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茶葉の降灰除去のための新規技術の評価

鹿児島県農業開発総合センター茶業部*

鹿子木聡人長ヶ原智村・徳田明彦

(平成26年12月25日受理)

Evaluation of New Technologies for the Removal of Volcanic Ashes 

Adhered to Tea Leaves 

Satoshi Kakoki t， Satoshi Chougahara and Akihiko Tokuda 

Kagoshima Prefectural Institute for Agricultural Development， Tea Division 

Summary 

New technologies for the removal of volcanic ashes adhered to new shoots of tea plants were examined. The 

percentage of volcanic ash extraction with cyclone equipment was 60-75%. A tea -picking machine with a volcanic 

ash removal function removed about 60% of the ashes. A sprinkler in a tea garden removed volcanic ashes from 

about 80% of the shoots by watering at a rate of 30t per lOa. The volcanic ash extraction ratio of these new 

machines is superior to the machine used in the conventional method. 

Key words : removal of volcanic ashes. tea garden. mixing with crude tea 
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近年，桜島や新燃岳の火山活動が活発となり，それに

伴い，鹿児島県の茶園では摘採前の新芽に降灰が付着す

る事例が増加している。昭和50年代に桜島の火山活動が

活発化した際，摘採前に茶園で新芽を洗浄する「摘採前

洗浄機Jや摘採した新芽を製茶前に洗浄する「生葉洗浄

脱水装置」の開発等の研究が行われた1.2)。しか し平

成21年以降の桜島の爆発回数は昭和50年代と比べ極めて

多く(図 1).また，各農家の茶園面積も当時より増え

自緒

図 1 桜島の爆発回数
注)鹿児島地方気象台HPよりデータを引用した。

干897-0303 鹿児島県南九州市知覧町永里3964

現在.鹿児島県熊毛支庁農政普及課

Corresponding author : kakoki-satoshi@pref.kagoshima.lg.j 

*
 

*

*

?

 



34 茶業研究報告第119号

ているために既設の「摘採前洗浄機」や「生葉洗浄脱水

装置」では処理力不足によって洗浄が不十分となり，製

茶した荒茶に灰が混入する危険性が高まっている。さら

に，新芽に多量の降灰が付着すると生葉洗浄脱水装置の

除灰効果が低下するため. 1回の処理で不十分な場合は

再度洗浄の必要性が生じる。特にこのような場合は多く

の時間と労力を要することから茶工場の操業に対する影

響や茶業経営の大きな支障となる O 茶工場への影響を小

さくするには，降灰付着量の少ない新芽を摘採すること

が前提であり，茶園で効率的かっ省力で降灰を除去する

新装置の開発が強く望まれている。そこで，今回新たに

考案された新芽に付着する降灰を剥離・吸引・洗浄する

機能を有する「サイクロン式吸引洗浄装置(松元機工(械

製)Jと，除灰と摘採が同時に可能な「除灰機能付き摘

採機(カワサキ機工(械製)Jの2装置について，除灰効

果を検討した。さらに，既存施設を利用した省力的な除

灰法を確立するため，通常は防霜目的で整備されている

「スプリンクラー(共立イリゲート(附製)Jの除灰効果に

ついても検討した。

2 実験方法

桜島からの距離が近く.桜島噴火時に風下に位置する

場所ほど降灰に遭遇する危険性が高い。各除灰試験は普

段から降灰が確認されやすい地域で，かつ，一番茶から

三番茶における摘採期に降灰が確認された鹿児島県内現

地茶園で、行った。

2.1 サイクロン式吸引洗浄装置の除灰効果

サイクロン式吸引洗浄装置は，装置前方の異物収集部

と後方の洗浄部で構成される(図2-1.2-2)。異物収

集部では，新芽に付着する降灰を僅体中央部に位置する

稼働ブラシで剥離浮遊させ 吸引し収容する。洗浄部で

は僅体後方に装着したノズルからの散水により残存する

降灰を洗い流す。

まず，サイクロン式吸引洗浄装置の効果的な設定法を

明らかにするため，ブラシ処理後の散水圧力について検

討した。試験は二番茶摘採期(平成22年 6月5日)に桜

島の北西約25kmに位置する日置市伊集院町の現地茶園

(品種ソあさのか.)で実施した。サイクロン式吸引洗

浄装置の試験区は 1区54ぱの2反復とし，サイクロン式

吸引洗浄装置の散水圧力をO.5MPa.l.OMPa. 2.oMPaの3

水準，いずれの散水圧力においても走行速度をO.32m/s.

ブラシ回転数を200rpm.散水量ーを約lOOOLl10aに設定し

た。なお，処理後は各区任意の 2カ所から摘採した生葉

を2K型少量製茶機械(カワサキ機工(械製)で製造し，

製茶された荒茶に含まれる降灰量を下記の荒茶混入降灰

計量法(本項 2) に記載)で比較した。

次に.最も効果的なサイクロン式吸引洗浄装置の設定

での除灰と散水のみで行う従来の摘採前洗浄機(松元機

工(掬製MCW8A)の場合との効果比較を行った。試験は，

三番茶摘採期(平成22年 7月26日)に桜島の北約25km

に位置する霧島市溝辺の現地茶園(品種:‘やぶきた.) 

で実施した。試験区は 1区180rrlの2反復としサイク

ロン式吸引洗浄装置の設定は走行速度をO.32m/s.散水

圧力を2.0MPa.散水量を1059L1lOaに摘採前洗浄機は

走行速度0.22m/s.散水圧力O.5MPa.散水量904L1lOa(メ

ーカー推奨設定)にした。処理後は，各区任意の2カ所

から摘採した生葉を 2K型少量製茶機械(カワサキ機工

図2ー1 サイクロン式吸引洗浄装置(松元機工(鮒製)

図2ー2 サイク口ン式吸引洗浄装置の構造
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側製)で製造し製茶された荒茶に含まれる降灰量を荒

茶混入降灰計量法(本項2)に記載)で比較した。

また， 三番茶摘採期(平成22年 7月27日)に桜島の北

約26kmに位置する薩摩郡さつま IIIJの現地茶園(品種.

?えみどり， )にて，サイクロン式吸引洗浄装置と製茶

工場の生業洗浄脱水装置 (カワサキ機工(鮒製)を併用し

た場合における除灰効果を検討した。生葉洗浄脱水装置

は，製茶加工ラインの蒸熱工程前に網状のドラム内で¥

摘採した生葉を水に浸i責，回流させながら洗浄を行う装

置である。生葉はサイクロン式l吸引洗浄装置処理区 (サ

イクロン式吸引洗浄装置の設定は摘採前洗浄機との比較

試験と 同様)と， 無処理の 2区 (各区 5a，反復なし)

からそれぞれ摘採し生葉洗浄脱水装置の洗浄処理量を

270kg/hに設定して処理した後の生葉に付着する降灰量

を求め，比較した。

なお，新芽の除灰率は荒茶約 3gに相当する生葉15g

に付着する降灰量を下記の新芽付着降灰計量法を用い

て計量 し，算出した|年灰量はlfiZ物kg当たりに換算した。

また，製茶後の荒茶に含まれる|経灰量及び標準審査時に

審査椀に沈殿する降灰量(降灰評点)は荒茶混入降灰計

量法で求めた。

1 )新芽付着降灰計量法 (新芽に付着している降灰量の

計量方法)

新芽と水道水 1Lを直径23.5cmの白色ボウルに入れて

撹枠し， 5分間放置後に新芽を除去し，降灰を含む水を

ろ過した。ろ過後のろ紙(東洋定量ろ紙No.6)は，るつ

ぼに入れ，電気マッフルで900
0

C. 4時間焼却し残存

する降灰量を秤量した。降灰量は 1区あたり 2回測定し

その平均値を乾物kgあたりに換算して算出した。

2)荒茶混入降灰計量法 (荒茶に混入している降灰量の

計量方法)

荒茶10gをビーカーに入れ熱湯300mlを注ぎ， 5分間

放置後に茶殻と浮遊物を除去しろ過した。ろ過後のろ

紙はるつぼに入れ，電気マッフルで900
0C・4時間焼却し

残存する降灰量を秤量した。なお，降灰量は 1区当たり

2回測定し，その平均値を荒茶kg当たりに換算して算

出した。

3)降灰評点の判定方法

降灰評点は，標準審査法で審査茶碗底に沈殿する降灰

量を達観調査する場合の指標である。評点はo(無)~

4.0 (多)の0.5刻みで評価した。なお， iO.5未満」が流

通上問題のないレベルとされる。

2.2 除灰機能付き摘採機の除灰効果

l徐灰機能付き摘採機は摘採前に装置前方のブラシユニ

ット (φ0.5mm，長さ100mmのナイロンブラシを'I'f;i5 

mmで、波形状に配列したもの)で新芽に付着する降灰を

剥離しさらに新芽を収容するコンテナ部のメッシュ帽

を従来機より広げる (コンテナ上部をメッシュなしか

らl隔1mmのメッシュ構造へ変更しコンテナ下部は 1

mmから10mmへ拡大)ことで，コンテナ外への風抜け

を促進し摘芽に付着する降灰を排出する構造を備える。

これによか除灰と摘採が同時に可能となる(図 3)。

図3 除灰機能付き摘採機(カワサキ機工嗣製)

除灰機能付き摘採機の基本性能を明らかにするため，

除灰コンテナ部におけるメッシュ'I'f;i拡大(以下，改良コ

ンテナ)とブラシユニットが|徐灰性能に及ぼす効果を検

討した。試験は深刈り圏整枚目(平成22年 8月11日)に

霧島市溝辺町内の現地茶園(品種・.やぶきた， )で実施

した。試験区は 1区11.7rriの2反復とし，除灰機能付き

摘採機をブラシ回転数200rpm，走行速度0.33m/sに設定

し，改良コンテナのみの使用 (ブラシユニット不使用)

とブラシユニットと改良コンテナを併用した場合を比較

した。なお，これら除灰装置を用いない場合の除灰率は，

カワサキ機工(槻製の従来型摘採機 (KjlOC-(l)，走行速

度0.33m/s)及び無処理 (手摘み)で調べた。なお， I年

灰量は各区摘採後の30~40本 (荒茶 5g相当量) の新芽

を新芽付着降灰計量法で、計った。

2.3 スプリンクラーの除灰効果

スプリンクラーは通常，防霜用として用いられている

が，省力的に多量の散水が可能であることから除灰対策

としても有効と考えられる。そこで.スプリンクラーの

除灰効果を明らかにするため，時間あたりの散水量の違
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いと除灰に要する水量について検討を行った。

試験は三番茶摘採期(平成24年7月28日)に桜島の北

西約21kmに位置する鹿児島市松元の現地茶園(品種:

‘やぶきだ)で実施した。試験区は 1区90rrl(反復なし)

とし，スプリンクラー(共立イリゲート鮒製)設置数は

4本/l区，散水圧力は0.25MPaとした。スプリンクラ

ーの時間あたりの散水量は， 3種類のヘッド(慣行型:

15F]K-:rL径2.2mm，多量型:15F]K一孔径3.0mm，超多

量型:25-PWR) を用いることにより'慣行型2.9t1lOa/h，

多量型5.4t/10a/h，超多量型10.ltllOa/hの 3水準を設定

し散水後に新芽に付着する降灰量を測定することで除

灰効果を比較した。なお，降灰量は各区任意の 3カ所

から散水1.2， 3， 4.5， 6時間後に新芽30本を採取し，

新芽付着降灰計量法により求めた。

3 実験結果および考察

3.1 サイクロン式吸引洗浄装置の除灰効果

サイクロン式吸引洗浄装置の除灰効果は散水圧力0.5MPa

における除灰率が45.6%であったのに対し， 2.0MPaで、は

62.5%に上昇した。散水圧力が上がるほど除灰率が有意

に上昇する傾向が示された(表 1)。また，サイクロン

式吸引洗浄装置は従来使用されている摘採前洗浄機 2

回処理よりも 10a当たりの作業時聞が12.5分短い(対比

68) が，同等以上の除灰率となり作業能率が優れた(表

2)。サイクロン式吸引洗浄装置は従来使用されている

摘採前洗浄機(l回処理)よりも除灰効果は高かった。

サイクロン式吸引洗浄装置と生葉洗浄脱水装置を併用

した場合の除灰効果は表3のとおりである。新芽に付着

する降灰は，サイクロン式吸引洗浄装置により 74.3%，

その後の生葉洗浄脱水装置で98.2%が除去された。また，

この場合の降灰評点は0.5未満となり，降灰はほぼ確認

できなかった。一方，生葉洗浄脱水装置のみで洗浄した

場合の除灰率は92.0%に留まり，降灰評点も0.5と，流通

上やや問題となる水準で降灰が確認された。

以上のとおり，サイクロン式吸引洗浄装置のみでは新

芽に付着する降灰量を流通上問題のない水準までは除去

することができなかったものの，生葉洗浄脱水装置と併

表 1 サイク口ン式吸引洗浄装置の散水圧力と除灰効果

処理 散布水量
荒茶混入

散水圧力 (MPa) (LllOa) 
降灰量 除灰率(%)

(gl荒茶kg)
0.5 1127 2.26 a 45.6 

1.0 1019 1.77 b 57.5 

2.0 1059 1.56 c 62.5 

無処理 4.15 

注1)除灰率(%) = ((無処理の降灰量 各処理区の降灰量)/無処理
の降灰量) x 100 

注2)異なるアルファベット閲には 1%水準で有意差があることを示す
(Tukey's test)。なお，統計処理は無処理区を除いた区で行った。

表2 サイクロンと摘採前洗浄機の除灰効果

処理
散布水量
(Ll10a) 

作業速度

(m/s) 

作業時間

(分110a)

荒茶混入

降灰量

半主杢出

除灰率
(%) 

サイクロン式 1059 ^ nn  26.8 ^ n~~ 68.1 
0.32 ';':::..~ 0.375 吸引洗浄装置 (59) v.v~ (68) v.v' v u (125) 

従来型摘採前洗浄機 1809 ^ nn  39.3 n ~n~ ， 54.5 
0.22 ;~:.::， 0.535 ab (2回処理) (100) v.~~ (100) v.vvv uv (100) 

従来型摘採前洗浄機 904 n nn  21.9 n ~^~ ， 38.3 
0.22 ';'::~ 0.725 b ( 1回処理) (50) v.~~ (56) v.. ~v v (70) 

無処理 一 一1.175 -

注1)( )内の数値は，従来型摘採前洗浄機 (2回処理)を100とした場合の指数
注2)異なるアルファベット間には5%水準で有意差があることを示す (Tukey'stest)。

なお，統計処理は無処理区を除いた区で行った。
注3)除灰率(%)= ((無処理の降灰量一各処理区の降灰量)/無処理の降灰量) x 100 

表3 サイクロン式吸引洗浄装置と生葉洗浄脱水装置による除灰効果

摘採新芽及び洗浄新芽

処理 降灰量
除灰率(%)

(gl乾物kg)
サイクロン式吸引洗浄装置のみ 2.07 74.3 
生葉洗浄脱水装置のみ 0.64 92.0 
サイクロン+生葉洗浄脱水装置 0.15 98.2 
無処理 8.04 

注1)除灰率(%)= ((無処理の降灰量 各処理区の降灰量)/無処理の降灰量)x 100 
1主2)降灰評点は普通審査法で確認される降灰量を達観により0-4.0(0.5刻み)で評価

荒茶

降灰量
除灰率(%)

(gl荒茶kg)
0.84 50.0 

0.23 86.3 

0.07 95.8 

1.68 

降灰評点

1.0 

0.5 

0.5未満

1.8 
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われた。

3.2 除灰機能付き摘採機の除灰効果

除灰機能付き摘採機の除灰率は従来型摘採機と比べ

て，改良コンテナで6.9%. ブラシ処理でさらに10.3%.

合わせて17.2%(除灰率64.3%)高くなった(表4)。従

来型摘採機に改良コンテナとブラシユニットを加える

と摘採される新芽の降灰量が有意に少なくなることが

確認された。

除灰機能付き摘採機は除灰のための特別な作業を必要

としないため省力的であり，効率的な除灰法として有効

と思われた。なお，ブラシによる新芽への傷による製茶

品質の低下はなかった。

30tl10aのスプリンクラー散水で約80%の除灰が可能で、

あるものの，それ以上の散水を行っても除灰効果にはあ

まり反映しないと考えられた。

スプリンクラーの散水量と生葉に残存する降灰量の漸

近指数モデルは図 4のとおりで、散水量が30t/10aを超

えるあたりから除灰がほとんど進まなかった。このこと

から、過剰な水利用を避けるためにもスプリンクラー除

灰に利用する水量は30t/10a以下とすることが望ましい

と思われる。なお，除灰にスプリンクラーを活用する場

合は，散水終了後から摘採までの聞に新たな降灰に見舞

われることがないように散水終了後の速やかな摘採を心

• 
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がける必要がある。

鹿子木ら茶葉の降灰除去のための新規技術の評価

7 

6 

用することで従来よりも確実な除灰が可能となることが

示された。製茶工場の生葉洗浄脱水装置のみを使用しで

も荒茶に降灰が残存する危険性があることから，確実な

除灰対策には茶園と製茶工場の両方での除灰が必要と思

Y=5.70*0.93~X+ 1.44** 

• 

図4 散水量と新芽に付着する降灰量の相関
注)散水 1 時間~6 時間後の残存降灰量から算出した。
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3.3 スプリンクラーの除灰効果

スプリンクラーの時間あたり散水量が多いほど，新

芽に付着した降灰が短時間で減少する傾向が示唆され

た(表 5)。約70%の除灰に要した散水量は多量型で

約16t1lOa. 超多量型では約20tllOaで、あり，慣行型は

約17t1lOaで約65%の除灰率であった。また，超多量

型の除灰率は散水開始から 3時間後には80%に達した

その後はあまり上昇しなかった。このことから，約が，

除灰機能付き摘採機

(ブラシ+メッシュ幅拡大)

メッシュ幅拡大

従来型摘採機

手摘み(無処理)

注 1)除灰率(%) = ((無処理の降灰量一各処理区の降灰量)!無処理の降灰量) x100 
注2)異なるアルファベット聞には.5%水準で有意差があることを示す(Tukey-KramerのHSD検定)。なお，統計処理は無処理区を除いた区で行った。

除灰機能付き摘採機における各装置の除灰効果と従来機との比較

処理
除灰率
(%) 

降灰量

(gl乾物kg)

コンテナメッシュ孔径 (mm)

コンテナ上部 コンテナ下部

フ+ラシ

有無

表4

64.3 a 0.62 10 有

54.0 
47.1 

0.80 ab 
0.92 b 

1.74 
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鉦
…
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スプリンクラーの散水時間と除灰効果

残存降灰量 (gl乾物kg)

(除灰率(%))
散水直前 1時間後 2時間後 3時間後 4.5時間後 6時間後

9.02 5.79 5.84 3.82 4.15 3.19 
(0) (35.8) (35.3) (57.7) (54.0) (64.7) 

8.74 5.00 3.86 2.48 1.87 1.32 
(0) (42.8) (55.8) (71.7) (78.6) (84.9) 

10.4 4.4 3.08 2.05 2.35 1.29 
(0) (57.7) (70.4) (80.3) (77.4) (87.6) 

注) 0-6時間後の各試験区間における残存降灰量 (g!乾物kg)に有意差なし (P<O.05 Tukey-KramerのHSD検定)

表5

多量型 (5.4t ) 

処理

(t/lOa/h) 

慣行型 (2.9t ) 

超多量型 (10.1t ) 
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4 摘 要

茶新芽に付着する降灰を除去する新しい 2装置及び茶

園の既存施設であるスプリンクラーの除灰性能と，茶工

場の生葉洗浄脱水機との併用効果について調査した。サ

イクロン式吸引洗浄装置による除灰率は60~75%. 除灰

機能付き摘採機の除灰率は60%程度であり，両装置とも

従来機よりも優れた。また，スプリンクラーも. 10a当

たり30tの散水により80%程度の除灰ができた。
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