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(茶f!lf綴110: 87~90， 2010) 短 報

新芽生育初期に凍霜害を受けた‘さえみどり'
に対するせん枝が一番茶に及ぼす影響

指岡県農業総合試験場八女分場*

中国健太郎・吉岡哲也・福山昭吾・久保留朗

(平成22年 7月30日受理)

Inf1uence ofPruning After Frost Damage to New Shoots in the 
Early Stage of Growth on the First Crop in 'Saemidori' Tea Field 

Kentaro Nakazono， Tetsuya Yoshioka， Shogo Fukuyama and Akira Kubota 
Fukuoka Agricultural Reseach Center Yame Branch Station 

Summary 

We urgently studied the influence of pruning shortly after fぬstdamage to new shoots in 

the early stage of growth on the subsequent first crop in 'Saemidori' tea bush， which had been 

medium-pruned in the previous year. Shallow-pruning， defined as trimming off about one node of 

mother stems， made remaining shoots heavier and increased more than 20 percent of yield than no 

trea出lent.This result suggested that shallow-pruning enabled early plucking and was expected to 

d加出ishthe revenue decline caused by frost damage to new shoots early on growth. 

Key Words : frost damage， 'Saemidori'， pruning， fu・stcrop oftea 

キーワー F:凍霜害. ''dえみどりせん枝，一番茶

1 緒 雷

福隅県八女地域では. 2010年3月27日早朝

の低温によって，平生品種や早場地帯の茶閣

で凍霜害が発生した。被害を受けた茶題の多

くは，萌芽期から 2葉開葉期未満の生育ステ

ージであった。このような発生時期の事後対

〒834-1213 福間県八女子打黒木町本分3266-1

すI 静岡県産業部茶生産指導指針. pp.75-79 (2008) 

策のうち，整せん枝に関しては. r被害の程

度にかかわらず，そのまま放任するJこと

が，多くの産地で指導されているすらしかし

凍霜害を受けやすい早生品種の中でも， ‘さ

えみどり'等の一部の品種は，被害後の田復

が‘やぶきた'に比べ劣ることが指識されて

おり1)摘採期の遅れや，生育のばらつきに
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よる生葉品質の低下が懸念される O これらに

起因する収益の減少を軽減するには，整せん

校の有効性について改めて検討する必要があ

る。しかし新芽生育初期の平生品種に対す

る整せん枝が，被害後の生育回復に及ぼす影

を調査した事例は極めて少ない。そこで，

凍霜害を受けた‘さえみどり'ほ場において

せん校を行い，その後の一番茶の収量や品質

について調査したので報告する。

2 験方法

前年に中切り更新した，人女分場内の18年

生‘さえみどり'ほ場を供試した。 3月27日

の最低気j鼠は，八女分場内に設費されている

AMeDAS黒木観測所(標高144m) で-2.7
0

C

を記録し，また樹冠頭の最低満度は. r坊箱フ

ァン稼働条件下で-3.4
0

Cを記録した。新芽の

生育ステージは 1薬開葉期車部で，被害の 2

日後には樹冠面のすべての新芽において，

部あるいは基部までの褐変がみられた。せん

枝は 3月29日に行い，秋整校1iiiより 2.0cm下

でせん枝した「浅せん校医J.秋整校甜より

4.0cm下でせん枝した「探せん校区」を設け

た(表1)。また，被害後そのまま放任するr'慣
行註」を設けた。試験の規模は各区25.2ぱ

Cl4.0m x 1.8m) の3反諜とした。なお，供

試ほ場は 3月10日に秋整枝面より 2.0cm上で、

再整枝を行っており，そのときの葉層の厚さ

は1O.9cmで、あった。 4月27日， 5月3臼， 6 

8， 9日に30cmx30cm枠を用いて新芽を摘

み取り，新芽数，新芽重，被害芽数を計測し

た。また 5月2日， 6日. 9臼に乗用型摘採

機を用いて，試験区の一部を前圏整せん校前

より 0.5cm高い位遣で、描採し， 10a当たりの生

薬収量を算出した。捕採芽の一部は蒸熱処理

後乾燥，粉砕し全議素含有率をセミミクロ

ケルダールj去によって，遊離アミノ酸および

中性デタージェント繊維含存率を近赤外分析

計(静岡製機株式会社GT-8S)を用いて測定

した。残りの摘採芽は区毎に合葉後 2kg

用製茶機を用いて製茶し葉傷み臭等の有無

について官能審査を行った。

3 実験結果および考察

一番茶の枠摘み調査結果を表2に示した。

領行区の新芽数は， 4月27日では570本/ぱ

と少ないものの， 5月9日では 2倍以上の

1，289本/ぱとなり， 日数の経過とともに急激

に増加する傾向を示した。一方.浅せん校区

の新芽数は，前半の誠査日では，有意差はな

いものの慣行程より多い傾向を示したが.そ

の後の増加は緩やかで， 5月9日では慣行区

より少なかった。また，深せん枝IKの新芽数

は， 4月27日を!除き， 1也の区より少ない傾向

を示した。百芽重は慣行涯が他の区より小

さい傾向を示した。慣行区の被害芽の混入率

は他の程より高かった。これらのことから，

慣行区では秋整校関付近の新芽が凍霜害の影

を強く受けており，被害後に仲育したもの

も小型化する等生育が劣ったと推測される。

生葉収量の推移を国 lに示した。いずれの

描採臼においても浅せん校区が多く， 5月6

日と 9日はfむの区より 100kg/lOa以上多かっ

た。 探せん枝区では，新芽数が少ないために

表1 試験区の構成

秋整校関
処理後の高さ

一番茶の扱
採面の高さ

(cm) 
区名 処理内容 からの下げ幅 (cm) 

(cm) 

浅せん校 母枝葉を一節程度せん枚 2.0 61.0 
深せん枚 母校菜をこ節程度せん枚 4.0 59.0 
慣行 そのまま放任 一 白.0

1)全区とも 3月lOBに秋整枝市より2.0cm高い65.0cmの高さで時整枝を実施した。
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表3 一番茶の化学成分含有率

調査項目 区名
摘採日

5月2日 5JH臼 5月9日

全塁塁索 浅せん枚 6.3 b 6.0 5.5 
(%) 探せん枚 6.3 b 6.0 5.6 

'慣行 6.8 a 6.1 5.8 
遊離アミノ駿 浅せん枚 5.5 4.6 4.5 

(%) 深せん枚 5.7 5.0 4.6 

俊行 5.6 4.7 4.3 

中i生デタージェント繊維 浅せん枚 14.7 a 16.9 a 19.5 

(%) 深せん枚 14.6 a 16.6 ab 18.8 

'慣行 13.8 b 16.4 b 18.8 

1)摘採芽を蒸熱後乾燥・粉砕し全窒素についてはセミミクロケルダール法により，
その他については近赤外分析計(静同製機GT-8S)を用いて，それぞれ測定した。

する場合は，散水氷結法5)の導入や 3月中

下旬の春整枝，あるいは品種の見臨し等を行

い，被害のlliI避に現り組む必要がある O しか

し八女地域で今田と同程度の被害は1993年

以来13のものであったことから，当面は有効

な事後対策の確立を図るべきであると忠われ

る。

本試験の結果では，新芽生育初期に凍霜害

を受けた‘さえみどり'に対し，浅くせん枝

することで，早期摘採が可能となることが示

唆された。特に，煎茶の早期上場は販売にお

いて有利であることから，被害に伴う収益減

少の軽減が期待できる。
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