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本資料の取り扱いについて 

本資料掲載の研究成果は、未公開のものも含まれております。したがって、複製・転載および引

用にあたっては、必ず原著者の承諾を得るよう、特にご注意ください。 



過去の気象災害の経験事例から抽出される

茶の安定生産に役立つ樹体管理のポイント

研究調整役（金谷担当）兼 業務第２科長

松尾喜義

はじめに

最近は毎年のように夏期の異常高温と干ばつが発生している。それに加え、台風の大型

化や、「爆弾低気圧」と言われるような、今までに経験の少ない気象事象が、最近数多く

発生している。

茶樹は永年生の木本作物であるため、茶園立地環境、特に微気象環境や土壌条件などの

その茶園に特有の与えられた環境条件、および主として前年を含む樹体の状態や栽培管理

前歴がその年の生育・収量に大きく影響して現れる特徴がある。従って、異常気象が頻発

して毎年毎年連続すると、悪影響が累積的に作用して樹体が次第に衰退してくる危険があ

る。 そこで、過去の典型的な気象災害で発生した経験事例をもとに、異常気象が頻発す

る気象条件下でも茶樹を安定的に管理する要点について述べます。

１．異常高温と干ばつ：1994/95年の大干ばつとそれ以降の状況

約 20年前のこの２年間は、夏に 35℃を超える気温が各地で観測されるとともに年間降
水量が異常に少ない年であった。これ以前には 1936 年に同レベルの異常な干ばつ年が記
録されていた。今から振り返ると、1994/95 レベルの異常高温は、近年の夏には日本各地
で常態化しており、特別に目立った気温ではなくなっている。夏秋の干ばつと異常高温は、

翌年の一番茶生産に大きな影響を与えていることがこの時確認されているので、異常高温

と干ばつ状態が連年繰り返しおこった場合大きな影響が予想される。

1994/95の干ばつ年およびその後に観察された主な現象とその事例を紹介する。
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２．凍霜害：2010年の凍霜害を中心に

茶園で起こる気象災害のなかでも茶業経営に及ぼす影響が最も大きい災害が凍霜害で

ある。2010 年の茶園凍霜害で観察された事例を中心に紹介する。凍霜害は被害としては
目立つものの累積的影響は干ばつや異常高温ほど大きくないと見られる。

３．暴風雨や豪雨・長雨

最近台風が大型化する傾向があり、強風や豪雨による茶園の直接的被害も目立ってきた。

特に台風に伴う潮風害は広範囲に発生し、葉層の落葉を通じ茶生産に大きな影響を与える

場合がある。

10 日以上にわたって曇天・長雨が続く時も、日射不足による光合成の抑制、気温の低
下などを通じ茶樹に悪影響が及ぶことがある。2012 年春先の場合も曇天で日射が不足し
た条件で一番茶が生育したが、その後中切りした茶園で再生芽の伸長が異常に遅れた事例

が観察されている。

秋季の曇天と長雨が樹体の地上部徒長を招くと同時に、吸収根の充実不足を引き起こし、

そのことが誘因の一つになって翌年の干ばつ影響を助長した事例が 1993年にある。

４．異常気象の累積的悪影響と樹体衰退

毎夏連年の異常高温は盛夏期の生育抑制し累積的に作用すると考えられるが、その影響

を明確に捉えることは困難である。同様に影響程度が分かりにくい場合の一つに、異常高

温と干ばつが３週間程度続き、その後台風などの豪雨でしばらく多量の降雨があり、再度

異常高温と干ばつになる場合である。干ばつ時の根系の挙動からみて、無降雨が続くと茶

樹は干ばつに耐えられるように、株元の地下深くの水分が残っている部分で集中的に吸収

根を伸ばす状態になる。その時、雨落ち部分の吸収根は水不足によって枯死・脱落するこ

とが多い。干ばつ後に豪雨があると地下深くに張った吸収根が水浸しになって枯死してし

まうので、次に乾燥した天候が来ると十分な吸水が出来ないことになる。豪雨後に急に萎

凋する事例があるがこのようなメカニズムによるかもしれない。このような状態を繰り返

せば茶樹は衰退の方向に向かう可能性が高い。
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５．病害虫防除や生産上の都合など人為的要因による気象災害影響の拡大と対応

１０年ほど前になるが、ピリプロキシフェン殺虫剤が発売される以前多くの農家茶園で

クワシロカイガラムシが多発生していた時期に、農薬を枝条に掛かりやすくする目的で害
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虫防除関係者から中切り処理が盛んに推奨されたことがあった。それによって害虫の防除

は進んだものの、整枝後の再生が悪くなって樹体が衰退する茶園が各地で目立った。

最近中国から侵入した害虫チャトゲコナジラミの防除では、越冬期にマシン油乳剤を葉

裏まで十分に散布することが推奨されているが、マシン油の散布が赤焼け病を誘発するこ

とが知られており、越冬期に葉層が落葉する状態に陥ると樹体が衰弱する可能性が高い。

同じく、二番茶摘採後の夏期の薬剤防除を節約する目的も狙い、「二番茶後の深刈り」

が多くの茶園で行われるようになっており、条件の悪い茶園で葉層が秋期に十分回復でき

ない場合には、一番茶に悪影響が出てくる可能性がある。

広範囲に凍霜害が発生した年あるいは干ばつの翌年には、気象災害の影響で一番茶の生

産量が減少するため、二番茶以降の生産増加を関係者から求められることが多いが、気象

災害の悪影響を受けている茶園では茶園の再成長が十分確保できるように慎重に対応する

必要がある。特に干ばつ年の秋期に、ようやく出てきた秋芽を秋冬番茶に摘採すると樹体

が回復せず翌年一番茶が大きく減収する場合がある。

茶樹が老化すると太枝や太根が腐って脱落するものが多くなり、それを補うように細い

枝や細い根が増えてしまう。そのような状態では干ばつや異常高温の影響を受けやすくな

るため、生産性を確保するためには改植することが望ましい。高齢化などで改植が進まな

い条件では気象災害の影響を一層受けやすくなる。

最近の茶生産では、被覆資材で樹体を被覆して高品質を狙う栽培が増えている。長期間

の被覆や一番茶と二番茶をともに被覆する場合など、過大な被覆を行うと樹体への悪影響

も著しいので細心の注意が必要である。被覆期間の限界や２回被覆できるかどうかは樹体

の再成長ポテンシャルがどれだけ残っているかによるが、今のところそれを数値的に評価

する方法は未開発である。

６．茶の栽培における異常気象への対応、および残された課題

以上で述べてきたように、気象災害の茶生産への影響は、茶園の立地環境や茶樹の状態

によって影響程度が大きく異なる。特に、栽培管理の意志決定上でキーとなるのが「樹体

が保有する再成長ポテンシャル」をどう評価するかと言うことである。

これに関する非常に荒っぽい目安としては「有効土層の深さ」や「根群域の深さ（容積）」

があるがごく大まかに判断できる程度である。今後、それぞれの茶樹や茶園毎に「樹体が

保有する再成長ポテンシャル」を評価する方法を開発する必要がある。
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７．実習

主な項目と解説

・根系サンプルの実物観察

茶樹品種によって、根系および根株の基部～樹幹部分の形態に大きな差異があるこ

とを現物を見て理解していただく。

・生の抜根株の根部デンプン蓄積の簡易評価（天候によって変更の可能性有り）

夏の期間十分な葉層を保持していた茶樹と一部の葉層を除去した茶樹、ほぼすべて

の葉層を盛夏期に刈り落とした茶樹を実際に掘り上げ、細枝～中枝～太枝～根株～

太根～中根～細根 各組織の切片について、ヨウ素によるデンプンの検出を試み、

デンプン蓄積の差異を検討する。

・熱画像装置による茶園観察（天候と機材により実施見送りの可能性有り）

熱画像装置を用いて蒸散程度に差がある茶樹の表面温度を比較する。

5



節電型防霜技術について

茶安定生産技術研究グループ

山田 龍太郎

１．茶園における低温障害の発生と防霜ファン

農業においても電気は照明や機械の運用など重要な動力源の一つとして利用されてお

り、茶の栽培においても「防霜ファン」(写真)と呼ばれる機器の動力源を担っている。

茶は新芽

(新梢)には

耐凍性が低

く、様々な

生育障害を

引き起こす。

主要茶産地

では春先の

新芽が伸び

始める時期

において、

低温に曝露

されると新

芽が凍死し、

その後の一

番茶に甚大

な被害を及

ぼす。また、南九州地方では秋から冬にかけても、十分な耐凍性を獲得する前に急激な温

度の低下があると低温障害が発生し、生育に被害を及ぼす。この低温障害を防ぐために被

覆、散水などいくつかの手法があり、防霜ファンもその一つである。

低温障害の発生要因は大きく分けると寒気の流入と、放射冷却と呼ばれる現象が挙げら

れる。放射冷却とは、茶樹や地面等が自身のもつ熱を電磁波に変えて上空へと放射してし

まう現象である。この放射された電磁波は上空で雲など他の物質にぶつかることにより再

び熱へと戻るが、妨げるものがない限り上空、さらには宇宙空間へ逃げていってしまう。

したがって、晴れた日において、茶樹や地面は放射冷却により温度がどんどん低下し、そ

の付近の温度も低下することになる。冷たい空気は重く、暖かい空気は軽いため上空に暖

かい空気の層を作り、その結果、相対的に上空の気温の方が茶樹付近の気温よりも高くな

る。この暖かい空気の層を、防霜ファンでは茶樹に送風し、低温障害を防いでいる。

だが、茶の生産栽培にかかるコストの削減も目的として、従来よりこの防霜ファンにか

かる電気代の削減は大きな課題とされていた。また、近年では東日本大震災の影響もあり、

節電に対する意識は非常に強くなっており、大きなニーズとなっている。そのニーズに応

える形で開発されたのが、節電型防霜ファンである。

写真 茶園に設置されている防霜ファン
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２．節電型防霜ファンの仕組みと普及状況

風が強い日の場合、自然に対流が発生するため上下で気温差はほとんど無い。そのため、

茶樹と上空の温度はほとんど変わらず、防霜ファンを稼働させる必要はほとんどない(図

－ 1)。したがって、風の強い日に防霜ファンを停止させることより、節電を行うという

考えを基に開発したのが、本研究において利用されている「節電型防霜ファン」である。

従来型防霜

ファンは、備

え付けられた

1 本の熱電対

等の温度セン

サにより管理

されている。

この温度セン

サを樹冠面に

設置し、設定

温度以下にな

った際に稼働

を行う仕組み

になっている。

一方、節電

型防霜ファン

は 2 本の温度

センサが備え

てあり、 1 本

は従来型と同

様に樹冠面に、

もう 1 本はフ

ァンの送風部

付近に設置す

る。樹冠面の

気温が設定温

度以下になっ

た際、送風部

の気温を参照

し、両センサ

の気温差が一定以上ある場合に稼働を限定する(図－ 2、3)ことにより効率的に稼働を行

う一方、無駄な稼働を削減する仕組みになっている。なお、稼働の制御には風速センサを

利用する手法もあるが、コスト、取り扱いやすさ、耐久性を考慮して、温度センサを採用

している。

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5 6 7

風速 [m/s]

樹
冠
面
と
送
風

部
の
気
温
差

[℃
]

風速が3 m/sより大きい時は
気温差が非常に小さい

＝逆転層が無い

2006/2/8－14
2006/3/2－5

風速が3 m/sより小さい時は気温差が大きい時がある

図－1 2006年における樹冠面と送風部の気温差と、風速の関係

暖かい空気
（逆転層）

冷たい空気

暖かい空気
（逆転層）

冷たい空気

従来型では、この樹冠面に
温度センサを置き、一カ所の
気温のみで稼働を判定

節電型では、上空のファンにも
温度センサを置くことで、逆転層が
存在するかを判断してから稼働

図－2 従来型防霜ファンと節電型防霜ファンの温度センサ設置部位の違い
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この節電型防霜ファンは既に一般販売されており、2012 年 1 月時点において茶を対象

として神奈川県から鹿児島県まで、計 133 基、59 ha に普及している。加えて、試験用の

節電型ファンを静岡県牧之原市、鹿児島県志布志市、枕崎市に合計 5 基設置し、更なる

改良を現在も行っている。

３．稼働状況と節電効果

一例として 2009 年 3 月から 4 月にかけて実証試験の結果を紹介すると、2 ヶ月の稼働

で消費電力は従来型が 256 kWh、節電型が 98 kWh と 61.7%の削減効果が認められた(図

－ 4)。ほとんどの日において節電型の稼働時間が短くなり、また、気温差に応じて稼働

している結果も得られている。もちろん、この削減効果はその年の気象条件などにより異

なるが、平均 30%前後の削減効果が得られる可能性がこれまでの研究より示されている。

なお、2012 年牧ノ原の春季稼働にといても 30%程度の節電効果が確認された。

４．現在の研究状況と課題

一方で、2010 年の霜害では、強い寒気が流れ込んだために、従来型、節電型防霜ファ

ンともに低温障害を防ぐことはできなかった。しかし、従来型の方が節電型よりもわずか

ではあったが障害が軽減していた。茶の低温障害を防ぐのが本来の目的であり、節電効果

が減少したとしても、条件によっては強制稼働させるなど、新たな設定が必要であると考

えられる。また、節電型防霜ファンを稼働させる温度差に関しても、茶に低温障害がでな

い安全性を考慮した上で、最大の節電効果をもつ最適な設定は明らかにされていない。ま

た、気象条件により節電効果が大きく異なることが予想されるが、各条件における節電効

果についても明らかにはされていないのが現状であり、多くの課題が残されている。

現在も普及が進んでいる節電型防霜ファンであるが、今後これらの課題をクリアした上

で、セッティング等が簡易に可能になったものを、生産者の皆様に利用していただけるよ

う、現在もなお研究・開発を進めている。

従来型 節電型

停止

15分稼働
15分停止

停止

上空と
樹冠面の
温度差が
設定以上
なら稼働低

気温

高

稼働設定温度

設定温度を
下回ったら
即稼働し、
1サイクル
30分の稼働を
気温が上がる
まで繰り返す

設定温度を
下回っても
温度差が無い
場合、稼働
しない

図－3 従来型防霜ファンと節電型防霜ファンの稼働制御法の違い
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図－4 調査期間2009/3/4～4/28における消費電力量

節電型の消費電力量は
従来型の38.3％
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]

図－5 2009の調査日における気温と節電型防霜ファンの稼働状況
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効率的施肥技術による環境負荷低減効果 
（独）農研機構	 野菜茶業研究所	 廣野祐平 

 
１．はじめに 
	 茶の栽培では、他の作物と比べて慣行的に窒素施肥量が多かったため、集団的な茶園が

広がる地域の周辺水系では、しばしば高濃度の硝酸態窒素が検出された。また、農地から

発生する主要な温室効果ガスの一つである一酸化二窒素（N2O）の発生量が、茶園では、
他の作物畑と比較して多いことが報告されている。これらの問題の中でも、特に硝酸態窒

素溶脱量を低減するために、これまでに、全国の茶業試験研究機関において環境負荷の低

減と茶の生産性の維持の両立を目指した効率的な窒素肥料の施用法が開発されてきた。そ

の試験成績については、茶業研究報告第 100号記念特集「茶園における窒素負荷の現状と
低減化技術の開発」1)の中に整理されている。このような技術を活用した地域レベルでの

窒素施肥量の削減により、茶栽培地域の周辺の硝酸態窒素濃度に改善傾向があることが報

告されている 2),3)。一方で、茶園土壌からの N2O発生量については、まだ研究事例の蓄積
が十分ではなく、現在、積極的に研究が進められている。そこで、本研修においては、主

に茶園からの N2O排出量の低減と茶の生産性の維持の両立を目指した、 近の知見を紹介

する。 
 
２．土壌からの N2Oの発生 
	 N2Oは土壌から発生する主要な温室効果ガスの一つであるとともに、成層圏オゾンの破
壊物質でもある。N2Oはアンモニアが酸化される硝化過程と、亜硝酸が還元される脱窒過
程から生成することが知られている。また 近では、カビによる脱窒や硝化菌脱窒も重要

な生成源である可能性があるとされている。これらの生成過程の活性は地温、土壌水分量、

無機態窒素濃度、土壌 pHといった様々な環境要因に依存するため、土壌からの N2O発生
量は条件により大きく変化する。 
	 土壌からの N2O発生量の評価には、クローズドチャンバー法が広く用いられている。こ
れは、チャンバーを土壌表面にかぶせ、その内部の対象ガスの濃度変化を測定することに

より発生量を計算する方法である。N2O発生量は大きな季節変動を示すとともに、施肥直
後や降雨後にピークが見られるため、細かい時間間隔での測定が必要である 4)。 
 
３．茶園のうね間土壌からの N2O発生量 
	 茶園土壌からの N2O発生量におよぼす要因を調べるために、徳田らは、様々な茶園土壌
の N2O生成活性を室内培養実験により評価し、土壌 pHが低いほど N2O生成活性が高い
ことを報告している 5),6)。また、圃場での観測においても土壌 pH が低く、窒素施肥量が
多いほど N2O発生量が多いと報告している 7)。他の作物畑と比べて窒素施肥量が多く、土

壌 pHが低いことが、茶園からの N2O発生量が多い主な要因であると考えられる。	  
	 その他の環境要因との関係や N2O発生量の周年変化については、複数の観測事例がある
が、ここでは野菜茶業研究所金谷茶業研究拠点内の試験茶園（年間窒素施肥量は 510 
kgN/ha）における 2 年間の観測結果を示す 8)。うね間土壌からの N2O フラックス、土壌
水分量、地温、土壌 pH、土壌中のアンモニア態窒素濃度(NH4-N)、硝酸態窒素濃度を測定
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し、茶園土壌からの N2Oフラックスの周年変化および茶園土壌中の無機態窒素濃度などの
環境要因が N2O発生に及ぼす影響を評価した。茶園のうね間土壌からの N2Oフラックス
は春季および秋季に大きくなり、夏季および冬季には小さくなった。うね間土壌からの

N2Oフラックスと土壌中の NH4-N濃度との間に、強い正の相関関係が見られた。 
 
４．効率的施肥技術による茶園土壌からの N2O発生量低減効果 
	 茶園土壌からの N2O発生量を低減するための基本的な考え方は、硝酸態窒素の溶脱の問
題と同様に、施用した窒素肥料をいかに効率良く茶樹に吸収させるかということであると

考えられる。これまでに、いくつかの効率的施肥技術について茶園土壌からの N2O発生量
におよぼす影響が評価されてきたので、以下にまとめる。 
４．１	 被覆尿素 9)	 

	 被覆尿素を用いて年間の施肥回数を削減した試験において、年間窒素施肥量が 720 と
560 kg/haの被覆尿素施用区は、720 kg/haの慣行区よりも N2O発生量が増大した。 
４．２	 石灰窒素 9)	 

	 窒素肥料の一部を石灰窒素に代替した場合、硫安と菜種かすのみを施用した慣行区に比

べて、N2O 発生量を 36〜61％削減した。これは、硝酸化成抑制効果と土壌 pH の上昇に
よる効果と考えられる。現在、当所では、石灰窒素等の利用による茶園からの N2O発生量
削減効果をさらに詳細に評価することをねらいとして圃場試験を行っている。これまでの

ところ、石灰窒素を施用することによって、茶園からの N2O発生量を大きく削減できるこ
とを示唆する結果が得られている。 
４．３	 樹冠下液肥 10)	 

	 糟谷らは、有機質肥料を主体とした施肥窒素量 725 kgN/ha/年の慣行茶園と樹冠下に点
滴チューブを用いて施肥窒素量 570 kgN/ha/年で与えた樹冠下液肥施用茶園液肥における
N2O発生量を比較した。その結果、慣行茶園の 55.4 kgN/ha/年に対して樹冠下液肥施用茶
園では 23.8 kgN/ha/年と、大きく N2O 発生量を削減できることを報告している。施肥量
が異なるため、このままの値を単純に比較することはできないが、収量・品質が同等であ

ったことを考慮すると、有効な N2O発生量低減技術となる可能性がある。	  
 
５．茶樹由来の有機物が N2Oの発生におよぼす影響 
	 茶樹が吸収した窒素のうち一部は収穫物として茶園の外へ持ち出されるが、大部分は毎

年落葉、整せん枝により土壌へ還元される。特に落葉は、主にうね間土壌ではなく樹冠面

の下に落ちる。その還元される窒素量は保科 11)の報告によると、115〜258 kgN/ha/年であ
り、無機化され一部は再び茶樹に吸収される。この無機化された窒素由来の N2O発生量に
ついて詳細に調査された事例はないが、前田ら 12)は、てん茶園の樹冠下からも、うね間と

同様に多くの N2Oが発生していることを報告している。 
	 そこで、茶園全体からの N2O発生量に対する、うね間土壌および樹冠下土壌からの発生
量の寄与と発生要因を評価することをねらいとして調査を行った 8)。その結果、茶園全体

からの N2O発生量は 1年目が 10.6、2年目は 14.8 kgN/ha/年であったが、茶園全体から
の発生量のうち、樹冠下からの発生量が占める割合は 2年間の平均で約 35%であり、茶園
全体からの N2O発生量を評価する場合には，樹冠下土壌からの発生量を無視することがで
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きないことが明らかとなった。また、樹冠下土壌において高い N2Oフラックスが観測され
たのは、降水量が多く、落葉が起こりやすい時期であった。この結果から、樹冠下土壌に

おいて N2Oフラックスが高まった主な要因は、茶樹からの落葉の供給と土壌水分量や地温
の上昇により微生物活性が高まったことであると考えられる。 
	 また、近年、整せん枝残さがうね間に堆積している状況が多く見られるようになったこ

とを受けて、志和らが施肥窒素の動態におよぼす整せん枝の影響について調査した 13)。そ

の結果、整せん枝残さが堆積したうね間からの N2O発生量は、残さが堆積していないうね
間からの発生量の約 5倍の値を示した。これは、整せん枝残さが堆積した上を乗用型管理
機が通ることにより、圧密されて嫌気状態が生じやすくなったためであると考えられてい

る 13)。 
	  
６．おわりに 
	 ここでは、茶園土壌からの N2O発生の特徴と発生量の削減技術を中心に紹介した。これ
までのところ、茶園土壌は他作物と比べて多肥で低 pH であることに加えて、炭素量が多
いことも N2O発生量が多い原因であると考えられている。現在は、炭素の動態と関連付け
た N2O発生量の評価について取り組んでいるところである。 
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樹冠下広幅施肥による減肥栽培と土壌環境改善効果

環境保全型茶生産技術研究グループ

野中邦彦

１．はじめに

茶園では、慣行的な窒素多肥栽培によって施肥位置であるうね間の土壌環境が悪化して

おり、それが窒素の利用効率低下の一因となっている。吸収されなかった窒素は、環境へ

の大きな負荷となることから、これまでに、収量・品質を低下させることなく施肥量を削

減できる肥効調節型肥料を利用した施肥技術や樹冠下施肥技術 1)～ 3)が開発されてきた。

具体的には、被覆肥料を用いて年間 20kg/10a までを全面施肥とし、1 年目 50kg/10a、2
年目 30kg/10a の施肥量で収量は慣行施肥と同等、一番茶ではアミノ酸含有率が増加する

ことが報告されている 1）。また、樹冠下への液肥施用を行い、年間窒素施用量 30 kg/10
a でも安定した生産の可能性が示唆されている 3）。しかしながら、いまだ十分に普及し

ているとは言い難い。普及しない一つの理由として、過去に多量に施用された窒素成分が

樹体や土壌に蓄積しているために、一時的な減肥の影響は発現しないものの、長期的には

収量・品質が低下するのではないかという不安があるためと考えられる。施肥削減技術を

安心して使える技術とするためには、窒素利用効率向上を裏付ける必要がある。

施肥量を減らしても収量・品質を維持するためには施肥効率を向上させることが必須条

件である。通常、茶園の施肥は茶園面積の 1/5 ～ 1/6 に相当するうね間に施用されるため、

そこでは根の濃度障害が起こりやすい。三重県では年間窒素施用量が 60 ～ 100kg/10a の

茶園を調査したところ、うね間の表層から 15 ～ 20cm までの土層の根が健全な茶園は全

体の 30 ％程度であること、さらに施肥量の多い茶園ではその土層に根が全く存在しない

茶園も存在することなどが明らかにされている 4)。また、うね間中央から株元への距離

に応じて肥料成分が希薄となることが分かっている。根がないところへの施肥では肥料の

利用率を上げることはできない。茶樹の吸収根は樹冠下にも多く分布し、その活性はうね

間から株元にかけて高くなることが分かっている 5)。

ここでは、施肥幅を樹冠下まで拡大して茶樹の根域を広く活用することが茶園における

窒素利用効率の向上につながることを検証するため、重窒素トレーサー法を用いて試験を

行った内容を取り上げる。（この内容は、「農業と科学」633 号に掲載されたものであ

る。）

２．試験方法

１）試験１ 施肥幅の拡大による窒素利用効率への影響解析

（１）試験圃場および土壌条件

慣行の管理作業が行われている掛川市東山の農家茶園 2 筆（以下、Ａ圃場、Ｂ圃場）

において試験を行った。いずれも単条植えの 28 年生茶園（品種：‘やぶきた’）であり、

茶株幅は 175cm、株間は 30cm、うね間の施肥幅は 30cm であった。土壌は褐色森林土

（黄褐系）東山統、うね間作土の土性は CL であった。Ｂ圃場では 2003 年の一番茶摘採
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後に中切りが行われた。

（２）施肥位置と施肥幅

Ａ、Ｂ両圃場に慣行のうね間施肥区（施肥幅 15cm）と施肥幅を樹冠下までの 40cm に

拡大した施肥区（以下、広幅施肥）を図１の通り設定した。いずれもうね長 1m でうね間

中央より樹冠側を施肥範囲とし、両側の施肥範囲で形成される長方形の 1.75 ㎡を１単位

とした。

図１ 窒素利用効率解析のための施肥位置と施肥幅

（３）試験区の施肥

試験圃場における慣行施肥と試験区への標識硫安施用の概要を表１に示した。

2003 年 9 月から 2004 年 5 月の秋肥、春肥、芽出し肥、夏肥（一番茶後）の時期ごと

に異なる４連の試験区を設定した。それら試験区を含む茶園全面に対して配合肥料、化成

肥料、硫安等を用たうね間への慣行施肥を行いつつ、重窒素標識硫安 5gN/㎡（重窒素濃

度 1.38atom%．以下、標識硫安）を施肥時期ごとにそれぞれ別の施肥範囲に上乗せして

施用した。施用後、移植ごてを用いて表層 5cm の土壌を軽く混合した。

（４）試料の採取と分析

一番茶および二番茶を２年間採取（枠摘み、20 ㎝× 20 ㎝）し、茶葉の新鮮重、出開き

度、乾物重、全窒素濃度、重窒素濃度等を測定した。

以下、2004 年の一番茶、二番茶をそれぞれ当年一番茶、当年二番茶、また、2005 年の

うね間施肥

15cm 40cm
175cm

広幅施肥

うね間

樹冠下

施肥位置

うね間中央 うね間中央

（緩衝うね）

表１　試験圃場における慣行施肥及び試験区への標識硫安施用の概要
試験区への標識硫安施用

N  P2O5  K2O

　8月中旬 秋肥Ⅰ 配合肥料 7.0 3.0 5.0
　9月中旬 秋肥Ⅱ 配合肥料 7.0 3.0 5.0 　　　2003年 9月19日　（秋肥，　　5.0 gN/㎡）
　2月中旬 春肥Ⅰ 配合肥料 7.0 4.2 4.2
　3月上旬 春肥Ⅱ 配合肥料 7.0 4.2 4.2 　　　2004年 3月 5日　（春肥，　　5.0 gN/㎡）
　4月初旬 芽出し肥 化成肥料 10.0 2.0 3.0 　　　2004年 4月 5日　（芽出し肥，5.0 gN/㎡）
　5月中旬（一茶後） 夏肥Ⅰ 硫安 9.6 3.2 　　　2004年 5月24日　（夏肥，　　5.0 gN/㎡）
　7月初旬（二茶後） 夏肥Ⅱ 硫安 7.0 3.0 5.0

54.6 19.4 29.6

施用量（kg/10a）
標識硫安施用肥日（その日の施肥の名称及び施用量）

（施用量合計）

慣行施肥

時　期 通　称 主な肥料
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一番茶、二番茶をそれぞれ翌年一番茶、翌年二番茶と略す。

（５）土壌分析

試験開始前と試験終了後に深さ 1m まで（一部 80cm まで）の土壌を採取し、土壌の化

学性、細根量および重窒素濃度等を測定した。

２）試験２ 施肥幅の拡大による収量・品質および土壌化学性への影響解析

調査は、2001 年から香川県農業試験場満濃分場内の試験圃場において行われた。

（１）試験区の設定

慣行のうね間施肥（年間施肥量 50 kgN/10a）を対照とし、広幅施肥の 50 kgN/10a お

よび 30 kgN/10a を設けた。肥料の散布には送風式肥料散布機を使用した。

（２）試験区の施肥

年間の 10a 当たり窒素施肥量（括弧内は広幅 30kgN 区）は、春肥Ⅰ：菜種油粕 5.3(4.
2)kg、春肥Ⅱ：有機配合 6.0(4.0)kg ＋（被覆肥料 9.6kg）、芽出し肥：硫安 8.4(4.2)kg、
夏肥Ⅰ：8.4kg、夏肥Ⅱ：8.4kg、秋肥Ⅰ：菜種油粕 5.3(4.2)kg、秋肥Ⅱ：8.0(4.0)kg で

あった。広幅 30kgN 区は、リン酸と加里を一律に 40%減肥した。試験３年目に苦土石灰

を 60kg/10a 施用した。

（３）試料の採取と分析項目

2001 年から３年間、一番茶および二番茶を採取し、収量および荒茶品質を調査した。

荒茶品質の評価は普通審査法により行い、外観を 40 点、内質を 60 点満点とした。

（４）土壌分析

試験を４年間継続後、各試験区のうね間および樹冠下から地下 80cm までの土壌を採

取し、20cm ごとの深さ別に土壌 pH、EC(1:5)を測定した。

３．試験結果および考察

１）試験１ 施肥幅の拡大による窒素利用効率への影響

（１）枠摘み試料の乾物重、収量構成要素、全窒素濃度

試験１で採取した枠摘み試料の乾物重、収量構成要素（芽数、出開き度、乾物率）、全

窒素濃度に関してうね間施肥区と広幅施肥区の違いは認められなかった（データ略）。そ

のような条件でうね間施肥区と広幅施肥区の窒素の利用効率を比較した試験である。

（２）施肥幅と施用時期の違いが肥料窒素利用効率に及ぼす影響の推移

収穫茶葉窒素に占める標識硫安由来窒素の割合（以下、寄与率）は、全茶期を通じて、

両圃場とも広幅施肥区がうね間施肥区を上回る傾向がみられた（表２）。

Ａ圃場における秋肥の寄与率について茶期を追ってみていくと、うね間施肥区、広幅施

肥区とも当年一番茶で最も高い値を示した後、漸減した。春肥の寄与率についてもほぼ同

様の傾向がみられた。芽出し肥の寄与率は、うね間施肥区、広幅施肥区とも当年一番茶で

は高まらず、当年二番茶で最大値を示した後漸減した。夏肥については、施用後最初の収

穫である当年二番茶で最大の寄与率を示し、その後漸減した。Ｂ圃場でもＡ圃場とほぼ同

様の傾向であった。

本試験で上乗せで施用した 5gN/㎡の標識硫安中の窒素は慣行施肥窒素により 1/2 ～ 1/3
に希釈されていることを考慮すると、すなわち実際にはその２～３倍の寄与があったと見

なすと、表２に示した当年一番茶への秋肥および春肥の寄与率はこれまでの報告値 6)と
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大差ない。しかし、芽出し肥の寄与率が本実験で顕著に低かったのは大きな相違点であっ

た。

芽出し肥は一番茶の生葉品質を高めることを期待して施用されるが、広幅施肥でも、寄

与率を大幅に高めることはできなかった。本試験では、芽出し肥施用後３週間降雨がなか

ったことも大きく関係していると思われるが、一番茶への肥効は収穫２週間前から減少す

ることも知られている。現場での芽出し肥の効率的な施用法について、施肥時期や圃場の

水分管理の面から今後検討する必要があると思われた。

茶葉収穫に伴う標識硫安由来窒素の持ち出し量（以下、標識窒素持ち出し量）を表３

に示した。標識窒素持ち出し量は、全茶期を通じて、両圃場とも広幅施肥区がうね間施

肥区を上回る傾向がみられた。Ａ圃場夏肥区では、広幅施肥区の乾物重が少なく、うね間

施肥区と広幅施肥区でほぼ等しい値となった。

表２　収穫茶葉窒素に占める標識硫安由来窒素の割合（％）

うね間 4.3 2.8 1.1 0.7
広幅 6.5 (150) 3.7 (133) 1.9 (165) 1.1 (143)
うね間 5.5 3.5 1.1 0.6
広幅 6.2 (113) 4.1 (119) 1.3 (120) 0.8 (135)
うね間 1.5 3.3 1.0 0.5
広幅 1.7 (115) 5.7 (170) 1.4 (147) 0.9 (163)
うね間 － 4.3 1.3 0.8
広幅 － 4.7 (109) 1.3 (101) 0.9 (106)
うね間 4.2 2.5 1.0 0.8
広幅 5.4 (130) 3.5 (141) 1.7 (161) 1.1 (139)
うね間 4.9 2.8 1.0 0.7
広幅 6.2 (124) 4.9 (178) 1.4 (148) 0.9 (134)
うね間 0.8 3.6 1.0 0.7
広幅 1.5 (195) 5.1 (143) 1.2 (115) 0.7 (112)
うね間 － 2.2 0.9 0.8
広幅 － 3.2 (141) 1.3 (141) 0.9 (113)

（　）内はうね間施肥に対する広幅施肥の指数．

網がけは，それぞれの施肥時期で最も高い寄与率となった茶期を示す．

Ｂ圃場

秋肥

春肥

芽出し肥

夏肥

翌年一番茶 翌年二番茶

Ａ圃場

秋肥

春肥

芽出し肥

夏肥

圃場
標識硫安の
施用時期

施肥幅 当年一番茶 当年二番茶

表３　茶葉収穫に伴う標識硫安由来窒素の持ち出し量（g/㎡）

うね間 0.27 ** 0.16 0.08 * 0.06 **
広幅 0.41 (153) 0.21 (130) 0.14 (162) 0.08 (148)

うね間 0.30 0.20 0.07 0.04 **
広幅 0.40 (132) 0.23 (117) 0.09 (132) 0.06 (135)

うね間 0.09 0.18 * 0.05 ** 0.04 *
広幅 0.10 (111) 0.30 (167) 0.08 (170) 0.07 (156)

うね間 　　　－ 0.24 0.08 0.06
広幅 　　　－ 0.24 (103) 0.07 (89) 0.06 (102)

うね間 0.30 * 0.16 * 0.09 ** 0.05
広幅 0.38 (126) 0.23 (144) 0.14 (162) 0.06 (122)

うね間 0.35 0.18 ** 0.09 * 0.03 **
広幅 0.40 (117) 0.32 (177) 0.12 (137) 0.05 (144)

うね間 0.06 ** 0.34 0.11 0.05
広幅 0.12 (194) 0.45 (134) 0.13 (122) 0.05 (113)

うね間 　　　－ 0.16 0.08 0.05
広幅 　　　－ 0.24 (151) 0.13 (149) 0.06 (116)

*，**はうね間施肥と広幅施肥の間の持ち出し量の差が有意であることを示す．（t検定，*は有意水準５％，**は有意水準１％．）

（　）内はうね間施肥に対する広幅施肥の指数．

Ｂ圃場

秋肥

春肥

芽出し肥

夏肥

圃場
標識硫安の
施用時期

翌年一番茶 翌年二番茶

Ａ圃場

秋肥

春肥

芽出し肥

夏肥

施肥幅 当年一番茶 当年二番茶
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Ａ圃場における秋肥の標識窒素持ち出し量について茶期ごとにみると、うね間施肥区、

広幅施肥区とも当年一番茶で最も高い値を示した後、漸減した。春肥の標識窒素持ち出し

量についてもほぼ同様の傾向がみられた。芽出し肥の標識窒素持ち出し量は、うね間施肥

区、広幅施肥区とも当年一番茶では高まらず、当年二番茶で最大値を示した後漸減した。

夏肥については、施用後最初の収穫である当年二番茶で最大の標識窒素持ち出し量を示し、

その後漸減した。

施用時期ごとの窒素利用効率を相互に比較するため、標識硫安施用後二茶期分の茶葉収

穫に伴う標識硫安由来窒素の持ち出し量を表４に示した。Ａ圃場夏肥の広幅施肥区では、

乾物重が少なかったたため、持ち出し量は少なめに見積もられている。そのことを考慮す

ると、いずれの施用時期においても、広幅施肥区の窒素持ち出し量がうね間施肥の場合に

比べて多いことは明らかである。また、Ｂ圃場芽出し肥を施用した当年二番茶の乾物重は、

うね間施肥区、広幅施肥区とも他の施用時期に比べて多かったため、高い値となった。

慣行施肥の種類や量が施肥時期によって異なることや土壌窒素の無機化や茶樹の窒素吸

収には季節的な変動があることからすると単純な比較は難しいが、うね間施肥、広幅施肥

とも、利用効率は、春肥≒秋肥＞芽出し肥＞夏肥の順であることが分かった。夏肥は、他

の施用時期と同様に広幅施肥で利用効率を増大させるが、利用効率を高めるための技術が

特に求められる時期であると思われる。

（３）施肥幅の違いが標識硫安の利用効率に及ぼす影響

ここで本稿の主題となる施肥幅の違いと標識肥料持ち出し量の積算値との関係を見てみ

よう（図２）。データとしては表３、表４と同じものである。

表４　標識硫安施用後二茶期分
注）

の茶葉収穫に伴う標識硫安由来窒素の持ち出し量（g/㎡）

うね間 0.43 ** 8.6 0.50 ** 10.0 0.26 ** 5.3 0.31 6.3

広幅 0.62 (144) 12.4 0.63 (126) 12.6 0.39 (149) 7.8 0.31 (99) 6.2

うね間 0.46 ** 9.2 0.53 ** 10.5 0.40 ** 7.9 0.24 ** 4.8

広幅 0.61 (132) 12.2 0.72 (137) 14.5 0.57 (144) 11.4 0.36 (151) 7.2
注）二茶期分：秋肥，春肥，芽出し肥は当年一番茶と当年二番茶の合計．夏肥は当年二番茶と翌年一番茶の合計．

**はうね間施肥と広幅施肥の間の持ち出し量の差が有意であることを示す．（t検定，**は有意水準１％．）

（　）内はうね間施肥に対する広幅施肥の指数．

イタリックは施肥窒素(5g/㎡）に占める割合（％）．

Ｂ圃場

Ａ圃場

圃場 施肥幅
秋肥

標識硫安の施用時期
春肥 芽出し肥 夏肥
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図２ 施肥幅の違いと標識肥料持ち出

し量との関係

重窒素標識硫安施用時期が異なる４試験区

ごとに新芽中の標識肥料由来窒素量を算出

し，それらを摘採時期別に積算．

*，**：各摘採時期における施肥幅の処

理間に有意差有り(t 検定，*:有意水準 5%．

**:同 1%）

棒グラフ中の破線で施肥時期別の標識肥料

由来窒素量を区分した．１年目一番茶につ

いては，下から秋肥，春肥，芽出し肥の順．

１年目二番茶以降については，いずれも下

から秋肥，春肥，芽出し肥，夏肥の順．

２年間の合計でみると、標識窒素持ち出し量は、広幅施肥区がうね間施肥区に比べＡ圃

場で 33 ％、Ｂ圃場で 38 ％多い。標識窒素の持ち出しはさらに続くと考えられるが、施

用された標識硫安は２年後には土壌残留がほとんど認められないこと、また、標識窒素持

ち出し量が翌年一番茶では当年一番茶、当年二番茶に比べて明らかに減少し、翌年二番茶

ではさらに減少していることからすると、その比率は次年度以降も大きく変わることはな

いと推定される。

今回の試験圃場では、樹冠下においてもうね間と同等の細根が存在し、その大半は表層

から 40cm までの土層に分布していた（表５）。広幅施肥で時期別に施用した窒素の利用

効率が向上した要因は、そのような広範囲の根が施用窒素を吸収できたからと考えられる。

本研究で明らかにした広幅施肥による窒素利用効率向上は、広幅施肥の有効性を示す

裏付けになると考えられる。

表５　深さ別にみたうね間土壌と樹冠下土壌の細根量

うね間 樹冠下

Ａ圃場   0～ 20 100 120

 20～ 40 34 28

 40～ 60 21 8

 60～ 80 10 9

 80～100 4 -

Ｂ圃場   0～ 20 100 148

 20～ 40 31 25

 40～ 60 18 6

 60～ 80 9 8

 80～100 4 -

圃場 深さ(cm)
 細根量

注)

注)うね間および樹冠下（うね間中央から株元へ40cm）に
ついて測定．各層の単位体積(330ml）に含まれる細根の重
量をうね間 0～20cmの値を基準に指数表示．

19



２）試験２ 施肥幅の拡大による収量・品質および土壌化学性への影響

（１）広幅施肥による茶の収量・品質への影響

施肥幅と施肥量別にみた収量および荒茶品質を表６に示した。一番茶および二番茶の生

葉収量、荒茶品質には処理間の違いは認められなかった。つまり広幅施肥を行うことで 1
0a 当たりの年間窒素施用量を 30kgN に減肥しても同等の収量・品質が得られる可能性が

ある。

（２）広幅施肥継続による土壌化学性の変化

広幅施肥を開始して 4 年経過後の圃場と慣行のうね間施肥圃場における、土壌 pH と

EC の比較を図 3 に示す。施肥幅の拡大によって、土壌 pH、EC ともにうね間と樹冠下

の差が減少し、うね間土壌の強酸性が改善された。特に、表層付近でその傾向が大きか

った。したがって広幅施肥を継続することにより、根の生育の健全化および施肥成分の

利用効率の向上が期待されることが分かった。

図3 施肥幅の違いと土壌pH，ECの鉛直分布との関係（４年間の試験継続後の分析値）

表６　施肥幅と施肥量別にみた収量および荒茶品質（３カ年の平均値）

生葉収量

(kg/10a) 外観 内質 計

うね間 50 kgN 522 32 49 81

一番茶 広幅 50 kgN 531 30 48 79

広幅 30 kgN 560 34 48 81

うね間 50 kgN 660 27 43 69

二番茶 広幅 50 kgN 637 28 39 67

広幅 30 kgN 631 26 42 68
注)普通審査法により，外観を40点，内質を60点満点とした．

茶期 処理区
 荒茶品質注)
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４．まとめ

広幅施肥を行うことによって、慣行のうね間施肥を行った場合に比べ、硫安で施肥した

窒素の利用効率は 33 ～ 38 ％向上することが分かった。窒素の利用効率向上は、秋肥、

春肥、芽出し肥、夏肥のいずれの時期においても認められた。また、うね間土壌の pH が

改善された。

５．今後の課題

茶園では、菜種かす、魚かす等の有機質肥料を始め、様々な形態の肥料が施肥時期に応

じて使用される。しかし、重窒素で標識したそれらの肥料を用意するのは難しく、ここで

は、硫安を用いた効果の解析にとどまった。

有機質肥料等を用いて施肥幅を拡大したときの影響について、野菜茶業研究所では

「樹冠下までの施肥幅拡大をベースにした圃場試験」の課題を立てて現在、研究を進め

ているところである。その中ではとくに芽出し肥が一番茶の品質に大きくかかわると想

定し、その施用時期等が利用効率に及ぼす影響を解析中である。

６．参考文献

1)志和将一（2005）：茶業研究報告，100，83-85．
2)寿江島久美子他（1999）：鹿児島茶試研報，13，13-55．
3)中村茂和（2005）：茶業研究報告，100，86-88．
4)橘 尚明（1997）：三重県農業技術センター特別研報，4，4-10．
5)小泉 豊他(1998)：土肥講要集，32，78．
6)烏山光昭(1998)：九農研，60，24-29．
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乗用型管理機による樹冠下広幅施肥の実演 

 
茶業研究領域 
角川 修 

 
１．はじめに 
 樹冠下広幅施肥を行うことによって、硫安で施肥した窒素の利用効率は、慣行のうね間

施肥を行った場合に比べて 33～38％向上することがわかった。この樹冠下広幅施肥技術は、

土壌環境の悪化を防ぐ効果があることに加え、減肥による肥料投入コストが削減できるこ

とから、農家への普及が期待できる。しかしながら、現在市販されている施肥機は、慣行

のうね間施肥を目的とした機械であるため、施肥幅を樹冠下まで拡大する機能は備えてな

い。広幅施肥の効果を確認する試験においても、市販機の一部を改造し、樹冠下に施肥し

ている状況である。そこで、野菜茶業研究所と寺田製作所は共同研究を実施し、樹冠下ま

で施肥幅を拡大できる乗用型精密肥料散布機の開発を行っている。 
本研修においては、試作機による樹冠下施肥作業を見ていただき、営農指導で活躍され

ている参加者の皆様の視点で、実用化に向けた意見交換ができればと考える。 
 
２．乗用型精密肥料散布機の概要 
 樹冠下幅広施肥を実現するため、送風機で肥料を樹冠下に送り込む方式を採用し、送風

機を有する乗用複合茶園管理機（TW-180）のアタッチメントの一つとして樹冠下幅広施肥

肥料散布ユニットを試作し、茶園管理機後方に搭載した。肥料散布ユニットは、肥料タン

ク、可変モータ駆動の肥料繰出し部、送風による肥料輸送管、肥料噴出部から構成される。

肥料タンクの下の肥料繰出し部は、肥料の種類や施肥量に応じて繰出し量を設定できる機

能を備え、菜種油粕から化成肥料まで、幅広い肥料に対応できる。試作機と肥料散布イメ

ージを図１に示す。茶園管理機の履帯走行部の後方から、水色で示しているように左右の

茶樹うねの雨落ち部の下から、風の力で肥料を樹冠下まで吹き込む。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1 乗用型精密肥料散布機と肥料散布イメージ 
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味覚センサーを用いた客観的な茶の味の評価 

 
食品総合研究所・食品分析研究領域 

林  宣之 
野菜茶業研究所・茶業研究領域   

氏原ともみ 
 
１．はじめに 

  
 市場のグローバル化に伴う海外産品との販売競争の激化は、農産物や食品に関しても例

外ではない。将来的にも消費者からの需要をこれまで通りに確保しつつ、さらに拡大して

いくためには、他者との差異を明確にし、その情報を消費者に分かり易く伝えていくこと

が不可欠である。食品の品質は、そのような差別化情報の中核をなすべきものと考えられ

る。 
 茶は製造工程の違いから、紅茶（十分な酵素酸化工程有り）緑茶（酵素酸化工程無し）、

烏龍茶（紅茶と緑茶の中間的な酵素酸化レベル）の３種類に大別される。これらの酸化レ

ベルの違いが製茶葉の化学組成を変化させ、それぞれの茶種に特徴的な味、香、水色とな

って現れる。世界におけるこれらの茶の全生産量と消費量の 78％は紅茶、20％は緑茶で、
烏龍茶は 2％以下である。紅茶は主に欧米諸国と幾つかのアジアの国々で消費されるが、緑
茶は主に日本、中国、インド、さらに北アフリカや中東の幾つかの国々で消費されている。

烏龍茶は製造も消費も中国南東部と台湾に限定される1。このように、世界的には、緑茶は

もっとも主要な茶種というわけではない。しかし、そのような状況であるからこそ、今後

の市場戦略によっては日本の主力茶種である緑茶の消費を拡大することができる可能性が

ある。一方、日本国内に目を向けると、緑茶の主な購入先は、茶専門店とスーパーマーケ

ットであるが、若い世代ほど後者を利用する傾向がある2。さらに、利用店に対する満足度

は、専門店の場合は高く、スーパーマーケットに対しては低い調査結果となっている２。こ

のことは、専門店では販売員からの詳しい説明や試飲などから、店頭で手にした茶製品に

どのような特徴があるのかを購入前に知る事ができることと関係があると推測される。将

来の茶の消費を担う若い世代に緑茶の良さを理解してもらえなければ、その需要拡大は望

めない。そのためには、商品パッケージ等への品質情報の記載は重要であるかもしれない。

いずれの場合においても、茶の消費を拡大していくためには、消費者に対して販売したい

茶の特徴を十分に理解してもらえるような積極的な努力が必要である。 
 近年、健康に対する茶の効能が注目を集めているが、本来、茶は嗜好性飲料であること

を考慮するならば、その特徴を端的に表す情報として欠かすことができない品質項目とし

て味、香、水色があげられる。通常これらは官能試験によって評価されるが、茶種や国な

どの地域を越えて統一された方法があるわけではない。例えば、日本の官能審査で良い煎

                                            
1 Chatuvedula, V. S. P.; Prakash, I. J. Med. Plant. Res. 2011, 5, 2110–2124. 
2 岩崎邦彦. 緑茶のマーケティング; 農村漁村文化協会: 東京, 2008; 第２章. 
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茶の味とは「甘味、渋味、苦味、うま味が適当な濃さで調和し、舌にまろやかに柔らかく

当たり、後で口内に清涼感を与えるもの」、良くない煎茶の味とは「収斂味を感じたり、苦

味が強く刺激的なもの、不快な味（えぐ味、酸味、むれ味、焦味、変質臭等）があるもの」

とされ、これらを滋味として点数化する3。しかし、「この煎茶の滋味は○○点です」という

商品情報からは、煎茶を飲んだ経験のない外国人にとっては、それがどんな味なのか想像

もできないであろうし、日常的に緑茶を飲用している日本の一般消費者でさえ、その味を

イメージする事は極めて困難であると思われる。したがって、グローバルな時代にあって、

食品の従来の消費地域を維持しつつ、新たな消費地域を開拓するためには、文化や伝統が

異なった広範囲な地域間に共通する評価スケールの構築が必要であると考えられる。 
 茶の味に関して、このような評価法を実現するために、食品中の味物質を電気化学的に

検出し味覚情報として利用することができる味覚センサー装置（或いは、Electric tongue）
は強力なツールとなる可能性がある。それは、これらの装置が消費者に客観的な味情報を

明快に提供する能力を持っているからである。しかし、新たに評価法を開発する際には、

味覚センサーの測定結果を盲目的に信用するのではなく、その応答が本当にヒトの官能に

よる結果と同じ傾向を示しているかどうかについても慎重に吟味しなくてならない。さら

に、グローバルな評価スケールの設定するために適切な方法を考案する必要もある。筆者

らの研究グループでは、市販の味覚センサー装置を利用して、緑茶（日本産）の渋味強度

とうま味強度、紅茶の渋味強度の評価法を開発し、それらの味強度に関する普遍的な評価

スケールを提案してきた。今回の研修会では、味覚センサーの原理、評価法開発の方法論、

緑茶および紅茶の味強度評価法について解説する。 
 
 
２．味覚センサーの原理 

 
 味覚センサーには、研究中のものを含めて様々な種類の装置が報告されているが4、現在、

市販品としてはインテリジェントセンサーテクノロジー社（以下、Insent 社）と Alpha 
M.O.S.社から２種類の装置が入手できる。これらはどちらも味情報をセンサー電極の膜電
位変化として検出する仕組みである。複数用意されたセンサー電極は高分子膜の化学組成

の違いにより応答特性が異なっている。Insent 社の味覚センサーは、それぞれの電極が広
域選択性を持ち、味のタイプ（苦味、甘味、うま味、塩味、酸味の基本味と渋味）ごとに

応答が特化されている。筆者らは、Insent 社製の味覚センサー装置を利用して茶の味の評
価に取り組んできた経緯から、その装置に絞って解説したい。 

                                            
3 (a) 増澤武雄, 平成 21年度茶審査技術研修会テキスト, 社団法人日本茶業中央会: 東京, 2010; 
123–129. (b) 山口優一. 茶大百科第１巻; 農村漁村文化協会: 東京, 2008; 867-889. 
4 (a) Riul Jr., A.; Dantas, C. A. R.; Miyazaki, C. M.; Oliveira Jr., O. N. Analyst 2010, 135, 2481–2495. 
(b) Citterio, D.; Suzuki, K. Anal. Chem. 2008, 80, 3965–3972. (c) Ciosek, P.; Wróblewski, W. Analyst 
2007, 132, 963–978. (d) Vlasov, Y.; Legin, A.; Rudnitskaya, A. Anal. Bioanal. Chem. 2002, 373, 
136–146. (e) Toko, K. In Biomimetic Sensor Technology; Cambridge University Press: Cambridge, U.K., 
2000; Chapter 6. 
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 図 1 に示したように、味覚センサー装置が検出する膜電位変化は 2 種類ある。１つはサ
ンプル溶液中にセンサー電極を 30秒間浸したときの膜電位（Vs）、もう 1つはサンプル溶
液に浸したその電極を基準液（30 mM KCl + 0.3 mM酒石酸水溶液）中で３秒ずつ２回洗
浄した後に、基準液中に 30 秒間浸したときの膜電位（Vr′）である。それぞれの電位は、
リファレンス溶液の電位（Vr）を基準に、Vs – Vr（相対値）、Vr′ – Vr（CPA値）で表さ

図 1．味覚センサー装置の測定手順． 

（Insent社のホームページより許可を得て一部修正したものを転載） 

表 1．味覚センサーと評価可能な味覚項目． 

（Insent社のホームページより許可を得て一部修正したものを転載） 
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れる。CPAとは Change of membrane Potential by Adsorptionの略称であり、これはセ
ンサー膜に吸着した物質によって生じた膜電位変化のことである。相対値と CPA値は、ヒ
トの感覚では先味と後味に相当する。これらの値を用いて評価できる味を表１に示した。

茶の渋味は渋味用センサーの CPA値、うま味はうま味用センサーの相対値を用いて評価す
る。 
 
 
３．標準液 

 
 味覚センサーが検出する全ての電位は、30 mM KCl + 0.3 mM酒石酸水溶液中のセンサ
ー応答電位を基準として記録される。ヒトの場合に例えるならば、この水溶液は唾液に相

当する。しかし、食品試料全体の応答電位は広範囲に分布しており、測定精度を向上させ

るために、実際には、評価対象となる食品ごとに標準試料を準備し、この標準試料を基準

として相対値や CPA値を算出する。通常、評価対象食品の１つが標準試料として用いられ
る。例えば、緑茶を評価する場合には、市販の緑茶ペットボトル飲料がその目的のために

用いられることが多い。しかし、このような市販品は、グローバルな評価系の標準試料と

しては相応しくない。なぜなら、製造工程中のアクシデント、ロットや保存期間による品

質変動、飲料メーカーの販売戦略による品質改善等のために品質特性の恒常性が保証され

ないうえに、販売地域や販売時期に関連して入手の可能性に問題があるからである。これ

らの点を改善するために、標準液は市販の化学物質（標準物質）から容易に調製されるこ

とが望ましい。標準物質が満たすべき条件は、測定対象と同じ味質を持ち、水溶液中でイ

オンに解離する性質があり、高純度かつ安価で、化学的挙動が測定対象と類似しているこ

とがあげられる。さらに、可能であるならば、測定対象食品中の味に大きく寄与する物質

であることが望ましい。このような標準液を使用する事によって、世界中のいかなる地域

であっても、いかなる時であっても（例えば、100年というような長い時間的な隔たりがあ
っても）サンプル間の比較が可能となる普遍的な評価系を構築することができる。筆者ら

は、茶の渋味に関しては(－)-Epigallochatechin-3-O-gallate（EGCg）、うま味に関してはグ
ルタミン酸ナトリウム（MSG）を標準物質として使用した。 
 
 
４．味推定値 

 
 センサー出力値は電位差として得られるが、このままでは出力値と味強度の弁別閾の関

係がよく分からない。Weber-Fechnerの法則に従って、味強度は味物質の濃度に比例する5。

さらに、ヒトは味物質の濃度が約 20％異なるとき、その味強度の違いを認識することがで
きると報告されている6。そこで、センサー出力値が標準物質の 20％濃度差に相当する電位 
                                            
5 Indow, T. Jpn. Psychol. Res. 1966, 8, 136–150. 
6 Pfaffmann, C. (1959). The sense of taste. In Handbook of Physiology; Field, J., Ed; American 
Physiological Society: Washington, DC, 1959; Vol. 1, pp. 507–533. 
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差を１目盛りとするスケール上の値に変換されるならば、センサーによる測定結果の解釈

が容易になると考えられる7。この変換された値は味推定値と称される。 
 味推定値の計算には、濃度の異なる２つの標準物質溶液のセンサー応答電位を利用する。

図２に示したように、C mMと 1.2a × C mMの標準物質溶液の応答電位差が A mVである
とき、E mVのセンサー出力を示す試料の味推定値は、E × a/Aによって算出される。 
 
 
５．緑茶（日本産）の渋味強度評価法 8 

 
５.１.標準物質溶液  
 緑茶の渋味強度の標準点を設定するために、0.650 mM EGCg水溶液（含 5 mM KCl）を
用いた。さらに、渋味推定値計算のために 0.260 mM EGCg水溶液（含 5 mM KCl）を用
意した。これらの EGCg濃度は、どちらも EGCgの濃度とセンサー応答出力の関係を示す
グラフ（図３の赤色の曲線）の近似直線領域から選ばれなくてはならない。これは、セン

サー出力値から味推定値への換算は、標準物質濃度とセンサー出力値の間に線形関係が成

り立つことが前提であるためである。 

                                            
7 Habara, M.; Toko, K. Taste Sensor. In Encyclopedia of Sensors; Grimes, C. A., Dickey, E. C., Pishko, 
M. V., Eds.; American Scientific Publishers: Valencia, California, 2006; Vol. 10, pp. 107–119. 223  
8 Hayashi, N.; Chen, R.; Ikezaki, H.; Yamaguchi, S.; Maruyama, D.; Yamaguchi, Y.; Ujihara, T.; Kohata, 
K. Biosci. Biotechnol. Biochem. 2006, 70, 626–631. 

図２．味推定値の計算方法 

（Reprinted (and modified) with permission from Hayashi, N. et al. 
Biosci. Biotechnol. Biochem. 2006, 70, 626–631. Copyright © 2006, 
Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry） 
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５.２.測定用試料の調製方法 

 ガラスポット（セレック社製・GAV-２）のプラスチック製フィルターカップに製茶葉 2.00 
gを入れ、沸騰した純水 200 mLを注ぐ。室温で 5分間静置した後、フィルターカップを静
かに引き上げ、カップ内に残った浸出液をフィルター越しに静かにガラスポット内に戻す。

浸出液は氷浴で室温まで冷却された後、ひだ付き沪紙（JIS P 3801［ろ紙（化学分析用）］
に規定される２種相当）で沪過し、センサー測定に供する。 
 
５.３.測定方法  
 測定の一連の操作は、装置の標準的な方法に従って全自動で実行される。0.650 mM 
EGCg水溶液、0.260 mM EGCg水溶液、茶浸出液試料（最大８種類まで）の順に測定する。
この測定サイクルを３回繰り返し、その平均値を試料のセンサー出力値とする。 
 

図３．EGCgの濃度と渋味センサー出力の関係（赤色の曲線）．緑茶と紅茶の渋味

センサー出力範囲． 

（Reprinted (and modified) with permission from Hayashi, N. et al. Biosci. 
Biotechnol. Biochem. 2006, 70, 626–631 and ibid. 2007, 71, 587–589. Copyright © 
2006 and 2007, Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry）. 
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５.４.渋味推定値  
 製茶方法、品種、産地等が異なる 80種類の日本産緑茶（仕上茶または荒茶）のセンサー
出力値範囲は、EGCg の濃度とセンサー応答出力の関係を示すグラフの近似直線範囲内に
収まったので（図３）、全ての試料の渋味推定値は正確に算出することができる。図４に示

されるように、日本緑茶の渋味推定値は約–３から約＋３の間に分布する。その値は、正の

図４．緑茶（日本産）の渋味推定値． 

（Reprinted (and modified) with permission from Hayashi, N. et al. Biosci. Biotechnol. Biochem. 
2006, 70, 626–631. Copyright © 2006, Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and 
Agrochemistry） 

図５．緑茶（日本産）の渋味推定値と官能試験との関係． 

（Reprinted (and modified) with permission from Hayashi, N. et al. 
Biosci. Biotechnol. Biochem. 2006, 70, 626–631. Copyright © 2006, 
Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry） 
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方向に大きくなるほど、渋味強度が強くなることを示しており、これらの値を利用して渋

味の強さを格付けすることができる。 
 
５.５.渋味推定値とヒトの官能との関係  
 健常ボランティアを対象にして、15種類の緑茶浸出液の渋味強度の官能試験を実施した。
試料を口腔内に５秒間含み、舌に収斂性の刺激を強く感じた方をより渋味が強いと判定し

てもらった。図５は渋味推定値に対して官能試験で決定した順位をプロットしたものであ

る。渋味推定値とヒトの官能との間には正の相関があり、渋味用センサーに基づく結果は

ヒトの官能による結果と同じ傾向を示していることがわかる。 
 
 
６．紅茶の渋味強度評価法9 

 
 第５節で述べた緑茶の渋味評価法を、インド産、スリランカ産、日本産、中国産の紅茶

試料に対して適用した。インド産とスリランカ産の紅茶の渋味センサー出力値は、緑茶の

応答出力値範囲とほぼ重なった。一方で、中国産と日本産の紅茶に関しては、その一部が

緑茶の応答出力値範囲よりも大きい応答電位の値（すなわち、膜電位変化としては小さく、

渋味強度が弱いことを表す）を示した（図３）。この日本産と中国産に特有の出力範囲は標

準物質溶液の濃度とセンサー応答出力の関係を示すシグモイドグラフの近似直線範囲から

外れ始める箇所にあたる。したがって、厳密には、この出力範囲に含まれる試料のセンサ

ー出力値は、0.650 mM EGCg水溶液と 0.260 mM EGCg水溶液のセンサー出力差を用い
ることによっては、正確な渋味推定値を算出する事はできない。しかし、これら２種類の

標準物質溶液を利用して算出した渋味推定値ではあっても、ある程度の正確さで渋味強度

を見積もることができるだろう。なぜなら、この範囲におけるシグモイドグラフの近似直

線の傾きは、日本産の緑茶やインド産とスリランカ産の紅茶のセンサー出力範囲の傾きと

比較して、まだ十分な傾きを保っているからである。この場合には、算出された渋味推定

値は真の値よりも高めに、推定値どうしの差は小さくなるので注意を要する（渋味強度の

相対的順番が入れ替わることはない）。ただし、厳密な比較が必要な場合には、標準物質濃

度の新たな組み合わせで定められる適切な近似直線の傾きを使用しなければならない。 
 紅茶の渋味強度測定結果の例を図６に示した。インド産とスリランカ産の紅茶の渋味推

定値は－４から＋４の間に分布した。一方、日本産と中国産の紅茶の渋味推定値は－９から

０の間に分布した。その範囲のうち、－６以下の値を示す試料は、そのセンサー出力値が標

準物質溶液の濃度・センサー出力値曲線の近似直線範囲から外れているため注意が必要で

ある。さらに、図 7 から、紅茶の場合も緑茶と同様に、渋味センサーに基づく結果はヒト
の官能によるものと同じ傾向を示していることがわかる。 

                                            
9 Hayashi, N.; Chen, R.; Ikezaki, H.; Ujihara, T.; Kitajima, H.; Mizukami, Y. Biosci. Biotechnol. 
Biochem. 2007, 71, 587–589. 
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図６．紅茶の渋味推定値． 

（Reprinted (and modified) with permission from Hayashi, N. et al. Biosci. Biotechnol. Biochem. 2007, 
71, 587–589. Copyright © 2007, Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry） 

図７．紅茶の渋味推定値と官能試験との関係． 

（Reprinted (and modified) with permission from Hayashi, N. et al. 
Biosci. Biotechnol. Biochem. 2007, 71, 587–589. Copyright © 2007, 
Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry） 
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７．緑茶（日本産）のうま味強度評価法 10 

 
 渋味強度評価用と同じ方法で調製された緑茶試料をうま味用センサーで測定すると、興

味深いことに渋味が強い試料ほどうま味用センサーに大きく応答する傾向がある。緑茶浸

出液中の代表的な渋味物質である EGCg に対するうま味用センサーの応答が確認されたこ
とから、うま味用センサーの出力は渋味物質（ポリフェノール）の影響を受けると推測さ

れた。そこで、緑茶のうま味強度の測定は、茶浸出液からポリフェノール化合物を除去し

た後に行う必要がある。 
 
７.１.測定用試料の調製方法 

 緑茶のうま味強度の標準点を設定するために、5.00 mM MSG水溶液（含 30 mM KCl + 
0.30 mM酒石酸）を用いた。さらに、うま味推定値計算のために 2.00 mM MSG水溶液（含
30 mM KCl + 0.30 mM酒石酸）を用意した。渋味強度の標準物質溶液のときと同様の理由
により、これらのMSG濃度は、どちらもMSGの濃度とセンサー応答出力の関係を示すグ

                                            
10 Hayashi, N.; Chen, R.; Ikezaki, H.; Ujihara, T. J. Agric. Food Chem. 2008, 56, 7384–7387. 

図８．MSG の濃度とうま味センサー出力の関係（赤色の曲線）．

緑茶（日本産）うま味センサー出力範囲． 

（Reprinted (and modified) with permission from Hayashi, N. et 
al. J. Agric. Food Chem. 2008, 56, 7384–7387. Copyright 
Copyright © 2008, American Chemical Society.） 
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ラフ（図８の赤色の曲線）の近似直線領域から選ばれた。 
 
７.２.測定用試料の調製方法 

 ガラスポット（セレック社製・GAV-２）のプラスチック製フィルターカップに製茶葉 2.00 
gを入れ、沸騰した純水 200 mLを注ぐ。室温で 5分間静置した後、フィルターカップを静
かに引き上げ、カップ内に残った浸出液をフィルター越しにガラスポット内に戻す。浸出

液は氷浴で室温まで冷却された後、その 100 mL 分を三角フラスコに移す。ポリビニルポ
リピロリドン（2.00 g）を加え、10 分毎に振り混ぜながら室温で１時間処理する（この操
作により、浸出液中のポリフェノールを除去）11。ひだ付き沪紙（JIS P 3801［ろ紙（化学
分析用）］に規定される２種相当）で沪過し、センサー測定に供する。 
 
７.３.測定方法  
 測定の一連の操作は、装置の標準的な方法に従い、全自動で実行される。5.00 mM MSG
水溶液、2.00 mM MSG水溶液、茶浸出液試料（最大８種類まで）の順に測定する。この測
定サイクルを３回繰り返し、その平均値を試料のセンサー出力値とする。 
 
７.４.うま味推定値  
 製茶方法や産地等が異なる 111 種類の日本産緑茶（市販茶）のセンサー出力値範囲は、
MSGの濃度とセンサー応答出力の関係を示すグラフの近似直線範囲内に収まったので（図
８）、全ての試料のうま味推定値は正確に算出することができる。図９に示されるように、

緑茶（日本産）の渋味推定値は–2 から＋2 の間に分布する。その値は、正の方向に大きく
なるほど、うま味強度が強くなることを示しており、これらの値を利用してうま味の強さ

を格付けすることができる。 

 
 

 

 

                                            
11 筆者らは、SIGMA社製（P6755）と Fluka社製（77627）のポリビニルポリピロリドンがこ
の目的のために使用できることを確認している。 

図９．緑茶（日本産）のうま味推定値． 

（Reprinted (and modified) with permission from Hayashi, N. et al. J. Agric. Food Chem. 
2008, 56, 7384–7387. Copyright Copyright © 2008, American Chemical Society.） 
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７.５.うま味推定値とヒトの官能との関係  
 健常ボランティアを対象にして、12 種類の緑茶浸出液のうま味強度の官能試験を実施し
た。図 10は、うま味推定値に対して官能試験で決定したうま味強度の順位をプロットした
ものである。うま味推定値とヒトの官能との間には正の相関があり、うま味用センサーに

基づく結果はヒトの官能による結果と同じ傾向を示していることがわかる。 
 

 

８．おわりに 

 
 以上、市販の味覚センサーを利用して、茶の各味強度を標準化して表す方法を述べた。

これらの方法は、既に幾つかの研究現場の問題解決のために用いられている。例えば、松

尾らは、釜炒り茶と煎茶の渋味に関する研究の中で、ヒトの官能と同じように、釜炒り茶

は煎茶よりも渋味が少なく、煎茶では蒸熱時間を長くすることにより渋味が緩和されるこ

とを科学的に明らかにした12。一方で、今後、味覚センサーを用いた評価法を茶の味の評価

スケールとして流通の現場で利用していくためには、渋味とうま味以外に苦味強度の評価

                                            
12 松尾啓史; 林宣之; 氏原ともみ; 藤田進; 龍野利宏; 御手洗正文; 槐島芳徳; 豊満幸雄; 木下
統; 谷口知博. 食科工 2012, 59, 6–16. 

図 10．緑茶（日本産）のうま味推定値と官能試験との関係． 

（Reprinted (and modified) with permission from Hayashi, N. 
et al. J. Agric. Food Chem. 2008, 56, 7384–7387. 
Copyright Copyright © 2008, American Chemical Society.） 
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法も整備する必要がある。それについては、現在開発中であり、近い将来、別途報告でき

るものと考えている。 
 ところで、うま味が基本味の「うま味」ではなく、「旨味＝美味しい」と解釈されるかも

しれないというように、渋味、うま味、苦味といった尺度が、一般消費者向けの情報とし

ては少し学術的であり分かりにくいのではないかといった意見をいただくことがある。し

かし、何となくイメージしやすいからという理由によって、安易に「爽やかさ」、「すっき

り感」、「こく」といった語彙を評価スケールに付けることに関しては慎重に行われなけれ

ばならない。イメージ性を重視した言葉は個人的な認識の相違が大きいため、その尺度が

曖昧になる恐れがある。特に、海外への販売を指向した場合にはそうであろう。このよう

な表現上の問題は、これから茶業界全体で十分に議論していく必要があると思われる。 
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QoI 剤耐性チャ輪斑病菌の発生実態及びその簡易検定法 
                        
                       茶業研究領域  
                       環境保全型茶生産技術研究グループ 
                               園田亮一・山田憲吾 
  

１．はじめに 
 輪斑病はチャ病害の中では炭疽病に並ぶ重要

病害で全国的に発生する。チャ輪斑病菌は

Pestalotiopsis longiseta という糸状菌で、傷口か

ら感染する。葉では年輪状の模様（輪紋）のあ

る病斑を形成し、枝では摘採部からの枯れ下が

りを生じる。また、新梢の基部の包葉および不

完全葉の脱落部の微細な傷口から感染し感染部

から上の枝葉を萎凋・枯死させる。これは同じ病

原菌により引き起こされることから輪斑病の一症

状であるが、防除時期や症状が葉での輪斑病と異

なることから、新梢枯死症と呼ばれて農薬登録上

も別扱いされている。本稿でも以下は輪斑病とは

葉での輪斑病を指す。 
  高温性の病害

とされ、二番茶および三番茶摘採後の発生が多いとさ

れてきたが、静岡県では三番茶不摘採の茶園が多くな

り、気候の温暖化もあってか二番茶摘採後の他に秋整

枝後の発生が目立つようになった。また管理作業の一

環としてすそ刈りが適宜行われているが、作業後に防

除はしないので、その後に本病が発生している場合が

ある。 
  本病は収穫する摘採葉に発生するといった直接的な

被害は生じないが、多発すると次の茶期の芽数や芽の

生育に悪影響を与える。 
 
 

２．QoI 剤およびその耐性菌について 
 QoI 剤（Quinone outside inhibitor）とは植物病原菌の細胞内小器官の一つであるミトコン

ドリアの内膜上に存在する呼吸鎖複合体に結合し、その酵素活性を阻害することで膜内で

の電子伝達系を阻害する作用を有する殺菌剤のうち、この作用部位が複合体Ⅲのチトクロ

ームｂの Qo 部位であるグループの殺菌剤である。QoI 剤としてはアゾキシストロビン、

クレソキシムメチル、トリフロキシストロビンなどのストロビルリン系殺菌剤や、ストロ

葉の病徴

枝の病徴

新梢枯死症状
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ビルリン系とは異なる化学構造のファモキサドンなどがある。ストロビルリン系殺菌剤は

比較的新しいグループの殺菌剤で、日本では 1997 年から登録され始めた。チャ病害を対象

病害としたアゾキシストロビン水和剤（商品名：アミスター20 フロアブル）は 2001 年に

登録されている。 
 アゾキシストロビン水和剤は抗菌スペクトルが広く、主要な植物病原糸状菌（卵菌類、

担子菌類、子のう菌類）に抗菌活性を示す。また作物に侵入する前の病原菌に対する予防

効果だけでなく、作物内部に取り込まれる「浸透性」を有し、既に侵入した病原菌に対し

ても効果を発揮する「治療効果」も有する。適用範囲も広く、稲、小麦、チャ、果樹、野

菜、芝などで登録されている。 
 アゾキシストロビン水和剤はチャでは炭疽病、輪斑病、新梢枯死症、もち病が対象とな

っている。輪斑病の防除薬剤としては、QoI 剤の他に TPN 水和剤、カスガマイシン・銅水

和剤、フルアジナム水和剤などが登録されている。この中で、カスガマイシン・銅水和剤

および QoI 剤が治療効果、すなわち摘採３日後くらいまでの散布でも実質的な防除効果を

有することが知られている。摘採直後は作業的に多忙で防除作業を行うのは困難なこと、

周囲にまだ摘採していない茶園があればドリフトの懸念から農薬散布は事実上不可能であ

ることから、防除剤としては摘採後の散布に時間的余裕のある殺菌剤が好まれ、特にスト

ロビルリン系殺菌剤が広く使われてきた。これまでチャ輪斑病に登録されている QoI 剤は

アゾキシストロビン水和剤、トリフロキシストロビン水和剤（商品名：フリントフロアブ

ル 25）およびクレソキシムメチル水和剤（商品名：ストロビー水和剤）の３剤であったが、

2012 年８月に新しくベンジルカーバメート系殺菌剤のピリベンカルブ水和剤（商品名：フ

ァンタジスタ顆粒水和剤）が登録された。ピリベンカルブは作用機作からは QoI 剤である

が、既存の QoI 剤耐性菌に対してある程度の防除効果を示すと報告されている（高垣ら

2006）。 
   QoI 剤は優れた農薬であるが、残念ながら耐性菌の発達も早い。我が国では QoI 剤が登

録されてすぐにキュウリうどんこ病やべと病で耐性菌が確認され、その後、ナスすすかび

病、キュウリ褐斑病、イチゴ炭疽病、イチゴ灰色かび病、セイヨウナシ黒斑病、ブドウ褐

斑病など多くの病害で発生が報告されている。世界的には 60 種以上の病原菌で耐性菌が報

告されている（石井 2012）。 
  QoI 剤耐性菌は、複合体Ⅲを構成する酵素であるチトクロームｂに遺伝子変異が起きて

いることが多い。チトクロームｂのＧ143Ａ（143 番目のアミノ酸に相当する部位の塩基配

列 GGT が GCT に代わり、アミノ酸がグリシンからアラニンに置換する）という変異によ

る高度耐性菌が報告されているが、同遺伝子の他の部位の変異も報告され、さらには上記

の変異の検出されない耐性菌も報告されている（石井 2012）。 
 

３．QoI 剤耐性チャ輪斑病菌の発生について 
 チャでは炭疽病および輪斑病でベンゾイミダゾール系殺菌剤に対する耐性菌が 1980 年

代に問題となった。同剤の耐性菌は褐色円星病、灰色かび病および赤葉枯病でも確認され

たが、関係機関の努力や炭疽病では折からの DMI 剤の普及等により、他系統の殺菌剤への

代替えが進み、問題は沈静化した（西島 2005）。 
 これ以降、特に現場で問題となるような耐性菌は確認されていなかったが、2008 年に
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QoI 剤を使用したにもかかわらず輪斑病が多発した鹿児島県の茶園から同剤に高度の耐性

を示す菌が分離された。そこで 2009 年に全県的な調査を行われたが、調査 139 圃場のうち

44 圃場（32％）から耐性菌が分離され、分離 2259 菌株のうち 289 株（13％）が耐性菌で

あった。地域間差が大きいものの、耐性菌発生圃が５割を越える地域もあり、鹿児島県で

は耐性菌が広く分布していると言っていい状態にあることが明らかにされた（富濱ら

2009）。 
 この事態を受けて、静岡県においても(独）農研機構野菜茶業研究所と県農林技術研究所

茶業研究センターが調査を行い、それぞれ 2009 年に輪斑病で同耐性菌の発生を確認した

（山田・園田 2009、外側ら 2010）。他の茶産県での発生調査も必要と考え、野茶研が呼び

かける形で、鹿児島県の協力を得て統一的な検定方法を定め、複数の県で調査が行われた。

検定方法については茶業技術研究報告 109 号に「チャ輪斑病菌の QoI 剤感受性検定法」（山

田ら 2010）として掲載した。この調査は 2009 および 2010 年度に行われ、すでに発生の確

認された鹿児島県と静岡県を除き、茨城県、埼玉県、滋賀県、三重県、香川県、福岡県で

は耐性菌は確認されなかった。静岡県では 2009 年では１カ所だったものが、2010 年の調

査では、県内の主要な５つの茶産地全てで耐性菌が検出された（外側ら 2011）。2011 年に

は宮崎県で 20 弱の調査圃場のうちの多くの圃場で同剤の耐性菌が分離された。2012 年 9
月の時点では鹿児島、静岡および宮崎が発生県ということになる。 
  静岡県全体の 2009 年から 2011 年の３年間の調査によれば、県全体での耐性菌検出圃率

は 23％、耐性菌株率は９％で、地区別では牧之原・相良地区が も検出率が高く、それぞ

れ 43％、19％となり、県平均の２倍近かった（外側 2012）。野茶研による牧ノ原台地（牧

之原・相良地区に相当）における調査によれば、台地内においても地域により耐性菌検出

圃率には大きな差があり、また発生圃の多い地域でも、発生茶園と未発生茶園が入り交じ

って分布している（園田・山田 2012）。 
 

４．QoI 剤耐性チャ輪斑病菌に関する研究について 
 発見されてから日が浅いので、知見の蓄積は十分とは言えないが、これまでの成果の一

部を紹介する。 
 鹿児島県で分離された本耐性菌はアゾキシストロビン水和剤およびトリフロキシストロ

ビン水和剤に対して耐性を示す（富濱ら 2009）。また静岡県の耐性菌はクレソキシムメチ

ル水和剤にも耐性を示したことから（Yamada・Sonoda2012）、本耐性菌はチャで登録され

ているストロビルリン系殺菌剤３剤に対して高度耐性を示すと考えられる。耐性菌対策で

は培地上での検定結果だけではなく、実際の圃場で防除効果がどの程度低下するのかを明

らかにする必要がある。本耐性菌の発生茶園でのアゾキシストロビン水和剤の防除効果は、

耐性菌の割合が高まるにつれて低下し、耐性菌率 100％の圃場では防除効果を示さず、ま

た耐性菌率の多少に関わらず、耐性菌発生茶園ではアゾキシストロビン水和剤散布後には

耐性菌割合がほぼ 100％になっていた（尾松ら 2012）。 
  高度耐性菌のチトクロームｂ遺伝子の変異についての解析は、富濱ら（2009）により行

われ、G143A であることが明らかにされた。また分離率は低いものの、静岡県では高度耐

性菌と感受性菌の中間的な耐性を示す中度耐性菌が存在し、そのチトクロームｂ遺伝子に

は F129L（129 番目のアミノ酸に相当する部位の塩基配列 TTC が TTG に代わり、アミノ酸
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がフェニルアラニンからロイシンに置換する）という変異が確認された（Yamada・
Sonoda2012）。 
 

５．QoI 剤耐性チャ輪斑病菌の簡単検定法 
  「チャ輪斑病菌の QoI 剤感受性検定法」（山田ら 2010）はある程度の植物病理学的手法

の習得と培地の作成や菌の移植のための実験的設備を必要とする。しかし、これに対応で

きる機関や人員は限られている。本研修では、鹿児島県が発表した平成 20 年度の普及情報

「チャ輪斑病におけるアミスター耐性菌の発生と対策」に記載された簡易検定法を紹介す

る。本検定法は日常的な器具で茶園に発生した輪斑病菌の耐性（高度耐性）を判定するこ

とができる。 
 その方法を元の文章から若干表現を変えて以下に記す。 
（１）圃場から輪斑病発病葉を採取する。 
（２）密閉できる容器に湿らせたティッシュなどを敷き、そこに病葉を並べ、密閉して多 

  湿条件にして４日間程度置く。 
（３）病斑上に形成された黒い胞子の塊にプラスドライバーの先端を押しつけ、胞子をこ 

  すりつける。 
（４）健全なチャ葉の主脈脇の葉身部（葉脈ではない部分）をプラスドライバーの先端で 

  軽く突き刺し、胞子を接種する。1 枚の葉に２～４カ所接種できる。 
（５）接種葉をストロビルリン系殺菌剤の常用濃度の薬液に 10 秒浸す。 
（６）接種が成功しているかを確認するために、薬液の替わりに水に浸す区を設ける。 
（７）接種葉を 25℃以上の多湿条件に 10 日程度置き、輪斑病の病斑の形成が認められれ 

  ば、接種菌は耐性菌と判定される（下図参照）。 

  
 図：検定実施の様子（フタをはずして撮影）        図：接種 10 日後の発病の様子 
 
 次に実施上の注意点を列記する。 
・採取した葉はビニール袋などに入れっぱなしにすると、結露して腐敗するので、すぐに 

胞子形成させない場合は結露しにくい紙袋等に入れて冷蔵するのが好ましい。数日であ 

れば室温でも問題ない。 
・1 茶園で 10～20 枚程度の葉を調べる必要がある。 
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・鹿児島県では採取した発病葉を軽く水洗してから使用しているが、場合によっては省略 

しても差し支えない。 
・病葉は葉の表側を上にして容器に並べる。葉が大きい場合には病斑部周辺のみを残して 

切除してもよい。 
・ドライバー先端はライターや、アルコールランプ、ガスコンロ、ガスバーナーなどの火 

を使用して滅菌する。滅菌後は高温になっているので、すぐに使用せず、少し冷えるの 

を待つ。 
・次の異なる葉の胞子をつける前には必ずドライバー先端を滅菌する。 
・胞子の形成は室温でよいが、冬場の極端な低温時は何らかの暖房手段が必要。 
・薬液浸漬処理後のチャ葉は、フローラルフォーム(商品名：オアシス）に挿して葉が生 

存できる湿潤な条件に置く。乾燥を防ぐため、密閉できる容器に入れる。 
・フローラルフォームに垂直に挿すことで、薬液等は自然に乾くので、特に風乾は必要な 

い。 
・比較のために QoI 剤以外の殺菌剤を処理する場合、TPN 水和剤（商品名：ダコニール 1000） 

はこの試験方法では十分な防除効果を示さないので使用に適さない。 
 

６．最後に 
 QoI 剤耐性チャ輪斑病菌が 2008 年に確認されてから４年がたった。すでにかなり発生し

ている地域もあるが、必ずしも現場で大きな問題とはなっていない。これは本病が直接収

穫物に明らかな被害を与えないこと、耐性菌発生率の低い圃場では QoI 剤が防除効果を示

すこと（尾松ら 2012）、輪斑病菌は空気伝染しないため発生圃から周囲に広く伝搬はしな

いこと、耐性菌率が高い圃場であっても発生は気象等の条件に大きく左右され、必ずしも

多発しないなどの理由が考えられる。 
 すでに QoI 剤の使用を制限する措置をとった鹿児島県（尾松 2012）を除くと、他の県に

おいては注意を呼びかけるとともに、年 1 回以下の使用の推奨などの対策にとどまり、そ

の使用は現場の判断に委ねられている。しかし、発生圃率の高い地域においても未発生園

が入り交じった状態になっている。個々の農家は自園の耐性菌の発生の有無が不明のため、

QoI 剤を使用してもよいのか悪いのかの判断を行うことができないまま、これまでの防除

体系を続けるしかない状態に陥っているように思える。輪斑病対策はチャの病害虫のなか

で優先順位は高いとはいえないが、農家が自園の状態を把握し、無駄な防除を行うことが

ないように、防除所、普及センター、JA 等が中心になって地域の発生実態を明らかにし、

対応策を協議する必要があると考える。新規農薬の開発経費が莫大になり、かつてのよう

に耐性菌が出現しても別系統の農薬に替えることで乗り切るという手法は困難になりつつ

あり、耐性菌が出る前からの耐性菌対策の必要性が高まりつつある。 
後に、簡易検定法を紹介するにあたり、本研修での紹介を快諾いただいた鹿児島県農

業開発総合研究センター茶業部尾松氏にこの場をかりて感謝申し上げる。 
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野茶研育成の新しい茶品種について 

 

茶育種研究グループ 吉田克志 

はじめに 

 わが国におけるチャ(Camellia sinensis (L.) O. Kuntze)の主要品種「やぶきた」は日

本の茶園の約 77%で栽培されている。「やぶきた」は 1953 年に茶農林６号として登録され、

同時期の品種に比較して、製茶品質、釜炒り茶などへの幅広い茶種（著しくは紅茶）への

適応性や、地域適応性などの栽培特性が圧倒的に優れていたことから、その栽培面積は在

来種実生茶園から栄養系品種茶園への転換が始まった 1970 年代から急速に広まり、主要品

種になっていった。しかし、「やぶきた」単一栽培の弊害として、炭疽病、輪斑病やクワシ

ロカイガラムシを初めとする病害虫の多発、香味の画一化、摘採期の集中化などの多くの

問題が生じている。また、改植時期にさしかかっている定植後 30 年以上の高樹齢の茶園も

増加していることから、「やぶきた」に変わることができる有望品種の育成が望まれている。 

 野菜茶業研究所は前身の国立茶業試験場時代の 1934 年から、緑茶用品種の交配育種を始

めており、中生品種の「やぶきた」とは早晩性が異なる品種や、耐病性が「やぶきた」よ

り優れる品種の育成を行ってきた。しかしながら、従来の耐病性品種は栽培特性や製茶品

質が「やぶきた」より低く評価されることが多く、広く普及することはなかった。しかし、

近年の交配育種と選抜手法の進展により、野菜茶業研究所枕崎茶業研究拠点において、耐

病性で栽培加工特性に優れた、やや早生の緑茶用品種「さえあかり」が育成されるととも

に、木本植物で初めて DNA マーカー選抜された、病害虫複合抵抗性で早生の緑茶用品種「な

んめい」が育成された。また、新たな試みとして、地域特性を活かせる極早生品種「しゅ

んたろう」ならびに機能性成分アントシアニン高含有品種「サンルージュ」が育成された。

本稿ではこれら新品種について紹介する。 

 

茶農林 55 号「さえあかり」 

 

１ 育成経過 

 「さえあかり」は炭疽病中度抵抗性で、輪斑病強度抵抗性の樹勢が強い「Z1」を種子親、

炭疽病中度抵抗性で製茶品質が優れる「さえみどり」を花粉親として、1989 年に交配した

F1実生群の中から 1997 年に個体選抜された。その後、1998 年から「枕系 46-11」として、 

図２「さえあかり」一番茶園相

さえあかり

あさつゆ(♂)

さえみどり(♂)

1989年交配

やぶきた(♀)

Z1(♀)
(たまみどり実生選抜）

図１「さえあかり」の育成系統図

（旧 枕崎30号）
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栄養系比較試験第 46 群に供試され、栽培・加工特性に優れたことから、2002 年に系統適

応性検定試験第 9群に「枕崎 30 号」として供試され、全国 14 府県の公的茶業研究機関に

おいて、系統適応性検定試験（以下、系適試験）および特性検定試験（もち病抵抗性、裂

傷型凍害抵抗性）が行われた。その結果、品種としての能力を有することが認められたた

め、「さえあかり」と命名し、品種登録出願(第 24796 号)を行い、2010 年 7 月 21 日に品

種登録出願公表されるとともに、2011 年 3 月 28 日に茶農林 55 号として、農林登録され

た（図１、２）。「さえあかり」の名前は花粉親の高品質品種「さえみどり」の特徴を引き

継いだ、明るい色沢、水色を表すとともに、夏の明るい陽射しの下でも「さえみどり」に

優る製茶品質となる品種特性も同時に表している。 

 

２ 栽培特性と製茶品質 

 「さえあかり」の育成地における栽培特性と製茶品質を表１に示した。一番茶の萌芽期

と摘採期は「さえみどり」と「やぶきた」の間に入るやや早生であり、樹姿はやや開張型

で樹勢が強い（表１）。「さえあかり」の生葉収量は全ての茶期で「やぶきた」や「さえみ

どり」より多く、一番茶の製茶品質は「さえみどり」と同等で、「やぶきた」より優れる。

製茶品質の特長として、外観は細よれ、鮮緑であり、香気は花粉親の‘さえみどり’に類

似しており、時として、温和で、甘い、蒸かしたサツマイモ様の品種香を呈する。滋味は

旨味が強い。また、二番茶と三番茶の製茶品質は「やぶきた」や「さえみどり」より優れ

る（表１）。「さえあかり」の耐寒性は、赤枯れ抵抗性に関しては「やぶきた」よりやや劣

り、「さえみどり」よりやや強い（表１）。裂傷型凍害抵抗性に関しては「やぶきた」と同

程度で「中」である。「さえあかり」の耐寒性は「やぶきた」に準じており、全国の茶産地

で栽培が可能と考えられるが、やや早生品種であることから、静岡県以南の温暖地および

暖地での栽培が適している。 

 表１　「さえあかり」の栽培特性と製茶品質（育成地および特性検定場所）

萌芽期 摘採期 一番茶 二番茶 三番茶 一番茶 二番茶 三番茶
赤枯れ
抵抗性

裂傷型凍害
抵抗性

さえあかり やや早生 やや開張 強 3/17 4/14 384 406 339 114 129 133 中 中

さえみどり 早生 中間 やや弱 3/12 4/10 226 256 197 116 115 127 やや弱 －

やぶきた 中生 やや直立 やや弱 3/22 4/18 252 176 148 100 100 100 やや強 中

１）数値は2006～2009年の平均値を示す．

２）製茶品質は各茶期ごとに審査し、点数は「やぶきた」を100とした場合の相対値である．

３）赤枯れ抵抗性は1月中旬に切り枝を-10～-14℃で2時間処理し、2日後に目視で判定した．

４）裂傷型凍害抵抗性は特性検定場所（鹿児島県、2002～2006年）における総合判定結果を示す．

製茶品質(相対値） 耐寒性

品種名 早晩性 樹姿 樹勢

一番茶 生葉収量(kg/10a)

 

 

表2　「さえあかり」の萌芽期と摘採期の地域間差

項目 品種名 静岡 三重 京都 高知 熊本

萌芽期 さえあかり 3/28 3/30 3/28 3/28 3/27

　 やぶきた 4/3 4/1 4/4 3/31 3/27

やぶきた比 -6 -2 -7 -3 0

摘採期 さえあかり 5/1 5/2 5/5 4/29 4/27

　 やぶきた 5/2 5/5 5/8 4/30 4/29

やぶきた比 -1 -3 -3 -1 -2

2007～2009年の平均値を示す．

表３　「さえあかり」の生葉収量と製茶品質の全国平均

一番茶

(kg/10a)

二番茶

(kg/10a)
一番茶 二番茶

さえあかり 327 407 97.9 111.6

ゆたかみどり 269 343 89.3 98.8

さえみどり 189 246 101.0 112.2

やぶきた 279 264 100.0 100.0

１）数値は系適試験地・県単試験地計15カ所の平均値を示す．

２）製茶品質は「やぶきた」の数値を100とした相対値．

品種

生葉収量 製茶品質 
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 静岡県と旧系適場所における摘採期と萌芽期は表２に示す通りで、「さえあかり」の摘採

期は「やぶきた」-1～-3 日である。また、「さえあかり」の収量は系適・県単試験の全国

平均でも「やぶきた」より優れており、一番茶品質は「やぶきた」並、二番茶品質は優れ

ている（表３）。「さえあかり」は「やぶきた」に比較して一番茶・二番茶とも全窒素と遊

離アミノ酸量が多く、タンニンが少ないことから、これらの内容成分の特徴が「さえあか

り」の製茶品質の良さに反映されていると考えられる（表４）。 
表４　近赤外分光分析計による「さえあかり」の化学成分含有量分析

一番茶化学成分含有量（乾燥重％） 二番茶化学成分含有量（乾燥重％）

全窒素
遊離

アミノ酸
NDF

カフェ

イン
タンニン 全窒素

遊離

アミノ酸
NDF

カフェ

イン
タンニン

さえあかり 6.0 4.2 17.0 2.8 13.0 4.6 1.6 21.0 2.8 16.7

枕崎 さえみどり 6.3 4.4 16.4 2.8 12.7 4.1 2.3 17.0 3.1 14.4

やぶきた 5.7 3.6 17.7 2.6 13.5 3.8 0.8 23.7 2.6 18.7

さえあかり 5.6 3.6 18.5 2.8 13.2 4.6 1.9 24.1 2.8 16.0

全国 ゆたかみどり 5.7 3.3 18.5 2.8 14.0 4.5 1.2 20.4 3.1 19.1

平均 さえみどり 5.8 3.9 18.0 2.9 13.2 4.2 1.9 19.5 3.0 15.3

やぶきた 5.5 3.3 16.9 2.8 13.8 4.1 0.9 22.7 2.9 18.5

1)数値は2007年～2009年の系適場所および県単試験地の平均値を示す．

2)NDF中性デタージェント繊維．

試験地 品種名

 
 
３ 病害虫抵抗性 

 「やぶきた」は主要三病害である炭疽病、輪斑病および赤焼病に弱い。これに対し「さ

えあかり」の付傷接種検定によるチャ炭疽病抵抗性は「やや強」、チャ輪斑病抵抗性は「強」

であった。また、圃場における炭疽病の自然発生程度は、「さやまかおり」に隣接して植栽

した場合でも極めて少なく、抵抗性は「強」と判定された（表５）。さらに、圃場における

チャ赤焼病の接種試験により、「さえあかり」は赤焼病の発病が少なく、抵抗性「強」であ

ることが 2011 年に報告された。このように「さえあかり」は主要３病害の抵抗性であるが、

特性検定場所におけるもち病抵抗性は「やや弱」と判定され「やぶきた」並であること、

虫害に対しては「やぶきた」並で防除が必要であることに注意されたい。 

表５　「さえあかり」の病害抵抗性（育成地および特性検定場所）

病斑(mm) 判定 病斑(mm) 判定 発病葉数/㎡ 判定

さえあかり 5.1 やや強 3.3 強 さえあかり 1.0 強 さえあかり やや弱

さえみどり 6.0 中 6.5 弱 さえみどり 8.5 やや強 くらさわ 弱

やぶきた 18.4 弱 7.1 弱 さやまかおり 353.7 極弱 やぶきた やや弱

１）接種試験は付傷接種による室内検定法で調査した．

２）炭疽病自然発病調査区は「さやまかおり」と「さえあかり」が隣接して植栽されており、数値は3年間の平均値．

３）もち病抵抗性は特性検定場所（静岡県、2002～2007年）における試験結果より判定した．

もち病
抵抗性

品種名
炭疽病接種試験 輪斑病接種試験

品種名
炭疽病自然発病(秋芽停止期）

品種名

 
 
４ 摘要 

 「さえあかり」は炭疽病、輪斑病と赤焼病に抵抗性であり、一番茶のみならず、夏茶の

品質にも優れる収量の多い、やや早生品種である。「さえあかり」は静岡以南の温暖地から

暖地での栽培に適しており、樹勢も強く、栽培も容易であることから、「やぶきた」の有力

な改植候補品種としてその普及が期待されている。 
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病害虫複合抵抗性品種「なんめい」 

 

１ 育成経過 

 「やぶきた」はクワシロカイガラムシ、輪斑病や炭疽病に弱く、農薬による防除が必須

とされてきた。しかし、近年、消費者の食に対する安全・信頼性の確保の意識の高まりや、

生産サイドにおけるコスト削減に対する要望の高まりから農薬使用量の削減が求められて

おり、農薬に代わる防除技術として病害虫抵抗性品種の導入が期待されている。一方、日

本茶の海外への輸出は、近年増加しているが、欧米の消費者や流通現場では有機栽培や無

農薬栽培の茶に対する需要が非常に高いことから、輸出促進を図るためには、国内も生産

体制を強化する必要があり、病害虫抵抗性品種の需要が高まってくると予想された。 
 「なんめい」は、クワシロカイガラムシと輪斑病に抵抗性で樹勢が強い「さやまかおり」

を種子親、製茶品質に優れ、輪斑病高度抵抗性遺伝子 Pl1 を持つ早生系統「枕崎 13 号」を

花粉親として、1992 年に交配した F1 実生群の中から、2000 年に個体選抜試験で選抜され

た。その後、栄養系比較試験第 49 群に「枕系 49-4」として供試され、栽培加工特性に優

れることから、2007 年から系統適応性検定試験第 12 群に「枕崎 35 号」として供試された

（図３）。また、同年より実用技術開発事業「海外需要に対応した茶の無農薬栽培法と香気

安定発揚技術の確立」において、慣行栽培及び無農薬栽培における栽培比較試験に供試さ

れ、十分な実用形質を持つことから、「なんめい」と命名し、平成 24 年 5 月 11 日に品種登

録出願（第 27028 号）を行い、平成 24 年 9 月 12 日に品種登録出願公表された。「なんめい」

は「さやまかおり」由来のクワシロカイガラムシ抵抗性遺伝子 MSR1 に連鎖した DNA マ

ーカーに基づき選抜された系統であり、日本で初めて木本作物で DNA マーカー選抜技術を

用いて育成された品種である（図４）。本品種は暖地で普及が期待されることから、「南（な

ん）」と茶の木を表す「茗（めい）」を組み合わせて「なんめい」と命名された。 

 

さやまかおり

枕崎13号

やぶきた

枕F1-10115

枕F1-288

べにたちわせ

鹿Ch2

Ai105

Ai26

NkaO1

やぶきた

なんめい

自然交雑

1992年交配

図３「なんめい」の育成系統図 図４「なんめい」の一番茶新芽

（旧 枕崎35号）

 

 

２ 栽培特性と製茶品質 

 「なんめい」の育成地における栽培特性と製茶品質を表６に示した。一番茶の萌芽期と

摘採期は「さえみどり」同等の早生であり、樹姿はやや直立型で樹勢はやや強である（表

６）。「なんめい」の収量は、「やぶきた」、「さえみどり」より優れ、新芽の葉色は濃緑であ

る（図４）。一番茶の製茶品質は「やぶきた」より優れ（表６）、「さえみどり」と同等であ
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り、色沢は鮮緑で、うま味と渋味のバランスが良い特長を有する。 
 「なんめい」の耐寒性は、赤枯れ抵抗性に関しては「やぶきた」よりやや劣り、「さえみ

どり」と同等である。また、裂傷型凍害には弱い（表６）。「なんめい」は早生であるため、

霜害が起きる地域では防霜対策が必要であり、赤枯れ抵抗性や裂傷型凍害といった耐寒性

がやや劣るため、早生品種の「さえみどり」や「ゆたかみどり」が栽培できるような九州

南部などの暖地での栽培が適している。 

表６「なんめい」の栽培特性と製茶品質（育成地および特性検定場所）

製茶品質

萌芽期 摘採期 一番茶 二番茶 三番茶 一番茶
赤枯れ
抵抗性

裂傷型
凍害

抵抗性

なんめい 早生 やや直立 やや強 3/12 4/14 352 298 229 30.7 やや強 弱

やぶきた 中生 やや直立 中 3/22 4/20 249 166 164 27.4 強 中

さえみどり 早生 やや開張 中 3/13 4/13 224 219 166 30.6 やや強 中

1）数値は育成地（鹿児島県枕崎市）における定植後4～8年生のデータの平均値。

2）製茶品質は官能審査評点であり、色沢、香気、水色、滋味の各項目10点満点の合計値である。

3）赤枯れ抵抗性は1月中旬に切り枝を-10～-14℃で2時間処理し、2日後に目視で判定した。

4）裂傷型凍害抵抗性は特性検定場所（鹿児島県、2008～2010年）における総合判定結果を示す。

一番茶 生葉収量(kg/10a) 耐寒性

品種名 早晩性 樹姿 樹勢

 

３ 病害虫抵抗性 

 「なんめい」のクワシロカイガラムシ抵抗性は「強」、付傷接種による輪斑病抵抗性は「強」

であり、防除は不要である（表７）。一方、炭疽病拡大抵抗性は「中」であるが、連続降雨

等、炭疽病が多発するような環境下では、炭疽病が発生することがあり、防除が必要とな

る場合がある。また、赤焼病およびもち病抵抗性は「弱」であることから、これらの発生

地である中山間地での栽培は注意を要する（表７）。 

表７ 「なんめい」の病害虫抵抗性

MSR1
遺伝子

抵抗性 病斑(mm) 判定 病斑(mm) 判定
罹病葉数
(枚/m2) 抵抗性

なんめい + 強 3.2 強 6.1 中 74 弱 弱

やぶきた - 弱 11.7 弱 19.2 弱 30 中 やや弱

べにふうき - 弱 3.5 強 4.8 強 2 強 未調査

１）クワシロカイガラムシ抵抗性は茶育成系統評価試験場所の圃場発生程度の総合判定の結果。

２）炭疽病と輪斑病は室内での付傷接種、赤焼病は圃場における接種試験の発病程度により判定した。

３)もち病抵抗性は特性検定場所（静岡県、2008～2011年）における総合判定結果を示す。

もち病３）品種名
炭疽病２）輪斑病２）

クワシロ

カイガラムシ １） 赤焼病２）

 

４ 摘要 

 「なんめい」は、「さえみどり」と同等の早生で高品質のクワシロカイガラムシ、炭疽病

および輪斑病複合抵抗性の品種であり、収量にも優れることから、暖地における減農薬に

よるコスト削減、有機栽培による付加価値生産が期待される。 
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極早生緑茶品種「しゅんたろう」 

 

１ 育成経過 

 種子島等のいわゆる「走り新茶」の栽培地域では、その気候的優位性を活かすため、「く

りたわせ」などの極早生品種が多く栽培がされている。しかし、収量が少ないことや初期

生育が一般的な煎茶品種に劣ること、改植後に欠株が生じやすいなどの問題が生じている。

さらに近年茶市場における「くりたわせ」の価格下落が著しいことから、「くりたわせ」に

代わる優良極早生品種の育成が求められている。 

 「しゅんたろう」は製茶品質に優れる「埼玉９号」を種子親、耐病性に優れる「枕 F133422」

を花粉親として 1990 年に交配された F1 実生群の中から選抜された品種（旧系統名：枕系

47-18）である（図５、図６）。埼玉 9号は「やぶきた」の自然交雑実生であり、「枕 F133422」

は炭疽病と輪斑病抵抗性の極早生の紅茶用品種「べにたちわせ」と「くりたわせ」の交雑

後代である。「枕系 47-18」は地域適応性を検定するために、2005 年から鹿児島県農業総合

開発センター茶業部と協定研究を締結し、鹿児島県南九州市知覧町ならびに種子島の 2カ

所に試験圃場を設置して生育特性を調査した。その結果、暖地に適した極早生品種として

有望と判断されたため、「しゅんたろう」と命名され、2009 年 4 月 23 日に品種登録出願（第

23693 号）され、2011 年 12 月 20 日に品種登録（第 21261 号）された。本品種はこれまで

国費で育成された緑茶用品種の中では最も早く収穫できる品種であり、「しゅん」は春一番

に萌芽してくる品種ということを表現し、「たろう」は力強く育ってほしいという思いが込

められている。 

くりたわせ(♂)

NkaO1 (♂)
枕F133422 (♂)

1990年交配べにたちわせ(♀)

埼玉９号(♀)
（やぶきた自然実生）Ai26 (♀)

図５「しゅんたろう」の育成系統図 図６「しゅんたろう」の一番茶園相

(旧 枕系47-18）

しゅんたろう

 

 

２ 栽培特性と製茶品質 

 「しゅんたろう」の樹姿はやや開帳型で樹勢はやや弱で、一番茶の萌芽期と摘採期は「く

りたわせ」より早い極早生品種である（表８）。一番茶および二番茶の生葉収量は「くりた

わせ」や「やぶきた」より多い。「しゅんたろう」の製茶品質は、一番茶は「くりたわせ」

より優れて「やぶきた」と同等以上であり、二番茶は「やぶきた」より優れていた（表８）。

一方、「しゅんたろう」の耐寒性は赤枯れと裂傷型凍害に対していずれも弱く、本品種は極

早生であることから、種子島以南の温暖な地域での栽培に適している。また、栽培加工上

の注意点として、芽数型になりやすいので、芽重型に仕立てるように心がけること、3～4

日程度の短期被覆を行い、蒸しをやや深めにした場合に、「しゅんたろう」の外観、香気等

の製茶品質が最も良好になることが確認されている。なお、節間が長いので摘み遅れると
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白茎が目立つので注意が必要である。 

 

表８　「しゅんたろう」の栽培特性と製茶品質（育成地）

一番茶 二番茶 一番茶 二番茶
赤枯れ

抵抗性

裂傷型凍害

抵抗性

しゅんたろう 極早生 やや開張 やや弱 2/20 3/25 310 334 103 119 弱 弱

くりたわせ 極早生 やや開張 やや弱 2/23 4/1 193 221 85 119 やや強 中

やぶきた 中生 やや直立 やや弱 3/14 4/16 198 126 100 100 強 やや弱

１）萌芽期、摘採期、生葉収量、製茶品質は定植5年目に調査した．

２）製茶品質は各茶期ごとに審査し、点数は「やぶきた」を100とした場合の相対値である．

３）赤枯れ抵抗性は1月中旬に切り枝を-10～-14℃で2時間処理し、2日後に目視で判定した．

４）裂傷型凍害抵抗性は特性検定場所（鹿児島県、2006～2008年）における総合判定結果を示す．

品種名 樹姿 樹勢 萌芽期 摘採期

耐寒性生葉収量(kg/10a) 製茶品質(相対値)

早晩性

 

 

３ 病害虫抵抗性 

 圃場における「しゅんたろう」の秋芽生育停止期の炭疽病自然発生程度は「くりたわせ」

より少なく、抵抗性はやや強と判定された（表９）また、輪斑病の接種検定では「くりた

わせ」と同様に抵抗性が認められた。（表９）。一方、幼苗における赤焼病発生の調査によ

り、「しゅんたろう」は「くりたわせ」や「やぶきた」より発病が多く、赤焼病には弱いこ

とが確認された。また、「しゅんたろう」のクワシロカイガラムシの発生程度は「やぶきた」

や「くりたわせ」と同等であり、抵抗性は弱と判定された（表９）。 

 

表９　「しゅんたろう」の病害虫抵抗性

発病葉

枚/㎡
判定

病斑長径

(mm)
判定 2006年 2007年

しゅんたろう 64 やや強 3.2 強 10.8 14.3 弱

くりたわせ 132 中 3.5 強 0 6.9 弱

やぶきた 336 弱 7.1 弱 0 11.8 弱

１）炭疽病抵抗性は秋芽生育停止期の自然発病を調査し、輪斑病抵抗性は接種検定で判定した．

２）赤焼病自然発生は鹿児島県農業総合開発センター茶業部（知覧）のデータ．

３）クワシロカイガラムシは圃場における自然発生程度で判定した．

炭疽病 輪斑病 赤焼病自然発生株率(%)
クワシロカイガ

ラムシ抵抗性
品種名

 

 

４ 摘要 

 「しゅんたろう」は「くりたわせ」よりも摘採期の早い極早生品種であり、収量性と品

質は「くりたわせ」より優れているが、耐寒性に劣り、赤焼病には弱い。栽培適地は枕崎

市以南の「くりたわせ」の栽培が可能な暖地であり、極早生品種栽培地域において、生産

の安定、香味の多様化に資する品種として、今後の普及が期待される。 
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アントシアニン高含有茶品種「サンルージュ」 

 

１ 育成の背景と経過 

 アントシアニンは抗酸化作用や抗眼精疲労作用が期待できる植物由来天然成分として注

目されており、色素原料として果樹類やいも類等様々な植物が利用されている。チャにお

いても高アントシアニン品種が育成されれば、カテキン類等の機能性成分とアントシアニ

ンの同時利用が可能となり、新たな需要の創出が期待できる。茶ではこれまでに、新芽の

アントシアニン含有率が高い「紅花茶」が知られており、近年ではアントシアニン高含有

系統の「茶中間母本農 6 号」が育成され、チャの新たな利用分野を開拓するものとして期

待されていた。しかし、定植後の活着や収量性などの栽培特性が劣り、実用生産が困難で

あることから、「茶中間母本農６号」を利用して、優れた栽培特性のアントシアニン高含有

品種の開発を行い、農研機構野菜茶業研究所と日本製紙グループ本社（アグリ事業部）に

よって、新芽中のアントシアニン含量が高い茶品種「サンルージュ」が共同で育成された。

本品種は農研機構生物系特定産業技術研究支援センターの「イノベーション創出基礎的研

究推進事業(発展型)」における、プロジェクト研究「抗疲労作用のある新規高アントシア

ニン茶品種育成と利用食品開発」で得られた成果である。平成 21 年 6 月 3日に品種登録出

願(品種登録出願番号:第 23800 号)を行い、2011 年 12 月 20 日に品種登録（第 21262 号）

された。 

 「サンルージュ」は Camellia taliensis の自然交雑実生選抜系統「茶中間母本農 6 号」

を交配親にして、その自然交雑実生群から選抜した品種である（図７、8）。「サンルージ

ュ」は太陽の強い日差しの中で、紅色の新芽が萌え立つ様子から口紅をイメージして命名

された。また、これまでの茶品種ではカタカナ表記のものは皆無であったが、機能性成分

をターゲットにしたわが国最初の品種であることから、これまでにないカタカナ表記で命

名された。 

茶中間母本農6号C.taliensis サンルージュ
（旧系統名：枕個03-1384）（旧系統名：F95181）

図7「サンルージュ」の育成系統図

（自然交雑） （自然交雑）

2001年採種・播種

 
２ 栽培特性 

「サンルージュ」の早晩性は、「やぶきた」と同程度の中生である。樹姿は中間型で仕立

てやすく、活着後の樹勢はやや強である。挿し木床での生育は「やぶきた」よりも劣るが、

光独立栄養培養により育苗したプラグ苗は定植後の活着および樹勢は良好である（表 10）。

そのため、定植時にはプラグ苗を用いることが望ましい。収量は「やぶきた」並であるが、

アントシアニン含量は早めに摘採した方が高い。「サンルージュ」の炭疽病および輪斑病に

対する抵抗性は「やぶきた」よりも強いが、赤葉枯病にはやや弱であり、台風などの強風

により葉が傷ついた時には、殺菌剤散布を行う必要がある（表 10）。 
 

３ 加工特性 

煎茶製造工程による製茶では、色沢はやや赤緑みを帯びた黒色となる（図９）。製茶品質

は、熱湯浸出した場合、水色は薄いピンクから紅色となり（図９）、抽出液の酸度が低けれ
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ば赤みは強くなる。滋味はうま味は少なく苦渋みが強い。また、茶葉が緑茶に混ざると、

水色が紅くなるおそれがあり、また異物混入の誤解を生じる可能性があるため、緑茶製造

と機械を共有する場合、清掃等には十分注意する必要がある。 
 

表10　「サンルージュ」の栽培特性

一番茶 二番茶 炭疽病 輪斑病 赤葉枯病

サンルージュ 中生 中間 やや強 不良 良 3/18 4/22 103 217 やや強 強 やや弱

茶中間母本農6号 早生 やや直立 強 極不良 不良 3/12 4/13 106 280 中 強 弱

やぶきた 中生 やや直立 中 良 良 3/22 4/21 121 226 弱 弱 中

１）定植後の活着は光独立栄養培養により育成したプラグ苗を用いた場合の評価．

２）萌芽期・摘採期ならびに収量は2011年の4年生の調査結果．

生葉収量(kg/10a)挿し床
での生育

定着後の
活着

耐病性
品種名 早晩性 樹姿 樹勢 萌芽期 摘採期

 
 

図８「サンルージュ」一番茶新芽

図９「サンルージュ」の色沢と水色
左：サンルージュ 右：やぶきた  

 
４ アントシアニン含量 

「やぶきた」の一番茶新芽にはアントシアニンはほとんど含まれていないが、「サンル

ージュの含量は 0.089％と高く、その含有は 2 番茶で倍増し、種子親の茶中間母本農 6 号

よりも多い（表 11）。しかし、「サンルージュ」は新芽の熟度が進むと急速にアントシアニ

ン含量は減少するので、摘み遅れないように注意する必要がある。 
 

表11　「サンルージュ」のアントシアニン、カテキンおよびカフェイン含量（2011)

品種名

一番茶 二番茶 一番茶 二番茶 一番茶 二番茶

サンルージュ 0.089 0.207 12.1 12.6 3.39 2.74

茶中間母本農6号 0.081 0.144 9.7 11.2 3.49 2.49

やぶきた 0.000 0.002 13.7 18.6 3.10 2.20

HPLC分析により測定した．

アントシアニン カテキン カフェイン

化学成分含有量（乾燥重%)

 
 

５ 摘要 

 「サンルージュ」は中生の高アントシアニン含有品種であり、アントシアニン高含有機
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能性飲料や天然着色料としての利用が考えられる。本品種は株式会社日本製紙と共同で開

発されたものであり、平成 26 年までは、種苗は日本製紙グループ本社を通じて販売される。  
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野菜茶業研究所育成品種の種苗入手先 

 

本稿で紹介した野菜茶業研究所で育成した品種の種苗の入手先については、下記の Web ペ

ージに記載されている許諾契約を結んだ団体で生産、販売を行っています。在庫状況、価

格等のお問い合わせ、ご注文は直接それぞれの許諾団体にご連絡下さい。 

(注１)「なんめい」は 2012 年 9 月 12 日に品種登録出願公表されたばかりで、これから許

諾手続きに入るため、2012 年 9 月現在、種苗入手先はまだ記載されていません。 

(注２)無断で種苗を増殖して販売・譲渡すると種苗法違反になります。「農業者の自家増殖」

については認められていますが、種苗は必ず許諾契約を締結した業者から購入してくださ

い(種苗法第 21 条第 2項及び第 3項)。 

 

http://www.naro.affrc.go.jp/vegetea/joho/ikuseihinsyu/023536.html 
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９．茶の健康機能作用を知る 

茶品質・機能性研究グループ 物部真奈美 

はじめに 

 「健康長寿」は多くの人が望むところであり、その為にできる身近な方法と

して食生活の改善、適度な運動等がある。特に“食事”は生きるための基本であり、

まずは偏食等の不健康な食習慣の改善が重要であるが、食品が持つ健康増進に

つながる様々な機能を利用することも１つの方法であり、その例として “特定

保健用食品（トクホ）”等の保健機能食品がある。食品であるため、安全で簡便

に日常的に継続して摂取可能であることは当然のことであるが、かつ健康増進

に寄与する必要がある。 

 緑茶は昔から嗜好飲料としてだけではなく、経験的に覚醒作用や消臭作用等

の機能性に着目した飲用や利用がなされてきたが、研究技術の発展により、さ

らなる機能性、特に健康機能性に関する知見が数多く見出されてきた。 

 ここでは、茶葉中の健康機能性成分について紹介するとともに、特に、免疫

調節作用について最近の研究を紹介する。 

 

１．茶葉中成分とその機能性 

 茶葉（Camellia sinensis L.）中の 70~80%の成分は水に不溶であり、20~30%

が水に溶解する成分である（図１）。緑茶の浸出液を飲む場合は、水溶性成分で

ある、カテキン類、カフェイン、ビタミン C、テアニン、水溶性食物繊維等を

摂取することができる。それぞれに抗酸化、抗突然変異、抗菌、抗ウイルス、

腸内細菌叢改善などの健康機能性が報告されているが、緑茶の主要成分である

カテキン類は特に多くの機能が報告されている。中でもカテキンが有する抗酸

化作用と抗菌作用は緑茶の代表的な機能ともなっている。 

 抹茶のように、茶葉も一緒に飲用する場合は、水溶性成分に加えて、水に不

溶な成分である脂溶性ビタミン（ビタミン Aや Eなど）、クロロフィル、不溶性

食物繊維などが摂取できる。これら成分にもまた、便秘防止や抗酸化などの健

康機能性が報告されている。 

 紅茶、烏龍茶、黒茶等の茶は、適用品種の違いはあるものの、緑茶と同じ葉

から製造される。緑茶とこれらの茶との大きな違いは、製造工程における発酵

の有無であり、緑茶は不発酵茶、紅茶は発酵茶、烏龍茶は半発酵茶、黒茶は後
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発酵茶とも呼ばれる。発酵茶の場合、カテキン類は製造過程で酸化され、テア

フラビン類などの酸化重合物に変化する。テアフラビン類にも抗菌作用、血漿

コレステロール・血漿中性脂肪濃度上昇抑制作用が報告されている１）。 

 

 
 

２．緑茶の飲用による免疫調節作用 

１）抗アレルギー作用（メチル化カテキン） 

 アレルギーとは、生体に不利益をもたらす過剰な免疫反応のことであり、全

身的または局所的に起こる。免疫反応は本来、病原体等の生体に害を及ぼす物

質から体を守る為に働くシステムであるが、アレルギーの場合、害のない物質

に対しても働いてしまう。 

 近年、多くの人が悩まされている花粉症は、I型アレルギーに分類される。そ

の機序は、まず花粉に対する抗体（IgE）が免疫細胞によって作られる。次に、

その IgE が肥満細胞の IgE 受容体に結合する（図２の①）。さらに、IgE 受容体

に結合した IgEに、花粉が IgEを架橋するように結合すると（図２の②）、ヒス

タミン等の炎症に関わる物質が産生・分泌され（図２の③ ④）、花粉症に関わ
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る症状（目のかゆみ、鼻水、のどの痛み等）

が発現する。 

 そこで、茶熱水浸出液が I型アレルギー

に関わる肥満細胞の働きを抑制可能かど

うかが調べられた。その結果、紅茶系品種

「べにほまれ（茶農林１号）」や台湾系統

の熱水抽出液に、強いヒスタミン遊離抑制

作用が確認され、有効成分はエピガロカテ

キ ン -3-O-(3-O- メ チ ル ) ガ レ ー ト

（ EGCG3’’Me）やエピガロカテキン

-3-O-(4-O-メチル)ガレート（EGCG4’’Me）

（メチル化カテキン）であることが見出された（図３）２）。 

 肥満細胞に対するメチル化カテキンの作用として、細胞内のチロシンキナー

ゼ（Lyn）リン酸化阻害 3, 4）、カテキンレセプターである 67LRを介した IgEレセ

プター発現抑制 5）、ミオシン軽鎖リン酸化阻害 6）が確認されており、これらの

作用により脱顆粒（ヒスタミン等の遊離）が抑制されると考えられる。 

 また、EGCG3’’Meは生体への吸収率が EGCGに比べて有意に高く（血中濃度

時間曲線下面積比で EGCGの 5.1倍）7)、血中からの消失速度も EGCG比べると

緩やかである 8)。この様な EGCG3’’Meの吸収率や滞留性の良さも生体での抗ア

レルギー作用の発現に重要と考えられる。有効成分である EGCG3’’Meは「べに

ほまれ」の後代品種である「べにふじ（茶農林 22 号）」、「べにふうき（茶農林

44 号）」に多く（図４）、特に二番茶~終冬番茶に多く含まれるが（九州以北）、

紅茶にすると消失するため、EGCG3’’Meを利用する為には、緑茶や包種茶に製

造する必要がある。また、

EGCG3’’Meは成熟葉に多く含

まれ、茎にはほとんど含まれ
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ない 10)。 

 通年性アレルギー鼻炎（ダニアレルギー）有症者の試験（二重盲検無作為群

間比較試験）では、「べにふうき」緑茶の 12ヶ月の連続飲用により、くしゃみ、

鼻汁、眼のかゆみ等の症状スコアがメチル化カテキンを含まない「やぶきた」

緑茶飲用群に比べて有意に軽症化する 11, 12)。1日あたりに摂取するメチル化カテ

キン量が、17 mgでは症状軽減効果はなく、34 mg以上で症状軽減効果が認めら

れている（68 mgも 34 mgと同様の結果）。 

 スギ花粉症状を示すボランティアでの「べにふうき」緑茶とプラセボ緑茶（「や

ぶきた」）を飲用した試験（二重盲検無作為群間比較試験）では、「べにふうき」

緑茶を飲用している群は、「やぶきた」緑茶の飲用群に比べて有意にくしゃみ、

鼻汁、眼のかゆみ等の症状スコアの改善が認められている 13, 14)。 

 また、スギ花粉症に対しては、花粉の飛散の 1 ヶ月前から「べにふうき」緑

茶を飲用（メチル化カテキン 17 mg×2回／日）した群の方が、症状が出始めて

から飲用した群よりも症状の悪化が有意に抑制される結果が得られている 15)。 

 また、「べにふうき」緑茶にショウガエキスを添加することにより、花粉飛散

時期の鼻かみ回数が有意に抑えられる。 

 

２）免疫活性作用 

 上述の“アレルギー”は生体に不利益をもたらす過剰な免疫反応であるが、

環境要因、精神ストレス等に伴う免疫反応の低下も現代人が抱える問題の１つ

と考えられる。生体は、免疫系の活性と抑制のバランスをうまく制御すること

により、体内への外敵の侵入を防いでいるが、様々な要因で免疫能が低下する

と、感染症の危険性が高まる。しかし、これまでに報告されている緑茶の免疫

調節機能の多くは抗アレルギーや抗炎症作用等の免疫抑制的な作用である。こ

れまで報告されてきた“抑制”的な作用とは逆の“活性”作用を見出すことは

可能なのか？ここでは、免疫活性作用をもつ緑茶成分についての研究結果を紹

介する。 

 細菌やウイルスなどの病原体の主な感染経路は、呼吸器および消化器粘膜な

どである。しかし生体は、病原体や異物を簡単に侵入させない免疫システムを

持っている。特に粘膜免疫系は生体防御の最前線で働く免疫システムであり、

呼吸器および消化器粘膜などからの病原体の侵入を防いでいる。腸粘膜直下に

は多くの免疫細胞が集結しており、病原体などの異物（図５A①）が侵入してき
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た場合には、マクロファージ（免疫細胞）が食べてしまう（図５A②）。しかし、

ただ食べるだけではない。生体にとって“益”または“不利益”を判断し、そ

の情報を他の免疫細胞に伝える。病原体情報を受け取った T 細胞（免疫細胞）

は他の T細胞や B細胞（免疫細胞）に情報を伝える（図５A③）。B細胞は病原

体に特異的に働く様々な抗体（タンパク質）を産生し、中でもイムノグロブリ

ンＡ（IgA）は粘膜表面に配備され（図５A④）、次に同じ病原体がやってきた時

に、粘膜表面で病原体の排除に働く（図５A⑤）。この一連の免疫システムの中

で、「要」となっているのが“マクロファージ”であり、まずは“マクロファー

ジ”の働きを活性化させる緑茶成分の探索が行われた。 

 緑茶の主要成分であるカテキ

ン類にマクロファージの食作用

を活性化させる作用があるかど

うかの検討を行った結果、EGCG、

エピガロカテキン（EGC）、エピ

カテキンガレート（ECG）にマ

クロファージを活性化させる作

用があり、活性の強さは EGC > 

EGCG > ECGであることがわか

った 16)。次に、腸管粘膜免疫系

が活性化されるかどうかを、パ

イエル板細胞群の IgA 産生を指

標に検討した結果、EGC に IgA

産生増強作用があることがわか

った 17)。緑茶の熱水浸出液中に占めるカテキン類の約 70－80%は EGCGと EGC

であり、その含有比は約 1：1である。そこで、EGCGと EGCの含有比が 1：1

の混合液の活性を調べた。すると、活性がなくなってしまうことがわかった 17)。

そこで、EGCの含有比を上げたところ、活性が回復することがわかった 17)。で

は、EGC の含有比が高い緑茶とはどうすれば得られるのか？ 浸出するときの

水の温度を下げる、すなわち「水出し緑茶」にすると、EGC 比率の高い緑茶と

なる（図６）。 
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 そこで、「水出し緑茶」の連続飲用による小規模のヒト介入試験を実施した。

方法は、１回分量として、約 3 gの煎茶に約 100 mLの水を入れて冷蔵庫で１時
間かけて浸出させた緑茶と同程度のものを、毎日２回（朝・晩）飲用してもら

い、唾液中の分泌型 IgＡが「水出し緑茶」の飲用の前後で変化するかどうかに
ついて調査した。その結果、「水出し緑茶」を飲用する前の IgＡ値が一般的なレ
ベルの範囲から外れていた人は、「水出し緑茶」を 2週間飲用することによって、
一般的なレベルへと改善された。一方、もともと IgＡ値が一般的なレベル内に
あった人は、「水出し緑茶」の飲用によっても変化することはなかった 18)。この

結果は、「水出し緑茶」の飲用は単に免疫系を活性化しているのではなく、免疫

系を調節している可能性が高いことを示唆するものである。 
 免疫系の活性化に関わる緑茶成分は EGC だけではないことも少しずつ分か
ってきている 19, 20)。そのため、「水出し緑茶」の飲用による効果は、EGCプラ
スαによる作用と考えるのが自然である。ただ、ここで紹介した研究は、多角

的な検証がなされているわけではなく、「水出し緑茶」が感染症予効に有効であ

ると言えるレベルではまだない。「水出し緑茶」の健康機能性に関する研究は始

まったばかりであり、効果を明らかにするためには作用機序など、解明しなけ

ればならないことはまだ多い。緑茶カテキンの効果として殺菌作用はよく知ら

れており、殺菌作用を利用した感染症予防という考え方は以前からある。しか

し、緑茶カテキンの健康機能性として、免疫系に注目した感染症予防研究はほ

とんどなされておらず、新たな可能性が見えてきたことは間違いない。 
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香気研究の最前線 

 
 

（独）農研機構 野菜茶業研究所 
水上 裕造 

 
はじめに 

 お茶は、コーヒーと並んで世界中の人々に親しまれている嗜好飲料である。急須で淹れ

るだけでなく、ティーバッグ、ペットボトル、紙パック、缶飲料の形態で日本人の生活に

定着している。また、抹茶や粉茶を利用したアイスクリーム、プリン、ケーキなどのデザ

ート、蕎麦、うどんなどの主食やその他の加工食品、入浴剤、シャンプーなどのトイレタ

リー製品にも及び、茶の用途は幅広い。このように、お茶が好まれる理由は、健康志向だ

けでなく茶特有の香りが挙げられる。香りは茶の香味を左右する重要な要因である。茶種、

製造方法、或いは品種によっても香りは異なり、バリエーションに富む。消費者が好む香

りを創造することも重要であるが、生産者および製造業者などのサプライヤーは品質管理

および商品開発に香りは欠かせない。そのため、茶の香りを左右する成分の特定や香りの

評価方法、分析方法、香気エキスの製造方法の開発が必要となってくる。 
 品質管理などを目的として、SPME、SBSB､Monotrap 等の液相や固相を用いた成分の

簡易分析法が広く利用されている。最近では、トリメチルシリル化による GC 分析と統計

を利用したメタボローム解析が盛んに行われるようになった。これらの手法は品質管理に

おいて強力な武器となるが、人が実際に感じている香りを分析しているわけではない。香

りに寄与する成分（香気寄与成分）が特定できれば、品質管理や商品開発が飛躍的に進展

することが見込まれる。ただし、茶の香気寄与成分に関する知見は意外と少ない。そこで、

野菜茶業研究所では香気寄与成分の特定を目的として、還流抽出、減圧蒸留、高真空蒸留、

オルファクトメトリーなどを用いて茶の香りを分析している。ここでは、用いている抽出、

蒸留、濃縮、機器分析、成分の特定方法を紹介する。 
 

香りの抽出方法 

茶葉自体に含まれる香り：食品などへの応用を踏まえた場合は茶葉自体の香りを解析す

る必要がある。茶葉に液体窒素を加え、遠心粉砕機で粉末にする。粉末 50g に対し、50mL
から 100mL 程度の飽和塩化ナトリウム水溶液と 300mL 程度のジクロロメタンを加え、還

流する。冷却後、粉末と溶媒を分離するため、吸引ろ過する。水相とジクロロメタン相の

境界に生じるエマルションは遠心分離で解消する。次いで、ジクロロメタンを分留管で

100mL 程度まで濃縮する。吸引ろ過の際に香りが揮発する場合、減圧蒸留で低沸点成分を

回収し（図１減圧蒸留装置）、回収しきれなかった高沸点成分を還流で抽出する。減圧蒸留

は、粉末 50g に対し蒸留水 500mL を加え、温度 40℃で 60 分から 90 分行う（2.0 kPa、
捕集温度－70℃～－80℃）。蒸留液は塩化ナトリウムで塩析し、ジクロロメタンで抽出

（100mL×３回）する。減圧蒸留後のフラスコに残った香りを回収するため、飽和塩化ナ

トリウム溶液を少量加え、ジクロロメタンで還流する。ジクロロメタンを吸引ろ過で回収

し、蒸留液から抽出したジクロロメタンとあわせて分留管で濃縮する。ほうじ茶は計 50g、
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煎茶は計 200g から香りを抽出することで、後述する香気エキス希釈分析が可能になる。 
浸出液に含まれる香り：ペットボトルや缶などの飲料としての利用を踏まえた場合は浸出

液に含まれる香りを解析する必要がある。浸出液に塩化ナトリウムを加えて塩析後、ジク

ロロメタンで還流する。なお、水相とジクロロメタン相の境界に生じるエマルションは遠

心分離で解消する。或いは、図１に示した減圧蒸留装置を用いて浸出液を蒸留する（2.0 kPa、
捕集温度－70℃～－80℃）。その後の操作は上記と同様である。ほうじ茶は３Ｌ、煎茶は

12L から 20L の浸出液から香りを抽出することで、後述する香気エキス希釈分析が可能に

なる。 
ヘッドスペースに含まれる香

り：品評会ではヘッドスペー

ス中の香りも評価されるため、

その香りの分析も欠かせない。

茶葉に熱湯（或いは温湯）を

加え、図２のようにガラス器

具をセットし、直ちに窒素を

パージする。マグネチックス

ターラーで攪拌し、ヘッドス

ペース中の成分を常温で回収

する。温度 60℃以上に保ちな

がら成分を回収すると、煮え

たような香りになるため、注

意が必要である。窒素で追い

出された成分は Porapak や

Tenax などのポーラスポリマ

ービーズに吸着させる。吸着

させた成分はジエチルエーテ

ルで抽出後、分留管で濃縮す

る。なお、Porapak や Tenax
の代わりに、ヘッドスペース

中の成分をニコルソン・ケミ

ンズの蒸留抽出装置（連続水

蒸気蒸留）で直接抽出するこ

とも可能である。 

冷却水（０℃）

トラップ

-70℃ to -80℃

減圧（2.0 kPa）

バス温度40℃

茶試料

冷却水（０℃）

トラップ

-70℃ to -80℃

減圧（2.0 kPa）

バス温度40℃

茶試料

冷却水（０℃）

トラップ

-70℃ to -80℃

減圧（2.0 kPa）

バス温度40℃

茶試料茶試料

図１　減圧蒸留装置

窒素

スターラー
で攪拌する

茶葉に熱湯や
温湯を注ぐ

カラムに成分を吸着

窒素窒素

茶葉に熱湯や
温湯を注ぐ

カラムに成分を吸着

 

香りの蒸留方法 
 粉末や浸出液から得られた

香気エキスをそのままGCに

導入すると、ガラスライナー

において成分同士の吸脱着が起こり、安定した分析が行えない。そこで、得られる抽出液

を図３に示したSolvent- assisted flavor evaporation （SAFE）装置で高真空蒸留（10-3 Pa）

図２ ヘッドスペース捕集装置

スターラー
で攪拌する

茶葉に熱湯や
温湯を注ぐ

カラムに成分を吸着

スターラー
で攪拌する

図２ ヘッドスペース捕集装置
図２　ヘッドスペースに含まれる成分の捕集
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する。この方法は、2.0 kPa程度の減圧蒸留では回収率が低いアルデヒド、フラネオール、

ソトロンなどを収率よく回収でき

る（茶研報, No.110, 105-）。 
SAFE 装置の分留機能を強化す

るため、野菜茶業研究所では

SAFE 装置内にガラスウールを詰

めて高真空蒸留を行っている（茶

研報, No.110, 105-）。 
 

濃縮方法 
 抽出溶液に含まれる成分を逃がさ

ないよう溶媒を留去する必要がある。

そこで用いられるのが分留管である。

溶媒を暖めると、成分を含んだ溶媒

は分留管の詰め物（ガラス球やウー

ル、突起物など）に当たり、凝縮して

落下する。一方、低沸点の溶媒は

気相中にあり、上昇する。分留管を上昇するたびに凝縮を繰り返し、最後に純粋な溶媒が分留管

の上端から留出する。野菜茶業研究所では、球入りの分留管である Snyder column を用いてい

る。数 mL まで濃縮したら、今度は窒素で目的の容量まで濃縮する。 

5cm

1. 温水（35℃）を流す

2. 暖める（35℃）

３. 香気抽出物

を入れる

４. 真空ポンプ作動

５. 液体窒素を入れる

６. 高真空（10-3 Pa）

になったらスクリューを
回し、蒸留を開始する

ガラスウール
を詰めておく。

図３ Solvent-assisted flavor evaporation
による高真空蒸留
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になったらスクリューを
回し、蒸留を開始する

ガラスウール
を詰めておく。

5cm

1. 温水（35℃）を流す

2. 暖める（35℃）

３. 香気抽出物
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６. 高真空（10-3 Pa）

になったらスクリューを
回し、蒸留を開始する

ガラスウール
を詰めておく。

図３ Solvent-assisted flavor evaporation
による高真空蒸留

図３　Solvent-assisted flavor evaporation
　　　を用いた高真空蒸留

 

GC-O 分析（Gas Chromatography-olfactometry） 

 図４に野菜茶業研究所で用いている GC-O 装置を示した。分離カラムで分けられた個々の成分

は水素炎イオン化検出器（FID）側とスニッフィング側にスプリットされる。スニッフィング側ではトラ

ンスファーラインを温度 230℃程度の高温に保ち、キャピラリー出口付近で湿潤空気

（50mL/min）と混ぜ、パネルが匂いを評価する。キャピラリーから出てきた成分を逃がさないよう

スニッフィング部の工夫が必要である。また、パネルが疲労しないよう体調を考慮しながら、一日

の分析回数を制限する。 
 

ＧＣ

スニッフィング

トランスファーライン

Ｈｅ

ＦＩＤ

スニッフィング

インジェクト

スプリッターカラムオーブン

ＧＣ

スニッフィング

トランスファーライン

ＧＣ

スニッフィング

トランスファーライン

Ｈｅ

ＦＩＤ

スニッフィング

インジェクト

スプリッターカラムオーブン

図４　GC-O装置
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香気寄与成分の特定 

クロマトグラフィーにおいて、サンプルの注入から成分が検出されるまでの時間をその成分の保

持時間という。保持時間はよく使われるようであるが、定性分析では保持指標を用いる。保持指標

とは、直鎖アルカンの炭素数を基準として、アルカンと成分の保持比を相対的に表した指標であ

り、分離カラムの種類によってのみ決まる値である。用いる分離カラムは２種類以上が望ましく、各

分離カラムの保持指標とマススペクトル、匂いの性質から成分を特定する。野菜茶業研究所では、

高極性の分離カラムとして DB-wax と Inertcap Pure-wax を、微極性の分離カラムとして

DB-5MS を用いている。得られた香気エキスを GC-O/FID 分析すると、GC-O 分析で検出される

ほとんどの成分は、ＦＩＤのクロマトグラムにおいて他のピークと重なったり、或いは匂いのない成

分のピークに隠れて見過ごされてしまう。茶を分析してみると、リナロールとインドールを含めた数

成分しか特定できないこともある。このような場合、香気エキスを図５のように分画する。 
塩 基 性 画 分 に は 、 ピ ラ ジ ン や ピ ロ ー ル な ど の 含 Ｎ 化 合 物 が 含 ま れ 、 こ の 画 分 か ら

2-vinyl-3,5-dimethylpyrazine を新たな茶の香気成分として同定した（茶研報, No.113, 55-）。

また、酸性画分には butanoic acid や iso-valeric acid が含まれ、この画分から furfuryl 
mercaptane を新たな茶の香気成分として同定した（茶研報, No.113, 55-）。塩基性画分と酸性

画分を分画した残りの画分（N）はまだ多くの成分を含んでおり、GC 分析のプロファイルは複雑で

ある。今度は、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィーで画分を８つ程度に分画し、各画分を

分離カラム DB-wax と DB-5MS を用いて、それぞれ GC-O および GC-MS 分析すると、ほとん

どの成分を特定することができる。このように、GC-O で検出される成分を特定するには膨大な労

力と時間が必要である。 
 茶葉の粉末　or 浸出液

抽出溶液

（ジクロロメタン相）

[減圧蒸留後]

還流抽出

濃縮・脱水後、

SAFE装置で高真空

蒸留（10
-3

 Pa)し、

さらに濃縮
1N HCl溶液で抽出

香気エキス抽出物
香気エキス希釈分析

(FDfの決定）

ジクロロメタン相

飽和NaCl溶液で洗浄

脱水

濃縮

水相

1N NaOH溶液で中和

ジクロロメタンで抽出

ジクロロメタン相

塩基性画分（B)

1N ＮａOH溶液で抽出

水相

1N HCl溶液で中和

ジクロロメタンで抽出

ジクロロメタン相

飽和NaCl溶液で洗浄

脱水

濃縮

酸性画分（Ａ)

ジクロロメタン相

中性画分（Ｎ）

飽和NaCl溶液で洗浄

脱水

濃縮

フラッシュクロマトグラフィー

(シリカゲル10g，粒子系40 μm，φ12mm×150mm）

Ｎ－１(ペンタン50mL）

Ｎ－2(ペンタン45mL，ジクロロメタン5mL）

Ｎ－3(ペンタン40mL，ジクロロメタン10mL）

Ｎ－4(ペンタン30mL，ジクロロメタン20mL）

Ｎ－5(ペンタン20mL，ジクロロメタン30mL）

Ｎ－6(ペンタン10mL，ジクロロメタン40mL）

Ｎ－7(ジクロロメタン50mL）

Ｎ－8(酢酸エチル50mL）

ヘッドスペース

茶葉に熱湯or温湯を加える。

ポーラスポリマービーズに成分を吸着

エーテル抽出

抽出溶液

（ジエチルエーテル相）

　　　脱水・濃縮

下線の画分は、DB-waxとDB-5MSを

用いて、GC-O、GC-MS分析し、成分

を同定する。

図５　　茶試料から成分の抽出、蒸留および成分特定のための分画図５　茶試料から成分の抽出、蒸留および成分特定のための分画
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香気エキス希釈分析法（Aroma Extract Dilution Analysis, AEDA） 

この方法を使うと、どの成分がどの程度元の香りに影響しているのか明らかになる。香気エキス

を一定の割合で希釈してGC-O分析し、匂いが感じられる最大の希釈倍率をFlavor dilution 
factor （FDf）とする。このFDfは元の香りに対する影響度を示す。すなわち、この値が高ければ

高いほど元の香りへの影響度は高いことになる。希釈倍率は再現性を確保する上で、10n倍が良

いとされている（J. Agric. Food Chem., 50, 1508-）。縦軸にFDf、横軸に保持指標や保持時間

としたグラフをアロマグラムと呼ぶ。従来のGC分析が存在量を分析しているのに対し、アロマグラ

ムは香りの質と各成分の影響度を示す。 
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図６　香気エキス希釈分析法

 
 

 
 
 
 
 
 
ほうじ茶に含まれる香気寄与成分 

上記の方法を用いて、ほうじ茶葉に含まれる香気寄与成分を特定した（茶研報, No.113, 55-）。

以下に FDf が 100 以上の成分を示す。FDf が髙い成分の多くは閾値が低く、標準物質が市

販されていないものもある。成分の特定のためには、合成と分画が欠かせない。フラネオ

ールは髙い FDf を示したが、この成分は不活性さを強化した分離カラムでないと GC 分析

でシャープなピークが得られない。ダマスコンやダマセノンも髙い FDf を示したが、量が

少なく微極性の分離カラムでないとピークが得られない。このように、１種類の分離カラ

ムで全ての香気寄与成分を分析するのは難しく、定量分析には工夫が必要である。 
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2-ethyl-3,5-dimethylpyrazine
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franeol
甘い　FDf 10000
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(Z)

(Z )-1,5-octadien-3-one
金属様　FDf 1000

N

N

2,3-diethyl-5-methylpyrazine
土臭い FDf 1000

O
(E,Z)-2,6-nonadienal

グリーン FDf 100
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β-damascenone
甘い　FDf 1000
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β-damascone
甘い FDf 1000
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SH

furfuryl mercaptan
珈琲様 FDf 1000
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2-acetyl-1-pyrroline
香ばしい FDf 1000
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O

1-octen-3-one
グリーン　FDf 100

N

N

2-vinyl-3,5-dimethylpyrazine
香ばしい　FDf 100
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2,3-butanedione
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4-mercapto-4-methyl-2-pentanone
肉様 FDf 100

N

N
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iso valeric acid
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skatole
不快臭　FDf 100
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linalool
花様　FDf 100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の茶香気研究 

最近、レトロネイザルアロマを考慮したフレーバーリリースに関する研究、賦

香によるフレーバーの変化に関する研究が目立つようになった。このような研究

を行うためには、香気寄与成分の特定が不可欠である。論文や学会発表を見ると、

分子間の相互作用に関する研究が見受けられるようになった。これは単一成分で

は説明できない食品のフレーバーを理解する上で重要である。香気成分にはマス

キングやエンハンスの効果があることから、分子間の相互作用に関する研究が増

えてくることが予想される。これは NMR を用いなくても、紫外線吸光度スペク

トルの変化や蛍光で解析できる場合もあり、今後多用されそうである。  
茶の香気研究を見ると、様々な茶の香りの解明が遅れており、まずは香気寄与

成分の特定が先決である。それと同時に、品質管理のための簡易分析法の開発、

メタボローム解析、フレーバーリリース、賦香によるフレーバーの変化、香気寄

与成分の相互作用に関する研究を進めなければならないと感じる。  
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