
                             茶の節水防霜、散水防除技術の確立・普及による 
           生産安定支援       活動期間：平成21年度～平成25年度 

○ 曽於南部地域では、茶の栽培面積拡大が順調に進んだ一方で、散水防 
 霜による水量不足が懸念され、普及課では節水型の自動散水装置（0℃制 
 御）を、試験研究と並行して現地実証を実施した。 
○ その結果、わずか２年の短期間で志布志市のほぼ全体に導入された。 
○ また､先導的な生産者で組織した「IPM研究会」とともに、害虫の散水防除  
 技術を定着させ、畑かんの多目的な活用を進めている。 

鹿児島県 

具体的な成果 

１ 0℃制御の防霜、節水効果の実証・普及  
  実証試験期間中は 
 降霜が連続し、－5℃ 
以下と冷え込 みも厳し 
かったが、この制御法 
は、慣行の散水防霜 
と同等の防霜効果を 
持ち、間断散水に比 
べても散水中の止水 
時間が長く、約６割の節水効果があること 
が確認できた。 
   開発から２年間（平成24年）で志布志市

の受益面積の95％に当たる約380ha（コント
ローラー845台）に導入され、平成24年春期
の防霜期の使用水量は、導入前と比較して
約50％となり、大幅な節水に貢献した。 

２ 散水防除技術の確立、普及 
 クワシロカイガラムシの幼虫発生期が揃う
第１世代に散水し、散水期間を１週間に短
縮する節水技術を確立した。 
 有明茶IPM研究会を中心に散水防除技術

が地域に普及、定着し、農薬費が慣行の  
１／４まで削減する会員も現れた。  

３ 減農薬による輸出開始 
 茶は、アメリカや欧州において残留基準値
の設定された農薬が少ないため、輸出は有
機茶が中心であったが、研究会では、耐病
性、樹勢に優れた早生品種の「ゆたかみど
り」を利用し、散水防除と天敵に優しいアメリ
カで登録されている農薬（４剤）を使用し、ア
メリカへの輸出を開始した。 

普及指導員の活動 

１ 0℃制御の防霜、節水効果の実証・普及 
■普及課では、試験場とメーカーで開発中 
    であった節水型の自動散水装置（0℃制 
  御）の現地実証を担った。 
■県事業課と協議を行い、補助事業化し、 
    関係機関と導入への役割分担を行い、 
    実演会等を短期間で延べ17回開催し、 
    生産者にこの技術の信頼性、導入意義 
    の理解促進を図った。  

２ IPM研究会組織の育成、散水防除技術
の確立、普及 
■減農薬栽培の意向を持つ生産者に呼び 
    掛けを行い、平成21年に茶業振興会内 
    に「ＩＰＭ研究会」を組織（21戸）し、情報共 
    有、組織活動に加え、IPM関連の調査研 
    究への協力体制を整えた。 
■研究会と散水効果実証に取り組んだ。３ 
    年間、全員のほ場で、散水 時期、時間、 
    量、施設等を繰り返し実証試験し、効果 
    的な散水方法を明らかにした。 
■無秩序な散水を避けるため、研究会、関 
    係機関と散水ルールも設けた。 

普及指導員だからできたこと 

 ・ 生産者と試験研究機関との連携を調整し、
試験研究と平行した現地実証が実現した。   
 ・ 現場の課題、導入効果を県事業課と協議
を重ね、事業化が実現した。 
  ・ IPM研究会と散水防除の実証に取り組み、

散水時期の提示、効果の調査など専門性を
発揮し、散水効果を検証したことで、地域の
信頼が得られた。 
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鹿児島県 

茶の節水防霜，散水防除技術の確立・普及による 

生産安定支援 
 

活動期間：平成 21年度～平成 25年度 

 

１．取組の背景 

曽於地域では，大規模畑かん整備事業による農地への通水が進み，水を利用し

た品目の導入による収益性の高い営農確立が望まれていた。 

一方，平成初期に大面積で栽培されていた芝が，経済の減速による需要減で一

斉に撤退することとなり，借地していた数百 ha の農地が大量に返還されていた。 

そのため，畑地かんがい農業推進センター農業普及課（以下，普及課）では，

水利用効果の高い品目の実証圃を設置し調査したところ，カボチャなどの園芸品

目では生育が悪く，一方で茶については生育が良好で，加えて平坦地が多いこと

から機械化体系に適し，霜害に対しても畑かん施設を利用することで解消できる

ことを実証した。これらの結果を市やＪＡ等で組織する技術員連絡協議会で検討

し，関係機関が一体となって生産拡大の支援に取り組み，茶園面積が急速に拡大

し，同時に畑かん施設が導入された。 

畑かん施設の利用拡大に伴い，水不足を回避するため，当初から間断散水が普及

していたが，想定以上に降霜が連続化するなど，水不足が深刻化し（図１），さら

なる節水技術の開発，普及が喫緊の課題であった。 
 

２．活動内容 

（１）節水防霜技術の開発協力と普及 

試験場が（株）日本計器鹿児島製作所と共同で茶の樹冠面温度をセンサーで

感知しながら，霜害を受けない温度域で氷温を制御する自動散水装置（以下，

０℃制御）を開発中であったため，普及課では生産者リーダーとともに現地実

証を要望し，現地試験を開始した。 

０℃制御のプログラムは，樹冠面温度が－0.4℃以下になれば，間断散水を

（100 秒散水，100 秒止水）開始し，－0.3℃以上になれば散水を停止するよう

な仕組みである。従来の散水停止温度であった２℃を－0.4℃まで下げることが

できれば，図２のように散水時間が短く，節水につながると予測された（図２）。 
 

写真 1 散水防霜            図１ 最低気温と貯水槽水位の推移 
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 写真２ 0℃制御装置         図２ 0℃制御の節水予測図 
 

 
図３ 0℃制御の防霜効果          図４ 0℃制御の散水量 

 

実証試験期間中の平成 23 年３月は降霜が連続し，－５℃以下と冷え込みも厳し

かったが，この制御法は，慣行の散水防霜と同等の防霜効果を持つこと（図３），

これまでの節水技術であった間断散水に比べても散水中の止水時間が長く約６割

の節水効果があることが確認できた（図４）。 

当該技術の導入には，散水を制御するコントローラーに新たな機能の付加が必要

であり，生産者の費用負担が必要である。導入に消極的な生産者が出て普及が遅れ

ることが予想されたことから，その負担を軽減し早期の普及を図るために補助事業

化について検討を進めた。事業を担当する課と協議を行い，補助事業化を強く要請

した結果，その必要性と効果について理解が得られ，県の単独事業化が図られた。 

各関係機関との合意形成 
 後，地域の茶生産者組織で 
ある茶業振興会で，０℃制 
御に関する調査研究の結果 
を報告し，補助事業等の支 
援策を紹介した。また，普 
及検討会・０℃制御コント 
ローラーの実演会（写真２, 
３）を短期間で延べ 17回開 
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写真３   普及に向けた検討会・実演会 
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催し，この技術の信頼性，導入意義の理解促進を図った。 
 

（２）畑かんの多目的利用による環境に配慮した茶の生産 

ア 研究会組織の育成 

減農薬技術の意向を持つ生産者に呼び掛けを行い，平成 21年に茶業振興会内

に「ＩＰＭ研究会」（以下「研究会」という）を組織（21戸）し，情報共有，

組織活動に加えて IPM 関連の調査研究への協力体制を整え，IPM 課題の迅速な

解決を目指した。 

イ 難防除害虫への水利用防除技術の普及と技術改善 

クワシロカイガラムシ（以下，クワシロ）は，茶の樹幹内部に寄生し，密度

が高まると茶株が枯死に至る茶の最大の難防除害虫であるが，宮崎県で畑かん

を利用した散水により密度を抑制する技術が開発された。普及課では，この情

報をもとに研究会員のほ場で効果実証に取り組んだ。3年間で研究会員 21名の

ほ場で繰り返し実証試験を行い，クワシロの密度抑制効果を確認した（図５）。

さらに，散水時期，時間，量，施設等を調査し，宮崎県での第３世代への２週

間散水に比べ，幼虫の発生期が揃う第１世代に散水し，散水期間を１週間に短

縮する節水技術も確立した（図６）。 
 

 図５ 散水によるクワシロの防除効果    図６ 散水方法別の防除効果 
 

ウ 地域への普及・波及 

実証の結果は，「研究会」内で検討した後，振興会へ紹介した。慣行法によ

る当該害虫の防除は，多大な時間とコストを要していたため，生産者の反応は

良く，また研究会員が情報提供者となり，周辺への普及を進めたことから，同

技術は急速に普及した。 

畑かん施設の多目的利用においても，無秩序に散水を行うとファームポンド

の水量不足が懸念されたことから，「研究会」と水を管理する土地改良区との

協議の場を設定した。その結果，散水による防除を行う生産者は①専用のコン

トローラーの購入，②土地改良区への申請，③散水茶園に旗を設置する等の使

用ルールが策定できた。このことにより，計画的な水利用が可能になった。 

 

３．具体的な成果 

（１）０℃制御による節水技術の普及状況 

     普及課が①試験研究機関の開発と平行して現地実証を開始したこと，②関係

機関に事業化の必要性を理解させ実現できたこと，③生産者から関係機関，民
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間企業との調整，全体の進行管理等に努めたことで，0℃制御は，開発から２

年間（平成 24 年）で，志布志市の受益面積の 95％に当たる約 380ha（コント

ローラー845台）に導入され，平成 24年春期の防霜期の使用水量は導入前と比

較して約 50％となり，大幅な節水に貢献した。 

 

（２）畑かんを活用した IPM技術の普及 

     水を利用したクワシロの防除技術は，管内 250ha（コントローラー525 台）

で導入されている。導入段階で使用ルールを定めたことで，秩序ある利用がで

きており，現在さらに利用面積は拡大している。 

畑かん水の防除利用により，農薬の散布量削減，コスト削減が実現し，さら

には土着天敵の定着も促進され，環境への負荷の少ない生産体系の導入が大幅

に進んだ。 

最も進んでいる研究会員においては，耕種的防除・物理的防除を組み合わせ

たことで，農薬費は慣行栽培の約 4分の１以下（4,980円／10a）となっている。 

茶は，アメリカや欧州において残留基準値の設定された農薬が少ないため，

輸出は有機茶が中心であったが，研究会では，耐病性，樹勢に優れた早生品種

の「ゆたかみどり」を利用するとともに，天敵に優しいアメリカで登録されて

いる農薬（４剤）を使用し，アメリカへの輸出を開始している。 

研究会では，化学農薬に頼らない生産体系に近づいたこと，茶流通業者の生

産ニーズが高まりつつあることから，有機生産への移行も始まっている。 

 

４．農家等からの評価・コメント（志布志市有明町 堀口氏） 

「限りある水源が有効に活用できた。また，０℃制御の散水防霜により，大幅な

節水が実現できたことで，土壌の過湿，作業環境の悪化も回避できた他，早朝の巡

回による手動停止の手間が省けた。 

さらに，化学農薬に頼らない環境保全型（IPM）の茶園が団地化し，天敵の定着

が進んだことで，有機栽培も開始している。」 

 

５．普及指導員のコメント（鹿児島県大隅地域振興局曽於畑地かんがい

農業推進センター・技術専門員・重光雄） 
「有機生産による定質・定量生産が実現できるよう，整枝技術，畑かん等を活用

した耕種・物理防除の構築に，研究会，関係機関とともに取り組んでいる。 

大事なことは，自然環境との調和・土づくり・樹勢維持であり，病害虫の生態を

把握することである。いまだ不明な部分が多いが，皆で観察し，知恵を出し合い，

基本技術と新技術の融合に努める。」 
 

６．現状・今後の展開等 

茶は，急須で飲む緑茶の消費が低下しており，市場価格の低下が著しく，所得確

保が厳しい状況にある。 

その一方で，茶のドリンクメーカーは，様々な商品を開発し，それにあわせ自社

生産，産地への委託生産などが行われつつある。 

また，当産地も IPM，輸出生産などの取り組みにより，茶流通業界や販売者から

取引についての相談が増えており，メーカーとの間接取引などが始まっている。 

この取組が発展し，メーカー，茶専門店などとタイアップした商品が国内外で販

売され，所得安定が図れることを期待している。 
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