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ユッカ
リュウゼツラン科 AGAVACEAE

属名　Yucca [ユッカ]　イトラン属
英米発音　ヤカー[ YUK-uh ] 

属名由来 命名 リンネ、1753年。タピオカの原料にもなるキャッサバ芋 (cassava) は、カリブインディアンの現
地語では Yuca [ユカ] と呼ばれた。ユカはヤムイモとともに先コロンブス期からカリブやアメリカにとって重要な
根菜であった。属名はこの現地語から導入されたようだ。ちなみに ‘キャッサバ’ は学名マニホト・エスクレンタ
(Manihot esculenta Crantz 1766) というトウダイグサ科 (Euphorbiaceae) の植物であり、Yucca とは別科別属
である。
分布　熱帯。北・中央アメリカ、西インド諸島など。
植生　常緑／多年草。地生。砂漠、砂丘、平原などの高温乾燥地帯に自生。高さ55cm～8m。
メモ 種の数：50。自生地では、多くは4～5mの高木になり、花がつく。▼種により食用や薬用として利用されて
いる。樹液は古来より先住民が関節炎、リュウマチの改善に利用しており、現在も抗菌、消炎効果などの点で成分、
薬効等が精査されている。▼日本では「青年の木」の名で知られる。かつて学名は (旧)ユッカ・エレパンティペス
(Y. elephantipes Regel ex Trel. 1902) であったが、2003年にＹ. ギガンテア (Y. gigantea Lem. 1859) に統合され、
その異名となった。 ▼代表種のイトランは学名が (旧) Ｙ. スマッリアーナ (Y. smalliana Fernald 1944) であった
が、2002年にＹ. フラッキダ (Y. flaccida Haw. 1919) に統合され、その異名となった。
茎・幹　直立。茎は太く、木質化する。頂部で広がる常緑高木の種もある。
葉 肉厚で線形から披針形または倒披針形で、ロゼットを形成する。[出方・配列] ロゼット。[葉身] 線形、披針
形、倒披針形。
花　白色。鐘形または半球形。多くは直立するが、まれに下垂する。[花序] 円錐花序。[開花期] 夏から秋。
光の条件　1 日陰　2 明るい日陰　3   半日陰　4   明るい半日陰　5 直射日光
温度性質　1 強耐寒性　2 耐霜性　3 半耐寒性　4   非耐寒性　[耐寒温度] -15～5°C [生育適温] 20～30°C

空中湿度　1 乾燥　2 乾燥ぎみ　3 中湿　4   多湿ぎみ　5 多湿
土壌湿度　1 乾燥　2   乾燥ぎみ　3 中湿　4 多湿　5 水浸
栽培用土　水はけ・保水がよい土。[肥沃度] 中程度。[用土例] 壌土6＋腐植3＋砂1

肥料　[元肥] 標準。[液肥] 生育期に月2～3回。
植付け・植替え　根詰まりしないように生育に合わせてより大きい鉢に替える。
下葉が枯れてきて仕立て直す場合は以下のようにする。
 (1) クラウン (樹冠 ) の一番下の葉のから5cm下あたりで、クラウンを切り離す。
 (2) 枝分かれしているものは、形を整えるために、枝をバランスよい場所まで切り戻す。
 (3) 土を軽くふるい落とし、根を整理して植え直す。植付け後は十分に灌水して土の湿度を保つ。
 (4) 植付け2週間後または新芽が出てきたら、薄い液肥を追肥する。
切り取ったクラウンや枝は挿し木が可能。
水やり　生育期は水を適度に与える。冬は控えめ。
手入れ 大きくなったものは、幹の適当な場所で切り戻すと、不定芽が出て育つ (「植付け」参照)。クラウンは
挿し芽ができる。花後の花茎は基部から取り除く。
冬越し　耐寒種は特に防寒の必要はなく、戸外でも越冬する。耐寒性のない鉢植えは、土をやや乾燥気味に保ち、
灌水をひかえめにして、日当りのよい、暖かい室内で育てる。
繁殖 [繁殖方法] 実生 (春) 、挿し木。※根のついた子株を春に取って鉢上げする。または、幹を5cm程度の長さ
に切って、川砂などに挿す。切り口には乾燥防止剤 (トップジンＭペーストなどの癒合剤) を塗る。実生での発芽
温度は、耐寒性種13～18°C、非耐寒性種19～ 24°C。
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Photo 1

Yucca

センジュラン〔ユッカ・ アロイフォリア (Y.  aloifolia L. 1753)〕。種小名は「aloe

[アロエ] + folium [フォリウム] 」で「アロエのような葉」の意味。英名は
'Spanish bayonet' (スペインの銃剣) という。線形～狭披針形の葉が密につき、先端
は硬く鋭い。歯状縁をもち、長さは最大で 50cm。幹は単茎または分枝し、高さ
8m、幅 4～5mに及ぶ。［撮影　東京・小石川植物園、2007年 3月］
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Photo 2

Yucca

リンネ著『植物の種』の「ユッカ」の記述。原書名は Species Plantarum [スペキエ
ス・プランタルム] 。ユッカ属の学名は「 Yucca  L., Sp. Pl. 1: 319 (1753). 」と表
記されるが、ここから「Yucca」が本著の第 1巻 319ページに記載されていること
がわかる。なお「Sp. Pl.」は本書名の省略形。▼リンネは植物についてまとめる時
に、その植物の特徴を 1語で余白に記していた。それが写真の右端に 3つ、わずか
に見える。これらが種小名のもととなったのである。一番上には gloriosa とあり、
これが「Yucca gloriosa L., Sp. Pl. 1: 319 (1753). 」という学名となった。▼『植物
の種』を含め、可能な文献は、すべて英国 Kew 王立植物園 (Royal Botanic

Gardens, Kew) の主催する International Plant Name Index (IPNI) と Kew science,

Plants of the World  online の最新のデータベスから誰もが自由に閲覧可能である。
もはや、歩き回るだけでも大変な膨大な文献を追いかける時代ではない。



土が乾ききる前に少なめに 表土が乾いてから数日後に 表土が乾いてから十分に 表土が乾いてから十分に水やり

室内の日当り 室内の日当り 室内の日当り 日当り～半日陰光
初夏～梅雨植付け

実生 実生・挿し木 挿し木繁殖

温度帯 ～ 8/16℃ 9/17 ～ 13/21 ℃ 14/22 ～ 18/26 ℃ 19/27 ℃ ～

温度区分 ■ 冷涼期■■ 厳寒・寒冷期 ■ 温暖期 ■ 高温期

冬
晩夏～初秋
初夏～梅雨

夏、盛夏季節
中秋～晩秋
早春～晩春→ →→

←←←

■高温期：1日平均気温23℃以上 (19/27℃～)。寒冷地植物の生育が劣るかまたは困難。［特徴］夏日、真夏日。／夏、盛夏。
■温暖期：1日平均気温20±2℃ (14/22～18/26℃)。熱帯植物が十分に生育可能。［特徴］光合成のピーク。／初夏～梅雨、晩夏～初秋。
■冷涼期：1日平均気温15±2℃ (9/17～13/21℃)。ヤシ、非耐寒植物が生存できる低限域。［特徴］桜の開花。彼岸。／早春～晩春、中秋～晩秋。
■寒冷期：1日平均気温10±2℃ (4/12～ 8/16℃)。非耐寒植物の生存の分かれ目。［特徴］光合成のほぼ下限。／冬。
■厳寒期：1日平均気温５±2℃以下 (～ 3/11℃)。多くの植物の枯死、休眠が見られる温度帯。［特徴］降霜、凍結、冬日 (霜日)。／冬。
※  1日の気温較差は平均気温を中心として±４℃の８℃としてある。これは全国主要地点の過去のデータから算出した平均値による。

[耐寒温度] -15～5℃
{生育適温] 20～30℃

1 2 3 4 5

日陰 半日陰 直射

明るさ 1 2 3 4 5

乾燥 中

土壌湿度

多湿 浸水

1 2 3 4 5空中湿度

乾燥 中 多湿

植生　熱帯の砂漠、砂丘、平原などの高温乾燥地帯に自生。地生。高さ55cm～8m。
土壌　水はけ・保水がよい。［肥沃度］中程度。
用土　壌土6＋腐植3＋砂1
肥料　[元肥] 標準。［液肥］生育期に月2～3回。
水やり　生育期は水を適度に与える。冬は控えめ。
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