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日林誌 (2014)96: 351-361 

総説

モウソウチク林の拡大が林地の公益的機能に与える影響

一総合的理解に向けてー

篠原慶規*.1・久米朋宣2・市橋隆自3・小松 光4.5・大槻恭一3

本研究では，既往の研究を整理することで，モウソウチク林拡大の実態，現存量を犯握すると共に，モウソウチク林の拡大

が，林地の水土保全に関する公益的機能を低下させる可能性について検証した。モウソウチク林の面積拡大は数多くの研究に

より報告されており，年間拡大率の平均は1.03 ha/ (ha ye釘)であった。また，隣接する場所が開けている方が，開けていない

場所と比較しモウソウチク林の拡大速度が大きいことが示唆された。モウソウチク林の地上部現存量は. 62. 6-224. 3 t/ha 

であり，その最大値はスギ林・ヒノキ林の最大値よりも小さいと予想された。一方，地下部現存量は研究例が少なく，今後の

さらなる研究が必要である。林地の水土保全に関する公益的機能について既往の研究成果を取りまとめたところ，これまでの

推察に反して，モウソウチク林は，他の森林タイプと比較し洪水，渇水，表層崩壊，表面侵食のリスクが低いことが示唆さ

れた。しかしこの結論は十分な計測例に基づくものではない。今後，様々な林分条件，気象条件のモウソウチク林で数多く

の計測が行われ，上記の結論を再検討することが望まれる。

キーワード:竹林拡大，バイオマス，表面流，蒸発散，水資源

Yoshinori Shinohara，*，l Tomonori Kume，2 Ryuji Ichihashi，' Hikaru Komatsu，'.5 Kyoichi Otsuki' (2014) Moso-bamboo Fore崎

in Japan: What are the Effects of Their Area Expansion on Ecosystem Services? J Jpn For Soc 96: 351-361 Recently， moso-

bamboo (Phyllostachys pubescens) forests have been expanding in Japan. Some studies have pointed out their expansion could decrease 

ecosystem services. This paper summarized expansion rates in areas in the last ca. 70 yeぽsand biomass of moso-bamboo forests. We 

verified whether the expansions could increase risks in flood， water shortage， shallow landslide， and soil erosion. Many papers have re-
ported increases in areas of moso-bamboo forests， and the average expansion rate was 1. 03 ha/ha yeぽ.The rate in the surrounding open 

spaces tends to be larger than白紙 inthe surrounding closed spaces. Aboveground biomass in moso-bamboo forests was between 62. 6 

and 224.3 t/ha. The maximum aboveground biomass in moso-bamboo forests would be smaller than those in Japanese cedar (Cり伊to-

meria japonica) and Japanese cypress (Chamaecyparis obtusa) forests. However， only a few stud悶 examinedbelowground b旧 massm 

moso-bamboo forests. As well， based on results in previous studies， we concluded that risks in flood， water shortage， shallow landslide， 
and soil erosion in moso-bamboo forests would not be high巴，rthan出osein other types of forests. This conclusion is different企omthe 

speculation. On the other hand， this conclusion was based on only a few studies. Therefore，向此hers知dies紅 ere司uiredto clarifシvarious

processes related to flood， water shortage， shallow landslide， and soil erosion in moso-bamboo forests with various canopy s甘uc飢resun-

der various meteorological conditions. 

Key words: expanding bamboo forests， biomass， surface flow， evapotranspiration， wa旬rresources 

1.はじめに

モウソウチク (Phyllostachyspubescens) は，イネ科マダ

ケ属の大形のタケで， 1700年前後に中国から日本にもた

らされ(内村 2005)，丸竹やタケノコとして利用されてき

た。しかし代替え製品の普及や輸入の増加によって，タ

ケノコ・丸竹共に生産量が減少している。それに伴い，管

理が十分に行われていないモウソウチク林が増加している

(柴田 2003，2010)。管理が十分に行われていないモウソ

ウチク林は，隣接地に侵入しその面積を拡大させている

*連絡先著者 (Correspondingauthor) E-mail: shinohara@agr.勾ushu-u.ac.jp

(次章参照)。

森林は，水源i函養機能や土砂災害防止機能/土壌保全機

能など数多くの公益的機能を有している(日本学術会議

2001)。近年，モウソウチク林が拡大することで，すなわ

ち，他の森林タイプからモウソウチク林に置き換わること

で，公益的機能が低下するのではないかと危倶する声があ

る(石賀ら 2001;日浦ら 2004;小泉・谷本 2008)。その

ため，隣接地に拡大したモウソウチク林の伐採，モウソウ

チク林から他の森林タイプ(主に広葉樹林)への転換など

が行われており，このような施業には，主に公益的機能の

1九州大学大学院農学研究院 干812-8581 福岡県福岡市東区箱崎6-10-1(Faculty of Agriculture， Kyushu Universiザ， 6-10-1Hakozaki， Fukuoka， 

Fukuoka 812-8581， Japan) 
2国立台湾大学森林環境資源学系 干10617 台北市羅斯福路四段ー競 (Schoolof Fores町 andResource Conservation， National Taiwan Univer-

sity， 1， Sec. 4， Roosevelt Road. Taipei 10617， Taiwan) 

3九州大学福岡演習林 干811-2415 福岡県糟屋郡篠栗町津波黒 394(Kasuya Research Forest， Kyushu Universi勿， 394 Tsubakuro， Sasaguri， 

Kasuya-gun， Fukuoka 811一2415，Japan) 
4京都大学白眉センター 干606-8501 京都府京都市左京区吉田牛ノ宮町 (TheHakubi Center for Advanced Research， Kyoto University， Kyoto， 

Kyoto 606-8501， Japan) 
5京都大学大学院農学研究科 干606-8502 京都府京都市左京区北白川追分町 (GraduateSchool of Agriculture， Kyoto University， Kyoto， Kyoto 

606-8502， Japan) 
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向上を目指して各県で導入が進んでいる森林環境税も用い

られている(林野庁 2013)。

1980年代以前は，モウソウチクに関する研究は，タ ケ

ノコや竹材生産に主眼をおいて行われてきた(鈴木・成田

1975 ;森ら 1983)。モウソウチクの拡大が顕在化してきた

1990年代以降，モウソウチク林の面積拡大の実態を把握

しようとした研究や，モウソウチク林の拡大が公益的機能

に与える影響を評価しようと試みた研究も行われるように

なってきた。モウソウチク林の一般的特徴を明らかにする

ために，これらの研究成果を取りまとめた例として， I森
林科学」の特集「拡がるタケの生態特性とその有効利用へ

の道J(例えば，鳥居・奥田 2010)や「日本緑化工学会誌」

の特集「里山保全再生の技術 モウソウチクJ(例えば，

柴田 2003)が挙げられる。しかしこれらは，執筆者の研

究成果を中心に取りまとめたものであり， 日本各所に存在

するモウソウチク林についての研究を総覧しそれらを基

に一般的事実を描き出そうとした例は，著者らの知る限り

存在しない。 Songet al. (2011)は中国全土の竹林の現状

を整理報告しているが，そのようなサイト横断的な文献調

査がわが国においても必要であろう 。さらにいうと，森林

環境税を用いた森林施業で特に機能の上昇が期待されてい

る水源i函養機能(今若・佐藤 2008)や土砂災害防止機能/

土嬢保全機能については，上記のような取りまとめすら行

われていない。そのため，自治体などで行われている森林

施業 (モウソウチク林の伐採や他の森林タイプへの転換)

に関して，科学的根拠に基づいた検証は十分には行われて

いない。

そこで本総説では，これまで圏内において行われたモウ

ソウチク林の拡大に関する研究を取りまとめた。II.章で

は，モウソウチク林拡大の実態を把握するために，モウソ

ウチク林の面積変化や隣接地への侵入速度を報告している

研究を取りまとめた。III.章では，竹林拡大に伴う林地の

構造的変化を把握するために，モウソウチク林において計

測された現存量の計測例を整理し，その他の森林タイプと

の比較を行った。IV.章では，モウソウチク林の拡大が公

益的機能に与える影響を議論した。その際，これまで取り

まとめられたことのない水源i函養機能，土砂災害防止機

能/土壌保全機能を中心に取りまとめた。 V.章では，第

IV.章の結果を踏まえ，モウソウチク林の拡大が公益的機

能に与える影響を解明する上で，今後，どのような研究を

より促進すべきか議論した。

II. モウソウチク林拡大の実態

これまで竹林面積の長期的な変化は，異なる時期の空中

写真，地形図，植生図など比較することで調べられてき

た。著者らが竹林面積の時系列変動を調べた研究を収集し

たところ，関東地方~九州地方の 31地域のデータが取得

できた。これらの解析期間は， 5~93 年であった。 これら

は，竹林面積の上位 10県の分布と概ね一致していたが，

島根県が竹林面積の上位 10県に含まれているにも関わら

〆.

‘.?， 

。，

。J
図-1.竹林面積の変化が報告されている地域

図中の数字は図-2と対応している。色付きの県は 2007年における竹林而

積上位 10県(林野庁 2014)を示している。

ず(林野庁 2014)，本研究で利用した 31地域のデータに，

日本海側で取得されたものは含まれていなかった (図一1)。

図-2には，それぞれの解析対象地域の解析期間の最終

年を lとした場合の面積変化を示している。解析対象地域

が多かったため，九州 ・中国 ・四国地方 (図 2(a))，近畿

地方(図-2(b))，関東地方(図-2(c)) に分けて図示して

いる。なお，この面積には，モウソウチク林以外の竹林も

含まれているが，多くの研究では，これら竹林の大半はモ

ウソウチク林であると明記してある。どの地方において

も，多くの地域で竹林面積が増加している一方で、，あまり

増加がみられない地域や減少している地域もあった。これ

らのデータについて，下記の式を用いて年間拡大率 AER

(ha/ (ha year)) (鳥居 ・井鷺 1997;鈴木 2008) を算出し

た(図 3)。

AER = (A，n，/ Ab<ro，，) I Y 

ここで， A3ft.er! 解析終了年の竹林面積 (ha);んrorc:，解析

開始年の竹林面積 (ha); y，解析年数 (year)である。そ

の結果，すべての地域，すべての期間の平均で1.03 ha/ 

(ha year) ，最小は上原・重松 (2004)が報告している福岡

県新宮町 (#7) の 1947 年~1974 年の O. 96 ha/ (ha year) ， 

最大は Isagiand Torii (1998)が報告している京都府田辺

(# 17) の 1953 年~1975 年で1. 11 ha/ (ha year)であった。

竹林面積が増加しなかった地域の一つに京都市西山があ

る。鳥居 ・井鷺 (1997)は，この地域で竹林面積が増加し

なかった要因として，面積が増加した竹林がある一方で，

市街化によって消失した竹林も多くあることを述べてい

る。小林 (2010) も同地域において，消失した竹林が存在

することを指摘している。Okutomiet al. (1996)が報告し

ている東京都秋川でも， 1961 ~ 1974年まで年間拡大率が

1. 07だ、ったものの， 1974~1987 年は1. 00と年間拡大率が

減少していた。この地域でも，京都市西山と同様に竹林の
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消失が報告されており，竹林が消失していないと仮定する

と. 1974~ 1987 年の年間拡大率は l. 02となる。 このよう

に，竹林面積の変化が小さい地域では，消失していない竹

林の面積は増加傾向であるものの，市街化など人為的な要

因を受け消失する竹林も存在するため，両者が措抗してい

ると考えられる。このような消失する竹林の存在は，面積

が増加している地域でも報告されている(甲斐・辻井

2004)。そのため，図-2に示されている他の地域でも，こ

のような影響を排除した場合，年間拡大率はさらに大きく

なる可能性がある。

表-1には，各研究で算出された分布フ ロントの移動速

度を示した。分布フロントは，竹林拡大部分の隣接土地被

覆と接するエッヂ部分を指し 分布フ ロントの移動速度 y

(m/year) は，下記の式で表される(鳥居 1998;西川ら

1.6 

1.4 

1.2 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

1.6 

~ 1.4 
、、、

~ 1.2 

m; 1.0 
阻
:It 0.8 

を0.6
h・
窓口 4

E02 

O.。
1.6 

1.4 

1.2 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

(a) 

(c) 

1940 

+一一一1947年1.77

1950 1960 1970 1980 

年

図-2 竹林面積の変化
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(a)九州 ・中国 ・四園地方. (b)近畿地方. (c)関東地方。それぞれの解

析対象地域の解析期間の最終年を 1とした場合の面積の変化を示している。

これらの図は，甲斐 ・辻井 (2004)(# 1， 2)。林 ・山田 (2008) (# 3).西

川ら (2005)(# 4， 5)，明石ら (2006)(#6)，上原・重松 (2004) (# 7)， 
Manabe el al. (2003) (# 8).佐渡 (2003) (#9). 山本ら (2004)(# 10)， 

Suzuki and Nakagoshi (2008) (# 11， 32). 三宅ら (2000)(# 12).大野ら

(1999) (# 13)，大野ら (2004)(#14)，伊藤・ 山田 (2005)(# 15).小林

(2010) (# 16)， Isagi叩 dTrii (1998) (#17). 鳥居 (1998) (# 18， 19).鳥

居 ・井鷺 (1997)(# 20-23)，鬼束ら (2011)(# 24-28)，鈴木・鈴木 (2009)

(# 29)， Okutomi et al. (1996) (# 30)，鈴木 (2008) (# 31)に基づいて作

成した

2005)。

V=EA/WY 

ここで.EA，拡大部分の面積 (m2) ; W.群落幅 (m)

である(図-4)。表-1に取りまとめている地域の平均移動

速度は O.5~2. 6 m/year.最大移動速度は l.4~12. 2 m/ 

yearであった。現地調査で得られた結果の方が，空中写真

に基づいて算出された結果よりも大きい傾向を示したが，

対象地域による差は明確ではなかった。河合ら (2010)と

25 

20 

制 15

緊 10

5 

0 
0.94 0.96 0.98 1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 1.12 

拡大率(ha/ ha year) 

図-3.既往の研究から算出した竹林面積の拡大率の頻度分布

図 2と同じデータを用い，それぞれの地域，解析期間で算出した。下矢印

は平均値の位置を示している

表-1. 日本各地で報告されている平均侵入速度と最大侵入速度

地域名

郡山

後架

立花

宇都

豊田

北山

八幡山

男山

田辺

県名 方 法
開始

年

終了

年

鹿児島現地調査 19992004 

福岡

福岡

山口

山口

高地

滋賀

京都

京都

空中写真 19671988 

空中写真 19881995 

空中写真 1971 1981 

空中写真 19811995 

現地調査

空中写真 19822000 

空中写真 19621994 

空中写真 19751982 

空中写真 19741987 

現地調査 1993

千葉 千葉空中写真 19742008 

山武 千葉空中写真 19792003 

いすみ 千葉 空中写真 19742005 

富津 千葉 空 中 写 真 19742006 

館山 千葉空中写真 19742009 

平均侵最大侵

入速度入速度

hヤar}(m year) 

2. 1 

1.2・I
2.4'1 

1.6 

1.2 

2.5 

0.7 
1.8叫

2.6叫

2.0・3
2.1 

0.5 

1. 6" 

4.6" 

2.3 

1.4 

12.2 

4. 7 

3.5 
4.5ホ3

3. 1'3 

4.7 
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鬼束ら (2011)

事l土地被覆別に侵入速度が示されており， すべての土地被覆の平均値と

侵入速度が最大と なった土地被覆の侵入速度を示している。事2対象地域

を南部と北部に分けており，両者の平均値を示している。叫外れ値を除

外した値を示している

拡大部分 ¥

，~ 群落幅

図-4.分布フロントの移動距離算出のために必要な群落幅のイ

メージ
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伊藤・山田 (2005)は，別の方法を用いてモウソウチク林

の拡大速度を算出している。河合ら (2010)は，岐阜県の

1林分の 10方向において林縁の拡大速度を計測し 0方向

の24年間の平均値は1.35 m/yearであったと報告してい

る。伊藤・山田 (2005)は，放置されたモウソウチク林が，

隣接するスギ・ヒノキ林へ3年間で 19.3m侵入したと報

告している。このように，モウソウチク林の I年当りの拡

大速度は，平均すると O.5~2. 6m. 最大では 10m以上に

なることがわかった。

図-2を作成した際に利用した研究のいくつかでは，隣

接する場所の植生条件や地形条件が竹林の拡大に及ぼす影

響を調べている。鳥居 (1998)は，地形条件による拡大速

度の差は明確でなかったものの，隣接する植生による影響

を受けており，拡大速度は閉鎖，中間，疎の順に大きくな

ると報告している。ここで閉鎖とは，樹冠疎密度が目視で

概ね 80%以上の森林で隣接する竹林と同程度の樹冠高を

持つもの，疎とは，樹冠疎密度が目視で概ね 30%以下の

疎林・荒れ地などのオープンな植生，中間とは，閉鎖と疎

の中間や判断のつかないものである(鳥居 1998)。鬼束ら

(2011)は，群落高の低いススキーアズマネザサ群落への竹

林の拡大が最も顕著であると報告している。河合ら (2010)

は，周辺部の森林が伐採されたことで，モウソウチク林の

拡大が促進されたと報告している。 Okutomiet al. (1996) 

は，竹林が隣接地に侵入する速度は，隣接地が低木林や耕

作放棄地である方が，落葉広葉樹よりも早いと報告してい

る。このように，開けている場所の方が，森林など樹冠が

閉じている場所よりも，竹林の侵入速度は早いと考えられ

る。

一方，地形条件についてみてみると，林・山田 (2008)

は，谷や尾根よりは斜面で，急傾斜や続傾斜よりは平地で

有意に拡大速度が早くなることを指摘しているが，鳥居

(1998)や甲斐・辻井 (2004)は，地形条件の影響は不明

確であると報告している。また，鬼束ら (2011)は，竹林

の拡大は，地形条件よりも隣接する植生条件の影響を強く

受けることを示している。このように，地形条件が竹林拡

大に及ぼす影響は，隣接する植生条件よりは明確でないと

考えられる。

以上をまとめると，関東地方~九州地方の 31地域で竹

林面積の拡大が報告され，それらのいくつかでは，分布フ

ロントの移動速度も示されていた。これらに基づけば，研

究対象とされていない地域においても，ある程度拡大を予

測することは可能であろう。ただし下記の 2点は注意が必

要である。 1)解析対象地域は，研究者らが，予め竹林拡

大を見込んでいる地域を対象としている可能性があるた

め，本研究で示した拡大速度は，竹林の平均的な拡大速度

よりも大きい可能性がある。 2)染谷ら (2010)が暖かさ

の指数，年降水量，最深積雪量が竹林の拡大に影響を与え

ることを指摘しているように，本研究で取り扱った地域と

気候条件が大きく異なる地域の拡大速度は，本研究で取り

まとめた値と大きく異なる可能性がある。

また，隣接している場所が開けている方が，聞けていな

い場所と比較して，拡大のリスクが高いと考えられるが，

それ以上の分類は明確ではない。これまで主に行われてい

る空中写真を使った分布拡大状況の把握の他に，例えば，

Okutomi et al. (1996)が光の競争から，今治ら (2013)が

水の競争からモウソウチクが隣接する植生を枯死させ，拡

大するメカニズムを提示しているように，モウソウチクお

よび周辺個体の生理生態特性の計測に基づき，モウソウチ

ク林が拡大するメカニズムが明らかとなれば，場所ごとの

侵入速度の違いが説明され より高い精度でモウソウチク

林の拡大を予測することが可能になるであろう。

III.モウソウチク林の現存量

表-2には，既往の研究で報告さているモウソウチク林

の現存量を取りまとめた結果を示す。地上部現存量の平均

は144.2t/ha. 最大は 224.3t/ha 最小は 62.6t/haであっ

た。また，葉の現存量の平均は 5.3t/haで，只木 (1976)

によって，様々な森林タイプで葉の現存量を取りまとめた

結果と比較すると，落葉広葉樹林，カラマツ林よりは大き

いものの，スギ林やヒノキ林をはじめとする常緑林よりは

小さい傾向がみられた。奥田ら (2007)は，本研究で取り

まとめた計測例とは別に. 40カ所以上のモウソウチク林

において地上部現存量を計測したところ，多くのモウソウ

チク林では 150~200t/haであったと報告している。奥田

ら (2007)は，これらのデータに基づいて胸高断面積合計

から地上部現存量を推定する式を提案している。

B蜘，，=3.4874 BAo田
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ここで， Babove! 地上部現存量 (t/ha); Bム胸高断面積

合計(ぱ/ha)である。図ー5には，式 (1) と本研究で取

りまとめられた地上部現存量を比較した結果を示す。本研

究で取りまとめた地上部現存量は，式(1)のほぼ線上に

プロットされ，平均の二乗平均平方根誤差(RMSE)は23.6

t/haであった。なお，この解析を行う際，一部の試験地で

は胸高断面積合計のデータが得られなかった。その場合，

林分平均胸高直径と立竹密度から，全個体の胸高直径が林

分平均胸高直径であると仮定して胸高断面積合計を推定し

た。胸高断面積合計が利用でで、きる林分のデ一夕を用いて，

このように算出された胸高断面積合計(句BAん白"剛J と実際

の胸高断面積合計(句BAムa山，，)に大きな差がないことは確認

している (BAムe帥s坑由"刷町

モウソウチク林の地上部現存量を，これまで数多くの

データが蓄積されているスギ林，ヒノキ林の地上部現存量

と比較した(図-6)。スギ林，ヒノキ林の地上部現存量は

それぞれ81. 28林分から収集した。その林分構造の概要

は表-3に示した。なお，胸高断面積合計のデータが得ら

れない林分は，モウソウチク林と同様に，林分平均胸高直

径と立木密度から算出した。モウソウチク林と同様に胸高

断面積合計と地上部現存量の関係を調べたところ，胸高断

面積合計が大きくなるに従って地上部現存量が大きくなる
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表-2. 日本各地のモウソウチク林における現存量

現存量

地域名 県名
立竹密度 平均胸高直径 胸高断面積合計 平均樹高

引用文献
(本/ha) (cm) (m'/ha) (m) 稗 枝 葉 地上部合計 地下部

(t/ha) (t/ha) (t/ha) (t/ha) (t/ha) 

さつま 鹿児島 5130 11. 7 59.1 16.3 72.3 13.0 3.0 88.2 村上ら (2006)

姶良 鹿児島 5000 13.9 76.8 18.1 101.3 14.1 4.6 120.0 村上ら (2006)

さつま 鹿児島 5550 12.5 69.5 17.0 108.8 121. 9 久米村ら (2009)

さつま 鹿児島 5200 12.8 67.4 17.5 104.5 121. 1 久米村ら (2009)

姶良 鹿児島 6130 12.9 83.0 17.9 129.6 146.6 久米村ら (2009)

知覧 鹿児島 5230 10.4 45.7 13.5 70.5 82.8 久米村ら (2009)

柳井 山口 8800 11. 5 91. 4判 159.7 21. 8 7.1 188.5 佐渡・山田 (2007)

新南陽 山口 8100 13.1 109.2判 187.5 19.2 6.1 212.8 佐渡・山田 (2007)

豊田 山口 3978 14.0 61. 2*1 102.3 11. 0 3.9 117.2 佐渡・山田 (2007)

京都 京都 7100 11. 3 71.2判 116目5 15.5 5.9 137.9 44.6 Isagi et al. (1997) 

松尾 京都 6045 13.5 86.5 161. 7 渡辺 (1985)

松尾 京都 6014 11. 5 63.3 113.0 渡辺 (1985)

松尾 京都 5488 13.2 76.1 139.6 渡辺 (1985)

松尾 京都 6611 12.8 86.2 118.3 渡辺 (1985)

松尾 京都 5751 12.3 70.4 132.7 渡辺 (1985)

御陵 京都 8536 8.3 49.3 80目1 渡辺 (1985)

御陵 京都 8617 12.9 113.9 218.0 渡辺 (1985)

御陵 京都 4803 10.0 39.5 67.0 渡辺 (1985)

中山 京都 5181 12.7 68.0 136.5 渡辺 (1985)

京都 京都 8800 9.2 58.5判 13.3 87.6 12.5 5.5 105.6 Suzuki (1987) 

京都 京都 5100 9.3 34.6判 13.2 49.0 9.2 4.2 62.6 Su四 ki(1987) 

亀岡 京都 5400 8目。 27.1叫 68.0 藤井・中川 (2010)

天王山 京都・大阪 8133 12.8叫 104. 7叫 194.8 16.6 5.8 217.2 阿部・柴田 (2009)

天王山 京都・大阪 7967 12.7叫 100.9判 195.2 16.2 5.9 217.2 阿部・柴田 (2009)

天王山 京都・大阪 8133 12.7叫 103.0判 197.4 16.5 5.9 219.8 阿部・柴田 (2009)

天王山 京都・大阪 8300 12. 7叫 105.1判 201. 4 16.9 6.1 224.3 阿部・柴田 (2009)

事 I立竹密度と平均胸高直径から推定された値。*'当年生以外の個体の平均値。
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図-5.胸高断面積合計と地上部現存量，地下部現存量の関係

O.地上部現存量:..地下部現存量。この図は，表-2のデータに基づい
て作成した。直線は奥田ら (2007)によって示されている胸高断面積合計

と地上部現存量の関係 (y=3.4874xO阻 ').点線はi青野ら (2009)によって
示されている胸高断面積合計と地下部現存量の関係 (y= 12. 444 XO叫)。ま

た，陳ら (2011)によって台湾南投県で計測された地下部現存量も合わせ
て示した (x)。

傾向がみられ，スギ林とヒノキ林で、明確な差がなかった。

スギ林，ヒノキ林のデータとモウソウチク林で得られた関

係式(式(1))を比較すると，同じ胸高断面積合計では，

スギ林，ヒノキ林の方がモウソウチク林よりも地上部現存

量が大きくなった。これは，モウソウチクの梓は中空で、あ

ること，モウソウチク林の最大樹高はスギ林，ヒノキ林と

比較して小さいこと(表-2.3)が要因として考えられる。

モウソウチク林の地上部現存量の最大値は 224.3t/haで，
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図-6.圏内のスギ林，ヒノキ林における胸高断面積合計と地上

部現存量の関係

O.スギ林:..ヒノキ林。実線は，モウソウチク林で得られた関係(式

(1))を示している

スギ林よりも小さくなった。ヒノキ林に関しては，利用で

きるデータの胸高断面積合計の幅が小さいため，地上部現

存量の最大値はモウソウチク林と同程度であるが，胸高断

面積合計と地上部現存量の関係がスギ林と大きく変わらな

いことから，胸高断面積合計が大きいヒノキ林の地上部現

存量はモウソウチク林よりも大きくなると予想される。こ

のように，モウソウチク林の地上部現存量の最大値は，ス

ギ林，ヒノキ林には及ばないと考えられる。これは，モウ

ソウチクは，樹木とは異なり(タケノコとして地上部に出

た直後を除き)伸長成長・肥大成長を行わないため，密度
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表-3.地上部現存量のデータが利用可能な日本のスギ林81林分，ヒノキ林28林分の林分構造

樹種 引用文献

部

量

。

上

存

ゐ

地
現
ん
は

均
高
、
山

平

樹

仕

面
十
。

断

浦

匂

陥

臨

凶

胸

径

)

均

直

川

平

高

L

度
、

υ

密
九
日

木

木
立

(
齢林

中央値 30 2180 16.1 48.9 12 146. 1 

スギ 最大値 92 100000 48.6 92.8 29 458.8 

最小値 5 319 2.0 14.0 3 20.9 

中央値 42 1544 19.3 49.5 16 205.0 

ヒノキ最大値 62 4283 26.1 70.5 21 254.3 

最小値 14 1012 8.3 23.2 8 60.5 

蜂屋・安藤 (1964).岩切・四手井(1965).只木ら (1965). Tadaki and Kawasaki 

(1966)，回大学合同調査班 (1966)，斉藤ら(1967)，只木ら (1967)，尾方ら (1973)，
斉藤・四手井 (1973)，根岸ら(1988)，西村ら(1992a，b) ，渡遺・茂木 (2005)，渡
遺・茂木 (2007)，丹下・小島 (2010)

只木ら(1966)，Morikawa (1971)，尾方ら (1973)，河原ら (1979)，Satoo (1979)， 
宮本ら (19切)，渡遺・茂木 (2005)

が高くなると，古い秤が新しい稗に入れかわるのみで，地

上部現存量の増加が頭打ちになることなどが要因として考

えられる。

一方，モウソウチク林における地下部現存量の計測例は

ほとんどない。唯一計測値を報告している Isagiet al. 

(1997)は， 45 t/haであったとしている。 Isagiet al. (1997) 

の試験地における全体のバイオマスに占める地下部バイオ

マスの割合は 24.4%であり， Fukuda et al. (2003)が報告

しているスギ林(平均 20.4%)やヒノキ林(平均 21.7%) 

よりも若干大きかった。清野ら (2009)は， 21地点で(お

そらくモウソウチク林以外も含む)竹林の地下部現存量を

調べ，胸高断面積合計から地下部現存量を推定する式を提

案している。

Bb山 N= 12. 444 BAo 
4449 

ここで， Bbelow，地下部現存量 (t/ha)である。この式と

Isagi et al. (1997)の結果を比較したところ， Isagi et al 

(1997)の結果は，この式よりも大きく下にプロットされ

た(図-5)。また，圏内ではないものの陳ら (2011)が台

湾南投県で計測した地下部現存量は，この式よりも大きく

上にプロットされた(図-5)。清野ら (2009) は，この式

の決定係数R2は0.34と報告していることから，この式を

作成した際のデータもばらつきが大きいことが推測され

る。このことから，地上部現存量を推定する式 (1) と比

較すると，地下部現存量を推定する式 (2) は精度が低い

と考えられる。そのため，モウソウチク林における現存量

を把握するためには，今後 地下部現存量のデータを蓄積

し精度良く推定可能なアロメトリー式を作成することが

望まれる。

IV. モウソウチク林の拡大が公益的機能に与える影響

水源j函養機能は，河川流量を平準化する機能と水質を浄

化する機能に大別され(日本学術会議 2001)，河川流量を

平準化する機能は，洪水時に河川流量を低減させる機能

と，水資源量を供給する機能に分けられる。また，土砂災

害防止機能とは森林が表層崩壊を防止する機能，土壌保全

機能とは森林が表面侵食を防止する機能のことを指す。本

章では，モウソウチク林は他の森林タイプと比較し洪

水，渇水，表層崩壊，表面侵食のリスクが高い可能性があ

(2) 

るかどうか明らかにするために，関連する既往の研究を整

理した。

1.洪水

近年，針葉樹人工林(特にヒノキ人工林)では，管理が

十分に行われない場合には，洪水発生を助長しているので

はないかと危倶されている。その際，根拠とされるのが，

管理が十分に行われていない針葉樹人工林は，浸透能が低

く，通常，森林ではほとんど発生しないと考えられていた

ホートン型地表流が発生することである(恩田 2008;小

松ら 2013)。ホ一トン型地表流は，地表の浸透能よりも降

雨強度が大きいときに発生する地表流で，降雨時に土壌に

浸透することなく速やかに河川に流出する成分(早い流出

成分)となるため，降雨ピーク時の流量を増大させる。 Ide

et al. (2010) は，モウソウチク林と隣接する広葉樹林で最

終浸透能を比較し，モウソウチク林の方が広葉樹林よりも

最終浸透能が大きい傾向にあることを報告している。

Hiraoka and Onda (2012) は，山口県内のモウソウチク林

7カ所における最大最終浸透能は 9mm/hから 308mm/h

であったと報告している。この値を，同様の方法を用いて

ヒノキ人工林で最大最終浸透能を算出した平岡ら (2010)

と比較したところ，林床植被率が大きいヒノキ人工林では

みられない小さな最大最終浸透能を計測した地点、もあった

ものの，ホ一トン型地表流の発生が問題視されている林床

植被率が小さいヒノキ人工林よりも概ね大きかった(図一

7)。このように浸透能の計測結果から，モウソウチク林で

は，ホ一トン型地表流の発生は稀であると推察される。

戴本ら (2011)は， Ide et al. (2010) と閉じモウソウチ

ク林において地表流量を計測した結果，降水量に占める地

表流量の割合である地表流率は O.6~35. 5%で，地表流の

発生が問題となっているヒノキ人工林の計測値 (Miyataet 

al.2007)よりも小さいことを報告している(表-4)。また，

表-4のNo.1プロットについて， 50mm/hの降水強度に

対して想定される地表流率 OF50を計算し，宮田ら (2009) 

が報告している広葉樹林，スギ人工林，ヒノキ人工林の

OF50と比較したところ，No.1プロットの OF50 (=25.9 

mm/h)は，ヒノキ人工林7プロットのうち 6プロットよ

りは小さくなり，スギ人工林，広葉樹林と比較しでも小さ

い部類であったと報告している。さらに，豊原ら (2005)

や小倉・江崎 (2010)は，モウソウチク林において地表流
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を計測し地表流率は 10%未満であったと報告している。

近年，ホ一トン型地表流の他に，早い流出成分として，

バイオマットフローの存在が指摘されている (Sidleet al. 

2007)。バイオマ ットフローとは，ごく浅い地中に存在す

る根系が緊縛してマ ット上になった箇所を流れる水のこと

であり，管理が十分に行われていないヒノキ人工林では主

要な流出経路のーっとなると指摘されている (Sidleet al 

2007)。日浦ら (2004)は，竹林の根系を模した状態の 0.2

dの土槽を用いて，人工降雨試験を行った結果，竹林の

バイオマットが主要な流出経路になると予想している。し

かし戴本ら (2011) がモウソウチク林で実際にバイオマッ

トフローを言十測したところ，ノ〈イオマ ットフローは，ほと

んど発生していなかった。バイオマットフローの発生機構

は十分には明らかにされていないが，地下茎が存在するモ

ウソウチク林の根系の発達様式は，ヒノキ林を含む樹木と

は大きく 異なる(苅住 1979)。このような根系の発達様式

の違いが両者の違いを生み出しているのかもしれない。こ

選ltD
「 1

均出 2 2 

最大最終浸透能(mm/h)

図-7.Hiraoka and Onda (2012) によって報告されているモウ

ソウチク林の最大最終浸透能の頻度分布 (a) と平岡ら

(2010)によ って報告されているヒノキ人工林の最大最

終浸透能の頻度分布 (b，c) 

ヒノキ人工林の最大最終浸透能は，林床植被率によって分類 し，ブラウン

プランケの被度指数で被度3以下のデータは (b) に，被度4以上のデータ

は (c)に記載した。

表 4 裁本ら (2011)によってモウソウチク林で計測された地

表流量とMiyatael al. (2007)によってヒノキ人工林で

計測された地表流量

森林タイプ

モウ ソウチク

モウ ソウチク

モウソウチク

モウソウチク

モウソウチク

モウ ソウチク

ヒノキ

ヒノキ

ヒノキ

プロット

No.1 

NO.2 

No.3 

No.4 

No.5 

NO.6 

No.1 

No.2 

No.3 

斜面傾斜

(") 

47.0 

24.8 

11.1 

16.3 

13.5 

14.4 

40.7 

43.3 

39.9 

降水量

(mm) 

540.5 

388.5 

388.5 

388.5 

388.5 

388.5 

369.1 

369.1 

369.1 

地表流量

(mm) 

139.2 

131. 5 

9.9 

8.3 

5.9 

2.2 

413.2 

266.9 

139.9 

地表流率

(96) 

25.8 

33.8 

2.5 

2.1 

1.5 
0.6 

111.9 

72.3 

37.9 

のように，モウソウチク林の浸透能は比較的大きく，早い

流出成分となる地表流，バイオマットフローの発生量も多

くないことがわかった。このことから，モウソウチク林の

方が，他の森林タイプと比較し洪水を助長する可能性は

高くないと推察される。

2.渇水

森林の水資源量は， しばしば蒸発散量の大小で評価され

る。この理由は， 蒸発散量の変化は，総流出量と渇水時の

流出量に強く影響を与えるためである。期間を十分に長く

とった場合(例えば年単位)，総流出量は，降水量から蒸

発散量を引くことで算出される。また，年流出量の変化と

渇水時の流出量の変化に相聞が高いことが報告されている

(Farley et al. 2005)。

蒸発散量は主に，蒸散と遮断蒸発，林床面蒸発に分けら

れ，蒸散と遮断蒸発が大きな要素となる(小松ら 2005; 

Shinohara et al. 2009)。モウソウチク林では，他の森林タ

イプと比較して，土壌水分量が少ない傾向にあるという計

測結果に基づいて，モウソウチク林の蒸散量は，他の森林

タイプと比較して多いのではないかと推察されてきた(横

尾ら 2005;鳥居 2007)。

表-5には，モウソウチク林における蒸発散量，遮断蒸

発量の計測結果を示した。近年まで，モウソウチク林にお

ける蒸散量の実測データは存在しなかったが，小野津ら

(2009) とKumeet al. (2010) によって，蒸散量計測法の

代表的な方法である樹液流計測法のモウソウチク林への適

用性が確認され， 1年間に渡る計測が行われた (Komatsu

et al. 2010) 0 Komatsu et al. (2010) は，対象としたモウソ

ウチク林の蒸散量は，同じ気象条件と仮定した場合の針葉

樹林よりも 200~300 mm程度大きくなったと報告してい

る。また， Ichihashi et al. (2014) はKomatsuet al. (2010) 

よりも密度の高いモウソウチク林で計測を行い，Komatsu 

et al. (2010) よりも蒸散量が 100mm程度小さかったもの

の，近隣の針葉樹林と比較すると大きかったと報告してい

る。なおIchihashiet al. (2014)は，刈取り法に基づいて，

Ichihashi et al. (2014)が計測した高密度のモウソウチク林

の葉面積指数は 13.7 ha/ha， Komatsu et al. (2010)が計測

した低密度のモウソウチク林の葉面積指数は 6.5ha/haと

報告している。このことは，モウソウチク林の蒸散量は，

葉面積と強い正の相聞は持たないことを示唆している。

表-5. モウソウチク林における蒸散量と遮断蒸発量の計測結果

県名

カグヤ福岡

宗{象 福岡

篠栗 福岡

島i宰 京都

立竹

密度

(本/ha)

4000 

6800 

11000 

7200 

平均胸 平均遮断 年蒸

高直径樹高蒸発率 散量

(cm) (m) (%) (mm) 

11.3 15 9.2 567 

11. 3 13 10.8 

10.9 15 455 

9.6 14 12.2 

引用文献

Komatsu el al. 
(2010)， Shinohara 
el al. (2013) 

Onozawa el al 
(2009) 

Ichihashi el al. 
(2014) 

服部・阿部(1989)
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Komatsu et al. (2012)は，モウソウチク林の蒸散量が針葉

樹林よりも多い理由として，モウソウチク林の群落コンダ

クタンスが針葉樹林と比較して大きいためではないかと推

察している。今治ら (2013)は， 日中と夜明け前のシュー

トの水ホ。テンシャルを比較することで，モウソウチクは日

中に発生した水ストレスを解消するために，夜間に積極的

に吸水を行っている可能性を提示している。 Yanget al. 

(2012)は，モウソウチクではないものの，タケ類 (Sina-

rundinaria nitida (Mitford) Nakai)を用いて，夜間の高い

根圧によって水を吸い上げることで， 日中に発生したエン

ボリズムを解消していることを示している。 Wanget al. 

(2011)やCaoet al. (2012) も，タケ類での高い根圧を報

告している。このように，モウソウチク林は，夜間に積極

的に水を吸い上げることで，日中の高い蒸散を維持してい

る可能性がある。モウソウチクの蒸散量が大きい理由につ

いて解明するためには，個葉スケールの蒸散・光合成，植

物体内の通水コンダクタンスなど生理生態特性を解明する

必要もあるであろう。

一方， 日本においてモウソウチク林における遮断蒸発量

の計測結果は 3例存在する。降水量に占める遮断蒸発量の

割合である遮断蒸発率は，すべてのモウソウチク林で

10%程度であった。この値は他の森林タイプと比較し

て小さい値である。 Onozawaet al. (2009)は，モウソウチ

ク林の遮断蒸発量が小さい理由として，樹幹流量が多いか

らではないかと推察しているが， Shinohara et al. (2013) 

が対象としたモウソウチク林は，樹幹流量が少ないにも関

わらず遮断蒸発量が小さかった。 Shinoharaet al. (2013) 

は，モウソウチク林の遮断蒸発率が他の森林タイプより小

さかった理由として，モウソウチク林の樹冠貯留量(降雨

時に枝や葉に保持できる水の量)は，他の森林タイプと比

較して小さいからではないかと推察している。なお一般的

に，葉面積指数が大きいほど，遮断蒸発量が大きくなる傾

向が知られている (p紅 ket al. 2000)。モウソウチク林で

遮断蒸発量を計測した研究である服部・阿部 (1989)は，

刈取り法に基づいて，彼らが計測したモウソウチク林の葉

面積指数は 11.9 ha/haであると報告しており，只木

(1976)が報告している他の森林タイプと比較して大きい。

このことから，モウソウチク林の遮断蒸発量が小さい要因

は，葉面積指数以外であると考えられる。

Komatsu et al. (2010)は，モウソウチク林は蒸散量は多

い傾向にあるものの，遮断蒸発量が小さいため，両者を足

した値は，針葉樹人工林と同程度であること示している

(Komatsu et al. 2010)。そのため モウソウチク林の方が，

他の森林タイプと比較し 渇水を助長する可能性は高くな

いと考えられる。ただし降水量が少ない地域(あるいは

年)では，全蒸発散に占める蒸散の割合が多くなり，遮断

蒸発の割合が小さくなる。そのような地域では，遮断蒸発

量と蒸散量を足し合わせた値が，他の森林タイプよりも大

きくなる可能性も考えられる。また，遮断蒸発の多寡は降

水特性の影響も強く受ける (Calder1996)。そのため，降

水量が少ない地域や異なる降水特性を持つ地域で上述の結

論を検証することが望まれる。

3.表層崩壊

山本ら (2004)は，山口県内で現地調査を行った竹林 18

地点中 5地点で土石流跡が， 10地点でがけ崩れ跡がみら

れたとしている。日浦ら (2004)は，平成 10年9月の高

知市の豪雨において，がけ崩れの地点の 3分 1は竹林で発

生していると報告している。さらにその崩壊を三つのタイ

プに分類し，ルートマットに雨水が集中し，斜面方向へ流

下することが，崩壊発生に大きく関わっている可能性を指

摘している。しかしこれらの研究は，実際に崩壊の起

こった竹林でそのメカニズムを推察したものであり，表層

崩壊の発生確率を他の森林タイプと比較したものではな

い。なお日浦ら (2004)は， 目視で，高知市北部の山麓の

約 50%は竹林に覆われていると示しており，これが災害

の発生地域の竹林割合と同程度だとすれば，竹林の災害発

生確率は，他の森林タイプと比較し小さくなる。河邑ら

(2004)は， 2000年の東海豪雨における土地被覆別の土砂

崩壊割合を調べたところ，竹林は，人工林・天然林・未立

木地よりも小さかったと報告している。土砂崩壊は，大き

く表層崩壊と深層崩壊に分類され，崩壊深が大きい深層崩

壊では，そもそも植生の影響は小さいとされているが(太

田 2001)，東海豪雨における土砂崩壊は主に表層崩壊に

よってもたらされている(井口 2002)。このように，竹林

とその他の森林タイプの表層崩壊発生確率を比較した研究

はl例しかなく，この研究でも，竹林の方が，他の森林タ

イプと比較して，表層崩壊が起こりやすいというという結

果は示されていなかった。

4.表面侵食

モウソウチク林において表面侵食量を計測し他の森林

タイプと比較した例としては，小倉・江崎 (2010) と佐々

木・茅島 (2012)がある。小倉・江崎 (2010) と佐々木・

茅島 (2012)は，モウソウチク林の表面侵食量は，それぞ

れスギ林，ヒノキ林と比較し小さかったと報告している。

一般的に，表面侵食量は，土壌表面の被覆率と負の相聞が

ある(服部ら 1992;岩崎ら 2013)。モウソウチク林では，

下層植生は，あまりみられないものの，通常，リタ}に

よって林床が覆われている(永野・後藤 2012)。そのため，

表面侵食量が小さくなったと考えられる。ただし，表面侵

食量の計測は，空間的なばらつきを考慮するため，通常は

複数プロットを設置して計測を行うが(Miuraet al. 2003)， 

小倉・江崎 (2010)，佐々木・茅島 (2012)は，それぞれ

の森林タイプで 1~2 プロットのみしか計測していないの

で注意が必要である。このように，予報的な研究のみしか

行われていないが，その結果に基づく限りでは，モウソウ

チク林は，他の森林タイプと比較し表面侵食量が大きく

はないと考えられる。

V. 今後の研究の必要性

現在までに得られている知見に基づくと，モウソウチク
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林の拡大によって，洪水，渇水，表層崩壊，表面侵食を助

長させる可能性は低いという結論になる。しかしこの結

論は，わずか数例程度の研究例から推測されたものである

ため，今後の研究の蓄積によって変更されることも考えら

れる。特に，表層崩壊については，竹林とその他の森林タ

イプで発生確率を比較した研究は一例しかなく，その研究

も竹林に焦点をあてたものではない。そのため，表層崩壊

に関する研究が行われ上述の結論が検証されることが特に

望まれる。

また，針葉樹人工林が，管理放棄されることで，公益的

機能が大きく低下する可能性を指摘されていることからも

わかるように，公益的機能の多寡は，立竹密度や胸高直径

などが異なるモウソウチク林間でも，大きく異なることが

考えられる。さらに，渇水と大きく関わる蒸発散量は，気

象条件によっても大きく異なることが知られている。例え

ば，先にも述べた通り，降水量が少ない地域では，蒸発散

に占める遮断蒸発量の割合が小さくなることが予想される

ため，遮断蒸発量と蒸散量を足し合わせた値も，他の森林

タイプよりも大きくなる可能性がある。そのため，モウソ

ウチク林の拡大が公益的機能に与える影響をより明確に評

価するためには，様々な林分条件，気象条件のモウソウチ

ク林で，計測例を積み重ね，他の森林タイプとの比較が行

われることが望まれる。

本研究で取りまとめた(現地計測に基づく)蒸発散量や

地表流量は， 2~200m2 程度の試験プロットで計測された

ものである。一方，洪水や渇水を考える上で，実用的に

は，ダム流域における洪水流出や水資源量が重要になるで

あろう(小松 2010;小松ら 20l3)。小松ら (20l3)は，

既往の研究を取りまとめることで，プロットスケールの計

測結果と流域スケールの計測結果は必ずしも一致しないこ

とを指摘している。そのため，本研究で取りまとめられた

プロット試験の結果が，より大きいスケールでも適用可能

か確かめることが望まれる。そのためには，これまで数多

くの研究に利用されており，比較対象が数多く存在する

3~lO ha 程度の試験流域を用いた研究が有用で、あろう。現

在まで日本には数多くの試験流域が設定されているが(篠

原ら 2008;浅野 2014)，モウソウチク林が優占する試験

流域は著者らが知る限り存在しない。そのため，モウソウ

チク林で覆われた試験流域の設定，および試験研究の開始

が望まれる。

本研究では，モウソウチク林の拡大が，水源i画養機能や

土砂災害防止機能/土壌保全機能に与える影響を取りまと

めた。一方，本研究で対象とした以外の公益的機能につい

ても，他の森林タイプとモウソウチク林の比較が行われつ

つある。特に，生物多様性機能については多くの研究が行

われており，モウソウチク林の拡大に伴う下層植生の多様

性の低下(島田・谷 2005;鈴木 2010;阿久津ら 2012)， 

昆虫層への影響 (Touyamaet al. 1998 ;宮崎ら 2009;芳

村・原田 2009;永野・後藤 2012) が指摘されている(こ

れらには，モウソウチク林の方が，他の森林タイプと比較

し生物多様性が高いという例も含まれる)。また国外で

は，地上部現存量の変動からモウソウチク林の炭素蓄積量

の年々変動が推定されている (Chenet al. 2009 ; Yen and 

Lee 2011)。その一方で，気候変動予測の枠組みにおいて

重要視される NEP(生態系純生産量=総生産量一生態系

呼吸量)については未だ明らかではない。これらの項目に

ついても研究が執り行われ，サイト横断的に比較，整理さ

れることが望まれる。そうすれば，モウソウチク林の拡大

に対して，どう対峠するべきか，明快な回答を提示する上

で重要な資料となるであろう。

本研究の一部は，住友財団・環境研究助成「日本及び台湾におけ

る竹林拡大が水循環に与える影響評価・樹液流計測に基づく検討(代

表:久米朋宣)J及び科学研究費補助金「表層崩壊の危険性を評価す

る上で土壌水分の空間的不均一性は考慮する必要があるのか? (代

表:篠原慶規)Jの支援を受けました。 2名の匿名査読者の方には有
意義なコメントをいただ、きました。ここに記して感謝の意を示しま

す。
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