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里山の植生変化と物質循環
竹林拡大に関する天王山における事例
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里山とはなんだろうか?

近年，生物多様性の維持に欠かせない場として，あるいは，現代の暮らしを

見直す点などからも，里山に注目が集まっている。しかしそもそも里山とは

いったいなんだろうか? 環境省によると，里地里山とは，都市域と原生的自

然との中間に位置し様々な人間の働きかけを通じて環境が形成されてきた地

域であり，集落をとりまく二次林と，それらと混在する農地，ため池，草原等

で構成される地域概念である(環境省 HPなど)。現在の都市近郊林の多くが

相当すると考えられる。また，里山という言葉は，日帰りで作業ができないよ

うな奥山に対して使われる言葉といわれている。すなわち，人家に近く，人家

や田畑の周囲にある山を指し，落ち葉かきや薪などの採取に使われていた場所
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(農用林など)を指すことが多いようである。そのため，人間によって強度の

収奪を受け続け，多くの場合貧栄養であるといわれている。これらの山は1960

年代以降，燃料革命や化学肥料の普及に伴ってその従来の役割を終え，近年で

は人手が入らなくなった場所が多い。

天王山は京都と大阪の府境にあたり 天下分け目の戦いの場として知られて

いる。古くから長岡京などの都を支えた里山であった。しかしここも近年他

の地域と同じように森林の手入れ不足が問題になり，二次林の高齢化や竹林の

拡大など大きな植生変化にさらされている。そのため，住民にはこれまで享受

してきた森林生態系によってもたらされる様々なサービス(たとえば，水土保

全や水質浄化など)が受けられなくなるのではないか，という不安が生じてい

る。そこで天王山とそれにつながる西山では，自然保護団体や企業・行政・研

究者などが森林整備推進協議会を立ち上げ里山の保全に力を注いでいる

(http://www.pref. kyoto. jp/kyotorinmu/l216875864232. html， http://www. 

nishiyama-shinrin. com/)。ここではまだ研究半ばではあるが，今後の里山管

理を考える上で欠かせない 里山はかつて利用されていた時代にはいったいど

のような山であったのかについて文献から考察し，次いで，現在はどのような

状態なのかについて，天王山を例に二次林と竹林を比較しながら紹介する。

E 昔と今の里山の景観

天王山の森林を利用してきた古老の話によると，戦前の天王山では下草(下

層植生)は毎年ほぼすべて刈り取られ，薪炭林では数十年ごとに萌芽更新した

樹木が薪として収奪されており 景観としては山には薪炭の対象になる数十年

生までの木があるのみで，下草も乏しい様子だ、ったということである。山の中

でも傘(和傘)をさして歩けた，というのであるから，林分密度はかなり低か

ったと考えられる。近世の絵図にもこれらの人家周辺の山々の様子が描かれて

いる。図 l-aは約150年前の天王山の様子を描いた絵図であるが，小椋

(1992)は，天王山は広くかなり低い植生で覆われていた可能性が高いとして

いる。近郊の宇治川周辺でも人里周囲の多くの山々では尾根沿いにマツらしい

木があるものの，山肌に樹木らしいものはみられない(図 l-b)。絵図に描

かれたすべてが正確である訳ではないが，いくつかの点で絵図は当時の様子が

写実的に描かれ，ここでは，木々がほとんど収奪され，山には高木を欠いてい
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図 1 約150年前の絵図にみる天王山の景観

a)天王山淀川河岸一覧(1861) 

b)宇治川東岸宇治}II問j宇一党 (1860)
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ることを示している。小椋(1992)は，応仁の乱以降の京都近郊の山地では，

高木の林は少なく，低い柴や草の植生の部分が広くみられたものと考察してい

る。明治以降も，京都などでは風致的な配慮から森林の保護が進み，遷移が進

んだ森林がみられるようになった一方で，各地では高木を欠いた草山風景も薪

炭利用がなくなる 1960年代まで人家の周囲にみられた(例えば，須藤 1989)。

高原・奥田 (2008)は，京都盆地における歴史的な植生の変遷を図 2のように

まとめている。近年のような樹木に覆われた里山の形成，特に西日本にみられ

るシイノキをはじめとする二次林構成種の急激なバイオマス(植物体の量)の

増加は，歴史時代にはかつてなかったほどであるという指摘もある(磯谷

2000)。

では，われわれが保全すべき“里山"とはこのような山なのだろうか? 現

在の感覚では，森ではなく“草地"に近いような印象すら受ける場合も多い。

時代

平安時代以前

平安時代以降

室町・江戸・明治

昭和

昭和30年代

昭和40年代

昭和50年代

現在

図2

京都盆地周辺の植生変遷

| 照葉樹林 | 

ーアカマツ林増加

a 
禿山(低木林)とアカマツ林

S 
| アカマツ林 | 

旦
アカマツと広葉樹林

ーアカマツ林でシイ増加

旦
アカマツ林の枯損・シイ拡大

ーシイ林へ変遷

社会情勢

平安京の造営

人口増加と都市化

過度の森林利用

山地・山林の保護政策

燃料革命で森林

利用の減少

マツ材線虫病による

マツ枯れ

京都盆地周辺の植生変遷(高原・奥田 2008)
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視点を変えると，収奪が行われなくなって里山がうっそうとするのは，何が問

題なのだろう? 収奪されないのであれば，むしろその方が安定した生態系に

なると考えられるのではないか? とすると例えば，近年里山に繁茂するモウ

ソウチクが外来種であるにしても，時間の経過と共に生じたモウソウチク林

(以下，竹林)はより安定した生態系への移行と考えられないのか? 今後，

私たちが“持続可能"を理想のひとつとした里山を考えるならば，新しい“里

山管理"に向けて，これらの問題は避けて通れない。

E かつての里山の物質循環

天王山における聞き取り調査から， 15-20年周期で薪炭施業が行われていた

ことが明らかになっている。薪炭利用するということは，地上部にある樹木の

ほとんどを林地から持ち出すということである。このような施業を続ける場

合，もっとも影響を受けると考えられるのは，必要量に対して存在量が少ない

ため樹木の成長を制限しているといわれている窒素である。 16年生の二次林の

バイオマス(山内・片倉 2008)を参考にこれらがすべて林地から持ち出され

ると考えると，約20年間に薪炭利用により里山から収奪される窒素量は約

240kgN/haと推定される。また，降水により林地に供給される窒素量は大気

が現在より清浄で、あったと考えられることから，現在のやや低めの値である年

間約 5kgN/haと仮定すると，薪炭林の伐採周期の20年間に100kg/ha程度に

過ぎない。江戸時代の約300年間にわたってこのような施業が継続されていた

とすると，この時代だけで里山は薪炭施業により約15回にわたる伐採収奪を受

け約3600kg/haの窒素が里山から持ち去られ，大気から補填されたものを考慮

しでも約2100kg/haの窒素が里山から失われたと推定される。加えて，江戸時

代には落葉・枯枝・下木の田畑への鋤き込みなどが推奨され，樹幹こそ林地に

残されるものの，落葉落枝は毎年収奪されていたと考えられる。一方，現在の

調査区における表層50cm の土壌中の窒素蓄積量はほぼ1500~2300kg/haであ

った(小川 2007)。つまり，江戸時代に薪炭および田畑への緑肥として利用さ

れていた山からの収奪量は，現在の土壌の窒素蓄積量に相当すると考えられ，

里山施業の人為的な収奪の強度がいかに強く，その結果土壌がいかに貧栄養に

なったかがわかる。もともと地質的に養分が乏しい場合，繰り返される収奪に

よって土壌が失われ，森林が再生しないはげ山になってしまう例もみられた

水利科学 No.312 2010 
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(例えば，滋賀県大津市田上山など)。

現在では収奪はほとんど行われないが，降水によって補われた最は燃料革命

(1960年)以降50年間に250kg/haほどであろう。従って，顕著な窒素間定種な

どがみられない当地では，収容された窒素量(約2100kg/ha)が大気から補わ

れるのにはまだまだ時聞が必要だ、と考えられる。

N 現在の里山の林分概況

天王山は古くから利用されてきたが，近年他の地域と同様に薪炭利用がなく

なった。加えて，この地域では明治以降タケノコ生産がさかんであったが，中

国産のタケノコの輸入に伴ってタケノコ生産が低迷し手入れされてきたタケ

ノコ畑が放置されるようになった。これらの結果 二次林の高木化やそウソウ

チク林化が進んでいる O 例えば，航空写真からみたところ(閤 3)，天王山で

はほぼ30-40年で周囲の二次林ヘモウソウチクが侵入して竹林に置き換わる

(ここではこのような現象を竹林化と呼ぶことにする)。そこで，二次林とモウ

ソウチクの侵入にそって竹林化率(ここでは，胸高断面積でのタケの都合とす

る)の異なる 4つの龍査区(それぞれ 0%=二次林， 22%， 69%， 100%出竹

林)を設けた。調査区では，樹種・胸高直径・樹高 土壌や樹木の養分蓄積

al1961年 bl1974年 cl2003年

竹林繍人工林 仰ヒ ノキ )幽 マツ 刷機騒木問問翻他氷山也など

図3 航空等真からみた天王山の林中日変化(徳地ら，査読中)

水利科学 No.312 2010 



96 

表 1 天王山の林分概況

立木密度立竹密度樹木種数 TBA* 竹の割合
林冠構成樹種(本fha) ，-.， ，~~ (m2f ha) (%) 

コナフ，ヤマモモ，
二次林 6600 O 19 52.6 。

アベマキ，ソヨゴ

竹林 150 9675 4 86.0 99.9 モウソウチク

* : Tota! basa! area (胸高断面積合計)

量，落葉落枝量，降水や土壌溶液による養分の移動量などを調査している。本

論文では，二次林とそれが完全に竹林化した場合の比較を行う。二次林から竹

林への段階的な変化については，徳地ら(査読中)を参照されたい。

表 Iには二次林と竹林の林分の概況を，図 4には二次林と竹林の直径階分布

を示した。二次林の構成種はコナラ・アベマキを主としてヤマモモなどを含

み，コナラ・アベマキが株立ちしていることから調査区付近が薪炭利用されて

いたことがわかる。 69%が竹林化した調査区ではモウソウチク以外の樹種は，

林冠を構成するコナラとアベマキのみとなっており(徳地ら，査読中).最終

的に木本は枯死し，すべてがタケとなる。種多様性の点からは竹林化すること

によって明らかに劣化するといえる。竹林化すると立木 C+竹)本数は二次林

の場合の 1ha当たり 7000本前後から 10000本程度にまで増加し，胸高断面積合

計は53m2/haから86m2/haに増加した。直径階分布は二次林では多様な樹種

からなる L字型の分布であるが，竹林ではモウソウチクの直径であるlOcm前

後の一山型に移行した。この場所はすでに60年にわたり薪炭施業が行われてい

ないため，二次林の立木本数もかなり多いようである。また，モウソウチクは

光を獲得しなくても，林冠に到達している他の樗から炭水化物の供給を受け

て，急速に成長し，自らも林冠に到達することができるため，モウソウチクが

侵入することにより亜高木層を形成する樹種は被陰されて枯死したことがわか

る。

これらの調査区で地上部のバイオマスを推定した。モウソウチクについては

調査区の毎木調査の直径階を参考に，調査区周辺で伐倒調査を行いバイオマス

を推定した。一方，二次林では伐倒ができないため，文献値を用いた。二次林

のバイオマス推定にはそのための誤差を含む。そのような値ではあるが，二次

林のバイオマスは213tJhaと推定され，既往の文献値と比較してやや大きい値

であった(堤 1987)。これは当地が戦後60年間ほぼ施業をされておらず，萌芽

水干IJ科学 No.312 2010 



5工

97 徳地・臼井・上回・福島里山の植生変化と物質循環

200 

二次林
150 

100 

50 (モ
0
0
寸
¥
M宵
)
酬
明
陶

40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 

200 

100 

50 

150 

40 

図4 二次林と竹林の直径階分布.
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更新していたコナラやアベマキが大径化したためであろう。

里山の植生やバイオマスの変化については，各地の報告がある(磯谷 2000，

高原・奥田 2008)。たとえば，磯谷 (2000) は，南房総地方について燃料革命

によって薪炭林施業が行われなくなり林を放置するようになってからわずか

20~30年の聞に，この地域の二次林ではマツが優占する状態から，海岸に近い

一帯ではスダジイをはじめとする常緑広葉二次林に，そして内陸部の一帯では

コナラをはじめとする落葉広葉二次林へと劇的に変化していったことを指摘し

ている。さらに，燃料革命に前後して生じたマツ枯れにともない広い範囲で常

緑広葉二次林(シイ二次林)へ変遷し，現在も徐々に進行しているとしてい

る。また，本調査地近郊の京都市内でも，多くの寺社の借景となっている東山

などの植生が高木化し，常緑性の森林(シイ・カシ林)に遷移が進んで、いるこ

とが指摘されている(高原・奥田 2008)。そして，磯谷 (2000) は，今後とも

里山(雑木林)への管理がほとんど加わらないという現在の状況が継続した場

合，落葉広葉樹二次林のシイ林化が注目されるとしている。植生の変化はそれ

に依存する生物への影響も大きく また落葉性から常緑性の森林への移行に伴

い，林床が暗くなり，下層植生の多様性が低下することなどが問題となってく

b 
d 

水利科学 No.312 2010 
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るであろう。

竹林のバイオマスは181t/haで，二次林よりやや小さかった。 100%竹林化

した場所で，経時的にタケの本数やバイオマスにどのような変化があるかにつ

いての研究はいまだに十分で、ない。本調査区では， 2005年からの調査結果では

大きな変化はないことが示されている(白井ら，未発表)。また，本調査区が

タケに置き換わってから数十年を経ていること(図1)，タケの寿命は20年程

度であること(上田1963)を考慮すると， 100%竹林化した樹種の変化による

影響は収束しており，タケの世代交代も経験していることから，今後も竹林が

成立し続ければ，バイオマスに大きな変化はないものと考えられる。二次林の

平均樹高が約14m，タケは約18mであったことから，現存量密度はそれぞれ

二次林1.6kg/m3，竹林1.lkg/ m3となり，竹林ではやや低めであった。これら

は森林としては平均的な範囲といえる(吉良 1957)。モウソウチクでは立竹密

度は高いが中空であるため，現存量密度としては一般的な森林の場合とほぼ同

様になるものと考えられた。

V 二次林と竹林の物質循環

貧栄養な土壌に成立する森林は，不足している養分(この場合，窒素)に関

して倹約的なふるまいをするといわれている。では，実際のところはどうなの

であろう? また，里山が竹林に変わった場合には 窒素の循環にどのような

変化があるのだろう?

物質の循環は経済でよくみられるように，蓄積量(プール)と移動量(フロ

ー)によって特徴付けることができる。そこで，両調査区において，植物にと

って可給性が高い(利用できる)と考えられる蓄積量(土壌 0~20cm の無機

態窒素現存量の年間平均値)と移動量(大気からの降下量・落葉落枝量・土壊

の20cm以下の層への流出量)について調査した。図 5には，二次林と 100%

竹林でのこれらの動きをまとめた。窒素降下量は年間 14~17kg/ha であり，わ

が国の平均値よりやや大きかった。調査地(天王山)の脇を通る高速道路の影

響も受けているのだろう。また，二次林で竹林より若干多く，次に述べるよう

に二次林で落葉量もタケより多いため，降下物の捕捉率がよいのかもしれな

11'0 

タケが侵入していない二次林で落葉落枝量は多く，よりたくさんの葉が生産

水利科学 No.312 2010 



林内雨

落葉落枝

土壌無機態

皇室索現存盤
(主gN/ha)

溶脱

M¥Jtll 臼~I' . J.:I !I・ n~~~b : 1i!.山の縦!E変化と物質循環 99 

広言葉樹二次林
単位:kgN /ha/yr 

図5 二次林と竹林の窒素循環澄

され，落葉していることがわかる O 土壊仁1:1の~!\Ti機態窒素現存最は竹林で、多かっ

たが，土壌20cmからの窒素移動量は竹林で小さくなった。土壌20cmまでの

現存最と土壊20cmからの移動量をあわせてみると，二次林は現存量とほぼ同

じ程度が流出しているのに対し 竹林では流出量は現存量の1/3に過ぎない。

すなわち，竹林は土壌20，ιmまでで効率よく可給性の高い無機態窒素を吸収し

ていることが示唆される O 二次林と竹林の根系の分布は異なっており，タケの

方が浅い騒により根系を集中させている。そのため， 20cmまでの層での吸収

効率がよく，下層への移動が二次林に比べて小さい値となったのかもしれな

い。下層へ移動した無機態窒素は，最終的には川などに流出して海へ運ばれる

ので，下層への移動が少ないことはその生態系自身が持続的であるのと同時

に，下流域生態系の富栄養化などへの影響の点からも非常に重要なことといえ

るO
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VI 大気降下物の増加による竹林拡大の可能性

窒素は様々な形態で森林土壌中に存在するが，図 5にみられた土壌中を移動

する窒素は主に硝酸態窒素(N03--N)であった。植物は N03--Nを利用する

際には，吸収した N03--Nを体内でいったんアンモニウム態 (NH4+-N)に

還元する必要がある。このとき植物体内で作られるのが硝酸還元酵素

(Nitrate Reductase; NR)である。本試験地で NRを調査したところ，タケで

も明瞭な NR活性がみられた (Uedaet al. 2009)。特に，タケノコは顕著な

NR 活性を示し(図 6).加えてタケノコ体内の N03一濃度は比較的高かった

(上回ら未発表)0N03-はNH4+に比べて毒性が低いので，地下茎でつなが

った周囲の梓から成長に多量の窒素を必要とするタケノコに N03を移動させ

ているのではないだろうか。モウソウチクの初期成長は 1日に 1m以上(上

田 1963) と二次林を構成する樹種に比べて極めて大きく，その成長を可能に

する窒素源として N03ーが重要と考えられる (Uedaet al. 2009)。

地球規模で問題となっている窒素降下物の増加は，土壌中の窒素の可給性を

増大させる。この結果，土壌中では硝化作用が進み. N03ーが増加すると考え

られる。このことは，大気から降下した，あるいは土壌で生成された N03-を

有効に利用することができるタケにとって有利で、ある。さらに. N03ーを利用

しない場合，硝化過程で生成されるプロトンによって土壌pHは低下するが，

3 

2.5 

翼=
2 

鑑手 1.5
I~ OQ 

鯛 2
瞳 孟
山)

一 0.5

。
葉

b 

細根 樟 枝 タケノコ 葉鞘 新葉

図6 タケの各部位における硝酸還元酵素活性
異なるアルファベットは違いがあることを示す。 Uedaet al. (2009)より描く。
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窒素降下

窒素(硝酸)可給性の上昇 母一 硝化作用の促進

↓ ↑ 

酸
、
硝

加

‘

高

増
/

の

度

地
照

立

低 硝酸吸収による

pHの維持

ノ
(光が不要で硝酸を有効に利用する)

モウソウチクの繁茂

図7 大気からの窒素降下物の増加による竹林の窒素循環のフィードバック

(徳地ら，査読中)

生成された N03-を吸収利用することによって，土壌の pHを維持することが

できる。硝化作用は低 pHで抑制されるため，タケの N03-利用は硝化作用促

進につながる。その結果，さらに土壌中には N03が増加し，N03利用に適

応したタケに有利になる。すなわち，図 7に示されるような正のフィードパッ

クの存在も推察される(徳地ら，査読中)。物質循環の視点からみると，モウ

ソウチクの里山での分布拡大にはこれまで指摘されていないフィードパックも

寄与しているのかもしれない。

VJ[ これからの里山管理

里山は常に収奪され貧栄養な状態が維持されていたため，常緑性の森林であ

った場合にも根に光合成産物を蓄え萌芽に有利である落葉性の樹種に置き換わ

り(広木 2002)，収奪に伴う撹乱を受け続けることも加わって，より多様な種

が共存する場となり多様な生物相を支えていたと考えられる。しかし現在で

は従来のような薪炭施業による里山の維持は考えにくい。さらに，このような

収奪型の里山は持続的とは言いがたく，地域によっては回復不能なはげ山にな
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る可能性もある。一方，収奪を伴う撹乱が生じないと，西日本などではシイが

分布を広げ，常緑性樹木が繁茂した生物多様性の低い暗い森になる。加えてモ

ウソウチクが放置されると，モウソウチクは暗い二次林にも侵入でき，さらに

増加しつつある降下物中の窒素も利用して分布を拡大し，生物多様性を低下さ

せていくことも推察された。今後の里山管理では， どのような里山を望むのか

を明確にすると共に，これらの点を考慮し，さらに個々の土地の特性や植生な

ど情報を踏まえ，物質循環を考慮した持続可能な里山の管理システムを構築す

ることが必要でAあろう。

VJ[ おわりに

里山は非常に強度に人間の影響を受けている。そのため，履歴が複雑で研究

が困難であり，これまで特に物質循環に関する研究は多いとはいえない。現

在，私たちを取り巻く一番身近な自然という点から里山をもう一度見直そうと

いう取り組みが民聞からも行政からも数多くなされ(例えば，前述の京都府と

大阪府にまたがる天王山森林整備推進協議会や，京都府長岡京市西山森林整備

推進協議会など).従来の薪炭林あるいは農用林としての里山のあり方とはま

ったく異なるものが求められている。持続的な新しい里山像を創造し里山を

活用することが，今，必要とされているといえるだろう。そのためには，里山

に関する定量的な情報が不可欠といえる。私たちは里山に関する研究をはじめ

たばかりで勉強不足の点も多く，まだまだ不明な，点も多いが，今までに明らか

になったことをまとめさせていただ、いた。解釈には間違いがあるかもしれず，

その点は深くおわびするばかりである。
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