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《短報》

幼茶樹におけるメチオニンの施用効果

鎌田博*

Effect of Methionine Treatment in Y oung Tea Plants 

Atsushi KAMA T A 

近年，茶閣から流亡する硝酸態窒素が大きな問題

になっている。茶園では，栽培面積の約 116にあた

る畝聞に多くの窒素肥料を施肥するために，土壌の

酸性化や根嬢れに伴う根の活力低下など，様々な問

題が報告されている[3J このため，茶樹の養分吸

収に合う緩効性肥料を利用したり，茶樹の根群を深

層部へ拡大させて，養分吸収効率を向上させる育苗

法などが検討されてきた。しかし，発根に関与する

アミノ酸を処理し，茶樹の根の活性と品質に及ぼす

影響を検討した事例はほとんどない。

そこで，本研究は植物ホノレモンの前駆物質として

安値で入手しやすいメチオニンを幼茶樹に処理した

ところ，クロロフィルや棋の活性を増加させること

が明らかになった。一般に，メチオニンは植物にと

って重要なアミノ駿で，発根作用に関与する撞物ホ

ルモンのエチレンに代謝される。メチオニンはナス

や馬鈴薯等の収量を増加させたり，根の活性の向

や低温耐性を強化する働きもあり，これらは幾つか

の植物ホルモンが密接に関与することが知られてい

る[日。特に，永年性作物である茶樹にとって耐乾

性や貯蔵成分に深く関係する太・中根化した根は生

育初期に形成されるため，幼茶棋の発根を促進させ

ることは重要である。本報は，安価なメチオニンが

幼茶樹の生育促進に及ぼす効果を検討したものであ

る。

材料および方法

1 供試土壌・品種

供試品種は埼玉県農林総合研究センター特産研究

所内で栽培した二年生苗の‘ふくみどり'を用いた0

1998年 5月 13日に 115000aワグ?ネノレポットへ風乾

した表麗多腐植質黒ボク土を約 2.5kglpot詰めた後，

窒素成分が 10a当たり 45kgになるように施把し，

幼茶樹を定植した。メチオニンは Omg，50mg及び

100mgの DLメチオニンを 50mlの純水に溶かし，

定植 1週間後に主力茶樹の株もとに土壌潅注した。試

験区は 3処理区 5反復とし，各実験に供試した。

1 幼茶樹の生膏調査と成分分析

生育調査はメチオニンの施用効果が観察された 6

月から 10月まで行い，新梢長は上位から三本自ま

での平均値で表した。生育龍査をした後，常法に従

いクロロフィノレ含有率，根の活性そして遊離アミノ

酸を測定した [5J。

結果および考察

1 メチオニンが幼茶樹の生育に及ぼす効果

メチオニンが幼茶樹の生育に及ぼす効果を表 lに

示した。 100mg区の新栴長は対照区に比べて 130か

ら 147%に高まり，新梢の伸長量も 126%に増加し

た。なお，葉数や葉の厚さも増大する鎮向を示した。

一般に，メチオニンはイネやトマトの初期生育や授

の生長を促進することが知られており，これらは本

実験の結果と類似していた。しかし，メチオニン

50mg区では明らかな処理効果が認められないこと

から，幼茶樹に対するメチオニンの処理量は 50mg

以上であることが示唆された。

メチオニンが幼茶樹のクロロフィル含有率に及ぼ

す効果を図 lに示した。対顛区のクロロフィノレ含有

本研究の一部は，土壌肥料学会関東支部大会(2002年 9月)に発表した。
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新梢の伸長量於 葉数 葉の厚さ

1O丹 (mm) 枚数 (mm)

o mg 1. 9土0.3(100)b6.3土0.7(100)b 9.7土1.3(100)a 7. 8::!:1. 3(100)a 6.8土0.6(100)b0.30(100)b 

50 mg 3.2土0.3(168)a6. 5::!:0. 7(103)b 10.7土1.6 (110) a 7. 7士1.7(99)a 7.3::!:0.6(107)b 0.31(103)b 

100 mg 2.8土0.3(147) a 9. O::!:O. 5 (143) a 12.6土1.2 (130) a 9.8土1.1 (126)a 9. 3::!:0.5 (137)a 0.34(113)a 

メチオニンが幼茶樹の生育に及ぼす効果

新橋長 (c m) 

8月6月

組
一
回

注)間ーのアルファベット間には危険率5%で有意差のないことを表す。数値は平均値土標準誤差，カッコ内は対照区

率は約 14mg%で、あるのに対して，生育が促進した

メチオニン 100mg区では，約 23mg%と対照芭に比

べて約1.6倍高い値を示した(図 2)。また，根の活

性も約 O.7mg/gD. W./hrと 2倍高い値を示した(図

3)。メチオニンは土壌中で発根作用に鴎与するエチ

レンに代謝され，微量でも植物の生育に影響を及ぼ

す [2J。また，本実験ではメチオニン処理により幼

茶樹の生育が明らかに促進するために，クロロフィ

ル含有率や根の呼吸率に関係する根の活性も増大す

ることが示唆された。その結果，栄養成分の貯蔵器

宮である茎及び根部の遊離アミノ酸が対照区に比べ

て高まることも推察された(表 2)。今後は自然環境

に配慮した農業を実践するために，土壌肥沃土を考

麗した施肥設計や緩効性肥料等による減肥栽培を行

いながら，農作物の生産性と品質を確保することが

重要である〔討。メチオニンは生育促進や棋の活性

を増大させるため，減肥栽培と組み合わせることで

新しい利用法につながることが示唆された。
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に対する指数安示す。なお，葉数は第一新梢から第三新梢までの平均値を示す。

メチオニン 100mg

メチオニンが茶葉のクロロフィノレ含有率

に及ぼす効果

対照霞
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注) 1999年12月に測定した。処理区間には5%の有意差
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が認められた。

メチオニンが幼茶樹の根の活性に及ぼす効果

注) 1999年2月に測定した。処理区間には5%の有意差が
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図 2

ethyrene for lation 

認められた。

メチオニンが幼茶樹のアミノ酸に及ぼす効果

遊離アミノ酸含有量 (mg/100g) 

対照区 メチオニン100mg

1181::!:64 (100)a 1069土 11 (91) a 

795土43 (100)a 879土 69 (ll1)a 

1770土62 (100)a 2234::!:266 (126)a 

表 2

部位

葉 部

茎部

根部
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注)1999年1月に測定した。同一のアルファベット照

には危険率5%で有意差のないことを表す。
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