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1970年代の初頭に， 北欧の研究者を中心に降雨の酸性化現象と樹木生長の低

下との関係が議論されはじめ，酸性雨の研究が北欧や米国の研究者を中心に本

格化するようになった。その後， 1970年代の終わりから1980年代にかけて，西

ドイツを中心に広範囲にわたる森林の衰退現象が指摘されるようになり，わが

国でも森林衰退現象と大気汚染物質や酸性雨などの酸性物質との関係について

の議論が活発に行われるようになってきた。

欧米で、酸性雨の問題が議論され始めた1970年代の初期に，わが国でも関東地

方などで小雨が降った後にアサガオやツツジの花弁が脱色する現象が観察され

ており（藤井， 1971；吉田， 1971)'1975年には東京都公害研究所（現在の東

京都環境科学研究所）が湿性大気汚染としての調査－研究報告をしている （東
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京都， 1975）。この頃から関東地方の自治体の研究者を中心にした降雨のモニ

タリングなどのネットワーク調査が始められた。

ヨーロッパでは森林衰退の調査計画が1985年にスタートし，国境を越えた研

究協カが展開されている（UNECE, 1988）。米国では， 1980年にスター卜 し

た NAPAP（国家酸性降水影響評価プログラム）のもとに，多くの研究者が参

画し，酸性雨の影響に関する総合的な評価報告が1990年に発表されている

(NAPAP, 1990）。しかし，欧米において大気質と影響評価の両方の分野で活

発に研究が展開されてきたのに比較すると，わが国の場合には，関東地方にお

けるスギ衰退現象についての報告が公表されるまでは，影響評価に関する分野

の研究はほとんど行われていなかった（Seki♂Jchiet al., 1986，環境庁， 1987）。

本稿では，各地の森林衰退状況を紹介するとともに，著者らが行なった実験

結果を基に樹木の衰退現象と酸性雨や大気汚染物質などの酸性物質の影響との

関連性について考察した。

2. 各地の森林衰退状況

1700年代の中頃からドイ ツではヨー ロッパモミ （Abiesalba）が， 1970年代の

始めには東ドイツを含む東欧圏でヨーロッパアカマツ （Pinussylvestris）の衰退

が記録されている。 また， 1900年代の始めにはドイ ツやフランスでヨーロッパ

ナラ（Quercu.< robur）の衰退が既に起こっている（Cowling,1986）。さらに，年

輸解析によると，黒い森 （Schwarzwald）のヨーロッ パモミは，衰退が顕在化

する以前の1950年代頃から既に生長そのものが低下し始めていることも指摘さ

れるなど，樹木の衰退現象そのものは特に新しい問題ではないと考えられてい

fこ。

ところが，西ドイツにおいて1970年代の始め頃から，これまでには見られな

かったような新しい症状を伴った衰退現象がヨーロッパモミやドイツトウヒ

(Picea ab凶）で見られるようになった。 1978～1981年になると，中央ヨーロッ

パ各国においても様々な樹穫に異常症状がみられるよ うになり，国際的にも大

きな問題として取り上げられるようになった。この1970年代から1980年代の前

半にかけて指摘され始めた森林衰退現象を新しい森林衰退 （Waldsterben,New 

Forest Decline）とし、う。

図 1は，ヨーロッパ各国の森林衰退状況について調査した結果を示したもの

である（UN-ECE,1991）。調査区画は 1km ×lkm～16 kmX 16 kmの範囲で，
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図1 ヨー ロッ パ各国の森林衰退状況（UN-ECE,1991より作図）

国によ ってもサイズは異なっている。メッシュ毎にドイツトウヒ，ヨーロッパ

アカマツ，ヨーロッパモ ミ，ヨーロッパブナ （Fagussylvatica），ヨー ロツ バナ

ラなどの代表木を選定して，落葉率を共通の指標にして調査が行われてし品。

この調査結果には，病虫害や気象要因（風害や異常乾燥）などによる衰退も

すべて含まれているため，原因を解明する研究には直接役立たない。しかし，

各国とも同じ指標を用いているため，ヨーロッ パの森林が全体的にどのような

状態にあるのか，その傾向を概ね知ることができる（Harter,1989）。こ の図

を見る限りでは，ヨーロッパでは広範囲に落葉率の高い森林，すなわち衰退林

が観察されるということが容易に想像される。
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一方，実際のヨーロッパ各地の森林は図 2に示したように外観は正常で，一

見しただけではほとんど異常はみられない。しかし場所によ っては枯れると

ころまでには至っていないが慢性的な症状のーっとされる黄化症状（クロロシ

ス）を示す森林もみられる（図 3）。チ ェコ・旧東ドイツ ・ポーランドの三国

の国境地帯は黒い三角地帯（BlackTriangle Region）と呼ばれている。ここで

は標高が1,000m前後から上になると白骨化したドイ ツトウヒ林が観察される

ようになり，マス コミによって典型的な酸性雨の被害地帯として紹介されてい

る（図的。このような衰退地帯は旧西ドイ ツでは尾根筋や山頂部などの風の

吹き抜ける場所に限定されるが，黒い三角地帯では広範囲に衰退が観察される

のが特徴である。

わが国では，丹沢，赤城山などの山地帯や奥日光などの亜高山帯林，マツや

スギなどの衰退現象，最近では日本海側のナラ類の集団枯損などと酸性物質の

影響との関連性に関心が集まっている。

図5は奥日光 ・念仏平のシラビソ・アオモリ トドマツの状況で，このような

亜高山帯林の衰退現象は，台風などの強風が原因していると考えられている

（谷本ら， 1996）が，酸性物質の影響も関係しているのではないかとの指摘も

ある。また，図 6は， 丹沢山系の蛭ヶ岳山頂周辺を撮影したもので，かつては

大木のブナで覆われていたが，現在は裸同然、となっている。図 7は，アカマツ

の表退状況であるが，その林床に広葉樹が発達している状況を示したものであ

る。上位にあるアカマツが衰退したことによって下層にあった広葉樹がアカマ

ツにとって代わる状況が想定される。これらの一連の写真は，次のような疑問

を提示してくれる。

シラヒソやブナ，あるいはアカマツなどは酸性雨などの酸性物質の影響を特

に受けやすいのか，図 5のシラビソ ・アオモリトドマツのように， 上層を覆っ

ていた成木よりも幼齢木の方が影響を受けにくいのか，酸性雨などの酸性物質

の沈着によ って土壌が酸性化して成木が枯死したとすれば，どうして次世代の

幼齢木が再生できるのかつ 図7のアカマツ林の例では，アカ マツが酸性物質

の影響で衰退しているとすれば，広葉樹はアカマツよりも酸性物質の影響を受

けにくいのか？ これらの衰退現象と酸性物質の影響との関連性を指摘する研

究者達は，特定地域の特定の種の衰退現象だけを取り上げているが，その周辺

に分布している他の種がなぜ衰退しないのかなどについての疑問には答えては

くれない。
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図2 典型的なドイ ツト ウヒ林

（黒い森 Baden-Baden, 

Germany) 

図3 ハノレツ山地のドイツトウ

ヒの糞化症状（Harz,Ger 

many）。当年葉は緑色で

あるが，旧年葉は黄化して

いる（黒線内）。

図4 黒い三角地帯の森林の現

況 (JizerskyMountain, 

Czech Republi正
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図5 奥日光 ー念仏平のシラビ

ソ アオモリトドマツ

図6 丹沢蛭ヶ岳山頂周辺の

フナ

図7 アカマツの衰退状況（島

根県）
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3. 衰退原因の諸説

マスコミが取 り上げている酸性雨に係る記事の中では，降雨の酸性化現象す

なわち 「酸性の雨」の問題と，雨だけではなく雪や霧， ミストなどを含んだ湿

性沈着の問題，さらには二酸化硫黄や二酸化窒素，粒子状物質などのいわゆる

大気汚染物質の乾性沈着の問題などが混同されている。本稿ではこれらの物質

を総称して酸性物質と称することにする。

自然条件下において樹木の衰退や枯死に係る要因は多数あるが，大きく分け

ると生物的な要因と非生物的な要因に分けられる。生物的な要因としては，病

虫害，動物の食害，個体聞の競争や遷移などが考えられる。非生物的な要因と

しては異常低高温，乾燥，多雨，強風などの気象条件や人為起源の汚染物質の

影響などが考えられる。したがって，樹木の衰退原因を解明するためにはこれ

らのうちのどの要因が主要因（一次要因）で， 何が従要因（二次要因）である

か，あるいはどの要因とどの要因が相互作用として影響しているのか等を検討

する必要がある。

図8に，樹木衰退要因の作用過程を模式化して示した。この図は，酸性物質

の影響が作用する過程を念頭において作成したものである。自然界の厳しい環

境条件下におかれている植物を対象とする場合，酸性物質の影響以外にも気象

要因や生物要因との関係についても考慮する必要性のあることがわかる。

森林衰退原因の代表的な仮説のーっとして， ドイツ ・ゲッチンケ、ン大学の

Ulrich教授が提唱した降雨の酸性化とそれに伴う土壌酸性化影響説がある

(Ulrich, 1983）。これは，酸性雨が植物体の地上部に直接影響を及ぼす以外に，

酸性雨が土壌に入って根を傷つけるため，樹木が衰退するという説である。酸

（水素イオン）が土壌に入ると養分としての Caや Mgと交換して中和される。

すなわち， Caや Mgが酸の中和によ って流亡する。この過程が進行して，中

和剤としての Caや Mgがなくなってくると， 代わりに Alイオンが溶出して

くる。この Alイオ ンは根の生理機能を阻害するため，根が伸長生長できなく

なるとともに養分や水分の吸収もできなくなる。このため，樹木が衰退すると

いう考えである。 一方，森林衰退の激しいところは， 二酸化硫黄などのガス状

大気汚染物質の長期慢性影響が懸念されていると ころでもある。特に，図 4に

示した中央ヨ ーロッパの森林は，山麓の工業地帯から排出される排煙の影響で

ここ20年の聞に衰退が急速に進行した。これほどまでに急速に， しかも広範囲
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図8 樹木の衰退嬰因の作用過程（Kohnoet al., 1998) 
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にわたって森林が消失した原因のーっとして，樹木が衰退してからでは用材と

しての市場価値が低下するため，計画外伐採が大規模に行われたことが指摘さ

れている（Cerny& Paces, 1995）。しかしこの地域でも良く 観察すると，森

林の消滅した部分，枯死して白骨化した林分，健全な林分，植林により幼齢林

から壮齢林となりつつある林分が混在している。これらの状況を実際に見る

と，酸性雨の影響，土壌酸性化の影響，森林衰退の直接の原因とはし、ったい何

であろうかと，大きな疑問が湧いてくる。

4. 湿性沈着の影響

4.1 酸性雨－霧の影響

わが国では，酸性雨の影響＝森林衰退といわれるほどに，森林の衰退現象と

酸性雨との関連性に関心が持たれている。降雨のモニタリング結果によると，

わが国で観測される降雨は，ほと んどがし、わゆる酸性雨である（電中研，

1992）。しかし最も低い場合でも pHは3.95～4.0程度で，その頻度や降水量

は非常に小さいことがわかってきた。このような降雨の酸性度（pH）で植物

に影響が発現するかどうかが問題となってくる。

降雨のモニタリング結果を基に，硫酸：硝酸：極酸の濃度比（当量濃度比）

が 5:2:3となるように混合した人工酸性雨を調製し， 46種類の樹木を対象に

して暴露実験を行い，斑点，黄化や落葉などの肉眼で観察できる異常症状 （可

視害）が葉に発現する程度について検討した （河野ら， 1994）。欧米の酸性雨

の暴露実験では，加圧型のミスト散布装置を用いて人工酸性雨を散布するた

め，実際に植物が人工酸性雨に暴露され，濡れている時間は非常に短い。

著者らは，酸性雨によって植物体の濡れている時間の長い方が影響はでやす

いとされていることから，人工降雨装置を作製して， 1時間当たり2.5mmの

降雨を 8時間，週 3回の頻度で3～4ヵ月間暴露した。その結果， pHが2.0あ

るいは2.5ではどの種でも可視害は発現したが， pH3.0になると針葉樹ではほ

とんど可視害がみられなくなった。常緑広葉樹と落葉広葉樹を比較した場合に

は，落葉広葉樹の方が可視害が発現しやすい傾向にあった。また， pH3.0で発

現する可視害の程度は， pH2.5や2.0で発現する症状よりも非常に軽症で， pH

が4.0になるとどの種でも可視筈はみられなくなることが明らかとなった。こ

れらの実験結果によれば，現在観測される程度の降雨の酸性度（pH）では，

直接的な影響といったものはまず心配しなくてもよいということになる。
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一方，直接的な影響がみられなくても，長期の慢性的な影響が心配になる。

そこで，針葉樹と落葉広葉樹の16種を対象にして pH5.6～2.5の人工酸性雨を

3生長期， 27ヵ月間にわたって連続で暴露して，個体の生長におよぼす影響に

ついて比較検討した。前述したように，いずれの樹種も pH2.5の人工酸性雨

を暴露すると葉に斑点等の可視筈が発現する。 しかし， pH3.0になると非常に

軽微になり， pH4.0では可視害は観察されない。生長に対する影響について検

討した結果， pH2.5になると図 9に示されたように，針葉樹の中では最も生長

が抑制されたクロマツの場合でも対照とした pH5.6よりも約20%生長が低下

しただけで，針葉樹にはそれほど大きな影響がみられない。これに対して，広

葉樹の場合にはシラカンパのように生長が大きく 促進されるものがある反面，

200「 針葉樹
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図9 樹木の生長におよぼす人工酸性雨 （pH2.5）の影響

(Kohno et al., 1998) 

暴露期間： 3生長期 （27ヵ月間），総降雨量 ：4,100mm  

ただし，シラピソとケヤキは 1生長期の結果。

縦軸： pH5.6の個体乾物重量を基準にした相対値として表示。
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3年目（3生長期目）に入るとドロヤナギやトネリコなどは顕著に生長が抑制

され，ほとんど生長が止ま ってしまうことが明らかとなった。この結果から，

降雨が極度に酸性化しても，針葉樹にはそれほど大きな影響はみられないが，

広葉樹は影響を受けるものが多い傾向にあることがわかった。しかし可視害

発現状況とは異なり， pH2.5でもすべての樹木の生長が抑制されるのではな

く， 可視害で判定した感受性の分類結果と生長反応を基に判定した結果とは必

ずしも同じにはならないこともわかってきた。

さらに，霧を模擬した酸性ミストの影響を検討するために， ミス トと雨の沈

着量（降水量）を等量にして比較実験を行った。その結果， pHが同じ場合に

は，可視害はごス卜の方が発現しやすい傾向にあるが，生長に対する影響は雨

とミス トを比較しても両者にそれほど大きな違いはみられないことが明らかと

なった（小林ら， 1994）。霧や初期降雨の pHが特に低い場合のあることが報

告されているが， pH3.0以下の ミス トや霧が長時間継続することや，頻繁に観

察されることは現実的には考え難い。また，これまでにもそのような記録は報

告されていない。こういった状況を考慮すると，雨よりも pHが低い傾向にあ

る霧やミストが樹木の衰退現象に強く関与していると指摘する考えは支持でき

ない。

以上のように，酸性雨の影響で生長が抑制され，樹木が衰退する可能性があ

るのかどうかについて実験的に検討した結果，現実に観測されている程度の降

水の pHでは衰退現象が顕在化するとは考えにくいことが明らかとなってき

た。

ここで，別の側面からの影響についても一言触れてみたい。人工酸性雨の主

成分には，硝酸が含まれてし、る。これは大気中の窒素酸化物が降水に取り込ま

れることを模擬している。硝酸は，植物の生長にと って必須な窒素養分を供給

することになる。したがって， pH3.0程度の降雨を暴露すると生長が促進され

る結果が得られる。施肥しない条件下で暴露実験を行うと， pHが低いために

地上部に可視害は発現しても生長量の増加する結果が得られることもある（河

野ら， 1995）。最近の調査結果によると，ヨーロッ パ全体の森林の生長量が，

衰退が喧伝された当時よりも増加していることが指摘されている（Spieckeret 

al., 1996）。この原因のーっとして， N沈着量の増加が指摘されている。従来，

衰退，すなわち生長の低下だけが議論の対象となっていたが，長い目でみた場

合に過剰な生長が果たして生態系にとって本当によいことかどうかといった視
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点からの研究が今後必要となってくると考える。

4.2 土察酸性化影響

前節において，酸性雨が植物体の地上部に直接降りかかっても，直接影響や

慢性影響は考え難いことを指摘した。しかし酸性雨そのものの影響が無かっ

たとしても，酸の沈着によって土獲が酸性化し，植物の根が影響を受ける可能

性が想定される。図 9の下段のドロヤナギは， 27ヵ月間にわたってpH5.6～ 

2.5の人工酸性雨を暴露された結果， pH2.5ではほとんど生長しなくなった。

土壌は酸性雨を受けているため，当然のことながら pHは低下して酸性化して

いる。図10は，酸性雨の暴露実験が終了した後，この土嬢に対して新しいトぉロ

ヤナギの苗を植え直して， pH5.6の純水の雨を降らせて， 4ヵ月後の状況を撮

影したものである。地上部に低 pH の人工酸性雨が当たらなくても土壌 pHが

低い場合には生長が極度に悪いことを示している。 一方，スギやト、イツトウヒ

を対象に同様の実験を行ってもこのような現象はおこらず，生長にはあまり影

響がみられない。したがって，スギやドイツトウヒなどの針葉樹が生育できな

いほどに酸性物質が沈着して士壊が酸性化すると仮定した場合には，針葉樹以

一

え

M
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一
バ
回
一

一＼ゃん一
一回’一

一
一二一一一

副一
図10 人工徴性雨を受けて酸性化した土壌に植栽したドロヤナ

ギの生育状況

左から pH5.6, 4.0, 3.0, 2.5の人工酸性雨の沈着を受けた

土壌で，初期pHは5.3からそれぞれ4.8,4.8, 4.6, 4.3に低

下している。

実験期間： 4ヵ月間（この聞は pH5.6の降雨を暴露）（河

野ら， 1997)
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外の植物にも影響が顕在化することが容易に想像できる。 一方，この結果は，

酸性雨の影響そのものよりも，酸性化した土壌に樹木がどの程度適応できるか

どうかを示していると考えることができる。

自然の植生は，土壌条件などの様 な々環境条件に適応して成立している。仮

に，酸の沈着により，現状の土壌酸性度が著しく影響を受けるような状況を想

定した場合には，植生も大きく影響を受けることになることをこの結果は示唆

していると考えることができる。すなわち，針葉樹のように酸性の土壌に適応

して生育しているものよりも，中性域に適応して生育しているドロヤナギのよ

うな植物の方が酸性化の影響を受けやすい，影響が早く発現する可能性がある

ことを示している。酸の沈着によ って土壌化学性が顕著に変化するような状況

を想定した場合，こ ういった植物は影響発現の指標植物となりうる可能性があ

ることを示していると考えることもできる。

4.3 土壌酸性化説を基にした臨界負荷量（クリテイカルロード）

前述したように，土壌に酸性物質 （水素イオン）が入ると土嬢中の Caや

Mgなどの塩基類によ って中和される。 JJIJな表現をすると塩基類が酸を中和す

るために消費される。中和反応がさらに進行すると，すなわち土壊の酸性化が

進行すると Alとの交換が起こり， Alの溶出濃度が高くなる。このよ うな状態

は，塩基類（BC=K+ca-t-Mg）の濃度が低く， Alの濃度が高くなることか

らBC/Al（モル濃度比）は小さくなる。そこで，ヨ ーロッパでは，土壊溶液あ

るいは河川水の BC/Alが 1になるまでに要する酸の負荷量，すなわち許容さ

れる酸の最大負荷量をモテ、ル計算で、求め，各国の酸性物質の排出削減目標を設

定することが議論されている（Sverdrup& Warfvinge, 1993）。このヨーロッパ

版のモデルが RAINSであ り，これをアジアに適用したものが RAINS-ASIA

である（Hettelinghet al., 1995a, b）。

さて，ここで樹木の生長に影響が発現する臨界点とされる BC/Al=lは， ド

イツトウヒやヨーロッパブナなどを対象にした Alの影響に関する水耕栽培実

験の結果から求められたものである。 この結果が野外の条件にも当てはめるこ

とができるとの前提のもとにモテ、ノレ計算を行うことになっている。したがっ

て，植生タイプの異なる日本の樹種にもヨー ロッパの代表的な樹種で求めた数

値が適用できるかどうか，また，水耕栽培実験の結果と実際の土耕栽培実験の

結果とが一致するかどうかが議論となる。
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わが国の固有種であるスギやヒノキについて検討した結果，両者は酸性条件

に対して適応性を有していること，また， Alの影響に対する感受性にはほと

んど差異のないことが明らかとなった。さ らに， BC/Alと生長との関係につ

いて検討した結果によると，生長が抑制されはじめる BC/Alは 5となり ， ド

イツトウヒよりも高い値となった。この結果だけで推定するとスギやヒノキの

方がドイツトウヒよりも影響を受けやすいことを意味することになる（図11）。

一方，日本の森林を構成する主要樹種は，地域によ っても大きく異なる。 例え

ば，スギやヒノキなどの針葉樹と広葉樹とでは，土壌酸性化現象に対する反応

は全く異なる可能性がある。このため， BC/Alの変化を指標にして影響を評

価する場合には，様々な樹種を対象にした検討が必要になってくるのはいう ま

でもない。

図10に示したドロ ヤナギを植栽した土壌のBC/AlはpH3.0の人工酸性雨を

受けた場合には10,pH 2.5の人工酸性雨を受けた場合は約2.5で、あった。スギや

ドイツトウヒは BC/Alが2.5でも生長が低下しないのに対して， ドロヤナギの

場合にはほとんど生長が期待できない。 BC/Al=lでそデ、ル計算を行うのか10
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図11 スギ，ヒノ キ，サワラの生育と水耕栽培溶液のBC/Alとの

関係 （河野ら， 1998)

縦軸はAl濃度が OmMの場合を基準とした個体乾物重量の

相対値

横軸は培養液の BC/Al（モノレ濃度比） ; BC=K+Ca+Mg 
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で行うのかによっても結果は変わる。この結果は，種が異なると得られる結果

は全く異なることを明白に示している。

ヨーロ ッパの植生に比較して日本を含むアジアの植生は非常に多様性に富ん

でし、る。このうち，土壌酸性化条件やAlに対する反応が解明されている種は

ごく一部に過ぎない。土壌の化学性を中心とした議論だけで、臨界負荷量を算出

しても，生物の感受性が考慮されなければ生態系に対する予測評価ができたこ

とにはならない。また，スギを対象に検討した結果，スギ衰退度と土壌の

BC/Alとの聞に関連性はみられないこと も明らかになってきた。も う一度

BC/Alが指標として適しているのかどうかについての検討も必要と考える。

5. 二酸化硫黄とオゾンの影響

樹木に影響をおよぼす可能性のあるも う一つの大きな要因として大気汚染物

質の影響を考える必要がある。いわゆる大気汚染物質としては，硫黄酸化物，

窒素酸化物，降下ばL、じん，浮遊粒子状物質などの一次汚染物質と，一次汚染

物質が大気中で反応して生成される二次汚染物質の光化学オキシダン トがあ

る。わが国では，大気汚染防止法が制定されて以来，それまでの大気汚染の主

要因であった二酸化硫黄と降下ばし、じんが著しく改善された。 表 1は，ほぼ同

時期の日本，旧東西ドイツ，および中国・重慶の季節別の二酸化硫黄濃度を示

表 1 二酸化硫黄濃度の比較

地域 地点
S02(ppb) 

春 夏 秋 :%. 

日 本 我孫子 2-3 1-4 2 4 十 5

(1990ー1991) 赤城 。 。 CH 0--1 

西ドイツ 都市部 8 13 7 10 7 19 9 19 

(1989) 林地 6-10 5-8 5-10 5-7 

東ドイツ Chemnitz 26-68 30 38 50--141 57-68 

1989) Aue 45 87 26 57 76 152 87 198 

重 慶 市内 84-ー92 103-175 103 160 84-107 

( 1988-1989) 郊外 15 23 11-15 23 11 23 

注） 西ドイツ： Nordrheir
東ドイツ： Sachsen,Ger皿却y(Wienhaus, 1989) 

重 慶.Zheng (1992) 
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したものである。都心から約35km離れた我孫子よりも旧西ドイツの林地（山

間地）の方が濃度は高く， 黒い三角地帯の山麓に位置する旧東ドイツの場合に

はわが国の環境基準さえも達成できない状況にあったことがわかる。このよう

な二酸化硫黄濃度と森林衰退との関連性について検討してみる必要があろう。

一方，最近のわが国の大気中の二酸化硫黄濃度は，可視害などの急性症状が発

生することは考えにくいほど低濃度となっている。 このため，このよ うな低濃

度でも長期の慢性影響があるのかないのかがもっぱらの関心となっている。

そこで，濃度が低下したものの植物に対する影響が窒素酸化物よりも強い二

酸化硫黄と， 二次汚染物質で注意報が発令されることのある光化学オキシ夕、ン

トの主成分であるオゾンの影響について検討した。樹木の生長におよぼす慢性

影響を検討するため， 16樹種を対象にした 3年（3生長期， 27ヵ月間）にわた

るチャンバーでの暴露実験を行った。

可視筈の発現状況と生長反応をもとに， 二酸化硫黄やオゾンに対する感受性

を分類した結果，表2と表 3のようになった。この結果から，可視害が発現し

やすいものが必ずしも生長が抑制されるわけではないこと，可視害がみられな

くても生長が抑制されるものもあることがわかる。このように，人工酸性雨の

場合と同様に，可視害発現状況と生長反応との聞にはあまり良い関連性は見ら

表2 二酸化硫黄に対する樹木の感受性

成 ＝月企て 反
可視害

感受性 中間

感受性

中 間 スト ロー プマツ アカマツ
針葉樹 カラマツ

耐性 ウラシ ロモミ

感受性

中間 ユリノキ シラカンパ
トウカ エデ

広葉樹

耐性

注） 感受性： 10ppbで可視害が発現するか乾物重量が低下する

中間ー 20～40ppbで可視害が発現するか乾物重量が低下する

耐性： 40ppbで可視害が発現しないか乾物重量が低下しない

応

耐性

クロマツ
ドイツトウヒ

ヒノキ
スギ

ドロヤナギ
コナラ
ミズナ ラ
プナ
トネリ コ
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表3 オゾンに対する樹木の感受性

成 育 反 応
可視害

感受性 中間 耐性

感受性

中 間 アカマツ クロマツ

針葉樹 ストロープマツ ドイツトウヒ
カラマツ

耐 性 ウラジロモミ ヒノ キ
スギ

感受性 ドロヤナギ

中間 トウカエデ シラカンパ コナラ
広葉樹 トネリコ ブナ ミズナラ

ユリノキ

耐性

注） 感受性．現況レベノレのオゾン濃度で可視筈が発現するか乾物重量が低下する

中間現況の1.5～2倍の濃度レベルで可視害が発現するか乾物重量が低下する

耐性 現況の 2倍の濃度レベノレて拘可視害が発現しなし、か乾物重量が低下しない

れない。

16樹種の うち，わが国に導入された外来性のストローフーマツやユリノキを除

くと，二酸化硫黄濃度が10ppbでは生育に対する影響はみられないが，大気

中の平均濃度が20ppb以上になると単独影響が懸念される可能性のある樹種

もみられることが明らかとなった。これに対して，オゾンについては現状程度

の濃度レベルでも， トウカエデやトネリコのように生長に対して影響が懸念さ

れるものもあることが明らかとなった。 一方， 二酸化硫黄が40ppbまでの範

囲あるいはオゾンが現況の 2倍までの範囲ではヒノ キが最も影響を受けにくい

ことも明らかとなった。また， トネリコやドロヤナギの場合には，二酸化硫黄

とオゾンに対する生長反応が全く異なり，影響評価を行なう場合には種間差異

を考慮する必要性のあることがわかる。

一般的に，汚染物質が複合した場合，ほとんど影響が見られない場合や， 相

加，相乗，相殺作用のみられることが想定される。（電中研， 1996）。 16樹種の

中から典型的な生長反応を示した 4種類の結果を図12に示した。高濃度条件下

で二酸化硫黄とオゾンが複合した場合には， スギなどのごく一部の樹種を除く

とほとんどの樹種の生長に何らかの複合影響の発現する可能性のあることが明

らかとなった。



18 

1.2 アカマツ 1.2 " スギ

1.0 1.0 

相 0.8 相 0.8

対 日6 対 0.6

値 0.4 ｛直 0.4 
ロ・ rn~ .i}jjj 

0.2 0.2 
ゐ S02
0 S02 

。。 。。
20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 

AOT40(ppm h) AOT40(ppm h) 

1.2 ドロヤナギ 1.2 

1.0 1.0 .L ブナ

相 0.8 相 0.8

対日6 対 0.6
値

値 0.40.4 

0.2 0.2 

。。
20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 20 40 60 80 100 

AOT40 oom・h) AOT40(ppm・h) 

図12 二酸化硫黄とオ ゾンに対する樹木の生長反応

縦軸：浄化空気区の個体乾物重量を基準とした相対値

横車由：生長期の 6ヵ月間のオゾンドース （40ppbを超えた 1時間値の合計）

ヨーロ ッパでは，クリテイカルロード（沈着量）と ともにクリテイカルレベ

ル（濃度）が議論されている。いわゆる緑の環境基準といわれるものである。

モニタリ ング結果，森林衰退の状況，暴露実験の結果から，植生に対する二酸

化硫黄のク リテイカルレベルが暫定的に提案されている（Ashmore& Wilson, 

1992; CLAG, 1994）。著者らが行った暴露実験の結果やヨ ーロッ パで議論され

ている暫定値とを比較する と， 現在わが国の全観測点の平均は 3～5ppb程度

であることから樹木や農作物の生長に直接影響があるとは考え難い。また，こ

のよう な低濃度域ではオゾンとの複合影響も考え難い状況にある。これに対し

て，黒い三角地帯のように森林衰退の進行した地域の近辺では，表 1に示した

ように最近まで二酸化硫黄濃度が著しく高く，単独影響そのものが懸念される

レベルであったことや，オ ゾンとの複合影響もあり得る状況にあったことが伺

える。

6. 酸性雨とオゾンの複合影響

高橋ら（1986）や環境庁の調査（1987）によって，関東地方のスギ衰退現象
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が報告され，その原因として酸性雨を含む酸性物質の関与が指摘された。 スギ

衰退についての実態調査結果によると，光化学オキシダント濃度が60ppbを

超える時間数が多く，生長期の降水量が少ない地域ほど衰退程度が激しくなる

傾向にある。このため， スギ衰退にはオキシダントや乾燥ス トレスが何らかの

影響をおよぼしている可能性が示唆されている（梨本－河野， 1989；梨本，

1993）。

オキシダントの主成分であるオゾンと酸性雨（pH3.0）の複合影響について

スギ，ヒノキを対象にして 2年間の暴露実験を行った。その結果，オゾン濃度

が高くなっても個体の生長に見かけ上の影響はみられないが，地上部よりも根

の割合が相対的に減少する，すなわち光合成産物の分配が影響をうけることが

明らかとなった（河野・松村， 1999）。オゾンに pH3.0の人工酸性雨を複合さ

せると，対照よりも個体の生長量は増加するが，この分配率のアンバランスが

加速されることが実験的に明らかとなった（図13）。鈴木ら（1994）の調査結

果によると，東京都の郊外域である多摩地区の硝酸沈着量は硫酸よりも多いこ

とや，オゾン濃度の高いことが指摘されている。都市周辺域のスギの衰退原因

として水ストレス説（大気の乾燥化現象の影響）（松本ら， 1992;Sakata, 1998) 

が提示されてしる。しかし硝酸沈着量の増加と高濃度オゾンは，野外におい

ても光合成産物の分配率のアンバランス化を加速している可能性が考えられ，

硝酸やオゾン沈着量の増加が結果的にスギなどの乾燥ストレス感受性を増大さ

せていると考えることができる。
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図13 スギとヒノキの地上部（Top）と根（Root）の乾物重量比におよぼす

オゾンと人工酸性雨の複合影響（河野・松村， 1999)

暴露期間 23ヵ月間，総降雨量： 4,300mm 

オゾンは毎日09:00～15 00の聞に一定濃度で暴露
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7. 今後の課題

Galloway (1995）はスウェーデンで開催された第 5回酸性雨国際会議 （5th

Int'! Conference on Acid Reign’95）において，先進国は硫黄化合物から窒素酸

化物の問題ヘシフトすると指摘している。加えて，中国を中心とする東アジア

におけるエネルギー消費の拡大に伴う二酸化硫黄の大量発生は， 21世紀初頭の

最大の環境問題になるとも指摘している。

表 4は， 1990年時点での東アシア地域の二酸化硫黄排出量について推計した

結果を示したものである。日本の総排出量は約百万トンで，東アジアの約 4%

にすぎない。これに対して，東アジア最大の発生源である中国の総排出量は，

わが国の21倍で，東アジアの約83%に達し，そのほとんどが固定発生源によっ

て占められている。

ロシアや米固と並ぶ世界最大級の硫黄排出国である中国において，化石燃料

の消費が現状のベースで推移した場合， 2000年時点での硫黄発生量は1990年時

点の約2倍に達するものと推定されている。表5に，東アジアの主要地域の二

酸化硫黄濃度を示した。わが国と比較すると中国ほどではないにしても，韓国

や台湾ではまだ環境対策の必要性がみられる。 現状では，東アジア地域におけ

る， 固定発生源の環境対策の遅れによる二酸化硫黄や浮遊粉塵の大気汚染問題

に加えて，これらの地域における自動車の普及にともなった窒素酸化物の大気

汚染問題が今後急速に浮上しいわゆる複合汚染問題がクローズアップされて

表 4 東アジアにおける二酸化硫黄の排出量

国 総排出量 固定発生源

日本＊ 990 745 

中 国 20,951 20,820 

台湾料 583 551 

韓 国 1,611 1,422 

北朝鮮 676 671 

ロシア沿海州特＊ 247 244 

モンゴノレ 89 89 

Z口;. 5十 25,147 24,542 

注） 志 1990年度， H 1991年，... 1989年， その他 1990年
出典） 電中研 （1996)

（単位千ト ン／年）

移動発生源

245 

131 

32 

189 

5 

3 

605 
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表5 東アジア各国における二酸化硫黄の年平均値（ppb)

国 都市

Beijin 

Taiyuan 

Qingdao 

中国＊
Changsha 

Chongqing 

Guiyang 

Xiamen 

Guangzhou 

Seoul 

Pusan 

車章国本 Taegu 

Kwangju 

Ulsan 

台湾＊

国設15測定局料

日本 我孫子＊＊＊

赤城＊＊＊

注） *:Cheng & Pai (1996) 
帥 ：環境庁（1995)

村本 観担I］期間： 19901992 （電中研）

出典） 電中研 （1996)

くる可能性が非常に高いと考えられる。

1990 

38 

151 

100 

71 

129 

141 

25 

38 

51 

39 

41 

17 

31 

26 

10 

1991 1992 1993 

46 44 

106 116 

78 79 82 

66 68 30 

134 134 102 

130 176 171 

3 3 5 

26 23 

43 35 

38 33 

41 40 

17 17 

38 31 

24 25 25 

11 9 8 

3 

0.3 

ここで，酸性雨の影響と二酸化硫黄の影響について比較検討してみる。東ア

ジアでのエネルギー消費が環境対策なしに増加し，硫黄酸化物の発生量が 2倍

になり，発生する酸の濃度が 2倍となり，それがわが国で観測される降雨の

pHに全面的に反映されると仮定した場合，わが国の降雨の年平均 pHは約0.3

低下することになる。しかし人工酸性雨の暴露実験の結果から推定する と，

この程度の pH変化では降雨の直接的な影響は顕在化しないと考えられる。 一

方， 国設15測定局の二酸化硫黄の平均濃度が 2倍の約20ppb になると仮定す

ると，光化学オキシダン ト濃度が改善されない現状では，植物に対する二酸化

硫黄の影響に加えて， オキシ夕、ン トとの複合影響が顕在化する可能性が想定さ

れる。したがって，雨の酸性度の問題よりもヵース状の大気汚染物質，特に二酸



22 

化硫黄の濃度が上昇する可能性があるのかどうかに関心を払う必要があると考

える。

一方，これまでの暴露実験の結果から，植物影響についての分野では，次の

ような課題についての検討が必要となっている。

①実験材料として用いた幼木（苗木）での実験結果は，成木や老木にも同

じように当てはめて考えることができるのか。すなわち，樹齢が異なっ

ても結果は同じと考えて良いのか？

②チャンバーでの暴露実験のように単純化した環境条件下で得られた結果

を，野外の複雑な環境条件下におかれている植物に対してどこまで適用

できるのか。できるだけ再現性のある実験条件を設定することが必要で

あるが，どこまで環境条件を再現して実験を行なう必要があるのか？

また，低濃度の慢性影響を評価するためには実験期聞が長期化することにとも

なって，労力と経費がかさむ問題に直面する。慢性影響評価を効率的に迅速か

っ簡便に行うためにも新たな視点で、の指標を探索する必要がある。これらを念

頭に，著者らは今後もこの分野での研究を展開したし、と考えている。

森林衰退と酸性雨の関係が議論され始めてから約四半世紀が経過した。これ

までの検討結果から，降雨の酸性化現象と森林衰退とは直接的に関連性のない

ことが国際的にも科学的にも認識されつつある。 一方，ヨーロッパの森林表退

は大気汚染，特に二酸化硫黄の高濃度汚染の影響が背景にあること，関東地方

を中心としたスギの衰退現象はオゾンの影響を背景とした乾燥ストレスが原因

である可能性が明らかとなってきた。 一方，山間地や亜高山帯の森林衰退現象

については大気質のモニタリングデータが不備であったことから，過去の大気

汚染の影響や，最近指摘されつつあるオゾンの影響についても関連性を直接的

には否定できない。

わが国の亜高山帯の森林衰退現象は，森林生態学の分野で古くから指摘され

ている極相林の遷移現象の一断面を見ているに過ぎないのではなし、かと著者は

考えている。大気汚染や酸性物質の沈着影響と，植生の遷移過程で衰退する現

象とをどのように識別したらよいのか学際的な取り組みが必要と考える。ま

た，本稿では特段言及しなかったが，高濃度の大気汚染下での病虫害の大規模

発生と森林衰退との観点についての検証も必要と考える。特に，特定地域にお

いて特定の種が集団で衰退する現象は，生物聞の相互作用，すなわち宿主とな

る植物と寄生者である病原菌や昆虫類などの生物種との特定の組み合わせが関
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与している可能性が極めて高いと考えられる。現在でも病虫害の大規模発生の

引き金役として低濃度の大気汚染物質が影響している可能性があるのかどうか

についても，今後の検討が必要ではなし、かと考える。
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