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資料

スギ集団葉枯症に関する知見および文献目録

東正志・臼井腸介

森林環境部

はじめに

スギ集出葉枯症は，宮崎県をはじめとして九州各地で

確認されているスギの葉枯性症状であり，近年各研究機

関で原田解明に向けた取り組みが行われているところで

ある。

鹿児島県内においては，現在数カ所の被害が確認され

ているのみであるが，他県田様スギ造林地を多く有する

本県においても，今後被害の拡大が懸念され，その原因

と対策について調査研究を行っていく必婆がある。

そこで今回，今後の諦査研究を進めるにあたり，これ

までに発表された研究報告について資料を収集し内容を

整理したので報告する。

なお，文献の収集については，主に各研究報告誌や学

会誌並びにウェブサイトの検索により行った。見落とし

た文献もあると思われるが，それらについては今後の報

告の中で、あわせて行っていきたい。

スギ集閉葉結症の特徴

スギ集団葉枯症は九州各地に発生しているスギの衰退

現象で，梢端から 1~2m下部の 2 年生葉が枯れ落ち，

葉議が少なくなるため，樹幹上部が透けて見えるように

なる(写真一 1， 2)。

特に新年葉が成長する 4月以降は被害葉とのコントラ

ストがあるために被害木の判断がつきやすい(讃井・黒

木 2004，2007，黒木ら 2005)。

樹冠形状が尖鋭で成長の旺盛な個体に多く(讃井・

木 2004，今矢ら 2005)，数年にわたり被害を受けると

稀に枯死することもあるとされているが，この葉枯によ

る短期間での枯損は少ないとされている(讃井・

2004， 2007，黒木ら 2005，横尾・前回 2009)。

スギ集鴎葉枯症の発生地域

スギ集団葉枯症は 1998年に宮崎県で初めて発症が確

認されてから多くの発症が確認され，現在は九州各地で

報告されている(図 1)。鹿児島県内で発症が確認さ

れているのは数カ所である。

スギ集屈葉枯症の謀因について

①病警からの検討について

発見された当時は，葉枯症状の類似する黒粒葉枯病や

掲色葉枯病との関連が旋われたが，検出される病原菌は

いずれも通常見られるものばかりで，強病原性菌ではな

かったことから，病原菌が直接の原因ではないとされて

いる(讃芥・西村 2001，黒木・讃井 2004，2005，黒木

ら 2005，秋庭ら 2005，讃弁・黒木 2007)。
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図-1. 九州におけるスギ集団葉枯症発生箇所

出典:今矢・重永 (2008)，黒木・讃井 (2005)，黒木ら

(2005)， (2008)，佐々木ら (2007)，讃井・黒木 (2004)， 

(2005)， (2007)，横尾・前回 (2009) を改変

②気象害からの検討について

酸性降下物や大気汚染との関連も疑われたが，何らか

の影響はあるものの，直接の原因ではないとされている

(讃井・西村 2001)。

③立地条件からの検討について

標高・斜面位置等については被害との関連は見られな

いが，傾斜については急斜面，地形については凸型地形

での発生が多いとする報告(讃井・黒木 2004，2007， 

黒木ら 2005，佐々木ら 2007) がある。一方，地形状況

は発症の有無に寄与していないとする報告(前田ら

2008) もあるが，これは調査した空間スケーノレの違いが

影響していると考えられ，今後は広域スケールでの検討

が必要とされている。

また，これら地形条件の相違に伴う慢性的な水分生理

異常の可能性(讃井・黒木 2004，2007)や低養分状態

による影響の可能性(佐々木ら 2007) も示唆されてい

る。

さらに，地質との関連性については，宮崎県では地理

的に堆積岩が多く，被害もその堆積岩地域での発生が多

い(讃井・黒木 2004，黒木ら 2005) とされる一方，福
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岡県では堆積岩地域には被害が見られず，火成岩地域で

の被害が報告されている(佐々木ら 2007)。また，熊本

県でも火成岩地域での被害報告(古閑 1990) がある。

④土壌状態からの検討について

被害林では土壌の PH及び交換性カルシウムについ

て，健全林に比べて低い傾向がみられるが直接の要因で

はないとされている(福里・松下 2004)。また，マグネ

シウム欠乏による葉枯症状とは異なることが報告されて

いる(福里ら 2005，黒木ら 2005)。

一方，交換性塩基類バランスの不均衡が表退現象の一

因とする見方もある(福里ら 2005，黒木ら 2005) が，

その後，養分バランスの不均衡が原因である可能性は低

いことが報告されいる(福里ら 2009)。

その他，養分バランスの欠如よりも絶対的な養分不足

が強く影響を与えるとする報告(今矢ら 2005)，さらに

は低マグネシウムの関与を示唆する報告(今矢・重永

2007)や，低カリウムの関与を示唆する報告(今矢・重

永 2008，長倉ら 2008) もある。

⑤品種による感受性の違いについて

オピスギ系統品種が被害を受けやすいことが示唆され

ている(黒木・讃井 2004，黒木ら 2005，今矢・重永

2006，讃井・黒木 2007)。

⑥齢級による影響について

宮崎県内の被害分布を調査した結果 7齢級に最も被

害が多いことが報告されている(黒木・讃井 2005，黒

木ら 2005)。

⑦立木の個体サイズによる影響について

胸高直径が大きい個体ほど発症の確率が高いとする報

告(前田ら 2008，横尾・前田 2009) があるほか，樹高

及び胸高直径が大きいほど被害を受けやすい傾向にある

など，個体サイズの違いが発症に影響している可能性が

報告されている(福里ら 2009)。

③被害程度の表し方について

被害規模は数本の場合から数十 haに及ぶものまで様

々であり，被害程度を表す何らかの評価基準を設定する

ことが必要で、あるとされ(讃井・黒木 2004)，その後，

被害の進展状況と衰退度区分について，単木における 5

段階の被害度評価基準が示されている(黒木・讃井

2005)。
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⑨症状が成長に与える影響について

被害木・健全木の年輪解析比較の結果，被害木におけ

る近年の成長減退は見られないことが報告されている

(佐々 木ら 2007)。同様に，症状の初期段階における成

長量は健全木とほとんど変わらないことが報告されてい

る(横尾・前田 2009)。

このように，スギ集団葉枯症については多方面からの

アプローチが行われているが，その要因は未だ確定して

おらず，各研究者が要因解明に向けた取り組みを鋭意行

っているところである。

文献目録

現在報告されているスギ集団葉枯症に関する文献につ

いて発表年代順に記す。

-古閑清隆(1990)鹿北町南西部域におけるスギ壮齢林の

表退現象について.日;林九支研論43: 193四 194

熊本県鹿北町南西域でのスギ葉枯現象について，緑葉

の採取，樹幹解析用円板，土壌調査を実施。この地域で

見られる衰退現象は「変斑糖岩」という火成岩地域特有

の地形や土層の状態，降水状況により発生したものとさ

れている。

-讃井孝義・西村五月 (2001)スギ中・壮齢林の樹勢表

退. 日林九支研論 54: 103-104 

宮崎県で確認されるようになった樹勢衰退についての

第 1報。被害木は樹幹部の壊死や根系異常もなく葉量の

減少が見られること，優先的に分離される菌も確認され

ず一部枯死木が発生したことなどを報告。また，気象害

についても直接の要因ではなく，詳細は不明としている。

-黒木逸郎・讃井孝義(2004)スギの葉枯症状木に見られ

た糸状菌と品種による被害の違い.九州森林研究 57: 

233-234 

原因不明のスギ葉枯症状を病害の観点、から調査。被害

葉から複数の葉枯性病原菌を検出しているが，葉枯症の

原因かどうかは今後の検討を要するとしている。また，

品種別ではオピスギ系統品種が被害を受けやすいことを

報止ロ。

.讃井孝義・黒木逸郎(2004)スギ衰退林分の分布と環境

要因.九州森林研究 57: 235-238 

宮崎県内のスギ樹勢衰退被害分布及び立地環境との相

関関係を調査。急傾斜地，斜面凸型地形に被害が多く，

乾燥害と類似することから水分生理異常との関連を示

唆。地質構造線地域に被害が多く発生しているが，構造

線との関連性は低いとしている。また，被害程度を表す

ために評価基準を設けることの必要性を提唱。

-福里和朗・松下啓太(2004)スギ林の表層土壌の化学性

について (VI)ースギ樹勢表退林の調査例 .九州森林

研究 57: 258・260

被害林分と健全林分を対象に堆積有機物，土壌表層の

pH値及び交換性塩基について調査。

被害林分は p H 値及び交換性カルシウム含有量が健全

林に比べ少ないものの，被害を引き起こす直接的な原因

とは考えられず，他に要因があると推察している。

-讃井孝義(2004)九州南部の気候と森林被害.森林防疫

53 : 5-15 

九州南部地方(特に宮崎県)における気候的な特性や

近年の温暖化の状況，森林被害発生状況全般についての

報告。温暖化傾向に伴う森林被害の発生状況全般につい

て述べられており，南方系の侵入病害虫について記述。

この中で，温暖化との関連性は不明ながら，スギの集団

的な葉枯症状が紹介されている。原因については気象環

境にあるか土壌環境にあるか不明とされている。

-斎藤英樹・野田巌(2005)リモートセンシングを用いた

スギ集団葉枯症林分の抽出に関する研究.九州森林研究

58 : 34-37 

衛星リモートセンシングデータを利用した集団葉枯症

被害林分の抽出法について報告。ヘイズ(かすみ，曇り

現象)の影響を受ける部分では誤判定が生じやすいこと

などを報告。

-黒木逸郎・讃井孝義(2005)宮崎県におけるスギの葉枯

症状被害の分布と枯死葉上にみられる病害.九州森林研

究 58: 177-179 

宮崎県内の被害分布を全県的に追加調査。分布の偏り

と7齢級に最も被害が多いことを報告。また，病害の観

点から樹冠全体について枝葉の位置と寄生している病原

菌を調査。結果，樹冠のある高さに特定の病原菌は確認

されず，通常枯死葉上に見られる菌が確認されたことか

ら，本被害症状は気象や生理状態など何らかの別の要因

でスギが弱ったところに病害が発生したのものと考えら

れ，主因については被害地域や齢級とあわせ，今後検討

68-
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の必要があるとしている。さらに，被害の進展状況と衰

退度区分について，単木における 5段階の評価基準を示

している。

-秋庭満輝・石原誠・佐橋憲生(2005)九州地域における

スギ集団葉枯症の被害木から分離された糸状菌.九州l森

林研究 58: 180-181 

スギ集団葉枯症の発症木から葉を採取し，被害葉上に

見られる病原菌を分離。健全葉でも見られる種ばかりで

あったこと等から，スギ集団葉枯症は病原菌以外の要因

が関与している可能性を示唆している。

-福里和朗・黒木逸郎・小田三保・岩切裕司 (2005)スギ

林の表層土壌の化学性について (VII)一西郷村内の樹勢

表退林の調査例 .九州森林研究 58: 199凶201

被害林分における表層土壌の p H及び交換性塩基に

ついて調査した結果，交換性塩基聞のバランスの不均衡

が症状発生要因と考えられるとしている。

-今矢明宏・酒井正治・大貫靖浩・赤間亮夫(2005)スギ

集団葉枯症の発生林分と隣接未発生林分の土壌 宮崎県

椎葉村の事例 .九州森林研究 58: 202・205

被害発生林分とその隣接未発生林分の土壌を分析。被

害発生林分では交換'1全塩基類のバランスが悪く，絶対的

な養分欠乏状態を示すことなどが衰退減少の一因と推

察。しかし，被害発生は生育良好な林分で多く，生育初

期~中期にかけては養分欠乏を起こしていたとは考えら

れず，この養分欠乏状態が影響し始めるのは中壮齢林に

なってからと考えられることから，その発生誘因につい

ては今後の検討を要するとしている。

-黒木逸郎・讃井孝義・福里和朗 (2005)原因不明の葉枯

れ症状によるスギの衰退.森林防疫 54: 2-13 

1998年に確認された宮崎県におけるスギ集団葉枯症

について，被害発見の経緯や被害分布，立地環境，病原

菌の探索，品種による被害度の違い，土壌の化学性など，

それまで宮崎県が行ってきた研究を取りまとめた内容に

なっている。

-今矢明宏(2005)土壌シリーズ(9)スギ集団葉枯症状発

生林分の土壌.九州、|の森と林業 70: 4 

症状発生林分の土壌断面写真を掲載。

-斎藤英樹・野田巌・鹿又秀聡(2006)赤外カラー空中写

真を用いたスギ葉枯症林分の識別.九州森林研究 59: 
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209明210

赤外カラー空中写真を用いての被害林分の判別法につ

いて。空中写真をデジタル画像として取り込み，強調処

理を行うことで被害木の判別が可能であることを報告。

-今矢明宏・重永英年(2006)スギ集団葉枯症の発生地域

とその特徴.九州、|森林研究 59: 247・248

九州における広域的な被害分布を調査。発生箇所の土

壌母材に共通性はないが，被害地導入品種はオピスギが

多く，その発祥地では被害が少ないなど，立地条件と品

種による感受性の違いが症状発生に関与している可能性

を報告。

-斎藤英樹(2006)赤外カラー空中写真によるスギ集団葉

枯症林分の判読.九州の森と林業75: 1-3 

広域での判別を目的とした赤外カラー空中写真を用い

た判別研究について記述。

-今矢明宏・重永英年(2006)スギ集団葉枯症とその発生

地域一広域に発生している集団的なスギの葉量低下現象

.九州の森と林業77: 1-3 

本症状の特徴や見分け方，九州内における被害分布な

ど。原因として養分欠乏の可能性やその及ぼす影響につ

いても触れる。

-今矢明宏・重永英年(2007)スギ集団葉枯症発生林分の

土壌一異なる発生地域における養分状態一.九州、|森林研

究 60: 142-143 

被害発生林分と未発生林分の土壌養分を比較。低マグ

ネシウムが本症の発生に寄与している可能性を示唆し，

土壌の低養分状態が症状発生に関与している可能性が高

いとしている。

-讃井孝義・黒木逸郎 (2007)九州、|に発生した集団葉枯症

(仮称)によるスギ林の被害.樹木医学研究 11-1: 17-21 

これまでの宮崎県における研究について取りまとめた

内容となっている。立地環境や気象的な要因など複数要

因が絡み合って症状が発生していると推察。また，凸面

や急傾斜面で被害が多いことから慢性的な水分生理異常

の可能性も示唆。さらに，オピスギ系統の感受性が高い

ため，被害回避の方策として今後非感受性品種の探索を

進めることが急務であるとしている。

-佐々木重行・慶田篤彦・津田城栄(2007)福岡県におけ

るスギ集団葉枯症の分布と発生木の特徴.福岡県森林研
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報 8: 9-13 

福岡県内の被害状況を調査。福岡県南部の挿し木造林

地帯で多く発生が見られ，表層地質は火山性岩石が多く，

宮崎県で多く見られる堆積岩地域での発生は確認されな

かったことを報告。また，発生林分は急斜面や凸地形で

多く，養分の流出による低養分状態が発生に関与してい

ると推察している。被害木での近年における成長減退は

樹高成長，材積成長ともに見られなかったとしている。

-森林総合研究所編 (2007)スギ集団葉枯症状に関する判

定手法の開発 交付金プロジェクト研究成果集 15: 

141-160 

平成 15~ 17年度に交付金プロジェクトとして実施し

た次の 6課題をまとめている。

①今矢明宏・酒井正治・大貫靖浩・赤間亮夫(2005)ス

ギ集団葉枯症の発生林分と隣接未発生林分の土壌 宮崎

県椎葉村の事例 .九州森林研究 58: 202-205 

②今矢明宏 (2005)土壌シリーズ(9)スギ集団葉枯症状

発生林分の土壌.九州の森と林業 70:4 

③今矢明宏・重永英年(2006)スギ集団葉枯症の発生地

域とその特徴.九州森林研究 59: 247-248 

④秋庭満輝・石原誠・佐橋憲生 (2005)九州地域におけ

るスギ集団葉枯症の被害木から分離された糸状菌.九州

森林研究 58: 180-181 

⑤苦手藤英樹・野田巌(2005)リモートセンシングを用い

たスギ集団葉枯症林分の抽出に関する研究.九州森林研

究 58: 34司 37

⑤粛藤英樹・野田巌・鹿又秀聡(2006)赤外カラー空中

写真を用いたスギ葉枯症林分の識別.九州森林研究 59

: 209-210 

-今矢明宏・重永英年(2008)スギ集団葉枯症の発生地域

とその土壌養分状態.九州森林研究 61: 146-147 

前報に続き，広域調査を行し、発生動向を追跡。鹿児島

県内での発生状況も記されている。また，被害林分と未

発生林分の表土を採取し分析した結果，低カリウム状態

が症状発生と関連している可能性を示唆。

-前田勇平・重永英年・今矢明宏 (2008)微地形条件及び

個体サイズがスギ集団葉枯病症の発生に与える影響.九

州森林研究 61: 148・149

単一林分内における微地形条件や個体サイズの違いが

症状発生に及ぼす影響を調査。結果，胸高直径が大きい

個体ほど，スギ集団葉枯症が発生する確率が高く，傾斜

や凹凸度，樹高に関しては関連が見られなかったとし，

70 

他報告では地形条件との関連性が指摘されていることと

の矛盾については，調査した空間スケールが小さかった

ことを挙げており広域スケールでの検討も必要としてい

る。さらに，このほかにも個体ごとの感受性の違い等に

よる検討も併せて行う必要があるとしている。

.長倉淳子・重永英年・今矢明宏 (2008)スギ集団葉枯症

発生林分の葉の栄養状態.九州|森林研究 61: 150・151

症状発生林分と未発生林分において樹体の栄養状態を

比較し，樹体内のカリウムの欠乏が関与している可能性

を示唆。カリウム欠乏のメカニズムについても検討する

必要があると指摘している。

-讃井孝義・脊藤真由美・黒木逸郎(2008)スギ集団葉枯

症の分布の拡大と葉が枯れる時期.九州森林研究 61: 

181-182 

宮崎県南部の被害分布を新たに調査。葉の枯れる時期

については，前年葉の変色が 7月後半頃から始まり 11 

月には赤く変色する。その後 3月頃までは赤くなる範囲

が下方へ広がり，その後変色した葉の枯死に至るとして

いる。

-宮崎県林業技術センター編(2008)樹木診断の手引き:

14 

スギの葉枯症状として掲載。写真を多用し症状の概要

を説明している。症状が黒粒葉枯病や褐色葉枯病と酷似

するが，病害ではなく土壌養分が関係しているとの見方

を示す。

-福里和朗・脊藤真由美・三樹陽一郎・小田三保・讃井

孝義(2009)スギ衰退林の表層土壌の化学性について 美

郷町有林内の集団葉枯症の調査例一.九州森林研究 62

: 204-205 

被害林分の特徴として，健全林分と比べ胸高直径及び

樹高成長が良い傾向がみられ，個体サイズが葉枯症の発

症に影響している可能性が高いとしている。また，被害

林分土壌における交換性塩基の含有量やバランスは健全

林分と差異がなく，これらが葉枯症の発症に影響を及ぼ

している可能性は低いことを報告している。

-横尾謙一郎・前田勇平(2009)スギ壮齢林分における衰

退現象の現況調査.熊本県林業研究指導所研究報告 35

: 21-31 

熊本県南部地域における集団葉枯症について調査を実

施。胸高直径が大きい個体ほど症状の発生が多く見られ
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ることを報告。また，年輸解析の結果，被害木と未被害

木の成長はほとんど変わらず，被害発生後も急速に枯れ

る現象ではなく，梢端部の葉が枯死する症状が穏やかに

進行する症状であろうと推察している。なお，初期症状

の見られる立木では健全木と比較して成長量に違いはな

かったことを報告している。

-九州地区林業試験研究機関協議会保護部会病害分科会

編(2009)スギ・ヒノキ・マツ病害図鑑 :8・9

スギ集団葉枯症被害の概要について解説。写真が多く

用いられている。

おわりに

以上のように，スギ集団葉枯病については様々な観点

から要因解明に向けた研究が行われているが，未だその

特定には至っていない。

しかしながら既往の報告を見る限り，本症状は病害や

気象害ではなく，土壌養分や水分状態，品種による感受

性の違いなどが複合的に影響して発症することが推察さ

れ，最近の報告は土壌養分・立地条件の観点からの内容

が多い。

また，被害は梢端の尖った成長の旺盛な個体に多く，

急激な成長減退症状は見られないとの報告から，葉枯症

状が材質や成長量に与える影響を長期的に調査していく

必要もあると思われる。

今後得られる新たな知見等とともに，県内における被

害状況についても報告を行ってし、く o
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