
窒素の施用時期及び形態がキャベツの硝酸イオン濃度に及ぼす影響

* * ** * ***清水知子 ・長屋浩治 ・恒川歩 ・矢部和則 ・今川正弘

キャベツの初夏穫り及び年内穫り作型において、窒素吸収特性をふまえた施用時期及び形態が摘要：

植物体中の硝酸イオン濃度に及ぼす影響について検討した。

１ 初夏穫りの養液土耕栽培条件下において、結球部の硝酸イオン濃度は、施肥を中断して 20 ％減

肥した場合に最も低減した。年内穫り栽培では、追肥の終了時期が早くなる程、硝酸イオン濃度が低

減した。これらの結果、結球期後半に窒素施用を終了するような施肥を行うと硝酸イオン濃度を低減

できることが明らかとなった。

２ 年内穫り栽培では、追肥において、ジシアンを含み硝酸態窒素の割合が低い肥料の施用により、

。 、 、 、最も硝酸イオン濃度が低減した しかし 地温の高い初夏穫りキャベツでは ジシアンの効果が低く

硝酸態窒素の割合が低い肥料において硝酸イオン低減効果が高かった。

キャベツ、硝酸、窒素、追肥、ジシアンキーワード：

Effects of the Time of Fertilizing Application and Form of Nitrogen on Nitrate
Concentration in Cabbage

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

At early summer harvesting and early winter harvesting of cabbage growing, effects of theAbstract：
time of fertilizing application, taking characteristic of nitrogen absorption on every growing stage into
consideration, and nitrogen form on nitrate concentration in the plant were studied.
The results were as follows;

1. As for cabbage cultivated by drip-fertigation and harvested in June, the nitrate concentration in
head of cabbage was the lowest in case of breaking fertilization and more decrease of 20% than
normal amount of nitrate nitrogen. At the harvest time in November, the earlier the end of time at
side dressing was, the lower nitrate concentration in plant was. As the above results, fertilizing
application stopped at the last head formation stage was effective to decreased nitrate concentration
in cabbage plant.
2. At the harvest time in November, nitrate concentration was the lowest in case of application of
fertilizer containing small amount of nitrate nitrogen and di-cyanediamide at the side dressing. But
at the harvest time in June when soil temperature was high, di-cyanediamide was not effective on
decrease in nitrate concentration, and the fertilizer application of the low nitrate nitrogen was
effective on decreased in nitrate concentration in cabbage.
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緒 言

近年、野菜に含まれる硝酸イオンが、健康との関連か

ら各方面で研究され、関心が高まっている 。１，２）

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、既に窒素施用

量 や微量要素の葉面散布 が硝酸塩濃度に及ぼす影３，４） ５）

響について明らかにした。

本研究では、愛知県のキャベツ栽培における主要作型

のうち、硝酸塩濃度が上昇しやすい初夏穫り及び年内穫

り作型について、窒素吸収特性 をふまえた施用時期３，４）

及び窒素の形態が植物体中の硝酸イオン濃度や窒素吸収

量に及ぼす影響について検討した結果を報告する。

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、本

場園芸研究部の温室内で行った。試験ほ場は、試験１及

び２については場内ガラス温室、他の試験については、

（ 、 ） 。場内露地ほ場 中粗粒灰色台地土 長久手統 で行った

栽植密度は、500 株/ａとした。

２ 植物体の採取及び調製方法

植物体は、地上部を外葉部と結球部に分けて生体重を

測定した。70 ℃で１週間通風乾燥し、乾物重を測定後

に粉砕して分析に供した。

３ 植物体の分析方法

全窒素は、粉砕試料をＮＣアナライザー（ジェイサイ

エンス・ラボ製ＪＭＩ 1000 ＣＮ）で定量した。硝酸イ

オンは、粉砕試料に蒸留水を加え、80 ℃で１時間振と

う後にろ過した抽出液を Cataldo 法 により定量した。６）

４ 試験項目

試験１ 窒素施用時期が初夏穫りキャベツの硝酸イオン濃

度及び生育に及ぼす影響

試験は、養液土耕で行った。供試品種は ‘長野中生、

ＳＥ’を用い、３月８日には種、３月 31 日に定植し、

。 、 （ ）６月 10 日に収穫した 施肥は 液肥 山崎レタス処方

を点滴チューブで定植２日後から 63 日後まで表１に示

す通り、毎日所定の窒素量を給液した。１区 34 株１連

制で行った。

試験２ 追肥窒素の施用時期が年内穫りキャベツの部位別

硝酸イオン濃度及び生育に及ぼす影響

供試品種は ‘ＹＲしぶき２号’を用い、８月 11 日は、

種、８月 31 日定植し、11 月 26 日に収穫した。施肥は

８月 27 日に基肥を施用した。
-1 -1窒素施用量は 基肥は 20kg･10 ａ 追肥は 10kg･10 ａ、 、

を表２に示す生育時期に所定量をそれぞれ施用し、合計

窒素施用量は 30kg･10 ａ とした。１区 42 株２連制で-1

行った。

試験３ 形態別窒素の比率が初夏穫りキャベツの硝酸イオ

ン濃度及び生育に及ぼす影響

耕種概要は、試験１の対照区と同様に処理した。施肥

は、毎日所定の窒素量を給液し、定植 51 日後より、窒

素欠如培養液を作成し、窒素成分を硫酸アンモニウムと

硝酸ナトリウムを用い、窒素形態の成分比率を変更し、

硝酸態窒素とアンモニア態窒素の割合がそれぞれ 50:50

（硝酸 50 ％区 、20:80（硝酸 20 ％区 、0:100（硝酸欠） ）

如区）となるように調製した液肥を用いた。１区 34 株

１連制で行った。

試験４ 追肥窒素の形態が初夏穫り及び年内穫りキャベツ

の部位別硝酸イオン濃度及び生育に及ぼす影響

供試品種は、初夏穫りは‘長野中生ＳＥ’を用い、３

月 17 日は種、４月 23 日定植し、７月７日に収穫した。

年内穫りの耕種概要は、試験 2の慣行区と同様に処理し

た。追肥については、初夏穫りでは５月 19 日と６月４

日に、年内穫りでは 10 月４日と 11 月４日に窒素施用量

５㎏･10 ａ をそれぞれ施用した。-1

各区の硝酸態窒素、アンモニア態窒素及び硝化抑制効

果があるジシアン態窒素の成分比（％）について、対照

区では、NN-AN-DdN=30-70-0、ジシアン添加区では、

NN-AN -D d N = 2 8 . 5 - 6 5 - 6 . 5、 低 硝 酸 区 で は 、

NN-AN-DdN=12.5-87.5-0、ジシアン添加低硝酸区では、

（ g･株 ）表１ 試験１における定植後日数別の窒素施用量 -1

定植後日数
処理区 合計

2～ 10 11 ～ 20 21 ～ 30 31 ～ 40 41 ～ 50 51 ～ 60 61 ～ 63

対照区 0.4 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.2 5.0
0.4 0.9 0.9 1.4 1.4 0.0 0.0 5.0結球期重点施肥区
0.4 1.4 1.4 0.9 0.9 0.0 0.0 5.0前半重点施肥区
0.4 0.9 0.9 0.9 0.9 0.0 0.0 4.0減肥区

表２ 試験４における追肥施用時期
追肥 N(kg･10a )-1

区処理
1 回目(施用日) 2 回目(施用日)

早期 2回区 5（9/22） 5（10/22）
追肥 1回区 N10 10（10/4） －（ ）
早期 1回区 5（10/4） 5（10/22）
慣行区 5（10/4） 5（11/4）
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NN-AN-DdN=12.5-79.5-8 とした。さらに慣行区では、

NN-AN-DdN=40.5-59.5-0 の燐硝安加里肥料を２回目の追

肥にそれぞれ施用し、１区 20 株２連制で行った。

試験結果

試験１ 窒素施用時期が初夏穫りキャベツの硝酸イオン濃

度及び生育に及ぼす影響

試験結果を表３に示した。硝酸イオン濃度は、定植後

51 日で施肥を切り上げた結球期重点施肥区、前半重点

施肥区及び減肥区が対照区に比べて低かった。特に株当

たり窒素施用量が４ｇと少ない減肥区で、結球部の硝酸

イオン濃度が 86mg･㎏ FW と最も低かった。-1

生体重は、対照区及び減肥区が重かった。また、株当

たりの窒素吸収量については、対照区の 5.2 ｇに対し、

結球期重点施肥区が 4.3 ｇと最も少なく、対照区、前半

重点施肥区及び減肥区は 5.1 ｇで対照区とほぼ同等であ

った 部位別では 外葉部の窒素吸収量は 対照区が 3.4。 、 、

ｇと他の区に比べて最も多く、次いで減肥区、前半重点

施肥区、結球期重点施肥区の順であった。結球部の窒素

吸収量は、前半重点施肥区が 2.4 ｇと重く、次いで減肥

区、結球期重点施肥区の順で、対照区が 1.8 ｇと他の区

に比べて少なかった。

試験２ 追肥窒素の施用時期が年内穫りキャベツの部位別

硝酸イオン濃度及び生育に及ぼす影響

試験結果を表４に示した。硝酸イオン濃度は、結球部

では慣行区が最も高く、追肥２回分を１回目に施用した

追肥１回区、及び慣行より追肥を早期に施用した各区で

低く、特に追肥１回区が最も低かった。外葉部の硝酸イ

オン濃度は、追肥１回区が慣行区とほぼ同等で、追肥を

早期に施用した早期２回区が慣行より低く、追肥の２回

目を慣行より 13 日早く施用した早期１回区が最も低か

った。

窒素吸収量は、追肥２回分を１回目に施用した追肥１

回区が慣行より少なく、追肥を慣行より早く施用した各

区では慣行より多かった。

、 、生体重は 追肥２回分を１回目に施用した追肥１回区

及び慣行より追肥を早期に施用した各区で慣行より重

く、結球重も同様に重くなった。

試験３ 形態別窒素の比率が初夏穫りキャベツの硝酸イオ

ン濃度及び生育に及ぼす影響

。 、試験結果を表５に示した 結球部の硝酸イオン濃度は

硝酸 50 ％区が 108mg･㎏ FW となり他の区に比べて最も-1

低く、次いで硝酸欠如区、硝酸 20 ％区の順であった。

外葉部の硝酸イオン濃度は、硝酸欠如区が 655mg･㎏ FW-1

と他の区に比べて最も低く 次いで硝酸 50 ％区 硝酸 20、 、

％区の順であった。結球部及び外葉部ともに硝酸 20 ％

区が他の区に比べて高かった。

窒素吸収量は、結球期後半に施用した液肥中の硝酸態

窒素の割合が低い程減少し、硝酸 50 ％区＞硝酸 20 ％区

＞硝酸欠如区の順であった。生体重は、硝酸 50 ％区＞

硝酸欠如区＞硝酸 20 ％区の順に減少した。

表３ 窒素施用時期が部位別の生体重及び硝酸イオン濃度、窒素吸収量に及ぼす影響
硝酸イオン濃度 生体重 窒素吸収量 水分

区 （mg･㎏ FW） （ｇ･株 ） （ｇ･株 ） （％）処理 -1 -1 -1

外葉部 結球部 外葉部 結球部 合計 外葉部 結球部 合計 外葉部 結球部
対照区 889 178 1,158 1,274 2,432 3.4 1.8 5.2 93.8 95.1
結球期重点施肥区 601 120 971 1,200 2,171 2.2 2.1 4.3 94.1 95.2
前半重点施肥区 447 108 1,044 1,176 2,220 2.7 2.4 5.1 94.1 95.2
減肥区 452 86 1,038 1,379 2,417 2.8 2.3 5.1 93.8 95.3

表４ 追肥窒素の施用時期が年内穫りキャベツにおける部位別の硝酸イオン濃度及び
生体重、窒素吸収量に及ぼす影響
硝酸イオン濃度 生体重 窒素吸収量 水分

区 （mg･㎏ FW） （ｇ･株 ） （ｇ･株 ） （％）処理 -1 -1 -1

外葉部 結球部 外葉重 結球重 全重 外葉部 結球部 地上部 外葉部 結球部
早期 2回区 120 65 650 1,050 1,700 1.7 2.3 4.0 90.5 93.5
追肥 1回区 N10 139 32 664 1,047 1,711 1.4 2.1 3.5 90.5 93.0（ ）
早期 1回区 44 92 672 980 1,652 1.9 2.3 4.2 90.0 93.7
慣行区 138 131 574 934 1,508 1.6 2.1 3.7 89.7 92.7

表５ 形態別窒素の比率が部位別の硝酸イオン濃度及び生体重、窒素吸収量に及ぼす影響
硝酸イオン濃度 生体重 窒素吸収量 水分

区 （mg･㎏ FW） （ｇ･株 ） （ｇ･株 ） （％）処理 -1 -1 -1

外葉部 結球部 外葉重 結球重 全重 外葉部 結球部 地上部 外葉部 結球部
硝酸 50 ％区 757 108 1,157 1,436 2,593 3.4 3.2 6.6 94.6 95.8
硝酸 20 ％区 897 151 985 1,015 2,000 2.9 2.2 5.1 94.0 94.9
硝酸欠如区 655 124 1,050 1,222 2,272 2.9 2.0 4.9 94.3 95.2
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表６ 追肥窒素の形態が初夏穫りキャベツにおける部位別の硝酸イオン濃度及び
生体重、窒素吸収量に及ぼす影響
硝酸イオン濃度 生体重 窒素吸収量量 水分

区 （mg･㎏ FW） （ｇ･株 ） （ｇ･株 ） （％）処理 -1 -1 -1

外葉部 結球部 外葉重 結球重 全重 外葉部 結球部 地上部 外葉部 結球部
対照区 266 269 492 764 1,256 1.5 0.7 2.2 88.9 92.0
ジシアン添加区 318 191 615 1,103 1,718 2.0 0.7 2.7 89.6 92.6
低硝酸区 258 132 607 952 1,559 1.8 0.8 2.6 89.8 92.9
ジシアン添加低硝酸区 179 190 637 1,016 1,653 1.7 0.8 2.5 90.3 92.6
慣行区 283 376 560 1,016 1,576 1.9 1.2 3.1 89.7 86.6

表７ 追肥窒素の形態が年内穫りキャベツにおける部位別の硝酸イオン濃度及び
生体重、窒素吸収量に及ぼす影響

硝酸イオン濃度 生体重 窒素吸収量 水分
区 （mg･㎏ FW） （ｇ･株 ） （ｇ･株 ） （％）処理 -1 -1 -1

外葉部 結球部 外葉重 結球重 全重 外葉部 結球部 地上部 外葉部 結球部
対照区 87 83 639 905 1,544 1.8 2.0 3.8 89.8 93.0
ジシアン添加区 206 91 583 862 1,445 2.1 2.1 4.2 89.3 93.4
低硝酸区 140 116 574 978 1,552 1.4 2.4 3.7 90.4 92.2
ジシアン添加低硝酸区 57 42 584 966 1,550 1.6 2.4 3.9 90.1 93.7
慣行区 138 131 574 934 1,508 1.6 2.1 3.7 90.1 92.8

試験 4 追肥窒素の形態が初夏穫り及び年内穫りキャベツ

の部位別硝酸イオン濃度及び生育に及ぼす影響

。 、試験結果を表６及び表７に示した 初夏穫り栽培では

結球部の硝酸イオン濃度は、対照区からジシアン添加低

硝酸区の全ての試験区において慣行区の 376mg･㎏ FW よ-1

り低く、硝酸態窒素の割合が低い低硝酸区が 132mg･㎏

FW と最も低かった。次いでジシアン添加区及びジシア-1

ン添加低硝酸区が低く、硝化抑制剤を添加しない肥料で

は、慣行区＞対照区＞低硝酸区と硝酸態窒素の割合が低

くなるほど硝酸イオン濃度が低減した。生体重は、硝化

抑制剤を添加したジシアン添加区及びジシアン添加低硝

酸区が慣行区より重く、対照区及び低硝酸区は慣行区よ

り軽かった。結球重は、慣行区に比べ、硝酸態窒素の割

合が低い対照区及び低硝酸区が軽く、硝化抑制剤を含む

ジシアン添加区及びジシアン添加低硝酸区が重かった。

また、窒素吸収量は、対照区からジシアン添加低硝酸区

の全ての区において慣行区より、少なかった（表６ 。）

年内穫り栽培では、結球部の硝酸イオン濃度は、対照

区からジシアン添加低硝酸区の全ての区において慣行区

より低く、硝化抑制剤を添加し硝酸態窒素の割合が低い

ジシアン添加低硝酸区が最も低かった。外葉部の硝酸イ

オン濃度は、慣行区に比べ、硝化抑制剤を添加したジシ

アン添加区が高く、対照区及びジシアン添加低硝酸区は

慣行区より低かった。生体重は、硝化抑制剤を添加した

ジシアン添加区がやや軽かったが、ほとんど差がみられ

なかった。窒素吸収量は、ジシアン添加区が最も多かっ

た（表７ 。）

考 察

窒素施用時期が植物体の硝酸イオン濃度に及ぼす影響

について、初夏穫りの養液土耕栽培条件で検討した。定

植 50 日後に液肥の施用を終了すると、結球部の硝酸イ

オン濃度が低減し、さらに２割減肥した場合に硝酸イオ

ン濃度が最も低くなった。このことから、結球期後半の

施肥終了時期を早期化したり、減肥することにより、結

球部の硝酸イオン濃度が低減することが明らかになっ

た。また、後半に重点的に施肥を行った区より、前半に

重点的に施肥を行った区の硝酸イオン濃度が低かった。

これらの結果から、収穫３週間前には肥効が低減し、結

球期後半に体内硝酸イオン濃度が減少するような施肥管

理を行うことが、硝酸イオン濃度の低減に有効であると

考えられる。前報 では、窒素施用量が増加するとキャ３）

ベツの硝酸イオン濃度が高くなるが、窒素吸収量に対す

る硝酸態窒素量の割合はあまり変化せず、硝酸の吸収と

還元の割合がほぼ等しいと報告している。しかし、生育

時期別に窒素施用量を変えた場合の全窒素濃度に対する

硝酸態窒素濃度の割合は、対照区で 4.5 ％、結球期重点

、 、施肥区で 5.3 ％ 前半重点施肥区及び減肥区で 2.6 ％と

窒素施用の終了時期が早く、結球期後半に窒素施用量が

少ない区程、減少しており、同条件がキャベツの低硝酸

化を進める上で有効であると考えられる。

追肥時期を変えた年内穫りキャベツの栽培では、追肥

２回分を１回目に施用し２回目の追肥を行わない追肥１

回区の窒素吸収量が少なく、硝酸イオン濃度が最も低減

。 、 、した さらに 同区の結球重が最も重くなったことから

年内穫りキャベツでは、１回目の追肥時期と施用量が収

量に大きく寄与していると推察される。

次いで、１回目と２回目の追肥を慣行より早く施用し

た早期２回区の結球重が重く、硝酸イオン濃度が低いこ

とから、年内穫りの作型では、10 月上中旬に肥効が十

分にあり、なおかつ 11 月の収穫前に肥効が低下するよ

う早期に追肥を行うことが、結球部の硝酸イオン濃度を

低減するために重要であると推察される。前報 では、３）

キャベツの窒素吸収量は、定植 34 日～ 45 日後に最大に

なり、その後徐々に減少すると報告しているが、今回の

追肥試験においても、定植１か月後の追肥量を増加した

場合に最も結球重が増加しており、キャベツの生育促進

には、定植１か月後の結球開始時期に追肥の重点を置く
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ことが良いと考えられる。さらに、結球期後半に肥効が

低下する施肥方法が、収量を増加し、なおかつ硝酸イオ

ン濃度を低減する最もキャベツに適した施肥方法である

と考えられる。

形態別窒素の比率が初夏穫りキャベツに及ぼす影響に

ついて養液土耕栽培条件で検討した。定植 51 ～ 63 日後

の結球期後半に施用した液肥中の硝酸態窒素とアンモニ

ア態窒素の割合が 50:50 の区で最も生育が優れ、結球部

の硝酸イオン濃度が最も低減したことから、初夏穫りの

養液土耕栽培では、硝酸態窒素５割程度の液肥を施用し

て生育促進を図りながら収穫前に硝酸態窒素の同化を促

進することが、硝酸イオン濃度の低減化に有効であると

考えられる。また、結球期以降に施用した液肥中の硝酸

態窒素の割合が低い程、株当たりの窒素吸収量が減少し

た。これは、硝酸イオンがキャベツに吸収されやすい形

態であり、アンモニア態窒素のみで栽培するとキャベツ

の生育が抑制される ことから同一の窒素施用量でも硝７）

酸態窒素の施用割合が低くなると窒素吸収速度が抑制さ

れ、窒素吸収量が減少するためであると考えられる。

さらに、収穫 10 日前まで液肥を施用した対照区及び

結球期以降に施用した液肥中硝酸態窒素割合の高い硝酸

50 ％区の外葉部で、窒素吸収量がそれぞれ株当たり 3.4

ｇと最も多く、対照区における外葉部の硝酸イオン濃度

が他の区に比べて高かったことから、硝酸イオンは主に

外葉部に吸収されて窒素同化が進むと推察される。

硝化抑制剤が硝酸イオン濃度に及ぼす影響について検

討したところ、初夏穫り栽培では、硝酸態窒素の割合が

最も低い肥料で結球部の硝酸イオン濃度の低減効果が高

く、硝化抑制による硝酸イオン濃度低減の効果はみられ

なかった。試験ほ場における初夏穫り栽培の追肥時期で

ある６月の最高地温の平均値は 26.0 ℃あり、年内穫り

栽培の追肥時期である 11 月の地温 16.5 ℃より約 10 ℃

高かった。従って初夏穫り栽培では、高地温の影響が大

きく、硝化抑制効果が十分に働かなかったと思われる。

初夏穫り栽培において、養液土耕栽培及び燐硝安加里肥

料を用いた栽培条件においても、硝酸態窒素割合が低い

ほど、硝酸イオン濃度が低下したことから、現地におい

ても、高温期の追肥に硝酸態窒素割合の低い肥料を施用

することにより、硝酸イオン濃度を低減することができ

ると推察される。

一方、年内穫り栽培では、硝酸態窒素の割合が低く、

さらに硝化抑制剤を添加したジシアン添加低硝酸区で、

結球部の硝酸イオン濃度が最も低減した。これは、アン

モニア態窒素の割合が高く、硝化抑制剤により硝酸化が

抑制され窒素吸収が緩やかとなり、硝酸イオン濃度の低

減効果が高くなったためと考えられ、年内穫り栽培にお

いては、硝化抑制剤を添加した硝酸態窒素の割合が低い

肥料を追肥に施用することにより、硝酸イオン濃度を低

減することができると推察される。

本研究により、結球期後半に窒素吸収を抑制すること

が、硝酸イオン濃度の低減に有効であることが明らかと

なり、①追肥時期を前進化する、②追肥回数を１回とす

る、③硝酸態窒素の割合が低い肥料を追肥で施用する、

④硝化抑制剤を硝酸態窒素の割合が低い肥料と組み合わ

せるなどの技術を組み合わせることにより、キャベツの

硝酸イオン濃度を低減することができると考えられる。

今後は、気象や土壌など異なる栽培条件下における効

果についても検討する必要がある。また、低硝酸化技術

の普及には、肥料吸収特性が品種により異なる こと８，９）

が認められているため、低硝酸化に有効な硝酸吸収の少

ない品種の選定も重要である。
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