
窒素施肥量の削減がてん茶の収量・品質に及ぼす影響
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茶の窒素施肥量削減を図る一助とするため、てん茶園における窒素施肥量の削減が茶の摘要：
収量・品質に及ぼす影響を５年間にわたって、自然仕立て及び弧状仕立てについて調査した。
１ 生葉収量は、５年間を平均すると自然仕立てでは窒素施肥量900 区（以下900 区）がkg/ha kg

kg/ha最も多収となり、窒素施肥量が少ない区ほど低収となった。弧状仕立てでは窒素施肥量600
kg kg/ha kg kg区（以下600 区）区が最も多収となり、次いで窒素施肥量300 区（以下300 区）で900

区の収量は劣った。
２ 荒茶中の全窒素含有率は、自然仕立てではいずれの年も窒素施肥量が少ない区ほど低くな
った。弧状仕立てでも2002年以外は、窒素施肥量が少ない区ほど低くなった。窒素施肥量の減
少に伴う全窒素含有率の低下は、自然仕立てが大きかった。
３ 荒茶中の遊離アミノ酸含有率は、自然仕立て及び弧状仕立てとも概して窒素施肥量が少な
い区ほど低くなった。タンニン含有率は、自然仕立てでは0 区が高くなったが、窒素を施肥したkg
３区の間には大きな差はなかった。弧状仕立てでは、窒素施肥量の多い900 区が少なく、次いkg
で300 区となった。kg
４ 荒茶の官能審査結果評点は、５年間を平均すると自然仕立てでは、900 区と600 区は変kg kg
わらなかったが、300 区は低くなった。弧状仕立てでは平均すると、窒素施肥量が少なくなるにkg
伴って評点が減少した。
５ 畝間に施肥を行う現行の方法ではてん茶の場合、自然仕立て、弧状仕立てを問わず、窒素
施肥量を減じると収量、遊離アミノ酸含有率あるいは官能審査評点のいずれかあるいは複数の
項目が低下することが示唆された。

てん茶、窒素施肥量、収量、品質、降水量キーワード：

Influence on Yield and Quality of Tencha by
Different N-Fertilizer Application
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The influence of the application amounts of different nitrogen fertilizer on theAbstract：
yield and quality of tencha ,which is the raw material of matcha, is examined for the 5
years from 2000 to 2004.
Four experimental plots were designed as follows. ,nitrogen application amounts of
900kgha-1, 600kg, 300kg and 0kg respectively.
1. The 900kg plot had the highest yield on the bush with natural shape and reduced
with the decrease of application amounts of nitrogen fertilizer. The 600kg plot had the
highest yield on the bush with arc shape. The yield of the first crop cultivated by the
bush with natural shape was superior to that cultivated by the bush with arc shape.
2. The total nitrogen content in the tencha on the bush with natural shape reduced with
the decrease of application amounts of nitrogen fertilizer throughout experimental
periods. The total nitrogen content on the bush with arc shape also reduced with the
decrease of application amounts of nitrogen fertilizer except for 2002.
3. The content of amino acid in the tencha reduced with the decrease of application
amounts of nitrogen fertilizer on both bush shapes. The 900kg plot had the minimum
tannin contents on both bush shapes.
4. The total score of the sensory test of tencha on 900kg plot was nearly equal to that on
600kg plot on the bush with natural shape. The total score of the sensory test reduced
with the decrease of application amounts of nitrogen fertilizer on the bush with arc
shape.
5. Under the condition of the conventional cultured system the decrease of application
amounts of nitrogen fertilizer led to the reduction of yield and/or the quality of tencha .
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緒 言

緑茶は、し好品であるところから品質による価格差が

大きい。茶の品質は、窒素施肥量が多いほど品質が向上

するといわれ、1985年ごろは１ ha当たり1,000kgを上回

る窒素が施用されていた 。特に、抹茶の原料であるて１）

ん茶は高品質が求められるため、せん茶以上に窒素施肥

量が多い傾向にある。品質向上を目的とした窒素多肥に

より、吸収されない窒素は茶園外に流亡し、茶園周辺に

おける地下水の硝酸態窒素の高濃度化を引き起こしてい

る 。地下水の環境基準として硝酸性窒素及び亜硝酸性2)

窒素10mg/L以下が設定された今、従来の多肥を中心とし

た栽培体系を見直し、新たな栽培体系の確立が早急に求

められる。しかし、多肥による品質向上効果を信じてい

る生産者が多い。

茶の窒素施肥量と収量・品質の関係については多くの

試験が行われてきた 。しかし、茶種としては主にせ3-5）

ん茶で試験が行われており、てん茶における窒素施肥量

と収量・品質との関係についての報告は、1970年代に実

施しているため試験区の最少窒素施肥量が900kg/haと多

く 、環境保全型栽培の推進が叫ばれている昨今の実情6）

に合わない。また、高品質茶の生産に適した自然仕立て

では検討されていない。てん茶は、４月上旬から摘採期

まで黒色の化学繊維、あるいはよしず（葦簀）とこも

（菰）で覆いを行う。また、自然仕立て法による栽培で

は摘採後に地上部約30cmでせん枝を行い、その後冬季に

摘心するぐらいで、弧状仕立てのように何度も整せん枝

を行うことがない。せん茶とてん茶など茶種、同一茶種

でも自然仕立てと弧状仕立てとの栽培法の違いにより、

施肥に対する反応が異なってくることが考えられる。

そこで、2000年から2004年にわたって、てん茶に対し

て窒素施肥量の削減が、収量・品質にどのような影響を

及ぼすかを明らかにするため、自然仕立て並びに弧状仕

立てについて栽培試験を実施した。

材料及び方法

１ 試験区の設定

試験は、愛知県農業総合試験場東三河農業研究所（旧

豊橋農業技術センター）内のてん茶園で、1998年秋から

2004年まで行った。供試土壌は細粒黄色土である。1998

年時の樹齢は29年生、品種は‘やぶきた’である。試験

区として、1998年秋より窒素施肥量で0kg/ha（以下0kg

区）、300kg/ha（以下300kg区）、600kg/ha（以下600kg

区）及び900kg/ha（以下900kg区）の４区を設けた。仕

立て法は、自然仕立てと弧状仕立ての２種類、供試面積

は各仕立てにつき１区5.4m （うね幅1.8m×長さ3ｍ）と2

した。施肥は、春肥並びに秋肥には有機質肥料を主とし

て使用し、芽出し肥には硫安を使用する本県でよく行わ

れている施肥体系とした（表１）。窒素施肥量の調整は

施肥回数を同一にし、1回当たりの施肥量を変えること

で行った。りん酸と加里は、減肥の影響はあまりないも

のと判断し、窒素施用量に連動して増減させた。土壌pH

は1998年作後から試験区により異なったので、秋肥施用

前に各試験区の畝間の深さ5～15 cmから採土して交換性

石灰を測定し、各区の交換性石灰含量が1.5g kg になる-1

ように苦土石灰を施用した。

自然仕立て弧状仕立てとも栽培概要は、本県の慣行に

準じた 。被覆は、棚被覆で黒色化学繊維を用いて行っ７）

た。１重目の被覆は新芽の1.5葉期に行い、その約７日

後に２重目を被覆した。さらに収穫約７日前に３重目の

被覆を実施した。2000年並びに2001年までは、２重被覆、

2002年～2004年までは３重被覆とした。

２ 調査項目及び調査方法

1999年は予備栽培とし、調査は2000年から行った。生

葉収量は、自然仕立てでは1.8×3mの区画内の新芽をし

ごき摘みですべて摘採して、１ha当たりの収量に換算し

た。弧状仕立てでは1.8×3mの区画内の新芽を可搬式摘

採機で摘採し、１ha当たりの収量に換算した。摘採日は、

出開き度95%を目安とした。荒茶の化学成分は、公定分

析法で実施し 、荒茶品質は標準審査法 により、外観、8） ９）

香気、水色、滋味及びから色の５項目につき各20点、合

計100点とする官能審査で評価した。

表1 供試肥料と施肥量

秋肥1 秋肥2 春肥1 春肥2 芽出肥1 芽出肥2 計

8月下旬 9月中旬 2月下旬 3月上旬 3月下旬 4月上旬 N P2O5 K2O

なたね粕 有機配合 なたね粕 化成肥料 硫　安 硫　安

900kg 182 160 151 137 150 120 900 356 364

600kg 121 107 101 91 100 80 600 237 243

300kg 61 53 50 46 50 40 300 119 122

0kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試験
区名

（kg/ha）

木下・辻・樋江井・辻・金田：窒素施肥量の削減がてん茶の収量・品質に及ぼす影響
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試験結果

１ 収量

仕立て法別の５か年の収量を図１に示した。自然仕立

てにおいては、900kg区は2001年のように0kg区と同様と

なった年もあったが、他の４か年は試験区の中で最高の

収量を示した。したがって、５か年の平均収量も6600kg

/haと最も高くなった。300kg区は600kg区と大差なかっ

た。0kg区は、試験期間常に最も低い収量であった。

弧状仕立てにおいては、平均収量は600kg区が4756kg/

haと最も高くなった。300kg区は600kg区と大差なかった。

900kg区は4300kg/haあまりと600kg区の92%となり、300k

g区より低くなった。0kg区は2001年を除いて最も低い収

量となった。概して弧状仕立ては、年次別の収量変動が

大きい傾向にあった。また、施肥量と収量の関係も年次

により異なり、自然仕立てのように明らかな傾向は見ら

れなかった。

２ 荒茶の化学成分

荒茶の全窒素含有率を表２に示した。全窒素含有率は、

600kg区の全窒素含有率を100として、窒素施肥量別の含

有率の増減割合を指数で示した。５か年の平均は、自然

仕立て及び弧状仕立てとも、窒素施肥量が少ないほど低

下した。また、600kg区に対する全窒素含有率の増減率

を見ると、900kg区は両仕立てとも103、300kg区は自然

仕立て98、弧状仕立て97及び0kg区は自然仕立て83、弧

状仕立て81とほぼ同じであった。

荒茶の遊離アミノ酸含有率においても、全窒素含量

率と同様に指数で示した（表３）。平均をみると自然仕

立て、弧状仕立てとも900kg区は110、300kg区92及び0kg

区はそれぞれ83、81と全窒素含有率と同様、窒素施肥量

が少ないほど低下した。また、両仕立てとも900kg区は

いずれの年も600kg区を上回った。窒素施肥量の減少に

伴う遊離アミノ酸含有率の低下割合は、全窒素含有率の

それより大きかった。

図１ 窒素施肥量別の年次別及び平均収量
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表2　仕立て法別の年次別全窒素含有率指数

（kｇN/ha）
900 103 105 102 102 102 103 99 105 101 106 102 103
600 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(6.2) (6.0) (6.3) (6.2) (6.6) (6.3) (5.5) (5.8) (5.9) (5.5) (6.3) (5.8)
300 98 98 98 97 98 98 98 95 101 99 90 97
0 87 92 97 98 94 94 92 95 101 93 89 94

（　）内の数値は、600kgN/ha区における実数

平均2001 2002 2003 2004
試験区名

自然仕立て 弧状仕立て

2000 2001 2002 2003 2004 平均 2000
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表3　仕立て法別の年次別遊離アミノ酸含有率指数

（kｇN/ha）
900 120 111 107 103 108 110 106 112 105 114 112 110
600 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(4.3) (3.6) (5.0) (4.1) (5.3) (4.5) (3.0) (2.0) (3.7) (2.8) (3.4) (3.0)
300 93 95 101 86 85 92 86 97 104 96 76 92
0 71 86 101 79 75 83 76 85 97 75 71 81

（　）内の数値は、600kgN/ha区における実数

試験区名
自然仕立て 弧状仕立て

2000 2001 2002 2003 2004 平均 2000 平均2001 2002 2003 2004

表4　仕立て法別の年次別タンニン含有率指数

（kｇN/ha）
900 97 105 101 98 99 100 95 102 96 95 97 97
600 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(9.1) (9.9) (10.1) (9.7) (9.3) (9.6) (9.2) (11.8) (10.3) (10.1) (11.0) (10.5)
300 101 98 100 100 109 101 104 95 96 98 105 99
0 116 100 101 104 111 106 106 105 100 112 117 108

（　）内の数値は、600kgN/ha区における実数

平均2001 2002 2003 2004
試験区名

自然仕立て 弧状仕立て

2000 2001 2002 2003 2004 平均 2000

表5　仕立て法別の官能審査評点の年次別指数

（kｇN/ha）
900 101 100 100 97 101 100 101 93 103 109 99 101
600 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
300 95 97 98 93 98 96 96 97 100 108 94 99
0 91 98 98 90 95 94 94 99 99 99 92 97

600kg/ha区を100とする

平均2001 2002 2003 2004
試験区名

自然仕立て 弧状仕立て

2000 2001 2002 2003 2004 平均 2000

荒茶のタンニン含有率を表４に示した。自然仕立て

では、300kg区から900kg区までは、差はみられなかった。

一方、弧状仕立てでは900kg区は、600kg区に比較して低

くなった。また、弧状仕立てでは600kg区と300kg区の両

区の間には平均すると差はみられなかった。しかし、20

00年及び2004年のように高くなる年がある反面、2001年

及び2002年のように低くなる年があるなど年次による変

動が大きかった。0kg区は自然仕立て、弧状仕立てとも

高くなった。

３ 官能審査

荒茶の官能審査結果を表５に示した。自然仕立てにお

いては、600kg区と900kg区との間に差は見られなかった。

しかし、300kg区は官能審査評点の平均指数が96と600kg

区に比較して低くなった。また、平均だけでなくいずれ

の年も600kg区に比べて低くなった。弧状仕立てでは、

５か年の平均指数は900kg区がやや高く、窒素施肥量が

少ない区ほど低くなる傾向は見られた。ただ、自然仕立

てに比較して区間差は少なかった。2000年及び2002年に

おいては窒素施肥量の多い区が高くなった。しかし、20

01年においては900kg区が93と最も低くなった。0kg区が

99と600kg区に次いだ値となった。年により窒素施肥量

と官能審査結果の傾向が異なった。

考 察

窒素肥料の削減と茶の収量・品質との関係については、

多くの茶業研究機関で検討がされている 。その多く10-13）

の報告が、減肥を行っても収量・品質に大きな影響は見

られなかったとしている。窒素施肥量を減らしても収量

・品質に影響がないのならば、施肥削減はコスト削減及

び省力化に直接つながるところから、生産者としては大

いに歓迎すべきでちゅうちょなく実行するはずである。

しかしながら、全国的にみても生産現場における施肥削

減は、遅々として進んでいないのが現状である。理由と

して、生産者は施肥削減による品質低下を懸念している

ことがあげられる 。茶はし好品であるため、品質14，1５）

の低下は荒茶の販売価格に直接影響し、生産者の経営を

圧迫することになる。

そこで、筆者らも本県特産であるてん茶について窒素

施肥量と収量・品質の関係について試験を行った。窒素

施肥量は、現行の窒素施肥量（ha当たり600kg）を基準

として、かつての窒素施肥量（900kg）及び茶の窒素吸

収量相当量（300kg）の3段階を設定した。さらに、本県

木下・辻・樋江井・辻・金田：窒素施肥量の削減がてん茶の収量・品質に及ぼす影響
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は、西三河地方を中心に高品質茶を目指した自然仕立て

栽培が行われているところから、自然仕立て及び弧状仕

立ての両仕立て法それぞれについて窒素施肥量と収量・

品質の関係について検討した。

まず窒素施肥と収量の関係であるが、自然仕立てでは、

平均すると窒素施肥量の多い900kg区が最も多収となり、

施肥を削減するに伴って減収した。一方、弧状仕立てに

おいては、平均収量は600kg区が最多収となった。900kg

区は、600kg区はおろか300kg区より低くなった。また、

年次別の推移も2000年以外はすべて600kg区を下回った。

自然仕立てと弧状仕立てによる窒素施肥量に対する反応

の違いは、整せん枝方法の違いによると考えられる。す

なわち、自然仕立てでは一番茶収穫後に地上部30cm～40

cm程度で台刈りされた後、冬季に先端を摘む程度で刈り

落とされることはない。そのため、台刈り後の温度、降

水量などの環境条件が生育に影響する。言い換えれば、

生育は台刈りから摘採までの環境条件の影響が累積した

ものとなる。台刈りから冬期までの生育は、概して窒素

施肥量が多いほど大きくなる。したがって、翌年の春期

において既に窒素施肥量によって樹体の大きさに差が生

じる。茶葉の収量は、樹体が大きいほど新芽重も多くな

り、多収となる。一方、弧状仕立てでは機械で摘採する

ため、茶株面を夏から秋にかけて２回程度刈りならす。

地上部の整せん枝を行うことにより、地下部の生育も抑

制される 。地下部が整せん枝によりダメージを被ると、16）

肥料濃度の高いことがむしろ生育にマイナスに作用し、

窒素施肥量の多い区の収量が抑制されたのではないかと

考えられる。また、窒素施肥量による収量差は、弧状仕

立てにおいて小さかった。これは、整せん枝による地下

部への影響に加えて、地上部の生育も整せん枝により摘

採後の生育差がリセットされるためと思われる。

茶のうま味は、せん茶の場合は渋みのあるタンニンを

始めとしたカテキンとうま味のあるアミノ酸が調和する

ことが重要であるとされている 。玉露などの上級茶に17）

なるにつれて、アミノ酸が多く含まれることが重要であ

るとされている。てん茶の滋味については、アミノ酸、

アミド類を中心とするうまみ・甘みの多いものを良しと

する ところから、玉露と同等以上にアミノ酸が多く含18）

まれ、タンニンが少ないことが上質茶の条件と言える。

荒茶の品質に関与する化学成分と窒素施肥量との関係

をみると、自然仕立て、弧状仕立てとも窒素施肥量が減

少するに伴って、全窒素含有率及び遊離アミノ酸含有率

が減少した。特に、遊離アミノ酸含有率は仕立て法に関

係なく、窒素施肥量による較差がほぼ同一となった。ま

た、同一栽培年、同一仕立て法ならば、遊離アミノ酸含

有率は900kg区が常に高くなった。タンニン含有率は、

窒素施肥量が減少するに伴って増加する傾向にあった。

荒茶の化学成分である全窒素含有率と遊離アミノ酸含有

率が高いほど、そしてタンニン含有率が低いほど品質が

良いと言われている 。本試験で全窒素含有率及び遊離19）

アミノ酸含有率が高く、かつタンニン含有率が低い荒茶

が生産できる窒素施肥量は、自然仕立て、弧状仕立てと

も900kg区であった。すなわち、荒茶の化学成分含有率

のみから判断すると、施肥削減はうまみ成分含量を低下

させ、苦み成分を増加させることが伺われた。

官能審査結果は、収量、全窒素含有率、遊離アミノ酸

含有率及びタンニン含有率に比較して窒素施肥量による

差は見られなかった。官能審査結果と窒素施肥量との関

係をみると、自然仕立てでは窒素施肥量が300kgに減じ

ると低下した。すなわち、官能審査結果も収量やうま味

に関与した化学成分と同様、窒素施肥量の削減により低

下傾向にあることが伺えた。

環境保全の観点から、現行の窒素施肥量をさらに減じ

ようとする動きが今の風潮である。理由としては、茶は

吸収量をはるかに上回る施肥を行っていることがあげら

れる。しかし、茶は好アンモニア性作物であるため、硫

安等のアンモニア態窒素を含んだ窒素肥料、あるいはア

ンモニア態窒素の前駆体である有機態窒素を含んだ有機

質肥料が主に施用される。土壌中でアンモニア態窒素は、

土壌コロイドに吸着される。この吸着される分を上乗せ

して施用しなければならない 。この点が土壌コロイド20）

に吸着されない硝酸態窒素を利用する作物と異なってく

る。さらに、茶は葉を収穫物として利用するため、栽培

的には栄養生長を持続させねばならないことも多窒素施

肥につながっているいると思われる。

したがって、茶の場合、畝間に有機質肥料や化成肥料

を施肥する現行の施肥体系では吸収量のみで窒素施肥量

を決定することは難しい。愛知県の現行の施肥基準はて

ん茶は700kg/ha、せん茶は600kg/haに設定されている 。7)

この施肥基準を単純に減じるだけでは、収量あるいは品

質の低下を招くものと思われる。一方、茶への多量の窒

素施肥は、地下水汚染や地球温暖化に関与している亜酸

化窒素の発生に関与している可能性を否定できない 。2）

早急に低窒素施肥と収量品質の両立を図る栽培技術の確

立を図る必要がある。
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