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沖縄型森林環境保全事業 

シイ・カシ類萎凋病(ナラ枯れ) 戦略的防除方針の検討（素案） 
 

1. 平成 28年度 結果 
沖縄のみどりに発生する主要な病害虫 診断・防除の現状（H29.3沖縄県）より 

 

「沖縄のみどりに発生する主要な病害虫 診断・防除の現状」（H29.3沖縄県）においてシイ・

カシ類萎凋病(ナラ枯れ)の防除は以下のように記載されている。 

 

５）防除 

①方針 

沖縄県における被害は報告されていないが、媒介者と病原菌がともに生息していることから、

被害の発生の可能性は常に存在する。また、沖縄の多くの森林で優先しているスダジイに関し

て、屋久島、奄美大島、さらに伊豆諸島（御蔵島、三宅島、八丈島）において、比較的大規模な

枯損被害が生じている（衣浦・後藤，2013）。したがって、今後沖縄で被害が発生しないとは言

い切れないため、通報体制の整備と、市民が被害を見のがさないよう、普及活動や注意喚起が必

要である。 

本病の外見上の大きな特徴は、赤褐色に変色した樹冠部と、樹幹の大量の穿孔とフラスであ

るため、こうした特徴を有する立木を発見したら、所管する林業事務所や森林資源研究センタ

ー等に通報し、加害生物を確認する。 

カシノナガキクイムシは比較的サイズの大きな樹木を攻撃しやすいため、スダジイの優占す

る森林の地理的分布と、その樹齢を知ることによって、被害の出やすい場所の分布図（ハザード

マップ）を作ることが有効である。やんばる地域の森林においては、シイ林の大径化が進んでお

り、どこでも被害が発生する可能性がある。また、やんばる地域のみならず、八重山地域にも高

齢なスダジイは多く分布しているので同様な危険性があることは注意しなければならない。 

沖縄県以外の被害に関しては、防除方針・手法・体制整備について各種のマニュアルが作られ

ているので詳しくはそれらを参照のこと（森林総合研究所関西支所，2012；森林総合研究所，

2011，2015；日本森林技術協会，2012，2015）。 

 

②方法 

本病と確認されたら、可能であればただちに駆除を行う。伐倒した被害木は可能な限り焼却

または燻蒸処理を行い、内部の病原菌と媒介者を殺す。被害木が発見された周囲を探索すると

共に当該地域を遠望し、他に被害木が無いかどうかを確かめる。その際航空機やドローンによ

る空中写真は初期被害の把握に極めて有用である。燻蒸にはNCS剤を用いる。表-1にカシノナ

ガキクイムシに対する農薬登録情報を示す。 

 

表-1 カシノナガキクイムシに対する農薬登録情報 

 
 

 

 

 

 

 

 

登録番号 農薬一般名 農薬商品名
6272 カーバム剤 ＮＣＳ
14341 ＭＥＰ油剤 パインサイドＳ油剤Ｄ
14342 ＭＥＰ油剤 ヤシマバークサイドＦ
14343 ＭＥＰ油剤 パインサイドＳ油剤Ｃ
14344 ＭＥＰ油剤 ヤシマバークサイドオイル
15042 ＭＥＰ乳剤 住化スミパイン乳剤
15043 ＭＥＰ乳剤 サンケイスミパイン乳剤
15044 ＭＥＰ乳剤 ヤシマスミパイン乳剤
17141 ＭＥＰ乳剤 井筒屋スミパイン乳剤
19249 カーバム剤 ヤシマＮＣＳ

注）2017年3月末時点で登録されている農薬の一覧を示す。使用にあたっては、登録が失効されていないことを確認すること。
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伐倒が困難な地域については、立木燻蒸やビニール巻きなどの手法もある。いずれの方法に

も一長一短があり、万能な方法があるわけではない。専門家と相談しながら、防除実績があ

り、かつその場に応じた最も効果的な方法を選択することが大事である（図-1）。詳しくは日本

森林技術協会（2012）を参照。カシノナガキクイムシの穿孔は樹幹下部ほど多いため、伐根も

忘れず処理する。すべての生物害と同様、本種も「初期消火」の重要性が極めて高いことは充

分に理解しておく必要がある。地形等の条件で被害地（被害木）に接近できない場合は、周辺

地域への拡大がないかどうか、経過を観察し、次年度以降も含めて記録することが将来同様な

事態が起きた時のために重要である。屋久島や伊豆諸島における、本病によるスダジイの枯損

被害では、遠望すると全木が枯れたように見える場合でも実際には部分枯れにすぎず翌年以降

樹勢が回復する個体も多い（衣浦・後藤，2013）。とはいえ沖縄でも同じ経過をたどるという

思い込みは禁物であり、被害発生時には可能な限りの駆除と経過記録が必要である。 

予防策（未被害木をカシノナガキクイムシの侵入から守る方法）として、ビニール被覆や殺

菌剤の注入などがある。殺菌剤にはナラ菌だけでなく、カシノナガキクイムシの餌菌も殺す能

力があるので、後者の繁殖も防止できる。殺菌剤はスダジイにも適用可能であるので、特定の

重要な樹木を守る場合などに使用できる。さらに、あらかじめ殺菌剤で処理した生立木（カシ

ノナガキクイムシが穿入しても繁殖できない）に、合成集合フェロモンと、その誘引効果を強

めるエタノールを用いて集中加害させることで、林内のカシノナガキクイムシ個体数を減らす

方法も開発されているが、被害の状況や施工方法等によって効果が異なるので、注意が必要で

ある。なお上で述べたように「日本海型」と「太平洋型」とは実質的に別種と考えられる程度

の違いがあり、前者の集合フェロモンは後者には全く誘引効果がない。したがって、発生した

カシノナガキクイムシがどちらのタイプかを知ることが防除の点からも重要である。表-2にナ

ラ菌に対する農薬登録情報を示す。上記表-1、表-2はいずれも2017年3月時点で登録されている農

薬の一覧を示す。 

表-2 ナラ菌に対する農薬登録情報 

 
 

③研究 

本病によるナラ類の集団枯損が日本海側を中心に顕在化し始めたのは1980年代以降である

が、2000年代に入ってそれがカシノナガキクイムシによって伝播される病原菌によるものであ

ることが突き止められ、病原菌Raffaelea quercivoraは2002年に新種として記載された（Kubono 

& Ito, 2002）。被害拡大が急激だったため、病原菌もしくは媒介昆虫が最近の侵入種であるとの

疑いももたれているが、これを積極的に支持する証拠はない。1990年代以降、カシノナガキク

イムシの繁殖生態や、遺伝構造、フェロモンなどの化学生態、菌・寄主樹木との相互関係、枯

死メカニズムについて多くの研究がなされている（黒田，2008）。防除技術については、枯死

木の処理法（燻蒸、薬剤注入、焼却、チップ化等）、健全木の予防法（ビニールシート等によ

る樹幹被覆、粘着剤の塗布、殺菌剤や寄生線虫の注入、ペットボトルトラップ捕獲等）、林分

の面的保全法（おとり木法、おとり丸太法）など多様な技術が研究・開発されてきた（日本森

林技術協会，2015）。また、被害の拡散速度等から、翌年の被害を予測する方法も開発されて

いるが（Kondoh et al., 2015）、この方法は過去の被害データがない沖縄県では使うことができな

い。一方、広葉樹の大径化・高齢化が被害拡大の誘因となっていると考えられることから、利

用促進による二次林の若返りが根本的な対策と思われる。 

沖縄県においては、被害が発生していないものの、沖縄島北部に生育するスダジイの樹齢

が、本病の発症適期（40年生以上）にあることから、何処で被害が発生してもおかしくない状

況であることがとも見なせる。 

本事業では、とくに被害発生リスクが高いと推測されるやんばる地域について、スダジイの

林齢分布を地図上に示したハザードマップを作製した（図-2）。これにより、被害の監視体制を

整え、被害が発生した場合の初期防除をあらかじめ考える場合にも役立つと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

登録番号 農薬一般名 農薬商品名
22373 トリホリン乳剤 ウッドキングＳＰ
23301 トリホリン乳剤 微量注入用ウッドキングＤＡＳＨ

注）2017年3月末時点で登録されている農薬の一覧を示す。使用にあたっては、登録が失効されていないことを確認すること。
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図-1 やんばるでの被害発生確認時の初期防除イメージ（被害地範囲が限定されている場合） 

 

 

 

1. 令和元年度 予定 

（被害地周囲 300m内） 

①周囲探索（枯死木・穿孔・フラス確認） 

②駆除（誘引捕殺；おとり木トラップ法） 

③予防（樹幹注入；状況に応じて実施） 

（被害地周囲 300m外）  
○周囲遠望（ヘリまたはドローンも活用） 

（被害地）  
○伐倒焼却、 
 伐倒くん蒸 

 

※被害発生時にはすぐに有識者に相談し、発生時点におけるナラ枯れ対策の最新の知見に基づき、被害状況やアク

セス性も踏まえたうえで、その対応を検討する。 

図-2 やんばる地域におけるシイ・カシ類萎凋病（ナラ枯れ）ハザードマップ 

約 3km エリア１ 

エリア２ 

林齢 40年以上のシイ・カシ林 
がほぼ連続的に分布 

 
※林齢 40 年未満の小班について
も、実際には 40 年以上の林分を
含んでいると考えられる。 

林齢 40年以上のシイ・カシ林が
断続的に分布 

○やんばる地域において、これまで被害発生の記録はない。 
H27 定点調査（27 地点） →被害発生確認無し（シイカシ林全体の 11.6%眺望） 

H27 衛星写真調査    →被害発生確認無し 

H27 地域からの情報収集 →被害発生確認無し 
 

○今後被害の出やすい場所 

 大径化の進んだシイ・カシ林 
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【ベース図：シイ・カシ類が優占する植生林齢図】 

引用：森林ＧＩＳ 2013年 沖縄県農林水産部森林管理課 
森林簿 2013年 沖縄県農林水産部森林管理課 
国有林地図情報 2013年 林野庁業務資料 

第 6・7回自然環境保全基礎調査 植生調査（環境省自然環境局） 
国土数値情報 行政区域（国土交通省） 
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2. 令和元年度 予定 
 

(1)シイ・カシ類萎凋病(ナラ枯れ) 戦略的防除方針（素案） 

シイ・カシ類萎凋病(ナラ枯れ)の被害は沖縄県で未確認であるが、大径化の進んだシイ・カシ

林はやんばる地域で広く分布していることから、被害が発生し、拡大する可能性は常に存在する。

一方、防除は本土各地で行われており、防除手法は確立されている。 

これらを踏まえると、沖縄県においては、被害の早期発見と速やかな初期防除が戦略的防除方

針として重要と考えられる。 

また沖縄県では、本病の防除（伐倒、燻蒸・焼却）を本数にとらわれず速やかに実施できるよ

う「森林病害虫等防除事業実施要領」の変更を現在検討中である。 

 

 

シイ・カシ類萎凋病（ナラ枯れ）の戦略的防除方針（素案） 
 

シイ・カシ類萎凋病対策の基本方針 

 シイ・カシ類萎凋病（ナラ枯れ）については、県内での被害は未確認であるものの、病原菌類

であるラファエレア属菌と媒介昆虫であるカシノナガキクイムシがそろって沖縄で確認されてお

り本病の発生リスクがある。そこで、当該市町村にシイ・カシ類萎凋病ハザードマップを示すと

ともに、ナラ枯れ病のリスクや調査方法を周知し、被害木の有無を調べる眺望調査を依頼する。

被害木発見時は松くい虫の特別伐倒駆除（全木焼却）、伐倒駆除（くん蒸）に準じて駆除を行う。 

 

シイ・カシ類萎凋病ハザードマップ 

 
  

約 3km エリア１ 

エリア２ 

林齢 40 年以上のシイ・カシ
林がほぼ連続的に分布 
※林齢 40 年未満の小班についても、実

際には 40年以上の林分を含んでいると

考えられる。 

林齢 40年以上のシイ・カ
シ林が断続的に分布 

引用：森林ＧＩＳ 2013年 沖縄県農林水産部森林管理課 
森林簿 2013年 沖縄県農林水産部森林管理課 

国有林地図情報 2013年 林野庁業務資料 

第 6・7回自然環境保全基礎調査 植生調査（環境省自然環境局） 

国土数値情報 行政区域（国土交通省） 

【ベース図：シイ・カシ類が優占する植生林
齢図】 

※林齢 40年生以下の森林

で被害が発生しないわけ

ではない。 
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リスクの周知と初期防除について 

 

 

 


