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(茶1vf幸IH09: 13~21， 2010) 報文

玉露栽培における被覆資材除去後の露光時聞が
茶芽の品質に及ぼす影響

福岡県農業総合試験場八女分場ネ

堺田輝賞付・吉岡哲也・仁田原寿一村・中間健太郎

久保田朗・成山秀樹

(平成21年10月19日受理)

Influence of the Exposure Time after Removing of Covering 
Materials over Shading Tea Field on the Quali匂ofGyokuro

Teruki Sakaida， Tetsuya Yoshioka， Juichi Nitabaru， Kentaro Nakazono， Akira Kubota 
and Hideki N ariyama 

Fukuoka Agricultur叫 ResearchCenter Yame Branch Station 

Summary 

We revealed the in:fluences of the exposure time after removing of covering materials over 

shading tea field for making gyokuro on the quality of made tea. 

As the exposure time increased， the green color of the fresh leaves faded; their total amino acid 

and theanine contents reduced; and the concentration of d加 ethylsu田氏， a representative aromatic 

compound in gyokuro， decreased. In contrast， the catechin content increased. The overall quality of 

the tea was lowered. 

τbese results indicated it was necessary to plucking of tea shoots for short也neafter removing 

ofcover台19materials over shading tea field. 

Key Words : gyokuro， 1・emovalof covering materials， exposure time， quality 
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1 緒首

玉露は覆い下茶園で，一番茶の務芽後から

摘採までの一定期間を，わら，こも，黒色イヒ

守834-1213 福i河県八女市黒木町本分3266-1

事'T818-8549 福岡県筑紫野市大字合木587

学繊維資材などで遮光して栽培する。遮光に

より葉色が濃くなること，うま味成分である

テアニンなどアミノ践が高濃度で維持される

こと 1-3)等から，緑茶の中でも高品質茶に
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玉露栽培における被援資材除去後の露光時間が茶茶の品質に及ぼす彩響

位置づけられており，収主主性も高い。福岡県

では八女地域の中111開地を中心に生産され，

ピーク時の年間生産量は約300tであった O

しかし，生産者の高齢化や被覆および摘採作

に多くの労力を要することから，近年は年

部生産量が100t前後まで減少しているす。

一方，玉露栽培の省力化のため，従来の手

描みによる捕採から可撤型摘採機による捕採

に変更する生産者が増えている O また，乗用

型摘採機が導入できる被覆概施設(以下，省

力概施設)が開発されたことから，本施設の

普及が進んでいる 4)。

しかしながら，これらの省力化した描採作

業時には，被覆棚施設の天幕や側幕を除去す

るため，被覆資材除去後の露光による新芽品

質の低下が懸念されている。

被覆栽培における被覆資材除去後の露光が

茶の品質に及ぼす影響について，直がけのか

ぶせ茶では被覆資材除去後の露光時間が長く

なるほど品質が低下すること，前自夕刻に被

覆資材を除去し，翌日早朝に摘採すれば作業

分散が可能になり，品質への影響も小さいこ

とが報告されている 5)。しかし，覆い下栽培

である玉露において，被覆資材除去後の露光

時間が品質に及ぽす影響について明らかにし

た報告はない。さらに，被覆茶の特徴である

覆い香やその主要成分であるジメチルスルフ

イド(以下DMS) 6~8) 等の香気成分や化学

成分と露光時間(露光程度)の関保を詳細に

検討した例はない。

そこで，玉露での被覆資材除去後の露光時

間が新芽の品質に及ぼす影響について検討し

たので報告する。

2 材料および方法

2. 1 玉露栽域における被覆資材除去後の

露光時間が新芽の品質に及ぼす影響

(圏場試験)

福岡県農業総合試験場八女分場(標高

144m) において， 2006年に‘やぶきた'茶

間(1996年定植，弧状仕立てR3000) と‘お

くゆたか'茶留 0993年定植，弧状仕立て

R3000) を用い，一番茶芽の萌芽後から摘採

までの一定期間，覆い下栽培し，被覆資材除

去後の露光時間が新芽の品質に及ぼす影響を

調査した。

被覆開始は， ‘やぶきた¥ ‘おくゆたか'

ともに一番茶芽の 1~1. 5葉関葉期とし，被

覆期間は両品種ともに18日とした。被覆は黒

色化学繊維資材(ポリエチレン製)を用い，

‘やぶきた'は一段棚被覆， ‘おくゆたか'は

二段榔被覆(遮光率は上段70%，下段80%，

上段被覆 7B後に下段被覆開始)で，商品種

とも遮光率は95%積度とした。施肥翠:は10a

当たり窒素54kg，1}ン酸及びカリは27kgとし，

試験規模は 1区14.4rrl (1.8m x 8 m) の 3反

復とした。

被覆資材除去後の露光時間は，被覆状態

(露光 O時開)を基準とし，露光し 2， 4， 

6時開度を設定した(表1)0 なお，被覆状

表 1 試験区の構成(圏場試験)

試験底
被覆資材
除去i時刻

摘採Il寺亥せ 露光時間 1)

被覆状態(露光なし 9:00 0時間

露光 1時間 9 :00 10:00 1時間

露光 2時間 9 :00 11:00 2時間

露光4時間 9 :00 13:00 4時間

露光 6時間 9 :00 15:00 61時間

1)被覆資材l除去から掃採までの直接日射にさらされる時間。

? 社団法人日本茶業中央会:平成20"fo版茶関係資料， pp.l5ω19 (2008). 
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(茶話汗報109: 13~21， 2010) 

態の摘採は午前 9持に行った。露光時間中の

日射量は日射計 (EKO: ML-020VM)で測定

した。露天および被護内の気温は温混度デー

タロガー (T&D宇土:TR-72U) を地上 1m部

に設霞して測定した。

‘やぶきた'は 5月 9日， ‘おくゆたか'

は5月16日に，新芽の葉色 (GM値)を測定

(測定法は後述，以下同じ)した後， 20cm枠

摘みにより一番茶芽を採取し，新芽形質を調

査した。また，摘採した茶葉の収量を計測後，

荒茶加工し，宮能評備および成分分析(全窒

素，遊離アミノ酸，テアニン，カテキン類，

DMS)の試料とした。

2. 2 被覆資材除去後の露光程度と新芽品

質との関係(室内試験)

2006年に， 1!2000aワグネルポットで栽培

した 3年生茶樹(品種‘やぶきた， )を供試

し，九州電力株式会社総合研究所生物資源研

究センター(佐賀市)の人工環境実験室内に

おいて，被覆資材除去後の露光程度と新芽品

質の関係を検討した。

被覆開始は 2. 1と同様に，一番茶芽の 1

~1. 5葉開葉期で，被覆期間は 18 日とした。

被覆は黒色化学繊維資材を用いた一段棚被

覆，遮光率は95%程度とした。施肥最は10a

当たり窒素32.4kg，1)ン酸及びカリは16.2kg

とし，試験規模は 1医 l樹 4反復とした。

新芽の葉包を測定後，全ての菜rr芽を採取し，

新芽形質を諦査した。調査後の新芽を蒸熱，

通風乾燥 (70
0

Cで24時間)し，分析試料とし

た。調査は被覆資材l徐去(9時)から 1時間単

位で 6時間後まで行った。対照として被覆状

態の茶樹を 9時および12時に同様に諦査した。

なお，被覆期間の気象環境は， 14時間日長

(明期 6: 00~20: 00，光源は岩崎電気製F忍C

マルチハイエースH: MF400LSH2/BUP)， 1 

時間当たりの日射量は0.5MJ/m'程度，i昆度管

理は明期25
0

C一暗期20
0

Cに設定し，毎日かん

水した。
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2. 3 葉色測定と生葉合水率調査

葉色 (GM1i直)は葉緑素計(ミノルタ製

SPAD周 502) を用い，立毛状態のまま30芽に

ついて新芽上位から 3葉自(3葉に満たない

芽は 2葉目)の葉脈と葉縁の開の中央部を測

定した。生葉合水率は摘芽形質調査終了後，

ちにマイクロ波で 2分間ブランチングし，

70tで24時間通風乾燥後，乾物震を秤量して

算出した。

2. 4 荒茶官能評価

荒茶品質の官能評舗は，茶の標準審査法に

基づいて外観(形状，色沢)および内質(香

気，水色，滋i床)を各項日20点満点で審査し，

茶チーム 6名の合議による標準採点法で評価

した。

2. 5 成分分析

試;f~'はサイクロンサンプルミル (Udy 米

国)を用いて粉砕した。全窒素はセミミクロ

ケルダール法，遊離アミノ酸，テアニンおよ

びカテキン類 (EC，ECG， EGC， EGCG) は池

ケ谷らの分析法 9)に従い， HPLC (日巴wlett司

Packard社HP-llOO)で測定した。香気成分の

DMSは閤相マイクロ抽出法10) により GC

MSで分析した。

3 結果

3. 1 ‘やぶきた'の玉露栽培における被

覆資材除去後の露光時間が新芽の品

質に及ぼす影響(間場試験)

被覆除去後から摘採までの露光時間および

日射量と新芽形質について表2に示した。

調査日は晴天であったため，積算日射塁。は

露光時間の経過とともに増加し，露-Jt6時間

後の積算日射量は9.9MJ/ばであった。試験期

間中(9 時~15時)の気温は露天が高く推移

し，平均で4.1
0

C，最大で7.5
0

C (10時)の気

温差を示した(鴎1)。なお，最高気識は被

覆内で25.1
0

C (12時)，露天で30.3
0

C (10時)



::E露栽培における被援資材除公後の露光時fmが茶芽の品質に及lます影響

表2 被讃資材除去後から議採までの露光時跨および日射鐙と新芽形質・収蚤の比較:品稜‘やぶさた，(u霊場試験)

試験区
日射量2l 事rr芽;長 吉芳三重 出関皮 茶色 合水率 収量
(M J /ば (cm) (g) (%) (GM依 (D.B.%) (kg/lOa) 

被覆状態(露光なし) 7.9 78.2 a31 43.3 54.2 a 389 a 378 

露光 1時間 2.7 7.8 75.3 a 45.0 53.9 a 362 ab 371 
露光 2時間 4.1 7.8 73.3 ab 43.3 51.9 ab 348 b 379 
露光4時間 7.7 

露光 611寺問 9.9 

1)椅採日:2006年5月9臼

7.9 

8.0 

71.8 b 

70.3 b 

46.7 

46.7 

50.6 b 

50.1 b 
337b 

326 b 

379 

386 

2)被覆資材除去から締採までの積算日射笠。表 5， 7， 8も同様。

3 )異なる英文字問には 5%水準で有意差があることを示す (Tukey)。

('C) ('C) 

320 240 

300 220 

280 200 

き託 ま託
260 180 

，~ 隠 ;愚

240 160 

220 140 

200 120 

& .& .& & .& .& .& .& .& 
匂 匂ゃぐやや令やや

& .& .&ピ.& .& .& ..& .& 
俗、や、:-- ，，"'-きややや

明剛②明被a室内 -幅修田被覆肉

‘やぶきた'調変喜寺 ιおくゆたか'言語査時

図 1 被葬室内および露天の気濃の推移(関場試験)

であった。新芽長および出 I~司き度は処理区間

に差は認められなかった。百芽Mおよび含水

率は露光時間の経過とともに低下する傾向が

みられ，百芽重は露光 4時間後，合水率は露

光 2時間後に有意に低くなった。業色も同様

に露光!時間の経過とともに低下する傾向を示

し，露光 4時間後に有意に低くなった。生葉

収量は処理区間に差は認められなかった。

荒茶官能評慨は，露光時間が長くなるほど

劣る傾向がみられ，香気など内質においてそ

の傾向が顕著であった(表 3)0 荒茶の化学

成分含有量について，全窒素，遊離アミノ酸

表 3 被欝資材除去後から摘採までの露光時障と荒茶官能評価り(点品慈‘やぶきた， (関場試験)

試験区 タト続
内質

水色 滋味
合計差

呑気 小詰，.差

露光 l時間 一 一 .A .A -0.7 

露光2時間 議 一 一 畿 - 1 .7

露光 4n寺荷 重警 @ ー ム ⑫ -2.7 

露光 6時間 @ 簿 一 鯵 畿 一3.2

1)各項目20点(外観は形状， s沢)，合計100点満点による標準審資法。被援状態(露光なし)との藻が

0.5~ 0.5は一(ほほ何等)， -0.6~ 一1.0はム(やや劣る)，…1.1以下は曾(劣る)で示した。表 6

も向様。
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(茶liJf'f長109: 13-21， 2010) 

4 被覆資材除去後の露光時障と荒茶中の化学成分含有議(圏場試験)

試験区 道援アミ/鼓テアニン カテキン類i 選議アミ テアニン カテキン類
(%) (mg/1∞g) (mg/lOOg) (%) (%) (mg/100g) (mg/lOOg) (%) 

被液状態(露光なし) 6.60 a 2l 3.971 a 2.224 a 9.4 a 6.36 a 3，437 a 1.927 a 7.6 a 

1時間 6.48 a 3.939 a 2，129 b 9.7 ab 6.34a 3，419 a 1.862 ab 8.1 ab 

露光 21待問 6.41 ab 3，831 ab 2，118 b 9.8 ab 6.29 a 3.261 b 1，804 b 9.0bc 

露光411寺lIij 6.31 b 3‘731 b 2，109 b 10.2 b 6.22 ab 3，096 bc 1.619 c 9.0bc 

露光 6I!寺IHl 6.29b 3.5'13 c 1，983 c 10.3 b 6.09b 2，900 c 1，593 cd 9.6 c 

1)カテキン類はEC，ECg， EGC，巳GCgの合計。

2 )異なる英文字削には 5%水準で有意差があることを示す (T日key)。

0.35 

0.30 

0.25 

}
i
;
 

[

3

5

 

0.20 

0.15 

0.10 

0.05 

0.00 

絞E室状怒 1待問 2&寺F品 4持関 6待問

光時IllI

‘やぶきた'

0.35 

0.30 

0.25 

D 0.20 

¥1 

0.15 

0.10 

0.05 

0.00 

被霊童状慾 1&寺間 2蒋r" 4&寺附 6跨防

長喜光n.'iHJJ

‘おくゆたか'

図2 披露資材除去後から摘採までの露光時調と荒茶J:tのDMS含盤の変化(盤場試験)

i主)数値はDMSのピーク面積を内部標準のピーク面積で;切ったものO

およびテアニンは露光時間の経過とともに減

少する傾向がみられ，テアニンは露光 1時間

後には有意に減少した。…方，カテキン類は

露光時間の経過とともに増加し，露光4時間

後には有意に多くなった(表 4)。

荒1t~中のDMSは，露光時間の経過ととも

に減少する傾向がみられ，露光 1時間後には

被議11寺の55%程度まで減少した(図 2)。

3. 2 ‘おくゆたか'の玉露栽培における

被覆資材除去後の露光i待 I~fjが新芽の

品質に及ぼす影響(臨場試験)

被覆除去設から摘採までの露光H守i母および

日射と新芽形質について表 5に示した。

表5 被覆資材除去後から議採までの露光時間および尽射蚤と新芽形繋・紋撃の!t毅:

試験区
(M J IrrO (cm) (g) (%) (GM{政) (D.B.%) (kg/10a) 

被援状態(露光なし) 9.9 93.5 a" 76.7 56.7 a 490 a 569 

露光 11f寺11G 0.5 9.8 93.2 a 76.7 56.8 a 485 a 570 

~'f，.)'é 2 11寺j詰j 1.3 10.0 91.7 ab 78.3 56.5 a 479 a 556 

露光4時間 4.3 10.2 91.0 ab 80.0 54.5 ab 448 b 542 

露光 6n奇問 7.1 10.2 89.7 b 80.0 53.2b 436 b 546 

1 )摘:t*El : 20061f 5月1613

2 )異なる英文字11りには 5%水準で有意差があることを示す (Tukey)0
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ヨ2銘栽培における被護資材徐去後の露光11寺悶が茶芽の品質に及ぼす影響

調査日の午前中は曇天であったため，露光

4時間後の積算日射最は4.3担J/mと少なく，

‘やぶきた'における露光 2時間後の積算臼

射量と間程度であった。午後は晴天となった

ため，積算日射量は露光時間の経過とともに

増加し，露光 6時間後の積算日射量は7.1MJ/

ばであった。試験期間中(9 持~15f寺)の気

識は‘やぶきた'調査時と同様に露天が高く

推移し，平均で3.8
0

C，最大で6.5
0

C 00時)

の気温差を示した(図1)0 最高気温は，被

覆内で18.6
0

C 05時)，露天で21.9
0

C (12時)

であった。新芽長および出開き度(i，‘やぶ

きた'と同様に処理区間に差は認められなか

った。百芽重および合水率は露光時間の経過

とともに低下したが， ‘やぶきた'よりその

袈度はゆるやかに進み，百芽重は露光 6時間

後，合水率は露光4時間後に有意に低くなっ

た。葉色も同様に露光時間の経過とともに低

下し，‘やぶきた'よりその低下程度はゆる

やかに進み，露光 6時間後に有意に低くなっ

た。生葉収量には‘やぶきた'と同様に処理

区間に明確な差は認められなかった。

荒茶官能評価を被覆状態と比べると，露光

11時間後は香気がやや劣る程度で総合的には

ほぼ同等であったが，露光 2時間後からは

‘やぶきた'と向様に露光時間が長くなるほ

ど劣る傾向がみられ，香気など内質において

その額向が顕著で、あった(表 6)。

荒茶中の全窒素含有量は，露光4時間後ま

では間程度であったが，露光 6時間後には有

意に減少した。遊離アミノ酸およびテアニン

含有量は‘やぶきた'と同様に露光時間の経

過とともに減少する傾向がみられ，露光 2時

間後には有意に減少した。一方，カテキン類

は露光時間の経過とともに増加し，露光 2時

間後には有意に増加した(表4)。

荒茶中のDMSは，露光時閣の経過ととも

に減少する額向がみられたが，減少程度は

‘やぶきた'より小さく，露光 2時間後では

被覆状態の88%程度であった(図 2)。

3. 3 被覆資材除去後の露光程度と新芽品

質との関係(室内試験)

被覆資材除去後の露光程度と新芽品質の関

係を表 7および表8に示した。

露光程度は 1 時間当たり 0.47~0.56MJ/m

で 6時間後の積算臼射量は3.18MJ/ばであ

った。新芽の百芽震および含水率は，露光程

度が大きくなるにほど低下し，百芽重，合水

率ともに日射量が 1MJ/mを超えた露光 2時

間後には有意に低くなった。葉色も同様に露

光程度が大きくなるほど低下する額向を示し

た。

新芽中の全窒素，遊離アミノ援およびテア

ニンは，露光程度が大きくなるほど減少した。

全窒素は積算日射最が1.5MJ/r討を超えた露光

3時間後，遊離アミノ駿およびテアニンは積

算日射量が1.0MJ/mを超えた露光 2時間後に

有意に減少した。一方，カテキン類は露光程

度が大きくなるほど増加し，露光 2時間後に

は有意に増加した。

4 考察

新芽の百芽霊および合水率は，露光時間の

経過とともに減少傾向を示した。これは，露

光により新芽付近の気温が上昇し，蒸散が促

試験反 外観

表6 被覆資材除去後から摘採までの欝光時間と荒茶宮能評価(点品種‘おくゆたか， (関場試験)

内質

水色 滋味
合計差

香気 小言十差

露光 1時間
露光 2時間

露光4時間
露光 6f待問 @ 

A
A
@
⑧
 

@ 

A 

A
@
@
 

-0.2 

-1.0 

3.0 
-4.5 
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表 7 被覆資材除去後の欝光程度と新芽形質の比較(室内試験)

試験区
日射量

調査時刻
新芽長 百芽重 出関度 業色 合水率

(M ] IrrU (cm) (g) (%) (GM値) (D.B.%) 

被援状態(露光なし) 9 :00 5.64 88.9 a 2) 18.3 62.6 a 446a 

被援状態(露光なし) 12:00 5.70 87.5 a 18.0 62.8 a 440 a 

露光 1時間 0.47 10:00 5.73 86.0 a 16.3 60.3 a 425 ab 

露光 2時間 1.01 1l:00 5.81 78.6 b 14.7 58.7 ab 398 b 

露光 3時間 1.55 12:00 5.66 77.8 b 18.0 57.5 b 384 b 

露光 41時間 2.11 13:00 5.75 73.7 bc 19.7 57.1 b 380b 

露光 5時間 2.65 14:00 5.82 72.9 bc 15.7 57.1 b 378 b 

露光 6待問 3.18 15:00 5.78 72.0 c 14.3 57.2 b 376 b 

1)摘採日:2007年5月9日

2)異A なる英文学問には 5%水準で有意差があることを示す (Tukey)。

表 8 被覆資材除去後の露光程度と新芽中の化学成分含有量(室内試験)

試験j玄
日射翠:

調交i待郊
会主主索 遊離アミノ酸テアニン カテキン類1)

(M ] 1m) (%) (mg/100g) (mg/100g) (%) 

被覆状態(露光なし) 9 :00 5.76 a2
' 3，858 a 2，610 a 8.7 a 

被務状態(露光なし) 12:00 5.74a 3，891 a 2，583 a 8.5 a 

露光 1待問 0.47 10:00 5.56 ab 3，532 ab 2，469 ab 8.7 a 

露光 2時間 1.01 1l:00 5.45 ab 3，330 b 2，286 bc 9.4 b 

露光 31待問 1.55 12:00 5.31 b 3，271 b 2，232 bc 9.4 b 

露光4時間 2.11 13:00 5.34 b 3，306 b 2，168 c 9.6 bc 

露光5時間 2.65 14:00 5.27b 3，208 b 2，154 c 9.6 bc 

露光6時間 3.18 15:00 5.31 b 3，203 b 2，169 c 9.8c 

1)カテキン類はEC，ECg， EGC， EGCgの合計。

2 )異なる英文学問には 5%水準で有意差があることを示す (Tukey)。

進されたことが婆図として考えられた。

緑茶のうま味成分であるテアニンは，主に

根において合成され11) 地上部の生育に伴い，

茎を通過して新葉に移行するが，露光下では

分解され，カテキンを主としたボリフェノー

lレ類に代謝される12)。また，温度が高いほど

ボリフェノール類への代謝が促進されること

が確認されているl針。本試験において，露光

時間の経過とともにテアニンは減少し，カテ

キン類は増加しており，これらの報告と同様

の傾向を示した。この現象は‘おくゆたか'

より ‘やぶきた'で顕著に現れた。‘やぶき

た'では露光時の自射量が多く，気温も高め

に推移したため，日射量が少なく気温も低め

に推移した‘おくゆたか'によヒベ，カテキン

類への代謝が促進されたと推察された。

玉露など覆い下茶の特徴的な香り(覆い香)

の成分であるDMSも，テアニンと開様に露

光時間の経過とともに減少し被覆状態に比

べ露光 1時間後には‘やぶきた'で45%，

‘おくゆたか'で12%減少したo DMSの前線

物質であるメチルメチオニンスルフォニウム

(以下， MMS) はアミノ離同様に，被覆に伴

い増加することや， DMS はMMSが多いほど

多く生成されることが報告7)されている。

露光による茶葉中のMMSの消長について明

らかにした報告はないが，テアニンと向犠に

MMSは露光により減少すると推察され，そ

の結果， DMSの生成量も減少したと考えら

れた。

一般的に，うま味成分であるアミノ酸が多

く，渋味成分であるカテキン類が少ない茶が

一 回一
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高品質とされている。露光n寺開が長いものほ

どアミノ酸が減少し，カテキン類が増加した

ことから，官能評似i点が劣る傾向を示したと

考えられた。

本試験には‘やぶきた'および‘おくゆた

か' を供試したが， 日射玄2の寺田主はあるもの

の，露光i時間の経過と化学成分合有量の増減

は一定のftn向を示した。このことから，覆い

下栽壊後の露光による化学成分合有量の増減

に品種間差は小さいと推察された。ただ，J![

光条件ドでの新芽の生体反応や遮光抵抗性に

品検問差があることが確認されている)，1) こ

とから，議い下栽培後の蕗光の影響について.

品種毎に詳細に検討する余地がある。

1~詰掠fI寺Jt日は作業が集中するため，品質を維

持しつつ作業分散を図ることが袈求される O

忠、谷らは産がけのかぶせ茶生産において，摘

採T)IY13の夕刻に被援資材を除去して早朝に摘

採した場合，日射の影響が小さく品賓が維持

され，作業分敢にも有効であることを報告し

ている 5)。本試験において‘おくゆたか'は

さ誌天時の梶査で、日射量も少なかったが，被覆

時に比べ露光 1時間後からテアニンやDMS

が減少傾向を示した。また 1時間当たりの

日射堂が晴天時の30%程度であった室内

試験も踊場試験と時様に，積算日制景の増加

に伴い，アミノ鼓およびテアニンが減少し，

カテキン類が増加する傾向を示した。王子升二ら

は，被援資材は呂射の約92%を吸収し，その

影響で被覆資材司は日中45
0

CJよj、上の高温になる

ことを明らかにしている1針。一青史的に， TI立が

け栽培は被護資材と新芽のj問の空間が少ない

ため，一定の空部がある援い下栽培に比べて

高j晶化した被礎資材の影響を受け易い。産が

け栽培で被覆資材を除去した場合は EI射の影

を受けるが，新芽付近の被覆資材による高

j昆の影響はli;l]避される O …方，覆いで栽培で

被覆資材を除去した場合は， 13射と気温上昇

の影響を受ける。このため，覆い下栽培であ

る玉露の品質経持のためには，露光を出来る

i現り避けることが必要と考えられた。さらに，

:E露間は中山間地に多く存在するため，被援

資材を前臼除去した場合，降雨に加え夜露の

影響を考癒しなければならない。このことか

らも，出来るi浪り被覆条件下で摘採する方法

を検討する必要がある。

福i潟県では乗用型摘採機が導入できる省力

棚施設の普及が進んでいるが，施設内に枕地

を設置することで，被覆状況下で摘採が可能

となる。被覆施設の設置コストは増加するが，

品賞維持による価格安定と，二番茶への被覆

施設の活用により設置コストの田収が可能と

考えられる。今後は，被援施設の活用による

二番茶の高品質化と， r玉露十被覆二番茶J
の高品質安定生産体系の構築を図る必要があ

る。

5 摘 嬰

玉露栽培における被覆資材除去後の露光時

間が新芽の品質に及ぽす影響を明らかにする

とともに，議い下栽培後の露光程度と品質と

の関係について検討したc

被覆資材i徐去後の露光時間が長くなり，新

芽が受ける日射量が多くなるほど，荒茶中の

遊離アミノ酸及びテアニン含有量は減少し，

カテキン類含有量が増加した。また，稜い香

の主要成分であるジメチルスルフィドは，

光時間が短いほど高濃度で維持された。

これらのことから，玉露栽培において新芽

の品質を維持するためには，出来る限り日射

にさらさず，被覆条件下で摘採することが望

ましいと考えられた。
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