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竹林の生育に適した環境だと予測された地域
出典：東北大学・長野県環境保全研究所他（2017）を一部改変

現在、分布上限及び北限付近においてもモウソウチク
やマダケの拡大が報告されており、気温の上昇が原因
の一つとして指摘されている。

将来、東日本におけるモウソウチクとマダケの生育適
地の将来変化を予測した研究によれば、 現在の 35% か
ら 61-67%（3℃上昇の場合）に増加し、分布北限が現
在より北上すると予測されている。

気候変動による気温の上昇が、竹林（モウソウチ
クとマダケ）の生息適地に変化を及ぼしている。

モウソウチクやマダケは人間が植えないと定着しない*ことから、特に今後の気温上昇により生育適地とな
る地域では、未植栽地における予防（植栽したら必ず管理する）が重要となる。また既に植栽後拡大してい
る地域では、竹林の駆除や利用といった管理活動を行う事が考えられる。

未植栽/管理地域 拡大地域（⇒他土地利用へ転換） 拡大地域（⇒管理竹林へ）

住民への啓蒙 利用促進薬剤駆除伐採駆除

侵入状況

拡大防止 /森林機能の維持予防 利用目的

分類

■竹林管理の継続 ■人力による伐採 ■パルプ、
　バイオマス燃料利用

■管理できない場合の
　対策
例）広葉樹林等への転換

竹林の拡大 自然生態系分野｜陸域生態系｜里地・里山生態系

気候変動の影響と適応策

影響の要因

現在の状況と将来予測

適応策

*モウソウチクやマダケは天然更新せず地下茎で伸長する為、人為で植えない限り、別の場所で増える事は無い。

竹チップ

セルロースナノファイバー

バイオマス発電施設

元々の竹林
拡大した竹

拡大した竹二次林

■重機による伐採 ■土壌への散布 ■工業的利用

■竹稈、切株への注入

ドリル等で穴あけ

薬剤注入

協力：国立研究開発法人 森林研究・整備機構
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【参考文献】高知県立森林技術センター（2007）「どーする？竹林　竹林の管理と利用について」https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030102/files/2009100700115/2009100700115_www_pref_kochi_lg_jp_uploaded_attachment_460.pdf、森林総合研究所（2018）「広がる竹林をどうしよう？と
いう時に 放置竹林の 把握と効率的な駆除技術」https://www.ffpri.affrc.go.jp/fsm/research/pubs/documents/leftbambooforest.pdf、中央環境審議会（2020）「気候変動影響評価報告書（詳細）（案）」https://www.env.go.jp/council/06earth/K21_09.pdf、東北大学・ 長野県環境保全研究所他（2017）
「タケ、北日本で分布拡大のおそれ」https://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20171016_01web.pdf、鳥居厚志他（2010）「タケは里山の厄介者か？」https://www.forestry.jp/publish/ForSci/BackNo/sk58/58.pdf、林野庁（2018）「竹の利活用推
進に向けて」 https://www.rinya.maff.go.jp/j/tokuyou/take-riyou/attach/pdf/index-3.pdf、林野庁（2020）「森林・山村多面的機能発揮対策交付金」https://www.rinya.maff.go.jp/j/sanson/tamenteki.html、 K. Takano et al.（2017）「Detecting latitudinal and altitudinal expansion of 
invasive bamboo Phyllostachys edulis and Phyllostachys bambusoides (Poaceae) in Japan to project potential habitats under 1.5°C‒4.0°C global warming」 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ece3.3471

【現時点の考え方】社会的要因（タケノコの価格下落、竹以外の資材や材料の普及等）により、主に西日本を中心として東日本の一部地域などでも放置竹林がみられるようになり、周囲の森林等へ拡大している事が確認
されている。その対策として、竹の駆除方法や利用に関する知見が蓄積されてきている。

【気候変動を考慮した考え方、準備・計画】気候変動が進むと北日本でも竹林の生育適地が拡大すると予測されているが、竹林を植栽するのは管理出来る場合のみとする必要がある。管理できなくなった場合は放置せず、
既に蓄積された知見を活かして竹林の地上部・地下部全てを駆除し、他の土地利用に転換する事が重要である。

モウソウチクは中国から持ち込
まれ、タケノコや竹材生産の為
に西日本を中心に広く植栽され
たものである。近年では輸入タ
ケノコが増加し、竹林の放置が
進んでいる。植栽する場合は、
下記の事項を守る事が重要とな
る。

［ 竹林管理の継続 ］
竹林管理が出来る場合のみ植栽
を行う。

［ 管理できない場合の対策 ］
管理できなくなった場合は竹林
全てを駆除し、広葉樹林の再生等、
別の土地利用に転換する。

［ 人力による伐採 ］
①駆除回数・期間
竹林を地下茎まで駆除するには、地上部の刈り払いを年 2 回 7 年間継
続する必要があるとの研究成果が示されている。地上部を全て刈り払
っても、生き残った地下部から多数の再生竹が生える為、辛抱強く伐
採し続ける事が必要となる。

②道具
ナタや鋸を使う方法もあるが、竹用チェーンソー（木を切るチェーン
ソーより刃が多くついている）を使うと効率的である。

［ 重機による伐採駆除 ］
通常の重機に装着可能な竹伐採専用のアタッチメントが開発されており、
切断・引き出し・小割・集積などを行うことができる。平地等では地下
茎ごと除去出来る場合もあり、重機による作業が可能な場所では有効で
あるが、表土もはぎ取る為、その後の土地利用を考慮する必要がある（宅
地利用等）。

竹の枯殺を目的として農薬登録されている除草剤* には、グリ
ホサート系除草剤と塩素酸系除草剤があり、竹稈または切り
株に 1本づつ注入する方法と、土壌に散布する方法がある。

［ 竹稈、切株への注入 ］
電動ドリルやドリルビットで穴を開け、分注器やスポイトな
どを用いて注入（投入）する。竹稈と切株では再生を抑制す
る効果には差があり、特に地上部を伐採してから切株へ注入
した方が再生を抑制する効果が高い。

［ 土壌への散布 ］
竹林の伐採前や伐採後に塩素酸系除草剤を土壌散布し、根系
に直接作用させて枯殺する（枯稈の伐採には注意が必要）。成
竹に加え、伐採後に再生したササ状の細い竹の駆除にも有効。

*地下茎にグリホサート成分の移行があると思われる為、使用上の
注意を守り、処理区から 15m 以内に発生したタケノコは 2 年間は
食用にしない。

［パルプ、バイオマス燃料利用］
近年、鹿児島県等においてパルプ
利用の需要量が伸びている。また、
バイオマス燃料としての利用につ
いては、山口県等一部地域において、
企業と連携した技術開発や制度的
支援により取組を進めている 例が
出てきている。

［ 工業的利用 ］
竹の繊維利用や樹脂としての利用
が実用化されている。また、新素
材のセルロースナノファイバー
（CNF）を製造する技術が開発され、
一部で実用化が進んでいる。

通年
注入：生育期（春～秋頃、薬剤により異なる）
散布：生育期（春・秋） ー

侵入拡大を防ぐという点から効果
が高い 注入・散布共に半年程度で枯死

竹の利用という点において効果が
高い

資源量に応じた適正規模での利用
が考えられる。

低

ー

ー

高

ー

竹林の拡大

方法

時期

効果

コスト

処理時間
（目安）

備考

適応策の
進め方

未植栽/管理地域 拡大地域（⇒他土地利用へ転換） 拡大地域（⇒管理竹林へ）

住民への啓蒙 利用促進薬剤駆除伐採駆除

侵入状況

拡大防止 /森林機能の維持予防 利用目的

分類

一例として放置竹林を 4年間、毎年全て人力で伐採した場合で 230 万
/ha 程度（出典：森林総研 2018）。「森林・山村多面的機能発揮対策交付
金（林野庁）」等の助成が利用可能な場合もある。

地上部の刈り払いを年 2回 7年間継続する（出典：森林総研 2018）。
重機で根茎まで除去出来れば土地利用転換が可能となる。

通年作業が可能だが、梅雨明けの時期が最適（地下茎の養分が少なくなる為）。
（出典：高知県 2007）

〈試算例：立竹密度が 10,000 本 /ha で薬剤処理と伐採した場合〉
竹稈注入：109 万円 /ha 程度、切株注入：133 万円 /ha 程度、
土壌散布 113 万円 /ha 程度（出典：森林総研 2018）

〈試算例：立竹密度が 10,000 本 /ha を薬剤処理のみする場合〉
竹稈注入：1,280 ㎡ / 人日、切株注入：1,035 ㎡ / 人日、土壌
散布 1,519 ㎡ / 人日（出典：森林総研 2018）

一例として、一連の作業（伐採・玉切り・運搬・残材処理）を 4 人 1 組
で行う場合、約 140 本 / 日（出典：高知県 2007）

地上部から竹がなくなっても、地下部が残っている場合再生してくる為、
数年間は観察が必要。

薬剤を使用した場合でも 1 回で完全枯殺は難しく、状況に応
じて複数回の施用を検討する。
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