
  
  スギ花粉等の飛散実態調査

  誌名 研究報告
ISSN 18821855
著者名 生沢,均
発行元 沖縄県森林資源研究センター
巻/号 50号
掲載ページ p. 1-5
発行年月 2008年

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



スギ花粉等の飛散実態調査

1 .はじめに

沖縄県の観光は、最も競争力を有する産業

分野として、また、製造業や農林水産業をは

じめとする他産業への波及効果が大きい総合

産業として位置づけられている O

さらに、第2次沖縄観光振興計画(平成17

年~19年度)では、 「多様なニーズに対応し

た通年・滞在型の質の高い観光・リゾート地

の形成Jに向けた取り組みを推進していくこ

ととしている。通年.i帯夜型の質の高い観光・

リゾート地の形成において、スギの天然分布

がないことから、日本列島で起こる毎年2月

から 4丹のスギ花粉症の退避地としての魅力

も商品化できる優位性を備えている。

しかしながら、本県でもわずかながらスギ

造林地があることから、スギ花粉の飛散によ

る影響が懸念される。このため、スギ花粉症

の退避地として質の高い観光・リゾート地の

形成を行うため、本島でのスギ花粉の飛散の

実態を明らかにし、その危険性について評価

をすることが求められている。

そこで、スギ花粉をはじめ、冬季において

飛散している花粉の実態調査をしたので報告

する。

2. 研究の方法

1)スギ林の資源量

写真 lに大宜味村押JIIのスギ林分と雄花

の状況を示す。

本島内のスギ資源量の把握のため沖縄県の

森林簿から北部地域、中南部地域のスギ林を

抽出した。このうち、比較的まとまったスギ

林分の大宜味村押JII、今帰仁村呉我の 2笛所

において毎木調査を実施した。
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写真一 1 大宜昧押出のスギ林及びスギの雄花

2 )雄花生産量の調査

雄花の生産時期及び量を把握するため、大

宜味村内のスギ林及び今帰仁村のスギ林内に

大きさO.16m2のコンテナを設霞し、落下す

る雄花や種子を採取した。コンテナの閉収は、

平成19年度は11丹上旬から調査を実施し、落

下した雄花や撞子の回収は、花粉の飛散調査

と向時(スギ花粉の飛散が多いと予想、できる

期間は 2日毎、その他の時期は 1週間毎)に

実施し、乾燥後計測した。

3 )花粉の飛散調査

表 1、2及び写真 2に、本島一円の花

粉飛散調査地の花粉捕集器の設寵場所を示す。

花粉の飛散調査は、まず本島一円の飛散実

態を抱擁するため、スギ造林地が分布してい

る国頭村をはじめ多野岳山頂や名護帯内にあ

る森林資源、研究センター構内、観光地に隣接

した県民の森、南部の南風原町に位置する南

部林業事務所の屋上に設置した。

花粉飛散の観測には、ダーラム型花粉捕集

器を用いた。ダーラム型花粉捕集器は、自然

に落下してくる花粉を白色ワセリンで薄く塗っ

たスライドグラスの捕集面に付着させて捕集

するもので、取り扱いが簡単で機器が安価な

ことから最も普及している捕集器である O

この捕集器は、発生源から風に運ばれて飛

来した花粉について自然落下により捕集する
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ものであるため、周辺の構造物から影響を受

けないよう考慮し、聞けた箇所に設置した。

なお、調査は、平成18年11月中旬から実施

した。調査は 2週間毎に、スライドグラスを

交換し、スライドグラスに付着した花粉をG

Vグリセリンゼリーで着色し、実態顕微鏡で

任意の 1cm
2に付着した花粉の種類と数をカ

ウントした。

平成19年度は、本島北部を中心に花粉の飛

散実態、を把握するため、多野岳山頂や霞頭村

森林組合内、琉球大学与那フィールド及び大

宜味村内のスギ林、今帰仁村内のスギ林から

の飛散分布を検討するため、距離別に花粉捕

集器を配置した。

調査は、平成19年度は11月上旬から実施し、

花粉の回収は、飛散が多いと予想、できる期間

は2日毎、その他の時期は l週間毎に実施し

た。

調査地

写真一 3に、ダーラム型花粉捕集器及ぴ簡

易型の捕集器を示す。

花粉飛散の観測には、従来から用いられて

いるダーラム型花粉捕集器と、簡易型の捕集

器を考案し設置した。

簡易型では、直径28cmの周囲が開放した

カコゃに藍径5.3cmのアルミ箔をダーラム型の

高さと併せてスポンジ上に固定し、落下した

花粉を計測した。なお、ダーラム型捕集器と

簡易型の播集器の採取量がよじ較できるようダー

ラム型にはアルミ箔も併用した。

花粉の計測は、回収したスライドグラス及

び捕集器に付着している花粉をGVグリセリ

ンゼリーで着色し、実態顕微鏡で任意の1crrf

に付着した花粉の種類と数をカウントした。

所在地

琉球大学(亜熱帯フィールド科学教育研究センター与那フィールド) 国頭村与那

多野岳山頂 名護市仲尾次

森林資源研究センター構内 名護市大中

県民の森施設内 思納村熱田

南部林業事務所 南風原町新)11

表一 1 花粉捕集器設置位置(平成18年度)

調 地 所在地 備考

琉球大学(亜熱帯フィールド科学教育研究センター与那フィールド) 国頭村与那 言語。

菌頭村内イヌマキ造林地 田頭村辺野喜県有林内 争O

国頭村森林組合施設内 国頭村与那 毒事O

多野岳山頂 名護市仲尾次 毒事O

大宜味村内スギ林(林内) 大宜味村押)11 塁審O

向上(スギ 向上 O 

同上(スギ林から 30 0 m) 向上 O 

大宜味村石山公園(スギ林から約 1km) 向上 O 

今帰仁村内スギ林(林内) 今帰仁村呉我 O 

向上(スギ林から 100 m) 同上 O 

向上(スギ林から 60 0 m) 向上 O 

表-2 花粉捕集器設置位置(平成19年度) 震設はダーラム型補集器 Oは簡易型檎集器

-2-



3.結果及び考察

1 )スギ林の資源量

表-3に、スギの資源量を示す。本島内の

スギ林は、総面積で225ha、 は約33，000

m3と推定される O また、スギ林の平均面積

は0.94haとそれぞれの造林面積は小さい。

図-1に、スギ林の面積関箇所数を示す。

本島内のスギ林は、 1 ha未満の面積が全体

の 77. 6 %となっている O

市開プヰすお 室主再庁室生 総酒税(ha) 平均額綴(ha)

隠霊頁キ7 94 104.98 1. ~2 

大玄時半す 56 86.44 工 54

:b幾市 81 31.94 0.39 

今問ニキ寸 l 1.00 1. 00 

本部町 2 0.86 0.43 

中部t) 7 0.16 。辛口2

書f 24~ 225.39 0.94 

中部*)ゴヒ毛河口、 在吉原町6

写真一2 謡査役霞屈

写真一 3 花粉捕集器
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図-1 スギ林の面積別の笛所数

総村宅資(m3) 平均材綴〈恕3) 平均林令{年)

8，524.53 90.69 34.~ 

工8，283.49 326.49 5口 B

5，852.口2 72.25 46.3 

224.0口 30.00 30.0 

77.34 38.67 27.0 

7.8口 工予 11 16.57 

32，969.18 工36.80 34.~4 

表-3 スギ林の資源量
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2 )雄花生産量の調査

表-4に、雄花の落下調査を実施した林分

の毎木調査結果を示す。

毎木調査の結果は、大宜味村の林分では、

立木本数2，400本jhaで、平均直径約20cm、

平均樹高16mでほほ収穫が可能な良好な林分

である O 今帰仁村の林分は、立木本数1， 000 

本jhaで、平均車窪21c m、平均樹高11mと

なっているが、アカギ、ムクイヌピワ等の広

葉樹も多く侵入しており手入れ不足な林分と

なっている。

図… 2に、雄花の落下の推移を、図-3に、

林令と雄花生産量の比較結果を示す。

雄花生産量の調査結果は、 トラップが小さ

く良好な結果とは言えないが、 11丹下旬から

採取され、 4月まで落下が見られる O また、

は、今帰仁村では約100kgjha、大宜

味村で!ま約200kgjhaで、関東地域のスギ林

データと比較すると小さい結果となった。

3)花粉の飛散調査

図-4に、本島一円の花粉飛散実態調査地

(平成18年度)の調査結果を示す。

本島一円の花粉飛散実態調査では、調査期

開中ハンノキ、リュウキュウマツ、モクマオ

重
量

表-4 スギ調査林分の毎木調査結果

(g) 

2.00 

1.00 

0.50 

0.00 

".f，/ "，fJ"~.\l，，，f\1 ，，' ，，'T ，，? ~戸"lJ t)議題

図-2 雄花の落下の推移 (0.16m2
)

ウに類似した花粉が捕集されたが、スギ花粉

は採取できなかった。モクマオウ花粉につい

ては、粒径も小さく判別は国難であった。ま

た、 2週間の測定期間では、降雨によりワセ

リンが流されてしまうこともあり、花粉が捕

集されていないこともあった。

スギ花粉の飛散については、今帰仁村の造

林地での花粉の成熟程度を観察し、当該時期

の捕集器の回収したスライドグラスの花粉を

注意深く観察したが見られなかったO

図 5に、本島北部の花粉飛散実態調査

(平成19年度)の結果を示す。

平成19年度では、本島北部を中心に花粉の

飛散実態調査を実施したO 調査の結果、ダー

ラム式を設置している調査地のうち、大宜味

のスギ林内でかなりの量を捕集できた。また、

琉球大学与那演習林内や森林組合でもわずか

ながら捕集できた。スギ林内では、 12月上旬

に約10個jcぱを観測した。しかし、主に捕集

されるものは、ハンノキで、最大約100傭jcm"

が12月 5日に観測された。また、辺野喜のイ

ヌマキ造林地では、 3月上旬にリュウキュウ

マツの花粉が約100個jcm2
観測されている。

図… 6に、簡易型花粉捕集器を用いたスギ

林内からの距離別の捕集量を示す。

簡易型花粉捕集器を用いたスギ花粉の飛散

結果は、今帰仁村スギ林内では、 12月5日に

最大値の18個jc m
2
を観測し、 2月18日まで

捕集されたO しかし、多の観測地点でも最大

2倍jc m
2
を観測した程度である。

(kg/ha) 
1200 

1000 

800 

i議ぷ 600 

400 

200 

O 

4-

。 20 40 言。

図-3 林令と雄花生産量の比較
(関東地域のスギ 2) との比較)
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圏一4 本島一円の飛散実態調査結果(平成18年度)

悶-5 本島一円の飛散実態調査結果(平成19年度)

図 6笥嘉聖花粉構築器を用いたスギ林内からの距離闘の捕集量
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留一 7 夕、ーラム型と鰭易型との比較

図-7に、ダーラム型と簡易型の花粉捕集

量の詑較結果を示す。

ダーラム型と簡易型の花粉捕集量の比較を

行った結果、両者にはY=0.3487X(r =0.8 

6)の関係がみられた。この結果からすると、

簡易型の捕集量はダーラム式に比較し約 4割

程度の捕集量になっている。しかしながら、

スギ花粉は林内から距離が離れると飛散量は

極めて少ないことが伺える。

神戸、豊岡におけるスギ花粉飛散の状況と

今回の比較すると、飛散時期は、 2丹上旬か

ら始まり、 4月まで見られるのに対し、本県

では11月下旬から 2月上旬までと、ほほ本土

の飛散時期には飛散が終了している O また、

神戸の市街地では最大約500個/c m
2
程度の

飛散が見られるが、本県では林内でも20個/

c m
2
程度の結果となっている O このことは、

スギ林の資源量が大きく異なっており、花粉

の生産量も大きく異なっていること、本県の

スギ林はあまり生育状況が良好でなく、林分

そのものの花粉生産力も小さいものと推察す

るO

図-8 神戸(豊岡)でのスギ花粉の飛散

写真一 4
主要な花粉写真

(ハンノキ、スギ、 1)ュウキュウマツ、イヌマキ、モクマオウ)

(引用文献)
1 ) 第 2 次沖縄観光振興計画(平成17年~19年度) :沖縄県
2 ) スギ花粉動態調査:平成2年、 PP118 林野庁

3 ) 島田操ら:日本花粉学会2004

「「
U

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

