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資料

岐阜市とその近郊における竹林の面積の推移

河合洋人*・粟屋善雄**・横内 茂川*・西候好迫**

秋山 侃**・坂 粛***

要約 東海地方における竹林拡大の実態を明らかにするための事例研究として，岐阜市とその近郊を対象にして，立地環

境に基づく竹林の類型化と竹林の面積の推移について調査を行なったその結果，調査対象域の竹林は，里山タイプ，河

川敷タイプ，市街地タイプの 3つに類型化できることが明らかとなった竹林タイプ別の面積と拡大面積を比較すると，

いずれも里山タイプの竹林が最も広く，拡大率も里山タイプの竹林が最も大きかった従って，里山タイプの竹林を重点

的に管理することが，竹林の拡大を抑制するうえで重要であると考えられる.一方.3つの竹林タイプを合わせた面積は，

1990年から 2004年までの 14年間で. 1. 2倍に増加したことが明らかとなった.この結果は岐阜県をはじめ，中部・東海

地方においても竹林の拡大が進行している可能性を示している.また，面積は増加したものの林分数は減少しており. 1 

つの竹林の面積が増加した結果であると考えられる.従って竹林の拡大は，竹林の周囲への拡大であり，広い範囲へ拡大

するためには，人間の助力が必要であると思われる.この点から，可能性は低いが新しく竹類を植栽しないこと，竹林の

管理，特に竹林の林縁部での管理を行なうことが，竹林拡大を抑制するうえで重要だと考えられる.

Changing Bamboo Stand Area in Gifu City and Its Environs (Hiroto KAWAI*， Yoshio AWAYA**， Shigeru 

YOKOUCHI**¥Y oshimichi SAI]OH * *， Tsuyoshi AKrY品仏** and Hitoshi SAKA * * *) 

Abstract The purpose of this study is to investigate changing bamboo stand紅白. Therefore the authors investigated 

bamboo stand classification by environment and changes of bamboo stand area by aerial photographs. Our results revealed that 

1) Bamboo stand can be classified into three types as hill near populated area (In ]apanese， called satoyama) type， riverbed type 

and urban type. 2) Hill near populated area type was the most broad bamboo stand紅白 andexpanded at the highest rate in three 

句pes.3) Bamboo stand area in 2004 expanded into 1.2 times as its area in 1990. 4) The bamboo stand area increased， however 

the number of bamboo stand decreased in 14 years. The results in this study imply that 1) Management of hills near populated 

訂田 typeis effective in controlling bamboo expansion， 2) Bamboo stand in other紅 eaof Gifu prefecture may expand， the area of 

Chubu and Toukai region， also， may expand， 3) Bamboo stand expansion may to expand surrounding of bamboo stand， 4) Also it 

is important to stop p1anting bamboo stand. 

Key Words:竹林拡大，空中写真
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竹類はわが国において日常的に利用されてきた植物の一

つである.形状が軽く丈夫であるという点から，床材や梁

などの建材として利用されており，竹の子そのものやメン

マとして加工するなど食用にもしていた.さらには焦ゃう

ちわ・扇子の骨，龍や釣り竿など工芸品や日用品の原材料

としても使われていた(内村.2005). 世界的な分布は，日

本，中国，東南アジア，インドなどのアジア圏を中心とし

て，南米，アフリカにも確認されている (Watanabe，1987). 

種数は 1255種 (Ueda，1960)あるいは 1212種(内村.2005) 

とされている.

三大有用竹」と呼ばれる マダケ属のモウソウチク

わが国では東北地方から沖縄まで分布しており，-日本

*岐阜大学大学院連合農学研究科
日岐阜大学流域圏科学研究センタ一
日*名城大学農学部生物環境科学科
2010年1月22日受付

2010年3月25日受理

(Phyllostachysρubescens) .マダケ (Phyllostachys

bambusoides) .ハチク (Phyllostachysnigra)の3種が広く知

られている(鈴木.1996). マダケ属は形態的特徴として竹

高が 10m以上になることが挙げられ，生態的特徴として

1) 1ヶ月程度で成長を完了する.2)常緑であるが「竹の秋」

と呼ばれる，春の落葉がある.3)繁殖は主に地下茎が成長

する無性繁殖である (Ueda，1960)という点が挙げられる.

近年，竹林が分布域を拡大し生態系や人聞社会に問題

を引き起こしていると指摘されている(鳥居・井鷺.1997; 

静岡県環境森林部.2001;高知竹林問題研究会・ 21世紀ふ

るさとクラブ.2002;甲斐・辻井.2004). 竹林拡大の原因

はプラスチックの登場や生活習慣の欧米化によって需要が

低下したためと考えられる.さらに，安い輸入産物が増加

したことによって生産者が減少し残った生産者も後継者

不足から高齢化が進み，竹林が放棄される状況になってい
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る(中島， 2001). そのうえ，生活様式の変化によって里山

が管理されなくなったことも影響して，竹林が拡大を続け

ているとも指摘されている(高梨， 2003;鳥居， 2003). 

竹林の拡大が引き起こす問題点は，1)種多様性の低下，

2)農作物や植栽木を枯死させる，3)枯死竹や倒竹による

景観の悪化や交通への障害が指摘されている(瀬嵐ら，

1989 ;鳥居， 1998;静岡県環境森林部， 2001).また，土壌

の保水力が低下して土砂災害の危険性が増大する可能性も

指摘されている(静岡県環境森林部， 2001) 

そのため，竹林の拡大予測や拡大の抑止対策の必要性が

高まってきている(大野ら， 2004). 拡大予測や抑止対策を

考えるうえで， 竹林拡大の実態を把握することは重要で、あ

るが，九州を中心とした西日本での研究事例が多く(鳥居・

井鷺， 1997;大野ら， 1999;片野田， 2003;甲斐・辻井，

2004 ;山本ら， 2004)，他の地域ではあまり研究が進んでい

ない.東海地方では，静岡県が人工衛星を利用した現況調

査(静岡県環境森林部， 2001)を実施したのみである.

また，西日本は竹の子生産や竹材生産が盛んであるが，

東海地方では生産竹林が少なく， 1岐阜県を例にとると，

2007年は揖斐において竹材生産が行なわれており，恵那で

竹の子生産が行なわれている程度である (1岐阜県林政部，

2009) 竹材や竹の子生産は施肥や客土な どの定期的な管

理を必要とするが，東海地方の多くの竹林は，竹材や竹の

子生産で、はなく自家消費のため植栽されたと考えられるた

め，定期的な管理がなされていないと思われる 従って，

西日本以外の地域においても 竹林の拡大が進行している

可能性があり，竹林の現況調査が必要である.

岐車県

そこで，本研究は岐阜市とその近郊を対象として，2時

期の空中写真から竹林を目視判読し竹林の面積の推移を

調査した

調査地および方法

1 調査地の概要

調査対象域は岐阜県中濃に位置する，岐阜市東部，高富

町，関市，各務原市，美濃加茂市，坂祝町である(図 1).

|岐阜市の年平均気温は 15.1't，年平均降水量は 1934mm

であり(岐阜市衛生部， 2000)，図に示すように中央部には

長良川，南東から南にかけて木曽川が流れている.調査対

象域の一帯は岐阜市の最高峰である百々ヶ峰(どどがみね，

標高 417.9m)があり ，100~200 mの低山とそれ以下の丘

陵が多い.植生は，木本ではアカマツ (Pinusdensijlora) ， 

スギ (Cryptomeriajaponica) ，ヒノキ (Chamaeり'parisobtusa) 

を主とする針葉樹と，コナラ (Quercusserratus)，クリ

(Castanea crenata) ，マンサク (Hamamelisjaponica)など

の広葉樹が分布しており，土壌は赤色系褐色森林土を主と

する(岐阜市衛生部， 2000). 岐阜県は主に中津川市を中心

とした恵那地域と揖斐地域のみで，竹材と竹の子の生産が

行なわれている(岐阜県林政部， 2009). しかし竹材，竹

の子の生産は減少しており，現在，竹材は 1960年代後半の

ピーク時の 7%に，竹の子は 1980年代前半のピーク時の

11%に激減している (図2).こう した現状からみて，調査

対象域で竹材や竹の子生産を行なっている竹林はほぼ存在

しないと考えられる.

図 1 調査対象域の位置と空中写真

空中写真は2004年に撮影されたもの
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2 方法

本研究は地理情報システム (GIS)を用いて，空中写真画

像とデジタル標高モデル (DEM)から作製したオルソフォ

ト画像から， 目視による画像判読によって竹林を抽出し，

竹林の面積の推移を調査した

使用した空中写真画像は，国土地理院が撮影した 1990

年と 2004年のものである.なお，今回使用した空中写真

画像は 843dpiの解像度でスキャンされており ，デジタル

データとして販売されている画像である.

DEMは地表の標高のデジタルデータであり ，国土地理

院によって日本全国で 50mメッシュのデータが整備され
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図 2 1966年から 2007年までの岐阜県における竹の子と竹材の生

産量

出典 岐阜県林業統計書

昭和 41年度版，昭和 51年度版，昭和 56年度版，

昭和 61年度版，平成元年度版

l岐阜県森林・林業統計書

平成 10年度版，平成 16年度版，平成 19年度版

ている しかし 50mメッシュのデータでは解像度が荒

いため，空中写真画像を用いた解析を行う際には， 50m 

メッシュよりも細かい解像度のデータのほうが適してい

る そこで本研究では航空機レーザー計測 (LiDAR)によっ

て得られた， 2mメッシュのデータを平均化して， 10m

メッシュのデータに処理した DEMを使用した

GISで解析するために，空中写真画像に位置の情報を付

加する必要がある.位置の情報を付加し撮影時のレンズ

によるゆがみなどを修正する処理を幾何補正と言う(村上，

2004) .様々な幾何補正の方法があるが， 一般に空中写真

画像の場合，オルソ幾何補正という方法が用いられる.

本研究もオルソ幾何補正を用いて，空中写真画像の幾何

補正を行なった.オルソ幾何補正を行なう際に，基準とな

る地点(地上基準点， GCP)の座標と標高が必要である

本研究では GCPを1990年の空中写真画像において 96点，

2004年の空中写真画像において 100点を取得した目標

とする精度を 5mとして，繰り返 しオルソ幾何補正を行

なった結果，補正の精度を示す RMSEは， 1990年が 4.2

ピクセル (3.23 m)， 2004年が4.05ピクセル (3.11m)と

の結果を得たなお， GCPを取得するための参照データ

は，作製した DEMと数値地図 1/2500空間データ基盤であ

る オルソ幾何補正を行なった後， 目視判読によって竹林

を抽出し，立地環境による分類を行なった.最後に調査対

象域における竹林の面積を算出した.なお，空中写真画像

からみた場合，竹林は他の森林植生よりも濃度や色が薄く，

竹の頂端の位置がぱらぱらである(図 3).従って， 竹林の

目視判読は比較的容易であるが，空中写真画像の質(ネガ

の傷の有無など)や白黒かカラーかといった違いによる影

図 3 空中写真画像から見た竹林の一例

空中写真画像は 2004年に撮影されたもので，赤い円内が竹林である.
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響を受ける 本研究では 1990年が白黒であり， 2004年が

カラーであった.また，目視判読の際の最小面積は 100m'

を基準に実施した.

果

立地環境から竹林を類型化すると，傾斜のある低山や丘

陵の裾に分布する里山タイプ，堤防や河川敷に分布する河

川敷タイプ，平地や 5。前後のほぼ平坦な土地で，周囲を人

家や田畑に固まれている市街地に分布する市街地タイプの

3つに分けられることが明らかとなった.

竹林の面積の推移は， 1990年には里山タイプの面積は

94.01 ha，林分数(竹林の数)は 451，河川敷タイプの面積

は47.52ha，林分数は 81，市街地タイプの面積は 31.74 ha， 

林分数は 201であり，合計面積は 173.27ha，合計林分数は

733であった. 2004年には里山タイプの面積は 124.54ha， 

林分数は 365，河川敷タイプの面積は 56.59ha，林分数は

68，市街地タイプの面積は 24.99ha，林分数は 151であり，

合計面積は 206.12ha，合計林分数は 584で、あった(図 4). 

3つのタイプを合わせた 14年間の竹林拡大面積は 32.85

haであり， 1年あたりの拡大面積は 2.35haであった.

1990年の面積を 100%とすると， 2004年の面積は 118.96%

となり，拡大率は 18.96%であった.タイプごとにみてみ

ると，里山タイプの拡大面積は合計30.53haであり， 1年

あたりの拡大面積は 2.18ha，拡大率は 32.48%であった.

河川敷タイプの拡大面積は合計 9.07haとなり， 1年あた

りの拡大面積は 0.65ha，拡大率は 19.09%であっ た一

方，市街地タイプの面積は合計6.75haの消失であり， 1年

あたりの消失面積は 0.48ha，消失率は 21.27%であった.

なお， 3つのタイプにおける竹林の消失原因は，空中写真

画像の判読によって，宅地造成や道路建設などの開発に伴

う消失であると確認されており，開発以外の原因は認めら

れなかった.また， 1990年において判読されなかったが，

2004年において判読された竹林もあった.
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考 察

立地環境は竹林の拡大に影響を及ぼすと考えられるた

め，立地環境によって竹林を類型化し，タイプごとの竹林

の時空間的変化を解析・することは 拡大予測や優先して管

理する必要がある竹林の選定などに大いに役立つと考え

る.

空中写真画像から目視判読した結果，竹林周辺の立地環

境から，里山タイプ，河川敷タイプ，市街地タイプの 3つ

に分類できることが明らかとなった大半の竹林は人為的

に移植されたものであり，竹林の移植は竹の子や竹材を生

産するためであったと考えられる(鳥居・奥田， 2010).従っ

て，管理のための移動や，竹の子や竹材の運搬を考えると，

人間の行き来がしやすく，ある一定の面積を有する場所に

最も多く植栽したと推察される.そこで里山タイプと市街

地タイプの竹林の面積が広いとの仮説を立てた

タイプ別の竹林の面積を算出した結果は， 1990年と

2004年の両時期で，里山タイプの面積が最も広く，次いで

河川敷タイプ，市街地タイプであった また，拡大面積も

同様な傾向を示し拡大率も里山タイプが大きかった本

研究では，里山タイプと市街地タイプの面積が広いとの仮

説を立てたが，里山タイプが最も広いとの結果が得られた.

これは，市街地タイプのようなほほ平坦な場所はすでに人

家や田畑になっており，竹林を植栽する余地がなかったた

めだと考えられる.一方，竹林管理という面でみた場合，

本研究で得られた結果から，里山タイプの竹林の管理が竹

林拡大を抑制するために重要であると言える

里山タイプと河川敷タイプで拡大率を比較した結果，里

山タイプの拡大率が高いという結果が得られたこれは里

山タイプと河川敷タイプにおいて，拡大可能な場所を比較

した場合，堤防や河川で制限されている河川敷タイプより

も里山タイプのほうが拡大可能な場所が広いためだと考え

られる.市街地タイプは面積，林分数ともに減少したが，

空中写真画像の判読によって，市街地タイプの竹林の消失

は，開発による消失が原因であり，自然に竹林から他の植

生へ遷移したわけではないと確認されている.調査対象期

間が短いため本研究で明確には言えないが，このことは，

竹林が自然に他の植生へ遷移する可能性が低いことを示唆

している.なお， 1990年において判読されなかったが，

2004年において判読された竹林も確認されている.これ

は， 1990年の空中写真画像の品質が良くなかったためや，

地形の影響によって影ができたため，判読されなかったた

めなどが考えられる.

3つの竹林タイプを合わせた面積は 1990年に 173.27ha 

であったが， 2004年は 206.12haとなり， 14年間で竹林の

面積が1.2倍に増加したことが明らかとなった.他の地域

では，鹿児島県姶良郡蒲生町において地籍図に基づく面積

計測によって約 30年間で 2.5倍に増加した(片野田， 2003)

との報告や，高知県高知市において空中写真の判読によっ



河合らー岐阜市とその近郊における竹林の面積の推移 49 

て32年間で約1.6倍に増加した(三宅ら， 2000)との報告

がある.今回得られた結果から 14年間で1.2倍に増加し

たことが明らかとなっており，岐阜県内の他の地域でも竹

林が拡大している可能性がある.また，静岡県での人工衛

星データの解析によって 12年間で1.3倍に増加した(静

岡県環境森林部， 2001) との報告もあることから，中部・

東海地方の他県でも竹林が拡大している可能性がある.

一方，面積は増加したが林分数は減少しており，面積の

増加は，竹林の林分数が増えたわけではなく， 1つの竹林

の面積が増加したためだと考えられる.従って竹林の拡大

は，竹林の周囲への拡大であり，一度に広い範囲へ拡大す

るわけではないと考えられる.竹類は主に無性繁殖を行な

う (Ueda，1960)という指摘から考えても，広い範囲へ拡大

するためには人間による植栽が必要であると思われる.現

在のところ，竹の需要が減少しているため可能性は低く

なっているが，新たに竹林を植栽しないことと，現時点で，

存在する竹林の管理，特に森林や荒地などと接する，林縁

部での管理を行なうことが竹林の拡大を抑制するうえで重

要であろう.
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