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総説 (ReviewArticle) 

スギ@ヒノキ人工林における間伐の実施と病虫害発生の関連性

佐藤重穂ll*

Relationships between insect and disease pest damages and thinning 

practice in plantations of Japanese red cedar and Hinoki cypress in Japan 

SA TO Shigeholl * 

Abstract 
Recently in ]apan， thinning in conifer plantations is promoted as government policy， because many 

plantations are left without thinning. Unthinned conifer plantations were suspected to display less public 
functions of forests. Thinning is indispensable for proper management of conifer plantations， though 
thinning is not necessary to decrease the risk of disease and pest damages. Here the author reviewed on 
the relationships betw巴enthinning and wood destroying disease and insect damages on plantations of 
] apanese red cedar Cryρtomeria j，ゆonicaand Hinoki cypress Chamaecyρaris obtusa in ] apan. 1 classified 
diseases and pests into decreasing， increasing or unaffecting on the damage risk after thinning. For 
Cryptomeria bark borer Semanotus jrzρonicus (Coleoptera: Carambycidae)， it was reported that damage 
decreased after thinning because of removing sever damaged trees. For Cryptomeria bark midge 
Resseliella odai (Diptera: Cecidomyiidae)， damage decreased after thinning through the enhancement of 
thickening growth of remained host trees. On the other hand， for Cryptomeria twig borer Anaglyρtus 
subJasciatus (Coleoptera: Carambycidae)， both cases that damage increased after thinning and that 
damage was not affected by thinning were reported. For ]apanese horntail Urocerus jrzρonzcus 
(Hymenoptera: Siricidae)， many cases which the insect density increased after thinning because many 
horntails were emerged from felled trees left in the stands were reported. For Cypress bark moth 
Eρinotia granitalis (Lepidoptera: Tortricidae)， several cases that damage increased after thinning were 
reported. For wood destroying diseases， very few reports treated the relationship with thinning. It 
depends on the characteristics of diseases or pests that the effects of thinning are positive or negative on 
the damage suppression. 
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要普
近年、国内の針葉樹人工林において間伐が遅れている林分が多く、開伐を推進する施策が行政によってと

られている。間伐されずに放置された人工林は、森林の公益的機能が十分に発揮できないと考えられている。

間伐は人工林の保育管理に不可欠な施業であるが、病虫害の発生の面からは、間伐によって必ずしも被害が
低減するものばかりとは限らない。ここでは、スギ・ヒノキ人工林において発生する材質劣化病虫害と間伐

施業との関係について既存の知見を取りまとめ、間伐によって被害が減少するもの、増加するもの、増減の

ないものに区分した。スギカミキリでは、部伐によって激害木を除去することで、一時的に被害が減少する
ことが報告された。スギザイノタマパエでは、関伐によって樹木の把大成長が良好になり、被害が減少する

ことが明らかにされている。一方、スギノアカネトラカミキリでは、関伐後に被害が増加した場合と増減が
ない場合が報告された。ニホンキパチについては、林内に放置された間伐木が誘引源や発生源となり、間伐

後に誘引捕獲される成虫数が増加する事例が数多く報告されていた。ヒノキカワモグリガでは、間伐後に被
害が増加するいくつかの事例があった。材質劣化病害については、間伐施業との関係がほとんど解明されて

いない。間伐が被害抑制の上で正負のどちらになるかは、虫害の積類ごとの特性によって異なると考えられ

た。
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1.はじめに

我が国では1950~1970年代の拡大造林時代に植林した

針葉樹人工林が成熟期を迎えつつあるが、これに伴い、

近年、人工林で、は間伐遅れの林分が増加傾向にある。こ

れに対処するために、林野庁は2000年度から2004年度に

緊急間伐推進事業を実施し、さらに2005年度から2007年

度にかけて間伐等推進3カ年対策を実施しているととも

に、都道府県で、間伐推進事業を行っているところもある

(林野庁， 2005a)。現在、圏内の人工林のうち、間伐の

適期とされる 5~10齢、級の林分は776万haに及び、これ

は人工林面積の75.3%を占める (Fig.l，林野庁， 2005b

のデータによる)。間伐は人工林の保育管理に不可欠な

施業であるけ11名ら， 1992)が、同時に、除・間伐、枝

打ち等の保育作業は病虫害の発生を抑制すると一般的に

は考えられている(藤森， 2003)。しかし、病虫害には

様々な種類があり、保育施業による被害の抑制効果がす

べての病虫害に現れるとは限らず、間伐が正の効果を与

える場合、負の効果を与える場合、および中立的な場合

がありうる。間伐が被害管理の上で正と負のいずれに働

くかは、病虫害の種類ごとの特性によって異なる可能性

がある。

拡大造林時代に植栽した人工林が成熟するとともに、

近年では各穂の材質劣化病害虫の被害が顕在化してきて

いる。スギ、Cryρtomeriaja.ρonicα・ヒノキChamaecyρaris

obtusa人工林において発生する主要な材質劣化害虫とし

て、スギカミキ 1)Semanotus japonicus、スギノアカネト

ラカミキ 1)Anaglyptus subjasciatus、スギザイノタマノf

エResseliellaodai、ニホンキパチUrocerusjaponicus、ヒ

ノキカワモグリガEpinotiagranitalisなど(小林， 1986)、

材質劣化病害としてスギ溝腐病、スギ暗色枝枯病、ヒノ

キ漏脂病、ヒノキ樹脂胴枯病、ヒノキ根株心腐病など(鈴

木， 2004)が知られているO しかし、これらの病虫害と
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人工林の保育施業との関係については、十分に解明され

ていない点が多い。

人工林の間伐が推進される状況の下で、間伐後の林分

における病害虫管理の面から、開伐によって病害虫の発

生の危険性がどのように変化するのか、検討する必要が

ある O ここではスギ・ヒノキ人工林における間伐の実施

と病虫害の発生の関係について、材質劣化害虫を中心に、

既存の研究成果を整理することによって間伐の及ぼす効

果を検討し、間伐によって被害が減少したもの、増加し

たもの、増減のなかったものに定性的に区分した。また、

間伐と材質劣化病虫害との関係について、今後解明すべ

き課題を検討する。

2.スギ・ヒノキの材費劣化病虫害と間伐との関係

2. 1 スギカミキリ

スギカミキリは幼虫がスギ・ヒノキの内樹皮と辺材表

面部を食害することによって、ハチカミと呼ばれる材質

劣化被害を生じさせる(小林・柴田， 1985 ;小林， 1986)。

同時に多くの幼虫が加害することによって、寄主木が枯

死することもある(西村， 2002)0 

スギカミキリは本州、四国、九州、台湾に分布するが、

東北地方北部と九州南部で、は被害が少ない(野淵， 1984)。

通常は年 I世-代であり、材内で越冬した成虫は4月頃に

脱出する。雌成虫は交尾後、樹皮の裂け目などに産卵し、

勝化幼虫は内樹皮に穿入する。その後、幼虫は内樹皮と

木部表面を不規則に食い進み、 8月頃に老熟幼虫は辺材

部に踊室を形成して、踊室内で踊化、羽化して、成虫で

越冬する(小林， 1986;閉村， 2002)。スギカミキリの

脱出成虫は、夜間に樹幹表面を歩いて移動し、昼間は粗

皮のすき間などに潜んで、いる。標識再捕獲法による調査

の結果では、スギカミキリ成虫はあまり樹木間の移動を

せず、移動する場合も元の木から 2m以内で、あることが

S
H〈

800，000 

600ラ000

400，000 

200ラ000。

鞠Broadleaved

臼Conifer

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19~ 

Age class 

Fig.l.日本の人工林の齢級構成 林野庁 (2005b)のデータにより作成

The age class construction of planted forest in ]apan. From the data by Forestry Agency (2005b). 
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多かった (Shibata. 1983)。しかし、林外へ移動する僧

体もいて、林分間を移動した偶体の平均移動距離は50~

80mで、あった(西村. 1995)。スギ林でのスギカミキリ

個体数の年次変動には独特のパターンがあり、植栽の 5

~1O年後にスギカミキ lJ が林分に侵入すると、1O~20年

後に高密度になり、 20~30年後には密度が低下する(伊

藤. 1999) 0被害の発生しやすい環境条件としては、低

標高で土壌条件のよい肥大成長の良好な林分があげられ

(Shibata et al.， 1991;西村. 1995)、間伐や枝打ちを

実施している林分においては被害が少ない傾向にあるこ

と(伊藤. 1984)などが指摘されている。

スギカミキリの被害木は連年加害される傾向があり、

特に被害発生初期段階における被害木は、その林分の成

虫発生源にもなるので、このような被害木を間伐の際に

処理することで防除効果が期待される(西村. 2002)。

スギでは内樹皮の傷害樹脂道の形成による樹路の分泌、で

スギカミキリ幼虫の生存率が影響を受け、傷害樹脂道の

大きさや形成位置によってスギカミキリ被害感受性に偶

体差がある(植木・加藤. 2000;伊藤. 2002)ので、特

に実生苗による林分では、間伐によってスギカミキリ感

受性の高い樹木偶体を除去することで、林分のスギカミ

キリの密度の低減が期待される。実際に、スギ林分で間

伐の際にスギカミキリの被害の多い樹木個体を優先して

除去することによって、被害率を低下させた事例が栃木

県において 1例報告されている(野津. 1989)0この事

例では被害木を優先的に間伐したので被害木率が間伐前

の22%から間伐後の15%へ低下した。しかし、被害木率

の低下がわずかにとどまったのは、被害木であっても成

長の良い木を残そうとする気持ちが所有者に働いたため

と推測されていて、成虫発生源となりそうな被害木をす

べて間伐することが重要であると指摘している(野

j宰. 1989)。

また、佐藤(1990)は林野庁の大型プロジェクト事業

により、 12県21簡所で行われた間伐試験の結果をとりま

とめて報告している。この試験では、間伐涯と対照症と

で間伐後の成虫脱出孔数を比較しているが、その結果、

間伐区で成虫脱出孔数が少なく、効果有りとされたのが

1箇所、効果無しとされたのが3箆所で、残りの17筒所

は間伐後の成虫脱出数が両区ともにゼロになったので間

伐の効果の判定が不能とされた(佐藤. 1990)。効果右

りが少なく効果無しが多かった原因として、(1)間伐処

理がスギカミキリの増加期に一致した場合には効果が有

った、 (2)間伐がスギカミキリの増加期以前だ、った場合、

あるいは発生のピーク以後だった場合には、脱出成虫数

が少ないために不明僚になった、 (3)間伐区の面積が小

さかったので、スギカミキリ発生数が多い林分では、周

囲から間伐区内に侵入する成虫の存在によって効果が不

明瞭になった、 (4)間伐後の経過年数が少ないので効果

が不明瞭だった、と推測している(佐藤. 1990)。ただ

し、これらの試験においては、間伐から効果判定までの

I Bulletil1 ()f FFPRI， Vo1.6. NO.3. 2007 

経過時間がいずれも数年間であり、長期間にわたって検

討されていない。スギカミキリの被害は成長の良好な大

径木で多い(伊藤. 1999)。開伐を行うと残存木の樹冠

の発達が促され、幹の肥大成長が促進される(藤

森. 2003)。これらの点を考躍すると、間伐後、数年経

過し、残存木の樹冠が発達して肥大成長が良好になると、

スギカミキリの被害を受ける危検性が増加する可能性が

ある。

したがって、スギカミキリと間伐の関係については、

被害木を選択的に除間伐することによって、被害率や脱

出成虫数が一時的に低下することが期待される O しかし、

間伐後の肥大成長が良すぎる場合にはスギカミキリが持

増加するおそれがある。

2.2 スギノアカネトラカミキリ

スギノアカネトラカミキリは幼虫が枯れ枝から樹幹部

へ食害を進めることによって、 トピクサレと呼ばれる被

害を樹幹内部に生じさせる(小林. 1986;模原. 1987) 0 

スギノアカネトラカミキリは北海道の道南地域、本州、

四国に分布する(横原. 2002)。なお、近縁のサツマス

ギノアカネトラカミキ lJA. yakushimanusが九州南部と

屋久島に分布する(横原. 2002) 0 成虫は 3~5 月頃に

脱出し、黄色がかった白色の花に集まり、蜜や花粉を撰

食する O 雌は交尾後、新しい枯れ枝の組皮下などに産卵

する。幼虫は枝から主幹部へ孔道を作り、成熟後に枯れ

枝に戻って踊化する(槙原. 1987; 2002) 0 1世代を経

過するのに少なくとも 3年かかり、 10年以上かかること

もある(横原. 2002)。スギノアカネトラカミキリの成

虫はあまり移動しないものの、林外へ50mは飛ぴ、出すこ

とが確認され(模原・五十嵐. 1991)、被害林分の諦査

で、は成虫が250m以上飛び、出すことが示唆されている(今

ら. 1993)。スギノアカネトラカミキリは産卵対象とな

る枯れ枝の発生に伴って被害の発生が始まり、スギの場

合、早ければ林齢が13年生ごろから加害が始まって、激

害地では林齢が高まるにつれて被害が激しくなる(横

原. 1987)。スギノアカネトラカミキリの被害の発生地

域は、寄主であるスギ、ヒノキ、アスナロ Thujoρszs

dolabrata、ヒノく(ヒノキアスナロ) T. dorabrata var. 

hondaiの天然分布とよく一致している(横原. 1987; 

2002)0本種は林分から外へ移動することが少ないので、

成虫発生源となるスギやヒノキ等の古木や天然林が造林

地に隣接していると被害が発生しやすい(模原. 1987)。

また、成育不良で自然落枝が遅れる林分、立木密度が低

い謀関林分、成虫の訪花樹種であるサンショウ

Zanthoxylumρiperitum、ガマスミ Viburnumdilatatum、

コゴメウツギSt，ψhanandraincisa等が多い場所も、被

害が発生しやすいと考えられる(横原. 1987) 0 

スギノアカネトラカミキリと関伐との関係について

は、スギ林における開伐後に間伐区と無施業の対照区で

被害枝条率と材内のトビクサレ数を比較した事例が青森
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県で報告されている(今， 1988)。この事例では 2笛所

の試験地を設定したが、間伐の 5年後に調査したところ、

一方の試験地では間伐区と対照涯の被害枝条率はそれぞ

れ27.7%と26.3%でほぼ等ししもう一方の試験地では

それぞれ5.2%と1.3%であり、関伐区で、被害が多かった。

また、材内のトピクサレの数は間伐区で最も多くなった。

この理由として、間伐区では落枝しにくいために枯れ枝

の着生本数が多くなり、スギノアカネトラカミキリの被

害を受けやすくなるためと推測されている(今， 1988) 0 

スギノアカネトラカミキリについて、間伐との関係につ

いて述べたのは、この事例のみであり、間伐と本種の被

害の増減の関係が十分に確かめられているとは言えな

い。しかし、間伐によって立木の縁枝が発達し、節径が

大きくなるため、枯れ上がっても落枝しにくくなること

を考えると、本種の被害が無関伐の場合に比べて多くな

る可能性が高いと考えられるO

なお、除陪伐木にはスギノアカネトラカミキリは産卵

しない(五十嵐ら， 1989)。しかし、すでに産卵されて

いる木が除間伐され、林内に放置された場合、本種は伐

採後かなりの年数を経過しでも幼虫が林内で生存し、成

虫が脱出するので、除問伐木の林内放援が本種の発生の

温床になることが指摘されている(横原， 2002)。

2.3 スギザイノタマパエ

スギザイノタマパエは幼虫がスギ内樹皮から養分を摂

取することによって形成麗を壊死させて材斑と呼ばれる

変色を材部に生じさせる(大河内， 2002) 0本種は屋久

島原産と考えられ、1953年に宮崎県で発見されて以来(小

田， 1957)、分布を広げ、 1980年代後半までに九州のほ

ほ全域の山岳地に拡大した。さらに、 1997年に山口県と

島根県で被害が発生し(田戸・福原， 2000;間藤

ら， 2000)、2005年には奈良県で被害が発生している(大

河内，私信)。スギザイノタマパエは成虫が年2回発生

する。老熟幼虫で越冬する世代は越冬世代と呼ばれ、 5

~6 月頃に羽化し、次世代は夏世代と呼ばれ、 8~9 月

に羽化する(大河内， 2002)。夏世代の一部は 8~9 月

に羽化せずにそのまま越冬する(大河内， 2002)。分布

は年に約 2km拡大することが知られ、成虫の分散距離

はこの程度である考えられるが(大河内， 1986)、九州

から中国地方への侵入のように長距離の移動は、皮付き

丸太の移動に伴って分布が拡大したことが疑われる(大

河内， 2002)。被害発生地ではスギが7~8年生になる

と、スギザイノタマパエの幼虫の寄生がみられるように

なるが、それ以前は樹皮が薄いために加害できないと推

測されている(讃井・吉田， 2006)。加害は樹皮の摩い

地際付近から始まり、スギの成長につれて樹幹上部でも

加害するようになる(讃井・吉田， 2006)。幼虫の寄生

が多いスギ個体は、外樹皮が破壊されて幼虫の生息に好

適になり、さらに加害されやすくなる(大河内， 2002)0 

被害の発生しやすい環境として、九州における多地点の

謂査結果から、霧のかかるような高標高地で幼虫密度が

高いことが支持され(大河内， 1988;大長光ら， 1989)、

低地でも谷地形には多いこと(大河内， 1988)、スギの

外務長が乾燥すると本種の羽化率が下がること(鴎

部， 1995)から、湿度の高い林分で被害が多いと考えら

れる O

スギザイノタマパエについては、暗くて湿度の高い林

分で幼虫密度が高いとされている(小田， 1957)ことか

ら、開伐によって林内環境を改善して虫密度を低下させ

られる可能性が指摘された(讃弁， 1988)。また、本種

の被害である材斑は、内樹皮がある程度厚ければ形成さ

れず(吉罰・讃井， 1979)、内樹皮摩は胸高直筏と正の

相潤がある(讃井ら， 1980)ので、開伐によって樹木の

成長を促進させて内樹皮厚の増加を関り、被害を減少さ

せることができると期待された(讃井， 1989) 0さらに、

被害林分内で激害木を除去することで、林分全体での虫

密度を低下させて被害量を減少させることができると期

待された。以上の三つの目標に沿って、間伐によるスギ

ザイノタマパエの被害防除効果を実証する試験が福閥、

熊本、大分、宮崎、鹿児島の各県で取り組まれた(スギ

ザイノタマパエ分科会， 2004)。

その結果、宮崎県の試験では伐採E干'I30%の間伐区で幼

虫数が減少し、この効果が3年間維持された。しかし、

他の4県の試験では、開伐区、対照区とも虫密度が減少

して、間伐の効果がはっきりしなかった。開伐による内

樹皮厚の増加については、福冊、熊本、大分、宮崎の各

県の試験では間伐前に比べて間伐後に内樹成厚が増加し

たが、鹿児島県の試験では胸高直径と内樹皮厚の相関が

きわめて低く、間伐による効果が検証できなかった。ま

た、間伐による胸高直径の成長量の増加は、 4年程度持

続していた。間伐による激害木除去については、いずれ

の県の試験においても虫密度が低いことによって材斑の

形成がきわめて少なく、間伐の効巣を検証するのには不

十分であった(スギザイノタマパエ分科会， 2004による)。

これらの結果から、間伐によって残存木の杷大成長が

促進されると、材斑が生じにくくなり、被害が減少する

と考えられる(大河内， 2002)。また、間伐によって虫

密度が低下する場合があるが、本種の個体数の変動要因

に未解明の点が多いため、十分な説明はされていない(ス

ギザイノタマパエ分科会， 2004)。

2.4 ニホンキパチ

ニホンキパチはおもにスギ・ヒノキを寄主とする(金

光， 1978)。基本的に年 I世代であるが、羽化・脱出ま

でに 2年かかる個体もいる(金光， 1978) 0 成虫は 7~

9月頃に発生し(金光， 1978;福田， 1997)、雌は産卵

時に共生菌であるAmylostereumlaevigatumを材内に注

入する (Tabata& Abe， 1997) 0幼虫はこの菌に感染

した材を摂食する(橋田， 1997) 0ニホンキパチ成虫の

標識再捕獲試験から、雄成虫はほとんど移動・分散せず、
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一方、雌成虫は林内を100m以上分散することが知られ

ている (Satoet al.， 2000)。ニホンキパチは間伐遅れ等

によって生じる被圧木や、間伐後に林内に放置された伐

倒木などを繁殖資源として増加することが知られていて

(佐野. 1992;福田. 1997;福田・前藤. 2001)、被庄

木や立枯木の発生した林分や開伐木を林内に放置した林

分で被害が多いと考えられる(宮田. 2002)。また、間

伐木を放軍した場合、関伐時期によって成虫発生量が異

なること、間伐木を玉切りすることで成虫発生最が増加

する場合があることなどが報告されている(稲田・井

上. 2002;稲田. 2003;細田ら. 2005;佐藤ら. 2006)。

ニホンキパチの成虫発生密度には、材の合水率がlEの効

果を及ぼすことが明らかになっている(佐藤ら. 2004)0 

ニホンキパチによる被害はII齢級(林齢 6~10年生)か

ら発生しはじめ、 III-V齢級 (11~25年生)に多い傾向

が見られるが、これは除問伐の実施や被圧木の発生に対

応していると考えられる(宮田. 1999)0 

これまでにニホンキパチを含むキパチ類を対象として

間伐の効果を検討した報告は 7件あり、 14事例が報告さ

れていた。これらの報告のいずれも、キパチ類成虫を誘

引トラップで捕獲し、その捕獲数によって間伐の効果を

検討したものであった。また、捕獲されたキパチ類の種

はニホンキパチがもっとも多く、ほかにヒゲジロキパチ

ιantennatus、オナガキパチXerissρectrumが捕獲さ

れた事例があった。

上記の14事例のうち、間伐林分とこれに近接する無間

伐林分とを比較した事例が7例あった。間伐林分での間

伐木の搬出の有無について暁記されたのは 2例であり、

いずれも間伐木が搬出されず、林内に放置されていた。

この 2例のうち、 1例では間伐の有無によってキパチ類

の捕獲数に有意差がなく(福田・伊藤. 1998)、もう 1

倒で、は間伐林分で、捕獲数が多かった(今. 2001)。樹種

は前者がヒノキで、後者がスギであった。残りの 5例は

間伐木の搬出の有無が明記されていないが、いずれも間

伐林分と無関伐林分とでキパチ類の捕獲数に有意な差は

みられなかった(長岐ら. 2003のデータによる)。この

5例はいずれも樹種がスギであった。 5例のうち 1例で

は、間伐林分・無潤伐林分ともに隣接して伐採放置木が

あったとされていて、加の2倒では無関伐林分では被}玉

木・枯死木が多く、キパチの繁殖源となっていたという

推察がされた(長岐ら. 2003)。

一方、間伐を実施した林分において、間伐の前後で経

年的にキパチ類の捕獲数を比較した事例が7例あった。

間伐木の搬出の有無について明記されたのは5例であ

り、いずれも間伐木が搬出されず、林内に放置されてい

た。この 5例のうち、間伐後にキパチ類の捕獲数が増加

した事例が4例であり、残りの l例では捕獲数に明瞭な

変化がみられなかった(佐野. 1992;吉陪. 1999;杉本

ら. 2003のデータによる)。樹種は前者4例のうち、ヒ

ノキが2倒、スギが 1例、明記されていない事例が 1例

I Bulletin of FFPRL Vol.6. Noふ2007

であり、後者 l倒の樹種はヒノキであった。間伐木の搬

出の有無が不明の 2例!については、いずれも関伐後にキ

パチ類の捕獲数が増加した(加藤・竹本. 2002のデータ

による)。この 2例は樹種が明記されていなかった。

なお、宮田 (2003)は高知県内の間伐後の経過年数の

異なる23林分(無関伐3林分を含む)においてニホンキ

パチ成虫を誘引トラップで捕獲し、その捕獲数と間伐後

の経過年数の関係を検討した。調査地のうち、無関伐林

分は過去の間伐歴がない林分で、それ以外はいずれも間

伐木が林分内に放置されていた。捕獲調査の結果、間伐

後 1年目には多くの成虫が捕獲され、経過年数が増すに

つれ、急、激に捕獲数が減少したが、間伐未実施の林分に

おいても被圧衰弱木からの発生もしくは崩辺林分からの

侵入によると思われる成虫が捕獲されていた(宮

田， 2003)。この23林分を無関伐 (3林分)、間伐後 1年

(8林分)、間伐後2年 (3林分)、開伐後3年以上 (9

林分)に区分して成虫捕獲数を比較すると、この4区分

間で有意に異なり、多重比較では間伐後 1年は間伐後3

年以上に対して有意に捕獲数が多かった (Fig.2.宮

田. 2003のデータによる)。

以上の結果から、開伐後に間伐木を林内に放置した場

合は、開伐 1年後にキパチ類の成虫発生数が増加する場

合が多いと考えられる。ただし、無関伐林分においても

被圧木がキパチ類の誘引源や発生源となると推謝される

ので、無関伐で放置するのは避けるべきであると考えら

れる。

2.5 ヒノキカワモグ 1)ガ

ヒノキカワモグリガは幼虫がスギ・ヒノキ等の内樹皮

と辺材表面部を食害して、黒褐色に変色した食害痕を作

るともに、食害部の巻き込みによる摘が樹幹表面に形成

される(山崎・倉永， 1988)。本語は本州、四国、九ナ1'1

と周辺の島艇に分布する(山崎・倉永. 1988;佐

藤. 2002)。北海道の札幌市などでも確認されているが、

自然分布か疑わしい(前藤・山崎. 1987;佐藤. 2002) 0 

ヒノキカワモグリガは年 l 化であり、成虫が6~7 月頃

に発生する(山崎・倉永. 1988)。雌はスギ・ヒノキの

緑枝部に産卵し、 1齢幼虫は針葉内に穿入して内部を摂

食するが、 2齢幼虫は針葉から一旦外に出て、枝の樹皮

下に穿入して、内樹皮と形成層を摂食する。幼虫は加害

部位の移動を繰り返し、 3齢期以後はおもに枝から主幹

部へ移動して、内樹皮を加害する(山崎・倉永、 1988; 

加藤. 2006)。越冬後も主幹部の内樹皮を加害し、 5月

頃に粧茂の際問で踊化する(山崎・倉永. 1988)。成虫

の標識蒋捕獲試験では、林内を50mは移動することが知

られている(宮島ら， 1993)。本種による被害は 4~5

年生の幼齢木でもみられる(山崎・倉永. 1988)一方、

100年生以上の造林木でも被害が発生することが知られ

(山根ら. 1989)、本種の生息地では齢級にかかわらず

被害が発生すると考えられる。九州における多地点の被
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害分布調査では、海岸から高標高地まで被害が認められ

たが、スギ・ヒノキがあまり造林されていなかった地域

で崩辺に被害木が見られない林分などでは、被害が認め

られなかった(山崎・倉永， 1988)。また、神社などに

ある孤立した古木が近隣の造林地の被害発生源になって

いると推測される事例も多い(山崎・倉永， 1988)。

ヒノキカワモグリガを対象として時伐の効果を検討し

た報告は 3件あり、 7事例が報告されていた。これらの

報告のいずれも、ヒノキカワモグリガの被害木を割材し

て材内の食害痕数を食害発生年別に集計し、その年次変

化によって間伐の効果を検討したものであった。

この 7例!のうち、間伐区と無関伐の対照置について比

較した事例は 2例であった。 217Uのうち 1例では間伐後

2年目までに食害痕数に有意な差が見られず(福島

ら， 1987)、もう 1例では間伐区で時伐後に被害が増加

していた(佐藤， 1993) 0 残りの5例では、同一調査木

における間伐の前後での食害痕数を比べたものであり、

間伐後に食害痕数が増加したのが4例、減少したのが1

例であった(林野庁， 1997)。樹種はこれらの 7例のい

ずれもスギであり、品種内の個体聞の変異が小さいとさ

れる挿しスギ系の品種(宮島， 1989)であった。

これらの結果から、間伐後にヒノキカワモグリガによ

る被害が増加する場合があると考えられる。黒木ら

(1995)は、スギ林において林縁木、半径2m以内の隣

接木の本数の少ない樹木個体、および樹冠径の小さい樹

木個体でヒノキカワモグリガの被害が多いことを明らか

にし、この結果から、間伐を行うと林道部に空間が聞く

ため、成虫の産卵を受けやすくなり、被害防除が期待で

きないと推測している。黒木ら(1995)の推測は、間伐

後に林冠が再閉鎖する前に、残存木の路樹冠表面嶺が大

きくなることによって産卵数が多くなるというものであ

る。一方、間伐を行うことによって残存木の樹冠の発達

が促進される(藤森， 2003)ので、間伐後、数年経過し
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て林冠が再開鎖しでも、残存木の樹読が発達したことで

陽樹冠表面積が間伐前よりも大きくなり、単木当たりの

ヒノキカワモグリガによる産卵数が開伐前よりも多く、

その結果として単木当たりの食害痕数が増加する可能性

もある。

一方、実生スギの林分の場合、樹木個体ごとにヒノキ

カワモグリガに対する感受性の程度が異なるので、開伐

時に感受性の高い激害木を優先して伐採すれば、林分全

体として本種の被害が減少させられる可能性について雷

及されている(山崎・倉永 1988)。しかし、これを実

証するような事例はこれまでに報告されていない。

2，6 材質劣化病害

材質劣化病害については、ほとんどの種類の病害で間

伐との関係が解明されていない。以下に示す病害につい

ては、間伐との関係が言及されているものの、間伐の効

果を実証しようとした報告例はない。

スギ暗色枝枯病では、後生芽が侵入門戸となりやすい

(讃井， 2002)。スギの後生芽の発生は、強震の間伐や

枝打ちによって促進される(竹内， 1998)。暗色枝枯病

の抑止のためには、後生芽を発生させないこと、および

発生した後生芽を早めに除去することが望ましいので、

強度な間伐や枝打ちを行わず、軽度の施業を繰り返し行

うことで、被害を軽減できるかもしれない(讃井， 2002) 0 

しかし、間伐によってスギ暗色枝枯病の被害の較減を試

みた事例はこれまでに報告されていない。

ヒノキ漏脂病は、雪害や凍害などの環境ストレスが誘

国となり、ヒノキカワモグリガの加害部や枝打ちに伴

う傷などから菌が侵入することもあるとされる(藤

森， 2003;鈴木， 2004)。ヒノキ漏脂病の被害の発生し

ている林分において間伐が行われた場合、被害木が伐採

されることが多いため、間伐後の被害率が低くなる(周

藤， 2002)。また、雪害や凍害が病気の誘因となるので、

2 years 3 years or more 

Years after thinning 

Fig.2.間伐後の経過年数とニホンキバチの捕獲数の関係 宮凶 (2003)のデータにより作成。縦線は標準備差。

The relationship between the year after thinning and the number of trapped Japanese horntails. From 
the data by Miyata (2003). The bars represent standard deviations. 
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弱度な間伐を数年おきに行って雪害や凍害を悶避するこ る枯死木の発生に関する研究(井口ら， 1993;井口

とで被害回避を図ることが提言されている(楠木， 1999) 0 ら， 1999)があげられ、エゾマツ人工林の関伐の際の参

しかし、間伐によってヒノキ漏脂病の被害率の低下を試 考になるものと思われる。これらの樹麓の人工林の間伐

みた事例はこれまで報告されていない。 施業と病虫害の関係についても、今後の研究が必要とな

3.今後の課題

スギ・ヒノキ人工林における間伐施業と材質劣化を生

じさせる偶別の病虫害との関係について検討した結果、

スギカミキリ、スギザイノタマパエでは、間伐によって

被害が回避もしくは低減される場合があった。一方、ス

ギノアカネトラカミキリ、ヒノキカワモグリガ、ニホン

キパチでは、間伐後に被害が増加した事例が報告されて

いて、このうち特にニホンキパチについては、間伐材の

放置によって虫密度が上昇し、成虫発生数や増加するこ

とが示された。

材質劣化病害については、間伐施業との関係がほとん

ど解明されていない。今後の研究が必要である O

近年、間伐避れへの対処法のーっとして、間伐率が50%

程度といった強度な間伐が実施されるようになってきて

いる(大内， 2001; i高知県開伐推進対策室， 2003;平

野， 2004)が、こうした強度間伐は林分内の環境を急激

に改変すると考えられる。また、強度の伐り捨て間伐を

実施した場合は、通常の伐り捨て間伐よりも林内の放置

間伐木が多いので、ニホンキパチや樹皮下穿孔性のキク

イムシ類のように伐採木を利用する昆虫にとって多くの

繁殖場所が提供されることになり、残存木における被害

の増大が危倶される。しかし、残存木の被害が林内に放

置された間伐木の量に応じて増減するかどうか、ニホン

キパチも含めて、明らかにされていない。無関伐で放置

された過密林分では被肢木が害虫の誘引源や発生源とな

りうるので、病虫害管理の上でも無潤伐のままで長期間

にわたって放置するのは避けるべきであると考えられ

る。可能であれば、間伐木を放置せずに利用することが

望ましい。

今後取り組むべき研究として、開伐強度、間伐時期と

各種の材質劣化病虫害の発生の危険性との関係を解明す

るために、実証的な試験の実施があげられる。さらに、

開伐の強度や時期だけでなく、列状朔伐のような通常と

は異なる間伐方法との間での被害発生の比較や、複数種

の病害虫が同所的に発生する場合の危険性の評価も必要

である。良質材の生産を念頭に置いた人工林の開伐を進

める上で、材質劣化被害を考慮した施業法が地域毎に求

められる O

なお、ここではスギ、ヒノキの材質劣化病虫害につい

て述べたが、カラマツLarixkaemρiferi、エゾマツPicea

jezoenszs、トドマツAbiessachaliensis、アカマツPinus

dens♂oraなどの人工林における間伐施業と材質劣化病

虫害との関係については、既往の研究例はほとんど見あ

たらない。関連した研究として、エゾマツ天然林の択伐

に伴うヤツバキクイムシ1抑止yρogra.ρhusjaponicus iこよ
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ろう。
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