
新潟県　モミジを巡る最近の諸情報
〔新潟県植物保護　第30号（2001年10月）の復刻〕

尾崎富衛

1始　め　に

　カエデ属は北半球の温帯を中心に世界に約150種あり、

大半は落葉性である。申国は最も種類が多く、全体の約

半分をしめるが、未だ未知の種類もある。日本は面積は

狭いが26種ある（緒方1994）。これらは野生種のことで、

園芸品種となると日本は徳川li寺代に既に200品種以上を

数え、方に世界一であった（現在は欧米の巻返しが進み、

オランダ，イギリスなどを中心に品種数は増加しっっあ

る）。新潟県内ではどうか。逐次述べて行きたい

2　県内自生の種類

　・普遍的な種類

　　ヤマモミジ、アカイタヤ、ウリハダカエデ、ハウチワ

　カエデ

　・やや希少な種類

　　チドリノキ、カラコギカエデ、オニイタヤ、メグスリ

　ノキ、コハウチワカエデ、ミネカエデ、コミネカエデs

　ミッデカエデ、オガラバナ、オエモミジ、アサノハカエ

　デ、テツカエデ、ヒトツバカエデ

　・県内特産に近い種　ウラジロイタヤ、

　　　　　　　　　　　計19種（種、変種等を含む）

　・隣接県に分布するが、県内に殆ど分布が見られない

　種

　　ウリカエデ、イロハカエデ、オオモミジ、ハナノキ、

　クロビイタヤ、

　　これらの内、特に代表的な数種について県内での状

　況を少し解説して見たい。

　・ヤマモミジ

　　新潟県の看板モミジとも言うべき極めて普遍的な種

　類である。

　　隣接県に分布するオオモミジ、イロハカエデと時に

　は極めてよく似ているが、本種は多雪地に分布する特

　産種として強靭な耐雪性を持つ種類の一つである。県

　内の山問地へ行けばどこでも自生を見ることが出来る。

　その点形態的には太平洋側の標徴種であるイロハカエ

　デ、オオモミジと異なる点である。また掌状に裂ける

　ことは同じであるが裂片の数はイロハカエデが5～9片

　に裂けており、統計的に見ると7片に分裂数の中心があ

　る。これにに対し、ヤマモミジは5～11片に裂けており

　9片に中心がある（尾崎未発表）。生態的には多雪地の

　ヤマモミジは枝幹部に粘りが強く、折れにくい。一方

　太平洋側の標徴種であるイロハカエデ、オオモミジは

材質は堅いが、折れ易いとされている。これ1まヤブッ

バキとユキツバキの対比とも共通する点がある。これ

は主幹の形成についても同じく、イロハカエデは新潟

県内に多数栽植されているが、何れも主幹を備えて一

見堂々として見えるのに対し、ヤマモミジは叢生で主

幹を生じないと言う風に分布地とも関連があり、ヤマ

モミジ、ユキツバキには主幹の発達が貧弱である。一

般にモミジ類は原産地の性質が、気候風土の異なる地

へ移植されて数十年経過しても本来の形態的性質ばか

りでなく、開葉、落葉期等の生態的特徴をも残すもので

はなかろうか（例　ヤクシマオナガカエデ、ヤマモミ

ジ、サトウカエデ等）。

・アカメイタヤ（アカイタヤ）イタヤの類は似たもの

が多く、判別がやや難しいが、その中でアカメイタヤは

春の赤芽と横が縦より長い五角形の葉形から非常に解

りやすい。

大高木となり、広く多雪の山地に分布する。県内では

海岸地方ではエゾイタヤが、内陸ではアカメイタヤ、オ

ニイタヤ、ウラジ占イタヤ等が生育する。

・　ウラジロイタヤ

　新潟県及び近県（山形、福島、）の一部には、小型のイ

タヤの一品が特産する。生育地は多雪地の沢から山頂

の吹き曝しの所ま；’（比較的変化に富む。県内の分布は

槻ね下越に偏るが、例外的産地として有名なのは頚城

の黒姫山とその周辺である。この山は全山石灰岩で各

種の分布上特異な植物を産するが、本種もまた多産す

る。中下越では信濃川の東側から岩船郡にかけて海岸

近くから新発田・焼峯の頂上など風衝地に多く生育す

る。

　分布の南限は糸創ll市瀬野田・清水山350m，北は山北

町から山形県側へ連続するeまたこの中で中越の湯之

谷村荒沢岳から西頚城の黒姫山明星山迄の間に分布の

欠落が見られる。これにっいては石沢の報告がある

（石沢1978）

　垂直分布を見ると最低は北蒲原郡聖龍町の10m、最

高は糸魚川市海谷鋸岳1440mに生育する。但し中下越

では普通低山性で、800皿位までの間に生育することが

多い（尾崎1985）。

　この種は他のイタヤカエデと色々異なる特色があるe

幹は約5mと小さく、細かく分枝する。他のイタヤカエ

デのように花房が密生せず、小枝の頂点に散生する。

果実の翼角は約150度とほぼ水平に近い。山中でも尾
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　根筋など割合陽光の乾操地を好む。他の植物とも混生

　するが生育は悪い。葉は表面濃緑色、裏面淡緑色で粉

　自色を帯びる。膜質で薄く、小型で概ね3～5裂で表裏

　共無毛である。

・ウリハダカエデ

　　県内の山閤部の日のよく当たる所に広く野生する晋

　遍的な種類である。葉が大きく秋の紅葉も美しい。枝

　や幹の表皮が常に緑色をしている。雌雄異株。本州四

　国九州に自生し、北海道に分布を欠く。日本固有種で

　ある。県内では平地から低山、亜高山地と何処でも豊

　産である（県内最高点は約1600エn？）。本種は葉の質が

　厚く、3～5角形をし、概ね五裂するが3裂もある。この

　仲間にはホソエカエデ、ヤクシマオナガカエデなどが

　あるが、いずれも本県には分布しない。しかし栽培す

　ればよく育っことは筆者が新潟で30年にわたり実験ず

　みである。

・ハウチワカエデ

　　全国では北海道と本州に分布し、四国、九州に分布を

　欠く。中国地方では日本海側に多い。県内では普通種

　で、ウリハダカエデに似た分布をしている。ウリハダ

　カエデと異なり、やや半陰地でも生育する。天狗が手

　に持つ羽団扇に似る所からこの名が生じたと言う。葉

　は11～15裂で13裂が最も多い。県内ではモミジの野

　生種の中で最も開花が早く開葉と開花がほとんど同時

　に始まる。

◎　県内で極めて希少となった種類

　・カラコギカエデ

　　新潟市周辺部から福島県にかけて主に湿地の要素と

　して野生する。かって佐渡、弥彦などにも分布してい

　たが、現在は全て存在しなくなり、県内は消滅したので

　はなかろうか。福島県産の一本が小生の所で現在生育

　して高木となって元気に成長している所を見ると、必

　ずしも湿地にだけ適応するわけでなく、乾燥地にも強

　い耐性を持っと考えられる。

　・メグスリノキ

　　隣接県の低山にはかなり個体数が多く見られるが・

　県内には極めて少なく、わずかに弥彦，献麟山，秋山渓谷

　など数ケ所に残るだけである。秋の紅葉が特別綺麗な

　のと、最近のメグスリノキ薬用ブームのため伐採され

　　る事が災いして、製品である樹皮や根が沢山土産物屋

　で販売され、県内でも会津の店でも品不足を来してい

　　るらしいことを聞く。　　　　　　　　　　　一

　　雌雄異株。日本固有。高さ30mを超すものが津南秋

　　山郷の山中にある。

◎その他の希少品

　・チドリノキ（ヤマシバカエデ）ニレかシデ類を思わせ

　　るが、葉が対生することでモミジであることがわかる。

県外では個体数は多いが、県内では極めて少なく、糸魚

川市黒姫山付近、村松、出雲崎小木の城、加茂市付近な

ど極めて希少である。

・　ミツデカエデ

　葉がメグスリノキの如く、3小葉から成り立っている

のでこの名がある。全国的には南北海道を含む本州四

国九州に分布するが、個体数は少ないらしい。県内の

分布中著しいのは山岩船郡北部海岸添いで、その他に

は東蒲原郡の阿賀野川中流域に特に多い。全国的に見

ると本種は日本海側よりも太平洋斜面に多く分布する。

阿賀野川中流域の濃密な分布は会津との関連も考えら

れるが、詳細は今後の解明に待たねばならない。あと

は西頚城郡黒姫山の周辺が多い他は著しい所はない。

垂直分布は苗場山890mを除き、主に200m以下であ

る。雌雄異株e日本固有。高さ20mになるといわれる

が、県内ではほとんど大木を見た事がない。

・　ミネカエデ

　上越～下越の1000～2000mの山岳の稜線を歩けば

大抵お目にかかれるお馴染みのカエデの一品である。

近縁種にコミネカエデ、ナンゴクミネカエデ、オオバミ

　ネカエデがある。

・オニモミジ（カジカエデ）

　　雌雄異株。奥羽地方の南から四国、九州までの問の

山地に分布する日本特産種である。北陸地方では富山、

新潟には分布を欠くことになっている（佐竹1989）。し

　かしその後発見されたが、県内では分布が非常に少な

　く、上越市で1ヶ所、松之山町で1ヶ所知られているに

　過ぎない（尾崎：2000）。

・エゾイタヤ

　　本種は北方系のイタヤの一一Ptで、樺太、北海道では全

　土に、本州北部（青森秋凪岩手）では太平洋側と日本

　海側の海岸添いに分布するが、南へ進むに従い日本海

　側のみとなり、本県海岸を通過して島根県で限止する。

　Ken　Ogata（1965）県内では山北町から親不知まで海

　岸に広く分布する。佐渡は全土の海岸に多い。

　　本種とアカイタヤ、オニイタヤとはすみわけをして

　いるらしい。これは海岸沿いにはエゾイタヤが、内陸

　部にはアカイタヤ、オニイタヤが分布し、中間帯には両

　者の中間形乃至は雑種が分布するらしいが、詳細は全

　く不明で、今後の研究に待たねばならない。或いはツ

　バキと同じく海岸性のヤブツバキと内陸性のユキツバ

　キの閤にユキバタツバキが挟まるような形に似ている

　のかも知れない。

　　その他県内ではコハウチワカエデ、オガラバナ、アサ

　ノハカエデ、テツカエデ、ヒトツバカエデ、オニイタヤ

　などが自生する。

一123一



3　栽培と野生の樹林

　國芸品種が美しいので栽培して品種を集めたいと誰で

も考える。そこで昔の旧家や金持は紅葉屋敷をっくる。

県内にはこのようにして出来ている所が幾っかある。中

でも新津の紅葉屋敷、越路町来迎寺の紅葉屋敷の2箇所は

特に有名である。

1）　新津の紅葉屋敷

　　新津市の西端、新津丘陵の中に昔から石油の里と呼

　ばれる一郭があり、事業家中野邸がある。モミジ屋敷

　はこの申にあり、中野貫一翁が40年かけて築園したと

　r言われる。自然の地形を生かして山地庭園として整備

　されている。公称130種、2千本の種類があるとのこと

　である。しかし詳細の調査はしていないが．ざっと見

　た所でも、本数は兎も角とてもそれ程の品種は絶対に

　存在しない。作庭から100年たっていたとしても概数

　30種程に止まるみこみである。このモミジ園の真価は

　やはり里の近くに有りながら湿度が十分に得・られ、モ

　ミジ本来の紅葉の色を出すことが出来ていると言う所

　に有るのではないか。

2）　越路1町のモミジ公園（巴が丘・高橋家庭園）

　　現場は来迎寺駅のすぐ近くにあり、隣地は越路中学

　校に接する。広さ約7000㎡、長岡方面など周囲が一望

　出来る高台にある。もとは同町の大地主高橋友次郎氏

　の所有であったものを越路町が町の名所として整備す

　るために買収したものである。庭園内には多数の昔京

　都から持ち運ばれたと言われる主にイロハカエデの園

　芸品種を植え込んであり、百年以上の株が50本以上あ

　り、なかには150年以上のものもある。最近は非常に

　有名となり、11月始めの紅葉期になると多数の観光客

　が押し寄せるようになった。現在では京都の園芸品種

　の追求が難しい程に巨樹となっているが、管理者の話

　で色ずかない個体も有るとの事（園芸品種に青葉とい

　う品種が京都で作り出されていた）を聞くと、可なり多

　くの品種を持ち込んだものと思われる。しかも移入品

　ばかりでなく、地元のヤマモミジが敷地の周囲を取り

　巻くように植え込まれている所は耐雪性の上からも極

　めて時宜を得て居ると言えようe

3）柏崎市赤坂山公園の松風山荘

　　柏崎市の中心街から西へ約6、海岸に近い山地（赤坂

　山公園）にある。広さ約1万㎡、あり、モミジ、アカマ

　ッ、ッツジ、サクラなどで覆われており、柏崎の重要な

　観光名所の一っである。この敷地の一・一部には国内でも

　珍しい木村茶道美術館があり、本物の茶器でお茶を楽

　しみ乍ら紅葉を愛ずることが出来る。モミジの種類は

　イロハカエデが多い。

4）そ　の　他

　　何れも小規模であるが、北蒲原郡笹岡村、東頚城郡大

　島村菖蒲に一ケ所づっある（何れも個人有？）（という

　より昔あったのを見たことがある）が、今はどうなって

　いるか。

　　全体に共通する事項であるが、新潟県のような多雪

　地に有り乍ら地元の種類（例　ヤマモミジ）が庭園に利

　用されることが極端に少ないことと、新潟県に分布の

　無いイロハカエデが極端に多いことがあげられる。こ

　れは多分歴史的に植木屋が関西系（京都産も含めて）関

　東系の品物を新潟県に持ち込んだものであろう。今で

　は新潟県はイロハカエデは普通種となり、人家に植え

　られるものはイロハカエデが最も多く成っている。別

　記の如く、県内では400年を超す巨木も存在するよう

　になっている。もっと地元産の種類を積極的に取り入

　れるべきではなかろうか。

5）刈羽の黒姫山のイタヤカエデ林

　　刈羽郡高柳田丁磯の辺にある黒姫山（890m）の中腹の

　緩傾斜地にイタヤの小樹林がある。普通はイタヤは個

　体が散生しているが、理由は不明であるが、よく森林が

　纏っておりこのようなイタヤ林は県内では極めて稀で

　あるeこのような事から此所は町の天然記念物に指定

　されている。しかし各個体は弱小で、大きなものは殆

　ど存在しないe又そのイタヤカエデの詳しい種名は現

在の所不明である。

4　巨木、天然記念物

　巨木には次のようなものがある。

　・新津市七日町　明学院の大カエデ　新潟県天然記念

　物　約10年前に枯死

　　滋賀県比叡山から約400年前に齎らされたイロハカ

　エデの古木と伝えられる。誠に惜しいことをしたもの

　である。原因はカミキリムシだったそうである。現在

　は敷地に建物が立ち、切り株さえも残っていない。

　・新潟市黒崎木場の大カエデ（個人有）新潟県天然記

　念物枯死？

　　木場の集落は新潟市の西郊、信濃川の左岸土手に近

　い。詳細不明

　・メグスリノキ　中魚沼郡津南町（秋山渓谷）字穴藤の

　山林中（町指定の天然記念物の個体）根回り3．25皿，目

　通り幹囲2．55m、高さ約22、Om、10月20日頃紅葉

　　この個体の他にも字結東付近の山林中にはさらに大

　きな個体が地元の一部の人にしか知られずにひっそり

　と存在する。

　・コハウチワカエデ　同じく津南町（秋山渓谷）の字清

　水川原の十二社境内に一本ある（指定されておらず）根

　周り2．9m、目通り幹囲1．75m、高さ17．4m、10月29日

　頃紅葉元気旺盛

　　現場は紅葉の時には国道から見通すことが出来る。
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この種は山中では比較的個体数が少なく、従って巨木

としての例も極めて少ない。ヤマモミジやハウチワカ

エデと誤認されている場合も多いのではと堆測される。

・イロハカエデ（品種名やしお八染）栽培品　津南町字

樽田（個人有）屋敷内（指定されておらず）根周り2B、

目通り幹囲2．3m、高さ約13．Om、元気旺盛

　この樹は元禄年間に存在したイロハカエデの名品の

一つで、秋は勿論であるが、特に雪が残る5月中旬全株

にピンクの芽立ちが極めて美しい。所有者の丸山貞一

郎氏宅には元禄14年の位牌が残っている所から恐らく

先祖がそれ以前に江戸の染井あたりから遥々苗木を持

参したのではないかと推測される。（種子からでは同じ

形質を表わすことは困難？）そうすると現在までの年数

は約400年となり、少なくとも県内の園芸品種のかえで

類の一品としては最も古木ではないかと思われ、極め

て貴重なものと言ってよい。

・松之山温泉から北へ松代町を経て北北線をこし、寺

田の集落へっくと国道の右側の私有地土手の上に一本

のイロハカエデがある。詳細は未調査である。

・これらの他三条のお寺に巨木が一本有るはず（多分

イロハカエデ？）であるが、最近行っていないので、詳

細は不明である。

5文　　　献
伊藤伊兵衛政武（昭和8年）花壇地錦抄・増補地錦抄；京都

園芸倶楽部編》元禄7年発刊の復刻

伊藤伊兵衛政武（昭和16年）広益地錦抄；京都園芸倶楽部

編N享保4年発刊の復刻

伊藤伊兵衛政武（1695与1983）地錦抄付録　京都園芸倶

楽部編、復刻

　　上記の3冊は著者が後にカエデの部分を集冊して『百

　楓葉形之図』として出す。

Ken　Ogata（1965）ADendrological　Study　on　the

Japanese　Aceraceae，with　Special

Reference　to　the　Geographical　Distribution

佐竹（1989）日本の野生植物（ll）P16カジカエデ：平凡

社

緒方健（1994）　カエデ科　週刊朝日1百科33朝日新聞社

尾崎富衛（1980）新潟県植物分布図集　第1集　No．21：

メグスリノキ　植物同好じねんじょ会

　　〃　　（1981）．新潟県植物分布図集　第2集　No．98：

ヤマモミジ植物同好じねんじょ会

　　〃　　（1982）新潟県植物分布図集第3集No．

192　：ヤマシバカェデ植物同好じねんじょ会

　　〃　　（1983）新潟県植物分布図集第4集No．

303：ミツデカエデ植物同好ねんじょ会

　　〃　　（1984）新潟県植物分布図集第5集No．

397：カラコギカエデ植物同好じねんじょ会

　〃　　（1984）新潟県植物分布図集’第5集No．

398：ハウチワカエデ植物同好じねんじょ会

　〃　　（1986）新潟県植物分布図集第7集NO．

599：エゾイタヤ　植物同好じねんじょ会

　　〃　（1986）新潟県植物分布図集第7集NTo．

601；アカイタヤ　植物同好じねんじょ会

　　〃　　（1989）新潟県植物分布図集　第10集　No・

939：ミネカエデ植物同好じねんじょ会

　　〃　　（2000）新潟県植物分布図集第20集No．

1234：カジカエデ　植物同好じねんじょ会

林孝三（1968）紅葉の生理学、モミジとカエデP247：

誠文堂新光社

D．M、Van　Gelderen、　P．CJong、　H．J．Oterdoon（1994）

　MAPLES　OF　THE　WORLD
　　Portland，Oregonn　N．Arnerika

D．M．Van　Gelderen、　C．J．Gelderen（1999）

　MAPLES　FOR　GARDENS
　　Portland，Oregonn　N．Amerika

J．D．Vertrees（1978）Japanese　Maplesもみじとかえで

　　Forest　Grove，　Oregon

（カエデの専門雑誌in　London）The　Maple　Society，

News　Letter

　　現在11巻をかぞえ、世界各地のAcer情報を発信して

　いる。

　最近、米、英、蘭などの諸国で日本のカエデの園芸品

種に対する熱が異常に高まっている。これらの国で日本

のカエデの園芸品種の多様性への認識が再燃しているら

しい。これらの国では園芸技術の格段の優秀さから日本

からの苗木を取り込むだけでなく、自国でも新品種を

続々開発発表しっっあるらしい。一部の日本人はこれら・

の成果を日本へ逆輸入しつつある。

6　専門的碕究機関

　世界　　The　maple　society

　　　　　本部　ロンドン　会長　C．R．Lancaster

　　　　　会員　　糸勺160名

　日本　　紅葉　同好会　会長

　　　　　なし　（世話人）奈良　矢野　正善

　　　　　会員　5名（小生もその一人）

　新潟県なし

7　紅葉の仕組みと県内の名所

紅葉の仕組み　一般的に紅葉発色の条件はつぎのように

考えられている。
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紅葉が順調に発現するためには温度、光、水の3要素が適

当に組み合わされなければならない。この為には昼は暖

かく、夜は急に冷え込むこと、それと空気が澄み切って外

気が自然に豊富に紫外線を受ける事、大気中に適度の湿

気が含まれていて、葉が乾燥、枯死しないこと（林孝三

1968）等の条件が必要である。新潟県の自然界でこれら

に合致する所と言えば各河川の上流のV字谷が適合する

（山間の渓流地を含む）。具体的には阿賀野川、信濃川、そ

の他の河川の本流・支流の上流域、著名高山の山足及び人

造湖等がこれらの条件に該当する。このような県内の場

所はかなり多く存在する。時期としては年により数日の

ずれがあるが、山岳地で十月始め～半ば、平場で十一月5

～20日頃と考えてよい。

　春のモミジ　ー般の人々はモミジの季節というと秋だ

けを考えるが、モミジは秋だけでなく春の紅葉も素暗ら

しい。園芸品は勿論であるが、野生種も例えば雪解けの

頃のアカイタヤの芽立ちなどは他の県の人々にみせたい

ものである。別項の如くモミジの園芸品種は多彩で、春

先の芽立ちの美しい物が多い。これらの品種は春先の芽

立ちが終わると通常の葉の色にもどるものが多くある。

　栽　培　種　我が国は前述の如く、室田ゴ時代末から園

芸業者の技術の水準が上がり、徳川時代にかけて旗本の

御家入迄園芸に熱を入れる程の各種の園芸植物の栽培が

盛んになっていった。元来モミジの種が極めて多様でし

かも変異性に富み、園芸家に受け入れられ易いことから

モミジの園芸品種も又次第に多様となっていった。文政

年闊江戸の染井（現在の駒込）で活腫した園芸家伊藤伊兵

衛家（三代続く）を始めとするモミジの栽培技術の向上に

よって品種数は100品種を超すことになり、伊藤伊兵衛

が図鑑を出すまでになった。これらは京都と江戸で栽培

され、現在の県内の品種はこの2箇所を主にして今日まで

続いているとおもわれる。県内の各所に江戸時代からの

京都、江戸の2箇所から由来したと思われる所がある。江

戸時代にどんな方法で苗木が漸潟県迄持ち運ばれたのか。

（種子では発芽して同じ形質を表すのは極めて難しい。北

前船による影響を考える事も困難な津南の山奥の豪雪地

へどうやって運んで来たのかe現代の不思議と言ってよ

い。（津南の巨樹の項参照）（天然記念物の項参照）現在

県内で流通する園芸品種は数が少なく、往時の中心地の

盛況にはとても対比すべくもないが、それでも昔の品種

が一部県内に残り流通している。

（例　チリメンカエデ、シシガシラ、アオシダレ、ノムラ、

オオサカズキ、ウコン、オリドノニシキ、オクシモ、トウ

カエデ、しょうじょう、ひがさやま、

　これらの他に野生種をそのまま園芸品種として作庭に

使って居るものもある。それらの中では新潟県に存在し

ないイロハカエデが最も多く見られる。県外の園芸業者

の影響による流通が主体であろう。

　街路樹の中で最も個体数の多い種は何といってもトウ

カエデで、中国原産で、江戸時代に我が国に持ちこまれ、

乾燥、交通被害に強く、新潟市内では多量に植え込まれ、

フウ、ナンキンハゼ、イチョウなどと秋の紅葉を競ってい

る。

8過去と未来
　1　旧品種の消滅と残存　　江戸時代に栄えた園芸品種

　は園芸家の努力により戦時中もかなり残ったものであ

　るが、それも時代の風潮が変わるにつれて次第に失わ

　れていった。

　　植木やでも江戸時代のものを受け継ぎ、商品に成り

　にくいものでも採算を度外視して品種保存を行なって

　来た一部の人々がいた。しかしやはり次第に時代の波

　に押され、戦時中の国策に従い次第に消滅して行った。

　しかし極少数の素人の種樹家はそのような障害を乗り

　越えて品種の保存に懸命に携わっていた人もある。そ

　のような入々の努力により県内でも保内、小須戸など

　で昔の品種が販売されている。

　2新潟県での栽培は、古い時代の園芸品種を受け継い

　でいるが、新しい品種の育成はあまり見られないe例

　えばヤマモミジの園芸品種を作出したならば多雪地方

　に需要が増してくるのではなかろうか。

　　野生種ではまた最近オニモミジ（カジカエデ）の新産

　地が見付かった。このようなことから考えると未だ各

　種の新産地が現われる可能性も無いわけでない。元来

　カエデ類はツバキ類と同様変異性が著しい植物である。

　（特にpalmatum　group）Acer’の探索はこれからも続

　けて行きたいものである。

9　力エデ雑話
　カエデに付き合うようになってから約30年、様々なこ

とがあったが、何といっても最初にすべき事はカエデの

種類を集める事であった。我が家の庭はそのために少し

広く取ってあったが、初めて植えてみると野生と栽培品

との数が多く、中々うまくゆかず、最初は栽培品を埼玉県

川口市安行から入れた。然し新潟の砂丘地と関東のロー

ム地では臼然条件も全く異なり、慣れて居なかった性も

あって大分枯らしてしまった。後に野生品に関心が移り、

県内県外へ出掛けて苗を集めたり、色々な人から種子を

貰ったりした。日光高山植物園の久保田氏（サクラの研

究家）から東大がロシアから手に入れたとされるセメノ

ヴカエデ（シベリァ産）の種子（現在残っている唯一の

種）等が恵与された。また新潟大学高田分校教授の吉川

純幹先生からは先生が旧満州から引き上げの際に靴の中

へ隠し持って来られたというマンシュウイタヤの種子を
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戴いたりしてそれでも少しつつ充実していった。会津の

斉藤先生からはカラコギカエデを、高田の丸山先生から

はサトウカエデをいただいた。これらは自宅で30年以上

たち、それぞれ巨大成木となっている。皆様のお陰であ

る。しかし新潟で入手出来るものは少ない。場下少し自

庭のカエデの由来と現況について述べてみたい（根元周

り50cm以上の種類を列記。）

aマンシュウイタヤ

　新潟の自然環境にあったのか、非常に成長が良く、戴

いた時は鉢に植えられた高さ約30cm程であったもの

が、30年経つ問に現在根元周り87cm、高さ約工Om、葉

は一般の日本のイタヤより小さい。毎年多くの種子をつ

けるが、単木の為か殆ど不稔となる。秋の紅葉は今一と

いうところである。春花が一斉に咲く頃はきわめて美し

い。原産地を見たいものである。国内でも恐らく只一本

という所か。吉川純幹先生は地下で恐らく満足してほく

そ笑んでおられるに違いない。

b　タイワントウカエデ（ミヤサマカエデ）

　蒲原祭りの植木市の時に盆栽となって売られていたも

のを買って地に下ろしたものである。買った当時は高さ

40cmほどで、どれ位育っ物かと考えていたが、それが

以外に順調に育って現在では約9mの高さ迄成長し、根

本周りは75cm、毎年多くの花を開く。今年は特に結実

が良好で各枝にびっしりと着生している。

　古く伏見宮殿下が台湾より齎されたものが業者により

一般に広まったというのでこの名がある。トウカエデの

変種で、一般には樹形、葉形の小さい種類とされている

が、我が家では成長が極めてよい。

c　アカメイタヤ（アカイタヤ）

　積雪地の山間地で順調な生育をする本種は新潟でもよ

　く育っている。春の芽が赤い事、他のイタヤ類より春の

発芽が遅い事等予想はされても実際にどうかという点は

やっぱり栽培して見なければ解らないことである。花も

春豊富に着生し美しい。しかし稔性は低いらしい。ヤマ

モミジ、イロハカエデの稔性がよい事から考えるとどう

　いうものかと思う。根本周り55cm、52cm（二本の幹が

合体している）。高さ約7m。

dメグスリノキ
　　この木の根や茎の表皮が眼病に効くということが宣伝

　され、最近は一種の強壮剤のようなブームとなって観光

　地で盛んに売られている。また肝臓病にも効くといわれ

　る。

　　小生の庭にある一本は約30年経って非常に成長が盛

　んで、高き約8mk枝張りが良く、均斉が取れて毎年必ず

　春開業と同時に開花する。メグスリノキは画雛異株でこ

　の株は雄株である。春花が咲くようになってから約5年

　ほど経過している。山間地のものはどれくらいで開花す

るようになるのかわからないが、比較して見たいもので

ある。秋の紅葉は極めて美しい（はず）であるが、他の

種類同様あまりパッとしない。新潟は宿命的なのか、津

南町などのメグスリノキの自生地で秋の末に素晴らしい

色を見ると一寸がっかりさせられるe環境の為せる枝は

仕方のないものである。

eカラコギカエデ

　カエデの種類を揃えたいと考えた時に湿地性の本種が

果して小生宅のような砂丘地帯に生育出来るものなのか

と大いに疑問を持っていたが、まず何よりも現物を探さ

ねばと考え、あちこち聞いて回ったが、偶然会津の斎藤

先生が世話してやると仰って下され、わざわざ新潟まで

現物を持参して下さった。現在では根本周り約60cm、

40cm（二本の幹が合体している）、高さ約7m、枝張り直

径約5mに広がり、今年のあの夏の猛暑も見事に耐え抜

いて多くの花と結実を見ている（一株だけ故不稔？）。新

潟付近では野生は殆ど見られなくなったので貴重な一株

であろう。

f　ウラゲンコウカエデ

　新潟県に存在しないカエデの一種である。出所は多分

群馬県大峰山であろう。この種は新潟県には分布せず、

広い意味ではイタヤの一品であるが、現地では恐らく大

木になるものと思われる。我が家へ持ち込んでから30

年、今では根本周り90cm、高さ約9皿以上になって最も

元気に育っている。毎年多数結実しているが、皆若い内

に落果している（稔実不良？）

g　ホソエカエデ（ホソエウリハダ）

　　この個体も前種同様出所は多分群馬県大峰山であろ

　う．この種も雪国では見られない太い幹に成長し、明ら

　かにウリハダカエデとは異なる。現在では約30年経っ

　て太い幹に育ち、根本周り64cm、高さ約7mある。別項

　石沢氏の論文にある『新潟県におけるカエデ属の絶滅危

　惧種』の地域個体群中にある如く、膜が殆ど存在しない

　ので、別の種類或いは変異種の可能性もあるが、一応こ

　こでは本種としておく。多雪地ではないので今後本当に

　種としての特徴を出すのかどうかは不明であるが、原産

　地から考えても一応当てはまるのではないか。

h　トウヨウニンシキ（東洋錦）（ゴシキカエデ）

　　これはノ」嘆のトウカエデの園芸品種の一つで、成艮の

　良い品種である。葉は白い斑を表わすが、普段は緑色

　で、枝を刈り込むと出る新芽から生ずる葉にはきれいな

　ピンクと白の斑を表わす。あまり刈り込むと葉緑素を持

　った葉が少なくなる為に、同化作用が十分に出来なくな

　り、甚だしい場合に枯れ枝が多くなって一株全体が枯れ

　る恐れがある。

　　徳川時代から作出された品種であるが不思議な特徴を

　もった品種である。埼玉県の安行から我が家へ取り入れ
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もみじのいろいろ写真集　①県内自生種（多産、稀産を含む）（その1）

コハウチワカエデ（古木と著者）鳴海山　789

ミツデカエデ　津川町麟麟山　82114

コミネカエデ　只見山　88724

ヒトツバカエデ光明山　83612

カラコギカエデ　西新発田駅付近　82516（平　慎三氏撮影）

ミツデカエデ　三面　7987

コミネカエデ只見山　88724
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①県内自生種（多産、稀産を含む）（その2）

ヤマモミジ3枚組
　上若い果実を持っ枝95520東赤谷
　中標準葉形　95529大石川
　下積雪地の枝条（主幹が存在しない）

rv，　i’

粥、・・El’

薫．漁7

節遜．
Y巌、

ウリハダカエデ　自宅911116

オニイタヤ（上下2枚組）赤谷内の倉川　95520
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①県内自生種（多産、稀産を含む）（その3）

ウラジロイタヤ2枚組　上東赤谷　下自宅　0056

蛍’

アカメイタヤ　目宅0056

メグスリノキ3枚組

　上♂花開花01510中拡大95519
　下紅葉001124いつれも自宅栽培
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①県内自生種（多産、稀産を含む）（その4）

チドリノキ（ヤマシバカエデ）自宅00425

弩購羅 椒
嘱

罐

＼
V
」

ヂ
、

雛鍵，

x’3rtk

、
’
　
　
　
　
「

分
置
も

ハウチワカエデ（黄葉） 白神山地駒ケ岳1000m

　　　　　981017

オガラバナ　津南秋山郷　97613

カジカエデ　自宅98422

④外国種（続） サトウカエデ紅葉純林
カナダ　オタワ近郊　95101

Acer　rnacrophyllum（世界最大の葉を持つモミジ）

アメリカ　カリフォルニア　シェラヴァダ山中　99926
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②県外自生種

ホソエカエデ　自宅0056

ハナノキ開葉期　自宅00425

ヤクシマオナガカエデ’i屋久島原産）自宅 001124

カラコギカエデ開花盛期　目宅01519
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③天然記念物、樹木

㊧穴藤のメグスリノキ　津南町穴藤　9287

名木　コハウチワカエデ津南町清水川原9210工

㌶漁懸熈轍明鞭あ斑詑ミシ

鷲
喋

所
所
水
本
脂

・謹．．

明学院の大モミジ

　　　　　　　晒45耳胡i了日能定

MM一大」宇七日町掌屋敷87T番te

明学院
オロノ、カ工子“
冒当，jOthy！．2メー”し．詫さIU－FJL」EYILy13B－Hレ・

珊弊完の嗣云1、猟［濫混端楠期．娩

タ手濯！（1615－24｝5嚇｝と室，顯Lr西

蜘地‘r触した切と伝iらSLrい5．

モミジあ巨＊tUZIS”内麟の切で灘

齢約40瞬とし嘱し物お樹蜘睡軸
　　　」9iPP　52葬8月10…！

　　一新潟県数育委員会
　　　新津市数．r育委・員姻

　　　10年程前に虫害により枯死

　　　　　　　　　01624確認

　　　　ri．s．c　亀燃・
　　　　　　　露L

㊤やしおもみじ（400年を経過、元気旺盛、個人有）
　　　　　　　　　　　　　　’津南町樽田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　01526

多数のイロハカエデ等で森林公園を作る　越路町来迎寺

　　　　　　　　　　　　　　　01520（2枚組）
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④外国種

セメノヴカエデ　ロシァ→目宅　95522 マンシュウイタヤ（高い樹）自宅0056

シルバーメープル　カナダ　オタワ近郊　95105 ネグンドカエデ金斑入り（北アメリカ原産）　自宅0056

種命不詳　中国雲南省中旬奥地3500m　OO　610 A，pla伽oides？ オース．トリァ

キッツシュタイン（栽培） 9972
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⑤園　芸　種（その1）

議
熱
辱
．
・
．

犠儲
2・㎜…上

和籏縦

とうようにしき　刈り込みにより出現した白斑

　　　　　　　　　自宅95522

てしょうじょう（2枚組）上0056下01510

おおいさみ（ハウチワが先祖）自宅0056
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⑤園芸種（その2）

あおしだれ（新潟にて求）　自宅98422

ししがしら（新潟にて求）自宅0056

まいくじゃく　2枚組　自宅0056

ミヤサマカエデ（タイワントウカエデ）

　　　　　　　自宅（盆栽から30年栽培） 0056
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⑤園芸種（その3）
懸
・

いなばしだれ　自宅01510

1、`i懸薯

きよひめ（媛性・耐陰性）　自宅98422

ちしお（千染、血汐）自宅0056

うこん（若葉が黄色）　自宅

おおさかずき（新潟にて求）0056
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⑥紅　葉（その1）

柏崎市赤坂山のモミジ屋敷　901115

新発田市焼峯　コミネカエデ　891022

新発田市赤谷地区姐倉山　ハウチワカエデ　891025

難

松之山町寺田大モミジ（イロハカエデ？）901115

下田村吉ヶ平　ウリハダカエデ891025

一138一



⑥紅葉（その2） 越路町来迎寺のモミジ屋敷

オオモミジ、ヤマモミジ（黄色）911116

オオモミジ等々　911116

散り敷くモミジ葉911116

ヤマモミジの生け垣911116

麟
、
．
・
・
裾

段
∴
“

・
e
、
v

∵
　
“

吟
　
“
＝

．r

{
・
「
く

五色のモミジ　911116
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⑥紅　葉（その3）

・馨

　　　　耀
、，恥

　　‘漉縄

ミネカエデ　妙高山　91106

？iggLil－．tlj，こ

ウラジロイタヤ　新発田市赤谷姐倉頂上近く　911030

　　イタヤカエデ（詳細種名不詳）

妙高高原町関川関川天神社　91118

　　纂：1

　　　ヒ

　　　　　　層

イロハカエデ　埼玉県秩父市長瀞　911130

新津市石油の里モミジ園　911116

繍霧

新津市石油の里モミジ園　911116
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⑥紅　葉（その4）

メグスリノキ　上川村九才坂峠　82113

・．　一一一一騨一一一一一一曹曹冒一一一一　幽　一曹一冒騨願一一一一一一一一一一　門一P－一一一一一一曹¶一一，一■■一一一一一■冨一一　一1

メグスリノキ　」ゴ11村九才坂峠　82113

開葉時の紅葉

ミツデカエデ　朝日村三面　7987

カラコギカエデ　福島県高郷村高寺　77431

コハウチワカエデ　湯沢町三国山　811111

　アサノハカエデ　湯沢町三国山　811111

（写真のうち7と20頁の写真は石沢進氏による）
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　てから30年以上経っており、高さ約7．5m、根本周り

　60cIn・30cm（二本の幹が合体している）となっている。

　　何れも約30年程経過する内に、この園の中で根本周

　りが60cm以上に育った幾っかの種類を取り上げて、現

　況を解説した。

　　此の地に野生種で、ウラジロイタヤ、オニイタヤ、テ

　ツカエデ、ヤマシバカエデ、カジカエデ、ミツデカエデ・

　メグスリノキ、ハナノキ、セメノヴカエデ、サトウカエ

　で等があり、また園芸品種もミノヤツブサ、マイクジャ

　ク、ネグンドカエデ、オオイサミ、シシガシラ、オクシ

　モ、オウシュウシダレ、ベニシダレ、キヨヒメその他数

　種がある。虫害や密植の害等が見られるが、何れも概ね

　生育は良好である。

　　最近は各個体が生育が良すぎてお互いにぶっかりあ

　り、密植の状態が過ぎて枯れるものが出始めている。こ

　れも自然の中の競争の現象によるものと考えられる。

　自宅の栽培環境

土質は海岸性の完全な砂質土壌であること。緩傾斜地で

もあるため非常に排水がよく、モミジ類の生育に適する。

反面真夏の地下水位が低くなり易く、猛暑の年は地下水の

不足を起こし、生育が衰え易い。この事はある程度予想さ

れたので、粘質の土壌を僅かではあったが客上した。しか

しこれの効果はあまり認められなかったようである。今年

のような猛暑には灌水もあまり効果がなく、大分心配させ

られたが、何とか危機を越えられたようである。乾燥に対

する抵抗性はモミジ類はかなり強いものと言ってよい。こ

れは自然状態での状況を観察すればすぐ納得できる。しか

し湿地性のカラコギカエデのような種類が案外乾燥に強い

のには驚かされた。

　風は海から吹いてくる塩分を含んだ西風が直接あたるた

め、特に秋の末の紅葉の発色が一般に悪い。これは種類に

もまた年にも気象条件にもよる。新潟市で色の出方で最も

問題となるのは空中湿度で、これについては半ば諦めの状

態である。発色する以前に葉が乾燥と塩分を含んだ風によ

って最適期の11月巾旬頃に縮んでしまうようである。ま

た発色しても何れもくすんだ色にしかならない。また雪は

新潟であるから毎年降る量は知れたものである。今年の猛

暑は特別であうたが、例年でもやはり35℃近くまでは何度

か上昇する。

新潟県におけるカエデ属の絶滅危惧種とユキツバキとの共存関係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔新潟県植物保護第30号（2001年10月）の復刻〕

石沢進

1，新潟県におけるカエデ属の絶滅危惧種

　　カエデ属の植物が絶滅、絶滅危恨1類、絶滅危慎11類に

　ランクされた国および新潟県の種はない。しかし、すべ

　ての種が絶滅の心配がないわけではない。

　　新潟県（20G1年）の「レッドデータブックにいがた」

　でカエデ属の絶滅危惧種には、次のような種が対象にな

　っている。

準絶滅危惧種（NT）：チドリノキ（ヤマシバカエデ）

地域個体群（LP）：アサノハカエデ、ホソエカエデ、

　　　　　　　　　ウリカエデ、カジカエデ、

　　　　　　　　　ウラゲエンコウカエデ

地域個体群（LP）

　アサノハカエデ：県南部の中頸城郡妙高高原町、南魚

沼郡湯沢町、中魚沼郡津南町などに分布している。それ

らの町に接する長野県や群馬県などでは各地に多くの個

体がみられるが、県内の生育地では、燗体数が少ない

（写真3．4）o

　ホソエカエデ：申頸城郡妙高高原町の他、上越市白河

内沢に記録がある｛丸山吉夫（1982）新潟県生態研究誌

第2号51］。（写真7のホソエカエデは葉裏の基部葉脈の

分かれ目の膜がほとんどないので、別の変異体の可能性

もある）。

　準絶滅危惧種（NT）

　チ罫リノキ：本種は県内では、南西部にやや広く分布

し、北では県申部の三島郡出雲崎町や中蒲原郡村松Mllに

隔離している。・いずれの生育地も低海抜に限れている。

fi本海側の北限は村松町であり、ここでの生育状況は良

くs開花・結実している。尾碕富衛。瞬　繁雄両氏の調査

した生育地の植生は次のようである（写莫1・2）。

　ウリカエデ：現在、中頸城郡妙高高原町に確認しただ

けである。生育地に近接してゴルフ場が開設されてい

る。ゴルフ場の朋設前の調査でその生育が確認されたの

で、ゴルフコースに計画予定地であったが、コースを変

更してウリカエデの生育地は辛うじて避けて守られてい

る（写真5・6）。
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