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キトサン施用が一番茶収量に及ぼす影響

大西政夫 ・門脇正行 ・松本真|苦・山根研一 ・土本浩之

(島根大学生物資源、科学部)

要旨:チャ品種‘あさっゆ' と‘やぶきだを供試し，一番茶芽伸長中のキトサン溶液散布が一番茶および秋冬番茶

の収量に及ぼす影響を調査した. 2002年と 2003年に試験区間の収量の差異を調査し，収量差異が小さくなる ように

処理区を決定した そして， 2004年と 2005年の一番茶芽伸長期に，キトサン含有率 10%溶液の 700倍希釈液を 2000

L ha.1散布をしたキトサン処理前の一番茶生葉収量が対照区の 110% (対照区より 0.22t ha'1高い.以下，対照区

+0.22 t ha.1と表記)であった‘あさっゆ'では，キトサン処理後には対照区の 115% (対照区 +0.55t ha.1) と有意

に高くなり，キトサン処理前の一番茶収量が対照区の 89% (対照区一0.34t ha'l) であった ‘やぶきた'では，キ ト

サン処理後には対照区の 100% (対照区 +0.01t ha'l) とほぼ同等となったまた キトサン処理の有無にかかわら

ず前年の秋冬番茶収量が多いほど，翌年の一番茶収量が減少する傾向があり，キトサン処理により，その減少程度が

小さくなる傾向が認められた.以上のことより，キトサン施用はチャの一番茶収量の向上効果は認められたものの，

その効果は大きくなかった

キーワード ー秋冬番茶，一番茶，キトサン，チヤ，葉面散布.

園芸作物を中心に，キチンやキトサンを土壌に混和して

与えたり，溶液を直接作物に散布することにより，作物の

生育促進を図る研究が数多く行われている.

たとえば，種子が 10000-24000粒mL.1と極めて小さな

花井類(トレニア，エキザカム，ベコニア，グロキシニア，

ロベニア， ミムラス，カルセオラリア，カンノTニュウラお

よびトルコギキョウ)では，キトサンに含まれる窒素量と

同量の窒素肥料を施用した区(対照区)より乾物重が2.1

倍-29.3倍に増大したこと およびその苗をキトサン無

施用の土壌に定植した場合の一番花開花日は，2日-40日

早くなったことが報告されている (Ohtaら1999，2000， 

2001， 2004a， b) また，これらの花井類より種子の大き

なハツカダイコンでは，業乾物重(対照区約 27mg)が約 1.4

-2.1倍に増大したという報告もある(千布ら 1999).一方，

ハツカダイコンより種子が大きいイネ(山本ら 1998，千布

ら2002a，b，大西 2008) やダイズ (Aliら1997，千布ら

2002a， b)においては，有意な促進効果が報告されている

ものの，上述した園芸作物ほどの顕著な促進効果は得られ

ていない.これらのことより 貯蔵養分が少なく生育速度

が遅い，すなわち種子や植物体が小さい作物の方が大きい

作物より ，キ トサン施用の効果が明確になりやすいと考え

られる.

しかし植物体が比較的大きい鉢植えの 2年生接ぎ木の

果樹(ムラサキクダモノトケイソウ)においても，窒素施

用量を対照区の 3倍量とともにキトサンを施用した方が，

対照区と同量の窒素とともに施用する より促進効果が顕著

に発現したという報告(宇都宮ら 1998)がある これは，

根域が制限された鉢植えという条件が，作物にストレスを

与えているためと推察されるので 植物体が大きくてもス

トレスを受けている場合は，キトサン施用の効果が現れや

すいと考えられる.一方，チャでは樹体は大きいものの，

新芽，新梢等の摘採で大きなストレスを受けていると考え

られ，アミノ酸(青野ら 1982)や植物ホルモン (酒井 ・永

田1992)を葉面散布してチャの新芽の生育促進を図る研究

が行われており，キトサンを葉面散布した場合にもその効

果が発現する可能性がある.

そこで¥本研究では，チャにキトサン溶液を葉面散布で

施用したときの一番茶および秋冬番茶収量に及ぼす影響を

調査することとした

材料と方法

2002年 5月-2005年 5月の 4年間，島根大学生物資源、

科学部附属生物資源教育研究センタ一本庄総合農場内の約

14aの平坦地にある茶園で、実験を行った土壌は普通赤色

土，細粒質，強粘質の軽埴土 (LiC)で，表層から lOcm

の土層の pH(H20)は4.6，全窒素 2.6g kg'l，全炭素

26.9 g kg'¥ 可給態リン酸 2290mg PP5 kg"lである (2∞3

年秋の土壌分析結果)

1988年に定植したあさっゅ'および‘やぶきだを供

試し，試験区は第 1図に示すように ‘あさつゆ'で4区，‘や

ぶきだで2区を設けた各畝の栽植面積は，畝の幅と長

さを計測し台形と仮定して算出した.

チャは永年作物であるため，同一茶園内でも，試験開始

までの栽培管理法や土壌および気象条件等のわずかな違い

により，試験区間の収量差異が大きいと考えられる.そこ

で， 2002年および2003年の 2年間は，キトサン処理を行

わず，試験区間の一番茶および秋冬番茶の収量の差異を調

査した その後， 2004年および2005年にキトサン処理を

2008年4月26日受理.連絡責任者大西政夫 干690-1102島根県松江市上本庄町2059 本庄総合農場

TEL 0852-34-0311， FAX 0852-34-1823， ohnishi@life油 imane-u.ac.jp
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第 1図 キトサン処理試験に供試した茶閣の試験区略図

口 ま畝を示す.

Al， A3， Yl キトサン処理区

A2， A4， Y2 対照区

第 1表 一番茶および秋冬番茶収量の試験区間差異.

試験 キトサン処理前 キトサン処理後

品種 区 一番茶 秋冬番茶 一番茶 秋冬番茶 備考

略号 2002 2003 平均 2002 2003 平均 2004 2005 平均 2004 

生薬収量 (tha'l) 

あさつゆ Al 1 . 38 4 . 72 3， 05 a 7 . 18 11， 51 9， 35 a 4 ，54 3. 83 4 . 18 a 12.63 a 2004年以降 キトサン処理区

A2 o . 96 4. 16 2， 56 a 6 . 90 11， 85 9， 37 a 3.793.333.56a 14.36 a 2004年以降，対照区

A3 1 . 04 4. 31 2. 67 a 5 . 99 12. 91 9. 45 a 4.45 3.7l 4.08a 16.02 a 2004年以降 キトサン処理区

A4 o . 77 4. 55 2. 66 a 6 . 37 13. 02 9. 70 a 4 . 28 2. 91 3. 59 a 17.74a 2004年以降 対照区

やぶきた Yl 1.563.902，73a 4.17 6，22 5.19 a 5，13 3，82 4.47 a 8.84a 2004年以降，キ トサン処理区

Y2 1 . 89 4， 24 3. 07 a 4，39 5.564.98a 5.083.844.46a 7.01 a 2004年以降，対照区

乾物収量 (tha.1) 

あさっゆ Al 0.33 1，090.7la 2.49 4.01 3.25 a 1.050.99 1.02a 3.94a 2004年以降， キトサン処理区

A2 o . 24 O. 99 O. 62 a 2.37 3.783.08a 0.860.840.85a 4.30a 2004年以降， 対照区

A3 o . 25 1. 01 0 . 63 a 2.02 4.563.29a o . 98 O. 97 0 . 98 a 4.92a 2004年以降， キトサン処理区

A4 o . 19 1. 07 0 . 63 a 2.15 4.503，33a 0.980.730.86a 5，17a 2004年以降，対照区

やぶきた Yl o ，36 0， 91 0 . 63 a 1. 43 2.20 1.81 a 1 . 14 0， 94 1. 04 a 2.45 a 2004年以降.キトサン処理区

Y2 o ，42 0 . 98 O. 70 a 1. 50 2.06 1.78 a 1 ，21 0， 89 1 . 05 a 1.98 a 2004年以降，対照区

同一記号聞には試験区と年次の二元配置の分散分析の結果， 5%水準で有意差がないことを示す.

但し，キトサン処理後の秋冬番茶収量は，一元配置の分散分析の結果，5%水準で有意差がないこ とを示す

行い，一番茶および秋冬番茶の収量を調査 した.

収量調査においては，あらかじめ重量を測定 した摘採袋

を摘採機に装着 して，試験区の 1畝ごとに全量を収穫し，

総重量を測定 した 生葉収量は総重量か ら摘採袋重を差 し

ヲ|いて求めた生葉重を栽植面積で除して求めた 総重量測

定後，直ち に 50-1oogのサ ブサ ンプルを 3回採取し

80t・7日開通風乾燥して，乾物重 を測定し，乾燥前後の

重量比から生業乾物率を算出した乾物収量は生葉重と生

葉乾物率 との積 を栽植面積で除して求めた。

一番茶の収穫 日は出開度 50-70%を基準として決定した

結果 2002年 5月 2日， 2003年 5月 12日，2004年 5月

18日およ び 2005年5月 17日となった 秋冬の番茶収穫日

は 2002年 10月 25日，2∞3年 12月 10日およ び 2004年

10月25日であった.

キトサン処理は一番茶芽伸長中の 2004年 4月20日と

2005年 5月2日に，キトサン含有率 10%の溶液 (商品名

バイオキトサンG-1，窒素含有率 1.7g Lへ モア ・フレ ッ

シュ製)の 700倍希釈液に， 2∞倍希釈となるようにした

葉面散布剤 (商品名 ロイヤル VAリーフ，日本オーガニ ツ

ク製) を混和して行った散布量は2000L ha.
1とした対

照区(無キトサン処理区) には 200倍希釈 した葉面散布剤

のみを 2000L ha.1散布した また，2002年 4月 16日およ
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第 2表 対照区とキトサン処理区の一番茶および秋冬番茶収量.

キトサン処理前 キトサン処理後

品種 処理区 一番茶 秋冬番茶 一番茶 秋冬番茶

2002 2003 平均 2002 2003 平均 2004 2005 平均 2004 

生葉収量 (tha-1) 

あさっゅ キトサン処理区 1 . 21 4. 52 2.86 a (110) 6.59 12.21 9.40 a ( 99) 4.49 3. 77 4. 13 a (115) 14.32a (89) 

対照区 o . 86 4.35 2.61 a (100) 6.64 12.44 9. 54 a (100) 4.04 3. 12 3.58 b (100) 16.05 a (100) 

やぶきた キトサン処理区 1 . 56 3.90 2. 73 a ( 89) 4.17 6.22 5.19a (104) 5.13 3.82 4.47 a (100) 8.84 a (126) 

対照区 1. 89 4.24 3.07 a (100) 4.39 5.56 4.98 a (100) 5.08 3.84 4.46 a (100) 7.01 a (100) 

乾物収量 (tha-1) 

あさつゆ キトサン処理区 o . 29 1. 05 0 . 67 a (107) 2.25 4.28 3.27 a (102) 1.01 0.98 1.00 a (117) 4.43 a ( 94) 

対照区 。目22 1.03 0.62 a (100) 2 . 26 4. 14 3.20 a (100) 0.92 0.78 0.85 b (100) 4.74 a (100) 

やぶきた キトサン処理区 0.36 0.91 0.63 a ( 90) 1 . 43 2. 20 1. 81 a (102) 1 . 14 0.94 1.04 a ( 99) 2.45 a (124) 

対照区 0.42 0.98 0.70 a (100) 1. 50 2.06 1. 78 a (100) 1 .21 0.89 1.05 a (100) 1.98 a (100) 

同一記号聞にはキトサン処理の有無と年次の二元配置の分散分析の結果， 5%水準で有意差がないことを示す 目

o内の数字は対照区を 100とした時の相対値.

び2003年4月28日には，葉面散布剤のみを全区に同様の

散布した。この葉面散布剤は 100g当たりグリシンやプロ

リン等の計 18種のアミノ酸を計37.7g含む溶液である.

茶園の栽培管理は，本農場の慣行法に従い，収穫は一番

茶および秋冬番茶の 2回のみとし浅刈り更新は 6月下旬

~7 月上旬に行い，病虫害防除は 6 月か ら 8 月の聞に適宜

行った施肥は N，P2US， K2Uでそれぞれ 600，388， 384 

kgha-1であった但し 2003年秋に行った供試茶園の土壌

分析の結果，可給態リン酸 (2290mg P2US kg.
1
)が過剰であっ

たため， 2004年以降リン酸の施用は行わなかった

統計解析は，キトサン処理前の試験区間の収量の差異を

検定する場合には，品種ごとに試験区と年次 (2カ年)の

二元配置の分散分析を行った (第 1表).キトサン処理後

のキトサン処理区と対照区の収量の差異を検定する場合

は，品種ごとにキトサン処理の有無および年次 (2カ年)

の二元配置の分散分析を行った(第2表) 但し，キトサ

ン処理後の秋冬番茶収量は 1ヶ年しかデータがないため一

元配置の分散分析を行った.

結果

1.キトサン処理前の試験区間の収量差異

キトサン処理前の一番茶と秋冬番茶の生葉収量は， あ

さつゆ'と‘やぶきだともに試験区間で有意差は認めら

れなかった(第 1表) そこで， ‘あさっゆ'の Al区とA3

区および‘やぶきだの Y1区をキトサン処理区(処理前

は処理予定区)， ‘あさつゆ'のA2区とA4区および‘や

ぶきだの Y2区をキトサン無処理区(対照区処理前は

対照予定区)とした(第 1図).この結果，対照予定区の

一番茶生葉収量を 100とした時のキトサン処理予定区の相

対収量は， あさっゆ'で 110(収量の絶対値は対照区より

0.25 t ha-1多い.以下，対照区 +0.25t ha.1と表記)， ‘や

ぶきだでは 89(対照区一O.34thaつとなった(第 2表)• 

一方，対照予定区の秋冬番茶生葉収量を 100とした時のキ

トサン処理予定区の相対収量は， ‘あさっゆ'で 99 (対照

区一0.14t ha'l) ， 'やぶきた'で 104(対照区 +0.21t ha.1) 

となったしかしこのキトサン処理予定区と対照予定区の

これらの収量の絶対値聞には 両品種とも有意差は認められ

なかった

2 キトサン処理が収量に及ぽす影響

キトサン処理後の対照区の 2∞4年と 2005年の平均一番

茶生葉収量を 100とした相対収量は， ‘あさっゆ'では 115

(対照区 +0.55t ha-
1
) ，‘やぶきた'では 100(対照区

+0.01 t ha-1) となり， ‘あさっゆ'ではキトサン処理区の

収量の絶対値が対照区より 5%水準で有意に高くなった

秋冬番茶の相対収量は‘あさっゆ'では 89(対照区一1.73 t 

ha'l) ， ‘やぶきた'では 126(対照区 +1. 83 t ha-1) となっ

たが，収量の絶対値に有意差は認められなかった(第2表)• 

秋整枝の強度が翌年の一番茶収量に影響を及ぼすことが

報告(此本 1986，中野 1988，中野・大場 1988，大前

2006)されていることから，秋冬番茶収量が翌年の一番茶

収量に影響を及ぼす可能性が高いため，本試験でも この関

係を調べた キトサン処理前の 2002年の秋冬番茶と 2003

年の一番茶の関係を除~， .やぶきた'では，秋冬番茶収

量と翌年の一番茶収量との聞には有意な負の相関関係が認

められ，また， ‘あさっゆ'でも有意ではないものの， ‘や

ぶきだと同様に負の相関関係が認められた(第2図)

これらのキトサン処理区と対照区の回帰直線は，秋冬番

茶収量が‘あさつゆ'では 10t ha-1以上やぶきだでは

5 t ha-1以上で等しい場合 翌年の一番茶収量はキトサン処

理区の方が対照区より高くなることを示している.さらに，

両区の回帰係数の絶対値は 両品種ともキトサン処理区の

方が対照区より小さく，このことは，秋冬番茶収量の増加

に伴う一番茶収量の低下割合はキトサン処理区の方が少な
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前年の秋冬番茶収量 (tha'l) 

第 2図 前年の秋冬番茶収量と翌年の一番茶収量の関係

O 対照予定区の 2002年の秋冬番茶収量と 2003年の一番茶収量

.・キトサン処理予定区の 2002年の秋冬番茶収量と2003年の一番茶収量

ム 対照区の 2003年の秋冬番収量茶と 2004年の一番収量茶

...:キトサン処理区の 2003年の秋冬番茶収量と 2004年の一番茶収量

ロー対照区の 2004年の秋冬番茶収量と 2005年の一番茶収量

.:キトサン処理区の2004年の秋冬番茶収量と 2005年の一番茶収量

， ， キトサン処理前の 2002年の秋冬番茶収量と 2003年の一番茶収量のデータ

キトサン区
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いことを示している.

このようなキトサン処理効果が統計的に有意で、あるかを

調べるため，このキトサン処理区と対照区の二つの回帰式

が併合できるかを検定した(J11端 1986) その結果， あさ

っゆ'では回帰係数，回帰定数ともに，5%水準で有意差

がなかったため， 二つの回帰式は一つに併合できた.これ

は，秋冬番茶収量が等しい場合，一番茶収量にはキトサン

処理区と対照区との聞には有意差がないことを示してい

る 一方，‘やぶきだでは，回帰定数には有意差はあった

ものの回帰係数に有意差がなかったため，キ トサン処理区

y= -0. 59x+8. 92，対照区y=-0.59x+8.17 (併合検定

前のキトサン処理区と対照区の回帰式は第 2図参照)とい

う，キトサン処理区の方が対照区より回帰定数が大きい二

つの平行な回帰式となることが示された.この両区の回帰

式の回帰定数の違いは，秋冬番茶収量が等しい場合，キト

サン処理区の方が対照区より一番茶収量は有意に高くなる

ことを，そして等しい回帰係数は秋冬番茶収量の増加に伴

う一番茶収量の低下割合は同じであることを示している

考 察

キトサン処理前の一番茶および秋冬番茶の収量は， ‘あ

さつゆ'および‘やぶきた'の両品種ともに試験区間で有

意差は認められず(第 l表)，この結果に基づいて設定し

たキトサン処理予定区と対照予定区のこれらの収量の聞に

も，有意差は認められなかった(第2表).これらのこと

より，本研究における対照区とキトサン処理区の決定に関

しては，問題がないと考えられる

対照予定区や対照区の一番茶生葉収量を 100とした時の

相対収量は， ‘あさつゆ'では，キトサン処理前の 110か

+ 8.19 

r= 0.971* 

10 20 15 

らキ トサン処理後には 115と5ポイン ト増加し， ‘やぶきだ

でも，キ トサン処理前の 89からキ トサ ン処理後には 100

と11ポイント増加したしかし対照区を基準とした収

量増加量の絶対値は o. 3-0 . 35 t ha，lであったこれらの

結果より，キトサン処理により 一番茶収量は増加するもの

の，その効果は大きくないと考えられる.

キトサン処理後には両品種とも 秋冬番茶収量と翌年の

一番茶収量の聞には負の相関関係があり，秋冬番茶収量が

等しい場合，翌年の一番茶収量はキ トサン処理区の方が対

照区より 高く， 秋冬番茶収量の増加に伴う一番茶収量の減

少割合が小さい傾向が認められた (第2図)• しかし両

区の二つの回帰式の併合を検定した結果， ‘あさっゆ'で

は秋冬番茶収量が等しい場合 一番茶収量にはキ トサン処

理区と対照区との聞には有意な差がなく，‘やぶきだでは，

秋冬番茶収量が等しい場合，キトサン処理区の方が対照区

より 一番茶収量は有意に高くなるものの，秋冬番茶収量の

増加に伴う 一番茶収量の低下割合には有意差はないことが

示された.これらの結果からも，キ トサン処理による増収

効果は大きくないと考えられる.

Ohtaら (2000)は，キトサンに含まれている窒素成分が

キトサンの生育促進効果につながる可能性を指摘してい

る本研究で用いたキトサン溶液の窒素含有率は 1.7g L，l 

であり，キトサン溶液由来の窒素量は約 4. 86 g ha，j (2000 L 

÷キトサン溶液 700倍希釈×キトサン溶液の窒素含有率

1. 7 g L・1) となる.アミノ酸の窒素含有率を 10% (アミノ

酸の構造式より計算した窒素含有率はチロシン約 7%-グ

リシン約 18%)として，キ トサンと同時に散布した葉面

散布剤由来の窒素量を概算するとキトサン由来の窒素量の

77倍以上の 377g ha，l (2000 L -7-葉面散布剤 200倍希釈×
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アミノ酸含有率 37.7% x窒素含有率 10%) となる.この

ことを考えると，両区に共通して施用したアミノ酸量と比

較しキトサン処理区におけるキトサン溶液由来の窒素成

分による効果は無視できるほど小さいといえるそのため，

キトサン施用による一番茶収量のわずかな増収効果は，キ

トサンやキチンの施用による植物病原菌の生育阻害等によ

る土壌微生物相の変化(孫工・野村 1988) やエリシター効

果(渋谷ら 1996，鈴木 ・進士 1998) といわれる病原体の

細胞壁を加水分解する生体防御酵素のキチナーゼ(古賀

1995)活性の向上による根 (Ohtaら 2001)や細胞の活性

化等の窒素成分以外の効果による可能性がある.

種子が 10000~24∞0 粒mL-1 と極めて小さく，播種後の

初期生育速度が極めて遅い花井類では，キトサン処理によ

り全乾物重が対照区の 2.1~29. 3倍に増大 (Ohtaら

1999， 2000， 2001， 2004a， b)し，この花井類より種子が

大きく 生育速度が速いハツカダイコンでは，葉乾物重が

約1.4~2. 1 倍に増大 (千布ら 1999) する効果を示してい

るのに対して，これらの作物より種子が大きく，生育速度

が速いイネではわずか1.06倍の乾物増加効果しか認めら

れていない(大西 2008).これらのことから，種子が小さ

いほど，生育速度が遅いほど，また，植物体自体が小さい

ほど，キトサンの窒素成分以外による生育促進効果が顕著

になりやすいと考えられる.また，根域が制限された鉢植

えでストレスを受けていると推察される 2年生接ぎ木の果

樹でも，キトサンによる生育促進効果が報告(宇都宮ら

1998) されていることから，作物がストレスを受けている

場合も生育促進効果が明確になりやすいと考えられる.

しかし新芽，新梢等の摘採で大きなストレスを受けて

いるチャについての本結果からみると，チャの一番茶芽伸

長中のキ トサン施用は，一番茶収量の増収効果はあるもの

の，顕著なものではなかった.このことより，茶樹のよう

に大きなストレスを受けていても，植物体が大きい場合，

キトサン施用効果が現れにくいことが明らかになったと考

えられる 本試験の結果は キトサン処理効果が明確にな

る条件が植物サイズに依存することを示唆しており，今後，

この点に着目して詳細に検討する必要があると思われる.
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Effects of Chitosan Appli伺 .tioo00 Yield of First Crop of Tea : Masao OHNJSHJ， M制刊k.iKAooWAKI， Shingo MATSUMOTO， Ken-ichi 

YAMANE and Hiroyuk.i TSUCHIMOTO (Fac. 01 Life and Envirvn附 ηlalScienα) Shimane Univ.リ Matsue690-1102，]apan) 

Abstract : The effects of chitosan application on the yield of the first crop of tea cultivars 'Asatuyu' and Yabukita' were 

investigated for 2 years from 2004 to 2005. In 2002 and 2003， yields of the first crop and autumn crop among plots were 

examined without chitosan application. The yield differences among plots were not signi白cant.In 2004 and 2005， a chitosan 

solution was applied to tea plants by foliar spray of 2000 L ha'¥ in spring each year. In 'Asatuyu'，出eyield of the first crop before 

chitosan treatment was slightly superior to血atof control plot， and that after chitosan treatment was significantly higher出an

出atof the control plot. In Yabuk.ita'， the yield of the first crop before the chitosan treatment wぉ slightlyinferior to出atof the 

con町01plot， and出atafter chitosan treatment was similar to出atof the control plot. There was a negative relationship between 

the autumn crop yield and the first crop yield in the next spring in both cultivars. These negative relationships tend to be 

improved slightly by chitosan application. These results suggested出atchitosan application slightly increased the yield of the first 

crop 

Key words : Chitosan， Foliar spray， Tea， Yield of autumn crop of tea， Yield of the first crop of tea. 
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