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ハクサイおよびキャベツの結球葉，外葉における化学形態別カルシウム含量
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Differences in Distribution and Levels of Four Calcium Components among Different Organs of 

Chinese Cabbage (Brassicαrapa) and Cabbage (B. olerαcea) 

Tatsuya Hayashida2*， Yasushi Shibato1 and Yuji Hamachi1 

'Fukuoka Agricultural Research Center， Chikushino， Fukuoka 818-8549 

2 Kitakyushu Agricultural Extention Office， KitaわIUshu，Fuk:uo知 807-0831

Abstract 

Different organs of chinese cabbage and cabbage were analyzed for four calciul11 (Ca) cOl11ponents， water-， 1 N NaCI-， 2% 

acetic acid-and 5% HCI-soluble Ca. Al110ng these forl11s of Ca， water-soluble Ca is highly degestible by hUl11ans. ln Chinese 

cabbage and cabbage， the outer leaves had the highest concentration of total and water-soluble Ca， cOl11pared to head-forl11ed 

leaves and stel11. Head-forl11ed leaves of these vegetables had lower concentrations of water-soluble Ca than turnip rape. 

However， total and water-soluble Ca concentrations in the outer leaves of cabbage were 1.84 I11g・g-IFWand1.26 mg' g-IFW， 

which were 2.1， 2.9-fold gr巴aterthan those in turnip rape， respectively. Furthennore， the outer leaves of Chinese cabbage had 

the sal11e concentrations of total and water-soluble Ca as turnip rape. These findings suggest that the outer leaves of Chinese 

cabbage and cabbag巴areusefull11aterials for juic巴andother new products. 

Key Words : cabbage， Chinese cabbage， water-soluble calcium 
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緒高

カルシウム CCa)は人聞にとって必要不可欠な元素であ

るが，食物中における Caの人体への利用率は Caの化学形

態によって異なり，水溶性 Caは高く，塩可溶性 Caは低い

ことが報告されている (原，1951;奥， 1995; Patton， 1955; 

Patton ・Sutton，1952).特に，野菜は人聞による摂取量が多

いことから，食物のなかでも牛乳とともに Caの供給源と

して重要である (関ら， 1991). 

作物の Caの化学形態に関しては，野菜の栄養生長期と

生殖生長期における違い(陳 ・上本，1976)， トマト果実の

成熟過程 CHimelrick，1981;南出ら， 1987)や尻腐れ果実に

おける動態 CMinamide• Ho， 1993)，ホウレンソウの収穫後

の変動 (南出ら，1986)，タバコやイネの齢の進行にともな

う動態 (小西・ 葛西，1963a， b;太田ら，1970，1971)，イネ

の茎や根における分布 (太田ら，1975)および落花生の子

実の形成過程における変動 (稲永ら， 1983)などの報告が

ある.林田ら(1999)は福岡県でジ ュース用原料として生

産されているツケナ類は，シュンギク， レタスおよび他の
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アブラナ科の葉菜類などに比べて，水溶性 Ca含量が高く，

Ca供給源として重要な品目であることを明らかにし ツケ

ナの水溶性 Ca含量は収穫時期， 温度および栽培管理によ っ

て変動することを報告した (林田ら， 2003，2006) 

一方で，県内ではツケナ類と同じアブラナ科のキャベツ，

ハクサイの作付けが多いものの(平成 19年度の作付け面積

はそれぞれ 787，228 ha)，これらの品 目の化学形態別 Ca含

量については， 明らかにされていない アブラナ科のなか

でも結球野菜の可食部における Ca含量は，非結球野菜の

それより 低い (香川1，2005).しかしキャベツでは収穫残

さと して廃棄されている外葉の総 Ca含量のほうが可食部

である結球葉より高いことが報告されている CMaynardら，

1964).このことから，結球アブラナ科作物のハクサイおよ

びキャベツの外葉や，結球葉の化学形態別 Ca含量を明ら

かにすることは， これまで収穫残さとして廃棄していた外

葉の有効利用につながり，生産者の所得向上に寄与する可

能性があると考えられる.

そこで，福岡県の主要な結球アブラナ科野菜であるハ ク

サイとキャベツの化学形態別 Ca含量を部位別にツケナと

比較して，これらの野菜の Ca供給源としての有用性につ

いて検討した
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材料および方法

試験は福岡県農業総合試験場豊前分場の露地ほ場で、行っ

た供試品種としてツケナ (Brassicanapus L.)は‘京築在

来ハクサイ (Brassicarapa L.)は ‘ 無双キ ャベツ

(Brassica oleracea L.)は‘金系 201'を用いた 1997年 9

月 16日に園芸培養土 (清新産業)を詰めた 10号ペーパー

ポット (4.7cm x 4.7 cm x 5.0 cm)に播種し，ガラスハウス

内で 31日間育苗した.その後， 10月 17日に本圃に定植し，

マルチ栽培を行なった.本圃では元肥として炭酸苦土石灰

を Caで 4.7kg. a-I， N， P， Kをそれぞれ 2.5，1.1， 1.8 kg・

a-I施用した栽植様式は畦幅 145cm，株間 40cmで 2条

千鳥植えとし 10a当たり 3，444株を定植した試験は l

区 12株で， 3反復で行った.サンプリングは 1998年 1月

21日に行った.1月21日に結球の肥大が不充分であった

キャベツについては，充分肥大したものと比較するため， 3 

月3日に再度サンプリングを行なった 調査，分析には試

験区のなかで平均的な生育を示した 4株を用いた. ツケナ

は黄化した葉を取り除き，ジ ュース用原料として利用して

いる株全体を用いた.ただし， 5cm未満の葉は取り除いた.

ハクサイとキ ャベツは株全体を収穫し，先ず黄化した外葉

を取り除いた. 外葉はすべての外葉を用い，外葉が着生し

ている木化 した主茎は取り除いた.また，可食部である結

球部は結球葉と主茎に分け，結球葉として 5cm以上の葉を

分析に用いた.重量を部位別に測定した後，すぐに各器官

を約 5mm角に刻んで化学形態別 Ca含量の分析に用いた

化学形態別 Ca含量の分析は，南出らの方法(1986)によ

り水溶性，塩可溶性，酢酸可溶性および塩酸可溶性の 4つ

に分画して行った.総 Ca含量はこれら 4つの化学形態別

Ca含量の合計値で表した. また， 10 a当たりの Ca供給量

は各部位の Ca含量と 10a当たりの収量から算出した.

結果

第 l表に各作物の収穫時の株当たり部位別重量を示し

た.ツケナは株当たりの重量が 1，762gで， ハクサイの可

食部である結球葉は 1，547gであった.キャベツの結球葉は

1月21日には 442gで肥大が充分ではなかったが， 3月3日

には 840gとなった(データ略).収穫残さである外葉の重

量はハク サイおよびキャ ベツで，それぞれ1，243および679g 

であった.

第 2表にツケナ‘京築在来'の化学形態別 Ca含量を示

した.総 Ca含量は 0.89mg ・g-IFW で，水溶性 Caおよび

塩可溶性 Ca含量はそれぞれ 0.44および 0.36mg. g-IFWで

あった.総 Ca含量に占める水溶性 Caおよび塩可溶性 Ca

含量の比率はそれぞれ 49.3および 40.5%であった.

第 3表にハクサイ ‘無双'の各部位における化学形態別

Ca含量を示した.総 Ca含量を各部位別に比較すると，外

葉と主茎はそれぞれ 0.77および 0.61mg. g-IFWと高く，結

球葉は 0.35mg・g-IFWと低かった 化学形態別にみると，

水溶性 Ca含量は外葉が 0.46mg ・g-IFWと高く，結球葉は

0.15 mg. g一IFW，主茎は 0.27mg • g-IFWと低かった.塩可

溶性 Ca含量は外葉と主茎はともに 0.25mg ・g-IFWと両部

位聞に差は認められなかったが，結球葉は 0.15mg ・g-IFW

と低かった このように，ハクサイはツケナと同様に，水

溶性 Caと塩可溶性 Caが多く含まれ，外葉の総 Ca含量に

占める水溶性 Ca含量の比率は 60%と，結球葉より高かっ

たその一方で，外葉の総 Ca含量に占める塩可溶性 Ca含

量の比率は 32.2%と， 結球葉や主茎より低かった

第 4表にキャベツ ‘金系 201' の各部位における化学形

態別 Ca含量を示した総 Ca含量を各部位別に比較すると，

外葉は1.84mg • g-IFWと高く ，結球葉や主茎のおよそ 4倍

であった.化学形態別にみると，水溶性 Ca含量は外葉が

1.26 mg. g一IFWと高く ，結球葉や主茎のおよそ 7倍であっ

た.塩可溶性 Ca含量も水溶性 Ca含量と同様に外葉が最も

高かった.総 Ca含量に占める化学形態別 Ca含量を各部位

別に比較すると，外葉の水溶性 Caは 68.6% と，ツケナお

よびハクサイのいずれの部位よりも高かった.塩可溶性 Ca

含量についてはハクサイと同様に，結球葉で外葉より低

第 1表 各作物の収穫時の株当たり部位別重量

新鮮量 (g/株)

外葉z 結球葉 主茎Y

ツケナ‘京築在来'
ハクサイ ‘無双 1，243土22 1，547土73

キャベツ‘金系 201' 679土38 442:l: 25 

zハクサイ，キャベツの外葉は黄化した葉を除いたすべての外葉の重量

Yハク サイ，キャベツの主茎は可食部である結球部の主茎の重量

X値は平均値土標準誤差

133土9

18土 l

第 2表 ツケナ‘京築在来'の化学形態別 Ca含量

含量 (mg・g-IFW)

比率 (%)

水溶性

0.44 
49.3 

塩可溶性

0.36 

40.5 

酢酸可溶性

0.06 

6.8 

塩酸可溶性

0.03 

3.4 

全重

1，762:l: 196' 

2，923土 81

1，139 :l:46 

総 Ca

0.89 
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第 3表 ハクサイ ‘無双'の各部位における化学形態別 Ca含量

部位
Ca含量 (mg・g-lpW)

総 Ca
水溶性 Ca 塩可溶性 Ca 酢酸可溶性 Ca 塩酸可溶性 Ca

外葉 0.46 aZ 0.25 a 0.03 b 0.03 a 0.77 a 

(60.0)Y (32.2) (4.3) (3.5) 

結球葉 0.15 b 0.15 b 0.03 b 0.02 a 0.35 b 

(42.3) (42.3) (8.7) (6.7) 

主茎 0.27 b 0.25 a 0.06 a 0.03 a 0.61 a 

(44.8) (40.4) (10.4) (4.4) 

Z表中のアルファベットの異文字聞は，縦列の各部位聞に 5%水準で有意差あり (Tukeyの検定)

y ( )内の値は各部位の総 Ca含量に占める比率(%)

第4表 キャベツ ‘金系 201' の各部位における化学形態別 Ca含量

部位
Ca含量 (mg・g-IFW)

総 Ca
水溶性 Ca 塩可溶性 Ca 酢酸可溶性 Ca 塩酸可溶性 Ca

外葉 1.26 aZ 0.47a 0.08 a 0.03 a 1.84 a 

(68.6)Y (25.5) (4.5) ( 1.4) 

結球葉 0.17 b 0.13 b 0.04 b 0.03 a 0.37 b 

(46.3) (35.5) (10.0) (8.2) 

主茎 0.16 b 0.18 b 0.07 a 0.03 a 0.44 b 

(36.1) (41.4) (I6.5) (6.0) 

Z表中のアルファベットの異文字聞は，縦列の各部位聞に 5%水準で、有意差あり (Tukeyの検定)

Y ( )内の値は各部位の総 Ca含量に占める比率 (%)

第 5表 各作物の部位別収量および Ca供給量

種類 ・品種
収量 Ca供給量 (kg・10a-I) 

(kg ・10a-I) 水溶性 Ca その他 CaY 総 Ca

ツケナ ‘京築在来' 6，068 aZ 2.61 a 2.72 a 5.33 a 

ハクサイ ‘無双'

外葉 4，281 b 1.96 b l.34 b 3.30 b 

結球葉 5，328 ab 0.80 c 1.06 b 1.86 c 

キャベツ‘金系 201'

外葉 2，338 c 2.95 a l.35 b 4.30 a 

結球葉 1，522 c 0.26 c 0.30 c 0.56 d 

z表中のアルファベットの異文字聞は，縦列の各作物に 5%水準で有意、差あり (Tukeyの検定)

Yその他 Caは塩可溶性 Ca，酢酸可溶性 Ca，塩酸可溶性 Ca含量の合計で表した

かった また，充分に結球した 3月3日のものの総 Ca含 ベツの可食部である結球葉で 0.26kgであったまた，結球

量および水溶性 Ca含量は， 外葉でそれぞれ l.68，l.l2 mg. するハクサイおよびキャベツでは可食部である結球葉より

g-IFW，結球葉で 0.43，0.19 mg. g一'FWと l月 21日と同様 収穫残さである外葉のほうが有意に Ca供給量が多かった

な値を示した(データ略) 総 Ca供給量についても同様であった

第5表に各作物の部位別収量および Ca供給量を示 した

各作物の 10a当たり収量はツケナが 6，068kg，ハクサイの

可食部である結球葉が 5，328kgと多く ，キャベツの結球葉

で 1，522kgと少なかった 収穫残さである外葉は，ハクサ

イで 4，281kg，キャベツで 2，338kgであっ た. 10 a当たり

の水溶性 Ca供給量はツケナの外葉が 2.61kgで，キャベツ

の外葉が 2.95kgと同等で，ハクサイの収穫残さである外葉

より高かった.最も水溶性 Ca供給量が低かったのはキャ

考察

本研究では，結球アブラナ科作物のハクサイおよびキャ

ベツの Caの化学形態を部位別に明らかにし，可食部であ

る結球葉 と収穫残さである外葉の Ca供給源としての有用

性について検討した.Caの化学形態については，水溶性，

塩可溶性，酢酸可溶性，塩酸可溶性 Caの4つの分画に画

分し，分析を行った 水溶性 Ca分画には Ca2+，硝酸塩，塩
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化物，アミノ酸塩，有機酸塩などが含まれる 塩可溶性 Ca

分固にはペクチン酸塩，タンパク態，炭酸塩などが，酢酸

可溶性分画にはリン酸塩，塩酸可溶性分画にはシュウ酸塩

が含まれる(小西 ・葛西， 1963a). 

ハクサイおよびキャベツの結球葉はツケナより，総Ca含

量および水溶性 Ca含量が低かった. Caは植物体内では水

溶性 Caの形態で，蒸散流によって移動する(陳 ・上本，

1976; Epst巴in，1972;三井， 1970). キャベツの新葉をアルミ

ニウムホイルを張ったポリエチレンフィルムで部分的に覆

い，蒸散を抑制すると，ポリエチレンフィルムを被覆され

た葉への Caの取り込みが著しく阻害される (Palzkillら，

1976; Palzkill・Tibbitts，1977). またコラ ードでは，立性の

品種‘Vates' は開張性の品種に比べて新葉の蒸散が抑制さ

れ， Ca欠乏によるチ ッフ。パーンが発生しやすいことが報告

されている(Johnson， 1991).これらのことから，ハクサイ

およびキャベツの結球葉でツケナより総 Caおよび水溶性

Ca含量が低かった一要因として，結球により蒸散が抑制さ

れて， Caの移動が妨げられたものと推察される.

その一方で，ハクサイおよびキャベツの外葉は総 Ca含

量が高く，特にキャベツの外葉における水溶性 Ca含量は

著しく高かった 水溶性で、ある有機酸 Caは人間への吸収

利用率が牛乳の Caと同等で、あり ，利用されやすいことが

明らかにされている (原，1951; Patton， 1955; Patton ・Sutton，

1952) .現在，ジュース用原料として栽培されているツケナ

は，葉菜類のなかでも水溶性 Ca含量が高い(林田ら， 1999). 

本研究では同じ l月に収穫したキャベツの外葉はツケナよ

りも総 Caおよび水溶性 Ca含量が高く，総 Ca含量に占め

る水溶性 Caの比率も高かった.また，ハクサイの外葉の

総 Caおよび水溶性 Ca含量もツケナと同等で，総 Ca含量

に占める水溶性 Caの比率はツケナより高かった.

Ca供給源としてジュース用などの加工原料に用いる場

合， Ca濃度が高いだけでなく， 単位面積当たりの Ca供給

量が高いことも必要である.ハクサイおよびキ ャベツの外

葉の 10a当たりの総 Ca供給量は，それぞれ可食部である

結球葉のおよそ 1.8および 7.7倍で，水溶性 Ca供給量はハ

クサイでは結球葉の 2.5倍，キャベツでは 11.3倍と著しく

高い.ハクサイおよびキャベツの収穫残さである外葉の

10 a当たりの収量は， ジュース用原料として利用されてい

るツケナに比べて低かった.また， 10 a当たりの水溶性 Ca

供給量はハクサイではツケナより低かったが，キャベツは

ツケナと同等であった.ツケナより 10a当たり収量が少な

くても，同じ Ca供給量が得られることは，原料を加工す

るうえで効率的であると考えられる ハクサイについても

10 a当たりの水溶性 Ca供給量はツケナより低いものの，可

食部である結球葉より高いことから Ca供給源として利用

できると思われる.

近年，いくつかの作物の収穫残さや管理作業で廃棄され

る摘果実に栄養成分あるいは機能性成分が多く含まれるこ

とが明らかにされ，その利用が提案されている.サツマイ

モの残さである茎葉部には，ホウレンソウと同等の無機成

分， ビタミン C，カロテンおよび食物繊維が含まれている

(小泉ら， 1991;吉元， 2002) .また，石黒ら (2007)は血

圧降下作用の高いポリフェノールが，サツマイモ葉身部に

含まれることを報告し，サツマイモの葉を積極的に利用す

ることを提案している 実際，サツマイモの葉を原料とし

た青汁や茶様飲料などが製品化されている.ニガウリでは，

摘果作業によって廃棄されている果実は収穫果よりもビタ

ミン Cが多く含まれていることから，摘果実の搾汁液と残

さを新たな食品素材として利用することが検討されている

(竹中ら， 2005). 

ハクサイおよびキャベツの外葉は，現状ではほ場に作物

残さとして鋤き込まれている. しかし，本研究により，ハ

クサイおよびキャベツの収穫残さである外葉は，可食部で

ある結球葉より水溶性 Ca含量が高く，ツケナとほぼ同等

の水溶性 Caを含んでいること， 10 a当たりの Ca供給量も

ほぼツケナと同等あることが明らかになった. これらのこ

とから，ハクサイや，キャベツの収穫残さである外葉は

ジュース用原料や，ぺーストなど新たな食品素材として加

工することで， Ca供給源として有効利用できるものと考え

られる.

摘要

結球アブラナ科作物であるハクサイおよびキャベツの結

球葉と収穫残さである外葉の Ca供給源としての有用性を

明らかにする目的で，化学形態別 Ca含量を部位別に分析

しその特性について明らかにした.ハクサイ ‘無双

キャベツ ‘金系 201' における総 Caおよび水溶性 Ca含量

は収穫残さである外葉のほうが，可食部である結球葉，主

茎より高かった 両作物の結球葉における水溶性 Ca含量

はツケナの 40%以下であった.しかし，ハクサイおよび

キャベツの外葉における総Caに占める水溶性Ca含量の比

率は，結球葉より高く，キャベツの外葉における総 Ca含

量および水溶性 Ca含量はそれぞれツケナの 2.1および 2.9

倍であり，ハクサイの外葉の総 Ca含量および、水溶性 Ca含

量はツケナと同等であった.以上のことから，ハクサイお

よびキャベツの収穫残さである外葉は Ca供給源として有

望であることが示唆された.
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