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論文
スギ丸太の穿孔性害虫の加害時期とその防除方法*1
久保慎也*2
要旨：山土場と原木市売市場において，スギ丸太を加害する穿孔性害虫の種類や加害時期を明らかにし，
その被害を軽減することを目的として，被害実態調査や被害防除対策を試みた。その結果，穿孔性害虫の
飛来や加害される時期が３月から 10 月までであり，その時期は，立木を伐採後，山土場から７日以内に伐
採丸太を搬出すること，また，スミチオン乳剤の 50 倍液又はモリエートＳＣの 800 倍液を丸太に散布する
ことで，穿孔被害を軽減することができると考えられた。
キーワード：スギ丸太，穿孔性害虫，アンブロシアキクイムシ，ヒバノキクイムシ，薬剤等防除試験

はじめに

調査（試験）地

近年，鹿児島県のスギ・ヒノキの人工林は，利用可能な

調査及び試験は，鹿児島県のほぼ中央部に位置する姶良

７齢級以上の林分が約９割に達し（鹿児島県 2016），本

市内にある鹿児島県森林技術総合センター所有久末試験

格的な利用期を迎えている。また，木材産業においては，

林と原木市売市場である蒲生木材流通センターの２箇所

大型木材加工施設や木質バイオマス発電施設の整備，木材

で行った（図１）。

の輸出拡大などにより木材需要は増加しており，丸太（原

久末試験林は，標高約 240ｍ，面積 50ha であり，その試

木）は年間を通じて安定的に供給することが求められてい

験林内の 56 年生（調査開始時）のスギ・ヒノキ林分内に

る。そのため，従来回避していた穿孔性害虫による伐採丸

ある作業道脇に山土場を設けた（以下，この試験地を山土

太の被害が多発する時期にも，素材生産（伐採・搬出）が

場）。また，蒲生木材流通センター（以下，原木市場）は，

実施されるようになった。

標高約 70ｍ，敷地面積 16,110 ㎡で，周りはスギを主とし

林内の平地等に設けられた山土場に集積された伐採丸

た人工林に囲まれており，その敷地は，全てコンクリート

太は，ヒメスギカミキリ（ Palaeocallidum rufipennis

敷きである。

Motschulsky），マスダクロホシタマムシ（Ovalisia vivata
lewis），キクイムシ類（Bark and Ambrosia Beetles），
オオゾウムシ（Sipalinus gigas Motschulsky），キバチ
類（Woodwasps）に加害されることが知られている（野淵
ら 1978，岸 1986，久保園 1993）が，九州での報告例は
少ない。また，一方，丸太流通の中核を担っている原木市
売市場では，穿孔性害虫の被害を受けた丸太は，安価で取
引され，木材市況を低迷させる要因の一つとなっている
が，原木市売市場における穿孔性害虫の被害調査等の報告
例はみあたらず，被害状況は不明である。
そこで，本研究では，山土場と原木市売市場において，
スギ丸太を加害する穿孔性害虫の種類や加害時期を明ら
図１

かにし，その被害を軽減することを目的として，被害実態

調査（試験）地位置図

調査を実施し，被害防除対策を試みたので報告する。
*1 Kubo, S.：Attacking season of Coleopterous borers to Cryptomeria japonica green logs and their control
*2 鹿児島県森林技術総合センター森林環境部 Kagoshima Pref. Forestry Technology Ctr. Forest Environment
div., Aira, Kagoshima 899-5302, Japan
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これらのトラップで捕獲された昆虫については，約１週

被害実態調査

間毎に回収した。回収した昆虫は 70％エタノール中に保
１

方法

存し，後日，穿孔性害虫のみ取り出して同定し，スギ丸太

①

衝突板トラップで捕獲される穿孔性害虫の種類と捕

を加害すると考えられる穿孔性害虫について，種類と個体

獲時期

数を調査した（以下，これらの調査をトラップ調査）。

松くい虫を誘引捕獲するための衝突板トラップ（サンケ

②

イ式昆虫誘引器，黒色，サンケイ化学（株）製）（以下，

丸太を加害する穿孔性害虫の種類と加害時期

丸太への穿孔性害虫の加害時期を把握するため，2014 年

トラップ）には，キクイムシ類やオオゾウムシなど穿孔性

３月から 2017 年２月にかけて，山土場と原木市場に供試

害虫も捕獲されることが報告されている（野平ら 1986，

木を設置し，供試木への穿孔性害虫の加害状況を調査し

吉川ら 1987，衣浦ら 1989，井坂 1992）。このため，山

た。

土場と原木市場において，穿孔性害虫の飛来時期を把握す

供試木は，山土場ではトラップ調査で設置したものを使

るため，2014 年３月から 2017 年２月かけて，トラップを

用した。原木市場では，山土場でのトラップ調査で残った

用いた調査を行った。

２本を，伐採当日に敷地内に２本並べて設置した。供試木
の元口径は 11.2cm〜26.0cm であった。

トラップには誘引剤を用いなかったが，捕獲した穿孔性

設置した供試木は，約１ヶ月そのまま放置した後，鹿児

害虫の腐敗を防ぐため，トラップ下部の捕獲用バケツに防
腐効果のあるプロピレングリコールを 300ml 程度入れた。

島県森林技術総合センターに持ち帰り，目合い 0.4mm のポ

山土場において，周辺のスギ（平均胸高直径 19.4cm，平

リエチレン製網で製作した，幅 45cm，長さ 130cm の袋（以

均樹高 14.8ｍ）を毎月１回，１本伐採し，約１ｍに玉切っ

下，網袋）で供試木１本ずつ被覆した。その網袋の網口か

た丸太を８本準備した。そのうちの６本を作業道脇に積み

ら穿孔性害虫が出入できないよう厳重に閉じた上で，内寸

重ねて設置した。
設置した丸太の元口径は 12.5cm〜26.0cm

が幅 190cm，奥行き 190cm，高さ 230cm，目合いが 1.0mm の

であった。この丸太の木口面近くにトラップを１基，杭で

ステンレス製の屋外網室（以下，網室）５室に調査月毎に

転倒しないよう地面に固定し，設置した（写真１）。また，

分けて静置し（写真３），回収後の供試木へ新たな穿孔性

原木市場においては，物干し台の枝に１基ずつ計２基を耐

害虫が加害できないように保管した。

候性のある結束バンドで吊り下げたものを２セット，椪積
みされた丸太の周辺に設置した（写真２）。

写真１

写真３

山土場におけるトラップの設置状況

屋外網室における供試木の保管状況

その後，３月から 11 月までの供試木は 12 月から２月
に，12 月から２月までの供試木は４月から５月に，網袋か
ら取り出した。取り出した供試木は，剥皮した後，木口面
と樹皮下面の穿入孔数を数えた。なお，穿入孔数について
は，樹皮下や材部の孔道が不完全であっても，丸太表面に
開いているものは１孔と数えた。また，原木（丸太）は，
通常，材積で取引されるため，計数した穿入孔数について
は，１㎥当たりに換算した（以下，穿入孔数は全て同じ）。
写真２

穿孔性害虫の加害が確認された供試木については，その

原木市場におけるトラップの設置状況

総数の半数については割材し，穿入孔道から得られた穿孔
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性害虫を調査した。なお，割材しなかった残りの供試木に

２

結果

①

山土場のトラップ調査における穿孔性害虫の種類と

ついては，再度，網袋を被せ，網室に保管後，供試木から
羽化発生した穿孔性害虫を調査した。
これらの割材調査と羽化発生調査の結果から，割材しな

捕獲時期

かった供試木と羽化発生しなかった供試木については，供

山土場において，トラップで捕獲したスギ丸太を加害す

試木の表面上に確認された穿入孔の形状毎に加害した穿

ると考えられる穿孔性害虫の種と個体数を表１に示した。

孔性害虫の種類を推定し，分類した（以下，これらの調査

捕獲総数は，2014 年３月から 2015 年２月（以下，2014

を丸太加害調査）。

年調査）987 頭，2015 年３月から 2016 年２月（以下，2015
年調査）168 頭，2016 年３月から 2017 年２月（以下，2016
年調査）59 頭であった。捕獲された穿孔性害虫は，カミキ
リムシ科ではヒメスギカミキリの１種，キクイムシ科では

表１

山土場においてトラップで捕獲した穿孔性害虫の種類と捕獲時期

科

名

種

名

調査年

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

計

2014
カ ミ キ リム シ科

リ

2015

5

5

（Palaeocallidum rufipennis Motschulsky）

2016

10

10

ヒ

メ

ス

ギ

カ

ミ

キ

2014
キ ク イ ム シ 科

ア

カ

ク

ビ

キ

ク

イ

ム

シ

（Xyleborus rubricollis Eichhoff）

2015

1

2014
〃

カ

ド

ヤ

マ

キ

ク

イ

ム

シ

（Xyleborus kadoyamensis Murayama）

〃

ク

ワ

ノ

キ

ク

イ

ム

シ

（Xyleborus atratus Eichhoff）

3

2015

17

2016
2

2015

48

2016

1

シ

2015

（Xylosandrus crassiusculus Motchulsky）

サ

ク

キ

ク

イ

ム

2016

1

4

8

1

3

21

4

2014

2014
〃

1

2016

4
2

4

8

4

52
1

34

553

16

82

1

1

687

2014
〃

サ

ク

セ

ス

キ

ク

イ

ム

シ

（Xyleborus saxeseni Ratzeburg）

〃

ツ

ズ

ミ

ノ

キ

ク

イ

ム

2016
シ

（Xyleborus amputates Blandford）

〃

〃

2015
1

2

2014

1

2

2

2015

1

1

2016
2014

5

14

1

20

ト ド マ ツ オ オ キ ク イ ム シ

2015

34

1

1

36

（Xylebourus validus Eichhoff）

2016

3

2014

24

124

71

2015

4

3

1

ハ

ン

ノ

キ

キ

ク

イ

ム

シ

（Xylosandrus germanus Blandford）

3
1

3

223
2

10

2016
2014

〃

ヒ

バ

ノ

キ

ク

イ

ム

シ

（Phloeosinus perlatus Chapuis）

〃

ミ

カ

ド

キ

ク

イ

ム

シ

（Scolytop-latypus Mikado Blandford）

2015

3

2016

9

3

3

2014

10

11

2015

オ

オ

ゾ

ウ

ム

シ

（Sipalinus gigas Motschulsky）

1

8

19
30

2

2

2016
2014

オサゾウムシ科

7

2

3

2015

8

7

6

10

2
1

2

34

7

2016

2

5

2

5

3

2

19

2014
キ

バ

チ

科

オ

ナ

ガ

キ

バ

チ

（Xeris spectrum spectrum Linnaeus）

2015

3

3

2016
2014

〃

ニ

ホ

ン

キ

バ

チ

（Urocerus japonicas Smith）

2015
2016

1

2014
〃

ヒ

ゲ

ジ

ロ

キ

バ

（Urocerus antennatus Marlatt）

計

チ

1

2

2

2015
2016
2014

10

42

177

640

21

95

1

1

2015

3

99

35

12

11

1

4

3

2016

10

19

10

2

5

4

2
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10 種，オサゾウムシ科ではオオゾウムシの１種，キバチ科

97.6％，2016 年調査では 34.5％を占めた。山土場におい

では３種の４科 15 種であった。

てトラップ調査で捕獲される主な穿孔性害虫として，２年

これら穿孔性害虫の中で，最も捕獲されたのは，キクイ

以上続けて捕獲された種を多い順に並べると，ハンノキキ

ムシ科であり，捕獲総数の 2014 年調査では 99.1％，2015

クイムシ，トドマツオオキクイムシ，クワノキクイムシ，

年調査では 75.0％，2016 年調査では 49.2％を占めた。ま

オオゾウムシとなった。

た，キクイムシ科の中では，アンブロシアキクイムシと呼

各調査年の捕獲された穿孔性害虫の季節変動をみると，

ばれる，アカクビキクイムシ（ Xyleborus rubricollis

捕獲期は，ヒメスギカミキリが４月，ヒバノキクイムシ

Eichhoff），カドヤマキクイムシ（Xyleborus kadoyamensis

（Phloeosinus perlatus Chapuis）が３月から４月と翌年

Murayama ） ， ク ワ ノ キ ク イ ム シ （ Xyleborus atratus

２月，アンブロシアキクイムシ類は，３月から始まり，４

Eichhoff），サクキクイムシ（Xylosandrus crassiusculus

月から６月を最盛期として 10 月まで，オオゾウムシが４

Motchulsky），サクセスキクイムシ（Xyleborus saxeseni

月から９月，オナガキバチ（ Xeris spectrum spectrum

Ratzeburg），ツズミノキクイムシ（Xyleborus amputates

Linnaeus）が５月，ヒゲジロキバチ（Urocerus antennatus

Blandford ） ， ト ド マ ツ オ オ キ ク イ ム シ （ Xylebourus

Marlatt）が６月，ニホンキバチ（ Urocerus japonicas

validus Eichhoff），ハンノキキクイムシ（Xylosandrus

Smith）が８月であった。

germanus Blandford），ミカドキクイムシ（ Scolytopl-

山土場における，各調査年の捕獲総数に対する月別の捕

atypus Mikado Blandford）の捕獲総数が，キクイムシ科

獲数割合推移を図２に示した。捕獲数割合の最大値は，

捕獲総数の 2014 年調査では 100.0％，2015 年調査では

2014 年調査では６月に，2015 年調査と 2016 年調査では４

表２

原木市場においてトラップで捕獲した穿孔性害虫の種類と捕獲時期

科

名

種

名

調査年

カ ミ キ リム シ科

ヒ メ ス ギ カ ミ キ リ

タ マ ム シ 科

マ スダ クロ ホシ タマ ムシ
（Ovalisia vivata lewis）

キ ク イ ム シ 科

ア カ ク ビ キ ク イ ム シ

キ ク イ ム シ 科

カ ド ヤ マ キ ク イ ム シ

〃

ク ワ ノ キ ク イ ム シ

〃

サ

ク

キ

ク

イ

ム

シ

〃

サ ク セ ス キ ク イ ム シ

〃

ツ ズ ミ ノ キ ク イ ム シ

〃

トドマツオオキクイムシ

〃

ハ ン ノ キ キ ク イ ム シ

〃

ヒ バ ノ キ ク イ ム シ

〃

ミ カ ド キ ク イ ム シ

オサゾウムシ科

オ

オ

ゾ

ウ

ム

シ

キ

オ

ナ

ガ

キ

バ

チ

〃

ニ

ホ

ン

キ

バ

チ

〃

ヒ

バ

チ

科

計

ゲ ジ

ロ キ

バ

チ

2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016

３月

４月
4
3

５月

32
25
20

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

8
2
4

44
30
24
1
1

1
1

2

2

2

4

10
2

2
2
4

1
1
1

1

4
8
1
3

3
1

1
1
1

1

1

1
2
4

1
1
1

1
3
2
6

1
1

1

1
93
92
155

1
2
12
20
3

1
2
1

1

1

1
1

1
4

13
164
127

12
3
2

2
2

14
4
7

1

1

101
99
155

43
41
48

23
13
9
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10
1
4

1
2
111
274
303
3
2
1

1

1
2

計

1

1

4

1

2

2

4

13
164
127

196
322
347
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月に見られた。

ら，アンブロシアキクイムシ類が３月から６月と８月から
９月，オオゾウムシが７月，オナガキバチが４月から６月
と８月，ヒゲジロキバチが６月であった。
原木市場における，各調査年の捕獲総数に対する月別の
捕獲数割合推移を図３に示した。捕獲数割合が高かった月
は，いずれの調査年でも３月，４月，および翌年２月であ
った。

図２

山土場においてトラップで捕獲した穿孔性害虫

数月別割合
②

原木市場のトラップ調査における穿孔性害虫の種類

と捕獲時期
原木市場において，トラップ４基で捕獲したスギ丸太を
図３

加害すると考えられる穿孔性害虫の種と個体数を表２に

原木市場においてトラップで捕獲した穿孔性

害虫数月別割合

示した。
捕獲総数は，2014 年調査では 196 頭，2015 年調査では
③

322 頭，2016 年調査では 347 頭であった。捕獲された穿孔

山土場の丸太加害調査における穿孔性害虫の種類と

性害虫は，カミキリムシ科ではヒメスギカミキリの１種，

加害時期

タマムシ科ではマスダクロホシタマムシの１種，キクイム

供試木を剥皮・割材し，内樹皮や辺材部の穿入孔等から

シ科では８種，オサゾウムシ科ではオオゾウムシの１種，

得られた穿孔性害虫は，ヒメスギカミキリ，マスダクロホ

キバチ科では２種の５科 13 種であった。マスダクロホシ

シタマムシ，カドヤマキクイムシ，クワノキクイムシ，ト

タマムシは原木市場でだけ捕獲された。一方，山土場で捕

ドマツオオキクイムシ，ハンノキキクイムシ，ヒバノキク

獲されたアカクビキクイムシ，サクセスキクイムシ，ニホ

イムシ，オオゾウムシであった。
カドヤマキクイムシ，ハンノキキクイムシ，クワノキク

ンキバチは，原木市場では捕獲されなかった。

イムシ，トドマツオオキクイムシは，成虫が穿孔しており，

これら穿孔性害虫の中で，最も捕獲されたのは，山土場
と同様，キクイムシ科であり，捕獲総数の 2014 年調査で

それぞれ直径 0.6〜0.8mm，0.9〜1.1mm，1.2〜1.4mm，1.5

は 68.9％，2015 年調査では 89.1％，2016 年調査では 91.1

〜1.8mm の共生菌（アンブロシア菌）により黒く縁取られ

％を占めた。また，キクイムシ科の中でも内樹皮と形成層

た丸い孔を辺材部に 2.0〜5.0cm 程度の深さまで開けてい

を食害する樹皮下キクイムシであるヒバノキクイムシが，

た。
ヒバノキクイムシは，成虫が内樹皮に穿孔していたが，

キクイムシ科捕獲総数の 2014 年調査では 82.2％，2015 年

短い穿入孔と未完成な母孔しか確認できなかった。

調査では 95.5％，2016 年調査では 95.9％を占め，アンブ
ロシアキクイムシ類が捕獲主体であった山土場とは異な

ヒメスギカミキリとマスダクロホシタマムシは，幼虫が

った。原木市場においてトラップ調査で捕獲される主な穿

内樹皮を食害しており，辺材部にそれぞれ長径 5.0mm 程度

孔性害虫として，２年以上続けて捕獲された種を多い順に

の楕円形と長楕円形の孔を１cm 程度の深さまで開けてい

並べると，ヒバノキクイムシ，ヒメスギカミキリ，オナガ

た。なお，12 月割材時には，マスダクロホシタマムシは幼

キバチ，クワノキクイムシとなった。

虫であったが，ヒメスギカミキリは既に成虫となってい

各調査年の捕獲された穿孔性害虫の季節変動をみると，

た。

捕獲期は，ヒメスギカミキリが３月から始まり４月を最盛

オオゾウムシは，幼虫が直径約 2.0mm〜10.0mm の丸い孔

期として５月まで，マスダクロホシタマムシが６月，ヒバ

を辺材部から心材部まで達するような深さまで開けてい

ノキクイムシが３月を最盛期として始まり翌年は１月か

た。
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クイムシとハンノキキクイムシが６月を最盛期として 10

また，この他に，供試木の木部表面上（木口面以外）に

月までであった。

直径約 0.1mm の丸い孔が多数見られた。この孔部分を割材
した結果，穿入孔道に穿孔性害虫を得ることはできなかっ

山土場における，各調査年の穿入孔総数に対する月別穿

たが，この孔のサイズはキバチ類の産卵孔である（松本ら

入孔数割合の推移を図４に示した。穿入孔数は，2014 年調

2018）ことが知られていることから，キバチ類の加害であ

査では 6 月から 8 月，2015 年調査では 4 月から 6 月，2016

ると推定した。

年調査では 4 月から 7 月に多く見られた。一方，各調査年
とも 11 月から翌年２月までは穿入孔数は見られなかっ

これらの穿入孔の形状等の特徴から，供試木を加害した

た。

穿孔性害虫を分類し，穿入孔数を計数した。
山土場において供試木を加害した穿孔性害虫の種類と
穿入孔数を表３に示した。
調査期間を通じて，穿入孔数が最も多かったのはハンノ
キキクイムシで，最も少なかったのは，マスダクロホシタ
マムシであった。山土場において丸太を加害する主な穿孔
性害虫として，２年以上続けて加害した種を多い順に並べ
ると，ハンノキキクイムシ，カドヤマキクイムシ，クワノ
キクイムシ，トドマツオオキクイムシとなった。
穿孔性害虫の加害時期は，ヒバノキクイムシが３月と最
も早く始まり５月まで，キバチ類が５月と最も遅く始まり
８月までであり，その他の穿孔性害虫は４月から発生し，
ヒメスギカミキリが６月まで，マスダクロホシタマムシが

図４

山土場における供試木への穿入孔数月別割合

６月を除く７月まで，オオゾウムシが６月を最盛期として
８月まで，クワノキクイムシとトドマツオオキクイムシが
それぞれ６月と４月を最盛期として９月まで，カドヤマキ
表３

山土場において供試木を加害した穿孔性害虫の種類と穿入孔数

科

名

種

カ ミ キ リム シ科

タ マ ム シ 科

名

調査年

ヒ メ ス ギ カ ミ キ リ

マ スダ ク ロ ホ シ タマ ムシ

３月

４月

2014

493

2015

108

2016

234

2014

68

〃

ク ワ ノ キ ク イ ム シ

トドマツオオキ クイムシ

ハ ン ノ キ キ ク イ ム シ

９月

10月

11月

12月

１月

２月

計
950
108
234

9

8

85
67

143

993

458

424

47

36

2,101

1,624

430

923

123

10

219

10

3,339

2016

170

1,515

606

1,122

92

123

97

3,725

2014

68

545

569

809

1,764

105

2015

1,479

813

1,550

18

10

22

73

207
733

2014

47

125

1,486

2015

1,995

280

396

2016

532

2014
〃

８月

2015

2016
〃

７月

28

67

2014
カ ド ヤ マ キ ク イ ム シ

６月

429

2015
2016

キ ク イ ム シ 科

５月

3,860
3,870
302

681

53

3,125
2,671

37

569

80

2,201

725

1,110

82

4,198

2015

1,911

1,636

2,077

465

150

448

31

6,718

2016

394

860

404

744

122

41

7

2,572

2014
〃

ヒ バ ノ キ ク イ ム シ

2015
2016

14
307

14
37

2014
オサゾウムシ科

オ

オ

ゾ

ウ

ム

シ

2015

99

2016

202

2014
キ

バ

チ

科

キ バ チ 類 （ 種 不 明 ）

146

76

264

114

293

515
505

138

340

18

736
66

97

74

697

171

76

7

2015
2016

計

28

344

496

387

1,637
163
1,025

2014

676

1,349

6,159

3,305

4,659

287

36

16,471

2015

7,230

3,187

5,276

817

170

667

41

17,388

1,599

2,508

1,955

2,244

290

171

104

9,178

2016

307
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④

調査では４月から６月，2015 年調査では４月と６月，2016

原木市場の丸太加害調査における穿孔性害虫の種類

と加害時期

年調査では３月から６月に多く見られた。一方，各調査年

供試木を剥皮・割材し，内樹皮や辺材部の穿入孔等から

において 10 月から翌年２月までは穿入孔数は見られなか
った。

得られた穿孔性害虫とその穿孔形態等の特徴から分類し
た穿孔性害虫は，山土場と同様であった。
原木市場において，供試木を加害した穿孔性害虫の種類
と穿入孔数を表４に示した。
調査期間を通じて，穿入孔数が最も多かったのはヒメス
ギカミキリで，最も少なかったのはトドマツオオキクイム
シであった。原木市場において丸太を加害する主な穿孔性
害虫として，２年以上続けて加害した種を多い順に並べる
と，ヒメスギカミキリ，カドヤマキクイムシ，ハンノキキ
クイムシ，クワノキクイムシとなった。
穿孔性害虫の加害時期は，ヒメスギカミキリとマスダク
ロホシタマムシ，ヒバノキクイムシが３月と最も早く始ま
り，それぞれ５月，６月，および４月まで，オオゾウムシ

図５

とキバチ類が最も遅い６月から始まり，７月を除く８月ま

原木市場における供試木への穿入孔数月別割合

でであり，その他の穿孔性害虫は４月から発生し，トドマ
ツキクイムシが４月のみ，クワノキクイムシが６月まで，

３

考察

カドヤマキクイムシとハンノキキクイムシが９月までで

①

トラップ調査における山土場と原木市場の比較

捕獲された穿孔性害虫の各調査年の各総数が，山土場に

あった。
原木市場における，各調査年の穿入孔総数に対する月別

おいては，2015 年調査と 2016 年調査が，それぞれ 2014 年

穿入孔数割合の推移を図５に示した。穿入孔数は，2014 年

調査の 16.8％と 6.0％と激減した。その要因の一つとし

表４

原木市場において供試木を加害した穿孔性害虫の種類と穿入孔数

科

名

種

名

調査年
2014

カ ミ キ リム シ科

タ マ ム シ 科

ヒ メ ス ギ カ ミ キ リ

マ スダ クロホ シ タマ ムシ

３月
318

2015

４月
2,150

５月

882

ク ワ ノ キ ク イ ム シ

９月

2014

46

2015

11月

12月

１月

２月

計

188

1,633

450

250

343

48

313
138

884
391

158

2015

75

2016

188
75

158

31

483

42

173

48

1,240

222

37

188

368

219

2015

10月

563

2014
〃

８月

313

2016

2014
カ ド ヤ マ キ ク イ ム シ

７月

2,656

2016
キ ク イ ム シ 科

６月

188

48

729
39

1,661

61

805

42

261

1,520

1,643

2016
2014
〃

トドマツオオキクイムシ

2015

30

30

2016
2014
〃

ハ ン ノ キ キ ク イ ム シ

63

2015

105

2016
2014
〃

ヒ バ ノ キ ク イ ム シ

2015
2016

42

135

25

600
188

46

345
316

610
705

429

933

50

96

30

30

941

941

2014
オサゾウムシ科

オ

オ

ゾ

ウ

ム

シ

2015

280

2016

263

37

2014
キ

バ

チ

科

キ バ チ 類 （ 種 不 明 ）

19

2015

計

360

105
410

2015
2016

19

360

2016
2014

317
263

1,823

105

2,650

751

966

126

327

25

5,255

971

144

4,000

222

74

39

5,450

751

564

1,210

429

61

4,838
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て，2015 年調査については，2014 年調査時の捕獲最盛期

が一世代繁殖している可能性がある。山土場と原木市場の

であった６月の鹿児島市における気象データをみると，降

標高をみると，原木市場が 170ｍ低いため，原木市場では，

雨日数が 24 日間と長雨となった上，降水量も平年値の約

そこで繁殖した穿孔性害虫が山土場より早期に羽化でき

３倍と記録的大雨（気象庁 2015）になったことから，穿

る環境になると考えられる。このことも，原木市場におけ

孔性害虫が羽化脱出を逸したとは言い難いが，羽化脱出

る穿孔性害虫の発生が山土場より早くなっている要因で

後，それほど飛び回ることができなかったのではないかと

あると考えられた。

思われる。また，2016 年調査については，試験地周辺にス

②

丸太加害調査における山土場と原木市場の比較

ギ伐倒残材が多くあったため，トラップを設置した箇所以

伐採丸太を加害した穿孔性害虫は，山土場も原木市場も

外に穿孔性害虫が分散したと考えられる。一方，原木市場

同じであった。主な穿孔性害虫と考えられる２年以上続け

においては，2015 年調査と 2016 年調査が，それぞれ 2014

て加害した種についても，ハンノキキクイムシ，カドヤマ

年調査と比較して，164.3％と 177.0％と増加した。これ

キクイムシ，クワノキクイムシは共通していた。ところが，

は，後述する原木市場で捕獲が多かった穿孔性害虫の飛来

山土場ではトドマツオオキクイムシが多く，原木市場では

最盛期が６月以前であったことから，山土場と異なり，

ヒメスギカミキリが多いという違いも見られた。約 1.5ｍ

2015 年６月の気象の影響をほとんど受けなかったと考え

に玉切った，末口径 10〜16cm のスギ・ヒノキ伐採丸太を

られる。

林道脇などの林内に積んだ場合は，１年間を通じてほとん

捕獲された穿孔性害虫は，山土場も原木市場もほとんど

ど乾燥せず，また，一方，道路などの舗装路面に積んだ場

同じであったが，２年以上続けて捕獲された主な穿孔性害

合は，乾燥が進むことが報告されている（古川 2013）。

虫は異なった。山土場で多かったハンノキキクイムシやオ

トラップ調査における山土場と原木市場の比較で述べた

オゾウムシは，比較的新鮮な生丸太や乾燥が遅れた丸太を

ように，乾燥が進んだ丸太と乾燥がほとんど進んでいない

好み，原木市場で多かったヒメスギカミキリやヒバノキク

丸太への穿孔性害虫の種類による嗜好性の違いが，山土場

イムシは，乾燥が進んだ丸太を好むことが知られている

と原木市場における主な穿孔性害虫に違いが見られた要

（酒井 1986）。原木市場では，冬期に伐採し，数ヶ月後

因と考えられる。

に原木市場に搬入されることがあり，また，市売するため

各調査年の穿入孔総数に対する月別穿入孔数割合の推

の一椪を作ることが搬入者等の都合により長期間要する

移を見ると，山土場では４月から８月（図４），原木市場

ことがあるため，原木市場に置かれる丸太が山土場に置か

では３月から６月に多く加害されていた（図５）。また，

れる丸太よりも古く，乾燥が進んでいることが，捕獲され

穿入孔数割合の最大値も 2015 年調査では山土場が原木市

た主な穿孔性害虫が異なった要因と考えられる。

場より２ヶ月早くなっていたが，2014 年調査と 2015 年調

山土場と原木市場とで月別捕獲数割合を比べると，山土

査では山土場が原木市場より２ヶ月遅くなっていた。この

場では４月から６月に多く（図２），原木市場では３月か

ような変動は，調査年により加害の多い穿孔性害虫の種類

ら４月と翌年２月に多く捕獲されており（図３），山土場

が異なったことが要因であると考えられた。例えば，2015

より原木市場が２〜３ヶ月早かった。この原因の１つとし

年調査ではトドマツキクイムシが山土場の４月において

て，山土場ではアンブロシアキクイムシ類が多く捕獲され

穿入孔数が最大の種であったが，原木市場の４月において

たが，原木市場でヒバノキクイムシが多く捕獲されたよう

は穿入孔が見られた種のうち最小値であった。また，2014

に，山土場と原木市場で捕獲された種が異なったことが考

年調査では山土場においてハンノキキクイムシが穿入孔

えられる。一方，山土場と原木市場の両方で捕獲されたヒ

数最大の種であり，その 52.4％が６月に見られたが，原木

メスギカミキリ，ヒバノキクイムシでは，捕獲始期が原木

市場においてはヒメスギカミキリが最大でありその 80.9

市場で１ヶ月早かった（表１,２）。原木市場で市売され

％が４月に見られた。

た丸太は，大半は早期に落札者が持って帰るが，一部の丸

また，山土場では 11 月から翌年２月，原木市場では 10

太については，長期間，原木市場に置いておかれることも

月から翌年２月，供試木は穿孔性害虫から加害されなかっ

珍しいことではない。長期間置かれた丸太をよく見ると，

た（図４，５）。茨城県では，山土場において 11 月から

穿孔性害虫に加害されているものも少なくなく，中には，

翌年３月がスギ丸太を穿孔性害虫は加害しなかったと報

穿孔性害虫の羽化脱出孔が確認できるものもあった。ま

告されていることから（岸 1986），茨城県よりも温暖な

た，３月から４月に搬入された丸太を見てみると，伐採さ

気候である鹿児島県においても，穿孔性害虫が加害しない

れてから山土場に長期間置かれ，穿孔性害虫に加害された

時期はそれほど変わらないことが分かった。

丸太が目に付いた。したがって，原木市場内で穿孔性害虫
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③

トラップ調査と丸太加害調査の比較

トラップで捕獲された穿孔性害虫と丸太を加害した穿
孔性害虫の種類をみると，山土場でも（表１，３），原木
市場でも（表２，４），かならずしも一致していなかった。
山土場では，トラップで捕獲されなかったヒメスギカミキ
リ（2014 年調査），マスダクロホシタマムシやハンノキキ
クイムシ（2016 年調査）が丸太を加害していた。一方，ト
ラップで捕獲されたカドヤマキクイムシやサクキクイム
シ，サクセスキクイムシ，ツズミノキクイムシ，ミカドキ
クイムシは，丸太への加害が確認できなかった。同じよう
に，原木市場では，トラップで捕獲されなかったマスダク
ロホシタマムシ（2016 年調査），カドヤマキクイムシ（2016
年調査），ハンノキキクイムシ（2014 年調査），およびオ
オゾウムシ（2015・2016 年調査）が丸太を加害していた。
一方，トラップで捕獲されたクワノキクイムシ（2016 年調

図６

査），トドマイムシ（2014・2016 年調査），およびオオゾ

山土場におけるハンノキキクイムシのトラップ
捕獲数と丸太加害数

ウムシ（2014 年調査）は，丸太への加害が確認できなかっ
た。このことから，トラップ調査だけでは丸太を加害する

防するためには，できるだけこの期間に素材生産すること

穿孔性害虫の種類の推定は難しいと考えられた。
また，山土場でも（表１，３），原木市場でも（表２，
４），トラップで捕獲される期間と丸太を加害する期間，
そして，捕獲が多い時期と加害が多い時期が異なる状況が

が重要となるが，年間を通じて安定的に原木を供給するこ
とが求められていること，また，林業従事者の通年雇用や
労務量を考えても，素材生産を冬期に集中することは非常
に困難である。そのため，穿孔性害虫が飛来や加害する時

見られた。例として，山土場において捕獲数と穿入孔数が

期である，山土場では２〜10 月，原木市場では１〜９月に

多かったハンノキキクイムシについて，トラップ調査によ

素材生産することは免れないため，その時期は何らかの被

る捕獲時期と丸太加害時期を比較した（図６）。ハンノキ

害防除対策が必要であり，特に加害が多かった４〜８月の

キクイムシは，2014 年調査では捕獲期間が４月から８月
であるのに対し，加害期間が５月から９月と１ヶ月遅れ，
また，捕獲が多い時期が５月と６月であるのに対し，加害

被害防除対策は，原木が安価で取引されないために必須で
あることが分かった。

が多い時期が６月と８月と１〜２ヶ月遅れていた。さら

被害防除対策

に，2015 年調査では捕獲期間が４月から６月と９月であ
るのに対し，加害期間が４月から 10 月であったように捕
獲されない時期にも加害されていた。このような状況は，

１

方法

キクイムシ科やオオゾウムシにも見られた。このことか

①

伐採丸太設置後の日数と加害との関係

伐採後，丸太を山土場に置いてから穿孔性害虫の被害を

ら，穿孔性害虫の加害時期の推定も，トラップ調査だけでは

受け始めるまでの日数を把握するため，2015 年と 2016 年，

困難であることが示された。

いずれも４月から８月にかけて，山土場に供試木を設置

これらのことから，丸太を加害する穿孔性害虫の種類や

し，加害状況を確認した。

加害時期の推定の精度を高めるためには，今回用いた衝突

供試木は，山土場周辺のスギ（平均胸高直径 17.9cm，平

板トラップにエタノールなどの誘引剤を取り付けるなど
のトラップの改善も必要であると考えられた。

均樹高 14.7ｍ）を，毎月１回，２本伐採し，約１ｍに玉切

④

った丸太を 12 本，伐採当日に山土場の地表に１列に並べ

穿孔性害虫の加害に対する防除時期について
トラップ調査と丸太加害調査の結果から，山土場が 11

て設置した。設置した丸太の元口径は 10.8cm〜26.2cm で

月から翌年１月，原木市場が 10 月から 12 月は穿孔性害虫

あった。その後，設置後１，３，５，７，15，および 30 日

の飛来も加害もなかった。このことは，昔から指摘さ

目に無作為に２本ずつ鹿児島県森林技術総合センターに

れているように，素材生産の適期が冬期であることを証明

持ち帰り，丸太加害調査と同様の保管方法と穿孔性害虫の

する結果となった。このことから，穿孔性害虫の加害を予

分類作業を実施した。
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②

薬剤等による防除

加害指数＝薬剤等処理した丸太の穿入孔数／無処理丸太の穿入孔数

丸太に対する穿孔性害虫防除法として，丸太表面への防
除薬剤の散布を検討した。今回の試験では，（防除薬剤等

２

結果と考察

として）一般的に流通していて，散布等した材に影響がな

①

伐採丸太設置後の日数と加害との関係

いと考えられること，無被害材と被害材の価格差以上の費

供試木を剥皮・割材し，内樹皮や辺材部の穿入孔等から

用が必要とならないこと，原木市売市場で使用されたこと

得られた穿孔性害虫とその加害痕から推定した穿孔性害

があることを考慮して選択した。その結果，スミチオン乳

虫の種類は，丸太加害調査とほぼ同様であった。穿孔性害

剤（MEP50％）の 50 倍液・100 倍液・1,000 倍液，トレボ

虫の種類毎に供試木設置後の初加害日数が短い順に見る

ン乳剤（エフェンプロックス 20％）の 800 倍液，モリエー

と，穿入孔数は僅かではあるが，キクイムシ類とキバチ類，

トＳＣ（クロチアニジン 30％）の 800 倍液，ホウ酸の５％

マスダクロホシタマムシは１日目，オオゾウムシとヒメス

液，パラジクロルベンゼンの固形剤，木酢液の原液，竹酢

ギカミキリは５日目から加害していた。
供試木の設置日数毎の穿入孔数割合の月別とその平均

液の原液の９処理区を設けた。
供試木は，山土場周辺のスギ（平均胸高直径 19.9cm，平

推移について，2015 年の調査結果を図７に，2016 年の調

均樹高 14.9ｍ）を，薬剤等散布当日に２本伐採後，約１ｍ

査結果を図８に示した。なお，供試木に穿入孔数がほとん

に玉切った丸太を使用した。使用した丸太の元口径は

どなかった 2015 年８月の調査結果は除外した。穿孔性害

10.8cm〜21.8cm であった。

虫の発生時期がその種類毎に異なるため，月によって穿孔

丸太への薬剤散布を，2015 年４月および５月に原木市

性害虫の種類に偏りはあったものの，穿入孔数割合は，

場において，６月，７月，および８月に山土場において行

2015 年も 2016 年も７日目までは低く推移したが，15 日目

った。各月，各処理区毎に３本ずつの丸太を積み重ね，液

以降で急激に増加していた。ヒメスギカミキリやオナガキ

剤を電動散布機を用い，丸太全体に滴り落ちる程度，１㎥

バチは伐採直後の新鮮な丸太を好まない（岩田 2015,福田

当たり 10Ｌ散布した。なお，パラジクロルベンゼンにつ
いては，積み重ねた３本の丸太の空隙も含めて，均等とな
るよう手で１㎥当たり 2.5kg 散布した。ただし，６月のス
ミチオン乳剤 100 倍液と 1,000 倍液，ホウ酸，パラジクロ
ルベンゼンについては，１回目の散布の１週間後に２回
目の散布を行った。対照区として何も散布しないものを無
処理とした（以下，2015 年薬剤試験）。
また，2016 年には，スミチオン乳剤の 1,000 倍液とモ
リエートＳＣの 800 倍液において，散布後の降雨による
被害防止効果への影響を調査した。同年４月，５月，およ
び６月に山土場において，薬剤を散布した供試木に，農業

図７

資材であるトンネル支柱に透明ビニールを被せ作製した

2015 年に設置した供試木の設置日数と穿入孔数
割合との関係

屋根を付けたものと付けないものを設けた。対照区とし
て薬剤処理区と同様に屋根を付けたものと付けないもの
を設け，散水しないものを無処理とした（以下，2016 年
薬剤試験）。
今回の試験は，原木市売市場へ搬入された丸太への被
害防止を目的としたため，原木市場の市売開催間隔であ
る２週間を被害防止効果期間とした。そのため，薬剤等散
布後，２週間目に供試木を鹿児島県森林技術総合センタ
ーに持ち帰り，丸太加害調査と同様な保管方法と穿孔性
害虫の分類作業を実施した。
なお，各薬剤等処理区の供試木に確認された穿入孔数
については，無処理区の穿入孔数を１とした加害指数を

図８

以下の計算式により求めた。

2016 年に設置した供試木の設置日数と穿入孔数
割合との関係
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2002）ことが知られている。今回の調査結果から，他の穿

を示したが，他の薬剤等については，無処理区と同程度の

孔性害虫についても同様であることが示唆された。このた

被害を受けることが多く，加害指数が無処理区に比べ，半

め，伐採丸太への穿孔被害をできるだけ軽減するために

減することはなかった。
薬剤散布後の降雨が防除効果へ及ぼす影響として，各処

は，伐採後，７日以内に山土場から搬出することが重要で
あると考えられた。

理区の穿孔性害虫の加害状況について表６に示した。2015

②

年薬剤試験で顕著な防除効果を示したモリエートＳＣに

薬剤等防除試験

ついては，屋根の有無にかかわらず，加害指数無処理区に

各薬剤等処理区の穿孔性害虫の加害状況について表５

比べ７割以上減少し，2015 年薬剤試験と同様，優れた防除

に示した。
供試木を加害していた穿孔性害虫は，丸太の加害調査と

効果を示した。また，2015 年薬剤試験で使用した薬剤の中
で，最も安価なスミチオン乳剤の 1,000 倍液については，

同様，どの処理区も主にキクイムシ科であった。
スミチオン乳剤の加害指数についてみると，50 倍液が

被害指数が屋根無で 0.27（４月），0.69（５月），0.30（６

0.01 と顕著な防除効果を示した。100 倍液と 1,000 倍液に

月），屋根有で 0.13（４月），0.00（５月），0.01（６月）

ついては，４月に試験した 100 倍液の 0.29 以外は，無処

と屋根の有無で明らかな差があった。試験期間中の鹿児島

理区と同程度の加害を受けたが，１週間毎に２回散布した

市における降雨量をみると，４月には 82.5mm，５月には

６月の試験では，100 倍液が 0.05，1,000 倍液が 0.22 と

39.5mm，６月には 377.5mm と降雨があった（気象庁 2016）

優れた防除効果を示した。スギ伐採丸太へのスミチオン乳

ことから，スミチオン乳剤の防除効果は降雨の影響を受け

剤の１回散布による予防効果は，50 倍液と 500 倍液で約

やすいことが示唆された。
これらの試験結果から，２週間の防除効果が高いのは，

１ヶ月（加藤 2006），100 倍液で１年程度（岸 1986）あ
るとの報告がある。各試験地域において，穿孔性害虫の発

モリエートＳＣの 800 倍液とスミチオン乳剤の 50 倍液で

生密度や気象など，環境条件が異なることから，薬剤の予

あった。なお，スミチオン乳剤については，100 倍液と

防効果に差異が見られたと考えられるが，今回の試験で

1,000 倍液も１週間毎に２回散布すれば防除効果は高かっ

は，被害防除のためには 50 倍液では１回散布，100 倍液

た。しかし，降雨による影響を受けやすいため，散布後の

と 1,000 倍液では２回散布が必要であると考えられた。

降雨状況により，再散布するなど注意が必要であると考え

モリエートＳＣ（クロチアニジン 30％）については，加

られた。

害指数が，0.25（７月）と 0.00（８月）と顕著な防除効果
表５

試験薬剤等と穿孔性害虫の加害状況
＊1

薬剤等名

希 釈

１㎥当 たり
の散 布量

加 害 指 数
４月

５月

６月

７月

８月

1.16

0.69

0.25

0.00

0.01

スミチオン乳剤（MEP50％）

50倍

10ℓ

スミチオン乳剤（MEP50％）

100倍

10ℓ

0.29

1.17

0.05＊2

スミチオン乳剤（MEP50％）

1,000倍

10ℓ

0.80

0.95

0.22

トレボン乳剤（ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ20％）

1,000倍

10ℓ

モリエートSC（ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ30%）

800倍

10ℓ

＊2

＊2

10ℓ

1.17

1.14

0.81

パラジクロルベンゼン

2.5kg

1.00

1.10

0.52

木 酢 液

10ℓ

1.01

竹 酢 駅

10ℓ

1.12

ホ ウ 酸

5%

1.00

無 処 理
薬剤等処理した丸太の穿入孔数
無処理丸太の穿入孔数

*1

加害指数＝

*2

２回散布（１週間毎）
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1.00

＊2

1.00

1.00

1.00
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表６

薬剤散布後の降雨が防除効果へ及ぼす影響
＊

薬剤等名

スミチオン乳剤（MEP50％）

モリエートSC（ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ30%）

希 釈

１㎥当 たり
の散 布 量

1,000倍

屋 根
有・無

加 害 指 数
４月

５月

６月

屋根有

0.13

0.00

0.01

屋根無

0.27

0.69

0.30

屋根有

0.26

0.09

0.06

屋根無

0.18

0.00

0.22

屋根有

1.00

1.00

1.00

屋根無

1.00

1.00

1.00

10ℓ

800倍

10ℓ

無 処 理

*

加害指数＝

薬剤等処理した丸太の穿入孔数
無処理丸太の穿入孔数

後，山土場から７日以内に伐採丸太を搬出し，原木市売市

おわりに

場に搬入した場合，スミチオン乳剤の 50 倍液又はモリエ
ート SC の 800 倍液を丸太１㎥当たり 10Ｌ１回散布するこ

原木市売市場に集荷され椪積みされた丸太は，買方を集

とで，直近の市売まで穿孔被害を軽減することができると

めて一椪毎に市売されるが，一椪の中の数本の丸太に穿孔

考えられる。なお，今回の主な加害穿孔性害虫であったキ

性害虫の食害痕やフラスが少しでも確認されると，その一

クイムシ類の中のアンブロシアキクイムシは，伐採直後の

椪全てが虫喰い材として買い叩かれるケースが多い。原木

丸太の場合，樹皮面より先に木口面から穿孔加害されるこ

市売市場に搬入される丸太は，主に製材利用を見込んでい

とが確認されている（野淵ら 1978）とおり，今回の調査

るため，一椪全てが虫喰い材として安価となると素材生産

でも木口面からの穿孔加害が見られたことから，薬剤散布

業者等は林業経営が厳しくなる。今回の調査・試験の結果

時には，木口面に薬剤が十分付着するよう留意しなければ

により，穿孔性害虫は，山土場ほどではないが，原木市売

ならない。

市場においても飛来し，加害されていることが分かった。

現在，木材のカスケード利用が進み，原木市売市場へは，

スギ林に隣接した製材加工所の未舗装土場に設置した丸

これまで以上に材質や形状の良い丸太が多く搬入されて

太が，穿孔性害虫の被害を受ける（加藤 2006）ことから，

きている。そのため，原木市売市場における穿孔性害虫の

今回の調査地である原木市場も周辺が森林であることが

被害防除対策は重要になってきていることから，今後も継

影響していると考えられる。しかし，被害実態調査の考察

続的に調査し，穿孔性害虫の多発生予測や被害予防として

で述べたように，原木市売市場に長期間置かれた丸太や穿

残効の長い新たな薬剤の探索などを実施していく必要が

孔性害虫に加害された丸太の搬入の影響も大きいと思わ

ある。

れるため，このような丸太は原木市売市場からできるだけ

謝

早く搬出するか，被害材から穿孔性害虫が羽化発生できな

辞

いような対策をとらなければならない。また，主に製材用
本研究を行うに当たり，国立研究開発法人森林研究・整

丸太を生産する場合，山土場や原木市売市場においては，
穿孔性害虫の飛来・加害のない 11 月から翌年２月に重点

備機構森林総合研究所森林昆虫研究領域昆虫生態研究室

的に素材生産する必要があり，また，穿孔性害虫の発生・

長

加害する３月から 10 月に素材生産する時は，立木を伐採

た，同研究所九州支所森林動物研究グループ
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北島博氏には内容についてご助言をいただいた。ま
後藤秀章氏

鹿児島県森林技術総合セ研報 20：1-13 (2019)

には，キクイムシ科の種類の同定についてご指導をいただ
いた。ここに記して厚くお礼申し上げる。

引用文献
福田秀志（2002）キバチ類の樹幹辺材部利用様式．日本生
態学会誌 52：75-80
古川邦明（2013）林内に椪積みした林地残材の乾燥過程．
現代林業７月号:34-39
井坂利章（1992）スギ葉枯らし材の虫害調査（予報）．徳
島県農林水総技支センター研究報告 29：1-3
岩田隆太郎（2015）木質昆虫学序説，pp. 30-36，一般財
団法人九州大学出版会
鹿児島県（2016）平成 29 年度鹿児島県森林・林業統計，
pp．15-24
https://www.pref.kagoshima.jp/sangyo-rodo/
rinsui/ringyo/toukei/index.html
加藤徹（2006）丸太土場における穿孔性害虫の被害実態と
各種薬剤による防除効果．第 54 回日本林学会中部支
部大会論文集：225-226
衣浦晴生・豊島義之・肘井直樹（1989）誘引トラップによ
って捕獲されたキクイムシ類．第 100 回日本林学会発
表論文集：601-602
岸洋一（1986）スギ丸太害虫の加害時期と予防法．第 38 回
日本林学会関東支部大会発表論文集：177-178
気象庁（2015）気象庁ホームページ 気象観測データ．
http:/www.jma.go.jp/jima/index.html
気象庁（2016）気象庁ホームページ 気象観測データ．
http:/www.jma.go.jp/jima/index.html
久保園正昭（1993）風害木を加害する害虫の発生状況．第
46 回日本林学会九州支部大会論文集：175-176
松本剛史・佐藤重穂（2018）キバチ共生菌キバチウロコタ
ケ接種木に対するオナガキバチの産卵選好性と繁殖
成功度．森林防疫 67：9-14
野淵輝・遠田暢男・越智鬼志夫・五十嵐豊（1978）ヤナセ
スギ丸太を食害する害虫の防除法．昭和 52 年度国有
林野事業特別会計技術開発試験成績報告書：157-172
野平照雄・小川知（1986）松くい虫誘引剤で捕獲されたキ
クイムシ．第 68 回日本林学会発表論文集：249-250
酒井孔三（1986）スギ・ヒノキ丸太を加害する穿孔性害虫
の防除．森林防疫 35:13-16
吉川賢・笠原誠・永森通雄（1987）誘引トラップに集まっ
た穿孔性害虫類．第 98 回日本林学会発表論文集：503504
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短報
マルチキャビティコンテナを用いたスギ育苗試験＊1
― さし穂のサイズが成長に及ぼす影響 ―
永吉健作＊2
要旨：スギ県姶良 20 号のさし穂を 3 種類の大きさ（L=15cm，L=20cm，L=25cm）に調製し，マルチキャビティ
コンテナに充填した用土に直接さし付け，
1 成長期経過後に苗高及び根元径を調査した。
さし穂長が 20cm と 25cm
の群では苗高の平均値がそれぞれ 47.1cm と 45.5cm で鹿児島県の規格（L=40cm 以上）を上回ったが，根元径に
ついては 3 群とも平均値が県の規格（D=5.0mm 以上）に達せず，肥大成長の促進が課題であることが明らかとな
った。
キーワード：コンテナ苗，さし木，スギ

はじめに

採穂台木から荒穂を採取し，剪定ばさみで 3 種類の長さ
（L=15cm，L=20cm，L=25cm）に調製した穂（さし穂）

人工林の伐採が進む中，再造林に必要な優良苗木の安定

を，マルチキャビティコンテナ（JFA－300）に充填した

確保が重要な課題となっている。とりわけ，スギのコンテ

用土（以下，コンテナ用土）に直接さし付けた。コンテナ

ナ苗については，再造林の効率化・低コスト化を図る観点

用土には，ヤシ殻ピート（100%）に緩効性被覆肥料（商

から注目が集まっており，その生産量の増大が求められて

品名：ハイコントロール 700，N：P：K=16：5：10，ジ

いる。コンテナ苗とは，内面に根巻き防止用のリブ（縦筋

ェイカムアグリ（株））を添加したものを使用し，緩効性

状の突起）の付いた容器（container）で育成した苗木で，

被覆肥料の添加量はヤシ殻ピート 1L 当たり 7g とした。

裸苗に比べて植栽可能期間が長く，また，根鉢が形成され

発根促進剤は使用しなかった。

た状態で植栽されるので，植栽時に根系の損傷を回避でき

さし穂は，マルチキャビティコンテナの全部の孔にさし
付け，さし付け本数は各群 48 本ずつ，計 144 本とした。

るのが特長である。
九州地方におけるスギのコンテナ苗は，その多くがさし

さし付け後のマルチキャビティコンテナは，当センター

木によって生産され（横田ら 2016）
，ほとんどの生産現場

のミストハウス内に置かれ，自動灌水装置下で管理された。

では，長さ 40cm 前後のさし穂が用いられている。今後，

散水スケジュールについては表 1 のとおりである。

さらにコンテナ苗の増産を進めるためには，生産に必要な

2017 年 6 月 23 日に，マルチキャビティコンテナをミ

多量のさし穂を確保しなければならないが，採穂台木の数

ストハウスから屋外へ移設し，陽光環境下での育苗を開始

には限りがある。

した。屋外では，コンテナ用土の状況を目視で確認し，表

そこで，限られた数の採穂台木からできるだけ多くの苗
木を生産するには，さし穂の小型化が有効であると考え，
小型のスギさし穂を用いてコンテナ育苗を試みたので，そ
の結果を報告する。

面が乾いた時に散水を行い，追肥は一切行わなかった。
成長休止期の 2017 年 12 月に全個体の苗高及び根元径
を調査した。
なお，各群の平均値の比較に当たっては，一元配置の分
散分析を行い，Scheffé 法を用いて多重比較検定を行った。

材料と方法
2016 年 11 月 4 日に，鹿児島県森林技術総合センター
（以下，当センター）の敷地内にあるスギ県姶良 20 号の
*1

Nagayoshi,K.：Study on raising sugi (Cryptomeria japonica D.Don) cuttings using the multi-cavity container
－An effect of cutting size on growth－.

*2 鹿児島県森林技術総合センター森林環境部
*2

Kagoshima Pref. Forestry Technology Center. Forestry and Enviroment div.,Aira 899-5302 Japan.
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表 1 散水スケジュール

体の中には，枯死には至らないものの，上長成長と肥大成
長を開始していないものが 1 個体あり，苗高及び根元径の
最小値がそれぞれ 13.0cm と 2.0mm という極めて小さい
値となった。
苗高及び根元径について，それぞれ分散分析を行った結
果，群間の水準に差が認められ，Scheffé の多重比較検定
により，さし穂長 15cm とさし穂長 20cm，さし穂長 15cm
とさし穂長 25cm でそれぞれ有意な差があると判定され
た（P<0.01）
。さし穂長 20cm とさし穂長 25cm の苗高と
根元径については，さし穂長 20cm の方がさし穂長 25cm

結果と考察

よりも平均値が大きいが，統計的な有意差は認められなか
1 成長期経過後の生存率の状況を表 2 に示す。
生存率は，

った。

さし穂長 15cm とさし穂長 20cm で 100%，
さし穂長 25cm
で 97.9%といずれも高くなった。九州のスギさし木コンテ
ナ苗の生産現場では，枯死による得苗率の低下を避けるた

表3

1 成長期経過後の苗高及び根元径

め，さし穂をコンテナ用土へ直接さし付けることはせず，
一旦，苗畑等にさし付け，カルス状態又は発根状態に誘導
した穂をマルチキャビティコンテナ等に移し替えている
事例がみられる。コンテナ用土への直挿しは，枯死の発生
を招くリスクが大きいと思われたが，さし穂を移植する手
間を省くことができれば大幅なコスト削減につながるた
め，本試験では敢えてコンテナ用土への直挿しを試みた。

Scheffé の多重比較検定により，平均値の異なるアルファベット

枯死苗の発生についてはある程度予想していたものの，今

は危険率１％で有意差あり。

回は極めて高い生存率となった。枯死は，さし穂長 25cm
の 1 個体のみで確認され，
その時期は 4 月上旬であった。
その個体では発根の痕跡が認められず，蒸散と吸水がうま
く行われなかったことが枯死につながったものと推察さ

続いて，1 成長期経過後における根元径と苗高の関係を

れた。また，枯死はミストハウスで発生し，屋外では発生

図 1～3 に示す。スギコンテナ苗の鹿児島県における規格

していない。このことから，マルチキャビティコンテナを

（以下，県規格）は，
「苗高 40cm 以上，根元径 5.0mm 以

移設した 6 月時点において，さし穂は屋外の環境に十分対

上」であり，この基準を満たした個体の割合は，さし穂長

応できる状態，つまり，蒸散によって失われる水分を補う

15cm で 12.5%，さし穂長 20cm で 39.6%，さし穂長 25cm

ことのできる根系を備えていたと推察された。

で 23.4%となった。さし穂長 20cm とさし穂長 25cm の個
体については，苗高が 40cm 以上に達していたものが多か

表2

1 成長期経過後の生存率

ったが，それらの根元径については 5.0mm 未満のものが
多く，肥大成長の促進が課題であることが明らかとなった。
現時点で県規格に達していない苗木については，育苗を継
続することによって成長が進み，やがて県規格を満たすよ
うになると推察されるが，育苗期間が長くなると相応の費
用が発生することにつながるため，コンテナ苗を短期間で
育成する技術を追求する必要がある。
なお，各個体の比較苗高（苗高／根元径）を算出し，さ
し穂長別に平均値を求めたところ，
さし穂長 15cm は 96，

次に，1 成長期経過後の苗高及び根元径の状況を表 3 に

さし穂長 20cm は 100，さし穂長 25cm は 101 となり，ス

示す。苗高の平均値は 37.3～47.1cm，根元径の平均値は

ギの普通苗で良苗とされる 70（鹿児島県林務部 1984）と

4.0～4.8mm の範囲にあった。また，さし穂長 15cm の個

比べると，いずれも高い値となった。
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おわりに
3 種類の長さに調製したさし穂を，マルチキャビティコ
ンテナに充填した用土に直接さし付けて育苗を試みたと
ころ，枯死したのは供試体 144 個体中わずかに 1 個体の
みであった。保水性に乏しいヤシ殻ピートへの直挿しにも
関わらず，極めて高い生存率が得られた理由としては，さ
し付け後にミストハウスで養苗期間が確保され，屋外へ移
設する段階で根系が十分に発達していたことが挙げられ
る。このことから，小型のさし穂を用土に直接さし付ける
生産方式でも，育苗環境が整えば，枯死の発生を抑え，コ
ンテナ苗を育成できることが明らかとなった。ただし，県
規格を満たすコンテナ苗の生産に向けては，育苗方法のさ
図 1 根元径と苗高の関係（さし穂長 15cm）

らなる改良に取り組む必要がある。
なお，今回の報告は 1 成長期が経過した時点での結果で
あり，引き続き，成長量を調査し，小型のさし穂を用いた
スギさし木コンテナ苗の成長特性を把握することにして
いる。

引用文献
鹿児島県林務部（1984）
，苗畑から植栽地までの苗木管理
技術指針（昭和 59 年 3 月）
．
横田康裕・鹿又秀聡・平野悠一郞・北原文章・齋藤英樹・
高橋正義・都築伸行（2016）
，九州地方におけるコンテ
ナ苗生産の課題，九州森林研究 69，15．
図 2 根元径と苗高の関係（さし穂長 20cm）

図 3 根元径と苗高の関係（さし穂長 25cm）
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資料
スギ精英樹のさし木発根性＊1
永吉健作＊2
要旨：スギ県姶良 20 号の採穂台木から採穂し，通年でさし付けを行い，ミストハウスで育苗した。90 日経過後
に発根状況を調査した結果，3 月から 7 月にさし付けたものは発根率が 75%を超え，8 月挿しでは 57%，9 月挿し
では 69%であった。さし穂の枯死は 4 月から 8 月にさし付けた個体で確認され，8 月挿しの枯死率が最も高かっ
た。また，さし穂の長さが 15cm 以上の個体で発根率が 8 割を超え，15cm 未満では低い発根率となった。発根状
況については，さし穂の長いものが短いものよりも充実していた。
キーワード：さし木，スギ，精英樹，発根率

はじめに

材料と方法

平成 25 年 5 月に「森林の間伐等の実施の促進に関する

鹿児島県森林技術総合センター（以下，当センター）の

特別措置法」が改正され，農林水産大臣の定める「特定間

敷地内にあるスギ精英樹「県姶良 20 号」
の採穂台木から，

伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本指針」

毎月，荒穂を採取し，任意の大きさに調製した穂（さし穂）

の内容に，成長に優れた種苗の母樹の増殖に関する事項が

を育苗箱（幅 36cm×長さ 51cm×深さ 10.5cm）に充填し

追加された。具体的には，将来の人工造林で必要となる種

た鹿沼土（細粒）にさし付けた。さし穂の基部は楕円切り

苗については，地域特有のニーズ等に応じたものを除き，

返しによる処理を行い，切り口部を発根促進剤（商品名：

特定母樹から採取する種穂により生産することが可能と

オキシベロン粉剤 0.5，
バイエルクロップサイエンス（株））

なるよう，その生産体制を整えることを目指すこととされ，

で処理した。さし付け時期及び本数については表 1 のとお

将来の造林補助事業では，原則，特定母樹由来の種苗を用

りである。

いるという方針が示されたといえる。

さし付け後の育苗箱は当センターのミストハウス内に

法改正後，主要な造林樹種であるスギ Cryptomeria

置かれ，自動灌水装置下で管理された。散水スケジュール

japonica についても，基準を満たすものを特定母樹に指

については表 2 のとおりである。
さし付けて 90 日が経過した時点で，さし穂を丁寧に抜

定する手続が進められ，本県選抜のスギ精英樹では，県姶
良 20 号と県薩摩 5 号が平成 25 年度に特定母樹に指定さ

き取り，発根状況を調査した。

れたところである。
そこで，今後，再造林で中心的役割を担うであろう特定
母樹指定品種に着目し，スギ県姶良 20 号の採穂台木から
採取した穂を用いて，通年でさし木試験を行い，発根状況
を調査したので報告する。

*1

Nagayoshi,K.：Rooting ability of a sugi (Cryptomeria japonica D.Don) plus tree F1 clone.

*2 鹿児島県森林技術総合センター森林環境部
*2

Kagoshima Pref. Forestry Technology Center. Forestry and Enviroment div.,Aira 899-5302 Japan.
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表 1 さし付け時期及び本数

た。
発根活動が可能となる温度は，植物の種類によって異な

区 分

さし付け日

さし付け本数

り，一定の時期より早くさし付けても，発根時期を早める
ことにはならないとされ（森下・大山 1972）
，このことは，

７月挿し

2015.７.２

60

８月挿し

2015.８.24

30

９月挿し

2015.９.14

28

10月挿し

2015.10.２

26

11月挿し

2015.11.24

30

12月挿し

2015.12.24

30

いる。今回の試験では，11 月挿し，12 月挿し，1 月挿し

１月挿し

2016.１.18

60

で発根が確認されなかったが，その理由としては，発根に

２月挿し

2016.２.29

60

必要な温度条件が満たされなかったことが原因だと考え

３月挿し

2016.３.23

60

られた。

４月挿し

2016.４.22

60

５月挿し

2016.５.25

59

６月挿し

2016.６.23

60

発根が温度と深く関わっていることを意味している。
道下ら（1961）は，電熱温床によるさし木試験を 1 月
に行い，処理温度 25℃と 30℃でさし付け 70 日目の発根
率が 62.5%になり，冬季でも一定の温度を保つことによっ
て発根を促進させることができるという結果を報告して

また，枯死した個体は，4 月挿し，5 月挿し，6 月挿し，
7 月挿し，8 月挿しで確認され，それら以外では枯死は発
生しなかった。最も枯死が多く発生したのは 8 月挿しで，
その割合は 33%であった。森下・大山（1972）は，複数
の樹種で時期別にさし付けを行い，病原菌によるさし穂の

表 2 散水スケジュール

腐敗について調査し，一般に 11 月から翌年 3 月頃までの
間にさし付けた場合の腐敗は少なく，5 月から 8 月の間に
採穂してさし付けた場合に最も腐敗することを報告して
いる。本試験でも，4 月から 8 月の間で枯死が認められた
ものの，9 月から翌年 3 月までの間では枯死が発生してお
らず，森下らの報告と同様の傾向を示した。このことから，
枯死の原因としては，病原菌による腐敗の可能性が大きい
と推察された。

結果と考察
① さし付け時期別の発根状況
90 日経過後におけるさし付け時期別の発根状況につい
て，発根の確認された個体（発根あり），発根を確認でき
なかった個体（発根なし），枯死した個体（枯死）の割合
を図 1 に示す。ここで，発根を確認できなかった個体とは，
さし穂の基部にカルスの形成は認められたものの，目視に
よって発根を確認できなかった個体のことである。
発根が認められたのは 2 月から 10 月までの間にさし付
けた穂で，3 月挿し，4 月挿し，5 月挿し，6 月挿しでは
発根率が 80%以上，7 月挿しで 75%，8 月挿しで 57%，9
月挿しで 61%，10 月挿しと 2 月挿しで 31%であった。11
月から翌年 1 月までにさし付けた穂では 90 日経過しても
全く発根が認められなかった。つまり，年間を通して発根
状況をみると，気温の低い秋季から冬季にかけては発根が
進みにくく，暖かくなる春季から発根率は上昇，夏季の厳
しい温度条件下では発根率が低下するという傾向を示し
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② さし穂の長さと発根状況
発根の確認された 3 月から 9 月にさし付けた個体

次に，さし穂長 15cm 以上の発根個体（n=272）の発根

（n=338）を対象に，さし穂の長さ（さし穂長）別に発根

指数（袴田ら 2012）をさし穂長別にとりまとめた結果を

率を算出した結果を図 2 に示す。

図 3 に示す。

さし穂長が 15cm 以上で発根率が 80%を超え，さし穂

さし穂長の違いによって根系の状態に差がみられ，最も

長が 20cm 以上 25cm 未満では発根率が 91%であった。ス

根系の発達した状態にある発根指数 4 に達した個体の割

ギの場合，15cm～20cm の小型のさし穂でも発根能力に

合は，さし穂長が 25cm 以上 30cm 未満で 70.8%，20 cm

は大差がないとされており（森下・大山 1972）
，本試験に

以上 25cm 未満で 47.0%，15 cm 以上 20cm 未満で 25.2%

おいてもほぼ同様の傾向となった。

となり，さし穂長が小さくなるにつれて発根指数 4 に該当

しかしながら，さし穂長が 15cm 未満では発根率が他に

する個体の割合は減少する傾向を示した。

比べて 54%と低くなった。静岡県林業試験場では，サン

相対的にみても，大きな穂では一次根や二次根が多く発

ブスギ，トサアカ，ボカスギの 3 品種を供試材料とし，さ

生していたのに対し（図 4），小さな穂では一次根と二次

し穂の大きさを，大（33～38cm），中（23～28cm），小

根の発生数が少ない状況であった（図 5）
。

（13～18cm）の 3 種類に分けて苗畑にさし付け，約 1 年

なお，九州地方におけるスギさし木苗の生産では，通常，

の育苗期間を経て，3 品種ともさし穂の大きさに関係なく

長さ 40cm 前後のさし穂が用いられているが，近年，伐採

高い発根率（97～100%）を示したことを報告している

面積の増加に伴う苗木の供給不足が危惧されており，さし

（1962）
。供試材料及びさし付け条件等が異なるため，単

穂を小型化して採穂台木当たりの苗木生産数を増やすこ

純に比較することはできないが，静岡県での試験と本試験

とも解決策の一つである。今回の試験結果によれば，さし

との大きな違いは，発根状況を確認するまでの育苗期間の

穂長 15cm 未満では発根率が低く，それらの発根指数も低

長さであり，このことを踏まえると，さし穂長 15cm 未満

位であった。このことから，実用的なさし穂サイズの決定

で発根率が低くなったのは，発根に必要な時間が十分に確

に当たっては，さし穂長 15cm 以上で検討するのが妥当で

保できなかったことが影響していると考えられた。

あると推察された。

図 3 さし穂長別の発根指数
図 2 さし穂長別の発根率

※発根指数（袴田ら 2012）
1：一次根 1～2 本，二次根少 2：一次根 3～4 本，二次根少
3：一次根 5～6 本，二次根多 4：一次根 7 本以上，二次根多
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おわりに
特定母樹に指定されたスギ県姶良 20 号の穂を用いて，
ミストハウスで通年さし付けを試みたところ，3 月から
10 月までにさし付けた個体では 90 日経過時点で発根が確
認され，11 月から翌年 2 月までにさし付けた個体につい
ては，発根には至らなかったものの，育苗途中で枯死する
ことなく生存し続けた。これらの事象は，スギを通年さし
付けで育苗できる可能性があることを示している。スギさ
し木苗の生産現場では，通常，春と秋にさし付けを行って
いるが，例えば，ミストハウス等の環境下で時季を問わず
にさし付けてコンテナ苗を生産できるようになれば，労務
の平準化や生産方式の効率化等に有効である。
なお，今回は，さし木発根性を評価したに過ぎない。引
き続き，特定母樹指定品種や花粉症対策品種を対象に，種
苗生産の現場で必要とされる育苗関連データを収集・精査
する必要があると考える。

図 4 発根指数 4 の個体（さし穂長 25cm）

引用文献
袴田哲司・山本茂弘・近藤晃（2012）
，雄花着生量の少な
い静岡県産ヒノキ精英樹のさし木適性，静岡県農林技術
研究所研究報告 5，59-64．

*道下数一・佐々木正臣・仁保和司（1961），電熱利用に
よる林木さし木育苗法の研究（第 1 報）
，中国電力技研
時報 21，1-32．
森下義郎・大山浪雄（1972）
，造園木の手引

さし木の理

論と実際，pp64，pp121，pp182，地球出版株式会社，
東京．
静岡県林業試験場（1962）
，昭和 37 年度業務成績報告，
89-91．
（*印を付したものは直接参照できなかった）

図 5 発根指数 1 の個体（さし穂長 15cm）

- 20 -

鹿児島県森林技術総合セ研報 20：21-22

資

料
奄美大島産オキナワウラジロガシの結実年齢について
新原修一
森林環境部

要旨：鹿児島県本土に植栽した奄美大島産オキナワウラジロガシ実生が 23 年生で結実した。
キーワード：奄美大島，オキナワウラジロガシ，結実
An initiation of seed bearing of Quercus miyagii Koidzumi (Fagaceae), an evergreen oak species
endemic to the Ryukyus. Shuichi NIIHARA. Bulletin of the Kagoshima Prefectural Forestry Technology
Center 20: 21 – 22 (2019)
Abstract: In the spring of 1995, four current year seedlings of Q. miyagii raised from the acorns collected
in Amami-oshima Island were planted to the ground of Kagoshima Prefectural Forestry Technology
Center, Aira-shi, southern Kyushu, Japan. In the autumn of 2018, twenty-three current year seedlings were
found under the crown. It took twenty-three years to bear the seeds.
Key words: Amami-oshima Island, Quercus miyagii Koidzumi, seed bearing
たもので，発生位置と樹冠位置の関係から 1 母樹に由来
すると推定された。

はじめに
オキナワウラジロガシ Quercus miyagii Koidz.は琉球に
固有のカシで，奄美大島・徳之島・沖永良部島 (野生?)・
沖縄島・久米島・石垣島・西表島から記録がある (初島･
天野 1994)。本種は沖縄で首里城の用材としても利用さ
れていた有用樹として知られている (天野 1982)。
カシ類の結実年齢について調べた報告は少ないとされ
ている (勝田 1998) が，奄美大島産の堅果から育成した
本種の植栽木に結実を観察したので一例として報告する。

植栽個体の由来と現況
植栽個体の由来
1995 年 3 月 9 日，奄美大島大和村大和浜のオキナワウ
ラジロガシ自生地 (40 m a.s.l.) で堅果を採集し，鹿児島
県森林技術総合センター (鹿児島県姶良市) に持ち帰っ
た。発芽した苗 4 本を構内の平坦地に巣植え状に植え付
けた。巣植えは枝下高の大きい樹幹を目的とした。
現

況
2018 年 10 月現在，植え付けた 4 本の胸高直径はそれ
ぞれ 27 cm, 24 cm, 21 cm および 15 cm で，最大個体の樹
高は 13.5 m である (図 1)。

結実と実生苗の発生

考

本種は開花・受粉の翌年に堅果が成熟する，いわゆる
「2 年成」である (北村･村田 1979)。上記の観察を整理
すると，①植栽から 22 年後の 2016 年春に 1 本の母樹が
開花・受粉し，2017 年秋 (～冬) に成熟した堅果が落下，
2018 年春に発芽成長した。②植栽から 23 年後の 2017 年
春に少なくとも 3 本の母樹が開花・受粉し，2018 年秋 (～
冬) に成熟した堅果が落下した，ことがわかる。
前述のように日本産の種で結実年齢を調べたものは少
ないが，北米産の種 (Quercus spp.) を中心にした記載例
(Young and Young 1992) では約 70%の種で 20－25 年とし
ており，本種もその範囲に入るようである。
堅果のサイズ (生重量，平均値 10.0 g) については，手
許の資料の奄美市住用町市産のもの (同 10.8 g) よりや
や小さい (図 4)。ほかに澤岻 (1986) が沖縄産のもの (沖
縄島と石垣島) で平均値 11.9 g を報告している。この違
いは生育環境によるものか，あるいは遺伝的なものかは
不明である。しかし，差は大きなものではないし，当年
生の実生苗は順調に生育しているので，鹿児島県本土で
も正常な堅果生産が行われると言えよう。

謝

落下した堅果
2018 年 10 月 26 日落下した堅果 2 個を発見した。その
後，12 月 20 日までの間に合計 156 個を採集した。それ
らは落下位置と樹冠位置の関係から少なくとも 3 本の母
樹に由来すると推察された (図 2)。

察

辞

奄美大島大和村の自生地調査では鹿児島県職員 (当
時) の上床眞哉・赤坂康雄・田島次郎の 3 氏に御協力い
ただき，鹿児島県大島支庁林務水産課 (現鹿児島県森林
経営課) の片野田逸朗氏は奄美市住用町産の堅果を休暇
中に採集し恵与された。各位に記して深謝します。

実生苗の発生
2018 年 10 月 26 日樹冠下に当年生の実生苗 23 本を発
見した (図 3)。平均苗高は 23.4 cm (±標準偏差 4.37)であ
った。2017 年秋 (～冬) に落下した堅果から発芽成長し

引用文献
天野鉄夫 (1982) オキナワウラジロガシ．琉球列島有
用樹木誌，15－16．琉球列島有用樹木誌刊行会，那覇市．
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初島住彦・天野鉄夫 (1994) ブナ科．訂正増補琉球植
物目録，31－32. 沖縄生物学会，中頭郡西原，沖縄．
勝田 柾 (1998) コナラ属，アカガシ亜属．74－81. In
勝田 柾・森 徳典・横山敏孝 日本の樹木種子 広葉
樹編，(社)林木育種協会，東京．
北村四郎・村田 源 (1979) オキナワウラジロガシ．
原色日本植物図鑑 木本編Ⅱ，274－275．保育社，大阪

市．
澤岻安喜 (1986) オキナワウラジロガシについて（Ⅰ）
堅果の形状．沖縄県林業試験場研究報告 28: 73-76.
Young, J. A. and Young, C. G. (1992) Quercus L.－Oak.
Seeds of woody plants in North America, 289－294.
Dioscorides Press, Portland, Oregon.

Fig.1 (upper left). Quercus miyagii Koidzumi. Group planted four trees (center).
Fig.2 (upper right). Collected acorns.
Fig.3 (lower left). A current year seedling under the crown.
Fig.4 (lower right). Scatter plots of fresh weight of acorns. Left; collected from cultivated trees originated from Yamatohama,
Yamato-son, Is. Amami-oshima. Right; collected in the wild, Ichi, Sumiyo-cho, Amami-shi, Is. Amami-oshima.
*Figs.1－3 were photographed in Kagoshima Prefectural Forestry Technology Center, Aira-shi, Pref. Kagoshima.
図1 (上左)．巣植えしたオキナワウラジロガシ．姶良市の鹿児島県森林技術総合センター内．
図2 (上右)．得られた堅果．同上．
図3 (下左)．樹冠下に発生した当年生の実生．同上．
図4 (下右)．堅果の生重量の散布図．左; 奄美大島大和村大和浜産の実生木のもの．右; 奄美大島奄美市住用町市産．
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資

料
鹿児島県産ヤマツツジ種群の分類上の再検討
新原修一
森林環境部

要旨：鹿児島県に産するヤマツツジとその近縁種について分類上の検討を行った。これまでに認
識された分類群 (キリシマ，ヤマツツジ，サタツツジ，ヒメマルバサツキ，サイカイツツジ，タ
ネガシマヤマツツジ) はヤマツツジとその変種およびヒメマルバサツキの 2 種に整理できる。記
載の最も早いキリシマはヤマツツジ (南九州型) でその選抜された個体である。サタツツジはヤ
マツツジであり，サイカイツツジとタネガシマヤマツツジはそれぞれヤマツツジの変種として扱
う。加えてヒメマルバサツキの 1 新変種ヒメサタツツジを記載した。
キーワード：分類，自然交雑，ツツジ
Taxonomic revision of Rhododendron kaempferi Planchon (Ericaceae) and its allied taxa of
Kagoshima Prefecture, southern Kyushu, Japan. Shuichi NIIHARA. Bulletin of the Kagoshima
Prefectural Forestry Technology Center 20: 23 – 53 (2019)
Abstract: Rhododendron kaempferi Planchon and its allied taxa of Kagoshima Prefecture are
taxonomically revised. Recognized taxa in the past, R. obtusum, R. kaempferi, R. sataense, R.
austrokiusianum, R. obtusum var. saikaiense and R. kaempferi var. tanegashimaense (nom. nud.), are
classified into two species with two varieties. Furthermore, a new variety, R. austrokiusianum var. marunoi
is described.
Key words: azalea, natural hybridization, taxonomy

はじめに
ツツジ属植物 (Rhododendron spp.) は園芸的に重要な花
木として広く世界的に知られている。中でも常緑ツツジ類
(Subgenus Tsutsusi ヤマツツジ亜属) は南西日本に観賞性
の高い種が多く産する。古く元禄 5 年 (1692 年) 刊行の『錦
繍枕』 (小川ら 1976) には「霧嶋」，
「かごしま」，
「さつま
うんぜん」
，
「さつまくれない」，
「さつま万里」，
「さつま紫」，
「とよさつま」といった鹿児島県 (以下，本県と表記) に
由来する品種名がでており，本県の固有種マルバサツキ
R. eriocarpum Nakai の関与が明らかなサツキ品種群ととも
に少なくとも 17 世紀末までに本県のツツジが古い園芸品
種の成立に寄与していたことがわかる。
日本とその周辺のツツジ属の分類は山崎敬氏のモノグ
ラフにまとめられている (Yamazaki 1996)。しかし，堀田
(2003b) がいうように本県のヤマツツジとその近縁種 (こ
こではヤマツツジ種群と呼ぶ) については問題が残され
ており，研究者の見解も一致を見ていない (表 1)。特にキ
リシマ，サタツツジ，ヒメマルバサツキの関係については
混乱している。
この原因として検討に十分な資料が不足していること
と自然交雑集団のとらえ方に問題があると考えられる。そ
こで本県の自生地および栽培下での観察と標本から，命名
されている分類群を検討した。分類群の正確な位置づけに
より，固有木本植物の現地保全や遺伝資源収集にも寄与す
ることができると思われる。

標本 (2006 年 7 月 26 日閲覧) のラベルの産地を中心に自
生地を調査した。ヤマツツジのような普通種は目に付いた
場所を拾い上げた。
材 料
筆者自身が確認した自生個体 (およびその腊葉標本)
とその栽培個体 (自生地で採集した枝・種子から育成した
植物体およびその腊葉標本) を対象とし，個体数は 158 個
体（園芸品種のキリシマ 1 個体を含む）である。なお，栽
培は鹿児島市街地 (3 m a.s.l.) で行った。
調査・測定形質
調査・測定した形質は表 2 のとおりである。なお，生態・
環境情報として自生地の標高，環境および撹乱状態を記録
した。詳細は結果・考察のところで述べる。
統計解析
調査･測定した形質の総合的評価を行う目的では，多変
量解析 (クラスター分析 (群平均法，UPGMA) による分
類および非計量多次元尺度構成法 (NMS) による序列)
で解析を行った。PC プログラムは PC-ORD (McCune and
Mefford 2011)を使用した。形質ごとの比較には多重比較を
行い，PC プログラムは Pharmaco Basic (ヒューマンライフ
2015)を使用した。

結

果

多変量解析による形質の総合的評価
調査・測定した形質データのうち花冠直径・花色・ブロ
ッチの多寡・がく裂片長・開花期・夏葉の葉身長・夏葉の
葉身幅・夏葉の葉身長と葉身幅の比・夏葉の葉柄長の 9
項目について揃った 91 個体を対象とした。なお，開花期

材料と方法
自生地調査
『改訂鹿児島県植物目録』 (初島 1986) に記載の産地お
よび鹿児島大学総合研究博物館植物標本室 (KAG) 所蔵
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Table 1. Previous taxonomic treatment of Rhododendron kaempferi and its allied taxa of Kagoshima Prefecture.
表 1. 鹿児島県に産するヤマツツジ種群のこれまでの分類上の取り扱い
‘Sata-tsutsuji’
サタツツジ

‘Hime-marubasatsuki’
ヒメマルバサツキ

‘Saikai-tsutsuji’
サイカイツツジ

source
出典

‘Kirishima’
キリシマ

‘Yama-tsutsuji’
ヤマツツジ

Miyazawa
宮澤(1918)z
Wilson (1921)

R. kaempferi
var. obtusum

R. kaempferi

R. obtusum

Nakai 中井
(1922)
Nakai (1924)
Nakai 中井
(1927)
Miyazawa
宮澤(1940)
Nakai (1949)
Hatusima
(1949)
Ohwi 大井
(1953)
Hatusima
初島(1953)
Hatusima
初島(1958)
Ohwi (1965)
Hatusima
初島(1971)
Kitamura &
Murata 北村･
村田 (1972)
Hatusima
初島(1986)
Chamberlain
& Rae (1990)
Yamazaki
(1993)

R. obtusum

R. obtusum var.
kaempferi
R. kaempferi

R. eriocarpumx

R. obtusum

R. kaempferi

R. eriocarpum
R. eriocarpumx

R. obtusum

R. kaempferi

Yokogawa &
Hotta 横川･
堀田 (1995)
Hatusima
初島(1996)
Yamazaki
(1996)
Chamberlain
(1997)
Hotta 堀田
(2003a)
Hatusima
初島(2004)

‘Tanegashima-yamatsutsuji
タネガシマヤマツ
ツジ

R. sataensey
R. austrokiusianumy
R. obtusum

R. kaempferi
R. kaempferi

R. obtusum

R. kaempferi
R. kaempferi

R. obtusum

R. obtusum var.
kaempferi

R. kaempferi
var. obtusum
R. obtusum

R. kaempferi
R. kaempferi

R. obtusum

R. obtusum var.
kaempferi

R. ×obtusum

R. kaempferi

R. obtusum

R. kaempferi

R. obtusum

R. kaempferi

R. obtusum

?R. kiusianum

R. eriocarpum

R. sataense

R. sataense

R.eriocarpum

R. sataense

R. sataense

R. kaempferi (‘A
form’)

?R. kiusianum
R. kaempferi
var. sataense
R. obtusum

R. kaempferi var.
sataense
R. obtusum

R. kaempferi
var. sataense
R. kiusianum
var. sataense
R. obtusum

R. obtusum
var. sataense
R. obtusum

R. kaempferi var.
sataense

R. kaempferi

R. obtusum

R. obtusum var.
saikaiensey

R. austrokiusianum

R. obtusum var.
sataense
R. kaempferi var.
saikaiense
R. kaempferi var.
saikaiense
R. kaempferi var.
saikaiense

R. obtusum
R. kiusianum var.
sataense

R. kaempferi

R. kiusianum
var. sataense
R.×sataense

R. obtusum var.
kaempferi

R. obtusum
var. kaempferi

R. austrokiusianum

R. obtusum var.
kaempferi

R. kaempferi

?R. obtusum var.
sataense
R. kaempferi var.
saikaiense
R. kaempferi var.
tanegashimaensew
R. obtusum var.
kaempferi

z Miyazawa (1918) commented on the older literatures. y Original description. x Refer to the plants of Isls. Goto, Pref. Nagasaki. w Nom. nud.
z 古文献は宮澤 (1918) に詳しい．y 原記載．x 長崎県五島産のもの．w 裸名．
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Table 2. Characters surveyed.
表 2. 調査した形質
I

Flowers 花 z

1

Corolla diameter (mm)
花冠直径 (直径が最大となる位置で測定 通例は下方裂片端間の長さ，mm)

2

Corolla color; Number of RHS colour chart (Royal Horticultural Society 1986)
花色 (英国王立園芸協会のカラーチャート番号)

3

Degree of petal blotches; 0; No, 1; Scarce, 2; Normal, 3; Wide
花筒内部の斑点 (ブロッチ) の多寡 「なし」，
「わずかにあり」
，
「普通 (上方裂片の幅程度まで)」
，
「多い (側裂

片の中央付近以上まで拡大)」の 4 段階

0−3 で評点

4

Calyx lobe length (mm)

5

Flowering period; 1; Early April, 2; Middle April, 3; Late April, 4; Early May, 5; Middle May, 6; Late May, 7; Early June, 8;

がく裂片長 (mm)

Middle June, 9; Late June, 10; Early July
開花期 (4 月上旬−7 月上旬を旬日ごとに 1−10 で評点)
II

Leaves 葉 y

1

Leaf blade length of spring leaf (mm)

春葉の葉身長 (mm)

2

Leaf blade width of spring leaf (mm)

春葉の葉身幅 (mm)

3

Spring leaf blade length/width ratio 春葉の葉身長と葉身幅の比

4

Petiole length of spring leaf (mm)

5

Leaf blade length of summer leaf (mm)

夏葉の葉身長 (mm)

6

Leaf blade width of summer leaf (mm)

夏葉の葉身幅 (mm)

7

Summer leaf blade length/width ratio 夏葉の葉身長と葉身幅の比

8

Petiole length of summer leaf (mm)

春葉の葉柄長 (mm)

夏葉の葉柄長 (mm)

個体あたり 10 花を測定 (これに満たないものは全数を測定)し，平均値を算出．y1 成長期間の開花枝に着いた最大の葉長の葉 (=春
葉) および花芽の周囲に輪生する中で最大の葉長の葉 (=夏葉) を選び，それぞれ個体あたり 10 枚を測定 (これに満たないものは全
数を測定)し，平均値を算出．
Z

は栽培下の個体のものであるが，種子島産の 8 個体は低地
の自生地であることから加えている。
クラスター分析 (UPGMA) による解析結果を図 1 に示
す。ヒメマルバサツキはほぼまとまったクラスターを形成
した。他はサイカイツツジで小さくまとまったが，タネガ
シマヤマツツジとともにヤマツツジと区別するのは困難
であった。これは細かい差異を反映したデンドログラムが
描けていないことによると思われる。
非計量多次元尺度構成法 (NMS) による解析結果を図 2
に示す。ヒメマルバサツキはすべての二次元図でほぼまと
まった空間を占めている。サイカイツツジは図 2A と 2B
で，タネガシマヤマツツジは図 2B でヤマツツジから区別
できる。この二つの分類群はともに分布域が離島に限られ
ることも併せて，ヤマツツジの地理的変種として位置づけ
るのが適当と思われる。

I 2 花色
図 4 に各分類群の花色 (RHS colour chart の番号) の散布
図を示す。番号が大きいほど紫色に，小さいほど赤色に近
づく。以下，英語色名は Huse and Kelly (1984)によった。
ヤマツツジは 39−51 (strong red, 39A−deep pink, 51B )の
範囲で基本的に赤色である。サイカイツツジは 41 (strong
red, 41B−moderate reddish orange, 41C)，タネガシマヤマツ
ツジは 41−43 (strong red, 41B−vivid reddish orange, 43B)
で変化はほとんど見られなかった。一方，ヒメマルバサツ
キは 55−75 (deep purplish pink, 55A−light purple, 75A )，ヒ
メサタツツジは 58−75 (strong purplish red, 58C−light
purple, 75B )の範囲で基本的に赤紫−桃紫色である。ヒメ
マルバサツキとヤマツツジの雑種と推定されるものは両
者の中間的な花色 (deep pink, 51B−vivid purplish red, 67B)
を示した。

各形質の評価
I 1 花冠直径
図 3 に花冠直径の散布図を示す。ヤマツツジ 39 ± 6.0 mm
(平均値±S. D., 以下同様) に比べてタネガシマヤマツツ
ジ 55±8.4 mm は大きく，ヒメサタツツジ (新称，後述) 29
±3.6 mm は小さい。

I 3 ブロッチの多寡
図 5 にブロッチの多寡の散布図を示す。全体で見るとほ
とんどの個体が「普通」あるいは「わずかにあり」だが,
ヒメサタツツジにはミヤマキリシマ R. kiusianum Makino
のようにブロッチのない個体も見られる。これはこの分類
群の特性として認識できるように思われる。
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Obt1
Tan4
Tan10
Tan8
Obt4
Obt18
Obt8
Obt34
Obt25
Obt28
Obt32
Obt44
Obt45
Obt57
Obt58
Obt9
Obt11
Obt39
Obt14
Obt20
Obt50
Obt21
Obt17
Obt30
Obt31
Obt33
Obt49
ausobt7
Obt23
Obt56
Obt37
ausobt5
Obt36
ausobt6
Obt27
Obt51
Obt46
Obt55
Obt54
Obt29
kir1
Obt47
Obt53
Obt10
Obt24
Obt48
Tan5
Tan2
Obt12
Obt22
Obt35
Tan3
Tan6
Tan7
Tan9
Obt16
Obt19
Obt52
Obt38
ausobt9
ausobt10
Obt26
ausobt8
Obt59
Sai1
Sai3
Sai2
Sai4
Tan1
Aus1
Aus16
Aus2
Aus19
Aus3
Aus4
Aus12
Aus8
Aus11
Aus10
Aus17
ausobt1
Aus13
Mar1
Aus6
Aus7
Aus5
Aus9
Aus14
Aus15
Aus18
Aus20

Fig.1. A dendrogram representing classification of 91 plants by cluster analysis (UPGMA). The
letters indicate the taxa of plants: Obt, Rhododendron obtusum; Sai, R. obtusum var. saikaiense; Tan,
R. obtusum var. tanegashimaense; Aus, R. austrokiusianum; Mar, R. austrokiusianum var. marunoi;
ausobt, R. austrokiusianum×R. obtusum, presumed hybrid; kir, R. obtusum ‘Kirishima’. Additional
numerals indicate each plant.
図 1．クラスター分析によるデンドログラム．ユークリッド距離を用いて群平均法で実行し
た．記号は Obt ヤマツツジ，Sai サイカイツツジ，Tan タネガシマヤマツツジ，Aus ヒメマ
ルバサツキ，Mar ヒメサタツツジ，ausobt ヒメマルバサツキ×ヤマツツジ (推定雑種)，kir
キリシマ‘本霧島’を示す．記号後ろの数字は個体別に付している．
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NMS
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Aus8
ausobt7
Aus12Aus20
Aus4
Aus7
Obt24Aus17 Aus3
Aus2 Aus13
Obt39
Obt33
Obt30
ausobt10
Obt11
Aus1 Mar1
Obt31 ausobt1
Obt49 Obt17
Obt9
Aus16
Obt21
Obt50
Obt20
Aus19
Obt52
Obt14
Aus10
ausobt9
Obt18 Obt8
Obt34
Obt37
Obt48
Tan2
Obt23
Obt38
Tan8 Obt19
Obt57Tan5
Obt4
kir1 Obt32
Obt29
Obt16
Obt45
ausobt6
Obt36
Obt25
Obt28
Obt56
Obt44
Obt58
Tan10
Obt54
Obt46
Tan4
ausobt5
Obt55
Obt35
ausobt8
Obt22
Obt51
Obt12
Obt27
Tan3
Tan7
Obt26
Obt53
Tan6
Obt59
Obt47
Tan9
Sai3
Sai1

Tan1

Sai4

A

Sai2

Axis 1

Fig.2. Nonmetric multidimentional scaling ordination indicating 91 plants. The letters and
numerals are same as shown in Fig.1.
図 2．非計量多次元尺度構成法による序列．Sorensen の類似度を使用．記号は図 1 に同
じ．
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Fig.3. Box plots of corolla diameter in the R. kaempferi group. The letters are same as shown in Fig.1.
図 3．ヤマツツジ種群の花冠直径の散布図．記号は図 1 に同じ．

Fig.4. Box plots of corolla color in the R. kaempferi group. The letters are same as shown in Fig.1.
図 4．ヤマツツジ種群の花色の散布図．記号は図 1 に同じ．

Fig.5. Scatter plots of degree of petal blotches in the R. kaempferi group. The letters are same as shown in Fig.1.
図 5．ヤマツツジ種群のブロッチの多寡の散布図．記号は図 1 に同じ．
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Fig.6. Box plots of calyx lobe length in the R. kaempferi group. The letters are same as shown in Fig.1.
図 6．ヤマツツジ種群のがく片長の散布図．記号は図 1 に同じ．

Fig.7. Scatter plots of flowering period in the R. kaempferi group. The letters are same as shown in Fig.1.
図 7．ヤマツツジ種群の開花期の散布図．記号は図 1 に同じ．

Fig.8. Scatter plots of leaf blade length of spring leaf in the R. kaempferi group. The letters are same as shown in Fig.1.
図 8．ヤマツツジ種群の春葉の葉身長の散布図．記号は図 1 に同じ．
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Fig.9. Scatter plots of leaf blade width of spring leaf in the R. kaempferi group. The letters are same as shown in Fig.1.
図 9．ヤマツツジ種群の春葉の葉身幅の散布図．記号は図 1 に同じ．

Fig.10. Scatter plots of spring leaf blade length/width ratio in the R. kaempferi group. The letters are same as shown in Fig.1.
図 10．ヤマツツジ種群の春葉の葉身長と葉身幅の比の散布図．記号は図 1 に同じ．

Fig.11. Scatter plots of petiole length of spring leaf in the R. kaempferi group. The letters are same as shown in Fig.1.
図 11．ヤマツツジ種群の春葉の葉柄長の散布図．記号は図 1 に同じ．
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Fig.12. Box plots of leaf blade length of summer leaf in the R. kaempferi group. The letters are same as shown in Fig.1.
図 12．ヤマツツジ種群の夏葉の葉身長の散布図．記号は図 1 に同じ．

Fig.13. Box plots of leaf blade width of summer leaf in the R. kaempferi group. The letters are same as shown in Fig.1.
図 13．ヤマツツジ種群の夏葉の葉身幅の散布図．記号は図 1 に同じ．

Fig.14. Scatter plots of summer leaf blade length/width ratio in the R. kaempferi group. The letters are same as shown in Fig.1.
図 14．ヤマツツジ種群の夏葉の葉身長と葉身幅の比の散布図．記号は図 1 に同じ．
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Fig.15. Scatter plots of petiole length of summer leaf in the R. kaempferi group. The letters are same as shown in Fig.1.
図 15．ヤマツツジ種群の夏葉の葉柄長の散布図．記号は図 1 に同じ．

Fig.16. Altitudinal varition in corolla diameter in R. obtusum.
図 16．ヤマツツジの花冠直径の標高による変異．

Fig.17. Altitudinal varition in leaf blade length of summer leaf in R. obtusum.
図 17．ヤマツツジの夏葉の葉身長の標高による変異．
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Fig.18. Scatter plots of altitude of habitat in R. obtusum (Obt), R. austrokiusianum (Aus) and their hybrid (ausobt).
図 18．ヤマツツジ，ヒメマルバサツキ，それらの雑種の自生地の標高の散布図．

Fig.19. Scatter plots of topographic-moisture gradient of habitat in the R. kaempferi group. The letters are same as shown in Fig.1 and
the scores are explained in the text.
図 19．ヤマツツジ種群の自生地の地形−乾湿傾度の散布図．記号は図 1 に同じ．数値は本文に説明．

Fig.20. Scatter plots of disturbance gradient of habitat in the R. kaempferi group. The letters are same as shown in Fig.1 and the
scores are explained in the text.
図 20．ヤマツツジ種群の自生地の撹乱傾度の散布図．記号は図 1 に同じ．数値は本文に説明．
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B-2

Pen. Satsuma

Pen. Ohsumi

Fig.21. Map showing the distribution of ‘Rhododendron kaempferi and its allied taxa’.
A; Outline map of southern Kyushu. B-1; Pref. Kagoshima proper, northern area. B-2; Pref. Kagoshima proper, southern area. C; Isls.
Koshikishima. D; Is. Tanegashima.
図 21. ヤマツツジ種群の分布図．A; 南九州の概略図．B-1; 鹿児島県本土(北部)．B-2; 鹿児島県本土(南部). C; 甑島列
島．D; 種子島．
● Rhododendron obtusum ヤマツツジ; ○ R. obtusum var. saikaiense サイカイツツジ; □ R. obtusum var. tanegashimaense
タネガシマヤマツツジ; ■ R. ausutrokiusianum ヒメマルバサツキ; ▲ R. austrokiusianum var. marunoi ヒメサタツツジ;
★ R. austrokiusianum × R. obtusum ヒメマルバサツキ×ヤマツツジ; ☆ R. austrokiusianum var. marunoi × R. obtusum ヒ
メサタツツジ×ヤマツツジ; ◎ R. eriocarpum × R. obtusum マルバサツキ×ヤマツツジ;  R. eriocarpum × R. obtusum
var. tanegashimaense マルバサツキ×タネガシマヤマツツジ; Ä R. kiusianum × R. obtusum ミヤマキリシマ×ヤマツツジ
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Fig.22(upper left). Rhododendron obtusum Planch. Cultivated clone in Japan as ‘Kirishima’, or ‘Honkirishima’. Very impressive plant for its vivid red
flower. Cultivated at Kagoshima-shi. April 17, 2011.
Fig.23(upper right). Ditto. A vivid red flowered form. Near the summit of Tsujidake (773 m a.s.l.), Minamiohsumi-cho, Pref. Kagoshima. May 3,
2003.
Fig.24(middle left). Ditto. A vivid reddish orange flowered form. Along the Himekado-rindo (forest road, 600 m a.s.l.), Kimotsuki-cho, Pref.
Kagoshima. May 4, 2008.
Fig.25(middle right). Ditto. A deep red flowered form. On the rock near the top of Kunimiyama (880 m a.s.l.), Kimotsuki-cho, Pref. Kagoshima. May
5, 2009.
Fig.26(lower left). Ditto. A strong red flowered form. On the road-cut side, Kareigawa (150 m a.s.l.), Kirishima-shi, Pref. Kagoshima. May 2, 2017.
Fig.27(lower right). Ditto. A vivid reddish orange flowered form. Hoyoshidake (966 m a.s.l.), Kimotsuki-cho, Pref. Kagoshima. May 4, 2008.
図 22(上左). キリシマ 本霧島’．鹿児島市で栽培．図 23(上右). ヤマツツジ．南大隅町辻岳．図 24 (中左). 同．南大隅町姫門林道．図
25 (中右). 同．肝付町国見山．図 26 (下左). 同．霧島市嘉例川．図 27 (下右). 同．肝付町甫与志岳．
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Fig.28(upper left). Rhododendron obtusum var. saikaiense Yamazaki. A moderate reddish orange flowered form. Sesenoura (250 m a.s.l.), Is.
Shimokoshikishima, Satsumasendai-shi, Pref. Kagoshima. Cultivated at Kagoshima-shi. June 10, 2012.
Fig.29(upper right). Ditto. A strong red flowered form. Between Nakakoshiki and Eishi (30 m a.s.l.), Is. Kamikoshikishima, Satsumasendai-shi, Pref.
Kagoshima. Cultivated at Kagoshima-shi. June 10, 2010.
Fig.30(middle left). Ditto. A strong red flowered form. Taira (250 m a.s.l.), Is. Nakakoshikishima, Satsumasendai-shi, Pref. Kagoshima. Cultivated at
Kagoshima-shi. June 10, 2012.
Fig.31(middle right). Rhododendron obtusum var. tanegashimaense Niihara, var. nov. The type specimen plant of newly described variety. A vivid
reddish orange flowered form. Near the road-side, Nishino (15 m a.s.l.), Is. Tanegashima, Minamitane-cho, Pref. Kagoshima. June 2, 2018.
Fig.32(lower left). Ditto. An ovary with dense appressed flattened white hairs. The type specimen plant.
Fig.33(lower right). Ditto. A prostrate form on conglomerate. Nishino (15 m a.s.l.), Is. Tanegashima, Minamitane-cho, Pref. Kagoshima. June 2, 2018.
図 28(上左). サイカイツツジ．薩摩川内市下甑島瀬々野浦産．鹿児島市で栽培．図 29(上右). 同．薩摩川内市上甑島中甑−江石産．鹿児
島市で栽培．図 30(中左). 同．薩摩川内市中甑島平良産．鹿児島市で栽培．図 31(中右). タネガシマヤマツツジ．種子島南種子町西之．
図 32(下左). 同．子房．扁平な白毛が密生．図 33(下右). 同．礫岩上の低性個体．種子島南種子町西之．
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Fig.34(upper left). Rhododendron obtusum var. tanegashimaense Niihara. On the edge of dense scrub by the sea. Kukinaga (70 m a.s.l.), Is.
Tanegashima, Minamitane-cho, Pref. Kagoshima. June 2, 2018.
Fig.35(upper right). Rhododendron austrokiusianum Hatusima. Flowering shrubbery of seedlings from wild collected seeds. Nokubidake (790 m
a.s.l.), Minamiohsumi-cho, Pref. Kagoshima. Cultivated at Aira-shi, Pref. Kagoshima. April 10, 2018.
Fig.36(middle left). Ditto. A light purple flowered form. Inaodake (940 m a.s.l.), Kinkoh-cho, Pref. Kagoshima. Cultivated at Kagoshima-shi. April 20,
2011.
Fig.37(middle right). Ditto. A moderate purplish pink flowered form. Yunohira (360 m a.s.l.), Sakurajima-cho, Kagoshima-shi, Pref. Kagoshima.
Cultivated at Kagoshima-shi. April 10, 2011.
Fig.38(lower left). Ditto. A light purplish pink flowered form. Jyuni-cho (60 m a.s.l.), Ibusuki-shi, Pref. Kagoshima. Cultivated at Kagoshima-shi.
April 14, 2018.
Fig.39(lower right). Rhododendron austrokiusianum var. marunoi Niihara, var. nov. A dwarf form like R. kiusianum Makino. On the rocky cliff,
Kinpozan (580 m a.s.l.), Minamisatsuma-shi, Pref. Kagoshima. May 20, 2017.
図 34(上左)．タネガシマヤマツツジの自生状況．海岸近くの風衝低木林．種子島南種子町茎永．図 35(上右)．ヒメマルバサツキ実生の
植え込み．南大隅町野首岳産．姶良市で栽培．図 36(中左)．同．錦江町稲尾岳産．鹿児島市で栽培．図 37(中右)．同．鹿児島市桜島町
湯之平産．鹿児島市で栽培．図 38(下左)．同．指宿市十二町産．鹿児島市で栽培．図 39(下右)．ヒメサタツツジの自生状況．南さつま
市金峰山．
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Fig.40(upper left). Rhododendron austrokiusianum var. marunoi Niihara. On the rocky cliff. Suzuyama (450 m a.s.l.), Kagoshima-shi, Pref.
Kagoshima. May 12, 2018.
Fig.41(upper right). Ditto. A deep purplish pink flowered form. Suzuyama (450 m a.s.l.), Kagoshima-shi, Pref. Kagoshima. June 4, 2017.
Fig.42(middle left). Ditto. A light purplish pink flowered form with no blotches. Kinpozan (580 m a.s.l.), Minamisatsuma-shi, Pref. Kagoshima. May
28, 2011.
Fig.43(middle right). Flower budded branches in autumn. Left; R. obtusum var. saikaiense. Is. Shimokoshikishima (Cultivated at Kagoshima-shi).
Right; R. austrokiusianum var. marunoi. Kinpozan (580 m a.s.l.). October 29, 2018.
Fig.44(lower left). R. obtusum (center, vivid reddish orange flowered) and R. austrokiusianum×R. obtusum (upper right, deep purplish pink flowered).
On volcanic ash. Yunohira (360 m a.s.l.), Sakurajima-cho, Kagoshima-shi, Pref. Kagoshima. April 13, 2003.
Fig.45(lower right). R. austrokiusianum×R. obtusum. A strong red flowered form with heavy blotches in R. austrokiusianum population. Kobadake
(650 m a.s.l.), Minamiohsumi-cho, Pref. Kagoshima. May 4, 2007.
図 40(上左)．ヒメサタツツジ．鹿児島市錫山．図 41(上右)．同．鹿児島市錫山．図 42(中左)．同．南さつま市金峰山．図 43(中右)．秋期
の着蕾した枝．サイカイツツジ(左，下甑島産を栽培)とヒメサタツツジ(右，南さつま市金峰山)．図 44(下左)．ヤマツツジ(中央)とヒメ
マルバサツキ×ヤマツツジ(右上)．鹿児島市桜島町湯之平．現地はヒメマルバサツキとヤマツツジが混生し，その比率は 2：1．図 45(下
右)．ヒメマルバサツキ×ヤマツツジ．南大隅町木場岳．
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Fig.46(upper left). R. austrokiusianum×R. obtusum. A vivid purplish red flowered form. Nomadake (570 m a.s.l.), Minamisatsuma -shi, Pref.
Kagoshima. Cultivated at Kagoshima-shi. April 27, 2011.
Fig.47(upper right). R. austrokiusianum×R. obtusum. A vivid purplish red flowered form. Ohnodake (450 m a.s.l.), Minamikyushu –shi, Pref.
Kagoshima. April 14, 2014.
Fig.48(middle left). R. austrokiusianum×R. obtusum. A deep purplish pink flowered form. Kobadake (650 m a.s.l.), Minamiohsumi –cho, Pref.
Kagoshima. Cultivated at Kagoshima-shi. April 23, 2011.
Fig.49(middle right). R. austrokiusianum var. marunoi×R. obtusum. A strong pink flowered form. Kinpozan (580 m a.s.l.), Minamisatsuma-shi, Pref.
Kagoshima. May 29, 2018.
Fig.50(lower left). R. eriocarpum×R. obtusum. A deep purplish pink flowered form with few blotches/6−7 stamens. Kaimondake (900 m a.s.l.),
Ibusuki-shi, Pref. Kagoshima. Cultivated at Kagoshima-shi. April 3, 2011.
Fig.51(lower right). R. eriocarpum×R. obtusum. A vivid reddish orange flowered form with 7−8 stamens. Ohnodake (450 m a.s.l.),
Minamikyushu–shi, Pref. Kagoshima. April 14, 2014.
図 46(上左)．ヒメマルバサツキ×ヤマツツジ．南さつま市野間岳産．鹿児島市で栽培．図 47(上右)．同．南九州市大野岳．図 48(中左)．
同．南大隅町木場岳産．鹿児島市で栽培．図 49(中右)．ヒメサタツツジ×ヤマツツジ．南さつま市金峰山．図 50(下左)．マルバサツキ
×ヤマツツジ．指宿市開聞岳産．鹿児島市で栽培．図 51(下右)．同．南九州市大野岳．
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Fig.52(upper left). R. eriocarpum×R. obtusum. A strong red flowered form with 7−10 stamens. Ohnodake (400 m a.s.l.), Minamikyushu–shi, Pref.
Kagoshima. Cultivated at Kagoshima-shi. April 23, 2011.
Fig.53(upper right). Flowered branches of wild azaleas collected in a day. Possibly derived from three species, large variations in the flower color and
size were seen. Ohnodake (450 m a.s.l.), Minamikyushu–shi, Pref. Kagoshima. April 14, 2014.
Fig.54(middle left). Habitat of wild azaleas. Ohnodake, Minamikyushu–shi, Pref. Kagoshima. April 14, 2014.
Fig.55(middle right). R. eriocarpum×R. obtusum var. tanegashimaense. A strong red flowered form with 7−10 stamens. Kukinaga (10 m a.s.l.), Is.
Tanegashima, Minamitane-cho, Pref. Kagoshima. June 2, 2018.
Fig.56(lower left). R. scabrum×R. obtusum. A strong red flowered form with 6−8 stamens. Sagayamadake (416 m a.s.l.), Makurazaki-shi, Pref.
Kagoshima. Cultivated at Kagoshima-shi. April 16, 2011.
Fig.57(lower right). Ditto. A vivid reddish orange flowered form with 7−8 stamens. Ohnodake (400 m a.s.l.), Minamikyushu-shi, Pref. Kagoshima.
Cultivated at Kagoshima-shi. April 10, 2011.
図 52(上左)．マルバサツキ×ヤマツツジ．南九州市大野岳産．鹿児島市で栽培．図 53(上右)．採集した自生ツツジの花枝．南九州市大
野岳．図 54(中左)．南九州市大野岳の自生地．図 55(中右)．マルバサツキ×タネガシマヤマツツジ．種子島南種子町茎永．図 56(下左)．
ケラマツツジ×ヤマツツジ．枕崎市下山岳．鹿児島市で栽培．図 57(下右)．同．南九州市大野岳．鹿児島市で栽培．
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Fig.58(upper left). R. scabrum×R. obtusum (center). A deep yellowish pink flowered form with 7−10 stamens in R. obtusum population. Youbo (80
m a.s.l.), Higashiichiki-cho, Hioki-shi, Pref. Kagoshima. April 12, 2002.
Fig.59(upper right). R. indicum×R. austrokiusianum var. marunoi. A cluster of plants clinging to the cliff is in bloom. Kinpozan (630 m a.s.l.),
Minamisatsuma-shi, Pref. Kagoshima. May 31, 2009.
Fig.60(lower left). Ditto. A deep pink flowered form. Kinpozan (630 m a.s.l.), Minamisatsuma-shi, Pref. Kagoshima. Cultivated at Kagoshima-shi.
May 15, 2018.
Fig.61(lower right). Ditto. A strong pink flowered form. Kinpozan (630 m a.s.l.), Minamisatsuma-shi, Pref. Kagoshima. Cultivated at Kagoshima-shi.
May 29, 2011.
図 58(上左)．ケラマツツジ×ヤマツツジ (写真中央)．ヤマツツジ集団中の 1 個体．日置市東市来町養母．図 59(上右)．サツキ×ヒメサタ
ツツジ．岩肌に張り着いた株立ち．南さつま市金峰山．図 60(下左)．同．南さつま市金峰山産．鹿児島市で栽培．図 61(下右)．同．南
さつま市金峰山産．鹿児島市で栽培．
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I 4 がく裂片長
図 6 にがく裂片長の散布図を示す。ヒメサタツツジは他
に比べてがく裂片が短い。
I 5 開花期
図 7 に開花期を示す。ヤマツツジ・ヒメマルバサツキは
4 月が中心で，6 月が中心のサイカイツツジ・タネガシマ
ヤマツツジとは開花期が重なることはない。なお，ヒメサ
タツツジは 5 月中旬開花の 1 個体しかサンプルがないが，
自生地で 5 月中旬−6 月上旬の開花を確認している。ヒメ
マルバサツキより遅い開花となる。
II 1 春葉の葉身長
図 8 に春葉の葉身長の散布図を示す。ヤマツツジのサン
プル数が少ないが，サイカイツツジとヒメサタツツジは小
さいといえよう。
II 2 春葉の葉身幅
図 9 に春葉の葉身幅の散布図を示す。葉身長と同様，サ
イカイツツジとヒメサタツツジは小さいようである。
II 3 春葉の葉身長と葉身幅の比
図 10 に春葉の葉身長と葉身幅の比の散布図を示す。ヒ
メサタツツジはやや丸葉であるといえよう。
II 4 春葉の葉柄長
図 11 に春葉の葉柄長の散布図を示す。ヒメサタツツジ
がより短いのは，小葉であることに同調したものであろう。
II 5 夏葉の葉身長
図 12 に夏葉の葉身長の散布図を示す。サイカイツツ
ジ・ヒメサタツツジは小さい。

ヤマツツジ，ヒメマルバサツキ，それらの雑種の自生地の
標高
図 18 に自生地の標高の散布図を示す。ヤマツツジは海
岸近くの低地より標高 1,000 m まで広く見られる。ヒメマ
ルバサツキも 60−940 m の間で見られる。しかし，ヒメマ
ルバサツキは通例は 350−400 m 以上の高標高地が主たる
自生地であり，火山の荒原が低標高地まで拡がる桜島や近
くの自生地から派生的に分布する指宿市は例外的と考え
る。両者の雑種と推定されるものは 450−705 m で得られ
ている。
自生地の地形−乾湿傾度
ツツジ類は一般に乾燥気味の痩せた土地に生えること
が多いが，種によって微妙にその立地が異なっていること
が知られている (例えば高田 1981)。そこで，Kessell (1979)
のモデル (地形−乾湿傾度 topographic-moisture complex
gradient) を改変した区分に評点を与えて分析を試みた。
すなわち，上木のある斜面 NE-N-E-NW 向き; 1, 上木のあ
る斜面 SE-W-S-SW 向き; 2, 開けた斜面 NE-N-E-NW 向き;
3, 開けた斜面 SE-W-S-SW 向き; 4, 上木のある尾根 NE-NE-NW 向き; 5, 上木のある尾根 SE-W-S-SW 向き; 6, 頂上;
7, 岩場 NE-N-E-NW 向き; 8, 岩場 SE-W-S-SW 向き; 9 の 9
段階で数値が大きいほど乾いた環境となる。
図 19 に結果を示す。全体では幅広い立地環境に生えて
いることがわかる。しかし，大多数が 4−9 のところであ
り，やはり乾燥気味の立地に多いことがわかる。ヒメサタ
ツツジは後述のように自生地が限られた岩場であり，他の
環境では発見されていない。
自生地の撹乱傾度
ツツジ類は遷移の初期段階で侵入・定着・繁茂すること
があり，本来の生育地からそうした環境へ進出する能力は
分類群によって異なることも予想される。そこで，撹乱傾
度を以下のように区分して評点を与えて分析した。裸地; 1,
原野(耕作地周辺/放牧跡地/道路法面を含む); 2, 回復過程
の若い低木林; 3, 古い二次林; 4, 原生的な自然林; 5 の 5 段
階で数字が小さいほど撹乱が強い環境になる。なお，「岩
場」は周囲の植生状況から判断して各区分に当てた。
結果を図 20 に示す。
「裸地」は崩壊地でヤマツツジの自
生が見られたがサンプリングができなかった。また，シラ
スの崖でもヤマツツジが普通に見られるが，同じくサンプ
リングできなかった。これらの事実を合わせると，ヤマツ
ツジは幅広い撹乱傾度に自生が見られることがわかる。し
かしよく見ると，「古い二次林」つまり発達した森林には
少なく，「原生的な自然林」とは尾根や山頂部の比較的明
るい低木林が中心である。サイカイツツジは普通でないが，
ヤマツツジと同様な環境で見ている。タネガシマヤマツツ
ジは耕作地周辺でよく見られ，急傾斜地の林縁にも生えて
いる。ヒメマルバサツキは「裸地」で見ないが，耕作地周
辺にはよく見られ，ヤマツツジと混生することも多い。ヒ
メサタツツジは岩場周辺の「古い二次林」までしか見られ
ない。

II 6 夏葉の葉身幅
図 13 に夏葉の葉身幅の散布図を示す。葉身長と同様，
サイカイツツジ・ヒメサタツツジは小さい。
II 7 夏葉の葉身長と葉身幅の比
図 14 に夏葉の葉身長と葉身幅の比の散布図を示す。葉
身の形に大きな違いは見られない。
II 8 夏葉の葉柄長
図 15 に夏葉の葉柄長の散布図を示す。サイカイツツ
ジ・ヒメサタツツジがより短いのは，小葉であることに同
調したものと思われる。
ヤマツツジの自生地の標高と花冠直径および夏葉の葉身
長の関係
ヤマツツジについては，標高 50−1,000 m 間の自生地で
得られた 48 個体を同一場所で栽培できたので，自生地の
標高と花・葉のサイズの関係を調べた。
図 16 に標高と花冠直径の関係を示す。相関係数は 0.31
であり，強い相関は認められなかった。図 17 に標高と夏
場の葉身長の関係を示す。相関係数は 0.35 であり，同じ
く強い相関は認められなかった。

分布図
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本県における分布を図 21 に示した。地図画像は鎌田輝
男作フリーソフトウェア「白地図 Ken Map (ver. 9.2)」で作
成した。

考

ではない。他にミヤマキリシマ R. kiusianum Makino とヤマ
ツツジの交雑集団に R. obtusum を当てる見解もある (横
川･堀田 1995; Yamazaki 1996)。しかし，キリシマにミヤマ
キリシマの形態形質は認められないのでこの扱いも適当
ではない。

察

結果をふまえて各分類群を考察してみたい。
キリシマ
(図 22)
キリシマは現在では栽培下でのみ知られているもので，
その来歴は宮澤 (1918) に詳しく，正保年間 (1645−1648)
薩摩の霧島山から大坂へ入ったとの記録が紹介されてい
る。この個体は 4 月中旬咲き (鹿児島市) で花冠裂片が細
く，やや痩せた感じがするが，濃赤色の花色で際立ってお
り園芸的に極めて優れたものである。
キリシマとヤマツツジの関係については，古く霧島山系
を踏査した宮澤 (1918, 1940) が述べているように，ヤマ
ツツジより出たものとする見解があり，初島 (1996)，国
重 (2002) および小林ら (2003a) も同様な意見である。
キリシマと本県本土のヤマツツジを比較すると，高地に
産する型 (葉が常緑で先が丸く小型のもの) とは花色の
鮮明さ以外で区別することは困難である。今回の分析結果
でもヤマツツジ集団中に位置づけられた (図 1, 2)。
Azalea obtusa Lindley (1846) は茶樹の中国からインドへ
の導入で著名な園芸植物探検家 Robert Fortune が 1844 年に
中国上海近郊にある園芸商から入手したもので，生植物を
英国に送り開花したものが Botanical Register (1846) に図
示されている。Chamberlain and Rae (1990) によるとこの図
が type である。Fortune 自身による旅行記によれば，上海
での様子を 家屋の前には日本産の植物を満載した 3，5
個の台があって，その老人は良いコレクションを持ってい
た。(中略) Azalea obtusa，そしてその半八重の花のいくつ
かの品種は満開で，中国人に高く評価されていた。この種
の花色は英国で見たものよりはるかに鮮明で見事だった
(Fortune 1852，筆者訳) とあり，さらに，後日来日の際は
最も見事な赤色の花の，Azalea obtusa は原産地で際立っ
ていた。私はこの種を数年前中国の庭園で見つけたが，疑
いもなくその本拠地は日本で，その鮮明な色を完全に出す
には東洋の明るい日光を必要としている (Fortune 1863，
筆者訳) とある。つまり，1844 年時点で既に中国で販売さ
れていた日本産の赤い花色のツツジであり，brilliant，
dazzling といった形容詞を重ねて使うほどの花色であるこ
とから，これがキリシマであることは疑いない。したがっ
て組み替えた Rhododendron obtusum (Lindl.) Planch.がキリ
シマの正しい学名である。
なお，R. obtusum をクルメツツジを含む園芸品種群にま
で拡げて当てる見解もある (Chamberlain and Rae 1990;
Yamazaki 1993)。しかし，クルメツツジは既に江戸末期に
は実生により二百種以上の品種が作出されていたが，幕末
までは趣味家グループ内での栽培･保有に留まっていたと
されている (赤司 1934)。したがって，Fortune の中国での
収集品がクルメツツジである可能性はなく，クルメツツジ
の実生親としてキリシマあるいはキリシマツツジ (江戸
期に選抜されていたキリシマに類似する一群の総称，宮澤
1918, 1940) との血縁関係が認められたとしても (小林ら
2003a)，1 個体に命名された R. obtusum を当てるのは適当
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ヤマツツジ
(図 21B-1･B-2, 23−27)
本県本土では海岸近くから標高 1,100 m ぐらいまでに分
布する最も普通種。林縁や耕作地の周辺，道路法面など植
生の回復過程にある場所でよく見られ，発達した常緑広葉
樹林内では少ないが，尾根筋の落葉樹を交えるところでは
高さ 3 m 以上のものがある。
最終氷期最盛期 (LGM, 21 ka) 以降に常緑広葉樹林が分
布を拡げると，尾根筋の岩角地や土地の撹乱を受けやすい
急傾斜地，さらに高地の落葉広葉樹林に分布は限られたと
考えられる。しかし，九州南部地域は火山活動が盛んであ
り，過去 3 万年以降に限っても姶良カルデラ起源の妻屋火
砕流 (A-Tm) と入戸火砕流 (A-Ito) (26−29 ka)，鬼界カル
デラ起源の幸屋火砕流 (K-Ky, 7.3 ka) は大規模な活動で
あり (町田･新井 2003)，少なくとも低地はこれらの火砕流
により破滅的な打撃を受け，常緑広葉樹林の生残に大きな
影響があったとされている (杉山 1999, 2002)。このような
火山活動による撹乱はむしろその後のヤマツツジの分布
拡大に良好な環境を与えたと推察される。
本県本土のヤマツツジは常緑性が強い (横川･堀田
1995; 堀田 2003b)。特に高地の個体は葉先が丸く，新葉の
展開より先に開花する傾向が認められる (宮島ら 2000)。
この高地の型を南九州型 (southern Kyushu type) と呼んで
おく。前述のように，南九州型のヤマツツジとキリシマを
分類学的に区別するのは困難である。低地のヤマツツジは
常緑性が強いが，葉がやや大きく，新葉の展開と開花が同
調する傾向が見られる。
低地のヤマツツジは上述の火砕流を中心とした火山活
動後に生残した南九州型の集団が急速に分布を拡大する
過程で生じたものと思われ，新葉の展開が早いのは長い生
育期間に適応的な性質であろう。
サイカイツツジ
(図 21C, 28−30)
山崎がキリシマの変種として記載したもので，下甑島
瀬々野浦を基準産地とする (Yamazaki 1993)。同氏は長崎
県五島列島も産地としてあげており，これは牧野の「マル
バサツキ」の産地でもある (Makino 1910; 牧野 1917)。初
島 (1958) が整理するまで甑列島産も五島列島産と同じ
く「マルバサツキ」として扱われていた (例えば土井 1931)。
甑島では上甑島･中甑島･下甑島に産する。海岸近くの風
衝地，山地の急傾斜地，痩せた放牧地などに見られるが，
本県本土のヤマツツジのように普通ではない。
開花期は 5 月下旬−6 月で新葉展開後である。葉は小型，
枝は横方向へ伸びる。
この植物は亜熱帯性植物でないことから中西 (1996,
2015)の定義する「九州西廻り分布植物」に含まれないが，
同氏が分布の成因としてあげている氷期に存在した陸塊
が refugia として出発点となったという考えにはあてはま
る。九州西部地域に分布する植物には亜熱帯系･大陸系･
暖温帯系のものが混在しており，寒冷期の気候条件を考慮
すると，亜熱帯系のものよりむしろ大陸系や暖温帯系のも
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のの方が refugia による説明に当てはまりがよいように思
う。サイカイツツジはヒメミツバツツジ R. nudipes var.
nagasakianum Yamaz. (九州本土以外では五島列島と下甑
島に分布) と同じく九州本土に由来する暖温帯系のもの
とみられる。
タネガシマヤマツツジ
(図 21D, 31−34)
堀田がヤマツツジの変種として名付けたもので正式に
記載されていない (堀田 2003a)。
種子島に産し，特に南東部の茎永層群 (新第三紀中新世
の砂岩･泥岩･礫岩) の地域に点々と見られる。KAG には
西之表市現和西俣産の標本 (大内山茂樹 s. n.) があり，も
う少し北まで分布しているようである。
種子島では風衝地であってもウバメガシ･シャリンバ
イ･マルバニッケイ･トベラ･ハマビワなどが密生する林分
やリュウキュウチク林分が成立しており，ツツジ類の侵入
定着には厳しい生態環境となっている。そのため，表層土
が剥落した急斜面の林縁を中心に，刈り払いが行われる耕
作地周辺の道路法面などに生育地は限られている。
開花期は 6 月 (5 月下旬−7 月上旬) で最も遅く，新葉
の展開後である。
サタツツジ
佐多を基準産地とするもので，中井 (Nakai 1949) によ
り記載された。Type は TNS には見つからないとのことで
ある (Ebihara and Miyashita 2008)。
記載文によれば， Corolla rubro-coccinea vel sanguineorubra (花冠は赤緋色または帯血色赤色)， Folia hornotia
vernalia oblonga vel late obovate apice acuta rarius
obtusiuscula 24−61 mm longa 11−27 mm lata (春葉は長楕
円形または広倒卵形，鋭頭まれにやや鈍頭，長さ 24−61
mm，幅 11−27 mm)，4 月 16 日 (採集) とあり，ヤマツツ
ジと区別できない (初島 1996)。
問題は初島が (中井の記載より 3 か月遅い) 自身記載の
ヒメマルバサツキ R. austrokiusianum (Hatusima 1949) をサ
タツツジの synonym として扱ったことが混乱の一因とな
ってきたことである (初島 1953, 1958, 1971)。しかし，最
終的に同氏はその扱いを訂正している (初島 1996, 2004)。
現在では一般にヒメマルバサツキと同所に生える南九
州型のヤマツツジ，さらに両種間の交雑集団を合わせて
サタツツジ と呼んでいる。
なお，今後の サタツツジ の和名の扱いについて「お
わりに」で提唱した。
ヒメマルバサツキ
(図 21B-1･B-2, 35−38)
鹿児島高等農林学校で栽培されていた，同校伊豆直吉教
授が大正 2 年 10 月桜島山頂で採集の個体を type とするも
ので，上述のようにサタツツジの synonym として扱われ
てきた。
薩摩･大隅両半島の中部以南の高地 (350−950 m) を中
心に分布する。例外的に桜島では火山の荒原により低地ま
で進出し，また指宿市では標高 60 m くらいの耕作地周辺
に派生的に見られる。
分布のかたちから見て，南九州型のヤマツツジより先に
展開していたもので，幸屋火砕流 (7.3 ka) や池田カルデ
ラの活動 (6.4 ka，稲倉ら 2014) による常緑広葉樹林の破

壊や人為的撹乱により分布域を拡大したヤマツツジから
の強い浸透交雑 (introgressive hybridization, Anderson 1949)
を受けている。
本県の自生ツツジ類の交雑については，屋久島における
マルバサツキとサツキ R. indicum Sweet (Tagane et al. 2008)
および霧島山系におけるミヤマキリシマとヤマツツジ
(Sakata et al. 1993; 横川･堀田 1995; Kobayashi et al. 2000;
Kobayashi et al. 2007) の組み合わせでの研究がある。これ
らの例では母種は固有の niche をそれぞれ持っており，分
布が接する地域での交雑は起こっていても，種そのものが
融合して失われることは考えられない。
ここで，ヒメマルバサツキとヤマツツジの niche を比べ
ると，前者はやや高標高地の 暖温帯尾根筋 (高田 1981)
が中心で二次的に撹乱を受けたところにも進出している。
後者は上述のように人為的撹乱を受けたところが量的な
中心で，安定した環境では明るい尾根筋の林分や土壌の薄
い急傾斜地などが本来の自生地である。
しかし両者の niche に大きな相違はなく，開花期もほぼ
同時期であるため，撹乱により各所で容易に自然交雑が起
こっている。撹乱の要因として，火山活動 (桜島)，森林
伐採 (辻岳)，放牧 (高峠･大中尾･千貫平)，公園造成 (高
峠 (国重 1982)･大野岳･千貫平) があげられる。むしろ撹
乱を受けたところが多数の自生株が見られる場所として
一般に知られており，こうしたところでは園芸ツツジの人
為的植栽も遺伝子汚染につながる恐れがある。
稲尾岳や野首岳の尾根筋のようにヤマツツジが見られ
ないところを除くと，大多数の自生地が交雑集団 (hybrid
swarm) 化しつつあり，将来的には純粋な系統の存続が危
惧される。
なお，今後の和名の扱いについて「おわりに」で提唱し
た。
ヒメサタツツジ
(図 21B-2, 39−43)
ヒメマルバサツキの変種として新しく記載するもので，
南さつま市金峰町金峰山 (480−590 m a.s.l.) および鹿児
島市下福元町錫山 (450−470 m a.s.l.) の砂質ホルンフェ
ルスの岩場に少数の集団が見られる。
開花期は 5 月中旬−6 月上旬で，同所で栽培すると基本
変種より 3 週間以上遅い。花は桃紫色小輪で花冠内側のブ
ロッチは少ないか，時にない。葉は小型で枝も横張性が強
い。ヤマツツジとの交雑品が見られる。
さし木や実生によって栽培しても上記の性質は変化し
ないので遺伝的に固定したものである。
和名は姫性のサタツツジの意で，変種名は本県のフロラ
の解明に大きな貢献をされている丸野勝敏氏を記念する。
分類上の取り扱いは以下が適当である。
Taxonomic treatment
Rhododendron obtusum (Lindl.) Planch.
Planchon in Flore des Serres 9: 80 (1853)
Azalea obtusa Lindley in Bot. Reg. 32: t. 37 (1846)
R. kaempferi Planch. in Flore des Serres 9: 77 (1853)
R. sataense Nakai in Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo 27: 33−34
(1949)
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Locality: Pref. Kagoshima proper (Endemic, two mountain tops
of Satsuma Peninsula).
Habitat: Rocky ridge. 450−590 m a.s.l.
Note: This new variety differs from var. austrokiusianum by
smaller flowers, smaller leathery leaves and later flowering.

Var. obtusum
[Figs.21B-1･B-2, 22−27]
Jap. Nam. ‘Yama-tsutsuji’ (‘Kirishima’ named for a selected
form) ヤマツツジ (キリシマ)
Locality: Pref. Kagoshima proper.
Habitat: Open sunny place (Early phase of secondary growth
forest; margin of the farm land; road-cut side). 20−1,100 m
a.s.l.

自然交雑種
自生地では (推定) 雑種が見られる。自生品どうしの交
雑だけでなく，栽培品との交雑も推定される。はっきりし
ている組み合わせのみを取り上げる。

Var. saikaiense Yamazaki
[Figs.21C, 28−30]
Yamazaki in Fl. Jap. 3a: 28 (1993)
Jap. Nam. ‘Saikai-tsutsuji’ (サイカイツツジ)
Locality: Isls. Koshikishima.
Habitat: Open sunny place near the sea. 20−450 m a.s.l.

R. austrokiusianum Hatus. × R. obtusum Planch.
ヒメマルバサツキ×ヤマツツジ
(図 21B-1･B-2, 44−48)
上述のようにヒメマルバサツキのほとんどの産地で見
られる。
鹿児島市桜島，鹿児島市錫山，南九州市熊ヶ谷，南九州市
大野岳，南さつま市野間岳，垂水市高峠，南大隅町辻岳，
南大隅町野首岳，南大隅町木場岳，南大隅町大中尾

Var. tanegashimaense (M. Hotta) ex Niihara, var. nov.
[Figs.21D, 31−34]
R. kaempferi var. tanegashimaense M. Hotta, nom. nud. in
Kagoshima-ken Red Data Book, 202 (2003)
Evergreen shrubs 0.5−2 m tall. Spring leaves; petiole 2−4
mm long, blade chartaceous, elliptic or oblong, 2−4 cm long,
1−2 cm wide. Summer leaves; petiole 2−5 mm long, blade
thick chartaceous, elliptic or obovate, 2−3 cm long, 1−1.5 cm
wide. Flowers late May to early July. Corolla red, 4.5−7 cm
across.
Type: Japan, Pref. Kagoshima, Kumage-gun, Minamitane-cho,
Nishino (Elev. 15 m). June 2, 2018. Shuichi Niihara, s. n.
(Typus−KAG).
Jap. Nam. ‘Tanegashima-yama-tsutsuji’ (タネガシマヤマツ
ツジ)
Locality: Is. Tanegashima (Endemic).
Habitat: Open sunny place near the sea. 10−90 m a.s.l.
Note: This new variety differs from var. obtusum by larger
flowers and later flowering and it differs from var. saikaiense
by larger flowers and larger summer leaves.

R. austrokiusianum var. marunoi Niihara × R. obtusum
Planch.
ヒメサタツツジ×ヤマツツジ
(図 21B-2, 49)
春葉の葉柄長 2 mm, 葉身は楕円形, 葉身長 2.7 cm, 葉身
幅 1.3 cm, 花径 3.5 cm, RHSCC#48C = strong pink, 開花期
5 月下旬。
ヒメサタツツジの自生集団にはヤマツツジが侵入して
おり，雑種が見られる。ヒメマルバサツキ×ヤマツツジの
雑種に比べてやや小型であり，開花期が遅い点以外はよく
似ている。
鹿児島市錫山，南さつま市金峰山
R. eriocarpum Nakai × R. obtusum Planch.
マルバサツキ×ヤマツツジ
(図 21B-2, 50−52)
春葉の葉柄長 3−4 mm, 葉身は楕円形, 葉身長 2.3−2.8
cm, 葉身幅 1−1.3 cm, 夏葉の葉柄長 2−5 mm, 葉身は楕
円形または倒卵形, 葉身長 1.5−2.2 cm, 葉身幅 0.6−1 cm,
花径 2.9−3.8 cm, , RHSCC#41B−73A = strong red−deep
purplish pink, 雄しべ数 5−7 から 8−10, 開花期 4 月上旬−
下旬。
開聞岳山頂部 (922 m a.s.l.) のマルバサツキ集団付近に
見られる。また，大野岳山頂部 (468 m a.s.l.) では現在マ
ルバサツキは見られないが，その雑種後代と推定される個
体が見られる。
南九州市大野岳，指宿市開聞岳 (Sakata et al. 1991)

R. austrokiusianum Hatusima
Hatusima in J. Jpn. Bot. 24: 81-82 (1949)
Var. austrokiusianum
[Figs.21B-1･B-2, 35−38]
Jap. Nam. ‘Hime-maruba-satsuki’* (ヒメマルバサツキ)
Locality: Pref. Kagoshima proper (Endemic, restricted area of
southern part of Satsuma and Ohsumi Peninsulas).
Habitat: Wind swept low bush near the ridge, open rocky site.
(60−) 350−950 m a.s.l.
*The author highly recommends the use of ‘Sata-tsutsuji’.
(サタツツジ)
Var. marunoi Niihara, var. nov.
[Figs.21B-2, 39−43]
Semi-evergreen low shrubs 0.2−1 m tall. Spring leaves;
petiole 1−2 mm long, blade thick chartaceous, elliptic or ovate,
1.5−2.5 cm long, 0.5−1.5 cm wide. Summer leaves; petiole
1.5−3 mm long, blade coriaceous, elliptic or obovate, 1−2 cm
long, 0.5−1 cm wide. Flowers middle May to early June.
Corolla purplish pink, 2.5−3.5 cm across.
Type: Japan, Pref. Kagoshima, Minamisatsuma-shi, Kinpo-cho,
Kinpozan (Elev. 580 m). May 15, 2011. Shuichi Niihara, s. n.
(Typus−KAG).
Jap. Nam. ‘Hime-sata-tsutsuji’ (ヒメサタツツジ)

- 50 -

R. eriocarpum Nakai × R. obtusum var. tanegashimaense
Niihara
マルバサツキ×タネガシマヤマツツジ
(図 21D, 55)
春葉の葉柄長 3 mm, 葉身は楕円形, 葉身長 2.7 cm, 葉身
幅 1.2 cm, 夏葉の葉柄長 3 mm, 葉身は倒卵形または楕円
形, 葉身長 2.5 cm, 葉身幅 1.1 cm, 花径 5.8 cm,
RHSCC#41B = strong red, 雄しべ数 7−10, 開花期 6 月上旬。
マルバサツキとタネガシマヤマツツジの混生地に見ら
れる。開花期がほぼ重なっていることから交雑しやすいも
のと思われる。現地で 6 月上旬タネガシマヤマツツジに訪
花したミヤマカラスアゲハ Papilio maackii Menetries とモ
ンキアゲハ P. helenus nicconicolens Butler を観察した。
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南種子町茎永

おわりに

R. kiusianum Mak. × R. obtusum Planch.
ミヤマキリシマ×ヤマツツジ
(図 21B-1)
霧島山系の中腹 (800−1,000 m a.s.l.)，特に道路沿いの林
縁でよく目にする。
本雑種は古くから知られているもので，近年は花の色素
成分や DNA 型についても詳細に調査されている。
霧島山系 (国重･田村 1961; Sakata et al. 1993; 横川･堀田
1995; Kobayashi et al. 2000; 小林ら 2003b; Kobayashi et al.
2007)
R. scabrum G. Don (or R.×pulchrum Sweet?) × R. obtusum
Planch.
ケラマツツジ (あるいはヒラドツツジ？)×ヤマツツジ
(図 56−58)
春葉の葉柄長 3−4 mm, 葉身は楕円形, 葉身長 3.3−5.4
cm, 葉身幅 1.3−2.4 cm, 夏葉の葉柄長 4−7 mm, 葉身は楕
円形または倒卵形, 葉身長 2.1−3.4 cm, 葉身幅 0.8−1.5
cm, 花径 4.3−6.3 cm, RHSCC#41B−52C = strong red−
deep pink, 雄しべ数 6−8 から 10, 開花期 4 月上旬−5 月
上旬。
集落近くのヤマツツジ集団中に，ヤマツツジより大輪で
がく片や葉も大きい個体が見られ，植栽されたケラマツツ
ジ R. scabrum G. Don (あるいはヒラドツツジ) との雑種と
推定される。また，枕崎市下山岳 (416 m a.s.l.)，指宿市鬼
門平 (307 m a.s.l.) および南九州市頴娃町大野岳 (468 m
a.s.l.) の山頂部で採種・育成した個体もこの形質を示した。
吹き上げにより訪花が観察されるミヤマカラスアゲハや
ジャコウアゲハ Byasa alcinous (Klug)などの昆虫による媒
介が原因と考えている。
本雑種は山崎により紹介され，ケラマヤマツツジの和名
がある (Yamazaki 1996)。
日置市東市来町養母，南さつま市大坂，南さつま市万世
(Yamazaki 1996)，枕崎市下山岳，南九州市大野岳，指宿市
鬼門平

和名については，上述のように，中井氏のサタツツジ
(Nakai 1949) をヤマツツジとすると現在一般に認識され
ているサタツツジはヒメマルバサツキということになる
(初島 1996)。
学名については正しいものを使用せざるを得ないが，以
下の状況を考慮してヒメマルバサツキに対しては今後も
サタツツジの和名を使用することを提唱したい。理由とし
ては，1．サタツツジが半世紀以上に渡って広く一般に浸
透してきた和名であること，2．マルバサツキよりもヤマ
ツツジに近いものと思われ，ヒメマルバサツキの名は適当
とはいえないこと，3．ヒメマルバサツキは佐多 (現南大
隅町) にも高地を中心に自生地が存在することである。大
方の賛同が得られれば幸いである。
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