
  
  一番茶期における降ひょうが新芽への被害と収量に及ぼす

影響

  誌名 茶業研究報告
ISSN 03666190
著者名 忠谷,浩司

今村,嘉博
近藤,知義
山口,有希
志和,将一
奥村,茂夫

発行元 日本茶業技術協会
巻/号 118号
掲載ページ p. 11-17
発行年月 2014年12月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



茶業研究報告 118 : 11 ~ 17 (2014) 
報文

一番茶期における降ひょうが新芽への被害と収量に及ぼす影響

滋賀県農業技術振興センター茶業指導所*

忠谷浩司十・今村嘉博・近藤知義・山口有希** .志和将一***

奥村茂夫****

(平成26年9月22日受理)

Damages to New Shoots and In:fluence on Yields 

Caused by Hail at the Tea Season of First Crop 

Koji Chutani t， Y oshihiro Imamura， Tomoyoshi Kondo， Yuki Yamaguchi， 

Masakazu Shiwa and Shigeo Okumura 

Tea Research Institute， Agricultural Technology Promotion Center of Shiga Prefecture 

Summary 

11 

The effect to tea garden within the facility， caused by daytime hail which occurred during the season of first 

crop， has been thoroughly examined. The hails observed were 1O-20mm in size and kept falling for approximately 

10 minutes， damaging new shoots and causing leaves to falL 

Extent of damage made by this hail depended on the shape of new shoots， and while bud weight type tea 

garden had many leaves fallen. Meanwhile. direct covering tea garden achieved to reduce the damage rate of 

shoots down to 12.2 % in comparison to 55.6% without covering tea garden. Also. weight of new shoots became 

lighter as the result of hail and the amount of harvest was decreased by around 12%. 

Key words : tea garden. hail. characteristics of new shoots. direct covering， yield 

キーワード:茶園，ひょう害，新芽形質，直がけ被覆，収量

緒言

ひょうによる農作物への被害は，ひょう粒の打撃によ

る機械的損傷が主体で，収穫部分の折損や脱落などによ

る直接的な減収，葉や新梢の損傷や脱落による同化作用

の阻害や生理障害による間接的な減収，収穫部分の損傷

による品質や商品価値の低下などが挙げられ1)降ひょ

干528-0005 滋賀県甲賀市水口町水口6750

日 現滋賀県農政水産部農業経営課干520-8577 滋賀県大津市京町4-1-1

うの状況によっては壊滅的被害となることも少なくな

い。茶園のひょう害では新芽を含む葉，枝への機械的損

傷が主であり 2) 特に新芽生育期の降ひょうは生葉収量

に直接的な被害を与え，茶業経営に大きな影響を及ぼす。

降ひょうは，本州内陸部，特に北関東とその隣接地域，

中部地方内陸部で発生頻度が高く 3) 滋賀県，特に茶産

地の位置する県南東部は発生頻度の低い地域とされてき

た。ところが. 2011年5月17日に滋賀県甲賀市水口町南

日 * 現滋賀県甲賀農業農村振興事務所 干528-8511 滋賀県甲賀市水口町水口6200
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東部付近で局地的な激しい降ひょうがあり，滋賀県農業

技術振興センター茶業指導所とその周辺茶園に大きな被

害を及ぼした。 近年，突風，集中豪悶など極端な気象変

化の頻度が高まる中で，今後は発生頻度が低い本県にお

いても，ひょう害対策の必要性が高まると考えられる。

一方，ひょう害は局地性が強く，農作物への被害はご

く狭い範囲に限定されるため 被害解析はひょう害発生

時に単発的に行われていることが多く，せいぜい行政的

な内部資料どまりの場合が多い。このことはチャも同じ

で，チャ新芽に対するひょう害について論文化された調

査報告は少なく ，1965年と 1979年に埼玉県で発生したひ

ょう害の詳細な調査が報告されている程度で4) その他

の報告は見当たらなかった。

今回調査したひょう害は，偶然通常の収量調査を行っ

ている当日に発生したため，降ひょう前後の調査によっ

て一番茶新芽に対するひょう害の実態を詳細に解析する

ことができ，新芽形質の異なる茶園や直がけ被覆茶園に

おける被害状況の差異，降ひょう後の生葉収量の減収度

合いについて一定の知見を得た。そこで，今後のひょう害

対策の一助とするために，本報ではその概要を報告する。

2 材料および方法

2，1 2011年 5月17日の降ひょうの概要

滋賀県甲賀市水口町南東部に位置する滋賀県農業技術

振興センター茶業指導所における降ひょう当日の 1時間

毎の気温推移を図 1に示した。また，降ひょう前後10分

毎の気温，降水量，風速および風向を表 lに示した。
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当日は朝から晴天で，気温はII:00に22.9
0

Cまで上昇

した。II:30頃から曇天となり ，12:00頃から急激に雨雲

が発達するとともに気温が下がり始め， 12:30頃から南

~南東の強風が吹き始めた。その後， 12:50頃に北~北

北東の風に変わり， 13:00頃から約10分間に渡って激し

くひょうが降った。降ひょうの間も気温は下がり続け，

ひょうから弱しミ雨に変わった13:20頃にはllfCとなり，

以後風が弱ま って気温はわずかに上昇した。

降ひょう量は地表にうっすらと積もる程度で，観測

されたひょう粒の大きさは10mm内外，大きいものは

20mm程度で、あった(写真 1~3) 。

写真 1 降ひょう直後の幼木茶園(茶業指導所内茶園)

5 
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 

時刻

図1 茶業指導所(滋賀県甲賀市)における2011年5月17日の気温推移 写真 2 降ひょう直後の直がけ被覆茶園(茶業指導所内茶園)

表1 降ひょう前後10分毎の気温，降水量，風速および風向の推移

時刻 12:30 12:40 12:50 13:00 13: 10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 
気j昆 ('C) 17.4 18.9 18.0 15.8 11.9 11.7 12.3 12.7 13.1 13.1 
降水量 (mm) 0.0 。。 0.0 2.5 9.0 1.0 0.5 0.5 0.5 。。
風速 (m/S) 1.7 4.2 1.6 0.4 5.8 0.7 1.3 1.2 1.4 0.0 1.8 
風向 南南西 南 南東 ~t. 北北東 北 南東 東 東北東南南東 ~t. 

←|峰ひょう→

i主)滋賀県農業技術振興センター茶業指導所での観測値。降水量は 該当時実IJ前10分間の積算降水量;。
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写真3 観測されたひょう粒

2.2 新芽形質による被害の遣い

|経ひょうがあった翌日の2011年5月18日に，茶業指導

所内の新芽形質の異なる 2茶園において，ひょうによる

新芽の機械的な損傷程度と被害の特徴を調査した。調

査茶園は，芽重型茶園(品種‘やぶきた 19年生，メIj

刃曲率半径1150Rの可搬型摘採機による管理)および

芽数型茶園(品種‘やぶきた 56年生， 刈刃曲率半径

3000Rの乗用型摘採機による管理)である。

各茶園において. 20cm x20cmの枠摘み (3反復)で

一番茶新芽を採取し全芽重を秤量，全芽数を計数した

のち，損傷発生芽の調査を行った。損傷発生芽は写真4

のように，芽の先端または途中からの芽折れ (a).葉の

破れ ・ちぎれ (b). 葉の脱落 (c) の有無で分類し芽数

を計数するとともに，葉が脱落したものはその枚数も計

測した。なお，ひとつの芽に重複して損傷が発生してい

る;場合は，それぞれの損傷として計数した。

さらに，新芽の損傷度を O~2 のグレード (0 :損傷

なし. 1・損傷中. 2:損傷大)に分類しそれぞれの

a b 。

写真 4 新芽の被害区分
a 芽折れ b :葉の破れ・ちぎれ
c .葉の脱落

損傷度1(損傷中) 損傷度2(損傷大)

写真 5 損傷度クレード別の新芽

芽数を計数した。損傷度は写真 5のように，損傷度 1は

新葉の I枚に破れ・ちぎれ ・脱落などが見られるもの，

損傷度2は複数の新築が脱落，または新葉の脱落 ・破れ

などが複合的に発生，または芽折れが発生しているもの

とした。

なお，調査時の芽重型茶園は概ね 3葉期で新芽数は

1083本/ぱ，百芽重は36.3g.芽数型茶園は概ね3.5葉期で、

新芽数1317本1m.百芽重32.7gで、あった。

また，芽重型茶園，芽数型茶園は作業道を挟んでl隣J妻

しており，降ひょう後の観察ではひょうの堆積状況が同

程度であったことから，両ほ場における降ひょう状況は

同様で、あったと考えられる。

2.3 直がけ被覆の有無による被害の遣い

茶業指導所内の直がけ被覆茶園(品種‘さえみどり'

14年生， 刈刃曲率半径1150Rの可搬型管理)において，

2.2と同様の調査方法および損傷度のグレー ド分けで調査

し 2.2の芽数型茶園を無被覆茶園と して比較検討 した。

直がけ被覆は2011年5月10日から黒色のラッセル織資材

(遮光率約85%.商品名 :ダイオラッセル85P)で、行った。

なお，調査時の直がけ被覆茶園は概ね3.5葉期で新芽

数は1467本1m.百芽重は30.3gで、あった。

また，直がけ被覆茶園は無被覆茶園と直線距離で

150m離れているが，降ひょう後の観察ではひょうの堆

積状況が同程度であったことから，降ひょう状況はほぼ

同様であったと考えられる。

2.4 ひょう害か一番茶の収量に及ぼす影響

茶業指導所内の作況調査茶園(品種‘やぶきた 56
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年生，刈刃曲率半径1150Rのレール式摘採機による管理，

芽数型茶園)において，降ひょう前後の収量構成，生葉

収量を比較しひょう害による収量への影響について調

査した。

降ひょう当日 (2011年5月17日)の午前中，作況調査

茶園で帯摘み(幅20cm) による摘芽を行った直後，降

ひょうが発生したため実収調査を中止した。降ひょうの

翌日 (2011年5月18日)に同一茶園で再び帯摘みによる

摘芽を行い，降ひょう前後の収量構成，帯摘み収量を比

較することで，ひょう害が一番茶収量に及ぼす影響を検

討した。

収量構成は，帯摘み (5反復)で採取した一番茶新芽

の芽重と芽数を調査した。また，生葉収量は帯摘みの面

積を0.36rrl(1.8m x 0.2m) として換算した。なお，帯摘

みの摘芽位置は前回整枝位置から10mm上とした。

3 結 果

3.1 新芽形質による被害の差異

重型茶園で、多かった。芽折れの発生割合については，両

者に差は認められなかった。

3.2 直がけ被覆による被害の軽減

直がけ被覆茶園および無被覆茶園における新芽の損傷

度別の芽数割合と平均損傷度を表4に，損傷発生芽数と

その割合および平均脱落葉数を表5に示した。

直がけ被覆茶園では損傷のみられない損傷度Oの芽数

割合が高く，損傷度 1および2の芽数割合が低かった。

平均損傷度も0.15と無被覆茶園の0.86に比べ有意に低か

った。

また，直がけ被覆茶園の損傷発生芽の割合は12.2%と，

無被覆茶園の55.6%より有意に低くなり，芽折れの発生

割合は3.0%. 葉の破れ・ちぎれの発生割合は8.7%と，

無被覆茶園の9.5%. 24.2%に比べて有意に低かった。さ

らに，葉が脱落した芽の発生割合は0.5%. 1芽あたり

の平均脱落葉数は0.01枚と，無被覆茶園の34.0%. 0.46 

枚に比べて極めて小さかった。

芽重型茶園および芽数型茶園における新芽の損傷度別 3.3 ひょう害が一番茶収量に及ぼす影響

の芽数割合と平均損傷度を表2に，損傷発生芽数とその 降ひょう前と降ひょう後における新芽数，百芽重およ

割合および平均脱落葉数を表3に示した。 び生葉収量の違いを表6に示した。

損傷度別の芽数割合は，芽重型茶園，芽数型茶園で差 新芽数は降ひょう前，降ひょう後とも 1800本Irrl程度

がなく，平均損傷度にも差は認められなかった。また， で変化が見られなかった。一方，百芽重は降ひょう前の

葉の破れ・ちぎれの発生割合は芽重型茶園の10.6%に対 26.9gに対して降ひょう後は23.5gと約13%低下しそれ

し芽数型茶園で24.2%とやや高くなる傾向であった。さ に伴って，生葉収量は488g1ばから431g1ぱと，約12%

らに，葉が脱落した芽の発生割合は芽重型茶園では49.8 減収した。

%と芽数型茶園の34.0%より有意に高く. 1芽あたりの

平均脱落葉数もそれぞれ 1芽当たり 0.71枚. 0.46枚と芽

表2 新芽の形質による損傷度別芽数割合と平均損傷度の遣い

供試茶園
損傷度別芽数割合(%)

平均損傷度
損傷度O 損傷度l 損傷度2

芽重型茶園 35.1 33.4 31.5 0.92 
芽数型茶園 44.4 30.0 25.6 0.86 

t検定 n.s. n.s. n.s. n.s. 

注)平均損傷度=L(損傷度×損傷芽数)/全芽数

表3 新芽の形質による被害芽数，損傷発生芽数および平均脱落葉数の遣い

全芽数
損傷発生芽数(本/枠) 平均

f共試茶園 葉の破れ 脱落葉数
(本/枠) 芽折れ

ちぎれ
葉の脱落 全体 (枚/芽)

芽重型茶園 43.3 4.9 (11.3%) 4.6 (10.6%) 21.6 (49.8%) 28.1 (64.9%) 0.71 
芽数型茶園 52.7 5.0 ( 9.5%) 10.5 (24.2%) 17.9 (34.0%) 29.3 (55.6%) 0.46 

t検定 n.s. p<O.1 p<0.05 n.s. pく0.05

注)( )内は全芽数に占める割合。
損傷発生芽数の t検定は全芽数に占める割合の差の検定。
損傷が複合的に発生している芽は それぞれの損傷発生芽としてカウントした。
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供試茶園

表 4 直がけ被覆の有無による損傷度別芽数割合と平均損傷度の遣い

損傷度別芽数割合(%)

損傷度。 損傷度1 損傷度2

直がけ被覆茶園 87.8 9.2 3.0 

無被覆茶園 44.4 30.0 25.6 

t検定 p<O.01 p<0.05 p<O.Ol 

注)平均損傷度=2:(損傷度×損傷芽数)/全芽数

平均損傷度

0.15 

0.86 

p<O.Ol 

表 5 直がけ被覆の有無による被害芽数 損傷発生芽数および平均脱落葉数の遣い

全芽数
損傷発生芽数(本/枠) 平均

f共試茶園
(本/枠) 芽折れ

葉の破れ
葉の脱落 全体

脱落葉数

ちぎれ (枚/芽)

直がけ被覆茶園 58.7 1.7 (3.0%) 5β(8.7%) 0.3 (0.5%) 7.0 (12.2%) 0βl 

無被覆茶園 52.7 5.0 (9.5%) 10.5 (24.2%) 17.9 (34.0%) 29.3 (55.6%) 0.46 

t検定 p<0.05 p<0.05 p<O.Ol p<O.Ol p<O.Ol 

注)( )内は全芽数に占める割合。
損傷発生芽数の t検定は全芽数に占める割合の差の検定。
損傷が複合的に発生している芽は，それぞれの損傷発生芽としてカウントした。

表6 降ひょう直前と降ひょう翌日の同一茶園における生葉収量と収量構成

新芽数 百芽重 生葉収量
(本/m2

) (g) (g/ m2
) 

1813:!: 72 26.9 :!: 1.5 488 :!: 37 

1833土 134 23.5 :!: 1.6 431 土 53

ll.S. p<O.Ol p<0.05 
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口
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注) :!:標準偏差。

表 7 茶株面の仕立て・方位の遣いによる新芽の損傷発生状況の差異

損傷発生芽割合(%) 平均
供試茶園 茶株の形状 調査部位

芽折れ
葉の破れ

葉の脱落 全体
脱落葉数

ちぎれ (枚/芽)

弧状仕立て
西南西面 17.8 0.0 55.6 71.1 0.87 

芽重型茶園
(1l50R) 

うね頂部 4.5 6.8 52.3 63.6 0.73 
東北東面 11.7 25.0 41.7 60.0 0.53 

水平仕立て
西南西面 6.1 22.4 28.6 44.9 0.43 

芽数型茶園
(3000R) 

うね頂部 10目2 30.6 36.7 63.3 0.57 
東北東商 12.2 19.5 36.6 58.5 0.39 

注)損傷発生芽割合は全芽数に占める割合。

4 考 察

新芽形質(芽重型，芽数型)の異なる茶園において，

降ひょうによる一番茶新芽の被害の特徴を比較した結

果，芽数型茶園では葉の破れ・ちぎれが多く，芽重型茶

園では葉の脱落が多くなった。淵之上4)は，降ひょう

による新芽損傷の特徴について，同一茶園内では生育の

進んだ部分で折れ芽より傷芽の方が多いことを報告して

いる。今回，両茶園の新芽の損傷状況に差異がみられた

ことは，芽数型茶園でやや生育が進んでいたことも一因

と考えられるが，葉の脱落に関しては両者の差が大きく，

新芽形質の影響が大きいと考えられた。芽数型茶園は，

樹冠面の単位面積当たりの新芽数が多く，新芽に着生し

た葉が重なる頻度も高くなるため，ひょう粒の打撃を受

けても葉同士が支え合い葉の脱落は一部にとどまるが，

一方の芽重型茶園では芽数が少なく葉の重なりも少ない

ため，ひょう粒の打撃の影響が大きく葉の脱落にまで及

んだと考えられる。その他，芽重型新芽と芽数型新芽で

異なる形質として葉面積の大きさ，節間長の長さ，着葉

角度の大きさなどが挙げられ，これらが新芽損傷の違い

に関与する可能性も考えられるが，今回は未検討である。

また，供試した茶園は芽重型茶園が弧状仕立て(刈刃

曲率半径1150R)，芽数型茶園が水平仕立て(刈刃曲率

半径3000R) と，茶株の形状が異なる茶園での調査であ

った。その影響を検討するため，両茶園の異なる調査部

位における新芽の損傷発生状況の違いを表7に示した。

降ひょう時の風向は北~北北東であり，ひょう粒の衝
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撃を受けやすかったのは風土側の東北東面であった。弧

状仕立ての芽重型茶園では，葉の破れ・ちぎれが東北東

面で多いのに対し西南西面では皆無となり，茶株の形状

がひょう粒による葉の破れ・ちぎれに影響する可能性が

あると考えられた。一方，葉の脱落については，弧状仕

立て，水平仕立ての両茶園とも調査部位による差異がほ

とんどないことから，茶株の形状の影響は小さいと考え

られた。

このように，芽重型茶園におけるひょう 害の特徴とし

て，葉の脱落が増加することが明らかになった。一方，

芽数型茶園で葉の破れ・ちぎれが多くなったことには，

新芽生育の進度や茶株の形状なども影響している可能性

があり，この点についてはさらに検討が必要で、ある。

また，降ひょうが収量に及ぼす影響について，本調査

では降ひょう前後で10%以上の減収を認めたが，これは

芽折れや葉の脱落による芽重の低下が原因であった。今

回は芽数型茶園における結果であるが，芽重型茶園では

前述のように葉の脱落が多く，芽数型茶園より芽重の低

下程度は大きくなると考えられる。したがって，芽重型

茶園では減収の程度もさらに大きくなると推察される。

ところで，果樹では棚を利用した防ひょう網が事前対

策と して有効であり 5) 茶園においても被覆棚で遮光資

材を利用して同様の防ひょうが可能と考えられる。現に

今回の降ひょう時にも，]IJf光資材を展張した棚被覆茶園

では被害が皆無で、あった。ただしひょう害のための新

たな施設としては降ひょうの頻度から考えて過剰投資で

あり，事前対策としては現実的で、ない。一方，本調査で

は，直がけ被覆茶園において顕著なひょう 害防止効果が

認められた。今回は， ‘さえみどり'と‘やぶきた'と

いう異なった品種での比較ではあったが，効果の高さか

らみれば，どのような品種においても十分な効果が期待

できると考えられた。直がけ被覆の実施面積が拡大し一

般的な技術になりつつあることからも，今後の茶園にお

けるひょう 害の事前対策のひとつに位置付けられる。

なお，直がけ被覆については，降ひょう時のひょう粒

の衝撃と積もったひょうの重みで，写真6のように被覆

資材の織り目から新芽の先端が突き出る現象がみられ

た。このような場合は，できるだけ早く資材をかけ直す

などして，新芽を資材下に納めることが必要となる。

ここまで，新芽の機械的損傷とそれに伴う減収を主な

ひょう害として述べてきたが，新芽の損傷に伴う品質へ

の悪影響も重要な被害の一つである。特に，摘採期目前

にちぎれやすり傷が多発すると，数時間~1 日後に萎凋，

むれ香様の異臭，被害部の褐変が発生し，正常な原料に

写真6 被覆資材からの新芽の突出

はなり難いとされる 4)。

今回の降ひょうでも一部の茶園において同様の現象が

みられ，荒茶が葉傷み臭，水色の赤みにより品質低下し

大幅な販売価格の低下がみられた。その一例を参考デー

タとして表8に示す。

同一茶園において降ひょうの前後を比較したほ場Aの

場合，降ひょう後は収量低下とともに，葉傷み臭による

品質，販売価格の低下が認められた。また，ほ場Bでは

降ひょう 2日後に摘採・製造を行ったが，荒茶に葉傷み

臭や水色の赤みを伴う極端な品質低下がみられ，販売価

格も大幅に低下した。一方，直がけ被覆茶園であるほ場

Cにおいては，降ひょう翌日の摘採・製造にかかわらず，

摘採前に露払い機で脱落葉や折れた芽を除去すること

で，特に品質上問題はみられなかった。

このように，降ひょうによる新芽の損傷は収量に影響

するだけでなく品質への影響も大きいこと，直がけ被覆

でひょう害による品質低下を軽減できることが明らかに

なった。

降ひょうは突発的であり ，予め被害の発生を想定した

試験区の設置などは不可能で，被害調査を行う際に無被
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表8 降ひょう前後に摘採した所内ほ場における生葉収量と荒茶品質

ほ場 摘採日 茶種 品種
生葉収量 荒茶単価

品質概評
(kg/lOa) (円Ikg)

ほ場A
降ひょう前 (5月17日)

せん茶 やぶきた
429 2.280 

降ひょう後 (5月19日) 375 1.650 やや葉傷み臭

ほ場B 降ひょう後 (5月19日) せん茶 やぶきた 276 1.230 葉傷み臭， (水)赤み

ほ場C
降ひょう後 (5月18日) せん茶 さえみどり 444 2.580 

(直がけ被覆)

注)ほ場Cでは，摘採前に露払い機による脱落葉なと'の除去を行った。
荒茶単価は全農滋賀県本部主催の荒茶共同販売会における落札価格。

品質概評は所内研究員による審査または品質チェックによる指摘事項。

害との比較は極めて困難である。しかしながら，今回偶 れなどによって，百芽重が降ひょう前と比較して約13%

然に調査中の試験ほ場が降ひょうに遭遇しため，降ひょ 軽くなり，収量は約12%減収した。芽数型茶園で10%以

う直前のデータを無被害のデータとして比較検討するこ 上の減収が認められたことから，葉の脱落が多くなる芽

とで，貴重なデータを得ることができた。一方，ひょう 重型茶園では，さらに減収率が高まると推察された。

害の程度は降ひょう時間の長短，ひょう粒の大小，風の

強弱，降雨状況とともに作物の生育ステージが大きく関 6 謝 辞

与する 2)ため，本調査もひとつの事例としてとらえる

べきであり，今後もさらにデータの蓄積が必要と考えら 当センター茶業指導所三吉隆男氏，西井清一氏には調

れる。 査および写真記録にご協力をいただいた。伴和美氏，松

5 摘 要

新芽形質の異なる茶園や直がけ被覆茶園におけるひょ

う害の発生状況の違いを検討するとともに，ひょう害が

チャの収量に及ぼす影響を調査した。

芽重型茶園ではひょう害による葉の脱落が多く，これ

には摘採面上の芽の密度などが影響していると考えられ

た。また，直がけ被覆茶園ではいずれの損傷芽も少なく，

特に葉の脱落を顕著に低下させ，被害を軽減する効果が

高かった。

降ひょうによる収量への影響では，降ひょう前後で新

芽数に変化はなかったが，降ひょう後は葉の脱落，芽折

村千枝氏には収量調査にご協力いただいた。また， (独)

農業・食品産業技術総合研究機構野菜茶業研究所松尾

喜義研究調整役には本報を取りまとめる端緒を与えて

いただいた。ここに記して，深謝の意を表します。
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