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（茶研絞117: 41～45, 2014) 資料

〈平成25年度百本茶業技術協会・茶業技術賞第52号研究内容の紹介〉

氷j皇制御による節水型防霜法の開発と現地実証及び普及

鹿児島県曽於畑かん水IW霜技術チーム

田中敏弘＊（代表）・富 i底 毅ぉ＊・堀口大卒ill＊り

堀口 俊ネり・堀口泰久＊＊＊・加藤正明不＊お＊

＊鹿児島県農業開発総合センター茶業部大隅分場，

ネネ元鹿児島県曽於'.kill地かんがい農業推進センター（現在：aue,島県農業開発稔合センタ

ネネネ鹿児島堀口製茶存限会社，

ネネ不＊株式会社日本計器鹿克島製作所

（平成26年4月7日受理）

1 節水防霜に取り組んだ背景

茶関における気象災害の 1:j:1 で、~えも被害が大

きいものは凍結寄であり，チャの新芽に凍箱

詰：が発生するj加支は， i出芽期が－2.5℃程度，

I～ 2葉期が－ 2℃程茂とされている I｝。

現在．実「IHとされている防話法の，，iでは，

散水氷結法は最も効果がおいとされている 2)

が. Ir司法による防翁は多；すの水を必要として

いるため，いずれの防祐実施地域でも水源確

i#Uこ1：＼＇隠している。
大規模な畑地かんがし、施設の整1illiが進んで、

いる鹿児島県曽於地域の志布志市有明町で、は，

防霜に要する水量が連続jf文水方式より半分程

度で、済む均等Ji1fJJ¥Hの交互！日技庁散水方式（ 1つ

のほ場を 2［）｛測に分け， 100秒間隔で出水と

JJこ水を交友に繰り返す）を採用しているが，

茶園雨積の急速な拡大に伴い．さらに自用水

量を部iri!Rできる技術開発が熱望されていたc

2 節水技街のための新しい知見

手足々 は，館7j（を詩的にi技オ（tJl：ーを制御するi功

箱i去：i.・1 ！について検討してきた中で， llRI1に

示すように，防私立のために散水を開始した後

でも，葉j誌はjご！玲を続け－ 2℃付近まで低 iず

した後に．急速に i二昇して 0℃付近で安定す

るといった事例を数多く確認していたc これ

まで．この散水初期の紫j昆低下は，散水：hl：の

不足や散水の不均一tl：のために起きていると

考えられてきたが，！坊＇.i!?i中に茶i誌の樹冠函i上
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国 1 散水による訪諮器始直後の葉溢変化

2010'.l'.[O 3月lOEI司！泥沼烏県志；｛fi；ぶ市有明町での

！！司断llfuJ（（実線）条件下における楽視の推移を示す。

実線矢~IHえ散水IJH始後．菜j昆が急激に氷点ま
でヒ昇したことを．

千899-7402 E託児＇＂~ ~i~ilゴH志社TギJ明 ll!Jll!f<JI:会946
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図2 水中の新努の奨混変化とその後の被警

経過待問

2008年9Pl 2臼，異なった容器十とf了：訟の：；誌の水道水をfjl；試し水1:1:1にチャ51ミ全体が完全に沈むように

調整して低温処理を実施した。

A，点は氷十五形）j文点． B,1立は氷点， C点が対立主計
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図3 葉混のC点温度（氷結後最低混度）とチ

ャ芽の被害程度

においたシャ…レ内で，一時的であるがi設水

された水が。℃以下のil乱！交でも氷結していな

しリ邑冷却の状態であることをf＠~！，！， し

また，水中でチャ芽に被害が発生する温度

が明石｛〔でなかったので，低ilfil.庫内で耐察官I：を

十分に獲？：？していないと考えられる三番茶や

秋芽を含めたチャ芽を水中に沈めて被害が発

生する溢！立を硲認した。低温処理中において，

水に沈めたチャ芽の； ti]おま多くの場合，［~12

に示した温度推移をたどり，いずれの場合で

も氷核形成点（A点），氷点 (B点）までに低

品処理！が終われば被害発生はなく， 7j(が氷結

した後の最低ililt皮（C点）のお低で被害の有

無が決まるのではないかと披定された。そこ

で， C点のilfil皮と被害の有1！！~ を線認したとこ

ろ， iき13のように水が氷結後に葉ii誌が－1℃程

度より低 iごしなければ，チャ芳三の被告は発生

しなかった。

3 現地実証試験

3. 1 連続散水方式対応型

水が氷結後に新芳三に没じさが発生しないilifL

！支が鳴らかになったので. 11文水を連続で実

施する茶i会iで氷結後に 1℃より高いil副主

で氷河誌を維持することを目的に，乾屯i出で

f!fVJする温度対応型の自動 II士水制御装

NKTY A-2401 （株式会社日本計器鹿児島製

作所）を改良し［)jj;j¥'?fおよび、節水効栄を検討

した。試！設を繰り返すなかで．述統散水対応

取のみはlllJ御機は，最終的にiii昨日センサーの感

iliil反応を高め. lli!J御センサ…の！感知温度が

0.3℃以上のilill皮帯を 3分間継続する場合に

散水を停止し -0.4℃.w、iごとなった場合に

散水を速やかに再開するように設定した。

本i!JIJ1~1l による現地茶［g11 での実証結果では，
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図4 新制御による散水中の薬混変化（2011年 3F.125～268：志布志市有明町現地試験）

主Ji・lll日御とは，述続l!:UJ＜.方式対応迎で．放水IJfJ始後にセンサーの！ぷ主lliffi¥J交が－0.3℃ζj二を 3分間終絞す
ればi放水を停止し－0.4℃以下になれば速やかに放水を再開する制御方式。
II司初日放水とは．防議tJj:Jは111水とdニオえの待問jが100秒間である均等！認知jのIHJ断散水方式。
i母一茶nm(1W1Ht：さえみどり）を 2つに分け片方lこ事rr1111H針I, 7J!JのJ,rJ'iにlf:J阪放水を波置した。
奴処理llとは．ドlijj放水方式実施茶！郊の近隣で，［（守主wを実施していない茶滋I(I可：やぶさた）。

2011'.fJ".春期の述絞してi：手話が見られた条fi：下

でも， ;jfお主のB点（氷点H.:J、 l児 ~il誌を－ 1 ℃以

i二で、保つことができ（I羽4），一番茶新:,51£を

5主主fltさから守ることカtできた。また，セン

サー感知識｝支が－0.4℃以下とならない場合，

散水抵は非常に少なく， 20llifの春期を通じ

た;;f>:fl湾総iの｛史J]J7j( :1；；は鹿児島県＇／£＇方付 Ill地上或で

普及している100秒均等llrJi訪日投水方式より23

%削減された。 1古H冨Ttfiが氷結している；i犬況で

は，慣行の制御機は Elの出後においても樹冠

隔の氷が融解するまで散水を続けるが，本制

御では’慣行に比べ21時rm程l]IJに散水を停止し

たことから．結氷した Elの早朝には自主水効果

がおいことが実証された。

3曹 2 均等摺難交互間断散水方式対応型

100秒間隔の均等！HJ断散水を採用している

鹿児島県曽於畑地域の現地茶閣で．交友散水

方式に応用した制御（以下， 0℃iliiJfMl）につ

いても防霜と節水効果について実証試験をお・

った。 0℃flfljfif.llは，茶株面での！惑知識！支が設

定温度（ -0.3℃）以上にあるj長合散水を停

止し， -0.4℃以・rでは100干少部隔でl±lオtとi上

水を交互に 2サイクル実施（400秒交互散水）

する。この設定過度は，散水された水が氷結

後に凍結tb＼：が発生する 1-.1u~混）支の－ 1 ℃以上

を維持することを念頭に置いたものである。

~誌を行った2011年 3 月は気浪が低く J住移

し気象台より霜注意報が18出発令されたっ

降霜Elが連続したことから．連日のように散

水が実施された。その結果．ファームボンド

幸子i.iti'J＇苦しく低下し， iりj話｝百水の石在住iがi忍苦It

な状況が続いた。

実証HJJlllJrl1 の20llij~ 3月26EIの早朝は，｝Hf;

ir文水11¥:WI -c・葉j鼠が－6℃まで低下するような

強い降Wiがあった (l~j 5 ）。実証茶［~！］ （‘ゆた

かみどり’， !VJ芽～ 1菜!VDでのO℃制御に

よる葉温の推移をみると．葉iililは，まず水の

過冷却と考えられる－2.4℃まで低下した後．

結氷により 0℃まで、上昇しその後は－1℃

まで低 jぐすることはなかった（凶 5）。セン

サー温度も氷結までの時間は長かったもの

の．ほほ紫識と同じ推移を示した（凶 5）。

その他の降霜白（センサーの感度を向上させ

た3月訪日以降）においても， 。℃制御にお

ける氷結後の禁ilfi¥.が－1℃より低下すること

はなかつ
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。。C部御による散水中の温度推移（2011年 3F.125～26日：志布志市有明町現地試験）

。℃ iJilj御とは， 100秒周期の交互問販放水方式対応It~で， i放水開始後にセンサーの！ぷ主lli副主が－ 0.3℃ J,）、
上を400秒f!ll継続すれば放水を停止し 0.4℃以下になれば速やかに100秒出水. 100秒！と水の散水！船引を

2サイクル実施する制御方式。

自主処潔とは．出4とi可ーで， i汚すI；を実絡していない近隣茶i認。

図5

た。また，曽於~!II地かんがい農業推進センタ

ーは． 0℃fliljfil'flの利点や留意点について現地

ほi品での実演会や水利用組合班長会で茶農家

に周知をiき！った。
有IYJIHJ茶業振興会では．節水にIWしては全

茶農家で取り組む必要があるとの認識から，

受話茶農家全体で0℃i如何jの導入を進めるこ

とを i｝~'j主した。 2012'1！~ 3月JI'.＼＇；点で＼ 千子i悶ll1Ji7す

に845台（茶図面積約300ha）の散水制御機

に0℃l!JIJ御が導入された。

0℃制fil'[lは王子坦茶rnirではl幼箱効果があり

鮪71<."X古来が治川、が， ffil斜地などで、~国内に

iiむ支較差がある場合，一番茶新芽がJ泉街

を受けるi可能性が考えられた。散水fliljfa'併設

NKTYA-2542-S （株式会社呂本計器鹿児島

製作所）はスイッチで0℃fljljf;f!Jと交互散水fljlj

f却を切り詳えることカfできる。そこで，チャ

芽の生育ステージ，耐凍性， illlかんJH水を供

給するダムからのWl7JIJ 最大取水量および：＇{i~l~il

の立地を考践し 。℃iii昨日と交互HU断散水制

御の使用方j去を茶農家に提案した。この｛吏用

方法に従い， 2011年11月の秋冬期防おから O

℃f!i!Jf;f!Jの使用が開始され. 2012年の春Wlはフ

また. 2011年 3月～4月にかけてi探訪日が

述続したが， 0℃ill時［lにより一番茶捕採II寺JUJ

まで事！？芽の布告；は認められなかった。なお，

実liil；茶闘での一番茶摘採Elは4H241Jで、iはち－：ー

は513kg/10aで、あり，実¥jj日i引きIIと同じ有明i町

内にある大関分場での防箱ファンによる防箱

実施茶関‘ゆたかみどり’応iでは，ファンか

ら迷い場所で誠容を受け， 4月19Elの摘採で

1又21：：は40lkg/10aで、あっ

0℃lli!J街］実証期間中（ 3 J=j 22日から28El) 

の使用水最は，慣行の交立It文水illi]fillの43.0%

と非常に少なかった。

以上．本研究では，水が過冷却！の状態であ

れば．氷点以下の低il誌になっても新芽

は発生しないことがゆjらかにされた。また，

Jj（が氷結後にi東京（j惑が発生しない損！支域で薬

品1を制御する事！？しい節水~防波j1;l~は．実用性

が高いことが{i'(ffj!j，された。

0℃制御の現地への普及と鑓馬時の指導
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2Qll:fJ三9月訪日，曽於南部土地改良肢と有

明lllJ茶業振興会は，茶農家に現在の水利用状

況と見込みを説明する合同研修会を開催し
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アームボンドの水不足は発生せず＼ 0℃秘術l

によるす1ti!＼＇.の発生はなかった。

5 0℃制御普及への協力体制

0℃制御の開発から普及には，研究機関，

普及機関，民間企業，実証農家および地域の

関係者が参加しそれぞれの役割を分担しつ

つ有機的に連携し約2年という短期間での

技術の普及が包！られた。これは， 2011年3丹

2 Elから12日及び3丹22日から3113にそれぞ、

れ10日間以上降霜危険El （散水臼）が連続し

たという気象的な背景に加え，茶農家からの

i清水に対する大きな要望に対応できるタイム

I｝ーな技術開発があったことが大きな：盟国と

忠われる。

茶農家は O℃ili!Jfd'[lの にあたり， fl封筒！

機 1台当たり 16,000円の改造告を支出してい

る。茶J}1J:家は多大なコストを節水のために授

やした。このような多大な出資が可能で、あっ

たのは，研修会や実演会等を通じて．節水は

地域全体で取り組む必要があるとの共通認識

が生まれたことが重要であったと考えるc
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