
Ⅰ．はじめに

1. 日本緑化工学会および生態・環境緑化研究部

会について

日本緑化工学会は 1966（昭和 41）年に創立

され（当時名称は日本法面緑化研究会），緑化

に関わる現地検討会，研究発表会等の活動を開

始した，自然再生をテーマとする学術機関とし

てはアジアで最初に設立された学会である．

1989（平成元）年に団体名称を「日本緑化工学

会」に，会誌を「日本緑化工学会誌」に改称し

た．2005年に関連学会とともに国際コンソー

シアムを設立し，協同刊行の英文誌 Landscape 

and Ecological Engineeringを創刊した．

日本緑化工学会では，研究や活動を推進する

ため，対象分野・目的に応じた研究部会をつくっ

て自由に活動することが認められており，2018

年現在，8つの研究部会が活動している．その

中の一つである生態・環境緑化研究部会では生

物多様性に配慮した緑化事業や自然再生を推進

する活動を行っている．主に，事業者，市民，

住民など植物を実際に「扱う」，「触れる」立場

や視点に重心を置いて地域性種苗の活用に取り

組んでいる．社会では自然，緑に対する関心が

高まり，生物多様性の保全についての議論も多

くなってはいるものの，学術的な知見の蓄積や

社会的要求に見合うような事業は多くなったと

は言えず，取り組むべき課題は多く存在すると

考えている．

2. 阿蘇ワーキングチームの立ち上げ

2016年に「平成 28年（2016年）熊本地震」

が発生した．この地震による影響に加え，当年

複数回の豪雨の影響により，多くの土砂移動・
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災害が発生した．被害の大きかった地域周辺は

阿蘇カルデラなど自然公園を多く含んでおり，

地域の景観，生態系の保全も重要であり，周辺

地域での復旧事業の進め方が大きく影響するこ

とが考えられる．研究部会では災害からの再生

に寄与する活動を検討し，2017年 3月に現地見

学会およびシンポジウム「熊本地震災害から学

ぶ “緑” の役割とその再生」を企画し開催した

（図 1）（生態・環境緑化部会 2017）．この行事は

平成 28年熊本地震および平成 24年豪雨による

被害を受けた地域を中心に，災害の復旧から復

興，さらに持続的な発展につなげるため，短期

的／長期的な視点に分けつつ議論したものであ

る．この現地見学会やシンポジウムの企画や準

備がきっかけとなり，研究部会幹事を中心に「阿

蘇小規模崩壊地復元プロジェクト」（生態・環境

緑化研究部会 http://www.jsrt.jp/tech/ASO_project.

html）を立ち上げ，参加会員を含む「阿蘇ワー

キングチーム」として活動を継続している．

Ⅱ．阿蘇の自然景観と資源・草原の維持管理

1. 自然景観とその保全

阿蘇カルデラといえば，草千里に代表される

壮大な火山と草原の景観が思い浮かぶ．人工の

牧草地を除いた自然草原の面積は約 15,000 ha

（阿蘇草原再生協議会 2007，2014；環境省九州

地方環境事務所 2009，2013）といわれ，日本

最大級の草原といえる．阿蘇は昭和 9年に国立

公園に指定された，日本を代表する景勝地のひ

とつでもある．自然景観としてだけではなく，

草原生態系としても重要であり，およそ 600種

類の植物がみられるという（環境省九州地方環

境事務所 2009，2013；瀬井ほか 2015）．草原と

共生して維持されてきた農畜産業は，2013年

に国際連合食糧農業機関から「草原の維持と持

続的農業－阿蘇地域世界農業遺産」として世界

重要農業遺産システム（世界農業遺産）に認定

されており，地域一体となって農林業の生産振

興と草原の利用拡大，自然環境・生物多様性・

文化の維持・保全などの取り組みが進められて

いる．

2. 草原の現状と課題

2017年のシンポジウム，見学会の準備や下

見などのために訪問した現地機関や関係者とや

りとりをする中で，かねてから草原の維持管理

や植物の活用について多くの問題があることを

伺った．阿蘇の草原は多くが入会地として集落

単位で共同管理されてきており，地域の資源で

もある草原の持続的な利用，維持に大きく貢献

してきた．しかし畜産農家の減少，農村の高齢

化や過疎化により野焼き・輪地切りなどの管理

に関わる作業に従事する人が減少し，草原の維

持が難しくなってきていた（熊本県 2017）．そ

して地域全体での草原面積の減少，草原の構成

種の変化などが進み，それに伴って草原景観が

損なわれることや生物の多様性が失われること

などが課題となっていた．放牧地としての牧野
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図 1　2017年 3月に開催したシンポジウムのポスター



利用についても，農業機械の導入により耕作に

使役する牛馬が不要となったこと，口蹄疫や牛

肉の輸入自由化の影響により有畜農家が減少し

たこと（1998年から 2003年までの 5年間で約

64 %になった（阿蘇草原再生協議会 2007，

2014；環境省九州地方環境事務所 2009，

2013）），その他の原因も重なって放牧圧が減少

したことから放牧利用される草原が減少し，全

体的に長草型化も進んでいる（図 2）．草丈が

大きくなると刈り払い，輪地切りなどにかかる

労力が増加し，さらに延焼の危険が増すなど近

年野焼きにおける事故が増加する原因の一つに

もなっている．長草型化による影響には，草原

構成種の減少，植生の単純化も指摘されている

（阿蘇草原再生協議会 2007，2014；環境省九州

地方環境事務所 2009，2013）．一方，ある程度

の放牧圧，つまり採食圧がある箇所では短草型

が維持され（図 3），半自然草原にみられる構

成種が多く生育している（図 4）．

3. 阿蘇の草原再生への取り組み

草原の維持管理が困難になっている状況から

環境省や周辺自治体などの関係機関により，

1995年に公益財団法人阿蘇グリーンストック

が設立された．また，自然再生推進法に基づく

阿蘇草原再生協議会が 2005年に設立され，阿

蘇の草原再生の全体的な方向を定めるために阿

蘇草原再生全体構想「阿蘇の草原を未来へ」

（2007年 3月（阿蘇草原再生協議会 2007），お

よび第 2期，2014年 3月（阿蘇草原再生協議

会 2014））を取りまとめている．全体構想では，

“草原の恵みを持続的に活かせる仕組みを現代

に合わせて創り出し，「かけがえのない阿蘇の

草原を未来へ引き継ぐ」” ことを目標に掲げて

いる．その中で，担い手や支援の拡充，連携の

強化などが緊急に必要な取り組みであることが

述べられている．

4. 平成 28年熊本地震および豪雨による影響

阿蘇周辺の地域では，2016年に発生した熊

本地震の影響により，草原に大小の亀裂や崩壊

が発生した．さらにその後の降雨により拡大し
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図 2　放牧圧が低くなり長草型化しつつある牧野

図 3　放牧圧が維持されている短草型草原

図 4　盆花として代表的なオミナエシやヒゴタイが生育する

草原



た箇所が多くあり，牧野の管理道路や歩道が被

災して通れなくなったことなどから草原管理の

継続にさらなる負担がかかることが危惧されて

いた．組合を対象に行ったアンケートでは野焼

きなど維持管理が当面できない，継続への不安

があるとした組合が多くあった（熊本県 2017）．

今回発生した斜面崩壊や土石流について，30

度以上の急勾配斜面で斜面変動が多かったもの

の，10-30度の緩勾配斜面でも多数の崩壊が見

られた．中央火口丘を覆うテフラが厚く堆積し

た地盤で，流動化したテフラ層が地震による亀

裂を発生させたり，地震後に発生した数回の降

雨によりさらに土砂が移動したりしたケースが

観察された．過去の豪雨災害による崩壊があっ

た場所で，地震による斜面変動の発生が多く見

られたが，緩勾配斜面に発生した小規模な崩壊

地では，崩壊後の降雨による土砂移動は少ない

様子が観察された．そこで，そのような小規模

崩壊地では地表面を植生で覆うことで，比較的

安定した状態が保てるのではないかと考えた．

Ⅲ．阿蘇小規模崩壊地復元プロジェクトの展開

1. プロジェクトの目的

1）　生態系に配慮した復旧事業

熊本地震の復旧事業について，地域の方々か

らは，被害箇所が多く，環境や景観に配慮すべ

き場所で十分な配慮がなされるか心配する声を

耳にした．内閣府が作成した復旧・復興ハンド

ブック（内閣府防災担当 2016）では公共土木

施設等の災害復旧について，災害復旧事業とは

「災害に因って必要を生じた事業で，災害にか

かった施設を原形に復旧する」ことを目的とし

ている，と原則が定義されているが，同時に留

意点として，“環境との調和” が上げられ，そ

の中では「近年は，地球環境から身近な自然環

境まで，その保全や改善が社会資本整備におい

ても重要な課題となっている．災害復旧事業も

その例外でなく，事業の実施に当たって自然環

境との調和や良好な環境づくりに努めることが

求められており，そのための事業ガイドライン

が作成されている．」とある．国立公園等の自

然公園においては，環境省が 2015年に発表し

た「自然公園における法面緑化指針」（環境省

2015）（以降，2015年の緑化指針という）に沿っ

て事業が行われることが期待される．景観や地

域生態系に配慮した事業を採用する根拠はある

と言える．

2）　緑化の役割や価値観の変化における学会の

役割

日本緑化工学会では，植物の供給体制から緑

化の計画，設計，施工，評価などの全般につい

て，緑化植物の取り扱いの基本的な考え方を発

信してきた．生物多様性保全に関する議論が進

み，法律や行動計画，指針等が整備され，緑化

においても侵食抑制や景観配慮だけでなく，地

域の生物多様性への配慮が求められるように

なった．生物多様性に特に配慮する必要のある

地域に植物を導入する場合を中心として，地域

性系統の植物の種苗を利用する緑化（地域性種

苗利用工）の必要性は高い．また，地域性種苗

利用工に関する技術には相応の蓄積があり，技

術的に解決可能な場合は多い．しかしながら，

緑化の現場においては必要性や技術的な実現可

能性があったとしても，地域性種苗利用工が選

択されない現場が多いことが問題になってい

る．

1994年に公共事業における市場単価方式が

法面工にも適用された．市場単価の主体種子と

して外国産在来種と国内産在来種は区別される

ことなく「在来種」として扱われてきた．市場

単価方式では在来種を含めて「種子は外国産を

基本とする」とされ，外国産種子の利用が前提

とされている．旧要注意外来生物リストおよび

生態系被害防止外来種リストにはトールフェス
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クに代表される多くの外来牧草類が掲載された

が，ススキ，ヨモギ，イタドリ等の外国産在来

種は掲載されなかったため，多くの公共事業に

おいて外来牧草類の代わりに外国産在来種が利

用される結果を招いた（なお，意図しない物質

や他種植物種子の混入などが問題となり，現在

ではススキ種子は輸入されていない）．近年，

生物多様性保全への意識の高まりから，国内産

在来種の流通や一部では地域性種苗を活用した

取り組みも始まったが，在来種を使用する場合

は，価格の面から外国産在来種が多用されてい

るのが現状である．

今後の緑化のあり方を考えた場合，地域性系

統の緑化植物の利用を主流化することが重要で

ある．外国産在来種の利用によって遺伝的撹乱

のリスクが生じていること等を踏まえて，生物

多様性に特に配慮する必要のある地域を中心に

可能な限り多くの地域において，生物進化のプ

ロセスを尊重し，遺伝的多様性を損じることの

ないように，地域性系統の植物（地域性種苗）

による緑化を推進したいと考えている．

2. 「阿蘇小規模崩壊地復元プロジェクト」

生態・環境緑化研究部会では所属や専門分野

の異なるメンバーが一緒に活動している．研究

部会のメンバーが中心となり，地域の主体と協

力しながら，それぞれの持ち味を活かして研究

フィールド，学生の実習などを兼ねながら緩や

かな連携による活動ができないかと考えた．阿

蘇周辺で草原の植物をはじめとする地域の生物

資源を活用することにより，多様性豊かな草原

生態系，草原構成種の多様化，地産資材や地域

性植物材料の活用による地域の活性化に寄与す

ることを目的に活動を検討した．

1）　小規模崩壊地の復元・草原再生

半自然草原を目標植生とした小規模な崩壊地

について，手作業で修復する復元活動を実施す

る．牧野組合や地域の機関と協力してフィール

ド・ワークショップを行う．現地活動と並行し

て草原構成種の調査，観察，サンプル採取や分

析を行い現地植生に関する情報を蓄積する．

2）　地域性種苗の流通拡大と主流化に向けた社

会実験としての活動

ススキの穂など地産資材を採取，地域性種苗

の使用を促進する実証実験を進める．今後行わ

れる復旧事業で緑化等に活用できる種子が採取

できるかどうか試行採取を行う．種子採取等と

あわせ，地域性種苗・植物材料の活用に必要な

情報として，例えば種子の性状調査，採取効率

の調査を行いその結果を情報公開していくこと

で流通，地域性種苗利用／採用の促進に寄与で

きる可能性もある．

プロジェクトの公開活動として実施すること

でトレーサビリティを確保するとともに，社会

への訴求効果もねらっていく．

3）　多様な主体の連携による多面的な活動

阿蘇の草原再生に関しては，2005年に阿蘇

草原再生協議会が組織され，熊本県も農林畜産

業の支援を行うなど，継続的に取り組まれてき

た経験がある．また，伝統的な維持管理の仕組

みだけでは草原再生が難しいことから設立され

た阿蘇グリーンストックや NPO法人阿蘇花野

協会など，草原再生に取り組む公益法人や，そ

の協力者も多い地域である．当学会のメンバー

から提供できる体験や知見が将来，地域での取

り組みに寄与するような活動をすることが望ま

しい．自然体験による意識の共有，自然環境に

対する価値観の醸成，地産資材の活用拡大によ

り，地域の持続的な活性化に寄与したいと考え

た．地域の方には，阿蘇の草原の由来や草原景

観の魅力，生態系における草原の重要性など，

また，草原の植物の活用方法についてより多く

知ってもらう活動を検討した．阿蘇市の体験施

設等と協力して地域の方やボランティアと協働

活動を企画することにした．普及促進について
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は，継続的に学会メンバーが関わることで地域

に貢献できると考えている．まずは阿蘇市波野

地区（旧波野村）の体験施設「なみの高原やす

らぎ交流館」などと協力して現地参加者を募集

して頂き観察・体験会を行うこと，同じく波野

地区の中江牧野組合に協力して頂き，種子採取

や草原修復の活動を企画することにした．

4）　地域性種苗の使用拡大を目指した情報公開

災害復旧事業・緑化工事へ地域性種苗の活用

を推奨するために有効と考えられる情報を積極

的に公開し，また，公共機関と情報共有をはか

る．既往研究による地域間変異等の知見から使

用を推奨・許容できる地域を検討して公開する

等，地域性種苗，地産資材の利活用の拡大に寄

与する情報の提供に取り組む．緑化事業に活用

が期待できる種の実用的な情報，たとえば種子

の採取効率，発芽率等性状の確認，遺伝系統の

調査などを行う．初年度に行う予備調査からさ

らなる調査内容や採取対象を検討し，地域変異

などの分析ができれば，得られた成果をできる

だけ早く公開して社会へ提供する．

5）　“熊本モデル” の構築を目指した活動

阿蘇には広大な草原が広がっている．見方に

よっては種苗プールが現地に存在するとも言え

る．今回モデルケースとなるような事例をつく

ることで，各地の取り組みの参考として頂けな

いかと考えている（図 5）．

Ⅳ．2018 年の活動について

2018年までに本プロジェクトに関連して

行った現地活動について，以下の通り報告する．

1. 草原再生のための現地活動

1）　牧野組合の協力による草原修復作業

現地活動は 2017年より波野地区の中江牧野

（荻岳周辺）の草原および阿蘇市のやすらぎ交

流館（図 6）を中心に活動を開始した．中江牧

野では有畜農家は現在 1件，他地区の農家から

委託された牛とあわせて 20頭あまりの放牧が

行われている．草原管理としては秋季の防火帯

づくり（輪地切り）と早春季の野焼きを行って

いるが，それ以外の時期には特に手入れはして

いない．牧野では草原再生活動の一環として，

8月に波野地区で受入している国際ボランティ

アNICE（特定非営利活動法人NICE）の現地キャ

ンプの日程に合わせて，手作業で可能な小規模

な表層崩壊地の修復作業（図 7）や地域の方か

ら要望があった荻岳へ至る登山道の修復作業

（図 8），短草型化を目的とした夏季の刈り取り

試験（図 9）などを行った．
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図 5　プロジェクト概念図（阿蘇ススキ（草原の植物）の活

用に向けた「熊本モデル」構想の構築を目指す活動）

図 6　閉校した小学校を利用した阿蘇市の交流施設「なみの

高原やすらぎ交流館」



2）　近隣地域の方を交えた草原の学習・体験

2017年 8月に，阿蘇市の体験施設である「な

みの高原やすらぎ交流館」のプログラムとして

参加者を募集していただき，市内の小中学校生

を対象とした観察・体験会を実施した（図 10）．

2018年からは「阿蘇の花暦」の作成を開始，1

～ 2ヶ月に 1回程度，旧波野村にある典型的な

半自然草原である荻岳およびスズラン自生地で

の植物観察，現地踏査を行い，開花している草

原植物の写真を撮影した．2018年の現地調査
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図 7　荻岳の草原にある小規模な崩壊地と国際ボランティアと行った修復作業

図 8　登山道修復作業と事前レクチャー

図 9　夏季の刈り取りによる短草型化試験（左：8月の作業後，右：10月の同地）



では，この 2カ所の草原において計 36科 73属

78種を確認した．調査の際には，地域の草原

再生に関心のある方を道案内として同行依頼す

るなどの交流を続けている．

2. 地域性種苗活用のための調査検討

1）　種子の採取効率，発芽率等の性状調査

2017年 11月，荻岳南展望所を基点とした半

径 200 mの範囲内でススキの穂を採取し（図

11），採取効率，採取した種子の分析を行った．

採取したススキ種子の性状調査，プロット調査

の結果，発芽試験の結果については，研究部会

幹事が所属する種苗会社（吉原敬嗣幹事／紅大

貿易株式会社および入山義久幹事／雪印種苗株

式会社）において採取量測定，採種効率の分析

等に供することとした．この結果を取りまとめ

て 2018年 5月に学会誌にて技術報告として発

表し（吉原・入山 2018），内容をホームページ

でも公開した．

2）　ススキの穂の採取効率・精選方法の検討

実際に緑化事業等において種子を使用する場

合，採取～精選，出荷に関わる作業効率がコス

トに反映される．今回採取したススキの穂（図

12）について，現地での採取効率，採取から乾

燥，精選等，出荷できるまでの作業量や時間，

方法について検討した．2017年の採取作業は

13名が参加して 2日間，各 4時間行った．作

業合計は 62人日で，2日間で採取したススキ

の穂の乾燥前の重量は合計 34.27 kgであり，1

人 1時間あたりの採取効率（精選前）は 0.553 

kgだった．

ススキの穂に適した精選方法について，粗精

選～強精選まで，脱穀機や篩等を用いていくつ
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図 10　やすらぎ交流館が募集するプログラムとして阿蘇市内の小学生を対象に行った草原学習会

図 11　ススキ穂の採取（荻岳）と採取した穂の風乾作業



かの方法を比較検討した結果，篩選が使用目的

（種子＝小穂を取り出す，図 13）に最適な方法

であった．精選作業を終えた結果として歩留り

67.0 %で 22.95 kgの精選種子を得た．採取し

た種子は現地作業参加者に作業日数に応じた人

工分を種子重量で振り分け，実費で引き渡しし

た．

また，ススキの単位面積あたりの採取可能種

子量の予備調査を行った．ススキ群落内に 5 m

の方形区を設置し，その中のススキの穂をすべ

て採取して，1人時間あたりの採取効率，採取

種子量を計測した．これをもとに採取量と採取

効率を計算した結果，面積あたりの採取効率は

40本/1 m2，1人 1時間約 550本が採取可能だっ

た（表-1）．

3）　精選種子の発芽率・性状調査

精選により得られた種子について，種子性状

の調査として精選純度と1 g当たりの種子粒数，

発芽率を測定した．強精選により得られた頴果

の発芽率について，温度および光照射条件の 2

要因について 3条件を設定して発芽率を比較し

た．（1）30 ℃明条件 8 hr-20 ℃暗条件 16 hrの変

温，（2）25 ℃明条件 8 hr-15 ℃暗条件 16 hrの変

温，および（3）20 ℃明条件 8 hr-暗条件 16 hrの

恒温の 3通りである．この中で（1）の条件で最

も高い 87.0 %の発芽率が得られた（表-2）．小

穂を測定した結果では，純度 85.9 %，1 g当た

りの種子粒数 1,653（1g 当たりの種子粒数の測
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図 12　採取したススキの穂 図 13　ススキの穂の分別

ススキの穂の本数 40本 約550本
穂の乾燥前重量 約0.069 kg 約0.942 kg
種子の重量(分別後) 約0.020 kg 約0.278 kg
採取面積 ー 約13.75 m2

項目 1 m2当たり
の採取量

1人1時間
当たりの採取効率

表 1　測定結果から計算した面積あたりの採取量と採取効率

発芽試験条件

30℃明条件8 hr－20℃暗条件16 hr変温 57.8 ± 6.1 a 81.5 ± 3.1 a 87.0 ± 2.4 a
25℃明条件8 hr－15℃暗条件16 hr変温 19.3 ± 6.6 c 67.3 ± 5.9 b 83.8 ± 2.4 ab
20℃明条件8 hr－暗条件16 hr恒温 37.5 ± 5.1 b 73.5 ± 2.9 ab 81.5 ± 1.9 b
注）平均±標準偏差、異なる文字間に有意差有り（Tukey, 5%）

発芽率（%）

7日目 14日目 21日目

2/2 2/9 2/16

表 2　精選ススキ種子の発芽試験結果



定結果 0.0605 g/100粒），および前述（1）の条件

で 53.0 %の発芽率となった．1 g当たりの種子

粒数 1,653粒は，流通品質基準値（2,000粒/g）

と比較して 350粒程度少ない結果となった．こ

れは，過去には一般的に流通していた外国産ス

スキ種子と比べ不充実種子（シイナ）が少ない

こと，種子が大きいあるいは重い，含水率が高

い等の理由が考えられた．ススキ小穂は小穂の

中に穎果が入っていないシイナを含んでいるこ

とがあるが，実際に穎果が含まれているかどう

かは外見のみでは正確に判断できないため，純

潔種子と判断した小穂 100粒について包穎を開

いて穎果の有無を確認した．その結果，今回採

取した小穂におけるシイナの割合は 42.0 %

だった．

4）　2018年の種子採取実績

2018年は 10月 27日から 28日に，2017年と

ほぼ同じ場所でススキ種子の採取活動を行っ

た．採取作業は 31人が参加して 2日間行った．

作業人工は合計 44.5人日分，2日間のススキの

穂の採取実績は，採取した日に計測した乾燥前

重量で 171.84 kgだった．精選作業後の乾燥重

量は合計 39.19 kgで，精選後重量に対する採取

歩留まりは 22.8 %となった．2017年の採取効

率（歩留まり 67 %）に比べ現地での採取効率

は低い結果となった．穂の含水率が高く乾燥前

重量が多かったことや，採取時に充実した種子

の割合が少なかったことなどが影響していると

考えられる．採取作業の終了後，精選～発芽検

査を担当する種苗担当者により分析を進めてい

る．

5）　2年間で採取したススキ種子について

2017年 11月に採取し，最終的に配布したス

スキ種子は，純度 85.9 %，発芽率 53 %（発芽

試験温度 20－30 ℃，20 ℃を 16時間/30 ℃を 8

時間の変温），重量は 1.653粒/gであった．

2018年 10月採取種子は純度 76.8 %，発芽率

24 %（発芽試験温度 20－30 ℃，前述と同じ時

間），重量は 1.759粒/gとなった．初めて作業

した参加者が多い中で 2017年，2018年とも，

採取したススキ種子は，過去に流通していた外

国産ススキ種子と同程度以上の品質であったこ

とが確認できた．地域性種苗を使用しようとす

る際，慣れない場所や植物種の採取作業が必要

となること，作業量や豊凶，採種時期が異なる

度に発芽率やコストが変化してしまうことが品

質や価格の安定における課題としてあげられ

る．数年間に渡り，同じ場所で時期を変えるな

どしながら種子を採取し，データを比較するこ

とで，より詳細な採取効率や採取適期などの情

報が明らかになると考えている．

3. 関係機関や地域の方々との連携

1）　阿蘇の草原再生に関わる機関との連携

阿蘇の草原再生に関しては様々な団体や研究

者が関わっている．本プロジェクトでも，それ

らの方々，機関と連携しながら，充実した活動

を進めていきたいと考えている．2017年の現

地見学会で協力頂いた，阿蘇グリーンストック

とは継続的に情報交換を行っており，草原再生

に関するワークショップを協同で行う検討など

も進めている．阿蘇草原再生協議会へはやすら

ぎ交流館等，現地連携先から報告をして頂くよ

うにしており，草原修復や観察会などを含めて，

適宜情報提供，報告を継続したい．

環境省の国立公園担当部局では，阿蘇国立公

園事務所が 2017年から阿蘇くじゅう国立公園

管理事務所に拡充され，職員の人数も増員され

た．初期から活動の紹介を継続していたが，今

後は緑化に使用する種苗について意見交換をす

るほか，緑化事業の実態調査などにもご協力頂

けることになった．また現地事情に詳しく，種

子採取が可能な植物種の分布地や採取対象地に

関する情報を提供して頂くなどしている．今後

も緊密に連携していきたいと考えている．
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2）　やすらぎ交流館からの協力

やすらぎ交流館には活動当初から連携・協力

して頂いており，2017年夏季の観察会，秋季

の種子採取については現地での受け入れをして

頂いている．また，2018年 10月に行ったスス

キの種子採取には，やすらぎ交流館に依頼して

周辺地域からの有償ボランティアを募集して頂

いた（図 14）．2日間，5，6名の方に参加して

頂くことができた．今回の地域参加者には近隣

の牧野組合の関係者や，花暦作成や草原の植物

調査の際にも時折同行する住民が含まれてお

り，次年度以降に地域の方々と協力して活動す

る際に，積極的に関わりを持って頂くことが期

待できる．

3）　普及に向けたパンフレットの作成

プロジェクトの紹介と 2017年の活動内容，

2018年の活用予定についての紹介，草原構成

種「ススキ」の地域性についての見解をまとめ

たプロジェクトのパンフレットを 2018年 6月

に作成し（図 15），関係機関等へ配布した．パ

ンフレットは学会ホームページからダウンロー

ドができるようにして，引き続き活用して頂い

ている．

4. 自然再生・緑化目標や手法に関する検討

1）　既存の知見の整理／阿蘇地域における自然

再生，緑化方針について

阿蘇地域では，これまでも水害等による大規

模な斜面崩壊が発生してきた．平成 24年 7月

九州北部豪雨で発生した斜面崩壊地に関して

は，5年以上経過しても未だ植物の侵入，定着

がほとんどなく裸地の状態となっているところ

も少なくない．このようなところでは，修景上

の問題をはじめ，風雨や土壌凍結による被害の

拡大などのおそれもある．緑化はそのような崩
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図 14　やすらぎ交流館がボランティア募集した Facebookページ記述部分



壊地の植生遷移を促すきっかけとして有効な手

段であると考えられるが，阿蘇の草原再生では

自然景観や生態系との調和のためにも，地域性

種苗の使用が強く望まれる．

阿蘇の草原再生対象地域（図 16）の多くが

阿蘇くじゅう国立公園に含まれる地域である．

また，平成 28年熊本地震の影響を受けた地域

や近隣にはいくつかの県立自然公園等もある．

これらの周辺地域で事業を行う際には，2015

年の緑化指針（環境省 2015）を参照すること

が望まれる．指針の 4．基本理念に基づく方針

の中では前提条件として，「地域固有の生態系

に配慮し，植物を導入する場合は原則として地

域性系統の植物のみを使用すること．」とされ

ている．本プロジェクトおよびその他の植物を

利用，活用する目的で植物材料，種子等を採取

して地域内で使用する場合，その種苗（材料）
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図 15　2018年 6月に作成したプロジェクトパンフレット

図 16　阿蘇草原自然再生事業野草地保全・再生事業実施計画

による保全対象の地域（環境省九州地方環境事務所2009より）



が地域性系統と言えるかどうかの判断資料が必

要となる．そこで，阿蘇における自然再生およ

び緑化目標について，指針に沿って整理し，プ

ロジェクトにおいて阿蘇波野で採取したススキ

種子の使用可能範囲について，既往の知見をふ

まえて見解を述べた（日本緑化工学会生態・環

境緑化部会 2018b）．

2）　最終緑化目標

指針では最終緑化目標として，「施工対象地

域の植生と同様・同質の植物群落（施工対象地

域に自然分布する個体群のみからなる植物群

落）を最終緑化目標として設定すること．」と

されている．阿蘇周辺地域の草原を対象地域と

する場合，緑化目標となる植生群落は構想およ

び実施計画にある「保全対象区内（図 16）に

ある阿蘇の野草地と同質の植生」になると考え

られる．

3）　初期緑化目標

指針では初期緑化目標として，「施工対象地

域に自然分布する種，および在来の自然侵入種

で形成され，外来植物が過度に繁茂することな

く，最終緑化目標に向けた遷移が見込める植物

群落を初期緑化目標として設定すること．」と

されている．阿蘇周辺地域では，「阿蘇の草原

に自然分布する個体由来から構成される植物群

落」が初期緑化目標となると考えられる．

なお，阿蘇カルデラには良好に残された草原

植生が存在し，周辺から種子の侵入が期待でき

る立地も多いため，自然の改変を最低限にとど

めるとともに，現地の状況に応じて現地採取土

壌を活用する，周辺に生育する草本を活用する

など，周辺植生との調和をはかりながら柔軟に

資材や工法を検討することも重要である．

4）　既存の知見の整理／草原構成種ススキの

「地域性」についての見解

阿蘇草原の自然再生の場合，草原を構成する

多くの種については遺伝的地域性に関する情報

が不足している一方で，ススキについては地域

性系統を検討するための科学的情報が比較的豊

富にそろっており，遺伝解析結果に基づいて地

域性系統の地理的範囲を検討することが可能で

あると考えられる．現在得られているススキの

遺伝的地域性に関する科学的知見について，現

段階での見解（「阿蘇草原再生全体構想（阿蘇

草原再生協議会 2007，2014）」で定められた保

全対象区内で採取されたススキを，同区内で自

然再生のために利用することについては系統地

理学的な観点からは基本的に問題ないと考えら

れる．ただし保全対象区内であっても標高の著

しく異なる集団間でススキの開花時期に差異が

観察される場合には，それらの集団間の移動を

避けることが望ましいなど，配慮すべき事項に

ついても注記した）を取りまとめた．

5）　DNA分析の事前調査としてヤマハギの形

態サンプルを採取

近年，いくつかの緑化植物については日本緑

化工学会会員等による調査検討が進みつつある

（津田 2018）ものの，緑化に使用される在来種

の多くについては遺伝的地域性に関する情報は

まだ不足している．部会メンバーにより現在，

ヤマハギの地域性について検討されており，そ

の予備調査として 2018年 8月の現地活動時に

標本および DNA分析用の葉サンプルの採取を

行った．

5. 活動の中間報告の発表

2018年 9月に開催された第 49回日本緑化工

学会大会にて活動内容をポスター発表した（図

17，研究交流発表部門「“阿蘇小規模崩壊地復

元プロジェクト” 草原再生への活用を目指した

ススキ種子現地採取の試み－採取から性状調査

まで－」）．また，Ⅳの 2.において記述したと

おり，2017年に行ったススキ種子の採取，精選，

発芽試験の結果について，研究部会幹事が分析

結果をまとめて報告した（吉原・入山 2018）．
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6. 国立公園内の緑化事業の実態調査

国立公園等の自然公園においては，環境省が

発表した 2015年の緑化指針に沿って事業が行

われることが期待される．平成 28年熊本地震

に関連する災害復旧・復興工事の対象地の多く

が，阿蘇くじゅう国立公園内に位置しており，

指針が発表されてから，自然公園内において多

くの工事が同時進行で行われる，はじめての大

規模災害となる．したがって指針の運用状況や

実際に行われている工事内容について，どのよ

うな課題があるか，情報収集をしたいと考え，

環境省九州地方環境事務所との共同調査を依頼

し，作業を進めているところである．熊本地震

以降，国立公園内において行われた，災害査定

を通した復旧事業における植物の使用状況につ

いて，九州地方環境事務所および阿蘇くじゅう

国立公園管理事務所にある情報を整理して学会

へ提供して頂く予定である．その情報を取りま

とめ，問題点の抽出などを行い，必要に応じて

生態系に配慮した緑化事業に対する提案，資料

の作成などを検討したいと考えている．

Ⅴ．持続可能な保全と地域活性化を目指して

1. 地産資材/植物利用の開発

継続的な草原の維持管理のためには，草原を

構成する植物を活用すべき資源としてとらえ，

その利用を促進することが重要である．地域性

種苗の利用が活発になり，需要が多くなること

で，将来の供給体制が整うことにもつながって

いくことを期待している．将来，牧野組合や地

域組織が活用拡大を希望する場合は継続的な協

働やアドバイス等，種苗会社や施工会社の技術

者である会員と協力して地域性種苗の確保・活

用の取り組みにつなげていきたいと考えてい
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る．

2. 持続可能な社会の醸成に向けて

阿蘇の草原を構成する地域資源の活用と草原

の維持管理は熊本地震以前から地域が抱える課

題であり，さらには国内各地の問題と共通する

課題でもある．今回の事例がモデルケースと

なって各地の取り組みの参考になることを目指

して活動を継続していく予定である．
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3rd Academic Association Grant

“The ASO grassland-restoration project”,  
to maintain and restore the ASO semi-natural grassland

NAKASHIMA Atsushi, IMANISHI Junichi, IRIYAMA Yoshihisa, 
UCHIDA Taizo, ONO Sachina, TACHIBANA Ryuichi, TANAKA Jun, 
TSUDA Sonoko, NAKAMURA Hanako and YOSHIHARA Takatsugu

Many slope failures occurred in the ASO volcano by “Kumamoto Earthquake in 2016” and following repeated 
heavy rainfall. We have started a project to restore the semi-natural grassland using local plants of typical species 
which is Miscanthus sinensis Andersson. To proceed environment-friendly restoration and employment of local 
certified seeds and seeding, social consensus are indispensable. To obtain social preparation for conservation of local 
environment and biodiversity, we are cooperating with various stakeholders. On 2018, trial for restoration in the 
ASO grassland, maintenance work to make short type grassland from tall type, observation experience of plants and 
nature is operated. We gather seeds of Miscanthus sinensis for restoration. We are continuing studies about the 
supplying system and utilization of local seeds which can secure the traceability and sustainability. We announced 
suggestion about geographical area of supplying and planting plants for Nature Restoration Projects around Aso-
Kuju National Park.
Keywords: Aso grassland restoration, local seeds and seedlings, spatial genetic structure, Miscanthus sinensis, 
surface slope failure, biodiversity
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