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マイマイガの卵塊密度と林分の現存量が異なる条件において，食葉被害の程度を比較した。コナラやミズナラ

が混交する 4 箇所の林分に調査地を設定した。10×50m の区画を対象に，2013・2014 両年に産下された卵塊の密

度を求めた。翌年の 7 月に，30×50m の区画を対象に，樹冠の失葉率を判定した。林分の現存量は 2011 年時の胸

高断面積合計を指標とした。各林分・調査年の卵塊密度は 20～6,500 個/ha とばらつき，卵塊密度が高まると，被

害が顕在化する傾向が示された。疎開した林分では，卵塊密度が 2,200 個/ha のときに失葉率が 82％を示し，被害

の発生には林分の現存量が及ぼす影響も大きいことがうかがわれた。 
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Ⅰ はじめに 
マイマイガ（Lymantria dispar L.）の雌成虫は，国内

では 6～8 月に羽化し，樹木の幹や葉裏，人工構造物な

どに，数百個の卵が一塊となった卵塊を産み付ける（1, 
3）。翌春に孵化した幼虫は，風に乗って分散し（5），
100 種類に及ぶ様々な植物を摂食する（7）。 
マイマイガはときに大発生し，森林の樹木が広い範

囲にわたって失葉する被害をもたらす。富山県では

1952 年（8）と 1971 年（1）に幼虫が大発生した記録

がある。2013 年 7 月に，富山市旧大沢野町において，

建物の外壁に産み付けられた，多数の卵塊が発見され

た。2014 年 6〜7 月には，富山市旧八尾町や南砺市を

中心に，失葉した多数の樹木が観察され，大発生と見

なされた（9）。2015 年の同時期には，広域的な食葉被

害は認められず，大発生は 1 年で終息したと考えられ

る。 
米国では，面積当たりの卵塊数（卵塊密度）を防除

の指標としている（12）。国内での，大発生時における

卵塊密度は，北海道では 16,200～46,000 個/ha（4, 5），
富山県では 7,520 個/ha（1）に相当した事例が報告され

ている。その一方で，食葉被害の程度を表した知見（6）
には乏しく，被害林分の面積や被害木の種類は示され

ているものの，林分の現存量やその樹種構成は記載さ

れていない。したがって，卵塊密度と被害の程度との

関係は，十分に解明されていないと言える。 
本研究では，食葉被害による樹冠葉量の減少を定量

的に評価し，卵塊密度と，胸高断面積を指標とした現

存量を要因として，被害の発生に及ぼす影響を検討し

た。また，卵塊が産み付けられた樹種や，葉量の減少

が大きかった樹種を抽出し，その傾向についても考察

した。 
 
Ⅱ 方法 

富山県南砺市および立山町内の，同一流域に属し標

高が異なる，それぞれ 2 箇所の林分（図－1）において

調査を実施した。2 箇所のうち一方にはコナラが優占

し，もう一方にはコナラとミズナラが混交しており，

ともにカシノナガキクイムシによる枯損被害が沈静化

した状態であった。 
各調査地に 30×50m の区画を設定した。2011 年 10・

11 月に，区画内の胸高直径 5cm 以上に達した全ての生

立木を対象に，樹種と胸高直径を記録した。なお，胸

高部位は，埋幹部から樹幹長 1.3m の位置とした。 
前述した区画の中央に 10×50m の小区画を設定し，

2013 年 10・11 月と 2014 年 11 月に，当年に産下され

た卵塊を調査した。地上から，肉眼または双眼鏡を用

いて，幹や枝葉に付着している全ての卵塊を数えた。

このとき，卵塊の表面に泡沫状の穴が空いているもの，

卵塊を軽く押して沈み込むものは，孵化を終えた古い
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図－1．2014年の食葉被害の発生地域と調査地の位
置および標高 

市町村界を濃い実線，合併前の旧市町村界を薄い実線で

示し，被害の発生地域を着色して表す。 
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卵塊と見なして除外した。なお，手の届かない高さに

あった一部の卵塊については，前者のみの判定によっ

た。前述の，2011 年時に胸高直径 5cm 以上に達してい

た生立木に，卵塊が産み付けられていた場合には，樹

種も合わせて記録した。 
30×50m の区画を 10×10m に分けて，2014 年 7 月

と 2015 年 7 月に，樹冠の透き具合（失葉率）を調査し

た。それぞれの区画内から立ち上がっている生立木の

樹冠全体を対象に，地上高 1.5m の位置から，肉眼ま

たは双眼鏡を用いて，摂食によって消失した面積の割

合を 10％単位で判定した。さらに，区画ごとの優勢木

を抽出し，単木当たりの失葉率を同様の方法で判定し

た。 
林分の胸高断面積は，2011 年に測定した胸高直径の

値から，2014・2015 両年の 7 月に生存していたものの

合計を求めて，面積当たりに換算した。 
 
Ⅲ 結果 

1．卵塊密度と産卵場所 

各調査地および調査年における卵塊密度を図－2 に

示す。卵塊密度は 20〜6,500 個/ha とばらつきが大きか

った。南砺市の両調査地において，2013 年に産下され

た卵塊の密度は，立山町の両調査地に比べて高い値を

示した。また，卵塊密度が著しく低かった立山町（標

高 620m）以外の調査地では，2014 年に産下された卵

塊の密度は，2013 年に比べて減少した。 
各調査地において，区画内の全ての卵塊は，生立木

の幹に産み付けられていた。南砺市（320m）と立山町

（270m）の調査地には，常緑のソヨゴが生立していた

が，葉裏から卵塊は見つからなかった。なお，南砺市

（320m）の区画の周辺には，クマイザサの葉裏に産み

付けられたものが発見された。 
南砺市の両調査地において 2013 年に調査した，生

立木のうち卵塊が産み付けられた本数の，樹種別の割

合を表－1 に示す。南砺市（320m）の調査地では，樹

皮が平滑なマルバマンサクやリョウブに，卵塊がしば

しば産み付けられていたが，樹皮が裂けて凹凸のある

コナラからは見つからなかった。南砺市（560m）の調
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率 

30×50mの区画内における10×10mごとの区画の平均値。
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図－2．各調査地および調査年における卵塊密度 
10×50mの区画内における卵塊数から求めた値。 

本数 樹冠の失葉率

（本） (％)

ミズナラ 4 30

ホオノキ 4 30

コナラ 54 24

ナツツバキ 4 15

リョウブ 11 1

アズキナシ 10 100

ミズナラ 5 94

マルバマンサク 5 92

ウワミズザクラ 4 55

南砺市
（320m）

・
2014年

南砺市
（560m）

・
2014年

調査地
・

調査年
樹種

調査木

表－2．樹種別の失葉率 

30×50mの区画内から，優勢木を抽出。 

10×50mの区画において，2011年に胸高直径5cm以上

に達していた立木のうち，2014・2015 両年に生存し

ていたものを抽出。 

（本） (％)

コナラ 17 0.0

マルバマンサク 17 64.7

リョウブ 17 70.6

マルバマンサク 31 22.6

リョウブ 7 42.9

ウワミズザクラ 6 0.0

ヤマボウシ 12 25.0

タムシバ 7 0.0

調査地
・

調査年

調査木

南砺市
（320m）

・
2013年

南砺市
（560m）

・
2013年

卵塊が産み
付けられた
本数の割合

本数樹種

表－1．卵塊が産み付けられた本数の樹種別の割合
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査地では，マルバマンサクやリョウブ，ヤマボウシに

見つかることが多かった。 
2．樹冠の失葉率 
各調査地および調査年における，区画の平均失葉率

を図－3 に示す。南砺市（560m）の調査地では，2014
年に，流行病に罹患して死亡したと見られるマイマイ

ガの幼虫が，幹の表面にしばしば観察されたが，その

他の食葉性害虫が大発生した様子は認められなかった。

同調査地の 2014 年における失葉率は 82％と最も高か

く，南砺市（320m）の 2014 年における失葉率がこれ

に次いで 23％を示した。その他の調査地・調査年にお

いては，失葉率はほぼ 0％であり，食葉被害は明瞭で

なかった。 
南砺市の両調査地において 2014 年に調査した，樹

種別の失葉率を表－2 に示す。高木性のコナラやミズ

ナラ，ホオノキに加え，マルバマンサクやアズキナシ

の失葉率は，相対的に高い値を示した。逆に，ナツツ

バキやリョウブの失葉率は低かった。 

3．林分の現存量 
各調査地における，区画の胸高断面積合計を表－3

に示す。南砺市（320m）と立山町（270m）の値は，

それぞれ 36.0 m2/ha と 25.8m2/ha を示し，うちコナラ

がほぼ 8 割を占めていた。南砺市（560m）と立山町

（620m）の値はこれらの半分に満たず，南砺市（560m）

では，コナラやミズナラ，ホオノキなどの，大高木の

樹種が占める割合も小さかった。 
 
Ⅳ 考察 
本研究の結果から，林分の卵塊密度が高ければ食葉

被害が発生し，低ければ発生しない傾向がうかがわれ

た。また，南砺市の両調査地において，失葉した立木

が 2014 年には観察され，2015 年には見られなくなっ

表－3．各調査地における生活型および樹種別の胸高断面積合計 

30×50m の区画において，2011 年に胸高直径 5cm 以上に達していた立木のうち，

2014・2015両年に生存していたものを抽出。 

調査地

南砺市
（320m）

南砺市
（560m）

立山町
（270m）

立山町
（620m）

胸高断面積合計（m
2
/ha）

コナラ 28.53 0.78 20.47 0.78

ホオノキ 0.45 1.52 0.28 3.89

ミズナラ 1.34 2.73 0.53

クリ 3.71

ウワミズザクラ 0.67 0.03 0.79

アカマツ 0.93 0.55

アオハダ 0.34 0.90

コハウチワカエデ 0.16 0.07 0.77

カスミザクラ 0.44 0.48

ナツツバキ 0.52 0.05

その他 0.00 0.08 0.03 0.34

32.72 5.79 22.80 10.86

マルバマンサク 0.62 2.61 0.40

リョウブ 1.53 0.74 0.39 0.08

アズキナシ 1.38 0.25

コシアブラ 0.19 0.23 1.17 0.01

ヤマボウシ 0.14 0.68 0.17 0.02

ヤマモミジ 0.06 0.46 0.31

ソヨゴ 0.04 0.78

タムシバ 0.25 0.37

ウリハダカエデ 0.15 0.03 0.19 0.18

マルバアオダモ 0.17 0.30 0.04

その他 0.12 0.26 0.15 0.07

3.27 7.07 2.89 1.31

0.00 0.01 0.09 0.00

35.99 12.87 25.77 12.17

生活型および樹種

大高木

小高木

低木

小計

小計

小計

合計
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たことや，立山町の両調査地において，両年を通じて

被害が見られなかったことは，周辺の林分に発生した

食葉被害の状況と一致した。 
林分の葉の現存量は，林分が疎開した状態では，樹

木の成長とともに増加し，林分が閉鎖すると，樹種ご

とにほぼ一定の値を取ることが知られている（11）。南
砺市と立山町のそれぞれで，標高が低い調査地と高い

調査地を比較すると，前者はコナラが上層を占めて林

冠が閉鎖した状態であり，後者は主にミズナラがカシ

ノナガキクイムシの被害を受けて枯れたため，疎開し

た状態であった。このことから，両者の間には，林分

の現存量を反映して，葉の現存量にも明瞭な差があっ

たと考えられた。 
南砺市（320m）の調査地における，2013 年の卵塊

密度6,500個/haは，県内での1971年の調査による7,520
個/ha（1）に近かったものの，失葉率は 23％とあまり

高くなかった。南砺市（560m）の調査地をこれと比較

すると，2013 年の卵塊密度 2,200 個/ha に対して失葉率

が 82％と高かった。その理由として，南砺市（560m）

の胸高断面積合計が南砺市（320m）の 3 分の 1 程度に

とどまり，幼虫の餌となる葉の現存量が少なかったた

め，少数の幼虫でも食葉被害が目立って増加したと考

えられた。このことから，卵塊密度が 10,000 個/ha を

超える既往の事例に比べて，密度がかなり低いときに

も，林分の現存量が少なければ，食葉被害が顕在化す

ることが示された。 
樹皮が平滑な樹種は，卵塊が産み付けられやすいこ

とが指摘されている（1）が，表－1 に示したコナラ，

マルバマンサクやリョウブの，卵塊が産み付けられた

本数の割合は，この知見と一致した。 
コナラやミズナラ，ホオノキは食葉被害を受けやす

いこと（6, 7）や，飼育下において，コナラやミズナラ，

マルバマンサクは幼虫の成長に適しており，ナツツバ

キは不適であること（10）が報告されているが，表－2
に示した樹種別の失葉率はこれらの結果と一致してい

る。また，卵塊が産み付けられやすかったリョウブの

失葉率は非常に低く，孵化した１齢幼虫が産卵場所か

ら分散して，成長に適した樹種へと移動する習性を表

していると言える。なお，草本の食葉被害については，

調査の対象から除外したため不明であるが，全ての調

査地では木本が繁茂していること，立山町（620m）の

調査地では，林床に広くササの群落が見られるものの，

摂食の痕跡は観察されなかったことから，樹冠の失葉

率は，林分の食葉被害を反映していると考えられた。 
米国では，マイマイガによる食葉被害の程度を予測

するために，卵塊密度に加え，林分の現存量や樹種構

成を指標としたモデルが構築されている（2）。本研究

の結果からも，林分の現存量や，構成樹種に対する幼

虫の嗜好性が，被害が顕在化する条件として重要であ

ることが示唆された。 
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