ドローンを活用したカラマツヤツバキクイムシによる
被害状況の把握と対策について
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平成 27 年から十 勝東 部森林管理 署管内の 国有 林において 、カラマ ツヤ ツバキクイ ムシによ る森
林被害が確 認される よう になり、現 在も その 被害 が広がって います。
本年度は ドローン によ る管内全域 の被害調 査の 結果と、昨 年から継 続し ているフェ ロモント ラッ
プ調査の経 過から、 被害 状況と今後 の対策に つい て考察しま した。
１．研究に 取り組ん だ背 景と目的に ついて
（１）

カ ラマツヤ ツバ キクイムシ の生態に つい て

写真１は カラマツ ヤツ バキクイム シ（以下 、キ クイムシ） の成虫で す。 キクイムシ はカラマ ツ属
を好み、風 雪害によ り発 生した生倒 木や衰弱 木で 繁殖し、個 体数を増 やし ていきます 。個体数 が増
加すると生 立木まで 被害 を及ぼそう とし、集 中的 に被害を受 けてしま うと 生立木であ っても枯 死し
てしまう可 能性があ りま す。また飛 翔能力は 低い ものの、風 に乗って 移動 することも あります 。
（２）

研 究の背景 につ いて

図１の灰色の区域が十勝東部森林管理署管内の国有林
（128,000ha）を示して おり、その うち人工 林 は 28,000ha となって
います。濃 い灰色で 示し た区域が 6,500 ㏊のカラ マツ林であ り、人
工林面積の約 23％を 占 めています 。
平成 27 年頃から 、白 色化し 立ち枯 れする カラ マツが 一部の 地域
で目立 つよう になり 、平 成 28 年に十勝 北部 合同 市町村 森林整 備計
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写真１：カ ラマツヤ ツバ

画実行管 理推 進チー ムの 会議にお いて 、陸別 町の 民有林を 中心 にキ
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クイムシ 被害 の発生 情報 が提供さ れま した。 国有 林の立木 販売 事業

（原図は森 林総合研 究所 ＨＰ
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を追加して 売り払っ たと ころ、後にキク イムシの 被害で
あったこと がわかり まし た。
署内で情報 共有した とこ ろ、キ クイムシ 被害が 疑 われ
るとの報告 が各地か ら寄 せられたた め、ドローン を使い
報告があっ た箇所の 調査 を行いまし た。調査の結 果から
キクイムシ被害が特にひどく確認された陸別町鹿山地
区を当面の 被害対策 とし て、平成 29 年度に立木 販売し
（平成 30 年 12 月に伐採 ）、経 過を観察 すること としま
した。
図１：十勝 東部森林 管理 署の森林

２．研究の 取り組み 内容 について
（１）

ド ローンを 活用 した被害調 査につい て

上空から 林分を撮 影で きるドロー ンを利用 し、 被害調査を 行いまし た。
平成 29 年度は 被害が発 覚した箇所 のみの調 査で したが、平成 30 年度は 当署管内の カラマツ 林全
域で被害の 有無を確 認す る調査とし ました。
人員と期間 に限りが あり 、また広範 囲な 調査 とな るため、林 道を中心 にし てドローン 撮影を行 う
事としまし た。カラマ ツ 林の近くに ある林道 を選 定し、その林 道上で２km ごとに撮影 ポイント を設
け、真下に向けて撮影を行いました。設定さ
れた撮影箇 所は全部 で 92 カ所に及ぶため 、当
署の若手職員と各森林事務所とで連携し調査
を実施しました。キクイムシ被害は近年多く
発生しているハバチ被害と見た目が類似する
ため、ハバチの被害が出る前の６月下旬から
７月上旬を目途として調査を行いました。撮
影高度限界の 150ｍから 推察される およそ 50

･･･被害木

ｍ四方の 0.25 ㏊の範囲（写真２ ）に被 害木が

･･･健全木

何本あるかを数え、その本数によって被害状
況を振り分 けること とし て整理しま した。

写真２：ド ローン写 真に よる被害木 調査

被害状況 の判断に つい ては、
参考に出来る調査例がないた
め署内で区 分を検討 し、被害本
数に基づき、５本以下（ 被害軽
微）、10 本以下（ 被害小 ）、20
本以下（ 被害中 ）、21 本以 上（被
害大）で区分 しました。各地区
毎に被害情報をグラフ化した
ものが図２ になりま す。図２は
被害区分に基づく割合を示し
ています 。調査箇 所によ り調査
本数が異な るとはい え、鳥取地
区のみ顕著な被害が見られま
した。なお、被害 が多か った鳥
取地区につ いては 、被害 林分を
調査し平成 30 年 12 月に立木販
売をしまし た。

図２：被害 区分ごと の割 合と地区別 分布

ドローン で上空か ら観 察すること で被害箇 所や 規模が見え やすく、 被害 を的確に把 握するこ とが
でき、その 後の対策 につ なげること ができた と思 います。

（２）

フ ェロモン トラ ップを用い たトラッ プ調 査

平成 29 年度から継続 しているト ラップ調 査結 果について 説明しま す。
調査個所 は足寄町 上足 寄地区（１ カ所）、陸別 町鹿山地区（２カ所 ）、陸別町斗満 地区（１ カ所 ）
の計４カ所 に設定し てト ラップを仕 掛け、5 月か ら 10 月までの 6 ヶ月間 、モニタリン グを行っ て い
ます。写真 ３は実際 に仕 掛けたトラ ップ設置 の様 子です。
一日当た りの捕獲 数を 比べたのが 図３で、 捕獲 数は平成 29 年度の 0.6 匹に比べ、 平成 30 年度は
1.7 匹と 約 2.8 倍に大幅 に増加して います。 今後 のキクイム シ生息数 の変 化に注意が 必要だ と 考え
ています。
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図 ３ ： ト ラ ッ プ 調査 に よ る １ 日 当 た り の

写真３：ト ラップ設 置の 様子

捕 獲 数 （ ４ ヶ 所 合計 ）

３．今後の 課題
キクイムシ による被 害を 防ぐために は現状、 被害 木を伐採し 林外へ運 び出 すより他な く、これ ま
でに立木販 売箇所 、素材 生産事業（請負 ）箇所合 わせて約 920 ㏊を伐採処 理してきま した。しかし 、
被害は収ま っていま せん 。点在した 被害地や 、民 有林などの 被害が今 もな お残ってい ます。被 害の
状況を継続 して把握 し早 急に対策を とる必要 があ ります。
また、早急な対 策が必 要なのは短 期間で材 質が 低下する点 にもあり ます 。平成 29 年度に被害 木 処
理で売り払 いした陸 別町 鹿山地区に おいて、 被害 が発覚し２ 年以上放 置し たもの（写 真４）と 、枯
れたばかり のもの（ 写真 ５）では材 質に大き く差 が出ること が確認で きま した。枯れ たばかり のも
のは幹の表 面の食害 だけ で済み、芯 までは腐 りま せん。対応 が遅れて しま うとキクイ ムシの被 害が
広がるだけ でなく、 被害 木の材質も 著しく低 下し てしまいパ ルプ材等 でし か使い道が なくなっ てし
まいます。 これでは 、せ っかくのカ ラマツ資 源が 無駄になっ てしまい ます 。
早期に伐採 すること で製 材や合板材 として利 用す ることがで きます。

写真４：２ 年以上放 置し た被害木

写真５：枯 れたばか りの 食害跡

残念なが ら、被害木整 理は追い付 いておら ず、今後さらに 対策を強 化し ていくこと としてい ます 。
また、平成 30 年度はキ クイムシの 発生との 因果 関係が疑わ れるハバ チの 被害カ所も かなり多 く
確認されて おり、今 後も 注意深く状 況を把握 しま す。
４．まとめ
調査にか かる人員 や期 間が限られ る中、ド ロー ンを活用し た ことで 、被 害箇所の状 況を迅速 かつ
広範囲に把 握する事 がで き、被害木 調査での 有用 性を実感し ました。 今後 もドローン の活用に より
被害箇所を 把握し、 早期 に伐採処理 できるよ う対 応していき ます。
ただ、被 害木を処 理す る上では 問 題点がい くつ かあります 。まず、 カラ マツ林は 6,500 ㏊もあり
その面積は 広大です 。被 害が蔓延し てしまう と、 これをすべ て短期間 のう ちに伐採処 理するの は非
常に困難で す。
また、キクイ ムシの被 害 を受けて
いても樹勢が回復するケースもあ
ります。先端部分が枯れている木
（図４）や、明らかに 樹 勢が落ちて
いる木（ 図５ ）であっ て も根元から
枯れていな ければ、樹 勢 が回復し正
常に戻るこ とがあり ます 。どこまで
伐採処理す べきかの 判断 は難しく、
判断材料が 必要とな りま す。

図４：先端 部分が枯 れて いる木

図５：樹勢 が落ちて いる 木

先端部分が枯れているかどうか
を撮影出来 るドロー ンの 活用により 、判別が 容易 に出来るこ とが分か りま した。
写真で確認 すると（ 写真 ６）や（写 真７）の よう になります 。真横か ら見 ると破線を 境に葉が 生
長しており 、真上か ら見 ると周囲に 葉が見え るの が確認でき ます。

写真６：真 横から撮 影

写真７：真 上から撮 影

このような 状態だと 、枯 れることな く回復す る事 があり、ド ローンを 活用 することで 有効な判 断
材料として 今後の被 害木 調査にも活 かすこと がで きます。

今後も、研 究機関と 協力 しキクイム シの発生 原因 の解明を進 めるのは もち ろんのこと 、このよ う
に被害の程 度を具体 的に 把握するこ とで、被 害対 策をスムー ズに進め る事 が出来ます 。
さらに、 被害に強 い山 作りの検討 も必要で す 。 カラマツ林 だけでま とま ると被害が 急速に拡 大し
てしまいま すが、図 ６の とおり小班 を単位に トド マツ林等を 組み合わ せる と、被害の 蔓延を防 ぐこ
とができる のでない かと 考えます。 また、図 ７も 同様に保護 樹帯の天 然林 等で囲むこ とで、キ クイ
ムシの発生 原因の一 つと 考えられる 風倒被害 にも 強い山作り につなが ると 考えていま す。

等

カラマツ林

図６：カラ マツ林の 中に トドマツ林 等を植
栽し、隣の カラマツ 林の 被害を防ぐ

図７：天然 林等の保 護樹 帯で囲みカ ラマツ
林の風倒被 害を防ぐ

今回は国 有林だけ の報 告となりま したが、 隣接 する民有林 の被害も 深刻 です。民有 林関係者 とも
情報共有し 、研究機 関と 連携する取 り組みを 継続 することと していま す。
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