
窒素施用量がキャベツ、ハクサイの硝酸濃度に及ぼす影響
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キャベツとハクサイを10 ａ当たりの窒素施用量がそれぞれ20、30、40、60 kgの条件下で栽培し、摘要：

窒素施用量が植物体中硝酸濃度に及ぼす影響を検討した。

１ 11月収穫の作型で窒素施用量30 kg/10 aで栽培した場合の収穫時の結球葉の硝酸濃度は、キャ

ベツ1.26 g NO /kg FW、ハクサイ0.75 g NO /kg FWであった。３ ３

２ キャベツ結球葉の硝酸濃度は、窒素30 kg/10 a施用区に対し40 kg/10 a施用区は110％、60

kg/10 a施用区は124％であり、窒素施用量を増やしてもあまり高くならなかったが、ハクサイは、30

kg/10 a施用区に対し40 kg/10 a施用区は166％、60 kg/10 a施用区は258％であり、窒素施用量を

増やすことにより顕著に高くなった。したがって、キャベツよりハクサイの硝酸濃度の方が窒素施用量の

影響を受けやすいことが認められた。

３ 窒素施用量を増やすことにより、ハクサイの収穫時の生体重が増加し、結球葉の硝酸濃度も高くな

ったが、窒素施用量60 kg/10 aの条件下では生体重の増加はみられず、植物体内に硝酸が蓄積され

た。

キャベツ、ハクサイ、硝酸濃度、窒素施用量キーワード：

Effects of the Amount of Nitrogen Application on the Nitrate Contents of
Cabbage and Chinese Cabbage

HATANO Ayumi, OKAWA Hiroshi and IMAGAWA Masahiro

abbage and Chinese cabbage were cultivated with 20, 30, 40 and 60 kg N/10aAbstract：C

applications, and the effects of the amount of nitrogen application on the nitrate contents
were investigated.
1 The nitrate contents of cabbage and Chinese cabbage harvested in November with 30 kg
N/ 10a were 1.26 and 0.75g NO /kg FW respectively.３

2 The nitrate contents of cabbage were 110% with 40 kg N/10a and 124% with 60 kg N/10a
compared with 30 kg N/10a, while those of Chinese cabbage were 166% with 40 kg N/10a and
258% with 60 kg N/10a. The nitrate contents of Chinese cabbage were much more affected by
the amount of nitrogen application than those of cabbage.
3 The fresh weights and the nitrate contents of Chinese cabbage were increased, as to
increasing nitrogen application. In the case of 60 kg N/10a applied, the fresh weights were not
increased, while nitrate was accumulated in plants.
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緒 言

野菜は、ビタミンやミネラル、食物繊維等の栄養成分

を含んでおり、健康維持に欠くことのできない重要なも

のである。多くの野菜は、生育のための窒素源として硝

酸を好んで吸収することが知られている 。硝酸は、野１）

菜の生育にとって必須肥料成分であるが、摂取量が多く

なるとブルーベビー症や発ガン等健康への影響が指摘さ

れている ことから、収穫物中の硝酸濃度はできるだけ２）

低くすることが重要である。日本では野菜の硝酸濃度の

基準値はまだ策定されていないが、ＷＨＯでは許容摂取

量を１週間に1540 mgと設定しており 、ＥＵではホウ２）

レンソウとレタスに規制値を定めている。

野菜の硝酸濃度に関する研究は、これまで主にホウレ

ンソウ、コマツナ等の非結球型葉菜類を対象に行われて

おり、肥料として施用する窒素量が収穫物中の硝酸濃度

に大きく影響を及ぼすことが明らかとなっている 。３，４）

しかし、結球型葉菜類の硝酸濃度に関する研究は少ない。

伊達ら が10～11月収穫のキャベツ、ハクサイの硝酸濃5)

度を測定した事例では、キャベツ1.33～1.73 g NO /kg３

FW、ハクサイ3.65～4.75 g NO /kg FWであったと報告し３

ているが、窒素施用量との関係は明らかでない。

そこで、本研究では愛知県の主要露地野菜であるキャ

ベツ、ハクサイを対象とし、窒素施用量が植物体中の硝

酸濃度に及ぼす影響について検討した。

材料及び方法

１ 試験場所

試験は場内露地ほ場（中粗粒灰色台地土、長久手町）

で行った。

２ 耕種概要と処理区の設定

キャベツは、供試品種YRしぶき（石井育種場）を用い

た。2002年７月29日に128穴セルトレイには種し、８月

16日に定植した。畝幅120cm、株間33cmの二条千鳥植え

とし、栽植密度は10ａ当たり5000株とした。愛知県のキ

ャベツの施肥基準（30kg N/10 a）に準じ、８月16日に

基肥として園芸化成を20kg N/10 a施用し、追肥として

燐硝安加里を９月７日、10月４日にそれぞれ５kg N/10

a、合計10kg N/10 a施用し、この区を慣行N30区とした。

他に追肥を行わなかったN20区と、追肥を10kg N/10 aず

つ施用し、合計追肥施用量が20kg N/10 aのN40区、追肥

を９月７日に10kg N/10 a、10月４日、18日に15kg N/10

aずつ、合計追肥施用量が

40kg N/10 aのN60区を設けた。試験規模は１区8.1㎡、

供試株数41株とし、２反復で行った。

ハクサイは、供試品種黄ごころ65（タキイ種苗）を用

いた。2002年８月20日に128穴セルトレイには種し、９

月９日に定植した。畝幅120cm、株間40cmの二条千鳥植

えとし、栽植密度は10ａ当たり4167株とした。愛知県の

ハクサイの施肥基準（30kg N/10 a）に準じ、９月２日

に基肥として園芸化成を20kg N/10 a施用し、追肥とし

て燐硝安加里を９月27日、10月24日にそれぞれ5 kg N/

10 a、合計10 kg N/10 a施用し、この区を慣行N30区と

した。他に追肥を行わなかったN20区と、追肥を10 kg N

/10 aずつ施用し、合計追肥施用量が20 kg N/10 aのN40

区、追肥を９月27日に10 kg N/10 a、10月24日、11月８

日に15 kg N/10 aずつ、合計追肥施用量が40 kg N/10 a

のN60区を設けた。試験規模は１区8.1 ㎡、供試株数34

株とし、２反復で行った。

３ 植物体の採取及び調製方法

キャベツは９月６日（１回目の追肥前、定植後21日

目）、９月18日（１回目の追肥後、同33日目）、９月30

日（２回目の追肥前、同45日目）、10月18日（２回目の

追肥後、同63日目）及び11月14日（収穫時、同90日目）、

ハクサイは９月27日（１回目の追肥前、同18日目）、10

月10日（１回目の追肥後、同31日目）、10月22日（２回

目の追肥前、同43日目）、11月５日（２回目の追肥後、

同57日目）及び11月27日（収穫時、同79日目）の午前10

時から午後３時の間に各区５株ずつ採取した。収穫時の

植物体のみ、外葉と結球葉に分けて調査した。植物体の

採取直後に生体重を測定した。植物体は70℃で７日間通

風乾燥し、乾物重を測定後、粉砕して分析に供した。

４ 植物体の分析方法

全窒素は、粉砕試料をNCアナライザーで定量した。

硝酸は、粉砕試料に100倍量の蒸留水を加え、80℃で

１時間振とう後ろ過した抽出液をCataldo法 により定６）

量した。

５ 結果の解析

分散分析のＦ検定の結果、処理区間に５％水準で有意

差があると認められた調査項目について、Tukeyによる

多重比較法を用い、５％水準で平均値の差の有意性を検

定した。

試験結果

１ 窒素施用量がキャベツの生体重、硝酸濃度及び全窒

素濃度に及ぼす影響

キャベツの生育期間中の生体重、硝酸濃度及び全窒素

濃度の推移を図１に示した。生体重は、各区とも生育期

間中増加した。生体重の増加割合は、１回目の追肥後に

当たる定植後33日目以降高くなった。N20区は２回目の

追肥後に当たる63日目からN30区より軽くなり、N40区及

びN60区は63日目以降N30区より重くなる傾向がみられた。

硝酸濃度は、各区とも33日目に最も高く、その後生育に

伴って低下した。N30区では33日目に6.40、45日目に

5.85、63日目に1.24、収穫時に1.57 g NO /kg FWと推移３

した。全窒素濃度は、硝酸濃度と同様に各区とも33日目

に高く、その後低下した。N30区では33日目に4.99、45

日目に4.41、63日目に3.35、収穫時に2.05 g N/kg FWと

推移した。

収穫時の生体重、硝酸濃度及び全窒素濃度を外葉と結

結球葉に分けて調査した結果を表１に示した。N30区の

生体重は、外葉819 g、結球葉1618 gであった。N40区、

N60区の結球葉でN30区より重くなる傾向がみられたが、

有意差はなかった。一方、N20区の結球葉はN30区に比べ

波多野・大川・今川：窒素施用量がキャベツ、ハクサイの硝酸濃度に及ぼす影響
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図１ キャベツの生育期間中の生体重、硝酸濃度及び全窒素濃度の推移

図２ ハクサイの生育期間中の生体重、硝酸濃度及び全窒素濃度の推移

て有意に軽く、N30区の74％であった。硝酸濃度は、外

葉、結球葉とも窒素施用量が多いほど高くなる傾向を示

したが、外葉に比べて結球葉の増加割合は低く、結球葉

ではN30区の1.26 g NO /kg FWに対し、N40区は1.39 g３

NO /kg FW、N60区は1.56 g NO /kg FWであった。N20区３ ３

はN30区に比べて外葉、結球葉とも有意に低く、結球葉

では0.62 g NO /kg FWであった。全窒素濃度も硝酸濃度３

と同様に窒素施用量が多いほど高くなった。なお、各区

とも外葉は結球葉より濃度が高かった。

２ 窒素施用量がハクサイの生体重、硝酸濃度及び全窒

素濃度に及ぼす影響

ハクサイの生育期間中の生体重、硝酸濃度及び全窒素

濃度の推移を図２に示した。生体重は、各区とも生育期

間中増加した。増加割合は、１回目の追肥後に当たる定

植後31日目以降高くなった。N20区は31日目にN30区より

軽くなり、N40区及びN60区も31日目以降N30区より重く

なる傾向がみられ、43日目以降N20区はN40区、N60区よ

り有意に軽くなった。硝酸濃度は、N30区で１回目の追

肥前に当たる定植後18日目に4.63 g NO /kg FWで最も高３

く、その後生育に伴って低下し、43日目に0.59、56日目

に0.74、収穫時に0.61 g NO /kg FWと推移した。他の処３

理区においても18日目に最も高く、その後生育に伴って

43日目まで低下した。N40区及びN60区は43日目以降再び

上昇したが、N20区は低下した。全窒素濃度は、硝酸濃

度と同様に各区とも18日目が最も高く、その後56日目ま

で低下し、収穫時にやや上昇した。N30区では、18日目

に4.84、56日目に1.58、収穫時に2.24 g N/kg FWと推移

した。

愛知県農業総合試験場研究報告第35号

表１ キャベツの収穫時の生体重、硝酸濃度及び全窒素濃度

生体重 硝酸濃度 全窒素濃度
処理区

外葉 結球葉 合計 外葉 結球葉 外葉 結球葉

gFW/株 gFW/株 gFW/株 g NO /kg FW g NO /kg FW g N/kg FW g N/kg FW3 3

N 20 814 ( 99) 1192a ( 74) 2006 ( 82) 0.48a ( 22) 0.62a ( 50) 2.73 ( 93) 1.40 ( 88)

N 30 819 (100) 1618b (100) 2437 (100) 2.19b (100) 1.26b (100) 2.95 (100) 1.59 (100)

N 40 942 (115) 1825b (113) 2767 (114) 2.33b (107) 1.39b (110) 3.64 (123) 1.70 (107)

N 60 985 (120) 1737b (107) 2722 (112) 3.06b (140) 1.56b (124) 3.99 (135) 1.84 (116)

Ｆ値 2.91 13.16＊ 10.89＊ 9.75＊ 6.10 5.86

注 ( )内は、N30区を100とした場合の割合を示す。
Ｆ値の＊は５％水準で処理区間に差があることを示す。
英文字は測定項目ごとに処理間で行ったTukeyによる多重比較の結果を表し、同じ文字がついたものは５％水準
で有意な差がないことを示す。
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収穫時の生体重、硝酸濃度及び全窒素濃度を外葉と結

球葉に分けて調査した結果を表２に示した。N30区の生

体重は、外葉916 g、結球葉1832 gであった。結球葉の

生体重は、N30区に比べてN40区が126％、N60区が117％

と重くなり、N20区は62％と軽くなる傾向にあった。硝

酸濃度は、結球葉ではN30区の0.75 g NO /kg FWに対し、３

N40区は1.25 g NO /kg FW、N60区は1.93 g NO /kg FWで３ ３

あり、N60区はN30区、N40区より有意に高かった。外葉

ではN30区の0.33 g NO /kg FWに対し、N40区は 1.19 g３

NO /kg FW、N60区は2.15 g NO /kg FWであり、N60区はN３ ３

30区より有意に高かった。一方、N20区は外葉が0.02 g

NO /kg FW、結球葉が0.11 g NO /kg FWであり、結球葉３ ３

はN30区より有意に低かった。全窒素濃度は、外葉では

窒素施用量が多いほど高くなり、結球葉でも同様な傾向

が認められた。N30区、N40区、N60区では外葉は結球葉

よりわずかに高かった。

考 察

収穫時のN30区の結球葉の硝酸濃度は、キャベツ1.26

g NO /kg FW、ハクサイ0.75 g NO /kg FWであった。キ３ ３

ャベツでは窒素施用量を30 kg/10 a以上に増やしても硝

酸濃度の上昇割合が低かったが、ハクサイは窒素施用量

を40 kg/10 a、60 kg/10 aと増やすと、硝酸濃度が顕著

に高くなった。また、N20区の結球葉の硝酸濃度はキャ

ベツがN30区の50％であったのに対し、ハクサイは14％

と大きく低下した。以上のことから、結球葉の硝酸濃度

はキャベツよりハクサイの方が窒素施用量の影響を受け

やすいことが示された。１回目の追肥後の硝酸濃度及び

全窒素濃度は、キャベツでは窒素施用量による差がなか

ったのに対し、ハクサイでは窒素施用量が多いほど高く

なる傾向がみられ、キャベツよりハクサイの方が生育の

早い段階から追肥窒素の影響が現れた。また、収穫時の

追肥窒素の利用率を計算すると、キャベツが56％であっ

たのに対し、ハクサイは103％であった。これらには両

者の窒素吸収特性の違いが反映されていると考えられた

ことから、生育期間中の株当たりの窒素吸収量（全窒素

量）の推移を図３に、慣行N30区の生育時期別の１日当

たりの窒素吸収量の推移を表３に示した。その結果、株

当たりの窒素吸収量はキャベツでは定植後46日目から処

理区間の差がみられたのに対し、ハクサイは19日目から

差がみられた。また、キャベツの１日当たりの窒素吸収

量は定植後段階的に増加し、34日目から45日目の間に15

2 mg N/ 株でピークとなり、その後収穫時まで低下した。

一方、ハクサイでは定植時から31日目まで増加した後や

や低下し、44日目以降再び増加し、58日目から収穫まで

が136 mg N/株で最も高くなった。塚田 は、キャベツで7)

は外葉の生長期に養分吸収量の増加量が著しく、結球期

では吸収がやや低下し、外葉から結球葉への養分の移行

傾向が認められるのに対し、ハクサイの養分吸収は生育

表２ ハクサイの収穫時の生体重、硝酸濃度及び全窒素濃度

生 体 重 硝酸濃度 全窒素濃度
理区処

外葉 結球葉 合計 外葉 結球葉 外葉 球葉結

gFW/株 gFW/株 gFW/株 g NO /kg FW g NO /kg FW g N/kg FW g N/kg FW3 3

N 20 842(103) 1127a ( 62) 2069( 75) 0.02a ( 5) 0.11a( 14) 1.78( 70) 1.78( 86)

N 30 916(100) 1832ab(100) 2748(100) 0.33ab(100) 0.75b(100) 2.54(100) 2.06(100)

N 40 901( 98) 2314b (126) 3215(117) 1.19bc(363) 1.25b(166) 2.61(103) 2.06(100)

N 60 1101(120) 2147b (117) 3248(118) 2.15c (655) 1.93c(258) 2.93(115) 2.26(110)

Ｆ値 1.18 7.54＊ 11.26＊ 29.91＊ 6.54 2.94

注 ( )内は、N30区を100とした場合の割合を示す。

Ｆ値の＊は５％水準で処理区間に差があることを示す。

英文字は測定項目ごとに処理間で行ったTukeyによる多重比較の結果を表し、同じ文字がついたものは

５％水準で有意な差がないことを示す。

３ キャベツ、ハクサイの生育期間中の株当たりの窒素吸収量の推移図
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表３ キャベツ、ハクサイの慣行N30区における

生育時期別の１日当たりの窒素吸収量

キャベツ ハクサイ

定植後日数 窒素吸収量 定植後日数 窒素吸収量

日 mg N/株 日 mg N/株

0～21 5 0～18 12

22～33 44 19～31 75

34～45 152 32～43 52

46～63 99 44～57 92

64～90 28 58～79 136

初期に緩慢で、外葉形成後期から結球開始期以降に吸収

量のピークが認められる、と述べている。本試験結果に

おいて、窒素吸収量のピークがキャベツでは外葉生長期

に当たる34日目から45日目の間にみられ、ハクサイでは

結球期に当たる58日目から収穫までの間にみられた点が、

塚田の結果と一致している。したがって、生育期後半ま

で旺盛に窒素を吸収するハクサイの方が、キャベツより

硝酸濃度に追肥窒素の影響を受けやすいと推察される。

本試験では過剰施肥が生育及び硝酸濃度に及ぼす影響

を調べるために、N60区を設けた。その結果、生体重は

キャベツ、ハクサイともN40区以上に増加しないことが

示された。一方硝酸濃度は、ハクサイでは窒素施用量が

多いほど高くなったが、キャベツは窒素施用量を増やし

ても有意差がなかった。目黒ら はホウレンソウを用い3)

て窒素施用量が硝酸濃度に及ぼす影響を検討し、窒素施

用量を増やしていくと植物体中の硝酸濃度が高くなり、

収量も増えるが、硝酸濃度が2.0～2.5 g NO /kg FW以上３

になるとほとんど増収しないことを明らかにしている。

今回の試験結果では、ハクサイにおいて目黒らの結果と

同様の傾向が示されたが、キャベツでは異なる傾向とな

った。生体重が等しい場合の硝酸濃度は、植物体への硝

酸の吸収量と体内での還元量のバランスにより決定され

ることから、収穫時の全窒素量に対する硝酸態窒素量の

割合を計算した。その結果、キャベツはN30区17.8％、N

40区18.4％、N60区19.3％、ハクサイはN30区8.1％、N40

区13.8％、N60区19.4％であった。キャベツでは全区で

硝酸の吸収と還元の割合がほぼ等しかったのに対し、ハ

クサイでは窒素施用量が多いほど硝酸の吸収量が還元量

を上回ることにより硝酸濃度が高くなることが示された。

以上のように、今回の試験において窒素施用量が11月

収穫のキャベツ、ハクサイの硝酸濃度に及ぼす影響を明

らかにすることができた。植物体中の硝酸濃度は、土壌

からの硝酸の吸収、植物体内での硝酸の移行、還元等の

バランスと生体重の増加割合により決定されるため、温

度や光環境といった栽培条件に強く影響されると考えら

れる。また、田中ら は、キャベツの品種によって施肥8,9)

に対する窒素吸収量の反応が異なることを示している。

このため、今後は異なる作型や品種においても検討する

必要がある。
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