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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
第９号支部年報をお届けいたします。日本樹木医会が一般社団法人に
なってから９年目となりました。そして、千葉県支部が発足してから
２４年目となりました。
この間、平成９年に関東・甲信総支部の総会と技術交流会を千葉県勝
浦市にて開催し、平成１１年に長福寺（夷隅郡大原町）のイヌマキ治療
を支部一丸となって実施することができました。そして、平成１４年に
は千葉県中心の樹木医集団「ＮＰＯ法人 樹の生命を守る会」を発足させ、
樹木医活動の厚みを増しました。また、平成２０年に千葉県において全
国大会を開催し、大成功を収めることができました。
日本樹木医会の一般社団法人化を機に千葉県支部では全国初のブロッ
ク制を敷き、活動の活発化を推進してまいりました。合わせて活動の様
子を記録に残すため、支部年報を継続して製作しております。
支部活動も四半世紀を過ぎようとしており、千葉県支部が１２０名を
超す会員樹木医の良き研鑽の場になればと願っております。

平成３０年１０月
一般社団法人日本樹木医会 千葉県支部長 櫻本史夫
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Ⅰ

平成２９年度計画
基本方針

地球温暖化対策のひとつとして樹木（森林）の存在が見直されるようになり、樹
木の管理が大切になっております。一般社団法人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、地域との交流を図ってまいります。
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、研修会
の開催や情報提供等の活動を展開いたします。
具体的方策
１．技術向上に向けての活動
定例総会や新会員歓迎会に、外部講師による講演を行います。さらに、NPO 法
人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を実
施してまいります。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、推進されている樹木医 CPD 制度にも対応いたします。
２．ブロック制の充実
ブロック制は、支部理事であるブロック長がブロックの核として積極的に活動し
ており、世代を越えて更なる技術研鑽、地域特性の把握、情報の交換、会員の交流
等が図られており、会員の協力のもとに推進してまいります。
３．技術・情報の収集・発信と普及啓発活動
技術・情報の収集・発信として、平成２８年度年報（第８号）を作成いたします。
また、（公社）千葉県緑化推進委員会や千葉県さくらの会が収集した情報を会員に
提供いたします。普及啓発活動としては、千葉県環境研究センターと作成した「環
境と樹木医－自然環境の保全に貢献する樹木医たち－」を活用して市民活動展を開
催するなど、樹木医活動の普及に努めます。また、（公社）千葉県緑化推進委員会
との協働により、樹木医活動をホームページに掲載していただきます。
４．NPO 法人樹の生命を守る会との連携
同会は事業を受託する樹木医集団として活躍し、巨樹・古木や街路樹等の診断・
治療事業の受託やそのための講習会等を開催しております。研修会、視察、各種行
事等について、密接な連携のもと、活動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２９年（２０１７年）

・４月２３日（日）

第１回理事会，プラザ菜の花（千葉市）

・４月２３日（日）

平成２９年度通常総会，プラザ菜の花（千葉市）
講演「樹木の安全管理について」，細野哲央
葉大学園芸学部

・６月１０日（土）

樹木医（千

特任助教），プラザ菜の花（千葉市）

樹木医研修会「白砂青松は取り戻せるか」，プラザ菜の花
（千葉市）
＊日本樹木医会千葉県支部、（一社）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

・７月１５日（土）

第２回理事会，千葉市蘇我コミュニティセンター

・８月

平成２８年度年報（第８号）発行

・１０月８日（日）

子ども樹木博士，県立青葉の森公園（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、日
本樹木医会千葉県支部、県立青葉の森公園管理事務所、（公社）
千葉県緑化推進委員会との五者共催

・１１月１８日（土） 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、日本樹木医会千葉県支部、（公社）
千葉県緑化推進委員会との三者共催

・１１月２５日（土） 第３回理事会，千葉市蘇我コミュニティセンター（千葉市）
・１２月

情報資料「千葉県内のサクラ古木」
（千葉県さくらの会製作）
を配布

平成３０年（２０１８年）
・２月

４日（日）

第４回理事会，プラザ菜の花（千葉市）

・２月

４日（日）

新会員歓迎会，プラザ菜の花（千葉市）
講演「植木（樹木）害虫となるカミキリムシ類の識別と飼
育について」
所

北島

博（国立研究開発法人森林総合研究

チーム長），プラザ菜の花（千葉市）

話題提供「甚兵衛の森の歴史と保全」，吉岡賢人会員，プ
ラザ菜の花（千葉市）
・３月２１日（水、祝日） 第５回理事会，千葉市蘇我ミニュニティセンター（千
葉市）
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支部活動の写真（その１）
通常総会（平成２９年４月２３日）

講演 細野哲央「樹木の安全管理について」

樹木医研修会「白砂青松は取り戻せるか」（平成２９年６月１０日）

講演 本山直樹（千葉大学名誉教授）

講演 石黒秀明 樹木医

新会員歓迎会（平成３０年２月４日）

講演 北島 博「植木（樹木）害虫となるカミキリムシ類の識別と飼育について」
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平成２９年度 東ブロック活動報告
東ブロック長 櫻本 史夫
１

概要
東ブロック（会員２４名）で、研修会を４回実施（荒天中止１回含まず）し、他ブロ

ック会員や他県支部の方々にもご参加もいただき、参加者はのべ８７人でした。
２

活動状況

（１）第１回研修会：遠山桜の外観調査（観桜会）
恒例の遠山桜観桜会（開花したばかり）を兼ねた外観調査等を実施した。
日時：平成２９年４月２日（日）午前８時３０分～午後１時１５分
場所：旧成田市立東小学校（成田市十余三 27-3）
研修目的：遠山桜の外観調査・経年変化と意見交換（昼食時を含む）
参加者：１２名（他ブロック２名・東ブロック１０名）

遠山桜 根元調査

遠山桜 全景

◆追加研修
有志７名で花が咲かない成田市小橋川堤防のサクラ観察会を実施した。
① 国道４０８号線の橋付近は花芽が多く残っているが、離れるにしたがって、
頂部を中心に葉芽はあるが、花芽はない。細い枝先は花芽が残っている。
② 奥の公園付近は、オオシマザクラを含めて比較的多くの花芽が残っていた。
③ 午後２時３０分散会
（２）第２回研修会：新潟県支部との交流研修会及び南ブロックとの合同研修会
新潟県支部と交流がある林正純氏の仲介により６年前の佐渡研修旅行に続き、千葉
で交流研修を実施した。あわせて南ブロックとの合同で進めているケブカトラカミキ
リ対策合同研修を行った。
日時：平成２９年７月１７日（月・祝）午後２時３０分～５時
場所：千葉県四街道市 四街道市文化センター（四街道市大日３９６）
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研修内容 ① 新潟県指定天然記念物「高森の大ケヤキ」について
新潟県支部 石川 明

氏

滝沢 勤

氏

江口 純一 氏 大橋 忠弘

氏

② 千葉県におけるケブカトラカミキリの被害状況（2017 年版）
東ブロック 石橋 亨

氏

参加者：２４名（新潟県支部４名・他ブロック４名・南ブロック５名・東ブロック１１名 ）
（３）第３回研修会：ケブカトラカミキリ生息分布調査等
南ブロックとの合同研修会で実施予定だったが、荒天のため中止した。
日時：平成２９年１０月２９日（日）
参加予定者：１８名（他ブロック１名、南ブロック３名、東ブロック１４名）
（４）第４回研修会：講演会及びツリークライミングの実際・マツの保護
２日間（宿泊含）にわたり会員を講師に迎え、座学と現場での研修を行った。
① 平成２９年１２月 ９日（土）午後２時４５分～午後５時１５分
於：センターホテル成田 会議室
講 演（ア）
「樹木医をめざしたきっかけ」 大場 みちる
（イ）
「ツリークライミング」 古川 健

氏

氏

(協力者：石橋 亨

氏・吉岡 賢人 氏)

参加：１９名（福岡県支部１名、神奈川県支部１名、他ブロック２名、東ブロック１５名）
② 平成２９年１２月１０日（日）午前９時～午前１２時
於：成田市内 甚平の森（午前９時：センターホテル成田前集合）
研修：マツ保護の検討 及び ツリークライミングの実際
講師：(マツ保護) 吉岡 賢人 氏
(ツリークライミング) 古川 健 氏・石橋 亨 氏
参加：１５名（福岡県支部１名、神奈川県支部１名、
他ブロック２名、東ブロック１１名）

甚平の松の説明

ツリークライミング中
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（５）第５回研修会：ケブカトラカミキリ生息分布調査等
南ブロックとの合同研修会で実施した。
日時：平成３０年３月１８日（日）午前９時３０分～午後３時前後
集合：光Ｂ＆Ｇ海洋センター（光しおさい公園）
研修：ケブカトラカミキリの生息分布調査（九十九里沿い）及び意見交換
参加者：１７名（南ブロック２名、東ブロック１３名、他ブロック２名）
内容：
① ケブカトラカミキリ被害状況の報告、調査班わけ（５班）、調査資料配布
② 光Ｂ＆Ｇ海洋センター及び横芝光町内のケブカトラカミキリ被害状況調査
及び調査方法の確認
③ 各班に分かれて車にて移動しながら、概ね午後３時まで調査し、流れ散会

被害状況調査の確認

集合して調査準備中

会員（２４名）
・神谷

隆（成田市）

・浅野

実（旭市）

・石橋

亨（山武市）
功（山武市）

・吉岡 賢人（成田市）

・梅本 清作（四街道市）

・松原

・石原 浩聡（佐倉市）

・篠﨑 孔久（四街道市）

・足立 照光（大網白里市）

・太田 隆司（佐倉市）

・石川

孝（八街市）

・浦田 光章（大網白里市）

・楠

正典（佐倉市）

・北田 征二（八街市）

・樋口 麻恵（九十九里町）

・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）

・小堀 泰也（香取市）

・布施 貞雄（横芝光町）

－ 6 －

健（九十九里町）

西ブロック活動報告
西ブロック長 山田雄介
・はじめに
平成２９年度の西ブロックは、市川市妙典河川敷緑地での植栽基盤調査、松戸常盤平のさくら通り
での腐朽病等対策、小金宿の東漸寺のシダレザクラの樹勢回復などの研修会と千葉大園芸学部との
交流、市民イベントへの参加などの活動を行った。
以下に平成２９年度の西ブロックの活動を報告する。
【活動報告】
1 西ブロック活動 第１回
松戸市「花と緑のフェスティバル2017」参加
開催：4月29日
参加者：15名（西ブロック会員10名 他5名）
・樹木医による相談会などを通して樹木医
活動の普及啓発を行った。

樹木の健康相談
2

西ブロック研修 第１回
市川市妙典河川敷緑地研修会
開催：5月14日
参加者：22名（西ブロック会員14名 他8名）
・市川市役所公園緑地課との話し合いにより、
衰弱が目立つ河津桜の調査を行った。
・調査項目は、土壌硬度、透水性、試坑断面
調査を行った。
・調査結果を取りまとめ、後日市川市役所に
提出した。

報告書（1.調査目的 2.調査日 3.調査概要）
3

西ブロック研修 第２回
松戸常盤平さくら通り研修会
開催：8月27日
参加者：15名（西ブロック会員13名 他2名）
・ナラタケモドキの発生状況の確認と観察
および トリコデルマ菌の接種方法につい
ての検討を行った。
・ナラタケモドキ菌とシロアリの関係を考察
するために、白蟻トラップを用いてシロアリ
の生息状況の確認と観察を行った。
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白蟻トラップの観察

4

西ブロック活動 第２回
樹木医 樹木診断講習会（千葉大園芸学部）
開催：9月20日
参加者：27名（西ブロック会員8名 他3名）
千葉大園芸学部学生13名 卒業生1名
千葉大園芸学部教員2名
・大学卒業後に樹木医を目指す学生との交流。
・植栽基盤調査（土壌硬度・透水性）及び試坑
断面による根系の観察。
・エアースコップによる掘削作業のデモンスト
レーションと体験。

樹木診断講習会（千葉大園芸学部柏の葉キャンパス）
5

6

西ブロック研修 第３回
松戸常盤平さくら通り研修会
開催：11月5日
参加者：16名（西ブロック会員12名 他4名）
・第二回 松戸常盤平さくら通り研修会でのト
リコデルマ菌の接種方法の検討で、トリコデ
ルマ菌が十分に定着していないのではない
かという意見があった。
・トリコデルマ菌を定着させるために、事前に
トウモロコシ活性炭にトリコデルマ菌の種付
けをしてから、土壌に混入する接種方法を
行った。

エアースコップ体験

トウモロコシ活性炭へのトリコデルマ菌の種付け

西ブロック研修 第４回
東漸寺シダレザクラ研修会
開催：1月28日
参加者：15名（西ブロック会員11名 他4名）
・樹勢回復のための土壌改良（３回目）を行う。
・土壌改良のための掘削作業を行いながら、
根系の観察をした。
・土壌改良については一旦終了し、経過の観
察を行うこととする。
・今後は、昨年に発生が確認されたナラタケ
モドキの対策を行うこととする。
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土壌改良のための人力掘削作業

会員（５２名）
・石川 英史（市川市）

・鏑木 大作（松戸市）

・松橋 秀記（柏市）

・金井 資基（市川市）

・佐々木 潔州（松戸市）

・森 哲太郎（柏市）

・金子 真吾（市川市）

・鈴木 良治（松戸市）

・山田 雄介（柏市）

・神尾 健二（市川市）

・五月女 治（松戸市）

・大西

・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

稔（市川市）

・長澤 美穂（松戸市）

・勝村 安代（流山市）

・高橋 芳明（市川市）

・番場 幸広（松戸市）

・苅住

・田口 峯男（市川市）

・真嶋 好博（松戸市）

・本澤 賢一（流山市）

・鳥山 貴司（市川市）

・松永 整治（松戸市）

・岸

・直木

哲（市川市）

・山田 和典（松戸市）

・阪本

・中井 義昭（市川市）

・山田 優加（松戸市）

・高野 光利（我孫子市）

・芳賀 俊哉（市川市）

・菊田 裕一（野田市）

・千濱

毅（松戸市）

浩（流山市）
実（流山市）
曻（流山市）
真理（我孫子市）
功（我孫子市）
忠（我孫子市）

・福留(柳澤)ユーサ（市川市） ・砂山 芳輝（野田市）

・柏﨑 智和（印西市）

・前島 茂男（市川市）

・田中

・永野

・皆川 芳洋（市川市）

・奥宮 健太（柏市）

・飯岡 紀幸（松戸市）

・清水 憲子（柏市）

・今井 一隆（松戸市）

・松井 映樹（柏市）

彰（野田市）
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修（印西市）

・渡辺 照雄（印西市）
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会員（３９名）
・石谷 栄次（千葉市）

・森野 敏彰（千葉市）

・中村 元英（習志野市）

・伊東 伴尾（千葉市）

・山本 謙一（千葉市）

・小宮山 載彦（八千代市）

・臼井 敦史（千葉市）

・角能 浩章（船橋市）

・鳥屋 英昭（八千代市）

・小田 良彦（千葉市）

・川井 洋基（船橋市）

・藤田

・小野寺 康夫（千葉市）

・鈴木 弘行（船橋市）

・有田 和實（浦安市）

・君塚 幸申（千葉市）

・田邉 祐介（船橋市）

・遠藤 隆宏（浦安市）

・木暮 亘男（千葉市）

・中尾 大吾（船橋市）

・大島

渡（浦安市）

・坂入 由香（千葉市）

・中里 典子（船橋市）

・鈴木

圭（浦安市）

・武田 英司（千葉市）

・細川 卓巳（船橋市）

・鈴木(永井)牧子（浦安市）

・塚原 道夫（千葉市）

・松浦 繁夫（船橋市）

・野木 茂樹（浦安市）

・萩野 由佳子（千葉市）

・松井

・古米

・服部 立史（千葉市）

・山﨑 雅則（船橋市）

・福本 和弘（千葉市）

・横田

・森

・清水 晴一（習志野市）

浩也（千葉市）

正（船橋市）
純（船橋市）
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司（八千代市）

誉（浦安市）

平成 29 年度

南ブロック活動報告
南ブロック長 番場 幸広

１

はじめに
南ブロックは千葉県南部を活動エリアとし、その範囲は県土の半分を超える。市原市か

ら君津市にかけての東京湾岸沿いは工場緑化や都市緑化が多く見られる一方で、内陸では
自然度が高い山間部、里山が広がる田園地帯が展開し、安房地域では海辺の自然が広がる。
多種多様な自然や緑地が展開するため、求められる要求も多岐にわたるのが特徴である。
平成 29 年度も技術の習得と地域に根ざした樹木医活動を活動方針として活動を展開した。
以下、平成 29 年度の活動について報告を行う。
２

研修会の開催

１）第１回研修会
第１回研修会は平成 29 年 7 月 2 日 君津市の内山緑地建設㈱君津事業所にて開催した。
内容は林試Ａ法を改良した根回しの実習で、小池樹木医が講師を務めた。午前は樹高 10ｍ
幹周 1.5ｍのクスノキを対象に環状剥皮をはじめとする根回しの実習、午後は座学を中心と
した研修をおこなった。実際に手を動かす内容が含まれていたため、南ブロックはもとよ
り、県内外の樹木医が多く参加した。（うち１名は山形県からの参加）根回しの効果を確認
するため、平成 30 年 2 月以降に再度研修会をおこなうことにした。
２）第２回研修会
第２回研修会は平成 29 年 7 月 23 日に東ブロックと共同で開催した。内容は、ケブカト
ラカミキリが南ブロックの活動地域へ南下していることが危惧されていることから、以前
からケブカトラカミキリの調査を行っている東ブロックと共同で調査をおこなうための研
修とした。病虫害は広域で発生することが多いことから、ブロック連携による研修は意義
のあるものといえる。当日は新潟県支部の樹木医の方々も参加され、交流を深めることも
できた。
３）第３回研修会
第３回研修会は平成 29 年 11 月 26 日に開催した。市原市を中心とした巨樹古木や鶴舞公
園のソメイヨシノの視察を通じて、巨樹古木の保全のあり方や樹木ガイドの研修を行った。
この回も他ブロックから多くの方に参加いただいた。講師は市原市在住の鈴木樹木医が務
めた。
このうち、樹齢 100 年以上を誇る市原市立市西小学校のソメイヨシノでは、ソメイヨシ
ノの保全に必要な対策について議論をおこなった。視察を通じ、巨樹古木の保全のありか
たや、地域の方々に専門的な知識を正確に伝える技術の大切さを考えさせられる内容とな
った。この研修会では話題のチバニアンの視察もおこなった。
４）第４回研修会
第４回研修会は平成 30 年 2 月 25 日に開催した。内容は第１回研修会でおこなった林試
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Ａ法を改良した根回しの効果を確認するものである。講師は小池樹木医が務めた。根回し
を行った時期が遅く、短期間の養生であったが、同時期におこなった断根法と比較すると
発根状況は良く、林試Ａ法を改良した根回しの効果を確認した。このほか、昨年度に行っ
た大多喜町のマサカキの樹勢回復の経過報告や、後術する館山市のサクラ保全管理講習会
の報告、第３回研修会で視察した市西小のソメイヨシノの樹勢回復や保全方法について討
議をおこなった。
５）第５回研修会
第５回研修会は、平成 30 年 3 月 18 日に東ブロックと共同でケブカトラカミキリの実態
調査をおこなった。南ブロックからは２名の参加があった。今回の調査では、南ブロック
の区域（白子町）からケブカトラカミキリは発見されなかった。
３

地域貢献活動
平成 29 年 12 月 10 日、斎藤樹木医（館山市）と勝部樹木医（鴨川市）の２名で、昨年に

引き続きサクラ類の管理市民講座を開催した。剪定のポイントについて実技と座学をおこ
なったほか、昨年治療を行った部分の観察をおこなった。出席した市民の方々からは好評
を頂き、翌年もこの講習会を開催することになった。また、サクラの保全を目的とした会
を組織することになった。こうした地域に根ざした活動は樹木医活動に求められることの
一つであり、南ブロックとして継続的に取り組んでいきたいと考えている。
４

おわりに
南ブロックは平成 30 年 4 月 1 日現在、総勢９名である。昨年度、転出者２名、退会者２

名あり、４名減となった。会員数の減少により、ブロック活動や樹木診断では他ブロック
の皆様のお力をお借りすることが多々あるかと思われる。県支部活動発展のためにも、会
員皆様のご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
以

写真１ 7/2 第 1 回研修会の様子

写真２ サクラ保全活動の様子
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上

会員（１０名）
・齊藤 陽子（館山市）

・勝部(土肥)奈都子（鴨川市） ・久本 洋子（一宮町）

・小倉 善夫（木更津市）

・大高 一郎（君津市）

・渡邉 昭夫（大多喜町）

・鈴木

・小池 英憲（君津市）

・鈴木 輝征（市原市）

・関

茜（市原市）
隆夫（いすみ市）

支部活動の写真（その２）
子ども樹木博士（県立青葉の森公園、平成２９年１０月８日）

試験樹木の説明

試験会場

樹木医技術発表会（プラザ菜の花、平成２９年１１月１８日）

サクラ街路樹診断業務報告

モミの木樹勢回復作業報
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Ⅲ

会員の動向
(1) 新会員
石川英史（市川市）、鈴木

茜（市原市）、松井

正（船橋市）、森

哲太郎

（柏市）、山田和典（松戸市）
(2) 転入会者
無
(3) 転出者
園部

誠（東京都へ）

(4) 退会者
大場みちる、大矢文夫、掛札俊一、草野
宏、三輪

洋、清水政巳、武田秀樹、直江

隆、目黒仁一

(5) 物故者
無
Ⅳ

会員の発表等
＜口頭発表＞（五十音順）
(1) 有田和實(2017.11)樹木医から見たタイ国の魅力（世界一の樹齢を持つチーク
治療とその後），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）
(2) 石谷栄次(2017.7)千葉県環境緑化適応試験地、造成３０年後の課題と対策，
視察対応研修会，千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ケ浦市）
(3) 石谷栄次(2017.7)樹木医資格の活かし方－樹木を語る対象と内容－，千葉県
支部中央ブロック研修会，千葉市蘇我コミュニティセンター（千葉市）
(4) 石谷栄次(2017.10)京葉臨海埋立地の緑化推進と千葉県環境緑化適応試験地の
設置－京葉工業地帯の工場緑化の促進をめざしてー，千葉県森林インストラク
ター会研修会，千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ケ浦市）
(5) 石谷栄次(2017.12)緑化センター（埋立緑地）のセラピー活用，視察対応研修
会，千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ケ浦市）
(6) 石谷栄次(2018.1)生物多様性と樹木（森林）の働き，樹木医補講義，東京環
境工科専門学校（東京都墨田区）
(7) 石谷栄次(2018.1)病害虫の診断と対策，樹木医補講義，東京環境工科専門学
校（東京都墨田区）
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(8) 石谷栄次(2018.1)マツ激害型枯死（マツ材線虫病）について，樹木医補講義，
東京環境工科専門学校（東京都墨田区）
(9) 石橋

亨(2017.11)浅間神社モミの木樹勢回復作業報告（地域住民と守る御神

木），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）
(10) 石橋

亨(2017.7)千葉県におけるケブカトラカミキリの被害状況（2017 年版）

千葉県支部東ブロック研修会，四街道市文化センター（四街道市）
(11) 太田隆司(2018.2)一般家庭での樹木医の現状と可能性について，千葉県支部
中央ブロック研修会，千葉市蘇我コミュニティセンター（千葉市）
(12) 大場みちる(2017.12)樹木医をめざしたきっかけ，千葉県支部東ブロック研修
会，センターホテル成田

会議室（成田市）

(13) 小池英憲(2017.7)環状剝皮と根回し実習，千葉県支部南ブロック研修会，内
山緑地建設（株）君津事業所（君津市）
(14) 小池英憲(2018.2)環状剝皮と根回し実習（続），千葉県支部南ブロック研修会，
内山緑地建設（株）君津事業所（君津市）
(15) 齊藤陽子・勝部奈都子(2017.12)サクラ類の管理市民講座（館山市）
(16) 鈴木輝征(2017.11)巨樹古木研修，千葉県支部南ブロック研修会，市原市内
(17) 鈴木弘行(2017.4)「春の生きものモニタリング」，市川市自然環境講座，里見
公園（市川市）
(18) 鈴木弘行(2017.6)「古いまち並みの巨木をながめ歩こう」，市川市自然環境講
座，法華経寺周辺（市川市）
(19) 鈴木弘行(2017.7)「夏の生きものモニタリング」，市川市自然環境講座，大町
自然観察園（市川市）
(20) 鈴木弘行(2017.9)「秋の生きものモニタリング」，市川市自然環境講座，大柏
川第一調整池緑地（市川市）
(21) 鈴木弘行(2017.10)「市外の自然バスツアー」，市川市自然環境講座，葛西臨
海公園（江戸川区）
(22) 鈴木弘行(2017.11)「樹木医と歩く秋の里見公園」，市川市自然環境講座，里
見公園（市川市）
(23) 鈴木弘行(2017.11)フィールド教室「季節を感じる自然観察会・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）
(24) 鈴木弘行(2017.12)「冬の生きものモニタリング」，市川市自然環境講座，船
橋三番瀬公園と東浜（船橋市・市川市）
(25) 鈴木弘行(2018.2)フィールド教室「季節を感じる自然観察会・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）
(26) 鈴木弘行(2018.3)緑の教室「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）
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(27) 千葉県支部西ブロック(2017.4)樹木医による相談会，21 世紀の森と広場（松
戸市）
(28) 千葉県支部西ブロック(2017.8)松戸常磐平さくら通り研修会，常磐平（松戸
市）
(29) 千葉県支部西ブロック(2017.9)樹木診断講習会，千葉大学園芸学部（松戸市）
(30) 千葉県支部西ブロック(2017.11)松戸常磐平さくら通り研修会，常磐平（松戸
市）
(31) 千葉県支部西ブロック(2018.1)東漸寺シダレザクラ研修会，東漸寺（松戸市）
(32) 布施貞雄(2017.11)銚子市街路樹診断業務報告（樹齢約 60 年のサクラを見て），
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）
(33) 古川

健(2017.12)ツリークライミング，千葉県支部東ブロック研修会，セン

ターホテル成田

会議室（成田市）

(34) 本澤賢一(2017.4)講演及び自然観察会「市野谷の森のシラカシ保護～地域の
環境問題を考える～」，NPO 法人さとやま（流山市）
(35) 本澤賢一(2017.9)樹木医による家庭菜園セミナー，積水ハウス（株）
(36) 本澤賢一(2018.1)特別授業「西初石小学校の自然」，流山市立初石小学校
(37) 真嶋好博(2017.6)街路樹診断（松戸市）
(38) 真嶋好博(2017.9)巨樹・古木ツアー（松戸市）
(39) 松原

功(2017.8)千葉県の森林病害虫の現況について，房総森林塾平成 29

年度第２回研修会，館山市法人会館
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樹木害虫となるカミキリムシ類の識別と飼育
北島 博
（国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所）
１．はじめに―穿孔性害虫とその被害―
樹木害虫はその加害様式から、食葉性害虫、穿孔性害虫、吸汁性害虫、虫えい形成害虫、
種子球果害虫、食根性害虫、木材害虫（湿材害虫）などに分けられる。このうち、穿孔性
害虫とは、幼虫が主として枝や樹幹などの師部(内樹皮)や木部(材)を利用して生活する穿孔
し、かつ、人間の活動に対して害を与える昆虫のことを言う。カミキリムシ類は、幼虫が
主要な穿孔性害虫となる分類群の１つである。
穿孔性害虫のうち、チョウ目の害虫以外では、幼虫は親の雌成虫が産卵した寄主樹木か
ら、別の樹木へ移動することは困難である。このため、雌成虫がどのような状態の樹木に
産卵するかという昆虫と寄主樹木との関係は、被害の発生や害虫の同定において重要な情
報となる。この関係は、一般に、次の３つに分類される、
①一次性昆虫：健全木に寄生，時には衰弱木に寄生
②二次性昆虫：衰弱木にだけ寄生、健全木への寄生は原則不可能
③腐生昆虫：植物の遺体から栄養を摂取
一次性昆虫は、害虫化の素質が満点である。二次性昆虫は衰弱木を枯損させるなどの二
次的な被害をもたらすものであるが、大発生すると健全木への攻撃が被害となる場合もあ
る。カミキリムシ類でも、マツノマダラカミキリ、ヒメスギカミキリは代表的な二次性害
虫である。腐生昆虫は、完全に死亡した樹体を利用し、木材害虫がこれに該当する。一次
性および二次性の昆虫が害虫とされた場合に、それぞれ一次性害虫、二次性害虫と呼ばれ
るが、腐生害虫という言葉は一般的ではない。
被害木で発見される害虫が、これらの３つのどれに該当するかを知っておくことは、そ
の樹木の被害がどのように発生したかを考察する際に最も重要な情報となる。なぜなら、
二次性昆虫や腐生昆虫による被害のほとんどでは、あらかじめ“何らかの原因”で樹木が
衰弱している，傷害を受けているからである。この場合、“何らかの原因”が樹木を強度に
衰弱あるいは枯死させた主因であり、それは一次性害虫、病原菌などの生物的な要因だけ
でなく、高温、少雨、乾燥などの気象的な要因，人為による傷なども考えられるので、細
心の注意を払って観察することが必要である。
２．カミキリムシ類の同定
１）生活情報からの同定
カミキリムシ類は、幼虫が樹体内へ穿孔することで、天敵から隔離されるという利点が
ある。これは、人間にとっても効果抜群で，幼虫の発見や防除を困難にしている。また、
幼虫が樹体から取り出せたとしても、幼虫の体型や体色にチョウ目のような特異性が少な

－ 20 －

特別寄稿

日本樹木医会千葉県支部年報９

いことから、同定が困難である。同定は，種の生態から防除法を選択するだけでなく，農
薬使用の場合には必須の作業である。そこで、カミキリムシ類による被害を発見した時、
加害種を推定したり同定したりするには、カミキリムシ類の形態だけでなく生態や生活史
の情報を総動員することが望ましい。なかでも、以下に記す、産卵、摂食、生活史につい
ては、カミキリムシ類の同定に必要な情報が盛りだくさんである。なお、詳細は小林・竹
谷（1994）、大林・新里（2007）等にゆずりたい。
①産卵
健全な樹木は、傷がつくと、その部分から樹脂（ヤニ）や樹液を滲出させて防御する。
このため、カミキリムシ類は、産卵の前に樹皮や木部に大きな傷をつけて、産卵部位の樹
木の防御を弱めることで、卵や孵化幼虫の生存率を向上させている。この産卵のために樹
皮に傷をつける行為を“産卵加工”と呼び、傷の跡を“産卵痕”と呼ぶ。産卵加工は、当
然のことながら一次性のカミキリムシ類で発達しており、産卵痕が種特異的なものでは、
加害種の推定に重要な情報となる。例えば、クワカミキリでは長径 1～1.5cm 程度の馬蹄形
の産卵痕、シロスジカミキリでは 1 円玉程度の丸い産卵痕が特徴である。
②摂食
カミキリムシ類の幼虫は、樹木内に幼虫自身が生活する空間が必要である。この空間を
作るため、多くの種では穿孔で削った木くずを樹体外に排出する。この木くずと幼虫の糞
が混ざって排出されたものを、
“フラス”と呼ぶ。木くずの形状や、フラスの排出方法が種
特異的なものでは、加害種の推定に重要な情報となる。例えば、クワカミキリでは樹皮の
表面に複数の穴をあけて粉状の細かい木くずを排出し、これに樹液が混ざることも多い。
シロスジカミキリでは、長さが 1cm 程度の細長い木くずを多量に排出する。一方、ケブカ
トラカミキリのように、幼虫の発育期間中にフラスの排出がまったくない種もあり、この
場合には加害の発見も難しい。カミキリムシ類では，成虫による枝葉の摂食（後食）にも，
種の特異性が見られる。クワカミキリは手指ほどの太さの枝を，ゴマダラカミキリは鉛筆
よりも細い部分を好む傾向がある。トウカエデやイロハモミジなどで，夏季に枝先が 50 ㎝
ほど枯れている場合は，ゴマダラカミキリだと思われる後食跡の有無を観察してみるのも
よい。
③生活史
日本は温帯地域にあり、四季が見られ、夏は暑く、冬は寒い。夏の猛暑や冬の極寒は、
発育だけでなく生死にも大きな影響を与える。このため、温帯地域の昆虫の多くは、これ
らの時期を生き抜くために、“休眠”という術を身に付けている。夏に休眠するものを夏休
眠、冬に休眠するものを冬休眠と呼んだりする。休眠とは、内分泌機構の支配による自発
的な発育休止状態と定義されており、発育に不適な温度による活動休止とは異なる生理機
構である。日長や気温、およびそれらの季節変化により制御されるため、休眠している個
体では特定の時期が来るまで発育がまったく進まなくなる。一般に、冬休眠は低温を一定
期間経験することで打破され、発育が再開する。
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休眠を行う時期や態（幼虫、成虫など）は種によって異なり、野外における成虫の出現
時期や産卵時期に関係するほか、後述する幼虫の飼育にも重要な情報となる。例えば、ス
ギカミキリは秋に材内で羽化するが、成虫は休眠で越冬し翌春 3 月頃から出現する。マツ
ノマダラカミキリは幼虫で休眠・越冬し、翌春の気温の上昇とともに発育を開始するため、
成虫は 6 月頃に出現する。ハラアカコブカミキリは成虫が秋に野外に出現するものの、休
眠しているため産卵はできず、越冬後の 4 月頃から産卵を開始する。
２）形態によるカミキリムシ亜科までの検索
日本では 7 亜科のカミキリムシ類が見られるが、樹木害虫として重要なものはカミキリ
亜科とフトカミキリ亜科である。カミキリ亜科には、クビアカツヤカミキリ、ケブカトラ
カミキリ、スギカミキリなどが、フトカミキリ亜科には、クワカミキリ、ゴマダラカミキ
リ、シロスジカミキリ、ハラアカコブカミキリ、マツノマダラカミキリなどが含まれる。
形態による検索は、「日本産カミキリムシ検索図説（大林ら、1992）」を参照されたい。
成虫では、フトカミキリ亜科は頭が下方を向き、カミキリ亜科を含む他の亜科では、頭は
斜め前方を向くのが特徴である。幼虫では、カミキリ亜科、フトカミキリ亜科ともに、頭
部の大部分が前胸内に入り込むが、頭部の形状がカミキリ亜科では横長、フトカミキリ亜
科では縦長という特徴がある。
「日本産カミキリムシ検索図説」では、多くの種の幼虫の検索表が掲載されているもの
の、検索に慣れないと正解にたどり着くのは容易ではない。幼虫の場合はなおさらである。
幼虫の食害樹種、採集時期、サイズ、被害様相なども判断材料として活用しつつ、検索作
業を数回繰り返し、自身で納得できる結果を得ることが重要となる。掲載種数は少ないが、
鈴木（2017）には幼虫の写真もあり、カミキリムシ類の生態を知る参考になる。
３．幼虫の飼育
カミキリムシ類の幼虫での同定は、上述の通り困難ことが多く、検索表を用いた同定で
もその結果に不安が残ることもある。その場合、得られた幼虫から成虫を得ることは、加
害種を確認する１つの有効な手段となる。
そのためには、幼虫を羽化まで飼育しなけ
ればならい。
被害木が伐倒できる場合、幼虫を含んだ
枝や幹をそのまま保管しておいても羽化に
至ることが多い。その際、カビが生えない
ように、かつ乾燥しないように維持するの
が難しい。筆者の場合は、衣装ケースなど
に乾いたミズゴケと一緒に被害材を入れて

写真１ カシノナガキクイムシの丸太飼育

おく（写真１）。材が乾燥するようであれ

＊10 日間水没させた丸太をミズゴケの上に置

ば、ミズゴケに水分を含ませる。どのくら

いて成虫を放すと穿孔・繁殖が行われる
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い濡らすのかは、飼育環境により異なるので、こまめにチェックする。
被害木から幼虫を取り出した時、幼虫が蛹室内に存在する、幼虫の消化管内に食物が存
在しない、体色に透明感がない、などであれば、その幼虫が老熟している目安となる。蛹
室とは、幼虫が被害木内で蛹化するための空間であり、場所は種によって異なる。マツノ
マダラカミキリ、スギカミキリ、ケブカトラカミキリのように、幼虫は内樹皮を摂食する
が蛹室は木部に形成される種では判断が容易である。一方、ハラアカコブカミキリのよう
に、幼虫が内樹皮を摂食し蛹室も樹皮下に形成する種、シロスジカミキリやウスバカミキ
リのように幼虫が木部を摂食し蛹室も木部に形成する種もある。このような場合、蛹室は
幼虫の周囲のフラスが蛹室となる空間を形成するように押し固められていることを確認す
る（写真２）。
老熟幼虫では、温度や湿度などの環境を整えるだけで蛹化・羽化を促すころはそれほど
難しくない。管ビン、シャーレなどにろ紙やティシューペーパーを敷いて、そこに幼虫を
収める。ミズゴケを一緒に収めてもよい。筆者の経験では、ティシューペーパーなどで作
った筒状の空間に幼虫を納めなくても、蛹化、羽化は正常に行われることが多い（写真３）
。

写真２ クビアカツヤカミキリ幼虫の枝飼育で

写真３ ろ紙を入れたサンプル管内で蛹化した

材内に形成された蛹室

クビアカツヤカミキリ

＊蛹室の入り口に石灰状の物質で蓋をする
のが本種の特徴

湿度を保つには、ろ紙、ティシューペーパー、ミズゴケを濡らしておくが、比較的密閉
度の高い容器に幼虫を入れた容器と一緒に、濡らしたティシューペーパーを入れた容器を
入れておくことで湿度を保つこともできる。筆者の経験では、老熟幼虫の場合は、乾燥が
激しい場合を除いて加湿に細かく気を配る必要はなかった。
摂食中の幼虫の場合は、何かしらの餌を与える必要がある。餌の種類は、餌木と人工飼
料に分けられる。餌木の場合、その確保が困難な場合も多いが、飼育は人工飼料より容易
で確実である。
餌木の場合、古い餌木から幼虫を取り出し、新しい餌木に幼虫が収まる程度の空間を作
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って、幼虫を移し替える方法が一般的である。スギカミキリでは、太さ 5cm 長さ 15cm 程
度の小型の丸太で、孵化幼虫から成虫まで飼育できる。丸太の鮮度を保つために、木口を
パラフィンやシリコンで覆うと良い結果が得られる。成虫の体長が 1cm 程度のケブカトラ
カミキリでは、小指大のイヌマキの切枝を交換しながら成虫まで飼育できる（写真４）。

写真４ ケブカトラカミキリのイヌマキ小枝を
用いた飼育
＊フラスの様子を見ながら小枝を交換して
飼育する

一方、マツノマダラカミキリでは、剥皮したマツの枝の内樹皮だけを幼虫とともに管ビ
ンに入れて飼育した例もある。幼虫が大きくなる種では、太い丸太を餌として確保するこ
とは難しい。この場合、細い枝を束ねて太い枝状にし、枝と枝の隙間に幼虫を納めるよう
にすると好結果が得られることもあるという。ただし、餌木交換が頻繁になると、昆虫病
原菌による死亡が増えるのが問題である。また、得られる成虫が自然界では見られないほ
ど小さくなる傾向がある。成虫が得られた時に、図鑑等に記載されたサイズと異なると言
ってあわてないことである。
人工飼料の利点には、省スペースであること、幼虫発育が見えること、清潔に保つこと
で病気を防げることなどがある。近年では、
市販の昆虫用飼料である、インセクタ LFS
（日本農産工業株式会社製）を用いること
が多い。インセクタ LFS は、対象昆虫とし
てリン翅目、鞘翅目等食用性昆虫とあり、
カミキリムシ類では、スギノアカネトラカ
ミキリ、ゴマダラカミキリ、キボシカミキ
リがあげられている。その他、クワカミキ
リ、クビアカツヤカミキリなどの飼育例も
ある。ソーセージ状に梱包されており、
切って幼虫に与えるだけである（写真５）。 写真５ ケブカトラカミキリ幼虫のインセクタ LFS
飼育容器には、60ml 程度のポリカップ、
30～50ml 程度の管瓶、シャーレなどを用
いる。水分量が 72～76％とカミキリムシ

を用いた飼育
＊適切な空間を作って幼虫を収めた状態をシ
ャーレの裏側から撮影
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類にとっては多いので、多少乾燥させてから使う、小動物用の木材チップを一緒に入れる、
アイスクリームカップのような紙製の容器を使うなどの工夫をする。2 週間に 1 回程度の飼
料交換、あるいは飼育容器ごと新しい飼料への交換を行う。飼育の途中で、幼虫の消化管
内が空になり、体色に透明感がなくなってくるのが、老熟まで発育したと判断する目安と
なる。蛹化・羽化させるには、飼料に入れたままでも、別途取り出してもよい。取り出し
た場合の取り扱いは、上記のとおりである。
幼虫の飼育がうまくできても、蛹化が見られない場合がある。原因の１つに、人工飼料
に含まれる防腐剤や抗生物質の影響が上げられている。筆者の経験では、スギカミキリは
市販の人工飼料ではほとんど蛹化しなかったが、自身で成分を合成した飼料では蛹化率が
高まった。もう１つの原因が、幼虫の休眠である。休眠は、日長や温度などの環境変化で
制御されるので、自然条件下で飼育すれば、時間はかかるかもしれないが、そのうち蛹化
する可能性が高い。しかし、照明や空調のある人間の生活環境下で飼育すると、いつまで
たっても休眠が打破されずに蛹化しないこともあり、この場合人為的な操作が必要となる。
多くの場合、蛹化しない幼虫を 5～10℃に 3 カ月程度保管した後に、温かい条件に戻す操作
を行う。家庭では奥方に嫌がられると思うが、冷蔵庫の野菜室程度でよいと思う。種ごと
に最適な温度や期間があり、最適な操作だと温かい条件に戻してから蛹化までの期間が短
くなる。低温期間が短いと休眠打破が不十分な場合もあり、再操作が必要となる。
同定のためには成虫の飼育は不要であるが、成虫の産卵数や生存日数など、防除に関係
する情報を得たいときには、成虫の飼育が必要である。カミキリムシ類では、羽化・脱出
後に摂食しなくても交尾・産卵が可能なタイプと、後食しないと産卵できないタイプがあ
る。カミキリ亜科では前者が、フトカミキリ亜科では後者が多い。前者の場合でも水分の
接種は必要であり、5～10％の砂糖水やはちみつ水、昆虫用ゼリーを与えると寿命が延び、
産卵数も増える。
産卵加工は、カミキリ亜科では見られず、フトカミキリ亜科で見られるものが多い。前
者では、寄主木の樹皮を束ねたものや、ボール紙を折りたたんでクリップで止めたものを
一緒に入れておく。ろ紙の上に寄主樹木の小丸太（直径 2cm 高さ 1cm 程度）を載せておく
と、ろ紙と小丸太の間に産卵することが多い。後者の場合、種によって寄主樹木の生枝あ
るいは枯枝を与える。枯枝の場合でも水分の接種が必要であるらしく、湿らせたティッシ
ュなどを丸めて一緒に入れておく。キボシカミキリでは、クワの生枝にろ紙を巻いて、そ
こに産卵させることも試みられている。
４．おわりに
カミキリムシ類による被害は、樹木の枝枯れや枯死に繋がることが多いにもかかわらず、
加害主は幼虫であるため同定が困難な場合が多い。さらに、キクイムシ類、ゾウムシ類、
タマムシ類、ナガシンクイムシ類、キバチ類など、他の害虫も同所的に加害していること
も多い。これらの同定には、もちろん形態的な分類学的研究は欠かせない。一方で、被害
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樹種、被害様相、被害時期などの生態的な情報も、同定に重要な情報である。このため、
樹木医による知見の集積は非常に重要であり、ますますのご活躍を祈念して、この小文を
終わりたいと思う。
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