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(茶五Jf報110・49-57， 2010) 短報

告本のチャ品種の一番茶萌芽期および休眠覚醒に
及ぼす夜間照明の影響
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Effect of Artificial Light on Wi註terDormancy and Budding 
Time of First Flush of J apanese Tea Cultivars 

J unichi Tanal王aand Atsushi Nesumi 

National Institute ofVegetable and Tea Science 

National Agriculture and Food Research Organization 

Summary 

During the cultivation of tea (Camellia sinensis L.) in temperate zones， breaking dormancy 

affects the earliness and synchronization of bud break， and仕lisdetermines both the profitability of 

cultivation and the areas that are suitable for・cultivation.τnerefore，dormancy is an important trait fo1' 

tea b1'eeding. Previous research 1'evealed a cor1'elation between day length and tea do1'mancy from 

late autumn to spring fo1' ]apanese cultivars， Howeve1'， ru・tificiallightfrom streetlrunps has not been 

repo1'ted to affect tea growth and development. To clarify the effect of arti韮cialillumination on the 

budding time of first flush and dormancy of tea， we pe1'fo1'med field investigations ruld exarninations 

using the tea cultivars 'Harumidori'，‘Harunonagori'， and‘抗inrunisayaka'.Artificial illumination fo1' 

出eexamination was provided by丑uorescentlights 01' high-pressure sodium lights， These ru・tificial

illuminations did not affect the budding time of fi1'st flush or・do1'mancyin the three cultivars. The 

results indicated that dormancy of tea was not affected by artificial illumination， 

Key Words : Camellia sinensis，創.tificialillumination， do1'mancy， tea， budding time of first flush 

キーワード:チヤ，Camellia sinensis，夜間照明，休日民，早晩性

家 i'898-0087 鹿児島県枕崎市瀬戸町87
刊現在:独立行政法人 農業・食品ilii楽ー技術総合研究機構 作物研究所

-49-



日本のチャ品種の一番茶務芽i努および休眠党艇に及ぼす夜間照明の影響

1 藷

チャ (Camelliasinensis L.)の温帯におけ

る栽培では，冬期の休眠(以下，単に休眠と

記す)，特に休11民党躍に関する品種の特性は，

早晩性や芽ぞ、ろい，ひいては品質や収量と密

接に関連しており，チャ育憩を進めるうえで

品種の収益性や栽培適地を左右する極めて重

要な形質である。また近年，気候の温暖化に

伴い，芽ぞろいの悪化が懸念されるなか，そ

の重要性は増加している O

日本の冬期におけるチャの休限は，秋期か

ら冬期への導入，冬期から春期への党濯，萌

芽へと至る。この際の休11誌の深さは日長と関

係があることが明らかにされている 1.2)。ま

た， Barua3)はインドにおいて，白熱灯を溶

いた長日処理による萌芽の王手進化や収穫期

間の延長，さらに収量の増加を報告してい

る。材料についての詳細な記載はないが，試

験地の気候条件から，アッサム変種 (var.

assamica)が供試されたと思われる。三ツぅ1:/ニ・

原田.¥lは力ラス室内のアッサム変懇の鉢植え

蔀を用いて，短臼条件下よりも長日条件下に

おいて茎葉の生長が優れる額向が認められた

ことを報告している。

一方，主に中間変種 (var.sinensis)が栽

培される混帝では，茶閣を対象に人為的な日

長処理の効果が調査された事例はほとんど見

あたらない。原田5) らは，予備的試験として

アッサム変種，中国変種およびそれらの雑撞

を含む品種群を用い， 1月の切り枝を20
0

C条

件下で呂長処理した結果， 14時間臼長処理区

において自然臼長区より発芽が早くなる品種

があったこと報告しているが，具体的な品麓

名の記述はない。また，その続報6)では，鉢

植えを用いた臼長処理の結果，秋期の新芽の

生育が授臼によって顕著に抑制されたことを

報告しているが，休眠覚鶴過程や萌芽の早晩

に関する記述はない。イネ等，弱い短日性を

十 lJ1t:lJt~雪・光主主対策ガイドライン. pp7-8 (2007) 

訴す作物では，夜間，街灯や自動販売機の照

明によって開花期が遅延する現象が広く観察

され¥花芽分化時期の消灯などの措霞がと

られている。ところが， 日本におけるチャの

栽培において，人工光による生育の乱れを指

摘した文献は見あたらない。

そこで著者らは，街灯隣接茶園と一番茶の

萌芽の乱れの有無を調査した。さらに試験ほ

場において人工光照射を行い，チャの反応、を

調査した。その結果は， 日本の品種の一番茶

の萌芽期と休11民党離は人工光による夜間照明

の影響を受けないか，受けてもその影響は小

さいことを示すものであった。

予備的な試験の結果ではあるが，温帯にお

ける既存のチャの休眠についてのこれまでの

知見だけでは説明しきれない現象であるので

報告する。また，深い休眠に入ったチャ品種

の休眠覚躍には一定期間の低温条件遭遇が必

要であることを示す結果が得られたのであわ

せて報告する O

2 材料および方法

2. 1 街灯隣接茶閣の夜間照明の影響調査

2006年および2009年，鹿児島県ー枕i崎市別府

地尽において，街灯隣接茶閣を対象として調

査を実施した。街灯の設置状況，栽培品麓，

光源の種類と高さ，茶株までの距離，新月時

の夜間の茶株面の最も明るい部分の!1程度を計

i期するとともに，一番茶の萌芽期前後に対照

茶留を見回り，街灯隣接部と街灯から離れた

部分の萌芽状況を観察した。

2. 2 蛍光灯による夜間照明

試験関の配笹を関 1Aに示す。野菜茶業研

究所枕111奇茶業研究拠点F1閣の‘はるみどり'

(2003年定植)の北西側斜面擁挺上に，植物

育成用蛍光灯2本(ナショナルFL20SER. P 

20W)格納の指灯2セット，計4本を設置し

た。 2005年3月18臼以降夕刻は臼没から午後
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A. 

/一岡山田一一四一一機笠(高さ・1.9m)

光線(溺さ 1.9m)
(植物育成用蛍光灯計4本)
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手
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夜間照明誌.....・1 区間の距離23m ・..対照区
75[x 

551x 

照度 0.21x

国1.夜間照明試験i討議の配盤

A:野菜茶業研究所枕崎茶業研究拠点F1圏 8:問研究拠点N4国の配簡を示す。

81l寺まで.早朝は午前 411寺から夜明けまで茶

闘を照明した。対日吉区として，同じうねの照

明から約55m離れた部分を用いた。 2005年お

よび、2006年の一番茶の萌芽拐を調査した。夜

間照明11寺の茶株面の照度は最も蛍光灯に近い

部分で、約6.71x.対熊区とした部分はO.Olxで、あ

った。

夜間照明による長日処理の効果を検証する

ために，寂間照明区と対照区のうねのそれぞ

れ中央にアサガオの鉢を設置した。チャの

枝を勢定して. 8号の素焼きの槌木鉢底部

12cmを地面に忽めた。月j土には赤玉土を用

いた。 2006年7丹4日にアサガオ品種‘ムラ

サキ'を播種， 3株を生育させて日ごとの開

花数を龍査した。

2. 3 高!壬ナトリウムランプによる夜11別立

明

試験i認の配置を罰 1Bに示す。野菜茶業研

究所枕IU奇茶業研究拠点N4閣に2005年 3月定

植した‘はるのなごり'および‘みなみさや

か' を汗]しミた。 2008年以前から設置の高圧ナ

トリウムランプ(松下電工NH220FL)をJIJ

い，年IlfJ ~j最じて日没から夜明けまで照明し

2009年春の萌芽状況を調査した。自j在ナトリ

ウムランプの照射方向と逆方向の茶留の端iを

対照区とした。 高圧ナトリウムランプによる

夜間照明における茶株間の照度は aはるのな

ごり'のうねで、751x， 'みなみさやか'のう

ねで、551x，対照区のうねは雨品種とも前月

u寺の月光とほぼ同等の0.21xで、あった。長 EI処
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日本のチャ品種の一番茶iW芳三期および休眠党前Jこ及lます夜間照明の影響

理の効果を検証するための特定植物の人為的

な栽培は行わなかったが， 2008年秋に周囲に

生育する短日植物の開花状況を誠査した。

2. 4 休眠調査

チャ品種‘はるのなごり'および‘みなみ

さやか'について，高圧ナトリウムランプを

照射した区と対照区から枝条を 5本採取し

た。 採 取 は12月24日， 1月9日， 1月2513.

2丹10日， 2丹25日， 3月11日に行った。頂

芽を切 除し約20cmの長さに調整後，水挿

しした枝条を24
0

C，24時間日長 (2，000lx)下

において， 5本の枝条のうち 3本の最上位の

倶IJ芽が萌芽に至る呂数を言IfJ査した。なお，水

挿しに用いた液体には，切り花鮮度保持剤キ

一プフラワー(フジ日本製糖K.K.，静詞1'11)

を蒸留水で50倍に希釈した液を用い， 3~5 

日ごとに新しい液と交換した。また 1~2 週

間に一度，切り口を0.5~ 1.0cm切り戻した。

3 結果

3. 1 街灯隣接茶閣の調査

街灯隣接茶臨調査の結来，栽培品種，夜間

の照度，光源の種類等の諸条件に関わらず，

夜間照明が萌芽の時期を前後させる事例は一

例も観察されなかった(表1)。

3. 2 夜間照明の萌芽に及ぼす影響

夜間照明の結果の概絡を表2に示す。蛍光

灯による夜間照明を行った‘はるみどり'茶

1.鹿児島県枕崎市街灯隣接茶歯における夜摺熊明が萌芽に及ぼす影響

茶~から光滋設資地 茶事長i逝の
i務芽状況 街灯による

茶l議場所 (長年!交、経1交) ぷ滋 光源の綴類 の光i曜の点と茶捻の 最大!照度
言司王長年 i街3t:の苦しれ

高さ(m) 議1緩(m) (Ix) 

箆!見IJlJ葬送務内 (災31.283、E130.344) ゆたかみどり 20Wll'!1投光灯 4.0 7.5 2006年 0.7 検出されず
おl見出Hi，巡265沿い(災31.293、E130.345) やぶきた 20W型蛍光灯 4.5 2.9 2009年 4.l 検出されず

2宇野県道1265沿い (N31.299、E130.346) やぶきた 自然l 言J:~ (電力不明 3.5 3.5 2006年 0.4 検出されず

松崎条五号r);J ヌ31.305、E130.353) ゆたかみどり 20Wll'!蛍光灯 5.0 4.5 2006'1' 0.6 検出されず
2009if' 0.4 検出されず

れ11袋誌が、 (N31.3郎、 E130.359) やぶきた 20W奴蛍光灯 4.0 2.8 2006ilo 1.8 検出されず
2009{F 1.8 検出されず

下111集落京 (N31.306、E13且362) ゆたかみどり 20Wll'!蛍光灯 4.0 1.5 2006年 4.0 検出されず
2009iF 4.0 検出されず

やぶきた 4.5 3.3 2006年 1.0 検出されず
2009{ド 1.0 検出されず

下Ll!¥尽滋34号沿い (N31.302、E130.358) ゆたかみどり [3~~冠王ま(浴力不f~j) 3.5 3.5 2009年 1.8 検出されず
災茅;Jl!i (N31.294， E130.358) やぶさた 20W芸~ill光kT 4β 1.5 2009年 3.9 検出されず

JH;;!ヒ (N31.296、E130.35S) やぶきた 20W1í~i首光 T 4.0 0.8 200百年 生l 検出されず
さえみどり 20W主!蛍光灯 4.0 0.9 200百年 4β 検出されず

表 2.試験問場における夜間照明がチャ品種の務努に及ぼす影饗

マi稜名 夜Illl!照明 試験~ 試験区 夜間j照明の光i際 日長 夜間の茶t~国íW'!f期
間始i待j事1Y"'~7\.-r I..Y..!UJ;，"，，'YJ "-" /W1fJJ_ (r珂期時間)の!!日皮(lx)

はるみどり 2005塁手 3月18日 2005年夜間照明区 桜物育成用蛍光灯 16時間 6.7 4月6臼

対照反 一 自然日;長 0.0 4月5臼

はるみどり 2005~ 3月18EI 2006年夜間照明区 植物脊成期蛍光灯 時待問 6.7 4月1日

対照阪 一 !当然日長 0.0 3月31日

iまるのなごり 2008年以前 2009年 夜間照明夜お!I.ナトリウムランプ 241時間 75 3月25B

対照i玄 一 自然日長 0.2 3月25B

みなみさやか 2008年以前 2009年 夜間照明区高圧ナトリウムランプ 24時間 55 3月24B

対照i玄 一 自然沼長 0.2 3月24日
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思2.アサガオの開花への植物育成用蛍光灯による夜間照明の影響

信書花自

闘の一番茶萌芽期は， 2005年の夜間照明i豆が

4月6日，対照区が4月5日， 2006年は夜間

照明区 4丹1日，対照区が3丹31日であった。

一方. 2005年当該部分茶株内に栽培されたア

サガオの開花は閤 2に示すように，長日処理

による顕著な開花の遅延を示し，後期の開花

はその後に低混による障害を受け.ほとんど

稔実に至らなかった。

局年高圧ナトリウムランプによる夜間照明

を行った.はるのなごり'の2009年の一番茶

萌芽期は，夜間照明豆，対照区ともに 3月25

日， ‘みなみさやか'については夜間照明夜，

対照誌ともに 3月24日であった。2008年秋期，

高圧ナトリウムランプの鹿沼に自生したスス

キの出穂は他の場所と大きく異なり大幅に遅

れ. ヨモギ二カナムグラの開花も大幅に遅延

し正常な結実にほとんど至らなかった。

3. 3 切り技による休担調査

高圧ナトリウムランプによる路年設問照明

のチャの休11民党躍に与A える影響調査の結果を

表3に示すo はるのなごり' と 6みなみさ

やか' とでは，早i良性に大差はない。試験の

結果，休日民から覚醒する時期も両者の間に大

差はなかった。これに対し休眠の深さは，‘み

なみさやか'に比べて‘はるのなごり'が深

く，特に12月24日採取の‘はるのなごり.は，

24時間j日長， 24
cCの条件に 2ヶ月以上置いて

表 3. チャの休2民党醸過程における夜間照明が休眠程度ヘ及ぼす影響 (2008年~2009年)

校条採取日

品種名 試験思 12月24日 1月9EI 1月25EI 2月10日 2月25¥::1 3月llEl
はるのなごり 長日処理IR 一本 47 29 16 13 7 

対照区 ーネ 44 28 17 13 7 

みなみさやか 長臼処理区 20 21 23 15 13 7 
対日吉区 19 20 24 15 13 7 

表中の数依は採取した校条を240C，241待問日長下で7lzwし後の務芳三所要日数を示す。

* : 65日以上経過しでも萌芽しなかったことを示す。
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日本のチャぷ殺の一番茶WHNWおよび休IIlut曜に及{ます夜間j照明の彩響:

も全く臨茅しなかった。夜間照明区と対照区

から諜寂した‘はるのなごり'および‘みな

みさやか'の休H民党躍過程における休11誌の深

さを比較したが，持者のj現に差異は見出せな

かった。

4 察

4. 1 夜間照明はチャの-!f.晩性と休眠覚醒

に影響を及ぼすか

一般ほ場の調査においても，場内の夜間照

明試験においても，一番茶萌芽知iの早進化は

全く検出されなかった。 場合内における ‘はる

みどり'への夜間照明試験の結果，夜間熊明

i豆の萌芽JUiが-8遅かったc これは，夜間照

明区が当該茶閣の最も 111側に奥まった場所で

あり，冷気がi留まりやすいためによると推察

された。この茶図の.はるみどり'の萌芽は，

冬期に夜間照明を行わなかった2009年春にお

いても攻問照明伎であった場所が3Jn38， 

対照[2<:が向22日であり. 2008年の夜間照明区

の萌芽臼が 18遅れたことは夜間照明の影響

ではないと考えられた。

切り校を用いた休眠程度の調査において

も，チャの休日民党醗と一番茶前芽期への夜r1号

照明の影響は認められず，夜間照明はチャ

の休眠党躍に影響を及ぼさないと考えられ，

Barua3Jの報告と異なる結来であった。供試

した材料の違いが原[29かも知れない。しかし

人工光による照明でチャが明期であると感じ

ているか否かについて.考察が必要と考えた。

本実験では蛍光灯と高圧ナトリウムランプ

であり，波長に偏りのある人工光を用いた。

この影響でチャが明期を感知できなかった可

能性についてまず検証したい。植物の臼長感

は.フイトクロムが赤色光を主に感知し

近赤外光により打ち消されることが知られて

いる O 当試験では，蛍光灯による夜開照明に

よりアサガオ，高圧ナトリウムランプによる

夜間照明によりススキ，ヨモギ，カナムグラ

の花芽分化が強く遅延・組害されることが確

認された。「花芽分化j という生殖に関する

反応、と， r葉芽の休眠党躍と伸長」という栄

関する反応の違いはあるが，チャの

明期の感知が他の植物と特異的に異なるとは

考えにくく，波長の陪題でチャが明期を感知

できなかった可能性は低いと考えられる O

次に照度の問題で，チャが日長反応、しなか

った可能性について考察する。 Baruaの報告3)

では，照度に関する具体的な数値は!開示され

ていないが， r白熱電羽とからの可視領域の賠度

は夏期の可視光の 1%以下であり，真の光合

成に影響するには弱すぎる」と記述されてい

る。夏期!の晴天の呂の瓶度はl∞，01∞lxを超え，

その 1%は1，000lxに相当する O また，他の樹

木の休眠打破に関する光を用いた実験7-10)で

は， 200lx以上の照度が用いられている。従

って，本実験における夜間照明の照度は，ア

サガオ，カナムグラ，ススキ，ヨモギの花芽

分化抑制には有効でも，チャの休眠打破にお

ける長日条件としては弱すぎる可能性を否定

できない。

一方，チャは本来照葉樹林の下生えとして

自生する永年性の照葉樹であり11)光合成特

性一般作物と比べて光補償点，光飽和点が低

い12)。一方，アサガオ，カナムグラなどの受

性植物.ススキやヨモギは日なたを好む革本

植物であり，チャとは多くの点で異なっても

おかしくない。しかし日長反花、について生態

学的見地から考えると，年間を通じてj限度の

低い照葉樹林内で季節を正確に感知するため

には， 呂没と臼の出のIi寺簡を正確に感知でき

る必要がある O 照葉樹林の林内と林外との照

度の比(相対日程度)は多くの場合10%以下で

あり 13-15) 日没と日の出の時間を照葉樹林内

で正確に感知するためには，より光に敏感で

あることが嬰求される O したがって，今回の

試験において光の強度の開題でチャが日長を

感知できなかった可能性は小さいと考えるこ

ともできる O

本実験における夜鴇照明は，アサガオ，カ

-54-



(茶Tvf*fH10: 49~57. 2010) 

ナムグラ，ススキ， ヨモギの花芽分化抑制に

は有効であったが， 日本のチャ品種の一番茶

萌芽期および休11民党自主には影響しなかった。

チャの臼長に関する光感受性については，吏

なる検討が必要で、ある。

4. 2 深い休眠に入ったチャ品種の休眠覚

醒には一定期間の低温条件遭遇が必

要

切り枝を用いた休眠調査において， 12月24

13採取の‘はるのなごり'の枝条は， 241時間

日長下に 2ヶ月置いても全く萌芽しなかっ

た。これに比べて， 1月9日， 1月25臼， 2 

月 10 自に採取した枝条の方が早く萌~した。

試験地では. 12月24日の謀説以降 1月中旬ま

で最低気溢が5
0

C以下の日が多く，最高気温

150C以下，平均気温10
0

C以下の日が続くこと

が多かった(図 3)0 高U'ITl長日条{午下に置か

れ続けた切り枝よりも，一定期間野外で低混

30 

25 

5 

O 

一5
12月1日 12月16日 12月31臼 1月15日

に遭遇してから高温長自条件に置かれた切

り校の方が先に萌芽したことになる O 築瀬16)

はポット栽培のチャを用いた実験で，休眠直

後の冬芽が20
0

Cで100日以上にわたって萌芽

しなかったことを報告しており，本試験も同

様の結果であった。 12月24日採取の 1まるの

なごり'のように深いイ木眠j犬態にあるチャの

冬芽は，高誌や日長のみで容易には萌芽に至

らず，休日記からの覚醒には，一定期間低温に

遭遇することが必要であると考えられる。冬

期の休眠からの党濯に一定期開の低溢遭遇を

必要とするのは，イチゴJi)アカマツ18) 落

葉果樹19) など，多くの温帯の多年生植物に

見られる特性であり，深い休眠に入ったチャ

も同様の反応、を示すものと考えられる O

一方・みなみさやか'は‘はるのなごり'

にみられた現象は示さず， ‘はるのなごり'

とは奥なる休11民特性を示した。これは‘みな

みさやか'の種子親がvar.assamlcaの遺伝的

1月30臼 2月14日

一一平均気温
一 最高気温
町一一最低気温

3Fll臼 3月16日 3月31B 

菌 3.切り枝を用いた休娘程度調査雲寺期の試験地の気温の推移

矢印は12月248の初路採取gを示す。
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背景を有する‘宮A-6' であり var.assamica 

の遺{云的影響が強いことによる結果であると

考えられる O

日長および温度とチャの休眠との関係はこ

れまで¥低温が休11誌を深める方向に作用する

ことに詮自して議論されてきた102)0.はるの

なごり'において観察された休眠党躍に一定

期間の低温遭追を要求する現象は，低識が休

眠を深める方向に作用するだけでなく休眠か

ら覚醒させる方向にも作用することを意味す

る。題i場の温度条件によるチャの複雑な反応

によって日長による休眠覚醒効果が覆い臆さ

れ，結果的に日長の効果が現れにくい可能性

もある。チャの休11民特性をさらに深く理解す

るためには，照度についても考麗した上で、人

工的にiヨ長と挽疫を制御した環境下で試験を

実施する必要がある。

4， 3 休日i?;程度だけで早晩性は説明できな

しミ

八戸らいは ~~1生品種である‘くらさわ'が

i免生肉様の休11員特性を存していることを見出

し一番茶の芽ぞろいの良い半生品種育成の

可能性を指舗している。やや平生~中生品種

の‘あさっゆ'が極阜生品撞同様休眠が浅く，

党臨時期も早いとの援数の報告L仰があり，

本試験においても， ‘はるのなごり' と‘み

なみさやか'の関では早晩性に大差がないに

もかかわらず¥休眠の深さには大きな差異が

認められた。 休11民がチャの王手晩性に重大な影

を及lぎしていることは疑うべくもないが，

休眠のみで、早晩性の全てを説明できず，チャ

品慈の早晩性を決めるメカニズム解明のため

には，低温条件における伸長性や発育察点の

違いなど，休日員以外の他の要医!の関与を明ら

かにする必要があるO

5 犠嬰

チャの冬期の休!I民からの覚醒は品種の早晩

性や芽ぞ、ろいと密接に関連しており，チャ

種を進めるうえで収主主性や栽培適地を左右す

る緩めて重要な形質であり， 野長との関係が

されている。街灯に隣接する茶閣の一番茶

萌芽期を観察するとともに試験ほ場において

夜間照明が冬期の休眠からの覚醒過程や一番

茶磁芽j壌に及ぼす影響を調査した。街灯によ

る照明が一番茶の萌芽期に影響を及ぼす事例

は見出せなかった。また，試験ほ場の夜間照

明試験においても一番茶の萌芽期と休眠党躍

に影響を及ぼさなかった。通常の夜間日言明は

チャの休眠覚醒と一番茶の蕗芽j唱に影響しな

いことが明らかとなったが， 臼長に関する光

感受性については，更なる検討が必要である 0

1まるのなごり'および‘みなみさやか'は

王手i血性はほぼ同じであるが， ‘はるのなごり'

の方が深い休践を示した。

6 器 辞

本研究遂行にあたり農業・食品産業総合研

究機構野菜茶業研究所枕Ul奇茶業研究拠点の研

究補助の岩A 田美和女史には多大なる協力を頂

いた。また， ，弓砂f究機構北海道農業研究セン

ター八戸三千男元所長には貴重なご助言を頂

いた。ここに深く感謝のを表する。
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