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長崎県水稲葉枯症

-現地水稲葉のストレス応答成分の分析とストレス発生時期の推定一*

津田寛子1・徐 相規1.3・藤山正史2・渡遺太治2・藤原仲介l

キーワード 1アミ/シクロプロパントカノレボン敵(ACC)，水稲築枯痕，ストレス診断，長崎県，ポリアミン

1 .はじめに

長崎県北部中山間地域の標高 200~450m に位置する水

田地併(佐折保市盟美問J，菰田IIIT，干何1:1日]草の尾，東彼杵

町I:j-I尾月!Iiなど)では， 11百5f1J40年代あるいは地元農家によ

ると更に以前から， 7Hisの葉縁や業先が白く枯れ上がる(区l
1A~C) 被害が発生し，収JZfや品質の低下をまねくこと

が長らく問題となってきた 木障害 (以下水稲葉枯症と表

記)の特徴のーっとして，被害株が l枚の水EEIの複数箇所

にっぽ状に出現することが挙げられ (1玄1mにその症状が

水稲の主要病轄の一つ「白葉枯病jにも似ていることから，

当初は病害が疑われた.ただ噌木水稲葉枯jiiニで、は，梅雨明

け前後に現れる発jfl~初 JlJJの症状が先ず上位葉に出ること，

業枯症状が上位葉から下位葉には移行しないこと ((-1葉枯

病の:場合下位業からJj~れ.次第に株全体に広がるに発症

後すぐに被害が蔓延することは少なく，多くの場合被害が

大 きく広がるまでに[J寺|間的空白期間があることなどから，

必ずしも病害と断定することはできなかった. 実|探，病虫

害専門家による長年の調査の結果，特定の病害を引き起こ

す治n菌 ・糸状商・ウイルス等は被害株からは検出されず，

解明困難な障害とされてきた.水稲葉中i!i症の発生ーには，土

壌条件，気象条件，大気環境，水田の肥培管理その他複数

の要因が複雑に関わっている可能性があり.ヨトーi障害の発生

機構や被害の拡大をもたらす真の要因を明らかにするため

には，業枯障害に伴う様々な休内代謝の変化を解明すると

ともに.現地で栽培されている水稲にストレスが負荷され

る時期あるいは障害発生時期と外部;環境変化との対応関係

ネヌj;:切|究は，環境省、のプロジェクト[水稲葉枯症の発症要因の

究明と軽減対策技術の開発J(2006 年~2008 年)の中で実
施した.
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を明らかにすることが重要と考えられる.

高等植物にストレスが負荷されると，細胞内では恒常性

を維持しようとする機構が働き，ストレスに抵抗するた

めのさまざまな生体反応が起こる.その結果，槌物組織内

には抵抗性反応、に関わる多くの酵素や関連代謝物がと1:.産

され， これまでに多種多様なストレスのシグナルやスト

レス応答成分が報告されてきた (Sudhaand Ravishankar， 

2002 ;藤原， 2006;大橋弘 2007). ストレスに付随して

体内で生じる成分の中には，初期のストレスに鋭敏に応答

するものもあり， これら成分は布l~i物がストレスを受け始め

たl時期の推定やストレス強度の予測J，診断を行 う上で有効

な指標になるとも考えられる (Ashrafand Harris， 2004; 

藤原， 2007). しかしこの水稲築枯症に関しては，発さ|一

地域と非発生地域の水稲あるいは健全株と発症株IYJ]の体内

成分の比較など， これまで稲休の生理生化学的側而からの

研究は行われてこなかった.

そこで木研究では，佐世保市中山間地帯の葉枯症発生地

域 (旦美，菰田， 草の尾)および同じ中LL!間でもこれまで

に発生事例のない近隣地域(心野)の水FFIで栽培された水

稲について， 2却00侃6 年 ~2却O∞O侃8 年の 3 年問にわたつて葉枯症

の発生実態を開査し現地で

稲葉について種々の休休;内成分の解析を行つた.本報では，

ストレス発生時期と葉枯症出現時期との関係や現地気象を

含む外部環境変化との関係を明らかにするため，健全業と

発症葉あるいは葉枯発症地域と非発症地域の水稲の比較に

より，水稲葉枯症を診断する上で、有効なストレス応答成分

を抽出した.

2. 材料および方法

1)調査地域の概要

水稲の調査対象地域としては，例年水稲葉枯症の被害

が報告されてきた長崎県佐世保市の里美町(標高 450m)， 

菰田町(標高 220m)，吉井町草の尾(標高 300m) の3

地域ならびに発症庇のない対照地域として佐世保市心野町

(標高 140111) を選んだ.上記3つの発症地域はし、ずれも

東側に標高 800111近し、LL!地が存在しており.梅雨前線の停

滞時，台風等低気圧が南方から接近すると，東の山側から

乾燥した高温の強風が局地的に吹く可能性が指摘されてい

る(丸山ら， 2004;柴田・渡遺， 2007). 地質としては，第
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図 1 現地で観察される水稲葉枯症の可視j[[ik
A:初期症状，業身の業縁音sが沼色~赤褐色を示す葉縁部以外の業色の退化/.j:認められず，遠くからでは発症業を識別するのが困難.

B: 限度の症状.上位業の業縁部や葉先が音1\分枯れしてJj~色 枯れていないlm分は112イヒが見られず健企業と変わらない C: '-1"度~重

度の症状，業身の先端部が枯れ_Lがり，業がよじれて巻いた状態になるため，答易に発j[[1'えを識別できる.D:つぼ枯れ:1咋害が進

行し被告株がW:えると噌つぼ状に枯れー|ーがった部分が71，11:1内に多く出現する

3紀堆積岩の上に玄武岩が覆っている点で共通するが，菰

田町の一部地域では砂岩・泥岩・石炭を含む層から成って

いる.水田の多くは排水'I~Iーが悪く稲作の単作地帯となって

おり， これら水旧地帯では古くから畜産由来の有機物(牛

糞堆肥)投入が行われている.また，高標高地域では逆転

層が発生するため霧が出やすいこともこれら地域に共通し

た特徴として挙げられる. 一方，対照地域として選んだ心

野H汀(堆肥を投入せず化成肥料を使用)については，発症

地域の主i25定と直線距離で 1.7kmと近接しているが，隠居

岳に連なる高い尾根をはさんで東側と酉側にそれぞれ位置

している.ストレス応答成分を含むと主体内成分を比較する

うえで，現地での水稲葉採取時間のズレはできるだけ少な

いJJが好ましい.そこで，本研究では自動車での移動が 5

~10 分程度で可能な心野(非発症地域)と里美(発症地域)

の 2 地域聞の比較を基本とした.ただし，各年度の築中i~症

発生状況に応じて，里斐以外の菰田や草の尾からも水稲葉

の採取を行った.

2) 各年度の水稲葉採取月日，気象状況および葉枯症

発生状況

(1) 2006年

梅雨入りは6月8日，梅雨明けは7月25日.現地圃場で

の水稲葉の採取は，梅雨明け直前の①7月21日，梅雨明け

直後で日射量，気温が急上昇した②7月26日，里美地域

で葉村症のつぼ状発生が硝:認された③8月 18日，および

障害が大きく進行し被害が拡大していた@8月25日の計

4回行った.なお，里美の水111では7月21日， 26円とも

に葉枯の目立った症状は確認で、きなかったが，常発地域の

ひとつ菰田では7月26日に葉枯発症株が確認されたため，

261二|には菰田の水LI:Iからも水稲葉身の採取を行った.

水稲栽培期間!札台風は7月10日(3号)と 8月 18日(4

号)の 2回九州に襲来. また，里美で採取された霧の分析

の結果， 7 月 17 日~19日には高濃度の硫酸イオン， fil~酸

イオンおよびアンモニウムイオンを含む酸性の霧 (pH3

~4) が発生している(藤ら， 2007). 

(2) 2007年

梅雨入りが6月 13日，梅雨明けが7月23日.栴雨の

期間が少し短かっただけで守2006年の気象状況とよく似て

いた.水稲葉の採取Hと現地における葉枯症の発生状況は

以下の通り. ① 7月 11日:里美地域で初期症状はまだ観

察されず ② 7月 25日:業枯症特有の症状が里美で確認.

なお，菰田においても葉枯症が同日篠認され，発症の程度

は里美以上であった.③8月8日:葉枯症状はさらに進展

し，被害株数が増大 ④8月 30日:水稲の生育は回復に

向かい，葉枯症状の痕跡は下位葉に認められたものの，上

位葉には健全な葉が出現していた.菰田の水田についても，

葉枯症状の進展は認められず回復に転じた.しかし一旦

収束したかに見えた葉枯症は9月以降にどの地域でも再度

大きくなり，最終的に被害は甚大となった.
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台風は水稲栽培期間中の 7月 14日 (4号)および8月

2日 (5号)に襲来また，旦斐では，葉村障害を確認し

た7月25日の前 7月 21日に pH2.4"-'pH2.8の強い酸性霧

が，被害拡大を確認した 8月8日の前8月3日にも pH3"-'

4の酸性霧が発生し，各々高濃度の硫酸イ オン，硝酸イオ

ン，アンモニウムイオンが検出されている(藤ら， 2008). 

(3) 2008年

梅雨入りが6月 10日，梅雨明けは7月6日と例年より

早く，過去7年間で最短の悔m期間 (26I=l間)となり気

象状況は 2006年および2007年と大きく異なった. この

年は7i?発地域の盟美や菰1+1地域で 7月中に業枯症が確認さ

れず，代わって吉井町草の尾地域で発症が認められた そ

こで心野，里美，菰田以外に，草の尾地域のJK旧からも定

則的に採取を行った.水稲葉の採取日は以下の通り. ① 7

月 15日"-'16日， ② 7月 23日"-'25日， ③ 8月4仁1"-'5 1-1， 

④8)J 26日"-'271:1，⑤ 9月 171:1"-'19日.上述のように

盟美や菰111では例年のよ うな大きな被害はなく ，8月ド旬

に一部の水任|でのみ軽~中将度の.TT状発症が確認された.

ーブ'J，草の尾地域では， {11向三ほどではなかったものの， 7 

月以降水稲の生育時期を追って発症域は徐々にJ仏大一し， 8 

月下旬には坪状からまだら状に発航株が広がった.

九州への強い台風の接近はなく，霧観測地点の盟設では

6 J.l 29 EI vこpH2.9の強い険性の務が観測されたものの，

2006 年や 2007 年と ~f~_ なり酸性霧の発~I::.頻度は少なかっ

た(清水ら.2009). 

3)現地水稲葉の採取方法

現地水田における水稲(品種ヒノヒカリ)の葉身採取は

基木的には以下のようなブIjn~でわった.

各水IJIから代装的な 10"-'15株を選抜し，完企展開して

いる最上位葉を 1株当たり 2枚ずつ採取した.現地におけ

る水稲葉の採取時間は午前9時から午後2時頃までを基本

とし|世道に散布された除草剤などの影響を避けるため，

業の保取に当たってはできるだけ氷山の中火部から採取し

た.採取した業身は，乾燥による業の巻き上がりを防ぐた

め，株から切り離した直後に蒸留水を入れた容器内に一時

保存した.水田外に持ち出した採取業は，表面を悲儲水てご

洗浄した後新鮮重量を測定し，築を創II断して紙袋に入れ.

液体窒素を用いて紙袋ごとその場で直ちに凍結させた 現

地から持ち帰った水稲葉の凍結試料は-800Cの冷凍庫中

に保存した.なお，凍結試料の一部は真空凍結乾燥機によ

り乾燥処理を行った.乾燥試料はボールミルによって微粉

末にし，成分分析を実施するまではデシケーター内に保存

した.

4)水稲葉の分析項目と分析方法

ストレスの負荷によって植物組織内濃度が上昇すると報

告されている成分として，ポリアミン(プトレシン，スペ

ルミジン，スペルミン)およびエチレンの前駆物質である

1-aminocyclopropan巴一1-carboxylicacid (以下 ACC)を，

また酸化ストレス障害に伴って発生する活性酸素の消去に

関与しストレス時十こ活i~1ー が上昇するとされる植物酵素

として，比較的活性測定が簡易なカタラーゼ(以下 CAT)

とアスコルビン酸ペルオキゾダーゼ(以下 APX)を選んだ.

他方.葉が枯れるような障害では光合成機能の低下が子想

されたため，光化学系 IIの有効量子収率を表すクロロフィ

ル蛍光値 (φ1'511) の測定も行った.各項同についての測定

法は以下のとおり

(1)ポリアミン

塩酸を含むメタノール溶液 (0.1M HCl-20%MeOH)で

葉組織からのポリアミンの抽出を行った.遠心分離後の上

澄液の一定量をビーカーに入れ，ホットプレート上で乾閲

した.抽出残清を一定量の希塩酸に再溶解し分析溶液とし

た.本溶液の一部を Floresand Galston (1982) の方法に

基づきポリアミンをベン ゾイル誘導体に変換し高速液体

グロマ トグラフィー (ShimadzuLC-10A. Kyoto. ]apan) 

による分析を行った.

(2) ACC 

上述の酸抽出液の一部を濃縮乾問して，蒸留水に再j容

解した.予備試験の結果，水稲葉中には ACC は遊:~ftの状

態では極めて低濃度しか存在しないことが分かったため，

木研究では以下のように ACCの結合体との合量を測定し

た(以 1 結合体 ACCをACCと表記).結合体の ACCは

A附の状態にするため 3Mの取酸を用いて加水分解処却を

行った.加水分解後， Lizada and Yang (1979) のブj法に

準じて遊離の ACCをエチ レンに変換しガスクロマト グ

ラフィー (ShimadzuGC-14B. Kyoto. ]apan) によ って

定量した.

(3) CATおよびAPXの活性

-80
0Cで保存した一定置の水稲葉身を乳鉢と乳俸を

用いて液体窒素中で陪砕し 肝:素抽出mの冷緩衝液(0.4

mMEDTA-4H. 1mMアスコルビ ン酸. 2 "lrlw/v) ポリ

ビニル沢リピロリドンを含む 25mMリン酸カリウム緩衝

液. pH7.8) Iドで‘再度踏砕し抽出した抽出液を遠心分

離 (40C， 15，000Xg， 20分間)し，上清を一重のミラクロ

スでろ過して粗酵素液を銅製した. CAT については A巴bi

(974) の. APX については Nakano& Asada (981) 

の方法に基づいて活性の測定を行った.

(4)クロロフィル蛍光

クロロフィル蛍光測定装置(叩NI-P.馴.WALZ. Effelttich. 

Gel1113l1Y) を用いて，水稲葉身の業先から 8cmの部分で

測定を行った.基本的に，測定は健全株あるいは業枯発症

株から採取した業身(完全展開している最上位葉)の少な

くとも 5枚以上について行った.光化学系 IIの有効量子

収率の値 (φ1'511) の算出は Gentyら(989) の計算式に基

づいた.

5)統計処理

統計解析は総合統計ソフト SPSSVerll町ノそッケージを

JlJ¥，、た.処理聞の比較には t検定もしくは一元配置分散分

析を行い，その後の検定は Tukeyの多重比較検定で行っ

た.多重比較検定の有意水準は 5% とした
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3.結 果

1 )健全葉と葉枯発症葉の比較およびストレス診断指

標の抽出

盟斐地域て企業枯症の発症が最初に確認された 2006年 8

月18日に採取した試料を用いて，健全業と業枯発症葉聞

のクロロフィル蛍光値，ポリアミン， ACC含有量ならび

に抗酸化系酵素活性の比較を行った(図 2A~E).

光合成効率の指標となるクロロフィル蛍光値 (φI引)は

強い塩ストレスを受けた水稲てeは著しく低下することが報

告されている CYamamotoet al.， 2004) が，健全業と支:キi~

発症茶の間には記ストレス下の水稲で報告されているよ

うな φI引l値の著しい差は，少なくともこの時期に採取し

た水稲葉で、は全く認められなかった(図 2A) 図 1に示 し

たように， ヌ!>:7J(稲葉中i~症で‘は鉄やマグネシウム欠乏などの

さI::.J1'.1障害で、通常観察される葉脈問の抗化現象は認められな

い.実際， クロロフィル蛍光を測定した部位の葉色も健企

業と発症裁の間に泣いがないことから，業縁古1¥や葉の先端

部など実際に損傷を受けている笛j所以外の業組織では光子T

成機能の低下はないものと批定された.

ポリアミン，仁|二!でもジアミンの プト レシンは障害を伴

うさまざまなストレスの負荷によって組織内濃度が上昇ー

することが知られている CSlocumel al.， 1984; Cowley and 

口健全菜 -発症菜
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[/} 
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Walters， 2002; Yamamoto et al.， 2004). 葉枯症状が出現し

た水稲葉では，健全葉に比ベポリアミン含有量: C図ではプ

トレシン，スペルミジン，スペルミンの合量を示す)が有

意に上昇していた(図 2B). 特に，スペルミジンやスペル

ミンに比ベプトレシン含有量の上昇が著しかった(データ

省略)

ACCもポリアミンと同様様々なストレスに応答し

て組織内濃度が変化すると報告されている (Chenand 

Patterson， 1985; Siefert and Grossmann， 1997) が，発症

繋が健全業よりもやはり有意に高い結果が得られた(図

2C) 一方， t/C散化系酔素については， CATの活性に有

意な上昇が見られたものの、その差はわずかであり(区1

2E)， APX についても健企業と発症葉の間の差は有意で

はなかった(図 2D) なお 以上のような傾向は，旦葉地

域の他の水稲品種(あさひの喜多，イクヒカリ)においても

同様に椛認された(データ省略)• 

2007ゴl'f'こは，盟美で発拡がufi;認された 7月 251.:1およ

び被害が拡大した 8P18Hに，健全株と発症株だけでなく

発症株に近按する株(業は健全)からも葉を採取した(表

1). 7刀25日の水稲では，業枯の初期症状を示す楽だけ

でなく，その周辺株から採取した健全集にもわずかではあ

るがプトレシンに有意な上昇が認められた.さらに 8月8

日になると，発症株及びその周辺株から採取した業におい
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A:クロロフィノレ蛍光値((t¥屯n)，s:全ポリアミン(プトレシン+スペノレミジン+スペノレ ミン)， C:ACC， D: 

APX， E: CAT. 2006 :y'. 8月18日採取業*はt検定により健全業と発症業間に5%水準で，料は 1%
水準で有意差が有ることを示す.
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て，プトレシンのみならずスペルミジンやスペルミン含有

量の有意な上昇が認められた. ポリアミン値の上昇ーから，

葉枯発症株水稲へのストレスの負荷が推測されたが，被害

拡大期ではこれら発症株だけでなく，それら周辺の株にお

いてもポリアミン値が同様に上昇している事実から，症状

がまだ現われず，見かけ上健全に見える水稲においてもこ

の時期には何らかの強いストレスが発生しており，発症株

を中心にして葉枯症状がその周辺に広がり，つぼ状に枯れ

とがっていく 可能性が予測された.

図 3 には 2008 年 9 月 17 日~19 日の 3 El聞にわたって

5地域で採取した水稲葉の ACC含有量を示す. 当該年に

一番激しく発症した専の尾地域では， A，Bの2水FJ:!から

発症程度の軽度な葉(業縁部が褐色のもの)と症状がさら

に進行 した業 (藻縁部や業先が枯れたもの)を採取した.

2006年度の結栄 と|司様，業枯発注業では，発症が軽度な

業であっても 同一水田の健企業に比べ有意に ACCの上昇ー

が認められた.また，障害の進行した葉で、はACC含有昆:

がさらに大きく上昇 していることから，業に|コのACC含有

量:は業中I!iの障害程度を反映しているものと考えられた

このように， 2006 年~2008 年にわたって現地水田で採

取した水稲葉の分析結果から，葉仁1:1のポ リアミンおよび

ACC含有量はストレス強度の比較やストレスの発生時期

などを推定するうえで有効な診断指標になるものと考えら

れた.

2)葉枯発症地域と非発症地域で栽培された水稲の健全

葉における ACCおよびポリアミン含有量の比較

業1:1コに含まれる ACCやポリアミン量:が水稲葉枯症のス

トレス指標として有効と考えられたため，主主村症発生地域

(旦斐)と非発生地域(心野)で栽培された水稲ヒノヒカリ

について， 両水田の健全株(f建企業)に含まれるそれらス

トレス応答成分の合有量を生育時期Jjljに比較した(区14).

(1) 2006年

ACC含有量は，栴雨の期間中にすでに盟美圃場の水稲

が心野より高く， 日射量が急上昇した梅雨明け後の 7月

26日になると，さらに値が上昇した.心野では， 7月 21

表 1 健全株，発症株および発症株周辺から採取した業のポ
リアミン含有量

ポリアミン含有志 (nmo!g・lFW)

PUT SPD SP礼 Tota!
200717/25~凋査

健全株 366a 361a 217a 944a 
発症株周辺 399b 381a 209a 989ab 
発症株 424b 376a 213a 1012b 
2007/8/8調査

健全株 250a 259a 152a 662a 
発jJド株周辺 335b 333b 181b 849b 
発症i~ミ 332b 332b 176b 840b 
bfi.授の同一水町内から最上位葉を採取.
PUT町プトレシン， SPD;スペノレミジン， SPM;スペノレミン

異なる英文;芋は5%水準で有志、差あり

日から 26日にかけて ACC含有量に大きな変化が認められ

ず (7月21日:22.4 :t 2.9 nmol g-l FW， 7月26日:18.4 

:t 4.1 nmol g-l F川T)， 盟菱地域ではこの時期までに水稲に

何らかのストレス負荷があったものと推定された 他方，

この時期には，心野および里美圃場の水稲の聞にポリアミ

ン量の有意な差はなかった. しかし，葉枯症が坪状に発症

し被害が拡大し始めた 8月中旬になると，盟美の健全な水

稲でも ダリアミン含有量は心野に比べ大きく 上昇した.

(2) 2007年

2006年と同様， ACC含有量は梅雨期の 7月 11日です

でに里奨の水稲が心野より 有意に高い値を示しており，梅

雨明け直後の 7月 25日においても心野を著 しく上回った.

業枯症状を示す株数が一気に増大した 8刀8日の里美で

は，葉中 ACC含有量が心野の 2倍以上に達した. このよ

うに， ACCは2006年とよく似た推移を示し， ポリアミン

についても前年度と類似のパターンを示した.日IJち，悔雨

明けまでは，里長水稲のポリアミン含有量は心野との間に

差がなく，発症拡大期の 8刀8口になるとポリアミンは里

美の水稲が心野を大きく 上回った.また， 8月下旬の発症

の一時的な収まりとともに里美水稲のポリアミン含有量も

心野との間tこ大きな差が無くなった.

(3) 2008年

この年の気象状況は 2006年および2007:i:[二と奥なり梅

雨明けが平 く， 1回目の水稲葉採取時 (7月 15\ゴ ~16 ¥=¥) 

には既に梅雨が明け， ¥:¥弁J:.l量もJ=fl'.していた. また， この

年は，業枯症の常発地域とされる旦美地域で梅雨明け頃ま

でに業枯の初期症状が1i1u認されず， 8月後半に入ってから

ようやく 一部水田に葉枯症が小規模発生した.

葉身中の ACC含有量は 2006年や 2007年に見られた水

稲生育の前期(最高分け~つ期)における大きな差が認めら

れず， 8月後半のみ旦Sfeが心野を大きく上凶った.また，

ポリアミンについても， 8月ヒ旬まで両地域に有意な差が

無く， 8月後半に入ってようやく盟美地域の水稲がわずか

に上回る結果が得られた.

2008年は，常発地域の一つ草の尾で7月に1_1旬に業枯の
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図 3 業配i発症程度の差ーと ACC含有量

b 

2008 年 9 月 17 日~ 19 自に 5 地域で護身を採取. t検定あるい

はTukeyの多重検定により阿国場内の異なるアルファベッ ト

間に 5%水準で有意差有り
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初期症状が現地調査てで守h係許

稲健全某葉-の ACC含有量の 4地域間での比較を図 5に示 し

た.車:の尾地域の水稲葉は他地域の 2倍以上ACCが含ま

れており， 2008 ~年において葉枯被害の激しかった木地域

においては， 7月中旬までに業枯障害を誘引するストレス

負荷のあったことが示唆された.

4.考察

1)水稲葉枯症診断のためのストレス指標の抽出

水稲葉市Ili症を診断する上で有効なストレス指標を抽出す

るため， 2006年から 2008年にかけて，葉枯症発生既の

ある水田(旦美，菰田，草のj毛)および発生I~障のない近隣

地域の水田(心野)で栽培された水稲(ヒノヒカリ)につ

いて，葉枯症の発生制査を行うとともに健全株や禁中l!i発症

株から最上位葉を採取し体内成分を比較した.その結果，

発症地域の水稲て守は，健全葉でもある時期になると ACC
やポリアミンの含有量が対照地域の水稲より高くなり (図

4) ，葉枯の発症に伴いさらに含有量の上昇することが明

らかになった(表1，図 2，3). 葉枯れ障害に付随するこ

れら業中ストレス応答成分の上昇はヒノヒカリだけでな

く里美地域で栽培されたイクヒカリゃあさひの夢でも確認

されたことから，水稲葉中の ACCならびにポリアミン含

有量が葉枯障害に刻するストレス指標として有効と考えら

れた.実際，里長での被害が軽微であった 2008年は梅雨

明け後の ACCやポリアミン値に大きな上昇が認められず

(図 4)，当該年に唯一被害が大きかった草の尾地域では業

枯症状が出始めたu寺期の ACC含有量が他地域を大きく上

I!IIった(図 5). 
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域区間に 5%水準で，件は 1%水準で‘川本は 0.1%水準で有意差が有 ることを示す



枯症は， 8月の下旬にはいったん回復したかに見えたが，

追跡調査の結果， 9月以降に再発し最終的には大きな被害

状況となった. これらのことからも，葉枯症の誘発とその

障害の加速，被害拡大をもたらすストレス要因は必ずしも

連続的に発生しているのではなく，不連続かつ不定期に出

現しているものと推察されるこれまでの経験的観察では，

台風接近後に被害の拡大が見られることが多く，草の尾地

域や菰田地域で、は例年水田圃場の中で、も風が吹き抜けてい

くような立地条件にある地点で被害が著しい. また，発症

地域では，台風のような強風でなくとも，乾燥した高祖の

風が局地的に吹くことがこれまでに指摘されてきたけLlLi

ら， 2004) ことから，強風や乾燥風が葉枯症状を進展さ

せ，被干与の拡大をもたらすストレス!Jti囚のーっとなってい

る可能性は高い. 実際， lsI6に示すように 2007年には業

枯症の発生初期とJ広大j切に台風4号と5号が各々襲来して

いる.

さらに， 高標高地，出'にあるこれら発症地域では，逆転

層による霧の発生が多いことでも共通しており， 2006年

および20071fはヒノヒカリの最高分けつ期~幼穂形成期

にあたる 7 月 下旬~8 月 上旬に高濃度の硫椴イオン，硝

敵イオン，アンモニウムイオンを含む酸性の霧が観測さ

れている(藤ら， 2007 ; 2008). 2007年について言えば，

初期症状1:1:1現期に最低pH2.4を記録する酸性霧 (7月 21

H) が， また被害拡大期には 15時間にわたって pH4以

下の霧 (8 刀 3 日 ~4 日)が観測され，霧の出現初期には

10 mmolc L -) V，こ迫る高濃度の硫酸イオン，硝酸イオン，ア

ンモニウムイオンが検出された(藤ら， 2008). 一方，例

年と兵なり 7 月下旬~8 月上旬に盟美て:' #8症が確認され

ず， ~I:.育後半に現れた被害 もiI!I微であった 2008 年につい

ては，九州地域に台風の接近はなく，盟美における酸性霧

の発生頻度も少なかった(清水ら， 2009) これらの事安

から，強風や乾燥風のみならず高濃度の窒素化合物を含有
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2)葉枯症発生地域におけるストレス発生の推移と大

気環境ならびにストレスの要因

業中ti症の激発した 2006"1二および2007年はストレス応

答成分の"1コでも， ACCが葉枯の初期症状(業縁部の褐色

化)が現れる時期の前後から健全業でも値が上昇するのに

対し，ポリアミンは障害株が増加し，被害が拡大する時期

にレベルが大きく上昇した(図 4). これらの結果は，ポ

リアミン値の上昇が障害を一気に加速させる強いストレス

に対応するのに対し， ACC値の上;司令は葉枯の軽微な症状

をもたらす初期のストレスにも対応していることを示唆し

ている.区16にはこれら成分の変動から推定した 2007{r: 
におけ』る旦菱地域水稲のストレスの推移をイラストで示 し

た.区|中には， った気環境の観測データから， 台風および梅

雨期~梅雨明け期や台風後に発生することの多い木地域特

有の酸性の霧に関する情報も示した.

この年の 7月中旬以降に発症し， 8刀 ヒ句に拡大 した葉

酸性の鯵発生
(8月3-4日)

台風5号
(8月2日)

トイ 一言月上旬

幼穂形成期

酸性の霧発生
(7月 20-22日)

梅雨明け
(7月23日)

トイ「 頁下旬

最高分けつ期

号
劃
一
旬

開一和
恥
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梅

ω
ト8月下旬トー{

祖ばらみ期

事- .... 
葉枯初期症状出現 被害拡大 被害部分回復

図6 里美地域で

ストレスの一時的収束

出現期

弱いストレスの発生、
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する酸性霧の発生も葉枯症発生の引き金となるストレス要

因候補のーっと推定される. このような大気環境が木地域

における業枯症の発生あるいは被軒の拡大とどのように関

係しているかについては今後さらに詳細な研究が必要であ

ろう.

水稲に強い塩ストレスをかけると， /.1"-育阻害に先だっ

て φl引 Iの値が大きく i戚少し，葉にはクロロシスの症状が

呪れる (Yamamotoet al.. 2004; Sawada et al.. 2006). 光

化学系 Hの有効畳守収率を表す φI'SJJは炭酸悶定効率と高

い相闘を持ち，その龍[の減少は気孔の閉鎖による炭酸悶定

量の減少や光合成電子伝達のi阻害を反映する(Edwards

and Baker， 1993). 低温ストレス下のトウモロコシやキュ

ウリ (Aroca et al.， 2001; Yu et al.， 2002)，オゾンストレス

ー|ごのタバコやカボチャ (Castagnaet al.， 2001; van Buuren 

et al.. 2002) でも φl引 III院が顕著に低下することが報告さ

れている. 今回の調査では， これらのストレスで報告され

ているような φI引価の減少は認められなかった (11Z¥2A). 

また，光合成電子伝達の阻害は1ì'ii~1二階素の発~I".をもたらす

ため (Asada，1999)，通常それにjι符して抗般化系酵素

が誘導される (Tsanget al.， 1991; Bueno et al.， 1998). 植

物組織に強L、酸化ストレスを与えるオゾン暴露がこれら

解禁を誘導することはよく知られるが (Raoet al.. 1996)， 

CATおよび APXいずれの酵素の活性も業枯の発症に伴う

目立った変化はなかった(図 2D，E). これらの部一実より，

光合成系のII.¥'[害や活性酸素の発生をもたらすようなストレ

スが水稲葉枯症の直接的引き金となっている可能性は少な

い.本障害の発杭メカニズムを明らかにするためには，業

布ll症状の:U現やその進展に伴う体内代謝の変動をより詳細

に解析することが必弘tと考えられる.

5 要約

長崎県佐ii1:保市の北部高標高地帯で、は，梅雨明け前後に

水稲上位葉の業先や業縁m~が褐色~白色化し，その後の障

害の進行 と発症株の噌大によって水田の一部がつぼ状に枯

れ上がる‘水稲葉枯11[' が 40年以上も昔から知られてき

たが，その草の原因や発症機構は未だ不明である.本研究

では，水稲にストレスが負荷される時期や葉枯症をもたら

すストレス要因を明らかにすることを目的に， 2006年 ~

2008年の 3年間にわたって業枯症の発生地域および発生

歴のない近隣地域の水稲について，生育時期を追って健全

業と障害実におけるストレス応答成分を分析した.その結

果，エチレン前駆物質の ACC(遊離および結合態の合量)

およびポリアミンの葉中レベルが葉枯症の発症に伴い上昇

することから、その診断に有効なストレス指標と考えられ

た• ACCおよびポリアミン含有量の変動に基づき，各年

におけるストレスの推移を推定したところ，業枯症が激発

した 2006年および 2007年は，梅雨から梅雨明け直後に

かけて発症地域の健全葉中 ACC含有量が上昇し， この時

期に既にストレスが負荷されていることが推測された. ま

た，発症地域では8月以降に健全葉中のポリアミン含有量

が上昇したことから，水稲の生育後半に，被害拡大をもた

らす強し、ストレス負荷のあることが示唆された.梅雨の期

間が短く，深刻な業中市被害のなかった 2008年は，梅雨明

けj切における ACCやポリアミン含有量の顕著な上昇は認

められず¥当該地域においては初期のストレス負荷が少な

かったものと推定された. 7J(稲に業枯症を引き起こし，障

害を促進するストレス要因をストレス負荷のあった時期の

気象条件や大気環境との関連などから考察した.
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A unique paddy-rice disorder in Nagasaki - analysis of stress-related compounds 

in leaves and estimation of the timing of stress induction 

Hiroko SAWADAl， Sang-Gyu SEOu， Masafumi FUjIYAMA2， Taiji WATANABEz and Shinsuke FUjIHARAl 

1 Natl. Agric. Res. Cent.， 2 Nagasalu Agric. FOJ別 1.E;ψStation.， :1 PJ旬 entaddress: Univ. olSeoul 

In a specific area in the northern mountainous region of Sasebo city， Nagasaki， a unique disorder called Rice Hakare Symptom 

has been observed in paddy rice for over 40 years. In an attempt to identify the environmental factors causing this symptom， 

we investigated the stresses by which rice plants suffer from severe damage. We analyzecl various stress-relatecl constituents 

in healthy and c1amaged uppermost leaves of rice plants collected from aff，巴ctec1and unaffectec1 padc1y fielc1s at different plant 

developmental stages from 2006 to 2008. No significant differences in activiti巴sof chlorophyll fluorescence anc1 enzymes such as 

ascorbate peroxic1ase anc1 catalase were observed between healthy leaves ancl damaged leaves. 1n contrast， injured leaves alw呂ys

contam巴dhigher levels of polyamines ancll-aminocyc1opropane-l-carboxylic acid (ACC， free + conjugated form) than healthy 
leaves. The spot fielc1 surveys conduct巴dthrough th巴3years indicatecl that ACC increased in healthy leaves from the rainy season 

in July， and polyamine increased in巴arly-midAugust， which indicates the timing of the induction of stress and appearance of 

this symptom. These findings also suggested that relatively weak stress occurs c1uring the rainy season， whereas mor巴senous

stress， which promotes leaf withering damage， occurs in early-mid August. In 2008 when th巴rainyseason was relatively short 

and no serious damage was observecl in rice plants， there ，vas no significant increase in th巴leafACC level during anc1 after the 

rainy season. Possible stress factors that induce ancl exacerbate Rice Hakar・巴 Symptom are discussed in relation to the weather 

and atmospheric conditions in this high altitude environment. 

Key words: 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC)， leaf withering， paddy-rice disorder in Nagasaki， 

polyamine， stress diagnosis 

(Jpn. J. Soil Sci. Plant Nutr.， 82， 389 -397， 2011) 
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