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Ⅰ－３－１）－（１）－③  樹冠幅の測定法と測定結果  

羽賀 正雄  

測定活動参加者名 
◎羽賀正雄・○松本頼王・○井上里枝・小田  洋・小林浩・坂根輝一・佐藤輝雄・成井

秀喜・福田靖夫・星加敦子・本多昭子・前田直之・安村安人(◎責任者、○副責任者) 
 
１．樹冠幅測定 

樹冠幅の測定は、環境省の巨樹・巨木林調査及び市民の木調査では行われていない。樹

冠幅(＝枝張り)は、幹を中心とした枝の水平方向への広がり－地上への樹冠の投影範囲の

直径である。樹冠幅の測定には、幹を中心として①最大の枝張りの長さ及び最小の長さを

測定する、②東西・南北の長さを測定するなどがある。今回は樹木の全体の大きさや樹形

の因子となる最大樹幹幅のデータを得るため、①によって行なっている。  
 
２．実施状況 
  実施状況について調査回数・参加者数・調査箇所数・調査本数は、前述の幹周測定と同

じである(17 頁表１)。 
  メンバー編成は、巻尺測定 3 人(両端 2 人、中心 1 人)、先端位置指示 1 人、野帳記録 1
人、計５人を標準とする。最大樹冠幅が 10m 程度の場合は、巻尺測定 2 人(両端のみ)、先

端位置指示者を野帳記録者が兼務し 3 人でも可能である。 
  野帳は付属資料 3（81 頁)の通りであるが、樹冠の形が異常の場合は、特記欄にその状

態をスケッチしその原因(枝切り、台風被害、樹木間の競合等)を記載する。 
 
３．測定方法 

樹冠幅の測定方法は次の通りである。  
a.基本的方法 

   幹を中心とした左右の枝張りの水平幅 (樹冠幅 )の最大長と最小長を、巻尺を用いて

10cm(0.1m)単位で測る（図 12）。 
b.具体的方法 

    地上から樹冠幅を直接測るのは難しいので、左右各々、幹の中心を通る線上で枝張り先

端の真下に立ち、巻尺を水平に張り両地点の距離を測る（図 12）。 
 
４．測定上の問題点 
 測定実施中に幾つかの問題が生じたが、その都度「測定方法」を基本にしながら次のよ

うに対応している。 
①地上から樹冠の最大幅・最小幅の枝を特定するのが、難しい場合がある。特に広葉樹は

枝の拡がりが大きく形も不整形のものが多い。 
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  →対応：対象木の樹冠全体を眺め、枝が長く(短く)張っている地点を見定め調査者を

その地点に配置し、他の枝と比較しながら配置を繰り返し特定する。特定し難い場合

には 2 回測定し、長い(短い)方を採用する。 
②樹冠先端の眞下地点に正確に立つのは意外と難しい。  

→対応：別の調査者が離れた地点から枝の両端を見て、調査者に正しい位置を指示す

る。 
③急傾斜地、とりわけ平坦地から急傾斜地へ樹冠が広がっている場合、両端の２人の調 

   査者がお互いに見えない。また、巻尺を水平に張れないので、傾斜角による誤差を生 
   ずる。 

→対応：別の調査員が両者とも見える場所から連絡をとる。支持棒(19 頁の注)により

巻尺を高く揚げ水平に近づける。水平でない場合は、厳密には傾斜角に応じ斜距離補

正 (注 )を必要とするが、本調査の計測精度や距離から判断して修正していない。  
(注) 斜距離を水平距離に補正する。  

例：傾斜角 30 度：水平距離 10m＝斜距離 11.6m 
④数本の樹木が隣接する場合、樹冠と樹冠が重なりあって調査木の樹冠の先端が見えな  

   い。 
  →対応：樹冠先端が少しでも確認出来る範囲内で計測する。最大樹幹幅について、最 

   大箇所が見えない場合は、過小な結果となるが、確認可能な範囲で測定する。           
  ⑤樹冠が建築物の屋根の上など実測不可能なところまで延び、枝張りの先端下に近づけ

 

 

図 12. 樹冠幅の測定方法（山田 2007） 
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ない。 
    →対応：枝に沿って平行移動する、あるいは目測で測る。目測の場合は、建物の柱間

隔や窓間隔などを利用して可能な限り実測に近づける。  
⑥人為により剪定や枝切りが行なわれている場合、あるいは隣接木に被圧され枝の生長

が大きく阻害されている場合は、その状況を記録しデータ分析の資料とする。  
 
５．調査の結果 

樹冠の形は、樹種特有の形 (注 )があり孤立木で風や日陰等の影響が少ないところでは、本

来の形を維持している。隣接木がある場合、常時風の影響を受けている場合、あるいは家

屋等との関係で強度の剪定や枝切りがなされている場合などは、通常の生長が阻害され大

きく変形している。とりわけ最大樹冠幅はこれらによって大きな影響を受ける。もちろん

老衰によって枝が枯れ落ちる場合もある。したがって、幹周に比較して最大樹冠幅が異常

に小さい場合は、その原因を調べる必要がある。  
(注)針葉樹は樹冠先端の頂芽が上方へ垂直に伸長し主軸となり、そこに側芽を伸ばし枝

となるので、樹冠全体は円錐状となる。広葉樹は側芽も斜め上方へ伸長し長く太い枝

となるので、樹木全体は半球状となる。（ケヤキ＝扇形、カシ・シイ類＝ドーム形）  
調査の結果は、付属資料 7（89-90 頁）に示しているが、概略次の通りである。  

①最大樹冠幅を巨木についてみると、広葉樹が 30.2m～6.7m、針葉樹が 19.6m～8.2m で

ある。広葉樹の 10 位までをみると、1 位 30.2ｍ (島田町)から 3 位までケヤキが占めてお

り、全体でケヤキ 6 本、ムクノキ 2 本、イチョウ 1 本、エノキ 1 本で、ケヤキが圧倒して

いる。次いで 11 位から 20 位をみると、ケヤキ 5 本、スダジイ 2 本、クスノキ、ムクノキ、

ヤマザクラ 1 本ずつでやはりケヤキが多い。地元を代表する巨木といえるスダジイは、12
位、17 位、21 位で幹周の大きい割には小さい。針葉樹で 1 位 19.7m はカヤ(得月院境内)
で 27 位、あと 37 位 18.4m、39 位 18.2m とカヤが続き、スギが現れるのは 95 位 14.1m(結
束町鹿島神社境内)である。 
  これらの結果は、上述した樹種別の樹冠の特性に合致するものである。すなわち一般的 
には広葉樹は針葉樹より樹冠幅が広い。また、同じ広葉樹でも扇形に広がるケヤキはドー 
ム形のスダジイよりも大きい。  
②一方、樹幹幅が異常に狭いものがある。その原因として、最も多いのが隣接家屋への日

陰・落葉落枝防止のための剪定や枝切りなど人為によるものである。他に隣接木との競合

により枝の生長が阻害されているもの、台風・落雷により幹や枝が欠損したもの、老衰に

より枝が枯死落下したものなどである。        
「市民の木」36 本について、樹種特性を考慮した上で幹周に比べて樹冠幅が小さいある

いは最大・最小幅のバランスが悪いものを原因別に推測すると次表の通りである。  
隣接木との競合の影響の判断は難しいが、№24・25、№27・28 は枝が重なりあってお 

り、最大幅に対して最小幅がかなり小さくなっている。  
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表 9．樹冠幅への影響要因別樹木例  

要 因 樹 種 場所(市民の木№) 幹周ｍ 最大幅ｍ 最小幅ｍ 
隣接木と

の競合 
 

ムクノキ 奥原町鹿嶋大神宮境内(№24) 3.10 25.9 15.2 
ムクノキ 同上                (№25) 2.92 18.0 13.8 
ケヤキ 島田町永沼家屋敷    (№27) 3.22 22.4 14.2 
ムクノキ 同上                (№28) 6.09 18.4 9.9 

台風 クヌギ 桂町          (№18) 2.89 7.6 5.4 
老衰 スダジイ 久野町鹿嶋神社飛地  (№15) 4.73 6.7 4.5 
剪定 
枝切り 

スダジイ 柏田町             （№ 5） 4.90 14.4 13.1 
スダジイ 小坂十三塚          (№34) 4.79 15.0 12.6 
ムクノキ 正直町皇産霊神社   （№33） 3.33 9.8 8.8 
イチョウ 井ノ岡町浄妙寺      (№21) 3.54 10.3 7.2 

 
№18 は台風の被害で枝が折損し、かつ樹勢がかなり衰弱しており異常な樹冠となってい

る。№15 は高樹齢に加えてマダケの侵入で日照環境が悪化し、そのため老衰が著しく 2
分岐した幹の 1 本が折損枯死状態で樹冠がほとんど欠落している。要因で最もはっきりし

ているのは、民家や社殿への日陰や落葉の影響緩和あるいは強風による落枝の未然防止の

ため、太い枝が強度に伐採されているものである。これらの樹冠は最大幅が制限され、最

小幅との差が小さく、全体を縮小した形となっている。  
 
６．標準(平均)木の推定樹形 

以上のように今回の調査により、巨木について樹木の形を数的に表わす３因子である幹

周・樹高・樹冠幅のデータを得られたが、これらを基に市内の巨木の標準(平均)の樹形を

作図するのも興味あることである。そのため、代表樹種としてケヤキ、スダジイ、カヤ、

スギの 4 樹種を選び、表 10 に示すように樹種ごとに３因子(樹冠は最大幅)の平均値を求め、

それを基に作成すると次頁の図 13 のようになる。樹冠の形(樹姿)は、樹冠長(樹冠の縦の

長さ)あるいは枝下高(最下の枝の地際からの高さ)を測定していないので、正確に図示する

のは難しいが、当該樹種の一般的なイメージから枝下高を推定した。（なお、枝下高＋樹冠

長＝樹高） 

表 10．巨木樹種別平均測定因子表  

樹   種 本数 幹周 m 樹高 m 樹冠幅大 m 樹冠幅小 m 備    考 
ケヤキ 19 3.51 27.2 22.1 17.7 樹冠未測定木除外 1 本  

スダジイ 13 4.46 18.0 17.9 15.0 老衰木除外 1 本  

カヤ    7 3.58 20.8 15.5 11.6  
スギ    6 3.42 27.1 11.1 8.8  
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  4 樹種を比較すると、樹種の樹形特徴が表れている。３因子について大きい順に並べる

と次のようになる。   
①幹周：スダジイ＞カヤ＞ケヤキ＞スギ    
②樹高：ケヤキ＞スギ＞カヤ＞スダジイ  （ほぼケヤキ＝スギ） 
③樹冠最大幅：ケヤキ＞スダジイ＞カヤ＞スギ 

  標準木(平均木)の樹形をみるとケヤキ、カヤ、スギは一般的な姿をしているが、スダジ

イは樹高と最大樹幹幅がほぼ同じであり、樹高がやや低い姿をしている。スダジイで幹周

最大(7.50m)の城中水神塚の樹高は 15.8ｍと低いが、ご神木としてドーム形の自然樹形の

まま維持されている。この木は 4 本に分岐し樹冠が大きく広がっており、樹幹幅は 21.9ｍ

～19.1ｍと樹高をかなり上回っている。これは 4 本各々が外側に湾曲し大きく伸長したこ

とによるものと推定される。 

  イチョウについては、本数 4 本と少ないので代表木に入れていないが、因子を参考に示

すと、幹周 3.80ｍ、樹高 27.1ｍ、最大樹冠幅 17.3ｍである（うち強剪定木 1 本を除くと

幹周 3.88ｍ、樹高 29.7ｍ、最大樹冠幅 19.6ｍ）となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13．巨木－標準(平均)木樹形（縮尺１／600） 
 


