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まえがき
一般社団法人日本樹木医会千葉県支部は平成２６年５月で２０周年を
迎え、会員も１１９名に達しました。人間の年齢で言えば成長期から成
熟期に入る時期であり、会員は日々研鑽に励んでおります。
千葉県支部は全国に先がけてブロック制を導入し、４ブロックがそれ
ぞれ特色ある活動を実施しております。東ブロックと西ブロックは現地
検討を中心とした活動を実施しており、東ブロックはイヌマキを加害す
るケブカトラカミキリ調査、西ブロックはサクラに発生する病害対策を
主なテーマとして活動しております。中央ブロックは座学による活動発
表の研鑽、南ブロックは会員の活動発表と現地での研鑽を行ってきまし
た。今後も会員相互の交流と研鑽が図られるものと期待しております。
４月の総会及び２月の新会員歓迎会においては外部から講師を招き、
総会では名古屋大学博物館准教授 西田佐知子先生から「植物をとりま
く不思議な関係－ダニ室から繁殖干渉まで－」について、新会員歓迎会
では元森林総合研究所 槇原 寛先生から「カミキリムシの基礎知識」
を講演していただきました。特に槇原先生には、年報第５号に「カミキ
リムシの基礎知識」を特別寄稿いただいております。
年報はその年度の千葉県支部の活動を網羅するものであり、千葉県支
部、各ブロック、会員の活動記録等を掲載しております。特に今回は、
平成２３年から始まった稲毛海浜公園でのグループ活動を報告いただき
ました。
樹木医資格を獲得し、千葉県を生活の場としている会員の創意により、
さらに前進していくことを期待しております。
平成２６年８月
一般社団法人日本樹木医会 千葉県支部長 石谷栄次

目
Ⅰ

平成２５年度計画

Ⅱ

活動記録

次

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

１

・千葉県支部

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

２

・東ブロック

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

３

・西ブロック

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

６

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

８

・中央ブロック
・南ブロック

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

１０

Ⅲ

会員の動向

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

１２

Ⅳ

会員の発表等

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

１２

Ⅴ

グループ活動報告

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

１６

・稲毛海浜公園樹林管理ボランティア指導
Ⅵ

技術レポート
・槇原

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１７

寛：＜特別寄稿＞カミキリムシの基礎知識

・石谷栄次：松くい虫被害地へのクロマツ大苗の植栽とその後
の生育（１）－高温乾燥年のクロマツ苗木の活着
・生育状況－
＊技術レポート投稿規定

Ⅶ

資料

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

１．千葉県支部役員等名簿
２．日本樹木医会役員等名簿（千葉県支部会員部分）

２７

Ⅰ

平成２５年度計画
基本方針

平成２５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
様々な要請に応えるとともに、その役割の重要性を認識しながら、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、活動を展開いたします。
また５年目を迎えるブロック制は参加者増と更なる充実のため、研修内容や日程
の検討、また会員の提案の反映、取り込みを行い、積極的な参加を促すとともに、
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。
具体的方策
１．技術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、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。また今年度から実施される「樹木医 CPD」
制度にも対応してまいります。
２．ブロック制の充実
５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・親睦等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４号年報を作成いたします。今号には新たに技術レポートを加えまし
た。また進めておりました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、視察見学会、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。
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Ⅱ

活動記録
＜千葉県支部＞
平成２５年（２０１３年）

・４月

６日（土）

第１回理事会，プラザ菜の花（千葉市）

・４月２７日（土）

平成２５年度通常総会，プラザ菜の花（千葉市）

・４月２７日（土）

講演「植物をとりまく不思議な関係－ダニ室から繁殖干渉
まで－」，西田佐知子

名古屋大学博物館准教授，プラ

ザ菜の花（千葉市）
会員発表「ブナ科樹木の萎凋病菌の樹体内動態」，高橋由
紀子会員
・８月２４日（土）

第２回理事会，プラザ菜の花（千葉市）

・１０月１３日（日）稲毛海浜公園子ども樹木博士，稲毛海浜公園（千葉市）
＊NPO法人樹の生命を守る会，千葉県森林インストラクター会，
（公
社）千葉県緑化推進委員会との四者共催

・１２月７日（土）

第３回理事会，プラザ菜の花（千葉市）

平成２６年（２０１４年）
・２月

２日（日）

第４回理事会，プラザ菜の花（千葉市）

・２月

２日（日）

講演「カミキリムシの基礎知識」，槇原
法人森林総合研究所

海外研究領域

寛

元独立行政

荒廃熱帯林担当チ

ーム長，プラザ菜の花（千葉市）
会員発表「ソメイヨシノの開花不良との因果関係」，鈴木
弘行会員
会員発表「ヘデラ類に発生したセンノキカミキリの被害」，
柏﨑智和会員
・２月

２日（日）

・３月１６日（日）

新会員歓迎会，プラザ菜の花（千葉市）
技術研修会「国指定天然記念物『清澄の大杉』の保全」，
日蓮宗大本山
市）

・３月３０日（日）

清澄寺並びに東京大学千葉演習林（鴨川

＊関東甲信地区協議会との共催

樹木医技術発表会，プラザ菜の花（千葉市）
＊NPO法人樹の生命を守る会，（公社）千葉県緑化推進委員会との
三者共催
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＜東ブロック（ブロック長

大木一男）＞

今年度はイヌマキを加害するケブカトラカミキリについて、生態をより詳し
く調査し、防除方法を探すべく活動を行った。１泊２日の研修を含め東ブロッ
クの活動について報告します。
平成２５年５月４日（土）
横芝光町姥山のイヌマキの被害畑で第１回の研修会を行った。販売する見込
みがなく所有者も手入れせずに荒れ始めているイヌマキの畑である。研修会に
使用するために被害を受けているイヌマキを２０本購入した。１回に３本のイ
ヌマキを伐採して皮をむき調査を行った。カミキリを発見できるかワクワク
（不謹慎？）しながらの調査であった。参加者は１２名であった。
畑の被害の甚大さをみて、何とかしなければという思いで、この畑を１年間
使用させてもらうことで研修が始まった。
平成２５年７月１４日（日）
第２回の研修会も５月と同様に横芝光町姥山のイヌマキの被害畑で行った。
３本の半枯れのイヌマキを伐採して皮をむきカミキリの状況を調査した。幼虫
等の生息状況をみることができた。
その後近くの大総小学校に行き、クスノキの樹勢回復について話し合った。
平成１６年度から３年間をかけて、先生・保護者・子供たち・地域住民の参加
で空気管の設置をした樹木である。２３年度に空気管の検証を行っている。検
証については報告したが、その後の具体的対応について話は進んでいなかった。
今年度になって教頭先生から「クスノキをみてほしい」との依頼を受けていた
ので、今回の研修に追加した。
昼食後、松原・石橋両樹木医の案内で津波被害にあった樹木の２年後の状況
について研修をした。松林・タブ林が衰退しイタチハギや雑草の繁茂が目につ
いた。一部に銀行や地域の団体が植樹したところもあったが雑草に負けそうな
状態であった。植樹後の管理の重要性を感じた。参加者は猛暑の中９名であっ
た。
平成２５年９月２９日（土）
第３回の研修会も５月・７月と同様に横芝光町姥山のイヌマキの被害畑で行
った。３本の半枯れのイヌマキを伐採して皮をむきカミキリの状況を調査した。
７月同様幼虫等の生息状況をみることができた。参加者は９名であった。
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平成２５年１１月３０日（土）
第４回の研修会も前回と同様に横芝光町姥山のイヌマキの被害畑で行った。
３本の半枯れ・枯れたイヌマキを伐採して皮をむきカミキリの状況を調査し
た。成虫・さなぎ・幼虫等の生息状況をみることができた。
昼食後は匝瑳市の大木幹夫樹木医のイヌマキの畑に行き、午前中と同様に皮
をむいてカミキリの生息状況を調査した。成虫・さなぎは予想していたが、樹
皮下で終齢ではない幼虫をみつけることができた。従来言われていたケブカト
ラカミキリのライフステージでは説明できない発見であった。厳寒期にもう一
度研修会を行いより詳細な調査にする予定である。参加者は１１名であった。
平成２６年２月２３日（日）
第５回の研修会も前回と同様に横芝光町姥山のイヌマキの被害畑で行った。
３本の半枯れ・枯れたイヌマキを伐採して皮をむきカミキリの生息状況を調
査した。寒さ厳しい畑の日陰での調査になったが厳寒期にも幼虫がいた。この
ことからケブカトラカミキリのライフステージについてもう少し調査しなけ
ればならないと感じた。
午後は、会場を成田に移し研修を行った。はじめに「マクロとミクロ、そし
て短期と長期（時間軸）
」の題名で北田樹木医が話された。鎮守の森や土壌改良
や日本列島の森林についての誤解についての話ではじまる。それらについての
考えを基にしての樹木治療とはどういうものか。まさにマクロとミクロ・短期
と長期を十分に考慮した樹木治療をする必要があるとのこと。数年で樹勢回復
しても長期で考えたときにその樹木治療は良かったのか。もう少し長期にマク
ロな視点を持って樹木治療をしなければと考えさせられる話であった。
次に松原樹木医が「ケブカトラカミキリのライフステージ調査」の題名で話
された。春から４回行った割材調査を主に話し、従前のライフステージには合
わない発見がある旨を話された。午前中の研修でも幼虫が見つかるなど今後も
調査が必要と考えられる。
ケブカトラカミキリの防除のための薬害試験に関して大木が話した。
平成２４年度の薬剤試験で効果のあったバークサイドＦについて薬害試験を
実施した。イヌマキの苗木６本と幹周２５㎝のイヌマキ１本についてバークサ
イド F を塗布し追跡調査をした。苗木は枯れたが成木は生きている。また別途
塗布した新葉も枯れた。詳細な試験が必要と感じた。
夕食を兼ねた懇親会はインド料理を堪能した。その後国際都市成田の JR 成
田駅前の夜のイチョウの診断と NPO 法人樹の生命を守る会が移植のために管
理しているシイノキを巡回した。移植の方法等について夜の現地研修となった。
夜まで樹木研修をする樹木医の情熱の素晴らしさをあらためて再認識できた。

－ 4 －

平成２６年２月２４日（月）
２３日に続いての研修である。梅祭りが催されているなか「成田山公園の平
成の大改修と現在」という題で林樹木医が成田山公園を案内しながらの研修と
なった。前日の夜と朝出発前に工事の写真帳をみて予習をした。滝、流れそし
て２か所の池の改修であり５年の歳月がかかったとのこと。まさに大型造園土
木工事であったことが想像できた。９時から１２時までの予定であったが当然
のごとく熱心さのあまり時間を超過した。鯉料理を食べながらの昼食時に、こ
こでも樹木の話は当然のごとく行われた。樹木医につかった充実した２日間で
あった。２３日の参加者は１３名で、２４日の参加者は９名であった。
平成２６年３月３０日（日）
NPO法人主催の樹木医技術発表会において東ブロックの代表として松原樹
木医が「イヌマキ・ナギを加害するケブカトラカミキリ防除に関する調査報告」
と題して話された。ケブカトラカミキリについての今までの調査等について詳
細に話され、今までの成果そして今後に対する課題についてわかりやすく説明
された。
東ブロックとして今後もケブカトラカミキリについて調査・試験をしていく
予定である。
おわりに
平成２５年７月１４日研修の大総小学校のクスノキは、２６年３月にNPO法
人樹の生命を守る会が土壌膨軟化対策としてピックエアレーションを行った。
東ブロックの皆様をはじめ多くの皆様の協力により２５年度の活動を終える
ことができました。皆様に感謝いたします。１泊２日の研修には新会員の方が
２名参加されました。１名は西ブロックの方です。新会員歓迎会から間もない
研修でしたがお役にたてたでしょうか。
２６年度もケブカトラカミキリの調査は継続して行う予定でいます。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（１７名）
・吉岡 賢人（成田市）

・梅本清作（四街道市）

・松原 功（山武市）

・石原浩聡（佐倉市）

・篠崎孔久（四街道市）

・足立照光（大網白里市）

・大場みちる（佐倉市）

・北田征二（八街市）

・古川 健（九十九里町）

・橋本智美（佐倉市）

・櫻本史夫（富里市）

・大木一男（芝山町）

・林 正純（佐倉市）

・大木幹夫（匝瑳市）

・布施貞雄（横芝光町）

・富塚武邦（東金市）

・石橋 亨（山武市）
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＜西ブロック（ブロック長

砂山芳輝）＞

はじめに
平成 24 年度より 2 年間西ブロック長として活動してきた。西ブロックで
は皆さんからの要望もあり座学よりも実地を優先した。テーマを決め、継続的
に実験、観察等を行えたことは大変有意義な 2 年間であったと思う。
活動報告
１．４月 29 日：花と緑のフェスティバル 2013 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
2013”で堆肥販売と樹木の健康相談コーナーを開設した。今年も来園者が
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。
２．６月 23 日：さくら通りにて腐朽菌対策実験（その１）
今回は真嶋樹木医と柏崎樹木医が中心となり、エタノールによる土壌消毒
実験及びトリコデルマとトウモロコシ活性炭による腐朽菌対策実験を実施
した。また、東京大学のチームが事前に土壌サンプルを採取し、既存の菌に
ついて分析した。
３．７月 21 日：さくら通りにて腐朽菌対策実験（その２）
平成２４年度に行った実験の結果を、全員で確認し記録した。
又、永野樹木医を中心に樟脳（クレオトップ）
・防腐剤（ホルムアルデヒド）
を用いた新たな腐朽菌対策実験を実施した。真嶋樹木医も水虫薬（ブテナロ
ック）を使用して実験した。
４．11 月 17 日： さくら通り腐朽菌対策実験（その３）
６月 23 日に実施したトリコデルマとトウモロコシ活性炭による実験で、
効果があるようだとの報告があったので、試験場所を増やし効果の有無を確
認する実験を実施した。
５．３月 15 日

クスノキの樹勢回復及びさくら通り腐朽菌対策実験（その

４）
（１）平成２４年度に実施した樹勢回復作業（発根促進及び固結防止）の効
果を検証するため写真を参考に試掘し、発根状況を確認した。また、完
熟堆肥と炭を使用し、新たに１ブロック発根促進の改良を実施した。
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（２）梅本樹木医によるサクラの腐朽菌対策実験を実施した。殺菌剤（モンカ
ットとフロンサイド）を使用し、いずれもフジワン、イオウフロアブルと
併用した。
おわりに
西ブロックは会員数が多く研修への参加も多い。しかし、同じテーマでの
研修が続くとメンバーが固定化される。参加人数を増やすには、継続的な実
験、観察は続けつつ、さらに新たな視点での活動を加える必要があると思わ
れる。
会員（５０名）
・金子 真吾（市川市）

・五月女

・神尾 健二（市川市）

・佐々木 潔州（松戸市） ・松橋 秀記（柏 市）

・坂元 博明（市川市）

・鈴木 良治（松戸市）

・山田 雄介（柏 市）

・高沢 克彦（市川市）

・高橋 悦子（松戸市）

・大西

・高橋 芳明（市川市）

・高橋

・岡田 和子（流山市）

・田口 峯男（市川市）

・長澤 美穂（松戸市）

・勝村

・鳥山 貴司（市川市）

・本田 一彦（松戸市）

・勝村 安代（流山市）

・直木

哲（市川市）

・真嶋 好博（松戸市）

・苅住

昇（流山市）

・中井 義昭（市川市）

・松永 整治（松戸市）

・荒木

睦（我孫子市）

・藤原

淳（市川市）

・山田 優加（松戸市）

・岸

・前島 重男（市川市）

・菊田 裕一（野田市）

・阪本

・皆川 芳洋（市川市）

・砂山 芳輝（野田市）

・高野 光利（我孫子市）

・柳澤 ユーサ（市川市） ・田中

治（松戸市） ・松井 映樹（柏 市）

毅（松戸市）

彰（野田市）

・千濱

浩（流山市）

実（流山市）

真理（我孫子市）
功（我孫子市）

忠（我孫子市）

・飯岡 紀幸（松戸市）

・奥宮 健太（柏 市）

・柏﨑 智和（印西市）

・今井 一隆（松戸市）

・小沢

・永野

・大野

・髙橋 由紀子（柏 市） ・渡辺 照雄（印西市）

集（松戸市）

・鏑木 大作（松戸市）

・直江

彩（柏 市）

宏（柏 市）
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修（印西市）

＜中央ブロック（ブロック長

鈴木弘行）＞

１．はじめに
支部会員・ブロック会員を講師とした研修及び外部講師を招いての研修を行った。加えて
関係団体のプログラムも研修を取り入れることにより平成 25 年度の研修を開催した。
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

6 月 22 日 「2013 年の千葉県下におけるソメイ
ヨシノの開花不良について」
「葛西臨海公園でソメイヨシノ花芽
を食べるウソを観察」

室内

石谷栄次
（副支部長）
鈴木弘行
（樹木医）

9 月 21 日 「都市の生物多様性保全
～江東区でやってきたこと
・これから実現したいこと～」
「子どもの森保育園（つくば市）
の取り組み

室内

清田秀雄
（生物多様性チ
ーム江東）
武田英司
（樹木医）

10 月 13 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 里山整備活動・環境学習
於：大網白里市真亀の里

室外

ちば里山センタ
ーほか

11 月 16 日 「樹木ガイド一考」

室外

富塚武邦
（支部長）

室内

石谷栄次
（副支部長）

2 月 22 日 「腐朽菌の性質と対策について」

（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４回行った。
平成 25 年 6 月 28 日発行：№31
平成 25 年 10 月 9 日発行：№32
平成 25 年 10 月 24 日発行：№33
平成 25 年 12 月 6 日発行：№34
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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
する研修をベースとした。今後も話題提供いただく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。
会員（３６名）
・石谷 栄次（千葉市）

・服部 立史（千葉市）

・中村 元英（習志野市）

・伊東 伴尾（千葉市）

・福本 和弘（千葉市）

・山﨑 雅則（習志野市）

・臼井 敦史（千葉市）

・森野 敏彰（千葉市）

・神谷 隆（八千代市）

・小田 良彦（千葉市）

・山本 謙一（千葉市）

・小宮山 載彦（八千代市）

・小野寺 康夫（千葉市） ・角能 浩章（船橋市）

・鳥屋 英昭（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）

・武田 英司（千葉市）

・目黒 仁一（船橋市）

・塚原 道夫（千葉市）

・横田 純（船橋市）

・荻野 由佳子（千葉市） ・清水 晴一（習志野市）

9／21 生物多様性保全（清田秀雄 氏）

11／16 樹木ガイド一考（富塚樹木医）
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＜南ブロック（ブロック長 大矢文夫）＞
１ 桜の腐朽度の推定について
君津市にある内山緑地建設内で、腐朽の見られた樹齢４０年程の桜の内部の腐朽度
調査について小池樹木医と諏訪原樹木医を中心として研修を行った。方法は目視、打
診などによりその程度を各自で推測し、次に数か所を輪切りにし、実際の状況を照合
する形の研修であった。推測と実際の腐朽状況は各自が評価するということであるが、
今回は特に鮮明な生体防御の反応帯を見ることができた。なおこの件につき、有田樹
木医から多くの助言をいただき、有意義な研修であった。
２ 内山緑地建設で栽培する新種の緑化材料について
小池樹木医から案内と説明をいただいた。デザインも材料から考えるといったアプ
ローチがあり、大変参考になった。
３ 農薬の基礎知識について
今更といった感もあるが、知っているようで実際にはそうでもないこともあり、改
めて研修テーマとし、東ブロックの梅本樹木医に講義いただいた。展着剤のこと、予
防薬と治療薬のこと、散布のタイミングのこと等々、そしてさらに専門的な多くの知
識や多くの参考資料を使用し勉強の機会をいただいた。
４ 木材腐朽ときのこの同定などについて
中央ブロックの石谷樹木医より木材腐朽性きのこについて講義をいただいた。石谷
樹木医が実践してきた食用きのこ栽培と比較しながら菌類の性質を学ぶことができた。
普段目にしない多くのカラー写真を用意したパワーポイントだったので、これからの
参考にしたい。
５ 清澄大杉のスギカミキリの調査と東京大学演習林での山田教授の講演
便乗参加ということであったが、研修会とした。午前中は樹の生命を守る会松原樹
木医の指導の下、カミキリホイホイでのスギカミキリの捕獲状況調査を行った。スギ
カミキリの生態は不明な部分が多く、継続研究の必要性を感じた。午後は山田教授か
ら、スギの材変色腐朽についての講義を受けた。生体防御反応について科学的説明を
いただき、大変参考になった。
６ クロマツの樹幹注入について
地元から依頼のあったクロマツの樹幹注入を南ブロックの研修に充てようとした
が、依頼者の意向もあり、地元業者が行った。次年度、石橋樹木医に依頼して実施予
定である。
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会員（１３名）
・齊藤 陽子（館山市）

・小池 英憲（君津市）

・大矢 文夫（白子町）

・小倉 善夫（木更津市）

・諏訪原 幸広（君津市） ・伊藤 洋子（一宮町）

・鈴木 輝征（市原市）

・藤平 量郎（君津市）

・土肥 奈都子（鴨川市）

・関

・大高 一郎（君津市）

・海老根 熙（長生村）

・渡邉 昭夫（大多喜町）

隆夫（いすみ市）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

支部活動の写真

「植物をとりまく不思議な関係－ダニ室から繁殖干渉まで－」（西田准教授）<通常総会>

「カミキリムシの基礎知識」（槇原先生）<新会員歓迎会>
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Ⅲ

会員の動向

(1) 新入会者
大野

集（松戸市）、小沢

彩（柏市）、篠崎孔久（四街道市）、長澤美穂

（松戸市）、布施貞雄（横芝光町）、皆川芳洋（市川市）、山田優加（松戸市）
吉岡賢人（成田市）
(2) 転入会者
山本謙一（神奈川県から）
(3) 転出者
桜井健太（茨城県へ）
(4) 退会者
(5) 物故者

Ⅳ

会員の発表等（五十音順）
＜口頭発表＞

1）有田和實( 2014.3)「国天然記念物『清澄の大杉』の保全について 」，千葉県支
部・関東甲信地区協議会研修会，東京大学千葉演習林・清澄寺（鴨川市）
2）有田和實・松原

功( 2014.3)「スギカミキリ被害の現況調査 」，千葉県支部・

関東甲信地区協議会研修会，東京大学千葉演習林・清澄寺（鴨川市）
3）石谷栄次( 2013.7)「身近な素材を利用したネイチャークラフト 」，みどりの教
室，千葉県緑化推進委員会，千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ケ浦市）
4）石谷栄次(2013.11)「里山の病虫獣害」，ちば里山カレッジ，千葉県緑化推進委
員会管理施設（袖ケ浦市）
5）石谷栄次(2013.11)「市町村が薦めるさくらの名所紹介と心に残る思い出の場
所づくり」，おみがわ桜プロジェクト学習会，小見川城山公園（香取市）
6）石谷栄次(2014.2)「腐朽菌の性質と対策－私の経験と判断－，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
7）石谷栄次( 2014.3)「林地の有効活用について 」，里山ボランティア養成講座－
樹木医が語る里山の知恵－，ちば里山センター，千葉県緑化推進委員会管理施
設（袖ケ浦市）
8）石谷栄次(2014.3)「樹木医のコメントが載る冊子『市町村が薦めるさくらの名
所』」，平成 25 年度樹木医技術発表会，NPO 法人樹の生命を守る会外，プラザ
菜の花（千葉市）
9）石橋

亨( 2014.1)「千葉県で猛威をふるうカミキリムシ類 」，東京都支部・関
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東甲信地区協議会研修会，（東京都）
10）伊東伴尾(2013.9)「屋上緑化コーディネーター資格制度」，南京屋上緑化世界
大会，南京市紫山荘（中華人民共和国）
11）伊東伴尾(2013.12)「上海における緑地の現状」，平成 25 年度特殊緑化に関す
る若手研究者・企業関係者の合同発表会，公益財団法人都市緑化機構，株式会
社田島ルーフィング東京支店会議室
12）梅本清作(2014.1)「樹木管理のための農薬について」，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（袖ケ浦市長浦）
13）海老根

熙(2013.11)さくら保全管理講習会，白子町役場（長生郡白子町）

14）柏﨑智和 (2014.2)「ヘデラ類に発生したセンノキカミキリの被害 」，平成 25
年度新会員歓迎会，プラザ菜の花（千葉市）
15）柏﨑智和 (2014.3)「西ブロック活動と地域貢献」，平成 25 年度樹木医技術発
表会，NPO 法人樹の生命を守る会外，プラザ菜の花（千葉市）
16）北田征二 (2014.2)「マクロとミクロ、そして短期と長期（時間軸 ）」，千葉県
支部東ブロック研修会，（成田市）
17）小池英憲(2013.9)「樹木の外観診断について」，千葉県支部南ブロック研修会，
内山緑地建設株式会社（君津市）
18）小池英憲(2013.11)さくら保全管理講習会，白子町役場（長生郡白子町）
19）小池英憲(2014.1)さくら保全管理講習会，大房岬自然公園（南房総市）
20）小池英憲 (2014.3)「里山活動に生かせる樹木の健康診断 」，里山ボランティア
養成講座－樹木医が語る里山の知恵－，ちば里山センター，千葉県緑化推進委
員会管理施設（袖ケ浦市）
21）小池英憲・諏訪原幸広( 2013.9)特色ある樹木の観察，千葉県支部南ブロック
研修会，内山緑地建設株式会社（君津市）
22）齊藤陽子(2014.1)さくら保全管理講習会，大房岬自然公園（南房総市）
23）齊藤陽子 (2014.3)「サイカチの木の保存活動」，平成 25 年度樹木医技術発表
会，NPO 法人樹の生命を守る会外，プラザ菜の花（千葉市）
24）鈴木弘行(2013.6)「葛西臨海公園でソメイヨシノ花芽を食べるウソを観察」，
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
25）鈴木弘行(2013.9)ホシベニカミキリ被害調査・診断（東京都江戸川区）
26）鈴木弘行(2014.1)サクラ街路樹診断（東京都江戸川区）
27）鈴木弘行 (2014.1)「みんなのバードハウス大作戦 」，江戸川区こども未来館講
座，江戸川区こども未来館
28）鈴木弘行 (2014.3)「里山と野生鳥類 」，里山ボランティア養成講座－樹木医が
語る里山の知恵－，ちば里山センター，千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ケ
浦市）
29）高野光利・大木一男(2014.3)「国天・府馬の大クス台風被害復旧報告」，平成 25
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年度樹木医技術発表会， NPO 法人樹の生命を守る会外，プラザ菜の花（千葉
市）
30）高橋由紀子 (2013.4)「ブナ科樹木の委凋病菌の樹体内動態 」，平成 25 年度千
葉県支部通常総会，プラザ菜の花（千葉市）
31）武田英司(2013.9)「子どもの森保育園（つくば市）の取り組み」，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
32）富塚武邦 (2013.5)「樹木医と歩く春の公園 」，一般財団法人千葉県まちづくり
公社，県立青葉の森公園（千葉市）
33）富塚武邦(2013.10)子ども樹木博士案内，市立稲毛海浜公園（千葉市）
34）富塚武邦 (2013.11)「樹木医と歩く秋の公園 」，一般財団法人千葉県まちづく
り公社，県立青葉の森公園（千葉市）
35）富塚武邦 (2013.11)「樹木ガイド一考 」，千葉県支部中央ブロック研修会，県
立青葉の森公園（千葉市）
36）林

正純 (2014.2)「成田山公園の平成の大改修と現在 」，千葉県支部東ブロッ

ク研修会（成田市）
37）真嶋好博(2013.4)団地樹木診断（松戸市）
38）真嶋好博(2013.7)神社樹木診断（松戸市）
39）真嶋好博(2013.9)街路樹診断（松戸市）
40）真嶋好博(2013.9)巨樹・古木ツアー案内（松戸市）
41）真嶋好博(2013.10)樹木診断（柏市）
42）真嶋好博(2014.3)公園樹木診断・市民への説明会（松戸市）
43）松原

功(2013.10)平成 25 年度樹勢診断と回復技術講座，千葉県農業大学校

44）松原

功 (2013.10)全国植樹祭記念樹保護育成対策検討会，千葉県中部林業事

務所
45）松原

功 (2014.3)樹木に関する講習会，千葉県神道青年会，賀茂神社（山武市）

46）松原

功・石橋

亨(2013.4)さくら保全管理講習会，銚子市役所

＜印刷した報告等＞
1）有田和實(2013.6)診断事例

清澄寺大スギ－Ⅱ

スギカミキリ実態調査，樹の

生命 11，5 ～ 7
2）有田和實(2013.6)診断事例

小見川城址公園

サクラ樹勢回復について，樹の

生命 11，9 ～ 10
3）石谷栄次(2013.8) 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
4）石谷栄次(2013.8) 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
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5）石谷栄次( 2013.9)私のローカル技術士活動( 2)－九十九里海岸の松林における
植樹活動と県民への普及啓発－，フォレストコンサル 133，35 ～ 39，森林部
門技術士会
6）石谷栄次( 2014.2)私のローカル技術士活動( 3)－フィールドガイドブック『京
葉臨海埋立地の緑化と生物多様性－千葉県環境緑化適応試験地の現状と歴史
－』の製作と新しい緑地活用－，フォレストコンサル 135，31 ～ 35，森林部
門技術士会
7）伊東伴尾(2013.6)上海便り（その１）上海ディズニー，樹の生命 11，21 ～ 22
8）伊東伴尾(2013.12)上海における緑地の現状，平成 25 年度特殊緑化に関する若
手研究者・企業関係者の合同発表会，公益財団法人都市緑化機構，54 ～ 59
9) 大木一男・石橋

亨・松原

功(2014.3)イヌマキ・ナギを加害するケブカトラ

カミキリ薬剤防除のための基礎調査報告書（第２報 ），千葉県支部東ブロック
10）大木一男・高野光利・石橋

亨・松原

功(2013.8)平成 25 年度府馬の大クス

（タブノキ）を加害するホシベニカミキリ薬剤防除事業効果調査報告書，NPO
法人樹の生命を守る会
11）柏﨑智和( 2013.8)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－，日本樹木医会千葉県支部年報４，17 ～ 18
12）鈴木弘行(2013.8)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
13）諏訪原幸広(2013.8)君津周辺における 2013 年サクラ開花状況について，日本
樹木医会千葉県支部年報４，23 ～ 24
14）田口峯男(2013.6)樹木の増殖

接ぎ木Ⅶ，樹の生命 11，20

15）千葉県支部中央ブロック(2013.6)中央ブロックホットニュース 31，2pp
16）千葉県支部中央ブロック(2013.10)中央ブロックホットニュース 32，3pp
17）千葉県支部中央ブロック(2013.10)中央ブロックホットニュース 33，2pp
18）千葉県支部中央ブロック(2013.12)中央ブロックホットニュース 34，3pp
19）富塚武邦(2013.6)近刊本の紹介，樹の生命 11，23
20）日本樹木医会千葉県支部(2013.8)年報－樹木医活動報告－４，27pp
21）松原

功 (2014.3)千葉県におけるスギカミキリ被害について，国指定天然記念

物「清澄大杉」保全研修会資料
22）松原

功(2014.3)イヌマキ・ナギを加害するケブカトラカミキリ防除に関する

調査報告－県木イヌマキを守る樹木医の活動－，平成 25 年度樹木医技術発表
会資料，NPO 法人樹の生命を守る会外
23）松原

功・石橋

亨・富塚武邦 (2013.11)千葉県九十九里浜の津波による樹木

類の被害とその後遺症について，樹木医学会第 18 回大会講演要旨集，28
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稲毛海浜公園樹林管理ボランティア指導（平成２５年度）
取りまとめ 木暮亘男
この活動は平成 23 年から千葉市美浜公園緑地事務所の要請を受け、ＮＰＯ樹の生命を守
る会と共同で受託している普及事業である。平成２５年度の概要は下記のとおりである。

活 動 概 要
開 催 回 数

開 催 月 日

活 動 内 容

上段：市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
下段：樹木医

第 1 回（通算 22 回） 4 月 19 日（金）

クロマツ林の間伐・ササ刈り

参加 15 人
参加

第 2 回（通算 23 回） 5 月 17 日（金）

クロマツ林の間伐・ササ刈り

3人
15
2

第 3 回（通算 24 回） 6 月 21 日（金）
＊雨
第 4 回（通算 25 回） 7 月 19 日（金）

デイズニーランドの植栽熱帯

4

樹木（講座）

5

クロマツ林の間伐・ササ刈り

8
3

第 5 回（通算 26 回） 8 月 16 日（金）

9

クロマツ林の間伐

3
第 6 回（通算 27 回） 9 月 20 日（金）

9

クロマツ林の間伐

1
第 7 回（通算 28 回） 10 月 18 日（金）

8

クロマツ林の間伐

4
第 8 回（通算 29 回） 11 月 15 日（金）

8

クロマツ林の間伐

2
第 9 回（通算 30 回） 12 月 20 日（金）

注意すべき外来樹種他（講座）

4

＊雨
第 10 回（通算 31 回） 1 月 17 日（金）
第 11 回（通算 32 回） 2 月 21 日（金）
第 12 回（通算 33 回） 3 月 28 日（金）

8

第 1 駐車場脇クロマツ林の間

9

伐

4

マテバシイの伐採、シイタケ

8

原木として玉切り

3

マテバシイ原木にシイタケ菌

9

植菌（種駒打ち）

3
平成 26 年 3 月 28 日現在
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カミキリムシの基礎知識
槇原 寛
I

カミキリムシの分類
カミキリムシは多くの森林害虫を含む、甲虫の仲間の大きなグループである。世界で 1980

年時点で 35000 種知られているので、現在では 37000 種はいると推定される。しかし、カ
ミキリムシといっても、いくつかの科に分かれる。その分類に関しては世界の研究者によ
って異なることが多い。その一つが図 1 である。日本にはホソカミキリムシ科、カミキリ
ムシ科（ニセクワガタカミキリ亜科、ノコギリカミキリ亜科、クロカミキリ亜科、ハナカ
ミキリ亜科、ホソコバネカミキリ亜科、カミキリ亜科、フトカミキリ亜科）がおり、760
種が知られ、まだ多少の新種がいる。

図 1 カミキリムシ類の系統樹の 1 例、
（）内の数字は種類数（大林・新里編, 2007）
。

II 形態
ここでは食性と関係ある形態について紹介する。

成虫の食性と産卵方法に関係がある

のは、大あごの付き方である（図 2）
。例えば、マツノマダラカミキリやゴマダラカミキリ
などのフトカミキリ亜科の種は成虫が羽化後に餌を食べないと性成熟できない。そのため、
大あごも下向きに付き、植物の葉、茎を食べやすい形態をしている。そして、産卵する場
合も大あごを使い産卵加工（直線状や十文字の噛み傷や樹皮を広く削り取るなど）をする。
これに対して、他の亜科の種は羽化した時には性成熟しているか、体脂肪を消費して、
餌を摂らなくても性成熟は可能である。当然、餌を摂った方が産卵数は増えるし、花に集
まる種類は交尾の機会も増える。そのため、大あごは前向きにつき花粉、蜜、樹液を食べ、
舐めやすい形態をしている。産卵も加工をせずに樹皮の割れ目などに行う種が多い。
幼虫では頭部の見ずらいけれど、大あごの付き方と大きく関わっている。フトカミキリ
亜科では楕円形で、他の亜科では丸いのとはっきり異なる（図 3）
。これは形成層部を繊維
ごと、食いちぎることが可能なように大あごが下を向き、それを支えるためである。マツ
ノマダラカミキリ幼虫の糞が粗い糸くず状をしていることからも分かるであろう。これに
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対してスギカミキリ幼虫の糞は粉状である。

ハナカミキリ亜科

カミキリ亜科

フトカミキリ亜科

図 2 カミキリムシ成虫の大あごの付き方

ノコギリカミキリ亜科 クロカミキリ亜科

ハナカミキリ亜科

カミキリ亜科

フトカミキリ亜科

図 3 幼虫の頭部

幼虫の形態で重要なのは脚の有無である（図 4）
。脚の発達した亜科の種の幼虫は材から出て
歩き回るものもいる。また、マツ材の中から見つかる幼虫は、一般の人は何でもマツノマダラカ
ミキリの幼虫だと思い込んでしまうが、古い材の中にいる幼虫には脚があり、大半がクロカミキ
リ亜科のサビカミキリの幼虫である。このように脚の有無は種の識別にも重要である。

ノコギリ・クロカミキリ亜科

ハナカミキリ亜科

脚がある

カミキリ亜科

フトカミキリ亜科

脚がない
図 4 幼虫の脚の有無

III 生態
1. 産卵
フトカミキリ亜科の種は噛み傷をつけ、体の方向をかえて、産卵管を差し込む。他のカ
ミキリ亜科の多くの種は産卵管を延ばし、触角と共に産卵に適した樹皮の割れ目や柔らか
い場所を探して、適した場所を探して産卵する。
2. 幼虫の食性
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1)生きた植物を食害するもの（一次性）
○生立木を食害
形成層部を食害する種：スギカミキリ、オオトラカミキリ、ケブカトラカミキリなど。
材部を食害する種：キボシカミキリ、ヨコヤマヒゲナガカミキリ、イチョウヒゲｂロウ
ドカミキリ、シロスジカミキリ、リンゴカミキリ類、ルリカミキリなど。
樹皮のみを食害する種：ケブカヒラタカミキリ、テツイロハナカミキリ、ナカネアメイ
ロカミキリ、ミドリヒラタカミキリなど。
空洞部を食害する種：ヒラヤマコブハナカミキリ、ベニバハナカミキリ、ケブトハナカ
ミキリなど。
枯死部より侵入し、死節の周りを食害する種：スギノアカネトラカミキリ、サツナスギ
ノアカネトラカミキリ。
○草本植物を食害
ヨモギ類を食害：ケマダラカミキリ、フサヒゲルリカミキリ、ヒメビロウドカミキリ、
キクスイカミキリなど。
ラミー、ヤブマオウなど：ラミーカミキリ。
2)死んだ植物を食害する種（二次性）
○比較的新しい枯木を食害
樹皮下を食害する種：ハイイロハナカミキリ類、アカガネカミキリなど。
形成層部を主に食害する種：マツノマダラカミキリを含むヒゲナガカミキリ類（糸状の
フラスを幼虫孔道内に残し、蛹室は材部に作り、お尻から糸状の糞を出しながら孔道を塞
ぐ、体は潜ったままの態勢）
、ヒメスギカミキリ（粉状のフラスを幼虫孔道内に残し、蛹室
は材部に作り、お尻から粉状の糞を出しながら孔道を塞ぎ、体を反転する）など。
形成層部と材部を食害する種：アカジマトラカミキリ。
主に材部を食害する種：ウスイロトラカミキリ
○腐朽の進んだ枯木
比較的湿り気があり、材に硬さが残っている材部を食害する種：ホソコバネカミキリ類。
比較的湿り気があり、材まで柔らかくなっているものを食害する種：コバネカミキリ。
湿り気があり、腐朽が進み、主に地面に埋もれたような材を食害する種：ノコギリカミ
キリ類。
○乾燥した材
イエカミキリ、マルクビケマダラカミキリ、クビアカルリヒラタカミキリなど。
○産卵は比較的新しい材にするが、材が乾燥すると幼虫期間が著しく延びる種：クロトラ
カミキリ。早くて 2 年、これまで分かっているもので 45 年。置物に 5～6mm のやや丸い
穴があいているものは、大抵クロトラカミキリである。
3)特殊な樹種
○竹類を食害する種
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タケトラカミキリ、ベニカミキリ、ハイイロヤハズカミキリ、サビアヤカミキリなど
○タケノコを食害する種：ノコギリカミキリ。
○ヤシ類を食害する種：ヨツスジカミキリ、オガサワラゴマフカミキリ、
IV 成虫の天敵に対する防御策
カミキリムシ類は幼虫、成虫とも食植性であり、体に強力な武器を持たないため、多く
の種が体を周りの風景に溶け込ますカモフラージュ（隠ぺい）、強い昆虫とか、毒や天敵に
とって嫌いな臭いを出す昆虫に擬態をするものが多い。例外的に、中米にいるベニカミキ
リの仲間は擬態モデルである毒のあるベニボタルを食べ、その擬態能力を増すものもいる
(Linsley, 1959)。ただ、最近の研究ではこのベニボタルを食べたカミキリの体内には毒が残
っていないことが分かっている。おそらく、毒は瞬間的にしか効かないだろうと推定され
る。これらの防御策に対しては細かく分けられているが、ここでは簡単に述べる。さらに
数は少ないが自ら、においを出すカミキリムシもいる。
1) カモフラージュ
フトカミキリ亜科の多くの種が周りの景色に溶け込む色彩、形態をしている（図 5）
。マ
ツノマダラカミキリのモザイク的な色彩もその一つである。
2) 擬態
○強い昆虫に擬態
アリ、ハチに体型、体色を似せているものが多い(Eisner et al., 1962)。中にはアリの群
れの中にいて、私の見たものは一本の木に棲んでいる大きなアリの群れの中には大きなカ
ミキリが、小さなアリの群れの中には小さなカミキリがいた（槙原, 1992; 図 6）
。

図 5 カモフラージュしている種. 左：コゲチャサビカミキリ；右：ニジモンサビカミキリ

小さいアリの群れの中にいた小さいカミキリ

図6

大きいアリの群れの中にいた大きいカミキリ

アリと一緒にいたパプアニューギニアの Iphra 属のカミキリ
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図 7 ハチ擬態のカミキリムシ（Eisner et al., 1962 を改変）

カミキリムシ

ベニボタル

カミキリムシ

ベニボタル

図 8 毒を持つベニボタルに擬態しているカミキリムシ（Eisner et al., 1962 を改変）

強いハチに擬態（図 7）
、毒のある昆虫に擬態（図 8）したカミキリムシは多い。
3) 自ら、臭いにおいを出すカミキリムシ
ヒメカミキリ類、アオカミキリはかなり、イヤな臭いを出す。アオカミキリ族のカミキ
リには、人がかいでも、いい匂いを出す種がいる。
V 主要な森林害虫
1) マツノマダラカミキリ
マツノザイセンチュウのベクターである。この線虫はアメリカからの侵入種である。し
かし、自然条件下ではマツ類（アカマツ亜属）、マツノマダラカミキリの祖先種であるヒゲ
ナガカミキリ類、ニセマツノザイセンチュウとマツノザイセンチュウの共通祖先種がベー
リング海峡が陸橋化していた温暖な新生代古第３紀漸新世（2600 万年前）以前だと推定さ
れている。北米でそれぞれ分化したものが最近の 100 年より前に日本にマツノザイセンチ
ュウだけが侵入し、定着したのである。
2) スギ・ヒノキ穿孔性カミキリムシ
スギカミキリとスギノアカネトラカミキリが双璧であり。被害の特徴、被害分布地、1 世
代にかかる時間、活動できる温度、地理的・個体変異どれを取ってみても対照的なカミキ
リムシである。
3) ケブカトラカミキリ
鹿児島県でイヌマキの被害が広がり数多く認められるようになったのは 2003 年 くらい
からである（臼井ら, 2007）
。千葉県でもかなり古い脱出孔が見られ、鹿児島県から侵入し
たのは、1０年以上前だと思われる。高知県産と鹿児島県産は色彩がやや異なる。
VI 侵入種問題
ゴマダラカミキリ類：ツヤハダゴマダラカミキリ（中国から北米、ヨーロッパ）
；チュウ
ゴクゴマダラカミキリ（中国からヨーロッパ）
；ゴマダラカミキリ（日本からヨーロッパ）
。
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図 9 マツ類（アカマツ亜属）、ザイセンチュウとヒゲナガカミキリ類の移動模式図（槙原, 2005）

VII 環境指標カミキリムシ
森林環境の良否を判断することができるカミキリムシ：インドネシアの例を紹介（槙原,
2013）
。沖縄島では破壊された林にはフタモンサビカミキリ、良好な森林には近縁なゴマフ
サビカミキリがいる。
VIII その他
少し変わった観点から、北東北のクマゲラの繁殖期の餌としてコバネカミキリの幼虫が
一番食べられている。
参考文献
Eisner, T., Kafatos, F.C. and Linsley, E.G., 1962. Lycid predation by mimetic adult
Cerambycidae (Coleoptera). Evolution, 16(3): 316-324.
Linsley, E.G., 1959. Mimetic form and coloration in the Cerambycidae (Coleoptera). Ann.
ent. Soc. America, 52(2): 125-131.
槙原

寛, 1992. 熱帯林の豊かな昆虫相. 沈黙する熱帯林（小林繁男編）, 東洋出版,

157-172.
槙原

寛, 1994. カミキリムシ類. 森林昆虫（小林富士雄・竹谷明彦編）,

養賢堂, 東京,

35-48.
槙原 寛, 2005．マツノマダラカミキリ類の分類と生態 (1). 森林防疫, 54(12): 2-12.
槙原

寛, 2004. 対照的な森林害虫 ―スギカミキリとスギノアカネトラカミキリ―. 昆虫

と自然, 39(11): 16-19.
槙原 寛, 2013. 熱帯降雨林のカミキリムシ. カミキリ学のすすめ（新里達也編）, 海游社,
東京, 125-190.
大林延夫・新里達也編, 2007. 日本産カミキリムシ. 東海大出版会, 東京, 818 pp.
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文献目録. 森林防疫, 56(3): 3-13.
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松くい虫被害地へのクロマツ大苗の植栽とその後の生育（１）
―高温乾燥年のクロマツ苗木の活着・生育状況―
九十九里海岸の松林を守る会 石谷栄次(樹木医)
キーワード：海岸林，クロマツ大苗，夏期乾燥，部分枯れ
Ⅰ 目 的

４．植栽方法

千葉県内の松林は，松くい虫（マツ材線虫病）の被害

・地表の落葉落枝を取り除き，植え穴を掘って苗木の根を

を受け，松枯れ予防薬剤を散布してもなお枯死が発生す

拡げて砂で埋め戻し，踏み固めた。

る厳しい状況におかれている（1,2）。千葉県の貴重な風

・土壌改良材や肥料は施用しなかった。

致的財産である海岸松林，特に九十九里海岸の松林を維

５．調査方法
2008 年３月下旬に調査を実施した。

持するため，クロマツ大苗の植栽による松林維持の活動
を実施している。従来から海岸松林へのクロマツ大苗の

（1）2007 年３月時の苗高を測定した。

植栽は枯死すると言われてきたが，林内への植栽は汀線

（2）苗木全体の生死を判定した。

付近より生育環境が緩和されていることから，雑草との

（3）主軸部分と側枝部分の枯死を調査した。

競争や景観的視点から大苗を植栽することによって早期

（4）最高位置が主軸にあるか側枝にあるかを判断し，

に樹高２ｍに達することを期待するものである。

現在の苗高を測定した。

2007 年は記録的な猛暑の年であり，夏期の高温・乾燥
被害によるクロマツ苗木の枯死が懸念されたので，翌春

Ⅲ 結 果
植栽後１年間を経過した苗木の活着・生育状況は，次のと

に苗木の活着・被害状況を調査した。

おりであった。

Ⅱ 方 法

１．植栽時の苗木の苗高は，４年生苗木(n=71)で 96±13

１．植栽時期 2007 年３月下旬

㎝，６年生苗木(n=5)で 115±6 ㎝であった。

２．植栽場所 長生郡白子町中里の県有保安林内のクロマ

２．４年生苗木の枯死は７本であり，そのうちの１本は植

ツ枯死跡地（写真１）

栽時の枯死と判断して除外した。枯死木は全体の８％と

３．植栽苗木の規格と本数

低率であった。枯死木の一部（３本）は連続しており，

・クロマツ４年生苗木：72 本（苗高80～100 ㎝，購入苗木）

土壌部分の原因も予想された。６年生苗木の枯死は，確

・クロマツ６年生苗木：５本（５年生苗木を尺鉢に植栽し，

認されなかった。

裸地で１年間養生）

３．４年生の生存苗木には枯死部分が多く観察され，全体の
43％に主軸先端の枯れ（写真２、３）が確認された（図１）。し
かし，植栽時より苗高が低下した苗木はわずか４個体であっ
た。
４．苗高最高位置は，主軸先端が枯れた４年生苗木(n=28)
で全体の 71％が側枝に移行した。苗高最高位置が主軸に
残る場合(n=8)のうち，５本で枯死部のすぐ下部の不定
芽から新しい主軸が出現した（写真４）。主軸先端が枯
れなかった苗木(n=37)では全体の 89％で苗高最高位置
が主軸であったが，側枝に移行した個体も 11％あった。
５．尺鉢に植栽し裸地で１年間養生させた６年生苗木では，
枯死個体は認められなかったものの，４年生苗木と同様な
傾向が認められた（図２）。

写真 1 植栽地全景
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側枝(4)
主軸(8)

あり(28)

なし(37)

主軸先端の枯れ

主軸(33)

側枝(20)

苗高最高位置（主軸枯れあり）

苗高最高位置（主軸枯れなし）

図１ 苗木の部分枯死と苗高最高位置（４年生苗木）

側枝(0)
あり(2)

主軸(1)
なし(3)

側枝(1)

主軸(3)

苗高最高位置（主軸枯れあり）

主軸先端の枯れ

苗高最高位置（主軸枯れなし）

図２ 苗木の部分枯死と苗高最高位置（６年生苗木）

Ⅳ 考 察
2007年夏期の高温・乾燥という厳しい気象条件の中で
も，枯死したクロマツ苗木は全体の８％とわずかであっ
た。しかし，全体の43％に主軸先端の枯れが確認され，

引用文献
(1)千葉県農林水産部森林課(2011)森林病害虫防除実績，
平成 22 年度千葉県森林・林業統計書，76～77

その71％で苗高の最高位置が側枝に移行した。最高位置

(2)田畑勝洋(2005) 被害の推移と行政の対応，松くい虫

が主軸に残った８本のうち５本で，枯死部のすぐ下の不

(マツ材線虫病)－沿革と最近の研究－，1-18，全国森

定芽から新しい主軸が出現した。植栽時より苗高が低下

林病虫獣害防除協会

した個体は，わずか４本であり，高温・乾燥という環境
圧に対するクロマツの生命力の強さを再確認した。

主軸先端の枯死
新しい主軸先端

写真２ 主軸先端の枯死（１）

写真３ 主軸先端の枯死（２）
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