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遮光栽培したホウレンソウにおけるアスコルビン酸含量の遮光除去後の変動

吉田祐子*・浜本 浩・福永亜矢子・藤原隆広・熊倉裕史

近畿中国四国農業研究センタ- 623・0035 京都府綾部市上野町上野 200

Changes in the Ascorbic Acid Content of Shaded Spinach after the Removal of Shading 

Yuko Yoshida*， Hiroshi Hamamoto， Ayako Fukunaga， Takahiro Fujiwara and Hiroshi Kumakura 

Nationa/ Agricultura/ Research Center for Western Region， 200【Jeno，Ueno， Ayabe， Kyoto 623-0035 

Abstract 

Ascorbic acid content is an important factor in spinach (Spinacia o/eracea L.) quality. 1n this study， we investigated the 

number of days after the removal of shading material that would be required to increase the ascorbic acid content of spinach 

grown under shade to the same level as that in spinach grown without shade. We also investigated the factors responsible for 

increased ascorbic acid content after the removal of shading material. The ascorbic acid content in spinach grown under shade 

was at least 30% lower than that of spinach grown without shading. However， the ascorbic acid content of the shaded spinach 
reached the same level as in spinach grown without shade 2 to 3 days after the removal of shading material during a sunny 

period. After the removal of shading material， the water content in the spinach plant decreased and the ascorbic acid content 

increased on both a fresh-weight basis and dry-weight basis. 1n a growth chamber experiment， ascorbic acid content increased 

on both a fresh weight and a dry weight basis 1 day after changing the light intensity from low (160μmol・m-2・s一1)to high 

(390μmol・m-2・cl).These results suggest that both the decrease in water content and the increase in ascorbic acid synthesis 

contribute to the increased ascorbic acid content in spinach plant after the removal of shading. 

Key Words : light intensity， summer season， vitamin C， water content 
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緒面

近年，野菜の持つ機能性が注目されており，その中でも

抗酸化物質に関する研究が盛んに行われている アスコル

ビン酸は植物において細胞内，特に葉緑体中に多量に存在

する水溶性の抗酸化物質である CSmimoff，2000; Smimoff • 

Pallanca， 1996;米山 ・朴，2002).植物のアスコルビン酸は，

光合成によって生じる活性酸素(過酸化水素，スーパーオ

キサイド， ヒドロキシラジカル，一重項酸素)の除去に利

用されており ，そのほか， αートコフエロールの再生，強光

ストレス時の過剰な還元力を消費するキサント フィル回路

にも関与している CSmimoff，2000). これらの機能から，ア

スコルビン酸は植物にとって重要な抗酸化物質であると考

えられている.また，人体にはビタ ミン Cとして健康維持

のために不可欠なものであり，近年の消費者の健康志向の

高まりから抗酸化ビタミ ンとしても注目されている.

2007年 9月 10日 受付 2008年 2月29日 受理.

本研究は農林水産省委託プロジェクト 「ブランド ・ニッポン 6
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ホウレンソウ(争inaciaoleracea L.)はアスコルビン酸を

比較的多く含む野菜であり，ア スコルビン酸がホウレンソ

ウのもつ抗酸化活性に大きく寄与していることが報告され

ている(福永ら， 2006) アスコルビン酸含量はホウレンソ

ウの重要な品質指標のーっとされており，季節や栽培方法

によって変動することが知られている.

ホウレンソウは冷涼な気候を好む作物で夏季の高温下で

の生育が不安定である (亀田 1999) .そのため，夏季の生

育確保の目的で遮光栽培が行われる.遮光栽培では，無遮

光の場合と比較してアスコルビン酸含量が低下する(井上

ら， 2000;中本ら，1998;菅原， 1939) しかし，収穫前に

遮光資材を除去すると，アスコルビン酸含量は遮光しない

場合と同等レベルまで回復する(渡辺ら， 2004)ことから，

夏季にホウレンソウの生育を確保した上で，アスコルビン

酸含量の高いホウレ ンソウを収穫することが求められてい

る(井上ら， 2000). しかし生産現場では収穫前に遮光除

去を行うことは現在一般的ではなく，遮光除去後どの程度

の期聞置いてから収穫すればアスコルビン酸含量が回復す

るのかについては， これまでの研究では十分な知見が得ら

れていない.また，遮光除去後のアスコルビン酸含量の回

復機構についても明らかになっていない.
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そこで本研究では，ホウレンソウの遮光栽培における遮

光除去後のアスコルビン酸含量回復に必要な期間を検討

し，また，遮光除去後のアスコルビン酸含量回復機構につ

いても考察した.

材料および方法

1.供試材料

近畿中国四国農業研究センター(京都府綾部市)の圃場

で雨よけ栽培または人工気象室内で栽培したホウレンソウ

‘アクティブ， (サカタのタネ)を供試した.

2. 栽培概要

1)圃場試験

播種目の異なる合計 4回の栽培を行った それぞれの播

種目，遮光率，遮光開始日，遮光除去日および収穫日を第

l表に示した 肥料は CDU複合燐加安 S555を用い，栽培

lでは 10a当たりに換算して N:PPs:K20=15:15: 15kg 

相当量を，栽培 2，栽培 3および栽培 4では N:PPs:KP=

10: 10・10kg相当量を施用した. 110 cm幅畝に6条植えと

し株間 7cm (栽培 4のみ株間 6cm)，条間 17cmで 3粒

点播した.出芽後間ヲ|いて l本立てとした.試験区と して

遮光区，遮光 ・除去区および無遮光区を設定し，遮光区お

よび遮光 ・除去区は遮光率 45%または 60%のネット状の

遮光資材(ダイオミラー 610MSまたは 810ME，ダイオ化

成)でトンネル型に被覆した.栽培 4および栽培 lではト

ンネル被覆の遮光率を 60%としていたが，栽培現場では遮

光率 45%が一般的であったため，栽培 2および栽培 3では

遮光率 45%の資材に変更した.収穫 ・調査は晴天が続いた

期間を選び，原則として草丈 20cm以上の個体を，調査期

間中毎日午前 9時に収穫し アスコルビン酸含量を測定し

た.また，遮光 ・除去区については遮光除去処理前(第 2

~ 4 図の「遮光除去後 O 日目 J )の午前 9時に収穫 ・測定

後，同日夕方に遮光除去した.各試験区の反復は 3とし， 1 

反復につき 4 ~ 8 個体を採取し，分析に用いた(ただし

栽培 4のみ反復はなしとした)• 

また，サーミスタ型温度計 (THERMORECORDER RT-

10，エスペックミック)を用いて試験圃場内の気温 ・地温

を測定した.気温は地面から 10cmの高さの群落上，地温

は地下 10cmの深さで測定した.

2)人工気象室試験

環境条件を光強度 160μmol・m-2・s-l，明期 12時間 (7:30

~ 19:30)，暗期 12時間(19:30~ 7:30)，気温 220C一定と

した人工気象室内において，市販培養土を混合し，肥料成

分を N:P20S・KP= 140 : 325 : 225 mg ・L-1となるようにし

た培養土を詰めた標準型プランター (17.5x 60 x 15 cm)で

栽培した栽植個体数は lプランター当たり 18個体とし

た.草丈 22cm前後に達した時点で弱光(160μmo1• m-2 • 

cl)下で午前 9時に収穫後，光強度を強光(390μmol.

m-2 • S-I) に変更して l日 (24時間)経過後の午前 9時に

再度収穫し，それぞれアスコルビン酸含量を測定した.反

復は 3とし反復につき 2個体を採取し分析に用いた.

3.アスコルビン酸含量の測定方法

分析には植物体の可食部全体を用い，縦に半切して一方

をアスコルビン酸含量測定に用い もう一方は凍結乾燥し

て乾物重量の測定に用いた

アスコルビン酸の抽出方法は藤原ら (2005)に準じたも

のとし，包丁で細かく刻み茎葉部をよく混合した生重 10g 

の試料に 50mLの 10%メタリン酸水溶液を加えて磨砕し，

蒸留水で 100mLに定容してメタリン酸最終濃度5%溶液と

した.穂紙により癒過した溶液を小型反射式光度計 (RQ

フレックス Plus，メルク社)を用いて測定した(建部 ・米

山，1995).ホウレンソウではアスコルビン酸含量の HPLC

による測定値と小型反射式光度計 (RQフレックス)によ

る測定値の相闘が高く，補正が必要ないとされている (塚

津，2002) 

結 果

1. 圃場試験における気温・地温

収穫期間中(収穫開始前日~収穫最終日まで)のホウレ

ンソウ群落上部の気温および群落地下 10cmの地温を，そ

れぞれ第 l図aおよび bに示した.遮光条件下では無遮光

条件下と比較して気温は IOC程度低く，地温は遮光条件下

では無遮光条件下と比較して低かったものの栽培 lへー.3に

おいて IOC未満の差であった.また，収穫期間中の 10時

から 14時までの平均光強度を第 l図cに示した.遮光 ・除

去区では遮光除去前は遮光による弱光条件(栽培 1:約

290μmol・m-2・S-I) であったものが，遮光除去後は無遮光

の強光条件(栽培 1:約 730μmo1• m-2・cl) となった.

2. 圃場試験における収穫時の生育

収穫時の生育 として遮光除去後 2日目の草丈および l

株重を第 2表に示した無遮光区では遮光区および遮光・

除去区と比較して草丈がやや低い傾向にあったが 1;株

重は遮光区および遮光 ・除去区に比べて大きい傾向を示

しTこ.

第 1表 園場試験における播種目，遮光率，遮光開始日，遮

光除去日および収穫日

播種目 遮光率
遮光 遮光 収穫日

栽培z

(月/日) (%) y 開始日 除去日 (月/日一

(月/日) (月/日) 月/日)

栽培 l 512 60 5117 5/30 5/30-6/3 

栽培 2 6/7 45 6/21 7/6 7/6-11 

栽培 3 6/27 45 7113 7/24 ・.7/24-27 

栽培 4 6/28 60 7/8 7/27 7/27-30 

z 栽培 1 ~ 3 は 2005 年， 栽培 4 は 2004 年に行った
Y遮光率は遮光区およ び遮光 ・除去区についてである

栽培 3および栽培 4はハウス全体を遮光率 30%の資材で被

覆したうえで，遮光区および遮光 ・除去区に除去可能な遮光

率45%または 60%の資材を被覆した
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Y 光強度は 10 時~ 14時までの平均値， 7/8は欠測のため含まず
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第 2図 圃場試験における遮光除去後の生重当たりアスコノレピン酸含量の変動 Z

z遮光除去後 O日目に収穫 ・測定後，同日夕方に遮光除去した

縦線は標準誤差 (n= 3)を示す

圃場試験における収穫時の草丈および 1株重z第2表

l株重 (g)草丈 (cm)
栽培Y

無遮光

24.3土 2.0

30.2土1.8

17.0土 0.5

12.7土1.5

遮光 ・除去

21.3土1.3

23.6土 2.8

12.8土1.3

7.4士0.7

遮光

15.2土1.0

24.5土1.3

13.3士0.9

6.4土0.6

無遮光

26.4土0.5

26.6士0.5

22.1土 0.4

17.0士1.0

遮光 ・除去

27.7土0.7

28.8土0.9

22.9士0.8

19.4土0.7

遮光

26.8:l: 0.4 

29.2士0.5

24.6土 0.5

19.3土 0.5

栽培 l

栽培 2

栽培 3
栽培4

z遮光除去後 2日目の値を示した

値は平均値土標準誤差 (n= 4 ~ 8) 

Y 栽培 I ~栽培 4 の栽培期聞は第 l 表を参照
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第3図 圃場試験における遮光除去後の乾物重当たり アスコノレピン酸含量の変動z

z遮光除去後O日目に収穫 ・測定後，同日夕方に遮光除去した

縦線は標準誤差 (n= 3)を示す

のアスコルビン酸含量は無遮光区と同程度の値とな った

(第 2図)• どの栽指時期についても遮光除去後に乾物重

当たりに換算したアスコルビ ン酸含量の増加がみられた

(第 3図)

4. 人工気象室内での光強度の変化に伴うアスコルビン酸

含量の変動

光強度を弱光から強光へ変更後日でアスコルビ ン酸

含量は生重 100g当たり 34mgから 39mgへ (第 4図 a)， 

乾物重 1g当たり 5.4mgから 5.9mgへ(第 4図 b)といず

れも有意に増加した
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圃場試験の結果より，遮光栽培したホウレンソウの生重

当たりのアスコルビン酸含量は遮光除去後晴天が続いた場

合，遮光除去後 2~3 日目でほぼ無遮光区に近い値まで増

加することが明 らかとなり ，生育時期が違っても 同様の現

象が見られたことから (第 2図)，遮光除去後 2 ~ 3 日後と

いう早期に回復が完了すると考えられる.以下，その機構

について考察する.

1. 植物体の形態変化による影響

アスコルビン酸はホウレンソウの部位別では葉身に多

く，葉柄には少ないこと (菅原， 1939;渡遅ら，1994)，が

知られている.また，遮光処理により葉が薄くなること

(鯨 ・石黒， 1984)が報告されている 本研究では，遮光除

去によるアスコルビン酸含量変動について明確な結果を得

るために，実際の栽培と比較して強い遮光率を設定してい

察考

変更後
(強光)

第4図 人工気象室における光強度変更後のアスコルビ ン酸

含量の変動z

z弱光 (160μmol・m-2・S-I)下で収穫→ 「変更前 (弱光)J

その後強光 (390μmol・m-2・cl)に変更し日後に

収穫→ 「変更後 (強光)J

縦線は標準誤差 (n= 3)を示す

川主t検定により変更前と比較して5%水準で有意差あり

変更前
(弱光)

変更後
(強光)

変更前
(弱光)

3. 圃場試験における遮光除去後のアスコルビン酸含量の

変動

第 2図に遮光除去後の生重当たりアスコルビン酸含量の

変動を示した 栽培 lでは遮光除去前の生重 100g当たり

アスコルビン酸含量は 32mgであったが，遮光除去後 2日

目には 45mgまで増加した 栽培 2 ~ 4 においても ， 栽培

!と同様に遮光除去後，2日目または 3日目に遮光 ・除去区
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たため，無遮光区では遮光区および遮光 ・除去区と比較し

て草丈がやや低く，逆に株重が大きい傾向にあった(第 2

表).このため，サンフ。ルと した植物体の葉身/葉柄比率の

違いが遮光除去処理前の植物体のアスコルビン酸含量の違

いに影響している可能性は否定できない. しかしアスコ

ルビン酸含量は遮光除去後2~3 日で増加していたため(第

2図)，このような短期間で葉身/葉柄比率の変化が起きて

いるとは考えにくく，実際に，遮光 ・除去区のアスコルビ

ン酸含量が無遮光区と同レベルまで増加した遮光除去後 2

~ 3 日目では遮光 ・ 除去区の植物体は目視で遮光区に近い

葉身/葉柄比率であったまた， Sims'Robert (1992)が，

すでに展開している葉の厚さはほとんど変化しないと報告

していることから，本研究においても葉の厚さの変化が 2

~ 3 日の聞に生じている可能性は低いと考えられる

以上により，遮光除去後のアスコルビン酸含量の増加は，

形態的変化によるものではなく，内容成分の変化によるも

のである可能性が高いと推察された.

2. 植物体の水分含有率による影響

遮光 ・除去区では，遮光除去後，乾物重当たりアスコル

ビン酸含量の増加が認められた(第 3図).ただし栽培 l

の遮光除去後 l日目から 2日目の間で生重当たりアスコル

ビン酸含量は約 1.4倍に増加していた (第 2図)が，乾物

重当たりアスコルビン酸含量は約 1.2倍の増加にとどまっ

ていた(第 3図).このため，生重当たりアスコルビン酸含

量の増加には遮光除去後の水分含有率の減少も部分的に寄

与しているものと推察された.遮光除去後の水分含有率の

減少要因としては，遮光除去により突然強光下に置かれる

ことにより，蒸散等により急激に植物体の水分が失われる

ことが考えられる これにより，乾物重当たりアスコルビ

ン酸含量の増加に加えて，アスコルビ ン酸が濃縮される効

果が生じたと推察された.栽培 2，栽培 3および栽培 4に

おいても栽培 lと同様の傾向を示しており，乾物重当たり

アスコルビン酸含量と水分含有率の両者の変動が，遮光除

去後の生重当たりアスコルピン酸含量の増加に寄与してい

ることが示唆された加藤ら (1996)は水分含有率と生重

当たりアスコルビン酸含量は高い相闘を示し，夏季の生重

当たりアスコルビン酸含量は水分含有率でほぼ説明できた

としている.しかし本研究における遮光除去後の生重当

たりアスコルビン酸含量の増加については，水分含有率の

減少だけで全てを説明することはできなかった.

遮光除去後に乾物重当たりアスコルビン酸含量の増加が

見られたことから，遮光除去後にはアスコルビン酸含量そ

のものの増加が起きていると推察される. よって以下，遮

光除去後の生育環境の変化が乾物重当たりアスコルビン酸

含量に及ぼす影響について考察する.

3. 乾物重当たりアスコルビン酸含量の増加要因

。生育温度による影響

生育温度とアスコルビン酸含量との関係について，気温

が高いほうが生重当たりのアスコルビン酸含量は少ない

(気温を平均 40Cずつ変化させた場合)とされており，乾

物重当たりのアスコルビ ン酸含量も計算により同様の傾向

を示した(中本ら， 1998).しかし遮光条件と無遮光条件

の違いによる平均気温差は IOC程度，平均地温差は栽培 l

~ 3 で I OC 未満と小さく(第 l 図) ，井上ら (2000)や菅

原(1939)も同様の報告であった さらに，遮光除去によ

り気温，地温ともに遮光除去前よりも高温となった(第 l

図)にもかかわらず乾物重当たりア スコルピン酸含量が増

加していたため，温度の変化が遮光除去による乾物重当た

りアスコルビン酸含量増加の要因ではないと推察された.

2)土壊水分含有率による影響

栽培 2および栽培 3では遮光除去前後の土壌水分含有率

についても調査した.遮光除去後，土壌水分含有率は低下

する傾向にあったが，乾物重当たりアスコルビン酸含量の

急激な変化との傾向の一致は見られなかった(データ略)

また，潅水により土壌水分含有率が大きく変化した場合に，

アスコルビン酸含量はそれに伴う変化を示さないことを確

認している(データ略).小林ら(1994)は土壌水分が少な

い条件下で、は生重当たりビタミン C含量が増加するとして

いるが，これを乾物重当たりに換算した場合，アスコルビン

酸含量の増加はみられなかった.また，水ストレス下では生

合成の阻害，他の物質への代謝の増加の増加によりホウレン

ソウ葉のしアスコルビン酸含量は減少する (Robinson・Bunce，

2000)という報告もある.従って，土嬢水分含有率が遮光

除去後の乾物重当たりアスコルビン酸含量増加の要因とは

考えられなかった

3)光強度による影響

遮光除去により，ホウレンソウは弱光条件におかれてい

たものが突然強光条件に置かれることになる.アスコルビ

ン酸は光合成で発生する活性酸素の消去や強光ストレスに

より発生する過剰な還元力や活性酸素の消去に働くこと

(Smimoff，2000)からも，強光下に置かれることにより，そ

の含量が増加すると予想される.ダイコン子葉中の生重当

たりアスコルビン酸は光照射すると光強度の対数に比例し

て多くなること(壇ら， 1998)や強光下で生育した葉は弱

光下で生育した葉よりも高いアスコルピン酸含量となるこ

と (Smimoff・Pallanca，1996)が報告されているように，生

重当たりではアスコルビン酸含量は光強度の強光への変化

に応じて高い含量を示すとの報告があったが，乾物重当た

りで検討したものを見い出すことはできなかった.森村 ・

相見 (1984)は，暗黒下に置いたコマツナ葉ディスクに光

照射したところ，照射開始 l日後に生重当たりでのアスコ

ルビン酸含量が増加したと報告している 本研究で植物体

全体を用いて人工気象室で光強度を弱光から強光へ変更し

て検討したところ，この結果と同様に l日後に生重当たり

でのアスコルビン酸含量の増加がみられ，さらに乾物重当

たりでの増加も確認された(第 4図).圃場試験において遮

光除去後 2 ~ 3 日後に増加が起きているが，遮光除去後 0

日目の夕方に遮光除去していることから，遮光除去によっ
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て強光条件に置かれてから実質 1 ~ 2 日でアスコルビン酸

含量が増加していると推察された.以上の結果により，ホ

ウレンソウは光強度の変更に 1 ~ 2 日程度の早期に反応し，

植物体内でのアスコルビン酸の合成促進もしくは他の物質

への代謝の抑制が起きることによりアスコルビン酸含量が

増加すると考えられた.Smimoff (2000)によれば，アス

コルビン酸生合成の最終ステップである L-ガラクトロノ ー1，4

ラクトンからアスコルピン酸を生成する過程が強光順化さ

れた葉で早く進み，また，強光下で促進されることから，

このステップが光によるアスコルビン酸蓄積量をコント

ロールしているとされている.よって，遮光除去により以

前よりも強光条件下に置かれることによ ってアスコルビン

酸合成が促進され，アスコルビン酸そのものの蓄積量の増

加が起きたと推察される また，圃場での遮光除去実験と

人工気象室内における光強度変更実験では光強度に差があ

り，栽培時期の違いによ り圃場での遮光率にも差があるに

もかかわらず，同様に 1 ~ 2 日でアスコルビン酸含量の増

加が観察されたことから，光強度の変更がアスコルビン酸

含量の変動に大きく関与しているものと考えられた.アス

コルビン酸含量変動について光強度変更の闇値が存在する

かについては今後検証の必要があると思われる.

以上の結果より，ホウレンソウのアスコルビン酸含量は，

遮光除去後晴天が続いた場合， 2 ~ 3日目で回復し，光強

度変更後 1 ~2 日程度の早期に反応することが明らかになっ

た. また，遮光除去後のアスコルビン酸含量回復の機構に

ついては，遮光除去後，植物体の水分含有率の減少が起こ

り，アスコルビン酸が濃縮されることと，遮光除去により

光強度が変化し強光下に置かれることによってアスコルビ

ン酸の合成が促進され，アスコルビン酸の含量そのものが

増加することの両者によるものであると推察された.

晴天が続いた場合には遮光除去後 2 ~ 3 日目に回復した

が，アスコルビン酸含量は光強度の影響を強く受けること

が示唆されたため，収穫前の天候による光強度の変化に

よってアスコルビン酸含量が左右されている可能性が高

い. アスコルビン酸含量が高いホウレンソウを収穫するた

めには収穫前の天候も考慮する必要があり，天候とアスコ

ルビン酸含量との関係について今後検討する必要があると

思われる.

また，実際の夏季のホウレンソウ栽培において，遮光除去

後何日目に収穫することが適当であるかについては，本研究

での強い遮光による影響ほどには問題とはならないと思わ

れるが，遮光除去後 2 ~3 日目では葉色が薄い，株重が少な

く徒長気味である等の問題があると考えられる よって，さ

らに日数を置いてから収穫することが望ましいと考えられ，

その期間については今後検討が必要と思われる

摘要

本研究では，遮光除去後，ホウレンソウのアスコルピン

酸含量が回復するために必要な期間とその機構について検

討した.遮光除去後，晴天が続いた場合には 2~ 3 日目で

ホウレンソウのアスコルビン酸含量は無遮光と同程度に回

復し，光強度変更後 1 ~ 2 日程度の早期に反応することが

明らかになった.遮光除去後，植物体の水分含有率の減少

とともに，生重および‘乾物重当たりでのアスコルビン酸含

量の増加がみられた.さらに，人工気象室において光強度を

弱光(160μmol・m-2・cl)から強光 090μmol• m-2・cl)

に変更して 1日 (24時間)経過後に，生重および乾物重当

たりでのアスコルビン酸含量の増加が観察された.以上の

結果により，遮光除去によるアスコルビン酸含量回復機構

について，植物体の水分含有率の減少による濃縮効果と強

光条件への変更に伴うアスコルビン酸合成の増加によるア

スコルビン酸そのものの増加の両者によるものであること

が示唆された 実際の栽培においては商品性を考慮して，

遮光除去後 2 ~ 3 日目ではなくさらに日数を置いてから収

穫することが望ましいと考えられた.
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