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1.マツノザイセンチユウの確認

　松くい虫の被害は，明治時代から記録されて

おり，西日本を中心にかなり猛威をふるった。

被害量は漸増し，終戦直後に第１回目のピーク

　（1948年度１２８万�）があったが，懸命な防

除によって,被害量は減少した（1955年度37万

�）。しかし，近年再び増加が始まり，これま

で無被害であった東日本にも，激害が続出し，

現在は第２回目のピーク時にある（１９７９年度

２２９万�）ｓ

　このマツ枯損の原因は，長い間松くい虫（マ

ツを加害する穿孔虫類の総称）によるものと考

えられていた。しかし，マツノザイセンチ･｡ウ

がその主原因であり，媒介昆虫はマツノマダラ

カミキリであることが，農林水産省林業試験場

を中心とした大型プロジェクト研究チームによ

って，1970年に解明された。

　　1970年頃までは，松くい虫（マツノザイセ

ンチ･｡ウ）による被害は，千葉県房総半島以西

の，温暖な太平洋沿岸や瀬戸内海沿岸あるいは

九州沿岸地帯に限られていた。ところが，１９７１

年，マツノザイセンチ･,ウによる被害が，水戸

市郊外において突如発生したことは，かなり意

表をつくものであった。というのは，従来の被

害地域の気象条件等から判断すると，比較的寒

冷な水戸は，被害発生の可能性のある地域から

かなり離れていたからであった。

茨城県病害虫研究会報第20号(1 981):1～5

茨城県林業試験場

ノ

に

ザ
関

イ

す

洋　　－

セ

る

ン
研

チュウに

究

2.マツ類枯損の実態調査の開始

　そこで，マツノマダラカミキリがすでに生息

している地域へ，マツノザイセンチュウが新た

に浸入した場合，分布北限地域では（当時）マ

ツ類の枯損はi　どのように発生し，激害化ある

いは終息するかを解明し，防除事業の基礎資料

を得るため，県下一円のマツ類枯損の実態調査

を始めた。

1.マツノザイセンチュウ分布調査法

　県内主要道路からの観察により，マツ枯損木

を捜し出し，枯れている部位から木片を取り出

し，ベルマン法でセンチ，ウ類を分離し，同定

した。また，県内各機関から送られてきた木片

も同様に同定した。

2.被害程度調査法

　県内全域を２㎞×２㎞の区域（１５２４区域）

に区切り，１０月および４月前後に，各区域の

樹高５ｍ以上のマツ林を車中より観察し，各区

域の平均的被害程度を次の５段階に記録した。

なお，累積枯損率とは，樹高５ｍ以上のマツ

　（優性木）の，成立本数に対する枯損率を推定

したものである。

　徹宵は，枯損木が観察されないか，あったと

しても，眼木枯損が散見される程度の枯損状況

であり，累積枯損率は，０～ｌ％程度である。

弱害は，どの林分にも枯損木が散見され，老令

林分では集団枯損が発生し始める程度の枯損状

況であり，累積枯損率は，２～９％程度である。

中害は，どの林分にも被害木がかなり目立ち，

壮令林分では集団枯損が発生し始める程度の枯

損状況であり，累積枯損率は，１０～２９％程

度である。激害は，どの林分も半分以上枯れて
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しまったように見え，樹高５ｍ以下のマツ林に

も枯椙木が目立ち始め，老令の生立木がほとん

どなくなる程度の枯損状況であり，累積枯損率

は，３０～４９％程度である。激甚は，どの林

分もほとんど枯れたように見え，樹高５ｍ以下

のマツ林も集団枯損が始まり，老令林分では下

木の生育が目立つ程度の枯損状況であり,累積枯

損率は，５０％以上である。

3.マツノザイセンチユウ侵入

　　地域の拡大

　1971年，水戸市および那珂町において，マ

ツノザイセンチュウが初めて確認されるや，比

較的寒冷な茨城県においても，その侵入地域は，

水戸市を中心にほぽ同心円状に,年々拡大していった。

　その侵入確認市町村数は，1971年度2，

1972年度９，１９７３年度2 2，1974年度3 9，

1975年度６ ４，１９７６年度71.　Ｉ９７８年度９１と

増加し，1979年度にはついに全市町村92とな

った。この侵入の拡がりがもっとも早かったの

は，北茨城市方向で，僅か４年間に５０㎞も離

れた地点に，マツノザイセンチュウの新たな被

害が確認された。

　なお，県西（水海道市，岩井市等）地域の被

害は，県中央部から伝播したというよりも，す

でに被害地域であった千葉県流山市方面から侵

入した可能性が強いと推察される。

4.　集団枯損の発生と拡大

　マツノザイセンチ･,ウが侵入し，微害の状態

になっても，直ちに弱害→中書→激害→激甚へ

と移行するものは少なかった。３０市町村では

弱害へと進展せず,そのうち１２市町村では，マ

ツノザイセンチュウ確認後４年以上も，集団枯

損なしに経過している。

　弱書は１９７３年度に水戸市，1975年度に岩

井市で確認され，その後，この２市を基点には

ぽ同心円状に年々拡大していった。弱害が発生

するためには，隣接地域がすでに弱害になって

いるか，被害材の大量持ち込みなどで，マツノ

ザイセンチュウ・マツノマダラカミキリの生息

密度が高くなっていることが，必要ではないか

と考えられた。弱害の拡がりがもっとも早かっ

たのは，鹿島町方向であり，６年間に約４７㎞

も弱害地域が拡大した。

　弱害がひとたび発生すると，防除を行わなけ

れば３年以内で中害へ，中害も３年以内で激害

へ，激害｡は１～２年で激甚へと進行した。すな

わち，予防散布または伐倒駆除などで，被害を

微害にまで押えこまなければ，激甚化をさける

ことは難しいと考えられた。

　中害は，１９７４年度に水戸市，１９り年度に

岩井市で確認され，その後この２市を基点に拡

大し，19 77， 1978年度は急速に拡大した。

拡がりがもっとも早かったのは鹿島町方向であ

り，５年間に約４４㎞も，中害地域が拡大した。

　激害は，1975年度に収戸市，０７７年度に

岩井市で確認され，その後，この２市を基点に

拡大し，1978年度には急速に拡大した。拡が

りがもっとも早かったのは大野村，阿見町方向

であり，４年間に約39㎞も,激害地域が拡大した。

　激甚は，１９７６年度に氷戸市，1978年度に

岩井市で確認され，その後，この２市を基点に

拡大し，1978年度には急速に拡大した。拡が

りがもっとも早かったのは鉾田町，出島村方向

であり,僅か3年間に約32㎞も激甚地域が拡大した。

　このような被害に対し，1976年度までは，

予防散布を重要松林に対して行ない，伐倒・薬

剤散布を被害木の目立つ地域に対して重点的に

行なった。特別立法が成立した１９７７年度以後

は，重要松林および被害拡大のおそれがある先

端地帯に設けられた防除団地に対して，予防散

布を行ない，防除団地およびその周囲に対して

は，伐倒・薬剤散布を重点的に行った。
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5. 1978年度に異常発生したマツ枯損

しかしながら，被害量は増加の一途をたどり，　史上空前の被害量が発生した（表－１）

１９？８年度には，７４２千㎡という松くい虫被害

　　　　　　　　　　　　　　表－1　　被害量の推移と防除実績

年　度

一
　１９７１

　１９７２

　１９７３

　１９７４

　１９７５

１９７６

１９７７

１９７８

１９７９

被害量゛‘

　　４００

　２,８４０

　４,５６０

　乙９６０

　２ ５, ６００

　１９,１ ０ ０

　２６,５００

７４２,０００

７１２,０００

ｌ　林集録の集計値

・・緊急防除事業

（�）
　　　　　　　　防

伐倒・薬剤散布量図
　　　１００

　　　２３０

　　１,０５０

　　４,７００

　１Ｚ２９０

　１２,６４０

　２０,９２９

２７０,４８５１叔

ＩＩ乙６６０１ｕｌ

　　除　丿　　実　　　績

空中散布面積（ha）　地上散布面積（ｈ

　　　　－　　　　　　　　　　－

　　　　－　　　　　　　　　　－

　　　　６５　　　　　　　　　　　　２０

　１ ５ ０

　２６０

　６３０

１,９７０

２,２８５

６,０６６ｊ０１

２５

２５

２０

１０

　１

６５

０

５長慨

a）

前年度が２ ６,５千４であったので，このように　　ち始め，弱害化への徴候があらわれ始め，1979

著しく急増した例はほとんどなかった。また，　　年度には集団枯損の発生が予想される地域が急

この被害量は，民有林全国総被害量の３８％を，　増した。

一県だけで占めるものであった。なお，一都府

県単独で，このようなぽう大な被害量が発生し　　6.　異常発生の原因

だことはない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　まず第１に，異常気象が考えられる。マツの

　被害程度の進行は，特に早まり，前年度弱害　　枯損は，夏季の高温や異常少雨と密接な関係が

区域であっても次年度激害，激甚区域へ，前年　　あるので，夏季の気温，降水量を調査したとこ

度中害区域であっても次年度激甚区域へと，被　　ろ，1978年夏季のような高温・少雨は，氷戸

害程度が一挙に２階級以上進行する割合が，他　　地方気象台開設以来の記録といわれている。す

年度に比較すると1978年度は，特に高かった。　なわち６～８月の気温は，平年値より平均約

　また，乾燥性血壌（砂丘未熱血壌，淡色黒ぽ　　2.3℃も高く，降雨量は，平年値の約３５％し

く土壌など）地域で，しかも前年度にすでに弱　　かなかった。このような時，マツは生理的に衰

害，中害が発生していた地域では，残存生立木　　弱し，少数のマツノザイセンチ。ウ・マツノマ

がほとんどない壊滅的被害が，僅か１年で発生　　ダラキミキリの加害によって，簡単に枯れてし

した。しかし，県南，県西地方の前年度徴害地　　まう状態になったと考えられる。また，東日本

域では，乾燥性土壌地域でも，弱害が発生した　　では，マツノマダラカミキリ成虫の遅い発生が

程度であった。　　　　　　　　　　　　　　　　激害，激甚化を阻止する一因であったので，高

　一方，前年度徴害地域では，単木枯損が目立　　温による成虫発生日の早まりも，被害量を増大

－３－



させたものと考えられる。

　第２には，前年度の残存枯損木が，かなりあ

ったことである。１９７７年度まで，枯損木の伐

倒・薬剤散布は，かなり精力的に行われたが，

実際には，駆除残量がかなりあった（表一l）。

また，林内での伐倒・薬剤散布作業は困難を極

め，試験研究で行われているような高い殺虫率

は期待できなく，伐倒・薬剤散布木からのマツ

ノマダラカミキリの羽化脱出は，完全に阻止で

きなかったと考えられる。

　第３に，大被害が発生しやすい環境条件が，

そろっていたことである。被害が発生しやすい

標高の低い平地林が，県中央部から南西部にか

けて広く分布し，しかもその林地は，異常気象

の悪影響を受けやすい乾燥性土壌の場合か多か

った。そして，マツノザイセンチュウの確認は，

1971年で比較的最近であり，大被害量の発生

しやすい高樹令のマツ林が多かった。さらに，

アカマツよりクロマツのほうに，天然林よりも

人工林のほうに，枯損が発生しやすいが，茨城

県のマツ林は，それらの悪条件を持つものが多

かった。

7.197 8, 1979年度の緊急防除事業

　近年マツは，薪炭への利用が燃料革命により

ほとんどなくなり，また，外国産材に市場を奪

われたため，パルプ原木等への利用も少なくな

り，商品としての流通は，皆無に等しくなった。

しかし，近い将来，木材資源の世界的涸渇は確

実視されている。また,海岸地域の飛砂防備林，

内陸部の耕地防風林，山地の土砂崩壊防備林な

どが枯れれば，地域住民に直結する種々の，そ

して深刻な社会問題の発生が，十分懸念される。

そこで，森林資源の維持と環境保全のため，マ

ツ林の枯損防止が，緊急な問題と考えられた。

　松くい虫などの病害虫の防除は，本来森林所

－４--

有者または管理者が，自ら行うべきものである

が，予防散布や1978年度のようなぽう大な枯

損木を伐倒・薬剤散布するには，ぱく大な経費，

県内だけでは調達しきれないぽう大な特殊労働

力等が必要であるため，森林所有者等が自ら防

除するには，負担が重すぎた。一方，病害虫の

防除は，広い地域でいっせいに行わなければ，

効果が期待できないので，所有者等の自主防除

だけに頼っていたのでは，県内のマツの壊滅が

考えられた。そこで緊急防除事業として，県費，

国費等の積極的な財政負担によって，防除事業

を強力に推進することになり，その概要は，次

のとおりである。

　１９７８年度には，被害が比較的軽微な拡大防

止地域（行政上の区分，名称）では，全枯損木

を伐倒・薬剤散布し，マツノザイセンチこ,ウ・

マツノマダラカミキリの生息数を低下させ，被

害の微害化を図り，激害地域（行政上の区分，

名称）では，拡大防止地域に隣接する地帯を中

心に伐倒・薬剤散布し，マツノザイセンチュウ・

マツノマダラカミキリの拡大防止地域への飛び

込みを防ぐことになっ｡た。

　１９７９年度には，保安林やこれに準ずる公益

的機能の高いマツ林などを中心に，計画的防除

に努めた。とくに，拡大防止地域と激害地域が

接する地帯に，予防散布および伐倒・薬剤散布

の効果的な組み合せによる重点防除地帯（激害

防止帯）を設置し，激害の封じ込めと，重要マ

ツ林群の存続を図った。

＆　緊急防除事業の効果

　１９７９年夏季の気象は，１９７８年の異常気象

に次ぐ高温，少雨であり，マツノザイセンチ･，

ウ・マツノマダラカミキリがもっとも活躍する

６月から７月中旬にかけては，昨年以上の高温，

少雨であった。このように，２年連続の悪条件

であったが，緊急防除事業の効果は，次の通り
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である。

　まず第目こ，２年連続の異常気象にもかかわ

らず，被害量が減少傾向を示したことである

　（表一Ｉ）・微害，弱害，中書，激害区域は，

全体にそのままの被害程度で留まる率が高かっ

た。

　第２に，ほぽ全量伐倒・薬剤散布した拡大防

止地域では，被害程度は，鹿行地方などの一部

を除き，ほとんど進行しなかった。予防散布を

併用した区域では，被害程度の横ばい傾向は，

さらに顕著であった。なお，予防散布を行なわ

ず，しかも,激害，激甚区域に隣接する大野村，

麻生町などでは，全量伐倒・薬剤散布を行なっ

ても，被害程度は，激害，激甚へと確実に進行

した。

　第３に，前年度激害地域では，新たに激甚に

なる区域が多数出現し，壊滅的被害は，1979

年度も発生した。しかしながら，激害地域でも，

予防散布を行なった区域では，被害程度はあま

り進行せず，ほぽ横ぽいとなった。

　第りこ，激害防止帯の外で，新たに発生した

激害，激甚区域は少なく，激害防止帯は，おお

むね所期の目的を達成した。予防散布，全量伐

倒・薬剤散布を併用した地域では，激害の封じ

込めはほぽ成功したが，大野村，麻生町などの

ような全量伐倒・薬剤散布のみの地域では，隣

接して激害，激甚区域があったためか，封じ込

めは不成功に終った。

9.今後の防除

　前述してきたような枯損パターンを考えると，

効果的な防除は，次のように集約される。

　｡1.病害虫の防除は，本来，森林の所有者，管

理者が自ら行うべきであるので，異常発生の年

以外は，自主防除を積極的に行なうことによっ

て，マツ林を微害叱維持することが，最重要と

考えられる。

　2.除・間伐により，マツノザイセンチ，ウ･

マツノマダラカミキリの生息数を低下させると

いう考えから，それらの材の有効利用に，可能

な限り優遇措置を講ずる。

　3.集団枯掘の最初の段階である弱害が発生

しないよう，弱害の先端地帯を徹底的に予防散

布または伐倒・薬剤散布する。

　4.　　中害，激害，激甚地域では，被害木とな

る前に，皆伐等により積極的に有効利用を図り

実害を回避する。

　5.激害，激甚地域では，重要マツ林は。予

防散布により維持する。

　6.伐倒・薬剤散布のみによる激害防除の例

は，戦前の兵庫県の例，終戦直後のＧＨＱの例

が著名である。それらに共通している点は，代

行駆除を含めた強力な行政措導のもとに，伐倒

焼却法を中心とした徹底した防除事業を，数年

間行ったことである。茨城県の場合，全被害木

を数年間伐倒・薬剤散布することは，財政面か

ら事実上不可能なので，伐倒・薬剤散布は，微

害，弱害地域に重点をおき，中害，微害，激甚

地域では，重要マツ林およびその周辺を優先的

に行なうことが必要である。
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