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、 （ ）、 （ 、 （ 、摘要：キャベツ栽培において 微量要素のモリブデン マンガン ) 亜鉛 )の葉面散布がMo Mn Zn
硝酸還元酵素（ )活性と硝酸イオン濃度に及ぼす影響について検討した。NR
１ 幼植物への葉面散布により、 活性は対照区より20～40％向上した。NR
２ 10月、２月及び６月収穫のいずれの収穫においても、結球期の葉面散布により、結球葉の硝酸イオン

濃度は低下した。

３ の葉面散布回数については、１回と３回で 活性と硝酸イオン濃度に違いはみられなかった。Mo NR
、 、 。 、４ の散布時期については 活性は 散布４日後が散布９日後より高かった 硝酸イオン濃度はMo NR

散布９日後が散布４日後より低かった。

５ 微量要素の葉面散布によりキャベツの 活性は高まり、硝酸イオン濃度は低下することが明らかNR
になった。

６ 活性を高める の葉面散布の効果は、４日程度維持され、硝酸イオン濃度の低下には、収穫９NR Mo
日程度前までの散布が効果的と考えられる。
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Effects of Foliar Application of Microelements on Nitrate Reductase Activity and
Nitrate Concentration in Cabbage

, , , ,NAGAYA Koji OGINO Kazuaki SHIMIZU Tomoko TSUNEKAWA Ayumi
YABE Kazunori and IMAGAWA Masahiro

Effects of the foliar application of microelements which were molybdenum Mo manganeseAbstract : ( ),

Mn and zinc Zn on nitrate reductase NR activity and nitrate concentration were studied in( ), ( ) ( )

.cabbage
1. NR activities increased 20-40% than the control by the foliar application of microelements for the
leaf of young cabbage.

2. In every cabbage harvested in October, February and June, nitrate concentration in the head of
cabbage decreased by the foliar application of microelements at head formation stage.

3. There was no difference between once and three times of Mo foliar application on NR activity and
nitrate concentration.

4. As for Mo foliar application time, NR activity on four days after the foliar application was higher
than that on nine days. Nitrate concentration on nine days after the foliar application was lower
than that on four days.

5. It was recognized that the foliar application of microelements helped to increase NR activity and to
decrease nitrate concentration in cabbage.

6. It is concerned that the effect of the promotion of NR activity by the foliar application maintain
about four days, and the foliar application about nine days before the harvest is effective to decrease

.nitrate concentration in cabbage
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緒 言

野菜中の硝酸イオンに関心が高まる中、筆者らは、農

林水産省先端技術高度化事業により、結球葉菜類である

キャベツ及びハクサイの低硝酸化技術の開発研究に取り

組んできた。その中で、窒素施用量 や窒素施用時期と1)

窒素形態 がキャベツ結球中の硝酸イオン濃度に及ぼす2)

影響について明らかにした。

本研究では、微量要素として、硝酸還元酵素（ ）NR
の構成要素で、硝酸の還元に直接関わる モリブデン3)

（ 、 の還元力供給元である光合成に関与するマMo NR）

ンガン（ 、亜鉛（ ）を用い、これらの葉面散布Mn Zn）

が、 活性と硝酸イオン濃度に及ぼす影響について検NR
討した。

さらに、効果的な葉面散布方法を確立するために、葉

面散布の回数と時期について検討した。

材料及び方法

１ 育苗方法、試験ほ場及び栽植密度

育苗は、いずれの試験も128穴セルトレイを用い、東

三河農業研究所のビニールハウス内で行った。試験ほ場

は、試験１はビニールハウス内、試験２と３は、東三河

a農業研究所の露地ほ場で行った 栽植密度は 500株／。 、

とした。

２ 植物体の採取及び調製方法

NR試験１は 幼植物の展開葉を採取後 凍結保存し、 、 、

活性の分析に供した。試験２は、結球葉を採取して、生

体重を測定、一部を70℃で通風乾燥し粉砕後、硝酸イオ

ン濃度の分析に供した。残りは乳鉢中でホモジナイズ後

ろ過して、汁液を採取し、糖度の分析に供した。試験３

は、外葉と結球葉を採取し、外葉は凍結保存後、 活NR
性の分析に供した。結球葉は、生体重を測定、70℃で通

風乾燥し粉砕後、硝酸イオン濃度の分析に供した。

３ ＮＲ活性の分析方法

ＮＲ活性の分析は、植物栄養実験法 に記載された方4)

法を改変して行った。凍結保存試料を１ｇ採取し、３

、５ 、１μ ロイペmmol/L EDTA mmol/L DTT mol/L
、 （ ） 、プチン １％カゼインを含む 7.8 とTris buffer pH

ポリビニルピロリドン0.05ｇ及び石英砂を加えて氷冷下

Gの乳鉢中でホモジナイズした。この抽出液を10,000

で20分間冷却遠心分離し、上澄液を粗酵素液として使用

した。粗酵素液0.4 、100 リン酸カリウムcm mmol/L3

（ ） 、 、Buffer pH cm mmol/L ml7.5 １ 20 硝酸カリウム0.43

0.1 ＦＡＤ0.4 、蒸留水0.8 を含む反応液mmol/L cm ml3

に、２ ＮＡＤＨ１ を加え、30℃で10分間反mmol/L cm3

mol/L G応させた。0.5 酢酸亜鉛で反応を停止後、3,000

cm mmol/Lで５分間遠心分離し 上澄液を3.2 とり 0.15、 、3

フェナジンメトサルフェート0.32 を添加した。20分cm3

、 （ ）間静置後 １％スルファニルアミド 1.5 塩酸を含むN
２ と0.02％ (1 ナフチル）エチレンジアミン二塩cm N- -3

酸塩２ を加えた。15分間静置後、540 で吸光度cm nm3

を測定し、生成した亜硝酸濃度を求めた。

４ 硝酸イオン、糖度の分析方法

硝酸イオンは、粉砕試料に蒸留水を加え、40℃温水中

、 、 （ ）で１時間振とう後 ろ過した抽出液を用い 試験２ １

と（２）は、小型反射式光度計（ フレックス）で、RQ
（３）は、 法 により分析した。糖度は、汁液Cataldo 5)

を糖度計で分析した。

５ 試験項目

試験１ 各種微量要素の葉面散布が幼植物の 活性NR
に及ぼす影響

‘春系３０５ （増田採種場）を用いて、2003年10月’

29日に播種し、12月４日に20.5 ビニールポットに１cm
株ずつ植え付けた。施肥は１鉢当たり窒素成分で（以後

と記す）４ とした。N g
葉面散布に用いた微量要素資材は、 ･2 、Na MoO H O2 4 2

及び ･7 を用いた。散布濃度は、 ：MnSO ZnSO H O Mo4 4 2

40 、 ：180 、 ：120 とし、展着剤をppm Mn ppm Zn ppm
添加後、葉面散布した。対照区は、展着剤のみを添加し

た水を散布した。散布量は１株当たり20 とし、12月2ml
4日、2004年１月２日及び９日にハンドスプレーにより

茎葉全体に付着するよう散布した。１区２株を供試し、

１月14日に完全展開葉の上位から２葉を採取し、分析に

供した。

試験２ 各種微量要素の葉面散布が結球葉の硝酸イオン

濃度に及ぼす影響

（１）10月収穫作型

‘ しぶき２号 （石井育種場）を用いて、2003年YR ’

７月18日に播種し、８月11日に定植した。施肥は緩効性

肥料で23 10 施用した。試験規模は１区10株の２kgN/ a
連制とした。

葉面散布濃度は、 ：80 、 ：360 、 ：Mo ppm Mn ppm Zn
240 とし、展着剤を添加後使用した。対照区は、展ppm
着剤のみを添加した水を散布した。散布量は１株当たり

40 とし、9月17日、10月2日、9日、17日、及び23日にml
肩掛け噴霧器で散布、10月28日に結球葉を採取した。

（２）２月収穫作型

‘春系３０５’を用いて、2003年９月８日に播種、10

月１日に定植した。施肥は、基肥を緩効性肥料により、

23 10 、追肥を速効性肥料により、５ 10 施kgN/ a kgN/ a
用した。試験規模は１区10株の２連制とした。

葉面散布濃度は、 ：40 、 ：180 、 ：Mo ppm Mn ppm Zn
120 とし、展着剤を添加後使用した。対照区は、展ppm
着剤のみを添加した水を散布した。散布量は１株当たり

40 とし、12月12日、19日、2004年１月７日及び28日cm3

に肩掛け噴霧器で散布、２月４日に結球葉を採取した。

（３）６月収穫作型

‘長野中生 （長野原種センター）を用いて、2004年’

２月27日に播種、３月24日に定植した。施肥は緩効性肥

料で28 10 施用した。試験規模は１区10株の２連kgN/ a
制とした。

葉面散布濃度は、 を10及び50 、 を50及びMo ppm Mn
100 、 を50及び100 とし、展着剤を添加してppm Zn ppm
使用した。対照区は、無散布とした。散布量は１株当た

長屋・荻野・清水・恒川・矢部・今川：微量要素の葉面散布がキャベツの硝酸還元酵素活性と
硝酸イオン濃度に及ぼす影響
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り50 とし、６月１日に肩掛け噴霧器で散布、６月７cm3

日に結球葉を採取した。

試験３ Ｍｏの葉面散布回数と散布時期が硝酸イオン濃

度に及ぼす影響

‘ＹＲしぶき’を用いて、2004年７月20日に播種、

kgN/ a８月10日に定植した。施肥は緩効性肥料で28 10

施用した。試験規模は１区10株の２連制とした。

Ｍｏの葉面散布は、50 の濃度で展着剤を加え、ppm
１株当たり50 を散布した。対照区は無散布とした。mL
散布回数及び散布日は、表１に示したとおりで、10月26

日に外葉と結球葉を採取した。

試験結果

１ 各種微量要素の葉面散布が幼植物の 活性に及NR
ぼす影響

播種55日後の幼植物に、 、 及び を７日間隔Mo Mn Zn
で３回葉面散布し、最終散布５日後の 活性を測定NR
した結果を、図１に示した。 活性は、 区が0.60NR Mo

molNO min g FW Mn Znμ ･ ･ 以後単位略 区が0.612
- - -1 1 1 （ ）、 、

区が0.52、対照区が0.43と、対照区と比較して 区がMo
、 、 。42％ 区が40％ 区が対照区より21％高かったMn Zn

２ 各種微量要素の葉面散布が結球葉の硝酸イオン濃度

に及ぼす影響

（１）10月収穫

結球初期から５回葉面散布し、最終散布５日後の硝酸

、 。イオン濃度 糖度及び結球重の測定結果を表２に示した

、 、 、硝酸イオン濃度は 区が382 区が426Mo ppm Mn ppm
区が482 、対照区が497 と、いずれの微量要Zn ppm ppm

試験区 散布回数 散布日

１回散布・４日後 1 10月22日

３回散布・４日後 3 10月17、20、22日

１回散布・９日後 1 10月17日

３回散布・９日後 3 10月6、12、１７日

対照 0 －

表１　Ｍｏの散布回数及び散布日
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図１　葉面散布がキャベツ幼植物のNR活性に及
　　　ぼす影響

素区も対照区より低く、特に、 区は対照区の77％とMo
最も低下した。糖度は、対照区の5.6に対して、 区Mo

Mn kgと 区は5.9と高かった。結球重は、対照区の1.44

に対して、 区が1.27 と軽く、 区と 区は対Mo kg Mn Zn
照区と同等であった。

（２）２月収穫作型

結球初期から４回葉面散布し、最終散布７日後の硝酸

、 。イオン濃度 糖度及び結球重の測定結果を表３に示した

、 、 、硝酸イオン濃度は 区が131 区が121Mo ppm Mn ppm
区が47 で、対照区の161 より、いずれの微Zn ppm ppm

量要素区とも対照区より低く、特に 区は対照区の29Zn
Mn％と最も低下した 糖度は 対照区の8.7に対して。 、 、

区が9.4、 区が9.2と高かった。結球重については、Zn
微量要素区と対照区は同等であった。

（３）６月収穫作型

微量要素の濃度を２水準ずつ設定して結球後期に１回

葉面散布し、散布６日後の硝酸イオン濃度及び結球重の

測定結果を、表４に示した。硝酸イオン濃度は、 区Mo
が460～475 、 区が545～602 、 区が493～ppm Mn ppm Zn

、 、544 と いずれの微量要素区も処理濃度に関わらずppm
対照区の715 より低かった。特に、 区は対照区ppm Mo
の64～66％と最も低かった。結球重は、いずれの微量要

素区も対照区より重かった。

３ Ｍｏの葉面散布回数と散布時期が硝酸イオン濃度に

及ぼす影響

試験１～３において、安定して硝酸イオン濃度が低下

した を用い、散布回数を１回と３回、採取時期を散Mo
布後４日と９日とし、 活性と硝酸イオン濃度を測定NR
した結果を図２及び表５に示した。 活性は、散布回NR
数に関わらず、散布４日後が対照区より高かった。散布

　　　糖度、結球重に及ぼす影響

試験区

Mo 382 （77）
＊ 5.9 (105) 1.27 (88)

Mn 426 （86) 5.9 (105) 1.42 (98)

Zn 482 （97） 5.6 (100) 1.42 (98)

対照 497 （100） 5.6 （100） 1.44 （100）

＊　( )は対照を100としたときの相対値

　　　糖度、結球重に及ぼす影響

試験区

Mo 131 (81)＊ 8.7 (100) 0.90 (101)

Mn 121 (75) 9.4 (107) 0.85 (95)

Zn 47 (29) 9.2 (105) 0.87 (97)

対照 161 (100) 8.7 (100) 0.90 (100)

＊　( )は対照を100としたときの相対値

ppm Brix％ kg

表２　葉面散布が10月収穫キャベツの硝酸イオン濃度、

表３　葉面散布が２月収穫キャベツの硝酸イオン濃度、

硝酸イオン濃度 結球重

結球重

糖度

硝酸イオン濃度 糖度

ppm Brix％ kg

愛知県農業総合試験場研究報告第37号
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９日後は対照区と同等であった。硝酸イオン濃度は、散

布回数に関わらず、散布４日後が421～434 、散布ppm
９日後が329～334 と、全ての 散布区が対照区ppm Mo
の516 より低く、特に散布９日後は、対照区の64～ppm
65 と最も低かった。結球重については、 散布区と% Mo
対照区は同等であった。

考 察

硝酸同化における律速酵素の は、植物の体内硝NR
酸濃度に密接に関与している。 活性の向上が、体内NR

。 、硝酸濃度の低減化につながると考えられる 本研究では

　　　濃度と結球重に及ぼす影響

ppm

10 460 (64)＊ 1.04 (121)

50 475 (66) 1.10 (128)

50 545 (76) 1.01 (117)

250 602 (84) 0.98 (114)

50 493 (69) 1.08 (126)

250 544 (76) 0.99 (115)

対照 715 (100) 0.86 (100)

＊　( )は対照を100としたときの相対値

表４　葉面散布が６月収穫キャベツの硝酸イオン

Mo

Mn

Zn

試験区

ppm kg

硝酸イオン濃度 結球重
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図２　Ｍｏの散布回数及び散布時期がＮＲ活性に
　　　及ぼす影響
　　　注）図中の誤差範囲は最小・最大値を示す
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９日後
対照

処理区

微量要素の葉面散布が、 活性と硝酸イオン濃度に及NR
ぼす影響について検討した。

Mo Mn Zn NR、 及び の葉面散布がキャベツ幼植物の

活性に及ぼす影響を調査した結果、生育初期の葉面散布

により、いずれの微量要素でも、対照区と比較して20～

40％ 活性は向上した。 については、インゲンマNR Mo
メにおいて 活性への効果が確認され 、 についてNR Zn6)

は、トマトで欠乏による 活性の低下が報告されてNR
いる 。本研究において、 、 及び の葉面散布7) Mo Mn Zn
がキャベツの 活性を高めることが明らかになり、NR
これらの微量要素が幅広い植物種で 活性の向上効NR
果を示すものと考えられる。 活性を高めた機作は、NR
本研究の範囲では不明であるが、 は、 の構成成Mo NR
分として硝酸還元に直接関わり、 と は、光合成Mn Zn
に関与し、 への還元力供給や、硝酸還元の代謝産物NR
であるアミド同化に欠かせない微量要素である。そのた

め、光環境等栽培条件によって、各微量要素が 活NR
性へ影響を及ぼす程度は変わると推測され、 活性のNR

、 。向上程度が 及び で異なったと考えられるMo Mn Zn
生育初期だけでなく、結球後期の葉面散布でも 活NR
性が向上したことから、葉面散布の 活性を高めるNR
効果は、生育ステージによって差がないのではないかと

推測される。

Mo Mn Zn収穫時期の異なる３作型で 結球期の 及び、 、

、 。の葉面散布が 硝酸イオン濃度に及ぼす影響を調査した

10月収穫の 区を除いて、いずれの作型においても、Zn
結球葉の硝酸イオン濃度は、微量要素の葉面散布によっ

て低下することが明らかになった。10月収穫では 区Mo
が対照区の77 、２月収穫では 区が対照区の29 、% Zn %
６月収穫では 区が対照区の64～66 と、最も低かっMo %
た。特に、硝酸イオン濃度が高かった10月収穫や６月収

穫において最も低下した が硝酸イオン低減効果の大Mo
きい微量要素と判断される。

微量要素の葉面散布によって、糖度は高まる傾向があ

った。硝酸イオン濃度が高いと、アミノ酸、タンパク質

の合成に糖が多量に利用され、糖度が低下すると考えら

れる。本研究では、微量要素の葉面散布により、硝酸イ

オン濃度を低下することができ、糖度の向上につながっ

たのであろう。

硝酸の低減効果が大きいと判断された を用い、葉Mo
、 。 、面散布の濃度 回数及び時期を検討した は50Mo ppm

と は250 で硝酸濃度は低下した。葉面散布Mn Zn ppm
に用いる微量要素濃度は、低濃度でも硝酸イオン濃度の

。 、低減効果が得られると考えられる 活性についてはNR
散布回数に関わらず散布４日後の採取で高く、散布９日

後は無散布と同等であった。一方、硝酸イオン濃度は、

全ての 散布区で無散布より低かったが、特に、散布Mo
９日後が低かった。これらの結果から、 活性を高めNR

、 、る の葉面散布の効果は 外葉では４日程度維持されMo
結球の硝酸イオン濃度の低下には、収穫９日程度前まで

の散布が効果的であると考えられる。

Mo Mn Zn NR以上のことから 及び の葉面散布は、 、 、

活性を高めることとと、作型に関わらず結球葉の硝酸イ
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硝酸イオン濃度に及ぼす影響

　　　　　結球重に及ぼす影響

試験区

１回散布・４日後 434 (84)
＊ 1.29 (101)

３回散布・４日後 421 (82) 1.36 (107)

１回散布・９日後 329 (64) 1.30 (102)

３回散布・９日後 334 (65) 1.29 (101)

対照 516 (100) 1.28 (100)

＊　( )は対照を100としたときの相対値

ppm kg

結球重硝酸イオン濃度

表５　Ｍｏの散布回数及び散布時期が硝酸イオン濃度と
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オン濃度を低下することが明らかになった。 は低減Mo
効果が高く、 の収穫９日程度前までの散布が有効でMo
あることが明らかになった。

本研究では、 活性の調査部位は、活性が高く葉面NR
散布の影響が現れやすい外葉とし、硝酸イオン濃度の調

査部位は食用になる結球葉とした。しかし、外葉と結球

葉における硝酸の動態は明らかでなく、本研究の範囲で

は、外葉の 活性の向上が、結球葉の硝酸イオン濃NR
度を低下した、とすることは困難である。今後は、微量

要素の葉面散布が、外葉の 活性と硝酸イオン濃度NR
及び結球葉の硝酸イオン濃度に及ぼす影響について、散

布後の経時的変化を詳細に調査する必要があろう。

葉面散布の濃度、回数及び時期について、本研究では

、 、６月収穫のみの結果であり 葉面散布技術の実用化には

作型毎の検討が今後の課題である。また、天候や土壌な

ど各種環境要因下での効果を明らかにする必要がある。

実用場面では、労力や資材費の負担も考慮に入れなけれ

ばならない。硝酸イオン濃度の低減化には、施肥管理が

重要で有効な技術であるが、本研究により、微量要素の

葉面散布も施肥技術を補完する有効な技術と考えられ

る。
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