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1.研 究の背景と目的

近年,全 国各地の耕作放棄水田で,多 様な生物の生息空

間を維持することを目的として,在 来農法に基づく 「粗放

的 (有田,20001))」 な植生管理が行われるようになって

きた (浅見 ら,20013))。 耕起,代 かきといった農法が,

水田における生物相の基盤としての植物相の多様性を支え

ている (関岡ら,20000)こ とが認識されてきたのである。

しかし労力,費 用を考慮 した有効な植生管理手法はいまだ

確立されていない。

今回研究対象とした多摩丘陵地域は首都圏近郊に位置す

るため,大 規模開発の対象となるとともに,後 継者不足等

により,急 速に水田が失われた。残存する水田の多 くも耕

作放棄または休耕状態であり,植 物相の維持・保全は危機

的状況にある (北り||・山田,20017))。 そぅした状況から,

都市近郊に位置する多摩丘陵の水田植物の多様性維持 ・保

全を目的とした体耕田の植生管理についての研究が急務と

なっている。

本研究では,植 物相の保全のため,在 来農法に基づ く粗

放的な管理 (以下,農 的粗放管理)を とりいれ,数 年に一

度,刈 り取 りによる除草,耕 起および代かきをすることを

想定 した上で,次 の 3点 から研究を行った。第一に,放 棄

水田の復田事例を整理 し,復 田作業の妨げとなった植物種

についての知見を得た。第二に,複 数の体耕田における植

生調査から,体 耕年数別 (休耕 1～ 3年 )の 優占種の変化

を明らかにした。第三に,根 茎の発達が著 しく,水 田区画

を復元する際に大きな障害となるヨシを例にとり,休 耕年

数 と根茎の乾物重量 (以下,乾 重とする。)を 測定 した。

以上から,農 的粗放管理により水田植物の多様性を維持 ・

保全する場合に,必 要となる労力,管 理頻度を明らかにす

ることを目的とした。

2.研 究対象地

東京都と神奈川県の南北 30km,東 西 10kmにわたって続

く多摩丘陵には多 くの谷 (谷戸)が 発達 し,谷 部の水田は

谷戸田と呼ばれている。谷戸田は不透水層からの湧水が注

ぐ過湿な水田が多く,耕 作が中止されると湿性遷移をたど

りやすい。本研究ではこのような小規模で湿性遷移をたど

る区画を研究対象とした。

3.調 査方法

復田事例のヒアリングは東京都より里山の管理委託を受

けている町田歴環管理組合を対象に行った。当組合は, ヨ

シが密生する湿地であった東京都町田市 (多摩丘陵の北西

部)の 0.4haの谷戸を,1996年 度に在来農法により復元

した実績をもつ。この復田事例で復田の妨げとなった植物

について,か つて水田耕作を行った経験をもつ 2名 の組合

員を対象に,日 頭で質問した。作業人数については作業記

録によった。       ・

休耕田の植生調査は,休 耕後毎年の植生を正確に把握で

きる区画 (平均 160ピ)を 対象に 1999～2001年 に行った。

都市化により水田の減少が著 しく,調 査区画は丘陵地中部,

北部が中心となつた (ヒアリング対象地を含む)。2000年

には休耕田植生と比較するため,耕 作水田,湿 地化 した放

棄水田でも同様の調査を行った。調査対象地は合計 112区

画で,そ れぞれ春季(4～ 6月 )と夏季(7～ 10月 )の 2度

の調査を行った。ただしヒアリングの結果,越 年生植物は

軟弱で復田作業の支障とならないとの回答を得たため,植

生調査の報告は夏季についてのみ行 った。調査では全出現

種を挙げ,日 視により被度を 5%単 位で測定 した。そして,

耕作水田,休 耕後 1～ 3年 間が経過 した休耕田,放 棄水田

ごとに,一 区画あたりに換算 した優占種の被度を算出した。

ヨシの根茎の調査は2001年 10～11月 に,体 耕 1, 3,

4年 目の区画,放 棄水田 (耕作中止後 20年 以上)で 行っ

た。区画中のヨシが優占する部分に 1× 1ポ のコドラー ト

をとり,根 茎の乾重 (120℃で 3日 間乾燥),太 さ,地 上茎

の本数を計測 した。その際,植 物体の地下部のうち地上茎

へ続 く硬質部分を除外 し,地 下茎とひげ根の乾重を測定 し

た。 ヨシの地下茎については,地 下約 120cmまで分布する
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という八郎潟での報告があるが (Kamio,19824)),_般

に水田の作土層は 20cm以下であるので,根 茎の採取は地

下約 40cm以浅とした。

なお本研究では,耕 地及び作付面積統計
9)(2000)を

参

考に,体 耕田を 「耕作再開が可能なよう土壌管理が行われ

ている区画,ま たは休耕後それほど年数が経過 しておらず

耕作再開が可能な区画」とした。また放棄水田を 「耕作中

止後概ね 5年 以上が経過 し,水 田耕作再開が難 しい水田跡

地」とした。

4.結 果

(1)放 棄水田の復田手法

復田作業は,地 上植生の刈り取 り,畦 畔 ・水田区画形状

の復元,耕 起,代 かきの順に進められた (表-1)。

まず,植 物体の地上部と地下部を分離 し,翌 春の耕起を

可能にするため,96年 11月 に刈 り払い機を用いた植生の

刈り取りが行われた。その障害となったのは,丈 の高 くなっ

たヨシ,長 い地上茎が密生,倒 伏 して刈 り払い機の回転を

止めるサヤヌカグサやチゴザサ,高 茎植物の上層にからみ

つ くクズであった。一区画 (当谷戸の平均区画面積である

200Jを 想定)あ たり1.5人日 (表-1の 注参照)の 労働

力を必要とした。

次に,97年 1～ 2月 に水田区画の形状の復元が行われ

た。耕運機と手作業で,畦 畔近 くの根茎を切断 し小土塊と

した。 これを用いて畦畔を復元 し,同 時に区画の凹凸、傾

斜を平準化 した。 ヨシの根茎が作業の大きな妨げとなり,

一区画の復元に3.5人日を必要とした。

以上 2つ の作業で,130人 日の労働力を投入 し,荒 廃 し

た谷戸田形態が復元された。

97年 5月 には,刈 り払い機により,新 たに lmま で伸

張 したヨシが刈 り取 られた。畦畔の刈 り取 りを含め 0.5人

日/区画の労働力を必要とした。続いて稲作を行うため,

在来農法に基づく管理が行われた。まず耕運機を用いて耕

起を行った (6月 )。該当する区画では, 1～ 2月 の畦畔

復元時に,既 に耕起が行われていたために作業は軽減され

たが,な お 2.0人日/区画の労働力を必要とした。最後に

代かき機により土壌を攪拌し, ヨシの根茎を地中深く埋め

込んだ。作業の妨げとなる植物はとくにみられなかったが,

2.3人日/区画の労働力を必要とした。地上部の刈り取り,

根茎の埋め込みにより, ヨシの再生は抑えられた。

(2)休 耕田における植生遷移

体耕 1年 目の夏季の区画で被度が高い植物は,ヤ ノネグ

サ,イ ボクサ, ヒデリコ,サ ヤヌカグサであった。また,

オモダカ,チ ョウジタデ,ア ゼガヤツリの常在度が高かっ

た (表-2,3)。 このうちオモダカ, ヒデリコは,耕 作水

田においても優占した (ウリカワーコナギ群集の主要構成

種,A群 )。アゼガヤツリは耕作水田に出現せず,体 耕田

で優占化する傾向がみられた (B群 )。体耕 1年 目の優占

種は飼旬茎植物(R4)や叢生植物(t)が多 く,優 占種の草高は

概ね 50cm以下だった (表-3)。

休耕 2年 目の区画では,体 耕 1年 目の A,B群 は常在

度が依然高いものの,被 度は大幅に低下する傾向がみられ

た。代わって,イ ,ゴ ウソ (C群 ), ミゾソバ,チ ゴザサ,

サヤヌカグサ (D群 )が 増加する傾向がみられた。優占

種はミゾソバを除き根茎をもつ(Rl-3)多年生植物であった。

優占種の草高は50～100cmであった。復田の妨げとなった

チゴザサ,サ ヤヌカグサはともに急激に増加 し,平 均被度

は 16%,11%と なった (図-1)。  2種 は地上部が叢生 し

ながら葡旬茎を伸ばす生育型を持つことが共通 した (t―p,

以下,叢 生 ・葡旬茎植物)。

休耕 3年 目になるとD群 の優占度がさらに高まり,草

高 も2年 目に比べ増加する傾向がみられた (約 100cm)。

一方で,C群 の優占度は低下 した。一部の区画でヨシが優

占化 し,部 分的に草高 100cm以上となった。地下器官型に

ついてみると,根 茎をもつ植物(Rl-3,以 下,根 茎植物)が

さらに増加 した。

放棄水田では,D群 の被度がなお高く,休 耕 1～ 3年

目にはそれほど被度の高くないヨシ,オ ギ,ガ マなどの高

茎植物 (刈り取りの労力を考慮し,本 研究では草高 150cm

表…2 耕 作水田,体 耕田,放 棄水田における指標的な

優占種とその生態的特性

注2:当谷戸の水田の平均面積から、一区画の面相を200肩とし、
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注1)生活型の略語は、表2と同様。

注力卓越する生活型を、高被度順に不等号で示した。

表-1 復 田作業の工程 表-3 水 田の植生遷過程における生活型の変1ヒ被度



と定義する)が 優占する傾向がみられた (E群 )。休耕 3

年目と放棄水田の優占種の被度を比較すると,チ ゴザサは

同程度であり,サ ヤヌカグサは休耕 3年 目の被度が放棄水

田よりも高かった。 ヨシ, ミゾソバの被度は放棄水田の方

が高かった。

耕作水田 体 耕1年 休 耕2年 休 耕3年 放 棄水田

図-1 遷 移過程における主な優占種の平均被度

(3)休 耕田,放 棄水田におけるヨシの根茎重量と地上茎

密度

休耕直後からヨシが侵入 し,優 占化する区画におけるヨ

シの地下茎の乾重は,体 耕 1, 3, 4年 目にそれぞれ 83,

140,313g/ポ となり,休 耕年数とともに増加 した (表一

4)。体耕 4年 目の重量は,放 棄水田の乾重 (621g/♂)

の約半分であった。地下茎の最大の直径については,休 耕

田,放 棄水田ともに概ね2.Ocmとなり,体 耕年数による根

茎の直径に大きな違いはみられなかった。地下茎が分布す

る深さは,休 耕 1年 目では10cm以浅であった。休耕期間

が 3年 より長い場合は,主 に30～40cmに分布するものの,

ごく一部は40cm以深に達 した。
一方,地 上茎の密度は4年 目には放棄水田と同程度とな

り,両 者の相観は類似した。

5.考 察

復田作業のヒアリングの結果,次 の 4点 が明らかになっ

た。①復田作業として刈 り取り,土 壌耕起,代 かきが行わ

れた。②地上部の刈り取 りでは, ヨシ,サ ヤヌカグサ,チ

ゴザサ,ク ズが作業の障害となった。③耕起の妨げとなっ

たのはヨシの根茎であった。④耕起,代 かきは刈り取りと

比較 して,単 位面積当たり,多 くの労働力を必要とした。

桑原
8)(1975)は

休耕水田の 「荒廃度」を数値で表す試

みとして,草 丈,被 度,根 茎型の 3点 に注目している。草

高は 50cmごとに 5階 級,被 度は被度階級を使用 し, とも

に高いものほど復田が困難になるとしている。また根茎に

ついては,横 走する根茎をもつ植物 (Rl,2)を 最大の害

がある種群としている。一方,笠 原 ら6)(1978)は
,休 耕
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4年 目の区画を耕運機で耕起 したところ, ともに横走する

根茎をもつチガヤとオギでも,チ ガヤよりも太い根茎をも

つオギの根は抵抗が大きく,1.5～ 2倍 の時間を要 したと

報告 している。

これらを考慮すると,復 田作業において,高 茎であるヨ

シ,高 被度である (密生する)サ ヤヌカグサとチゴザサが,

刈 り取りの妨げとなったこと,太 い根茎をもつヨシが耕起

の妨げとなったのは妥当な結果だと考えられる。

以上のヒアリングはず事例のみだったが,そ の復田手法

は浅見ら3)(2001)の
報告した放棄水田の 「遷移の初期化」

(刈り取り,土 壌の攪拌を含む耕起)に 類似することから,

通常の復田手法に反 したものではないと考えられる。

また, 2度 の刈 り取 りのうち, 1度 目(12月)は長期間

放置された谷戸復元作業であり,体 耕田の除草管理として

必要な労力は, 2度 目 (5月)の 0.5人日/区画が妥当で

ある。これと比較すると,耕 起 (2.0人日/区画),代かき

(2.3人日/区画)は ,そ れぞれ約4倍の労力を必要とした。

次に休耕田植生の特徴は 3点 にまとめられた。①休耕年

数の増加とともに,多 年生植物や根茎植物が増加 し,群 落

高が高まる傾向がみられた。② ヨシに代表される高茎 (>

150cm)で 根茎をもつ (Rl-3)植 物は,一 部の区画で休耕

3年 目から優占化が始まった。③チゴザサ,サ ヤヌカグサ

に代表される叢生・旬旬茎植物は,体 耕 2年 目から急激に

増加 し,放 棄水田でも優占度が高かった。

広島県における休耕田の調査結果によると,湿 田では2

～ 5年 で ミゾソバ,チ ゴザサ,ア シカキ, ヨシが増加 し,

概ね 5年以上で安定した群落になる (下田 ・鈴木,19810)。

本研究で観察された休耕田の遷移 もこれに類似 し,湿 性遷

移をたどることが確認された。

最後に体耕直後からヨシが侵入 し,優 占化する休耕田に

おけるヨシの侵入過程は2点 にまとめられた。①秋季の根

茎重量は休耕年数とともに増加 し,体 耕 4年 目の乾重は放

棄水田の約半分であった。②地上茎の密度は休耕年数とと

もに急激に高まり,休 耕 4年 目の地上部の相観は放棄水田

に類似 した。

Asaeda&Karunaratne2)(2000)の まとめた結果によ

ると, ヨシの根茎の重量は秋～冬に重 くなり,地 上部と地

下部の最大重量比は概ね 1:1と なる。当該放棄水田区画

の地下部の現存量 (621g/ピ )は ,地 上部の現存量 (約

1200g/ピ,山 田 ・武内,2000D)に 比べ少ない。これは,

地下部の硬質の茎と地下部 40clll以深の根茎を除外したた

めであると考えられる。

また,個 々の地下茎は3～ 6年 の寿命をもつといわれ

(Kamio,19855)),地上部の相観が類似するにもかかわら

ず,地 下部の乾重が異なったのは,休 耕 4年 目以降にも地

下茎が集積するためであると考えられる。地下茎の重量は

地上部の光合成量 と正の相関をもつ (Asaeda&Ka―

ロコナギ
日ヒデリコ

ロサヤヌカグサ
ロチゴザサ
ロミゾソ′`

ロオギ
■ヨシ

表-4 休 耕田,放 棄水田におけるヨシの侵入過程

」.JILA 65(4), 2002



runaratne,20002))こ とを考えると,地 下茎の重量の増

加量は地上茎の密度が大きくなる3年 目以降,著 しいこと

が予想される。実際,各 休耕年数一区画の結果ではあるが,

体耕 3年 目と4年 目の間で大きく乾重の増加がみられた。

以上を総合考察すると,刈 り取 りの妨げとなったのは,

ヨシをはじめとする高茎植物,チ ゴザサ,サ ヤヌカグサの

叢生 。制旬茎植物であった。両者の合計は休耕 2年 目から

高まったことかあ, 2年 に一度程度の管理を行うと,容 易

に刈り取 り作業を行うことができると考えられる。土壌耕

起の妨げとなる高茎 ・根茎植物は,全 体としてみると,体

耕 3年 目までは大きく優占することはなかった。 しか しヨ

シの地上部についてみると,一 部の区画で休耕 3年 目から

優占化が始まった。一方,優 占化 した部分におけるヨシ根

茎の乾重は地上部の優占化より遅れ,放 棄 4年 目において

も放棄水田の半分程度の現存量となった。 しかし,休 耕 3

年目, 4年 目の間に根茎の乾重が大きく増加 したこと,な

らびに根茎への栄養分の蓄積は地上部の光合成量と比例す

ることから, ヨシが優占する区画では,休 耕 4年 目を区切

りとし, 4年 に 1回程度の土壌の耕起と代かきを行 うこと

が望ましい。両知見と,耕 起,代 かきが刈り取 りに比べ,

単位面積当たり, 4倍 前後の労働力を必要としたことを考

慮すると,粗 放管理の目途として 4年 に一度程度の農的管

理を行 うことが望ましいと考えられる。
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