
技術【茶】

品質向上に資する栽培技術

技術名 技術の特徴 開発機関名 ページ

高品質・高収益な覆い下夏茶生産に
好適な被覆方法

１　被覆資材を用いて夏茶（二、三番茶）を覆い下栽培する場合、被覆開始が早いほど遊離アミノ酸含量が高く官能評価が優れ
る。
２　覆い下茶の特徴である香気成分のジメチルスルフィド（青海苔様の香り）含量は、1.5葉期までに被覆すれば高くなる傾向を示
す。
３　粗収益（市場評価額×荒茶収量－加工経費）は、被覆を1.5葉期から開始すると高い傾向がみられる。
４　1.5葉期に被覆開始した場合、被覆期間が長くなるにつれて生葉収量は増加するが、遊離アミノ酸含量は低下する。14日間程
度の被覆で、遊離アミノ酸含量を2,500mg/100g以上に維持できる。

福岡県農業総合試験場 1

茶園における目標土壌中無機態窒素
濃度に対応した春期の施肥法

１．煎茶園及び玉露園において窒素50kg/10aレベルの施肥を行う場合、春肥に硫安や化成肥料を施用すると、有機質主体の配
合肥料を施用する場合に比べ、春期の土壌中無機態窒素濃度は時期別の目標濃度に近い値で推移する。
２．煎茶園において窒素50kg/10aレベルの施肥を行う場合、春肥に硫安や化成肥料を施用すると、有機質主体の配合肥料を施
用する場合に比べ、一番茶の収量が増加する。また、荒茶中の遊離アミノ酸含量が増加するなど、一、二番茶の品質が向上す
る。
３．玉露園において、窒素50kg/10aレベルの施肥を行う場合、春肥に硫安や化成肥料を施用すると、有機質主体の配合肥料を
施用する場合に比べ、荒茶中の遊離アミノ酸含量が増加するなど、一番茶の品質が向上する。

福岡県農業総合試験場 4

煎茶園の点滴かん水施肥による収
量、品質向上と環境負荷低減効果

１ ． 煎茶園において、樹冠下に窒素5 0 k g / 1 0 a を点滴かん水施肥すると、分施や液肥の施用効果で、一、二番茶ともに慣行
施肥（ うね間表層に化学肥料を施用、窒素5 3 k g / 1 0a ） に比べて２ 割程度増収する 。
２ ． 点滴かん水施肥すると、一、二番茶ともに品質が向上する 。
３ ． 地下浸透水中の硝酸性窒素濃度は、黒ボク土茶園では点滴かん水施肥開始２ 年で、赤黄色土茶園では３ 年で環境基準
の1 0 p p m 以下となり、慣行施肥に比べ環境負荷が大幅に低減される 。

福岡県農業総合試験場 7

その他の技術

技術名 技術の特徴 開発機関名 ページ

テアデノールを含む機能性微生物発
酵茶を製造する技術

新規カテキン代謝成分であるテアデノールを高含量で含む微生物発酵茶の製造技術を提供する。 佐賀大学 10

茶（てん茶）の点滴施肥栽培
愛知県の茶点滴施肥栽培は、窒素源として尿素を用い、極薄い濃度（30～100ppm）の液肥を毎日２～４t/10a施用することによ
り、茶の健全な生育を促し、施肥効率を高めるのが特徴である。 愛知県農業総合試験場 11

二番茶を利用した抗酸化作用を有す
る八女発酵茶の開発

１　二番茶の荒茶に同重量の水を加え、黒麹菌Aspergillus awamori を10
9
cfu/kg添加後、35℃の好気条件下で6日間発酵させ、

乾燥させると八女発酵茶ができる。
２　八女発酵茶は、in vitro 評価法において、ヒト赤血球に対する抗酸化作用（赤血球の変形能低下を抑えて血管の閉塞を防ぐ作
用）を有する。

福岡県農業総合試験場 12



プルートMCの冬季散布によるクワシ
ロカイガラムシの省力的な長期抑制

１．プルートMCの1,000倍液をクワシロカイガラムシ雌成虫の越冬休眠期に散布すると、クワシロカイガラムシふ化幼虫の生育は
第２世代まで抑制できる。
２．プルートMC散布後、 初の発生世代（第１世代）では、クワシロカイガラムシの雄まゆ発生指数抑制効果は大きくないが、第
２、第３世代の抑制効果は高い。また、越冬休眠期（１月から３月）の散布時期による効果の差は小さい。
３．クワシロカイガラムシの雄まゆ発生量は、散布翌年の第２世代まで少なく推移する。

福岡県農業総合試験場 15

傾斜地茶園における性フェロモン剤
の経済的な設置によるチャノコカクモ
ンハマキ防除

１．傾斜地におけるハマキコン-Nのチャノコカクモンハマキに対する誘引阻害率は80％程度以上であり、交信攪乱効果が認めら
れる。
２．ハマキコン-Nのチャノコカクモンハマキ巻葉数抑制効果は、多発生時でも効果が高い。
３．集団茶園の周囲5.4m(３うね)に250本/10a、その内側には150本/10aの設置密度とすることで、発生が比較的少ない年では秋
季まで効果が持続する。
４．ハマキコン-Nを150本/10a設置するには、10aあたり40分程度の時間を要する。

福岡県農業総合試験場 18

一番茶芽出し肥への有機液肥使用に
よる収量・品質の維持･向上

　茶の減肥栽培が進む中、より肥効を高め収量･品質を確保する上で液肥の施用は有効な手段である。そこで液肥の点滴施用
による配管施設の整備等を必要としない、茶乗用型防除機を活用した一番茶芽出し肥の有機液肥を用いる効果を明らかにした。
施肥方法
１．液肥は茶乗用型防除機に散布用アタッチメントを装着して茶樹株元に施用し、１０ａあたり３０００ℓを１～１．５時間で散布する
ことができる。
２．液肥は市販の有機液肥（N:P:K:Mg＝10:5:6:1）を使用し、芽出し肥として一番茶萌芽期に、10aあたり窒素量4.5kgを3,000㍑に希
釈して散布する。
効果
１．減肥下（N-45kg/10a）であっても慣行施肥（N-55kg/10a、芽出し肥：硫安）と比べて一番茶芽の生育は優れる。
２．一番茶は慣行施肥と比べて同等またはそれ以上の全窒素含量を確保できる。
３．一番茶は慣行施肥と比べて生育による粗繊維（ＮＤＦ）含量はほぼ同等に推移する。
４．一番茶の目標収量である650kg/10aに達した時の出開度は慣行施肥より低く、荒茶品質は向上する。
※慣行施肥（年間窒素施用量55kg/10a）に対し、年間窒素施用量45kg/10aで実施した結果である。
※施肥は年間窒素施用量に対して、春肥：３０％(２回分施）、芽出し肥：１０％、追肥Ⅰ：１５％、追肥Ⅱ：１５％、秋肥：３０％(２回分
施)、計７回に分施し、春肥及び秋肥は有機配合肥料、それ以外は硫安を使用した。

長崎県農林技術開発センター 21

紅茶製造における生葉コンテナ及び
葉打ち機を使用した水分調整法

　紅茶製造のための生葉水分除去に、緑茶用機械である生葉コンテナまたは葉打ち機を活用することで、狭い面積または短時
間で水分除去が可能となり、紅茶製造の効率化が図られる。
１．100K型生葉コンテナを用い一晩（18時間）貯蔵し水分調整を行う場合は、青枯れ防止板（通風コーン）を８個用いることで水分
調整効率が向上し、土間に厚さ約10cmに広げる製茶法に比べて１割程度の占有面積で水分調整が可能となり、製茶品質はほ
ぼ同等である。
２．葉打ち機（粗揉機）を風量計算式に基づいて使用することで、約30分間で紅茶製造に必要な生葉含水率にすることが可能とな
り、製茶品質は、標準製茶法による翌日製造とほぼ同等である。

熊本県農業研究センター茶業研究所 22

茶園への牛ふん鶏ふん混合ペレット
堆肥利用技術

　牛ふん鶏ふん混合ペレット堆肥を年間500kg/10a程度、９月上旬と３月上旬の時期に分けて施用することで、３ヵ年の一番茶収
量は慣行施肥と同等かそれ以上、荒茶品質は同等となり、有機配合肥料との代替が可能となる。また、石灰資材の施用も削減で
き、一番茶収量の増加と併せて、収益面は有利となる。
　ペレット堆肥は肥料と同様に20kg袋で販売されていることから、従来の堆肥よりも運搬に優れ、既存の肥料散布機を使用できる
ことから散布も容易である。

熊本県農業研究センター茶業研究所 25

大型ハンマーナイフモアを用いた省力
的な茶園台切り更新法

　高樹齢化した茶園は通常抜根改植を行って茶園を作り直すが、近年茶の価格低迷により改植を行いにくい情勢となっている。
また、茶樹の樹勢回復対策として台切りがあるが、以前の方法は手作業で行うため、労力の負担が大きい。そこで、大型ハン
マーナイフモアを使用することで10a当たり2時間で台切りを行うことが可能となり、また地上10cmの高さで更新することで再生株
率は高くなる。一番茶摘採後に台切り更新し、翌年の6月に地上高45cmの高さで初回せん枝を行うことで、更新4年後には中切り
を行った場合より多収となる。

熊本県農業研究センター球磨農業研究所 28



連続炒り葉装置及び釜炒り茶製造設
備

炒り葉機は、経営面の合理性を考慮し、炒り葉処理能力120kg/hr以上を確保すると同時に、より細かな温度調整により、欠点の
ない炒り葉処理を可能とし、また、熱効率を高め、コンパクト且つ省エネ化している。
　水乾機・締炒機は、より細かな温度調整により欠点のない乾燥成型処理を可能とすると同時に、蒸し製玉緑茶の品質改善にも
活用可能である。

佐賀県茶業試験場 31

緑茶の品質予測方法 製品緑茶の総合品質を簡便にかつ精度よく予測する方法 奈良県、国立大学法人大阪大学、他 34



機関名 福岡県農業総合試験場

部署名 八女分場

記入者氏名 久保田朗

電話番号 0943-42-0292

e-mail kubota-a6571@pref.fukuoka.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

福岡県内で10haの玉露園に普及している。

福岡県農業総合試験場八女分場

平成21年度福岡県成果情報

茶

高品質・高収益な覆い下夏茶生産に好適な被覆方法

１　被覆資材を用いて夏茶（二、三番茶）を覆い下栽培する場合、被覆開始が早
いほど遊離アミノ酸含量が高く官能評価が優れる。

２　覆い下茶の特徴である香気成分のジメチルスルフィド（青海苔様の香り）含量
は、1.5葉期までに被覆すれば高くなる傾向を示す。

３　粗収益（市場評価額×荒茶収量－加工経費）は、被覆を1.5葉期から開始する
と高い傾向がみられる。

４　1.5葉期に被覆開始した場合、被覆期間が長くなるにつれて生葉収量は増加
するが、遊離アミノ酸含量は低下する。14日間程度の被覆で、遊離アミノ酸含量
を2,500mg/100g以上に維持できる。

・玉露生産者の夏茶（二・三番茶）の高品質・高収益化技術として活用できる。

無

1



覆い下栽培による高品質・高収益な

二番茶生産に好適な被覆開始時期と期間

八女分場

１ 背景、目的

福岡県では、玉露生産拡大のために乗用型摘採機等による機械化に適した被覆棚

の設置が増加しています。覆い下栽培（玉露）園の収益性を向上させるには、二番

茶も被覆棚を利用して品質を高める必要があります。そこで、高品質かつ高収益な

二番茶生産に好適な被覆開始時期や被覆期間を明らかにしました。

２ 成果の内容、特徴

１）二番茶の覆い下栽培で、粗収益（市場評価額×荒茶収量−加工経費）が最も高

くなる被覆開始時期は1.5葉期です（図１）。

２）1.5葉期から被覆を始めると、被覆期間が20日程度までであれば、日数が長くな

るほど生葉収量は増加しますが、被覆期間の増加とともに、うま味成分である遊

離アミノ酸含量は減少します（図２）。

３）高品質な二番茶を生産するには、被覆開始を1.5葉期から、被覆期間を14日間程

度とします（図２）。

― 21 ―
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３ 主要なデータなど

― 22 ―

（万円/10a）
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図１ 二番茶の被覆開始時期と粗収益

注）１．粗収益＝評価額×荒茶収量−加工経費（100円×生葉収量)。
２．使用した被覆資材の遮光率は90〜95％。
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図２ 1.5葉期からの被覆期間と生葉収量・遊離アミノ酸含量

図３ 被覆開始時（1.5葉期）の覆い下栽培茶園
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機関名 福岡県農業総合試験場

部署名 八女分場

記入者氏名 久保田朗

電話番号 0943-42-0292

e-mail kubota-a6571@pref.fukuoka.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

福岡県内で使用されている茶栽培暦の根拠資料になっており、県内全域で普及
している。

福岡県農業総合試験場八女分場

平成19年度福岡県成果情報

茶

茶園における目標土壌中無機態窒素濃度に対応した春期の施肥法

１．煎茶園及び玉露園において窒素50kg/10aレベルの施肥を行う場合、春肥に
硫安や化成肥料を施用すると、有機質主体の配合肥料を施用する場合に比べ、
春期の土壌中無機態窒素濃度は時期別の目標濃度に近い値で推移する。

２．煎茶園において窒素50kg/10aレベルの施肥を行う場合、春肥に硫安や化成
肥料を施用すると、有機質主体の配合肥料を施用する場合に比べ、一番茶の収
量が増加する。また、荒茶中の遊離アミノ酸含量が増加するなど、一、二番茶の
品質が向上する。

３．玉露園において、窒素50kg/10aレベルの施肥を行う場合、春肥に硫安や化成
肥料を施用すると、有機質主体の配合肥料を施用する場合に比べ、荒茶中の遊
離アミノ酸含量が増加するなど、一番茶の品質が向上する。

・窒素50kg/10aレベルの煎茶園、玉露園において、一番茶等の品質等が向上す
る効率的施肥技術として活用できる。

無
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--------------------------------------------------------------------------------

［成果情報名］茶園における目標土壌中無機態窒素濃度に対応した春期の施肥法

［要約］煎茶園及び玉露園において窒素50kg/10aレベルの施肥を行う場合、春肥に硫安や

化成肥料を施用すると、有機質主体の配合肥料を施用する場合に比べ、春期の土壌中無機

態窒素濃度は目標濃度に近い値で推移し、品質も向上する。

［キーワード］煎茶園、玉露園、施肥法、土壌中無機態窒素濃度、品質

［担当部署］八女分場・茶チーム

［連絡先］0943-42-0292

［対象作目］茶 ［専門項目］肥料 ［成果分類］技術改良

--------------------------------------------------------------------------------

［背景・ねらい］

過剰施肥による環境負荷の改善と効率的な施肥を行うため、平成12年3月に施肥基準を

改訂し窒素施用量の低減を図った（煎茶園：生葉摘採量1500kg/10aの場合53kgN/10a、玉

露園：生葉摘採量500kg/10aの場合54kgN/10a）。そこで、窒素施用量を50kg/10aレベルに

設定し、高品質茶生産のための時期別の施肥割合と目標土壌中無機態窒素濃度について明

らかにした（平成18年度農業関係試験研究の成果）。

ここでは、地温が低い春期における施肥資材の窒素溶出を考慮し、窒素50kg/10aレベル

での目標土壌中窒素濃度に対応した効率的な施肥法を確立する。

［成果の内容・特徴］

１．煎茶園及び玉露園において窒素50kg/10aレベルの施肥を行う場合、春肥に硫安や化成

肥料を施用すると、有機質主体の配合肥料を施用する場合に比べ、春期の土壌中無機態

窒素濃度は時期別の目標濃度に近い値で推移する（表１、２、図１）。

２．煎茶園において窒素50kg/10aレベルの施肥を行う場合、春肥に硫安や化成肥料を施用

すると、有機質主体の配合肥料を施用する場合に比べ、一番茶の収量が増加する（デー

タ略）。また、荒茶中の遊離アミノ酸含量が増加するなど、一、二番茶の品質が向上す

る（表３）。

３．玉露園において、窒素50kg/10aレベルの施肥を行う場合、春肥に硫安や化成肥料を施

用すると、有機質主体の配合肥料を施用する場合に比べ、荒茶中の遊離アミノ酸含量が

増加するなど、一番茶の品質が向上する（表３）。

［成果の活用面・留意点］

１．茶施肥基準に掲載し、効率的な施肥技術資料として活用できる。

２．一、二番茶を摘採する煎茶園及び、一番茶のみ摘採する玉露園でのデータである。
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［具体的データ］

図１ うね間土壌中（0～40cm）の無機態窒素濃度の推移（平成17～18年）
注）図中の黒実線（―）は目標とする時期別の土壌中無機態窒素濃度

［その他］

研究課題名：環境と八女茶産地に適応した茶園の効率的施肥技術
予 算 区 分：経常
研 究 期 間：平成18年度（平成17～18年）
研究担当者：堺田輝貴、吉岡哲也、仁田原寿一、成山秀樹

春肥Ⅰ 春肥Ⅱ 芽出肥 夏　肥 秋肥Ⅰ 秋肥Ⅱ 春肥Ⅰ 春肥Ⅱ 芽出肥 秋肥Ⅰ 秋肥Ⅱ

（2月上旬）（3月上旬）（4月上旬）（一茶後）（8月中旬）（9月中旬） （2月上旬）（3月上旬）（4月上旬）（8月中旬）（9月中旬）

春配合３） 春配合 硫　安 化　成 秋配合 秋配合 春配合２） 春配合 硫　安 秋配合 秋配合
9.25 9.25 18.5 8.0 4.0 4.0 13.5 13.5 8.1 9.45 9.45

化　成 化　成 硫　安 化　成 秋配合 秋配合 化　成 化　成 硫　安 秋配合 秋配合
9.25 9.25 18.5 8.0 4.0 4.0 13.5 13.5 8.1 9.45 9.45

　 　
硫　安 硫　安 硫　安 化　成 秋配合 秋配合 硫　安 硫　安 硫　安 秋配合 秋配合
9.25 9.25 18.5 8.0 4.0 4.0 13.5 13.5 8.1 9.45 9.45

　　2.施肥資材：春配合(6-5-5)の有機態窒素は4.2％、化
　　　成(15-1-2)は表１と同じ。

　　　(15-1-2)の窒素形態は尿素態9.0％、ｱﾝﾓﾆｱ態6.0％。
　　3.施肥資材：春配合(9-3-3)の有機態窒素は4.7％、化成

注）1.数値は窒素施用量（kg/10a）。表２も同様。
　　2.施肥割合：春肥及び芽出し肥は35％、夏肥及び秋肥は15％
　　　窒素施用量は53.0kg/10a。

硫　　安

注）1.施肥割合：春肥は50％、芽出し肥は15％、秋肥は35％
　　　窒素施用量は54.0kg/10a。

硫　　安

表１　煎茶園の試験区構成

試 験 区

春 配 合

化　　成

表２　玉露園の試験区構成

春 配 合

化　　成

試 験 区

17年 18年 17年 18年 17年 18年

春 配 合 2,750 a 2,886 a　1,678 a 1,556 a 3,304 a 3,442 a

化　　成 3,068 b 3,202 b 1,937 b 1,769 b 3,702 b 3,885 b

硫　　安 3,102 b 3,198 b 1,903 b 1,742 b 3,789 b 3,890 b

　　 開始時）を供試した。

玉露園

　　　表３　施肥法の違いと荒茶中の遊離アミノ酸含量（mg/100g）

煎茶園

試 験 区

　 3.異なる英文字間には5％水準で有意差があることを示す（Tukey）。

注)1.煎茶園は‘やぶきた’27年生（試験開始時）、玉露園は‘やぶきた’33年生（試験

　 2.ＨＰＬＣで分析。

一番茶 二番茶 一番茶

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/
1

11/
1

春 配 合 化　　　成 硫　　　安

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/
1

11/
1

春 配 合 化　　　成 硫　　　安

土
壌
中
無
機
態
窒
素
濃
度

土
壌
中
無
機
態
窒
素
濃
度

煎茶園

（ｍｇ／１００ｇ）（ｍｇ／１００ｇ）

玉露園

1/ 1 1/ 1

２/ 1 ２/ 1

３/ 1

４/ 1

５/ 1

６/ 1

７/ 1

８/ 1

９/ 1

１０/ 1

１１/ 1 ３/ 1

４/ 1

５/ 1

６/ 1

７/ 1

８/ 1

９/ 1

１０/ 1

１１/ 1
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機関名 福岡県農業総合試験場

部署名 八女分場

記入者氏名 久保田朗

電話番号 0943-42-0292

e-mail kubota-a6571@pref.fukuoka.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

福岡県内茶園の30haに普及している。

福岡県農業総合試験場八女分場

平成15年度福岡県成果情報

茶

煎茶園の点滴かん水施肥による収量、品質向上と環境負荷低減効果

１ ． 煎茶園において、樹冠下に窒素5 0 k g / 1 0 a を点滴かん水施肥すると、分
施や液肥の施用効果で、一、二番茶ともに慣行施肥（ うね間表層に化学肥料を
施用、窒素5 3 k g / 1 0a ） に比べて２ 割程度増収する 。

２ ． 点滴かん水施肥すると、一、二番茶ともに品質が向上する 。

３ ． 地下浸透水中の硝酸性窒素濃度は、黒ボク土茶園では点滴かん水施肥開
始２ 年で、赤黄色土茶園では３ 年で環境基準の1 0 p p m 以下となり、慣行施肥
に比べ環境負荷が大幅に低減される 。

・窒素50kg/10aレベルの煎茶園において、一・二番茶の収量や品質、窒素の環境
負荷低減が可能な施肥技術として活用できる。

無
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煎茶園の点滴かん水施肥による収量、
品質向上と環境負荷軽減効果

八女分場

１ 背景、目的

茶栽培では、品質向上を求めるため施肥量が過剰となる傾向があり、茶樹に吸収

されなかった窒素による環境への影響が懸念されています。

そこで、煎茶園の樹冠下に設置した点滴かん水チューブを使用した点滴かん水施

、 、 。肥により 収量及び品質が向上し 環境負荷軽減が図られる施肥法を確立しました

２ 成果の内容、特徴

１）煎茶園において、窒素50kg/10aを２月上旬から10月上旬まで旬毎に１回、点滴

かん水施肥（液肥窒素濃度400～900ppm、液肥量4000L/10a）すると、一、二番茶

（ 、 ） 、 。ともに慣行施肥 うね間表層施肥 窒素53kg/10a に比べ ２割程度増収します

２）点滴かん水施肥すると、一、二番茶のアミノ酸含有量が多くなるなど、品質が

良くなります。

３）地下浸透水中の硝酸性窒素濃度は、黒ボク土茶園では点滴かん水施肥開始２年

で、赤黄色土茶園は３年で環境基準の10ppm以下となり、慣行施肥に比べ環境負

荷が大幅に軽減されます。

8



３ 主要なデータなど

写真１ 点滴かん水施肥装置（部分）と施肥状況

表１ 施肥法の違いによる収量及び荒茶品質（官能評価、化学成分含有量）

一番茶 二番茶
施肥法

官能評価 アミノ酸 カテキン 官能評価 アミノ酸 カテキン収 量 収 量
(kg/10a) (点) （％） （％） (kg/10a) (点) （％） （％）

点 滴 613 (127) +1.8 4.6 18.1 575 (125) +1.7 1.5 21.7

慣 行 482 (100) ± 0 2.9 19.6 461 (100) ± 0 1.2 22.2

注）1.数値は３カ年の平均。カッコ内は慣行施肥を100とした指数。
2.官能評価は普通審査法で行い、慣行施肥を基準とした加減点で示した。
3.化学成分含有量はHPLCで分析。

表２ 土壌浸透水中の年間平均硝酸性窒素濃度の変化

土 壌 初年次 ２年次 ３年次

（'99 8月 （'00 8月 （'01 8月の 施肥法

～'00 7月） ～'01 7月） ～'02 7月）種 類

点 滴 23.1 (25.3) 9.0 ( 9.0) 2.2 ( 1.9)
黒ボク土

慣 行 21.5 (24.2) 17.1 (17.5) 7.3 ( 4.7)

点 滴 26.5 (32.2) 15.0 (16.7) 4.7 ( 3.6)
赤黄色土

慣 行 23.8 (29.7) 16.4 (18.9) 12.1 (10.1)

注）1.ライシメーター（縦1.8m×横2.0m×深さ1.0m）における土壌浸透

水の調査結果

2.数値は、年間溶脱量（mg）／年間浸透水量（L）

3.カッコ内の数値は年間窒素溶脱量（kg/10a）

4.試験開始前の施肥量はN-PO-KO：72.6-31.6-34.0（kg/10a）2 5 2
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機関名 国立大学法人　佐賀大学

部署名 農学部

記入者氏名 石丸　幹二

電話番号 0952-28-8753

e-mail kanji@cc.saga-u.ac.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

平成23年4月28日

特開２０１１−８３２８０

静岡、福岡、鹿児島県内の茶企業計６社で生産されている。

佐賀大学農学部

茶

テアデノールを含む機能性微生物発酵茶を製造する技術

新規カテキン代謝成分であるテアデノールを高含量で含む微生物発酵茶の製造
技術を提供する。

テアデノールは、抗メタボリックシンドローム成分（抗糖尿病、抗肥満）として注目
されている機能性成分であり、本技術の実施により新しいタイプの健康機能性茶
の生産ができる。

有
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機関名 愛知県農業総合試験場

部署名 東三河農業研究所

記入者氏名 白井一則

電話番号 0532-61-6235

e-mail kazunori_shirai@pref.aichi.jg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

-

-

愛知県内５ｈａに普及。点滴施肥の実施には水源の確保が必要である。また、排
水不良茶園では土層改良等の対策が前提となる。

愛知県農業総合試験場

茶

茶（てん茶）の点滴施肥栽培

愛知県の茶点滴施肥栽培は、窒素源として尿素を用い、極薄い濃度（30～
100ppm）の液肥を毎日２～４t/10a施用することにより、茶の健全な生育を促し、
施肥効率を高めるのが特徴である。

茶の生育促進に伴う、収量増、収益増により、茶業経営の安定化を図ることがで
きる。３０％以上の肥料削減が可能となるため、硝酸態窒素及び一酸化二窒素に
よる環境への影響を低減できる。

無
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機関名 福岡県農業総合試験場

部署名 八女分場

記入者氏名 久保田朗

電話番号 0943-42-0292

e-mail kubota-a6571@pref.fukuoka.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

福岡県内の茶産地で生産し、現在食品会社が販売している。

福岡県農業総合試験場八女分場

平成22年度福岡県成果情報

茶

二番茶を利用した抗酸化作用を有する八女発酵茶の開発

１　二番茶の荒茶に同重量の水を加え、黒麹菌Aspergillus awamori を109cfu/kg
添加後、35℃の好気条件下で6日間発酵させ、乾燥させると八女発酵茶ができ
る。

２　八女発酵茶は、in vitro 評価法において、ヒト赤血球に対する抗酸化作用（赤
血球の変形能低下を抑えて血管の閉塞を防ぐ作用）を有する。

・一番茶価格の３分の１以下と安い二番茶の高付加価値化として活用できる。

無　（福岡県内の民間企業が特許出願中）
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機関名 福岡県農業総合試験場

部署名 八女分場

記入者氏名 久保田朗

電話番号 0943-42-0292

e-mail kubota-a6571@pref.fukuoka.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

福岡県内全域に普及しており、1,000ha程度で散布されている。

福岡県農業総合試験場八女分場

平成20年度福岡県成果情報

茶

プルートMCの冬季散布によるクワシロカイガラムシの省力的な長期抑制

１．プルートMCの1,000倍液をクワシロカイガラムシ雌成虫の越冬休眠期に散布
すると、クワシロカイガラムシふ化幼虫の生育は第２世代まで抑制できる。

２．プルートMC散布後、最初の発生世代（第１世代）では、クワシロカイガラムシの
雄まゆ発生指数抑制効果は大きくないが、第２、第３世代の抑制効果は高い。ま
た、越冬休眠期（１月から３月）の散布時期による効果の差は小さい。

３．クワシロカイガラムシの雄まゆ発生量は、散布翌年の第２世代まで少なく推移
する。

・年３回発生し、各世代の防除適期が短期間に限られる難防除害虫のクワシロカ
イガラムシに対し、冬季に１回散布するとその後約２年間幼虫抑制できる省力的
防除技術として活用できる。

無
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--------------------------------------------------------------------------------

［成果情報名］プルートMCの冬季散布によるクワシロカイガラムシの省力的な長期抑制

［要約］プルートMC（成分名：ピリプロキシフェン）の1,000倍液をクワシロカイガラム

シの越冬休眠期に散布すると、第２世代までの幼虫生育を抑制できる。本剤散布後のクワ

シロカイガラムシ雄まゆ発生量は、散布後約２年間低密度で推移する。

［キーワード］チャ、クワシロカイガラムシ、ピリプロキシフェン、越冬休眠期

［担当部署］八女分場・茶チーム

［連絡先］0943-42-0292

［対象作目］茶 ［専門項目］病害虫 ［成果分類］技術改良

--------------------------------------------------------------------------------

［背景・ねらい］

クワシロカイガラムシは茶樹に大きな被害を与える重要害虫である。本害虫は葉層内部

の枝幹に寄生しているため、十分な防除効果を得るには1,000L/10aもの薬液散布が必要で

ある。しかし、本種の防除適期はふ化最盛日後の５日間程度に限られること、防除適期の

把握には熟練を要することから、従来の薬剤では適期防除が難しく、難防除害虫となって

いる。そこで、IGR剤であるプルートMC（成分名：ピリプロキシフェン）を雌成虫の越冬

休眠期に散布した場合の防除効果とその持続期間を検討する。

［成果の内容・特徴］

１．プルートMCの1,000倍液をクワシロカイガラムシ雌成虫の越冬休眠期に散布すると、

クワシロカイガラムシふ化幼虫の生育は第２世代まで抑制できる（表１）。

２．プルートMC散布後、最初の発生世代（第１世代）では、クワシロカイガラムシの雄ま

ゆ発生指数抑制効果は大きくないが、第２、第３世代の抑制効果は高い（図１）。また、

越冬休眠期（１月から３月）の散布時期による効果の差は小さい。

３．クワシロカイガラムシの雄まゆ発生量は、散布翌年の第２世代まで少なく推移する

（図２）。

［成果の活用面・留意点］

１．防除の手引きに掲載し、減農薬防除体系確立の資料として活用できる。

２．空き容器や使い残した剤はメーカーにより回収されるので、農薬販売店に持ち込む等、

適切に処理する。

３．本剤は蚕に対して強い毒性を有しているため、付近に桑園や養蚕施設がある場所では

使用しない。散布制限地域については防除所、普及センター等に確認する。

４．本剤による防除に必要な薬剤費は約19,000円（散布量1,000 /10ａ）である。ç
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［具体的データ］

図１ 薬剤散布年のクワシロカイガラムシ雄まゆ発生量の推移（平成17年）

注)1.雄まゆ発生指数は、第１世代を平成17年6月15日、第２世代を8月11日、第３世代を10月6日に
発生程度を4～0(4:甚、3:多、2:中、1:少、0.5:極少、0:無)の6段階で達観調査した平均値。

2.異なる英文字間には有意差あり（Tukey：p<0.05，図２も同）。

図２ 薬剤散布年と翌年のクワシロカイガラムシ雄まゆ発生量の推移（平成18～19年）

注)1.プルートMCは平成18年2月27日にのみ散布した。アプロードエースフロアブルは平成18年5月29日、

平成19年5月21日に散布。
2.雄まゆ発生指数は、平成18年は6月19日、8月23日、10月13日に、平成19年は6月20日、8月14日、

10月11日に発生程度を4～0(4:甚、3:多、2:中、1:少、0:無)の5段階で達観調査した平均値。

［その他］

研究課題名：新規農薬等の適用性検定

予 算 区 分：法人等受託（日植防）

研 究 期 間：平成16～19年度（昭和51年～継）

研究担当者：吉岡哲也、中園健太郎、堺田輝貴、仁田原寿一、久保田朗

　　(頭) 　　(頭) 　　(%)

ﾌﾟﾙｰﾄMC 1,000倍 262 257 98.2 * 98.0
無散布 183 10 5.6

ﾌﾟﾙｰﾄMC 1,000倍 272 221 81.4 * 78.0

無散布 261 39 14.9
ﾌﾟﾙｰﾄMC 1,000倍 376 118 30.4 * 20.6

無散布 463 63 13.1
注)1.

2.

3. *は角変換後の数値を無散布区と比較して、5%水準で有意差あり（ｔ検定）。

補正死虫率試 験 区

第１世代

平成18年2月27日にプルートMCを散布した。
5月17日（第１世代）、7月28日（第２世代）、9月20日（第３世代）に茶枝を採取し、これに健全なクワシ
ロカイガラムシの卵を接種し、約4週間後に調査した。

供試虫数

第２世代

第３世代

供試世代2)

表１　プルートMC散布枝における各世代の幼虫死虫率と補正死虫率1)（平成18年）
死虫数 死虫率３)

(%)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

第１世代 第２世代 第３世代

雄
ま
ゆ
発
生
指
数

ﾌﾟﾙｰﾄMC  1月28日散布
ﾌﾟﾙｰﾄMC  3月14日散布

ｱﾌ゚ ﾛー ﾄ゙ ｴー ｽF 5月20日散布
無散布

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

第１世代 第２世代 第３世代 第１世代 第２世代 第３世代

平成18年 平成19年
調　査　世　代

雄
ま
ゆ
発
生
指
数

ﾌﾟﾙｰﾄMC

ｱﾌﾟﾛｰﾄﾞｴｰｽＦ
無散布

a
ba

a

a
b

b

c
a a a

b

aa
a a ab b a

b
a a

b
a

a

b

a a

ｃ

ｂ
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機関名 福岡県農業総合試験場

部署名 八女分場

記入者氏名 久保田朗

電話番号 0943-42-0292

e-mail kubota-a6571@pref.fukuoka.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

福岡県内で数haに普及している。

福岡県農業総合試験場八女分場

平成18年度福岡県成果情報

茶

傾斜地茶園における性フェロモン剤の経済的な設置によるチャノコカクモンハマキ
防除

１．傾斜地におけるハマキコン-Nのチャノコカクモンハマキに対する誘引阻害率は
80％程度以上であり、交信攪乱効果が認められる。

２．ハマキコン-Nのチャノコカクモンハマキ巻葉数抑制効果は、多発生時でも効果
が高い。

３．集団茶園の周囲5.4m(３うね)に250本/10a、その内側には150本/10aの設置密
度とすることで、発生が比較的少ない年では秋季まで効果が持続する。

４．ハマキコン-Nを150本/10a設置するには、10aあたり40分程度の時間を要す
る。

・化学防除資材を削減し、生物的防除資材（ハマキコン-N）による経済的なチャノ
コカクモンハマキの防除技術として活用できる。

無
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--------------------------------------------------------------------------------

［成果情報名］傾斜地茶園における性フェロモン剤の経済的な設置によるチャノコカクモ

ンハマキ防除

［要約］傾斜地茶園の周囲5.4mに250本/10a、その内側は150本/10aのハマキコン-Nを処理

するとチャノコカクモンハマキ雄成虫に対して交信かく乱作用を示し、チャノコカクモン

ハマキ巻葉数が減少する。

［キーワード］チャ、チャノコカクモンハマキ、ハマキコン-N、傾斜地

［担当部署］八女分場・茶チーム

［連絡先］0943-42-0292

［対象作目］茶 ［専門項目］病害虫 ［成果分類］技術改良

--------------------------------------------------------------------------------

［背景・ねらい］

食の安全、安心への関心が急速に高まり、化学防除資材をできるだけ使用しない農産物

の生産が強く求められている。これに対応し、県では「減農薬・減化学肥料栽培認証制

度」を導入し、化学防除資材を50％以上削減した農産物の生産を振興している。

そこで、茶の重要害虫であるチャノコカクモンハマキの生物的防除資材として複数の性

フェロモンを成分としたハマキコン-N（トートリルア剤）の効果を明らかにする。また、

防除にかかるコストを考慮し、集団茶園の周辺部には設置本数を多く、その内側には少な

くすることで設置本数を削減する。

［成果の内容・特徴］

１．傾斜地におけるハマキコン-Nのチャノコカクモンハマキに対する誘引阻害率は80％程

度以上であり、交信攪乱効果が認められる（表１）。

２．ハマキコン-Nのチャノコカクモンハマキ巻葉数抑制効果は、多発生時でも効果が高い

（表２）。

３．集団茶園の周囲5.4m(３うね)に250本/10a、その内側には150本/10aの設置密度とする

ことで、発生が比較的少ない年では秋季まで効果が持続する（表１、表２）。

４．ハマキコン-Nを150本/10a設置するには、10aあたり40分程度の時間を要する（表３）。

［成果の活用面・留意点］

１．ハマキコン-Nは枝に引っかけるだけでは浅刈り時に落脱するので、しっかりと枝に取

り付ける。

２．本剤の設置時期は３月中旬の越冬成虫初発時期とするが、中切りを予定している茶園

では中切り後に設置する。

３．甚発生条件下では夏季以降に効果が低下する場合がみられるので、その場合は他の防

除手段を併用する。

４．交信攪乱効果を監視するため、フェロモントラップによる誘殺数調査を行うことが望

ましい。

５．集団茶園での処理面積が拡大するほど効果が安定する。

６．ハマキコン-Nの購入費は、150本では約4,800円、250本では約8,000円である。
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［具体的データ］

写真１ ハマキコン-Nの取り付け例

［その他］

研究課題名：茶減農薬防除体系の確立

予 算 区 分：経常

研 究 期 間：平成17年度（平成16～18年）

研究担当者：吉岡哲也、中村晋一郎、久保田朗、堺田輝貴

平成15年 平成16年 平成17年 平成15年 平成16年 平成17年 平成15年 平成16年 平成17年

越冬世代 98.2 100.0 99.1 99.1 100.0 98.0 100.0 99.2 99.6

第１世代 100.0 99.5 98.7 100.0 99.7 98.5 98.7 97.2 98.7

第２世代 95.1 100.0 86.1 97.0 98.1 94.4 99.3 98.1 98.9

第３世代 99.5 81.5 79.9 93.1 94.8 81.9 99.3 98.3 89.7

   4. 試験は3.4ha規模で行った。

注)1．ﾊﾏｷｺﾝ-Nの10aあたり平均設置本数は、平成15年は212本、平成16年は171本、平成17年は168本。

　 3．誘因阻害率はフェロモントラップによる調査。

成虫世代

   2. 250本処理した周辺部の幅は、平成15年は30ｍ、平成16年と17年は5.4ｍである。

 表１　傾斜地茶園におけるハマキコン-Ｎのチャノコカクモンハマキ雄成虫に対する
　　 　誘引阻害効果

チャノコカクモンハマキ雄成虫誘引阻害率(%)

斜面上部(4度) 斜面中部(8度) 斜面下部(12度)

幼虫世代

無設置区 無設置区 設置区 無設置区 平成15年 平成16年 平成17年

第１世代 0.0* 0.2 0.0 0.1  0.0** 2.0 113 259 458

第２世代 0.0* 0.2 0.0** 0.7  0.0** 6.4 75 390 454

第３世代 0.0* 0.4 0.0 0.3  0.8** 10.0 268 107 462

第４世代 0.0 0.3 0.0 0.0  2.0** 6.2 406 287 1,105

注)1．両区ともチャノコカクモンハマキに対し、化学薬剤による防除を実施した。
   2. 無設置区と比較して有意差あり（t-test、*：p<0.05、**：p<0.01）。

無設置区の雄成虫
誘殺数(/トラップ)

表２　傾斜地茶園におけるチャノコカクモンハマキに対するハマキコン－Ｎの効果

巻葉数(枚／㎡)

平成16年 平成17年

設置区設置区

平成15年

設置本数 ハマキコン-Nの設置方法
1時間当たりの

設置面積1) 落脱率2)

(a／時間)   (%)

150本 枝にかける 19.9 27.8

150本 14.2 1.6

250本 9.0 －

表３　ハマキコン－Ｎの設置にかかる作業時間と落脱率

注)1．設置作業者１名あたりの作業時間。
　 2. 二番茶摘採浅刈り後の７月に調査した。

片方の輪にもう一方を
通しながら枝にかける
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機関名 長崎県農林技術開発センター

部署名 茶業研究室

記入者氏名 太田　久

電話番号 0957-46-0033

e-mail s07751@pref.nagasaki.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

○本県の普及面積は105ha

長崎県農林技術開発センター　農産園芸研究部門　茶業研究室

平成20年度　ながさき普及技術情報　第28号
http://www.n-nourin.jp/nougi/theme/result/H20seika-jouhou/fukyu/F-20-
06.pdf

茶

一番茶芽出し肥への有機液肥使用による収量・品質の維持･向上

　茶の減肥栽培が進む中、より肥効を高め収量･品質を確保する上で液肥の施用
は有効な手段である。そこで液肥の点滴施用による配管施設の整備等を必要と
しない、茶乗用型防除機を活用した一番茶芽出し肥の有機液肥を用いる効果を
明らかにした。
施肥方法
１．液肥は茶乗用型防除機に散布用アタッチメントを装着して茶樹株元に施用し、
１０ａあたり３０００ℓを１～１．５時間で散布することができる。
２．液肥は市販の有機液肥（N:P:K:Mg＝10:5:6:1）を使用し、芽出し肥として一番茶
萌芽期に、10aあたり窒素量4.5kgを3,000㍑に希釈して散布する。
効果
１．減肥下（N-45kg/10a）であっても慣行施肥（N-55kg/10a、芽出し肥：硫安）と比
べて一番茶芽の生育は優れる。
２．一番茶は慣行施肥と比べて同等またはそれ以上の全窒素含量を確保できる。
３．一番茶は慣行施肥と比べて生育による粗繊維（ＮＤＦ）含量はほぼ同等に推移
する。
４．一番茶の目標収量である650kg/10aに達した時の出開度は慣行施肥より低
く、荒茶品質は向上する。
※慣行施肥（年間窒素施用量55kg/10a）に対し、年間窒素施用量45kg/10aで実
施した結果である。
※施肥は年間窒素施用量に対して、春肥：３０％(２回分施）、芽出し肥：１０％、追
肥Ⅰ：１５％、追肥Ⅱ：１５％、秋肥：３０％(２回分施)、計７回に分施し、春肥及び秋
肥は有機配合肥料、それ以外は硫安を使用した。

○全国的に環境負荷軽減を目的に窒素施肥量が減少しているなか、茶の収量・
品質確保が可能である。
○茶乗用型防除機にアタッチメントを装着することで作業を行うことができ、作業
負担および液肥点滴施設導入等の軽減ができる。
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機関名 熊本県農業研究センター

部署名 茶業研究所

記入者氏名 村上　公朗

電話番号 096-282-6851

e-mail murakami-k-dw@pref.kumamoto.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

茶

紅茶製造における生葉コンテナ及び葉打ち機を使用した水分調整法

　紅茶製造のための生葉水分除去に、緑茶用機械である生葉コンテナまたは葉
打ち機を活用することで、狭い面積または短時間で水分除去が可能となり、紅茶
製造の効率化が図られる。
１．100K型生葉コンテナを用い一晩（18時間）貯蔵し水分調整を行う場合は、青枯
れ防止板（通風コーン）を８個用いることで水分調整効率が向上し、土間に厚さ約
10cmに広げる製茶法に比べて１割程度の占有面積で水分調整が可能となり、製
茶品質はほぼ同等である。
２．葉打ち機（粗揉機）を風量計算式に基づいて使用することで、約30分間で紅茶
製造に必要な生葉含水率にすることが可能となり、製茶品質は、標準製茶法によ
る翌日製造とほぼ同等である。

・紅茶製造における従来の水分調整は、生葉を静置するための広い場所が必要
となるが、場所の確保が必要なくなる。
・生葉水分調整に既存の緑茶用製茶機械である生葉コンテナ及び葉打ち機が活
用できる。

無

平成２５年度新技術導入広域推進事業を活用し、県内３地区で実証を実施しなが
ら、生産現場への普及・定着を図っている。

熊本県農業研究センター茶業研究所
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農業の新しい技術 

 

紅茶製造における生葉コンテナ及び葉打ち機を 
活用した生葉水分調整法 

 
農業研究センター 茶業研究所 

担当者：小野亮太郎 
 
 
 

紅茶製造は酸化発酵を良好に行うための生葉の水分が品質に大きな影響を与える。静

置での生葉水分調整には広い場所の確保が必要であるが、一般的な緑茶工場には生葉置き

場が狭く、生葉水分調整に苦慮している。そこで、既存の緑茶用製茶機械を活用した水分

調整技術を開発し紅茶製造における品質の安定化と効率化を図る。 

 

 

 

１．100K 型生葉コンテナを用い一晩（18 時間）貯蔵し水分調整を行う場合は、青枯れ防

止板（通風コーン）を８個用いることで水分調整効率が向上し（写真 1、図１）、土

間に厚さ約 10cm に広げる製茶法に比べて１割程度の占有面積で水分調整が可能とな

り、製茶品質はほぼ同等である(表１)。 

２．100K 型生葉コンテナを 18 時間連続送風で用いた場合の重量減は次の式で算出する。 

  重量減（％）＝－17×log
e
(生葉投入量/送風面積）＋70 

また、送風ファンを 30 分間隔の断続運転で使用した場合の水分除去効率は、連続運

転を行った場合の７割程度となる（図２）。 

３．葉打ち機（粗揉機）を風量計算式に基づいて使用することで、約 30 分間で紅茶製造

に必要な生葉含水率にすることが可能となる。製茶品質は、標準製茶法による翌日製

造とほぼ同等である(表１)。 

 以上のことから、紅茶製造のための生葉水分除去に、緑茶用機械である生葉コンテナま

たは葉打ち機を活用することで、狭い面積または短時間で水分除去が可能となり、紅茶製

造の効率化が図られる。 

 

 

 

１．青枯れ防止板（通風コーン）とは、生葉コンテナに附属されている、三角に成形され

た表面積 0.32 ㎡の穴あき金属板である。紅茶製造の概要は図３のとおりである。 

２．100Ｋ型生葉コンテナの投入量は、二番茶良質芽は 15kg、二番茶普通芽は 20kg、三番

茶芽は 30kg を目安とする（何れも通風コーン８個設置連続送風 18 時間で使用）。特

に生葉含水率が低い場合は 30 分間隔の断続運転で使用する。 

３．葉打ち機（揉み手付き）を使用する場合は、過乾燥に注意して熱風温度、使用時間を

設定する。設定値は緑茶を製造する場合の風量計算式に基づいて行う。この場合、熱

風温度を 50℃(茶温 30℃)程度、取り出し含水率を 160％(d.b.)、使用時間を 20～30

分程度とする。 

No. 652(平成24年5月) 

分類コード 05－08 

熊本県農林水産部 

研究のねらい 

研 究 の 成 果        

普及上の留意点 
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［具体的データ］                      熊本県農林水産部  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
写真１ 青枯れ防止板(通風コーン)８個使用状況（左：設置状況、右：生葉充填状況、片側４個、両側にある） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図１ 生葉コンテナの使用条件における重量減  図２ 送風面積当生葉重と重量減の相関 

 

 

 

 

 

表１ 生葉コンテナ及び葉打ち機を使用した製茶法による製茶品質 

 試験区  占有面積 送風面積 生葉含水率(d.b.) 重量減          製茶品質 

       （ｍ2）（ｍ2）   摘採後 揉捻前  (%)   形状 色沢 水色 香気 滋味 合計 

生葉ｺﾝﾃﾅ区  1.2   2.7    340%   194%   34   20   20   20   19   20   99 

土間広げ区  11.3   －    340%  249%   20     19   19   20   20   20   98 

即日葉打区(水分除去時間 10.5h)   299%  178%   32    20   20   20   19   20   99 

土間広げ区(水分除去時間 18.0h)    299%   154%   34     20   19   20   20   20   99 

注)上段：2011.7.8 製造、翌日製。供試品種：べにふうき、製茶品質は３名による官能審査で最も良い物を 20 点とする普

通審査法による。「生葉ｺﾝﾃﾅ区」は 100kg 型生葉コンテナに 20kg の生葉を充填し、通風コーン 8 個使用、前日 15:00 か

ら翌日 9:00 までの 18 時間、送風ファンを連続駆動した。｢土間広げ区｣は 20kg の生葉をコンクリートの土間に厚さ 10cm

程度に同一時間静置した。 

下段：2011.8.3 製造、葉打ち機使用条件：生葉投入量 20kg、時間 30 分、主軸回転数 38rpm、気温 32℃、湿球温度 26

℃、熱風温度 50℃、茶温 30℃、風量 31ｍ3/min、供試品種：べにふうき、製茶品質は３名による官能審査で最も良い

物を 20 点とする普通審査法による。 
 

生葉 

 

二、三番

茶使用 

 水分除去（萎凋) 

生葉ｺﾝﾃﾅ､葉打機 

含水率を160d.b.%に

調整する 

 揉捻 

60分 

重15分→

軽45分 

 選別 

３号篩 

篩上は 

再揉捻 

 静置発酵 

60～120分 

15cm厚で

保湿する 

 発酵止め 

90℃ 60分 

よく撹拌する 

 

 乾燥 

70℃ 120分 

 

 

      

               図３ 紅茶製造の概要 
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注）2010 年、2011 年における試験回数４回の平均値、100

K 型生葉コンテナに 20kg の生葉を充填し、前日 15:00 から

翌日 9:00 までの 18 時間静置させた。送風ファンは連続駆

動、土間広げ区はコンクリートの土間に厚さ 10cm 程度に

同一時間静置した。カッコ内の数字は生葉コンテナ送風面

積および土間広げ面積 

 

注）2010 年、2011 年における調査（n=17）.100K 型

生葉コンテナに生葉を充填し、前日 15:00 から翌日

9:00 までの 18 時間静置させた。連続運転は送風フ

ァン連続駆動、断続運転は同時間 30 分間隔で断続運

転を行った。 
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機関名 熊本県農業研究センター

部署名 茶業研究所

記入者氏名 村上　公朗

電話番号 096-282-6851

e-mail murakami-k-dw@pref.kumamoto.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

茶

茶園への牛ふん鶏ふん混合ペレット堆肥利用技術

　牛ふん鶏ふん混合ペレット堆肥を年間500kg/10a程度、９月上旬と３月上旬の時
期に分けて施用することで、３ヵ年の一番茶収量は慣行施肥と同等かそれ以上、
荒茶品質は同等となり、有機配合肥料との代替が可能となる。また、石灰資材の
施用も削減でき、一番茶収量の増加と併せて、収益面は有利となる。
　ペレット堆肥は肥料と同様に20kg袋で販売されていることから、従来の堆肥より
も運搬に優れ、既存の肥料散布機を使用できることから散布も容易である。

・地域資源としての畜産堆肥の活用できる。
・化学肥料の低減を目指した施肥が可能となる。
・肥料価格の高騰対策となり得る。
・堆肥散布の労力の低減ができる。

無

【牛鶏混合完熟ペレット（G.K.P）】（JA菊地）
○流通量
　約２００t／年間（うち茶における流通量：２０ｔ／年間）
○流通地域（茶）
　熊本県、福岡県

熊本県農業研究センター茶業研究所
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農業研究成果情報     No.590（平成 25 年 5 月）分類コード 03-08 熊本県農林水産部

茶園への牛ふん鶏ふん混合ペレット堆肥利用技術

牛ふん鶏ふん混合ペレット堆肥を年間 500kg/10a 程度、９月上旬と３月上旬の時期に分け

て施用することで、３ヵ年の一番茶収量は慣行施肥と同等かそれ以上、荒茶品質は同等とな

り、有機配合肥料との代替が可能となる。また、石灰資材の施用も削減でき、一番茶収量の

増加と併せて、収益面は有利となる。

                   農業研究センター茶業研究所（担当者：奥田裕二）

茶園への年間窒素施用量は以前に比べ削減が進んできたが、施用肥料は化学肥料に依存する

ところが大きい。肥料価格は上昇傾向にあり、一方で、地域資源としての畜産堆肥の活用が望

まれている。そこで、牛ふんと鶏ふんを混合したペレット堆肥を茶園へ施用することで、化学

肥料の低減を目指した施肥技術を確立する。

１．年間 500kg/10a 程度の牛ふん鶏ふん混合ペレット堆肥を９月上旬と３月上旬に、有機配合

肥料と代替して施用することで、慣行施肥よりも３ヵ年の一番茶収量は同等かそれ以上、年

間平均収量は同等となる。また、年間 700～1200kg/10a程度施用すると慣行施肥よりも減収

する（表１）。

２．官能審査では、１年目で慣行施肥が内質及び総計で優れたが、２年目及び３年目ではペレ

ット堆肥施用区が、慣行と同等かそれ以上となる。また、荒茶成分も同等となる（表２）。

３．慣行施肥では土壌ｐＨが低下する傾向にあるが、牛ふん鶏ふん混合ペレット堆肥を施用す

ることで、石灰資材を施用しなくても土壌ｐＨの低下を抑制できる（図１）。

４．牛ふん鶏ふん混合ペレット堆肥を年間 500kg/10a 程度施用することで、肥料コストは高く

なるが、慣行施肥より一番茶収量が同等かそれ以上となることで、収益は増加する（表３）。

１．熊本県茶業研究所内ほ場（褐色森林土）で実施し、年間施肥体系は表４の通りである。

２．本試験で使用した牛ふん鶏ふん混合ペレット堆肥の混合比率は、牛ふん：鶏ふん＝1：1 で

あり、保証成分は N：P2O5：K2O：Ca＝3.0：4.2：3.5：10.2 である。

３．ペレット堆肥は肥料と同様に 20kg 袋で販売されていることから、従来の堆肥よりも運搬に

優れ、既存の肥料散布機を使用できることから散布も容易である。施用後には土壌と十分に

混和することが望ましい。

４．牛ふん鶏ふん混合ペレット堆肥施用によるリン酸・カリ及び石灰の集積を避けるため、定

期的な土壌診断を行い施用量を調節する。

研究のねらい

研 究 の 成 果       

普及上の留意点
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一番茶 二番茶 一番茶 二番茶 一番茶 二番茶 一番茶 二番茶 年間
慣行施肥区 415 379 430 485 596 544 480 469 950
ﾍﾟﾚｯﾄ1200kg投入区 296 244 369 404 490 253 385 300 685

(71) (64) (86) (83) (82) (46) (80) (64) (72)
ﾍﾟﾚｯﾄ700kg投入区 379 494 461 449 465 310 435 418 852

(91) (130) (107) (93) (78) (57) (90) (89) (90)
ﾍﾟﾚｯﾄ500kg投入区 443 438 506 452 579 410 509 433 943

(107) (115) (118) (93) (97) (75) (106) (92) (99)

注2）試験区名の投入量は10a当たりの年間投入量
注1）(  )の数値は慣行施肥区を100とした指数

試験区
2010 2011 2012 3ヵ年平均収量

販売額
肥料

コスト
その他
諸経費

収益

慣行施肥栽培 263,533 46,690 146,867 69,976

ﾍﾟﾚｯﾄ堆肥施用栽培

　1200kg投入区 201,090 61,960 146,867 -7,737

　700kg投入区 237,510 58,640 146,867 32,003

　500kg投入区 270,910 50,340 146,867 73,703
注1）販売額は3ヵ年平均収量×3ヵ年各茶期の経済連平均単価

注2）肥料コストはH24年度価格より算出

注3）その他経費は熊本県農業経営指標より算出（減価償却費除く）

注4）収益は販売額よりそれぞれの価格を引いて算出

年次 試験区 形状 色沢 香気 水色 滋味 内質計 総計 全窒素
遊離

アミノ酸
テアニン ＮＤＦ タンニン

慣行施肥区 10 10 10 10 10 30 50 5.4 3.8 1.9 19.6 13.5

ﾍﾟﾚｯﾄ1200kg投入区 9 10 10 7 8 25 44 5.3 3.6 1.8 19.5 13.9

ﾍﾟﾚｯﾄ700kg投入区 9 10 10 7 8 25 44 5.1 3.4 1.7 20.7 13.7

ﾍﾟﾚｯﾄ500kg投入区 10 10 9 8 9 26 46 5.4 3.9 2.0 18.8 13.3

慣行施肥区 10 8 8 9 9 26 44 6.0 3.9 1.9 17.2 15.6

ﾍﾟﾚｯﾄ1200kg投入区 10 9 9 10 9 28 47 5.7 3.5 1.8 18.1 15.0

ﾍﾟﾚｯﾄ700kg投入区 10 10 10 9 10 29 49 6.0 3.9 1.8 17.7 15.7

ﾍﾟﾚｯﾄ500kg投入区 10 8 8 10 9 27 45 5.6 3.4 1.6 19.8 15.5

慣行施肥区 7 10 8 10 8 26 43 5.8 4.0 2.1 19.3 13.0

ﾍﾟﾚｯﾄ1200kg投入区 7 10 9 10 10 29 46 6.1 4.2 2.0 19.2 13.9

ﾍﾟﾚｯﾄ700kg投入区 10 10 10 10 10 30 50 6.0 4.0 2.0 18.9 13.6

ﾍﾟﾚｯﾄ500kg投入区 9 9 7 9 9 25 43 5.9 3.8 2.0 18.6 13.8

注2）成分は乾物当たり％で、分析はS社製近赤外線分析計（GT-8）を使用

注1）官能審査は7名の合議制により最高点を10点とする普通審査法で行った

荒茶成分

2010

2011

2012

官能審査

注1）有機配合肥料（N：P2O5：K2O＝9：6：4）

1200kg区 700kg区 500kg区 　　 有機化成（N：P2O5：K2O＝13：8：8）

秋肥Ⅰ 9月上 有機配合肥料 7.0 ﾍﾟﾚｯﾄ堆肥 9.0 5.25 3.75 　　 油かす（N：P2O5：K2O＝5.3：2：1）

硫安 1.5 硫安 1.5 1.5 1.5 　　 牛ふん鶏ふん混合ﾍﾟﾚｯﾄ堆肥

秋肥Ⅱ 10月上 油かす 4.5 油かす 4.5 4.5 4.5 　　 （N：P2O5：K2O：Ca＝3.0：4.2：3.5：10.2）

春肥Ⅰ 2月下 有機化成 13.0 有機化成 13.0 13.0 13.0 注2）有機配合肥料は有機率53%

春肥Ⅱ 3月上 有機配合肥料 4.0 ﾍﾟﾚｯﾄ堆肥 9.0 5.25 3.75 注3）牛ふん鶏ふん混合ﾍﾟﾚｯﾄ堆肥の混合比率は牛ふん：鶏ふん＝1：1

硫安 2.0 硫安 2.0 2.0 2.0  　　牛ふん鶏ふん混合ﾍﾟﾚｯﾄ堆肥の窒素肥効率は50%と想定

芽出肥 3月下 硫安 6.0 硫安 6.0 6.0 6.0 注4）試験区名の投入量は10a当たりの年間投入量

夏肥Ⅰ 5月上 尿素 9.0 尿素 9.0 9.0 9.0 注5）慣行施肥区は堆肥の施用なし

夏肥Ⅱ 7月上 尿素 9.0 尿素 9.0 9.0 9.0  　  慣行施肥区及びﾍﾟﾚｯﾄ堆肥投入区は石灰資材の施用なし

肥 料由来成分 N-P2O5-K2O 56-17-14 45-10- 9 45-10- 9 45-10- 9 注6）施肥後は耕うんを行った

ﾍﾟﾚｯﾄ由来成分 18-50-42 11-29-25  8-21-18
56-17-14 63-60-51 56-39-34 53-31-27年間

慣行施肥区
窒素施用量

ﾍﾟﾚｯﾄ堆肥投入区窒素施用量

【具体的データ】             No.590（平成 25 年 5月）分類コード 03-08 熊本県農林水産部

表１．生葉収量（kg/10a）

表２．荒茶品質（一番茶）

                                          表３．コスト比較（円/10a/年間）

図１．土壌ｐＨの推移

表４．年間施肥体系（kg/10a/年間）

0 .0

1 .0

2 .0

3 .0

4 .0

5 .0

6月 8月 10月 3月 6月 8月 10月 3月 5月 6月 8月

2010 2011 2012

(pH)

慣行施肥区

ﾍﾟﾚｯﾄ1200kg投入区

ﾍﾟﾚｯﾄ700kg投入区

ﾍﾟﾚｯﾄ500kg投入区

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

4.8

5.0

(pH)

慣行施肥区

ﾍﾟﾚｯﾄ1200kg投入区

ﾍﾟﾚｯﾄ700kg投入区

ﾍﾟﾚｯﾄ500kg投入区

適正範囲

4.0～5.0
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機関名 熊本県農業研究センター

部署名 球磨農業研究所

記入者氏名 坂本　孝義

電話番号 ０９６６－４５－０４７０

e-mail sakamoto-t-dw@pref.kumamoto.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

茶

大型ハンマーナイフモアを用いた省力的な茶園台切り更新法

　高樹齢化した茶園は通常抜根改植を行って茶園を作り直すが、近年茶の価格
低迷により改植を行いにくい情勢となっている。また、茶樹の樹勢回復対策として
台切りがあるが、以前の方法は手作業で行うため、労力の負担が大きい。そこ
で、大型ハンマーナイフモアを使用することで10a当たり2時間で台切りを行うこと
が可能となり、また地上10cmの高さで更新することで再生株率は高くなる。一番
茶摘採後に台切り更新し、翌年の6月に地上高45cmの高さで初回せん枝を行うこ
とで、更新4年後には中切りを行った場合より多収となる。

・普及対象：中切り更新では樹勢が回復できない老朽化した茶園（樹齢約30年以
上）で、軽トラックが進入できる程度の作業道がある茶園へ導入できる。
・普及見込み：全国の高樹齢化した茶園のある地域で活用できる。

無

熊本県内において23年度に4町村5ha、24年度に1町2.4ha、25年度に１町3.5ha、
25年度に１町2.6haで実施された。

熊本県農業研究センター球磨農業研究所
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No.637 (平成22年5月)

農業の新しい技術 分類コード 02－08

熊 本 県 農 林 水 産 部

大型ハンマーナイフモアを用いた省力的な
茶園台切り更新法

農業研究センター 球磨農業研究所
担当者：西澤 法聖

研 究のねらい

本県の茶の多くは昭和40年代に定植されたため、高樹齢化した茶園が増加傾向にあり、生産力の低
下した茶園が多くみられるようになった。
高樹齢化した茶園は通常抜根改植を行って茶園を作り直すが、近年茶の価格低迷により改植を行い

にくい情勢になっている。そこで、省力的かつ早期に樹勢を回復させ、改植時期を一定期間延長する
方法としての台切り更新法を確立する。

研 究 の 成 果

１．大型ハンマーナイフモア（写真１）を使用することで、今までの手作業による台切りに15時間／
10aを要したのに対し、２時間／10aで可能となり、作業時間を短縮できる（表１）。

２．再生株率は、地上10cmの高さ（写真１）で行うことにより、一番茶摘採後の６月、二番茶摘採後
の７月、秋整枝時期の10月、慣行時期の３月のいずれでも99％以上である（表１）。

３．台切りの時期は６月に行った場合が、７月、10月に行った場合に比べ、その後の収量の回復が早
くなる（図１）。

４．台切り後の初回せん枝の高さについては、地上から30cmの高さよりも45cmの高さで行うことで収
量の回復が早まる。これはどの台切り時期でも同様である（図１）。

５．台切り後は、翌々年（更新２年後）の一番茶から摘採が可能である。また、更新３年後には中切
りした場合と同等の収量まで回復し、４年後には中切りを行った場合より多収となる（図２）。

以上のことから、大型ハンマーナイフモアを使用することで10ａ当たり２時間で台切りを行うこと
が可能となり、地上10cmの高さで更新することで再生株率は高くなる。また、一番茶摘採後の６月に
台切り更新し、翌年の６月に地上高45cmの高さで初回せん枝を行うことで、更新４年後には中切りを
行った場合より多収となる。

普及上の留意点

１．本試験は樹齢37年生の「やぶきた」で台切りを行った結果である。
２．台切りは２回に分けて行い、１回目は地上から約20cmの高さで切除し、２回目は反対方向から10
cmの高さで行った。

３．大型ハンマーナイフモアで台切りを行った場合、切り痕はささくれるが、地際付近から再生芽が
出てくるため、株再生に影響はない。

４．初回せん枝は、台切り更新処理１年後に行った。
５．肥培管理については更新当年は慣行施用量の50％、翌年以降は慣行どおりに行った。
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［具体的データ］

写真１ 大型ハンマーナイフモアによる台切り
左：作業状況、右：地上10cmの高さでの台切り

注）大型ﾊﾝﾏｰﾅｲﾌﾓｱ仕様（HMA1560）：全長 297cm、全幅 171cm、全高 135cm、質量 1,530kg、出力 36ps、刈り幅 154cm
速度 6.5km/h、使用最大傾斜角 35度

表１ 台切りの作業能率と再生株率

台切り処理時期 作業方法 作業時間 残さ除去時間 再生株率
（時間/10a） （時間/10a） （％）

一番茶後 （６月） ﾁｪｰﾝｿｰ（手作業） 15時間 ８時間 100
大型ﾊﾝﾏｰﾅｲﾌﾓｱ ２時間 ０時間 99

二番茶後 （７月） 〃 〃 〃 99
秋整枝時期（10月） 〃 〃 〃 99
慣行時期 （３月） 〃 〃 〃 100

注）調査株数：１区70㎡（約110株）、２反復

図１ 台切り時期及び初回整枝高さ別生葉収量
注）台切り更新４年後の一番茶生葉収量

図２ 更新方法の違いによる生葉収量の推移
注１）図は６月に台切りを行い、翌年６月に初回整枝を45cmの高さで行った場合。
注２）中切り区は更新処理４年後に再度中切り更新を行った。
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機関名 佐賀県茶業試験場

部署名 製茶研究担当係

記入者氏名 宮崎秀雄

電話番号 0954-42-0066

e-mail miyazaki-hideo@pref.saga.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

2013年2月8日

特許　5191065

佐賀県嬉野市の共同製茶工場

佐賀県茶業試験場

茶

連続炒り葉装置及び釜炒り茶製造設備

　炒り葉機は、経営面の合理性を考慮し、炒り葉処理能力120kg/hr以上を確保す
ると同時に、より細かな温度調整により、欠点のない炒り葉処理を可能とし、ま
た、熱効率を高め、コンパクト且つ省エネ化している。
　水乾機・締炒機は、より細かな温度調整により欠点のない乾燥成型処理を可能
とすると同時に、蒸し製玉緑茶の品質改善にも活用可能である。

　本装置を用いることにより、従来の炒り葉機では、生葉処理能力が約60kg/hrで
あったものが二倍の120kg/hrを処理できる。また、品質も優れ、試験出荷による
市場での評価価格も従来品を上回り、茶商の評価も高い。

特許権有り
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機関名 奈良県農業研究開発センター

部署名 研究企画推進課

記入者氏名 鷹野晋三 

電話番号  0744-22-6201　

e-mail takano-shinzo@office.pref.nara.lg.jp

品目

技術名

特徴

活用が想定される場面
（または、当該技術の活用によって

解決が期待される課題）

特許権、実用新案権の有無

登録年月日
※特許権、実用新案権が有の場合

登録番号
※特許権、実用新案権が有の場合

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

開発機関名

備考

茶

緑茶の品質予測方法

製品緑茶の総合品質を簡便にかつ精度よく予測する方法

　従来困難であった製品緑茶の総合品質を、より精度よくかつ簡便な方法で予測
することが可能なため、生産者や需要者が明確に評価・明示できるようになり、有
利販売につなげることができる。

有

平成２５年１月１８日

5177384

現在１社と許諾契約し、1台当該特許により機器製造・販売（H25年度現在）。

奈良県、国立大学法人大阪大学、他
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