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顕著論文

チャ品種・系統における葉身傾斜角度と坂量性との関係

田中淳一1.2)

1段業・食品産業技術総合研究機構野菜茶業研究所枕崎茶築研究拠点，枕l崎市，干 898-0087

2現:農業・食品庭菜技術総合研究機構作物研究所，つくばT札干 305-8518

摘要

受光態勢は多くの作物において収量性に重大な影響を与えることが知られており，作物育種にお

ける育種目標のーっとなっている.チャ品種において，受光態勢にきわめて大きな影響を与える立

葉形質に着呂し，葉身傾斜角度と収量性との関連性について検討した.現在日本のチャの栽培萌積

の約 3/4を占める栄養系品種「やぶきたjは日本の在来のチャの中では最も葉身傾斜角度の大きい

グループに属していた また，臣、史的に見ると，近代品種はそれ以前の品種と比べて葉身傾斜角度

が大きい傾向にあった. さらに葉身傾斜角度はJ)保存間中の品種・系統， 2)育成系統群， 3)保

存中の遺伝資源のいずれの集団においても，収量性との関連が認められた.葉身額斜角度はさらに

推定上部可視葉面積と高い正の相闘を示すことが確認された いずれの結果も立葉形質は日本の

チャ育種においても，受光態勢を改善し光合成量を増大させることで多収化に寄与していることを

強く示唆する結果であった.チャ育種において最大の脊種目標は製茶品費であり，製茶品質は遊離

アミノ酸濃度や窒素濃度との関係が強い. このため光合成量の増加は「蜜素の希釈jによる製茶品

質の低下に繋がることも危倶される.立葉化等による光合成量の増加とともに，光合成で得たエネ

ルギーを窒言葉の吸収陣化に振り向ける能力の向上も問時に進めてゆく必要があろう
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チャ ，Camellia sinensis，立葉，葉身傾斜角度，受光態勢，光合成，葉面積

諸 言 える重要な要因の一つであり，直立葉をもち受光態勢が

C3植物の光合成は特に光問答を受けやすいことから，

葉の角度などの受光態勢が槌物群落としての光合成能力

に重大な影響を及ぼすことが 1960年代嘆から多くの作物

で知られるようになった.イネでは葉の傾斜角度が群落

内への光の透過性に大きく関与することが示され(Monsi

and Saeki 1953)，林・伊藤(I962) は群落内部への光の

透過の良い品種ほど同一生育時期の葉面積が大きく，出

穂後の枯れ上がりが少なく，乾物生産量が多いことを報

告している.問中ら(I969) は出穂期のイネの葉先にお

もりをつけて人為的に葉を寝かせることで， より低照度

で光錨和に達することを示し，葉の傾斜が群落光合成速

度を支配する重要な要因の一つであることを明らかにし

た受光態勢は，理想的な“草型" (Tsunoda 1959) を支
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すぐれることは，多収性品種の備えるべき特性のーっと

されている(長田・村沼 1962，林 1972，斉藤ら 1990).

受光態勢についてはイネの他にもコムギ (Dona1d1968)， 

クワ(伊藤 1985)，ダイズ(閤分 1988，白)11ら 1994)， 

ラッカセイ(曹・犠田 2008)等において多くの研究がな

されてきた.

チャ (Camelliasinensis)は C3槌物であり，他の革本

性作物と比べると光合成能力は低い(沼井 1987). Hadfield 

(I968) は，熱帯のインドにおけるチャの栽培において，

立葉であることが直射B光下で葉温の過剰な上昇を抑え，

葉面積指数 (LAI:Leaf Area Index) を増加させることで

光合成量の増大に寄与すると考察している.日本でもチャ

の個葉や群落の層別の光合成量などが報告されている

(Okano et al. 1995)が，育種的な観点から受光態勢を論

じた文献は見あたらない.

受光態勢に注目して日本のチャ品種を見渡すと，玉緑

茶用品種「いずみJ(讃井・安関 1961)，緑茶用品種「さ

やまかおり J(淵之上ら 1972)，rふうしゅんJ(山口 1992)
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など，典型的な立葉形質の品種が自に止まる. これらの

品種はいずれも立葉であると問時にきわめて多収な品種

である このことから，著者は、「チャの立葉形質は受光

態勢を改善し，収量性を高めることに寄与する」とする

仮説を提唱する.本研究に先立ち立葉形質の定量的評価

を目的に着葉角度の計測を試みたが，葉が大きく反り~

る品種や校が横に伸びやすい品種など，着葉角度が茶株

面の葉身の傾斜を正確に反映しない事例に行き当たった.

そこで，イネにおいて個体群の受光態勢に大きく影響を

与える葉身傾斜角度(伊藤 1969，字国川ら 1974，速水

1982，武田ら 1984，平田ら 2010)を傾斜計により直接計

測することとした. この方法により立葉の程度と収量性

との関連性を調査した結果，上記仮説を強く支持する結

果を得たので、報告する.

材料および方法

1. {:共試材料

1)臼本在来の遺伝資源保存系統

「やぶきた」は日本在来のチャから選抜された栄養系品

種であり，現在でも日本のチャの栽培面積のおよそ 3/4

を占める主力品種である.rやぶきたjの葉身傾斜角度の

|ヨ本在来のチャの集団内における位置を明らかにするた

めに，当品種を含む日本在来のチャ遺伝資源を調査対象

とした.当調査には，野菜茶業研究所枕崎茶業研究拠点

(以下，枕崎拠点と略)CI闘に株保存されている材料を

供試した• i共試{図体は定植後 15年以上の成木であり，調

査前年にあたる 2008年の 5月に中切り更新されている.

日本在来のチャは「枕在 w 採取地番号-1自体番号」の名

で登録されているが， 1悶体番号が rIjである保存系統

60のうち，極端に葉の密度が低かった 7系統を除いた 53

の保存系統を同園植栽の品種「やぶきた」とともに調査

対象とした. これらの保存系統の収集地は，北は新潟県

から南は鹿児島県まで， 16の府県にまたがる.

2) 日本の主要なチャ品種・系統

日本の主要なチャ品種・系統の薬身傾斜角度を把揮し，

収量性との関係を調査するために，枕崎拠点目園に植

栽の品種・系統中，定植後 15年以上の!茨木であった 70

の品種・系統を葉身鎖斜角度の調査対象とした 調査対

象の品種・系統はいずれも調査前年にあたる 2008年の 5

月に中切り更新されている.葉身傾斜角度計測の後，他

試験に使用予定が無く一番茶の摘採が可能であった品種

のうち，葉身傾斜角度の大きい品種として「いずみj，fさ

やまかおり」および「さとうわせJの3品種，葉身傾斜

角度の小さい品種として fあかねJ，rさつまベにJ， rほ
うりよく J，rおくひかり jおよび「倉持早生Jの5品種，

計 8品種を選定し，収量調査に供試した.

3)系統比較試験供試の育成系統群

葉身傾斜角度と収量性との関連性をより明確にするた

め，品種育成事業における系統比較試験の系統群を調査

Iwl' 

対象とした枕崎拠点 N3闘に定植の系統比較試験 50群

中では， 14の育成系統に 2006年の年間収量のデータが

あり，これらの系統を抽出して葉身傾斜角度を調査した.

N3留は 2002年 3月定植で，葉身額斜角度の計測時(2008

年~ 2009年冬期)， 7 の成木であった.

4)海外導入var.sinensis遺低資源保存系統

より遺伝的多様性の大きな集団における葉身傾斜角度

と収量伎との関係を明らかにするために，枕11碕拠点 K2

園に株保存されている海外導入var.sinensis遺伝資源保存

系統について調査した 調査対象の品種・系統はし、ずれ

も定植後 15年以上の成木であった.生育の健全性，巻き

葉，反転(葉が反り返る性質)，内折(葉が中央の葉脈に

沿って縦に折れる性質)など葉の形態形質に際立った特

徴がないこと，収集地および立葉程度の多様性を指標に

31の保存系統を達観調査により選定し，供試材料とした.

2. 葉身傾斜角度の計測

葉の角度は版芽の伸長に伴い変化するこのため，チャ

の休眠期間である冬期 (2008 年~ 2009年)に調査を行っ

た.機械による摘採で形成される茶株面では，それぞれ

の葉はその周囲の葉や校と複雑に接触しており，傾斜計

を計測対象の葉に直接接触させることは難しい.茶株面

の葉の状態を変化させることなく一枚毎の葉の角度を計

測するために， まず先に太さ約 5mmの俸を平行に闘定

した太さI.8cmの角材を作成した これを傾斜計ととも

に掴場に持参し，太さ約 5mmの俸の先端部を測定対象

とする葉の葉身中央部の葉脈(主脈)にあてるが，直接

接触させることができない場合は葉身中央部の主脈の周

囲でそれと平行になるように角材を固定し，角材の上面

に額斜計を添えて傾斜を許証!IJした.図 lにこの装置を用

いた葉身傾斜角度の計担IJ法を示す なお、計測対象の葉

をあらかじめ明確化するため，計測に先立ち，枠摘み府

の20cmの枠を株の中央部の茶株面に設置し枠摘み用

水平面

， 
J 

， 
7 

〆
J 

y 葉身傾斜角度

図1 傾斜計ーによるチャの葉身傾斜角度計訊u法および若葉角度

と業身傾斜角度の関係
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の枠の位置から約 lcm下の留にかかる葉を黒のフェルト

ベンで印を付けた.葉身傾斜角度の計測は枠摘み用の枠

を移動させた後に実施した.

3. 上部可視葉面積の推定

群落の葉の量の指標として葉面積指数が汎用されるが，

貴重な研究材料の大規模な破壊を伴う.機械摘採される

茶関では茶株面の直下にほとんどの葉が密集することか

ら，上部から闘像を撮影するとカメラから被写体である

までの距離が比較的均一である. この性質を利用し，

最小限の破壊で光合成に主要な役説を果たしうる葉の面

積を評価する手法として上部可視葉面積を推計した.推

計方法は以下のとおりである

一辺 20cmの朽ちを茶株面に置き，茶株面から約 50cm 

上部より枠を含む面をデジタルカメラで撮影した.一辺

20cmの枠内に撮影された葉の枚数を，一枚全体が写っ

ている葉，全体は写っていないが 50%以上写っている葉，

25% ~ 50%写っている葉， 25%以下の葉を類部してカウ

ントし，それぞれの葉が 100%，75%， 37.5%， 12.5%写っ

ているものとして積算，r枠内のよ部から可視できる葉の

のベ枚数Jとした.一方で対象の品種・系統のうねから

ランダムに 10枚採取し，爾{象解析により 1枚あた

りの王子均葉臨積j を求めた fl枚あたりの平均葉面積J

に「枠内の上部から百円見できる葉ののベ枚数」との積を

上部可視葉面積の推定値(以下，推定上部可視葉面積)

とした なお，茶株面ではそのよ部に多くの葉が密集し

ょ伎の葉が下位の葉を覆い隠すので，上部可視葉面積は

実際の葉面積よりも理論上小さく推計される.調査は葉身

傾斜角度の調査と問様， 2008 年~ 2009年の冬期に行った

4. 収量調査

収量調査には枕i崎拠点目闘の品種およびN3圏の育成

系統群を供試した.擁採面積あたり収量は，出頻度 50%

を回途に摘採期を判断し，秋整枝問より lcmの高さで乗

沼擁採機によって収穫された生葉重量を摘採面積で、除算

する方法で求めた.品種を供試した試験では 2009年の一

番茶期に収量を調査し系統比較試験供試の育成系統群

を用いた試験では2006年の系統比較試験のデータを使用

した. 2006年の N3園の系統比較試験供試系統群は定植

4年目であり，ほぼ成国化した状態であった.枕崎拠点

K2閣における海外導入 var.sinensis遺伝資源保存系統を

供試した試験における枠摘みは 20cmの枠を茶株面の

中央に置き，出祷度 50%を目途に芽の根元から全芽を収

した.チャの枠摘み調査は，枠を量く{立霞や摘採の高

さ等の個人差により相当の誤差を含んでおり，事実，枠

摘み収量から推定される収量は実際の収量と合致しない

ことが多い.当試験では枠摘み収量の誤差を軽減するた

め，全芽を収護対象とした. また，収穫した全芽の重量

を計測するとともに芽数を調査し，百芽重を算出した.

結果

1. ["やぶきた」を含む日本在来チャの葉身傾斜角度

1系統あたり， 14 ~ 53枚，王子均 28.3枚を計測対象と

して調査した結果，葉身傾斜角度は最も小さな系統が鹿

児島県収集の「枕在 78-1Jで 6.2度，最も大きな系統が

高知県収集の「枕在 97-1Jで 52.5度， 53系統の平均は 24.6

度であった.なお，同園には「やぶきたj も植栽されて

おり，葉身傾斜角度は 42.5度であった.これは 54サン

プノレ中， 3番自に立葉であり，頻度分布上の「やぶきたJ

の位置をみると， 日本在来のチャの中では，葉身傾斜角

度が最も大きいグループに属していた(図 2).また，緯

度や気候区分等，収集地と関連する一定の傾向は見出せ

なかった.

2. 葉身傾斜角度の品種・系統間差異

日本の主要なチャ品種・系統を対象とした調査では，

計測はうねの南関端の近くと，北東端近くの 2ヶ所で実

施したが，両者の聞で葉身傾斜角度および 20cm枠内の

調査対象の葉の枚数には有意な差異は認められなかった.

このため， うねの両端近くの測定結果を合算して品種の

葉身傾斜角度とした葉身傾斜角度について明療な品種・

系統間差異が認められた(表1).一元配置の分散分析の

結果，葉身傾斜角度には 1%水準で品種・系統間差異が

検出された(表 2).葉身傾斜角度が最も大きかった品種

は， ["いずみJの58.7度，次いで「みなみさやかJの54.3度，

「さやまかおり j の 52.11支の順であり，葉身傾斜角度が

最も小さかった品種は，rほうりよく Jの23.3JJtであった.

また，緑茶用品種の葉身傾斜角度が平均 39.5度，紅茶

用品種の葉身傾斜角度が平均 37.3度であり，緑茶用品種

の方が僅かに大きく，その室長は 5%水準で有意であった.

供試した農林登録品種を登録年順に見ると，緑茶脊種に

おいて交雑育種による品種育成が本格化するのは， 1970 
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図2. 1:1本在米チャ逃伝資源保存系統の業身傾斜角度の頻度分布
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表 1. チャにおける業身傾斜角度の品種・系統問室長兵

品種名 農林登録番号 茶t苦!用途 業身傾斜角度(皮) 試料数

いずみ 茶農林 24考 緑茶(釜妙り製三E緑茶) 58.7 68 
みなみさやか 茶農林 42号 緑茶(煎茶) 54.3 92 
さやまかおり 茶農林 31号 緑茶(煎茶) 52.1 69 
ふうしゅん 茶農林 41~予 緑茶(煎茶) 51司7 101 
ベにほまれ 茶農林 l号 紅茶 50.2 56 
熔野 l号 緑茶 48.3 71 
さとうわせ 緑茶(煎茶) 48.2 74 
あさのか 緑茶(煎茶) 46.4 85 
さみどり 緑茶(てん茶.])1¥茶) 45.4 82 
やまなみ 2奈良林 27号 緑茶(釜妙、り茶) 45.3 53 
うじひかり 総jkC玉露・てん茶) 44.6 114 
かなやみどり 茶段林 30号 緑茶(煎茶) 44.6 76 
くらさオっ 緑茶 om茶) 44.2 82 
めいりよく 茶段林 35号 緑茶 0111、茶) 44.1 81 
ベにたちわせ 2奈良林 14号 1江主ミ 44.0 62 
あさひ 緑茶(てん茶) 43.8 64 
たまみどり 茶l!lk;jキ4号 緑茶(玉緑茶) 43.8 56 
やぶきた 茶t~;jネ 6 号 緑茶(煎茶) 43.6 68 
ZI 緑茶 (主主主ミ) 43.6 65 
しゅんめい 茶l!lkt本37号 緑茶(煎茶) 43.4 65 
うじみどり 緑茶(玉説・てん茶) 43.4 75 
ゆたかみどり 緑茶 Ol!{jk) 43.3 81 
はつもみじ 茶1災**13号 紅茶 42.9 62 
さやまみどり 茶農林 5号 緑茶(iiH茶) 42.9 64 

ベにひかり 茶農林 28号 紅茶 42.9 67 
とよか 茶農林 33号 緑茶 Ol!Gí~) 42.8 74 
するがわせ 緑茶 Ol!{jk) 42.6 90 
まきのはらオっせ 茶段林 7ぢA 緑茶 ()li(ft~) 41.9 79 
おくむさし 茶J1!J.:林 26号 緑茶(煎茶) 41.4 50 
みねかおり 茶農林 38号 緑茶(釜妙り茶) 41.4 63 
こまカミげ 緑茶 (!}112定・玉露) 41.2 91 
藤沢l免生 緑茶()l!t茶) 41.0 77 

ふくみどり 茶農林 36号 緑茶(煎茶) 40.7 77 

いんど 主主t!k*木12号 紅茶 40.3 55 
さえみどり 茶1災林 40号 緑茶(煎茶) 39.4 85 
おくゆたか 茶農林 34号 緑茶(煎茶) 39.3 67 
ベにふうき 去りIjj)o*本 44号 紅茶・三i三発静茶 38.9 88 
はつみどり jk1主林 20号 緑茶(煎茶) 38.8 47 
あさぎり 茶農林 18号 緑茶 C3:.:Illi) 38.4 76 
みなみかおり 主H~;j;本 39 号 緑茶(煎茶) 38.4 65 
たかちほ 茶農林 11号 緑茶(釜妙り茶) 38.2 71 
くりたわせ 緑茶(iiiJ茶) 37.8 71 
恥1E52 司判予j児←玉iぃr 37.6 105 
ほくめい 1iぞ皮林 43号 緑茶 O)!(ft~) 37.1 64 
きょうみどり 茶}克林 19号 緑茶(ヨ三原・てん茶) 36.9 87 
おくみどり 茶農林 32-ry 緑茶 C@茶) 36.0 68 
あさっゆ 茶渋林2号 緑茶 omjk) 35.6 54 
ベにふじ 茶itt林 22~ラ 紅茶 35.6 59 
なつみどり 茶i制本 16号 緑茶(煎茶) 35.3 80 
おおいわせ 緑茶(;1m茶) 35.2 71 
ただにしき 紅茶 35.2 79 
やえほ 主~tH本 17 号 緑茶 omft~) 34.8 60 
コーロ l 緑茶 34.0 60 
みよし 茶農林3号 緑茶 (liii茶) 33.8 59 
やまとみどり 茶IZ林 10~予 緑茶 om茶) 33.7 51 
うんかし、 ft~t~*本 29 号 緑茶(釜妙り茶) 33.6 60 
三重 260 緑茶 33.1 64 
ろくろう 茶農林9号 緑茶(iiii茶) 32.6 59 
ベにかおり 茶段t，j(21号 紅茶 32.0 43 
iJ1t印雑 131 緑茶 (liH茶) 31.0 63 
長崎2号 緑茶 30.8 69 
やまかし、 緑茶 o日l茶) 30.3 93 
!ll!. 999 緑茶 30.3 63 
さつまベに 茶農林 25号 紅茶 29.5 59 
ひめみどり 茶農林 23号 緑茶(玉露・てん茶) 29.4 83 
こやにし 茶f災林 8号 緑茶 (IIIJ茶) 27.7 48 
念持率生 緑茶(月間三) 27.5 51 
おくひかり 緑茶 Oì!(ft~) 26.2 81 
あかね 茶J~林 15 号 紅茶 23.2 59 
ほうりよく 緑茶 OnGí~) 22.3 60 

平均および総計 39.1 4911 
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チャの品種・系統を対象とした紫身傾斜角度の分散分析表 2.
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相関であった(関 3).一方，捕芽調査における

芽数と葉身傾斜角度とは，いずれも有意な相関は検出さ

れなかった.また，百芽霊と芽数とは r=-0.60の負の相

関が 5%水準で認められた

3)海外導入var.sillellsis遺伝資源における葉身傾斜角度

と収量および収量構成要素との関係

調査した葉数は保存系統により 34~ 65枚，平均 48.1

枚，葉身傾斜角度は最も小さい「枕 Cd52Jが 16.0度，最

年の fかなやみどり Jtl、降であることから， Iかなやみど

りj以降に育成・登録された緑茶用品種を近代品種とす

ると，その葉身傾斜角度が平均 43.2度であるのに対し

それ以前に登録された緑茶用品種の葉身傾斜角度は平均

37.2度と小さく(表 3)，その差は 1%水準で有意であった.
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3. 品種・系統の葉身傾斜角度と収量性との関係

1)品種の葉身傾斜角度と収量性

葉身傾斜が明らかになった品種で，葉身傾斜角度の大

きな九、ずみJ，rさやまかおり Jおよび「さとうわせJ

の3品種と葉身鎮斜角度の小さな「あかねJ，Iさつまベ

に，ほうりよくJ. rおくひかりJおよび「倉持平生j

の5品種，計 8品種を選び，機械摘採による一番茶収量

を調査した.その結果を表 4に示す.葉身傾斜角度の大

きい品種群は葉身額斜角度の小さい品種群に比べて一番

茶の収量が 5%水準で有意に高かった

2)系統比較試験供試の育成系統群中における葉身傾斜角

度と担量および収量構成要素との関係

調査した葉数は育成系統により 35~ 99枚，王子均 62.4

枚，葉身傾斜角度は小さいものが「枕系 50-17Jで27.2度，

大きいものが「枕系 50-3]jで 56.6度，平均 35.2度であっ

た.葉身傾斜角度と年間収量とは相関係数が一番茶で

1'=0.85，ニ番茶で1'=0.69，三番茶で 1'=0.67であり，それ

ぞれ有意な相関が認められた.一番茶~三三番茶の合計収

すなわち年間収量とは，相関係数1'=0.80の高い正の
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も大きい「静 Ca4Jで 57.8度，王子均 34.5度であった.

番茶の摘採適期が遅く，整枝の関係上，試験に供試でき

なかった 6系統を除くおの保存系統について，一番茶の

枠摘み調査を実施した.摘芽の出関度は 29~ 69%であっ

た.芽を基部から全て摘み取ることにより， 20cm枠内

の収量は多くの保存系統で 40gを越える収量となった.

葉身傾斜角度と枠摘み収量とは r=0.73の正の相関が 5%

水準で認められた(図的.一方，百芽重とは相関係数

r出 0.43となり，正の弱い相関が 5%水準で認められたも

のの，芽数との相関は認められなかった.

4.推定上部可視葉面積と葉身傾斜角度と収量性との関係

葉身傾斜角度と収量性の関連を明らかにするために，

葉身傾斜角度と収量性の調査に供試した育成系統群(枕

崎系統比較試験 50群)について上部可視葉面積を推定し

た その結果，育成系統群において葉身傾斜角度と推定

上部可視葉面積との間には r=0.85(函 5)，推定上部可視

葉面積と年間収量との聞には r=0.88(悶 6) のいずれも

1%水準で高い正の相関が認められた.一方，葉身傾斜

角度と枠摘み調査における芽数および芽重との関には関

連性は見出せなかった

100.0 
(N=25) 

戸 0.73
. 

. -
+ ------. . . . 

~・
+ 

e . 
. . 

90.0 

5 80.0 
E 700 
g 
主主 60.0 
口3

劇 50.0
塁手

長40.0

長←
蒔30.0

宇20.0

10.0 

0.0 
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

3案身傾斜角度(度)

~4. 海外導入 var.sinensis j出云資淑保存系統における-:ffi:茶全

3f枠摘収益と菜身傾斜角度との関係

900 

吉 800
ζ3 

-jl:; 700 

吐600
持率
回 500
1桜
車~ 400 

~ 300 
4凶ロ

ベ200
{同
銀 100

0 
20 25 30 35 40 45 50 55 60 

2護身傾斜角度(度)

図5. 系統比較試験供試の育成系統鮮における梁身綴斜角度と

推定上部可授業illifi~ との関係(柏崎系統比較試験 501洋)

(N=14) 

r=0.85 

/ 
/ 

/ 
/ 

. .../ 
/ノ.

3
 

考察

1.立葉形質と収量性

葉身傾斜角度についてきわめて明瞭な品種間差奨が認

められたことは， この形質が遺伝的な要因に強く影響さ

れる形質であることを示唆している. さらに， 日本にお

ける緑茶育種において，近代品種がそれ以前の品種より

も葉身傾斜角度が大きかったことは， IやぶきたJが交雑

親として多用された経緯はあるが，多収化に向けた育種

の結果であるとも考察できる当試験では，茶農林 43

「ほくめい」までを供試したが，その後に育成された「さ

きみどりJ(古野ら 1999)，rさいのみどり J(内野ら 2008)， 

「みやまかおり J(長友ら 2003)，rゆめかおり J 長友ら

2007)などはいずれも品種特性として着葉角度が小さい，

すなわち立葉であるため，最新の品種まで含めると，さ

らに立葉化が進んでいる可能性が高い.また，品種の葉

身傾斜角度と一番茶の収量を鵠査した結果も，葉身傾斜

角度の大きい品種が葉身傾斜角度の小さい品種に比べて

有意に多収で、あった. これらの結果は，いずれも立葉化

と収量性向上との関係を示唆しており，上述の仮説を支

持ーするものであった.

そこで葉身傾斜角度と収量伎の関係をより明確化する

ため，既に年間~又量のデータのある系統比較試験供試系

統群において，葉身傾斜角度と年間収量との関連性を調

査した.その結果，両形質問に高い正の相関(，.口0.80)が

確認された.さらに，遺伝資源保存系統から， より多様

な遺伝的背景を持つ海外導入 var.sInensIs遺{云資源保存系

統を用いた調査で、も，同様に両形質問に正の相関(1・出0.73)

が確認されたことは，上述の仮説を強く支持していた.

百芽重および芽数と葉身傾斜角度との関連性は認められ

ないか認められたとしてもその相関係数は低かった. こ

れは枠摘み調査のデータに内在する誤差のためかもしれ

ないが，主要作物において知られている穂数と穂重との

聞にみられる逆相聞の関係 (Grafiusand Okoli 1974，村井

ら 1983，赤間 2004)と同様の芽数と芽重の関係が認めら

れたことから，葉身傾斜角度の収量性との関連は，材料

(u1600 
0 

0，1400 
Aζ 

綴1200
塁手

意1000

':;? 800 
.;Q 
!2 600 
t露
お 400
1詳
選200

i*- 0 

o 100 200 300 400 500 600 700 800 900 
捻定上部可視葉面積(平方cm)

歯 6. 系統比較試験供試の育成系統群における推定上部nJ視葉

illi宥iと年!日M又盆との関係(枕崎系統比絞試験 50{洋)

(N=14) 

戸 0.88 ~ 
ど竺

. 
. +~ 
レ〆

/イ・. 



チャにおける業身傾斜角度と収滋性との関係 95 

によって主に芽数であったり主に芽重であったりまちま

ちで， どちらか一方の描芽形質を介したものではないこ

とが理由であろうと考察した

なお，本研究では安定したデータを得るために，冬場

の成葉の葉身傾斜角度を測定して収量性データと比較し

た 系統比較試験供試の育成系統群を用いた試験では茶

期7./IJの収量と比較した結果，一番茶の収量との相関が最

も高く，ニ番茶三三番茶の収量との相関は一番茶のそれよ

りも低かった これは，冬期の成葉の葉身傾斜角度と生

育期間中の成葉および新葉の葉身傾斜角度が異なり，二

番茶三番茶になると後者の影響がより強く影響した結果

と考えられる.

単年度の一試験地におけるデータではあるが，いずれ

の調査結果でもチャの葉身傾斜角度と収量性との関連性

が示され， r立葉形質はチャの受光態勢を改善し，収量性

を高めることに寄与するJとする仮説を強く支持する結

果であった.

日本在来のチャは一般に収量性が低く，その中で「や

ぶきたJはきわめて多収であり，現在の品種の中にあっ

ても収量性は比較的良好である(小榊津 2003) 立葉で

あることが fやぶきたj の多収性の要因を構成している

と思われる.

2. 立葉形質と収量性の相関に関わる要因について

立葉形質が多収化をもたらすとすれば，そこにはどの

ようなメカニズムがあるのであろうか.イネでは葉の傾

斜角度が群落内への光の透過性に大きく関与することが

示され (Monsiand Saeki 1953)，林・伊藤(J962)は群落

内部への光の透過の良い品種ほど同一生育時期の葉面積

が大きく，出穂、後の枯れ上がりが少なく，乾物生産量が

、ことを報告している チャでも同様の機構が作用し

ているのであれば，葉面積指数などの葉面積の指標と葉

身傾斜角度，さらに収量性との間で但らかの関係が見出

せるはずである.当研究では，葉面積指数の代わりに上

部可授業面積を推定し，葉身{頃斜角度と収量性との関係

を調査した

調査の結果，葉身傾斜角度と推定上部可視葉萄積との

閤には高い正の相関 (1'=0.85) が検出された.物理的に

葉た体積のない単純な平聞と考えれば，上部riJ視葉面積

拭茶株面の罰積と secD (θ は葉身傾斜角度)の積で表す

ことができる これは茶株面の面積を lとすると，Dが

0度の時 1，θが 45度で約1.41となり， 90度で無限大に

なる曲線になる. しかし実際にはそのような曲線回帰に

はならず，むしろ直線回帰に近い相関を示した. これは

葉の形状は援雑であり，それぞれの葉が奥なる葉身傾斜

角度を示すために，葉身傾斜角度の小さい葉が下部の葉

を隠すなどしたためと考えられた.

推定上部可視葉面積は収量性ときわめて高い相

関 (r=0.88)が認められ，葉面積の増大は収量性ともき

わめて密接な関係があることを示唆していた.葉身傾斜

角度，推定上部可視葉面積，収量性の三者は密接な関係

が認められた 三者の因果関係を考察すると，葉身傾斜

角度が推定上部可視葉面積の増大を介して収量性に寄与

している可能性が高いと考察した.また，実際にインド

における研究で Hadfield(1968) が指摘するように，温

帯におけるチャ栽培でも夏期には立葉化が茶株屈の葉面

温度の過剰な上昇を抑えることにも寄与している可能性

カミある

優れた受光態勢のメリットはイネ等主要作物の育種場

面で重要視されているが，生態学的に見ると， これらは

楊性植物に分類され，陰性植物よりも光補償点も光飽和

点も高い光合成特性を有する.一方，チャ，特に var. 

sinensisを生態学的に見ると，もともと照葉樹林内の下生

えであったと考えられ(中林ら 1991)，典型的な桧性植

物である.品種にもよるが 1g内外の大きな種子 (Tanaka

et al. 2002)は，上部から多くの葉や校などのリターが落

ちてくる森林内において，これらに埋もれても芽を出す

ために必要なエネルギーを蓄えるのに必要であり極栢

林を構成する縞物穫に多い特性である.また，種子が乾

燥により短期間で発芽能力を失うことも，森林内でリター

に埋もれて発芽することに適正;した結果で、あると考察で

きる. もともと森林内の下生えであったチャという植物

を，現在， 日本におけるチャ栽培では，痘射日光下で栽

培している.南プジアのチャ栽埼では，被陰樹の設置さ

れた茶厨もみられるが， 日本では一般的ではない.チャ

の光飽和点は若い葉で 30，000Ix，葉齢が進むと 20，0001x

と報告されており(酒井 1987)，イネの 40，000~ 50，000 lx 

(Yamadaetal.1955) と比較するとその値は半分程度

である.晴天時の白なたの照、度は 100，000Ix，曇天でも

50，0001xほどであり，平面的で傾斜の小さなチャの葉は，

日中光飽和点を大きく超える照度の下にあることになる.

光呼吸による炭素開化のロスも大きいことが想定される

仮に葉身傾斜角度が 60度になったとしても，光飽和点を

大きく下回るとは考えにくく，立葉イとによる単位面積あ

たりの葉面積の増加が収量増に直結しやすいと考察でき

る.

また，植物一般に強光によって起こる光呼吸により葉

内でアンモニアが発生し，気孔から空気中に揖散するこ

とが知られている (Farquharet al. 1979，上地・堀江 1989，

Schjoerring et al. 2000). この反応は吸収した窒素のロス

であるので，窒素収支上もマイナスの反応になる.チャ

においてその量が計測されたデータはないが，光飽和点

を大きく超える環境下の栽培は光呼吸量も大きいと考え

られるので，無視できない量である可能性がある.立葉

化は葉が受ける相対的な光量を減衰，光呼吸量を低減さ

せ，気子しからのアンモニアの揮散による吸収窒素のロス

を抑制する効果も期待できる.チャの遺(云的改良におい

て，立葉北による葉罰の光強度を低下させることは，光

飽和点のより高いイネ等の主要作物における問様の取組

み以上の成果が期待できょう
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本研究の論点である立葉形質は受光態勢の改善にきわ

めて効果的であるが，受光態勢の改善は立葉形質のみに

限られたものではない.本研究に葉身傾斜角度が小さい

品種として供試した「ほうりよく」は，業が巻くことで

知られている. また，紅茶用品種「はつもみじ」も葉が

巻く性質がある.イネでは巻き葉の品種は群落の光の透

過性に優れ，収最も高い傾向が報告されており(滝田

1989) ，チャでも同じメカニズムが働いている可能性が高

い.事実， Iほうりよく」は本研究において葉身傾斜角度

が最も小さい品種であったが，葉身傾斜角度が小さい品

種として収量試験に供試された品種の中では最も多収で

あった.上述の紅茶用品種「はつもみじJも多収な紅茶

用品種である.同様に， rおくみどり j や「さえみどりJ

のように葉の内折度が大きいことも，受光態勢の改善に

寄与している可能性にも留意する必要がある.

立葉形質が葉面積の噌加を通じて光合成量の増加に寄

与し結果として収量増に繋がった可能性が高く，チャ

の立葉化の効果は主要作物よりも高い可能性がある.

3. 立葉形震と製茶品質との関連について

緑茶用品穣の育種において製茶品質は最大の育種目標

である. また，製茶品震は，遊離のアミノ酸や窒素濃度

と高い相関があることが知られている(後藤ら 1996).そ

の反面，施肥窒素による地下水汚染を防止する観点から，

施用可能な窒素量には上限がある このため，高品質の茶

には一定濃度の窒素が不可欠であることを前提とすれば，

立葉化等により光合成能力を育種的に向上させることが，

開化窒素の同化炭素に対する比が低下し，遊離のアミノ

酸や窒素濃度の低下，ひいては緑茶としての品質低下をも

たらす可能性について注意深く考察しておく必要がある

炭素の開化量はみかけの光合成量と実質的にほぼ比慨

することが想定される.一方，窒素の向化最は脱震や頭

酸化窒素による土壌からの揮散 (Tokuda and Hayatsu 

2001) ，上述の横物体からのアンモニアでの揮散を無視す

れば，施肥量がその上限となる. したがって同化窒素量

の向化炭素量に対する比は，光合成量の増加とともに減

衰する.この光合成量の増加による「窒素の希釈」はチャ

脊種が解決すべき難問であろう しかし窒素の吸収と伺

化はあくまでも，光合成で得られたエネルギーによって

駆動される チャ育種において施肥窒素量を増加させる

ことなく多収化を進めようとすれば，炭素同化量の育種

的改善とともに，受光態勢の改善により得たエネルギー

を窒素の吸収同化により多く振り向ける能力の向上も同

時に進めてゆく必要がある.

一方，窒素の溶脱は施肥窒素から関イヒ窒素を援しヲlい

た分になるので，光合成量の増加とともに，施肥窒素に

よる環境負荷は低減されることになる.窒素肥料による

環境負荷低減を目指した育種においては，光合成能力向

上による多収化は必須であり，立葉化はそれに大きく寄

与する可能性があるー
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4. 選抜指標としての立葉形賓の可能性

初期生育が優れた品種や育成系統が成閏化後の収量性

が必ずしも多収ではないことは，長年チャ育種に携わっ

た者であれば経験するジレンマである(八戸三三千男私信，

武田善行私信)本研究において，立葉形質が成園化後の

収量性と密接に関連していることを明らかにした.立葉

形質だけが多収性の要因ではないが，主要な要因の一つ

であると考えられた.著者の経験によれば，立葉形質は

葉身傾斜角度を測定するまでもなく達観で一定の評価が

可能であり，かつ，幼*時から成木まで安定で幼木時か

ら判断しやすい.成菌化後の収量性を幼木時に簡易に判

断するための選抜指標として有用である可能性が高く，

今後の研究が期待される.
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Relationship between angle ofleafblade and the yield oftea cu1tivars 
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Sinc巴light-interceptionaffects the yield of crops， this trait is an important morphological br巴巴dingobjective 

for many crops. In this study， the angle ofthe leaf blade， which is the inclination of the midrib of lamina， was 

measured using a tiltmeter for tea (Camellia sinensis). Japanese leading clonal cultivar‘Yabukita' had a 

notably high leaf blade angle in Japan巴seoriginal tea. Modern Japanese tea cultivars had higher leaf blade 

angles than older ones. Fur・thermore，the angles were related to the yields of 3 Japanese tea clone populations 

in cultivars and strains in a preservation field; a germplasm preservation打eld;and a line selection field. In 

addition， the leaf blade angle correlated with the visible leaf area (measured ve11ically from above the plants) 

and the yields ofthe strains in line selection. The correlations indicated that the yields increased because light-

interception increased the available leaf area. The 1110st important objective in tea breeding is tea quality， and 
this quality is relat巴dto th巴 contentof nitrogen and free amino acids. Hence， increased photosynthesis may 

lead to a loss in quality caused by “nitrogen dilution". However， the nitrogen absorption and assimilation is 

facilitated by the energy derived from photosynthesis. Ther巴fore，to enhance yields tea breeders should 

increase photosynthesis by utilizing light-interception characteristics and increasing the availability of concur-

rent energy from photosynthesis for nitrogen absorption and assimiIation. 

Key Words: tea， Camellia sinensis， upright leaves， angle of leafblade， light-interception character， photosyrト

th巴sis，leaf area. 
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