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千葉農試研報（Bull.Chiba Agric. Exp. Stn. ) 21 : 11～18 (1980) 

水稲の生育に及ぼすオゾンの影響

第 1報生育及び乾物生産に及ぼす生育時期別オゾン暴露の影響

森川昌記・松丸恒夫・松岡義浩・白鳥孝治＊

I.供試作物

供試作物は水稲（品種：コシヒカリ）とし， 1I 2000 

aワグネルポットを用いて第 1表の耕種条件によって育

成したものである。

2.試験区および調査方法

オゾン暴露は水稲の生育期間を分げつ期（移植から幼

穂形成期まで），節間伸長期（幼穂形成期から出穂期ま

で）及び登熟期（出穂期から収穫期まで）の 3期に分

けて処理するとともに，それぞれにオゾン暴露をしない

対照区を設けた。オゾン暴露の具体的な期間及びオゾン

暴露時の気温は第2表に示すとおりで，暴露処理の関係

から暴露期間中に限って表記の気温条件を与えた。また

湿度も暴露期間中は70%に保った。

なお，オゾン暴露期間以外は清浄な空気が送入される

ガラス室内に移して育成し，日射，気温，湿度は成り行

きとした。

抜取り調査は分げつ期オゾン暴露と節間伸長期オゾン

暴露について，それぞれオゾン暴露終了時にオゾン暴露

第2表試験区の構成

I 緒言

光化学オキシダントは，窒素酸化物，炭化水素などの

1次汚染物質が光照射を受けて大気中で化学反応を起こ

して生成される 2次汚染物質であり，オゾンを主成分と

する毒性の強い過酸化物である。 1）光化学オキシダント

は人体ばかりでなく植物に対しでも強い害作用を示し，4,11)

現在最も重要視されている大気汚染物質である。

光化学オキシダントによる水稲の可視被害は，すでに

1974年に発見，立証され， 5）その程度は水稲の生育時期

によって異なることも判明しており， 7）また水稲の光合

成機能もオゾンによって阻害されるごとが明らかにされ

ている。 8'9）これらのことから，水稲の乾物生産は，光

化学オキシダントの存在によって阻害され，その程度は

光化学オキシダント暴露を受ける生育時期によって異な

るのではないかと推察された。

植物の乾物生産に対する光化学オキシダントの影響を

調査する方法としてFA C法， 12)0 T C法， 2.3）配置法13)

などが検討され， 1部では応用されつつある。しかしこ

れらの方法は，試験条件が光化学オキシダントの発生に

第l表耕種概要
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左右され、オキシダント濃度を人偽的にコントロールで

きないという難点がある。

以上のことから本試験では，分げつ期，節問伸長期，

登熟期の各生育時期の水稲に，人偽的に発生させた低濃

度のオゾンを長期間暴露し，水稲の生育及び乾物生産が

低濃度長期間のオゾン暴露により各生育時期ごとにどの

ような影響を受けるかを検討した。

E 試験方法

暴露時期 ポット数 温

抜取り用： 5ポット
10時～16時： 25℃， 16時～10時： 18℃

収量用： 10ポット

抜取り用： 5ポット
10時～16時： 30℃， 16時～10時： 22℃

収量用： 7ポット ’ 

分 げつ期

暴露期間

移植～幼穂形成期

( 5月25臼～7月9日）

幼穂形成期～出穏期

( 7月13日～7月31日）

出穏期～収 穫

( 8月1日～9月5日）
収量用： 7ポット

10時～16時： 30℃， 16待～10時： 25℃（8/1～8/19)

11時～15時： 28℃， 15時～11時： 23℃（8/20～9/5)

節閑伸長期

登熟期
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区と対照区の5ポットづつについて行ない，調査項目は

部位別乾物重，草丈，茎数，葉身長とした。

収量調査は分げつ期オゾン暴露は10ポット，節間伸長

期オゾン暴露と登熟期オゾン暴露はそれぞれ7ポットに 1.可視被害の発生について

ついて行ない，調査項目は部位別乾物重，穂数，一穂粒 (1) 分げつ期暴露

数とし，登熟歩合，玄米千粒重については各区とも生育 オゾン暴露1週間で，最上位展開葉から 2葉位目の葉

の中康な 3株について調査した。 身上にオゾン被害特有の赤褐色斑点が発生した。この斑

可視被害の発生状況については随時，観察調査を行な 点、はオゾン暴露をかさねるにしたがい他の葉位にも次々

った。無機成分含有率は，抜取り調査株，収量調査株に と発生し，オゾン暴露2週間ほどですべての葉位の葉身

ついて，部位別に窒素，リン駿，カリ，ケイ酸の4成分 に発生し，斑点は照度が強い日ほど多く発生する傾向に

を常法により分析し求めた。 あった。斑点の形状は微細なものが多く，発生部位は葉

3.オゾン暴露方法 身の先端から 3分の l程度の部分にかぎられ，被害程度

オゾン暴露はグロスキャビネット（小糸工業社製，1.5 は軽度であった。また下位葉は暴露2週間ほどで斑点が

mD×l.5mW×l.5mH）を改造した自然光型人工ガス暴 発生するとともに葉色が退色しはじめ，緑色部はしだい

露装置で行なった。オゾンは無声放電方式のオゾン発生 に黄褐色になった。この赤褐色斑点の発生と下位葉の早

機（日本オゾン社製）で発生させ，オゾン濃度は中性ヨ 期退色は暴露終了時まで継続して認められた。対照区に

ウ化カリ法によるオキシダント計（電気化学計器社製， おいては赤褐色斑点、の発生や下位葉の早期退色は認めら

GX-1）で測定した。オゾンの濃度制御は以下の半自 れなかった。

動的な方法によった。すなわち，あらかじめ所定の濃度 (2）節間伸長期暴露

のオゾンが得られるように電圧と通気量を調整したオゾ 赤褐色斑点の発生状況は分げつ期の場合と同様で、，オ

ン発生機の電源回路と，暴露室内のオゾン濃度を測定す ゾン暴露1週間で軽微な赤褐色斑点が最上位展開葉から

るオキシダント計の濃度信号回路とを自動継電装置（千 2葉位自の葉身上に発生した。更にオゾン暴露をかさね

野製作所製：ミニセブン）で結び，暴露室内のオゾン濃 ると，斑点は他の葉位にも次々と発生したが，この生育

度の状態によってオゾン発生機が自動的に作動する仕組 時期では斑点の発生はほとんど葉身先端部にかぎられ，

である。オゾン濃度は6～ 7pphm とし，暴露時間は9 分げつ期暴露の被害程度より軽度であった。下位葉にお

時から17時までの 1日8時間とした。各区のオゾン濃度， ける葉色の退色は，オゾン暴露2週間ほどで発生しはじ

のベ暴露時間，及びオゾンドーズは第3表に示すとおり め，しだいに黄褐色を帯び老化が早まる傾向にあった。

である (3）登熟期暴露

対照区の稲株は各生育時期ともオゾン暴露期間中は， 分げつ期，節間伸長期と異なり，オゾン被害特有の赤

暴露区と同様に環境条件を制御できるグロスキャビネッ 褐色斑点は発生しなかった。下位葉の葉色の退色は分げ

ト内におき，対応する暴露区と同ーの条件で育成した。 つ期，節間伸長期より早く発生し，暴露5日目に認めら

また対照区のグロスキャビネット内のオゾン濃度は，測 れた。この葉色の退色は暴露をかさねると上位葉にも発

定機の検出限界値以下であった。 生し，暴露10日目には最上位展開葉より 2葉位自が， 15

日目には最上位である止葉も退色しはじめ，株全体かネ局

色を帯びるようになった。

以上のように低濃度長期間のオゾン暴露による可視被

害の発生状況は，高濃度短時間暴露7）のそれと特徴をや

や異にしていた。すなわち高濃度短時間のオゾン暴露に

よる可視被害は，上位葉を中心とする顕著な赤褐色斑点

である。これに対し低濃度長期間のオゾン暴露では，上

位楽における赤褐色斑点の発生は共通する現象であるが，

その形状や密度から判断して被害程度は軽微であった。

しかし，下位葉の葉色が早期に退色する現象は低濃度長

期間暴露の特徴的な症状であり，退色後の葉色が黄褐色

第3表 オゾン濃度およびオゾンドーズ
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注1）オゾン濃度：中性ヨウ化カリ法で測定，暴

露時の 1時間平均値の平均

2）オゾンドーズ： 20，濃度（ 1時間平均値）

皿 結果および考察
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を呈していたことから判断して，オゾン暴露は下位葉の (2）節間伸長期暴露

老化を促進させていると考えられた。 暴露終了時の生育及び乾物重の調査結果を第5表に

2.生育に及ぼす影響について 示した。茎数はオゾン暴露によりやや減少したが有意差

(1) 分げつ期暴露 はなかった。葉身長は分げつ期と同様にオゾン暴露によ

暴露終了時の生育及び乾物重の調査結果は第4表の り最上位葉が長くなり，草丈も高くなった。

とおりである。出葉数及び第2，第3業位の葉身長は差 乾物重についてみると，葉身重はオゾン暴露による影

が認められなかった。しかし最上位展開葉ではオゾン暴 響は認められなかった。しかし，稗・葉鞘重はオゾン暴

露により葉身長が長くなり，草丈もオゾン暴露により高 露により対照区に比べ16%減少し，この結果全乾物重は

くなった。一方茎数はオゾン暴露によって減少し，分げ 対照区に比べ12%減少した。

つの発生はオゾン暴露により抑制されることが明らかに 以上のように節間伸長期の水稲にオゾンを暴露すると

なった。このオゾン暴露による分げつの発生の抑制と草 分げつ期とやや異なり，稗・葉鞘重は減少したものの葉

丈が高くなる傾向は，暴露開始後20日目の生育調査でも 身重は減少せず，乾物重の減少率は少なかった。これは

認められた。 主にオゾン濃度は同じでも暴露期聞が短かいため，オゾ

乾物重についてみると，オゾン暴露により茎数が減少 ン暴露による葉身の早期老化が下位にとどまり，上位葉

したため，対照区に比較して乾物重も明らかに減少して までに老化が及ばぬうちに終了したこと，従って株当り

いた。とくに葉翰重の減少が顕著で、あり，対照区に比べ 光合成阻害量が少なかったことによるものと思われる。

28%減少した。これに対し葉身重の減少はわずかであり， 3.収量に及ぼす影響について

対照区に比べ8%の減少にとどまり，部位によってきわ (1）分げつ期暴露

だった差が認められた。 分げつ期にオゾン暴露を受けた水稲の収穫期における

このように分げつの発生が抑制され，乾物生産量が減 茎葉及び玄米収量調査の結果は第6表のとおりである。

少した原因としては，オゾンによる直接的光合成阻害8,9) すなわち，分げつ期のオゾン暴露により全ての部位で乾

と下位葉の早期老化6）による光合成機能の低下の2点が 物重は減少し，さらに部位による差がみられた。影響の

考えられる。 大きな部位は稗・葉鞘、部であり，対照区に比べ13%の減

第4表 分げつ期オゾン暴露が生育，乾物生産に及ぼす影響

草丈 茎 数 葉身長（cm) 乾物重（ g I株）
処 E里 出葉数

葉鞘、重(cm) （本／株） 第l葉 第2葉 第3葉 葉身重 全重

オゾン暴露 90 .1 * * 29.4 ＊本 10.6 60.l * 48.5 38.9 8.81** 12.03本＊ 20.84本本

立す 日吉 85.9 31.8 10.6 56.7 46.7 39.2 9.57 16.75 26.34 

オゾン／対照 1.05 0.93 1.00 1.06 1.04 0.99 0.92 0.72 0.79 

注 1 ) 7月11日抜取り

2 ）葉位：最上位展開葉を第l葉とする。

3)*・**:t検定， * 5%で有意， ** 1 %で有意。

第5表節問伸長期オゾン暴露が生育，乾物生産に及ぼす影響

草丈 茎 数 葉身長（cm) 乾物重（ g I株）
処 理

葉身重(cm) （本／株） 止葉 第2葉 第3葉 稗・葉鞘重・全重

オゾン暴露 109.6 * 24.2 49.0車窓 41.0 * * 31.3 16.77 35.89 * * 52.66 * 

立す H百 107.1 25.3 46.1 38.l 30.0 17.02 42.50 59.52 

オゾン／対照 1.02 0.96 1.06 1.08 1.04 0.99 0.84 0.88 

注 1) 8月1日抜取り

2)*・**:t検定，＊ 5%で有意， ** 1 %で有意。
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第6表分げつ期オゾン暴露が収量に及ぼす影響

穂 数 乾物重（ g I株）
一粒（粒数穂） 登歩（% 合熟） 玄千（粒g米重） 

玄米重
処 理

（本／株）穂重 業身重稗・葉鞘重わら重 全重 ( g) 

オゾン暴露 26.4 46.53 * 11.95 ** 32.36ホ＊ 44.31 ** 90.84 ** 91.0 57.2 21.35 29.34 

主す 日置 27.6 50.19 13.40 37.01 50.41 100.60 92.9 61.7 21.31 33.71 

オゾン／対照 0.96 0.93 0.89 0.87 0.88 0.90 0.98 0.93 1.00 0.87 

注）＊，＊＊： t検定，＊ 5%で有意，＊＊ 1 %で有意

第7表節間伸長期オゾン暴露が収量に及ぼす影響

穂数 乾物重（ g I株）
処 E里

（本／株）穂重 葉身重手早・葉鞘重わら重 全重
一粒（粒数穂） 登歩（% 合熟） T玄＊tr米 玄米重

( g I株）

オゾン暴露 23.9** 48.40 12.93 36. 66 ** 49. 59 * 97. 99 * 94. 6 64.8 23.10 33.84 

女す H百 25.9 50.86 12.87 39.97 52.84 103.70 96.4 63.3 23.09 35.81 

オゾン／対照 0.92 0.95 1.00 0.92 0.94 0.94 0.98 1.02 1.00 0.94 

注）＊，＊＊： t検定，＊ 5%で有意，＊＊ 1 %で有意

少であったが，葉身重は11%，穂重は7%の減少であり， 中で育成することにより，節問伸長期に受けたオゾン被

これらを総合した全乾物重は10%の減少であった。 害はかなり回復したと判断できる。

これに対してオゾン暴露終了時の全乾物重の減少率は 玄米重はオゾン暴露により 6%減少した。一穂粒数，

21% （第4表）であり，オゾン暴露終了後清浄空気中で 登熟歩合，玄米千粒重にはオゾン暴露の影響が認められ

育成することにより，分げつ期に受けたオゾン被害はか ず＼穂、数はオゾン暴露によりやや減少していることから，

なり回復したと判断できる。 玄米重の減少は主に穂数の減少によりもたらされたもの

玄米重はオゾン暴露により13%減少した。この玄米重 と思われる。

の減少は収量構成要素から判断すると，登熟歩合の低下 以上のように，節間伸長期のオゾン暴露の収量に対す

によりもたらされた割合が最も大であり，穂数，一穂粒 る影響は分げつ期のそれと比べ少なし玄米重の減少は

数も有意差はなかったもののオゾン暴露によりやや減少 6%であり，又全乾物重の減少も 6%にとどまった。こ

しており，これらの減少も玄米重減少要因の一部となっ れは節間伸長期のオゾン暴露期間が短かく，葉身の老化

ていると考えられる。なお，千粒重にはオゾン暴露によ が下位棄にとどまり，上位葉はあまり影響を受けなかっ

る影響は認められなかった。 たためによると思われる。

以上のことからオゾン暴露の生理的後遺症の収量に及 (3）登熟期暴露

lます影響は分げつ期暴露でもみられ，それが澱粉生成（ 登熟期にオゾン暴露を受けた水稲の収穫期における茎

source ）に大きく，穂数，粒数（sink）に小さいと判 葉及び玄米収量調査の結果は第8表のとおりである。オ

断された。 ゾン暴露による乾物生産への影響は葉身昔日以外のすべて

(2）節間伸長期暴露 の部位に及び，とくに穂重の減少は顕著であり，対照区

節間伸長期にオゾン暴露を受けた水稲の収穫期におけ に比べ17%減少し，稗・葉鞘、重も11%減少し，全乾物重

る茎葉及び玄米収量調査の結果は第7表のとおりである。 は13%の減少であった。

乾物重のオゾン暴露による減少は，稗・葉鞘でのみ認め 玄米重に対するオゾン暴露の影響は著しく顕著でb，対

られ，穂重，葉身重はオゾン暴露の影響が認められなか 照区に比べ49%の減少であった。この結果を収量構成要

った。この結果，全乾物重は対照区に比べ6%の減少に 素についてみると，登熟歩合が大巾に低下し，他の要素

とどまった。オゾン暴露終了時の全乾物重の減少率は11 はほとんど影響が認められなかった。このことから，登

%であり，分げつ期と同様にオゾン暴露終了後清浄空気 熟期のオゾン暴露は澱粉生成機能を最も強く阻害し，そ

14ー
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登熟期オゾン暴露カf収量に及ぼす影響第8表

玄米重玄米
千粒重
( g) 

熟
合
）%

 

登
歩
（

一穂
粒数
（粒）

物 重 （ g I株）

葉身重稗・葉鞘重わら重

乾穂

（本／株）

数

( g I株）重全重穂
理処

19.78 21.97 37.2 38 .63 ** 51.66 * * 96 .88 * * 98 .4 45.22 ** 13.03 24.6 オゾン暴露

主サ 38.56 21.15 73.3 98.3 111.11 56.84 43.25 13.59 54.27 25.3 照

0.51 1.04 0.51 1.00 0.87 0.91 0.89 0.96 0.83 0.97 オゾ、ン／女す照

** 1 %で有意* 5%で有意，注） *・ * * : t.検定，

全重および玄米重 1%減少に

必要なオゾン暴露量

第9表

“戸

ー

熟

注）必要オゾン暴露量＝全オゾンドーズ÷

（ 暴露区草糊
1一一一） ÷100 

対照区乾物重

N 

必要オゾン暴露量＊ (pphm・hr)

全重 1% 玄米重 1%

1 5 0 

3 8 

1 7 1 

K。0

の結果登熟不良をひきおこしたものと思われる。

以上のように分げつ期，節間伸長期及び登熟期のい

ずれの場合もオゾン暴露により乾物生産が阻害されるこ

とが明らかになり，この阻害はオゾンによる直接的光合

成阻害と，葉身の早期老化による株当り光合成機能の低

下によりもたらされたものと思われる。オゾン暴露特有

の可視害である赤褐色斑点の発生は軽微で、あり，急性害

的葉肉組織の破壊による乾物生産阻害の割合は比較的少

ないと思われる。

4.オゾン暴露貴からみた乾物生産の影響

水稲の乾物生産に対してどの生育時期のオゾン暴露の

影響が大であるかを知るため，各生育時期の暴露終了時

の全乾物重及び各生育時期の玄米重とそれぞれのオゾ

ン暴露量（オゾンドーズ） ｛~03i農度（ 1時間平均値）｝

の関係について次式により求めた。 － 
~ 

すなわちD値はどの程度のオゾン暴露量（濃度×時間）長 2

により，全乾物重や玄米重が1%減少するかを示したも お
のであり， D値が小さいほどオゾン暴露の影響を受けや 臨
すいことを示している。

7 5 

1 4 4 

1 0 6 
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これによれば第9表に示したように，全乾物重を 1%

減少させるためには，節間伸長期には75pphm・hrのオ

ゾンドーズが，分げつ期には 106pphm・hr のオゾンド

ーズが，登熟期には 144pphm・hrのオゾンドーズが必

要であった。この結果から水稲の乾物生産に及ぼす影響

を生育時期ごとに比較すると，節間伸長期の影響が最大

であり，次いで分げつ期，登熟期の順に小となった。す

なわち，本田期の水稲乾物生産に及ぼすオゾンの影響度

は節間伸長期に最も強く働き，登熟期には比較的軽微と

いうことになろう。

一方，玄米生産に及ぼすオゾンの影響についてみると，

玄米重を 1%減少させるためには登熟期には38pphm・hr

のオゾンドーズが，節関伸長期には 150pphm・hrのオ
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ゾンドーズが，分げつ期には 17lpphm・hrのオゾンド トの影響を生育時期別に調査するため，水稲の生育時期

ーズが必要であった。この結果から玄米生産に及ぼす影 を分げつ期，節間伸長期，登熟期にわけでオゾンを人工

響を生育時期ごとに比較すると，登熟期は他のステージ 的に暴露した。オゾン濃度は6～ 7pphm，暴露時間は

に比べ約4f音の影響度で最も大であり，次いで節閑伸長 1日8時間とし，オゾンドーズ（濃度×時間）は，分げ

期，分げつ期の順に少となり，水稲の収量に対しては登 つ期2229pphm・hr，節間伸長期は 905pphm・hr，登

熟期のオゾン暴露の影響が最も大きいと判断された。 熟期は1869pphm・hrであった。

5.無機養分吸収に及ぼす影響について 1. オゾン暴露による水稲の可視被害は，生育時期ご

(1）分げつ期暴露および節問伸長期暴露 とに次の特徴を示した。

分げつ期暴露のオゾン暴露終了時の部位別無機成分合 1）分げつ期では軽度の赤褐色斑点の発生と下位葉の早

有率は第 l図に示したように，各成分含有率ともオゾン暴 期老化がみられた。

露により増加する傾向にあり，とくに稗・葉鞘，未展開葉 2）節間伸長期では葉身先端部における軽微な赤褐色斑

の増加割合が大きかった。この無機成分含有率の増加は， 点の発生と下位葉の早期老化がみられた。

オゾン暴露により乾物重が減少していることから，炭水 3）登熟期では株全体の葉身の早期老化がみられた。

化物の減少に伴う相対的な増加も一部あると考えられる。 2. オゾン暴露が水稲の生育に及ぼす影響については，

しかし無機成分含有率の増加割合と乾物重の減少割合は 次の持徴が認められた。

一致せず，無機成分含有率の増加は乾物重の減少のみに 1）分げつ期で、は分げつの発生が抑制され，上位葉の葉

よりもたらされたものではなく，他の要因もあるものと 身長が長くなり，草丈も高くなった。

思われる。 2）節間伸長期では穂数が減少し，上位葉の葉身長が長

なお，節問伸長期暴露では，各成分ともオゾン暴露に くなり，草丈も高くなった。

よる顕著な影響は認められなかった。 3. オゾン暴露の乾物生産に及ぼす影響は次のとおり

(2）登熟期 であった。

収穫時の止葉の無機成分含有率は第10表に示したよう 1）分げつ期では葉鞘重の減少が顕著で、あり葉身重も減

に，オゾン暴露により減少し，とくに窒素で顕著でトあっ 少し，この影響は収穫時まで残り，登熟歩合の低下によ

た。この窒素含有率の減少は止葉の葉色の退色によるク り玄米重は13%減少した。

ロロフィルの減少により生じたものか，または株全体の 2）節閲伸長期では稗・葉鞘重が減少し，この影響は収穫

早期老化により養分吸収が阻害されたり，転流が阻害さ 時まで残り，穂数の減少により玄米重が6%減少した。

れたりしたために生じたのではないかと考えられるが， 3）登熟期では穂、重の減少が最も顕著で、あり，稗・葉鞘重

詳細については不明である。 も減少し，登熟歩合の大巾な低下により玄米重は49%減

以上のようにオゾン暴露が無機養分吸収に及ぼす影響 少した。

は，暴露時期，部位，成分により異なっていた。現在オ 4.水稲の乾物生産，玄米生産に対するオゾン暴露の

ゾンが植物の養分吸収に及ぼす影響についての研究は少 影響程度を生育時期ごとに比較すると，乾物生産に対し

なく，不明な点が多いことからこの点については今後更 ては節間伸長期の影響度が最も大であり，次いで分げつ

に検討する必要があろう。 期，登熟期の順に小となり，玄米生産に対しては登熟期

の影響が著しく大きく，次いで節間伸長期，分げつ期の

第10表登熟期オゾン暴露無機成分含有率 順に小となった。

5. 無機成分含有率は，分げつ期オゾン暴露では暴露

終了時に窒素，リン酸，カリ，ケイ酸とも増加し，登熟

期暴露では逆に止葉の各成分含有率が減少した。

処理 N(%) P205（幼 KzO（幼 Si02(%)

オゾン暴露 0.64 0.27 1.42 

立す 照 1.00 0.35 1.81 

7.5 

9.3 
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The Effect of Ozone on the Growth of Rice Plants 

I. Changes in growth caused by fumigation with low 

concentrations of ozone at three growth stages 

Masaki MORIKAWA, Tsuneo MATSUMARU, Yoshihiro MATSUOKA and Koji SHIRATORI 

Summary 

Effect of continuous 03 fumigation at low concentrations on the growth and dry matter production 

of rice plants were examined at three different growth stages using a fumigation chamber. The stages 

were tillering stage, internode elongation stage and ripening stage. Plants were fumigated with 6-7 

pphm ozone for 8 hours per day in the daytime during each growth stage. The results obtained were as 

follows: 

1. By ozone fumigation at the tillering stage and internode elongation stage, slightly redbrown 

freck and prematur巴 senecenceappeared on leaves, but only premature senecene was observed at the 

ripening stage. 

2. Fumigation at出etillering stage caused depression of tillering and stimulation of the elongation 

of the upper leaves. At the internode elongation stage, numbers of ears were decreased and the upper 

leaves became longer by ozone fumigation. 
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3. By ozone fumigation at the tillering stage, dry weight of the leaf sheaths and leaf blades was 

decreased, and the effect on the leaf sheaths was severer than on the leaf blades. Brown rice weight 

decreased by 13%, ascribing to the decrease加 thepercentage of ripened grains. Fumigation at the 

internode elongation stage caused decrease in the dry weights of stalks and leaf sheaths. Brown rice 

weight decreased by 6%, ascribing to decrease in the number of ears. At the ripening stage, a big decrease 

担 theweight of ears and a small decrease in the weight of stalks and leaf sheaths were observed. Brown 

rice weight decreased by 49%, attributing to the decrease in the percentage of ripened grain. 

4. Among three stages, the dry matter production of rice plants was most severely affected at the 

internode elongation stage, and brown rice production was most strongly affected at the ripening stage 

by ozone fumigation. 

5. The contents of nitrogen, phosphorous, potassium and silicon were increased by ozone 

fumigation at the tillering stage, but these contents of the flag leaf were decreased by ozone fumigation 

at the ripening stage. 
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