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平成29年度日本茶業学会発表会プログラム 

 

場所:さいたま市 ソニックシティ 

日時:平成29年11月15日 

 

講演発表会    9:30 ～ 12:00，14:00 ～ 17:00 

総   会    13:00 ～ 14:00 

理 事 会    11:30 ～ 12:50 

A会場(601) 栽培・土壌肥料 

9：30 – 10：15 高橋 淳(埼玉県茶業研究所) 

A-1 静岡県における茶の有機栽培農家の管理状況と病害虫発生状況 

〇小杉由紀夫・小杉徹１）(静岡県農林技術研究所茶業研究センター、１）静岡県中遠農林

事務所) 

A-2 茶園におけるシカ被害の実態について－シカの行動と有機質肥料に対する採食行動－ 

園田敬太郎・〇和田義彦・志和将一・今村嘉博１）・山中成元(滋賀県農業技術振興センター，

１）滋賀県甲賀農業農村振興事務所) 

A-3 摘採時期の違いによる荒茶のpH 間差 

〇中村憲知・浅井淳也(鹿児島県農業開発総合センター茶業部) 

 

10：15 – 11：15 中野敬之(静岡県農林技術研究所茶業研究センター) 

A-4 土壌および品種の違いが根箱内の根生育に及ぼす影響 

〇中村典義・平野剛史・東島敏彦・野中一弥１）・髙木智成１）(佐賀県茶業試験場，１）杵藤

農林事務所) 

A-5 黄色土壌における茶樹根系発達の品種間差 

〇中村典義・平野剛史・東島敏彦・野中一弥１）・髙木智成１）(佐賀県茶業試験場，１）杵

藤農林事務所) 

A-6 茶品種‘さえあかり’の冬芽耐凍性評価 

〇松永明子・吉田克志１）(農研機構野菜花き研究部門，１）農研機構果樹茶業研究部門) 

 

A-7 裂傷型凍害の発生要因である低温及び土壌水分条件 

〇高橋 淳・中島健太(埼玉県茶業研究所) 

11：15 – 12：00 丹羽努(三重県農業研究所) 

A-8 傾斜地茶園用に試作した自走式薬剤散布機の性能 

〇東島敏彦・今西浩二１）・里中一富１）・野中一弥２）・髙木智成２）・平野剛史・中村典義(佐

賀県茶業試験場，１）松元機工株式会社，２） 佐賀県杵藤農林事務所) 

A-9 乗用型茶園管理機械の無人化技術の開発（第3 報） 

○深水裕信・浅井淳也・鹿子木聡・赤川博文・飯牟禮啓介１）・加藤正明2）・山崎淳一2）・

竹ノ内博司2）・松元雄二3）・今西浩二3）・里中一富3）・西大介3) (鹿児島県農業開発総合

センター茶業部，1)同茶業部大隅分場，2)株式会社日本計器鹿児島製作所，3)松元機工株式

会社) 

A-10 サイクロン式茶園クリ－ナーによる効率的な落葉除去法と回収率 

〇飯牟禮啓介・深水裕信1)・德田明彦(鹿児島県農業開発総合センター茶業部大隅分場,1)同

茶業部) 
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13：00 – 14：00 総会 

14：15 – 15：00 佐野智人(農研機構果樹茶業研究部門) 

A-11  

 

 

A-12 茶の被覆アタッチメントによる被覆作業の効率化と課題について 

〇丹羽努・松ケ谷祐二・野村茂広１）(三重県農業研究所,１)三重県中央農業改良普及センタ

ー) 

A-13 機械仕立て茶園の棚被覆と直接被覆における光透過特性～タイムラプスカメラによる被覆下

での新芽生育の撮影～ 

〇中野敬之(静岡県農林技術研究所茶業研究センター) 

A-14 棚被覆下における個葉及び樹冠面の分光反射特性 

〇長田充洋・竹本哲行(京都府農林水産技術センター農林センター茶業研究所)  

 

15：00 – 16：00 忠谷浩司 (滋賀県農業技術振興センター茶業指導所) 

A-15 被覆履歴の違いが茶樹の樹冠面温度と光合成特性に及ぼす影響 

〇竹本哲行・長田充洋・一家崇志１）・森田桜子１）・田中靖乃１）・森田明雄１）(京都府農林

水産技術センター農林センター茶業研究所，１）静岡大学農学部) 

A-16 直がけ被覆における遮光率の違いがチャ新芽の形態およびクロロフィル含量に与える影響 

〇佐野智人・堀江秀樹・松永明子・廣野祐平・大井彩子・廣野久子(農研機構果樹茶業研究部

門)  

A-17 茶樹の連年被覆に対する代謝プロファイル変化 

〇一家崇志・森田桜子・田中靖乃・鈴木利和１）・竹本哲行２）・森田明雄(静岡大学農学

部，１）静岡県茶業研究センター，２）京都府茶業研究所) 

A-18 一、二番茶の長期被覆が茶樹の生育に及ぼす影響 

〇鈴木利和・亀山阿由子・中野敬之(静岡県農林技術研究所茶業研究センター) 

 

16：00 – 17：00 中村典義(佐賀県茶業試験場) 

A-19 遮光栽培茶園における一番茶摘採後の整枝回数の違いが二番茶芽の生育に及ぼす影響（第 2

報） 

〇片井秀幸・池田早希(静岡県農林技術研究所茶業研究センター) 

A-20 一番茶後のせん枝が二番茶および翌一番茶の生育に及ぼす影響 

〇忠谷浩司・和田義彦(滋賀県農業技術振興センター茶業指導所)  

 

A-21 新しい定量的樹勢診断法の開発 ４. 収量予測の理論と実証 

〇柴田勝・坂井佑輔1)・國丸謙二2)・安田喜一1)・吉岡哲也1) (山口大学，1) 福岡県農林

業総合試験場八女分場，2) 福岡県筑後農林事務所八女普及指導センター)  

A-22 嬉野の大チャノキについて 

〇釘本和仁(佐賀県茶業試験場) 
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B会場(602) 病害虫・製茶 

9：30 – 10：30 石川浩一(農研機構果樹茶業研究部門) 

B-1 多雨状況下における炭疽病の効果的防除法（第１報）二・三番茶期の防除法 

〇下津文宏・德田明彦1）・勝田雅人2）・田布尾尚子3）・野中壽之4）(鹿児島県農業開発総

合センター茶業部，1）同茶業部大隅分場，2）同徳之島支場，3）同企画調整部，4）鹿児島

県経済連肥料農薬課) 

B-2 農薬散布量が異なる場合における茶樹葉層内のクモ類個体数 

〇鹿子木 聡・上室 剛１）・津田勝男2）・坂巻祥孝2）(鹿児島県農業開発総合センター茶業

部，１）鹿児島県農業開発総合センター大隅支場，２）鹿児島大学農学部) 

B-3 二番茶期におけるチャもち病に対する無機銅剤の防除効果 

〇坂井佑輔・井上梨絵・吉岡哲也(福岡県農林業総合試験場八女分場) 

 

B-4 一番茶生育期の薬剤散布による輪斑病菌の防除 

〇原井則之(香川県農業試験場) 

 

10：30 – 11：15 佐藤安志(農研機構果樹茶業研究部門) 

B-5 ドローン（マルチ回転翼型無人航空機）の空撮によるチャ病害虫被害の実態把握の試み－第

２報－  

〇小澤朗人・内山 徹・大石哲也1)・亀山阿由子(静岡県農林技術研究所茶業研究センタ

ー，1)世界緑茶協会) 

B-6 枝濡れセンサーを用いたクワシロカイガラムシの節水型散水防除法  

〇佐藤邦彦・加藤正明１）・鮫島祐二１）(宮崎県総合農業試験場茶業支場，１）株式会社日本

計器鹿児島製作所) 

B-7 ニトベミノガの耕種的・生物的防除の可能性の検討  

〇山下幸司(京都府農林水産技術センター茶業研究所) 

 

11：15 – 12：00 小澤朗人（静岡県農林技術研究所茶業研究センター） 

B-8 クワシロカイガラムシによる摘採面枯死面積の簡易測定法と雄まゆ発生量との関係  

〇小俣良介(埼玉県茶業研究所 (現 埼玉県農業技術研究センター)) 

 

B-9 福岡県におけるコミカンアブラムシの薬剤感受性  

〇井上梨絵・坂井佑輔・吉岡哲也(福岡県農林業総合試験場八女分場) 

 

B-10 全国のチャ産地におけるチャノコカクモンハマキの殺虫剤感受性  

〇内山 徹・浅野（内堀）美和1)・秋月 岳1)・小澤朗人(静岡県農林技術研究所茶業研究セ

ンター，1)農研機構 生物機能利用研究部門) 
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13：00 – 14：00 総会 

14：00 – 14：45 内村浩二（鹿児島県農業開発総合センター茶業部） 

B-11 紅茶製造における萎凋葉の冷凍保存  

〇川口茜・池田奈実子１）・田村保晃１）(カネトウ三浦園，１）農研機構果樹茶業研究部門) 

 

B-12 省力的で香りに優れる新香味茶生産を目的とした萎凋機開発（第４報）  

〇髙嶋和彦・佐藤邦彦・菅沼宏文１）・柴田努１）・伊藤昌志１）(宮崎県総合農業試験場茶業

支場,１）カワサキ機工株式会社) 

B-13 新型釜炒り製茶ラインにおける工程中の茶葉含水率変化  

〇宮崎秀雄・山口幸蔵・犬塚直宏(佐賀県茶業試験場) 

 

14：45 – 15：45 山田龍太郎(農研機構果樹茶業研究部門) 

B-14 粉砕方法の違いが抹茶の粒度、色彩に及ぼす影響  

〇勝野剛・植松恵美子・畑中義生・後藤正・小林利彰(静岡県農林技術研究所茶業研究センタ

ー) 

B-15 火入れ時の茶温が各素質の茶品質に及ぼす影響 

〇長ヶ原智・飛松諒・内村浩二(鹿児島県農業開発総合センター茶業部) 

 

B-16 炒蒸機とネット型乾燥機を用いて製造した加工用てん茶・抹茶の品種別品質特性（第２報） 

〇内村浩二・長ヶ原智・飛松諒(鹿児島県農業開発総合センター茶業部) 

 

B-17 生葉熟度と高水分域の製茶工程（葉打ち・粗揉）の茶温及び時間が荒茶品質に及ぼす影響 

〇飛松諒・長ヶ原智・内村浩二(鹿児島県農業開発総合センター茶業部) 

 

15：45 – 16：45 宮崎秀雄 (佐賀県茶業試験場) 

B-18 手揉み用原料の冷凍時における茶葉の温度変化  

〇井ノ倉 賢・山田龍太郎・陶山 颯・荒木琢也(農研機構果樹茶業研究部門) 

 

B-19 複数回の揉捻工程を用いた製茶法が荒茶形状に及ぼす影響  

〇山田龍太郎・中村 義和 1)・今村 健太郎 1)・山内 英樹 1)・向笠安行 2)・永井唐九郎 3) 

(農研機構果樹茶業研究部門，1)株式会社寺田製作所，2)向笠園，3)株式会社中部プラントサ

ービス) 

B-20 空気噴射吸引式異物除去装置による茶の生葉に対する異物除去効果  

〇村上公朗・渡邊哲也１）・青山利治１）・中村義和１）・鷺山竜治１）(熊本県農業研究センタ

ー茶業研究所、１）株式会社寺田製作所) 

B-21 ＰＬＳバイプロットを利用した茶の「香気」と香気成分のプロファイリングについて  

畑中義生・中野地 清香1)・藤井眞紀子2) (静岡県農林技術研究所茶業研究センター,1)有

限会社シルバーポット,2)株式会社 遊茶) 

B-22  
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C会場(603) 経営・成分・育種 

9：30 – 10：15 堀江秀樹(農研機構果樹茶業研究部門) 

C-1 緑茶の味質に関する調査－３ テアニン等の味覚試験－２ 

〇對比地信夫(日本茶インストラクター、ＡＴＲＬ) 

 

C-2 緑茶の味質に関する調査－４ 呈茶から見た緑茶の嗜好－２ 

〇對比地信夫(日本茶インストラクター、ＡＴＲＬ) 

 

C-3 タイ産緑茶との比較から見える日本緑茶の香気の特徴  

〇佐藤仁美・早川有果・長谷川登志夫・藤原隆司・高橋淳 1)・中島健太 1)・Piyaporn 

Chueamchaitrakun 2) (埼玉大学，1) 埼玉県茶業研究所，2) Mae Fah Luang University) 

10：15 – 11：00 佐波哲次(農研機構果樹茶業研究部門) 

C-4 香気寄与成分の添加による茶の香りの変化  

〇水上裕造・住吉健太１）(農研機構果樹茶業研究部門，１）農研機構果樹茶業研究部門第57

期農業技術研修生) 

C-5 抹茶の香りの抽出と香気寄与成分  

〇水上裕造(農研機構果樹茶業研究部門) 

 

C-6 てん茶の保存条件が香気成分に及ぼす影響  

〇三浦伸之・時村金愛・八丸珠恵・内村浩二１）・佐藤昭一２）(鹿児島県大隅加工技術研究セ

ンター，１）鹿児島県農業開発総合センター茶業部，２）鹿児島県茶業会議所) 

11：00 – 12：00 吉田克志(農研機構果樹茶業研究部門) 

C-7 携帯型近赤外線装置を用いたチャ葉内窒素濃度の推定  

〇小熊光輝・中園健太郎・坂井佑輔・渡橋啓介１）(福岡県農林業総合試験場八女分場，１）

（株）サタケ) 

C-8 海外輸出に向けた荒茶製造工程中のサルモネラ・リステリアの調査  

〇林宣明・加藤一郎・村松浩明１）(㈱伊藤園 品質管理二部，１）㈱伊藤園 農業技術部) 

 

C-9 味覚センサーによる浸出条件の異なる茶浸出液の呈味の評価  

〇山口幸蔵・宮崎秀雄(佐賀県茶業試験場) 

 

C-10 抹茶・粉末茶の化学成分  

〇堀江秀樹・江間かおり・中村順行１）(農研機構果樹茶業研究部門, １）静岡県立大学) 
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13：00 – 14：00 総会 

14：00 – 15:00 野村幸子(農研機構果樹茶業研究部門) 

C-11 チャで検出されたニコチンは内生由来である可能性が高い  

〇山下寛人・栗田郁也・一家崇志1)・古川一実2)・武田和哉3)・堀江紳弘3)・北条寛3)・

南條文雄3)・森田明雄1) (静岡大学大学院 農学専攻，1) 静岡大学学術院 農学領域，2)沼

津工業高等専門学校 物質工学科，3) 三井農林株式会社) 

C-12 チャおよびチャ近縁種における葉中アルミニウムと化学成分含量との関係性  

〇田中靖乃 1)・山下寛人・一家崇志・森田明雄  (静岡大学学術院農学領域，1) 岐阜大学大

学院連合農学研究科) 

C-13 カンザワハダニの食害で誘導されるカフェイン合成系の解析  

〇中山史葉・高橋淳1)・加藤美砂子(お茶の水女子大学 人間文化創成化学研究科 ライフ

サイエンス専攻，1)埼玉県茶業研究所) 

C-14 湯温と煎じ回数の異なる茶浸出液の抗酸化活性と総フェノール量について  

〇坂本孝義(日本茶インストラクター) 

 

15：00 – 16：00 水上裕造(農研機構果樹茶業研究部門) 

C-15 群馬県における高齢者及び大学生を対象とした茶飲料摂取のアンケート結果について 

〇本間知夫・松尾喜義１）(前橋工科大学、１）農研機構果樹茶業研究部門) 

 

C-16 香り緑茶における品質表示の有効性に関する調査  

〇植松恵美子・勝野 剛・畑中義生・後藤 正・小林利彰(静岡県農林技術研究所茶業研究セ

ンター) 

C-17 整枝時期の違いが一番茶萌芽期や品質に及ぼす影響の品種間差異  

〇佐波哲次(農研機構果樹茶業研究部門) 

 

C-18 新品種‘せいめい’の長期被覆および粉末茶適性  

〇吉田克志・根角厚司・江間かおり・堀江秀樹(農研機構果樹茶業研究部門) 

 

16：00 – 17：00 根角厚司(農研機構果樹茶業研究部門) 

C-19 煎茶用品種‘つゆひかり’と‘ゆめするが’の被覆特性  

〇小柳津勤・片井秀幸・池田早希(静岡県農林技術研究所茶業研究センター) 

 

C-20 新香味茶（半発酵茶）用品種育成のための効率的選抜方法の検討（第２報）  

〇大木英幹・吉留浩・高嶋和彦(宮崎県総合農業試験場茶業支場) 

 

C-21 チャ品種の萎凋特性を評価する簡易な方法の試み（第2報）  

○池田早希・片井秀幸・高橋冬実１）・小柳津勤(静岡県農林技術研究所茶業研究センター，

１）静岡県経済産業部農業局地域農業課) 

C-22  

 
 
 


