
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

された，アジアで最初に設立された自然再生を

テーマとする学術機関である．日本緑化工学会

では緑化事業に関する植物の供給体制から緑化

の計画，設計，施工，評価など全般について，

植物の取り扱いや考え方について発信してきた

（日本緑化工学会 2002，2019，生態・環境緑化

研究部会 2018）．学会に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

くってそれぞれが研究を推進し，また，活動し

ており 2019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，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，生物多様性に配慮した緑化の推進，

地域性種苗の活用や普及等に取り組んでいる．

2. 阿蘇の草原再生との関わり

生態・環境緑化研究部会は 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（生態・環境緑化研究部会 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．この行事企画のために行った事前調査

や準備が契機となって 2017年より「阿蘇小規
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模崩壊地復元プロジェクト」を開始し，参加会

員を含む「阿蘇ワーキングチーム」として活動

している（日本緑化工学会生態・環境緑化研究

部会 2019）．

3. 草原再生における植物資源活用の必要性

阿蘇カルデラを中心に広がる草原は「阿蘇の

草原」と称される，人工の牧草地を除いた約

15,000 haの日本最大級の半自然草原である．

自然景観としてはもちろん，草原生態系とし

ても貴重な財産であり，草原と共生して維持さ

れてきた農畜産業を含めて地域一体となって，

生産・産業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

を進めることが望まれている．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，地域の資源として持続的に利用，維持

されてきた．しかし畜産農家の減少，農村の高

齢化や過疎化により草原の維持管理が難しく

なってきていることから地域全体における草原

面積の減少，草原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，生物の

多様性が失われることなども課題となっていた

（阿蘇草原再生協議会 2007，2014）．そして口

蹄疫や牛肉輸入自由化の影響等の原因も重なっ

て放牧圧が減少したことから全体的に長草型化

も進んでいる．長草型化による影響には，維持

管理にかかる負担の増加，草原構成種の減少，

植生の単純化などの問題もあることが指摘され

ている．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たことを始

め，継続的に取り組まれてきた経験，仕組みが

ある．本活動の成果も地域における取り組みに

寄与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

資材の利活用により，地域の持続的な活性化に

寄与したいと考えている．

4. 部会メンバーによる多様性ある活動

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．地域

の方々と協力しながらそれぞれの持ち味を活か

した緩やかな連携による活動を企画している．

地域性の評価，最新の知見との整合性評価など

は研究職の会員が担当する，九州在住の会員は

成果の地域への還元を担当する，体験学習・地
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図 1　「阿蘇小規模崩壊地復元プロジェクト」の実施体制



域行事への協力は NPO所属の会員や大学生が

担当する，採取種子の性状・発芽条件等の調査

確認は種苗会社所属の会員が担当する，資材や

工法の検討・提案，使用促進については設計・

施工会社所属の会員が担当する，などである（図

1）．会員の継続的な活動のためにも，実習や調

査地としての活用を兼ねる等，自由度を確保し

つつ，適応的に活動している．

Ⅱ．2019 年の活動について

1. 地域との協働意識の醸成

1）近隣の方を交えた草原学習・自然体験

草原の保全や地域活性化のための活動，さら

に，地域の方々と自然環境に対する意識を共有

するべく阿蘇市内の小中学生を対象とした観

察・体験会を行っている（図 2）．また，現地フェ

ノロジー調査，種子探索なども可能な範囲で地

域の方と一緒に実施している（古野ほか 2020）．

また，地域の方によると「以前は在来種である

シロバナタンポポ（Taraxacum albidum Dahlst.）

がよく見られたが，最近では，ほとんどがセイ

ヨウタンポポ（Taraxacum officinale Weber）に

なった」との情報もあり，地域の方々と外来種

の取り扱いについての検討も始めている．

2）花暦の作成（フェノロジー調査）

地震等の自然災害により減衰した観光面の復

興や地域の活性化に向けて，2018年より主に

荻岳にて，地域の方々と草原に咲く花の撮影お

よび観察を行い，「波野花ごよみ」の作成に取

り組んでいる．これまでに約 200種の植物を確

認した．これらの中にはアソノコギリソウ

（Achillea alpina L.）， オ キ ナ グ サ（Pulsatilla 

cernua （Thunb.） Bercht.），サクラソウ（Primula 

sieboldii E.Morren）， ツ ク シ ク ガ イ ソ ウ

（Veronicastrum sibiricum （L.） Pennell），ツクシ

タンポポ（Taraxacum kiushianum H.Koidz.），ノ

ヒメユリ（Lilium callosum Siebold），バアソブ

（Codonopsis ussuriensis （Rupr. et Maxim.） 

Hemsl.），ヒゴタイ（Echinops setifer Iljin），フ

ナ バ ラ ソ ウ（Vincetoxicum atratum （Bunge） 

C.Morren）， ム ラ サ キ セ ン ブ リ（Swertia 

pseudochinensis H.Hara）といった環境省レッド

リストに掲載されているものや，キスミレ

（Viola orientalis （Maxim.） W.Becker），スズラン

（Convallaria majalis L.）など熊本県のレッドリ

ストに掲載されている植物も確認できている

（図 3）．今後は，撮影した写真などをまとめて，

2020年度中には波野地区（なみの高原やすら

ぎ交流館を予定）にて写真展覧会を開催し，波

野の草原の魅力や重要性を内外へ発信していく

予定である．

3）波野観光名所の抽出

減衰した観光面の復興に向けて，地域の方々

と波野地区の観光名所をまとめ，内外へ発信し
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図 2　近隣地域の方を交えた草原の学習・自然体験



ていく活動も行っている．これまでに，中江岩

戸神楽，見頃になると約 700万本の花が咲くそ

ば畑，早春に行われる野焼きなどを名所・名物

としてピックアップしている（図 4）．

2. 地域の方と進める草原管理・草原再生活動

1）小規模な表層崩壊を修復

波野地区では地震や豪雨の影響で，草原内に

小規模な崩壊がいくつか発生している．そこで，

災害からの草原再生として，2017年より地域

の方々から要望を聞きながら，手作業で行うこ

との出来る小規模表層崩壊の修復や，荻岳へ至

る登山道の修復作業を行ってきた．2019年は

地域の方々および波野地区で受入している国際

ボランティアのキャンプにあわせて夏季に刈り

払いと崩壊防止を兼ねた現地作業を行った（図

5）．

2）短草型化にむけた試験

短草型化（草原植生全体の草丈を低くすると

ともにススキ（Miscanthus sinensis Andersson.）

等草本類の株を小型化する）ための管理手法の

検討として，2018年に実施した夏季の刈り取

り試験を継続した．1年後の 2019年 8月の観
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図 3　阿蘇市波野地区にて確認された環境省レッドリスト登録種（一部抜粋）

図 4　阿蘇市波野地区における観光名所．左：中江岩戸神楽（やすらぎ交流館 田上一幸氏提供）　右：野焼き

図 5　国際ボランティアと行った夏の草原再生作業



察時には草丈が小さくなり，構成種に変化が見

られた（図 6）．2年目となる 2020年に植生変

化の調査を予定している．

3）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／地域経済への貢献

緑化資材・地域性種苗として活用するススキ

の種子（穂）採取については，希望する学会員

が参加しているほか，2018年からは地域の方々

にも作業協力を依頼している．2019年は本活

動では 10月 26日，27日に 2017年，2018年と

同じ中江牧野組合の管理草地である荻岳展望所

を中心に（荻岳南展望所，北緯 32度 92分，東

経 131度 24分）ススキ種子を採取した（図 7）．

また，2019年にはこの日程以外でも波野地区

の方に都合のよい時間や場所においてススキ種

子を採取して頂いた．この際，2018年には日

当を，2019年には取れ高に応じた報酬を支給

した．

2017年に採取したススキ種子は純度 85.9 %，

発芽率 53 %，重量は 1.653粒/g，2018年採取

種子は純度 76.8 %，発芽率 24 %，重量は 1.759

粒/gであり，これら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ることが

確認できた．2019年採取分にいても解析終了
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図 6　ススキの刈り取りによる短草型化試験

図 7　ススキの種子採取（2019年 10月）



後に，結果を公開する予定である．

3. 緑化事業への活用に向けた実験・現地試験

1）緑化資材（事業）への適用を想定した実験（1）

－崩壊地の復元に向けた安定したススキの導入

方法の検討（コンテナ試験）

阿蘇の草原植生は約 7割がススキやネザサ

（Pleioblastus chino var. viridis）で優占されてい

る半自然草原であり（環境省九州地方環境事務

所 2009，2013），今後の緑化事業ではススキを

使用した緑化を行うことも想定される．しかし

ながら現在，ススキの種子は輸入されておらず，

市場単価方式で設定されている使用植物には掲

載されていないため，ススキを含む導入事例は

少ない．そこで今回，一般的な法面緑化で施工

される植生基材吹付工，植生シート，植生マッ

トを使用した生育試験により，ススキの導入に

適した資材を検討した（東京農業大学世田谷

キャンパス内にて実験した）．30 cm× 30 cm（外

側 5 cmをあけて播種），高さ 15 cmのコンテナ

を用い，土壌は黒ボク土を使用して実験資材 6

条件それぞれにススキ種子のみ播種区，および

ススキ，コマツナギ（Indigofera sp.），ヤマハ

ギ（Lespedeza bicolor Turcz.）3種の混播区を設

定した．使用種子の内容を表 1に示した．この

中でススキは本活動で採取した種子を使用して

いる．使用資材は，本活動に参加している会員

が所属する会社から標準的な緑化資材の提供を

受けた．株式会社新日本緑化の SN侵食防止型

植生シート（以下侵食防止シート），グリーン

テックス（以下植生シート），前田工繊株式会

社のストローシリーズ（以下ワラシート），ス

トローキャッチャーシリーズ（以下ワラ＋ヤシ

繊維），富士見緑化株式会社の人工吹付客土フ

ジミソイル 5号（以下吹付資材，覆土後厚さ 1 

cm程度になるよう敷きつめて使用），対照区と

して土壌のみの裸地，の 6条件を設けた（表 2）．

2019年 5月 25日に播種し秋季までの生育試

験を行った（図 8a，b）．出芽数については，

資材を使用しない裸地区が一番多く，浸食防止

シートやワラ＋ヤシ繊維などの厚い資材を使用

した場合に少なくなる傾向は見られたものの，

播種方法や使用資材の違いによる大きな差は見

られなかった．ススキの草丈，重量は吹付資材

区において最大となった．これは吹付資材にの

み，有機物由来の肥料が添加されていることが

要因の一つではないかと考えられ，一生育期で

の成長量は施肥の有無に影響される可能性が示

唆された．現在，詳細結果は分析中であり，結

果をとりまとめて公開したい．なお実際の工事

へ使用する際には，現地の地形や降雨による影

響が加わることが考えられるため，浸食防止効

果などと合わせて評価する必要がある．

2）緑化資材（事業）への適用を想定した実験（2）

－崩壊地の復元に向けた安定した植生導入方法

の検討（現地試験）

2019年春季に緑化資材に阿蘇産のススキを

使用する実証実験のため，前項 1）のコンテナ
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表 1　生育試験に使用した種および供試種子   
種名 科名 属名 種子採取地 採取年月 
ススキ イネ科 ススキ属 熊本県阿蘇市波野 2018 年 10 月 
コマツナギ マメ科 コマツナギ属 日本国内 2018 年 10 月 
ヤマハギ マメ科 ハギ属 中国 2018 年 10 月 
 

表 2　資材の概要（使用面積 30 cm× 30 cm）
 
 

資材名 厚さ 重さ（g）

侵食防止シート 1.0 mm 28.1 
植生シート 0.05 mm 4.7 
ワラシート 2.0 mm 47 
ワラ＋ヤシ繊維 50 mm 138.3 
吹付資材 約 10 mm 
裸地（対照区） 覆土 5 mm 以下 

 



試験と同じ資材を使用した現地試験を行ってい

る．中江牧野組合の管理地において植生マット，

植生シート等に阿蘇産のススキ種子を添付して

敷設し，現地における植物の定着，生育状況を

観察する試験を実施中である（図 9）．周囲から

の種子飛来による植物の定着なども考えられる

ため，試行的な内容ではあるものの，浸食防止

効果の検証等，今後の参考になると考えている．

3）地域性種苗の活用拡大に向けた検証

会員参加者の協力により，いくつかの現場へ

本活動で採取したススキ種子の導入が進んでい

る．今後は，使用箇所のモニタリング，情報収

集などを行って阿蘇地産資材・地域性種苗の活

用の先行事例として記録することが重要だと考

えている．また，2019年には復旧工事に使用

される見込みがあると言うことを聞いた地域の
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図 8a　植生資材を使用したススキ生育試験．左：裸地（対照区）　中央：吹付資材　右：ワラ＋ヤシ繊維．

図 8b　植生資材を使用したススキ生育試験．左：ワラシート　中央：植生シート　右：侵食防止シート．

図 9　現地（荻岳）における資材敷設試験



方々が非常に熱心に参加して下さった．地域に

おける活用事例を地元の方としっかり共有する

ことも重要だと考えている．

4. 阿蘇地域の自然公園内における緑化植物使用

実態調査

2018年度に環境省九州地方環境事務所へ日

本緑化工学会から生態・環境緑化研究部会主催

の調査「阿蘇地域の自然公園内における緑化植

物使用実態調査」への協力を依頼し，熊本地震

発生後の 2016年 4月から一定期間に承諾した

緑化事業内容および利用植物について情報を提

供していただいた．結果は今後の分析等が必要

となるが予備的な報告として概要を記載する．

なお，速報は日本緑化工学会誌にも部会幹事か

ら報告した（小野 2020）．

1）調査について

通常，自然公園内では工作物の新築などは規

制されているため緑化工事件数は少ないと想定

されるが，阿蘇くじゅう国立公園周辺では

2016年 4月の熊本地震，同年の豪雨による被害・

崩壊が多数発生し，多くの法面工事が発注され

ているのではないかと考えられた．そのため，

環境省九州地方環境事務所阿蘇くじゅう国立公

園管理事務所に申請のあった緑化事業を対象

に，自然公園内で工作物を新築等する場合に施

主が同事務所に申請する情報をもとに，あらか

じめ用意したアンケート様式へのデータ入力を

依頼した．調査は熊本地震発生翌年の 2017年

度（平成 29年度），と 2018年度（平成 30年度）

の 2年間を対象とし，緑化事業が行われた場合

の内容について記載していただいた．

2）調査結果の概要

アンケート結果を集計した結果，許可申請お

よび届出件数は計 118件で，地種区分や対策工

にわけると緑化工事は 2017年 99件，無処理 4

件，2018年度 52件，無処理 0件となり，2年

間の緑化工事件数は無処理を除くと計 151件

だった．また，熊本地震翌年の 2017年度の申請・

届出件数と緑化工事件数は 2018年度の約 2倍

と多かった（表 3）．地種区分別にみると，

2017年度は保全レベルが高い区分ほど在来種

の選定頻度割合が高い傾向が見られたが（図

10a），2018年度はこのような傾向は見られな

かった（図 10b）．今回のアンケート結果では，

在来種を選定した頻度は 60.4 %と高かったが，

一般市場における国内産在来種の流通状況や施

工面積を考えると，自然公園内の多くの緑化工

事で外国産在来種が使用されていたことも考え

られる．日本緑化工学会は 2019年提言（「生物

多様性保全のための緑化植物の取り扱い方に関

する提言 2019」，日本緑化工学会 2019）におい

て，外国産在来種は国内に生育する同種との交

雑の可能性が高いこと，外国から近縁種が混入

されること等遺伝的地域性への影響の懸念が大

きいことから，利用を回避する措置の必要性を

提言している．

今後，今回の調査結果を分析して実施された

事業の検証を行うとともに，通常事業，災害復
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表 3　年度別の許可申請および届出件数と計画面積 
      2017 2018 
      件数 面積（m2） 件数  面積（m2）

許可申請・届出   80  74,094  38   66,418
      （面積不明 1 件含む）  （面積不明 1 件含む） 
（内訳） 緑化工事   99  71,521  52   66,418
            （面積不明 1 件含む） 
  無処理   4  2,573  ―   ―
      （面積不明 1 件含む）        
  合計   103  74,094  52   66,418

 
 



旧事業に関連する指針やガイドライン等の運用

状況などと併せ，よりよい事業計画の策定に向

けて検討していく．緑化事業における問題点の

改善に向け，必要となる技術や社会制度の構築

に向けた活動・提案を進めたい．

3）地域性種苗の活用に向けて

阿蘇周辺には種苗採取が容易な半自然草原や

牧野が多く存在するため，準備工を検討するプ

ロセスがあれば，施工地の立地条件や周辺植生

等によっては，生態系に配慮した事業，地域性

種苗の採用も可能な場合があると考えられる．

生物多様性に配慮した緑化を軌道に乗せていく

ためには，自然公園における法面緑化指針（環

境省 2015）に示されている準備工を考慮した

予算の確保や複数年度に分けた緑化工事発注の

実現に向けて，積極的な発信をしていきたいと

考えている．

5. 活動の中間報告の発表

2019年 9月に開催された第 50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

11，研究交流発表部門「阿蘇の草原再生を目指

した取り組み “ 阿蘇小規模崩壊地復元プロジェ

クト ”経過報告」）．

Ⅲ．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，草原植

物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．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植物資源の活用と草原

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

してさらなる活動を継続していきたい．

また地産資材や地域性種苗の安定的な採取や

情報共有，採取地の維持のためには各地域にお

ける継続的な環境保全，自然に対する理解の促

進が重要なことは言うまでもない．地域性種苗

をはじめとする植物資材・資源を調達するうえ

で，地域の方々と良好な関係を築いていくこと

は非常に重要なことといえ，今後も引き続き地

域の方々，様々な主体とともに活動を行ってい

きたい．阿蘇草原再生協議会等の活動に参画す

るなど地域振興に貢献し，信頼や連携を失うこ

となく関係を維持するための社会的活動も大切

である．そのためにもこの活動は適応性，社会

性が重要であると考えており，多くの方の意見
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図 10　年度別，地種区分別の各植物種の延べ選定頻度割合（左 a：2017年度　n=99，右 b：2018年度　n=52）



を聞く機会を作りながら，よりよい形を模索し

て継続したいと考えている．
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なお，本報告のうち活動までの経緯（中村

2018）や 2018年からの現地活動（古野ほか

2020，中村 2020）については，概要を日本緑
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図 11　大会発表ポスター（2019年 9月）
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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 stake holders.

On 2019, 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 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, Aso-Kuju national park, biodiversity, local seeds and seedlings, Miscanthus 
sinensis Andersson, surface slope failure
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