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調査報告

放棄茶園 (チャノキ群落)の乾物生産

粛藤秀樹・

Dry-matter production in an abandoned tea Thea sinensis plantation 

Hideki SAITO・

数年以上前から摘採が中止された茶園(チャノキ群落)の乾物生産を調査した。調査プロットを 2つ設け，全伐による層

別刈取り法で 2003年8月 11日と 9月2日に測定した。本群落は高立木密度(胸高での幹本数 53.3/m2
) で，幹は細く

(DBH， O. 42 ~ 1. 99 cm)て長く(最大 3.7m)，そして大きな胸高断面積合計 (45.07 cm2/m2)を示した。樹高はそろい，平均 3.52 

mであった。 本群落は共倒れ型のため調査時点の地上部現存量(幹枝 6，686g/m2，業 504.6g/m2，果実と花芽 150.4g/m2
) は

最大と考えられた。群落の占有空間当りでみた地上部現存量密度は 2.08kg/m3で，この値は成熟した陰樹林のそれに一致し

た。落葉盛期前の葉現存量は 504.6 g/m2，この大半は上部3層(地上高 2.3-3.8m)に集中分布していた。LAIは6.444で

あった。葉現存量を落葉量(459.8g/m2/yr)で割ってえられる葉の平均寿命1.1年は一般のチャノキ葉に比べて短いようで

ある。落葉季節は晩秋から翌春にかけてみられ，わが国常緑広葉樹の 4月-6月より約5ヵ月早い。葉の短い寿命と早期の落葉開

始は高立木密度の影響と考えられた。地上部純生産量は 2，201g/m2/yrと推定され，ここに材部 58%，葉 21%，花・果実 21

%の割合であった。繁殖投資量である花 ・果実の全乾物生産 (466.5g/m2/yr)の高い割合 21%は特徴的であった。花粉 64.2

g/m2/yrは地上部全体の 2.9%に相当した。

キーワード :地上部現存量密度，純生産量，高立木密度，共倒れ型群落，葉量と LAI

1 quantified dry matter production in a tea Thea sinensis p1antation/scrub that had been abandoned severa1 years 

previously on the bank of the River Kizu， southern Kyoto， by destructively sampling the above-ground components of a11 

trees wi thin the two study p1ots. The studied scrub showed high stand density (53.3 trunks/m2 at breast height)， slender 

trunks (DBH range 0.42 -1. 99 cm ; maximum trunk height 3.7 m)， and 1arge basa1 area (45.07 cm2/m2). The above-ground 

biomass was re1ative1y 10w at 7，341 g/m2， because trunk height was on1y 3.5 m on average. However， the above-ground 

biomass densi ty (dry weight di vided by the 3-D space occupied by the scrub) was 2.08 kg/m3， which is similar to mature 

forest stands of various tree species. Leaf biomass before the 1eaf-fa11 season was 504.6 g/m2， and 1eaf area index， 

6.444. Mean leaf 10ngevi ty， obtained by di viding leaf biomass by 1eaf-fall rate (508. 46g/m2/yr)， was 1. 1yr， which was 

shorter than that (2 yr) observed in tea p1antations. Furthermore， an unusual 1eaf-fal1 season from 1ate autumn to 

spring in the following year was recognized， which was about 5 months earlier than that of other evergreen broad1eaf 

trees. The short 1eaf 10ngevity and earlier leaf-fa1l season cou1d have been affected by the excessive1y high stand 

density. Annua1 production rates of trunks (1，114 g/m2/yr) and branches (155.5 g/m2/yr) were measured from the think 

ening growth between tree rings. Leaf production rate was estimated to be 459.8 g/m2/yr from the mean 1eaf-fall rate， 

inc1uding grazing 10ss of 6.5 g/m2/yr. Mean production rate of f1owers， po11en and fruits was 466.5 g/m2/yr， using 

va1ues from another report that 1 have pub1ished. By summing these annua1 production rates， 1 estimated the above-

ground net production rate to be 2，201 g/m2/yr， which is typica1 for 1ucidophyllous forests in Japan. 

Key Words: aboveground biomass densi ty， excessi ve1y high stand densi ty， 1eaf mass and LAI， net production rate， 

scramb1e-type scrub 
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はじめに

陰樹で低木のチャノキ群落の生産力を調査し，それを

各種タイプの樹種と比較検討してその異同を明らかにし

た。様々な木本群落の特徴・性質を物質生産の側面から

解明することは，植物群落の各選移段階での成立理由を

分析することにつながる。

近年，茶業の不振，農山村での過疎と後継者不足など

により放棄された茶園(チャノキ群落)をみかける。摘

採されなくなると短期間に，主にツル植物に覆われて茶

園 ・群落は崩壊する。今回調査した茶園はタケ，ツルな

どの侵入が遅くて背の高い群落に成長していた。

チャノキTheasinensi s Linn. (8) (チャCamelliasinensis 

(L.) O. Kuntze (6))はツバキ科の常緑低木で，自生種

ではない。804年に最澄が中国から持ち帰ったとされ，

広く栽培されるようになったのは栄西が 1191年に持ち

帰り広まった (6)。チャノキは暖地の山中で野生化して

いる。木場作の名残りか，地域によってはスギ人工林な

どの下層でよくみかける。耐陰性は強く，成長は遅い。

本茶園を調査に提供され，現地調査にご協力いただい

た京都府城陽市富野乾垣内，奥西尭夫氏に厚くお礼申し

上げる.また，リターフォール調査の前半は京都府立大

学大学院農学研究科の勝又昌子氏が担当した，あわせて

お礼申し上げる。

Fig.l Tea-plantation abandonment in the flood plain of Kizu River， 

Joyo， southern Kyoω (behind the field). 

Fig.2-1 Fig.2-2 

Fig.2 Profi1es of an abandoned tea Thea sinensis plantation (near Plots 
1 and 2). 

材料と方法

調査群落

材料の放棄茶園 (Fig.1)は木津川下流の河川敷，京

都府城陽市富野蛭子前に所在する(北緯 34度 50分，東

経 135度 46.9分)。ここは平坦で砂地，標高は 25mで

ある。本調査地の河川敷には茶園が多くあり，宇治茶の

生産地の一つである。

気候環境を京田辺アメダス地点(標高 50m)の平年値

(5)から，年平均気温が 14.6'(;，年降水量 1，416.6mm， 

また月平均気温から求めた暖かさの示数および寒さの示

数はそれぞれ 117.5および一2.4'(;monthであった。本

調査地は照葉樹林帯である。

本茶園は数年以上前から摘採されていない。小作地の

ためにチャノキ品種をはじめ過去の取り扱いなどはわか

らない。幹直径は太いもので 2-3cm，樹齢は幹中心部

の年輪が判読できなくて不明である。植栽後 30年以上

は利用されていたと推察される。通常の栽培では，施肥

と害虫防御のための薬剤散布，整枝が毎年 l回以上行わ

れる。本群落は共倒れ型である (Fig.1， Fig.2)。強風

により幹がそろって傾いた箇所やツル植物に覆われてき

た箇所が部分的にみられた。

調査の方法

リターフォール調査を 2002年 10月 30日から 2004

年 3月 l日まで 488日間 1:年4ヵ月にわた って行っ

た。使用したリタートラップは木枠 0.8XO.4m(採集

口面積 0.32m2
) に寒冷紗布 (網目 1mm)を深さ 0.12m 

にとりつけたものである (Fig.3)。採集口の高さは地上

0.3 mとし，畝間に 1または 2個，計 6個を配置した(調

査開始初期は 2個)。リターフォールの採集は月末に行っ

たが，花冠の腐りが早かったので 2003年 11月以降の開

花期には月半ばにも行った。採集したリターフォールは

トラップごと葉，枝，果実， 花，虫ふんなどに選り分け，

それぞれの乾重量を測定した。乾重量の測定は 85-90

℃で 48 h乾燥した後， 室温で，感量 1mgの天秤を使っ

て行った。なお，花，花粉，果実などの生産量はすでに

報告した (9)。

伐木しでもリターフォール調査に支障がでない畝に調

査区 P1とP2を設けた。そして全伐法で，層別刈取 り

Fig.3 A 1附 rtrap set (mouth area， 80 cm by 40 cm) 
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Plot 

Pl 

P2 ' 

ridge ridge 

Date studied 

11 August 2003 

2 September 2003 

Plot 

L(m) 

1.0 

1.15 

Fig.4 A study plot 

ridge 

Plot ar回 (m2)

1.500 

1.725 

法により地上部現存量とその垂直分布を調べた。チャノ

キが存在する畝幅は約 1m，畝と畝の聞には約 0.5m幅

があった。そこで調査は， Fig.4に示すように畝を中央

にして幅を1.5mとし，畝方向に長さ1.0 m，面積1.50 
dのP1と，長さ1.15 mにした面積1.725 m2のP2と

を設定した。樹高から考えるとこれらの調査区は小面積

である。しかし本群落の立木構成は均質であり，全伐法

で2ヵ所調べればこの小さい調査区面積で信頼できる

データがえられると考えた。

幹の肥大成長が終わりにちかづいた 2003年8月 11日

にP1の調査を行った。調査区内の全生立木を地際で伐

り，幹の胸高直径 (DBH)と樹高(地表面から)を測っ

た。幹とは胸高(1.3 m)までに分校した，胸高をこえ

る高さのものと定義した。胸高より上部で分校したもの

は枝とした。次に，伐木した立木は地際 0.0m， 0.3 m 
高， 0.8 m高…，その後は 0.5m間隔で層区分した。層

ごとに材部(幹枝)，業，果実，花芽(ツボミ)に分け

た。そして全立木分をまとめて各部分の生重量を測定し

た。乾物率をえるため，各層の各部分から適量の試料を

とり，これらを前記と同様に乾燥して乾重量を測った。

葉ではこの他に適量の試料をとり，自動面積計(林電工

AAM-7型)を使って葉面積(片面)を測定した。この測

定は，葉量の少ない層を除いて，各層の葉面積合計が

2，000 cm2をこえるまで行った。測定した葉試料は乾燥

して秤量した。

P 1から約 5m離れた別の畝に P2を設定し，同年9
月2日に同様の伐木調査を行った。P2では材部を幹と

枝に区分した。また，これらの材積成長量を測定した。

幹成長量を測る試料は層ごとに，幹をその直径で 3~5

クラス(L>M>MS>S>SS) に分け，各クラスからは 4 ~ 1 8

本の幹を抽出した(Table1)。本数抽出率では 14%~ 100 
%になる。枝の試料は，幹から分校したもの(主枝とよ

ぶ)では 9~22 本(重量抽出率 8. 1 % ~20%) を，主校

からさらに分校したものは 8~ 10 本 (同 9 . 2%~29%) 

を選んだ (Table1)。そして樹幹解析のように皮付直径，

皮なし直径， 1年前直径を測定し，材積成長量を求めた。

重量成長量の推定は，層ごとに平均材積成長率と乾重量

を掛けて求めた。

群落の概要

Table 2には 2つの調査区における幹の本数，絢高直

径 (DBH)，樹高(地表面からの高さ)，胸高断面積合計

を示した。いずれの項目の値も P1とP2とはほぼ同じ

であった。

胸高における幹本数は平均 53.3本1m2を示した。こ

れから幹の密集する群落状況がわかる (Fig.2)。地際で

の幹本数は約 20本1m2，チャノキは地面近くで萌芽する

からこれは個体数ではない。

DBH は細く，最大が1.99 cmであった。 DBHのクラス

幅を 0.5cmとした百分率頻度分布図 (Fig.5)で， P 1 
とP2の分布形は似ている。分布型は L字ではなく正規

型にちかい。

Fig. 6はP2での DBHと樹高 (H)の関係を両対数グ

ラフに示したものである。DBHが 1cmまでの幹では，

細い程樹高は低下する傾向がみられる。一方，DBHが1.25 

Table 1. Sample size for growth analysis of woody parts: number of trunks and branches sampled in each s甘atum

Stratum (m) 0.0 -0.3 0.3 -0.8 0.8 -1.3 1.3 -1.8 1.8-2.3 2.3 -2.8 2.8 -3.3 3.3 -3.8 

(1) Trunks (number ofsamples/total sections) 

L 12/14 4/4 6/14 6/20 6/16 6/12 5/10 18/18 

M 4/9 4/8 10/31 6/29 6/21 6/l7 4/17 

MS 4/8 

S 4110 5/11 10/34 6/35 6/43 8/40 7/25 

SS 7/15 

(2) Main branches (number of samples and percentage sampled in dry weight) 

9(20%) 22 (8.1%) 15 (15%) 

(3) Lateral branches (number ofsamples and percentage sampled in dry weight) 

8 (9.2%) 10 (11%) 10 (29%) 

Diameter classes: L> M> MS> S> SS. 
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Tab!e 2. Number and size of trunks， and basaJ area in an abandoned tea Thea sinensIS p!antation. 
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Fig.6 Re!ationship betwe氾nDBH (trunk diameter at breast height) and 
trunk height in P!ot 2 

Fig. 7はP1とP2の現存量(密度)の垂直分布を示 '

す。これは層ごとに各樹体部分の乾重量を m2当りで図

示したものである。P1とP2の生産構造の形は同じで

あった。

まず，材部(幹枝)の垂直分布をみると下から 2層，

0.0-0.3 mと0.3-0.8mの現存量はほぼ同じで，また

3層目より上方の層と比べると著しく多い。この下方 2

層は葉が摘採されていたときの影響であり.3層目から

上方が摘採中止後に形成された部分と考えられた。

業は上から 2つ自の層 2.8-3.3mに最も現存量が多

くて全体の約 50%，次が 3つ自の層に多くて約 35%，

これら 2層を合わせると約 85%に達した。最上層を含

めた 3つの層(幅1.5 m)に約 93%の葉が集中して存在

した。

3 

生産構造

0.6 
DBH class (cm) 

Fig.5 Frequency of trunks by DBH cJasses. 

cmをこえる幹では，樹高はほとんど変化がない。最大

樹高は 3.70m，優勢な幹 (DBH孟1.25 cmでH孟3m)の

平均は 3.52mであった (Table2)。また. P 1のそれは

3.53 mである。

D聞が1.25 cmをこえるものでは樹高の格差は小さ

かった (Fig.6)。幹は胸高までの高さで多数分岐してお

り，ふつうは 5，6本，ときに 9，10本に分かれていた。

多数に分かれた幹の中で最も優勢なもの(主幹とよぶ)

では平均伸長量 22.4(1l-29 cm/yr) (試料 n=8本)で

あった。一方，主幹以外の幹や主枝での平均値は 23.9

(19-29.5) cm/yr (n =ll本)となった。このように伸

長格差のほとんどないことが樹高格差を小さくした原因

であり，これによって自然間引きが起き難く共倒れ型群

落が形成されたと考えられる。

胸高断面積合計は平均 45.06cm2/m2に達した (Table

2)。このような大きな値は発達した常緑広葉樹林でみら

れる(16)。
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Fig.7.2 Profi1e diagram of P10t 2， showing the vertical d凶tributionof fo1iage， trunk， br佃 ch，fruit and flora1 bud biomass， and of回 nkand branch growth. 

葉の多い層には果実と花芽の現存量が多く，両者には

量的な対応関係があるようだ。なお， Fig.7の果実と花

芽の垂直分布は約 7倍に拡大して示しである。

葉の厚さをあらわす比葉面積 SLAの垂直分布をみると

最上層は 100cm2/g，この SLAは下方の層に向かうと約

50 cm2/gづっ比例して増大した。

Fig. 7. 2には P2での幹枝重量成長量の垂直分布を示

した。幹の成長量は下方から 4つ目の層， 1.3-1.8m 

で最大になった。この層より上方の層のみならず下方の

層に向かうにつれて成長量は減少傾向を示した。このよ

うに根張り部でも増加しない垂直分布型，いわゆる「洋

ナシ」型はこれまでの林分調査には見当たらない。高立

木密度の林分では枝下部分の幹成長量が一定になるばあ

いがあるが根張り部での増加がみられる (14，20)。放

置苗畑から成立したスギ高密度林分(群落)(4.26本1m2
)

でも同様である。さらに高密度 10.0本1m2で共倒れ型

にちかいスギ群落の，細い個体ではこの洋ナシ型が報告

されている (14)。

地上部現存量

地上部現存量および葉面積指数LAIをTable3にまと

めた。現存量は各層の乾重量を合計して m2当りで示し

た。LAIは，各層の葉乾重量にその層の SLAを掛けて求

めた値を合計したものである。地上部現存量を P1とP

2とで比較すると，後に調査した P2の方が 6%少な

かった。これは材部の値のちがいによる。

両調査区の平均地上部現存量はhaベースで73.40t/ha

に達した。樹高 3.5mの群落規模から考えると大きな値

である。群落の占有空間当りで示される地上部現存量密

度(4)は2.08kg/m3を示した (Table3)。この値は成熟

した陰樹林のそれにほぼ等しい(12，18)。

葉現存量は両調査区がほぼ一致し，平均 504.6g/m2 

(5.046 t/ha)であった (Table3)。この値は常緑広葉

樹林の平均値 (8.6:t: 2. 5 t/ha) (17)に比べて少なく，

葉の寿命が l年のクスノキ林 (4.1-4.5 t/ha) (15)に

むしろちかい。

LAIについても P1とP2の値はほぼ一致し (Table

3)，この平均値 6.444は常緑広葉樹林の 5-9の範囲

(17)に入った。

果実現存量は P1の方がP2に比べて約1.5倍，花芽

現存量は逆に P2の方が 2.25倍多かった。これらのち

がいは場所の差と調査日の 22日間のずれにあると考え

られる。というのは，後者は，今回の調査日が花芽の生

育期にあたった (9)。果実と花芽を合計した平均現存量

はhaベースで1.504 t/haになった。

地上部現存量のなかで材部の割合は 91%，残りの 9%

は更新器官である葉 7%と果実・花芽 2%が占めた。P

2での校割合は地上部の 6.7%，材部の 7.3%であった。

小さい枝割合は高立木密度が主原因で，幹と枝の今回の
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Table 3. Aboveground biomass， biomass density and leaf町eaindex (LAI) 
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506.7σ.1%) 

初.9(1.1%)

68.8 (0.97%) 

2.02 

P2 Pl 

則
一
附
州

2
-
X
L
 

2
2
-
t
i
n
y
 

un"
‘-
，，.‘
、
，，.‘‘
、

i
t
-
'
l
o
o
 

J
-
0
0
2
 

'
E
一
弓
J

n

y

'
1
・

司

f

〆
O

Plot 

Date studied 

A加vegrOlmd(glm
2
) 

w∞dy戸市(glm
2
)

Trunk 

502.5 (6.6%) 

120.4 (1.6%) 

30.6 (0.40%) 

Branches 

Foliage (酢n
2
)

Fruits (gIm
2
) 

Flower buds (glm
2
) 

Biomass density (kgImう
Leafarea index (m

2
/m

2
) 

2.08 

6.44 6.43 

2.15 

6.45 

Estimation of net production rates in Plot 2 Table 4. 定義も関係する。
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Table 4はP2の地上部純生産量を推定したものである。

幹と枝はそれぞれの重量成長量をあてた。業は平均落葉

量を用いた。

業生産量は，林分(群落)の葉現存量は一定であるか

ら(17)，年落葉量に大略等しい。本調査群落での落葉

の月別変動を Fig.8に示した。たて軸は日落葉速度であ

らわし，これは各月の落葉量を測定日数で割った値であ

る。本群落では落葉の極端に少ない季節がはっきりして

いない。少ない落葉量 (0.55g/rn2/dayまで)の月が連

続する季節は 7 月 ~ 10 月であ っ た。 一方，落葉の多い

のは 11月~翌年 6月までの 8ヵ月間に及んでいる。 し

かし， 11月と 12月の量の多少は 2002年と 2003年とは

逆である。今回のリターフォール調査では単年のデータ

しかない期聞が 8 ヵ月間 (3 月 ~8 月 )にわたるので断

言できないが，本チャノキ群落の落葉季節は上述のよう

に秋から翌春までと考えられる。

以上の落葉季節からみると，本群落の年落葉量を求め

るには測定開始から l年聞の値 (508.46g/rn2/yr) とす

るか，初めの 4ヵ月分を除いて測定終了するまでの 1年

間の値 (411.11 g/rn2/yr) とするかである。一般に常緑

樹林の落葉量の年次変動は大きい傾向がある(13)。そ

こで今回は両値の平均 459.78g/rn2/yrを生産量にあて

た (Table4)。なお全調査期間の値から 1年分を求めた

ばあいには落葉季節が重複して入るので，その落葉量

(491. 55 g/rn2/yr)は大きめになる。

虫糞の落下 (3.26g/rn2/yr)が記録されたので，被食

葉量を推定する吉野(1)の係数 2.0を用いて被食葉量を

推定して加えた。

果実と花については筆者の報告(9)から， 2002年開

花の花粉を含めた生産量 465g/rn2/yrと2003年の値 468
g/rn2/yrの平均値をあてた (Table4)。

幹と材の新部分の枯死脱落量は調査しなかった。

し小量と考えられるのでゼロとした。

本群落の地上部純生産量を Kiraand Shidei (4)の方

法 2で推定すると 2，201g/rn2/yr (22. 01 t/ha/yr)になっ

地上部純生産量

しか
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た (Table4)。この値はわが国常緑広葉樹林の地上部平

均 20.65:t7. 21 t/ha/yr(3)を約 10%上回った。

今回の純生産量を部分別割合でみると材 58% (幹 51

%，枝 7覧)，葉 21%，花と果実 21%になった。花E果実

の乾物生産量(繁殖投資量)割合が地上部全体でこれ程

大きく占める樹種は見当たらない。また花粉生産量は平

均 64.2g/m2/yr (0.642 t/ha/yr) (9)，これは地上部全

体の 2.9%に相当した。

2， 3の考察

本群落は 20mX20 mをこえる面積がある。調査開始

時には部分的に立木が同じ方向に傾斜し，またツル植物

九こ覆われ始めていた。崩壊に向かつて進行中の共倒れ型

群落であった。そのため，物質生産力を他の森林と比較

して本低木群落にはいくつかの特徴が見出された。

茶園では整枝の前には多数の萌芽シュートの伸長がみ

られJ.;。これらの全シュートが自然間引きなしに生育し

ていると思える程本群落の幹本数は多かった。幹 l本の

平均占有面積は 188cm2で この面積は正方形では一辺

13.7 cmにあたる。このような空間に樹高 3.5mの幹が直

立しておれば分校はし難く，少ない校現存量になること

はうなずける。胸高断面積合計 45.07cm2/m2 (45.07 m2
/ 

ha) に匹敵する値は広葉樹では常緑樹林にしかみられな

い。いくつかの常緑広葉樹林の例は多田ら(16)が記し

ている。本群落の大きな現存量密度 2.08kg/m3は，初

期密度が高かったことに関係する。シラベ稚樹群落で同

様の報告がみられる (19)。本群落の値と等しいのがエ

ゾユズリハ群落 B(2. 1 kg/m3
) である (11)。一方，ウ

パメガシ林分の値 (2，7，16) は本群落のそれを上回っ

た。このちがいは幹容積重の較差に対応している。ちな

みに，若いウパメガシ(7)のそれは平均 0.904kg/m3に

対しチャノキは平均 0.596(0.440-0.753) kg/m3であっ

た。以上に述べた本群落の胸高断面積合計と地上部現存

量密度は，共倒れに進行中であることから本群落の最大

値と考えている。

高立木密度はまた落葉季節や葉量に影響を与えてい

た。わが国の常緑広葉樹林での落葉期は 4月-6月にみ

られる春型である (10)。本群落のように晩秋 (冬季)か

ら落葉が始まる常緑広葉樹はほとんど報告されていな

Fig.9 Greenlfresh leaves fallen on the ground betw田n出eridges (photo 
on 30 J酬 町2∞3).

い。通常より約 5ヵ月早くから落葉する原因に高立木密

度の影響が考えられる。幹 l本の占有空間が小さく，業

が狭い空間 (幅1.5 m) に集中して着くばあい，陽光不

足になり，落葉期が早まることは十分考えられる。本群

落の葉現存量を年落葉量で割った葉の平均寿命は1.1 年

(= 504.6/459. 78) にな った。落葉期の前だおしが起き

ておれば葉の寿命は短くなり，葉現存量は減少する。一

般に，チャノキ葉を観察すると 2年間は着生している。

したがって，今回の葉現存量はチャノキ群落に共通する

ものではないかもしれない。なお，葉現存量は落葉開始

前に調査したから， 1年の内で最も多い時期の値であ

る。

最後に，本調査群落での落葉は緑色の新鮮な葉が中心

であったから (Fig.9)，これについての調査が必要であ

るし，また幹の高さがそろうことは挿し木繁殖による可

能性がある。
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