
モリブデンの葉面散布がレタス、リーフレタス及びコマツナの

硝酸態窒素濃度に及ぼす影響

＊ ＊ ＊

清水知子 ・矢部和則 ・山下文秋

レタス、リーフレタス及びコマツナの冬穫り栽培において、モリブデンの葉面散布摘要：

が植物体中の硝酸態窒素濃度に及ぼす影響を検討した。その結果は次の通りであった。

１ レタス及びリーフレタスでは、100mg･L 濃度のモリブデンを収穫９日前に株当たり50
- 1

mL葉面散布すると、硝酸態窒素濃度はレタスで９％、リーフレタスで57％低下した。

２ コマツナでは、100mg･L 濃度のモリブデンを収穫７日前に㎡当たり250mL葉面散布す
-1

ると、硝酸態窒素濃度は ‘味彩’で17％ ‘はづき’で32％低下した。、 、

３ これらの結果から、レタス、リーフレタス及びコマツナでは、モリブデンの葉面散布

は、硝酸態窒素濃度の低減効果がある。また、低下の程度は、品種間や結球性のタイプ

により異なることが明らかとなった。

レタス、リーフレタス、コマツナ、硝酸態窒素、モリブデン、葉面散布キーワード：

Effects of Foliar Application of Molybdenum on Nitrate Concentration
in Lettuce Leaf Lettuce and Spinach Mustard， ，

SHIMIZU Tomoko, YABE Kazunori and YAMASHITA Humiaki

We studied the effects of molybdenum foliar application on nitrate decrease inAbstract:

winter harvested lettuce leaf lettuce and spinach mustard. The results were as follows;，

1. Decrease rate of nitrate was 9% and 57% respectively, in lettuce and leaf lettuce to
spray the molybdenum solution(100mg L ) by 50mL pe r crop. Th e period of fol iar･
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application was 9 days before harvesting.
2. Decrease rate of ni trate was 17% and 32% respect ive ly , in spinach mustard var.
‘Ajisai' and var. ‘Hazuki’ to spray the molybdenum solution(100mg L ) by 250mL per･

-1

m area. The period of foliar application was 7 days before harvesting.2

3 . It was cleared that the m olybde num foliar application was effective to decre ase
nitrate in lettuce, leaf lettuce and spinach mustard. These effects differenced by variety
and the magnitude of heading formation.

Lettuce Leaf lettuce Spinach mustard Nitrate nitrogen Molybdenum FoliarKey Words: ， ， ， ， ，

application
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緒 言

近年、野菜に含まれる硝酸態窒素が健康の関連で関心

が高まり、硝酸態窒素含有量低減のための技術が各方面

で研究されつつある 。
１－３）

筆者らは、2002年から2004年まで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み、窒素施用

量 や微量要素の葉面散布 、肥料窒素の形態や施
４，５） ６－８）

用時期 が硝酸態窒素濃度に及ぼす影響について明ら
９，10）

かにした。

本報では、アブラナ科の結球葉菜類であるキャベツ、

ハクサイにおいて、低減効果が認められたモリブデンの

葉面散布が、キク科のレタス、リーフレタス及びアブラ

ナ科の非結球葉菜類であるコマツナに対する硝酸態窒素

濃度、窒素吸収量に及ぼす影響について検討したので報

告する。

材料及び方法

試験１ モリブデンの葉面散布がレタス及びリーフレタスの

硝酸態窒素濃度及び生育に及ぼす影響

試験は、場内露地圃場で行った（中粗粒灰色台地土、

長久手統 。供試品種は、結球性レタスの‘シスコ （タ） ’

キイ種苗）及び非結球性リーフレタスの‘レッドファイ

ヤー （タキイ種苗）を用い、2005年８月18日に播種’

（ ）、 。 、128穴セルトレイ ９月16日に定植した 栽植密度は

株間33㎝、畝間120㎝、２条千鳥植え、500株･ａ とし、
-1

１区12株（2.4㎡ 、２連制で行った。施肥は、全量基肥）

とし、N-P O -K O=2.0-0.8-2.0kg･ａ を９月９日に施用2 5 2

-1

した。

モリブデンの葉面散布処理は、11月16日に行った。葉

、 （ ）面散布処理は モリブデン酸ナトリウム Na MoO ･2H O2 4 2

を用い、モリブデン濃度を100mg･L とし、展着剤を5000
-1

倍で添加後、電動スプレーにより茎葉全体に付着するよ

う散布した。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50mLとした サンプリングは

処理９日後の11月25日に行った。

試験２ モリブデンの葉面散布がコマツナの硝酸態窒素濃

度及び生育に及ぼす影響

試験は、場内ビニルハウス（無加温）の地床栽培で行

った。供試品種は ‘はづき （サカタのタネ）及び‘味、 ’

’（ ） 、 （ ）、彩 トーホク を用い 2005年11月15日に播種 条播

11月25日に間引きを行った。栽植密度は、株間５㎝、条

間15㎝、畝間135㎝の４条植えとし、１区1.4㎡、２連制

で行った。施肥は、N-P O -K O=1.2-1.2-1.2kgａ を11月2 5 2
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４日に全量基肥施用した。

12月28日に、試験１と同様の方法でモリブデンの葉面

散布処理を行った。散布量は、250mL･㎡ とした。サン
-1

プリングは、処理前の12月28日及び処理７日後の2006年

１月４日に行った。

、 、試験１ ２における植物体の採取及び調製については

採取後に地上部の生体重又は調整重を測定し、直ちに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。

植物体の分析について、硝酸態窒素は、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 により測定した。全窒素濃度は、粉砕試料
11）

をＮＣアナライザー（ジェイサイエンス・ラボ製ＪＭＩ

1000ＣＮ）で測定した。

試験結果

試験１ モリブデンの葉面散布がレタス及びリーフレタスの

硝酸態窒素濃度及び生育に及ぼす影響

レタス及びリーフレタス共に対照区に比べ、モリブデ

ン葉面散布処理区の硝酸態窒素濃度は低かった。レタス

清水・矢部・山下：モリブデンの葉面散布がレタス、リーフレタス及びコマツナの
硝酸態窒素濃度に及ぼす影響

表１ モリブデンの葉面散布がレタス及びリーフレタスの乾物中硝酸態窒素濃度、

全窒素濃度及び調製重に及ぼす影響

種類 Mo散布 硝酸態窒素濃度 乾 物中 全窒 乾物率 NO -N/T-N 全窒素 調製重3

（mg･㎏ ･DW） 素濃度 （％） （％） (mg･株 ) (ｇ･株 )
-1 - 1 -1

（％）
２） 2 ) １）

レタス 対照区 1.9（100） 3.9 3.9 4.8（100） 647 427±159

処理区 1.7（ 91） 3.7 3.7 4.6（ 96） 634 457±147

リーフレタス 対照区 7.3（100） 4.5 5.7 16.2（100） 1082 420±104

処理区 3.1（ 43） 4.5 6.2 7.1（ 43） 1070 388± 40

有意性 n.s.
３）

1) 平均値±標準偏差

2) ()内は、対照区を100とした場合の相対値(%)を示す。

3) Tukeyの多重比較検定により、有意差なしをn.s.で表した。
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の多重比較検定により、 の多重比較検定により、**Tukey *Tukey

異符号間に有意差あり（Ｐ＜0.01） 異符号間に有意差あり（Ｐ＜0.05）

図１ モリブデンの葉面散布がコマツナ 図２ モリブデンの葉面散布がコマツナ

‘はづき’の硝酸態窒素濃度に及ぼす影響 ‘味彩’の硝酸態窒素濃度に及ぼす影響

１）有意性は、ｔ検定により、有意差あり*（ｐ＜0.05 、**（ｐ＜0.01 、有意差なしn.s.で表した。） ）

１）有意性は、ｔ 有意差あり*（ｐ＜0.05 、**（ｐ＜0.01 、有意差なしn.s.で表した。検定により、 ） ）

２）異符号間に有意差あり（ｐ＜0.05 。）

0

3

6

9

処理前 処理７日後

対照区 処理区

硝
酸
態
窒
素
濃
度
（
m
g
･
ｇ

-1
･
D
W
）

ａ
ａ

ａ

ｂ
**

0

5

10

15

処理前 処理７日後

対照区 処理区

硝
酸
態
窒
素
濃
度
（
m
g
･
ｇ
-
1 ･
D
W
）

ａ ａ
a

b
＊

は、処理区の硝酸態窒素濃度が対照区に比べ、９％低減

した。リーフレタスでは、処理区の硝酸態窒素 濃度が

対照区に比べ、57％低減した。硝酸態窒素濃度は、対照

区、処理区共にレタスに比べ、リーフレタスが高かった

（表１ 。）

、 、全窒素濃度及び株当たりの全窒素量は レタスに比べ

リーフレタスが高かったが、レタス及びリーフレタス共

に、モリブデン葉面散布処理区と対照区との間に差はみ

表２ モリブデンの葉面散布処理がコマツナの品種別乾物中窒素濃度に及ぼす影響

品種名 Mo散布 乾物中全窒素濃度（％） NO -N/T-N（％） 乾物率（％）3

区別 処理前 ７日後 処理前 ７日後 処理前 ７日後

はづき 対照区 5.8 5.3 12.0 14.4 7.3 7.3

処理区 5.8 5.5 12.0 9.4 7.3 7.9

味彩 対照区 6.2 5.8 24.0 22.0 7.0 6.5

処理区 6.2 5.8 24.0 18.3 7.0 6.7

有意性 品種間 * ** **
１）

処理区間 n.s. ** n.s.

表３ モリブデンの葉面散布がコマツナの品種別生体重及び窒素吸収量に及ぼす影響

品種名 Mo散布 生体重（ｇ･株 ） 窒素吸収量（mg･株 ） 処理前から処理７日
-1 -1

区別 処理前 ７日後 処理前 ７日後 後までの窒素吸収量

（mg･株 ）
-1

2 )

はづき 対照区 7.9 12.1 33.2 46.3 13.2 （100）ａ

処理区 7.9 11.6 33.2 50.3 17.1 （130）ｂ

味彩 対照区 7.8 16.0 33.5 60.8 27.3 （100）ｃ

処理区 7.8 15.7 33.5 61.3 27.7 （101）ｃ

有意性 品種間 n.s. ** n.s. ** **
１）

処理区間 n.s. n.s. n.s. n.s. *
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られなかった。全窒素中の硝酸態窒素の割合（NO -N/T-3

N）は、レタスでは処理区間に明らかな差がみられなか

ったが、リーフレタスでは対照区に比べ、モリブデン葉

面散布処理区が低かった。また、レタスに比べ、リーフ

レタスの硝酸態窒素の割合が高かった。

調製重は、レタスとリーフレタスの間に有意差はみら

れず、また、対照区とモリブデン葉面散布処理区の間に

も有意差はみられなかった（表１ 。）

試験２ モリブデンの葉面散布がコマツナの硝酸態窒素濃

度及び生育に及ぼす影響

処理７日後では、モリブデン葉面散布処理区の硝酸態

窒素濃度が対照区に比べ ‘はづき’で32％ ‘味彩’で、 、

17％それぞれ低減した。また ‘はづき’に比べ ‘味彩’、 、

の硝酸態窒素濃度がいずれの区においても高かった（図

１、２ 。）

全窒素濃度は ‘味彩’が‘はづき’より高く、乾物、

率は ‘はづき’が‘味彩’より高かった。両品種共に、

モリブデン葉面散布処理間に差はみられなかった（表

２ 。）

全窒素中の硝酸態窒素の割合（NO -N/T-N）は ‘はづ3 、

き’では、処理７日後において、対照区では、処理前の

12.0％から14.4％とむしろ増加したが、処理区では逆に

低下し、9.4％となった ‘味彩’においても ‘はづき’。 、

と同様に、モリブデン葉面散布処理７日後の硝酸態窒素

濃度の割合が低下した（表２ 。）

生体重は、処理前では、品種間に差はなく、処理７日

、‘ ’ 、‘ ’ 。後では はづき に比べ 味彩 の生体重が重かった

また ‘はづき ‘味彩’ともに、モリブデンの葉面散、 ’、

布処理による処理区間の差はみられなかった（表３ 。）

処理前から処理７日後までの株当たり窒素吸収量は、

‘はづき’では、モリブデンを葉面散布した処理区が対

照区より多かった ‘味彩’では、モリブデンの葉面散。

布処理の有無による差はみられなかった（表３ 。）

考 察

マメ科やアブラナ科の 属植物では、モリブBrassica
デン要求が高く、モリブデンが欠乏すると硝酸態窒素が

蓄積されることや、カリフラワーやインゲンマメにおい

Nitrateて、 モリブ デン の施用 が硝酸 還元酵 素（

：以下 ）活性を高めることがよく知られReductase NR
てきた 。植物体内の硝酸態窒素濃度は、 活性と

12－1 4 ） NR
密接な関係があり、この酵素の構成成分であるモリブデ

ンを葉面散布することで、キャベツにおいて、ＮＲ活性

が高まり、硝酸態窒素濃度が低減することが明らかとな

っている 。そこで、アブラナ科、マメ科以外の植物
６-８）

の反応を見るため、キク科のレタス及びリーフレタスを

供試し、モリブデンの葉面散布が植物体中の硝酸態窒素

濃度及び生育に及ぼす影響を調査した。また、アブラナ

科葉菜においても、非結球葉菜での反応を見るため、コ

マツナを供試して、モリブデンの葉面散布が同様の調査

を行った。

試験１において、結球性レタス及び非結球性リーフレ

タスへのモリブデンの葉面散布処理の効果を検討したと

ころ、硝酸態窒素濃度の低下や全窒素中の硝酸態窒素の

割合が低下するなどの結果が得られた。従ってモリブデ

ンの葉面散布処理がキャベツやハクサイと同様に、キク

科のレタス及びリーフレタスにおいても、硝酸態窒素濃

度を低減することが可能であると考えられる。このモリ

ブデンの葉面散布処理による硝酸態窒素濃度の低減効果

は、処理区間で、全窒素濃度や株当たりの窒素吸収量に

差がなかったことから、硝酸態窒素を含む窒素の吸収抑

制によるものではなく、吸収された硝酸態窒素の植物体

内における還元化が促進された結果によるものと推察さ

れる。特に、モリブデンの葉面散布により、リーフレタ

スにおいて、硝酸態窒素濃度低減効果が高かった。これ

は、リーフレタスは、葉面散布による付着、吸収形態に

優れ、なおかつ、受光体勢が優れており、ＮＲ活性を高

め、硝酸態窒素の還元を促進するために有利であるため

と推察される。

試験２において、コマツナに対するモリブデンの葉

面散布処理の効果を検討したところ ‘はづき ‘味彩’、 ’、

共に処理７日後において、対照区に比べ、硝酸態窒素濃

度の値が低下した。また、両品種共に処理区の株当たり

窒素吸収量が、対照区に比べ多いか同等であるにも関わ

らず、硝酸態窒素濃度が低下したことから、コマツナに

おいてもモリブデンの葉面散布は、硝酸態窒素濃度の低

減効果があると考えられる。さらに、品種間で窒素吸収

量に差異がみられたが、窒素吸収量の少ない‘はづき’

は、夏蒔き栽培において、いわゆる低硝酸品種とされて

おり 、本試験の秋蒔き栽培においても、対照品種の
３）

‘味彩’に比べ、硝酸態窒素濃度が低い品種であること

が明らかとなった。品種により硝酸態窒素濃度や窒素吸

収が異なる ことから、生体重が重く、窒素や硝酸
３，1 5， 16 ）

態窒素の吸収が少ない品種の利用も有効な低硝酸化対策

であると考えられる。
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