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島根県育成野菜‘あすっこ'早生系統の窒素吸収特性

藤本 11慎子 1)・大野愛理 2)

Nitrogen Uptake on Early Flowering Strain of‘Asukko' 

(srassiとaoleracθ'a L. x Brassiとarapa L.) 

J unko Fujimoto1
) and Airi Ohno2

) 

I 緒言

‘あすっこ'は， 2000 ~ 2002年に島根県農業

試験場において，ブロッコリーとビタミン菜を

交配し匹珠培養とコルヒチンを用いた染色体

倍加により育成されたアブラナ科の野菜である

(春木， 2007). 

あすっごの定植期は 9~ 10月で，頂花膏発

生後摘心を行い，葉臓から発生する開花前の花

茎を収穫する.

育成当初は，定植の翌年 3~4 月に収穫する

中生系統中心に栽培が行われていた. しかし 3

~4 月は気温が急激に上昇することが多く，そ

の場合，一斉に収穫適期となり，収穫作業や市

場出荷が集中することから，収穫期の分散が望

まれていた.そのような中，中生系統の育成過

程において，花芽分化が早い個体がみられたた

め，これらを中心に選抜を行い，数年前から 12

月~翌年 2月に収穫できる早生系統が導入され

るようになった.

現在， あすっこ'の栽培法について様々な検

討が進められており，施肥法についても，中生

系統での窒素吸収特性が明らかにされ(藤本・岡

崎， 2013).それに基づいた施肥が行われるよう

になった.一方，早生系統は中生系統に比較し

定植から頂花菅発生までの期聞が短く，花茎の

発生から収穫までの期間が長いことなど，中生

1)資源環境研究部土壌環境科

系統とは生育経過が異なる.したがって，中生系

統に準じた施肥法は適さないと考えられるが，

早生系統についての窒素吸収特性は明らかにさ

れていない.そこで，本報では‘あすっこ'の早

生系統に適した施肥基準作成に資するため，生

育や収量に最も影響を与える窒素について吸収

特性を調査した.

E 材料および方法

‘あすっこ'の早生系統 NO.0701を供試し

2010年 9月22日に島根県農業技術センター内

ほ場に定植した栽植密度は 10a当たり 3.000株

とした試験ほ場は 1aで，細粒黄色土にマサ土

を客土しており，作土の化学性は表 1に示した

とおりである.施肥は，現行の‘あすっこ'栽培

暦に準じて表2のとおり行った.また. 10a当

たり苦土石灰 150kg.牛ふんたい肥を 2t施用し

た.

定植後28日 (10月20日).定植後 50日 (11

月 11日).摘心期(12月6日).収穫始期(1月4

日)および収穫終了時(2月8日.1次分枝のみ収

穫)に，連続した 10株の草丈を 8カ所(合計80

株)測定しこれらの平均値:t10%程度の草丈

を示す株をほ場全体から 8株ずつ採取した採

取した株は，草丈と葉数を調査後，葉，茎，根

および花茎に分けた.なお，花茎については，

収穫適期に至ったものを順次収穫後，本数と花

2)資源環境研究部 特産開発科(現在，東部農林振興センター雲南事務所)
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表1 供試ほ場の化学性
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表2 施肥の概要

PZU5 Kzu 

(kg/lOa) 

使用肥料

基肥 9/10 15. 0 33. 0 15. 0 CDUS555，BMリンスター

10/22 4.8 3.0 4.2 燐硝安加里S604

追肥 12/8 

1/14 

4.8 

4.8 

計 29.4 

3.0 

3.0 

燐硝安加里S604

燐硝安加里S604

4.2 

4.2 

42.0 27.6 

その他:苦土石灰 150kg/10a，たい肥 2t/10a(9月10日)

茎重を測定し，その合計を花茎とした採取し

た試料は新鮮重を測定後， 60
0

Cで乾燥し乾物

重を測定した乾燥試料は，粉砕・飾別し，ケ

ルダール分解後水蒸気蒸留法により窒素含有率

を測定した.

皿 結果および考察

図 1に調査株の草丈と葉数の推移を示した

草丈は，定植後 50日まで急速に伸長したが，そ

れ以降はほとんど増加が認められなかった.葉

数は摘心期まで増加したが，摘心期以降は大き

く減少し収穫終了時には約 13枚で，摘心期

の1/2程度となった.これは，摘心期以降の強

風や降雪によって落葉したり，軟腐病が発生し，

下位葉が脱落したことによる.

表3に1株当たりの累積収穫本数と累積収量

を示した収穫始期である 1月4日までの収穫

本数は 7.8本，収量は 1909であり， 1次分枝の

収穫が終了した 2月8日までの本数は 13.0本，

収量は 425gであった.

図 2に器官別新鮮重の推移，図 3に器官別乾

物重の推移を示した全新鮮重は，定植以降摘
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図l 草丈と葉数の推移
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心期まで急激に増加し葉が全体の 80%以上を

占めた. しかし摘心期以降は，茎および花茎

の新鮮重が増加したものの，葉の新鮮重が大き

く減少したため，全新鮮重は収穫期まで徐々に

減少した.全乾物重は摘心期まで全新鮮重と同

様急増したしかし摘心期以降は全新鮮重が

減少したのに対し全乾物重は漸増したこれは，

表4に示したように，葉の乾物率が収穫開始以

降大きく増加し，新鮮重の減少に比較し乾物重

の減少が小さくなったことに加え，茎の乾物率

が摘心期以降に急増し 乾物重が増加したため

である.藤本・岡崎(2013)は，中生系統につい

て，摘心期から収穫期にかけて葉の乾物率が低

3000 
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図2 器官別新鮮重の推移

下したため，葉の乾物重が大きく減少しその

結果全乾物重の増加が停滞したとしており，早

生系統と中生系統では異なる傾向を示した.ホ

ウレンソウ (加藤ら. 1995;岩本ら. 2005;平田

ら. 2008).ホウレンソウおよびコマツナ (田村

ら. 2003;田村. 2004). コマツナ(田村.1999) 

などでは，低温遭遇により体内の糖含有量が増

加することが報告されている また， ‘あすっ

こ'と同様，花茎を可食部とするナパナでも，気

温が低下するにしたがって Brix示度が高まる

ことが報告されている (田村ら. 1999) 本試験

で、は糖含有量の調査を行っていないが，中生系

統の収穫期が 3~4 月の気温上昇期であるのに
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図3 器官別乾物重の推移

表4 葉および茎における乾物率の推移
(気)

10/20 11/11 12/6 1/4 2/8 
(定植後28日)(定植後50日) (摘心期) (収穫開始期)(収穫終了時)

葉

茎

7.4 

7.4 

5. 9 

8.4 

5. 9 

7.9 

6. 2 

10. 8 

9. 7 

12. 9 

表5 あすっこ'早生系統における器官別窒素含有率
(%) 

部位
10/20 11111 12/6 1/4 2/6 

(定植後28日)(定植後50日) (摘心期) (収穫開始期)(収穫終了時)

葉 5.03 4.23 3.68 3. 16 2. 76 

主ニ士主二 3.01 2. 33 2.00 1. 92 

キ艮 2.47 1. 97 1. 45 1. 48 1. 76 

花茎(収穫物) 4. 73 4. 71 



4 島根県農業技術センター研究報告 第 42号 (2014)

対し，早生系統における収穫期の中心は厳寒期

である 1 月上旬~2 月上旬であり，摘心期以降

の乾物率の増加は低温による糖含有量の増加に

よるものと推察される

表5に器官別窒素含有率を示した葉および

茎の窒素含有率は，生育ステージが進むほど低

下した 一方，花茎の窒素含有率は収穫開始期

と収穫終了時に差がなく，ともに 4.7%程度で，

他の器官に比較し高かった. このことは，収量

が増加するほど窒素を多く必要とすることを示

している. したがって，中生系統と同様，施肥

量の決定には， 目標収量を設定することが重要

であると考えられた

図4に器官別室素含有量を示した 摘心期ま

での 1株当たり窒素含有量は，乾物重の増加に

伴い急速に増加し摘心期以降収穫始期までは

ほぼ横ばいとなり，その後はやや増加した.摘

心期までの窒素含有量の増加は主に葉の含有量

増加によるものであった. しかし摘心期から

収穫終了時までの葉の窒素含有量は，乾物重の

減少と窒素含有率の低下により減少した一方，

摘心期以降収穫終了時までの茎および花茎にお

ける窒素含有量は大きく増加した
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図4 器官別窒素含有量の推移

中生系統では，摘心期に施用した窒素はほと

んど吸収されておらず，花茎に必要な窒素量の

多くは，葉からの移行によって補われると推察

されている(藤本・岡崎， 2013) 中生系統の摘

心期は 2月中下旬であり ，それまでの草姿は開

張性を示し風雪害を受けにくい しかし早

生系統の摘心期は 12月上中旬で，このときすで

に草丈が高く， 12月以降の強風や降雪により 葉

が脱落しやすい. したがって，早生系統では葉

からの養分供給が中生系統ほど望めないことか

ら，摘心期以降における花茎の生育や茎の肥大

に必要な窒素は，追肥によって補う必要がある

と考えられた.

摘心期までの l株当たり窒素吸収量は 5.2g

で， 10a当た りの栽植密度を 3，000株とすれば

lOa当たりの窒素吸収量は 15.6kgとなる.また，

摘心期~収穫終了時における花茎および茎の 1

株当たり窒素増加量は，収量が425gの場合 2.8g

であり， lOa換算では収量が約 1.3tの場合 8.4kg

となった したがって 摘心期までに窒素成分

として 16kg/lOa程度，摘心期以降に 8kg/lOa

程度(収量を1.3t/10aと仮定)が吸収できるよう

に，肥料の利用率と土壌の肥沃度を勘案して施

用するのがよいと考えられた

W 摘要

島根県育成野菜あすっこ'早生系統の施肥

基準作成に資するため，窒素吸収特性を調査し

た.

1. 1株当たりの新鮮重は，摘心期まで急速に

増加したが，摘心期以降は，風雪害や病害な

どによる葉の脱落により，収穫期まで徐々に

減少した.一方，乾物重は収穫終了時まで増

加し続けた.

2 葉および茎の窒素含有率は，生育が進むに

つれて低下した 一方，花茎の窒素含有率は

他の器官に比較し高 く 収穫始期から収穫終

了時までほぼ一定の値で推移した.

3. 1株当たりの窒素含有量は，摘心期まで急増

した. しかし摘心期以降は，花茎および茎

の含有量が大きく増加したにもかかわらず，

葉の窒素含有量が大きく減少したため，株全

イ本の増力日l土産差慢!となった.

4. 摘心期以降は，葉の脱落が多く，葉からの

窒素の移行は少ないと思われることから，花

茎の伸長と茎の肥大に必要な窒素量は，追肥

によって補う必要があると考えられた.

5.早生系統の施肥は 収量を1.3t/lOaとした

場合，摘心期までに窒素成分として約 16kg

110a， 摘心期以降に約 8kg/10aが吸収できる

ように，肥料の利用率を勘案して施用すれば

よいと考えられた.
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Summary 

To establish a standard application rate of fertilizer for an early-flowering strain of“Asukko" 

句~sssÍca oleacea L. x Brsss]，句 rapaL.) which was bred at Shimane Agriculture Experimental Station， 

we investigated nitrogen uptake and nitrogen translocation in "Asukko" . 

Gross fresh weight per plant increased rapidly from planting to pinching， then gradually decreased 

until the end of harvest due to defoliation caused by snow， wind damage and disease. In contrast， gross 

dry weight continued to increase throughout growing period. 

Nitrogen content gradually decreased in leaves， stem and roots during the growing period. In 

contrast， nitrogen content in scapes was constantly much higher than in the other p訂 ts.

The total amount of nitrogen uptake per plant increased rapidly until pinching. Although the amount 

of nitrogen uptake in scapes and stem greatly increased after pinching， that in leaves decreased， 

resulting a little increase in nitrogen uptake per plant. 

As a small amount of nitrogen translocated from leaves to scapes after pinching， su血cientnitrogen 

is necessary for their growth and yield as topdressing. 

It is considered that an early-fiowering strain of "Asukko" requires 16kg N/10a until pinching and 

8kg N/10a after pinching when the yield is 1.3t/10a. 
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