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《短報》

2010 神奈川県燦業技術センター研究報告 第153号

ホウレンソウの硝酸塩・シュウ酸塩濃度に関する品種の早晩性と

生育ステージ別解析

北宜裕・上西愛子・曽我綾香・吉田誠・北浦健生

Growth Rate of Spinach Cultivar Primarily Confers the Nitrate and 
Oxalate Concentrations 

Nobuhiro KITA， Aiko KAMINISHI， Ayaka SOGA， MakotoYOSHIDA and Takeo KITAURA 
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ホウレンソウの硝酸塩・シュウ酸塩濃度に関する生育ステージ別変化について，平生品種と晩生品種を用い，

晩秋まき雨よけ栽培で検討した.その結果，生育全期間を通した硝酸塩濃度とシュウ酸塩濃度は相反する変化パ

ターンを示すとともに，早生品種は晩生品種より常に硝酸塩濃度は高く，シュウ駿塩濃度は低く推移した.この

ことから，ホウレンソウの硝酸塩・シュウ駿塩濃度は相互に措抗的な生理機能を果たしていること及びその濃度

レベノレは生育ステージにかかわらず品種の早晩性に依存していることが示された.

キーワード:ホウレンソウ，硝酸塩濃度，シュウ酸塩濃度，早晩性，生育ステージ

Summary 

Chronological change of nitrate and oxalate concentrations in spinach was detennined in tenns of the growth rate of 

spinach variety in relation to the growth stage using representative fast and slow growing cultivar・s.As a result， though the 

fluctuation profiles of the both cultivars were identical， nitrate concentration conversely changed with oxalate concentration 

within a spinach plant and おstgrowing cultivars constantly contained higher nitrate and lower oxalate than slow growing 

cultivars regardless of their growth stage. These results indicate that nitrate and oxalate might play a counter role each other 

and the growth rate primarily accounts for the nitrate and oxalate concentrations in spinach. 

Key words: spinach， nitrate concentration， oxalate concentration， growth speed， growth stage 

緒 言

ホウレンソウは硝酸塩と比較的多量のシュウ酸壇を

含む.硝駿塩は体内に摂取されると亜硝酸塩に還元さ

れ，シュウ酸塩はカノレシウムイオンと結びつき不溶性

のシュウ駿カルシウムが生成され，いずれも健康に悪

影響を及ぼすことが懸念されている(山下 2002). 我

々は，これまでにホウレンソウ 182品種を周年， 3年

間にわたって栽培し，品種特性と硝酸塩・シュウ酸塩

濃度との関係について検討した結果，王手生品種は硝酸

塩濃度が高く、ンュウ酸塩濃度は低いのに対し晩生品種

はその逆を示すことを明らかにした (Kaminishi and 

Kita 2006). この結果は，早生品種は生育が早いため

タンパク合成に不可欠な硝酸塩の要求量が多く，ニ次

代謝産物であるシュウ酸塩の蓄積量が少ないのに対

し，生育の遅い娩生品議は硝駿塩の要求最は少ないが，

収穫適期に達するまでの生育R数が多くなるためにシ

ュウ酸塩の蓄積量はより多くなってしまう可能性を示
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草丈，最大葉の葉柄長を調査した後，硝

酸塩・シュウ酸塩濃度の樹定用の株を

ちに凍結・保存した.硝酸塩・シュウ酸

塩濃度は株重が 100g以下の場合に

は1株全体を粉砕した後そのまま分析に

供したが， 100g以上になった時点からは

粉砕後， 100 gを分取して測定に供した.
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結果及び考察

播種後は，いずれの品種とも順調に生

育し，早生品種では 1月下旬(播種 80日

娩生品詣では 3月中旬(問 20日

と硝酸品種と晩生品韓におけるホウレンソウの

塩・シュウ酸塩濃度の生育ステージ別変化

図 l

B:葱:丈(cm)， C:硝畿;獄濃度 (mglkgFW)，。・シュ

FW). 各データポイントのパーは標準誤差を示す

A: 1株地上部議 (g)，

ウ畿塩濃度 (mglkg

後Hこ通常の収穫適期である草丈 25cmに

達した.以後，平生品環はえき芽を発生

させながら急速に生長し， 3月上旬(間

110日後)には抽苔が始まり， 3丹下旬(陪

後Hこ，
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140日後)には草丈 70cm， 1株地上部重 600gを越え，

4月中旬(間 160日後)には開花した.一方，晩生品種

はいずれも生長が遅く， 3月下旬でも草丈 30cm， 1株

地上部重 160g程度で，抽苔も 4月下旬以降となった

(図トA，B).

この生育ステージに合わせて稿酸塩・シュウ酸壌濃

度を測定したところ，硝酸塩濃度は、 2月下旬000日

後)までは平生品種では 2，500~ 2，800 mg/kg FW前後

でほぼ…定の値を示したが，抽苔が始まるとともに急

速に上昇した後， 3月下旬には低下に転じた.一方，

晩生品種の硝酸塩濃度は，播額後 17 日の間引き時に

は2，500mg/kg FW程度で平生品種と開等で、あったが，

生育が進むにつれて除々に低下し 2月下旬を境に急

速に濃度が上昇した後， 3月下旬以降は減少するとい

う硝酸塩濃度とは相反する変化パターンを示した(図

l-C，D). また，硝酸塩・シュウ酸塩濃疫の生育ステー

ジによる変化パターンは品種の早娩性にかかわらず向

じであるとともに，平生品種は晩生品種より生育初期

から常に硝酸塩濃度は高く，シュウ酸塩濃度は抵く推

移し，晩生品種はその逆を示した.このことから，

素路用量などの栽培条件が同じであれば，ホウレンソ

ウにおける碑酸塩・シュウ酸塩濃度は，生育ステージ

にかかわらず品種の早晩性が第一義的に関与している

ことが強く示唆された.また，これらの結果は，我々

がすでに報告した収穫適期における品種の卒晩性と硝

酸壇・シュウ酸塩濃度との関係と一致した CKaminishi

and Kita 2006) . 

硝駿塩はタンパク合成に不可欠な前駆物質として機

能しているものの，水溶性シュウ酸塩については，植

物生理的にどのような機能を果たしているのかは十分

明らかにされていない CCalisken2000). 硝酸塩につい

ては，タンパク代謝の律速因子となっており，窒素施

用量や瀧水量の影響を強く受けることが明らかにされ

ている CBreimer 1982，上西ら 2006). 一方，シュウ

酸塩については植物細胞内のイオン強度ノくランスを一

定に保つための機能を果たしている可能性が指摘され

ている(米山・建部 1992 τanakaら 2001).これら

の報告と

ては，そ

ら，ホウレンソウにおい

らず硝援損・シュウ

と及びそ

依存すること

ランス

された.
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