
 
第１回いわて漆サミット 実施要領 

～漆研究が拓く岩手の漆産業の未来～ 

１ 開催要旨 

日本一の漆産地である本県では、本県を研究フィールドとする大学や研究機関による漆研究が盛ん

になっています。 

本サミットでは、昨年度から２年間の計画により漆の総合研究に取り組んだ岩手大学の研究成果発

表会を行うとともに、研究成果の活用に向けた意見交換会を開催します。 

 

２ 日時 

令和４年３月10日（木）13：30～16：30（開場13：00～） 

 

３ 場所（現地会場及びオンラインによるハイブリッド開催）  

プラザおでって３F おでってホール（盛岡市中ノ橋通一丁目1-10、収容人数200人） 

 

４ 主催 

岩手県、岩手大学、いわて漆振興実務者連携会議 

 

５ 共催 

岩手県森林・林業会議、木を勉強する会 

 

６ プログラム 

開会挨拶 岩手県参事兼産業経済交流課総括課長 橋場 友司    

趣旨説明 岩手大学農学部教授          関野 登・真坂 一彦       

（１） ミツバチを利用したウルシ種子の増産（真坂 一彦（教授））  

    「しいな」が多いウルシ種子について，ウルシ蜂蜜を採る養蜂家のミツバチによる種子の

充実率の改善効果について報告する。  

（２） 育苗コンテナを利用したウルシ苗木育成（白旗 学（助教）） 

    育苗コンテナを利用したウルシ苗木の育苗方法について紹介し，山出し後の成長につい

て、通常の裸苗と比較をおこなった結果を報告する。 

（３） ウルシ林が抱える虫害リスクの現状と課題（松木 佐和子（講師）） 

    ウルシの食害昆虫については、これまで報告数が限られている。本調査により各生育段階

に見られる食害昆虫を明らかにし、中でも危険性の高い昆虫についてウルシ林での発生リス

クと対策について検討した。 

（４） ウルシ林の資源量予測（真坂一彦（教授）・齋藤仁志（准教授）） 

    上層高を指標としたウルシ林の林分構造の成長予測モデルについて紹介する。また，UAVや

三次元レーザースキャナーを用いた資源量推定方法の展望について検討する。 

～休憩～ 

（５） オ ウルシ若木の内樹皮圧搾による新たな漆採取技術の模索（ 関野 登（教授）） 

    内樹皮をウルシ若齢木から効率よく採取する方法、内樹皮から樹液を効率よく圧搾

する方法、樹液を濃縮して得た漆液の特性について紹介する。 

（６） ウルシ生産の担い手問題と展望（伊藤 幸男（准教授）） 

     漆掻き職人の育成制度や労働内容など実態を把握し、漆掻き職人の新規参入と定住の課題

について明らかにする。また、ウルシ林の造林・保育等、管理の担い手を確保するための方

策についても検討する。 

（７） 意見交換会 

 



【裾野の広い新たな漆産業の構築】
（雇用創出・観光促進による地域振興ビジョン）

生産林の育成・管理

漆液利用

・漆掻き伝統技術の継承
・漆掻き職人の確保
・漆採取の新技術

国宝・重文の修理需要

精製・管理技術

樹木総合利用

木工品＆染料＆燃料（薪・炭）

葉からの抽出物
（染料・お茶・薬）

はちみつ

果実
（果皮のロウ成分利用）

観光促進

・苗木の生産技術
・病害虫からの回避の方策
・樹木成長量の予測
・みつばち訪花と結実の関係

⇒グローバル商品

岩手ファンの創出
（人口減対策：移入者増加）

ウルシ総合研究プロジェクト
（岩手大学農学部森林科学科）

・漆掻き体験ツアー
・漆関連製品の製造体験
・地域文化とのコラボ
・特徴的な漆関連商品の開発



https://mi-journey.jp/foodie/32412/https://www.travel.co.jp/guide/article/18977/
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ミツバチを利用したウルシ種子の増産 

 岩手大学農学部森林科学科 造林学研究室 真坂一彦 

 

１．はじめに 

 苗畑におけるウルシ苗の生産にあたっては，種子による実生苗や切断した根による分

根苗がある．このうち，実生苗の生産は多量の苗木の生産に向き，またウルシの遺伝資

源の保全につながるものの種子の発芽率が低いという問題がある．発芽率が低い原因の

一つに「しいな」の存在がある．「しいな」は受粉の失敗が原因である場合が多い．とこ

ろで，二戸市浄法寺では養蜂家によってウルシ蜂蜜が採られているが，果樹野菜のポリ

ネーションにも使われるセイヨウミツバチ（以下，ミツバチ）はウルシ種子の受粉にも

貢献している可能性がある．そこで本研究では，ウルシ種子の充実率に対するミツバチ

の効果を確認するため，充実率に対する蜂場からの距離の効果を検証する． 

 

２．調査地と調査方法 

 二戸市浄法寺町内において，2018年と 2019年，ウルシの開花期である 6月中旬に，

最寄りの蜂場からの直線距離が5m（似鳥1），3.15km（蒔前），5.14km（馬洗場）のウル

シ林を対象に各林分から調査木 4本を選定し，花序群に飛来するミツバチ数を 10分間

隔で調査した（馬洗場は2019年のみ）．また，同林分において別に調査木を3～4本選定

し，各調査木から雌花序3～4本選んで強制受粉処理を行った．種子充実率を確認するた

め，2018～2020年の果実が成熟した10月中旬，同町内のウルシ林10ヵ所を対象に各林

分から調査木2～4本を選定し，各調査木から2個の花序（果序）を採取した．採取した

果実から種子を取り出し，水選によって充実種子と「しいな」を選別した．充実率につ

いて，ウルシ林を蜜源とした最寄りの蜂場からの直線距離，一花序当たりの総種子数，

それらの交互作用を説明変数としたロジスティック回帰分析を行った．強制受粉処理の

効果については一般化線形混合モデルで分析を行った． 

  

３．結果と考察 

 ウルシ花序へのミツバチ訪花数は，馬洗場より似鳥1の方で多い傾向があった．ミツ

バチの採餌範囲は巣箱から2～3km内という報告があり，蜂場から5km離れると，飛翔

に要するエネルギー支出が採餌による花蜜収集量に見合わなくなる可能性がある． 

 蜂場からの距離は種子充実率に対して説

明力が認められた（図 1）．とくに花序が大

きいほど充実率が高くなる傾向があり，そ

の傾向は蜂場からの距離が約 5.5km までの

範囲で認められた．蜂場から近く，花序が大

きいほどミツバチへの誘因効果があったと

推定される．ただし，強制受粉処理の結果

は，自然受粉とのあいだに差異が認められ

なかった．この原因は不明だが，人間の手に

よる受粉はミツバチによる受粉ほど効果的

ではないことが一因として推定される． 

 
図１．種子の充実率に対する最寄りの蜂場からの
距離を検証したロジスティック回帰分析の結果． 
花序当たりの総種子数は花序サイズに依存したミ
ツバチへの誘因効果を想定． 
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育苗コンテナを利用したウルシ苗木育成 

岩手大学農学部 附属寒冷 FSC演習林 白旗 学 
 
はじめに 
 ウルシ苗木育苗方法には，大きく分けると個体の一部から苗木を育成する無性繁殖法と，
種子からの有性繁殖法がある。無性繁殖法には，分根法や萌芽更新があり，優良な系統の選
抜や現在あるウルシ林の更新法として優れたメリットを持つ。一方で，現在のウルシ林資源
量は，近年の生漆生産量の拡大に伴い枯渇するすることが確実であり，持続的な生産のため
には新規造成が必要である。そのためには，数量が確保しやすい，種子による苗木作りが現
実的なものとなる。苗畑における育苗（裸苗）は，通常 1回床替 2年生苗木を山出しする。
最近，林業樹種では，低コスト省力化林業を目的としたコンテナ育苗技術が検討されている
が，集約的な育苗管理や活着性の良さの面から，ウルシ育苗でもメリットがあるものと考え
られる。さらに，健全な苗木を考える場合，育苗時の成長とともに，植栽後の成長の良否も
重要な要素となるが，そもそもウルシ苗木に関して，その点に関する知見は少ない。今回，
コンテナ育苗によるウルシ苗木生産法について紹介するとともに，1年生，2年生コンテナ
苗，2年生裸苗について山出し後の苗木の成長を調べ比較した。 
調査地と方法 
 育苗コンテナは，空中ポットレストレー（阪中緑化資材），培土はココナツ繊維と鹿沼土
を混合したものを使用した。セルトレーで発芽させた種子を，1年目は，9cmコンテナ（上
径 9，下径 7.5，高さ 7.3cm，15穴／枚），2年目は 12cmコンテナ（上径 12，下径 9.8，高
さ 9.8cm，8 穴／枚）に移植して育成した。1 年生コンテナ苗は，2019 年 5 月に二戸市浄
法寺町上斗米地区，2 年生コンテナ苗は，2021 年 4 月に一戸町鳥越地区に植栽し，地際直
径および樹高を 2021 年 11 月まで測定した。2 年生裸苗は，2019 年 11 月に二戸市浄法寺
町内に植栽された苗木について，同様に測定した。 
結果と考察 
 2 年生裸苗は，植栽時平均 50cm 程度の樹高であったが，樹高成長量は 1 年目 10cm 以
下，2年目は 15～30cm程度であった。それに対し，1年生コンテナ苗は，植栽時樹高は平
均 10cm 程度と小さかったが，植栽当年から樹高成長がみられ，1 年目は平均 25cm，2 年
目 45cm，3 年目 75cm 程度であり，苗齢 4 年の時点の樹高は平均 157cm と，同齢の裸苗
に比べ大きく成長していた。これは，コンテナ苗では，植栽時の根の切断がないメリットが
現れたものと考えられる。一方，2年生コンテナ苗は，植栽時の樹高は 2年生裸苗と同程度
であったが，1年生コンテナ苗のような植栽当年の成長はみられず，裸苗と同程度の成長量
であった。また，1年生コンテナ苗に比べ，活着しない個体も散見された。その理由につい
て，施肥をはじめとする 2 年目育苗時の管理方法に問題があるのか，それとも 2 年目のサ
イズに対する根系空間の制限による影響があるのか，現時点では不明であるが，2年生コン
テナ苗の利用については，今後の検討が必要と考えられる。 



 

ウルシ林が抱える虫害リスクの現状と課題 

岩手大学農学部 森林科学科 森林保全生態学研究室 松木佐和子 

 

＜背景と目的＞ 

 近年、国産漆の需要の高まりから、大面積かつ同齢のウルシ植栽地が増加している。一

斉林は植食者に対して均質な餌を提供するため、食害リスクが高まることが懸念される

が、ウルシ林もその例外ではない。しかし、ウルシ林の食害昆虫についてその知見は限ら

れている。 

 本研究では岩手県二戸市浄法寺地区のウルシ林における食葉性昆虫の食害リスクの現状

と課題を明らかにすることを目的として、１）過去の虫害発生状況を把握するための漆掻

き職人への聞き取り調査、２）現在の食葉性昆虫の季節消長の調査を行った。３）また、

大型の鱗翅目昆虫クスサンについて、ウルシ林とその周囲に頻出する落葉広葉樹５種の葉

を初齢幼虫に摂食させる試験を行った。４）さらに、現在のクスサン発生状況を調べるた

め、クスサン成虫のライトトラップによる捕獲や卵塊の探索を行った。 

＜結果と考察＞ 

１） ２）ウルシ林に出現する食葉

性昆虫の特徴 

 調査年（2020 年と 2021 年）に

はウルシ林に激害を与える食葉性

昆虫は見られなかった。しかし聞

き取り調査から、過去にクスサン

が漆生産量に甚大な被害を与えて

いたことが分かった。 

３） クスサン幼虫のウルシ葉の選好性 

 摂食試験の結果から、クスサン幼虫は落葉広葉樹５種の中でもウルシ葉を餌として好

み、特にウルシの成木葉に対してはクリやオニグルミと同程度かそれ以上の選好性が見ら

れた（右上図）。 

４） 浄法寺地区における現在のクスサン発生状況 

 調査年ではクスサン成虫の飛来数や幹に産み付けられた卵塊はごく少数であったことか

ら、現在の浄法寺地区ではクスサンが増加傾向にある兆候は見られなかった。しかし、盛

岡市近郊（特に玉山地区で激害）では昨年あたりからクスサン発生量が増加している。 

＜ウルシ林の虫害リスクにどう備えるか？＞ 

 摂食実験からクスサンは他の樹種よりも好んでウルシ葉を選択し、ウルシ葉を餌とする

と成長率が高いことが示された。このため、発生数が増えてから駆除などの対策を行なっ

ても手遅れになる可能性が高い。クスサンの発生情報を浄法寺地区だけでなく、広範囲で

掴みながら、未然に卵塊駆除のための巡視（特に成木）を強化する必要があると考える。 



ウルシの資源量予測 

岩手大学農学部森林科学科    造林学研究室 真坂一彦 

森林生産工学研究室 齋藤仁志 

 

１．はじめに 

 ウルシは植栽した本数がそのまま将来使えるわけではなく，途中で枯死するものや，

木によって大きさにバラつきがある．ウルシ林の将来の資源量を予測するためには，残

存率や個体サイズのバラつきを考慮したウルシ林の成長予測モデルが必要とされる．そ

こで本研究では，収量密度（Y-N）理論に基づき，上層高を指標としたウルシ林の成長予

測モデルを構築する．なお，Y-N理論による成長予測モデルは幹直径に関するサイズ分

布構造を予測するだけである．そのため，全林分の資源量や木の3次元形状の把握可能

性を検討するため，UAVおよび地上型レーザースキャナー（TLS）による撮影を試みた． 

 

２．調査地と調査方法 

 2020～2021年，二戸市，一戸町，九戸村のウルシ林 30林分を対象に，胸高直径と樹

高を測定し，列状植栽である場合は列間・苗間

距離を測定する毎木調査を実施した．また，列

間・苗間距離から植栽密度ならびに残存率を推

定した．若齢林は節間数から林齢を推定し，漆

掻きが行われた林分については伐採後に伐根

の年輪数から林齢を推定した．毎木データはY-

N曲線に回帰し，林分ごとにパラメータを推定

した．また，Y-N曲線の各パラメータおよび残

存率は上層高とのあいだで回帰分析を行い，上

層高を説明変数とした予測モデルを構築した．

2021 年 5 月，二戸市浄法寺町のふるさと文化

財の森において，開葉前のウルシ林を対象に

UAVおよびTLSによる撮影を実施した． 

  

３．結果と考察 

 ウルシ林の残存率は上層高の増加とともに

低下し，上層高が 15mを超える頃には 50%を

下回った（図1）．残存率を組込み，上層高を指

標とした予測モデルは改良の余地があるもの

の，林分のサイズ構造を予測することが可能と

考えられた（図 2）．TLS は，落葉期であれば 

幹の太さ/樹高を正確に測定できるが，全木の

資源量に換算する手法の確立が必要である．

UAV で広域に計測する場合は，樹冠サイズ等

から推定する手法が必要になる．広葉樹の樹頂

点は明瞭でないので課題は多い． 

 
図１．上層高からみたウルシ林の残存率． 

 

 
図2．上層高による予測例． 

 

 

図3．TLSによる撮影例． 
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ウルシ若齢木の内樹皮圧搾による新たな漆採取技術の模索* 

岩手大学農学部 森林科学科 木質資源工学研究室 関野 登 

 

【背景と本研究の着眼点】  

国産生漆の増産には、ウルシ林の新規造成と同時に漆掻き職人の育成が欠かせない。一方、

熟練の技を必要としない漆採取の方法が確立できれば、伝統的な漆掻きで需要を満たせな

い場合、それを補完することができる。そこで本研究は、植栽後 10年程度の若齢木の伐採

と萌芽更新による短伐期の資源循環を基本とし、伐採木を集荷して集約的かつ効率的に樹

液を取り出し、その精製による新たな漆採取・精製技術を目指す。実現に向けた検討課題は

以下のとおりである。①漆が含まれる内樹皮を伐倒木から効率良く取り出す方法、②内樹皮

から樹液を効率良く取り出す圧搾の方法、③圧搾液を塗料に相応しい粘度まで濃縮して漆

に精製する方法（圧搾漆）、④圧搾漆の性質を明らかにして適切な用途を見出すこと。 

【試験方法と結果の概要】 

①内樹皮の取り出し： 盛岡市大ケ生のウルシ林より、5 月上旬から 10 月上旬まで約 2 週

間ごとに計 10回、毎回 1本のウルシ若齢木（切株年輪数 8～11年）を伐倒した。手作業に

よる剝皮の難易度を調べるとともに、内樹皮の採取を行った。6月中頃～8月末までは内樹

皮が容易に採取でき、この時期の内樹皮含水率（湿潤基準）は 70％程度であった。 

②内樹皮の圧搾： 圧搾機を試作し、内樹皮小片の堆積マットを圧搾した。内樹皮を一旦凍

結させて解凍後に圧搾すると、圧搾量は約 4 倍に増加した。凍結解凍によって内樹皮 1 ㎏

から 400～500ｇの圧搾液が得られた。内樹皮の組織を機械的に破壊して搾り出した液体が

圧搾液であるから、圧搾液には葉で生産された同化物質、細胞質、乳管等に存在する漆成分

が含まれる。凍結解凍せずに得た圧搾液（以下、生圧搾液）の成分組成は、水分が約 8割、

ウルシオールが約 2割、ゴム質が約 2％、含窒素物が約 0.3％であった。同様に凍結解凍を

施して得た圧搾液（以下、解凍圧搾液）では、水分が約 9割、ウルシオールが約 7％、ゴム

質が約 2％、含窒素物が約 0.2％であった。解凍圧搾液は生圧搾液に対して約 4倍の量とな

るため、ウルシオール含有率は低くても量的には約 2倍のウルシオールが採取できた。 

③圧搾液の濃縮： ロータリーエバポレータを用いて、圧搾液を塗料に相応しい濃度まで濃

縮した。生圧搾液の濃縮後（以下、生圧搾漆）の成分は、水分が約 17％、ウルシオールが約

64％、ゴム質が約 15％、含窒素物が約 4％となり、同様に解凍圧搾液の濃縮後（以下、解凍

圧搾漆）では、水分が 20～25％、ウルシオールが 57～61％、ゴム質が 16～18％、含窒素物

が約 1.5％となった。 

④生圧搾漆および解凍圧搾漆の性質： 中国産および国産の生漆を対照に加え、ガラス板上

に塗膜（50μmおよび 100μm）を作製して、塗膜の硬化度を鉛筆引っかき硬度試験により調

べた。塗膜の乾燥は、湿潤環境下（20℃・85％RH）および紫外線照射（UV 塗装用乾燥ラン

プ、殺菌灯保管箱）の 2通りで行った。湿潤環境下において、圧搾漆は対照の生漆とほぼ同

様に硬化（鉛筆硬度 2H）したが、解凍圧搾漆は未硬化であった。一方、生圧搾漆および生漆

は紫外線照射では未硬化であったが、解凍圧搾漆は鉛筆硬度 2H以上に硬化した。 

*本研究は一般社団法人次世代漆協会、株式会社浄法寺漆産業、岩手大学の 3者による共

同研究「短伐期資源循環型のウルシ林育成と新しいウルシ採取技術の開発」の研究成果の

一部である。 
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1. はじめに 

 本研究の課題は、次の 2点である。1つは、二戸市における漆掻き職人の実態を明らかに

し、新規参入の条件について考察することである。もう 1点は、ウルシ林の造林・保育等、

管理の担い手をどのように確保するのか、ということである。前者については、①研修制

度の実態、②漆掻き職人の労働実態、③定住した新規参入者の実態について分析した。後

者については、（株）小西美術工藝社の取り組みから、施業体系を含めたウルシ林管理の担

い手について検討した。 

2. 漆掻き職人の育成と定住条件 

 漆掻きの研修制度の 1 つは、「日本うるし掻き技術保存会」によるものである。1997 年

から 2020 年までに長期研修に参加した 55 名のうち、浄法寺漆生産組合の組合員となった

ものは 19 名（34.5%）である。このうち 13 名が二戸市出身であり、既に定住条件を得て

いる者が漆掻き職人として定着する傾向がある。もう 1 つの「地域おこし協力隊」では、

これまで県外から 6名が採用され、3名が職人として独立・定住している。 

 「保存会」の長期研修生の研修日誌から労働実態を把握した。その特徴の 1つは、1日当

たりの労働時間が長いことである。もう 1つは、シーズン中の従事日数が多いことである。 

地域おこし協力隊より独立した者の実態把握からは次の 4 点が明らかとなった。①年収

が 300 万円前後ではあるが、採取した生漆の単価と出荷先が確保されていることから安定

していること、②自身の技能が収入に直結する仕事にやりがいを感じていること、③夏期

は漆掻きに専念するが、冬期は自由な時間を優先して兼業は行っていない。④独立後の住

居の確保が課題としている。 

3. ウルシ林管理 

 （株）小西美術工藝社では、休耕農地への植林し、最も費用のかかる下刈を乗用モアで

おこなうことで効率化を実現している。通常の刈払機による下刈 7.0人日／haに対し、1.0

人日／ha となっている。山林への植林の場合は、緩傾斜であること、森林整備事業補助を

得ることが前提となる。植栽地の地目により、施業体系とコストが大きく変わることから、

適地の確保と土地利用の計画性が重要となる。 

4. まとめ 

 漆掻きの労働は特別な技能が求められる一方で、季節性が高く、特に冬季の兼業が不可

欠とされてきた。新規参入した若年者は技能の研鑽による充実感と同等にライフスタイル

の実現を重視しており、冬季の時間の使い方はそれぞれであった。一方で、年間を通じて

安定した収入を必要とする者もおり、冬季の兼業の組み合わせは今後も重要な課題である。

いずれの場合でも、住居の確保など定住条件の整備は研修と同等に重要である。ウルシ林

の管理については、特に農地の下刈の機械化・効率化によって、従事者の対象が大きく広

がる可能性がある。労働生産性を軸とした施業体系の構築が重要である。 


