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里山の生態系・生物多様性への脅威となっているモウソウチクとマダケの生育に適した環境

が，温暖化の進行と共に拡大することが気候モデルで予測された。パリ協定に準じて温暖化を

1.5℃以下に抑えると，4℃気温が上昇した場合に比べてタケの生育に適した環境の増加が緩や

かだった。こうした影響評価は，現在とりまとめが進められている IPCC 1.5℃特別報告書な

どに貢献することが期待される。気候変動・温暖化を抑制する緩和策と同時に，外来種予防三

原則に基づいた生態系管理などの「適応策」を進めることも重要である。 

（キーワード：産業管理外来種，気候変動影響，種分布モデル，非静力学領域気候モデル，パ

リ協定） 

 
 

本稿では，政府のレポート（環境省ら，2018）でも紹介された Takano et al. (2017) 

Ecology and Evolution 7(23): 9848-9859 の概要を説明する。詳細は，原著論文を参照された

い。 

 

１．研究の背景 

 

87 属 1500 種以上ともいわれるイネ科のタケ亜科は世界中の熱帯から温帯に分布し

（Ohrnberger, 1999），日本にも 150-600 種が分布するとされている。日本の竹林は 16 万 1

千ヘクタールに上り（林野庁，2014），その 99%をモウソウチクとマダケが３：１の割合で

占めている（鳥居・井鷺，1997）。モウソウチクやマダケが含まれるマダケ属のタケは中国
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から持ち込まれた帰化種と考えられており（小林，2017：ただしマダケとハチクは日本に自

然分布していたとする説もあり，決着していない），日本でも食料（主にモウソウチクとハチ

ク）や材（主にマダケ），園芸などの目的で利用されてきた（奥富，2005）。 

しかし 1970 年代以降，タケノコの輸入自由化や農家の高齢化に伴って竹林の管理放棄が進

んでいる（中島，2001）。特に成長の早いモウソウチクはタケノコから約 1 ヶ月で 20m もの

高さに成長し，周りの植物を日陰にして枯らしてしまう。さらに放棄竹林は年に最大 3～4m 

の速さで周囲に拡大していくことから，里地里山管理の上で最大の問題点とも言われている

（環境省，2004）。2015 年には，国がマダケ属のタケを産業管理外来種（産業または公益的

役割において重要であるが，利用上の留意事項が求められるもの）に指定した。各地で駆除や

有効活用が試みられているが，再生の速い竹林を完全に駆除するには多大な労力を要すること

もあり，根本的な解決には至っていない（鳥居・奥田，2010）。 

マダケ属のタケの本来の（自然の）分布域は中国の長江以南であると考えられており

（Ohrnberger, 1999），本属のタケは暖かい気候を好む。このため，現在日本国内では放棄竹

林は主に温暖な西日本で問題になっている（染矢ら，2010）。将来の気候変動に伴い日本域

の温暖化が進めば，さらに高緯度・高標高でも竹林が生育可能となり，竹林周辺の里山を飲み

こんで生物多様性を低下させる，農林業被害を引き起こすなど，生態系に悪影響を及ぼす可能

性がある。一方，タケは種子による繁殖をほとんど行わないため，現在の日本の竹林の広域な

分布は主に人間の植栽活動によって形成されたと考えられる。このため，マダケ類が生育可能

な地域が今後どのように拡大していくのかを前もって知っておくことが，将来の竹林の管理を

考える上で重要である。 

 

２．竹林分布と気候の関係 

 

タケが生育可能な地域を統計的に予測するためには，実際のタケの分布と気候との関連性を

知る必要がある。まず Takano et al. (2017) で

は野外調査を行い，長野県から青森県までの

145 の気象観測地点（アメダス）から半径

5km 以内でマダケとモウソウチクの有無を調

べた。さらに，調査対象としたアメダスの周

囲で 1975–1980 年の間に撮影された空中写真

を用いて過去の竹林の分布も調べ，1975 年か

ら現在までの間に新たに竹林が定着した場所

が 17 カ所あることを見つけた。これら 2 時

点での竹林の分布と緯度・標高との関係を見

ると，まず，緯度・標高が一定以上の場所に
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は竹林が分布していないことがわかり，竹林の分布は低温によって制限されていることがわか

る（図 1）。さらに，1975 年以降に新たに成立した竹林は，緯度–標高傾度に沿った分布の限

界付近に集中していることが明らかになった（図１）。このことは，過去 40 年程の間にもマ

ダケ類が植栽され，竹林の分布域が高緯度・高標高に拡大していたことを示している。 

 

図１ 緯度・標高と竹林のありなしとの関係。灰色で示した移行帯を超えると竹林の分布

（○）が見られず，竹林の新規定着が確認された 17 地点（△）はこれら移行帯に分布してい

る。 

 

野外調査・空中写真から得られた 2 時期の竹林の分布データと，アメダスで記録された各

時期に対応する 10 年間の気温の平均値との関係を見ると，どちらの時期でも年平均気温が

8.6℃を下回る地点，年最低気温が－16.8℃を下回る地点では竹林が確認されなかった。さら

に，アメダスで記録された気象要素から年最高気温，年最低気温，年平均気温，季節別の降水

量などの気候値（2002 年から 2011 年にかけての 10 年間の平均値）を計算し，どのような気

候値の組み合わせで 2012 年の竹林の分布を最もよく予測できるのかを検討した。その結果，

平均気温と日射量の年平均値を用いたロジスティック回帰と呼ばれるモデルが最も高い予測力

を持つことがわかり，このモデルで 145 カ所の竹林の有無を 93%の正答率で予測することが

できた。作成したモデルから平均気温・日射量とタケの存在確率との関係を計算すると，年平

均気温が 8～11℃を超えるとモウソウチク・マダケが生育できる確率が高くなり，日射量が多

くなることも両種の存在確率を高めることがわかった（図 2）。しかし調査地点の気候値を予

測モデルに当てはめて計算した結果，存在確率の予測値が高くても，竹林が確認できなかった

地点（図 2，能代，男鹿，八森，大間など）が見られた。これらの地点は，モウソウチク・マ

ダケが生育できる気候条件ではあるが，現在

までのところ植栽が行われていない地点だと

考えられる。 

 

図２ マダケ・モウソウチクの潜在的生育適

域である確率と年平均気温・日射量との関

係。背景がモデルの推定値（左下の濃灰色は

確率 0（0%），中央の白色は 0.5（50%），

右上の灰色は 1（100%）を示しており，等値

線の値も存在確率を示している。），●はタ

ケが実際に野外調査で観察された調査地点，

△は観察されなかった調査地点を表してい

る。 
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３．将来気候の予測 

次に，得られたタケの生育可能域モデルに適用するための将来気候（本研究では気温と日射

量の年平均）を予測した。この目的のために大気大循環モデルという気候モデルを使い，将来

の地球大気状態の再現を行った。気候を決定する重要な要素として二酸化炭素を始めとする温

室効果ガスの濃度があるが，将来気候における値は排出シナリオと呼ばれる予測に基づいて決

定される。温室効果ガスの排出を減らし，人為的な気候への影響を緩和しようとする取り組み

が各国・世界規模で行われているが，その成否は今後の経済発展・技術進歩，さらには人々の

環境意識などによって決まってくる。Takano et al. (2017) のモデルでは RCP8.5 という高排

出シナリオを採用し，その上で複数の気候シミュレーションを行うことで信頼性の高い予測を

行うことを目指した。 

前述のタケの生育可能性確率モデルに将来気候を適用するためには気温や日射量の実際の値

が必要となる。しかし，気候モデルは完全ではないために無視できない程度の「予測の誤差」

（バイアス）が存在しており，気候モデルの出力をそのまま竹林モデルに適用することはでき

ない。そこで，バイアスは現在と将来で大きくは変わらない，という気候モデルの特性を利用

してこの問題を回避した。具体的には観測データであるアメダスデータと現在気候のモデル出

力を比較することでバイアスを推定し，この分を将来気候のモデル出力から差し引くという

「気候モデルのバイアス補正」を行った。 

前述のようにタケの生育可能性を決定する上で最も重要な要素は気温であるが，気温の将来

変化は場所・標高ごとに異なるため，個々の地点での気候変化をできるだけ空間詳細な情報と

して出すことが必要である。そのためにダウンスケーリングと呼ばれる手法を利用して，最初

に地球全体の気候を再現する大気大循環モデルを動かしておおまかな気候を再現し，その結果

をもとに日本付近で空間解像度の高い領域気候モデルを動かした。RCP8.5 シナリオのもとで

は日本付近での地上気温は産業革命前と比較して約 4℃上昇しており，この高温化した日本域

の気候を水平方向 5km のグリッドで再現した。2015 年に採択されたパリ協定は産業革命前か

ら全球気温上昇を 2℃未満に抑えることを目標とし，さらに努力目標として 1.5℃未満の昇温

量が設定された。これら温暖化進行の様々なレベルのもとでの影響を評価するために，

RCP8.5 シナリオの 21 世紀末に近い 4℃昇温に加えて，3℃，2℃，1.5℃の昇温に到達する時

期の気候を予測した。 

 

４．潜在生育適域の将来予測 
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こうして得られた将来の気温と日射量をタ

ケの分布予測モデルに当てはめることで，気

温が上昇した将来気候においてタケが生育可

能な地域を推定した。その結果，1980–2000

年には東日本（北緯 35 度以北，東経 136 度

以東：図 3 の範囲）でモウソウチクとマダケ

の生育に適した土地の割合は 35%であったの

に対し，全球平均気温が産業革命前に比べて

1.5℃上昇した場合には 46～48%，2℃上昇で

は 51～54%，3℃上昇では 61～67%，4.0℃

上昇した場合には 77～83%まで増加し，北限

は稚内にまで到達すると予測された。 

 

５．まとめ 

 

Takano et al. (2017) によって得られたこれ

らの結果は，地球温暖化を 1.5℃に抑制する

パリ協定の目標が，温暖な生育環境を好む外

来種であるタケの分布拡大を抑制するため

に，一定の効果を持っていることを示した。

一方で，タケの広域の分布は主に人間による植栽によって決まっていることも考慮しなくては

ならない。今回予測したのはタケの「潜在」生育適域である確率であるため，確率が高い場所

でも人間が植栽しない限り，タケが生えることはない。温暖化がある程度進んでしまった場合

にも，外来種被害予防三原則である，入れない・捨てない（管理放棄しない）・拡げない（タ

ケを新たな土地に定着させない）といった管理と対策を地域住民と行政が一体となって進める

ことが重要である。例えば，茨城県では森林湖沼環境税を導入し，これを財源とした「身近な

みどり整備推進事業」によって，市町村が行う竹林管理事業を支援している。この事業では，

竹林の整備と地域住民による竹を利用した特産品の開発・商品化を目的として間伐を行ってお

り，温暖化が進行した場合にもこのような対策を行うことで，竹林の拡大や生態系への影響を

ある程度防ぐことができると考えられる。このように，気候変動対策においては，温暖化その

ものを抑制する温室効果ガスの削減（緩和策）と，気候変動が進んでしまった場合の適応策の

両方を進めていく必要がある。 
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