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一般社団法人 日本樹木医会
千葉県支部

まえがき
４代目の支部長を務めて１年間が経過しました。４月の通常総会に始
まり、各種の研修会、翌年２月の新会員歓迎会、今年度は市民活動展「環
境と樹木医－自然環境の保全に貢献する樹木医たち－」の開催で１年間
が終わりました。
平成２１年に一般社団法人日本樹木医会が結成され、千葉県支部では
県内を４ブロックに分割し、各ブロック長に活動を委ねました。そして、
それぞれのブロック長の創意によって、活動実績は飛躍的に充実しまし
た。現在の支部活動は、その延長線上にあり、活発な活動が展開されて
います。
また、年報に伏線のように記録されている特定非営利活動法人樹の生
命を守る会（樹木医集団）の活動によって、経験の少ない樹木医に基礎
的技術である診断治療の場を多く提供いただきました。千葉県支部と樹
の生命を守る会は、ともに樹木医が会員の団体であり、それぞれが活動
の特色を生かしながら相互に補完する存在として会員に数多くの研修会
や交流の場を提供してきました。
関東甲信地区協議会も樹木医研修会を実施しており、千葉県支部も
共催事業として「事故事例と樹木医の診断について」を開催しました。
この研修は地方公共団体等からの要望が多い街路樹診断について、事故
事例の検証と樹木医から見た診断の要点を修得できるものでした。
樹木医の活躍の場は確実に拡大していると感じます。しかし、樹木医
活動だけで生活できている樹木医は、まだわずかです。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、さらに活躍の
場が拡大していくことを期待しております。
平成２７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
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Ⅰ

平成２６年度計画
基本方針

樹木の保全や環境への関心の高まりの中で、樹木の防災機能や環境保全機能にも
注目が集まっています。また樹木の高齢化、衰弱による事故の防止にも注意が向け
られています。そうした中で日本樹木医会千葉県支部は、県民、行政、教育機関等
からの様々な要請に対し、責任を自覚しながら応えねばなりません。併せて普及啓
発活動、情報の収集・発信、地域との交流を図ってまいります。
基本方針として知識・技術の向上、会員交流の活性化、倫理観の高揚を目標に研
究、集会、情報の提供等、活動を展開いたします。
また６年目を迎えるブロック制は、テーマの検討や日程の調整等により、会員参
加を促すとともに、会員の研究、得意分野等の発表の機会を作ってまいります。
具体的方策
１．技術の向上に向けての活動
診断治療技術、多様な要請に対応するため、定例総会や新樹木医歓迎会に外部講
師の講演や会員による最新の事例発表等を実施してまいります。樹の生命を守る会
とは診断治療技術向上のための実務研修会、普及啓発事業への協同参画、昨年から
始まった研究成果の発表会等を進めてまいります。また関東甲信地区協議会、千葉
県緑化推進委員会等からは、協賛、後援をいただき、事業を行ってまいります。そ
の他日本樹木医会本部、他団体等で開催する研修会や講座等をお知らせいたします。
さらに樹木医 CPD 認定の研修も実施いたします。
２．ブロック制の充実
樹木医としての研鑽、技術の錬磨、地域の諸課題の把握と対応、情報の交換、会
員の交流・親睦等で見るべき成果がありました。今年度も会員の協力のもとに活動
してまいります。
３．年報の作成
今年度は第５号年報を作成します。詳細なブロック活動、会員による調査、研究
の最新情報等が掲載されます。
４．「樹の生命を守る会」との連携
守る会は、技術講習会、視察見学会、各種行事等を企画実施しています。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
樹木の勉強会や観察会などへの講師派遣依頼、また各種行事への参加協力、緑化
相談等にも、できるだけ多くの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２６年（２０１４年）

・４月１２日（土）

第１回理事会，プラザ菜の花（千葉市）

・４月２７日（日）

平成２６年度通常総会，プラザ菜の花（千葉市）

・４月２７日（日）

第２回理事会，プラザ菜の花（千葉市）

・４月２７日（日）

講演「汎熱帯海流散布植物の系統地図」，高山浩司

＊新役員選出

東京

大学総合研究博物館特任助教，プラザ菜の花（千葉市）
・７月１２日（土）

第３回理事会，千葉市蘇我勤労市民プラザ

・８月

年報第５号発行

・１０月１２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

・１１月２２日（土）

第４回理事会，千葉市蘇我勤労市民プラザ

平成２７年（２０１５年）
・１月２５日（日）

樹木医研修会「事故事例と樹木医の診断について」，千葉
県教育会館（千葉市）

＊日本樹木医会関東甲信地区協議会、

NPO法人樹の生命を守る会との三者共催

・２月

７日（土）

はままつフラワーパーク研修会（静岡県浜松市）
＊千葉県支部東、西、中央、南ブロック合同研修会

・２月

８日（日）

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

・２月

８日（日）

講演「研究者の知恵－カミキリムシ被害対策のつぼ－」，
槇原

寛

元独立行政法人森林総合研究所，プラザ菜の花

（千葉市）
・２月

８日（日）

新会員歓迎会，プラザ菜の花（千葉市）

・３月

５日（木）～３月１１日（水）

市民活動展「環境と樹木医－自然環境

の保全に貢献する樹木医たち－」，千葉市・きぼーる
＊NPO法人樹の生命を守る会、千葉県環境センターとの三者共催

・３月１２日（木）～３月２７日（金）

市民活動展「環境と樹木医－自然環境

の保全に貢献する樹木医たち－」，千葉県環境研究セン
ター（市原市）
＊NPO法人樹の生命を守る会、千葉県環境センターとの三者共催

・３月２１日（土）

第５回理事会，千葉市蘇我勤労市民プラザ
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＜東ブロック（ブロック長 大木一男）＞
平成２５年度に引き続きイヌマキを加害するケブカトラカミキリについて、
生態等を詳しく調査し、防除等の方法を探すべく活動を主体的に行った。東ブ
ロックの活動について報告します。
平成２６年４月４日（金）
横芝光町立大総小学校と元成田市立東小学校（平成２６年３月３１日閉校）
にて第１回の研修会を行った。大総小学校では、クスノキに対して土壌改良と
してピックエアレーションを行ったが、膨軟化の効果を確認するために長谷川
式土壌貫入計を使って硬度試験を行った。エアレーション穴からの距離を変え
て調査した。
午後は元東小学校の満開の遠山桜を楽しんだ。ここもエアレーション（東京
の造園業者）をしたので、長谷川式土壌貫入計を使って硬度試験を行った。今
後の維持管理等についても話し合った。この遠山桜は富塚樹木医が、日本緑化
センター発行のグリーンエージ２０１４年５月号の連載記事「悠久の樹木」に
紹介された。午前中は３名、午後は５名の参加者であった。
平成２６年４月６日（日）
第２回の研修会は、午前は横芝光町姥山のイヌマキ被害畑にて行った。３本
の半枯れのイヌマキを伐採して皮をむきケブカトラカミキリの状況を調査した。
午後はさんぶの森中央会館で梅本樹木医が「農薬の最新状況」と題して話さ
れた。農薬の変遷、進展そして最新の農薬についてわかりやすい説明であった。
参加者は午前は１０名、午後は１１名であった。
平成２６年６月１日（日）
第３回の研修会は、４月と同様に横芝光町姥山のイヌマキの畑にて行った。
３本の半枯れのイヌマキを伐採して皮をむきケブカトラカミキリの生息状況を
調査するとともに、薬剤の効果及び薬害を調査するために３種類の薬剤を３本
ずつ幹に塗布した。参加者は１４名であった。
平成２６年７月２７日（日）
第４回の研修会は、６月に引き続き横芝光町姥山のイヌマキの畑にて行った。
前回塗布した薬剤の効果と薬害を調査した。塗布した部分と塗布しない部分の
樹皮をむき、カミキリの生息状況を調査した。参加者は１０名であった。
平成２６年８月１０日（日）
第５回の研修会は、ＮＰＯ法人樹の生命を守る会と共催で成田市中央公民館
にて行った。ＮＰＯ法人樹の生命を守る会が東ブロック内で街路樹診断調査業
務を受託したことから、街路樹診断のより一層の技術向上と街路樹診断の平準
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化を図るために企画した。
櫻本樹木医は「道路と街路樹の基礎知識・街路樹診断の基本的な考え方」に
ついて、有田樹木医は「計画の立て方・安全管理・住民（市民）への説明・調
査診断方法」と題して話された。天候が悪かったのでその後すぐに現場にて診
断樹木を対象に街路樹診断について話し合った。参加者は２２名であった。
平成２６年１０月１９日（日）
第６回の研修会は、７月に引き続き横芝光町姥山のイヌマキの畑にて行った。
６月に塗布した薬剤の効果と薬害を調査した。７月と同様に塗布した部分と塗
布しない部分の樹皮をむき、生息状況を調査した。参加者は８名であった。
平成２７年１月１７日（土）
第７回の研修会は、１０月に引き続き横芝光町姥山のイヌマキの畑にて行っ
た。６月に塗布した薬剤の効果と薬害を調査した。前回と同様に塗布した部分
と塗布しない部分の樹皮をむき生息状況を調査した。参加者は１０名であった。
平成２７年２月８日（日）
千葉県樹木医会と NPO 法人樹の生命を守る会共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大木幹夫樹木医が「菌根菌によるサクラの樹勢
回復」と題して話された。菌根菌使用に関する方法等を具体的に話され、今後
の樹勢回復方法の一つとして期待できる内容であった。
会員（２１名）
・神谷

隆（成田市）

・富塚 武邦（東金市）

・石橋

亨（山武市）

・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）

・太田 祐司（四街道市）

・足立 照光（大網白里市）

・大場 みちる（佐倉市）

・篠崎 孔久（四街道市）

・浦田 光章（大網白里市）

・楠

正典（佐倉市）

・北田 征二（八街市）

・古川

・橋本 智美（佐倉市）

・櫻本 史夫（富里市）

・大木 一男（芝山町）

・林

・大木 幹夫（匝瑳市）

・布施 貞雄（横芝光町）

正純（佐倉市）
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健（九十九里町）

＜西ブロック（ブロック長 鳥山貴司）＞
はじめに
平成２６年度のブロック活動は、これまでの継続したテーマ（松戸市常磐平さくら通
りにおけるサクラの腐朽病等対策、松戸市高木小学校の大クス樹勢回復、市民啓発活動
としてのイベント参加）に加え、印西市木下万葉公園のゴヨウマツ樹勢回復を加えた４
つのテーマを軸として、新たな樹木診断方法の情報発信などの活動を行ってきた。
以下に平成２６年度の西ブロック活動について報告する。
活動報告
１. ４月２９日：花と緑のフェスティバル２０１４への参加
毎年松戸市２１世紀森と広場で開催されている市
民イベント「花と緑のフェスティバル」に本年度も
参加。
パネル展示を通じて樹木医の活動紹介を行った、
また「樹木の健康相談コーナー」を設け、多くの一
般の方々からの樹木や植物に関する相談に応じた。
参加者は８名であった。

樹木の健康相談に応じる会員

２. ７月２６日：松戸市常磐平さくら通りさくら腐朽病対策他
千葉県支部がブロック制を導入して以来継続して実施している活動。西ブロック
ではこれまで、さくらの腐朽病やナラタケモドキの
発生に対し様々な対策法を試みてきた。その中で、
ナラタケモドキ発生木に対するトリコデルマ菌接種
が有効である可能性が確認された。そこで今年度は
ナラタケモドキが発生した４本のサクラおよびベッ
コウダケが発生したサクラ１本に対してトリコデル
マ菌の土中接種を行った。
また、同日併せて既にベッコウダケによる被害に

トリコデルマ菌土壌への混合作業

より腐朽が進行したサクラを用いて平成２６年度に改訂された「東京都街路樹診断
マニュアル」によって新たに東京都の街路樹診断に導入された根株診断について、
その診断方法や診断上の留意点などについて実演を含めて情報提供を行った。出席
者は２６名であった。
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３. １１月２９日：印西市木下万葉公園ゴヨウマツ樹勢低下に係る根系調査他
これまで永野樹木医が尽力してきた木下万葉公園に植栽されているゴヨウマツに
ついて樹勢低下が確認されたことから、その原因を調べる事を目的として根系調査
および土壌調査を実施した。調査の結果、根系の発
達が極めて少なく植栽基盤に原因があることが判明
した。
調査結果を受け、後日改善作業を行う事とした。
同日木下万葉公園の根系調査が終了した後、マツ
の集団枯損が確認されている印西市の浦畑新田公園
に移動。ザイセンチュウ被害の状況視察を行った。 木下万葉公園 土壌・根系調査の様子
出席者は１５名であった。
４. ３月８日：木下万葉公園ゴヨウマツ土壌改良措置
１１月に実施した根系調査・土壌調査の結果を受
け土壌改良措置を実施した。
改良の内容は、根回り土壌に対して、土壌物理性
改良の為、赤玉土および粉炭を混合した後、菌根菌
（ヌメリイグチ胞子液）の３００～５００倍希釈液を
散布、同時に緩効性肥料の施肥という内容であった。
また、同日、印西市立本埜第一小学校の以前不定
根誘導措置を実施したサクラについて不定根の伸長

浦畑新田公園マツノザイセンチュウ
被害の視察の様子

状況の視察も併せて行った。出席者９名であった。
５. ３月１５日：松戸市の高木小学校における大クスの樹勢回復活動
これまで過去２回の土壌改良措置等を経て樹勢が
回復傾向にある松戸市高木小学校のクスノキである
が、今年も未処置箇所への土壌改良を実施、併せて
後施工された擁壁部分の根系の調査や高所の着葉状
況、先梢の状態などの診断を行った。
出席者は１４名であった。
松戸市高木小学校クスノキの
土壌改良風景
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会員（５３名）
・金子 真吾（市川市）

・佐々木 潔州（松戸市） ・大西

・神尾 健二（市川市）

・鈴木 良治（松戸市）

・小笠 真由美（流山市）

・坂元 博明（市川市）

・高橋 悦子（松戸市）

・岡田 和子（流山市）

・高沢 克彦（市川市）

・高橋

・勝村

・高橋 芳明（市川市）

・長澤 美穂（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

・鳥山 貴司（市川市）

・真嶋 好博（松戸市）

・本澤 賢一（流山市）

・直木

哲（市川市）

・松永 整治（松戸市）

・荒木

・中井 義昭（市川市）

・山田 優加（松戸市）

・岸

・福留 ユーサ（市川市）

・菊田 裕一（野田市）

・阪本

・藤原

・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）

・皆川 芳洋（市川市）

・奥宮 健太（柏 市）

・薗部

誠（鎌ケ谷市）

・飯岡 紀幸（松戸市）

・清水 憲子（柏 市）

・柏﨑 智和（印西市）

・今井 一隆（松戸市）

・直江

・永野

・大野

集（松戸市）

・松井 映樹（柏 市）

・渡辺 照雄（印西市）

・鏑木 大作（松戸市）

・松橋 秀記（柏 市）

・三輪

・五月女

・山田 雄介（柏 市）

淳（市川市）

治（松戸市）

毅（松戸市）

宏（柏 市）

浩（流山市）

実（流山市）
昇（流山市）
睦（我孫子市）
真理（我孫子市）
功（我孫子市）

修（印西市）
隆（白井市）

支部活動の写真

講

演

海水で浮く種子（デモンストレーション）

「汎熱帯海流散布植物の系統地図」
（高山浩司先生）＜通常総会＞
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＜中央ブロック（ブロック長

鈴木弘行）＞

１．はじめに
平成 26 年度の中央ブロックの活動として 5 回の研修を行った。研修会は座
学による研修 4 回と樹木治療の現場研修 1 回である。
２．研修会の内容
第１回：平成 26 年 7 月 12 日（土）
「日本樹木医会ホームページにおける
病害虫検索システムの運用開始」
※日本樹木医会技術部会の部会員でもある石谷栄次 支部長を講師に、
日本樹木医会のホームページで運用が開始されている「病害虫検索シ
ステム」の活用方法や今後について話題提供してもらった。
第２回：平成 26 年 10 月 8 日（水）、10 日（金）、16 日（木）、20 日（月）
「船橋名木 10 選の一つ。光明寺のツバキの治療作業」
※平成 26 年 2 月の大雪で太枝が折れる被害を受けた、ツバキの大木
の治療作業を研修とした。講師は以前、このツバキの治療にあたった
ことのある川井洋基 樹木医で、治療作業は 4 日間に及んだ。
第３回：平成 26 年 11 月 22 日（土）
「植栽管理業務で出会った病害虫」
※福本和弘 樹木医に、日頃の植栽管理で出会った病害虫について話題
提供してもらい、最近の病害虫事情などの情報交換を行った。
第４回：平成 27 年 1 月 24 日（土）
「生物多様性を向上するための植生管理計画－私の事例と考え方－」
※森野敏彰 樹木医が業務としている植生管理計画作成までの流れや
事例について話題提供してもらった。
第５回：平成 27 年 3 月 7 日（土）
「佐渡の自然」
※佐渡島で暖かい季節に生活している林 正純 樹木医に、佐渡島で見
られる樹木・野草・動物など、豊かな自然を紹介してもらった。
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３．中央ブロックホットニュースの発行
各研修会の内容について中央ブロックホットニュースに掲載、１回の発行を
行った。
平成 27 年 3 月 10 日発行：№36

第２回研修：光明寺のツバキの治療作業 研修風景

会員（３８名）
・石谷 栄次（千葉市）

・服部 立史（千葉市）

・目黒 仁一（船橋市）

・伊東 伴尾（千葉市）

・福本 和弘（千葉市）

・山﨑 雅則（船橋市）

・臼井 敦史（千葉市）

・森

・横田

・小田 良彦（千葉市）

・森野 敏彰（千葉市）

・清水 晴一（習志野市）

・小野寺 康夫（千葉市）

・山本 謙一（千葉市）

・中村 元英（習志野市）

・掛札 俊一（千葉市）

・角能 浩章（船橋市）

・小宮山 戴彦（八千代市）

・君塚 幸申（千葉市）

・川井 洋基（船橋市）

・鳥屋 英昭（八千代市）

・草野

洋（千葉市）

・鈴木 弘行（船橋市）

・藤田

・木暮 亘男（千葉市）

・田邉 祐介（船橋市）

・有田 和實（浦安市）

・坂入 由香（千葉市）

・中尾 大吾（船橋市）

・大島

・武田 英司（千葉市）

・中里 典子（船橋市）

・清水 政巳（浦安市）

・塚原 道夫（千葉市）

・細川 卓巳（船橋市）

・野木 茂樹（浦安市）

・萩野 由佳子（千葉市）

・松浦 繁夫（船橋市）

浩也（千葉市）
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純（船橋市）

司（八千代市）
渡（浦安市）

＜南ブロック （ブロック長 齊藤陽子）＞
南ブロックではブロック内外の樹木医を講師にお願いし、４回の研修会を実施した。
第１回 館山市の指定天然記念物の樹勢調査と治療法検討と世界に知られた椿の育種家の椿園の保全
１．日時

平成 26 年 6 月 21 日（土）

２．場所

館山市内

３．内容
（１）午前：市指定天然記念物の樹勢調査と治療法検討（六軒町のサイカチの木）
講師：日本樹木医会千葉県支部 2 期生 高野光利氏
参加者

会員 11 名、 サイカチの木を守る会 ３名、 館山市建設課職員 ２名

研修結果
・館山市の指定天然記念物になったサイカチの木について、樹木医とサイカチの木を守る会、市の
担当者で樹勢調査と保存法について検討した。
・講師 高野光利樹木医のコメント
①剪定の方法：強剪定すると花芽が着かなくなる。電線を避ける程度に剪定し、混みあう部分は
間引き剪定する。
②樹体の空洞：朽ちてきている。朽ちたものは手で掻き落として、柿渋または墨汁を塗るのはど
うか。
③空洞の底：コンクリート敷きの上に根が出ている。乾燥しすぎないように（木炭は乾燥する）
、
保水力のあるものを。コンクリートは水分を呼ぶが、根が網の目のように張っている。土管はそ
のまま。土壌改良剤で根を育てる。覆土を厚くする。
④道路をどうするか：Ｕ字溝を回すことを考えたが、ヒューム管はそのままに。浸透性の舗装も
油分が多い。根が育っているのを剥がすことになる。今のままが木が傷まない。舗装の厚みが５
～８㎝、その下の砕石の層が１０㎝、これを剥がすと根を傷める。根の際をはすって取る。道路
に支障をきたさない１０～２０㎝幅が希望。老木は水平根が多くなる。砕石の中に根が入ってい
る。舗装はそのままに。ゆっくり削岩機で取る。表土は砂利程度が良い。水が入る。道路にはと
ころどころドリルで穴をあける。
⑤舗装を切った後に、油粕を 100 倍に薄めて発根剤を加えて入れる。屋敷内に根がある。年を
取った木は極端なことをすると弱る。今の根を伸ばす。
市の質問：木の周りのコンクリートを剥がすのはいつか。 高野答え：落葉期

平成 26 年 1 月 29 日にサイカチの
木の根元周辺の道路改修が実施された。
実施内容は高野樹木医のアドバイス
をはじめ、当日の参加者の意見を反映
したものであった。
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（２）午後：世界に知られた椿の育種家の椿園の保全（小原謹治氏の残した椿の樹勢調査と挿し木の
実際）
NPO 法人安房文化遺産フォーラムと共催（NPO 法人参加者 14 人）
講師：日本樹木医会千葉県支部前支部長 ６期生 富塚武邦氏
研修結果
・小原謹治氏は世界に知られた、洋種椿の育種家である。資生堂の創業者福原氏が館山市出身であ
ること、市の木が椿であることから、NPO 法人を中心に椿の森構想が始動している。今回は NPO
法人との共催で、園地をお借りすることができた。
・講師 富塚武邦樹木医
富塚樹木医に椿の講義と挿し木の実際をご指導いただいた。この園にある名花の紹介に、園主
の村上氏も喜んでいた。また挿し木の実際は丁寧な手法で参考になった。
午前午後とご出席の樹木医の皆様には、その都度適切なアドバイスを頂きました。
第２回 樹木の増殖技術と、長生村植木センター・県天然記念物羅漢槇の見学
１．日時 平成 26 年 7 月 26 日（土）
２．場所 長生村植木センター
３．講師 海老根熙樹木医「成木の主幹や主枝などへの芽接ぎを中心とした接木技術」
４．参加者 会員 8 名
５．研修結果
・海老根樹木医の自己紹介 67 歳。50 年の造園業
・剪定の時期 落葉樹は葉のないとき
常緑樹は暖かい時、今（7 月）でも傷まない 3 月下旬のマテバシイ剪定は良くない
・50 年造園業の結論「適地適作」
・土性別の管理

砂：ワラを多めに敷く（保水性）

粘土：もみ殻を多投 通気性）

・植木の移植後の忌地対策 →野菜をつくる（肥培管理をし耕しておく） →次ぎの木の定植
・山の木は水がいらない（クロモジ、アオハダ、モミ、ナナカマド）
マキ、キャラはドブドブ灌水する。
・樹皮焼け→南と西側に出る。→幹にワラを厚めに巻く
・梅の木ゴケ→樹勢は落ちないというが、弱る。
・鉢の用土 もみ殻１９％＋赤土８１％（千葉農試で確認して実施している）
・接ぎ木
接ぎ木テープを 20 ㎝くらいで切る
穂木は片方に寄せ、寄せた方からテープを巻く
接ぎ木部分まで３回りほど巻いて縛る
・梅の盆栽→花芽の決まる（6 月下旬）に 10 日間ほどしおれさせる。
・脚立は ①横に乗れ ②段違いに足をかける。
・お茶の時は手ぶらで行かない →切り枝を持って行く、ハサミは水につける。
など書ききれないほどの経験を話していただいた。
－ 11 －

第３回 日本林学学会選定「林業遺産」の鴨川市清澄の東大演習林と研究の成果
１．日時

平成 26 年 11 月 29 日（土）～30 日（日）

２．場所

鴨川市清澄 東京大学千葉演習林清澄宿舎

３．講師

久本洋子助教（樹木医）

４．参加者 会員 11 人
５．研修結果
・29日午後、千葉演習林清澄宿舎に集合。森林博物館において、清澄寺子スギの円板、大スギの枝
の円板、シカやイノシシなどのはく製を見学した。
その後久本洋子助教（樹木医）により、千葉演習林の概要や竹などの研究の成果などを講義してい
ただいた。
・夜は清澄宿舎において会員持ち込みのシカやイノシシの肉、各地の銘酒を味わいながら、会員の情
報交換をした。
・30日午前には清澄寺の大スギや演習林内の林道（関東ふれあいの道）を散策した。しめ縄を張られ
た天津新明神社の御用木、モミ・ツガ天然林や人工林施業地、高齢人工林などを見ることが出来た。
・初日は雨の降る寒い日であったが、講師をはじめ清澄宿舎の職員さんの温かいもてなしで、会員の
親交を深める機会ともなった。
第４回

はままつフラワーパーク研修会

4 ブロック共催研修

１．日時 平成 27 年 2 月 7 日（土）
２．場所 はままつフラワーパーク
３．講師 塚本こなみ樹木医（静岡県支部、はままつフラワーパーク理事長）
４．参加者 会員６人（うち女性 2 人）
５．研修結果
・岡田和子副支部長の骨折りで、初めての女性樹木医研修会が実施された。
・はままつフラワーパークの見学と、塚本こなみさんの講義で「大フジの移植」や、足利やはままつ
フラワーパークの経営再建の話を伺った。見かけは手弱女（園内の桜の品種名）であったが、足利
の藤の移植の際、
「枝の剪定はしない」と言う指示に従わない地元の職人に対して、
「失敗したら私
の責任、成功したら皆さんの成果」と説得したこと。
・女性樹木医研修に女性の参加が少ないという質問には、
「土俵に上がらない人はそれまで」という答
えなど、緊迫する現場を貫いてきた生き様が見えるようであった。
・桜の芽女性樹木医歯切れよく

行って聞いたからこその収穫であった。

塚本こなみさんを中心に
はままつフラワーセンターで。
講師料は園内の備品整備に
充てるとのことだった。
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会員（１３名）
・齊藤 陽子（館山市）

・小池 英憲（君津市）

・海老根 熙（長生村）

・小倉 善夫（木更津市）

・諏訪原 幸広（君津市）

・大矢 文夫（白子町）

・鈴木 輝征（市原市）

・藤平 量郎（君津市）

・渡邉 昭夫（大多喜町）

・土肥 奈都子（鴨川市）

・関

・大高 一郎（君津市）

・久本 洋子（一宮町）

隆夫（いすみ市）

支部活動の写真
市民活動展「環境と樹木医－自然環境の保全に貢献する樹木医たち－」（千葉市・きぼーる）

タイトルとあいさつ

展示全景

パネル展示

閲覧物コーナー

－ 13 －

Ⅲ

会員の動向
(1) 新会員
浦田光章（大網白里市）、太田祐司（四街道市）、小笠真由美（流山市）、
楠

正典（佐倉市）、清水憲子（柏市）、薗部

誠（鎌ケ谷市）、

田邉祐介（船橋市）、松浦繁夫（船橋市）、三輪

隆（白井市）、

本澤賢一（流山市）、森浩也（千葉市）
(2) 転入会者
(3) 転出者
小沢

彩（茨城県へ）、高橋由紀子（茨城県へ）

(4) 退会者
藤平量郎
(5) 物故者
Ⅳ

会員の発表等（五十音順）
＜口頭発表＞
(1) 有田和實(2014.8)計画の立て方・安全管理・住民（市民）への説明・調査診
断法，千葉県支部東ブロック研修会，成田市中央公民館（成田市）
(2) 有田和實(2015.1)街路樹診断の実際，樹木医研修会，日本樹木医会千葉県支
部・関東甲信地区協議会・NPO 法人樹の生命を守る会，千葉県教育会館（千
葉市）
(3) 大木幹夫(2015.2)菌根菌によるサクラの樹勢回復，樹木医技術発表会，NPO
法人樹の生命を守る会・（一社）日本樹木医会千葉県支部・（公社）千葉県緑
化推進委員会，プラザ菜の花（千葉市）
(4) 石谷栄次(2014.6)森の健康診断と生物多様性，平成 26 年度みどりの再生事業
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(2014.7)日本樹木医会ホームページにおける病害虫検索システムの
運用開始，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
(6) 石谷栄次(2014.9)森・樹木の診断と病害虫，ちば里山カレッジ講義，NPO 法
人ちば里山センター，さわやかちば県民プラザ（柏市）
(7) 梅本清作(2014.4)農薬の最新状況，千葉県支部東ブロック研修会，さんぶの
森中央公民館（山武市）
(8) 海老根

熙(2014.7)成木の主幹や主枝などへの芽接ぎを中心とした接木技

術，千葉県支部南ブロック研修会，長生村植木センター（長生郡長生村）
(9) 川井洋基(2014.10)技術指導．船橋市の名木
寺（船橋市）
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光明寺のツバキの治療，光明

(10) 小池英憲(2015.2)樹木治療の実際，樹木医技術発表会，NPO 法人樹の生命を
守る会・（一社）日本樹木医会千葉県支部・（公社）千葉県緑化推進委員会，
プラザ菜の花（千葉市）
(11) 木暮亘男(2015.2)稲毛海浜公園におけるボランテア指導について，樹木医技
術発表会，NPO 法人樹の生命を守る会・（一社）日本樹木医会千葉県支部・（公
社）千葉県緑化推進委員会，プラザ菜の花（千葉市）
(12) 櫻本史夫(2014.8)道路と街路樹の基礎知識・街路樹診断の基本的な考え方，
千葉県支部東ブロック研修会，成田市中央公民館（成田市）
(13)櫻本史夫(2015.1)街路樹診断とは，樹木医研修会，日本樹木医会千葉県支部
・関東甲信地区協議会・NPO 法人樹の生命を守る会，千葉県教育会館（千葉
市）
(14) 鈴木輝征(2014.4)サトザクラ鑑賞会，（一財）千葉県まちづくり公社，県立
青葉の森公園（千葉市）
(14) 鈴木弘行(2014.10)バードウオッチング入門～青葉の森の野鳥達

秋編～，

（一財）千葉県まちづくり公社，県立青葉の森公園（千葉市）
(15) 鈴木弘行(2014.11)季節を感じる自然観察会，
（一財）千葉県まちづくり公社，
県立青葉の森公園（千葉市）
(16) 鈴木弘行(2014.12)生きものを呼ぶ庭づくり～蝶や野鳥を呼ぶために～，（一
財）千葉県まちづくり公社，県立青葉の森公園（千葉市）
(17) 鈴木弘行(2015.1)四季の花めぐり～初春の梅～，星久喜公民館，県立青葉の
森公園（千葉市）
(18) 鈴木弘行(2015.1)バードウオッチング入門～青葉の森の野鳥達

冬編～，
（一

財）千葉県まちづくり公社，県立青葉の森公園（千葉市）
(19) 鈴木弘行(2015.2)季節を感じる自然観察会，
（一財）千葉県まちづくり公社，
県立青葉の森公園（千葉市）
(20) 鈴木弘行(2015.3)さくら入門～はじめの一歩～，（一財）千葉県まちづくり
公社，県立青葉の森公園（千葉市）
(21) 高野光利(2014.6)技術指導．サイカチの木の樹勢回復，千葉県支部南ブロッ
ク研修会（館山市）
(22) 高野光利(2015.2)成田駅前シイ移植について，樹木医技術発表会，NPO 法人
樹の生命を守る会・（一社）日本樹木医会千葉県支部・（公社）千葉県緑化推
進委員会，プラザ菜の花（千葉市）
(23) 髙橋由紀子・福田健二・山東智紀・Savitr

Trakulnaleamsai(2014.11)タイで発

生したニッケイ属植物の奇形症状，樹木医学会第 19 回大会，盛岡市観光文化
交流センター（岩手県）
(24) 富塚武邦(2014.5)樹木医と歩く春の公園，（一財）千葉県まちづくり公社，
県立青葉の森公園（千葉市）
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(25) 富塚武邦(2014.6)技術指導．ツバキについて，千葉県支部南ブロック研修会
（館山市）
(26) 富塚武邦(2014.11)樹木医と歩く秋の公園，（一財）千葉県まちづくり公社，
県立青葉の森公園（千葉市）
(27) 鳥山貴司(2015.2)平成 26 年度西ブロック地域活動報告，樹木医技術発表会，
NPO 法人樹の生命を守る会・（一社）日本樹木医会千葉県支部・（公社）千葉
県緑化推進委員会，プラザ菜の花（千葉市）
(28) 林

正純(2015.3)佐渡の自然，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
(29) 久本洋子(2014.11)東京大学千葉演習林について，千葉県支部南ブロック研
修会，東京大学千葉演習林（鴨川市）
(30) 福本和弘(2014.11)植栽管理業務で出会った病害虫，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
(31) 真嶋好博(2014.6)街路樹診断（松戸市）
(32) 真嶋好博(2014.9)巨樹ツアー案内，生涯大学校（松戸市）
(33) 真嶋好博(2014.10)巨樹・古木ツアー案内（松戸市）
(34) 真嶋好博(2014.10)保護樹木診断（松戸市）
(35) 松原

功(2014.10)平成 26 年度樹勢診断と回復技術講座，千葉県農業大学校，

千葉県農業大学校（東金市）
(36) 松原

功(2014.11)平成 26 年度ケブカトラカミキリ防除対策会議，ケブカト

ラカミキリ防除対策協議会，千葉県海匝農業事務所（匝瑳市）
(37) 森野敏彰(2015.1)生物多様性を向上するための植生管理計画－私の事例と考
え方－，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
＜印刷した報告等＞
(1) 石谷栄次(2014.8)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－，年報５，23 ～ 24，日本樹
木医会千葉県支部
(2) 石谷栄次(2014.12)技術士・樹木医活動と病害虫，フォレストコンサル 138，31
～ 35，森林部門技術士会
(3) 石谷栄次(2014.12)親子で楽しむ

マキづくりと森遊び，いすみ薪ネットワー

クイベント資料，3PP，いすみ薪ネットワークイベント（いすみ市山田）
(4) 石谷栄次(2015.2)樹木医と環境教育－市民活動パネル展「環境と樹木医」を
事例として，第 17 回千葉県環境教育研究会発表会要旨集，51 ～ 53，千葉大学
（千葉市）
(5) 伊東伴尾(2014.6)上海便り（その２）上海の街路樹，樹の生命 12，23 ～ 26，NPO
法人樹の生命を守る会
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(6) 梅本清作(2014)芝草病理学研究を俯瞰する，芝草病害と防除薬剤－耐性菌発
達のリスク－，24 ～ 29
(7) 大木一男・石橋

亨・松原

功(2015.3)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３報），千葉県支部東ブロッ
ク
(8) 大木一男・高野光利・石橋

亨・松原

功(2014.8)平成 26 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
(9) 鈴木弘行(2014.6)日本樹木医会千葉県支部活動報告，樹の生命 12，21 ～ 22，
NPO 法人樹の生命を守る会
(10) 高野光利・大木一男(2014.6)診断事例

府馬の大クス復旧事業について，樹

の生命 12，15 ～ 16，NPO 法人樹の生命を守る会
(11) 髙橋由紀子・松下範久・原田幸雄・寶月岱造(2014)ブナ科樹木葉に対する白
粒葉枯病菌 Redheadia quercus の病原性と感染経路，樹木医学研究 18，105 ～ 110
(12) Takahashi,Y.S.，Matsushita,N.，Hogetsu,T.(2014)Genotype distribution of Raffaelea
quercivora in the oak galleries and its composition in the mycangia of Platypus
quercivorus. Forest Pathology:early view
(13) 髙橋由紀子・村松愛美・佐野太悠・宋

・斉猛・周侠・福田健二・揚永川

(2014)中国重慶市のシイ類衰退現象に関わる要因(2)地上部．樹木医学研究 18，
64 ～ 65（速報）
(14) 富塚武邦(2014.5)成田市旧東小学校の遠山桜，グリーン・エージ 485，40 ～
41，（一財）日本緑化センター
(15) 富塚武邦(2014.6)近刊本の紹介（５冊），樹の生命 12，27，NPO 法人樹の生
命を守る会
(16) 日本樹木医会千葉県支部(2014.8)年報－樹木医活動記録－第５号，27PP
(17) 日本樹木医会千葉県支部・NPO 法人樹の生命を守る会・千葉県環境研究セ
ンター(2015.3)市民活動展「環境と樹木医－自然環境の保全に貢献する樹木医
たち－」，41 枚，A1
(18) 千葉県支部中央ブロック(2015.3)中央ブロックホットニュース 36，2PP
(19) 松原

功(2015.3)東京湾北部海岸地帯の松くい虫被害実態調査の概要，東京

湾北部海岸地帯松くい虫被害実態調査報告書，NPO 法人樹の生命を守る会
(20) 松原

功・有田和實・中村元英・行木

勉(2014.11)市街地松林の樹幹注入

剤使用による松枯れ防止効果について，樹木医学会第 19 回大会講演要旨集，19
(21) 松原

功・石橋

亨・富塚武邦(2014.7)2011 年の津波による千葉県九十九里

浜の樹木類の被害とその後遺症について，樹木医学研究 18(3)，66 ～ 67
(22) 松原

功・海老根

熙(2015.1)A 社一宮別館クロマツ健康診断報告書
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千葉市立稲毛海浜公園樹林管理ボランティアへの指導業務受託の経緯
木暮亘男
平成 22 年（2010 年）
12 月 9 日（木）：木暮亘男が、千葉市美浜公園緑地事務所（以下「公園事務所」という）
の斎藤茂所長から公園樹木の管理にボランティア導入したいと考えているが、樹木医グル
ープで管理計画策定から作業指導まで関与してくれないかとの打診があった。
12 月 24 日（金）
：有田和實（NPO 法人樹の生命を守る会理事長）
、石谷栄次（日本樹木
医会千葉県支部中央ブロック長）、木暮亘男（日本樹木医会千葉県支部理事）の３名で、斎
藤所長と手島女史（担当）に会い、応諾した。３月を目途に公園事務所がボランティアを
募集し、樹木医が上記活動の指導に当たることとなった。
平成 23 年（2011 年）
１月 12 日（水）
：公園事務所の手島女史から 3 月 16 日（水）に第 1 回ボランティア研修
会を開催するので、樹木医側の準備をお願いしたいとの申し入れがあった。
１月 13 日（木）
：樹木医組織内の話し合いを踏まえて訪問したいと連絡したところ、で
きれば１月中に打ち合わせたいとのことであった。
１月 17 日（月）：1 月 27 日（木）の 14：00 に公園事務所を訪問することで約束した。
1 月 27 日（木）
：有田理事長、石谷中央ブロック長、木暮で公園事務所を訪問した。斎藤
所長と手島女史（担当）に会い、３月 16 日（水）のボランンティア研修会の進め方につい
て意見交換した。①基本事項の講義②樹林見学③お花見スポットの手入れ作業、などを行
うことで合意した。なお以後、詳細を詰めることとした。
１月 29 日（土）：NPO 法人樹の生命を守る会理事会に報告、NPO 法人の事業として進
めることで了承。同日、日本樹木医会千葉県支部理事会に、千葉県支部の事業として NPO
法人と共同で進めることで了承を得た。
３月８日（火）
：木暮が一人で公園事務所を訪問、3 月 16 日（水）の進め方を打ち合わせ
た。そして、３月 11 日（金）に樹木医が下見すると伝えた。
３月 11 日（金）：斎藤所長と手島女史（担当）が同行、途中で大地震が発生して中止。
３月 13 日（日）
：午後に斎藤所長から電話があり、１６日は延期となった。実施日は後
日連絡するということであった。市民ボランティアには公園事務所から連絡、樹木医へは
木暮から連絡した。
６月 7 日（火）
：斎藤所長・手島女史（担当）と面会、6 月 29 日（水）に事務所裏の樹林
地を対象として快適な散策路の維持を目的に作業することで合意。作業日になって、お花
見広場整備を先に行うことになり、６月 29 日（水）に第１回の樹林管理業務指導が始まっ
た。
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稲毛海浜公園樹林管理ボランティア指導（平成２６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 法人樹の生命
を守る会と共同で受託している普及事業である。
平成 26 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 34 回） 4 月 18 日（金）前半

前半雨、渓流沿い間伐

雨

参加 ４人
参加 １人

第２回（通算 35 回） 5 月 16 日（金）

渓流沿いの間伐

８
２

第 3 回（通算 36 回） 6 月 20 日（金）

渓流沿い間伐

７
２

第 4 回（通算 37 回） ７月 18 日（金）

渓流沿い間伐

８
２

第 5 回（通算 38 回） ８月 22 日（金）

渓流沿い間伐

８
３

第 6 回（通算 39 回） 9 月 19 日（金）

渓流沿い間伐

６
２

第７回（通算 40 回） 10 月 17 日（金）

渓流沿い間伐

６
２

第 8 回（通算 41 回） 11 月 21 日（金）

渓流沿い間伐

６
２

第 9 回（通算 42 回） 12 月 19 日（金）

渓流沿い間伐

５
５

第 10 回（通算 43 回） 1 月 23 日（金）

渓流沿い間伐

５
３

第 11 回（通算 44 回） ２月 20 日（金）

シイタケのホダ木切り出し

６
６

第 12 回（通算 45 回） 3 月 20 日（金）

シイタケの植菌（コマ打ち）

５
５

平成 27 年４月３日現在
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平成２６年

稲毛海浜公園子ども樹木博士

実施報告
実行委員会事務局

平成 26 年 10 月 12 日（日）稲毛海浜公園子ども樹木博士（第 3 回）を開催したので、概
要を報告する。
7 月 3 日（日）

平成 26 年子ども樹木博士実施実行委員会設立

実行委員会構成団体：NPO 法人樹の生命を守る会、
（一社）日本樹木医会千葉県支部、
（公
社）千葉県緑化推進委員会、千葉県森林インストラクター会、稲毛海浜公園樹林管理ボラ
ンティア有志、
（オブザーバー 千葉市美浜公園緑地事務所）
第 1 回実行委員会開催
協議・決定事項
１．出題樹種再検討、森林インストラクター会が担当する。
２．広報チラシ文案再検討、森林インストラクター会が担当する。
３．試験会場他を美浜公園緑地事務所が提供する。
４．実施日は 10 月 12 日（日）を予定する。
５．実行委員会事務局は NPO 法人樹の生命を守る会が引き受ける。
9 月 14 日（日） 第 2 回実行委員会開催
協議・決定事項
１．出題樹種・説明文諒承
２．広報チラシ 3,000 枚、公園近接 ７小学校全生徒に配布する。配布手配は、事務局
と美浜公園緑地事務所が交渉・実施に当たる。
10 月 5 日（日） 第 3 回実行委員会開催
協議・決定事項
１．現地チェック
２．スタッフ確定
３．実施当日及び、直前準備業務分担決定
４．参加費 500 円を 100 円に変更すると決定
10 月 12 日（日） 稲毛海浜公園子ども樹木博士開催
特記
１．参加者 9 名
２．「樹木医の仕事」デモンストレーションパネル展示
３．参加者成績

20 問正解 1 名 17 問正解 1 名 16 問正解 1 名 平均 12 問正解

４．後日、収支決算書作成。
実行委員会・共催団体・後援団体に実績報告し終了
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ホシベニカミキリ
分類

槇原 寛

ホシベニカミキリ Eupromus ruber (Dalman, 1817) はカミキリムシ科フトカミキリ亜科
に含まれる。ホシベニカミキリ属はインドシナから中国、台湾と日本に分布し、本種以外
に中国に Eupromus nigrovittatus Pic, 1930、ラオスに E. laosensis Breuning, 1968 と E.
simeco Holzschuh, 2013 が知られるだけの４種からなる小属です。

ホシベニカミキリ♀（日本）

Eupromus nigrovittatus (China)

E. simeco (Laos)

分布
本州（関東以西）
、伊豆諸島（大島、利島、新島、式根島、神津島）
、隠岐、四国、九州、
対馬、壱岐、五島列島（宇久島、久賀島、福江島）
、甑島列島（下甑島）、種子島、屋久島、
奄美諸島（奄美大島、喜界島：本土からの侵入）；台湾、中国（湖北、江蘇、江西、浙江、
福建、湖南、広東、広西、貴州、四川）。分布地としてインドが挙げられている文献（小島・
林, 1969; Hua et al., 2009）は多いのですがが、これは別種のの可能性が高いと思われます。

形態
成虫：体の地色は黒色。上翅は美しい鮮紅色で大小の黒紋がまばらに不規則に認められま
す。触角は雄で体長の 2～2.3 倍、雌では約 1.3 倍です。
卵：乳白色から白色で長楕円形、長さ 3.5～4.0mm, 幅約 1.5mmで比較的大きい。
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幼虫：老熟幼虫の体長は約 50 mm。前胸背板の前部から側部にかけて点刻をともなった淡
褐色の帯状の斑紋があり、この斑紋の前縁と側縁に長い剛毛があります。背板の後半には
濃褐色の斑紋が凹状になります。腹部最終節の肛門は 2 裂で横向きです（Kojima, 1931; 遠
田, 1994）
。幼虫は後で述べますが７齢です。

割り出した幼虫

幼虫頭部腹面

幼虫前胸背背面

腹部第 8, 9 節

蛹：触角は上翅面に約 2 回巻き、前胸背の側方が突起状に膨らみ、第 9 腹節端に太い針状
突起を持っています。

蛹腹面

蛹背面

腹部末端説針状突起

生態
食樹：主にタブノキ。ヤブニッケイやホソバタブも食すが、稀です。ただ、伊豆大島では
ヤブニッケイの食害は多いようです。
成虫の出現時期
成虫は 5 月下旬から 7 月上旬に出現し、日数にして約 40 日間です。出現時期はカミキリ
ムシの中でも、限定的です。成虫の出現時期に多少のばらつきが見られることを考慮する
と、成虫の野外での生息期間は⒛～30 日間だと推定されます。しかし、天気が良くないと
活動しません。
後食
ホシベニカミキリはフトカミキリ亜科なので性成熟には後食が必要である。後食は若い
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枝の樹皮をかじったり、新芽や若い葉も食べます。そのため、食害を受けた枝は弱り、2,3
日すると、葉がしおれ黒く変色し、枝が垂れ下がります。それでこのカミキリムシがいる
かどうか分かります。時期は 6 月上中旬です。
産卵
雌成虫は産卵に際しては、長さ 5～7cm、幅 2～3cm の楕円形に樹皮を齧りとり産卵加工
します。その中に 5～20 個（平均約 10）の深い噛み傷をつけ、そこに 1 卵づつ産下するの
です。

産卵加工痕の大きさ

産卵痕の見出された部分の枝の太さの分布（山上, 1981）

そして、産卵加工は必ず枝の上側に行うため、下から見上げても産卵加工痕は分かりま
せん。まだ、若い木の場合、垂直の幹にも産卵加工する。この場合、方向は関係なく行わ
れる。産卵される枝は 5cm 前後で、太さが 2cm 以下の細い枝や 10cm 以上の太い枝には産
卵しない。
産卵加工を始めてから産卵するまでの時間はよく分かっていませんが、数時間かかるよ
うです。しかも、産卵は雨天や枝や葉が濡れているときには行わないのです。
産卵行動で興味深いのは、雌が産卵加工を始めると、雄がいつの間にかやってきて、雌
の背中にマウントします。雄は雌が産卵し終わるまで、雌の体を離れなません。そして、
頻繁に交尾を繰り返します。さらに雄の姿勢は雌に対して直角になったり、逆さになった
りすることが観察されています。
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産卵数
産卵加工痕で産卵後に樹皮を剥ぎ取ると樹皮下に産み付けられた卵が見えます。長径 3.5
～4.0mm、短径約 1.5mm の卵が不規則に配列しています。産卵加工痕あたりの産卵数は一
定していませんが、平均すると約 10 でした。ほとんどが偶数で、12 卵が最も多かったので
す。これは雌の卵巣小管数と関係があるようです。野外で採集したホシベニカミキリの雌
個体を解剖すると卵巣小管数が 12 の個体が多かったので、12 卵が最も多かった事実と一致
しました。産卵数が少なかったのは、はっきりとは分かりませんが、産卵中に気象条件が
変化して雨が降り出したり、外敵に襲われたりしたことも考えられます。

産卵加工痕

産卵加工痕の薄い樹皮をはがした所

卵塊内の卵数

雌成虫の 1 回の平均産卵数は約 10 卵なので、計算上は 1 雌の産卵数は 100～150 卵くら
いとなります。しかし、天気が悪いと活動しない虫なので、実際の産卵数はこの半分以下
で 50～60 卵だと推定される（山上, 1981）
。
1 世代に要する年数
幼虫が成熟するまで、1 年半かかるらしく、産卵後、3 年目の秋に蛹をへて成虫になる。
そのまま、材内にとどまり、4 年目の 5 月下旬に野外に脱出する（小島・林, 1969）と言わ
れていました。しかし、これは高知県のデータなので、南関東では少し違うようです。野
外で採取した幼虫の頭幅や幼虫の体重の変異から、幼虫は 7 齢であることが明らかになり
ました。そして、幼虫期間も 2 年半の個体もおり、産卵後、4 年目の秋に蛹、成虫になり、
5 年目に野外に脱出するものもいます。それで、1 世代にかかる年数は 3～4 年ということ
になります。ただし、これはあくまで、下田でのデータです。

野外で採取したホシベニカミキリ幼虫の頭幅の変異(n=850)

卵、幼虫 1～7 齢から成虫までの生存曲
(Banno & Yamagami, 1991)を改変
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下田におけるホシベニカミキリの生活環. A: 成虫. E: 卵.L: 幼虫. P: 蛹。(A): 材内成虫

(Bann0 & Yamagami, 1991)

生態から考えられる防除法
ホシベニカミキリはタブノキの枝の上側に産卵加工して産卵します。加工・産卵する場
所は太さ 4-5cmφ の中太枝がほとんどで、10cmφ を超える太枝や幹には産卵しません。し
たがって、大きなタブノキはホシベニカミキリによる激しい食害を受けても、枝先が枯れ
たり、折れたりはするだけで、木全体が枯れることはありません。
ただ、オープンな環境に植栽された若木では、太さの関係で、ホシベニカミキリは垂直
に立っている幹に加工・産卵します。加工部位の前後は、やがて幼虫の成育とともに木部
に孔道が空けられ、１年、２年経つうちに孔道による空所次第には拡大します。密度が高
いところでは、複数の産卵加工が施されることになり、被害木の幹は孔だらけになって風
雨に晒されると簡単に折れて、枯れ落ちてしまうことになります。
防除法としては次のようにすれば良いでしょう。
関東地方の平野部では、産卵は６月中旬から７月末です。
産卵直後の加工痕を見つけて加工痕の中央の樹皮をはぎ取ってしまえば良いのです。若木
の場合、産卵痕は低い位置にありますから、見つけるの簡単です。したがって、７、８月
にこの作業を１回か２回実施すればよいと思います。
それから、夏場に防除が出来なかった場合、秋から冬に産卵加工痕を探し、さらに虫糞
が出ている所の下を切り、それを処分することです。幼虫期間が長いのと、幼虫がまとま
っていることが多いので、大量に殺せます。処分方法は材を乾燥させるだけで幼虫は死に
ます。
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余計なこと
タブノキの樹液にはクワガタムシ、カブトムシがよく、集まります。それで、ホシベニ
カミキリやコウモリガに食害された若いタブノキは、房総では 6 月になるとコクワガタ、
ヒラタクワガタが虫食いで出た樹液に集まり、7 月に入るとカブトムシ、ノコギリクワガタ
も集まってきます。このことを考えると虫の食害も捨てたものでも無いような気もします。
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１．千葉県支部役員等名簿
・支部長

石谷栄次

・副支部長

岡田和子

・副支部長

真嶋好博

・副支部長
(兼)中央ブロック長

鈴木弘行

・理事(兼)東ブロック長

大木一男

・理事(兼)西ブロック長

鳥山貴司

・理事(兼)南ブロック長

齊藤陽子

・理事

梅本清作

・理事

柏﨑智和

・理事(兼)事務局長

武田英司

・監事

渡邉昭夫

・監事

目黒仁一

・顧問

富塚武邦
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２．日本樹木医会役員等名簿（千葉県支部会員部分）
・理事
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北田征二

・企画部会
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