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表紙写真

ケヤキ街路樹による
　　　緑のトンネル

台風時の強風による倒伏（東京都提供）

γ線樹木腐朽診断機（本文 p1-38）
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　都市内の貴重な緑資源である街路樹は、これまでの積極的な整備により全国で約 667 万本（平成
19年 3月 31 日現在）となり、景観形成や緑陰提供、大気浄化などの道路利用者及び周辺住民の快
適性を向上させる役割を果たしています。さらに、近年の地球温暖化や都市のヒートアイランド現象
に対しても、二酸化炭素固定や蒸散作用などの機能が重要視され、都市域の抱える環境問題に対して
総合的に対応できるものとなっています。
　一方で、狭幅員の道路に植栽された大木となる街路樹が強剪定により本来の樹形を崩した姿となっ
ていること、強剪定や周辺の工事等により切断された大枝や根の傷口から木材腐朽菌に感染した街路
樹の根や幹が腐朽して倒れること、肥大化した根により歩道が浮き上がることなどの問題が多く指摘
されるようになってきています。
　特に、台風等の強風時に倒伏等が発生すると、道路利用者や周囲の建築物等に被害を及ぼす危険性
が非常に高く、道路管理者はその責任の重要性を十分に認識しておく必要があります。
　直近では、平成 16年に多くの台風がわが国に襲来し、街路樹の倒伏等の発生は、国土交通省、沖
縄総合事務局、都道府県、政令指定都市が管理する全国の道路において、約 24,000 本にも達しました。
同時に、街路樹の倒伏等により、人命が奪われるなど多くの人的障害、器物破損、交通障害等が発生
することになりました。
　街路樹の倒伏は、強風下では樹形の大・小、生育の良・不良等に係わらず発生していることから、
多くの街路樹が危険木となるリスクを含んでいるといえます。
　そのため、道路管理者には、街路樹が危険木となるリスクを回避し最小限に抑えるため、倒伏等に
関連する樹体に現れる指標を理解した上で街路樹を診断・評価し、その結果に基づいた改善的処置を
行うという、危険性を回避するための計画的な維持管理が重要となっています。
　このような状況を踏まえ、当研究室では平成 17年度より街路樹の倒伏等による障害発生に対する
維持管理手法を大きな課題として捉え、倒伏等による危険性を最小限に抑え、さらに関連する障害を
できる限り低減するための調査研究を実施し、その成果として「街路樹の倒伏対策の手引き」をとり
まとめました。
　「街路樹の倒伏対策の手引き」は、道路管理者をはじめとした街路樹管理に携わる技術者に対して、
樹体の構造的な欠陥となる指標を理解して評価し、必要となる改善的処置を計画・実施するための手
引きとなることを目的としています。また、それぞれが管理する街路樹に適した倒伏対策計画を策定
するための基礎資料となり、各地域の街路樹が道路空間の安全を保ちつつ、健全で良好な生育を維持
されることの一助になればと考え作成しました。そのため、樹体の構造的な欠陥等を理解しやすいよ
う、写真を多く取り入れております。さらに、今後の街路樹の危険性を把握し評価するための診断精
度を向上させるとともに、危険性を改善するための処置を効率的でより確実なものとするために必要
となる倒伏検証調査についても解説しています。
　本資料が、将来にわたって、わが国の街路樹を美しく、機能性の高い、安全でうるおいのある「都
市のみどり」として継承していくために寄与できることを期待します。
　　
　　　　　　　平成 24年 1月
　　　　　　　　　国土交通省　国土技術政策総合研究所　環境研究部　緑化生態研究室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　室　長　松江　正彦
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　　胴枯（どうがれ）病
　　永年性がんしゅ病
　　天狗巣（てんぐす）病
　　膏薬（こうやく）病
　　こぶ病
　　根頭がんしゅ病
　　白紋羽（しろもんぱ）病
　　ならたけ病　

　　　　　
　　コスカシバ
　　コウモリガ
　　クワカミキリ
　　ゴマダラカミキリ
　　マツノマダラカミキリ
　　クリオオアブラムシ
　　ワタアブラムシ
　　ルビーロウムシ
　　クストガリキジラミ
　　プラタナスグンバイ
　　ニレハムシ
　　トチノキヒメヨコバイ
　　カシフシダニ
　　ドウガネブイブイ

　　ネンドタケ
　　アラゲキクラゲ
　　マツオウジ
　　カンゾウタケ
　　クジラタケ
　　ニクウスバタケ
　　マスタケ
　　ヤニタケ
　　ツガサルノコシカケ
　　カシサルノコシカケ
　　キコブタケ
　　コルクタケ
　　ヤケコゲタケ
　　モミサルノコシカケ
　　ナラタケ
　　ナラタケモドキ
　　カイメンタケ
　　ニレサルノコシカケ
　　ベッコウタケ
　　マンネンタケ

あとがき

引用・参考文献

Ⅰ．街路樹に見られる病気
　　斑点性病害
　　ペスタロチア病
　　うどんこ病
　　炭疽（たんそ）病
　　さび病
　　もち病
　　とうそう病・そうか病
　　すす病

Ⅱ．街路樹に見られる害虫　　　　　　　　　
　　イラガ
　　ヒロヘリアオイラガ
　　オビカレハ
　　マツカレハ
　　モンクロシャチホコ
　　マイマイガ
　　チャドクガ
　　モンシロドクガ
　　モッコクハマキ
　　アメリカシロヒトリ
　　クスサン
　　ニレチュウレンジ
　　ヤノナミガタチビタマムシ
　　テントウノミハムシ

Ⅲ．街路樹に見られる木材腐朽菌（子実体）
　　ヒラタケ
　　スエヒロタケ
　　ヤナギマツタケ
　　チヂレタケ
　　アイカワタケ
　　ウズラタケ
　　カイガラタケ
　　カワラタケ
　　コフキタケ
　　シイサルノコシカケ
　　シロアミタケ
　　チャカイガラタケ
　　ヒイロタケ
　　ヒトクチタケ
　　ミダレアミタケ
　　カタオシロイタケ
　　カワウソタケ
　　ツリバリサルノコシカケ
　　チャアナタケ
　　チャアナタケモドキ　

3-  1
3-  1
3-  2
3-  2
3-  3
3-  3
3-  4
3-  4

3-  9
3-  9
3-10
3-10
3-11
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3-12
3-12
3-13
3-13
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3-14
3-15
3-15

3-23
3-23
3-24
3-24
3-25
3-25
3-26
3-26
3-27
3-27
3-28
3-28
3-29
3-29
3-30
3-30
3-31
3-31
3-32
3-32

3-  5
3-  5
3-  6
3-  6
3-  7
3-  7
3-  8
3-  8

3-16
3-16
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3-17
3-18
3-18
3-19
3-19
3-20
3-20
3-21
3-21
3-22
3-22

3-33
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街路樹の倒伏対策の手引き

　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 1章：総則
　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 2章：予備診断
　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 3章：樹木健全度調査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 4章：植栽環境調査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 5章：改善的処置
　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 6章：倒伏検証調査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 7章：街路樹カルテ



街路樹の倒伏対策の基礎的事項

　本手引きは、街路樹の倒伏等による危険性を事前に把握するための調査手法とその評価手法、
並びにそれに基づく改善的処置の考え方を示すことにより、街路樹の健全な生育と、道路交通
を確保することを目的とする。

　　解説
　街路樹は、台風等の強風により倒伏すると、道路利用者や周辺の建築物等に被害を及ぼす可能性
が高く、その被害の発生に関して、道路管理者は重要な責任を負っていることを十分に認識してお
く必要がある。
　倒伏（根返り、幹折れ）や枝折れする樹木の多くは、樹体が被害の発生前に、損傷や衰退、腐朽
等により障害を受けている樹木であることが多い。したがって、このような障害を事前に把握し、
適切な改善的処置を行うことが出来れば、倒伏等の発生可能性を低くすることができると同時に、
樹木の健全な生育を確保することができる（写真 -1.1）。
　そのためには、街路樹の健全度調査等により、倒伏や枝折れ等によって発生しうる障害事故の可
能性を事前に評価し、それに基づいた適切な改善的処置を検討し、迅速に実施することが重要であ
る。
　本手引きは、街路樹の危険性を判断するために必要な調査手法や指標及び評価基準を示すととも
に、危険性を有する樹木の改善的処置を提案しているものである。しかし、ここに示した根拠は現
時点までの調査研究による知見や現場における経験等に基づくものであり、今後、各現場で実施さ
れる倒伏検証調査等、より多くの事例を収集して、より明確な指標や正確な評価基準、最適な改善
的処置となるように改訂していくことが求められる。

写真 -1.1　外観からは判断できない危険な街路樹

外観からは生育良好と判断できるシダレヤナギ

樹幹部における木槌の打診により異常音が確認されたため実施し
たγ線腐朽診断機による腐朽診断の結果、予測腐朽割合は 59％

危険と判断されたため伐採された断面の実腐朽割合は 63％



＜街路樹事故の判決事例＞

　近年の判決事例においては、外観からの腐朽状況が直接に把握できない場合でも、ベッコウタ
ケ等の子実体（一般にキノコとも呼ばれる）の確認により倒伏危険性が判断できるとされている。
また、街路樹診断の結果から、同路線で同様の症状（子実体）に対して伐採等の対応策が行われ
ていれば、危険回避の可能性があったとされる。このことから、街路樹の危険度調査における明
確な欠陥（子実体等）の見落としは、管理瑕疵に繋がることを認識しておく必要がある。

＜街路樹事故の示談事例＞　　

引用文献
　①道路管理瑕疵判例ハンドブック（第二次改訂版）、編集：道路管理瑕疵研究会、発行：（株）ぎょうせい、2008.5
　②平成 8年度道路管理瑕疵実態調査結果について、道路局道路交通管理課訟務係、道路行政セミナー№ 98、道路広報セン
　　ター、1998.5
　③普通貨物トラクタの無線機アンテナが街路樹の枝に衝突し破損した事故について、道路管理瑕疵が争われた事例、国土交通
　　省道路局道路交通管理課、道路行政セミナー№ 014、（財）道路新産業開発機構、2009.11
　④走行中の乗用車が突然落下してきた沿道樹木の一部と衝突し損傷した事故について、道路管理瑕疵が争われた事例、国土交
　　通省道路局道路交通管理課、道路行政セミナー№ 023、（財）道路新産業開発機構、2010.8
　⑤台風により街路樹が倒れ、走行中の普通乗用車に直撃した事故について、道路の管理瑕疵が争われた事例、国土交通省道
　　路局道路交通管理課、道路行政セミナー№ 032、（財）道路新産業開発機構、2011.5



街路樹の倒伏対策の基礎的事項

　道路空間に植栽されている街路樹のうち樹高５m以上の高木を対象とする。

　　解説
　本手引きで対象とする樹木は、道路空間に植栽されている樹木のうち、倒伏や枝折れ等によって
障害を起こす可能性が高いと考えられる、樹高５m以上の高木とする。幹周については、細くて
も樹高が高いと危険となるものが存在することから明確な数値は示さないが、街路樹の生育状況に
応じて倒伏対策実施の適用を判断するものとする。
　調査を新たに始めるにあたっては、大木となり老朽化がみられる樹木から優先的に実施していく
必要がある。
　また、写真 -1.2 に示した樹種は木材腐朽菌に侵されやすく、倒伏等が発生しやすいと考えられ
るため注意が必要である。

エンジュ ケヤキ サクラ類 シダレヤナギ

ニセアカシア プラタナス類 ポプラ類 ユリノキ

写真 -1.2　木材腐朽菌に侵されやすい樹種



＜平成 16年における街路樹倒伏の実態＞詳細は第 2編

　平成 16年は、台風の上陸数、接近数が過去最高を更新し、最大風速、最大瞬間風速でも多く
の観測地で最高記録を更新するなど、台風の勢力においても強いものが多かった。また、これら
の台風により人的被害や住宅被害等多くの災害を引き起こした。
　この年の台風による街路樹の倒伏等の被害は、国、都道府県、政令指定都市が管理する道路に
おいて 24,835 本となった（記録が残されている本数のみ）。特に、台風 18号（沖縄、九州、中国、
北海道を通過）における被害本数は 14,581 本と最も多く、なかでも北海道では 9,436 本の被害
が発生した。北海道は台風 18号のみの被害であったが、平成 16年における地域別被害では最
多となった。

＜樹種別被害割合・上位 10種＞

＜地域別の被害状況＞ ＜被害形態別の被害状況＞

＜樹高別の被害状況＞

＜樹高別の被害形態割合＞

＜樹齢別の被害形態割合＞

＜地域別の被害本数・上位 3種＞
　（カッコ内は各ブロック別の街路樹本数順位）



街路樹の倒伏対策の基礎的事項

＜街路樹の現況＞

　日本の街路樹本数（国土交通省、都道府県、市町村、地方道路公社が管理する道路）は、平成
19年 3月 31日現在で約 667 万本となっている。
　都道府県別の本数では、土地面積が広い北海道で 96万本と最も多く、次いで東京都の 49万本、
兵庫県の 45万本、愛知県の 39万本、大阪府の 33万本と大都市圏域が続いている。　
　道路延長あたりの本数にすると全国平均では 6本 /㎞であるが、都道府県別でみると沖縄県の
32本 /㎞が最多で、次いで東京都の 21本 /㎞、大阪府の 18本 /㎞、兵庫県、神奈川県の 13本
/㎞の順となっている。この要因としては、沖縄県では観光振興のための景観向上や沿岸道路の
防風対策等を目的とした植栽により本数が多いと考えられ、沖縄県以外の大都市圏域では緑陰形
成や景観向上を目的とした植栽が多く行われていると考えられる。
　樹種別では、イチョウが最も多く、次いでサクラ類、ケヤキ、ハナミズキ、トウカエデの順と
なり、日本産カエデ類までの上位 10種で全体の 48%と約半数を占め、これらの樹種が日本の
主要樹種であるといえる。特に、イチョウ、サクラ類、ケヤキは 1987 年の調査開始時から現在
までの約 20年間において 1～ 3位を維持する超人気樹種である。

＜樹種別上位 10種＞

＜都道府県別の街路樹本数＞

＜地域毎の樹種別上位 3種＞

引用文献：国土技術政策総合研究所資料第 506 号・わが国の街路樹Ⅵ、国土交通省国土技術政策総合研究所、2009.1



予備診断（第 2章：p1-13）
簡易的な診断により樹木形状・活力の異常、樹体の欠陥の有無を把握し、
その結果から樹木健全度調査、植栽環境調査が必要となる街路樹を抽出

樹木健全度調査（第 3章：p1-19） 植栽環境調査（第 4章：p1-45）

　街路樹の倒伏対策は、予備診断、樹木健全度調査、植栽環境調査、改善的処置、倒伏検証調
査から構成される。

　　解説
　街路樹の倒伏対策のフローを図 -1.1 に示す。
　街路樹の倒伏対策は、予備診断により抽出した調査対象街路樹に対して樹木健全度調査等を実施
し、その結果から生育条件や障害対象を考慮した上で危険度を評価し、その評価に基づいて改善的
処置を検討・実施するものである。
　さらに、台風等により発生した倒伏や枝折れについては、発生後に可能な範囲でその発生要因の
検証調査を速やかに行い、今後の危険度診断技術の向上に役立つ資料として蓄積する。

図 -1.1　街路樹の倒伏対策のフロー

危険度調査

外観から樹体の構造的な欠陥を調
査し、さらに詳細な診断が必要な
場合には、腐朽測定、根系伸長調
査を行い、倒伏等の危険性を評価

生育状況調査
樹木形状調査と活力調査により、
樹木の生育状況を評価

改善的処置（緊急）

予備診断により樹
木形状や活力に異
常が確認された場
合、改善的処置を
実施

予備診断、樹木健
全度調査等により、
緊急的な処置が必
要な樹体の欠陥が
確認された場合、
早急に対策を検討
して実施

日常管理
剪定等の定期的な
管理作業の実施

倒伏検証調査（第 6章：p1-59）
台風等の強風により倒伏・枝折れ等が発生した場合、その倒伏要因を解明するとともに診断結果との照合
を行い検証することで今後の診断技術の向上を図る

生育条件調査
植栽場所の地形や気象条件、支柱
等の保護材の状況を調査して評価

障害対象調査

植栽場所の土地利用や植栽地形状
を区分するとともに、倒伏や枝折
れ等により障害を受ける対象とそ
の大きさを予測

改善的処置（第 5章：p1-51）

各調査の評価結果に基づき、危険度に応じた最適な処置を検討して迅速に実施

異常・欠陥
【有】

異常・欠陥
【無】

●樹木形状・活力の異常
●緊急的な処置が必要となる樹体の欠陥

●緊急的な処置が必要となる樹体の欠陥

＜倒伏等の発生時＞



街路樹の倒伏対策の基礎的事項

＜地域住民への連絡・調整＞

　幹折れや根返りにより倒伏する可能性の
高い街路樹は、その場所に植栽されてか
ら長い年月を住民とともに過ごしてきた
身近で思い出が深い巨樹・老樹であるこ
とが多い。このような街路樹は、住民に
大切に守られているものであり、なんら
かの欠陥が見つかった時点で住民から連
絡を受けられるようにするなど情報を共
有することが大切である。
　街路樹の危険度調査は、専門的な知識
が必要となる。なお、その結果について
は住民等にも周知・説明することが大切
である。
　その上で、危険と判断された街路樹の対応策については、お互いが理解・納得した上で決定す
ることが望ましい。
　対応策を実施する際には、対応策の内容等についての説明板の設置やチラシ等の配布を行い、
事前にその旨を周知しておくことも重要である。

＜住民等への説明会＞ ＜対応策実施の説明看板＞

＜歴史ある街路樹の例（日光杉並木）＞



　街路樹の機能を十分に発揮させながら、将来にわたって健全な道路環境を保全していくため
には、成長を続ける個々の街路樹を対象に、管理履歴や調査結果などを記録した街路樹カルテ
を作成することが必要である。

　　解説
　街路樹の植栽時からの管理履歴や調査結果は、その後のモニタリング時に樹木成長の状況を把握
する必要不可欠な資料となる。また、その後の再調査をいつの時点で行うのかを判断するための根
拠ともなる。そのため、樹木カルテ（図 -1.2）として、以下の項目について把握できる範囲で適切
に記録し、管理しておく必要がある。
　①樹木のこれまでの管理履歴
　②樹木全体の生育及び活力状況
　③樹体に存在する構造的な欠陥
　④樹木が倒伏、枝折れする可能性のある要素及び大きさ
　⑤樹木成長に影響を受ける周辺環境要素
　⑥樹木の倒伏、枝折れした場合に損害を受ける対象
　⑦危険を緩和する対策及び処置

　街路樹カルテの様式の一例を「第 7章　街路樹カルテ」に掲載した。

図 -1.2　樹木カルテ



街路樹の倒伏対策の基礎的事項

　街路樹の予備診断、健全度調査を実施する技術者には、樹木の生理生態、道路における植栽
基盤等の植栽環境の特徴、倒伏や枝折れ等の発生要因、道路交通特性、台風等の気象特性、危
険緩和処置等、様々な知識と経験を有することが求められる。特に、樹木の欠陥等を外観から
判断するためには、十分な経験が必要となる。

　　解説
　街路樹の予備診断、健全度調査を実施する技術者は、街路樹の倒伏や枝折れが人身事故に繋がる
危険性を有することに対して、危機意識を持つとともに、以下の内容を熟知し理解していなければ
ならない。また、外観から樹木の構造的な欠陥を判断するためには、現場での十分な経験が必須と
なる。さらに、危険度評価までの診断精度を一貫したものとするためには、街路樹の倒伏対策に関
する研修等を開催し、調査技術者に受講を義務づけることが望ましい。
　①危険度評価の目的
　②樹木の生理生態
　③樹木の構造と機能
　④樹木における病虫害
　⑤樹木の腐朽プロセス
　⑥樹木と土壌の関係
　⑦樹木と野生動物の関係
　⑧危険が高まる状況及び損害を受ける周辺環境条件
　⑨過去の樹木倒伏や枝折れに関する樹木の外観、内部状況の経験的知識
　⑩道路交通特性
　⑪植栽場所における卓越風、台風等の気象状況及び土地利用等の経歴
　⑫危険を緩和する対策及び処置に関する知識

５．専門診断（専門家による診断）
（1）専門診断の資格範囲（外観診断・精密診断）
　　専門診断を行うことができる者は、以下の範囲とする。
　

＜参考：東京都における調査者の位置づけ＞　

・樹木医（財団法人日本緑化センター認定）
　　　ただし、東京都による街路樹診断に関する講習を受講した者、または東京都が認める街路樹診断
　　に関する講習または研修を受講した者に限る。
　　（※受託者であって、講習または研修が未受講の樹木医により診断を行う場合には、診断作業前に必
　　ず講習または研修を受講したうえで作業に入ること。）
・10年以上樹木の診断に関する実務の経験を有し、樹木医と同等以上の知識と技術を有する者。

引用文献：平成 22年度 街路樹診断マニュアル、東京都建設局公園緑地部、平成 22年 11月発行



　調査は、調査する内容を確実かつ容易に把握することができる時期に行う。生育状況調査に
おいては着葉時期の春季～秋季に、危険度調査においては樹木の骨格である幹や大枝が見やす
い落葉時期とすることが望ましい。

　　解説
　樹木健全度調査は、生育状況調査と危険度調査に分かれるが、各調査においては把握する内容が
異なるものが多いことから、樹木の状態にあわせた適切な時期に行う必要がある（写真 -1.3）。
　生育状況調査では、活力状況を葉の大きさや色、密度等から確認する必要があり、着葉時期（活
動期）でなければ困難である。また、花木については、着花状況を確認できる樹種毎の開花時期に
行うことが適している。
　危険度調査においては、幹や大枝等の腐朽や傷、亀裂等により構造的な欠陥を確認するため、な
るべく幹や大枝を地上から見通せる落葉時期が望ましい。なお、木材腐朽病については、その子実
体を確認することが容易な梅雨時期から秋季が適している。
　ただし、台風の襲来前等に緊急的に実施する必要が生じた場合においては、この限りではなく随
時実施しなければならない。その際には、樹木の構造的な欠陥を見落とすことがないよう、より注
意深く樹木の状況を確認することが求められる。

写真 -1.3　街路樹の着葉時期と落葉時期



街路樹の倒伏対策の基礎的事項

　街路樹の危険度は、樹木の成長と植栽場所の環境が経年的に変化していくため、これらの変
化にあわせて定期的に調査及び評価を実施することが必要である。評価サイクルは、樹木の特
性や植栽場所の環境及び健全状態によって異なるため、これらを勘案して決定する必要がある。

　　解説
　樹木健全度調査は、街路樹周辺の土地利用が頻繁に変化し工事によって損害を受けやすい場合や、
成長が早い樹種の場合には１～２年毎に行う必要がある。また、倒伏に対してのみの調査であれば
５年サイクルでも可能である（表 -1.1）。対象となる樹木が多い場合には、成長の速度や腐朽の有
無等に応じて対象樹木を選定し、調査する項目に対しても優先順位を付けることが重要となる。

表 -1.1　診断結果に応じたモニタリング期間の目安

診断結果 モニタリング時期

（改善的処置後の期間）活力度 危険度

• 旺盛な生育を示し、被害が全く認め
られない。

• 健全である。 5年後

• 普通の生育を示し、被害があまり目
立たない。 • 僅かな異常が認められる。 3年後

• 被害が明らかに認められる。 • 欠陥が認められるが、危険性はない。 2年後

• 生育状態が劣悪で回復が見込めな
い。

• 危険性を有しているが、すぐには倒
伏、枝折れはしない。
• 非常に高い危険性があり、すぐに倒
伏、枝折れに繋がる。

1年後



　現地調査や改善的処置などの街路樹の倒伏対策に係わる作業を、道路上で行うにあたっては、
道路交通の安全確保を図るとともに、調査者及び作業者の安全に配慮しなければならない。

　　解説
　道路空間に植栽されている街路樹に対して、現地での樹木調査や植栽環境調査等を実施すること
や、改善的処置としての伐採や剪定等を行う場合は、作業実施に関連する法令を遵守しなければな
らない。また、作業が道路交通の妨げにならないよう十分に配慮するとともに、測定器材や剪定枝
葉等が通行者に接触しないよう十分に注意しなければならない。
　さらに、調査者や作業者においても、道路を走行する自動車等に気を配りながら、事故の無いよ
う安全確保に努めなければならない。同時に、不慮の事故が起こる可能性に備えて、労働災害保険
等に加入しておく必要がある。
　主な関連法令としては以下のものがある。
　　・労働基準法
　　・労働安全衛生法
　　・農薬取締法
　　　等

　なお、街路樹の危険度診断においては、全ての危険性を取り除くために樹体の欠陥を見落とさな
いよう実施するものではあるが、全てにおいて見落としのない完璧な結果を求めることは難しい。
　そのため、診断の不備が原因となる倒伏等の事故が発生することも予想されることから、このよ
うな事態に備えるために街路樹調査者は損害賠償保険に加入することが望ましい。

　
　街路樹診断事業における街路樹の安全性の維持・管理の不備の問題によって、予期せぬ事故が
発生し、当協会もしくは協会員が巨額の損害賠償金を負担する可能性が全くないとはいえません。
このような事故について十分な備えをしていただくために、街路樹診断協会会員は「街路樹診断
事業者賠償責任保険」に加入しております。  

　街路樹診断事業者賠償責任保険とは、当協会員が街路樹診断を行なった後、当該街路樹の枯死
倒壊などが原因で、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したことにより当協会が法律上の
賠償責任を負担された場合に、その損害を、契約のてん補限度額（お支払いする保険金の最高限
度額）の範囲内で補償する保険です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜街路樹診断事業者保険の例＞（街路樹診断協会HPより引用：http://gaishin.com）



予備診断の基本方針・方法

　予備診断は、多数の街路樹のなかから、樹木健全度調査、植栽環境調査が必要となる樹木を抽
出するために、外観から簡易的に樹木形状や活力の異常、樹体の欠陥の有無を把握するものである。

　　解説
　予備診断は、街路樹の管理本数が多く全ての街路樹の危険性を早期に診断することができない場
合に、樹木健全度調査、植栽環境調査が必要となる樹木を迅速かつ効率的に抽出するスクリーニン
グのための手法である。
　予備診断は、樹木形状や活力の異常、樹体の構造的な欠陥を、外観からの簡易的な調査により把
握し、評価する。
　この段階で欠陥の見落としがあると、樹木健全度調査等が行われず、倒伏や枝折れによる事故が
発生する危険性が非常に高まるため、豊富な知識と経験による正確な診断が必要とされる。
　そのため、予備診断の調査技術者は「１．５　調査技術者」と同様でなければならない。また、
迅速かつ正確に診断するためには複数人により 1本の樹木を診断することが望ましい。

　街路樹の診断に要する時間は、樹木の大きさや健全性と診断技術者の能力などに大きく左右され
るため一概に示すことはできないが、これまでに報告されている事例としては以下のものがある。
　①福岡における街路樹診断事例（樹木医 2～３人による診断作業班）
　　

　　　＜判定結果の概要＞　
　　　　抽出調査本数 3,774 本、及び外観診断本数 426 本における判定結果は以下のとおり。
　　　　・抽出調査において外観診断を要するとした判定：約 10％内外
　　　　・外観診断において精密診断を要するとした判定：約 30％内外
　　　　・抽出調査において植替えを要するとした判定　：約 1％内外
　　　　・外観診断において植替えを要するとした判定　：3～ 20％内外　
　　②腐朽診断機器による診断事例（事務所敷地内に植栽されている幹径 30㎝程度の樹木を対象）
　　　
　　　

引用文献：福岡における街路樹診断事例の中間総括、岸達雄・前田幸浩・白石眞一、樹木学研究第 11巻 4号、樹木医
　　　　　学会、2007.10
　　　　　γ線樹木腐朽診断機による診断事例、飯塚康雄・神庭正則、樹木医学会第 10回大会講演要旨集、樹木医学
　　　　　会、2005.10　

＜街路樹の診断時間の目安＞

作業項目 作業内容 作業本数

• 抽出調査
　（本手引きの予備診断に該当）

• 目視を主とし、補助的に木槌打診と鋼棒
貫入で調査し、判定と判定のコメント、
外観診断が必要となる樹木は写真撮影。

70～ 150 本／日

• 外観診断
　（本手引きの樹木健全度調査、
　植栽環境調査に該当）

• 目視・木槌打診・鋼棒貫入で診断し、各
部位診断のチェックシートの記入、ス
ケッチ描写（位置図・樹形概略と被害状
況）、規格採寸などのデータ記録。

10～ 15本／日

診断機 作業内容 診断時間

• γ線樹木腐朽診断機 • 樹木への設置、測定、取り外し
　（診断結果から腐朽割合をすぐに表示） 20分程度／本

• レジストグラフ
• 記録用紙の挿入から貫入、用紙の取りはずし
　（記録用紙から腐朽している長さを読み取り、腐朽割
　合を算出する時間は含まれない）

5分程度／本
（腐朽割合算出まで含
めると 20分程度）



　予備診断は、樹木形状、活力状況、樹体（地上部）の欠陥等の観点に着目して行うものとする。

　　解説
　予備診断では、樹木形状、活力状況、樹体（地上部）の欠陥等について把握する。診断にあたっ
ては、樹高計、巻尺、木槌、鋼棒、双眼鏡等を用い、適宜カメラでの記録撮影やスケッチを行う。（写
真 -2.1）。
（１）樹木形状
　樹高、幹周、枝張り、枝下高を測定するとともに、樹冠形状（自然樹形、自然相似樹形、人工樹
形）、樹体の傾きについて確認する。
　また、樹木形状が歪なものとなっている場合には、幹径と樹高の比率、枝径と枝長の比率を算出
する。
（２）活力状況
　樹勢、病虫害の有無について把握する。
（３）地上部の欠陥
　枝や幹、根株における空洞や腐朽、子実体の発生、亀裂、不完全な結合、隆起、打音異常、鋼棒
貫入異常、樹体の揺らぎについて把握する（表 -2.1）。
　以上の診断結果については、予備診断カルテに記入する（表 -2.2）。

写真 -2.1　診断の道具



予備診断の基本方針・方法

表 -2.1　予備診断の指標



表 -2.2　予備診断カルテ
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表 -2.3　予備診断結果の評価基準と対応

　予備診断の結果、樹木形状、活力の異常、欠陥の有無を把握し、その結果から樹木健全度調
査、植栽環境調査が必要となる街路樹を抽出する。

　　解説
　予備診断の結果、樹木形状と活力状況、樹体の構造において異常や欠陥等が特に認められなかっ
た場合には、通常実施されている日常管理を継続して行う。
　異常や欠陥が確認された場合には、その状態に応じて、すぐに対応するべきものである場合には
緊急的な改善的処置を行う。
　樹木の構造的な欠陥が確認された場合には、樹木健全度調査、植栽環境調査の対象木とする。
　表 -2.3 に評価基準と対応を示す。



　シロアリ目は、熱帯・亜熱帯に多く生息し日本では 23種が記録されている。樹木を食害する代
表的な種はイエシロアリとヤマトシロアリの 2種であり、イエシロアリは関東南部以南で、ヤマ
トシロアリは北海道上砂川以南での被害が確認されている。
　木材を食害するシロアリは、木造建築物ばかりでなく腐朽して樹勢が衰退した樹木等の根や心材
をも加害する害虫として知られており、街路樹が家屋に面している場合には、加害対象として家屋
と街路樹を一体として捉える必要がある。一方で、自然界においては木材や落ち葉などを食物や巣
材として利用することで、物質循環の大きな役割を担っている。
　街路樹にシロアリの生息が確認された場合（蟻道等の指標）には、その立地環境が家屋に面して
シロアリ被害の影響範囲にあるのかを熟慮した上で、対策の実施を決定する必要がある。
　シロアリ対策は、専門業者に依頼して実施することとなる。対策のうち薬剤散布工法は、加害範
囲全体に薬剤を散布し、死滅させる必要があるが、完璧に実施することは難しく、樹木への生育阻
害等の影響も配慮する必要がある。一方、ベイト工法は、多少の時間がかかるが樹木への生育阻害
がなく、コロニー全体を確実に絶滅させることができる。

　樹幹が細長い樹形であったり、枝が細長く伸長している場合は、途中で折損する障害が発生しや
すいことがマテック博士の実態調査結果により示唆されている。その基準となる値は、「樹高（Ｈ）
／幹径（Ｄ）＞ 50」、「枝長（L）／枝径（Ｄ）＞ 40」とされているが、樹木の立地環境（風を受
けやすいか）や樹齢（若木は幹が柔軟で折れにくい）にも考慮して判断する必要がある。

＜イエシロアリ＞ ＜蟻道＞ ＜ベイト剤の設置例＞

＜Ｈ／Ｄ比による倒伏実態＞ ＜ L／ D比による折損実態＞

引用文献：マテック博士のフィールドガイド、最新樹木の危険度診断入門、著者：クラウス・マテック、翻訳：堀大才・
　　　　　三戸久美子、発行：街路樹診断協会、2008.6　

参考文献：①しろあり及び腐朽防除施工の基礎知識、2010 年版、（社）日本しろあり対策協会、2010.1
　　　　　②シロアリによる樹木の被害、岩田隆太郎・児玉純一、環動昆第 18巻外 2号、日本環境動物昆虫学会、
　　　　　　2007.6

＜樹木の形状比率における倒伏・枝折れ危険性の判断＞

＜シロアリ対策の考え方＞



樹木健全度調査の基本方針・方法

　台風等の強風時に発生する街路樹倒伏の主な原因は、①樹木の生育不良による根系伸長不良、
②樹体の傷から侵入した木材腐朽菌により生じた空洞や腐朽等の構造的な欠陥による支持強度
の低下である。したがって、道路管理者は適宜必要な樹木健全度調査を行い、樹木の生育状況
と構造的な欠陥等の把握に努めなければならない。

　　解説
　街路樹が将来にわたって良好な生育を維持するためには、随時、樹木の健康状態を把握して、そ
れに対応した適切な維持管理を行うことが重要である。
　樹木の活力度が悪い状態では、根系伸長が不十分で樹体の支持強度が小さいことが考えられる（写
真 -3.1）。また、枝葉に活力があり良好に生育しているように見える樹木であっても、樹幹に空洞
や腐朽等の構造的欠陥がある場合があるため（写真 -3.2、3.3）、生育状況調査と危険度調査を行い、
倒伏や枝折れを事前に予測することが重要である。

写真 -3.2　根株が腐朽して倒伏した樹木
　　　　　（花や葉の生育状況は良好）

写真 -3.1　根系伸長不良により根返りした街路樹

写真 -3.3　腐朽により幹折れした樹木



　樹木健全度調査は、生育状況調査と危険度調査からなる。生育状況調査においては樹木形状
と活力を把握し、危険度調査においては樹木の構造的な欠陥を把握する。

　　解説
３．２．１ 生育状況調査
　調査にあたっては、事前に植栽年や管理履歴、障害履歴等の樹木情報を把握しておくことが望ま
しい（表 -3.1）。
　生育状況調査では、樹高計、巻尺、カメラ等を使用して樹木形状、活力状況を調査する（予備診
断データの活用も可）（表 -3.2）。

表 -3.1　樹木の基本情報

表 -3.2　生育状況調査の項目

路線名 （植栽されている路線名）
樹木番号 （樹木の管理番号等）
樹種名 （樹種名）
場所 （植栽されている住所等）
植栽年 （植栽された年）
管理履歴 （剪定等の管理状況）
障害履歴 （幹折れ等の履歴）
樹木価値 （緑陰や遮蔽等の機能が明確な場合）
前回調査年 （過去に行っている場合の調査年）

※）不明な場合は、「不明」と記入する。
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写真 -3.6　樹木の樹齢

若木 成木 老木

写真 -3.5　樹体の傾き

傾き・無 傾き・有（安全） 傾き・有（危険）

傾いていない 傾いた後、直上に伸長している※） 根元から傾いている 傾いて周辺施設に接触している

写真 -3.4　樹木の形状測定

樹高 幹周 枝張り 根元周

（１）樹木形状の測定
　樹高、幹周等の樹木の形状を測定するとともに（写真 -3.4）、樹体の傾き、樹齢、樹冠形状（自然樹形、
自然相似樹形、人工樹形）、について調査する（写真 -3.5、3.6、3.7）。

※）直上に伸長した長さが、樹高全体の 1/3 以上のものを「安全」とし、それ以下の場合は「危険」と判断する。



（２）樹木活力調査
　枝葉密度やバランス、新梢の成長量等による樹勢や葉の色・大きさによる葉の生育状況（写真
-3.8､ 3.9）を把握するとともに、剪定傷等における傷口材の成長具合（写真 -3.10）や病虫害によ
る被害状況（写真 -3.11）を総合的に調べることにより、樹木全体の活力を調査する。

写真-3.8　樹木活力等の指標：樹勢・葉の生育状況（広葉樹）

自然樹形 自然相似樹形 人工樹形

写真 -3.7　樹木の樹冠形状

樹
勢

良い 普通 少し悪い 悪い 枯死

葉
の
生
育
状
況

良い 普通 少し悪い 悪い 枯死
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写真 -3.11　樹木活力等の指標：病虫害による被害状況

病
害

さび病 胴枯病 木材腐朽菌 テングス病 根の病害

虫
害

穿孔性害虫 食葉性害虫

写真 -3.10　樹木活力等の指標：傷口材の成長

傷
口
材
の
成
長

良い 普通 少し悪い 悪い なし

写真 -3.9　樹木活力等の指標：樹勢（ヤシ類）

樹
勢

良い 普通 少し悪い 悪い 枯死



（３）生育状況の評価
　生育状況調査の結果は、表 -3.3 に示す基準によって各項目を評価し、総合的に表 -3.4 により判
定する。予備診断の段階で異常が認められたものの改善的処置が実施されていない場合には、ここ
でも同じ評価をするが、速やかに処置を実施しなければならない。

表 -3.3　生育状況結果の評価

表 -3.4　生育状況の総合評価

※）直上に伸長した長さが、樹高全体の1/3以上のものを「安全」とし、それ以下の場合は「危険」と判断し、評価基準は「Ｃ」する。

　傷口材「癒合組織」とは、外部からの
物理的な外傷を受けて死滅した始原細胞
の周囲の細胞が、不定形の柔細胞のかた
まりを形成するものである。傷口材が傷
を覆って周囲と連続した形成層を回復す
ると、もとの分化した細胞をつくるよう
になり次第に正常な二次木部が形成され
る。一般的に、活力の良好な樹木である
場合には、傷害を受けた部分は周囲の健
全な部分に比べると木部形成が活発であ
り、局所的に厚くなる。

＜傷口材「癒合組織」＞

＜傷口材によって巻き込まれた傷口＞



�
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３．２．２ 危険度調査
　危険度調査は、外観診断により樹木の欠陥の有無を目視等により把握し、さらに詳細な腐朽割合
等を予測する必要がある場合には、腐朽診断機器等により測定し、その結果から危険度を評価する
ものである。
　調査は、「地上部」と「地下部」に大きく分け、さらに地上部については「枝」、「幹」、「根株」
に細分して、地下部については「根系」を対象に行う（図 -3.1）。
　また、樹木を野生動物が利用している場合には、生物種や利用状況についても把握しておく必要
がある。樹幹にある空洞等は、営巣等で利用する野生動物にとっては、非常に重要なものとなって
いる。

図 -3.1　危険度調査の対象部位



＜樹洞を利用する野生動物＞

＜樹洞を利用する野生動物の例＞

　ムササビの営巣（ケヤキの街路樹） 　ネズミ類（痕跡：糞）の利用

　キツツキ類（痕跡：巣穴）の利用

　エゾシマリス 　ヤマネ

　樹洞は、野生動物の繁殖やねぐら、休息の場所として重要なものであり、キツツキ類、フクロウ
類、シジュウカラ類等の鳥類、ムササビ、モモンガ、リス、ヤマネ、ネズミ、コウモリ類の哺乳類
などが利用している。樹洞は、樹齢が高く幹が太くならないとできにくいことから、都市内ではほ
ぼ限られた数となる。そのため、街路樹にできた樹洞は貴重であり、都市内に生息する野生動物に
おいて、その有無は死活に関わるものとなっている。
　そのため、街路樹の危険度調査においては、地上部の欠陥調査時に併せて野生動物の生息状況を
確認し、保全すべき動物の生息が確認された場合には、専門家による生息状況調査（種の同定、利
用状況等）を実施した上で、生息環境の保全等の対応策を検討することが求められる。
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（１）外観診断
１）地上部の欠陥
　樹木の地上部における欠陥の有無、欠陥の重要度を外観から把握する。欠陥は目視により傷、空
洞、亀裂、隆起やこぶ、子実体の発生、幹や枝の結合、傾斜や樹体の揺れ、枝葉の偏り、枝枯れの
有無を確認する。また、併せて木槌による打音の異常の有無等を調査する。
　調査は、樹木の枝、幹、根株の部位毎に、以下の観点に着目して行うものとする。
①枝の欠陥
　樹冠を形成する枝における外観診断の項目と着眼点は以下のとおりである（図 -3.2、表 -3.5、写
真 -3.12）。
＜幹や枝との結合部の欠陥＞
　幹や他の枝との結合部に腐朽や亀裂が入っていないか、樹皮を巻き込んでいないかを確認する。
また、穿孔虫による被害がないか
を確認する。
＜枝の本体＞
　枝の枯死や折損によるぶら下
がり枝が認められないか、樹皮の
剥がれや亀裂、腐朽がないかを確
認する。
＜枝のバランス＞　　　
　枝の太さに対する長さのバラ
ンスが悪くないか、枝葉に偏りが
ないかを確認する。
＜再生頂上枝の結合＞
　主幹の頂部が切断（トッピン
グ）され、その後に再生した頂上
枝がある場合には、主幹切断部の
腐朽状況を確認する。

表 -3.5　外観診断（枝）の項目

�

①幹との結合部 
　の腐朽（子実体）

⑦亀裂

⑧枝葉の偏り
 （ライオンテイル）

⑨再生頂上枝の
　結合部の腐朽

⑥腐朽・空洞・樹皮の枯死等

③穿孔害虫

④枯れ枝

⑤ぶら下
　がり枝

②樹皮を巻き
　込んだ結合

図 -3.2　枝の欠陥



写真 -3.12　枝における構造的な欠陥（着眼点）

①幹との結合部の腐朽
（子実体）

②樹皮を巻き込んだ結合 ③穿孔害虫

④枯れ枝 ⑤ぶら下がり枝 ⑥腐朽・空洞・樹皮の枯死等

⑦亀裂
⑧枝葉の偏り

 （ライオンテイル）
⑨主幹切断部（トッピング）

の腐朽

②幹の欠陥
　樹木を支える幹における外観診断の項目と着眼
点は以下のとおりである（図 -3.3、写真 -3.13、
表 -3.6）。
＜幹の本体＞
　幹に空洞や腐朽、亀裂等がないかを目視あるい
は木槌による打診音で確認する。
＜幹の結合＞
　複数の幹がある場合、幹同士の結合部に樹皮を
巻き込み、結合が不完全な状態（入り皮）になっ
ていないかを確認する。
＜昆虫の生息＞
　ハチやアリ等は、腐朽や空洞があるとその空間
に営巣することがあり、腐朽や空洞の指標となる。
そのため、これらの昆虫が生息していないかを確
認する。

①開口空洞
⑥打診音異常
⑧昆虫

⑦不完全な結合

④樹皮枯死・欠損③亀裂

⑤隆起

②腐朽（子実体）

図 -3.3　幹の欠陥
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表 -3.6　外観診断（幹）の項目

写真 -3.13　幹における構造的な欠陥（着眼点）

①開口空洞 ②腐朽 ③亀裂 ④樹皮枯死・欠損

⑤隆起 ⑥打診音異常 ⑦不完全な結合 ⑧昆虫



③根株の欠陥
　幹と根系を繋いでいる根株における外観診断の項目と着眼点は以下のとおりである（図 -3.4、写
真 -3.14、表 -3.7）。
＜根株の本体＞
　根株に腐朽や、鋼棒貫入での異常等がないか
を目視あるいは鋼棒により確認する。ナラタケ
等の根株腐朽菌は、倒伏に直結する大きな腐朽
被害となるため、見落としがないように細心の
注意が必要である。また、根株が削られていな
いかや根株に根が巻き付いて（ガードリング
ルート）根株の肥大成長を妨げていないか、縁
石を巻き込んで根株がくびれていないかについ
ても把握する。
＜植栽基盤との密着＞
　樹体の揺れを確認するとともに、大きく揺れ
たことによって生じる土壌と根株に隙間がない
かを確認する。
＜昆虫の生息＞
　ハチやアリ等
は、腐朽や空洞
があるとその空
間に営巣するこ
とがあるため、
腐朽や空洞の指
標となる。特に、
イエシロアリは
根株の空洞に大
きな塊状の巣を
つくるため、そ
の生息を確認す
る。

図 -3.4　根株の欠陥

⑥樹体の揺れ

⑦土壌との隙間

⑤縁石の巻き込み
②鋼棒貫入異常

④ガードリングルート

⑧昆虫

③根株の切断

①腐朽
　（子実体）

写真 -3.14　根株における構造的な欠陥（着眼点）

①腐朽 ②鋼棒貫入異常 ③根株の切断

④ガードリングルート ⑤縁石の巻き込み ⑥樹体の揺れ

⑦土壌との隙間 ⑧昆虫
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２）根系の欠陥
　根系における外観診断の項目と着眼点は以下のとおりである（図 -3.5、写真 -3.15、表 -3.8）。
＜露出した根系＞
　地上に露出した根系については、切断や腐朽、枯死・欠損等の欠陥がないかを確認する。
＜地中の根系＞
　地中にある根系の欠陥は外観では明確にわからないため、本質的な組織の枯れや腐朽が起こるま
でなかなか発見されない。そのため、根系の欠陥を明らかにするためには、地上部の徴候（例えば
小枝の枯れや異常な葉の色）、根株における徴候（子実体の発生、鋼棒貫入の有無）、隣接した樹木
との外観比較および植栽地の特性等から判断する。
　具体的には、予測する根系伸長範囲内において根系が地中で浮き上がったことによる土壌の盛り
上がりがないか、根系伸長を阻害する植栽基盤の構造、土壌の流出、土壌の固結がないかを確認す
る。また、根系の切断を伴う周辺工事がないかを確認する。

表 -3.7　外観診断（根株）の項目

図 -3.5　根系の欠陥

①露出根の切断 ⑥土壌の流出

⑧周辺工事の影響

⑦土壌の固結

④土壌の盛り上がり

③露出根皮の枯死・欠損

⑤特殊な植栽基盤

②露出根の腐朽



写真 -3.15　根系における構造的な欠陥（着眼点）

①露出根の切断 ②露出根の腐朽 ③露出根皮の枯死・欠損

④土壌の盛り上がり ⑤特殊な植栽基盤

⑥土壌の流出 ⑦土壌の固結 ⑧周辺工事の影響

表 -3.8　外観診断（根系）の項目
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（２）外観診断の評価
　外観診断の結果は、表 -3.9 に示す基準によって各項目を評価し、表 -3.10 による総合的な評価
をする。

表 -3.9　外観診断結果の評価基準

※）開口空洞における「芯」とは、空洞が幹の中心部分まで達しているか、達していないかの区分。



　外観診断により把握した樹体の構造的な欠陥（指標）から予測される危険性は以下のとおりであ
る。

１）枝及び幹における空洞、腐朽、子実体等による危険性
　開口空洞や外部に晒されている腐朽は、外観から直接見つけることができる欠陥である。また、
腐朽が外部に達していなくても傷、幹の隆起、子実体や昆虫（ハチやアリ等）、打診音の異常の存在は、
内部に腐朽や空洞があることが予測できる重要なサインである（図 -3.6）。腐朽材は、腐朽菌によ
り分解されている木材であり、木材強度は失われ、スポンジ状態（写真 -3.16）から空洞化に至る。
　これにより、幹折れや枝折れの危険性が判断できる。

図 -3.6　空洞、腐朽、子実体等の指標から予測できる危険性

表 -3.10　外観評価の総合評価
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２）枝及び幹における亀裂、幹や枝の結合、枯れ枝等による危険性
　亀裂は、幹が裂ける途中段階であり非常に危険な状態にある。幹や枝の結合は、その結合部に樹
皮が挟まれていて（入り皮）完全な結合とならないことから、過度な外力が加わると裂けることが
予測できる。枯れ枝や折れてぶら下がったままの枝、剪定等によって先端の枝葉密度が片寄ってい
る枝等は、落枝の危険性が容易に判断できる（図 -3.7）。

図 -3.7　亀裂、幹や枝の結合、枯れ枝等の指標から予測できる危険性

写真 -3.16　スポンジ状態となった脆弱な腐朽材



図 -3.8　根系腐朽、切断等から予測できる危険性

３）根株及び根系異常による危険性
　根株と根系の腐朽（鋼棒貫入異常、子実体も含む）、根系の切断の状況から、根系が損傷してい
ることが予測され、倒伏の危険性が高いと判断できる。また、根株を根で絞めているガードリング
ルートは、根株がくびれて細くなっている状態と予測され、倒伏の危険性がある（図 -3.8）。

４）植栽基盤の異常による危険性
　植栽基盤の土壌が盛り上がっていたり、根株あるいは植桝と土壌に隙間等が確認された場合には、
樹木が異常に大きく揺れていることが予測でき、根返りの危険性が高いと判断できる。また、根系
が縁石を巻き込んでいたり、植栽基盤の大きさに制限があったり、土壌の流出が見られる場合には、
倒伏の危険性がある（図 -3.9）。

図 -3.9　植栽基盤の異常から予測できる危険性
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＜ベッコウタケが発生した根株と根系の腐朽＞

＜木材腐朽菌が主原因のケヤキ倒伏事故（左：ベッコウタケ、右：コフキタケ）＞

（ベッコウタケの菌糸）
（ベッコウタケ）

（ソメイヨシノ） （僅かに生きていた根系）

（バックホウによって容易に倒れた根株） （裏返した状態の根株：根系がほとんど無い）

＜ベッコウタケ・コフキタケに侵された街路樹＞　

（ベッコウタケ） （コフキタケ）

　木材腐朽菌の代表的な種としてベッコウタケとコフキタケがある。ベッコウタケは、様々な広葉
樹の幹の地際部や根についた傷から侵入し、幹地際部の心材部や根を腐朽させるが、時間が経過す
るにつれ辺材部や幹の上方にも腐朽は進展する。コフキタケは、幹や根の傷あるいは枯れ枝などに
付着した担子胞子が材内に侵入し幹腐朽を起こすが、被害は上下方向に広がり地際部から比較的高
い部分の幹や枝までさまざまな部位の心材・辺材部両方の腐朽を起こす。
　両腐朽菌ともに、子実体が発生した時点ではすでに樹体内で腐朽が進行しているので、非常に危
険性が高く、適切な診断と処置を速やかに行う必要がある。



（３） 詳細診断
　倒伏や枝折れの原因となる腐朽や空洞が、外観診断により「樹皮の異常、空洞、腐朽、隆起、子
実体、打診音異常、樹体の揺れ、昆虫」等の欠陥として、確認あるいは推測された場合には、診断
機器を使用して腐朽割合や健全材の厚さを調査する。
　また、根株に「腐朽、鋼棒貫入異常、土壌との隙間」等、根系に「根系の切断、露出根の腐朽、
土壌の盛り上がり」等の欠陥が確認され腐朽等が予測された場合には、土壌掘削による根系調査を
実施する。

１）樹木腐朽診断
　樹木腐朽診断は、外観から腐朽や空洞が直接確認された場合、ベッコウタケやコフキタケなどの
木材腐朽菌の子実体が見られたり、樹幹が異常に隆起していたり、木槌打診で異常音が聞かれたり、
鋼棒貫入で根株直径の 1/3 以上に貫入するなど、腐朽部の存在が間接的に判断された場合に実施
するものであり、腐朽や空洞の状況を専用の診断機器を用いて定量的に把握するものである。
　腐朽診断機としては、γ（ガンマ）線透過量測定機（一般的なものは「γ線樹木腐朽診断機」）、
弾性波速度測定機（一般的なものは「Dr.Woods」、「PICUS・ピカス」等）、貫入抵抗値測定機（一
般的なものは「レジストグラフ」等）があり、各機器の特性を理解した上で、測定樹木の診断内容
や条件に適した機器を選択して使用する（写真 -3.17）。
　基本的には、健全材と腐朽材の判定基準値を明確に示すことが可能で、測定にあたって樹木に傷
を付けない非破壊機器である「γ線透過量測定機」を使用するものとするが、機器の設置が困難
な高所や狭小空間においては使用可能な機器から最適な機器を選択して使用することとなる（表
-3.11）。　

写真 -3.17　樹木腐朽診断機器の例

γ線透過量測定機（γ線樹木腐朽診断機）

貫入抵抗値測定機（レジストグラフ）

弾性波速度測定機（Dr.Woods）

弾性波速度測定機（ピカス）
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表 -3.11　樹木腐朽診断機器



＜腐朽診断機器の比較＞　

　γ線樹木腐朽診断機、レジストグ
ラフ、ピカス、Dr.Woods の診断精
度の検証事例を右のグラフと下図に
示した（腐朽診断を行った後、伐採
して診断断面の実腐朽割合と予測腐
朽割合を比較）。
　サンプル数は、γ線樹木腐朽診
断機とレジストグラフが 115 断面、
ピカスが 36 断面、Dr.Woods が 14
断面である。
　各機器における回帰式の傾きは、
γ線樹木腐朽診断機、Dr.Woods、
レジストグラフ、ピカスの順で１.0
（実腐朽割合）に近かった。また、
γ線樹木腐朽診断機は予測腐朽割合
が実腐朽割合よりも大きめの値とな
るが、他の機器は逆に小さめの値と
なる傾向がみられた。さらに、レジ
ストグラフ、ピカスでは実腐朽と予
測腐朽の値にバラツキが多くみられ
た。

樹　高：12.0m
幹　周：　0.8m
枝張り：　4.0m

樹　高：8.0m
幹　周：1.1m
枝張り：9.0m

引用文献：危険度判定技術及び予防技術開発に関する調査研究報告書　－精密診断機器の比較試験－、（株）エコル、
　　　　　2010.2　
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２）根系診断
　外観調査により、根系に重大な欠陥があると推測された場合には、根株部分（地表面から 30cm
程度の深さ）の周辺を掘削して根系の生育状況を詳細に調査する（写真 -3.18）。植樹帯等の狭小
な植栽基盤では根系が絡み合みあい、根系密度が高くなっていることが多いため、掘削時に根系に
傷を与えないように注意する必要がある。最近では、圧縮空気を利用して土壌を吹き飛ばす方法が
多く用いられている（写真 -3.19）。
　腐朽徴候の存在箇所が目視で確認できる幹の低い部分及び根の場合は、木槌で打診して調査する。
さらに、腐朽が疑わしい場合、主根は貫入抵抗値測定機あるいはドリル、成長錐等を使用して、健
全材の厚さを測る調査を行う必要がある（写真 -3.20）。
　調査結果は、それぞれの位置と状態を図化して、主根の総数と欠陥及び腐朽を有する割合を把握
する。

写真 -3.19　圧縮空気を利用した土壌の掘削方法

写真 -3.18　根系の詳細診断（左：根株部分、右：根株と根系部分）

写真 -3.20　ドリルによる根系腐朽状況の確認

（４）詳細診断の評価
１）開口空洞部及び腐朽割合、健全材厚による危険度評価
　開口空洞部及び腐朽割合、健全材厚による危険度評価の判定指標と判定基準値を表 -3.12 に示す。
これらの基準値は、樹木の安全評価を定量的に表しているものの、単独で使用するのではなく、他
の危険度評価の結果もあわせて総合的に判断することが重要である。例えば、安全とされる数値の
樹木においても、その他の欠陥により破断する可能性があり、逆に、危険値だったとしても樹冠の
縮小等によりリスクを小さくすることも可能である。



表 -3.12　開口空洞、腐朽割合、健全材の厚さによる危険度評価

　以下、最も危険性の高い「Ｅ」についての評価基準について示す。
①開口空洞
　開口空洞が中心に達していて、開口長が幹周の 33％以上ある場合は、「非常に高い危険性があり、
すぐに倒伏、枝折れに繋がる恐れがある」（Ｅ）と判断する。
②腐朽・空洞割合
　開口空洞が中心に達していて、開口長が幹周の 33％未満の場合には、基本的にはγ線透過量測
定機を使用して腐朽・空洞割合を測定する。腐朽割合（樹幹断面積に対する腐朽面積）が 50％以
上の場合は、「非常に高い危険性があり、すぐに倒伏、枝折れに繋がる恐れがある」（Ｅ）と判断す
る。また、γ線透過量測定機を使用できない場合には、使用可能な樹木腐朽診断機器の中から最適
な機器を選択して腐朽・空洞割合を測定する。貫入抵抗値測定機による場合は、複数箇所の健全材
の厚さを測定して内部の腐朽・空洞割合を推定する。
　測定にあたっては、腐朽割合が最も大きいと予測される断面位置を特定する必要がある。断面位
置の特定は、樹木特性や腐朽メカニズムの知識を有し、経験が豊富である調査技術者が行う必要が
ある。
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③健全材の厚さ
　貫入抵抗値測定機において、樹幹が太くて貫通できない樹木に対しては、健全材の厚さで判定す
る。健全材の厚さと幹の半径の比率が、0.3 未満（腐朽・空洞が幹の中心を超えて広がっている場
合のみに適用）の場合には、「非常に高い危険性があり、すぐに倒伏、枝折れに繋がる恐れがある」
と判断する。健全材の厚さを測定する際には、複数箇所測定して確認する必要がある。

＜腐朽・空洞による危険性判断＞

　樹幹にある腐朽・空洞により折損する障害が発生することがマテック博士による実態調査結果か
ら示唆されている。調査結果では、腐朽・空洞半径／幹半径が 0.7（幹半径の 70％）を超えると立っ
ている樹木よりも折損する樹木が上回ることが確認されている。ちなみに、この値の 0.7 を面積に
換算すると 49％（約 50％）となる。
　そのため、腐朽診断結果の評価で
はこの値を基準にして、段階的な危
険度を示している。　
　ただし、樹高が著しく低い樹木や
幹直径に対して樹冠が小さい樹木で
は、腐朽・空洞半径／幹半径が 0.7
を超える大きな腐朽・空洞があって
も倒伏していない樹木が確認されて
いる。そのため、この基準値を超え
る街路樹であったとしても、街路樹
の機能面や活力状況から樹高を低く
抑えることや樹冠を小さく抑えるこ
とが可能な場合には、危険性を小さ
くできるものといえる。

＜腐朽・空洞の大きさによる倒壊実態調査結果＞

引用文献：マテック博士のフィールドガイド、最新樹木の危険度診断入門、著者：クラウス・マテック、翻訳：堀大才・
　　　　　三戸久美子、発行：街路樹診断協会、2008.6　



２）根系の腐朽割合による危険度評価
　根系の腐朽が認められる場合には、倒伏等の危険が常に存在する。主要根の 33％以上が腐朽等
で不完全な場合には、危険性が高いと判断する（表 -3.13）。
　腐朽の状態を判断する際には、根の断面が楕円形や卵型であることを認識しておく必要がある（図
-3.10）。また、腐朽した根の場合には、ドリルが根を貫通して土壌に入る前に何もない空間（隙間）
を通り抜けることがあることも想定する。さらに、以下の状態を考慮して、総合的に危険性を評価
する。
　・傾斜している樹木
　・根系の生育空間が限定されている樹木
　・厳しい暴風が頻繁に生じる場所に植栽されている樹木
　・樹冠が大きいことや部分的に枝葉が密集している等、
　　地下部と地上部がアンバランスな樹木
　・主要根が地中で浮き上がること等に関連して、土壌に
　　亀裂が発生している樹木

表 -3.13　根系腐朽による危険度評価

図 -3.10　根系腐朽の特徴



植栽環境調査の基本方針と方法

　植栽環境調査は、生育条件調査と障害対象調査からなり、樹木健全度調査と併せて実施する
ものである。生育条件調査は、植栽地や気象条件、支柱等の保護材の状態を把握する。障害対
象調査は、街路樹が倒伏した際に発生する障害を事前に予測する。

　　解説
　樹木の倒伏等の発生は、樹木そのものが健全であるかどうかと併せて、樹木の植栽されている場
所の地形条件・気象条件によっても影響を受ける（写真 -4.1）。また、支柱等の保護材（未活着樹
木の倒伏等を防ぎ、樹木の活着と成長を助けるために設置）が適切に機能しているか、逆に樹木の
欠損を引き起こしていないかにも影響を受ける（写真 -4.2）。
　したがって、樹木健全度調査と併せて、倒伏等の生じやすさの判断をするために必要となる地形
条件、気象条件等を調べる生育環境調査や、支柱や踏圧防止板等の保護材の設置状況を調べる保護
材の調査を行う必要がある。
　また、道路空間は、自動車や歩行者が常時利用し
ているだけでなく、沿道には住居等の建築物や、架
空線、水道管等のライフラインなどが存在している
ため（写真 -4.3）、倒伏、枝折れが生じた際の障害
を事前に予測しておくことが重要である。
　このことにより、倒伏、枝折れの発生に対する改
善策を事前に処置でき、障害事故を最小限に防止す
ることが可能となる。また、緊急時に限られた時間
の中で改善的処置の優先順位を付けることも可能と
なる。 写真 -4.1　積雪（着雪）により折損した枝

写真 -4.2　支柱とガードパイプに挟まれた樹木 写真 -4.3　道路空間に存在する障害対象



　　解説
４. ２．１ 生育環境調査
　海岸沿いや、ビル風の生じやすい場所などの恒常的に風の強いところは、台風等の強風時に、風
向きによっては局地的に暴風を受けやすくなる（倒伏が発生しやすくなるので、恒久的な支柱等の
設置が必要となる場合もある）。また、降雪による枝への着雪が生じやすい地域では、枝折れが起
こりやすくなる（写真 -4.4）。
　したがって、このような倒伏等の発生しやすい場所（存在）がないかを把握するために、現地を
確認、調査するとともに、これまでの倒伏等の発生箇所の記録を道路管理簿等から把握する。

４. ２. ２ 保護材の調査　
①支柱の必要性の調査
　支柱は、根が十分に張っていない樹木が強風等により揺れたり傾いたりするのを防ぐ目的で設置
されるものであり、根系が発達し、樹木が十分に活着した場合には支柱は不要となる。樹木の活着
は、根の伸長状況、樹木の揺れの状況を調査することで判断する必要がある。
　なお、支柱撤去の時期は、樹種や植栽環境によっても異なるが、木製の支柱に老朽化が見られた
り、植栽時に設置した支柱が幹に食い込みはじめると考えられる時点（５年経過以降）が一応の目
安となる。
②支柱の結束状況・樹木損傷状況調査
　支柱は、その種類、材質にもよるが、概ね２～３年すると支柱を構成する材間の結束や、支柱と
樹木の間の結束部分がゆるんだりするので、結束状況等を調査する。
　また、逆に結束縄等が幹に食い込んだり、支柱本体が樹木へ食い込んで、樹幹に損傷を与えてい
ないかを調査する（写真 -4.5）。

写真 -4.4　地形と気象条件

ビル街 海岸地 平地 積雪地

　生育条件調査は、生育環境調査と保護材の調査からなる。生育環境調査は、地形条件や気象
条件を調査するとともに、これまでの倒伏事例等の記録を整理することにより、どこで倒伏等
が生じやすいかを把握する。保護材の調査は、支柱や踏圧防止板等における必要性、結束状況、
樹木への損傷等を調査する。



植栽環境調査の基本方針と方法

写真 -4.5　支柱の結束状況・樹木損傷状況

写真 -4.6　支柱・踏圧防止板等の損傷状況

支柱の損傷 踏圧防止板の損傷（凹凸） 縁石の損傷 舗装の損傷

樹幹の損傷 樹幹への食い込み 結束不良

③支柱、踏圧防止板等の損傷調査
　支柱が腐朽したり、損傷したりしている場合には、支柱そのものが倒れ道路利用者等に危害を与
えることとなるので、腐朽・損傷の有無を調査する。
　また、街路樹の根元を踏圧等から保護するために設置されている踏圧防止板や植樹桝の縁石、舗
装等が、根の成長で浮き上がった場合には、歩行者の転倒や身体障害者の移動を妨げることに繋が
るため、浮き上がりが生じていないかの調査を行う（写真 -4.6）。



　樹木に倒伏、枝折れが発生した際にどのような規模の障害が生じるか、また、その障害によっ
てどれだけの影響を及ぼすのかを予測するために、植栽場所の土地利用や植栽地形状を区分し
ておく。また、樹木の倒伏、枝折れにより、具体的に何に対してどの程度の大きさの障害が生
じるかを事前に調査し、予測することが必要である。

　　解説
４．３．１ 植栽地区分
　樹木に倒伏、枝折れが発生した際に、どのような障害が、どのくらいの頻度で生じるかを大まか
に予測するために、植栽場所の土地利用条件（住居地域、商業地域、工業地域、農村地域等）、植
栽地形状（植樹帯、植桝、中央分離帯等）を把握して区分する（写真 -4.7、4.8）。

写真 -4.7　土地利用条件

写真 -4.8　植栽地形状

住居地域（都市部） 住居地域（地方部） 商業地域

工業地域 農村地域 自然環境地域

緑地帯 植樹帯 植桝

中央分離帯 のり面 盛土



障害対象調査の基本方針と方法

４．３．２ 障害対象予測
　樹木に倒伏、枝折れが発生した際に、何に障害を与える恐れがあるのかを、樹木健全度調査に併
せて、個々の樹木に対して予測するものである。障害対象として、自動車、歩行者等の道路交通状
況、住居等の建築状況、信号機や標識、街灯等の施設状況、架空線の設置状況等を確認する（写真
-4.9）。
　また、地下埋設物等による地下利用状況についても可能な範囲で把握する。

写真 -4.9　障害対象

自動車 自転車 歩行者 ビル

公共施設 住居 歩道橋 信号

標識 ガードパイプ ベンチ、バス停 モニュメント

架空線 街灯 電柱 電話ボックス



＜倒伏等による通行者や周辺施設の障害事例＞　

＜障害発生事例＞

（自動車の破損）

（周辺住居等の破損）

（架空線の障害）

（車道の通行障害、歩行者信号等の破損）

（歩道の通行障害）（ガードパイプの破損）

　平成 16年に発生した倒伏等が周辺に及ぼした人的被害をみると、人命に関わるものが 6件、命
に関わらない傷害 2件を含めると 8件もあった。家屋器物被害も 151 件あり、交通障害は 7,512
件で 54％（不明なものを除く）と半数程度の割合で発生していた。
　被害の発生と樹高の
関係では、樹高にかか
わらず被害が発生し
ており、樹高が大きな
発生要因となるもの
ではなく、周辺にどの
ような障害対象があ
るかに大きく影響さ
れることがいえる。
　詳細は、「第 2編 平成 16年における街路樹の台風被害実態調査」を参照。

＜倒伏等による周辺への被害＞



改善的処置の基本方針と方法

　危険度が高い樹木については、街路樹としての機能を考慮した上で、危険性を解消、あるい
は低減するために必要な改善的処置を行わなければならない。

　　解説
　危険度評価の結果から倒伏等の危険性が高いと評価された樹木については、その解消あるいは低
減するための処置を実施する必要がある。その際、街路樹が道路の付属物であることを十分に認識
し、道路交通の妨げにならない範囲内で、街路樹としての機能（図 -5.1）を十分に継続して発揮で
きることに配慮するものとする。しかし、改善的な処置を施しても機能が回復できないと考えられ
る場合には、伐採して更新することを優先的に考える必要がある。また、強度な剪定等により本来
の樹種特性を乱した小さくいびつな樹冠形状にすることは、緑陰形成や景観上からも好ましくない
だけでなく、生育不良や剪定箇所からの腐朽侵入に繋がるので避けなければならない（写真 -5.1）。

図 -5.1　街路樹の機能

写真 -5.1　倒伏対策として強剪定された街路樹

（根株に発生したベッコウタケ）



　樹木の危険度評価に応じて、健全度を維持するための日常管理、あるいは危険を解消または
低減するための改善的処置を行う。改善的処置の実施にあたっては、剪定、ケーブリング、伐
採更新、保護材の復旧または撤去、樹木活力の向上から最適な方法を選択して、迅速に実施する。

　　解説
５．２．１ 日常管理
　樹木倒伏の危険性がない、あるいは非常に低い（危険度評価：Ａ、Ｂ、Ｃ）場合は、日常管理に
おける点検や定期的な剪定等で、樹木の健全度を維持する。 

５．２．２ 剪定
　樹木倒伏の危険性は高い（危険度評価：Ｄ）が、樹冠の縮小あるいは枝を間引く（枝透かし剪定）
ことにより、危険性を低減できる場合には剪定を行う（図 -5.2、写真 -5.2）。
　剪定による処置を行うにあたっては、風の圧力に抵抗できるようにするとともに、街路樹として
の機能を急激に低下させず、たとえ低下させても数年で回復が見込まれるようにするという 2つ
の条件を満たしている必要がある。ただし、現況の樹冠の 1/3 以下まで縮小しないよう留意する
必要がある。
　また、枯れ枝やぶら下がり枝、偏っている枝葉等の危険枝も剪定により除去する（写真 -5.3）。

図 -5.2　改善的処置としての剪定

剪定前 通常管理における剪定 自然樹形を維持した
樹冠縮小剪定

倒伏に対応した
枝透かし剪定

枯れ枝
徒長枝

からみ枝

立枝

ぶら下がり枝

胴吹き枝ひこばえ

さかさ枝

ふところ枝

平行枝



改善的処置の基本方針と方法

写真 -5.3　危険性を有する大枝の剪定
　　　　　（幹と大枝の分岐部の腐朽、枝葉の偏りの 2つの危険性）

②分岐部で切断

③切口への殺菌剤の塗布 ④切断した枝の腐朽状況

①枝の途中で段階的に切断黄色で囲んだ枝が分岐部に腐朽がある危険枝

　剪定にあたっては、樹齢や活力状況から剪定後の成長を見込めることを確認しておくとともに、
対象樹種における萌芽力や傷に関連する腐朽病の抵抗性、傷口材の成長による切断面の閉塞速度な
どについても考慮する。
　また、剪定する位置は、剪定後の腐朽や傷口材の形成に大きく影響するため、正しい位置を理解
しておく必要がある。枝と幹は樹体の構造が分かれていることから、その境界部分、枝の付け根（幹
との結合部）で切断するようにする。逆に、枝を少し残したり、結合部の幹に傷をつけると、そこ

写真 -5.2　街路樹の剪定事例（イチョウ）

剪定前 剪定作業 通常の剪定後 樹冠縮小剪定後 枝透かし剪定後



図 -5.3　腐朽に配慮した剪定方法

写真 -5.4　剪定痕からの腐朽と傷口材の形成

から腐朽菌に侵されやすくなる。また、枝の
途中で剪定を行うと、そこから腐朽が侵入し
て枝枯れに繋がることが多くなる。
　切断時には、残された樹体の皮が剥がれな
いよう配慮する（写真 -5.4、図 -5.3）。



改善的処置の基本方針と方法

５．２．４ 伐採更新
　樹木倒伏の危険性が高く（危険度評
価：Ｅ）、剪定等の処置では危険を解
消できない場合や、強度の剪定等によ
り街路樹としての価値を将来的にも維
持できない場合には、伐採して健全な
樹木を植栽する（写真 -5.7）。
　なお、更新植栽にあたっては、道路周辺の土地利用等が植栽時から変化していることもあるため、
樹種選定や街路樹の必要性なども含めた検討を行った上で、適切な対応を選択する。

　主幹頂部を切断する剪定（トッピン
グ）は、剪定後の腐朽菌侵入の可能性
が高く、その部分から成長した枝（幹
として再生）が破断する恐れがあるこ
とから慎重に行う必要がある（写真
-5.5）。
　やむを得ずにトッピングを行う場合
は、その後のモニタリングが重要とな
る。ただし、日常点検において地上か
ら行う観察では腐朽状況等を視認しづ
らいため、定期的な剪定作業を行う際
など、高所からの観察が可能な時に、
腐朽等の欠陥の状況、再生した幹の伸
長状況等を正確に把握し、危険性が高
い場合には再生幹の切断を行う必要が
ある。

５．２．３ ケーブリング　
　樹木に不完全な結合や亀裂による小
さな欠陥がある場合には、幹や枝をワ
イヤーケーブルで連結することにより
危険性を低減することができる（写真
-5.6）。

写真 -5.5　主幹切断（トッピング）による頂部腐朽
　ただし、欠陥を根本的に解消できる
ものではないため、将来的には剪定や
伐採等の検討が必要になることを認識
しておき、随時、欠陥状況の観察や枝
葉の繁茂状態、障害対象等をモニタリ
ングすることが重要である。

写真 -5.6　ケーブリング



５．２．５ 保護材の復旧、撤去
　支柱は、基本的に樹木が植栽直後から根系を伸長し植栽地に十分活着するまでの仮設物である。
樹種や植栽環境によっても異なるが、木製の支柱に老朽化が見られたり、植栽時に設置した支柱が
幹に食い込みはじめると考えられる時点（５年経過以降）が支柱の撤去時期の目安となる。ただし、
恒常的な強風や局所的な暴風を受ける樹木、植栽基盤が狭小で根系伸長が不十分な樹木については、
恒久的な支柱が必要となる。
　樹木の活着期間内においては、支柱材や結束材の腐朽、欠損によって求められる支持力が得られ
なかったり、幹への食い込みにより樹幹が損傷して幹折れの原因となることが多い。したがって、
このような状況が確認された場合は、早急に補修することが重要である。また、樹木の活着後も支
柱を残した状態にしておくと、支柱の食い込み等による樹木の損傷を起こしたり、支柱の腐朽によ
り支柱そのものが危険物となるため、早急に撤去する必要がある。
　なお、以下の状態の樹木には、倒伏防止のための適した規格の支柱を新たに設置する（写真
-5.8）。
　①恒久的な支柱が必要な樹木で、成長により支柱の規格が適合しなくなった樹木
　②損傷により支柱を撤去したが、支柱の必要性が継続してある樹木
　③周辺工事等によって根系の切断が認められた樹木
　④腐朽根が多少あるが、活力があり、新たな根系発達で数年後には回復が見込まれる樹木

写真 -5.7　街路樹更新の事例

更新前 更新後 伐採作業

木材腐朽菌
（ベッコウタケ）

道路空間に適合
する樹種の植栽

根系遮断シート
の設置

街路樹更新の
告知

根上りによる
舗装の凹凸化



改善的処置の基本方針と方法

写真 -5.8　支柱の撤去、修復、再設置

撤去 補修 再設置

　踏圧防止板、縁石、舗装の破損がみられる場合には補修等を行う（写真 -5.9）。また、樹木の根
株に食い込んでいたり、根系の発達により不陸（根上り）となった場合に、安易に根系を切除する
とその切除箇所から腐朽侵入の可能性が大きくなるため（写真 -5.10）、逆に縁石等を外す等の処
置により樹木成長を妨げることがないように配慮する。

根上り状況 根系切断 補修後

写真 -5.9　根上がりにより盛り上がった舗装の補修

写真 -5.10　根系切断箇所から腐朽が根株まで侵入した樹木



５．２．６ 樹木活力の向上
　剪定等の処置により危険性を解消あるいは低減した樹木については、以上の処置と同時に活力向
上のための処置を行うことで、相乗的に健全度を向上することができる。
　活力向上の処置としては、以下の方法がある（写真 -5.11）。
　・植栽基盤の改善（植栽空間の拡大、土壌改良、施肥等）
　・病害虫防除（薬剤散布、捕虫器設置）
　・踏圧防止板の設置
　・マルチング
　　等

写真 -5.11　樹木活力の向上処置

植栽空間の拡大
（左：植桝、右：植樹帯）

土壌改良
（左：圧縮空気による開孔、右：改良材の混入）

病害虫防除
（左：薬剤散布、右：捕虫器） 踏圧防止板の設置 マルチング（木質チップ）



倒伏検証調査の基本方針と方法

　街路樹に倒伏等の障害が発生した際には、倒伏等に至った原因を明確にした上で、樹木健全
度調査や改善的処置の適正を検証する。

　　解説
　本手引きは、街路樹の危険性を判断するための指標や評価基準を示すとともに、危険性を有する
樹木の改善的処置を提案しているものである。しかし、個々に示した根拠は現時点までの調査研究
による知見や現場における経験等に基づくものであるため、より明確な指標や正確な評価基準、さ
らに最適な改善的処置となるよう、診断技術や改善的処置方法を継続的に向上させていくことが重
要である。
　したがって、街路樹が根返りや幹折れ、枝折れした際には、発生原因を解明し、樹木の欠陥を事
前に認識するために、より有効となる調査項目や調査手法を検討するとともに、危険度の評価基準
の適正を再確認していかなければならない。また、改善的処置が実施されていたにもかかわらずに
倒伏等が発生した場合には、実施した処置の有効性を検証し、最適な処置方法となるよう改良して
いく必要がある（図 -6.1）。

図 -6.1　「街路樹の倒伏対策」における PDCA サイクル
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　街路樹の欠陥状況を障害部位別（根返り、幹折れ、枝折れ）に確認するとともに、植栽環境
（植栽基盤条件、立地条件）を把握し、原因を究明する。また、過去に実施している危険度調査、
改善的処置等が的確であったのかを検証する。

　　解説
６．２．１ 倒伏等発生原因調査
（１）気象状況調査
　樹木に被害が発生した際の風速、風向、降水量等の気象状況を把握する。
（２）樹木の欠陥調査
　欠陥調査は、根返り、幹折れ、枝折れに至った各部位について、腐朽や損傷、生育阻害（病虫害）
等の有無や状況を以下の観点から確認する（写真 -6.1）。　
　①根返り
　　・根系の腐朽及び切断状況
　　・根系伸長阻害（垂直・水平方向）
　②幹折れ
　　・幹の腐朽及び損傷状況
　　・樹木形状比（樹高／幹径）
　　・穿孔性害虫等による被害状況
　③枝折れ
　　・枝の腐朽及び損傷状況
　　・樹木形状比（枝長／枝径）
　　・穿孔性害虫等による被害状況

写真 -6.1　樹体の破断部の状況
（枝折れ部の穿孔性害虫による被害状況）（幹折れ部の腐朽状況）

（断面腐朽割合：約 60％）
（根系の腐朽状況）

（ベッコウタケ）

（根系の伸長不良状況：植栽基盤の整備不良）



倒伏検証調査の基本方針と方法

写真 -6.2　支柱の不良状況

　　　　　　　　（損傷）　　　　　　　　　　　　　　　（結束不良）　　　　　　　　　　　　　　（規格の不適合）　　

６．２．２ 危険度調査・改善的処置の検証
　倒伏等の発生原因調査の結果は、過去に倒伏対策としての樹木危険度調査や、その結果を受けた
改善的処置が行われている場合には、その結果の評価や処置内容が適正に判断されていたのかにつ
いても併せて検証する（表 -6.1）。
　また、危険度調査や改善的処置が行われていない場合は、日常の点検や管理状況を確認し、危険
性の発見や解消の可能性について検討する。
　検討の結果、本手引きに追加すべき新たな内容や、改善が必要となる以下の内容が見出された場
合には、速やかに現場での運用に活用するものとする。
　①外観診断
　　・欠陥を認識するための指標
　②危険度評価
　　・腐朽割合による幹折れ等の基準値
　③改善的処置
　　・効果が認められた処置の方法
　　・効果がなかった処置

（３）植栽環境調査
　植栽環境として、樹木が植栽されている植栽基盤の整備状況と立地環境を調査する。
　①植栽基盤
　　・植栽基盤の構造
　　・植栽土壌の状況
　②立地環境
　　・周辺の土地利用状況
　　・建築物等に影響される風道
（４）保護材調査
　支柱が設置されている場合には、その効果を把握するため、以下の内容を確認する（写真 -6.2）。
　・損傷状況、結束状況
　・規格（樹木の大きさとの適合性）



表 -6.1　倒伏等発生原因調査票（例）



街路樹カルテの様式と記入例



平成 24年 3月 23日 木緒　見太郎　（樹木医）

　国道○○号（○○街道）
　№ 1234-56
　プラタナス
　○○県○○市○○

8.0
0.8
4.5
4.0 5.0

　8.0 ／ 0.3 ＝ 26.6
　3.0 ／ 0.15 ＝ 20

根株
幹Ｈ =1ｍ

地上 20㎝ ベッコウタケ
根株
地上  5㎝ 20 40

　幹に樹皮欠損部あり

　根株の腐朽 子実体（ベッコウタケ） 樹皮欠損

根株に危険を有する腐朽がある

樹木健全度調査結果により判断



街路樹カルテの様式と記入例



平成 24年 3月 23日 木尾　見太郎（樹木医）
　県道○○○号線 　№ 123-298
　ソメイヨシノ 　○○県○○市
　昭和 58年 　なし
　剪定（1回／ 3年） 　景観・緑陰等

9.5
2.4
8.0

3.0 4.5

　9.5 ／ 0.8 ＝ 11.9
　5.0 ／ 0.3 ＝ 16.7
　約 50年
　自然相似樹形

　テングス病
　アメリカシロヒトリ

Ｅ

Ｄ コスカシバ
Ｅ コフキタケ

Ｃ  

－
Ｃ 　詳細診断の必要性・有り

　根株腐朽における危険性が高いと予想される　Ｅ
Ｄ ４７％
－ －

1年後
－ －

Ｄ 　根株の腐朽割合が大きいため、倒伏の危険性が高い

　病虫害除去・剪定 　・テングス病、ぶら下がり枝、風圧軽減のための剪定
　・アメリカシロヒトリの除去



街路樹カルテの様式と記入例



特になし

　支柱なし

　支柱なし

　支柱なし

　根上りによる凹凸がある

　根上りによる凹凸がある

　住居地域（都市部

　植樹桝（変形）　8.5 ｍ× 1.7m



街路樹カルテの様式と記入例

樹木  断面



　県道○○○号線　 ソメイヨシノ
　№ 123-298 9.5m 240cm 8m
γ線樹木腐朽診断機（1.5m） Cs137(3.7MBq) 3 10 1
岩間（樹木医） ○○樹木医事務所

４７%

コフキタケが地際に
発生している。

　地上 20cm高さ（コフキタケ発生部）の診断において、47％の大きさの腐朽が検出された。す
ぐに倒伏する危険性は高くはないが、樹冠を縮小して風圧を低減させる必要がある。また、今後
の腐朽部の状況を追跡診断していく必要がある。

樹木  断面



街路樹カルテの様式と記入例



県道○○○号線 クスノキ № 123-333
○○（樹木医） ○○株式会社
レジストグラフ ＧＬ＋ 20cm

40cm 35cm 35cm 35cm

４４％

地上 20cm高さの診断において、44％の大きさの腐朽が検出された。すぐに倒伏する危
険性は高くはないが、樹冠を縮小して風圧を低減させる必要がある。また、今後の腐朽
部の状況を追跡診断していく必要がある。
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街路樹カルテの様式と記入例



国道○○号線 59 プラタナス

エアースコップ等 ２ｍ× 2ｍ× 0.2 ｍ

○○○○（樹木医） ○○株式会社

３／１５ 20％

ルートカラーにコフキタケが発生（腐朽が進行）しており危険性を有しているが、
すぐに倒伏する危険性は小さい。



街路樹カルテの様式と記入例



平成 24年○○月○○日

平成 24年○○月○○日

ケヤキ

№○○

○○県○○市

市道○○号線

13.0m

1.2m

9.0m

平成 24年○月○～○日

23m/s

41m/s

200mm

－

－ －

－

－

折損部断面の約 60％が腐朽

13／ 0.5 ＝ 26 なし

折損の近くにベッコウタケが着生

－

－ －

－

植樹帯 幅 1.5 ｍ

2.0m －

－ －

－ －

根返りではないため、土壌調査は実施していない

－

－

隣接した建物はない

周辺は樹林があり、風を多少緩衝している

Ｄ

腐朽を確認（約 45％）

樹冠縮小のための剪定

平成 21年○○月○○日 平成 24年○○月○○日

道路パトロール時に外観を点検

平成 22年○○月○○日

特になし
健全度調査時に確認した幹の折損部分の腐朽が、約 45％から約 60％の腐
朽にまで拡大していたため、樹体を支持できずに折損したものと考えられ
る。



街路樹カルテの様式と記入例



第２編
・

平成 16年における街路樹の台風被害実態調査

　　　　　　　　　　　　　　　１．はじめに
　　　　　　　　　　　　　　　２．調査目的
　　　　　　　　　　　　　　　３．調査方法
　　　　　　　　　　　　　　　４．主な台風の概況
　　　　　　　　　　　　　　　５．調査結果　
　　　　　　　　　　　　　　　６．まとめと考察
　　　　　　　　　　　　　　　７．おわりに



１．はじめに
　平成 16年は記録的な台風の襲来があり、街路樹においても多くの倒木によって人的災害や交通
障害等が発生した。
　気象庁発表の報道資料1)によると、「台風の上陸は10個で、過去55年間で最多」であり、さらに「こ
れらの台風の勢力が強いことも 16年の台風の特徴」で、例えば、台風 18号の接近・上陸に伴い、
広島で最大瞬間風速 60.2 メートルを記録するなど、多くの観測点で最低気圧や最大瞬間風速、最
大風速の記録が更新された。
　各地で街路樹の倒木等被害も多く、特に台風 16号では大阪府で自転車に乗っていた男性が飛来
した樹木により死亡、台風 18号では北海道で倒木により 2名が死亡するなど痛ましい事故が発生
した。
　沿道の良好な生活環境を確保し、安全で快適な道路環境とするために植栽される街路樹は、強風
時には防風効果も有している。その半面で、台風時は直接強風を受けることから、街路樹が枝折れ
や倒木することで危険木となり、上記のような事故が発生することを再認識しておくことが重要で
ある。
　さらに、道路管理者においては、街路樹の植栽基盤が樹木に対して適正に設計されているのか、
日常の維持管理が樹木に対して有効であるのかについて、台風被害の実態を調査して危険木の原因
や植栽環境との関係を把握したうえで、植栽設計及び維持管理において必要な事項を確認しておく
ことが重要となっている。

２．調査目的
　平成 16年に発生した台風被害木の実態調査により、被害樹木の樹種や樹齢を把握するとともに、
植栽環境（植栽地形状や周辺環境等）や管理状況との関係について把握することを目的とした。

３．調査方法
　国、都道府県、政令指定都市が管理する道路について、管理担当部署に対するアンケートにより、
その実態を調査した。
　主な調査項目は以下のとおりである。
　①被害発生日 ･････ 台風号数、被害年月日、台風規模
　②被害状況 ･･･････ 被害実態（枝折れ、幹折れ、根返り）、周辺への被害内容
　③被害木の状況 ･･･ 本数、樹種、樹木形状、樹齢、支柱、活力
　④植栽状況 ･･･････ 植栽地構造、大きさ
　⑤道路構造等 ･････ 道路幅、歩道幅、周辺環境
　　
4．主な台風の概況
　①台風 4号（6月 9日～ 6月 11日）
　　☆沖縄県と高知県に被害
　　6月 4日にフィリピン西方で発生した台風４号は北東に進路をとり、6月 9日から沖縄諸島を
　暴風圏に巻き込みながら進み、6月 11 日に高知へ上陸して県内東部に強い雨をもたらした後、
　同日午後に温帯低気圧となった。
　②台風 6号（6月 18日～ 6月 22日）
　　☆台風接近 ･通過時を中心に暴風。九州地方から東海地方にかけての太平洋側で 300㎜ を超
　　　える大雨。
１）報道発表資料：平成 16年 11月 25日　気象庁　「平成 16 年夏から秋にかけての集中豪雨・台風等について」



　　6月 13 日にカロリン諸島近海で発生した台風６号は、ゆっくり北上を続け、16 日には大型
　で非常に強い勢力に発達した。その後も北上を続け、20日には沖縄・奄美諸島近海を通り、21
　日９時半頃、強い勢力のまま高知県室戸市付近に上陸した。21日 13 時過ぎに兵庫県明石市付
　近に再上陸し、21日午後には京都府舞鶴市付近を通って日本海へ進み能登半島沿岸、佐渡沖を
　通って 22日 3時に津軽海峡の西で温帯低気圧に変わった。６月 20日から 21日には沖縄地方
　から東北地方にかけて台風接近 ･通過時を中心に暴風となり、室戸岬で最大風速 43.7m/s（最
　大瞬間風速 57.1m/s）、南大東島（沖縄県）で最大風速 28.6m/s（最大瞬間風速 48.7m/s）など
　を観測した。また、18日から 22 日にかけての期間降水量は、三重県、高知県、徳島県で 400
　㎜を超え、九州地方から東海地方にかけての太平洋側で 300㎜を超えた所があった。

　③台風 10・11号（7月 29日～ 8月 6日）
　　☆相次いで四国に上陸。徳島県で、これまでの日本の記録を上回る日降水量 1,317㎜。
　　7月 25 日に南鳥島の西海上で発生した台風 10 号は発達しながら北西に進み、28 日に八
　丈島の南海上に達し、30 日にかけて強い勢力を保ちながら日本の南海上をゆっくりと西北西
　に進み、31 日 16 時すぎに高知県西部に上陸した。さらに瀬戸内海を経て、21 時半頃、山口
　県岩国市付近に再上陸した。その後、日本海を北上し８月２日 9時に熱帯低気圧に変わった。 
　　この台風の影響により、７月 29～ 31 日に東日本の太平洋側と西日本で大雨となり、特に近
　畿南部と四国地方で非常に激しい雨が降った。台風の通過後も、8月 1日～ 2日にかけて、高
　知や愛媛では 1時間に 100㎜を超える猛烈な雨を観測した。７月 29日～ 8月 2日までの期間
　降水量は、徳島や奈良で 1,000㎜を超え、高知では 700㎜を超えた。また、四国電力の観測では、
　徳島県上那賀町海川で日降水量 1,317㎜を観測し、これまでの日本の日降水量の記録を更新した。 
　　台風 11号は、日本の南海上にあった熱帯低気圧が潮岬南海上で台風 11号となり、22時過ぎ
　には徳島県東部に上陸した。その後四国・中国地方を縦断し、５日 6時に熱帯低気圧になった。
　　この台風で 8月 4～ 5日には近畿南部や三重県を中心に大雨となり、500㎜を超えたところ
　もあった。 

　④台風 15号（8月 17日～ 8月 20日）
　　☆四国地方や九州地方などで非常に激しい雨。日本海側の各地で、台風接近時を中心に暴風。
　　8月 16日にフィリピン東海上で発生した台風 15号は、17日には久米島の西海上を通過して
　東シナ海に進んだ。19日には九州の西海上を通って、強い勢力を維持しながら日本海を北東に
　進み、20日 6時過ぎ、青森県津軽半島に上陸した。その後、20日 18 時に根室の南東海上で温
　帯低気圧に変わった。
　　この台風が沖縄近海から東シナ海を北上中の 17日から 18日にかけては、四国地方や九州地
　方などで非常に激しい雨が降った。20日までの期間降水量は四国地方で 600㎜を超えた他、東
　北地方や北海道地方では、台風や前線の影響により200㎜から300㎜となった所があった。また、
　九州から北海道にかけての日本海側の各地で、台風接近時を中心に暴風となった。

　⑤台風 16号（8月 27日～ 8月 31日）
　　☆高松港、宇野港などで観測開始以来最も高い潮位を観測。瀬戸内を中心に高潮被害顕著。
　　8月 19日にマーシャル諸島近海で発生した台風 16号は、23日にサイパン島の西で大型で猛
　烈な勢力となった。27日以降、日本の南海上をゆっくりと北西に進み、29日夜には九州の南海
　上で進路を北向きに変え、30日 10 時前、鹿児島県串木野市付近に大型で強い勢力で上陸し九



　州を縦断した。17時半頃、山口県防府市付近に再上陸した後、中国地方から能登沖を次第に速
　度を速めて、強い勢力のまま北東に進んだ。その後、やや勢力を弱め、31日に津軽海峡を通っ
　て、　12時過ぎ、北海道函館市付近に上陸し、15時に北海道東部で温帯低気圧となった。27日
　から 31日にかけての期間降水量は、西日本の太平洋側で 500㎜を超え、台風上陸、接近に伴い
　各地で暴風となった。また、30日夜には、台風接近と大潮期間の満潮とが重なり、高松港、宇
　野港などで観測開始以来最も高い潮位を観測した。

　⑥台風 18号（9月 4日～ 9月 8日）
　　☆沖縄地方から北海道地方にかけて、各地で猛烈な風。広島で最大瞬間風速 60.2m/s、札幌
　　　で 50.2m/s。
　　8月 28 日にマーシャル諸島近海で発生した台風 18号は、日本の南海上を北西に進み、9月
　5日に大型で非常に強い勢力で沖縄本島北部を通過した。その後、東シナ海を北上し、進路を北
　東に変え、７日に長崎市付近に上陸して九州北部を横断した。７日午後には山陰沖に達し、日本
　海を加速しながら北東に進んだ台風は、暴風域を伴ったまま８日朝には北海道西海上を北上し、
　9時に温帯低気圧となったが、その後も発達しながら宗谷海峡に達した。広島で 60.2m/s、札幌
　で 50.2m/s など、沖縄地方、九州地方、中国地方、北海道地方では、これまでの記録を更新す
　る最大瞬間風速 50m/s 以上の猛烈な風を観測した。また、九州地方の一部で 900㎜を越える大
　雨を観測した所があった。さらに、瀬戸内海沿岸、西日本から北日本にかけての日本海側沿岸な
　どで高潮となった。
　　この台風により、建物の損壊や倒木被害が各地で発生し、転倒や飛散物の落下により多くの人
　が負傷した。また、西日本で船舶の乗揚げ事故が相次いで発生した。

　⑦台風 21号（9月 25日～ 9月 30日）
　　☆三重県では１時間に 130㎜を超える猛烈な雨。尾鷲の日降水量 740.5㎜。
　　9月 21日にグアム島西南西海上で発生した台風 21号は、発達しながら北西に進み、26日に
　強い勢力で沖縄本島と宮古島の間を通過した。27日に東シナ海でほとんど停滞した台風は、そ
　の後進路を北東に変えて進み、29日朝、暴風域を伴って鹿児島県串木野市付近に上陸した。15
　時過ぎ、高知県宿毛市付近に再上陸した後、20時半頃、大阪市付近に再上陸し、北陸地方を通っ
　て、30日 9時に東北地方で温帯低気圧となった。
　　29 日 7時 50 分までの 1時間に、尾鷲（三重県尾鷲市）で 133㎜、9時 40 分までの 1時間
　に宮川（三重県宮川村）で 139㎜の猛烈な雨を観測するなどし、台風と前線の影響による期間
　降水量量は、尾鷲で 900㎜を超えたほか、四国地方や近畿地方で 400㎜、東北北部で 250㎜を
　超えた所があった。
　　この台風の影響により、三重県宮川村で大規模な土砂災害が発生した。また、愛媛県新居浜市
　と四国中央市を結ぶ高速道路、国道が多数の土砂崩れにより分断される被害が発生した。

　⑧台風 22号（10月 7日～ 10月 9日）
　　☆台風の中心付近では猛烈な雨や風。静岡県石廊崎で最大瞬間風速 67.6m/s。
　　10 月 4日にフィリピンの東海上で発生した台風 22号は、発達しながら日本の南海上を北上
　した。台風は、９日 16時頃、伊豆半島に強い勢力で上陸し、関東地方を通って、夜には鹿島灘
　へ進み、10日 9時に日本の東海上で温帯低気圧となった。
　　台風と前線の影響により、東海地方から関東南部にかけて、期間降水量が 300㎜から 400㎜



　の大雨となった。また、９日には、御前崎（静岡県御前崎市）で最大 1時間降水量 89㎜、湯ヶ
　島（静岡県伊豆市）で 75㎜、石廊崎（静岡県南伊豆町）で最大瞬間風速 67.6m/s、大島（東京
　都大島町）で 51.5m/s を観測するなど、台風の中心付近では猛烈な雨や風となった。
　　この台風により、静岡県や関東南部でがけ崩れや浸水害が多数発生した。また、横浜市では、
　突風により駐車していたトラックなどが折り重なるように横転・積み重なるという被害があった。

　⑨台風 23号（10月 18日～ 10月 21日）
　　☆広い範囲で大雨。土砂崩れや浸水等により甚大な被害。
　　10月 13日にマリアナ諸島近海で発生した台風 23号は、18日 18時に大型で強い勢力となっ
　て沖縄の南海上を北上した。台風は、19日に沖縄本島から奄美諸島沿いに進み、20日 13時頃、
　大型の強い勢力で高知県土佐清水市付近に上陸した後、15時過ぎ、高知県室戸市付近に再上陸
　した。その後、18 時前、大阪府南部に再上陸して、近畿地方、東海地方に進み、21 日 3時に
　関東地方で温帯低気圧となった。
　　台風と前線の影響による期間降水量は、四国や大分で 500㎜を超えたほか、近畿北部や東海、
　甲信地方で 300㎜を超え、広い範囲で大雨となった。特に、台風が西日本に上陸した 20日は、
　九州地方から関東地方にかけて多くの地点で、これまでの日降水量の記録を上回る大雨となった。
　　また、台風の接近・上陸に伴い、南西諸島から東日本にかけて広い範囲で暴風、高波となった。
　　この台風により、兵庫県豊岡市や出石町を流れる円山川、出石川が氾濫、京都府福知山市から
　舞鶴市を流れる由良川が氾濫して浸水害が発生した。また、岡山県玉野市、京都府宮津市、香川
　県東かがわ市、香川県四国中央市など、西日本を中心に土砂災害が発生した。さらに、高知県室
　戸市では、高波により堤防が損壊する被害があった。人的被害は、兵庫県、京都府、香川県を中
　心に、全国で死者・行方不明者が 100 人近くに達する甚大な被害となった。

５．調査結果
５．１ 台風概況
　平成 16年は、台風発生数が 29個と平均値（1951 年～ 2003 年、以下同）（26.7 個）との比較
ではあまり多くなかったものの、上陸数では平均値（2.8 個）と比較して約 4倍の 10個にまで達
した。また、接
近数（台風の中
心がそれぞれの
地域のいずれか
の気象官署から
300km 以内に
入った場合）も
19 個と平均値
（11.4 個）を大
きく上回り、上
陸数、接近数と
もに過去の最多
記録を更新した
（図 -1）。
　　　　　　　　　　　　　　　図 -1　平成 16年における台風の発生、接近、上陸数



　台風の特徴としては、日本付近に北上してきた際の勢力が強い台風が多かったことがあげられ
る。10個の上陸した台風は、最大風速が台風 11号を除く全てで「強い」台風以上であるとともに、
最低中心気圧のピークが上陸日前にあり、最大強度に達したまま上陸していることがわかる。台風
の上陸地は、6個の台風が四国に上陸し、2個が九州（鹿児島県と長崎県）、青森県と静岡県に各
1個であった。
　上陸後の観測所における最大風速、最大瞬間風速の最高記録の数は、室戸岬においてそれぞれ 6
回、4回と最も多かった。また、台風 10 号、18 号、22 号では最大瞬間風速が 60m/s を超える
ものとなり、特に台風 22号では石廊崎において 67.6 m/s（観測記録としては史上 10位）まで達
した。また、台風 18号では、接近、上陸に伴って広島で最大瞬間風速が 60.2 m/s を記録すると
ともに西郷（島根県隠岐の島）で 55.8 m/s、富山で 42.7 m/s、札幌で 50.2 m/s を記録するなど、
広範囲の観測点で最大瞬間風速、最大風速の記録が更新された。総降水量では、尾鷲が 4回上位 1
位になり、台風 21号では 876㎜と最大値を記録した（表 -1）。

表 -1　平成 16年の上陸台風の概況

　台風による被害は、上陸した台風により死者 200 名、行方不明者 15名、負傷者 2,823 名の人
的被害、多くの住宅被害等を引き起こした。特に台風 23号は死者・行方不明者が 98名と全被害
の約半数を占めるほどであった。100 名近い死者・行方不明者がでた台風としては、昭和 57年の
台風10号・前線による95名の被害以来で約20年ぶりとなった。倒木が原因となった被害としては、
倒木が直撃するなどにより 5名が死亡した（表 -2）。



注）  ・主な被災地、人的被害、住宅被害については、消防白書（平成 17年度）による。ただし、台風 4号に
　　ついては記載なし。
　　・倒木による被害は、「台風災害データベースシステム、独立行政法人防災科学技術研究所HP」による。

表 -2　平成 16年の台風被害

５．２ 被害本数
　平成 16年の台風による街路樹の倒木等の被害本数は、全国（国：3,888 本、都道府県：12,507
本、政令指定都市：8,440 本）で 24,835 本となり、街路樹本数（平成 14 年 3月 31 日現在）に
おける被害率で 0.73％となった（表 -3）。



表 -3　管理者別の台風被害本数



　地域別の被害状況を比較する
と、北海道が最も多く（本数：
9,436 本、被害率：1.86％）、次
いで九州（本数：5,804 本、被害
率：1.73％）、中部（本数：4,837
本、被害率：1.06％）、中国（本数：
1,747 本、被害率：0.78％）となっ
ており、これらの地域では全国被
害率（0.73%）を上回って全体の
約 8 割の被害本数を占めた（図
-2）。
　管理者別で最も被害が多かった
のは、国管理においては本数、被　　　　　　　　　図 -2　地域別の被害状況
害率ともに九州地方整備局（本数：1,399 本、被
害率：1.76％）、都道府県管理においては本数で
北海道（4,460 本）、被害率で鹿児島（4.31％）、
政令指定都市管理においては本数で札幌市
（4,008本）、被害率で福岡市（4.52％）となった（図
-3、4、5）。
　台風別の被害本数で比較すると、台風 18号で
の被害本数（14,581 本）が全体の約 6割を占め
るほど大きく、他に台風 6号（被害本数：3,895
本）、台風 16号（被害本数：3,033 本）、台風 23　　　　　図 -3　国管理の被害上位５者

　　　図 -4　都道府県管理の被害上位５者　　　　　　図 -5　政令指定都市管理の被害上位５者

号（被害本数：1,534 本）が 1千本を超える被害となった（表 -4）。さらに管理者別にみると、平
成 16年に被害が最も大きかった台風 18号での被害（9,436 本）は、すべてが北海道（北海道開発庁、
北海道、札幌市）での被害であった。台風 6号の被害では岐阜県、愛知県、名古屋市で多かった。
台風 16号では、鹿児島県、福岡市、宮崎県などの九州地域で多かったが、四国地方整備局、名古
屋市、兵庫県、神戸市でも被害が多かった。台風 23号では、富山県で最も被害が多く、名古屋市、
福井県、中国地方整備局、近畿地方整備局で被害がみられた（表 -5）。



表 -4　台風別の被害本数（地域別）

　これらの台風により被害が多く
発生した地域をみると、兵庫県に
再上陸して北上した台風 6号では、
中部地域での被害が大きかった。鹿
児島県に上陸して九州を縦断し、山
口県に再上陸した台風 16号では九
州地域での被害が大きく、近畿地
域、中部地域、四国地域でも被害が
あった。沖縄本島北部を通過して長
崎、山陰沖を通過し、さらに北海道　　　　　図 -6　被害が大きかった台風の地域別内訳
西海上を北上した台風
18 号は、沖縄、九州、
中国、北海道でこれま
での最大瞬間風速の記
録を更新した。この台
風では北海道地域での
被害が最も大きかった
が九州地域、中国地域
でも大きかった。沖縄
周辺海上を北上して高
知県、大阪府に再上陸
した台風 23 号では、
沖縄、四国、近畿、中部、
北陸で同程度の被害が
あった（図 -6、7）。

　

　　　　　　　　　　

台風 18号 台風 23号

台風 16号台風 6号

図 -7　被害が大きかった台風の通過経路と被害発生状況



注）山口県と福岡県は倒木はあったものの記載しているもの以外の記録がない。

表 -5　台風別の被害本数（管理者別）



５．３ 被害樹種
　平成 16年の台風により受けた被害が大きかった樹種は、　　表 -6　全国の樹種別被害本数
ナナカマド（2,683 本）が最も多く、次いでハナミズキ　　　　　　　（上位 20種）
（1,519 本）、カイヅカイブキ（1,237 本）、ナンキンハゼ
（985 本）、ニセアカシア（940 本）であった（表 -6）。上
位 10 種までの合計被害本数は 10,634 本であり、全被害
の 43％を占めていた（図 -8）。

　　　図 -8　全国の樹種別被害上位 10種の構成比

　地域別の被害本数上位の樹種（図 -9、表 -7）をみると、
北海道ではナナカ
マド（2,672 本 ）
が最も多く、次い
でニセアカシア
（596 本 ）、 プラ
タナス類（420 本）
であり、ナナカマ
ドは全国での被害
本数（2,683 本 ）
のほとんどが北海
道での被害である
ことがわかる。
　東北は全体的な
被害が少なかった
が、そのなかでシ
ダレヤナギ（18
本）が最も多く、
次いで北海道で被
害が多かったナナ
カマド（11 本）、
ハナミズキ（7本）
であった。　　　　　　　図 -9　地域別の被害本数上位 3樹種（カッコ内は街路樹本数順位）



　関東では、プラタナス類（87本）、シダレヤナギ（73本）、ハナミズキ（37本）の順で多かった。
　北陸では、ヤマボウシ（220 本）が最も多く、次いでエンジュ（57本）、ハナミズキ（26本）であっ
た。
　中部では、ハナミズキ（932 本）が最も多く、次いでナンキンハゼ（417 本）、ニセアカシア（295
本）であった。
　近畿では、ケヤキ（84本）、カイヅカイブキ（80本）、ポプラ類（70本）の被害が多かった。
　中国では、カイヅカイブキ（426 本）の被害が 1/4 を占めて最も多く、次いでケヤキ（92 本）、
ヤマボウシ（75本）の順で多かった。
　四国では、シダレヤナギ（86本）、ヤマモモ（59本）、ケヤキ（33本）の被害が多かった。
　九州では、ナンキンハゼ（537 本）が最も多く、ケヤキ（533 本）、カイヅカイブキ（521 本）
の順であった。
　沖縄では、フクギ（349 本）の被害が最も多く、次いでリュウキュウマツ（247 本）、ホウオウ
ボク（53本）の順であった。
　ハナミズキは東北、関東、北陸、中部の４地域、ケヤキは近畿、中国、四国、九州の 4地域、
シダレヤナギは東北、関東、四国の 3地域、カイヅカイブキは近畿、中国、九州の 3地域で上位
3種に入っており、これらの樹種は広い地域で多く植栽されており、被害も広い範囲で発生してい
ることがわかる。また、シダレヤナギ、ニセアカシア、ポプラ類、ヤマボウシは、植栽されている
街路樹本数（各地域における国、都道府県、市町村、道路公社が管理する道路）の順位では、あま
り高くないにもかかわず被害順位は高くなっていた。

表 -7　地域別の被害本数上位 20樹種　



５．４ 被害形態
　被害形態（幹折れ、根返り、
傾斜、枝折れ等）の違いによる
傾向をみると、傾斜（9,477 本）
による被害が 38％と最も多く、
次いで根返り（8,029 本）の
32％、幹折れ（2,246 本）の 9％
の順であった（図 -10）。
　地域別による被害形態を比
較すると、北海道、東北、関東
の東日本で幹折れ、根返りの割
合が多く、北陸、中部、近畿、　　　　　　　　図 -10　被害形態別の被害状況
四国、九州、沖縄では傾斜が多
かった。なお、中国については、
根返りと傾斜が同程度であった
（図 -11）。
　被害形態別で被害が多かった
樹種についてみると、幹折れ
被害ではナナカマド（500 本）
が最も多く、次いでニセアカシ
ア（182 本）、サクラ類（125 本）
の順で多かった。
　根返り被害では、ナナカマド
（960 本）が幹折れ同様に最も
多く、次いでニセアカシア（496
本）、サクラ類（273 本）の順
であった。　　　　　　　　　　　　　図 -11　地域別における被害形態別の構成比
　傾斜被害では、カイヅカイブキ（1,156 本）、ハナミズキ（1,147 本）が多く、次いでナナカマド（614
本）が多かった。　
　枝折れでは、ナンキンハゼ（259 本）が最も多く、次いでナナカマド（165 本）、プラタナス類（151
本）の順で多かった（表 -8）。

表 -8　被害形態別の上位 10樹種



　さらに、全国において被害が多かった
上位 10樹種について被害形態の構成比
を比較してみると、幹折れ被害が多い樹
種としてはナナカマド、ニセアカシア、
プラタナス類が、根返り被害が多い樹種
としてはニセアカシア、ナナカマド、サ
クラ類が、傾斜被害が多い樹種としては
ハイビスカス、カナメモチ類、カイヅカ
イブキ、ハナミズキ、ケヤキが、枝折れ
被害が多い樹種としてはナンキンハゼ、
プラタナス類があげられた（図 -12）。
　また、同様に地域別で比較すると次の
とおりである（図 -13）。　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 図 -12　全国における被害樹種上位 10種の被害形態割合
　・北海道：全体的に根返り被害が多いなかで、特にネグンドカエデ、エンジュ、ニセアカシアの
　　　　　　被害が多く、ナナカマド、ポプラ類は幹折れ被害が他樹種に比較して多い。イタヤカ
　　　　　　エデは傾斜、プラタナス類は枝折れ被害が最も多かった。
　・東北：全体的に被害本数が少ないが、ハナミズキ、ナナカマドで幹折れ被害が多く、シダレヤ
　　　　　ナギ、プラタナス類、トドマツで根返り被害が多かった。
　・関東：シダレヤナギ、エンジュ、サルスベリ、ユリノキで根返り被害が多く、シダレヤナギは
　　　　　幹折れ被害も他樹種に比較して多かった。ハナミズキは傾斜被害がほとんどであった。
　　　　　最も被害の多かったプラタナス類は傾斜、根返り被害が多かった。
　・北陸：エンジュ、サルスベリは全てが傾斜被害であった。根返り被害はポプラ類で、幹折れ被
　　　　　害はヤナギ類で多かった。最も被害が多かったヤマボウシとハナミズキとリンゴ類、ニ
　　　　　セアカシアは原因が不明なものが多く傾向は分からなかった。
　・中部：上位 1、2位のハナミズキとナンキンハゼは傾斜被害がほとんどで、4位のカイヅカイ
　　　　　ブキも傾斜被害が多かった。ニセアカシア、トウカエデ、プラタナス類は幹折れ被害が
　　　　　多く、サルスベリは根返り被害が多かった。
　・近畿：ケヤキ、カイヅカイブキ、ポプラ類等の上位 8樹種までは傾斜被害がほとんどを占め
　　　　　ており、10位のサクラ類では幹折れ、根返り、傾斜が同程度の被害割合であった。
　・中国：最も被害の多かったカイヅカイブキと 3位のヤマボウシ、6位のエンジュ、8位のハナ
　　　　　ミズキは傾斜によるものがほとんどであった。ケヤキ、サクラ類、プラタナス類では幹
　　　　　折れや傾斜被害が多く、ヤナギ類は根返りによる被害が多かった。
　・四国：全体的に傾斜による割合が高く、シダレヤナギ、ツバキ類、ムクゲ等で顕著であった。
　　　　　そのなかで、シダレヤナギ、ヤマモモでは幹折れ被害、ヤマモモ、ケヤキでは根返り被
　　　　　害が見られた。
　・九州：最も被害の多かったナンキンハゼでは、根返り、枝折れ被害が多く見られ、2位のケヤ
　　　　　キでは傾斜被害が多かった。3～ 6位のカイヅカイブキ、ハイビスカス、カナメモチ類、
　　　　　ハナミズキはほとんどが傾斜による被害であった。
　・沖縄：全体的に傾斜による被害が多いなかで、フクギで根返り被害、イヌマキで幹折れ被害が
　　　　　見られた。



北海道　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東北

関東　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北陸

中部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近畿

中国　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四国

九州　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄

図 -13　地域別における被害樹種上位 10種の被害形態割合



５．５ 樹木形状（樹齢）と被害の関係
（１）樹高別被害
　樹高別の被害本数を比較　　　　　表 -9　被害形態の違いによる樹高別被害本数
す る と、3.1m ～ 5m が
5,860 本（24％）と全体の
1/4 を占め最も多く、次い
で 5.1m ～ 10m の 4,366
本（17％）、3m以下の3,443
本（14％）となっており、
比較的小さい樹高での被害
が多い傾向となった（表 -9、図 -14）。
　樹高別の被害形態を比較すると、幹折れ、根返りによる被害は樹高が高くなるほど被害割合が高
くなっていた。一方で、傾斜被害は樹高が低いほど割合が高くなっていた。なお、枝折れ被害は樹
高 5.1m～ 15mの樹木で被害が発生していた（図 -15）。

　　　　図 -14　樹高別の被害割合　　　　　　　　　図 -15　樹高別の被害形態割合
　樹高別において被害が多かった樹種は、3m以下ではカイヅカイブキ（22％）が最も多く、次い
でハイビスカス（15％）、カナメモチ類（13％）と低木が上位 3種を占めた。樹高 3mを超え 5m
までの樹種としては、ハナミズキ（16％）が最も多く、次いでナナカマド（13％）、ナンキンハゼ
（7％）の順であった。樹高 5mを超え 10mまでの樹種としては、ナナカマド（10％）が最も多く、
次いでナンキンハゼ（9％）、ケヤキ（9％）が上位を占めた。樹高 15mを超え 20mまでの樹種と
しては、ケヤキ（49％）が半分を占め、次いでエゾマツ類（25％）、サクラ類（10％）の順となり、
これら 3種で全体の 9割弱となった（表 -10、図 -16）。

表 -10　樹高別における被害本数上位 10樹種



図 -16　樹高別における被害上位 10樹種の構成比

　さらに、被害が多かった上位 20種における樹高別被害を比較すると、樹高 3mまでの樹木で被
害が大きかった樹種としてはカイヅカイブキ、ハイビスカス、カナメモチ類、クロガネモチ、5m
まで含めた樹種としてはナナカマド、ハナミズキ、サクラ類、イチョウ、フクギ、ヤマモモ、ヤマ
ボウシがあげられる。5mを超え 10mまでで被害が大きい樹種としてはナンキンハゼ、ニセアカ
シア、ケヤキ、プラタナス類、マツ類、エンジュ、ポプラ類、シダレヤナギ、モミジバフウがあげ
られる。なお、ポプラ類は 10mを超える樹高での被害（20％程度）が他樹種に比較して大きくなっ
ている（図 -17）。

図 -17　被害上位 20樹種における樹高別被害割合



（２）樹齢別被害
　樹齢別に被害割合を比
較すると、6 年～ 10 年が
29％と最も多く、次いで
16 年～ 20 年が 24％、11
年～ 15 年が 22％の順とな
り、これらで 3/4 を占めた。
比較的若い樹齢の樹木での
被害が多いことが分かった
（図 -18）。
　さらに、樹齢別被害を被害　　　　　　　　　　図 -18　樹齢別の被害割合
形態で比較すると、幹折れは樹齢に　　　　　　　　　表 -11　樹齢別の被害形態
あまり関係なく、どの階層でも
20％前後を占めていた。しかし、
根返りは樹齢が高くなるほど被害
割合が高くなり、逆に傾斜は樹齢が
低くなるほど被害割合が高くなっ
ていた。枝折れについては 36年～
40 年で 20％程度を占めていたが
顕著な傾向はなかった（表 -11、図
-19）。
　樹齢別において被害
が多かった樹種は、10
年以下ではハイビスカ
ス（27 ％） が 最 も 多
く、次いでカナメモチ
類（16％）、ハナミズキ
（11％）の順となり、こ
の 3樹種で全体の半数を
占める。11 年～ 20 年
ではナナカマド（20％）
が最も多く、次いでカイ
ヅカイブキ（14％）、ハ
ナミズキ（6％）の順と
なり、以下のヤマモモと
サクラ類　（6％）を併せ　　　　　　　　　 図 -19　樹齢別の被害形態割合
て、全体の 52％を占める。21年～ 30年ではナナカマド（15％）が最も多く、次いでヒバ（11％）、
プラタナス類（8％）、エンジュ（8％）の順となった。31 年～ 40 年ではニセアカシア（28％）
が最も多く、次いでプラタナス類（17％）、ナナカマド（13％）の順となり、この 3種で全体の
58％と半数を占めた。41年～ 50年ではシダレヤナギ（44％）、プラタナス類（37％）が多かった。
51年以上では樹齢の分かる樹種が 4種各 1本しかなかったが、エンジュ、サクラ類、ヤナギ類（樹
齢 240 年）、エノキ（樹齢 400 年）で被害が発生した（表 -12、図 -20）。



表 -12　樹齢別における被害本数上位 10樹種

　被害が多かった
上位 20 種におけ
る樹齢別被害を比
較すると、樹齢 10
年までの被害が多
かった樹種として
はハイビスカス、カ
ナメモチ類、樹齢
11 年～ 20 年の被
害が多かった樹種
はナナカマド、カ
イヅカイブキ、ヤ
マモモ、フクギ、
ナンキンハゼ、ケ
ヤキ、ヤマボウシ、
ポプラ類、日本産
カエデ類、樹齢 21
年～ 30 年の被害が
多かった樹種はプラ　　　　　　　図 -20　樹齢別における被害上位 10樹種の構成比
タナス類、エンジュ、ヒバ類、
樹齢 31 年～ 40 年が多かった樹
種はニセアカシア、プラタナス
類であった（図 -21）。　　　　
　

　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 -21　被害上位 20樹種における樹齢別被害



５．６ 植栽環境と被害の関係
（１）植栽地構造別の被害
　被害木について、植栽地の構造（植樹
帯、植樹桝、中央帯等）による被害割合
を比較すると、植樹帯での被害が 27％
と最も多く、次いで植樹桝の 25％、中
央帯の 3％の結果となった。しかし、各
植栽地における未被害木を含めた総植栽
本数が不明であるため、植栽地の構造毎
の被害割合が算出できないことから、明
確な傾向はわからない（図 -22）。　　　　　　　　図 -22　植栽地構造別の被害割合
　植栽地構造毎に被害が  　　　　　　　　表 -13　植栽地構造毎の樹高別被害本数
発生した樹高別割合を
比較すると、植樹帯で
は樹高3.1m～ 5m及び
5.1m ～ 10mが 30％程
度と最も多かった。植
樹桝では 3.1m～ 5mが 50％程度を占め最も
多かった。中央帯では 3m以下が 85％を占
め最も多かった。15mを超える樹木で発生し
た被害はほとんどが植樹帯であり、大木の被
害は植樹帯で多く、逆に小木の被害は中央帯
で多かった（表 -13、図 -23）。　　　　
（２）植樹幅別の被害
　植樹幅の違いによる被害を比較すると、
1m以下が 29％で最も被害が多く、次いで
1.1m～ 2mの 12％、2.1m～ 3mの 4%の順　 　　図 -23　植栽地構造毎の樹高別被害割合
となり、植樹幅が狭いほど被害が多い傾向となった（図 -24）。さらに、植樹幅毎に植栽地構造別
の被害本数を比較すると、植樹幅が１m以下では植樹桝での被害が植樹帯よりも多いが、2mを超
えると植樹帯での被害の方が多くなった。このこと
から、植樹幅が狭い植樹桝に植栽された街路樹にお
いて被害が多いことがわかる（図 -25）。

　　　　　　図 -24　植樹幅別の被害割合　　　　 　 図 -25　植樹幅毎の植栽地構造別被害本数



　また、植樹幅毎に発生した被害
本数を樹高別で比較すると、植
樹幅 1m以下では樹高 3m以下、
3.1m ～ 5m、5.1m ～ 10m で ほ
ぼ同程度の被害が発生している
が、植樹幅が 1.1m ～ 2mになる
と、樹高 3m以下が少なくなり、
3.1m～ 5mで増加した。さらに、
植樹幅 2.1m 以上になると樹高
3m以下の被害がほとんど無くな
り、3.1m ～ 10m までの被害と
なった。植樹幅 10.1m 以上では
サンプル数が少なく傾向はわから
なかった（図 -26）。
　植栽地構造毎に植樹幅の違いに
よる被害発生本数を樹高別で比較
すると、最も被害が多かったのは
植樹桝の 1m以下の幅員における
樹高 3.1m ～ 5mの樹木（多かっ
た樹種はハナミズキ、ナンキンハ
ゼ、ヤマボウシ等）で、群を抜い
て多かった。次いで植樹帯の 1m
以下の幅員における樹高 5.1m～　　　　　図 -26　植樹幅の違いによる樹高別被害割合

図 -27　植栽地構造・植樹幅の違いによる樹高別被害本数



10mの樹木（マツ類、ナンキンハゼ、ケヤキ等）、同じく樹高 3.1m～ 5mの樹木（トネリコ、カ
イヅカイブキ、サクラ類等）、植樹桝の 1.1m～ 2mの幅員における樹高 3.1m～ 5mの樹木（ハナ
ミズキ、ナナカマド、リュウキュウマツ等）の順となった。中央帯では植樹幅 1m以下における樹
高 3m以下の樹木（カナメモチ類）の被害がほとんどを占めていた（図 -27）。
　　　　　
５．７ 管理状況と被害の関係
　管理状況として剪定回
数別による被害本数を比
較すると、（不明なもの
を除いて）最も多かった
のは「1回 / １年間」の
剪定を行っていたものが
48％と「なし」を上回っ
て最も多かった。なお、
年間剪定回数が 2回以上　　　　　　　　図 -28　剪定回数別の被害本数
と頻度が高いものも見ら
れた（図 -28）。
　樹木の保護材として設
置されている支柱と被害
本数の関係では、「鳥居
支柱」での被害が 55％
と半数以上を占めて最
も多く、「支柱なし」の
35％を上回った。比較
的がっしりと固定できる　　　　　　　　図 -29　設置支柱別の被害本数
「八つ掛支柱」についても３％程度の被害が見られた（図 -29）。
　支柱と樹高の関係では、樹高 5mまでは「支柱あり」の方が「支柱なし」よりも被害が多く、5.1m
～ 10mでは同程度、10.1m以上では「支柱なし」が多くなっていた（図 -30）。被害が多かった上
位 5種類の支柱と支柱なしについて樹高別の被害本数を比較すると、「鳥居支柱」においては樹高
3.1m～ 5mでの被害が最も多く、「一本支柱」と「八つ掛け支柱」においては樹高 3m以下での被
害が多かった（図 -31）。「支柱なし」では樹高 5.1m～ 10mでの被害が最も多かった。
　　　　　

図 -30　支柱有無による樹高別被害本数　　　　図 -31　支柱別による樹高別被害本数



５．８ 周辺への被害
　周辺に被害を及ぼした樹木は、人命に関わるものが 6本、命に関わらない傷害 2本を含めると
8本もあった。家屋器物被害も 151 本あり、交通障害は 7,512 本で 54％（不明なものを除いて）
と半数程度の割合で発生していた（図 -32）。
　周辺に被害を及ぼし
た樹種は、「人命被害」
については樹齢 50 年
のプラタナス類（樹高
8m）、樹齢 30 年のヒマ
ラヤスギ（樹高 5.5m：
自動車接触による）で
両樹種ともに根返りに
よる倒木であった。　　　　　　　　　図 -32　倒木等が周辺に及ぼした被害
　また、「人的被害」についてはエンジュ（樹高 9.8m）とナナカマド（樹高 4m：自転車通行者の
転倒原因）で、両樹種ともに幹折れによるものであった。
　周辺への被害が「交通障害」、「家屋器物被害」、「なし」について、樹高別の被害本数を比較すると、
「交通障害」においては、3.1m～ 5m
が最も多く、10mまでの樹高におい
ても交通障害をもたらしており、樹高
が低いからといって障害に繋がりに
くいということではない。「家屋器物
被害」においては、5.1m ～ 10m で
多くなっており、樹高が高いほうが
被害を及ぼしやすい傾向が若干みら
れた。「なし」においては、3.1m ～
5mで多くなっているが、3mまでの
樹高や 15.1m ～ 20m の樹高におい
ても被害が見られた。このことから、
被害の発生は樹高が大きな要因とな
るものではなく、周辺にどのような
障害対象があるかに大きく影響され
ることがいえる。（図 -33）。　　　　　　　　図 -33　周辺被害毎の樹高別被害本数

６．まとめと考察
①台風概況
　平成 16年における台風の上陸数、接近数は過去最高を更新し、最大風速、最大瞬間風速におい
ても多くの観測地で最高記録を更新するなど、台風の勢力が強いものが多かった。また、これらの
台風により人的被害や住宅被害等多くの災害を引き起こした。
②被害本数・樹種
　台風による街路樹の倒木等の被害は、国、都道府県、政令指定都市が管理する道路において
24,835 本となった（記録が残されている本数のみ）。特に、台風 18号（沖縄、九州、中国、北海
道を通過）における被害本数は 14,581 本と最も多く、なかでも北海道では 9,436 本の被害が発生



した。北海道は台風18号のみの被害であったが、平成16年における地域別被害では最多となった。
　被害本数が多かった樹種としては、ナナカマドが 2,683 本と最も多かったが、ほとんどが台風
18号での北海道（2,672 本）における被害であった。2位はハナミズキの 1,519 本であり、北海道、
四国、沖縄を除く本州で上位となっていた。3位はカイヅカイブキの 1,237 本で、中部以西の地域
で上位であった。これらの樹種の他に、地域で 1位となったものとしては、シダレヤナギ（東北、
四国）、プラタナス類（関東）、ヤマボウシ（北陸）、ケヤキ（近畿）、ナンキンハゼ（九州）、フクギ（沖
縄）であった。
③被害形態
　被害形態では、全国的に見ると傾斜が全体の 38％を占めて最も多く、次いで根返りの 32％とな
り、ほぼ 7割となった。地域別で見ると北海道、東北、関東では根返りが多くなっているが、そ
れ以外の西日本では傾斜による被害が多くなっていた。形態別に被害が多かった樹種としては、傾
斜ではカイヅカイブキ、ハナミズキが多く、根返り、幹折れではナナカマド、ニセアカシア、サク
ラ類が多かった。また、枝折れではナンキンハゼの被害が多かった。
④樹高との関係
　樹高別の被害では、樹高 3.1m～５mが全体の 24％を占めて最も多く、次いで 5.1m～ 10mの
17%が多かった。また、樹高と被害形態の関係では、樹高が高くなるほど幹折れ、根返りによる
被害割合が高くなっていた。一方、樹高が低いほど傾斜の被害割合が高くなっていた。枝折れ被害
は樹高 5.1m～ 15mの樹木で被害が発生していた。さらに、樹高別の被害の多い樹種は以下のと
おりであった。
　3m以下：カイヅカイブキ（22％）、ハイビスカス（15％）、カナメモチ類（13％）
　3.1m～ 5m：ハナミズキ（16％）、ナナカマド（13％）、ナンキンハゼ（7％）
　5.1m～ 10m：ナナカマド（10％）、ナンキンハゼ（9％）、ケヤキ（9％）
　15.1m～ 20m：ケヤキ（49％）、エゾマツ類（25％）、サクラ類（10％）
⑤樹齢との関係
　樹齢別の被害では、樹齢 6年～ 10年が 29％と最も多く（樹種はハイビスカス、カナメモチ類等）、
次いで 16年～ 20年が 24％、11年～ 15年が 22％の順となり（樹種はナナカマド、カイヅカイ
ブキ等）、これらで 3/4 を占めた。さらに、樹齢別で被害形態を比較すると、幹折れは樹齢にあま
り関係なくどの階層でも 20％前後を占めているが、根返りは樹齢が高くなるほど被害割合が高く
なり、逆に傾斜は樹齢が低くなるほど被害割合が高くなっていた。枝折れについては特に顕著な傾
向はなかった。
⑥植栽地構造との関係
　植栽地の構造による違いでは、植樹帯での被害が 27％と最も多く、次いで植樹桝の 25％、中央
帯の 3％となった。また、植栽地の構造毎における樹高別の被害は、植樹帯では樹高 3.1m～ 5m
及び 5.1m ～ 10mがそれぞれ 30％程度と最も多く、植樹桝では 3.1m ～ 5m（50％程度）、中央
帯では 3m以下（85％）が最も多かった。15mを超える樹木はほとんどが植樹帯での被害であった。
さらに、植樹幅の違いで比較すると、幅員 1m以下が 29％で最も被害が多く、次いで 1.1m～ 2m
の 12％、2.1m～ 3mの 4%の順となり、植樹幅が狭いほど被害が多い傾向となった。植樹幅が１
m以下では植樹桝における被害が植樹帯よりも多く、2.1mを超えると植樹帯での被害が多くなっ
ていた。
　植栽地構造・植樹幅の違いによる被害発生本数を樹高別で比較すると、最も被害が多かったの
は植栽桝の 1m以下の幅員における樹高 3.1m～ 5mの樹木（多かった樹種はハナミズキ、ナンキ
ンハゼ、ヤマボウシ等）で群を抜いていた。次いで植樹帯の 1m以下の幅員における樹高 5.1m～



10mの樹木（マツ類、ナンキンハゼ、ケヤキ等）、同じく樹高 3.1m～ 5mの樹木（トネリコ、カ
イヅカイブキ、サクラ類等）、植樹桝の 1.1m～ 2mの幅員における樹高 3.1m～ 5mの樹木（ハナ
ミズキ、ナナカマド、リュウキュウマツ等）の順となった。中央帯では植樹幅 1m以下における樹
高 3m以下の樹木（カナメモチ類）の被害がほとんどを占めていた。
⑦管理状況との関係
　管理状況として剪定回数別による被害を比較すると、「1回 / １年間」の剪定を行っていたもの
が 48％と「剪定なし」を上回って最も多かった。なお、年間剪定回数が 2回以上と頻度が高いも
のでも被害が見られた。樹木の支柱と被害本数の関係では、「鳥居支柱」での被害が 55％と半数以
上を占めて最も多く、「支柱なし」の 35％を上回った。比較的がっしりと固定できる「八つ掛支柱」
についても３％程度の被害が見られた。支柱と樹高の関係では、樹高 5mまでは「支柱あり」の方
が「支柱なし」よりも被害が多く、5.1m～ 10mでは同程度、10.1m以上では「支柱なし」が多くなっ
ていた。被害が多かった上位5種類の支柱と支柱なしについて樹高別の被害本数を比較すると、「鳥
居支柱」においては樹高 3.1m～ 5mでの被害が最も多く、「一本支柱」と「八つ掛け支柱」にお
いては樹高3m以下での被害が多かった。「支柱なし」では樹高5.1m～10mでの被害が最も多かっ
た。
⑧倒木による被害
　周辺に被害を及ぼした樹木は、人命に関わるものが 6本、命に関わらない傷害 2本を含めると
8本であった。家屋器物被害は 151 本あり、交通障害は 7,512 本で 54％と半数程度の割合で発生
していた。樹種としては、「人命被害」が樹齢 50 年のプラタナス類（樹高 8m）、樹齢 30 年のヒ
マラヤスギ（樹高 5.5m：自動車接触による）で両樹種ともに根返りによる倒木であった。また、
命に関わらない「人的被害」についてはエンジュ（樹高 9.8m）とナナカマド（樹高 4m：自転車
通行者の転倒原因）で両樹種ともに幹折れによるものであった。
　周辺被害と樹高の関係では、「交通障害」が 10mまでの樹高において発生していた。「家屋器物
被害」においては、5.1m ～ 10mで多くなっており、高い樹高のほうが被害が多かった。「なし」
においては、3.1m ～ 5mで多くなっているが、3mまでの樹高や 15.1m ～ 20mの樹高において
も被害が見られた。このことから、被害の発生は樹高が大きな要因となるものではなく、周辺にど
のような障害対象があるかに大きく影響されることがいえる。

7．おわりに
　倒木被害の実態調査により、被害を受けやすい傾向がある樹種や植栽地構造が明らかとなったが、
管理状況については現在行われている剪定や支柱設置が倒木対策を主目的としたものではないと考
えられ、明確な関係はみられなかった。今回の調査では被害木のみの集計による考察であるため、
未被害木との比較はできていないものの、街路樹の設計時における樹種選定や植栽地構造の決定な
どに参考となるデータであると考える。



第３編
・

街路樹の病気と害虫、木材腐朽菌（子実体）

　　　　　　　　　　　　　Ⅰ．街路樹に見られる病気
　　　　　　　　　　　　　Ⅱ．街路樹に見られる害虫
　　　　　　　　　　　　　Ⅲ．街路樹に見られる木材腐朽菌（子実体）
　　　　　　　　　　　　　　　



ペスタロチア病
羅病樹木 ■マツ、スギ、ヒノキや様々な広葉樹な

　ど
主な病徴 ■ペスタロチア属菌による病気で「ペス

　タロッチア病」とも呼ばれる。炭疽病
　に似るが、病斑の中心部が灰白色にな
　ることはない。
■病斑は不整形、大型のものが多く、病
　斑上に小さな黒点を散生し、これは同
　心円状に配列して輪紋となることが多
　い。湿潤時にはそこから分生子の粘塊
　が角状ないしはひも状に押し出される
　ため、診断の指標となる。

主な伝搬方法 ■成熟して外に放出された胞子が雨粒や
　強風で飛び散ることや、昆虫に付着し
　て運ばれることで、周囲の植物に伝染
　していく。
■昆虫や風による小さな傷の部分から発
　生することが多く、若い無傷の葉では
　発生しない。乾燥すると発生しやすい。

主な防除法 ■病葉、病新梢をつみ取り、病落葉の焼
　却や土中埋没により伝染源を減らす。
■葉に無用な傷をつけたり、強風にさら
　したり、葉に水をかけないようにする。
■落葉が激しい場合は、伝染時期に農薬
　取締法に基づき登録された薬剤を散布
　する。
■毎年発生する場所では環境条件（排水
　不良地、陰湿地、通風不良地等）の改
　善を図る必要がある。

斑点性病害
羅病樹木 ■様々な樹木
主な病徴 ■特定の糸状菌群によるものではなく、  

　葉に円形、角形、あるいは不整形の斑
　点をつくり、場合によってはそれらが
　拡大して葉全体の枯死を起こすものの
　総称である。葉枯に至ると観賞的価値
　が減少する。葉枯に至らない場合でも
　早期落葉をしばしば起こし、被害が激
　しくなると成長が抑制される。
■様々な病原菌によって起きるが、それ
　ぞれの病原菌によって病班の形や色、
　病原菌の子実体の特徴が異なり、経験
　を積むことで正確に病名を診断するこ
　とができる。

主な伝搬方法 ■落葉樹の場合は落葉上で、常緑樹の場
　合は木に付いた病葉上で、子のう世代
　または分生子世代のまま病原菌が越冬
　し、翌春の第一次伝染源になるものが
　多い。春から秋まで病班上に形成され
　た胞子により第二次感染が繰り返され
　る。

主な防除法 ■病葉、病新梢をつみ取り、病落葉は焼
　却、土中埋没や堆肥にする。落葉が激
　しい場合は、伝染時期に農薬取締法に
　基づき登録された薬剤散布する。
■毎年発生する場所では環境条件（排水
　不良地、陰湿地、通風不良地等）の改
　善を図る必要がある。

葉・新梢

葉・新梢



うどんこ病
羅病樹木 ■ハナミズキ、サルスベリ、カシ類、マ

　サキ、カエデ類など
主な病徴 ■白渋（しらしぶ）病ともいい、植物の

　葉の表面・裏面または両面にうどん粉
　（小麦粉）をまいたように病原菌の菌
　糸で覆われる病気。菌の種類や樹種に
　よっては、表面を覆う菌の色が褐色、
　紫褐色を呈するものもある。子のう菌
　類に属するウドンコキン類の病原菌に
　よって発生する。
■葉に白い粉をまいたような菌糸と分生
　子が覆うことで葉枯を起こし、新梢部
　が侵されるとその部分が縮れて成長が
　停止する。

主な伝搬方法 ■多くの種類は、秋に病斑部に微細な小
　黒点（子のう殼）を形成し（落葉樹で
　は病落葉上で、常緑樹では着生したま
　ま）、その中の子のう胞子が翌春の第
　一次伝染源になる。以後は、病班上に
　形成された分生胞子により第二次伝染
　が繰り返される。

主な防除法 ■越冬胞子が形成されている落葉などを
　焼却して処分することにより第一次伝
　染源を除去する。
■常菌糸で越冬する常緑樹では、被害の
　激しい感染部の除去、及びその時期に
　農薬取締法に基づき登録された薬剤の
　散布が有効である。

炭疽（たんそ）病
羅病樹木 ■多数の樹種
主な病徴 ■炭疽病菌属に属する菌類によって起こ

　る病気で、主に葉に発生するが、若い
　枝や葉柄、果実にも発生する。
■病班は、黒褐色で円形や形の崩れた大
　きな斑点が発生し、斑点は徐々に拡大
　する。若い枝や葉柄では、はじめ黒色
　で長円形、のちに盛り上がった黒褐色
　でかさぶた状の病班を生ずる。
■病斑上には微細な黒点を散生し、降雨
　後などに分生子の塊が淡桃色の粘塊と
　して出現するのが大きな特徴で診断の
　指標となる。
■きわめて多犯性で、樹種により病徴や
　病状がかなり異なるが、感染により落
　葉や新梢枯死などが起こり、樹勢が低
　下する。

主な伝搬方法 ■炭疽病菌の多くは宿主へ侵入後、表皮
　下の狭い範囲で潜在的に生存し続け、
　宿主細胞の老化や、何らかの原因で樹
　木の活力が低下すると発病する場合が
　多い。
■病葉や病枝上で越冬して、翌春に分生
　胞子を形成して、風や雨滴、昆虫によ
　り伝染する。

主な防除法 ■冬の間に病葉や病枝を切除して焼却等
　の処分をする。
■被害が激しい場合は、伝染時期に農薬
　取締法に基づき登録された薬剤を散布
　する。

葉・新梢

葉・新梢



さび病
羅病樹木 ■ツツジ類、ヤナギ類、ボケ、ビャクシン、

　ナラ類、マツ類、モミ類、ポプラ、サ
　クラ、ウメ、リンゴ、ナシなど

主な病徴 ■さび菌属の病原菌により、いろいろな
　広葉樹の葉の表面や裏、マツなどの針
　葉に、黄色（さび色）の粉状物（夏胞
　子堆）または粉が詰まったのう状物（さ
　び胞子堆）が現れ、その部分の壊死が
　起こる病気である。
■秋には葉の組織内に色の濃い、越冬用
　の冬胞子が形成される場合が多い。
■被害葉は早期落葉を起こし、幹枝にこ
　ぶをつくるものや、てんぐ巣症状にな
　る場合もある。
■重要な樹木病原菌類のひとつである。

主な伝搬方法 ■多くの種は異種寄生性であり、中間宿
　主（２種以上の植物を宿主としている
　病原菌はある宿主を介して別の宿主に
　感染するが、このときに病害として重
　要でない方の宿主植物を呼ぶ）を通し
　て伝染する。

主な防除法 ■中間宿主がある場合は、それを除去し
　て感染の頻度を低くする。
■病枝葉が翌年の伝染源となるので除去
　する。
■被害が激しい場合は、伝染時期に農薬
　取締法に基づき登録された薬剤を散布
　する。

もち病
羅病樹木 ■ツツジ、ツバキ、サザンカ、チャなど

主な病徴 ■担子菌類のもち病菌属の病原菌によっ
　て、新葉や花、若芽全体もしくは一部
　が膨らんで、その表面が白い粉に覆わ
　れることで、もちが膨らんだようにな
　る病気である。
■葉全体が厚く大きくなることや、日の
　当たる面が紅色になり膨らんだ部分の
　表面に白粉状となるものもある。
■春と秋、降雨が続き日照が少ないと発
　生しやすい。ツツジ類では 9～ 10 月
　頃の秋芽にも発生することがある。
■その後被害部分は腐敗するか、ミイラ
　化して枝に長く残り、葉全体が枯死す
　る。

主な伝搬方法 ■膨れた罹病部表面の粉状に見える部分
　に担子器が形成されており、担子器は
　担子胞子を形成するが、すぐに分生子
　を形成して新芽へ感染する。その後、
　生きた葉や芽に菌糸の形で潜在して、
　翌年の春に発病する。

主な防除法 ■病葉は有力な伝染源になるため、除去
　し焼却する。
■被害が激しい場合は、伝染時期に農薬
　取締法に基づき登録された薬剤を散布
　する。

葉・新梢

葉・新梢



葉・新梢

葉・新梢

とうそう病・そうか病
羅病樹木 ■ポプラ類、ヤツデ、ミズキ類、マサキ、

　ケヤキ、ハゼなど

主な病徴 ■子のう菌類のそうか病菌属などの寄生
　によって、ポプラ類では葉に白色の小
　斑点が、ヤツデでは褐色や灰白色の大
　きいカサブタ状の病斑が、ミズキ類・
　マサキ、ケヤキでは中央に穴があいた
　褐色の小斑点が、ハゼ、ポプラ類では
　黒い小斑点が形成される病気である。
■春の開葉期に葉、葉柄、新梢部、花弁
　に発生する。
■湿潤条件で罹病部に分生子の塊が粘塊
　として現れるが、炭疽病と異なり白色
　～淡灰白色をしていることで、診断の
　指標となる。

主な伝搬方法 ■常緑樹では、病葉が木に着生したまま
　越冬し、その部分に形成される新たな
　分生子が第一次伝染源になり、その後
　分生子によって伝染が拡大する。
■落葉樹では、病原菌の越冬場所や第一
　次伝染源が明らかでない。

主な防除法 ■毎年被害が出る場合は落葉の焼却を行
　い、着生している罹病葉は切除して処
　分する。
■梅雨期に農薬取締法に基づき登録され
　た薬剤を散布する。

すす病
羅病樹木 ■ツバキ、サザンカ、カシ類、タケ、マ

　ツなど多くの樹種

主な病徴 ■子のう菌類のすす病菌属などの病原菌
　に起因して、植物の葉や枝の表面に寄
　生して、煤（すす）がついたようにな
　る病気である。
■葉に直接寄生して養分を吸収するもの
　と、樹木には直接寄生せずにカイガラ
　ムシやアブラムシの排泄物を養分とし
　て生活するものがある。
■主に葉に発生し、枝、幹、果実にも発
　生するが、日陰で風通しの悪い湿気の
　多いところに多発する。
■全葉が覆われるほどの激しい被害にな
　ると、光合成作用が阻害されて樹勢が
　低下する。

主な伝搬方法 ■落葉または常緑樹の罹病部に形成され
　る子のう胞子が第一次伝染源になる。

主な防除法 ■日当たりや風通しを良好にして、陰湿
　な環境の改善を図る。
■カイガラムシ、アブラムシ類を防除す
　る。
■冬期には農薬取締法に基づき登録され
　た薬剤を散布する。



胴枯（どうがれ）病
羅病樹木 ■カエデ類、モクセイ類、サクラ類、イ

　チョウ、カキノキ、ヒトツバタゴ、ニ
　オイヒバなど

主な病徴 ■病原菌が枝や幹に寄生し、罹病部から
　上部を枯らすため、胴枯病とよばれる。
■枝や幹は、赤褐色ないしは茶褐色～黒
　褐色などに変色して陥没した病斑をみ
　せる。
■陥没した周囲には癒合組織が形成され
　て、膨らんでくる。
■病班が枝や幹を一周すると、通水の組
　織が破壊されるため、その上部は萎れ
　て枯れる。
■病斑上には表皮の隆起がみられ、中に
　は胞子の粘塊があり、梅雨期には押し
　出された粘塊がみられる。

発生要因 ■何らかの原因で樹木の樹勢が低下する
　と、枝や幹の傷口（剪定、折損、害虫等）
　に寄生した病原菌により発病する。

主な防除法 ■移植時には、施肥や灌水等により十分
　な養生を行い、早期活着と樹勢の向上
　を図る。
■初期病斑では、罹病部を健全組織を含
　めて完全に取り除き、よく乾燥させた
　後で農薬取締法に基づき登録された薬
　剤を塗布する。
■切除した樹皮や枝、幹は伝染源となる
　ので焼却処分する。
■凍霜害や乾燥害を誘因として発生する
　ことが多いので適地・適木の樹種選定
　をする。

永年性がんしゅ病
羅病樹木 ■マユミ、ビワ、モモ、モミ、カラマツ

　などで被害が大きい

主な病徴 ■主に幹や太い枝において、樹皮が紡錘
　形となり暗褐色に侵され、比較的ゆっ
　くりと、部分的に形成層が懐死し、そ
　の部分を中心に凹みができる。
■その周囲には癒合組織が形成され、こ
　れが繰り返されて永年性のがんしゅと
　なる。
■根に発生するものは根頭がんしゅ病と
　称し区別する。

発生要因 ■何らかの原因で樹木の樹勢が低下する
　と、枝や幹の傷口（剪定、折損、害虫等）
　に寄生した病原菌により発病する。

主な防除法 ■植栽直後の樹木は、活着と樹勢の回復
　を早期に図る。窒素質が過多の場合は
　罹病しやすいので、施肥にも注意する。
■極端な過湿、乾燥しやすい土地は発生
　しやすいので、被害が出やすい場合は
　土壌改良を行う必要がある。
■枯枝や損傷部は早めに切除し、傷口に
　農薬取締法に基づき登録された薬剤を
　塗布する。切除した枝や幹は伝染源と
　なるので、焼却処分する。

枝・幹

枝・幹



天狗巣（てんぐす）病
羅病樹木 ■サクラ類、キリ、モミ、アスナロ、ツ

　ツジなど多くの樹種に発生
主な病徴 ■多くの樹種に発生する病気で、罹病部

　から多くの細い枝をほうき状に出し、
　天狗の巣のような症状を呈することか
　ら「てんぐす病」といわれる。欧米で
　は「witches' broom（魔女のほうき）」
　と呼ばれる。
■枝、幹の一部が膨らみ、この１箇所か
　ら小枝が不規則に箱状に群生する。
■発病当年は枝が少なく目立たないが、
　巣は年々大きくなり、周りの健全部に
　も伝染して増える。
■樹勢の衰退とともに、木材腐朽菌など
　を併発することでより著しく衰える。
■病枝は健全枝よりも早く開葉して節間
　がつまった小型の葉をつけるため、美
　観を損ねる。

発生要因 ■病原菌の種類は樹木の種類によってそ
　れぞれ異なるが、子のう菌類のタフリ
　ナ属の寄生によるもの（サクラ類、カ
　ンバ）、ファイトプラズマの寄生によ
　るもの（キリ）、担子菌類のサビ菌目
　の菌の寄生によるもの（モミ、アスナ
　ロ）、担子菌類餅（もち）病菌の寄生
　によるもの（ツツジ）などがある。

主な防除法 ■病原菌は、病枝の中で越冬して開葉と
　同時に進展するため、葉が展開する前
　に被害部を切除し、焼却して伝染源を
　除去する。
■傷口には農薬取締法に基づき登録され
　た癒合剤を塗布する。

膏薬（こうやく）病
羅病樹木 ■サクラ類、グミ、トドマツ、エゾマツ、

　モクセイなど

主な病徴 ■枝や幹の表面に薬を塗ったように、ビ
　ロード状の厚い菌糸膜を覆うことで、
　こうやくを貼った状態になることから
　呼ばれている。
■病斑の色は褐色、灰褐色、霧褐色灰色
　など様々である。
■羅病した樹皮の機能を低下させること
　により樹木は衰弱する。すべて覆われ
　るほどの被害に進展すると枝が枯死す
　る。

発生要因 ■菌がカイガラムシに着生ないしは寄生
　する形で樹皮につき、菌糸膜を伸ばす
　ことで樹皮からも養分を吸収する。

主な防除法 ■カイガラムシ類の防除が第一であり、
　早期発見のための定期観察を行う。
■冬期に、石灰硫黄合剤等の散布を行い、
　カイガラムシを防除する。
■病枝数の少ないうちに病枝の切除を行
　い、焼却処分する。切り口には農薬取
　締法に基づき登録された癒合剤を塗布
　し保護する。

枝・幹

枝・幹



こぶ病
羅病樹木 ■サクラ類、フジ、マツ類など

主な病徴 ■枝や幹が病原菌に侵され、その部分の
　細胞が肥大して大きく膨れ、こぶ状に
　なる病気の総称である。代表的なもの
　に「マツのこぶ病」がある。
■梅雨頃から、枝や幹にこぶができはじ
　め、次第に大きくなってこぶし大（球
　形から紡錘形）になる。
■古いこぶは亀裂が生じ、内部が腐り空
　洞化し、枝枯れが生じる。

発生要因 ■マツのこぶ病は、さび菌の寄生によっ
　て、枝や幹に大きなこぶができる。中
　間寄生はナラ、カシ類である。
■サクラのこぶ病については、詳しくわ
　かっていない。

主な防除法 ■こぶは今後の感染源になりうるので除
　去するが、細い枝の場合は枝ごと除去
　する。
■切り口に農薬取締法に基づき登録され
　た薬剤を塗布する。

枝・幹

　根頭がんしゅ病
羅病樹木 ■サクラ類、ナシ、リンゴ、カキ、クリ、

　ブドウなどの果樹類や、バラ類、フジ、
　ボケなどの花木類

主な病徴 ■根や幹の地際の部分に表面がかさぶた
　状になった大きなこぶができる。
■病気にかかるとこぶが大きくなるとと
　もに樹勢が衰え、枯れることがある。

発生要因 ■病原菌はアグロバクテリウム・トゥメ
　ファシエンスという土壌伝染性細菌で
　接木や移植時の傷口から植物に侵入し
　て発病する。
■土壌中で越年するので、連作地に発病
　が多い。接ぎ木の場合は、刃物による
　感染も多い

主な防除法 ■発病後の根絶は難しいが、被害部を健
　全部まで含めて完全に削りとり、病斑
　部を完全に除去後、焼却する。
■切り口には農薬取締法に基づき登録さ
　れた薬剤を塗布する。

根



白紋羽（しろもんぱ）病
羅病樹木 ■スギ、カシ類、サクラ類、ケヤキ、カ

　エデ類、ヤナギ類、ハゼノキ、クスノキ、
　ウメ、ツツジ類、チャ、ツバキなど

主な病徴 ■根、根株部の樹皮表面に白色～灰白色
　のくもの巣状の菌子束がからみつき覆
　う。侵された根の樹皮は、褐変・腐敗
　して、異臭を発することが多い。
■感染すると早期に落葉する。樹勢が衰
　退して枯死に至ることで、大きな被害
　が発生することが多い。
■樹木の根を侵す代表的な土壌伝染性病
　害で、一度発生すると根絶が難しい。

発生要因 ■土壌中に残る被害根にある病原菌が伝
　染源となり、植栽木の根に感染する。
■樹勢が弱ると発病しやすい。

主な防除法 ■羅病跡地に植栽しなければならない場
　合は、土壌を入れ替えるか土壌消毒を
　する必要がある。病原菌が剪定枝やそ
　のチップなどの有機物に付着している
　こともあるため、土壌中には施さない。
■土壌の乾湿の差が大きい土地では排水
　性を改良する。
■発病株の治療は困難である。
■落葉が早いことなどで根元に菌が寄生
　していることがわかれば、休眠期に堀
　り上げ罹病部を完全に除去し、農薬取
　締法に基づき登録された薬剤を施す。
　掘り上げた土は土壌殺菌剤を混ぜて埋
　め戻す。
■枯死した根株に他の木が隣接している
　場合は、できる限り罹病した根株を掘
　り取る。

根

ならたけ病
羅病樹木 ■カラマツやサクラでは水の停滞しやす

　い場所で、ヒノキやクリでは逆に乾き
　やすい土壌で集団的に発生する

主な病徴 ■病樹根の樹皮表面に菌糸膜が現れるこ
　とはなく、根の樹皮下の形成層と内樹
　皮に白色で厚い菌糸膜が扇状にはびこ
　る。
■根株部の皮に黒色～黒褐色の針金状、
　ひも状の菌子束がからまりついている
　こともある。
■ 菌糸膜はキノコ臭がして、秋に被害木の
根元からナラタケ（p3-40）が発生する。

■大きな樹木ではしだいに樹勢が衰え、
　全体が枯死する。若い木では急に葉の
　黄化から褐変に進む場合も多く、集団
　的な枯損が起こる。

発生要因 ■一般には森林の造林地や果樹園で問題
　になることが多い。
■土壌中が水分過多となりやすい所で、
　伐倒した樹木の根株で菌の密度が高い
　場所や、乾燥でストレスがかかりやす
　い土壌で発生しやすい。
■若いヒノキやカラマツの造林地では集
　団的に枯死する被害が起こるが、天然
　林などでは樹勢が衰えた老齢木から発
　病することが多い。

主な防除法 ■罹病部を完全に除去し、農薬取締法に
　基づき登録された薬剤を施す。掘り上
　げた土は、土壌殺菌剤を混ぜて埋め戻
　す。

根



イラガ・鱗翅目（イラガ科）
主加害樹 ■サクラ、ウメ、ヤナギ、カエデ、サル

　スベリなど

加害形態 ■多種の樹木の葉を食害する。
■幼虫は刺毛（しもう）をもつ不快害虫
　で、人体への二次被害があるため注意
　が必要である。

虫の形態 ■幼虫は成熟すると体長は 24㎜に達し、
　頭部は淡褐色、胴部は緑色で前後に暗
　紫色（あんししょく）の模様がある。
■体表には刺毛があり、これに触れると
　激痛が走る。

発生様式 ■年に 1～ 2回の発生。繭内で越冬した
　幼虫は 5月に蛹化する。
■ 6月に羽化した成虫は葉面に 1～ 2粒
　ずつ産卵する。
■孵化幼虫は葉に小孔をあけて食害する
　が、成長すると葉縁から食害するよう
　になる。繭は枝に作る。

主な防除法 ■冬に枝の又などの繭を除去する。
■農薬取締法に基づき登録された農薬を
　散布する。

食葉性害虫

食葉性害虫ヒロヘリアオイラガ・鱗翅目（イラガ科）
主加害樹 ■サクラ類、カエデ類、ナンキンハゼ、

　カシ類、カキ、リンゴなど多くの樹木

加害形態 ■多種の樹木の葉を食害する。
■幼虫は刺毛をもつ不快害虫で、人体へ
　の二次被害があるので、夏季剪定時や
　果実の収穫時には注意が必要である。

虫の形態 ■孵化後の幼虫は集団で行動し、成熟す
　ると体長は 20～ 23㎜に達する。
■体は黄緑色で、背面中央に青藍色（せ
　いらんしょく）の縦線がある。
■外来種で西日本での被害が多いが、関
　東まで拡がりつつある。

発生様式 ■年に 2回の発生。
■幹や枝に作られた繭内で越冬し、成虫
　は 6月と 8～ 9月に出現する。
■卵は葉裏に数十個の卵塊状に産みつけ
　る。
■若齢幼虫は集団で樹木の葉面を食害す
　るため被害葉は透けるようになる。
■成長した幼虫は葉縁から葉全体を食害
　する。

主な防除法 ■発生初期に葉・枝を切除し処分する。
■農薬取締法に基づき登録された農薬を
　散布する。



食葉性害虫

オビカレハ・鱗翅目（カレハガ科）
主加害樹 ■ウメ、カイドウ、サクラ類のバラ科の

　樹種など

加害形態 ■雑食性でバラ科の他にヤナギ類、ニレ
　類などの葉を食害する。
■孵化後は巣で集団生活し夜間に葉を食
　害するが、老熟すると分散し単独で食
　害するようになる。
■大量発生すると樹木全体の葉を食べ尽
　くすことがある。

虫の形態 ■幼虫は成熟すると体長 55㎜に達する。
■頭部は灰青色。胴部は鮮やかな青色で、
　黒・橙・白色の縦線がある。
■幼虫ががウメを食害することから「ウ
　メケムシ（梅毛虫）」、枝や幹の分岐部
　に灰色の糸で巣をつくることから「テ
　ンマクケムシ（天幕毛虫）」と呼ばれる。

発生様式 ■年に 1回の発生。
■枝に取り巻くような卵塊を産み付け、
　卵で越冬する。
■翌春の 3月中旬から孵化し、幼虫は絹
　糸で作った天幕内で集団生活する。
■ 5月下旬頃には老熟し、葉や樹皮の割
　れ目に繭を作り蛹化し、約 2週間後に
　成虫となる。

主な防除法 ■天幕状の巣を焼く。
■農薬取締法に基づき登録された農薬を
　散布する。

食葉性害虫

マツカレハ・鱗翅目（カレハガ科）　
主加害樹 ■アカマツ、クロマツ、ゴヨウマツ、ヒ

　マラヤスギ、カラマツ、モミ、トウヒ
　などの針葉樹

加害形態 ■幼虫は大型でマツケムシと呼ばれ、マ
　ツ類の重要害虫である。
■針葉を食害し、終令幼虫の食害量は極
　めて大きいため、大量発生すると樹勢
　が低下する。
■幼虫は刺毛をもつ不快害虫で、人体へ
　の二次被害があるので注意が必要であ
　る。

虫の形態 ■幼虫は成熟すると体長 60㎜に達する。
■頭部は黒色、胴部は銀色ないし黄褐色
　の斑紋（はんもん）がある。

発生様式 ■年に 1回の発生。暖地では年に 2回発
　生することもある。
■幼虫が樹皮の割れ目や針葉の基部、根
　元などで集団で越冬する。
■ 3～ 4月頃から枝先に移動して食害を
　始める。
■ 6～ 7月に繭を枝先などに作り、7～
　 8 月に成虫が出現する。
■ 8～ 9月に針葉に卵塊を産みつける。

主な防除法 ■秋から冬にかけて幹にコモを巻き、越
　冬する幼虫をコモごと焼却する。
■ 6 ～ 7 月に作られた繭や 8 ～ 9 月に
　針葉に産みつけられた卵塊を除去す　
　る。
■農薬取締法に基づき登録された農薬を
　散布する。



食葉性害虫

食葉性害虫

モンクロシャチホコ・鱗翅目（シャチホコガ科）
主加害樹 ■サクラ、ウメ、カイドウ、ナシ、リン

　ゴなどバラ科植物

加害形態 ■サクラにときどき異常発生し、葉を食
　い尽くすことがある。

虫の形態 ■幼虫は成熟すると体長約 50㎜に達す
　る。
■頭部は黒色、胴部ははじめ赤褐色であ
　るが、成長すると紫黒色に変わり、黄
　白色の長毛（ちょうもう）を密生させ
　る。

発生様式 ■年に 1回の発生。成虫は 7～ 8月に出
　現して、葉裏に約 30 粒の卵を塊状に
　産み、8月下旬に孵化する。
■幼虫は 3齢まで集団で食害するが、そ
　の後に分散する。10月ごろ地上に降り、
　土中で繭（まゆ）を作って蛹化し、蛹（さ
　なぎ）で越冬する。

主な防除法 ■発生初期に葉・枝を切除し処分する。
■農薬取締法に基づき登録された農薬を
　散布する。

マイマイガ・鱗翅目（ドクガ科）
主加害樹 ■サクラ類、コナラ、ハンノキ、クリ、

　カラマツなどバラ科、ブナ科の樹種
加害形態 ■雑食性（広葉樹から針葉樹まで 300 種

　以上）で大型の幼虫が葉を食害する重
　要害虫である。
■しばしば大発生することがあり、大き
　な被害となることがある。

虫の形態 ■幼虫は背面に目立つ２列の点が並び、
　成熟すると体長 60㎜に達する。
■頭部は黄色褐色で顔面に八字形の黒紋
　がある。
■体には刺毛があり、刺されると少し痛
　いが、毒は 1齢幼虫しかない。
■幼虫は糸を吐いてぶら下がり移動する
　ため「ブランコケムシ」と呼ばれる。
■成虫の雄は茶褐色で体長 20～ 50㎜程
　度、雌は白色で体長 50 ～ 100㎜程度
　となる。

発生様式 ■年に 1回の発生。
■樹幹で卵塊の状態で越冬する。
■ 4月頃に孵化して食害し、6月頃に樹
　上で蛹となる。
■成虫は 7～ 8月に出現し、樹幹などに
　200 ～ 300 粒の淡黄色の卵を塊状に
　産み付け、表面に体毛を被う。

主な防除法 ■幼虫を捕殺する。
■樹幹の卵塊を除去する。
■農薬取締法に基づき登録された農薬を
　散布する。



食葉性害虫

食葉性害虫チャドクガ・鱗翅目（ドクガ科）
主加害樹 ■ツバキ、サザンカ、チャノキなど

加害形態 ■葉を食い尽くすことがある。
■本虫は毒毛を持つ不快害虫でもあり、
　人体への二次被害に注意する必要があ
　る。

虫の形態 ■孵化（ふか）後、幼虫は集団で行動し、
　成熟すると体長 25㎜に達する。
■頭部は黄褐色、胴部は淡黄褐色で各節
　には長い白毛の生えた黒褐色の瘤（こ
　ぶ）がある。

発生様式 ■年に 2回の発生。枝や葉裏（はうら）
　で卵塊（らんかい）の状態で越冬し、
　4月下旬に孵化する。
■幼虫は4～6月と7～9月に出現する。
　前者の幼虫は新葉を食害するが、後者
　の幼虫は、はじめ葉の表皮を残して葉
　肉（ようにく）だけを食べるので、円
　形の褐色痕が残る。

主な防除法 ■発生初期に葉や枝を切除し、処分する。
■農薬取締法に基づき登録された農薬を
　散布する。

モンシロドクガ・膜翅目（ドクガ科）
主加害樹 ■サクラ類、ウメ、クヌギ、コナラ、イ

　ヌマキなど

加害形態 ■幼虫は葉を食害する。
■多数の微細な毒刺毛を持ち、触れると
　皮膚炎を起こす。

虫の形態 ■成虫は 30～ 40㎜程度。翅は白色。
■幼虫は体長 20～ 25㎜で、黄色地に黒
　色の斑点がある。

発生様式 ■年に 2～ 3回の発生。
■若齢幼虫で越冬する。
■成虫は 5～ 6月に出現し、葉裏に卵塊
　状に産卵する。
■孵化幼虫は葉縁に群生するが、成長す
　ると分散して食害するようになる。

主な防除法 ■発見次第、捕殺する。
■農薬取締法に基づき登録された農薬を
　散布する。



モッコクハマキ・鱗翅目（ハマキガ科）　
主加害樹 ■モッコク

加害形態 ■枝の先端の葉を 2～ 3枚綴り合わせ、
　その中で葉肉を食害する。
■被害葉は褐変するが、糸で綴られてい
　るため枝上に残り、美観を損なう。
■被害は夏期に多い。

虫の形態 ■赤紫色の幼虫は、成熟すると体長が約
　15㎜に達する。
■成虫は開張した体長が 17～ 20㎜。

発生様式 ■年に 3～ 4回の発生。
■綴られた被害葉の間で蛹で越冬する。
■成虫は 4月下旬頃から羽化し葉面に産
　卵する。
■孵化した幼虫はすぐに葉を綴り、その
　中で生活して加害する。

主な防除法 ■綴っている枝葉を切除し幼虫を捕殺す
　る。
■農薬取締法に基づき登録された農薬を
　散布する。

食葉性害虫

食葉性害虫アメリカシロヒトリ・鱗翅目（ヒトリガ科）
主加害樹 ■サクラ類、プラタナス類、クルミ、ヤ

　ナギ類、ポプラ類、ミズキ、ハナミズ
　キなど

加害形態 ■雑食性で様々な樹種の葉を食害する。
■孵化幼虫は枝先に集団で絹糸を張って
　袋状の巣を作り、群がって葉肉のみを
　食害する。
■成長すると独立するが、葉脈を残して
　全体を食害するため、発生量が多いと
　樹勢が低下する。

虫の形態 ■幼虫は成熟すると体長 30㎜に達する。
■頭部は黒色、胴部背面は灰黒色で、側
　面は淡黄色で、白い長毛が密生する。
■成虫は全体的に灰白色。
■アメリカから侵入した害虫。

発生様式 ■年に 2回の発生。
■樹皮の割れ目などで、毛の混じった白
　色の繭を作り、その中で蛹態で越冬す
　る。
■成虫は 5月中旬～ 6月中旬、7月下旬
　～ 8月下旬に出現する。
■卵は葉に 200 ～ 800 粒の塊に産む。
■老熟すると加害木から降り、樹皮の割
　れ目などに入って蛹化する。

主な防除法 ■発生初期に白い袋状の巣を葉・枝ごと
　切除し処分する。
■農薬取締法に基づき登録された農薬を
　散布する。



食葉性害虫

食葉性害虫クスサン・鱗翅目（ヤママユガ科）
主加害樹 ■クスノキ、サクラ類、イチョウ、ケヤ

　キ、サルスベリ、クヌギ、クリ、トチ
　ノキ、モミジバフウ、カシ類など

加害形態 ■雑食性でクスノキ、イチョウ、サクラ
　類など様々な樹種の葉を食害する。
■大量発生して食害が激しくなると樹木
　全体の葉を食い尽くすため、樹勢が低
　下する。

虫の形態 ■成虫は 100㎜以上の大型で、羽の色は
　黄褐色。
■幼虫は成熟すると体長 80㎜にも達し、
　白色の長毛に覆われるので「シラガタ
　ロウ（白髪太郎）」と呼ばれる。

発生様式 ■年に 1回の発生。
■樹幹に生みつけられた卵で越冬し、4
　月ごろ孵化する。
■ 6月下旬頃から老熟した幼虫が、かご
　状の繭をつくり、その中で蛹になる。
　繭は、その形と中が透けて見えること
　から「スカシダワラ（透かし俵）」と
　呼ばれる。
■成虫は 9月下旬頃から現れて、黄褐色
　で大型のガとなる。
■枝や幹の分岐点に塊状に産卵する。

主な防除法 ■夏季に繭を取り除いたり、冬季に卵塊
　を除去する。
■孵化直後の幼虫は群生するため、葉を
　切除する。
■農薬取締法に基づき登録された農薬を
　散布する。

ニレチュウレンジ・膜翅目（ミフシハバチ科）
主加害樹 ■ニレ類

加害形態 ■幼虫はアキニレ、ハルニレなどの葉を
　食害し、葉を食い尽くすことがある。
■大量発生で食害が激しくなると樹勢が
　低下する。

虫の形態 ■孵化後、幼虫は集団で行動し、成熟す
　ると体長約 20mm程度となる。
■頭部は黒色、胴部は淡緑色で、成熟す
　ると背面に小黒点が現れる（写真は若
　齢幼虫）。
■成虫は体長約 10mm。
■成虫の体は青藍色で胸部の大部分は赤
　い。翅はほぼ全体が暗色を帯びる。

発生様式 ■年に 2回の発生。
■繭内で幼虫越冬し、翌春蛹化する。
■成虫は 4月から 9月まで出現し、葉縁
　の鋸歯内に産卵する。
■孵化幼虫は群棲して葉脈を残して葉を
　食害するが、成長すると分散して食害
　するようになる。
■成熟幼虫は土中で白い繭を作って越冬
　する。

主な防除法 ■発生初期に群棲している葉・枝を切除
　し処分する。
■冬季に落葉を集めて焼却する。
■農薬取締法に基づき登録された農薬を
　散布する。



食葉性害虫

食葉性害虫テントウノミハムシ・甲虫目（ハムシ科）
主加害樹 ■ヒイラギ、モクセイ、ヤチダモなど、

　モクセイ科の樹木

加害形態 ■幼虫、成虫ともに葉を食害する。
■被害葉は、褐変して著しく美観を損ね
　る。

虫の形態 ■テントウムシに似た成虫は体長 3～ 4
　㎜。
■翅は黒色の地に 2個の赤い点紋を有す
　るものが多く、個体間で異なる。
■幼虫は、成熟すると体長約 5㎜に達し、
　体は乳白色である。

発生様式 ■年に 1～ 2回の発生。
■成虫で越冬して、翌春 5月上旬から葉
　を不規則に食害する。
■ 5月下旬頃に葉裏に卵を産む。
■ 6月頃に孵化した幼虫は、葉肉に潜っ
　て食害する。
■ 7月頃に成熟した幼虫は被害葉から出
　て土中で蛹になる。
■夏に羽化した成虫は秋まで葉を食害し
　て、落葉の中で越冬する。

主な防除法 ■農薬取締法に基づき登録された農薬を
　散布する。

ヤノナミガタチビタマムシ・甲虫目（タマムシ科）
主加害樹 ■ケヤキ、ムクノキなど

加害形態 ■幼虫は、葉肉内に潜って食害する。被
　害葉は赤褐色となり早期に落葉する。
■成虫は不規則に葉縁から不規則に食害
　する。
■食害が大きくなると褐変して目立つよ
　うになり、大発生している場合には早
　期落葉の原因となる。

虫の形態 ■成虫は体長 3～ 4㎜の卵形。
■成虫は、光沢のある褐色の 3本の波型
　をした銀白色の横帯がある。

発生様式 ■年に 1回の発生。
■成虫は、ケヤキの樹皮下などで集団越
　冬し、翌春の芽吹きごろから活動をは
　じめ、５月以降に葉縁に産卵する。
■ 7月頃、成虫になる。

主な防除法 ■葉の食害で成長が悪くなることはある
　が枯れることはないため、急いで防除
　する必要はない。
■防除する場合は、幼虫や蛹とともに早
　期落葉した被害葉を集めて焼却する。
　また、「こも巻き」により冬にこも内
　で越冬している成虫を焼却する。



コスカシバ・鱗翅目（スカシバガ科）
主加害樹 ■サクラ類、ウメ、モモ、リンゴ、スモ

　モなど

加害形態 ■幹の樹皮下に穿孔し、虫糞の混じった
　半透明のヤニを排出する。
■被害木は形成層を食害されるため、樹
　勢が低下する。
■穿孔した部分から胴枯病菌や腐朽菌の
　侵入を受けやすくなる。

虫の形態 ■幼虫は成熟すると体長 25㎜に達する。
■胴部は乳白色で、頭部は淡褐色である。
■成虫はハチのように透明な翅を持つ。

発生様式 ■年に 1回の発生。
■穿孔した幼虫は樹皮下で越冬し、翌春
　に再び食害して、樹皮下で蛹化する。
■成虫は 5月下旬から 10 月下旬まで羽
　化するが、最盛期は 9月。
■樹皮の割れ目や傷口に産卵する。
■孵化した幼虫は直ちに樹皮下に穿孔し
　褐色の木屑と虫糞を排出する。

主な防除法 ■若枝、枝、球果を切除し処分する。
■幹を切開して幼虫を除去する。
■農薬取締法に基づき登録された農薬を
　散布する。

穿孔性害虫

コウモリガ・鱗翅目（コウモリガ科）　
主加害樹 ■ヤナギ類、ポプラ類、ハンノキ、シラ

　カンバ、コナラ、クヌギ、クリ、カシ類、
　スギなどの広範囲の広葉樹と針葉樹

加害形態 ■多犯性で幹に穿孔して加害する重要害
　虫である。
■被害木は枯損や風折れを受けやすくな
　る。

虫の形態 ■成虫は開張 50～ 100㎜程度。
■体は茶褐色で、前翅には灰緑色の雲状
　紋と小黒紋がある。
■幼虫は成熟すると体長 80㎜に達する。
■頭部は褐色で、胴部は黄白色である。

発生様式 ■ 2年に 1回の発生。
■卵で越冬し 4～ 5月頃に孵化する。
■孵化した幼虫は、地表の雑草の茎を摂
　食し、成長してから樹木の幹などに移
　動して地際の樹皮を環状に食害し、材
　内に穿孔する。
■穿孔部に木くずと虫糞を糸でつづった
　袋状の蓋をつける。
■穿入孔に繭をつくって蛹化する。
■成虫は 8月下旬～ 10月中旬に羽化し、
　夕暮れ時に活発に飛翔しながら数多く
　の卵を産み落とす。

主な防除法 ■初期幼虫期に農薬取締法に基づき登録
　された農薬を散布する。

穿孔性害虫



クワカミキリ・甲虫目（カミキリムシ科）
主加害樹 ■クワ、ポプラ類、ヤナギ類、カシ類、

　ケヤキ、イチジクなど

加害形態 ■幼虫が幹、枝の材部に穿孔することで、
　樹勢が低下したり、場合によっては枯
　死に至る。
■加害部は地上 0.7 ～ 2m付近に多い。
■成虫が枝をかじることによって枝枯れ
　が生じる。

虫の形態 ■成虫は体長 35～ 45㎜で、体色は黒褐
　色であるが、全体に黄褐色の微毛を密
　生するため黄褐色にみえる。
■幼虫は、成熟すると体長 70㎜に達し、
　胴部は、少し赤みを帯びた乳白色であ
　る。

発生様式 ■ 2～ 3年に 1回の発生。
■幼虫は穿孔内で越冬し、5～ 6月に蛹
　化する。
■成虫は 7～ 9月に出現して新梢の樹皮
　を後食する。
■幹、枝の樹皮に馬蹄形の噛み傷をつけ、
　その中に産卵する。
■孵化した幼虫は樹皮の下に潜り、小さ
　な穴をあけ木屑を固めて排出する。

主な防除法 ■成虫を捕殺する。
■農薬取締法に基づき登録された農薬を
　散布する。

穿孔性害虫

ゴマダラカミキリ・甲虫目（カミキリムシ科）
主加害樹 ■プラタナス類、カエデ類、ポプラ類、

　ヤナギ類、カシ類、シイ類など各種の
　広葉樹

加害形態 ■成虫は各種の広葉樹の葉や小枝を食害
　する。
■幼虫は、はじめ樹皮下を食害するが、
　成長すると木部へ穿孔して材を食害す
　る。
■幼虫が材部を穿孔すると直径 1～ 2cm
　ほどのトンネルができ、樹勢が低下す
　るとともに幹や枝が折れやすくなる。

虫の形態 ■成虫は、体長約 25～ 35㎜程度。上翅
　は光沢のある黒色で白い班点が散在す
　る。
■幼虫の胴部は乳白色で、成熟すると体
　長は 60㎜に達する。

発生様式 ■ 2年に 1回の発生であるが、1年に 1
　回のこともある。
■幼虫は、穿孔内で越冬し翌春に蛹化す
　る。
■成虫は 6～ 8月に出現し、葉や小枝の
　表皮を浅く後食する。
■地際の樹幹の樹皮に 10㎜程度の噛み
　傷をつけて産卵する。
■幼虫は、成長すると木部へ穿孔する。
■被害部からは、繊維状の木屑が排出さ
　れる。

主な防除法 ■成虫を捕殺する。
■農薬取締法に基づき登録された農薬を
　散布する。

穿孔性害虫



穿孔性害虫マツノマダラカミキリ・甲虫目（カミキリムシ科）
主加害樹 ■アカマツ、クロマツなどのマツ類
加害形態 ■マツノザイセンチュウを媒介するカミキ

　リであり（媒介昆虫）、マツ枯損を引き起
　こす重要害虫である。

虫の形態 ■成虫は体長 20～ 30㎜。
■上翅は暗赤褐色で不規則な灰白紋が散在
　し、まだら模様である。
■幼虫は成熟すると体長 40㎜に達し、胴部
　は乳白色である。

発生様式 ■普通、1年に 1 回の発生であるが、寒冷
　地では 2年に 1回発生する個体もある。
■成虫は 5月下旬から 7月にかけ、被害木
　に直径約 5㎜の円形の飛孔をあけて脱出す
　る。脱出した成虫は、マツの当年生から 3
　年の枝の樹皮をかじる。この成虫の摂食
　を後食と呼ぶ。
■カミキリの気管内に侵入していたマツノ
　ザイセンチュウは、後食のときに気管内
　から脱出し、後食痕からマツの樹体内に
　侵入する。マツノザイセンチュウの侵入
　したマツは樹脂の滲出が停止してマツ材
　線虫病にかかり、マツは枯死する。
■幼虫は内樹皮と辺材部を浅く食害した後、
　材内に穿孔し、秋に蛹室を作り越冬する。
　翌春 5月に蛹化。材内にいるマツノザイ
　センチュウはカミキリが羽化した直後に
　気門から気管内に侵入し、カミキリ成虫
　によって健全なマツヘと運ばれる。

主な防除法【幼虫の駆除】
■被害木の伐倒焼却処理、伐倒くん蒸処理、
　チップ化処理。
【成虫の防除】
■成虫の発生期にトラップで捕殺する。
■事前に樹幹注入を実施する。
■成虫発生期に農薬取締法に基づき登録さ
　れた農薬を散布する。

クリオオアブラムシ・半翅目（アブラムシ科）
主加害樹 ■クリ、クヌギ、カシ類など

加害形態 ■春から秋にかけて枝に群生して、吸汁
　加害する。
■排泄物にすす病が発生すると、苗木で
　は樹勢が低下する。

虫の形態 ■無翅雌成虫の体長は４～５㎜で光沢の
　ある黒色である。
■有翅成虫はやや小さく約４㎜程度であ
　る。

発生様式 ■年間の発生回数は不明。
■卵で越冬して翌春 4月頃から孵化し、
　12 月頃まで発生を繰り返して加害す
　る。
■孵化幼虫は新梢や枝から樹液を吸って
　発育し、無翅雌成虫となる。
■５月頃に発生する有翅の成虫は、クリ
　やクヌギ、カシ類に分散する。
■ 10月頃、越冬卵を産む成虫が出現し、
　交尾して 10 月末～ 12 月上旬に幹や
　主枝に群がって産卵する。

主な防除法 ■冬季に越冬中の卵塊を除去する。
■農薬取締法に基づき登録された農薬を
　散布する。

吸汁性害虫



ワタアブラムシ・半翅目（アブラムシ科）
主加害樹 ■ムクゲ、フヨウ、ボケ、シャリンバイ

　など、多種の緑化樹木

加害形態 ■新梢や葉などに寄生して吸汁する。
■発生が多いと新梢の成長が止まり、葉
　は萎縮してすす病を併発するため、著
　しく美観を損ねる。

虫の形態 ■無翅胎生雌虫は体長約 1.5㎜。
■体色は黄色～緑色、青緑色など変化に
　富んでいる。

発生様式 ■ 4月から 10 月まで発生を繰り返す。
■卵で越冬して翌春 4月頃に孵化し、若
　葉に寄生する。
■ 5月に有翅胎生雌虫が生じ、中間寄主
　のザクロなどへ移動して繁殖を繰り返
　したのち、さらにナス、キュウリなど
　の第 2次中間寄主へと移住して繁殖を
　繰り返す。
■秋に再びムクゲやフヨウなどに戻り、
　雌、雄成虫が出現して交尾、産卵する。

主な防除法 ■農薬取締法に基づき登録された農薬を
　散布する。

吸汁性害虫

　ルビーロウムシ・半翅目（カタカイガラムシ科）
主加害樹 ■モチノキ、ウメ、ウメモドキ、ゲッケ

　イジュ、ツバキ、モッコク、クチナシ
　など

加害形態 ■極めて雑食性で各種の広葉樹の枝、幹
　などに寄生して吸汁し、樹勢を低下さ
　せる。
■すす病を併発させて美観も損ねる。

虫の形態 ■成虫は直径 4～ 5㎜、中高で赤褐色ロ
　ウ状のかいがらに被われる。気門から
　白色の分泌物を出す。

発生様式 ■年に 1回の発生。
■成虫は 9～ 10 月の間に出現し、その
　まま越冬し、翌年 5月にかいがら下に
　産卵する。
■ 6～ 7月に幼虫となる。

主な防除法 ■少ない発生の場合には、そぎ落とす。
■初期幼虫に農薬取締法に基づき登録さ
　れた農薬を散布する。　

吸汁性害虫



吸汁性害虫

　クストガリキジラミ・半翅目（キジラミ科）
主加害樹 ■クスノキ

加害形態 ■クスノキの葉に虫えいを作り、葉裏か
　ら虫えい内に入り吸汁する。
■実害は小さいが、美観を損ねる。

虫の形態 ■成虫は、淡黄色でアブラムシに似てい
　る。

発生様式 ■年に 1回の発生。
■幼虫が虫えい内で越冬し、翌春に再び
　発育を始める。
■ 4月上旬に虫えいから羽化した成虫は
　新たに展開し始めたクスノキの新葉に
　産卵する。
■ 5月頃に孵化した 1齢幼虫が吸汁を開
　始すると虫えいができる。

主な防除法 ■農薬取締法に基づき登録された農薬を
　散布する。

  プラタナスグンバイ・半翅目（グンバイムシ科）
主加害樹 ■主にプラタナス類、他にクルミ科、ブ

　ナ科、クワ科、カエデ科等

加害形態 ■成虫、幼虫ともに葉裏に寄生して、葉
　裏から吸汁する。
■吸汁により、葉表に白いかすり状の脱
　色班が生じ、葉が黄白色～白色に見え
　るようになる。
■被害が激しいと、樹冠全体が白化して、
　美観が著しく損なわれる。
■葉裏は、黒い粘液状の排泄物により汚
　れる。

虫の形態 ■成虫は、体長約 3.5 ～ 3.7㎜で軍配型
　をしており、体は半透明であるが表面
　の網状班で乳白色に見える。
■終齢幼虫は、黄褐色で頭部全体及び腹
　部の背面中央に多数の棘状の特記があ
　る。

発生様式 ■国内では、平成 13 年に名古屋で確認
　された。
■成虫は、梅雨明け頃からあらわれ、年
　に 3世代を繰り返す。
■ 10 月頃から、樹皮下に移動し、成虫
　態でまとまって越冬する。

主な防除法 ■農薬取締法に基づき登録された農薬を
　散布する。

吸汁性害虫



吸汁性害虫

吸汁性害虫

　ニレハムシ・鞘翅目（ハムシ科）
主加害樹 ■主にケヤキ、アキニレ、ハルニレなど

　のニレ科

加害形態 ■幼虫と成虫が葉を食害する。
■食痕は褐色に変色して枯死するので、
　著しく美観を損ねる。

虫の形態 ■成虫は褐色の甲虫で、体長 6㎜内外。
■幼虫は、黄色で黒点が散在した模様で、
　体長 8～ 10㎜程度。

発生様式 ■ 4月下旬～ 5月上旬に越冬成虫が出現
　する。
■ 5～ 8月頃まで、幼虫と成虫が混在し
　て加害する。
■第 2世代は、8月中旬～落葉期まで見
　られる。

主な防除法 ■幹に粘着テープを巻いて、蛹化するた
　めに根元へ移動する幼虫を捕捉する。
■農薬取締法に基づき登録された農薬を
　散布する。

　トチノキヒメヨコバイ・半翅目（ヒメヨコバイ科
主加害樹 ■トチノキ

加害形態 ■葉の裏面に寄生し、吸汁する。
■多発すると、葉が著しく退色（緑を失っ
　て黄化、さらに褐変）し、著しく美観
　を損ねる。
■被害が大きくなると、晩夏に落葉に至
　る。

虫の形態 ■成虫は、体長約 3.5㎜、翅には斑紋が
　なく、敏捷に跳びはねる。
■孵化直後の幼虫は、体長約 0.5㎜と非
　常に小さく、老齢幼虫の形は翅のない
　成虫とほとんど同じ。

発生様式 ■越冬した幼虫は、4月下旬頃から現れ、
　次世代の成虫は 6月下旬以降に出現す
　る。
■年間 5～ 6回程度の発生が繰り返され
　る。

主な防除法 ■孵化直後の成虫が多い 6月上旬に、農
　薬取締法に基づき登録された農薬を散
　布する。



吸汁性害虫　カシフシダニ・ダニ目（フシダニ科）　
主加害樹 ■カシ類

加害形態 ■カシフシダニの加害により、葉表にい
　ぼ状の虫えいが無数にできる。
■葉裏は凹んで白色～淡褐色の苔を密生
　する。

虫の形態 ■カシフシダニはクサビ形の微少なダニ
　で、肉眼での確認はできない。

発生様式 ■ 5～ 6月頃にカシ類の葉裏に寄生し、
　9月頃まで加害する。

主な防除法 ■葉ごと切除して焼却する。
■農薬取締法に基づき登録された農薬を
　散布する。

　ドウガネブイブイ・甲虫目（コガネムシ科）
主加害樹 ■成虫はウメ、クリ、コナラ、カキ、イ

　ヌマキ、ブドウ、幼虫はスギ、ヒノキ
　などの苗木

加害形態 ■成虫は雑食性で多くの広葉樹の葉を食
　害する。
■幼虫は苗木の根を食害する。

虫の形態 ■成虫の体長は 20～ 25㎜で、体は銅色
　をしている。
■幼虫は、成熟すると体長 40㎜程度で、
　体は乳白色である。

発生様式 ■成虫は年 1回の発生。
■土中で越冬した成熟幼虫が、翌春 5月
　頃に蛹化する。
■成虫は 6～ 9月に出現する。
■成虫は土中に浅く潜って産卵する。
■卵は 7月頃に多く孵化し、幼虫は堆肥
　などの腐熟した有機物を食べるが、植
　物の根なども食害する。

主な防除法 ■農薬取締法に基づき登録された農薬を
　散布する。

食根性害虫



　ヒラタケ・ヒラタケ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 広葉樹、まれに針葉樹

分布 全国

子実体の特徴 ■子実体は一年生、扇形～半円形、短柄
　を有し、柄は側生、幅 5～ 15cm、し
　ばしば多数の傘が重なって発生する。

傘 ■傘の表面ははじめ灰青色～黒色、後に
　灰白色～茶鼠色～枯草色になり、平滑。

特徴 ■晩秋～春に、枯木や切り株などにたく
　さん重なって発生する。
■様々な樹種に発生し、木材腐朽力は大
　きい。
■人工栽培されているものは「しめじ」
　と表示されて、流通している。
■本種に似るがより小形で肉が薄いもの
　に別種のウスヒラタケがある。また、
　近縁種にオオヒラタケがあるが、オオ
　ヒラタケには柄の基部付近に分生子　
　（頭部は黒い水滴状の分生子の塊とな
　る）を形成することで区別できる。

幹・枝／心材腐朽

スエヒロタケ・スエヒロタケ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 広葉樹、時に針葉樹にも発生

分布 全国

子実体の特徴 ■子実体は一年生、扇形、無柄、幅は最
　大 3cm 程度、しばしば多数の傘が重
　なって発生する。

傘 ■傘の表面は白色～灰白色、放射状にシ
　ワがあり、粗毛を有する。
■傘の肉は革質、傘肉と子実層の組織は
　はっきり分かれる。

特徴 ■春～秋に発生し、ほぼ１年中みられる。
■枯木や枯枝などに、しばしば発生する
　が、腐朽力は小さい。
■乾燥個体は水につけるともどる。

幹・枝／心材腐朽



ヤナギマツタケ・オキナタケ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 広葉樹

分布 全国

子実体の特徴 ■子実体は傘と柄のあるきのこ型、柄は
　中心生、柄の上部に顕著なツバを有す
　る。
■柄は白色～狐色、長さ 3～ 8cm。

傘 ■傘ははじめ丸山型、のち平らに開く、
　径 5～ 10cm。
■傘の表面は平滑、狐色～褐色。

特徴 ■春～秋に、広葉樹の枯木や生立木の腐
　朽部に発生する。
■茶色の傘と柄のある比較的大型の子実
　体を形成し、柄の上部に大きなつばを
　有し、成熟するとヒダが焦茶色になる。
■食用として人工栽培されている。

幹・枝／心材腐朽

チヂレタケ・コウヤクタケ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 広葉樹、特にサクラ類

分布 全国

子実体の特徴 ■子実体は一年生、杓子形～扇形～半円
　形～円形、径 0.5 ～ 3cm、無柄あるい
　は短い柄を有し、しばしば群生する。

傘 ■傘の表面は卵色～狐色、縁は色が薄く、
　短密毛を有し、不明瞭な環紋がある。

特徴 ■春～秋に、広葉樹の枯木や枯枝に、ヒ
　ダが縮れた小形の子実体が多数発生す
　る。
■乾燥すると縮れて握りこぶし状に下側
　に巻き込む。
■スエヒロタケに似るが、スエヒロタケ
　は傘の表面が白色で粗毛をもち、ヒダ
　の縁部が２枚に裂けることで区別でき
　る。

幹・枝／心材腐朽



　アイカワタケ（ヒラフスベ）・サルノコシカケ科
腐朽型 褐色腐朽

加害樹種 広葉樹、特にスダジイ、コジイなどに多
く発生

分布 全国、特に関東以西の暖温帯に多い

子実体の特徴 ■子実体は一年生、坐生、半円形の傘を
　作り、無柄。

傘 ■傘は横幅 10～ 30cm、厚さ 1～ 3cm。
■傘の表面は鮮やかな黄色～小麦色、単
　独あるいは数個が棚状に発達する。
■傘の肉は生時水分を多く含み、もろい
　肉質、黄色。

特徴 ■夏～秋にかけて発生する。
■ヒラフスベは、傘が展開せずにコブ状
　～半円形の子実体を形成し、裏面は平
　坦か時に管孔を形成する。
■ヒラフスベは従来別種と考えられてき
　たが、アイカワタケと同種であること
　が遺伝子解析により明らかにされた。
■子実体が鮮やかな黄色で、褐色腐朽を
　起こす。
■アイカワタケは間皮茸と書き、腐朽材
　の割れ目をうずめる革状の菌糸層によ
　る。

幹・枝／心材腐朽

ウズラタケ・サルノコシカケ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 広葉樹、特にウメやサクラ類等のバラ科
樹木に多く発生

分布 本州以南

子実体の特徴 ■子実体は多年生といわれているが実際
　にはほとんどが一年生、坐生、無柄、
　馬蹄形、径 1～ 4cm、厚さ 1～ 2cm。

傘 ■傘は半円形、クリーム色～枯色。
■傘の表面はクリーム色～枯色、環紋が
　ある。
■傘の肉はコルク質、白～クリーム色。

特徴 ■傘は半円形で径 1 ～ 4cm、厚さ 1 ～
　2cm。
■表面はクリーム色～枯草色で環紋があ
　る。
■傘の肉はコルク質、白～クリーム色。
■春～秋に広葉樹の枯木、枯枝に発生す
　る。
■比較的小さなクリーム色の子実体と、
　大型で一端が欠けた（切形）の担子胞
　子を有する。

幹・枝／心材腐朽



　カワラタケ・サルノコシカケ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 広葉樹、針葉樹

分布 全国、暖温帯以北

子実体の特徴 ■子実体は一年生、坐生、無柄、半円形、
　幅 2～ 7cm、厚さ 1～ 2mm、しばし
　ば多数の傘が重なって群生する。

傘 ■傘の表面は変化に富み、灰色、黄茶色、
　褐色、黒色等の環紋を形成、短毛が密
　生する。
■傘の肉は薄く強靱、白色。

特徴 ■最も普遍的にみられる木材腐朽菌であ
　る。
■多種の広葉樹に発生するが、針葉樹に
　も発生する。
■夏～冬に、広葉樹や針葉樹の枯木や枯
　枝に屋根瓦のように重なって多数発生
　する。
■木材腐朽力は強く、オオウズラタケと
　ともに JIS 木材耐朽性試験の標準菌株
　に指定されている。

幹・枝／心材腐朽

カイガラタケ・サルノコシカケ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 広葉樹

分布 全国

子実体の特徴 ■子実体は一年生、坐生、無柄。

傘 ■傘は半円形～扇形、横幅 2 ～ 10cm、
　厚さ 0.3 ～ 1cm。
■傘の表面は軟毛を有し、灰色～クリー
　ム色～狐色～褐色からなる、環紋があ
　る。

特徴 ■夏～冬に広葉樹の枯木、枯枝に発生す
　る。
■子実層托は比較的硬いヒダ状で、子実
　層には剣状の菌糸が多数存在する。
■半円形で貝殻のような同心紋が特徴で
　ある。

幹・枝／心材腐朽



　コフキタケ（コフキサルノコシカケ）・サルノコシカケ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 広葉樹

分布 全国

子実体の特徴 ■子実体は多年生、無柄、坐生、扁平な
　半円形～やや丸山形。
■当年生の子実体は幅 10～ 20cm程度、
　厚さは 2～ 4cm 程度だが、年数を経
　たものは幅 50cm 以上、厚さは 40cm
　にも達する。

傘 ■傘の表面は灰白色～黄土色～茶色、無
　毛、環溝がある。
■しばしば大量の胞子が傘の上にも積も
　りココアの粉をまぶしたようになる。
■傘の肉はチョコレート色、繊維質、表
　面直下には硬い黒茶色の組織が存在す
　る。

特徴 ■通年、広葉樹の枯木や生立木に発生す
　る。
■ベッコウタケと並んで緑化樹に最も多
　く発生し、風倒の原因となる種である。
■多年生で、チョコレート色の傘肉を有
　し、大量の胞子の飛散により傘の表面
　や周囲が粉を吹いたよう（コフキの由
　来）になる。
■ブナなどに発生するツリガネタケと似
　ているが、ツリガネタケの傘肉の色は
　薄く、肌色～飴色を呈する。

幹・枝／心材腐朽

　シイサルノコシカケ・サルノコシカケ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 広葉樹、特にシイ類

分布 本州以南、暖温帯から熱帯

子実体の特徴 ■子実体は、多年生、背着生～半背着生
　で狭い傘を作り、楕円形、長径 7～　
　20cm、厚さ 0.5 ～ 3cm。

傘 ■傘が存在する場合は、傘の表面は焦茶
　色～黒茶色、粗面、環溝がある。

特徴 ■しばしばシイ類の太枝や幹の腐朽を起
　こし、子実体はほぼ背着生で硬く、灰
　色～焦茶色を呈する。

幹・枝／心材腐朽



シロアミタケ・サルノコシカケ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 広葉樹、特にヤナギ属樹木

分布 全国、特に温地域

子実体の特徴 ■子実体は一年生で、坐生、無柄、半円
　形で丸山形、幅 5～ 12cm、厚さ 1～
　3cm。

傘 ■傘の表面は白色～灰白色～黄褐色・茶
　褐色、微細な軟毛を有するか無毛、無
　環紋。
■傘の肉は白色～肌色。

特徴 ■白色系の肉厚でやや硬い子実体を形成
　し、生時は強いアニス臭を有する。
■ヤナギ属樹木に多く発生する。

幹・枝／心材腐朽

チャカイガラタケ・サルノコシカケ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 広葉樹、特にサクラ類

分布 全国

子実体の特徴 ■子実体は一年生で、坐生、半円形～貝
　殻形、幅 2～ 8cm、厚さ 0.5 ～ 1cm、
　しばしば多数の傘が重なって発生す　
　る。

傘 ■傘の表面は無毛、時に厚壁の分生胞子
　の存在により粉状になり、褐色、黒茶
　色、土色等からなる明瞭な環紋がある。

特徴 ■夏～秋に広葉樹の枯木、枯枝上に群生
　する。
■サクラに多く発生し、傘の表面に褐色
　系の色からなる顕著な環紋を有し、硬
　いヒダを有する。

幹・枝／心材腐朽



ヒイロタケ・サルノコシカケ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 広葉樹、針葉樹

分布 本州以南

子実体の特徴 ■子実体は一年生、坐生、扇形～半円形、
　幅 3～ 10cm、厚さ 3～ 7mm。

傘 ■傘の表面は鮮やかな朱色～緋色、平滑、
　縁は薄く、無毛、環紋は不明瞭。
■傘の肉はコルク質、朱色。

特徴 ■通年、広葉樹、針葉樹の枯木、枯枝上
　に発生する。
■本菌の子実体は鮮やかな朱色を呈する
　ため、同じ色を有するシュタケと混同
　されやすい。
■ヒイロタケは、主に暖温帯に分布し、
　シュタケはブナ帯以北の温帯に分布す
　る。
■ヒイロタケの管孔は微細で肉眼で観察
　することは難しいが、シュタケは肉眼
　で確認できる点で区別できる。

幹・枝／心材腐朽

ヒトクチタケ・サルノコシカケ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 針葉樹、特にマツ類

分布 全国

子実体の特徴 ■子実体は一年生、ハマグリ形、無柄あ
　るいは短柄を有し、幅 1～ 4cm、厚さ
　1～ 3cm、しばしば穿孔虫の脱出孔か
　ら発生する。

傘 ■傘の表面はニス状の光沢があり、黄色
　～栗色、無毛、裏面は白色～黄色の薄
　い膜で覆われ、基部の近くに楕円形の
　穴がある。

特徴 ■早春～夏に、1年以内に枯死したマツ
　等に発生し、翌年からは発生しない。
■魚の干物のような臭気がある。
■文献では白色腐朽を起こすとされてい
　るが、枯死した直後のマツなどに侵入
　するパイオニア的な菌で、腐朽力はあ
　まりないと考えられる。

幹・枝／心材腐朽



ミダレアミタケ・サルノコシカケ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 広葉樹

分布 全国

子実体の特徴 ■子実体は一年生、坐生～半背着生、無
　柄。

傘 ■傘は半円形～棚状、幅 2～ 8cm。
■傘の表面は灰白色～小麦色、しばしば
　藻類が付着し緑色となる。
■軟毛を有し、環紋と環溝を有する。

特徴 ■傘は一見カワラタケに似るが、子実層
　托が薄歯状になり、傘肉が帯線で 2層
　に分かれる。
■ヒラアシキバチと共生関係にあること
　が知られている。

幹・枝／心材腐朽

　カタオシロイタケ・ツガサルノコシカケ科
腐朽型 褐色腐朽

加害樹種 広葉樹

分布 全国、温帯域に発生

子実体の特徴 ■子実体は一年生、坐生～半背着生、無
　柄、半円形～扇形、幅 4～ 12cm、厚
　さ 0.5 ～ 2cm。

傘 ■傘の表面は白～クリーム色～部分的に
　褐色、無毛、多くは無環紋。
■傘の肉は生時硬い肉質、乾時木質、白
　色。

特徴 ■子実体が白色で硬く、材の褐色腐朽を
　起こす。

幹・枝／心材腐朽



カワウソタケ・タバコウロコタケ科
腐朽型 孔状白色腐朽

加害樹種 広葉樹、特にサクラ類、ウメ等のバラ科
樹木

分布 全国

子実体の特徴 ■子実体は一年生で、坐生、無柄、半円
　形～扇形、狭い基部を有して、幅 1～
　6cm、厚さ 1～ 2.5cm、しばしば多数
　の子実体が重なって発生する。

傘 ■傘の表面は、新鮮な子実体では狐色で
　密毛があり、古い子実体では茶色～黒
　茶色で無毛。

特徴 ■初夏～秋に、枯木や枯枝、生立木の樹
　皮上に多数群生する。
■本菌はバラ科樹木に多く発生し、7月
　頃に鮮やかな狐色の子実体を形成する
　が、時間が経つと汚れた茶色となる。
■大量の胞子を放出するため、胞子の積
　もった幹や枝は茶色になる。

幹・枝／心材腐朽

ツリバリサルノコシカケ・タバコウロコタケ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 広葉樹

分布 本州以南

子実体の特徴 ■子実体は多年生、坐生～半背着生、馬
　蹄形～扁平な半円形、幅 5～ 15cm、
　高さ 2～ 10cm程度、しばしば数個の
　傘が重なって発生する。

傘 ■傘の表面は炭質で粗く、茶色～黒茶色、
　縁は土色。

特徴 ■子実体に鈎状の剛毛体を有する。

幹・枝／心材腐朽



　チャアナタケ・タバコウロコタケ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 広葉樹

分布 本州以南

子実体の特徴 ■子実体は多年生、背着生、茶色～焦茶
　色、樹皮上に不定型に広がり、厚さは
　5mm程度。

傘 ■なし

特徴 ■子実体は背着生で管孔の径は小さく、
　薄茶色で類球形の胞子を有する。

幹・枝／心材腐朽

幹・枝／心材腐朽チャアナタケモドキ・タバコウロコタケ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 広葉樹、針葉樹

分布 本州以南

子実体の特徴 ■子実体は多年生、背着生、小麦色～土
　色、樹皮上に不定型に広がり、厚さ 1
　～ 10mm。

傘 ■なし

特徴 ■外見ではチャアナタケと区別が難しい
　が、本菌は無色で大型の担子胞子を有
　する。
■広葉樹に多く発生するが、針葉樹では
　サンブスギというスギの特定品種に発
　生し、溝腐病（非赤枯性溝腐病）を起
　こすことが知られている。



アラゲキクラゲ・キクラゲ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 広葉樹

分布 全国

子実体の特徴 ■子実体は一年生、ロート状～椀状～耳
　状、径 2～ 6cm、高さ 0.5 ～ 1cm、　
　単生あるいは群生する。

傘 ■傘にツバはなく、形は不定形な円盤状
　で、表面は細毛を有する。
■傘の肉は厚さ 1mm程度、生時はゼラ
　チン質、乾時は革質～軟骨質。背面は
　灰色～朽葉色、短毛が密生する。

特徴 ■春～秋（ほぼ通年）に、広葉樹の枯木、
　枯枝上に多数群生する。
■キクラゲに似るが、本種は背面に短毛
　が密生し、透明感がなく、かたい。

幹・枝／心材腐朽

ネンドタケ・タバコウロコタケ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 広葉樹

分布 全国

子実体の特徴 ■子実体は一年生、坐生～半背着生、傘
　は半円形～貝殻状、幅 3～ 10cm、厚
　さ 0.5 ～ 1.5cm、しばしば多数の子実
　体が重なって発生する。

傘 ■傘の表面は狐色～茶色～さび色、細突
　起と粗毛があり、無環紋。

特徴 ■広葉樹に広く発生し、薄茶色の粗面の
　傘を形成し、管孔面がやや紫色がかる。

幹・枝／心材腐朽



　カンゾウタケ・カンゾウタケ科
腐朽型 褐色腐朽

加害樹種 シイ類、カシ類等の広葉樹

分布 全国

子実体の特徴 ■子実体は一年生、扇形～へら形、短柄
　を有するか無柄、径 10 ～ 20cm、厚
　さ 2～ 3cm。

傘 ■傘の表面は緋色～赤茶色、微細な突起
　があり、無環紋。

特徴 ■春～初夏、秋にシイなどの幹に発生す
　る。
■子実体が鮮やかな赤色で柔らかい肝臓
　状で、赤色の汁液を多く含むのが特徴
　である。

幹／心材腐朽

マツオウジ・ヒラタケ科
腐朽型 褐色腐朽

加害樹種 針葉樹、特にマツ類

分布 全国

子実体の特徴 ■子実体は一年生、傘と柄を有し、柄は
　中心生～やや偏心生。
■柄は太く、白～クリーム色、ささくれ
　た茶色の鱗片を有し、ツバはほとんど
　ない。

傘 ■傘はマンジュウ形～平らに開き、径 5
　～ 20cm。
■傘の表面は白色～クリーム色で、黄金
　色～土色～茶色の鱗片が同心円状に並
　ぶ。
■傘の肉は強靱な肉質、白色、ヤニ臭い。

特徴 ■春～初夏、秋に、針葉樹の切株や生立
　木に発生する。
■マツの切り株にしばしば発生し、子実
　体が大型で強靱、松ヤニ臭い。

幹／心材腐朽



クジラタケ・サルノコシカケ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 広葉樹

分布 全国

子実体の特徴 ■子実体は一年生、半円形、無柄、幅は
　5～ 20cm、厚さ 0.5 ～ 1cm、しばし
　ば多数の傘が重なって発生する。

傘 ■傘の表面は灰白色～茶鼠色、はじめは
　平坦、後にシワ状を呈し、無環紋。
■傘の肉は白色～練色、コルク質で強靱。

特徴 ■通年、広葉樹に発生する。
■比較的大型で肉が厚く、灰色味を帯び
　た子実体を形成する。

幹／心材腐朽

ニクウスバタケ・サルノコシカケ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 広葉樹、特にナラ類

分布 本州、四国、九州

子実体の特徴 ■子実体は一年生、半背着生で上部が反
　転して傘を作り、しばしば多数の傘が
　重なって発生する。

傘 ■傘は半円形～貝殻状、幅 1～ 3cm。
■傘の表面は橙色～狐色、無毛。
■傘の肉は薄く、革質。

特徴 ■夏～秋、広葉樹に発生する。
■半背着生で薄茶色の傘を形成し、子実
　層托が薄歯（ウスバ）状を呈する。

幹／心材腐朽



　マスタケ・サルノコシカケ科
腐朽型 褐色腐朽

加害樹種 広葉樹、針葉樹

分布 全国、特に温帯域

子実体の特徴 ■子実体は一年生、坐生、半円形の傘を
　作り、無柄。

傘 ■傘は横幅 10～ 30cm、厚さ 1～ 3cm、
　単独あるいは数個が棚状に発達する。
■傘の表面は鮮やかなサーモンピンク～
　クロームオレンジ。
■傘の肉は生時は水分を多く含み、もろ
　い肉質、ピンク～サーモンピンク。

特徴 ■夏～秋、ミズナラ、モミ、ツガ等の枯
　木や生立木に発生する。
■針葉樹に発生するマスタケと広葉樹に
　発生するマスタケはそれぞれ別種であ
　ることが解明されつつある。
■子実体が鮮やかなマス肉色（サーモン
　ピンク）で、褐色腐朽を起こす。

幹／心材腐朽

幹／心材腐朽　ヤニタケ・サルノコシカケ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 針葉樹、広葉樹

分布 全国、特に温帯域

子実体の特徴 ■子実体は一年生、坐生～半背着生、し
　ばしば多数の傘が重なって発生する。

傘 ■傘は半円形～棚状、幅 5～ 30cm、厚
　さ 1～ 2cm。
■傘の表面は細密毛を有し、狐色～茶色、
　黒茶色、明瞭な環紋と環溝がある。
■傘の肉は生時水分を多く含み肉質、乾
　くとコルク質、ベージュ～小麦色。

特徴 ■春～秋に多数重なり合って発生する。
■茶色の大型の子実体を形成し、生時ア
　ニス臭を有し、管孔面を傷つけると変
　色する。



ツガサルノコシカケ・ツガサルノコシカケ科
腐朽型 褐色腐朽

加害樹種 針葉樹、一部の広葉樹、特にサクラ類

分布 全国、特に温帯域

子実体の特徴 ■子実体は多年生、坐生～半背着生、丸
　山形～扁平な半円形、幅は最大 20cm
　程度。

傘 ■傘の表面は無毛、環溝と環紋を有し、
　はじめは練色で、後に中心部から縁に
　向かって黒色～焦茶色～赤さび色～白
　色を呈し、ニスを塗ったようになる。

特徴 ■通年、針葉樹、一部の落葉樹の枯木や
　生立木に発生する。
■サルノコシカケ形の子実体を形成し、
　傘には鮮やかな赤さび色の環紋が現れ
　る。

幹／心材腐朽

　カシサルノコシカケ（コブサルノコシカケ）・タバコウロコタケ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 広葉樹

分布 全国、特に温帯域

子実体の特徴 ■子実体は多年生、坐生、無柄、馬蹄形
　～扁平～半背着生。

傘 ■傘は幅 5～ 30cm、厚さ 3～ 15cm。
■傘の表面は橙黄色、内側になるにつれ
　て焦茶色～黒色、縁は鈍縁、凹凸のあ
　る環溝がある。

特徴 ■子実体の形は不定形で、子実層に剛毛
　体が少ない。

幹／心材腐朽



キコブタケ・タバコウロコタケ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 広葉樹

分布 全国

子実体の特徴 ■子実体は多年生で、坐生、無柄、馬蹄
　形～半背着生、幅は 20cm、厚さは　
　15cmに達する。

傘 ■傘の表面ははじめ灰白色で平滑、後に
　灰色～黒茶色、多数の環溝と亀裂を形
　成、外縁部は山吹色。
■傘の肉は焦茶色、木質。

特徴 ■子実層に剛毛体が多数存在し、担子胞
　子が類球形で無色、厚壁である。

幹／心材腐朽

　コルクタケ・タバコウロコタケ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 サクラ類、カシ類等の広葉樹、マツ類

分布 本州以南

子実体の特徴 ■子実体は多年生で、坐生～半背着生、
　無柄、半円形で縁は薄く、横断面は三
　角形を呈し、幅 2～ 10cm、厚さ 1～
　7cm。

傘 ■傘の表面は枯色～黄土色、粗面、微細
　毛あるいは無毛で、環溝がある。
■傘の肉は橙黄色、木質。

特徴 ■比較的小型の傘を形成し、無色で広楕
　円形の担子胞子と多数の剛毛体を有す
　る。

幹／心材腐朽



モミサルノコシカケ・タバコウロコタケ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 針葉樹、特にモミ類

分布 全国

子実体の特徴 ■子実体は多年生、坐生、馬蹄形～丸山
　形～半背着生、幅 5～ 15cm、厚さ 3
　～ 15cm。

傘 ■傘の表面は橙黄色～焦茶色～黒色、周
　囲の色は薄く、基部は色が濃く、環溝
　がある。
■傘の肉は橙黄色～狐色、木質。

特徴 ■モミ類に多く発生し、子実層に剛毛体
　を欠く。
■針葉樹の溝腐病菌として、知られてい
　る。

幹／辺材腐朽

ヤケコゲタケ・タバコウロコタケ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 広葉樹、特にミズナラ

分布 全国、特に温帯域

子実体の特徴 ■子実体は一年生、坐生、無柄、しばし
　ば数個の傘が重なって発生する。

傘 ■傘は半円形、幅 10 ～ 30cm、厚さ 3
　～ 7cm。
■傘の表面は粗毛が密生し、土色～褐色、
　後に焼け焦げたように黒色になる。
■傘の肉は生時大量の水を含み、土色～
　茶色、後に黒色。

特徴 ■子実体は大型で、はじめ土色～褐色だ
　が、後に焼け焦げたように黒色となる。
　発生の初期、中期、後期と変化が多い。

幹／心材腐朽



　ナラタケ・キシメジ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 広葉樹、一部の針葉樹（ヒノキ、クロマツ）

分布 全国、特に温帯域

子実体の特徴 ■子実体は傘と柄のあるきのこ形、柄は
　中心生。
■柄は下部がややふくらみ、上部は白色
　～クリーム色、下部は狐色～茶色、繊
　維質、上部に厚い白色～クリーム色の
　ツバを有する。

傘 ■傘の表面は山吹色～金茶色～琥珀色、
　中央部には鱗片、周縁部に条線を有す
　る。

特徴 ■初夏～夏、晩秋に発生する。
■ナラタケ類は種によって寄主や病原性
　が異なり、ナラタケは広葉樹と一部の
　針葉樹に発生し、オニナラタケは主に
　針葉樹に発生する。両者とも病原性は
　強い。
■土壌中に焦茶～黒色の根状菌糸束を形
　成する。また、被害木の樹皮下に白色
　の菌糸膜を形成する。

根株／心材腐朽

ナラタケモドキ・キシメジ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 広葉樹

分布 全国、ナラタケの分布域よりやや暖かい
地域

子実体の特徴 ■子実体は傘と柄を有し、柄は中心生、
　しばしば多数の子実体が束生する。
■子実層托はヒダ状、ヒダはやや密、白
　色～杏色、直生～垂生。
■柄は細長く、傘と同色だが下部は色が
　濃く、繊維質、ツバを欠く。

傘 ■傘の表面ははじめ丸山形、後に漏斗形、
　枯草色～山吹色～土色、中心部に細か
　い鱗片がある

特徴 ■春～秋に広葉樹の枯木や生立木の根際
　に発生する。
■ナラタケに似るがツバを欠くことで区
　別される。
■ナラタケと同様に樹木を衰弱・枯死さ
　せるが、ナラタケと異なり土中には菌
　糸束を作らない。

根株／心材腐朽



　ニレサルノコシカケ・サルノコシカケ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 広葉樹、特にニレ類、
針葉樹、特にスギの老木

分布 全国

子実体の特徴 ■子実体は多年生、坐生、無柄。半円形、
　大型で幅は最大で 30cm、厚さは 6cm
　に及ぶ。

傘 ■傘の表面は、白色～クリーム色～珊瑚
　色。
■平滑あるいは小さな突起が多数形成さ
　れ、無環紋。

特徴 ■ニレ類に多く発生し、子実体は大型で
　傘の色は薄く、表面にコブ状の隆起が
　多数発生する。
■スギに発生するオオシロサルノコシカ
　ケに似るが、紫色がかることはない。

根株／心材腐朽

カイメンタケ・サルノコシカケ科
腐朽型 褐色腐朽

加害樹種 針葉樹、特にカラマツ

分布 全国、特に温帯域

子実体の特徴 ■子実体は無柄あるいは有柄、しばしば
　多数の傘が重なって形成される。

傘 ■傘は半円形～円形、径 5～ 30cm、厚
　さ 0.5 ～ 1cm。
■傘の表面は土色～褐色～焦茶色、軟毛
　を有し、環紋がある。
■傘の肉は褐色、生時は軟らかいが、乾
　時はもろいウレタン状になる。

特徴 ■初夏～秋に発生する。
■褐色で大型の比較的もろい子実体を形
　成する。
■針葉樹の根株腐朽を起こす腐朽菌のう
　ち、最も出現頻度の高い種である。

根株／心材腐朽



　マンネンタケ・マンネンタケ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 広葉樹

分布 全国

子実体の特徴 ■子実体は一年生、傘と柄を有し、柄は
　偏心生～中心生。
■柄は傘と同色～黒色、光沢を有する。

傘 ■傘は、腎臓形～半円形～円形、径 5～
　15cm、厚さ 1～ 2cm。
■傘の表面は光沢があり、はじめは黄色、
　後に代赭（たいしゃ）色～弁柄（べん
　がら）色～焦茶色、環溝がある。

特徴 ■夏～秋に、広葉樹の腐朽材等に発生す
　る。
■光沢のある美しい子実体を形成するの
　が特徴である。
■形態的には区別できないが、針葉樹に
　発生する種は別種のマゴジャクシとさ
　れる。

根株／心材腐朽

　ベッコウタケ・サルノコシカケ科
腐朽型 白色腐朽

加害樹種 広葉樹、まれに針葉樹

分布 全国

子実体の特徴 ■子実体は一年生、初夏に鮮やかな黄色
　～山吹色の原基が形成され、その後、
　成長して傘となり、坐生、無柄、幅 5
　～ 20cm、厚さ 0.5 ～ 2cm、しばしば
　多数の傘が重なって形成される。

傘 ■傘の表面ははじめ黄色、のち琥珀色～
　褐色～黒色となり、中心部の色は濃く、
　周縁部の色は薄く、不明瞭な環紋と浅
　い環溝がある。

特徴 ■通年、広葉樹（まれに針葉樹）の枯木
　や生立木の地際に発生する。
■緑化樹に発生する頻度が最も高い腐朽
　菌の 1つであり、風倒の原因となる。
■マメ科樹木に多く発生し、根株腐朽を
　起こすだけでなく、しばしば枯死させ
　る。

根株／心材腐朽



　街路樹の危険性に関する診断については、街路樹整備が早くから進められていた都市では街路樹に
よる倒伏等の問題が多く発生していることから、「街路樹診断」として既に実施されています。特に、
東京都においては、平成 7年度に表参道のケヤキで大量の子実体（木材腐朽病）が発見されたこと
をきっかけに、平成 10年度に街路樹診断マニュアルを策定（継続的に改正）した上で、街路樹の倒
伏対策が実施されています。
　本手引きは、先駆的に実施されている道路管理者の診断手引き等を取り入れながら、ビジュアル的
に理解しやすい解説書としてとりまとめました。さらに、これまで明確に行われていなかった倒伏検
証調査についての方法を説明し、今後の「街路樹の倒伏対策」の向上に寄与するための資料の蓄積を
図れるように提案したものです。道路管理者の方々には、この点をご理解いただき、可能な範囲で街
路樹の倒伏等が発生した際の発生要因等を公表していただけるよう、お願いします。
　最後になりましたが、本資料をとりまとめるにあたって、貴重なご意見や写真等の資料をご提供い
ただいた、国土交通省東京国道事務所管理第二課、東京都建設局公園緑地部計画課、横浜市道路局道
路部施設課、一般社団法人街路樹診断協会の方々と街路樹の倒伏実態調査にご協力いただいた道路管
理者の方々に対しまして、深く感謝の意を表します。
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