孔に影響されるも

のと考えた。

二酸化炭素，酸素濃度を変化させたb，酢酸フ

ェニーノレ水銀を用いて気孔開度を人為的K制御し

てガス摂取率の変化を検討した。との結果，気孔

の開度とガス摂取率との聞に高い正の相関関係の

あるととが確められた。また二酸化炭素や酸素を

除いてもガス摂取が認められ，ガス摂取率は光合

成や呼吸活性K関係左く気孔開度のみKよって支

配されるととを明らかKした。

以上の結果から，大気中からの二酸化硫黄摂取

はほとんど気孔を経て行なわれる ζ とが確められ

た。またガス摂取率がさまざまな外的，内的要因

Kよって支配される理由も，それらの要因が気孔

開度K関係するからであろうと考えられる。

ガス濃度とガス摂訣率との関係は飽和曲線で表わ

される関係Kあるととを明らかKした。 ζのζ と

は二酸化硫黄の摂取が葉表面Kなける機械的吸着

で念いととを裏付けるものである。またガス濃度

が高まるK従ってガス摂取効率が低下する ζ とは

二酸化硫黄がガス摂取K対して一面Vてないて制御

因子として作用するととを示すものである。との

点Uてついてはガス摂取で葉内kdーハイドロオキ

シサノレホン酸類が生成される（ TANAKAet al , 

1 9 7 2）ととと考え合せると，ガス接触で気孔が

閉孔する ζ とは，グリコーノレ酸代謝説（ZELITCH,

1963）で説明できる。

従って二酸化硫黄の葉内侵入過程は基本的Kは

二酸化炭素の葉内侵入のそれと同じであって，ガ

ス濃度が高まると気孔開度が減ずる点（MEIDNER

and MANSFIELD,'1968）も同じである。しかし

細胞組織内への侵入時K化学的中赤坂凪THOMAS

et al, 1944，藤原， 1 9 6 8）が関与する点

は二酸化炭素摂取の場合と異る点である。

次V亡ζのよう左二酸化硫黄K対する水稲の光合

成作用の特徴を踏えて，水稲幼植物を用いて二酸

化硫黄Kよる光合成阻害と乾物生産との関係につ

いて検討した。

すなわち，水稲幼植物K対する長期反覆接触で

得られた乾物重と対照区乾物重との差はそのまま

二酸化硫黄Kよるみかけの光合成阻害量の総和と

みなされる。それは後で考祭するようK，呼吸K

対する二酸化硫黄の aftereffec tは無視しう

ると考えられるからである。一方，二酸化硫黄に

よる光合成阻害率はすでK第 3章で明らかKした

とbb，ガス濃度の関数で表わすととができる。

ζれらをもとK算出した理論上の乾物生産値と

実験で得られた実測値との両者から二酸化硫黄の

乾物生産K及ぼす影響を比較検討した。

村田（ 1961) (ILよれば，水稲幼植物（苗代期

）の光合成日変化パターンは日中時刻による変動

の比較的少左いフラッド型K念るとしている。と

れをもとK日中の一定時間K，一定濃度の二酸化

硫黄を接触した場合の光合成量変化を第 27図と

して図式化した。

a d 
時間

第 27図 日中の一定時間K阻害を受けたと

きの光合成量算出モデル

（説明は本文）

友会，二酸化硫黄Kよる光合成阻害は既述した
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ょう K二酸化硫黄の濃度以外の多くの要因で変動

するが，とこでは接触区，対照区のいずれも同一

条件で設定されているととを前提として，との図

形むよび計算からそれらの影響は捨象した。

P。 ：清浄空気中での光合成量

Ps ：一定濃度S02接触時の光合成阻害量

：日中一定時間S02接触を受けたとき

の光合成量｛第27図斜線部分）

Po,Ps:Po,Ps k対応する光合成速度

Pn 

とすれば

Pn = Po - Ps ・・・・H ・－－…...・H ・..... (1) 

また，日照時間（ a～ b ）をT，ガス接触時間

( c～d ）を tとすれば， P。は近似的K矩形A

a b Bで表わされ， Pnは近似的K矩形AabB 

と矩形CC'D'Dとの差から求められる。

Pn = Po ( T-t ) + Ps t・H ・H ・.. (2) 

(2）式の二酸化硫黄接触時の光合成速度 Psは第3

章 2. 4）の実験で得られた二酸化硫黄濃度と光

合成速度比との関係式

Y=  5 6.7 log X十 l 6 3 ………（3) 

から得られる。

l 
p's= 一一－ y Po …H ・...，…・ (4) 

l 0 0 ‘ 

(4）式を（2）式K代入すると

2
7
b
 

o
 

ny y
 

－一川十t

’U T
 

O
 

P
 一一n

 

pA 

= Po 〔（ T-t ) ＋工 yt〕
100 

ζζでとの実験で与えたそれぞれの条件

T= 1 o ｛時間）

t=5 （時間）

bよび（司式l'Lii-いてX=4 7. 8 pphm として得

たY=7 2を代入すると：Pn= 8. 6 Poを得る。

一方対照区では Po=l 0 Poであるから， S02

平均濃度0.4 7 8 ppm で日中 5時間処理したと

きの光合成産物比は

Pn 8. 6 Po 
= 0. 8 6 

Po l 0 Po 

と~b，ガス接触区の 1日当タ同化産物量は対照

区のそれの 86 %1'L止どまるはずである。

一方第 l 7表K示した接触スクジュールからガ

ス接触開始後 3.9葉期までの l2日聞のうち 9日

間，同 4.8葉期までの 20日聞のうち l5日間，

同 5.5葉期までの 3l日間のうち 2 1日聞のみガ

ス接触を行なった。とれをもとK各生育期毎K非

接触日を加算した日平均光合成速度P aveを求め

た。

Pave 
Pn・接触日数十 Po・非接触日数

全実処理日数

との結果， M 葉期までのPa!e9= 0.9 o , 4.8 

葉期までのpa！~sニ 0.90,5.5 葉期までの Pa~e5

= 0.91 となった。 ζれら生育各期のPave値を

対照区乾物重（W) l'L乗じた値をガス接触理論値

乾物重（wl）とした。またガス接触の結果実視IJl'L

よって得られた接触区乾物重（wtlとし，それぞ

れを第 22表K示した。

との結果得られた理論値乾物重は実験値乾物重

と比較していずれも小であタ，とタわけ生育が進

捗するK従ってその差は大となった。各生育期毎

のw/w2比はそれぞれ 2.8%, 5. 6%台よび

第 22表乾物重の実視l]fj直と理論値なよびその比率

処理区乾物重（1119) 
対照区乾櫨（刷ヌ旬'2シ 主w－竺旬'2レ

生育時期
実測値（w1) 理論値（悦） 実測値（W)

3. 9葉期 1 0 8.4 1 05.5 11 7.2 1.0 2 8 0.7 5 2 

4. 8業期 l 7 4.0 164.7 18 3.0 1.056 0.4 9 2 

5. 5葉期 3 0 9.7 29 0.8 3 19.0 1.0 6 5 0.3 3 0 



水稲の二酸化硫黄障害とその機作に関する研究 53 

6. 5%実験値が理論値を上廻る結果と在った。ま

たガス接触Kよる接触区の実験値乾物重の減少量

(W-w1）と理論上の減少量（W w2）との比を

求めると， 3.9葉期の実験値乾物重は理論値のそ

れの 1 5 %t'L相当した。しかし 4.8葉期Kは 49 

%, 5. 5葉期には 33%と生育の進捗とともK二

酸化硫黄による乾物生産阻害は光合成阻害率から

算出された値よりか左 b少左いものと念った。

実験期間中の葉面積生長，個体光合成速度K現

われた結果は明らかK二酸化硫黄が水稲の生育K

負の要因として作用してな b，とく K個体光合成

速度は生育の進捗と共にかなり明Dょう念影響を

受けていた。 ζれK対し葉面積当タ光合成速度K

はガス接触の有無Kかかわらず有意左差は認め難

かった。以上の理由から，二酸化硫黄Kよる乾物

生産阻害は実験期間の後期K至るまで持続するも

のと考えられた。しかし実験値と計算上の結果と

のズレKついては直接それを説明するK足る資料

は本研究の範囲では得られ左かった。

THOMAS and HILL ( 1 9 3 7）は可視筈の生

じない低濃度条件Kなける長期間接触では若干の

光合成阻害は認められるが乾物重K対する影響は

念かったとしている。しかも彼らは低い濃度の二

酸化硫黄はガス接触時または終了直後K一時的K

光合成促進をもたらすと考え， ζれを低濃度条件

下で乾物生産阻害のみられない根拠とした。

しかし本研究では第 3章K述べたとなり二酸化

硫黄による光合成促進現象は全く認められ念かっ

た。二酸化硫黄接触区の乾物生産量が光合成阻害

率から計算された値より実験の後期Kとくに大K

なる理由のーっとして，供試材料の生育中の栽培

密度の影響（武田，丸田， 19 5 5）が考えられる。

すなわち，やや過密左栽植条件Kよって，初期生

育の良好な対照、区の乾物重が後期に相対的K低下

すると考えるものである。またガス接触処理は接

触区の個体当タ葉面積の生長を抑制してなb，こ

のため実験の後期Kは対照区の受光能率が相対的

K低下して接触区の乾物重が良好Kなる結果を招

いた（村田，長田， 19 5 9）ためではないかと考

えられる。

さらK他の一つの原因として二酸化硫黄の呼吸

作用K対する影響がある。本研究では直接ζの点

K関する実験は行念っていないが，低濃度の二酸

化硫黄の接触時または接触後の呼吸作用Kついて

は，草本植物では THOMAS( 1 9 3 7 ）が，木本植

物では門田（ 1968）が，また比較的高い濃度で

あるが水稲Kついては谷山ら（ 1972）が測定し

ている。これらの結果によると暗呼吸K対する二

酸化硫黄の影響はきわめて少念い抑制が，または

昂進の傾向が認められている。従って暗呼吸の面

から考察する限b，光合成産物の収支は実験値が

理論値よりさらK小さい値とならねば左らず，前

述の矛盾を説明する ζ とはできない。

一方，不適当念環境になかれた植物はその環境

Kある程度馴化する ζ とは周知のととである。二

酸化硫黄Kよる光合成阻害Kついてもそのような

現象があるものと考え，第3章 2'2) ;Jo~ よび 3)

の実験で検討したが，短時間の接触では二酸化硫

黄K対する光合成阻害Kは適応現象の左い ζ とが

確められている。しかしながら適応現象Kは長期

間Kわたる環境馴化で獲得する場合もあり，本実

験では長期間Kわたる処理であるいは二酸化硫黄

K対する適応現象が現われ，ガス接触時の光合成

阻害率が軽減されていたとも考えられる。本研究

VC:Jo－いては ζの点Kついての検討を行左わ左かっ

たが，これについては今後の検討課題となろう。

しかしいずれKしでも，二酸化硫黄の乾物生産

K対する影響は二酸化硫黄Kよってひき起される

みかけの光合成阻害量の範囲内K止まるものと考

えられる。

従って可視障害発現の有無Kかかわらず光合成

阻害現象が認められるかぎり，二酸化硫黄は作物

の乾物生産を阻害することは否定でき左いであろ

う。しかし測定し得る程度の二酸化硫黄Kよる乾

物生産の阻害が圃場条件下で実際K起るためKは，

か左タ確然とした光合成阻害をひき起すガス濃度
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とその状態を持続する十分な時聞を必要とするの

ではあるまいか。

摘要

本研究は水稲の二酸化硫黄障害について基本的

念特質，とく K光合成阻害の特徴と機作を明らか

Kし，さらtてそれが水稲の発育，生長K及ぼす影

響Kついて基礎的な検討を行念った。 ζのととか

ら農作物K対する二酸化硫黄大気汚染の影響の基

本的な原理を明らかKし，農作物の生育環境を保

全するための資を得ょうとするものである。

実験ははじめに二酸化硫黄Kよる障害の特徴か

ら可視障害と不可視障害のあるととを確かめ，さ

らK不可視障害が生じている状態の光合成阻害の

実態の特徴と機作について検討した。ひきつづい

て水稲幼植物を用いて生育・乾物生産K及ぼす可視

障害の影響を検討し，以下の結果を得た。

1. 水稲K対する二酸化硫黄の可視障害は主と

して葉身K発現し，障害の程度がきわめて激甚念

場合，葉輸なよび頴花K現われた。障害は外観上

の特徴から白斑型と褐斑君主と(IL分類した。

2. それらの斑点は葉内組織の壊死Kよるもの

で，障害の発生経過なよび組織学上の観察所見か

ら白斑は急性的念，褐斑は豆急性的左症状である

と判断された。

3. 水稲の二酸化硫黄K対する感受性は生育段

階で異念 b，苗代期K最も敏感で，生育の進捗と

とも K感受性は低下した。

4. 可視障害の発現Kは光が不可欠であb，同

時K光は 2つの役割をもつことが明らかKされた。

第 1の役割は葉の二酸化硫黄摂取K関与するもの

で，光の強弱が原形質分離の程度を左右する。第

2の役割は原形質分離細胞の白斑化を促すもので

ある。

5. 原形質分離細胞は葉の表裏Kは関係なく，

ガス接触時K直射光が照射された葉蛮側の葉肉組

織K集中的K認められた。そして最もはげしい症

状は光が照射された葉面の気孔の呼吸控に接した

業肉細胞で見られた。

6. 可視障害の発現の有無にかかわらず二酸化

硫黄の接触で光合成（みかけ）は阻害されたn 二

酸化硫黄Kよる光合成阻害はガス接触時K起るー

待的， OJ逆的阻害と，るる程度時聞をかけて徐々

K回復する阻害と，回復不能念阻害との 3種類か

ら成る。

7. 可視障害が左い場合の光合成阻害は一時的，

可逆的な阻害のみから成る。

以上の事実から，可祝障害の生じない程度の条

件下で二酸化硫黄を接触させて光合成阻害の実態

と特徴を検討した。

8. 可逆的念光合成阻害は二酸化硫黄の接触と

ほとんど同時K起D，ガス濃度の変化K密接に対

応、して光合成速度も変動した。

9. ガス濃度を一定K維持すると光合成も一定

の阻害状態を保ちつづけ，接触時間 5時間の範囲

では時間の長短，ガス濃度の高低Kかかわらず阻

害作用K対する適応，または累積効果はみられ念

かった。

10. しかし，一定の間隔で聞けつ的K二酸化硫

黄を反覆接触させると光合成の回復はやや緩慢に

左b，疲労現象がみられた。

11.二酸化硫黄K接触させた場合，光合成はガ

ス濃度K応じて変化し，阻害率（ y）はガス濃度

( x）の対数と Y= -5 6. 7 log X + 1 6 3で示

す関係Kあった。但しXの単位は pphmで表わし

た。

12.二酸化硫黄の接触で光合成が阻害されると

き気孔の開度もまた同時K低下していた。しかし

気孔開度の缶下程度は光合成の阻害程度K比べか

なb小さく，またガス接触後気孔開度が最小とな

るK要する時間は光合成阻害が最大K左るK要す

る時間よタ長かった。

13.照度と光合成阻害率との関係は光合成が光

律速的左低照度域から暗反応、が支配的となる高照

度域までの全域で認められ，強光(IL:t－けるほど阻
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害率が高まった。そのため，ガス接触した場合の

光飽和点が清浄大気中のそれに比較して低照度側

K移行した。

14.気温を変化させて光合成阻害率の変化を検

討した結果，実験を行なった 17℃から 38℃の

全域で阻害が認められ，阻害率は低温ほど高かっ

た。そのため，清浄大気中では 22℃付近でみら

れる温度一光合成曲線のピークは消え， 22℃か

ら38℃の範囲ではガス接触時の光合成速度Kは

ほとんど差が認められなかった。

15. グリオキサリレ重亜硫酸ナトリウムを水耕液

を経て経根的K与えると光合成なよび蒸散作用は

いずれも低下した。しかし阻害程度が最大Kなる

ためKは阻害剤供与後2～ 3時間を要した。

16.光合成阻害率が同程度Kなる濃度条件で，

二酸化硫黄とグリオキザjレ重亜硫酸ナトリウムを

与え，光合成，蒸散両作用の阻害の特徴を比較し

た。その結果，二酸化硫黄の場合は両作用の阻害

パターンは異左る経過をたどったが，グリオキザ

ノレ重亜研膿ナトリウムの場合は相似の経過をたど

った。

17.水稲葉の二酸化硫黄摂取Kは光がきわめて

重要な役割をもち，強光ほどガス摂取率が高まっ

た。しかし暗黒条件~;Jo~いても若干の摂取が認め

られた。

18.気温もまたガス摂取率K影響する要因であ

b，高温ほどガス摂取率が高まった。

19. ガス摂取率K及ぼす風の影響には特異左現

象がみられ，風速 10 0～ 2 0 0侃／s配までは風

速の増加とともKガス摂取率は高まった。しかし

2 0 0側／s旬以上K風速が高まるとガス摂取率は

低下し， 2 0 0～ 5 0 Ocm/s配の風速ではヵ・ス摂

取率K対する風速の影響は認め難かった。

20.気孔開度を人為的に制御してガス摂取率の

変化を調べた結果，ガス摂取率と気孔開度との間

Kは高い相関関係があり，ガス摂取率は光合成，

呼吸の活性とは関係なく，気孔開度の程度によっ

て支配されていた。

21. ガス濃度とガス摂取率との関係は飽和曲線

で表わされる関係Kあった。

22.以上の諸事実から，可視障害を生じ念い程

度の条件下~;Jo~ける二酸化硫黄の光合成阻害は基

本的Kは気孔閉孔と光合成反応系の阻害との二部

分で生じ，後者はさらK光化学反応系と暗反応系

で阻害する複合的な阻害反応であるとの結果を得

た。

また，大気中からの二酸化硫黄の摂取はほとん

ど気孔を経て行なわれるものと判断した。

とのような二酸化硫黄K対する水稲の光合成阻

害の特徴を踏えて， 2.8葉期から 5.5葉期の水稲

に約 0.5ppmの濃度の二酸化硫黄を日中 5時間，

延 10 5時間接触させて生育なよび乾物生産K及

ぼす二酸化硫黄の影響を検討した。

23.長期間反覆してガス接触した結果，可視障

害は全〈現われ念かったが，展葉速度なよび分げ

つ数Kわずかな減退が認められた。

24. ガス接触を重ねるK従って個体当り葉面積

K差を生じたが， ζれは主茎なよび分げつ茎の展

葉速度の差Kよるもので展開を完了した棄の葉面

積Kは処理Kよる差は認められ念かった。

25.非接触時の個体当り光合成速度のガス接触

の有無Kよる差は処理を重ねるK従って大きくな

ったが，葉面積当 b光合成速度Kは処理Kよる影

響は認められなかった。

26. ガス接触された水稲の乾物重は無処理水稲

のそれK比べて軽小と~b，光合成匝害が乾物生

産K影響するととが明らかKなった。また器官別

Kついてみると，葉鞘重の差が最も大であった。

27. ガス接触終了時K測定した乾物重の処理の

有無Kよる差はガス接触による光合成阻害率から

計算された重量差よ b小であった。

28.以上の結果から次のよう K結論された。二

酸化硫黄の接触Kよって可視障害発現の有無にか

かわらず光合成阻害現象が認められるかぎり二酸

化硫黄は作物の乾物生産を回答する ζ とは否定で

きない。しかし測定し得る程度の乾物生産の阻害
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Experimental Studies of Sulfur Dioxide Injury 

to Rice Plant and its Mechanism 

Yoshihiro MATSUOKA 

Summary 

Causal analyses of sulfur dioxide injury to rice plant were attempted with special reference to effects 

of sulfur dioxide on the physiological activity as well 邑son the dry weight growth of the plant. At 

the first step, the visible injury of sulfur dioxid邑 tothe plant was ascertained with fumigation treatment 

with relatively high concentrations of sulfur dioxide. At th号 secondstep, inhibitory effects of sulfur dioxide 

on the photosynthetic activity were examined to clarify the mechanism of the effects. Also the sulfur dioxide 

uptake of leaves was tested under different conditions of light，乱irtemperat日reand wind velocity. Finally, 

effects of invisible injury of sulfur dioxide on the successive growth of dry weight was tested. The obtained 

results were summarized as follows: 

1 Characteristics of the occurrence of visible injury in rice plant and the mechanism 

。femergence of the injury. 

From th巴 differenceof external app告arancein th号 lamina, the symptom of visible injuries caused by 

sulfur dioxide were classified into two types : a white spot type and a brown spot type. The former symptom 

was diagnosed to be an acute injury and the latter,a subacut邑 one,on the basis of the histological observation 

of the injured spots with time at the fumigation treatment. Th邑sevisible injuries appeared when the plant 

was fumigated under the illumination. A close relationship was noticed between the light intensity irradiated 

on the leaf surface at the time of gas exposure and the symptom of the visibl巴 injury. It was suggest巴d

that light played an important role in the decomposition of chlorophyll in the mesophyll tissue injured due to 

the gas exposure. 

2 Characteristics and mechanisms of inhibitory action of sulfur dioxide to photosynthesis 

in leaves. 

The inhibition of photosynthesis caused by sulfur dioxid邑 fumigationwas noticed at the time of exposure 

to gas, irrespective of the fact whether any visible injury occurred or not. The inhibitory effects of 

sulfur dioxide to photosynthesis showed three different gr晶d目. 1 ) Temporally inhibition during the fumigation, 

followed by a rapid recovery immediately after stopping th巴 fumigation. 2) The same as in 1 ) , but slow 

recovery immediately after stopping the fumigation. 3) The inhibition irrecoverable because of the destruction 

of photosynthetic organ. The rate of photosynthesis decreased in the case where any visible injury did 

not occur in the lamina at the fumigation treatment, was recoverable to the normal value immediately after 

stopping the fumigation, that is, the pattern of type 1 ) mentioned above. The characteristics and 

mechanisms of sulfur dioxide inhibition to photosynthesis in leaves not accompanied with the symptom of visible 

injury was as follows: 

(1) The decrease of photosynthesis began immediately after starting the fumigation. The extent of 

the decrease changed with the concentration of fumigated gas, and remained constant during the treatment at 

the same concentration of the gas. 

(2) The inhibition of photosynthesis was observed under the illumination of 5 to 50 Klx. The higher 

the light intensity, the higher the rate of inhibition. 
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(3) At an air temperature in the range from 17℃ to 38℃， the higher temperature condition at the 

fumigation treatment caused the lower rat巴 ofinhi bition. 

(4) The rate of inhibition of the photosynthesis ( Y, percentage to the initial value) plotted aganist 

logarithmic value of gas concentration ( X in pphm) showed a linear relationship formulated below ; 

Y =-56. 7 logX + 163 
(5) Under conditions where photosynthesis was inhibited with sulfur dioxide fumigation, the transpiration 

was also affected and the stomatal opening was simulataneously decreased. 

By the facts mentioned above, it was concluded that sulfur dioxide fumigation to leaves under light 

conditions, caused to decrease stomatal aperture which decreased the carbon dioxid巴 intake,and also affected 

on the reaction center of phot冶synthesis. As for the latter effect, it is considered that sulfur dioxid巴 might

inhibit the activity of RuDP carboxylase. 

3. Sulfur dioxide uptake from the leaf surface and its accumulation in leaves. 

(1) It was found the uptake of sulfur dioxide from the leaf surface was acc巴leratedwith increase of 

the concentration of fumigated gas and of light intensity under higher air temperature condition. 

(2) When the wind velocity was below 2 m /sec, the higher the wind velocity, the more the sulfur 

dioxide uptake, while at the wind v巴locityof 2 to 5 m /sec the rate of the uptake was not changed. 

(3) The rate of sulfur dioxide uptake was clos巴lyrelated with degree of stomata! opening under an 

artifically-controlled opening of stomata. 

(4) The relationship betw巴巴nthe concentration of fumigation with sulfur dioxide and the rate of sulfur 

dioxide uptake was expressed by a suturation curve. 

4. Effects of long-term fumigation with low concenti-ation of sulfur dioxide on dry matter 

production in rice plant. 

Rice plants were fumigated with sulfur dioxide at 0.5ppm for 21 days, during which 5 hours per day 

were fumigated. During the fumigation treatment, there was no visibl巴 injuryin leaves. Time trends in 

characteristics of plant growth were determined. The rate of leaf emergence and the number of tillers 

were reduced at the fumigated plant as compared with those of the control. The suppression of the leaf 

area growth became distinct with the increase of fumigation time. When the photosynthesis rate was measured 

under clean air conditions at 13 days, 21 days and 32 days after starting the fumigation, there was no. differ 

ence in the photosynthetic rate per leaf area between the fumigated and the control plants. However, the 

photosynthetic rate per individual plant was lower in the fumigated plant than in the control. This difference 

between them was increased with increase of fumigation time. The plant dry weight of the fumigated plant at 

the final harvest decreased slightly below that of the control. This slight reduction of the dry weight in the 

fumigated plant might be ascribed to the slight decrease in the rate of leaf emergence and of ti! le ring which 

resulted in the retardatoin of leaf area growth per individual plant. 

From the mentioned results, it was proved that the dry matter production would be reduced by sulfur 

dioxide fumigation with low concentration for a long term, by which no visible leaf injury could not be detected. 
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