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Frost Damage Occurring on March 26，2009 and a Plucking Procedure that Reduced 

the Frost-induced Loss 

Kazutoshi KA W A T A， Kiyoshi Y ANO and Hiroshi IKEUCHI 

Keywords:Frost damage， Degree of injury， Frost protective fan， Slope land， Di宜'erencesof cultivar， 

Double plucking di旺erentstage， Gross income 

Summary : We investigated frost damage that occurred on March 26， 2009 in each field within the Mannou 

branch， and evaluated the relationship of circumstances of the damage with a change in temperature and with 

the location of each五eld.A plucking procedure that reduces frost-induced loss in those fields that su妊eredsevere 

damage is discussed. 

1. Temperature on March 26， 2009 

Air temperature in the late afternoon on March 25， 2009 was as low as that in mid-winter. It continued to drop， 

reaching the lowest temperature of -4.2 oc， at the tree surface level， at 5:40 on that day. Air temperature at 5 m 

above ground level was -2.2 Oc at this time. 

2. Frost damage 

Frost damage was found in fields with and without a frost protective fan. However， the average rate of 

damage was 2.2% in fields with a frost protective fan， which was significantly lower than that observed in fields 

without a fan (18%). Marked preventive e任ectsof a frost protective fan were confirmed. 

Within a southeast-facing field on a slope， the rate of damage without the aid of a frost protective fan was 

13.6%， 17.1%， and 21.0% at the top， middle， and bottom of the slope， respectively. This trend is typica1 of the 

distribution of frost damage that is linked to the horizontal distribution of temperature at the occurrence of 

frost where air temperature is warmer at higher a1titude on the slope. 

Within a field adjacent to concrete retaining walls and the slated walls of a fertilizer storage shed， thermal 

radiation flux density was high in those areas close to the wall and this resulted in reduced damage in these 

areas. 

In those fields with a frost protective fan， the r悶at総eoぱ，fdamage to cul凶tivarsピ"Meiryoku"and "Yabuki社ta"was 2.7% 

and 1 

0.3% and 0%， respectively. These findings demonstrate that cultivars with late sprouting successfully 

circumvent frost damage. 

3. A pluckingprocedure that reduced frost-induced loss 

Two procedures， double plucking at different stages and normal plucking， were tested after the occurrence of 

frost damage. Difference in yield was negligible between two procedures， but the quality of crude tea was 
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higher with double plucking than with normal plucking: the first and second crops with double plucking were 

classed as high-grade sencha and bancha， respectively， while with normal plucking the crop was classed as low 

grade sencha. Gross income achieved from double plucking was 79，500 yen/10 a， while that from normal 

plucking was 15，000 yen/10 a. Double plucking is considered to be an e妊ectiveprocedure for reducing frost-

induced loss， and in particular， the first crop following double plucking makes an important contribution. 

摘 要

2009年3月26日早朝に発生した凍霜害について， I前j農

分場内各ほ場を調査し，発生状況と気温の推移ならび

にほ場立地条件等との関連を検討した。また，被害程

度の大きかったほ場において，被害による損失を軽減

するための摘採法を検討した。

1. 3月26日の気温

寒気の影響で，真冬並みに気温が低かった前日の夕

方から下がり続けた気温は， 26日午前5時40分には株面

最低気温が-4.2
0Cとなり，同時刻地上5mの気温も一2.2

℃まで低下した。

2.凍霜害の被害

防霜ファン未設置ほ場だけでなく，設置ほ場におい

ても凍霜害が発生した。防霜ファン設置ほ場では，平

均被害率2.2%で，未設置ほ場の18.0%に比べ被害が軽微

となり，設置の有無による顕著な差が認められた。

防霜ファン未設置の南東面傾斜地における上部の被

害率は13.6%で，中間部の17.1%，下部の21.0%より低く，

傾斜地上部ほど気温が高くなる降霜時の気温水平分布

に連動した典型的被害様相を呈した。

コンクリート擁壁及び堆肥舎ス レート壁面に隣接 し

ているほ場では，壁面からの放射フラックスが密な場

所(建物の間近)の被害が軽減された。

防霜ファン設置ほ場での品種別被害率は， rめいりよく」

2.7%， rやぶきたJ1.6%に比べ，やや晩生種の「かなや

みどり J0.3%， rおくみどり J0%となり，萌芽が遅い

晩生品種は被害を回避できた。

3.被害による損失を軽減するための摘採方法

凍霜害発生後の摘採法としては， 二度摘みと普通摘

みの間で，収量の差は認められなかった。 しかし，荒

茶の評価は異なり，二度摘みの 1回目は上級煎茶， 2回

目は柳番茶として，また，普通摘みは下級煎茶として

評価された。粗収益は二度摘みが79.5千円/10aで，普

通摘みは15千円/10aとなり，被害による損失を軽減す

る摘採法として二度摘みのl回目，(早摘み)の効果は高

いと考えられた。

緒 自

2009年3月26日早朝に茶の凍霜害が発生し，生育ステ

ージが萌芽期~1葉開葉期であった茶芽に，頂芽の褐色

変や枯死が発生した。県内の被害面積は， 三豊市高瀬

町35ha，仲多度郡まんのう町10haの合計45ha(県調査)

であり，被害程度は少~中で生育の遅れや品質の低下

が懸念された。当日の最低気温はアメダスデータで高

松1fC，滝宮-1.2
0

C，香南0.1OC，財団 2.0
0

Cであり，

地域により冷え込みの程度に違いはあったが，中山間

地を中心とした晩霜害であった。

茶園では，防霜対策として，主に防霜ファンによる

送風法が普及しており，現在，県下茶園面積の60%以

上で設置されている。防霜ファンは，高所の暖かい空

気を地表近くに送り，放射冷却で冷えた茶芽の温度を

上昇させ凍結を防ぐもので，低温耐性が低下する3月か

ら摘採期 (4月下旬~5月上旬)まで稼働させている 。

しかし， 寒気の影響と放射冷却が重なる過度の低温時

には効果が低下する。被害発生当日の気象は，数日前

から続いた冬型気圧配置による寒気の流入と，移動性

高気圧の影響で，西日本の最低気温は2月上旬並に冷え

込んだ。分場茶園でも，防霜ファンの風が当たる株面

でも外観上，降霜状態に差異はなく，厳しい冷え込み

であったことが伺えた(図 1)。

そこで，茶の気象災害の中でも 一番茶収量・品質に

及ぼす影響が最も大きく，例年その発生が懸念される

防霜77ン直下の風がよく当たる茶株面でも降霜により凍結が発生

図ー 13月26日早朝の茶園風景(北斜面)



凍霜害について，場内ほ場の発生状況と気温の推移，

ならびに，ほ場立地条件等との関連を検証した。

また，萌芽期の新芽が枯死した場合，側芽や遅れ芽

の伸長を待つ必要があるため，新芽の生育が不均一に

なり摘採期が大幅に遅れる。このことは，近年の荒茶

価格が低迷を続ける情勢下では，収量の減少以上に経

済的な損失が大きい。そこで被害発生後の技術対策と

して，品質低下を防止し，収益性の確保に深く関係す

る摘採法の改善について検討した。

材料および方法

1.気象データ

満濃分場気象観測装置で得られた2009年3月25日18時

から26日8時の株面，百葉箱及び、地上5mで10分毎に計

測された気温データを使用した。

2.凍霜害の被害調査

1)調査地点の被害度

満濃分場内の各調査ほ場の配置は図-2のとおりであ

る。各茶園はほぼ等高線に沿って植栽されており，調

査地点、は各ほ場2-4カ所で，各地点ごとにうねの山側，

頂部，および谷側の3部位を調査した。

2009年3月30日に， 400cm2の円形枠を用いて新芽を次

の被害度により分別調査した。

被害度0:無被害

被害度1:弱被害(頂芽が赤褐変する程度)

被害度2:中被害(頂芽が褐変枯死し側芽の生長を待つ

ため，摘採期の遅延が予想される場合)

被害度3:強被害(頂芽のみならず側芽まで赤褐変し，摘

採期の遅延だけでなく減収が予想される場合)

図-2満濃分場内調査ほ場
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また，枠内の新芽数及び被害を受けた新芽数を計測し，

次式により被害率を算出した2)。計算式に使用した被害

度は，各々の程度を数値化した。

L (被害度×枠内被害新芽数)
被害率=

3X枠内新芽数
x 100 (%) 

Z)防霜ファン設置の有無と凍霜害

防霜ファンが設置されている5号地， 6号地， 8号地及

び11号地(いずれも北面傾斜地)と未設置の12号地(平

坦地)及び13号地(南東面傾斜地)で被害率を調査した。

品種は「やぶきた」である。

3)傾斜面の位置と凍霜害

傾斜面の位置と被害率について，防霜ファン設置，

未設置各ほ場を調査した。ファン設置ほ場は北面斜面で，

管理道を挟み隣接する「やぶきた」植栽の2ほ場とし，

ファン未設置ほ場は，北面よりも緩やかな南東面傾斜

地の「やぶきた」園で，斜面の下部は，南側から東側

にかけて山林に隣接しており，冷気の流れがせき止め

られて冷却が進むと考えられ，分場内でも凍霜害が多

発する常襲地点である。防霜ファン未設置区は13号地

の4地点(上部，中上部，中下部，下部)，防霜ファン

設置区は作業道をはさんで隣接する 6号地で上部，中

上部の 2地点， 5号地で中下部，下部の 2地点の被害率

を調査した。

4)品種別凍霜害被害率

香川県の推奨品種「めいりよく JrやぶきたJrかな

やみどりJrおくみどりJを供試し，品種ごとの被害率

を調査した。ほ場はそれぞれ11号地， 6号地， 4号地， 7 

号地で防霜ファン設置の北面傾斜地であった。

5 )凍霜害の程度とその後の新芽生育に及ぼす影響

14号地の壁面に近い地点(凍霜害小)とやや離れた

地点(凍霜害大)において被害率を調査した。また，

被害程度の差がその後の新芽生育におよぽす影響を確

認するため， 400cm2の枠内萌芽数調査と，摘採時に

30cmx30cm枠内の収量構成要素を調査した。品種は「め

いりよく」とした。

3.被害による損失を軽減するための摘採法

最も被害の著しかった12号地「やぶきた」を用いて，

二度摘みと普通(慣行)摘みを行い，収量，荒茶単価，生

葉売りでの粗収益を調査した。なお，今回実施した二

度摘みは，出聞き度30-40%の時期 (5月8日)に，や

や高い位置で1回目を摘採し，遅れ芽が伸びた7日後に

普通の位置(普通摘みと同じ高さ)で2回目を摘採した。
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結果および考察

1. 2009年3月 25~26日の気温推移

気象庁発表の天気概況によると， 3月25日の日本付近

は，低気圧が停滞し寒気の影響で日中も気温は低く，

東北の太平洋側や関東，中園地方の最高気温は真冬並

であった。翌26日は，低気圧が日本の上空から太平洋

側へと進み，西から移動性高気圧に覆われた。寒気の

流入で西日本の最低気温は2月上旬並に冷え込み，北日

本の一部で雪となった(図-3)。

分場の気象観測装置による3月25日18時から26日8時

までの気温推移を図-4に示した。 25日夕刻からゆるや

かな低下傾向にあった気温(百葉箱内)は， 25日23時

過ぎより急降下し， 26日1時30分には氷点下になった。

その後， 5時50分に最低 2.9'Cを記録した気温は，日の

出とともに急激に上昇した。株面気温は，百葉箱内気

温より 0.6-1.6'C低く推移した。 26日0時10分に一o.7'C
になった後 7時10分まで長時間にわたり氷点下が続

いた。最低気温は， 5時30-40分の 4.2'Cであった。防

霜ファン設置高の目安となる地上5mの気温は，百葉箱

内気温(地上l.5m) より 0.5-1.0'C程度高く推移したも

のの，氷点下であった時間はほぼ同程度であった。

一方，茶芽の低温耐性は，生育ステージによって異

なることが知られている3)。凍霜害発生の限界温度は，

萌芽 2週間前で 5'C，萌芽直前で一3'C，1-2開葉期

で-2'C，摘採期で一2.5'Cであり，今回の生育ステージ

は「やぶきたJIめいりよく」は萌芽期直前， Iおくみ

どり」は萌芽2週間前， Iかなやみどり」はその中間であ

った。また，茶株面気温は，一般に茶芽の温度より 2'C

程高く 4)，高さl.5mの百葉箱気温は茶株面気温よりさら

に3'C程度高い(今回の測定では最大2.5'Cの差であった)

とされる O 防霜ファン設置下で測定した26日の冷え込

みは，品種によっては限界温度を大きく下回っており，

資料 気象庁HP(http://www.datajma.gojp)，気象統計情報，日々の天気図 NO.86より

図-3 3月25日・ 26日の天気図
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防霜ファン未設置ほ場では，それ以上に低下したこと

が予想される。

2.凍霜害の被害調査

1)調査地点の被害度

分場内9ほ場において22地点，各3カ所合計66カ所の

被害度を調査した結果，被害度Oが14カ所，被害度1が

31カ所，被害度2が21カ所で、あった(表-1)0 rやぶきた」

「めいりよく Jの2品種は防霜ヲァン設置の有無による

被害度の差が明らかであった。設置区では，被害度0-

1で無被害もあったが，主に新芽の一部が褐変する程

度の弱被害であった。一方，未設置区は弱被害の地点

もあったが，大部分は頂芽の褐変枯死が見られ，側芽

の生長を待つため摘採が遅れると予想される中被害で

あった。「かなやみどりJrおくみどり」は防霜ファン

未設置ほ場がないため，比較はできなかったが，やや

晩生~晩生種であるため被害度は「かなやみどり」の

1カ所を除いて調査地点すべて被害度Oであった。
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2)防霜ファン設置の有無と凍霜害

防霜ファン設置の有無による凍霜害を品種「やぶきた」

植栽ほ場の被害率で比較するとj未設置区の平均は18.3

%で，設置区の平均は3.1%で、あった(図-5)。

ファン設置茶園における当日の株面気温は，茶芽の

低温耐性限界温度を超える -4.2
0

Cまで低下し，地上5m

の気温(防霜ファンが取り付けられている地上7mの気

温も地上5mと同程度と考えられる。)でも-2.2
0

Cまで

低下した。このような放射冷却で極端に温度低下した

場合の防霜ファンの効果は，高所の空気との混合によ

る温度上昇だけでは説明し難く，風が直接茶株面に当

たることによる温度上昇効果で被害が軽減した1)5)と思

われた。

また，有意な差は認められなかったが，防霜ファン

未設置区では，うね頂部の被害率(平均18.1%)が山側

(14.4%) ，谷側 (14.5栃)に比べやや高い傾向であった。

等高線うねに定植された弧状仕立て茶園では，凍霜害

表-1 満濃分場における2009年3月26に発生した凍霜害の被害度

被害度(カ所数)
品種 防霜ファン

2 O 計l 

設置 3 21 24 

未設置 18 18 

設置 6 6 

未設置 3 3 6  

かなやみどり 設置 5 1 6 

おくみどり 設置 6 6 

言十 14 31 21 66 

やぶきた

めいりよく

調査日 :2009年3月30日

被害度は400cm2の円形枠内の新芽を次の程度により分別評価した。

被害度0:無被害

被害度1:弱被害(頂芽が赤褐変する程度)

被害度2:中被害(頂芽が褐変枯死し，側芽の生長を待つため，摘採期の遅延が予想される場合)

35.0 
30.0 

被 25.0
害 20.0
率 15.0

10.0 
5.0 

9も 0.0

35.0 
30.0 

被 25.0
害 20.0
率 15.0

10.0 
5.0 

号色 。。

図-5 うねの部位別凍霜害被害率



明

ぶきたJ4月7日， IかなやみどりJ4月9日， Iおくみどり」

4月13日であり， Iめいりよく JIやぶきた」は3月26日

の被害発生時には萌芽期直前になっていたと思われる。

一方， Iかなやみどり JIおくみどり jは萌芽期まで期

間があり，前2品種ほど低温耐性が低下していなかった

ため，被害を回避できたと考えられる。

5 )凍霜害の程度とその後の新芽生育に及ぼす影響

防霜ファンを設置していない「めいりよく」植栽の

14号地は，弧状仕立てで，ほほ水平のテラス畑である。

ほ場南西部は，高さ約l.5mのコンクリート擁壁に接

しており，その上部敷地に堆肥舎が建設されている。

ほ場内の被害状況を調査した結果， 4条あるうねのうち，

コンクリート擁壁に近いうねの各部位の平均被害率は

5.7%で，擁壁から離れたうねの16.5%と大きな差があっ

た(図-8)。これは，コンクリート擁壁や堆肥舎スレ

ート壁からの放射フラックス(単位時間にある面積を

横切って流れる放射エネルギー)が密な場所である建

物の間近で被害率が低くなった1)ものと考えられる。こ

の放射フラックスの原理を利用したのが被覆による防

霜対策で，茶株や地表面からの夜間の熱放射を被覆物

によって防止し，冷却を緩和するものである。

被害程度の差がその後の新芽生育に及ぼす影響を確

認するため，放射フラックスの影響の大きい地点(被

害小)と影響の少ない地点(被害大)の2カ所の追跡調
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発生時には，微風が山側から谷側に流れるため，風の陰

になるうねの谷側で被害が大きくなるとされている4)2)。

近年導入された R3000仕立てでは，形状が弧状仕立て

に比べ水平仕立てに近くなり，山側から谷側に向かう

微風の影響も，うね部位による差は小さくなると考え

られた。

3)傾斜面の位置と凍霜害

各地点の被害率は，ファン設置区の斜面上音sl.8%，

中上部2.1%，中下部4.0%，下部6.8%で，ファン未設置

区は，斜面上部13.6%，中上部17.1%，中下部18.6%，

下部2l.0%となり，ファン設置の有無に関わらず下部ほ

ど被害率が高くなった(図-6)。これは，傾斜地の典

型的被害様相6)で，気流の停滞しやすいくぼ地や斜面の

下部ほど被害が大きくなる傾向と一致する4)。

4) 品種別凍霜害被害率

防霜ファン設置の北面傾斜地に植栽されたほ場にお

いて，やや早生の「めいりよく J，中生の「やぶきたJ，

やや晩生の「かなやみどりJ，晩生の「おくみどり」を

用いて，各品種の被害率を調査した。

防霧ファン設置下であったため，被害率の最も高か

った「めいりよく」でも2.7%と低く， Iかなやみどり」

「おくみどり」は1調査地点を除き，被害を受けた新芽

は確認できなかった(図一7)0 香川県の茶生産指導指

針3)による各品種の萌芽期は， Iめいりよく J4月4日， Iや
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査を行った。

調査の結果，被害小区の萌芽期(新芽が包葉の約2倍

の長さになったときを萌芽とし，微小芽を除く萌芽率

が70%に達した日)は4月11日で，被害大区は5日遅れ

の4月16日となり，新芽の進み具合にも差が生じた(図

-9)。摘採白5月11日における枠摘み調査によると，出

開度で、約田%の差があった。一番茶は1日あたり8%前後，

出聞き芽が増えると言われており I)，芽の進み具合は萌

芽期とほぼ同程度の差で続いたと考えられた(表-2)。

新芽の生長が遅れた被害大区は全芽数が少なかった上，

芽長，百芽重ともに被害小区と比べ小さく，全芽重は

約50%であった。

3.被害による損失を軽減するための摘採法

防霜ファン未設置で南東面傾斜地の下部に位置する

平坦ほ場 (12号地)で試験を実施した。ほ場の北側と

東側は山林で固まれており，今回被害調査を実施した

分場内で最も被害が大きい場所であった。被害率はう

ねの部位により異なり， 2地点平均でうねの頂部が26.2

%と高く，山側18.1%，谷側14.9%であった。その後の

新芽生育はうねの部位によって差が生じ，山側，谷側

に比べ頂部は伸長が遅れたため，不揃いな新芽を摘採
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する方法として，品質を重視した摘採法である二度摘

みについて検討した。

収量は，二度摘みの1回目 (5月8日摘採)が175kg/10

a，2回目 (5月15日摘採)が364kgl10aとなり，合計

539kg/10aで、あった(表-3)。一方，普通摘み (5月11

日摘採)は505kg/10aとなり二度摘みと普通摘み聞では，

収量に大きな差は認められなかった。また，荒茶単価は，

二度摘みでは1回目が上級煎茶として評価され2，700円

/kgになり， 2回目は柳番茶として評価され235円/kgと

低価格になった。普通摘みは下級煎茶として評価され

たため650円/kgであった。

この荒茶評価により，加工賃差引き後の生葉売りで

の粗収益を比較した。粗収益は，次式により算出した。

加工賃差引き後の生葉売り粗収益=

(収量×荒茶歩留り×荒茶単価)一(収量X1kg生葉加工賃)

10 a当たり粗収益は，二度摘みのl回目が77千円， 2回

目が2.5千円で合計79.5千円となり，普通摘み15千円の約

5倍となった。しかし，二度摘みの2回目は生葉単価が

あまりにも低く，摘採経費や加工賃支払いの意義が見

出せない程であった。

4.3 4.6 4.7 4.8 4.9 4.114.134.164.17 4.20 4.214.244.274.28 

図-9 凍霜害の被害程度による萌芽数の推移

表ー 2 放射フラックスの影響を受けた茶園の枠摘み調査(30cmX30cm)

凍霜害の 全芽重未開芽出開芽全芽数百芽重平均芽平均葉出開度
萌芽期摘採日

程度 (g) 数(本) 数(本本 (g) 長 (cm) 数 ( 枚 九 )

大 4.16 5.11 45.7 43.0 30.5 73.5 、 62.6 5.9 2.5 41.5 

4.11 5.11 90.8 7.5 105.5 113.0 80.6 8.4 3.7 93.7 

表-3 生葉売り粗収益(加工賃差し引き後)

摘採法 摘採日
生葉収量生葉単価 加工賃 生葉売り粗収益

kg/10a 円/kg 円/kg 円/10a

二度摘み
5月8日 175 540 100 77，000 

5月15日 364 47 40 2，548 

普通摘み 5月11日 505 130 100 15，150 
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4. まとめ

従来から摘採適期の考え方は，品質が低下しない範

囲で収量が多く収益性の高くなる時期1)とされてきたが，

近年荒茶価格の低迷が続き，摘採期の早晩や品質によ

る価格差がより拡大傾向にある現状では，収益に占め

るウェイトは収量より荒茶単価がより大きくなると考

える。凍霜害発生時における被害軽減対策を検討した

今回の試験結果でも，荒茶の品質が高く評価された二

度摘みの 1回目摘採分が，収益性の低下を軽減するこ

ととなった。今後二度摘みや，みる芽(若芽)早摘み

など，より市場動向に注視した摘採期や摘採方法の実

施を検討する必要がある。
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