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檎皮採取がヒノキの直径成長に与える影響

門松昌彦 1* 山本博一死坂野上なお 3 {言自 4

The effect of bark decortication for hiwada production 
on diameter increment in Chamaecyparis obtusa 

by 
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国指定の重要文化財の中には、屋根にヒノキの樹皮である檎皮を葺いている木造建造物は多い。しか

し、捨皮剥皮がヒノキの成長や材質に及ぼす影響については、ほとんど報告されていなかった。そこで、

檎皮採取がヒノキの註鐙成長に与える影響を調べた。剥皮された個体の胸高直径は早くて剥皮後 2年で剥

皮前の絢高直径までに回復し、最IJ皮後 6年で 8割の剥皮木の胸高桂が最!J皮前の胸高直径以上になった。

剥皮後 9年間で、剥皮木の絢高直径の成長量と非剥皮木の成長量とに有意な違いは認められなかった。し

たがって、熟練者が檎皮採散を行うならば、最IJ皮が胸高去の成長に悪影響を及ぼすことはないと推察さ

れる。

キーワード:ヒノキ，檎皮，剥皮，胸高直筏，成長
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はじめに

悶宝を含む国指定の重要文化財建造物は

4，000棟を超え、うち木造建造物は約 9龍を占める

(有馬 2000)。これらの中には、ヒノキの樹皮で

ある檎皮(ひわだ)で屋根を葺いている建造物も

多く、2000年 2月現在で 728棟ある(原田 2003)。

檎皮は平均 35年周期で葺き替えられ、 8'"'-'10年周

期で同一個体から檎皮材が採取される。初めて剥

ぎ取られるヒノキの樹皮は「荒皮(あらかわ)Jと

呼ばれ、製品としての捨皮の収量が悪い。「ニ番皮」

以降のものが質量ともに良好で、ある(涼出 2003，

Utsumi et a1. 2006)。原田 (2003) は、国指定の

みで檎皮葺重要文化財建造物の総屋根面積は

120，000m2で、単純計算であると断りながら、

間最低20棟以上の葺き替えが必要となると推定し

ている。都道府県や市町村指定の文化財等を加え

ると、年間の檎皮葺き替え必要面積は 9，000m2以

原皮(もとかわ)必要最にして 18，544丸とな

るとし、う。1丸の檎皮は樹齢80'"'-'100年、誼経30cm

内外のヒノキ 7'"'-'8本から生産される(原田 2003)

ことから試算すると、毎年最抵 13万'"'-'15万本の

高齢ヒノキが必要となる。

高齢ヒノキの減少、「原皮師(もとかわ

し)Jと呼ばれる採取業者の後継者問題、森林所有

者が抱く檎皮採取による成長阻害・材質悪化の懸

念などの課題があり(後藤 1999)、檎皮材の採取

そのものが圏難になってきている。高齢ヒノキの

減少については、樹齢 70年以上の人工林からも檎

茂採取を行うことも含めて対応している。採取業

者の後継者問題に対しでも、社団法人全国社寺等

屋根工事技術保存会で積揺的に取り組み、改善さ

れつつある。しかし、檎皮剥皮がヒノキの成長や

材質に及ぼす影響に関する報告は、これまで皆無

に近かった。そこで、懸念される成長盟害・材質

表1. 檎皮剥皮試験地の概況

試験地員各称 試験地所在被望号林 終皮 経度

悪化が果たしてあるかどうか、すなわち檎皮採取

のためのおi皮行為がヒノキにどのような影響を

えるかを検証するため、筆者らは檎皮剥茂試験を

行うことにした。本報では、最IJ皮試験の成果とし

て、檎皮採取が剥皮後 9年間の胸高産経成長に及

ぼす影響について述べる。

語査地と方法

檎皮まIJ皮試験は、図 1にあるように東から東

京大学大学続農学生命科学研究科附属模習林千葉

演習林(以下、千葉と略す)、北海道大学北方生物

園フィーノレド科学センター森林閤ステーション和

歌山研究林(以下、和歌山と略す)、京都大学フィ

ールド科学教育研究センター里域ステーション徳

山試験地(以下、徳山と略す)、九州大学農学部F付

属演習林福興演習林(以下、揺岡と略す)で行わ

れている。各大学演翌林のホームページ (2011)

などを基に、各試験地の概況を表 1に示した。 1998

0/1 

図1. 捻皮剥皮試験地の位置

年平均気温 生存降水;議 試験開始持

でC mm t*齢(年) 立木本数(本/ha)

千 3喜 35007' N 140009' E 14.2 2，000-2，400 83 795 

和歌山 33038' N 135041' E 15.2 3，382 70 1，136 

i'ITi山 34004' N 131050' E 15.2 1，911 69 675 

福 i潟 33038' N 130031' E 16.2 1，599 88 650 
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2月下旬から 3月初めにかけて)1頃次部皮試験が

開始された。試験開始時の林齢は 69年から 88年

で、あった。剥皮前iこ、初期サイズを揃えるために

腕高誼径が似通ったヒノキを対になるように選び、

それぞれ郭皮用(以下、剥皮木と記す)と、その

対照用(以下、対照木と記す)とした。各試験地

で剥皮木 10本、対照木 10本を選んだ。したがっ

て、試験に供されたヒノキは全体で 80本となる。

剥皮木と対照木は、斜面方位などで|胃じような環

境下にあるヒノキを選ぶとともに、林縁効果をさ

けるため林縁にあるヒノキは徐いた。

剥皮は、社団法人全国社寺等屋根工事技術保

存会に所属する熟練の原皮師が行った。調査は、

まず剥皮時に剥皮前後の胸高庇径・部皮重量・檎

皮材量などを記録した。最iJ皮部の最上部の高さは、

千葉が 2.0~4.7m、平均 3.6m、和歌山が 5.2~8.0m、

平均 6.8m、徳、山が 3.3~6.5m、平均 4.5m、諸岡

が 6.3~8.2m、平均 7.5m であった。剥皮重量は、

千葉が 3.6~10.6kg、平均 7.5kg、和歌山が 2.7~

7.6kg、平均 5.5kg、徳山が 4.7~18.6kg、平均 9.9kg、

揺問が 6.8~2102kg、平均 13.1kg であった(八木

2000) 0 その後は萄:年締高直後を澱定し、同時に樹

皮の写真撮影を行った(写真 1)。胸高直径は剥皮

前後とも誼筏巻尺によって測定し、胸高(地上高

102m)に印をつけ同一箇所を計撫するようにした。

各試験地で、剥皮試験開始後の 4年目には 1対の

お皮木と対照木を、その翌年の試験開始後 5年目

に 3対の封皮木と対照木を伐採した。これらの伐

採木については、事前に絢高直径を測定するとと

もに、成長を調べるため樹幹解析を行った。また、

伐採木から得た円板は、剥皮行為が成長や材質に

及ぼす影響を木材科学的に精査するための試料と

して用いた。本報では、各試験地での封皮前の剥

皮木と対照木の胸高産鑑、最1]皮前から剥皮 9年後

までの説皮木と対照木の平均絢高直径の推移、剥

皮前の胸高直後を基準とした各年の胸高直径の増

減によって示される剥皮木および対照木の度経成

長過程、剥茂後の剥皮木・対照木目i胸高直径の成

を解析した。剥皮木と対照木の剥皮前の胸高

度径と剥皮後を基準とした 9年間の直径成長量と

の関係を試験地別に調べると、福岡のみに有意な

棺関が認められ (r=0.78，Pく0.01)、また対にした

個体の成長にも共通した傾向がなかったため、続

写真1. 剥皮試験開始後 6年自の和歌山の剥皮木(左)
とそれと対をなす対照木(右)

計解析では剥皮木と対照木とを独立群として扱っ

た。

結 果

各試験地における剥皮前の剥皮木と対照木の

胸高誼径を図 2~5 (こ示した。千葉における斜皮前

の平均胸高直箆は、剥皮木が 37.4cm、対照木が

37.7cmで、奉1]茂木より対照木が大きかったケース

は 6対で、あった。和歌山では、科皮前の平均腕高

匝窪は剥皮木 28.4cm、対照木 26.8cmで、剥皮木

より対照木が大きかったケースは 2対で、あった。

徳山の剥皮前の平均胸高直筏は、剥皮木が 39.4cm、

対照、木が 39.7cmで、剥皮木より対照木が大きかっ

たケースは 7対で、あった。ただ、図 4をみても分

かるように、京j皮木と対照木の胸高直径の差は、

地の試験地に比べ小さかった。福岡における剥皮

前の平均腕高直径は、剥皮木 39.8cm(こ対し、対照

木 39.2cmで、最1]皮木より対照、木が大きかったケー

スは 4対で、あった。和歌山では、剥皮木が対照木

より平均胸高蔵径がやや大きかった。残りの試験

地では、剥皮木と対照木の平均腕高直筏がほ

しいか、対照木の平均絢高直径が剥皮木よりやや

大きかった。試験地ごとの剥皮木と対照木を合わ

せた全供試木 20本の剥皮前の平均胸高直後は、徳

山が39.6cmで最も大きく、次いで、諸問が 39.5cm、

千葉が 37.5cm、和歌山は27.6cmで、最小で、あった。

分散分析と最小存意差の多重比較の結果で、は、和

歌山の平均胸高誼径は他の試験地の平均腕高直径
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圏 2. 千葉における剥皮直前の胸高直径
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図3. 和歌山における剥皮夜前の胸高i直径

と統計的に有意に異なった CPく0.01)。残り 3試験

地問には有意差は検出されなかった。なお、全体

として剥皮前の絢高直径が大きい{国体ほど剥皮重

多い傾向にあった(戸0.75，Pく0.01)。

次に、最IJ皮前から:!i'<!J皮 9年後までの剥皮木と

対照木の平均胸高誼窪の推移についてみる。調査

地と方法で記述したように、試験開始後 4年目に

まIJ皮木と対照木各 1本を、 5年目に剥皮木・対照木

各 3本を伐採している。図 6には、各調査年に残

存していた個体について、各試験地の剥皮木・対

照木別平均腕高直径の推移を示した。剥皮後の臨

も示したが、剥皮木と対照木のデータ数を

合わせるために、対照木では剥皮試験前の胸高直

穫の値を剥皮後の値として挿入した。和歌山を除

く各試験地で、剥皮木の剥皮後の平均胸高夜径は

対照木の平均胸高直径を下まわっていた。全試験

地で、剥皮木と対照木の平均絢高直径は試験開始

後 1年目から詞じような年次変動をし、平均値の

差の変動は小さかった。

剥皮 9年後まで、残っていた供試木数は、各試

験地でそれぞれ剥皮木各 6本、対照木各 6本であ

る。図 7"'-'10に、剥皮試験開始前の胸高直控を基

準とした各年の胸高直窪の増減によってポされる
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国 4. 徳山における科皮直前の絢高直径
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図5. 福岡における弱i皮直前の締高直径
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閤 6. 各試験地の黍IJ皮木・対照木別平均胸高直後
の推移
ませ皮オミと対照木{土 4年後に 1対、 5年後;こ 3対

告と伐採。

剥皮木および対照木の主主径成長過程をそれぞれ 6

本ずつ個体5j1jに示した。ここでも、剥皮木と対照

木のデータ数を合わせるために、対照木について

は剥皮試験前の胸高度径の値を剥茂後の値として

挿入した。これらをみると、千葉(闘 7) では、 5

年後に 2本の剥皮木の胸高直窪が戦皮前の締高直

径以上となって、 7年後には 4本の剥皮木で胸高度

径の回復がみられた。残りの 2本i士、 9年後でも剥

皮前の胸高度径に張っていなかった。和歌山(図 8)

での剥皮木の胸高直径の回複は、 3年後に 3本、 4

年後lこ5本、 6年後には全治i皮木でみられた。認111



檎皮採取がヒノキの直径成長に与える影響(門松ら) 43 

5 

8 4 
誕

3 
G g2 
倒 1
縄
議 0

~-1 
嬰-2
椛きも

一3

-4 

4令ゆゆゆ' 惨 ' 号 令 s号 令 ゆや
そト令 Y会 Y会 Y会 I会 Iタ y会 v食欲 y会

E 
o 

漏
G 
..IJ 

慰
宮盛
和E

令望書、

5 

4 

3 

2 

F 
〆

〆 0

.〆_-'11'メA
..- 戸叫金-，

0- ，-""〆1き.::::-<r
/一、〆/山--

-"，，/ --~~てJ一〈〆て
a 〆，，'空二戸♂:!t"〆E 〆A

町 <4--二会""，:，轟5ふ三子二ーズ/
/~ ど三宅こ三戸0--て=安"，~Ii<戸戸刊 ~明←霊Z

G 。II!--一睦:芝 ξ 111. 〆戸日
、う〈ー『→<-

護-1

徐 裕 a寄ト '者ト ゆ '竜ト 今 ゆ a者ト '時ト 惨 a建ト
今令 Y会 y会 Y食欲ヘ 7糸魚 Y会 Y会 y手ぐ

者~ 唱が

E 
o 

l!¥IJ 
G 
..IJ 

慰
極
限
長室
G 

図 7.

。
襲1

部品 -2 

千葉における剥皮木(上)と対顕木(下)の

胸高箆径成長過程
i潟じマーカーは、対となっている剥皮水と対照水

を示す。

やゆ命令 z号令ゆややゆゆ
令 令 吹 Y合 Y会 Y会 Y手('会 Y食欲 1欣

司令宅金，へらも h ももへも

55 
l!¥IJ 
8 4 
..IJ 
邸 3

泡i
jIll[ 2 

翠
81  

t話。

，口

〆
戸古_--4

.0--♂ _li:-_)( 

..0__-0"て二在三二13二♂→r' a 
--A-" -__パ'"。

.n-ラ泰三三千二二二三写二二t二=ヂ
J 金三七三学士土仁三柔二L十一一幹一一;lK--'" 

高存~ "，.'与やゆやゆややゆや z修
2令令吹 Y食欲吹 Y会 Y会 Y会 Y会 Y安

司 令娘 、へやら b ももへも 9

aQ 8. 和歌山における剥皮木(上)と対照水(下)の

胸高直径成長過穏
|湾じマーカーは、対となっている手IJ皮木と対照水を

示す。

B 

E 7 

~ 6 

8 5 
..IJ 4 

富3

和室 2 
察 1
G 
1妄。
縦一1

1蒋一2

一3

4令ゆゆゆややゆゆ命令ゆ
令令 Y会歌 Y会 Y会 Y会 Y会 Y会 Y会 v合

唱者、袋、へもも h も b へも 9

58 
漏 7
8 6 
..IJ 5 

型 4

1海?
翠 Z

8 1 
jiif 0 
縦一1

.JIY 

〆酔戸._fI' 抱

〆〆@〆..--必議言語111
................ -~三三議~~支--x---八

骨 -4移奪三重22γr

市再 唱1r"，.'与やゆゆやゆやゆ z号令
令令 Y会 Y食 欲 Y会 秩 Y会 Y会吹 Y令

官会、司会、へらう b も b へ も 匂

閤 9.

6 

8 5 
1削 4

8 3 

組 2
樹 1
壊。

否-1

fai; -2 
4区一3

徳山における剥皮木(上)と対照木(下)の

胸高直径成長過程
向じマーカーは、対となっている斜皮木と対照木

を示す。
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図 10. 福岡における剥皮木(上)と対照木(下)

の腕高直径成長過稜
|潟じマーカーは、対となっている剥皮水と対照

木を示す。
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(割引においては、 4年後lこ2本、 5年後に 3本、

6年後に 5本、 8年後に全ての剥茂木の拘高直径が

剥皮訴の胸高直径以上になった。福岡(図 10)で

は、 2年後に 2本、 4年後に 5本、 6年後に全ての

剥皮木の胸高直径が剥皮前の胸高誼径以上になっ

た。試験地全体でみると、最IJ皮 6年後には 19本の

剥皮木が最Ij皮前の胸高直径以上となり、その全残

存剥皮木に占める割合は 79%となった。 9年後の

脆高直佳増加量を斜茂木と対照、木とで比較すると、

千葉、徳山、福岡では 1対、和歌山では 3対の増

加量の差が 0.5cm以下であり、ほぽ問じ夜径増加

を示した。

剥皮試験開始後 9年目まで技採されずにいた

48個体について、各試験地における剥皮後の絢高

直話の平均成長量を剥皮木・対照木55IJに示した(国

11)。剥皮後 9年間では、概ね徳UJの対照木の直経

成長量が最も大きく、和歌山の対照木の箆径成長

に優る場合と劣る場合があった。しかし、

次別試験地主Ij分散分析の結果、剥皮 1年後から 9

年後まで各試験地で、剥皮後の胸高直f去に対する

新茂木と対照木の直径成長量との開に有意差は認

められなかった(全て P>0.05)。

考察

剥皮後に剥皮木の胸高直筏成長が停滞するこ

とはなく、剥皮木の直径成長量は封皮 1年後から 9

年後まで対照木の主主径成長量と有意に違わず(図

11)、剥皮後の季IJ茂木と対照木との胸高直径の成長

に統計的な差はなかった。

Utsumi et a1. (2006) によると、本試験にお

ける剥皮処理では内樹皮が全て残存し、タト樹皮も

数年輪以上残存していた。剥皮前の絢高直径が大

きい個体ほど、剥皮重量が多い領向にあり (r=0.75，

P<O.ol)、議IJ皮の厚さ、すなわち剥皮前後の絢高直

も小さかった。剥皮 1年後の対照木の成長 筏の蓋もやや大きい傾向にあった (r=0.52，

と剥皮木の成長量の差は、試験地ごとの平均で

-0.1 (千葉) ~0.1 (福間)cmで、千葉では対照木

の方が剥皮木より成長量が小さかった。同じく剥

皮 2年後が一0.2(千葉) ~0.2 (徳山)cm、剥皮 3

年後が-0.1(千葉) ~0.3 (徳、山)cm、剥皮 4年後

が-0.2(和歌山) ~0.3 (徳山)cm、剥皮 5年後が

-0.3 (千葉) ~0.6 (諮 ~LJ) cm、まIJ皮 6年後が一0.2

(和歌山)~0.7 (徳山)cm、弱茂 7年後、が-0.3(千

葉)~0.7 (徳山)cm、弱i皮 8年後が-0.5(和歌山)

~0.9 (徳山)cm、剥皮 9年後が-0.8(和歌山)~

0.6 (徳山)cmであった。このように各年次で試

験地により剥皮木の直径成長量が対照木の直径成

6 
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図 11. 各試験地における剥皮木・対照木男J)の剥皮

後の平均直径成長量

Pく0.01) (図 6~10 参照)。したがって、剥皮能の

胸高直箆が大きい剥皮木は外樹茂を多く剥ぎ取ら

れたと推定される。他の試験地と比べ平均腕高誼

径が明らかに小さかった和歌山を徐き、剥皮後の

最IJ皮木の平均絢高直径は対照木の平均絢高誼径よ

りも小さい状態で推移した(図 6)が、これには外

樹皮剥皮の程度が影響したと考えられる。ただし、

剥皮後 9年自におけるおi皮木の翠IJ皮前の腕高直径

に対する藍筏増加量と対照木の最IJ皮前の胸高直径

に対する直径増加量との差は試験地別に平均 0.2

~2.6cm であり、剥皮後の直筏減少分の試験地別

平均1.0~2.0cm に比べて著しく大きくはなかった。

剥皮後 4年目に採取した試料の木材科学的な

分析結果によると、ませ皮処理前後で木部でも内樹

皮でも顕著な年輪幅の変動は認められず、最IJ皮

木・対照木の木部と師部における年輪構造は、試

料の採取高にかかわらず類似していた (Utsumiet 

al.2006)。本報の結果と合わせ、熟練の原皮師が

冬期に檎皮採取を行うならば、最IJ皮がヒノキの

佳成長に悪影響を及ぼすことはないと推察される。

試験開始時のヒノキ供試木の林齢は、福岡が

88年、千葉が 83年、和歌山が 70年、徳山が 69

年で、大きく分けると 80年生代と 70年生前後の

2グ、ルーフつになるが、同じ 70年生前後のグループ。

に入る和歌山と徳山とでも平均胸高直筏が異なっ
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ていた。試験開始時の立木密度は、千葉、和歌山、

徳山、福間の)1慎に 795本/ha、1136本/ha、675本

/ha、650本品aで、あった(表 1)。直径成長には立

木窮度が強く影響を与えるが(佐々木ら 2009，

間 2010など)、和歌山の立木密度が全試験地の中

で最も高かったため、平均絢高藍径が最も小さか

ったと考えられる。また、和歌山において剥皮前

から剥皮 9年後までの剥皮木の平均胸高直径が対

照木の平均胸高誼径と大差なく推移したことも、

立木密度の高さが影響している可能性がある。

しかし、立木密度の高い和歌山では剥皮 6年

後に全剥皮木の胸高直経が剥皮前の胸高直筏に回

復したが、立木密度の低い千葉では調査期間の後

半まで一部の剥皮木の胸高誼径が剥皮前の腕高誼

認に回復していなかった。同じく立木窮度の低い

徳山でも、全科皮木の絢高誼径が剥皮前の胸高直

径に回復する時期が遅かった。このことは、剥皮

厚の影響もあるが、一方で樹木の直径が遺括や環

境に左おされることが知られている (Kadomatsu

et aJ. 1994，林野庁林木育種センタ-1997，門松

ら 2002，$村ら 2008，山田ら 2009など)。本試

験地問には立木密度以外にも局所的環境の違いが

あり(表1)、遺伝的な違いも存在するかもしれな

い。より詳しい検討が必要であろう。

檎皮採取がヒノキの誼径成長に及ぼす影響に

ついては、さらに木部の肥大成長と樹皮の回復状

況とに分けて検討していく予定である。
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Summary 

In Japanese important cultural properties， many wooden buildings are roofed with Japanese 

cypress (Chamaθり少arisobtusa) bark， hi日匂da.However， there are few reports of the effect of hiwada 

harvest on the growth and wood properties of the cypress. We studied whether bark decortication for 

hiwada production would affect diamete1' increment of cypress trees. The diamete1's at b1'east height of 

some deco1'ticated t1'ees recove1'ed to thei1' p1'e-treatment diamete1's in two years， and 79 percent of the 

t1'eated trees had diamete1's g1'eater than those befo1'e the t1'eatment six yea1's afte1' the t1'eatment. Fo1' 

nine years afte1' decorticating， the1'e were no significant diffe1'ences in the diameter increments 

between the treated t1'ees and the untreated trees. We concluded that diamete1' g1'owth might not be 

affected by the deco1'tication ofbark fo1' hiwada production if done by highly skilled wo1'kers. 

Keywords:臼 amaecyparisobtusa， hiwada， bark decortication， DBH， growth 
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