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水耕栽培における尿素態窒素およびアンモニア態窒素施用が

ミツバ (Cryptotaeniajaponica Hassk)の収量

および硝酸イオンに及ぼす影響
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Effect of Urea and Ammonium Nitrogen Application 

on the Yield and Nitrate Ion Concentration 

of Hydroponically Grown ]apanese Hornwort (Cryptotaenia japonicαHassk) 
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The aim of this study was to examine the effect of urea nitrogen or ammonium nitrogen a 

pplication on the nitrate ion concentration， product quality， yield of ]apanese hornwort plants grown 

by deep -flow hydroponics. It is known that nitrate ions are one of the causes of high blood 

methemoglobin levels in humans. The growth of ]apanese hornworts cultured with urea nitrogen or 

ammonium nitrogen was delayed compared with the growth obtained using a standard chemical 

fertilizer (90% nitrate nitrogen and 10% ammonia nitrogen). The nitrate ion concentration of ]apanese 

hornworts grown with urea nitrogen and with ammonium nitrogen decreased by 20% and 80~90% ， 

respectively， compared with those grown with the standard chemical fertilizer. There was no 

di妊erencein the quality of plants grown with urea nitrogen and the standard chemical fertilizer; 

however， the quality of ]apanese hornworts grown with ammonium nitrogen was inferior to that of 

plants grown with other nitrogen sources. The total chlorophyll content increased and leaf color 

darkened in ]apanese hornworts grown with urea nitrogen. 
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大阪府の農産物である「なにわ特産品」に認証されて

いるミツバは，大阪府では泉州地域を中心に生産されて

おり，平成22年度に全国第 7位の出荷量と全国第 8位の

作付面積を誇っている~また，生産者は，昭和40年代

からミツバの水耕栽培に取り組み，現在，大阪府産ミツ

バの多くは湛液型水耕栽培(以下，水耕栽培)で生産さ

* 1 干583-0862 大阪府羽曳野市尺度442

れている 2)，3)。

しかし，水耕で栽培されるミツバには，約8，000ppm

の高濃度の硝酸イオンが存在すると報告されている九

人が摂取する硝酸イオンは野菜に由来することや多量摂

取によりメトヘモグロビン血症や生殖機能障害などの原

因になると報告されている川)。現在， FAO・WHO合同

~ Corresponding author， E-mail: kaetsuk@mbox.epcc.pref.osaka.jp 
* 2 干572-0039 大阪府寝屋川市池田 3-11-17
* 3 干599-8531 大阪府堺市中区学園町 1-1
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食品添加物専門家会合では，硝酸イオンの 1日の耐容摂

取量を体重 1kg当たり o~3. 7mgとしている~このこと

から，体重60kgの人では，硝酸イオン濃度の 1日の耐容

摂取量は約220mgで、ある。その場合，上記のミツバを約

27 g食すると 1日の耐容摂取量に相当する。そこで，ミ

ツバに存在する硝酸イオンを低減する栽培技術の確立が

求められている。

筆者らは，ミツバ水耕栽培において，これまでに化学

肥料の代わりに有機質肥料を施用するとミツバ中の硝酸

イオンを低減できることを明らかにしたヘまた，三代

らは，尿素複合ベースト肥料を使用してホウレンソウを

栽培するとホウレンソウ中の硝酸イオンを低減できると

報告しているヘ

そこで，本研究では，ミツバ水耕:栽培において，窒素

源として硝酸態窒素の代わりに尿素態窒素とアンモニア

態窒素を施用すると，ミツバの収量と硝酸イオンにどの

ような影響を及ぼすかを検討した。

実験材料および実験方法

1.栽培概要

2009年12月3日に300ブロックのウレタンマット 2枚

にミツバ‘白茎三ツ葉. (タキイ種百)を 1ブロックあ

たり 20粒程度となるよう播種した。播種後，人工気象器

(エスペックミック附製人工光型育苗装置 6型) (気温:

25
0C，日長:12時間，光量子束密度:約170μmol/rrUs)

内で育苗し，同年12月28日に 1試験区あたり 62株ずつ定

植し水耕栽培を行った。栽培槽は，容量75Rの樹脂製容

器を使用し，栽培槽とその下部に設けた貯水槽の間をポ

ンプにより常時循環し，栽培槽中の溶存酸素を維持する

構造とした。なお，栽培槽と貯水槽の水量と合わせると，

試験区の水量は110Rであった。

栽培は， 90%の硝酸態窒素と 10%のアンモニア態窒素

を含む市販されている慣行の化学肥料を施用した対照区

と，対照区の窒素等量の半分を尿素態窒素(尿素，和光

純薬工業附)で施用した尿素施用区と，対照区の窒素等

量の半分をアンモニア態窒素(硫酸アンモニウム，和光

純薬工業附)で施用したアンモニア施用区の 3試験区で

行った。なお，キャベツ，インゲン， トマト，タマネギ，

カブおよびホウレンソウにおいてアンモニア態窒素のみ

で養液栽培を行うと，慣行栽培の10分の 1以下の収量し

か得ることができないとの報告があったため1ヘ全量を

尿素態窒素およびアンモニア態窒素に置き換えるのでは

なく， 50%のアンモニア態窒素と50%の硝酸態窒素で栽

培を行うと，収量が約 8割以上維持されたと報告があっ

たため1ぺ本試験でも窒素施用量の半量を尿素態窒素お

よびアンモニア態窒素に置き換えて栽培を行った。対照

区は，養液栽培用の化学肥料である大塚ハウス 1号・ 2

号(大塚アグリテクノ側)を大塚A処方凶の 1単位 (EC

約2.4mS/cm) (N260ppm，P120ppm，K405ppm)で施用し

た。なお，各試験区の全窒素施用量は同量になるように

施用した。

栽培期間中は，ミツバの生育調査および培養液のEC

とpHならびに無機窒素濃度(調査項目:硝酸態窒素濃

度・亜硝酸態窒素濃度・アンモニア態窒素濃度)を定期

的に測定した。なお，対照区は2010年 3月2日に販売規

格に達し収穫したのに対し，尿素施用区は対照区より 9

日遅れた2010年 3月11日に販売規格に達し収穫した。ま

た，アンモニア施用区は草丈の伸長が著しく遅延し，販

売規格に達しなかったため，尿素施用区と同日に収穫し

た。ゆえに，全試験区の栽培終了日は2010年 3月11日で

ある。

2.収量調査および内容成分測定

茎長が販売規格である約25~30cmに達した時に収穫し，

収量調査(調査項目:草丈・生体重・乾物重・水分含量

・葉身のSPAD値)を行った。

また，収穫したミツバを葉身と葉柄に分け，それぞれ

を細かく刻み，ミツバの内容成分(クロロフィル含量・

硝酸イオン濃度)の測定に供した。それぞれに蒸留水を

加えて希釈し，ホモジナイザー (PROScientific Inc. 

製PRO200 Homogenizer)で粉砕後，小型反射式光度

計 (Merck社製RQフレックス)で，各部位に含まれる

硝酸イオン濃度を測定した凶。なお，ミツバ収穫物全体

に含まれる硝酸イオン濃度についても測定を行った。ま

た，それぞれにアセトンを加えて80%アセトン抽出を行

い，ホモジナイザーで細かくすり潰した後，50mRに定容

した。分光光度計で、643nmと667nmの吸光度を測定し，

Arnonの計算式によりクロロフィル含量を測定した凶。

それぞれの測定は， 3反復行った。

実験結果

1 .尿素およびアンモニア施用が培養液に含まれる窒素

形態に及ぼす影響

本試験では，各試験区の全窒素施用量は同量になるよ

うに施用し，栽培期間中の全窒素施用量は約35gであっ

た。

栽培期間中の全施用窒素量は水耕栽培の培養液中に含

まれる硝酸態窒素濃度と亜硝酸態窒素濃度とアンモニア

態窒素濃度の推移結果をFig.1に示した。

硝酸態窒素濃度について，アンモニア施用区では対照

区の半分の濃度で推移し，尿素施用区では栽培開始時は

対照区の半分の濃度であったが，栽培 5週日以降，対照

区と同等で、あった。亜硝酸態窒素濃度について，アンモ

ニア施用区では対照区同様に検出されず，尿素施用区で

は栽培 2週間目以降， 30~40ppmを推移した。アンモニ

ア態窒素濃度について，栽培期間中， 20ppm以下を推移

した対照区に比べ，尿素施用区では約50ppm，アンモニ

ア施用区で、'1は土約1叩00句ppmの高濃度で

したがつて，慣行栽培に比べ，ミツバ水耕栽培で、尿素

態窒素を施用すると亜硝酸態窒素やアンモニア態窒素が，

アンモニア態窒素を施用するとアンモニア態窒素が高濃
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Fig. 1 Changes in nitrate (I)， nitrite (II)， and ammonium (III) nitrogen concentrations 

of the hydroponic solution during the cultivation period 
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度で培養液に含まれていた。

2.尿素およびアンモニア施用がミツバの草丈および収

量に及ぼす影響

栽培期間中のミツバの草丈の変化についてFig.2に示

した。 3試験区とも栽培開始時から栽培4週日までは同

様に草丈は伸長していたが，その後，尿素施用区とアン

モニア施用区の草丈の伸長が対照区に比べ遅延した。

対照区と尿素施用区の収穫物の様子をFig.3に，収穫

物の収量調査結果をTable1に示した。なお，この調査

は，尿素施用区およびアンモニア施用区は収穫日の 3月

11日に，対照区は収穫日の 3月2日に行った。尿素施用

区の草丈と生体重，乾物重，水分含量は，対照区と同等

であった。根長について，尿素施用区で著しく低かった

のは，栽培期間中に培養液中のアンモニア態窒素と亜硝

酸態窒素が高濃度になったことによる根部の生育障害が

起きたと考えられた。収穫物の外観品質は，根部を除き，

尿素区は対照区と同等で、あった (Fig.3)。しかし，アン

モニア施用区は，全項目で対照区に劣っていた。また，

葉身のSPAD値は，アンモニア施用区で約32，対照区で

約41だ、ったのに対して尿素施用区は約46で高かった。

したがって，ミツバ水耕:栽培で、硝酸態窒素の代わりに

一部を尿素態窒素およびアンモニア態窒素で施用すると，

ミツバの草丈の伸長は遅延したが，尿素態窒素を施用す

るとミツバの商品価値に重要な品質で、ある葉色が濃くな

った。

3.尿素およびアンモニア施用がミツバに含まれる内容

成分含量に及ぼす影響

ミツバの葉身に含まれるクロロフィル含量の測定結果

をFig.4に示した。クロロフィル α含量は，尿素施用区

が約195昭/100gFWであり，約175mg/100g FW含まれ

る対照区に比べ約 1割増加した。また，アンモニア施用

区では約50mg/100g FWであり，対照区に比べ約 7割低

下した。クロロフィル b含量は，尿素施用区が約80mg/

100gFWであり，約72mg/100g FW含まれる対照区に比

べ約 1割増加した。また，アンモニア施用区では約20mg

/100gFWであり，対照区に比べ約 7割低下した。これ

らにより，全クロロフィル含量は，対照区に比べ，尿素

施用区は約 1割増加した。

ミツバの葉身，葉柄および収穫物全体に含まれる硝酸

イオン濃度の測定結果をFig.5に示した。葉身中の硝酸

イオン濃度は，尿素施用区が約1，700ppmで、あり，約2，200

ppm含まれる対照区に比べ約 2割低下した。アンモニア

施用区で、は約420ppmで、あり，対照区に比べ約 8割低下

した。また，葉柄中の硝酸イオン濃度は，尿素施用区が

約3，500ppmで、あり，約4，300ppm含まれる対照区に比べ，

葉身と同様に約 2割低下した。また，アンモニア施用区

では約520ppmであり，対照区に比べ約 9割低下した。

なお， ミツバ収穫物全体に含まれる硝酸イオン濃度は，

約3，700ppm含まれる対照区に比べ，尿素施用区では約

2，900ppmで約 2割，アンモニア施用区で、は約500ppmで
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A B 

Fig.3 Effect of urea and ammonium nitrogen application on the quality of Japanese hornwort 

A: Control. B: Urea 

Table 1 Effect of urea and ammonium nitrogen application on the growth and yield of Japanese hornwort 

Application 

method 

Plant height 

(cm) 

Root length 

(cm) 

Fresh weight 

(g /plant) 

Dry weight 

(g /plant) 

Water content 

(%) 
SPAD 

Control 

Urea 

Ammonium 

29.5 aZ 

28.1 a 

11. 9 b 

19.1 a 

2.8 b 

4.3 b 

42.0 a 

41. 0 a 

9.3 b 

3.07 a 

2.80 a 

0.23 a 

92.7 a 

92.3 a 

92.5 a 

40.9 b 

46.1 a 

31. 7 c 

Z: Different letters indicate a significant difference between the means at the 5% level [Fisher's least significant difference 

(LSD) testJ 
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Fig. 4 E妊ect of urea and ammonium nitrogen 

application on the total chlorophyll content of Japanese 

hornwort 

Values are the means of three replicates and bars represent 

the S.E 

Z: Different letters indicate a significant difference between 

the means at the 5% level [Fisher's least significant 

di宜erence(LSD) test]. ・:Chlorophyll a.口:Chlorophyll b 

約 9割低下した。

考 察

本研究では，ミツバ水耕栽培において，硝酸態窒素の

一部を尿素態窒素やアンモニア態窒素で施用すると，ミ

ツバ中の硝酸態窒素が低減することが明らかになった。
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Fig. 5 E丘ect of urea and ammonium nitrogen 

application on the nitrate ion concentration of Japanese 

hornwort 
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IKEDAらは， トマトの水耕栽培において尿素態窒素を施

用すると，硝酸態窒素やアンモニア態窒素を施用するよ

り収穫物に含まれる全窒素量が低下したと報告してい

る凶。また，ホウレンソウの水耕栽培において，供給さ

れる硝酸態窒素が少なくアンモニア態窒素が多い場合，

植物体はアンモニア態窒素を多く吸収することが報告さ
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れている1ヘ尿素は培養液にi容解すると，硝化菌の働き

によりアンモニア態窒素に変化し，その後，亜硝酸態窒

素に変化し，最終的には，硝酸態窒素となるIヘこれら

のことから，ミツバ水耕栽培において，尿素態窒素やア

ンモニア態窒素を施用すると，培養液中に硝酸態窒素の

ほかに，アンモニア態窒素や亜硝酸態窒素が存在するた

め，植物体が必要としている窒素を硝酸態窒素以外のそ

れらの窒素形態で吸収することができ，収穫物に蓄積す

る硝酸イオンが低減したと考えられた。なお，本研究に

おいて，尿素施用区で栽培期間中に硝酸態窒素濃度が高

くなったのは，栽培初期からの草丈の伸長の遅延により

硝酸態窒素の吸収量が低かったためと考えられた。また，

植物は硝酸態窒素を有機態窒素化合物へ同化するとの報

告があるへこの過程について，まず，植物は硝酸態窒

素を亜硝酸態窒素に還元して，次に，亜硝酸態窒素をア

ンモニア態窒素に還元し，最終的に，アンモニア態窒素

を有機態窒素化合物へ同化する1ヘ本試験の対象作物で

あるミツバは好アンモニア性植物であり，他の好硝酸性

植物より水耕栽培における培養液のアンモニア態窒素を

吸収することができると報告されているヘ本試験の培

養液中のアンモニア態窒素について，アンモニア施用区

では約100ppmで，約50ppmであった尿素施用区の 2倍

の濃度であった。アンモニア施用区では，著しく高濃度

でアンモニア態窒素を含有したため，収穫物中の硝酸イ

オンは低減したが，根部の生育障害が起き窒素成分を吸

収することができず，生育が止まり葉色も慣行栽培に劣

ったと考えられた。しかし，尿素施用区では，培養液中

のアンモニア態窒素濃度が約50ppmで，アンモニア施用

区より低く対照区より高いため，収穫物中の硝酸イオン

が低減し，収穫物の葉色は濃かった (Fig.1-III)。これ

は，水耕栽培において有機態窒素の一種である尿素態窒

素を施用して栽培すると，植物体内での有機態窒素化合

物やタンパク質への同化が効率良く進み，構造中に窒素

を含む有機化合物であるクロロフィルの合成が効率良く

進むことで，葉緑素量 (SPAD値)が指標となる作物の

葉色は濃くなるという報告があり肌21)，本研究でも同様

の結果であった。

したがって， ミツバ水耕栽培において，硝酸態窒素の

代わりに一部を尿素態窒素やアンモニア態窒素で施用す

ると，ミツバ中の硝酸イオンを低減できる可能性が示唆

された。また，培養液中のアンモニア態窒素濃度が，ミ

ツバの生育や葉色に大きく影響を及ぼすことが明らかに

なった。

要約

水耕栽培のミツバには硝酸態窒素が多く含まれており，

メトヘモグロビン血症の原因のーっと報告されている硝

酸態窒素の低減化が求められている。そこで，本研究で

は， ミツバの湛液型水耕栽培(以下，水耕栽培)におい

て，尿素態窒素施用やアンモニア態窒素がミツバの収量

および品質に及ぼす影響を検討するとともに，ミツバ中

の硝酸態窒素の低減効呆を明らかにした。

ミツバ水耕栽培において，慣行化学肥料 (90%の硝酸

態窒素と10%アンモニア態窒素)を施用した対照区と，

対照区の窒素等量の半分を尿素態窒素で施用した尿素施

用区と，対照区の窒素等量の半分をアンモニア態窒素で

施用したアンモニア施用区の 3試験区を設け栽培を行っ

た。

アンモニア態窒素を施用すると，慣行化学肥料を施用

した収穫物より，硝酸イオンを約 8~9 割低減したが，

品質は悪かった。しかし，尿素態窒素を施用すると慣行

化学肥料を施用した収穫物と同等の外観品質であり，ミ

ツバ中のクロロフィル含量が高く葉色が濃くなるととも

に，硝酸イオン濃度を約 2割低下することができた。

したがって，ミツバ水耕栽培において，硝酸態窒素の

代わりに一部を尿素態窒素やアンモニア態窒素で施用す

ると， ミツバ中の硝酸イオンを低減できる可能性が示唆

された。また，培養液中のアンモニア態窒素濃度が，ミ

ツバの生育や葉色に大きく影響を及ぼすことが明らかに

なった。
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