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Ⅰ 緒 言
わが国では在来のマダケ（Phyllostachys bambusoides
Siebold et Zuccarini），ハチク（P.nigra Munro var.

henonis Stapf）などが古くから食用や資材に利用されて
きたが，江戸時代に観賞用として中国からモウソウチク
(Phyllostachys pubescens Mazel ex Houzeau de Lehaie)が移
入された 9)．その後，モウソウチクは主にタケノコ栽培
のために分布を拡大したが，現在は大型の帰化植物とし
て，北日本を除く全国各地にその拡大が進行している
13,15)．モウソウチクは単軸型と呼ばれる成長様式で，地下

茎の各節にある側芽がタケノコとして成長し，頂芽はそ
のまま地下茎として成長する．また光を必要とせず短期
間で稈が成熟して林冠に達するため，竹林の管理が放棄
された場合，タケが周囲の農地や林地に侵入し農作物や
植栽木を枯死させるなど里山地域で様々な問題を引き起
こしている．さらに放置竹林の拡大は，森林における水
土保全機能や生物多様性保全機能の低下をもたらすこと
が指摘されている 8,15,16）．そのため，この対策として，こ
のような放置竹林を皆伐し，埋土種子等による天然更新
によって広葉樹林へ林種転換することで，竹林の拡大防
止や生物多様性保全機能等の森林機能の向上が期待され

† 本報告の一部は 2012 年度日本生態学会大会（静岡市）で発表した

モウソウチクは地下茎による栄養繁殖で拡大するため，
効果的な拡大防止法としては，地上部を全て伐採し，地
下茎を掘り起こして栄養供給を完全に絶つこととされる
1)．しかしながら，広範囲にわたる急傾斜な竹林の伐採で

は，地下茎を掘り起こす作業は費用や労力の上で極めて
大変なことから，地上部の伐採のみで終始することがほ
とんどである．一方，林冠を欝閉していたモウソウチク
が皆伐により無くなることで，裸地に近い状態となり，
すでに地下茎を張り巡らせていたモウソウチクの再生が
活発に起き，竹林伐採後の林種転換として目標とされて
いる広葉樹林に自然に到達することは考えにくいという
3)．実際に筆者らも皆伐後，再生竹の繁茂で林種転換に失

敗した事例を確認している．
これまでモウソウチク林の皆伐とその後の再生過程を
論じた研究では，主に竹林伐採後に再生したタケの稈径
や稈高等の変化を中心に論じられている 2,4)が，皆伐後，
再生竹を持続的に刈り取ることにより広葉樹林化を促進
した事例は少なく 1,5)，特に再生竹を駆逐するまでにどの
程度の期間を要するか調査した事例は見あたらない．
そこで，本研究ではモウソウチク林の皆伐作業が行わ
れた竹林を対象に，皆伐後５年間にわたりモウソウチク
林への回復過程を阻止する再生竹の刈り取り効果と広葉
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樹林化の可能性について検討した.

Ⅱ 材料及び方法
1 調査地
調査地は，かつてタケノコ生産が盛んであった静岡県
南伊豆町二条に所在するモウソウチク林（北緯 34 度 39
分，東経 138 度 50 分，森林簿 76 林班へ 8 小班）である

静岡

（図 1）．本林分は，標高 50m，斜面向きは東，傾斜は
30～35 度の平衡斜面に位置する．2007 年 11 月から翌

調査地

2008 年 2 月にかけて，一連する竹林の一部を残し全ての

浜松

竹稈が皆伐された．伐倒竹は搬出されずに，玉切り，枝
払い後に等高線方向へ棚状に積み上げられ整置された．
皆伐後，図 2 に示すように残存するモウソウチク林（以
下，母竹林と呼ぶ）からの距離に応じて，母竹林から 10m
～23m 離れたⅠ区および 51m～71m 離れたⅡ区に，それぞ
れ 2m×2m（4m2）のプロットを 4 個ずつ計 8 個設置した．
なお，本調査地では竹林の皆伐後，毎年１回，新たに
母竹林
（非伐採）

発生した再生竹の刈り取りが夏から秋にかけて行われて

竹林
（皆伐）

いる．
2 調査方法
皆伐後に再生したモウソウチクの稈は，毎年 1 回，夏
から秋にかけて全て刈り取り，各プロット内の稈につい
て，その本数と稈高を測定した．また，出現した木本に
ついても，各プロット内の高さ 30cm 以上の全ての個体に

図１ 調査地の位置とモウソウチク林の概況
残存する母竹林(非伐採)と伐採された竹林(皆伐)は
一連の竹林である

ついて，その樹種名を記録するとともに最大樹幹長を
1cm 単位で測定した．なお，本調査では樹高 30cm 以上の
個体を稚樹，それ以下を実生に区分し，前者を調査対象

．稈および木本の本数密度は，プロットの調査結果か

14)

とした．これは，更新が完了したとみなせる個体として，

ら ha 当たりの平均値に換算した．調査は，竹稈について

芽生え等の実生段階の個体は立ち枯れや表土移動に伴う

は皆伐後の 2008 年から 2012 年までの 5 年間，木本につ

流亡などでその枯損が著しいが，樹高 30cm 以上の個体で

いては，2008 年から 2011 年までの 4 年間で，その調査

は自立して生育することが可能と判断されるためである

日は，1 年目が 2008 年 10 月 16 日，2 年目が 2009 年 9 月

母竹林

図２ 調査プロットの設定状況
母竹林から距離が近いⅠ区と遠いⅡ区に区分，Ⅱ区右側には皆伐竹林が 100m 以上連続している．Plot は 2m×2m
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林から 50m 以上離れたⅡ区では，皆伐後の稈密度の平均

9 日，3 年目が 2010 年 9 月 9 日，4 年目が 2011 年 8 月 17

値（および中央値）は，1 年目 7500（8750）本/ha，2 年

日および 5 年目が 2012 年 8 月 16 日である．

目 6880（7500）本/ha で，3 年目以降には新たな再生竹

次に竹林皆伐後の植生回復に伴う生物多様性保全機能
を評価するため，出現した木本の種数と Simpson の多様度

は認められなかった．

指数 D を求めた．なお，出現した木本種はその生活型で

次に，再生竹の稈高の経年変化を図 4 に示す．Ⅰ区で

将来的に林冠層を形成する高木・小高木種と林冠下の下

はその平均値（および中央値）は，1 年目 0.7（0.6）m，2

層植生を形成する低木種に区分 10,11)して集計した．

年目および 3 年目 0.8（0.8）m，Ⅱ区では 1 年目 0.9

7)

（0.8）m，2 年目 1.5（1.3）m であった．再生竹の多くは
矮小化した細いササ状の株であり，最大の個体でもその

Ⅲ 結果及び考察

稈高は 2m 弱で，稈直径が太く稈高の高い母竹に近い形態
の再生竹は全く発生しなかった．九州における藤井ら 1)の

１ モウソウチク林の皆伐後に出現した再生竹および木本

調査では，皆伐 1 年目の再生稈数は 6000～18000 本/ha，

の密度とサイズの経年変化

平均稈高 0.7m で，ササ状のタケが再生したと報告されて

モウソウチクの皆伐後における再生竹の稈密度の経年

おり，本調査の値はそれらとほぼ同程度であった．この

変化を図 3 に示す．母竹林に近いⅠ区では，皆伐後の稈

ことから，一度皆伐した竹林において，その後の管理を

密度の平均値（および中央値）は，1 年目 24380

行わなかった場合には，再度竹林となる可能性が高いと

（20000）本/ha と多かったが，2 年目 10630（10000）本

みられる．そこで，モウソウチクを駆逐し， 広葉樹林の

/ha，3 年目 3130（0）本/ha で，4 年目以降には全てのプ

再生を図るためには，石田ら 3)や藤井ら 2)が指摘するよう

ロットで新たな再生竹は認められなかった．一方，母竹

な継続的な伐竹が必要と考える．藤井ら 2)は，皆伐後に
再生するこのようなササ状のタ

60000
稈密度（本 /ha）

稈密度（本 /ha）

60000
Ⅰ区

50000
40000
30000

ケを除去することによってタケ
Ⅱ区

50000

の再生力を大幅に衰退させるこ

40000

とが可能と推測しているが，そ
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の期間や回数については言及し
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ていない．本調査地では年 1 回，
最大 3 か年間の継続的な刈り取
りを行うことで地下茎からの再
1年

1年 2年 3年 4年 5年
経過年数

2年 3年 4年
経過年数

5年

生竹を駆逐することができた．
このことから，竹林皆伐 1 年目
には，生存する地下茎から多数

図３ 再生竹稈密度の経年変化
箱ひげ図は上から Q3+1.5IRQ，75%(Q3)，50%，25%(Q1)，Q1-1.5IRQ の各百分位数を，
×は外れ値を示す．ただし IRQ＝Q3-Q1 である

の再生竹が発生するものの，そ
れらを持続的に刈り取ることに
より，2 年目以降の再生竹の稈
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された．

2.0

モウソウチク地下茎の伸長成
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長量は最大で約 5.5m/年と報告 6)
されるが，本調査地ではⅠ区の
母竹林に近いプロットでは再生
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図４ 再生竹稈高の経年変化
箱ひげ図は上から Q3+1.5IRQ，75%(Q3)，50%，25%(Q1)，Q1-1.5IRQ の各百分位数を，
×は外れ値を示す．ただし IRQ＝Q3-Q1 である

稈密度が高く，母竹林から 20ｍ
以上離れたⅠ区およびⅡ区のプ
ロットでは，再生竹の稈密度が
低いなど，再生竹の稈密度は母
竹林からの距離に依存していた
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図６ 出現した木本密度の経年変化
異なる英字間には Kruskal Wallis 検定により
5％水準で有意差があることを示す

62190 本/ha）で，竹林伐採後の林床は完全にそれら木本
種で被覆された．生活型別ではアカメガシワ，カラスザ
ンショウ，ヤマグワなどの高木・小高木種の密度には有
意な経年変化は認められなかったが（Kruskal-Wallis 検定
（以下，同検定），ｐ＝0.07），モミジイチゴ，ムラサ
キシキブなどの低木種の密度は 4 年目以降有意に増加し
た（同検定，ｐ＜0.01）．将来的に林冠層を形成する高
木・小高木種について，出現した木本の樹高の経年変化

（図 5）．このことから，本調査地のように一連する竹林

を図 7 に示す．それらの平均樹高は，1 年目は 0.5m，2 年

を部分的に皆伐した場合，その外周縁部に母竹林から地

目は 1.4m，3 年目と 4 年目は共に 1.6m であり，1 年目から

下茎が拡大伸長することから，その部分の再生竹の継続

2 年目には有意な樹高成長を示す（同検定，ｐ＜0.01）な

的な刈り取りが必要と考えられる 12)．本調査地でも母竹

ど，順調に成長し広葉樹林化が進展していると認められ

林と皆伐された竹林の境界部分には毎年稈径の大きな再

た．

生竹が発生したことから，それらの重点的な刈り取りが
行われたことが，母竹林の拡大を防ぎ，皆伐地内の再生
竹を駆逐したものと考える．

２ モウソウチクの皆伐後に出現した木本の種多様性の経
年変化

モウソウチク林を皆伐して広葉樹林への林種転換を図

皆伐後に出現した木本種について，生活型ごとの種数

る場合，将来的に高木層，あるいは亜高木層を構成する

の経年変化を図 8 に示す．プロット（/4m2）あたりの木

高木種や小高木種の出現が重要である．そこで，抜き伐

本種数は，1 年目が 7 種（高木・小高木種 5 種，低木種 2

り後に出現した木本密度の経年変化を図 6 に示す．その

種），2 年目が 9 種（高木・小高木種 6 種，低木種 3 種），

結果，皆伐後に出現した木本密度の平均値は，1 年目は

3 年目が 12 種（高木・小高木種 6 種，低木種 6 種），4

113750 本/ha（高木・小高木種 93440 本/ha，低木種
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図 10 主要先駆種３種および常緑樹の本数密度の経年変化
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棒上の値は本数比率，主要先駆種はアカメガシワ，カラス
ザンショウおよびクサギを示す

図８ 出現した木本種数の経年変化
異なる英字間には Kruskal Wallis 検定により 5％
水準で有意差があることを示す

された．これは皆伐直後の 1 年目には，先駆樹種である
アカメガシワ，カラスザンショウおよびクサギの 3 種の

Simpsonの多様度指数D

1.00

侵入が極めて多数で，その本数密度は 96560 本/ha，それ
らが全木本密度に占める割合は 85％であった．しかしな

0.80

がら経年的にそれらの値は低下し，4 年目には 34690 本
/ha と 26％になった（図 10）．一方，出現した常緑広葉

0.60

樹であるアオキ，シロダモ，スダジイ，ヒサカキ，トベ

0.40

ラおよびマンリョウの 6 種の本数密度とそれらが全木本
密度に占める割合は 1 年目 2810 本/ha と 2％で極めて少

0.20

なかったが，経年的に増加し，4 年目には 15630 本/ha と
12％になった．本調査地では皆伐された竹林に隣接した

0.00
1年

2年

3年

尾根部に常緑広葉樹林が存在すること（図 1）から，それ

4年

らが竹林伐採地の種子供給源となり常緑広葉樹の出現が

経過年数

促進されたと推測される．このように，先駆種 3 種の個

図９ 出現した木本種の多様度指数の経年変化
Simpson の多様度指数 D は，プロット 8 個分（4m ×8 個
＝32m2）を込みにして集計した
2

体数が占める割合が低下し，その他の樹種の比率が高ま
るなど，樹種別の偏りが改善されたことが多様度指数の

年目が 15 種（高木・小高木種 9 種，低木種 6 種）であり，

増加した理由と考えられた．本調査地ではモウソウチク

高木・小高木種および低木種の種数はともに経年的に増

林の皆伐直後には，埋土種子由来と推測される先駆種が

加した（同検定，ｐ＜0.01）．出現した種数とその個体

高密度で発生したが，それらは種内や種間の個体間競合

数を用いて Simpsonの多様度指数 D（以下，多様度指数と

で個体数を減らし，その後，耐陰性が高い常緑広葉樹の

称す）を算出した結果を図 9 に示す．多様度指数とは種

本数密度が高まりつつあることが短期的に認められた．

の豊富さと種組成の均等さの両方を含んだ尺度である 6)．

以上，本研究では竹林の皆伐による林種転換について，

したがって，多様度指数が高いことは，出現する樹種が

再生竹を衰退させるための持続的な刈り取りの効果と広

多く，かつ樹種別の個体数に偏りが少ないことを意味す

葉樹林化への可能性を示した．モウソウチク林の皆伐 1

る．その結果，1 年目 0.72 であった値は経年的に増加し

年目には多くの矮性化したササ状の再生竹が多数発生し

て 4 年目には 0.91 となり多様度指数は増加した．竹林の

たが，同時に先駆樹種もそれ以上の密度で出現し，樹高

皆伐後，4 年という短期間ではあるが，木本の種数や多様

成長した．このため稈高の低い再生竹は，それらの刈り

度指数が増加し，種多様性が高まりつつあることが確認

取り効果と併せて，カラスザンショウなどの先駆樹種に
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被圧されたことで，自然と駆逐された可能性があると考
えられた 5)．しかしながら，本研究は伊豆半島南部の温暖
多雨な里山地域での結果であることから，今後はさらに
多数の事例を調査すると共に，皆伐後の再生竹の刈り取
りではなく除草剤散布で枯殺する方法，また除草剤の稈
注入で竹稈や地下茎を枯殺後に皆伐する方法など，より
省力的かつ効果的なモウソウチク林の駆逐方法の開発が

成長からみた竹林拡大の解析. 日林誌 92，93～99.
7) 宮下 直・野田隆史（2003）
：群集生態学，186pp，東
京大学出版会，東京.
8) 小倉 晃・江崎功二郎（2010）
：放置竹林とスギ林に
おける地表流の比較. 石川林試研報 42，4～5.
9) 岡村はた（1997）：朝日百科 植物の世界Ⅱ，朝日新
聞社，13.
10) 佐竹義輔・原寛・亘理俊次・冨成忠夫編（1989）：日

望まれる.

本の野生植物木本Ⅰ，321pp，平凡社，東京.

Ⅳ 摘 要

11) 佐竹義輔・原寛・亘理俊次・冨成忠夫編（1989）
：日
本の野生植物木本Ⅱ，305pp，平凡社，東京.

モウソウチク林を皆伐し広葉樹林へ林種転換するため，

12) 鈴木重雄（2008）：モウソウチク稈の除去後に再生し

皆伐後の再生竹の持続的な刈り取りと広葉樹林化の可能

た植生の構造と種組成の変化．景観生態学 12，43～

性について検討した．その結果，皆伐 1 年目には残存す

51．

る地下茎から矮性化したササ状の再生竹が多数発生した

13) 鈴木重雄（2008）
：タケノコ生産地域における竹林の

が，それらの刈り取る作業を 3～4 年間継続することによ

分布拡大過程 : 千葉県大多喜町の事例．植生学会誌

り，再生竹を駆逐することが可能であった．一方，皆伐

25，13～23．

後には高密度で先駆樹種が出現し，林床を完全に被覆し
た．これら木本種の種数や多様度指数は経年的に増大し，
種多様性の向上と広葉樹林化の進展が確認された．
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