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Ⅰ．はじめに
１．ナラ枯れとは
ナラ枯れ（ブナ科樹木萎凋病）は、カシノナガキクイムシ（以下、カシナガという）が
媒介し、ナラ菌 Raffaelea quercivora と呼ばれる菌類によって引き起こされる樹木の伝
染病である。被害を受ける樹種は、ブナ属を除くブナ科樹木であるが、特にコナラやミズ
ナラの大径木は被害を受けやすいとされる。
カシナガは集合フェロモンを放出することで他の成虫を呼び寄せ、被害木を集中加害
（マスアタック）する。その際排出される木くずはフラスと呼ばれ、穿孔痕の周りや根元
に堆積する。カシナガによって持ち込まれたナラ菌は坑道内で増殖し、被害木の通水機能
を奪う。カシナガの穿孔を受けた被害木のなかには枯死に至るものもあれば、部分的な枝
枯れを起こしたのちに復活するものもある。
２．公園でのナラ枯れ被害状況
東京都公園協会（以下、公園協会という）では、都立公園ではじめてナラ枯れの被害を
確認した 2019 年以降、毎年おおむね 10 月に指定管理を行う都立公園 60 か所でナラ枯れ
調査を行ってきた。三年間で被害総数（枯死木の本数、フラス・枝枯れありの本数、フラ
スあり・枝枯れなしの本数の合計）は右肩上がりに増加し、2021 年度の調査では 4000 本
を超えた。新たに被害を確認する公園等の箇所数も増えていることから、ナラ枯れ被害は
今後も続くとみられる。
３．ナラ枯れと皆伐更新
ナラ枯れは古くから日本国内で確認されてきたが、今日になって被害を拡大させている
背景のひとつには、雑木林等の樹木の大径木化がある。そもそも、雑木林には皆伐更新と
いう管理手法があり、この方法では一定の年数で樹木を伐採し燃料等に利用するため、カ
シナガが好む大径木が生まれない。皆伐更新は、ナラ枯れの根本的な対策としてもっとも
効果的であるといわれている。

図１．カシノナガキクイムシ雄成虫（体長 5mm）
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図 2．ナラ枯れした樹林

しかし、皆伐更新によってナラ枯れがどの程度抑制されるかを検証した事例は乏しい。
本調査は皆伐更新を 30 年間行ってきた桜ヶ丘公園こならの丘におけるナラ枯れ被害を調
べることで、皆伐更新のナラ枯れ抑止効果を検証することを目的とした。
Ⅱ．調査地と調査方法
１．調査地の概要と目的
都立桜ヶ丘公園（東京都多摩市連光寺三丁目、五丁目）は多摩丘陵自然公園に位置し、
開園面積の広範囲を造成前から残る雑木林（コナラ-クヌギを主体とする二次林）が占め
ている。桜ヶ丘公園はおよそ 60 年前に都市計画決定され、昭和 59 年に開園した。開園か
ら 7 年後の平成 3 年にはボランティア団体『桜ヶ丘公園雑木林ボランティア』が結成さ
れ、現在に至るまで園内にある雑木林『こならの丘』で小面積皆伐を行ってきた（図 3）
。
小面積皆伐は、一定の区画を決めて定期的に区画内のすべての樹木を伐採し、切り株か
ら新たな樹林を再生させる皆伐更新のひとつである。今回調査を行った『こならの丘』に
おいても 15 個の区画が設定され、現在 14 年周期の小面積皆伐が行われている。こならの
丘には『皆伐エリア』と皆伐を行わない『緩衝帯』があり、この対照的な特徴をもつ 2 つ
のエリアを対象にナラ枯れ被害調査を実施した（図 4）
。
２．調査地①皆伐エリア
皆伐エリアはおよそ 0.4ha の面積があり、14 年周期で皆伐更新を行っている。皆伐後
は、下草刈りやひこばえの間引き（もやわけ）を行い、生育の悪い場所には 1a 当たり 10
本の密度になるよう実生苗を補植している。実生苗には、こならの丘で拾ったどんぐり
（コナラやクヌギ）を地元の小学生等が育てたものを利用している。
３．調査地②緩衝帯
緩衝帯はおよそ 0.6ha の面積があり皆伐更新は行わず、3 分割した区画を 1 年おきに下
草刈りしている。雑木林管理の天敵といわれるアズマネザサが外周部の雑木林から皆伐エ
リアに侵入するのを防ぐために設けられたエリアで、皆伐エリアを幅 10～20ｍ内外で囲ん
でいる。最後に皆伐したのは都市計画決定されたおよそ 60 年前といわれている。

図 3．調査地こならの丘の位置図

図 4．調査地①②の概形
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４．調査方法
皆伐エリアおよび緩衝帯にあるブナ科樹木を対象に、樹種、幹周、被害状況［枝枯な
し・枝枯あり・枯死］
、カシナガの穿孔数［なし・少ない（1～5）
・普通（6～50）
・多い
（51 以上）
］を調査した。調査は樹木医を含む公園協会職員 5 名と雑木林ボランティア 2
名が担当し、8 月 24 日（晴天）に実施した。
調査時には、GPS ロガー（ETREX22X、GARMIN）を使用して対象樹木の GPS データを取得
し、フリーソフト QGIS で図面化した。
Ⅲ．結果と考察
１．幹周の構成
調査対象木は、皆伐エリアで 341 本、緩衝帯で 174 本の計 515 本だった。エリアに分け
て幹周の構成を調べてみると、皆伐エリアは幹周 50 ㎝未満の若い個体が多く（312 本、
91％）
、反対に緩衝帯では幹周 50 ㎝以上の個体が多かった（171 本、98％）
。さらに緩衝帯
では幹周 100 ㎝以上の大径木も多くみられた（104 本、59％）
（図 5）
。
２．樹種の構成
樹種を調べたところ、
『こならの丘』という名称の通りコナラが最も多く（439 本）
、次
いでクヌギ（74 本）
、クリ（2 本）となった。
エリアに分けてコナラ・クヌギ比を調べると、皆伐エリアで 7：1、緩衝帯で 4：1 とな
った。緩衝帯は造成前の樹種構成に近いと考えられるが、クヌギよりコナラの方が明らか
に多いことがわかった。
３．カシナガ穿孔なし個体の割合
エリアに分けてカシナガによる穿孔を受けていない穿孔［なし］個体の割合を調べてみ
ると皆伐エリアが 94％（323 本）
、緩衝帯で 16％（29 本）だった。どちらのエリアでもま
とまった個体数がある幹周 50 ㎝以上 100 ㎝未満では皆伐エリアで 75％（22 本）
、緩衝帯
で 17％（12 本）であり、カシナガ穿孔［なし］個体の割合は、皆伐エリアの方が緩衝帯
よりも 4 倍以上多くなった（図 6）
。

図 5．エリア・幹周別の本数

図 6．カシナガ穿孔数・幹周別本数
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４．枝枯なし個体の割合
エリアに分けて［枝枯なし］個体の割合を調べてみると、皆伐エリアで 99％、緩衝帯で
73％だった。３と同様に幹周 50 ㎝以上 100 ㎝未満の個体に絞ると皆伐エリアで 100％、緩
衝帯で 77％となり、皆伐エリアの方が緩衝帯よりも枝枯のない個体の割合が高くなった。
（図 7）
５．幹周とカシナガ穿孔数［多い］の関係
緩衝帯では穿孔［多い］に分類された個体が 76 本あり、皆伐エリアでは 0 本だった。
緩衝帯における穿孔［多い］個体は幹周 50 ㎝以上 100 ㎝未満で 22 本、幹周 100 ㎝以上
150 ㎝未満で 41 本、幹周 150 ㎝以上で 13 本であり、それぞれの合計に対して 32％、
51％、57％となった。このことから緩衝帯では、幹周が大きくなるほど穿孔数［多い］個
体の割合が増加する傾向がみられた（図 8）
。
６．枯死率
枯死率は、皆伐エリアで 0.5％、緩衝帯では 18％となった（図 9）
。また皆伐エリアで枯
死した 2 個体についてはカシナガの穿孔は確認できず、枯死の原因はナラ枯れと断定でき
ない。
また、枯死率を樹種別に比較すると、クヌギの枯死個体は 0 本で、枯死していたのはす
べてコナラだった（32 本）。そもそも被害の多かった緩衝帯では、カシナガの穿孔を受け
た個体はコナラで 132 本（94％）
、これに対しクヌギでは 13 本（37％）であり、樹種別に
明らかな差が見られた（図 10）
。

図 7．エリア・幹周別被害別本数

図 8．幹周別穿孔［多い］率（緩衝帯）

図 9．幹周別枯死率

図 10．コナラとクヌギの穿孔数の違い（緩衝帯）
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７．被害樹木の位置関係
緩衝帯においてクヌギは 35 本あり、そのうち最も多い 22 本が穿孔［なし］だったが、
次いで穿孔［多い］が 6 本あった。穿孔［多い］クヌギはいずれの個体もコナラの穿孔
［多い］が集中するエリアにあった（図 11）
。また、緩衝帯のクヌギは 2 本以外すべて健
全で、2 本は枝枯れの症状を呈していた。この 2 本のクヌギはいずれも枯死したコナラの
大径木（150 ㎝以上）のそばにあった（図 12）
。※図は参考まで、GPS による誤差あり。

図 11．穿孔数・幹周別

位置図

図 12．被害状況・幹周別

位置図

８．まとめ
（１）調査地について
皆伐エリアは幹周 50 ㎝未満が 9 割、緩衝帯は幹周 50 ㎝以上が 9 割を占める環境であっ
た。コナラ・クヌギ比は皆伐エリアで 7：1、緩衝帯で 4：1 であった。
（２）カシノナガキクイムシについて
穿孔を受けた個体の割合は、皆伐エリアで 5％、緩衝帯で 83％だった。同じ幹周でも緩
衝帯は、皆伐エリアよりも穿孔を受けた個体の割合が高くなった。
樹種別ではコナラの方がクヌギよりも穿孔を受けた個体の割合が 2 倍弱高くなった。ク
ヌギで穿孔［多い］個体はわずか 6 本だったが、それらはコナラの穿孔［多い］が集中
したエリアにあり、枝枯れを呈したクヌギはコナラの枯死した大径木のそばにあった。
ナラ枯れの原因とされるカシナガによる集中加害（マスアタック）を穿孔［多い］に該
当する『穿孔箇所 51 個以上』と仮定すると、皆伐エリアではマスアタックを受けた個体
はなく、逆に緩衝帯では 4 割強がマスアタックを受けていたといえる。さらに、幹回が
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大きくなるほどマスアタックされる個体の割合は高くなる傾向がみられた。
（３）ナラ枯れについて
枯死率は皆伐エリアで 0.5％（ナラ枯れによるかは不明）
、緩衝帯で 18％であり、緩衝
帯では幹周が大きくなるほど枯死率が高くなった。樹種別では、コナラの枯死率 23％
で、クヌギは 0％だった。
以上より、こならの丘の皆伐エリアは幹周 50cm 未満の個体から成る若い樹林として維
持されているため、カシナガのマスアタックを受けにくく、ナラ枯れによる枯死個体が
発生しにくい状態であるといえる。この効果はカシナガが好むコナラの割合が高い状況
（皆伐エリア）にあっても、有効に発揮されている。よって、14 年周期の小面積皆伐は
ナラ枯れ被害の発生を抑制していると考えられる。
Ⅳ．おわりに
本調査は樹木医学会 26 回大会で発表し、学会誌に掲載した。学会誌では、紙面の都合
から割愛するデータがあったが、本報告ではほぼすべてを掲載した。この報告を介して雑
木林の管理が見直されその利活用が進むことで、ナラ枯れの被害が沈静化することを切に
願う。重ねて、日ごろからこならの丘の雑木林管理に従事し、本調査にも協力いただいた
桜ヶ丘公園雑木林ボランティアの皆様に感謝申し上げる。

図 13．調査の様子

図 14．調査の様子②
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