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〈平成25年度自本茶業技術協会・茶業技術賞第53号研究内容の紹介〉

玉露間における環境保全型生産技術の開発

福岡県農林業総合試験場八女分場＊

堺出あIf-"''**

（平成26年3月13日受理）

茶l~！I で1ま多量の窒素肥料・が施）IJ される場合

が多く，｝詩辺への環境負荷が危i立されてい

るI;o 全国の茶産地では施肥基準の見直しな

協JTJ:ii~：を低j成する対応を行っている

が，特に品質を；重視する.：k蕗産地は窓素施Ji]

:M：のj'jljl}Iえによる品質への影響が懸念されてい

る。さらに近年は干ばつ， iぬ荷など気象変

動が大きく＇ Jj又泣．品質が不安定な状況にあ

る。そこで，］，＇..蕗 m1における環境保全型生産

技術として，好適なi待）VJ別施舵割合の解l#l

機能性肥料の施片j効果の検証，点）f(l;jかん水施

)J出去の実説，および被礎資材除去後の露光Ii.]'

nuが茶芽の品質に及ぼす影響の解明等に取り

組んだc

における好適な時期却施肥蓄lj合 2)

施rn泣50kg/10aレベルにおける出品

質五蕗生産のためのi時期別施肥都合と．好適

な土壌IJIJ!¥fi機態笠素lt：：について検討した。 31:: ミ

JIU窓素施｝有：；i：：が50kg/

肥（ 2月i了旬～ 3月q;1旬施肥）の割合をi：ミく

した手手）j担z在｝~l；型の施月巴f本系が品質i在雨1において

｛妥れ，多Jj又11'.fi向を示した。 J[¥()f芸能lifJlljの施

肥窒素の一議茶芽への寄与ネは，春IJ巴；重点区

や芽11¥し肥重点j豆が1'['Jjく， Jj)(;f室前l;{l三IHJの施

肥窓素の一番茶芽に対する単位乾物主主当たり

の分配設な春）j~重点［まや茅HI し肥重点i豆が

多かった。春IJ~重点区における l時期別の土J:j~

~11J)!f；機態窒素設の王子均依（mg/liil:土lOOg）は．

宇33,11213 知市j県八i;:.TJ1).l,¥*lllJ本分3266役池l
M 現稲作＼J~1t 1;H-J; A< 11防i）［~t］芸振興採

1～2 H : 12.L 3～4 )'] : 29.0. 5～6月：

25.0. 7～ 8月： 14.L 9～10月： 22.4. 11 

～12月： 2L9であり，窒素路用量50kg/10aレ

ベルにおける出品質玉露生産に好適な

として考えられたc

2 ジシアンジアミド入り被寵原棄の施用効

玉路i討において，ジシアンジアミドw、下，

Dd）入り被覆尿素を春肥（ 2 JJ J二勾～ 3月

中旬施Jn）と秋把（ 8月1:j:1勾～ 9JJ 111旬施Jlj)

に利用して， Dd入り被諮尿素のJj又註，品質

向上効来を検証するとともに， JI又主：：．品質を

慣行施JJ~ と 1111祝皮に維持しながら，窒素施用

：；訟の効率的な削減の可能性を検討した。 Dd

入り被援尿素を春把と秋）j~に施月J した場合，

Ddの硝化:f!Jli!JIJ効果により，慣行方針患によヒベ

て主主素iffJJ山立がiほおえした。さらに土壌1:j:1の

は慣行施JJ~ より高く推移し窒

素手IJJ担率が高まることで，窒素施JIJJil：が同等

の場合には， JI又民品質が向上した。また，

窒素施Ji］：：止を慣行施)J~ より 20%程度削減しで

もJI又Hi:.品質は維持できることが示峻された。

3 五議閣における点滴かん水路肥による効

率的施肥削減4)

1~11への点滴かん水路IJ~it~ ＂＇の

可能性を検討するとともに

行施肥と間程度に維持しながら
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効率的に削減する点iおかん水施fl~管理を実証

した。窒素53kg/10aを点滴かん水施肥する

と，慣行施肥 Urt点目l，硫安などの11!!17巴肥料を

うね11U表穏施肥）で窒素74kg/10aを施Jfjし

た場合より， 3カ年平均で約10%増収し品

質は間程度に維持することができた。また，

現地実証試験（福関係八女rH星野村）におい

ても品質向 i二効果が認められ， さらに各種品

評会に出品し上位入賞を果たすなど，玉露関

においても有効な施）j~技術であることを明ら

かにした。

ヰ 玉露関における被覆資材韓去後の露光時

関が茶芽の品質に及lます影響6)

五蕗栽培における被援資材誌去後の露光II者

rmが新芽の品質に及ぼす影響を明らかにする

とともに議い1ご栽塙後の蕗光枝！支と品質と

の関係について検討した。被護資材除去後の

露光JI抑nが長くなり，新芽が受ける臼射最が

多くなるほど，荒茶1:j:1の遊離アミノ酸および

テアニン含有法は減少しカテキン類合手I:M:

が増加した。また．設い香の主要成分である

ジメチルスルフィ 1"'7～9）は，蕗光JI寺[II］が短

いほど高i農！支で、維持された。これらのことか

ら，五議栽培において，新芽の品質を維持す

るためには，出来るi髭tJ日射にさらさず，被

護条件下で摘掠することが望ましい。

私ill!JJ県の玉露は全[illj茶品評会で2001i1三から

2012年まで12年連続で、農林水産大臣'.CJ’を受賞

するなど，今回紹介した研究成果は施肥低減

下における高品

いる。

に大きく貢献して

最後に，本研究および技術賞受賞を支えて

煩いた多くの方々に深く感謝のなを去します。
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