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平成２５年８月

一般社団法人 日本樹木医会
千葉県支部

ま え が き
一般社団法人日本樹木医会千葉県支部は5名の会員で発足以来19年が経過
し、会員数も109名に達しました。この間、県民、行政、企業等からの様々な
要請に、会員が協力して適切かつ迅速に対応し、高い評価と信頼を築いてまい
りました。
千葉県支部は更なる知識や技術の向上、会員の交流のため、各種研修、倫理
感の高揚、情報提供等を図ってまいりました。
平成24年度は総会における独立行政法人森林総合研究所 森林昆虫研究領域
広葉樹害虫担当チーム長 北島博博士の講演
「穿孔性害虫の生活、被害、
防除」、
石谷栄次会員の「冊子『市町村が薦めるさくらの名所』の制作と樹木医」、松原
功会員の中間報告「九十九里浜の津波による樹木類の後遺症（塩害）調査」等、
時宜を得たものでした。
新会員歓迎会では独立行政法人森林総合研究所 国際連携拠点長 後藤忠男
博士の講演「海外の林業と害虫」、有田和實会員の「東アフリカの植物」、梅本
清作会員の「樹木医から見たナシ赤星病対策」等、内容の深いものでした。
4年目のブロック活動は、各ブロックが新ブロック長のもとに地域性に配慮
しながら独創的なプログラムを作成し、技術の取得、知識の向上、情報の提供・
共有にとどまらず、会員の得意分野も活用されています。また教育機関との交
流、地域住民の参加、継続的な調査研究の発表等にも成果がありました。
NPO 法人樹の生命を守る会とは緊密な連携のもとに、講演会、啓発活動、
研修会、現場実習等に多くの会員が参加しました。いくつかの研修会はブロッ
ク活動として組み込まれました。
年報第4号は千葉県支部、各ブロック、会員の活動記録、さらには樹の生命
を守る会の活動も載せています。これら広汎な活動は会員の多方面での活躍を
語り、各方面の要請や期待が見えます。特に今号は技術レポートとして、会員
の日頃の研究を紹介しています。何れも貴重で話題性にも富んでいます。
なお今号も発行までの諸作業につきまして、石谷副支部長にお手数をおかけ
しましたことを申し添えます。
次号も会員の連携、協力により、充実した内容でお届けできますよう活動し
てまいります。
平成25年8月
一般社団法人

日本樹木医会 千葉県支部長 富塚武邦
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Ⅰ
１

平成２４年度計画
基本方針

昨年３月の大震災は、高田の松原の「奇跡の１本松」が、復興への希望の光とな
りました。これは生命体として、樹木の持っている力であると思います。残念な結
果となりましたが、改めて樹木と人々との絆を強く感じました。また海岸林の被災
状況を通して、防災機能や環境保全機能への認識が深まったと思います。
平成２４年度、日本樹木医会千葉県支部は、県民、行政、教育機関、企業からの
多様な要請に真摯に応えるとともに、その責務の重さを受けとめながら、普及啓発
活動、情報の収集・発信、地域との交流をはかってまいります。
基本方針として知識・技術の向上、会員の交流、倫理観の高揚を目標に、研修、
集会、情報提供等、いろいろな活動を展開いたします。
また、４年目を迎えた地域ブロック制の充実のため、会員の積極的な参加のもと、
会員の研究・得意分野、経験業務等の活用を進めてまいります。
２

具体的方策

(１) 技術の向上に向けての活動：定例総会や新樹木医歓迎会に、外部講師による
講演や会員による最新事例発表等を行います。また「樹の生命を守る会」と連
携して、診断治療の実務能力の向上に役立つ研修会や、普及啓発活動等の企画
を進めてまいります。その他日本樹木医会本部、（財）日本緑化センター、関
東甲信地区協議会、近県支部、他団体で開催する研修会、技術講座等をお知ら
せいたします。
(２) ブロック制の充実：４年目を迎える本制度は、樹木医としてのさらなる研さ
ん、地域状況の把握、情報の交換、会員の交流・親睦で、成果をあげてまいり
ました。今年度も会員の協力のもとに活動してまいります。
(３) 年報の発行並びに「千葉県支部１５周年記念誌」の作成：今年度は第３号年
報を作成いたします。また昨年度より進めてまいりました１５周年記念誌をお
届けいたします。
(４) 「樹の生命を守る会」との連携：同会は講演会、実技講習会、観察会、各種
行事等を企画し、実施しておりますので、密接な連携のもと、開催情報等を提
供いたします。
(５) その他：樹木の性質・対応処方や観察会に関わる講師の派遣依頼、また緑化
相談等には会員の協力のもとに応えてまいります。

－ 1 －

Ⅱ

活動記録
＜千葉県支部＞
平成２４年（２０１２年）

・４月２１日（土）

第１回理事会，プラザ菜の花（千葉市）

・４月２１日（土）

平成２４年度通常総会，プラザ菜の花（千葉市）

・４月２１日（土）

講演「穿孔性害虫の生活、被害、防除」，北島
行政法人森林総合研究所

森林昆虫研究領域

博

独立

広葉樹害虫

担当チーム長，プラザ菜の花（千葉市）
・活動紹介「冊子『市町村が薦めるさくらの名所』の製作と
樹木医」

石谷栄次会員，プラザ菜の花（千葉市）

・活動紹介「九十九里浜の津波による樹木類の後遺症（塩害）
調査」

松原

功会員，プラザ菜の花（千葉市）

・７月２１日（土）

第２回理事会，千葉市蘇我勤労市民プラザ

・１２月８日（土）

第３回理事会，ホテルサンシティ（千葉市）

平成２５年（２０１３年）
・２月

９日（土）

第４回理事会，プラザ菜の花（千葉市）

・２月

９日（土）

講演「海外の林業と害虫」，後藤忠男
総合研究所

国際連携拠点

独立行政法人森林

拠点長，プラザ菜の花（千葉

市）
・話題提供「東アフリカの植物」

有田和實会員，プラザ菜

の花（千葉市）
・話題提供「樹木医から見たナシ赤星病対策」

梅本清作会

員，プラザ菜の花（千葉市）
・２月

９日（土）

新会員歓迎会，プラザ菜の花（千葉市）

「海外の林業と害虫」（後藤拠点長）

話題提供「東アフリカの植物」（有田会員）

－ 2 －

＜東ブロック（ブロック長

大木一男）＞

平成２４年６月３０日（土）
松原樹木医、石橋樹木医を講師として蓮沼海浜公園において「津波の被害に
あった樹木の１年後の状況」ということで第１回の研修会を行った。参加者は
樹木医１５名（松原・石橋樹木医を含む）
、千葉県森林研究所の小森谷さん、千
葉大の大学院生５名であった。
マツ林の衰退に驚かされたが、森の状況やタブノキのひこばえの萌芽状況を
みて、改めて植物の生命力を感じられた研修であった。また試験的にラクウシ
ョウが植えられている場所もみることができた。蓮沼海浜公園の展望台にあが
って海岸林をみながら、県の小森谷さんに津波被害樹木の研究の話をしていた
だき、また参加者から多くの感想を話してもらい午前中の研修を終了した。
午後は樹木医１３名が参加して匝瑳市の天然記念物に指定されている「薬師
寺のマキ」と「円長寺のナギ」を見学した。
「薬師寺のマキ」は２年前に NPO
法人樹の生命を守る会で土壌改良等をした樹木である。住職が幹折れを心配し
ていることもあり、とくに支柱等設置を主とした今後の管理について話し合っ
た。
「円長寺のナギ」は近年樹勢が衰退しているとのことで樹木医会に相談され
た樹木である。対応について多種多様の話を聞くことができた。樹木医が樹木
を思う気持ちが十分に伝わってきた研修であった。
平成２４年９月１５日（土）
富塚樹木医、松原樹木医を講師として成田観光館において第２回の研修会を
行った。参加者は１２名であった。
はじめに富塚樹木医が「椿の観賞」について話された。椿の分類に始まりそ
の魅力や花の美しさそして園芸品種個々の話にまで及びました。とくに花の大
きさ、色、形、咲き方、斑入りの仕方等詳しく説明されました。また文化的な
面にもふれられ、まさに富塚樹木医の多方面にわたる知識の豊富さに驚かされ
ました。
次に松原樹木医が「樹木医としての私の仕事」について話された。サンブス
ギ非赤枯性溝腐病やマツの材線虫病や除草剤を使った竹枯殺試験など多くの研
究を知ることができた。とくにマツ材線虫病の研究は長期にわたって行う必要
があることを体験をとおして話されました。また樹木の診断を百本以上されて
いる経験を話されました。現在も津波による樹木の後遺症調査やケブカトラカ
ミキリの調査等多くのことで勉強させてもらっている。

－ 3 －

平成２４年１０月２１日（日）
匝瑳市の大木幹夫樹木医の畑で第３回の研修会を行った。参加者は１０名で
あった。今回の研修は匝瑳市周辺でイヌマキを枯らす一大原因になっているケ
ブカトラカミキリの防除についての試験を行った。とくに幹の中で活動する幼
虫について殺虫できないかを目的とした。
３種類の薬剤をそれぞれ幹に塗布する方法で行った。使用方法は登録とは違
っているがそれぞれの薬剤はイヌマキに登録があるものを使用した。東ブロッ
クとして今回の試験の結果を検証しこれからも試験を行う予定である。
平成２４年１２月９日（日）
成田市観光館と匝瑳市の大木幹夫樹木医の畑で第４回の研修会を行った。参
加者は１２名であった。
午前中は、成田市観光館で梅本樹木医が「樹木医がみたナシ赤星病について」
という題で話された。ビャクシン類６１品種のナシ赤星病菌の中間宿主として
の寄生性についての研究やナシ赤星病菌の飛散距離の研究などの話をされた。
一大産地である千葉県のナシ栽培にとってひじょうに重要な成果があったこと
がわかりました。また広いフィールドでの研究の大変さがわかりました。千葉
県のナシ栽培がこのような研究があって成り立っていることが理解できました。
午後は、１０月２１日（日）に３種類の薬剤を塗布した効果をみるためにイ
ヌマキの幹や枝を伐採した。ＮＣＳ剤、バークサイドＦ、トレボンＥＷの３種
類について、幹や枝を伐採して皮をはぎ削って幼虫等の生死を確認した。時間
がなくＮＣＳ剤と無処理区のみの調査になってしまったので第５回の研修会と
して残りの調査を行うことにした。
平成２４年１２月２４日（月）
１２月９日（日）に残った他の薬剤についての調査を第５回の研修会として
行った。参加者は１１名であった。非常に寒い日であったが、多くの幼虫、さ
なぎ、成虫をみつけ生死を判定し効果を調べた。
第１報ということで松原樹木医に報告書を作成してもらいました。薬剤の塗
布時期や薬害等について今後の課題がみえてきたので次年度以降も継続して試
験を行っていく予定である。
平成２５年２月２４日（日）
香取市山田公民館で行われた「巨樹・古木フォーラム in かとり」を第６回の
研修会とした。東ブロックの参加者は９名であった。
松原樹木医の基調講演にはじまり、府馬の大クスの近くにお住まいの繪鳩さ

－ 4 －

んと鈴木さんの講演、そして有田樹木医と高野樹木医の講演が行われた。その
後富塚樹木医がコーディネーターとなり講演者をパネラーとしてパネルディス
カッションが行われた。
地元の人の話や今回はじめて見せていただいた資料から府馬の大クスが大
切に保護されてきたことが改めて実感できたフォーラムであった。２４年度最
後の研修会としてふさわしいものとなった。
おわりに
東ブロックの皆様をはじめ多くの皆様の協力により２４年度の活動を終える
ことができました。感謝いたします。プロジェクター購入とフォーラム補助な
ど大きな出費もありましたが有効に使わせてもらいました。２５年度も継続し
て行う予定の研修会もあります。今後とも皆様のご指導ご協力の程よろしくお
願いいたします。
会員（１４名）
・石原 浩聡（佐倉市）

・梅本

清作（四街道市）

・松原

・大場みちる（佐倉市）

・北田

征二（八街市）

・足立 照光（大網白里町）

・橋本 智美（佐倉市）

・櫻本

史夫（富里市）

・古川

・林

正純（佐倉市）

・大木

幹夫（匝瑳市）

・大木 一男（芝山町）

・富塚 武邦（東金市）

・石橋

亨（山武市）

津波被害樹木の検討（蓮沼海浜公園）

功（山武市）
健（九十九里町）

ケブカトラカミキリはく皮調査

－ 5 －

＜西ブロック（ブロック長

砂山芳輝）＞

１．平成24年４月29日：花と緑のフェスティバル2012への参加
松戸市21世紀の森と広場で開催された“花と緑のフェスティバル2012”で
堆肥販売と樹木の健康相談コーナーを開設した。参加人員は８名であった。
去年震災の影響で中止されたこともあってか、今年は来園者も多く、早期に
堆肥は完売した。また、樹木の健康相談コーナーにも多数の相談があった。な
お、市川のイベントは今年は中止した。
２．平成24年７月７日：さくら通り樹木調査にて台帳作成
さくらの腐朽菌や病害対策を、会の活動としてより組織的・継続的に「実験
→経過観察→評価」していく土台とするため、樹木１本１本について調査し台
帳を作成した。（キノコの位置・大きさ・種類の他、空洞や腐朽の有無、樹勢
等を評価）
参加人員16名、松戸平市民センターにて事前打ち合わせの後実施した。
（３班にて）
３．平成24年７月14日：さくら通り樹木台帳作成
７月７日に調査が終わらなかった分の樹木調査を実施。（３班にて）
参加人員10名、２日間合計約450本調査完了。
４．平成24年９月22日：さくら通り腐朽菌対策実験
作成した樹木台帳を元に腐朽菌に犯された樹木を選出し、５班に分かれ対策
実験及び調査を実施した。各班のリーダーは、佐々木さん、永野さん、中井さ
ん、真嶋さん、神尾さん。参加人員は、１９名＋東大チーム３名。
５．平成24年12月３日：クスノキの樹勢回復
松戸市で一番の大樹である高木小学校のクスノキが衰退したため、樹木医会
の活動として樹勢回復に取り組むこととした。今回は衰退の原因を調査するた
め、土壌断面調査、透水性・硬度の測定、地上部の調査、ピカスによる樹幹内
部調査、ツリークライミングによる樹冠上部の観察等を実施した。
参加人員は、２２名＋松戸市役所２名。
６．平成25年３月７日：クスノキの樹勢回復
高木小学校のクスノキについて、前回の調査結果を元に対策案を検討し、根
元付近では発根促進を、根の先端では表土固結防止の土壌改良を実施した。
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参加人員は、１５名＋松戸市役所１名。その他校長先生・教頭先生はじめ PTA
の方数名も参加。
７．その他
サクラ通りで調査した台帳については、柏﨑さんが取りまとめを行い、希望
する会員に CD 等で配布した。
会員（４６名）
・金子 真吾（市川市）

・佐々木 潔州（松戸市）

・山田

雄介（柏 市）

・神尾 健二（市川市）

・佐藤

愛（松戸市）

・大西

浩（流山市）

・坂元 博明（市川市）

・鈴木

良治（松戸市）

・岡田

和子（流山市）

・髙沢 克彦（市川市）

・高橋

悦子（松戸市）

・勝村

実（流山市）

・高橋 芳明（市川市）

・高橋

毅（松戸市）

・勝村

安代（流山市）

・田口 峯男（市川市）

・本田

一彦（松戸市）

・苅住

曻（流山市）

・鳥山 貴司（市川市）

・真嶋

好博（松戸市）

・荒木

睦（我孫子市）

・直木

哲（市川市）

・松永

整治（松戸市）

・岸

・中井 義昭（市川市）

・菊田

裕一（野田市）

・阪本

功（我孫子市）

・藤原

淳（市川市）

・砂山

芳輝（野田市）

・高野

光利（我孫子市）

・前島 重男（市川市）

・田中

彰（野田市）

・千濱

忠（我孫子市）

・柳澤 ユーサ（市川市）

・奥宮

健太（柏

・飯岡 紀幸（松戸市）

・髙橋

由紀子（柏

・今井 一隆（松戸市）

・直江

宏（柏

市）

・鏑木 大作（松戸市）

・松井

映樹（柏

市）

・五月女

・松橋

秀記（柏

市）

治（松戸市）

サクラ腐朽菌対策（9月22日）

市）
市）

真理（我孫子市）

・柏﨑

智和（印西市）

・永野

修（印西市）

・渡辺

照雄（印西市）

ピカスによる樹幹内部調査（12月3日）
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＜中央ブロック（ブロック長

鈴木弘行）＞

１

はじめに
24年度より中央ブロック長を拝命した。ブロック会員を講師とした座学を中心とした
研修とともに、関係団体のプログラムも研修を取り入れることにより24年度の活動を行
った。

２

活動内容
中央ブロックの活動として研修会の開催とニュースレターの発行を行った。
ニュースレターは、研修会に参加できなかった会員にも研修の内容を周知する有効なツ
ールとして発行している。
（１）研修会の開催
独自実施の研修会と共に関係団体の実施するプログラムも研修に取り入れ、６回
の研修を実施した。
開催月日

話

題

場所

話題提供者等

7 月 21 日 自己紹介、意見交換

室内

全員

9 月 15 日 私の樹木診断

室内

石谷栄次（樹木医）

10 月 14 日 稲毛海浜公園
「子ども樹木博士」

室外

樹の命を守る会
千葉県森林インストラクター会

10 月 27 日 京葉臨海埋立地の緑
化と生物多様性

室内
室外

京葉臨海埋立地の生物多様性を
考える会ほか

11 月 17 日 稲毛海浜公園での樹
木ボランティアと樹
木医の役割

室内

木暮亘男（樹木医）

3 月 9 日 白子海岸で松の植樹
体験

室外

九十九里海岸の松林を守る会
ほか

（２）ニュースレター「中央ブロックホットニュース」の発行
研修会との両輪としてニュースレターの発行を５回行った。
平成 24 年 7 月 31 日発行：No.２６
平成 24 年 9 月 17 日発行：No.２７
平成 24 年 10 月 17 日発行：No.２８
平成 24 年 10 月 31 日発行：No.２９
平成 24 年 11 月 25 日発行：No.３０
３

おわりに
独自の研修会はブロック会員及び支部会員の日頃の研究成果や経験談を発表・議論する
座学研修をベースとした。参加者が常連化している傾向がある。話題提供してくれる会員
や他の団体からの話題提供者の発掘などの工夫を行っていきたい。
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9／15 私の樹木診断：石谷樹木医

10／27 自然観察会風景
京葉臨海埋立地の緑化と生物多様性

会員（３６名）
・石谷

栄次（千葉市）

・荻野 由佳子（千葉市）

・中村 元英（習志野市）

・伊東

伴尾（千葉市）

・服部

・山﨑 雅則（習志野市）

・臼井

敦史（千葉市）

・福本 和弘（千葉市）

・神谷 隆（八千代市）

・小田

良彦（千葉市）

・森野 敏彰（千葉市）

・小宮山

・角能 浩章（船橋市）

・鳥屋 英昭（八千代市）

・小野寺

康夫（千葉市）

立史（千葉市）

載彦（八千代市）

・掛札

俊一（千葉市）

・川井

洋基（船橋市）

・藤田 司（八千代市）

・君塚

幸申（千葉市）

・鈴木 弘行（船橋市）

・有田 和實（浦安市）

・草野

洋（千葉市）

・中尾 大吾（船橋市）

・大島 渡（浦安市）

・木暮

亘男（千葉市）

・中里

典子（船橋市）

・清水 政巳（浦安市）

・坂入

由香（千葉市）

・細川 卓巳（船橋市）

・野木 茂樹（浦安市）

・櫻井

健太（千葉市）

・目黒 仁一（船橋市）

・武田

英司（千葉市）

・横田 純（船橋市）

・塚原

道夫（千葉市）

・清水 晴一（習志野市）
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＜南ブロック（ブロック長 大矢文夫）＞
１ はじめに
南ブロックは現在、白子町と市原市を結ぶそれ以南の地域であり、１４名で構成さ
れていましたが、本年１月、川西 正樹木医が６０歳半ばの若さで急逝されました。
川西さんは樹木医会、樹の生命を守る会の会員として県内や中国で樹木の樹勢回復治
療にあたり、多くの樹の生命を救けてきました。南ブロックにおいても活動の中心的
存在でありましたので大変残念です。個人的には川西さんが学生時代に教職実習時の
担当教官をいたしましたが、樹木医としては先輩にあたり丁寧にいろいろと教えてい
ただきました。ご冥福をお祈りいたします。
２ ブロック活動の報告
（１）第一回目の研修は、千葉市都市緑化植物園にて行うことで進めてきましたが、
開催日の設定にミスがあり、延期状態となっています。予定した８月１８日は旧
盆直後で農村部では宗教行事が続いておりまして、参加人数の関係から急遽延期
となりました。
この時の研修項目は、常緑性ブナ科植物の多い房総丘陵を抱える南ブロック員
として常々気にかけているブナ科植物の害虫被害についての知識をと考えており
ましたので、「カシノナガキクイムシに関する基礎知識と防除」ということで、
西ブロックの東京大学の髙橋由紀子さんにお願いしておりました。
また、「都市緑化植物園内のヤマザクラの巨樹とツバキの古木の樹勢診断」に
ついては、参加者の方々の診断で回復指針を立てたいとの考えから設定しており
ました。
これらは、そのまま後程実施したいと考えています。
（２）第二回目は、緑化推進委員会施設（旧環境緑化センター）にて
南ブロック小倉樹木医による「玉川上水路内の樹木の現状と管理」についてと
中央ブロック石谷樹木医による「私の樹木診断と経験の継承」についての２テー
マで行われました。
「玉川上水路内の樹木の現状と管理」小倉樹木医
玉川上水は江戸六上水の一つで、水路沿いにはヤマザクラなどが植えられ用と
美が一体化した空間であったと思われます。現在でも一部上水利用されています
が、現在は住民のグリーンコンタクトとウオーターコンタクトとしての空間とな
っています。水番所、水衛所としてのきめ細かな管理もなくなることで、樹木に
ついては、腐朽、被圧、不自然な傾き、蔓植物、呑み込み、枝枯れ、病害虫、植
栽密度、法面崩壊など各種の問題が生じてきました。これらの対処ということが
課題として求められることになります。受注された小倉樹木医の提言は勿論です
が、参加者から活発な発言がありました。
これらは、専門家としての提案と、多様な住民の想いや意見があることを念頭

－ 10 －

に進めることは、集合住宅の過密植栽の対処や街園、街路樹のあり方や管理に共
通するもので、共通理解のできる結論を導く必要を感じました。
「私の樹木診断～経験の継承について」石谷樹木医
このテーマは、中央ブロックの方は耳にしたことがあると思いますが、テーマ
探しに中央ブロックの研修会に参加させていただき大変参考になりましたので、
そっくり南に移入させていただきました。
病害虫といったある程度明確な原因の場合の特定は容易に対処できますが、生
物分野の特徴はいわゆる複雑系であり、衰弱の原因が複雑に絡み合っている場合
が殆どといっても過言ではないようです。このことは多くの症状から一つの原因
を探し出したり、
一つの症状から多くの原因を探し当てたりする場合もあります。
具体的なこととしては、症状をスライドによりカエデ、クスノキ、スダジイ、
イヌツゲ、ウメ、キャラボク、ハナミズキの衰弱や枯死などの原因を探りながら
樹木診断のあり方について考えるものもありました。
講義形式の意図的学習に対して、参加者全員がそれぞれの意見や考えを出し合
うことで偶発的に多くの知識を得ることができ、大変有意義な研修会となりまし
た。
（３）第三回目は、館山市にて
「樹木の生理障害と対処法について」齊藤陽子樹木医と「ヤシオオオサゾウム
シの防除について」土肥奈都子樹木医により行いました。当日は中央ブロック、
東、西ブロックからもご参加いただきました。
「樹木の生理障害について」齊藤樹木医
樹木のトラブルの多くは生理障害のようであり、特に土壌に起因するところが
多いように感じます。齊藤さんは土壌肥料の専門家でありこれらのことについて
講義していただきましたが、特に土壌といえば土壌構造、土壌酸度について、ま
た肥料関係では微量要素と欠乏症などについてポイントを絞って講義をしていた
だきました。そのなかで強調されていたことが、微量要素欠乏については野菜も
樹木も全く同じ症状として現れるというくだりです。十分注意して観察すること
が大切だと感じました。
まお、会場として齊藤さん経営のイチジク観光農園を利用させていただきまし
た。
「カナリーヤシのヤシオオオサゾウムシの防除について」土肥樹木医
土肥さんは昨年福岡から転入されました。福岡ではご存知の方も多いと思いま
すが森園芸場に勤務されておりました。従ってヤシオオオサゾウムシ被害の多い
九州で実際に活躍されておられました。この虫は東南アジア全域に生息し、
197４年に沖縄に入りましたが初期の対処に成功。１９９８～１９９９年に宮崎、
鹿児島、２０００年に福岡に発生した。温暖化などによっては関東以西の太平洋
側に生息エリアが拡大する可能性も秘めています。房総半島特に南房総は緯度的
にも気候的にも九州と類似しており、生産地もありますので警戒を要するところ
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です。
薬剤についてはアトラック液剤の樹幹注入やスミパインMCの散布などがある
ようです。九州では大問題のようですが、沖縄ではタイワンカブトムシとキムネ
クロナガハムシが問題で、ヤシオオオサゾウムシはあまり気にしていないと聞き
ます。沖縄のカナリーヤシは八丈島や九州から入るもののようです。今後注意し
ていく必要を感じました。
（４）第四回は、館山市の諏訪神社のサクラと境内林の管理について
氏子や一般市民を対象として石谷、齊藤、小池３樹木医が行った講習会ですが、
南ブロック員にも呼びかけ実施しましたので帳尻合わせ的な報告になります。
はじめに小池さんからサクラを中心とした管理方法について、次に石谷さんか
らサクラの病害虫防除についての説明があり、諏訪神社に移動し、実地での解説
となりました。サクラについて言えば天狗巣病の発生、剪定部位の誤りや初期の
骨格剪定が行われていないための樹形の乱れ、植栽間隔や被圧の問題、さらに神
社の林冠の破調的な樹木の伐採指導などが行われました。
この講習会でも市民の熱心な質問や相談がありました。このことからブロック
研修会も単にブロック員だけでなく、市民の参加のもとでの開かれた研修会もあ
ってもよく、このことから逆に吸収するものも多いのではないか、またPR効果も
あるのではないかと感じました。
会員（１３名）
・齊藤 陽子（館山市）

・大高 一郎（君津市）

・海老根 熙（長生村）

・小倉 善夫（木更津市）

・小池 英憲（君津市）

・大矢 文夫（白子町）

・鈴木 輝征（市原市）

・諏訪原 幸広（君津市）

・渡邉 昭夫（大多喜町）

・久本

・藤平

量郎（君津市）

・関

隆夫（いすみ市）

洋子（鴨川市）

・土肥 奈都子（鴨川市）

サクラの管理講習（館山市）

現地での解説（諏訪神社）
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Ⅲ

会員の動向

(1) 新入会者
勝村

実（流山市）、金子真吾（市川市）、千濱

福本和弘（千葉市）、藤原

忠（我孫子市）、

淳（市川市）、柳澤ユーサ（市川市）

(2) 転入会者
櫻井健太（茨城県から）
(3) 転出者
(4) 退会者
(5) 物故者
川西

Ⅴ

正

会員の発表等（五十音順）
＜口頭発表＞

1）有田和實(2013.2)「小見川城山公園サクラ復活について」，第７回巨樹・古木
フォーラム in かとり，香取市山田公民館（香取市）
2）石谷栄次(2012.4)「マツ類の樹種特性と松林の保全」，ちば里山センター講習
会，千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ケ浦市）
3）石谷栄次(2012.9)「私の樹木診断」，千葉県支部中央ブロック研修会，千葉市
蘇我勤労市民プラザ
4）石谷栄次(2012.10)「私の樹木診断－経験の継承について－」，千葉県支部南ブ
ロック研修会，千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ケ浦市）
5）石谷栄次(2012.11)「京葉臨海埋立地に造成された樹林の新しい活用法につい
て」，臨海コンビナート地域における緑地活用研究会，塚本ビル会議室
6）石谷栄次(2012.11)「樹木の性質いろいろ」，治山・林道講習会，社団法人千葉
県治山林道協会，千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ケ浦市）
7）石谷栄次・武田英司(2012.7)ウメ樹木診断，千葉市内
8）梅本清作(2012.12)「樹木医が見たナシ赤星病について」，千葉県支部東ブロッ
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館山パイオニアファーム・諏訪神社（館山市）
11）齊藤陽子(2013.1)「樹木の生理障害と対処法について」，千葉県支部南ブロッ
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成田観光館
20）松原

功(2012.10)平成 24 年度樹勢診断と回復技術講座，千葉県農業大学校
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ヘデラ類に発生したセンノキカミキリの被害について
－ 新たな虫害発生の報告 －
柏﨑 智和（樹木医）
キーワード：ヘデラ，セイヨウキヅタ，センノキカミキ
リ，穿孔被害
I

害し、老熟幼虫で越冬，翌年の春に蛹化・羽化脱出する。
III 被害発生状況
１．被害発生の地域性

はじめに
ヘデラ類（セイヨウキヅタ）は, 性質が強健で成長が

早く,雑草の抑制効果が高いとされ，コンクリート造の建
築物や擁壁等の壁面やグラウンドカバー等の緑化と多方
面で利用されている。

最初にヘデラの衰退箇所で成虫を捕獲したのは,茨城
県水戸市内のヘデラへリックス植栽地であり、その後、
千葉県内では,千葉市,酒々井市,八街市,山武市,市原市で
被害発生や痕跡を確認。更に,栃木県宇都宮市や埼玉県鶴
ヶ島市等でも被害の痕跡を確認している。(図-1)

しかし,緑化が

また,平成 24 年では,神奈川県横須賀市内でも確認して

完成した後,急速

おり,この結果から,局地的な発生ではないと考えられる。

に衰退していくと
いった現象が各所
で確認され,その
ヘデラ衰退箇所の
多くから,穿孔性
害虫被害の痕跡やセンノキカミキリの幼虫などが確認さ
れ,このセンノキカミキリの被害がヘデラ衰退の大きな
原因のひとつと考え,本レポートにおいて，現時点で判明
している内容について報告する。
II センノキカミキリについて
１．分類
学名：Acalolepta luxuriosa (Bates)

（写真-1,2）

ビロードカミキリ属の中型から大型のカミキリムシ

図-1 被害発生個所位置図 （☆が被害地）

日本全土に分布。食樹は主にウコギ科植物で,トドマツ，
ブナ，ボタン，アジサイ，ゴンズイ，シナノキ，タラノ
キ，ウド，ヤツデ，カクレミノ，ウコギ，コシアブラ，
センノキが報告されている。

２．葉にみられる被害状況
ヘデラの外観的な被害状況は,葉の萎凋や褐変で，夏季
から秋季にかけて顕著になる。
３．蔓・根株にみられる被害状況
葉に異常がみられた蔓や根株には，樹液の漏出がみら
れ，フラスが付着し,食入孔や坑道にはフラスが充満して
いる。また，食入している蔓は,直径約 10 ㎜程度以上の
部分で,蛹室部分が異常に肥大し蛹室が形成されている
ものもみられる。根株に蛹室が形成されている場合もあ

写真-1 センノキカミキリ成虫

写真-2 センノキカミキリ幼虫

るが,蔓の枯損は全枯損している場合と部分枯損にとど
まっている場合がある。
（写真-3,4）

２．生態
成虫は 6～10 月に出現し生葉や若い枝などを後食する。
夏から秋に発生した幼虫が生立木や衰弱木の材に穿孔食
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V 防除法の考察
現在市販されている殺虫剤では，MEP（フェニトロチ
オン）80％乳剤，MEP（フェニトロチオン）50％乳剤,
微生物資材（Beauveria Brongniartii）にもセンノキカミキ
リでの登録はあるものの，ヘデラ類に使用できる登録の
ある薬剤は MEP80％乳剤で,作物名：樹木類,適用害虫
写真-3 食入孔のフラス

写真-4 蔓の中にいた幼虫

名：カミキリムシ類と登録されている。
このため,MEP80％乳剤を成虫発生期である６月上旬

４．品種間差および緑化方法の違いによる被害

頃に散布したが,処理を単年度しか実施していないため,

ヘデラへリックスおよびヘデラカナリエンシスの２品

その効果について詳細は不明な点も多い。薬剤処理する

種が緑化に利用されている代表的な品種であるが,いず

と,連年被害が拡大傾向にあった箇所において,その拡大

れにも被害は発生しており,品種間差はみられていない。

していく状況が外観的に鈍化した感じを受けている。

壁面等を金網等の補助資材を使用して緑化するクライ

平成 24 年に初めて発生を確認した神奈川県内のヘデ

ミングタイプや地表面を被覆するグラウンドカバータイ

ラ植栽箇所では，アセタミプリド剤の散布を試験的に実

プ,いずれのタイプにも被害は発生しているものの,その

施しており,今後被害の拡大状況を観察し,防除法の確立

差については確実なことは言えないが，クライミングタ

につなげたいと考える。

イプの被害が大きくみえる。
IV

VI

発生源の推測

おわりに

ヘデラ類は利用価値の高い植物であり,まだまだ建物

１．被害発生箇所の周辺状況

緑化やグラウンドカバー等に多用されている。

被害発生個所の周辺には、山林、緑地（公園を含む）

ヘデラ緑化の目的とする効果を十分発揮させるために

がみられ、たとえ住宅密集地であっても、緑地が周辺に

も,ヘデラ類の健全な生育が必要であり,本報告によりセ

存在すると被害がみられている。

ンノキカミキリの被害が一般的に認知され,ヘデラの突
然の衰退減少に歯止めをかける一助となれば幸いである。

２．発生源の推察
平成24年秋に，
千葉市内および神奈川県横須賀市内で,
植栽後 2～3 年程度経過したヘデラカナリエンシスに，
葉
の褐変および蔓にフラスの付着している状況を確認。そ
の後、
平成 25 年 5 月に蛹室とみられる蔓が肥大した部分
で,蛹化した個体を確認した。
（写真-5）

最後に,センノキカミキリ調査に際し,助言をいただい
た日本樹木医会千葉県支部 石谷栄次副支部長に感謝を
申し上げる。
参考文献
(1) 大林延夫・新里達也編著（2007）日本産カミキリム
シ，P586～587，東海大学出版会
(2) 小林富士雄・竹谷昭彦（1994）森林昆虫 総論・各
論（1994）P35～47，P230～231，養賢堂

写真-5 蛹室内の蛹

これらの箇所では,植栽後今回が初めての被害確認で
あった。
このことから，ポット苗の段階で植栽地に持ち込まれ
たものではなく,周辺の山林や緑地などから飛来したも
のと考える。
また,植栽直後ではなく,植栽後数年経過しあ
る程度成長した後に被害が発生するものと推察する。
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2013 年の千葉県下におけるソメイヨシノの開花不良（１）
－開花状況－
日本樹木医会千葉県支部 石谷栄次
１ はじめに
2013 年の関東地方の気象は、３月、厳冬から一転して初夏のような高温に見舞われ、ソメイヨ
シノの開花予想が記録的に早まった。しかし、すぐに冬のような寒さが再び訪れるなど気温の乱
高下で推移した。
このような不安定な気象の中で、千葉県下の生物現象もサクラとモモの花が同時に見られるな
ど例年と異なる様相を示している。サクラについても次のような現象が見られた。
①ソメイヨシノの開花が記録的に早かった。
②ソメイヨシノの花着きが例年よりも著しく不良であった（写真１）。
③頂部に花着きの悪いサクラが多く観察された（ソメイヨシノ＜写真２＞、枝垂れ桜）
④同じ品種の開花が場所により大きく異なった（寒緋桜）。単木的な開花に例年にない幅があ
った。
このうちのソメイヨシノの花着き不良について述べたい。

写真１ 花着き不良（大多喜県民の森）

２

写真２ 頂部の花着き不良（東庄県民の森）

千葉県下におけるソメイヨシノの花着き不良
2013 年３月 28 日、渡邉昭夫樹木医から大多喜県民の森でのソメイヨシノの開花不良について

連絡をいただいた。開花不良には開花の遅延と花着き不良がある(1)が、花着き不良のようであっ
た。そこで、３月 30 日に長柄ダム、秋元牧場（長生郡長柄町）、大多喜県民の森、房総カントリ
ークラブ入口（長生郡睦沢町）のソメイヨシノの開花状況を観察した。
同年４月２日、鶴舞公園（市原市）のソメイヨシノの開花不良について原因の問い合わせがあ
り、筆者の回答が日本農業新聞に掲載されることとなった(3)。
ソメイヨシノの花着き不良は、東葛飾地域では話題にならなかったが、小見川城山公園（香取
市）、東庄県民の森（香取郡東庄町）、昭和の森（千葉市緑区）、君津市で同様の現象が話題と
なった。そこで、県下の樹木医の協力を得て花着き状況をまとめた（図１）。この結果、香取市、
香取郡東庄町、千葉市緑区、市原市鶴舞、長生郡長柄町、長南町、睦沢町、夷隅郡大多喜町、君
津市と広い範囲で花着き不良が明らかとなった。
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３ ソメイヨシノの花着き不良の単木的差異
2013 年の花着き状況は、単木的差異が目に
ついた。第１が、頂部の花着き不良で、ソメ
イヨシノ（写真２）に単木的現象として観察
された。
第２が、花着き不良木の存在である。房総
カントリークラブ入口（長生郡睦沢町）の並
木は多くが花着き不良であったが、数本平年
並みの木が見られた。茂原市内では多くのソ
メイヨシノが平年並みであったが、場所によ
り花着き不良の木が若干見られた。いつもな
ら個体差として気にかからない単木的現象が
目に付いた。
４

1997 年（平成９年）の開花不良
鶴舞公園では毎年桜まつりを開催しており、

開催を市原市から委託されている鶴舞さく
らの会にとっては気になる出来事となる。
同公園では1997年にも同様な開花不良が起き
ており、原因は２月の寒さや渡り鳥（ウソ）

図１

ソメイヨシノの花着き状況（千葉県）

によると推察された(2,4)。筆者は当時、鶴舞公園だけの現象と把握していたが、新聞記事から広
い範囲で開花不良が確認されていた。
両年を比較すると、花着きが著しく不良である、山間部に多く発生する、広い範囲で発生する
など、共通の現象が見られた。
５ おわりに
最近、大雨、竜巻、暴風雪、大地震、大津波と記録に残る現象が多発している。2013 年の気象
の不安定さは記憶に残り、生物現象にも平年と異なる影響を与えていると考えられる。多くを記
録することで、今後の生物現象の解析資料になってほしいと願っている。
この報告を書くに当たり、開花状況を連絡いただいた県内各地の樹木医、並びに観察を勧めて
いただいた渡邉昭夫樹木医に深謝いたします。
引用文献
(1) 石谷栄次(2013)2013 年の千葉県下におけるソメイヨシノの開花不良（２）－原因の推測と対
策－，日本樹木医会千葉県支部年報４，21～22
(2) 千葉日報(1997)異変？！サクラ咲かず，千葉日報平成９年４月９日
(3) 日本農業新聞(2013)春に異変－咲かない桜‥‥なぜ？，日本農業新聞平成 25 年４月５日第
10 面
(4) 毎日新聞(1997)サクラ異変！！サカズ，毎日新聞平成９年４月 16 日地域のニュース
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2013 年の千葉県下におけるソメイヨシノの開花不良（２）
－原因の推測と対策－
石谷樹木技術士事務所 石谷栄次（樹木医）
１ はじめに
2013 年は、千葉県下の広い範囲でソメイヨシノに花着き不良が観察された。そして、同様の現
象が 1997 年にも観察されていた(5,10)。写真１は、遠めに２～３分開きに見えた開花遅延のソメ
イヨシノで、2013 年３月 22 日に袖ケ浦市長浦で撮影した平年並みの花着き、写真２は、花着き
不良として 2013 年３月 30 日に大多喜県民の森で撮影したソメイヨシノである。
ソメイヨシノの花着き不良は、待っている人々には不幸な出来事で、関係者にとっては対策を
求められることになる。そこで、原因を推測し、対策について検討した。
２

千葉県下におけるソメイヨシノの花着き不良の原因
1997 年の花着き不良の原因については、春先に低温が訪れて花芽が黒化し落下したという現象

が見られたことから、気象害（春季低温）説とウソ食害説が上げられた(5,10)。今年(2013 年)の花
着き不良では厳冬説、前年気象説、ウソ食害説と気象的原因と生物的原因にまとめられた。
ソメイヨシノの花芽形成は前年夏までに完了する(8)ことから、厳冬説は考えにくい。1997 年の
２月頃見られた花芽の黒化・落下は、今年は確認されなかった。残る可能性は、前年気象説とウ
ソ食害説である。東京の 2012 年の梅雨明けは７月 17 日と平年並みであった。その後、30℃を越
える日が多く、無降水日が 11 日続く（過去第２位の記録）であった。８月の天候不順のような猛
暑は９月も継続し、千葉県ではキンモクセイの開花が９月末まで遅れた。この気象的要因が花芽
形成に影響を与えたことも考えられる。しかし、気象報道は東京の記録が報じられており、それ
が千葉県の山間部のソメイヨシノにどのような影響を与えているかは、気象学的な解析を実施し
なければ解明されない。東京でのソメイヨシノの花着き不良は報じられていない。
ウソ食害説は 1997 年と 2013 年の両年とも報じられており、ウソが悪者となっている。ヒヨド
リは花の蜜を吸うため花を落とす姿がよく観察される。ウソは花芽をついばむことから被害が大
きくなっている可能性がある。今年も冬期にウソが多く観察されている(3)が、渡り鳥が広い範囲
のソメイヨシノに被害を与えているなら、
もっと確認情報があっても良いのではないかと考える。
一般的に言うと狭い範囲の被害なら生物害、広い範囲の被害なら気象害と考えられるが、どちら
とも確証がない。
３ ソメイヨシノの着花不良対策－着花量の経年測定－
サクラの開花準備は、前年の夏までに完了し、花芽に花弁や雌しべなどが形成されつぼみとな
る(6,8)。ソメイヨシノは一か所から花柄が出る散形花序で、一つのつぼみの中に複数の花が入っ
ており、その数を数えることにより花着き状況を知ることができる（6，写真１）。
春先に、調査するソメイヨシノの木から高枝ばさみで東西南北１本ずつ日当たりの良いところ
から合計４本の枝を採取し、つぼみの数を記録する。葉芽のつぼみは細長く、花芽のつぼみは丸
いことから花芽を数える（写真２）。次いで、つぼみの中の花の数を数えて記録するとその木の
花着き状況を把握することができる。
毎年同じ樹木から枝を採取することにより、継年の花着き状態を知ることができる。また、花
着き状況を知ることで、植栽地のソメイヨシノの元気度を知ることができる。
４ 全国的広がりと局所的異変
樹木医のメーリングリストや観察記録から、2013 年のソメイヨシノの花着き不良が全国に及ん
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花芽（袖ケ浦市長浦）

写真２

花芽と葉芽（大多喜県民の森）

でいることが明らかとなった(2,7,11)。そして、盛岡城跡公園ではソメイヨシノの花着き不良が
確認されたが、隣接した外堀のソメイヨシノは平年並みで、ごく近くで花着きに大きな差異のあ
ること確認された(7)。これらの原因はウソによる食害とされることが多いが、目撃記録が少ない
ことが気にかかる。記録の集積と解析に期待したい。
５ おわりに
筆者が関係する千葉県さくらの会は、千葉県にさくらの名所を増やそうと結成された団体で、
千葉県、県内のほとんどの市町村、名所づくりを希望する団体・個人により構成されている(4)。
苗木配布が一段落した現在、さくらの名所をどのように維持管理していくかが今後の課題となっ
ている。
地域でさくらの樹勢管理や花着き調査ができるようになると楽しみが倍増する。多くの人々が
関わることで、10 数年に一度訪れる花着き不良を早く察知できるようになればと感じている。
引用文献
(1) 石谷栄次(2013) 2013 年の千葉県下におけるソメイヨシノの開花不良（１）－開花状況－，日
本樹木医会千葉県支部年報４，19～20
(2) 兼平文憲(樹木医、青森県)未発表
(3) 鈴木弘行(2013)葛西臨海公園でソメイヨシノの花芽を食べるウソを観察－ソメイヨシノの開
花不良との因果関係の一考察－，日本樹木医会千葉県支部年報４，25～26
(4) 千葉県さくらの会(2013)千葉県さくらの会について，市町村が薦めるさくらの名所－そして
樹木医からのアドバイスとさくらの樹勢回復事例－，80
(5) 千葉日報(1997)異変？！サクラ咲かず，千葉日報平成９年４月９日
(6) 東京樹木医プロジェクト(2011)さくらを守る－地域のさくらを守るための手引書－，66pp
(7) 直木 哲(未発表)盛岡市盛岡城跡公園の開花不良
(8) 永田 洋・万木

豊(1982)生物季節に関する研究（Ⅰ）－なぜサクラは春に咲くのか－，森

林文化研究 3(1)，77～93
(9) 日本農業新聞(2013)春に異変－咲かない桜‥‥なぜ？－，日本農業新聞平成 25 年４月５日第
10 面
(10) 毎日新聞(1997)サクラ異変！！サカズ，毎日新聞平成９年４月 16 日地域のニュース
(11) 山口英樹(樹木医、佐賀県)未発表
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君津周辺における 2013 年サクラ開花状況について
諏訪原幸広
１ はじめに
筆者の勤務先である君津市馬登地区は 4 月に入るとソメイヨシノやオオシマザクラ、ヤ
マザクラなど様々な種類の桜が花開き、美しい春の山の景色が広がる。しかし、2013 年は
ソメイヨシノ花の数が極端に少なく、例年の 2 割程度の花数であった。
4 月中旬、新聞報道や日本樹木医会千葉県支部から君津市に隣接する大多喜町・市原市に
おいても同様の傾向が見られるという情報が入った。この異常状況を把握するため、自身
による確認や聞き取り調査を通じて、君津市周辺の今年のサクラの開花について、とりま
とめを行った。
２

君津周辺における開花状況について
自身の確認や、勤務先の社員や知り合いなどからの聞き取り調査の結果をまとめたもの

が図 1 である。

図１ 君津周辺における開花状況

筆者は君津市の市街地に居住するが、君津駅を中心とした市街地の公園・小糸川のサク
ラ並木（ソメイヨシノ）では、例年通りの開花であった。
一方、筆者の勤務先がある馬登地区をはじめとする内陸部では、ソメイヨシノの花数が
少ない事象が多く確認された。勤務先には自生のヤマザクラ・オオシマザクラのほか、シ
ダレザクラなどがあるが、ソメイヨシノ・シダレザクラの花数が極端に少なく、ヤマザク
ラ・オオシマザクラは例年並みか、やや少ない花数で、種類により花数に差が出ていた。
また、勤務先から 5ｋｍほど離れたマザー牧場においても、ソメイヨシノの花数が異常に少
なかったと牧場関係者の話があった。
一連の報道や勤務先の近隣の状況から、ソメイヨシノの花数が少ない事象が局地的なも
のではなく広範囲にあると考えられたため、勤務先の社員や知り合いなどから聞き取り調
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査を行った。聞き取りから袖ヶ浦・木更津・君津の東京湾沿いの市街地ではソメイヨシノ
の花数が例年かそれ準ずる量であったが、内陸部では花数が少ない傾向がみられた。調査
ポイントが少ないため推察の域となるが、市街地と内陸部の環境の差異、気象条件などが
ソメイヨシノの花数に影響したものではないかと考える。
３ おわりに
勤務先のソメイヨシノの花数が例年に比べ少ない状況を局所的な問題として認識し、周
辺地域の調査を行わなかったことや、写真などに記録を残さなかったことなど、今となっ
ては大いに反省するところである。異常気象が多く発生する昨今、過去の記録が原因を推
測する上で、また、データに裏付けられた精度の高い考察を求められる樹木医にとって大
きな役割を果たすことを改めて認識した次第である。今後は、このような異常が発生した
際、樹木医のネットワークを通じて情報収集をおこなう体制づくりも必要と考える。
最後に聞き取り調査に協力いただいた内山緑地建設㈱社員に御礼を申し上げる次第であ
る。
【参考】 聞き取り調査について
聞き取り調査によって得られた生の声を参考までに記す。
１木更津市
市内のソメイヨシノ（矢那川のサクラ並木、太田山公園）は例年通りの咲き具合。
２

君津市
亀山湖周辺は、きれいであったが全体的に花が少ない感じであった。

３

袖ケ浦市
・袖ヶ浦公園はほぼ例年通りの咲き具合であった。

・平岡・平川地区（内陸部、田園地帯）は、サクラの上の花着きが少ない状況であった。
・出光中央研究所（平川地区）も全体に花が少ない感じであった。
４ 富津市
・マザー牧場では、ソメイヨシノの花が非常に少なかった。
５

市原市
・小湊線の飯給駅周辺（内陸・山間部）では、ソメイヨシノが壊滅的状況であった。オ
オシマザクラは例年通りの開花であった。

・養老渓谷入口辺りにある白鳥小学校近くの公民館では、例年良く咲く学校のサクラの
花がほとんど咲かなかった。
・高滝ダム周辺のサクラも花が少なかった。
６

鴨川市
・鴨川（具体な場所は不明）ではサクラの花が少ないとの問い合わせの電話があり。
（勤務先への電話から）
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葛西臨海公園でソメイヨシノの花芽を食べるウソを観察
－ソメイヨシノの開花不良との因果関係の一考察－
鈴樹事務所 鈴木弘行（樹木医）
１

はじめに
ウソがサクラの花芽を食害することは知られている。筆者は 2012 年～2013 年の冬に、東京都江

戸川区の都立葛西臨海公園において、ウソの小群がソメイヨシノの花芽を食べる行動を観察した。
ソメイヨシノの開花不良をウソの食害とする事例が多いが、はたして本当なのか。葛西臨海公園で
の事例より考察してみたい。
２

ウソはどのような鳥なのか

ウソは全長 16ｃｍでスズメより大きい。留鳥もしくは漂鳥として本州中部以北の亜高山帯針葉樹
林で繁殖し、冬鳥として別亜種が渡来する。越冬期には小群で生活することが多く、木の実や芽を
好んで食べる。サクラやウメのつぼみなどもついばむ。日本では、次の３亜種が観察されている。
① ウソ ：漂鳥として夏は亜高山帯で繁殖し、冬は山を下って山れいや平地で越冬するものが多い。
② アカウソ ：ウスリーやサハリンで繁殖し、冬鳥として日本に普通に飛来する。
③ ベニバラウソ ：カムチャッカ半島で繁殖し、冬鳥として日本にごく稀に飛来する。
葛西臨海公園においては、ウソは稀な冬鳥である。冬期に観察することがあるが、観察されない
年の方が多い。2012 年～2013 年の冬期には、亜種アカウソが十数羽越冬した。
３

ソメイヨシノの花芽を食べるウソの観察
筆者は葛西臨海公園において、ウソがソメイヨシノの花芽を食べる行動を観察した。2013 年 1 月

13 日には公園中央に植栽されているソメイヨシノに 5 羽の小群が飛来し、枝移りしながら冬芽を食
べ、時々、周囲を警戒する行動を観察した。
ソメイヨシノは樹高８ｍ程で、ウソの小群は比較的高所（地上約５ｍ以上）で採餌していた。地
上近くは、通行人もあり、人との距離をとるために比較的高所で採餌していたことが推測される。

【ウソにより食べられたソメイヨシノ冬芽の状況】 2013 年 1 月 13 日：鈴木撮影
また、葛西臨海公園に飛来したウソの小群は飛来当初、ピラカンサ・イボタ・ヘクソカズラ・ネ
ズミモチ、カエデなどいろいろな木の実を食べていることが確認されている。
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ウソはソメイヨシノが好き
サクラに限って言えば、ウソはソメイヨシノを好んで食べることが知られている。沼沢（文献 3）

によると、
「福島県民の森」では、サトザクラやヤマザクラへの食害はほとんどないが、ソメイヨシ
ノ花芽への被害は大きいという。また、冬芽のうちでも花芽への選好性があり、観察実験によると
冬芽の 42.1％が食害され、花芽と葉芽に分けてみると、花芽の食害率は 60.1％、葉芽は 13.5％で、
より栄養価の高い花芽を識別して効率よく、選好的に食べているものと推論している。
桜の品種による好き嫌いは、清棲もその著書（文献 2）の中で触れており、「桜の品種により好き
嫌いがあり‘大吉野‘を最も好むが彼岸桜や八重桜はついばまず、果実用の桜桃も食害しないとい
う。」との記述がある。大吉野はソメイヨシノと考えられる。 叶内も「特にソメイヨシノの蕾を好
んで食べ、他のサクラ類はあまり食べないようである」と著書（文献 1）に記述している。
５ 2013 年のソメイヨシノの開花不良とウソとの因果関係
2012 年～2013 年の冬は各地で「ウソが多い」との話を耳にした。そして、各地でソメイヨシ
ノの開花不良のニュースも聞こえてきた。この、ウソの飛来とソメイヨシノの開花不良の因果関係
は、実際どうなのであろうか。
ちなみに葛西臨海公園では、筆者の知る限りにおいては、ソメイヨシノの開花が不良であるとい
った意見は耳にしなかった。葛西臨海公園においてウソがソメイヨシノの花芽を食べる行動を観察
しているので、花芽の数は当然減少しているが、見た目には影響のなかった範囲であったといえる。
これは、ウソの飛来数と公園の広さ、サクラの花芽以外の餌の豊富さ、同公園に植栽されている
サクラの本数などの要因に起因することが推測される。
ソメイヨシノの開花不良の原因については、花芽形成がしっかりと行われたのか、花芽形成後に
別の要因で花芽が被害を受けていないか、樹木自体の樹勢や植栽基盤の問題はないのか等、様々な
視点から検討する必要がある。原因が複合的な場合も多いと思う。仮にウソが大きな原因になって
いるとしたら、餌とする木の実等の不作等の事象があって、サクラの花芽への食害が大きくなって
いると考える必要もある。ウソの立場から見るのも一考である。
６

おわりに

ソメイヨシノの開花不良とウソの食害について、葛西臨海公園での事例から考察してみた。葛西
臨海公園ではウソがソメイヨシノの花芽を食べる様子は観察したものの、開花不良といった状況に
は至らなかった。
筆者自身、野鳥愛好者の立場からも、今後、ウソの飛来が多い時には、十分留意した観察を心掛
けたいと感じたところである。
引用文献
(１) 叶内拓哉（1998）日本の野鳥，山と渓谷社
(２) 清棲幸保（1966）野鳥の事典，東京堂出版
(３) 沼沢篤（1989）ウソ Pyrrhula pyrrhula のサクラ花芽への選好性について，Strix8，日本
野鳥の会
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