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1.はじめに

近年，消費者の食の安全・安心に対する関心が年々高

まっている。野菜に含まれる硝酸イオンは，その一例と

言われている。硝酸イオンは，食品添加物(硝酸ナトリ

ウムや硝酸カリウム)として認められており，それ自体

を通常に摂取する程度では，ヒトに害を及ぼさない。し

かし，体内で還元されて亜硝酸イオンに変化すると，呼

吸阻害症の一つであるメトヘモグロビン血症の原因とな

り川，発ガン性物質であるニトロソ化合物に変化する

可能性があると指摘されている九 EUでは野菜の硝酸イ

オン含有率の規制上限値を設けておりぺ FAO・WHO

合同食品添加物専門家会合では一日の硝酸イオンの耐容

摂取量を体重 1kg当たり 3.7mg以下と定められている九

現在，日本では硝酸イオンの摂取上限は定められていな

いが，日本で生産されている野菜の硝酸イオン含有率は

比較的高い傾向にありへ野菜中の硝酸イオンを低く抑

えることは，より安全・安心な食品の流通に重要で、ある。

また，硝酸イオンは苦味成分の生成に関与するため，野

菜の食味にも影響を与える~それゆえ，消費者からは

野菜に含まれる硝酸イオンの低減技術の開発が求められ

ており，栽培現場から作物の硝酸イオンを低減する研究

が広く行われている8)ヘ

現在，日本では，地産地消，スローフードおよび地場

産野菜などが消費者に注目されているl九この社会の流
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れを受け，古くからの大阪特産野菜であった「なにわの

伝統野菜」が大阪府で復活し，消費者に注目されてい

る川。そのため， 2005年に「なにわの伝統野菜認証制

度」が開始され， 2012年までに17品目の野菜が認証され

ており，普及・拡大のための活動が行われているI九し

かし， Iなにわの伝統野菜」は，現在，広く栽培されて

いる品種に比べ，栽培が困難で収量が少なく，品質の高

い収穫物を得ることが難しいとの問題を抱えているへ

また，大阪府特産野菜の収量を確保しつつ硝酸イオンの

低減する技術の開発や品質特性の解明に関する研究はほ

とんどなされていない。

代表的な「なにわの伝統野菜」である‘毛馬'キュウ

リ (Cucumissativus L. cv. Kema) (以下，毛馬キュウ

リ) (図 1)は，果実に特有のテクスチャーがあり 1へ

その特徴を生かして，奈良漬けやぬか漬けなどの加工品

として食されている凶。また，果実に特有の苦味があり，

栽培法によっては苦味が強まることがあり，過度の苦味

は生産者や加工業者から敬遠されている。

また，‘水ナス.(Solanum melongena L. cv. Mizunasu) 

(以下，水ナス) (図 1)は，果皮が柔らかく果肉がみず

みずしいことが特徴であり，現在，浅漬けやぬか漬けな

どの加工品は全国的に知名度が高く，果実のえぐ味が少

ないことにより生食での消費も伸びているヘ生食や調

味液漬けなどで消費されると，多くの硝酸イオンを摂取

する可能性があるため，硝酸イオンを低減する技術が求
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図1 供試材料の毛馬キュウリ(左)と水ナス(右)

められている。

そこで，本研究では，大阪府特産野菜「なにわの伝統

野菜」である毛馬キュウリと水ナスを対象として，それ

らの品質の向上を目指して，それらの硝酸イオン含有率

を低下させるために栽培法を改善し，肥料の違いがこれ

ら農産物の硝酸イオン含有率，食味および収量に及ぼす

影響を検討した。

2.培養液制御が水ナスに含まれる

硝酸イオン含有率に及ぼす影響

ナスは，果菜類の中で耐肥性があり多肥栽培が行われ

ることが多く，施用した窒素成分を過剰に吸収し含有す

るため，果菜類の中では硝酸イオン含有率が高い作物と

言われている 1ヘナスの一種である水ナスは，果実のえ

ぐ味が少なく生食ができる特異的なナスであるため，水

ナスの硝酸イオン含有率を低減する栽培技術の開発が求

められている。水ナスは， 漬け物などの加工品で全国的

に知られており，長期間ぬか床に漬けたぬか漬けと短期

間調味液に漬けた液漬けでは硝酸イオン含有率が異な

る17)。筆者が，水ナス加工品に対する消費者の晴好性を

調査したところ，性別や年齢にかかわらず，ぬか漬けよ

り調味液漬けを消費者は好むことを明らかにした。そこ

で，水ナスの硝酸イオンを低減する栽培技術の確立を目

的として，水耕栽培において無機質肥料の代わりに有機

質肥料を施用することや，培養液の代わりに固形培地を

使用するごとで，硝酸イオン含有率に及ぼす影響を検討

した。

水ナス‘絹皮水ナス. (タキ イ種苗附)を，有機区

(有機質肥料であるオーガニック332(大塚アグリテクノ

(械製)のみを施用した水耕栽培).培地耕区(無機質肥

料であるマツザキ 1号・ 2号 G槻マツザキアグリビジネ

ス製)を大塚A処方 1/2単位で施用し，軽石状のパミ

スサンドを使用した培地耕栽培)および対照区(無機質

肥料を大塚A処方 1/2単位で施用 した水耕栽培)の 3

試験区で栽培し，収穫した果実を実験に供した。なお，

水耕栽培における有機質肥料の施用については，篠原が

開発した方法を参考にしたへ

本研究の結果，対照区と培地耕区の収穫重量は同等で

あったが，有機区は対照区に劣った(図 2)。果実の硝

酸イオン含有率を小型反射式光度計 (Merch社製 RQ 

フレックス)で測定したところベ 対照区で高く，つい

で，培地耕区で対照区の約 1/2となり，有機区で対照

区の約 1/10と低かった(図 3)。

養液栽培において有機質肥料を施用すると，培養液の

硝酸態窒素濃度が低くなり，硝酸イオン含有率が著しく

低下することが明らかとなった。一方，無機質肥料を施

用して培地耕栽培を行うと，慣行栽培に比べて硝酸イオ

ン含有率が低かった。培地耕栽培では根部が著しく伸長

し根域が複雑化すると報告されており 20日作物の根部が

培養液に浸っているために硝酸イオンの過剰吸収および

蓄積が起こる水耕栽培と比較して，硝酸イオン吸収が過

剰にならず，果実の硝酸イオン含有率が低下したと考え

られた。岩田 (1962)は，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

と報告している叫。ゆえに，無機質肥料の代わりに有機

質肥料を施用すると， 培養液の硝酸態窒素が低濃度の状

態で，有機質肥料の主成分であるアミノ酸態窒素がアン

モニア態窒素や亜硝酸態窒素に変化し，硝酸態窒素の減

少分をそれらの硝酸態窒素と異なる窒素成分で植物体が

吸収するために22)，収穫果中の硝酸イオン含有率を低下

させたと考えられた。また，培養液の代わりに固形培地

を使用することで硝酸イオン含有率を低下させることが

できた。水耕栽培で、は，作物の根部が直接，培養液に浸

っており硝酸イオンの過剰吸収および蓄積が起こるが，

固形培地を使用した培地耕栽培は，水耕栽培と比較し



ルビタシンCが原因とされている制。ククルピタシンC

は，アセチルCoA→メバロン酸→スクワレンの経路で合

成され，その過程における酵素系も解明されている机国)。

また，石川県の伝統野菜である‘加賀太'キュウリ

(Cucumis sativus L. cv. Kagafutokyuri) (以下，加賀太

キュウリ)では，植物体の硝酸還元酵素の活性が上昇し，

硝酸態窒素の還元が活発になり，窒素代謝の活性が高く

なると，ククルピタシンC生合成の促進が起きる~こ

のことから，大阪府特産野菜である水ナスの硝酸イオン

含有率を低下させる栽培技術の毛馬キュウリへの応用は

可能であると考えられた。そこで，窒素代謝にかかわる

硝酸イオン含有率の低下が，毛馬キュウリの苦味に及ぼ

す影響を検討した。

( 1 )肥料の形態が毛馬キュウリの硝酸イオン含有率お

よび苦味に及ぼす影響

毛馬キュウリが持つ苦味の低減を目的として，培養液

中の硝酸態窒素を低濃度にすることが，硝酸イオン含有

率と苦味に及ぼす影響について検討した。全試験区とも

無機質肥料である大塚ハウス 1号・ 2号(大塚アグリテ

クノ械製)を施用し， 3段階の培養液濃度で低濃度区

(EC約O.8mS/cm)，中濃度区 (EC約1.2mS/cm) およ

び高濃度区 (EC約2.4mS/cm) の3試験区で栽培し，

収穫した果実を実験に供した。また，地方独立行政法人

大阪府立環境農林水産総合研究所にて22人の被験者を対

象に中濃度区を基準とした収穫果の苦味に関する官能試

験(1 =非常に弱い， 2 弱い， 3 =同等， 4 強い，

5 =非常に強い)を行った。

本研究の結果，積算収穫呆数は高濃度区で最も多く，

ついで，中濃度区であり，低濃度区で最も少なく，培養

液濃度が高いほとや積算収穫果数は多かった(図 4)。大

阪府内の慣行栽培である土耕栽培では， 1株当たり約17

本収穫されると報告されているがlぺ本研究では，低濃

度区で同等となり，中濃度区と高濃度区では同等以上の

収穫果数で、あった。硝酸イオン含有率について，低濃度

区で、は約30ppmであり，中濃度区(約190ppm) と高濃

度区(約290ppm) に比べ著しく低下し，培養液濃度が
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根部の伸長が著しく根域が複雑化すると報告されてい

る叩)。また， トマトの養液栽培において，培地耕栽培の

一種であるロックウール耕栽培を行うと，水耕栽培と比

較して，植物体の硝酸イオンが低減したと報告されてい

る制。ゆえに，本研究でも，水ナスの養液栽培において，

固形培地が根域に存在することで，水耕栽培と比較して

硝酸イオンの吸収が過剰にならず，果実の硝酸イオン含

有率が低下したと考えられた。

したがって，無機質肥料の代わりに有機質肥料を施用

すること，および，固形培地を使用することで，水ナス

果実の硝酸イオン含有率が低下することが明らかとなっ

た。

3.肥料形態の制御による毛馬キュウリの

硝酸イオン含有率および苦味の低減
5 
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図4 培養液濃度が毛馬キュウリの積算収穫果数に

及ぼす影響

11/16 11/6 

測定日(月/日)

10/27 10117 
毛馬キュウリでは，消費者に敬遠される過度に苦い果

実が生産されることがあり，生産者や加工業者から苦味

の弱い毛馬キュウリの栽培法が求められている判。ウリ

科作物46種の果実に含まれる苦味成分は，ククルピタシ

ンA~Lと命名されており 2ヘキュウリの苦味は，クク



果実を実験に供した。なお，水耕栽培における有機質肥

料の施用については，篠原が開発した方法を参考にし

た出。また，同研究所にて12人の被験者を対象に収穫呆

の苦味に関する官能試験 (0=苦味なし， 1 =少し苦

い， 2 苦い， 3 =苦味が強い， 4 苦味が強すぎて食

べられない)を行った。

本研究の結果，積算収穫果数は全試験区とも約22本で

同等で、あった(図 6)。養液栽培を行った本研究では，

全試験区で大阪府内の慣行栽培より多くの収穫果を得る

ことができた。硝酸イオン含有率について，有機区では

約 2ppmで、慣行栽培(約230ppm) に比べ著しく低く，

培地耕区で、は約170ppmで慣行栽培(約230ppm) に比べ

約 3割低下した(図 7)。また，苦味強度は，対照区で

3. 7点と最も強く，ついで、，約3.0点の培地耕区であり，

有機区で0.8点と最も弱かった(図 7)。水ナスの結果と

同様に，無機質肥料の代わりに有機質肥料を施用すると，

硝酸イオン含有率は低減した。

したがって，無機質肥料の代わりに有機質肥料を施用

すると，慣行栽培と同等の生育で収量も同等であり，硝
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濃いほとe積算収穫果数は多かった(図 5)。また，苦味

強度は，中濃度区と比較して，低濃度区で2.6点と弱く，

高濃度区で3.2点と強く，培養液濃度が低いほど苦味は

弱かった(図 5)。なお，苦味が低減しでもテクスチャ

ーは維持した。苦味を有する加賀太キュウリでも，窒素

肥料の多施用により苦味果の発生率が高くなり，苦味系

統果実は，果実中に含まれる全窒素含量が高いとの報告

があり，本研究結果はそれらの報告と同様の結果となっ

た川九植物は窒素態肥料の過剰供給や日照不足が要因

となって，タンパク質への同化が間に合わず，硝酸イオ

ンを植物体中に含有するとの報告がある却)。また，上西

ら (2007) はホウレンソウに関して窒素施用量が作物中

の硝酸塩濃度に大きく影響するとの報告をしており 3ヘ
栽培期間中の窒素施用量が増えるにつれ硝酸態窒素施用

量も増え，植物は吸収効率のよい硝酸態窒素を優先的に

吸収するため，高濃度の培養液で栽培すると収穫果中の

硝酸イオン含有率が高まったと考えられた。

したがって，毛馬キュウリにおいて無機質肥料を施用

した場合，培養液濃度が低いほど，硝酸イオン含有率が

低下し，苦味も低減することが明らかとなった。

( 2 )肥料の形態が毛馬キュウリの硝酸イオン含有率お

よび苦味に及ぼす影響

水耕栽培において無機質肥料の代わりに有機質肥料を

施用することや，培養液の代わりに固形培地として使用

することで，硝酸イオン含有率と苦味に及ぼす影響につ

いて検討した。栽培は，有機区(有機質肥料であるオー

ガニック 332 (大塚アグリテクノ附製)のみを施用した

水耕栽培)，培地耕区(無機質肥料である大塚ハウス 1

号・ 2号(大塚アグリテクノ側製)を大塚A処方 1/2

単位で施用し，軽石状のパミスサンドを使用した培地耕

栽培)および対照区(無機質肥料を大塚A処方 1/2単

位で施用した水耕栽培)の 3試験区で栽培し，収穫した

2 =苦味が少し弱い，
4=苦味が少し強い，

口:硝酸イオン含有率

....:苦味強度 (1=苦味が弱い，
3 =中濃度区と同等に苦い，

5 =苦味が強い)
Z 異符号間に 5%水準で有意差あり

エラーバーは標準誤差を示す

3 

11/18 

測定日(月/日)

図6 有機質肥料施用および周形培地が毛馬

キュウリの積算収穫果数に及ぼす影響
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酸イオン含有率は低下し苦味も低減することがわかった。

また，国形培地の使用で毛馬キュウリの硝酸イオン含有

率は低下し苦味も低減することが明らかとなった。

( 3 )アンモニア態窒素施用が毛馬キュウリの硝酸イオ

ン含有率および苦味に及ぼす影響

前述の結果から，硝酸態窒素を低濃度でアンモニア態

窒素などの硝酸態窒素以外の窒素成分を高濃度で施用す

ると，植物体の必要とする窒素成分が補われ，毛馬キュ

ウリの苦味を低減しつつ，生育を維持できることがわか

った。そこで，本研究では，水耕栽培において，硝酸態

窒素の代わりにアンモニア態窒素施用が毛馬キュウリの

硝酸イオン含有率と苦味に及ぼす影響を検討した。

本研究では，市販の無機質肥料の配合(硝酸態窒素が

90%，アンモニア態窒素が10%)を対照区とし， 60%を

硝酸態窒素で40%をアンモニア態窒素で施用した中アン

モニア区および40%を硝酸態窒素で60%をアンモニア態

窒素で施用した高アンモニア区，対照区の 3試験区で栽

培し，収穫した果実を実験に供した。また，同研究所に

て15人の被験者を対象に収穫果の苦味に関する官能試験

(0 =苦味なし， 1 少し苦い， 2 =苦い， 3 =苦味が

強い， 4-苦味が強すぎて食べられない)を行った。

本研究の結果，積算収穫果数は全試験区とも約22本で

同等であった(図 8)。硝酸イオン含有率について，中

アンモニア区と高アンモニア区で、約140ppmであり，約

210ppmであった対照区の 2/3にまで低下した(図 9)。

また，苦味強度は，対照区で2.4点と最も強く，ついで，

約1.4点の中アンモニア区であり，高アンモニア区で0.8

点と最も弱く，全施用量中のアンモニア態窒素を施用し

た割合が高いほど苦味は低減することが明らかとなった

(図 9)。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れておりz~中アン

モニア区と高アンモニア区で栽培開始から 2週間後から

4週間後まで培養液中の硝酸態窒素濃度が低く，アンモ

ニア態窒素濃度が高かったため，毛馬キュウリは硝酸態

窒素の代わりにアンモニア態窒素の形態で窒素成分を吸

収したため，収量も維持したと考えられた。

したがって，硝酸態窒素の代わりにアンモニア態窒素

を施用することで，慣行栽培と同等の収量を維持しつつ，

硝酸イオン含有率が低下し，苦味も低減することが明ら

かとなった。

( 4 )毛馬キュウリについてのまとめ

毛馬キュウリでは収穫果の硝酸イオン含有率を低下さ

せることで，苦味を低減することが明らかとなった。加

賀太キュウリでは，果実中の全窒素量が高いと，窒素代

謝活性が高くなり，ククルピタシンC生合成の促進が起

きるとの報告がある 3ヘ本研究では，無機質肥料を施用

した高濃度培養液での水耕栽培において，植物体に硝酸

イオンがより多く含有することで，窒素代謝活性が高ま

り，ククルピタシンC生合成が促進されたと考えられた。

20 
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図8 アンモニア態窒素施用が毛馬キュウリの

積算収穫果数に及ぼす影響
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図9 アンモニア態窒素施用が毛馬キュウリの硝酸

イオン含有率および苦味強度に及ぼす影響

口:硝酸イオン含有率
....:苦味強度 (0=苦味なし 1 少し苦い 2 苦い，

3 =苦味が強い 4=苦味が強すぎて食べられない)
z '異符号聞に 5%水準で有意差あり

エラーパーは標準誤差を示す

したがって，無機質肥料の代わりに有機質肥料の施用や

硝酸態窒素の代わりにアンモニア態窒素の施用，ならび

に，固形培地耕栽培を行う果実の硝酸イオン含有率を低

下する前述の栽培技術により，毛馬キュウリの苦味を低

減することが明らかとなった。

4.おわりに

本研究において，無機質肥料の代わりに有機質肥料を

施用することや硝酸態窒素の代わりにアンモニア態窒素

などの形態の異なる窒素源を施用することで，大阪府特

産野菜「なにわの伝統野菜」である水ナスおよび毛馬キ

ュウリに含まれる硝酸イオン含有率が低下することがわ

かった。さらに，苦味を有する毛馬キュウリでは，前述

の方法で，硝酸イオン含有率が低下するとともに，果実

のテクスチャーを維持しつつ，苦味を低減することがわ

かった。また，栽培期間中に施用した硝酸態窒素量が，

野菜の硝酸イオン含有率に大きく影響することがわかっ

た。

したがって，消費者が敬遠する硝酸イオンおよび苦味
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を低減して，大阪府特産野菜「なにわの伝統野菜」の品

質を向上する栽培技術を確立した。この栽培技術は，今

後の「なにわの伝統野菜」の普及に大きく寄与するもの

と考えられる。今後も大阪府特産野菜の品質向上を目指

した栽培技術の確立に関する研究を遂行し，農業振興に

寄与する栽培技術を開発したい。
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