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背景と⽬的

○各地域がその特性を活かした強みを発揮
→地域資源を活かし、自立・分散型の社会を形成
→地域の特性に応じて補完し、支え合う

熊本県⽩川流域に地域循環共⽣圏の萌芽
・地下⽔涵養のための直接⽀払い
・阿蘇草原再⽣協議会
（ボランティア・募⾦・ブランド化など）

2012年7⽉北部九州豪⾬
2016年4⽉熊本地震発⽣

第5次環境基本計画閣議決定
（平成30年4⽉17⽇）

「地域循環共⽣圏」の創造

• ⽣態系と⾃然災害の関係性を明らかにするともに、地域住⺠と⾃然との関わりを踏まえて⽣態系
サービスを活⽤した具体的な復興策を地域と⼀緒に検討するプロセスを明らかすることが必要

地域循環共⽣圏のコンセプトに基づき、⽣態系サービス
を地域の活性化や減災などに活⽤した創造的復興の検討
「阿蘇地域の創造的復興に向けた地域循環共⽣圏の構築に関する協定」
（環境省・熊本県・東海⼤学、2018年1⽉17⽇締結）

• ⼈命・財産に⼤きな被害
• ⾃然環境と⽣態系サービスに影響、暮らしや産業に影響
• ⽣態系サービスの復活や活⽤は地域の復興に不可⽋
• 平常時の⾃然の管理状態や⼟地利⽤が、災害の発⽣や被害
の⼤きさを左右する可能性（緩衝空間として⾥地⾥⼭）

→⽣態系と⾃然災害には様々な関係性

単純な原状復旧ではなく、将来の発展につながる
「創造的な復興」



阿蘇︓⽔源涵養や国⼟保全
• 年間降⽔量は全国平均の約２倍

• 1500 箇所以上の湧⽔

• ６本の⼀級河川の源流。

• 6河川︓約230 万⼈ ＋ 福岡都市圏︓250万⼈の⽔源

• 有明海などに⽔と養分を運ぶ

福岡導⽔

⾯積︓2万3000ha
（我が国最⼤の草原）



本研究の全体⽬標と個別⽬標
１）全体⽬標
 ⾃然災害と⽣態系の構造、⽣態系サービス（主に⽔循環と防災・減災）との関係に基づいた創造的復興⼿法
を開発する。

 熊本地震において⼤きな変動を受けた地下⽔の動的変動メカニズムの解明と今後の回復の⾒込み、地下⽔の
変動が農業に与える影響について明らかにする。

 地域の⾃然資本と社会関係資本を再評価し、その資本を維持・活⽤することによって地域のレジリエンスを
⾼める「地域循環共⽣圏」の構築⼿法を開発する。

 上記3つを統合し、阿蘇における地域循環共⽣圏の構築と創造的復興の統合提案を⾏う。

２）個別⽬標
 ⽣態系の構造・⽣態系サービスと⾃然災害との相互の関係を明らかし、⼟地利⽤の⾒直し、伝統的な⼿法、
⾃然環境の適切な管理などの⽣態系管理により災害リスクを低減する創造的復興⼿法を提案する。

 ⼟⽊的災害復旧時に⽂化的サービスを低減させないあるいは⾃然資源を活⽤した創造的復興⼿法を開発する。
 阿蘇カルデラから有明海までの⽔循環モデルを構築し、地震時の地下⽔の挙動、地震による⼟地利⽤の変化
が⽔循環に及ぼす影響、⽔循環の回復の可能性を明らかにする。

 地域の復興プロセスに寄り添いつつワークショップ等を開催して地域の意⾒のヒアリングを⾏うなど、具体
的な取組の検討と実践に向けた意⾒集約や合意形成などの社会科学的⼿法について明らかにする。

 地産地消型の再⽣可能エネルギーを核とした地域循環共⽣圏の具体策を明らかにする。



テーマ、サブテーマ

テーマ サブテーマ

テーマ１：⾃然災害と
⽣態系サービスの関係
性に基づいた創造的復
興に関する研究

サブテーマ(1)：地域循環共⽣圏の確⽴と創造的復興の総合化
サブテーマ(2)：⾃然災害と⽣態系サービスの関係性からみた創造的復興の提案
サブテーマ(3)：災害による⽂化的サービスの変容とマネジメント⼿法

テーマ２：熊本地震に
よる阿蘇カルデラから
熊本地域の地下⽔を中
⼼とした⽔循環への影
響の評価に関する研究

サブテーマ(1)：阿蘇カルデラを含む阿蘇・熊本地域における地下⽔を中⼼とした
⽔循環モデルの構築と熊本地震による影響の把握
サブテーマ(2)：地震による阿蘇草原等の⼟地利⽤の変化が⽔循環に及ぼす影響の
評価
サブテーマ(3)：⽔循環の変化が農業に及ぼす影響の評価

テーマ３：⾃然資本と
社会関係資本に着⽬し
た地域循環共⽣圏の重
層性構築に関する研究

サブテーマ(1)：阿蘇地域における地域のレジリエンスを⾼める地域循環共⽣圏の
重層性構築
サブテーマ(2)：集落レベル、市町村レベルの復興プロセスと社会関係資本に基づ
く創造的復興⼿法の提案
サブテーマ(3)：地域が主体となった地産地消型再⽣可能エネルギー活⽤と⾥地・
⾥⼭再⽣モデル提⽰



（社会・経済・⾃然の仕組み ⾃然との付き合い⽅）

⾃然災害

阿蘇地区
阿蘇地区から
⽔、景観、⽣物多様性
草原の⽔資源涵養量（テーマ1）
カルデラの地下⽔涵養量（テーマ2）
観光（テーマ３）

⽣態系サービス

創造的復興 福岡市・熊本市
周辺市町村

⼈・もの・⾦

⼤都市圏等から
⼈材、資⾦、観光

⼤都市圏に対する⽔資源の経済価値（テーマ１）
重層的な圏域（テーマ２）
不⾜資源の供給（テーマ3）

Eco-DRR（テーマ1）
景観への配慮（テーマ1）
⾃然資源の活⽤（テーマ1,2,3）
復興の運営・仕組み（テーマ3）
⼈間関係資本（テーマ3）

⼈間関係資本（テーマ3）
⾃⽴圏の重層性（テーマ3）
バイオマス（テーマ3）
地域内循環（テーマ1,3）

⽔循環・⽔供給（テーマ1,2)
農業(テーマ2）
防災・減災（テーマ1）
⽣物多様性（テーマ1）

関係性

⾃然資源
を活⽤

発展

⾃⽴分散型社会 共⽣圏

恵み

お返し

研究の枠組み



地域循環共⽣圏
第５次環境基本計画

各地域が美しい⾃然景観等の地域資源を最⼤限活⽤し
ながら⾃⽴・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性
に応じて資源を補完し⽀え合うことにより、地域の活
⼒が最⼤限に発揮されることを⽬指す考え⽅

阿蘇の地域資源：⽔、草原、⽊材、⽯材、農産物、⾚⽜



圏域
マクロ的視点
• 広域圏：阿蘇を⽔源とする流域圏
• ⾏政圏：市町村など
• 集落圏

地域資源から⾒た圏域



⽯材を巡る圏域

外輪山 石切場

カルデラ内

護岸、石垣
などに使用
の場

昔

外輪山

カルデラ

現在

石材はストックの
細々とした使用

外輪山

カルデラ

将来

ストーンバンク
公共事業発生材

公共事業発生材

護岸材はコンクリート製

都市圏

護岸材などは石材利用

お⾦

お⾦

お⾦お⾦

コンク
リート

都市圏

お⾦
観光客
増加

景観向上

昔 現在 将来
コミュニ
ティ

コミュニティが関与し護岸
や⽯垣は積まれていた

× コミュニティが関与する⽯積み
の復活

循環圏 ◎ × ◎
共⽣圏 × お⾦が出ていくばかり ◎



使⽤⽅法 評価
隘路

機能特徴
重い、強い
地域らしさ、
美しい
地元資源
量に限り

活⽤法
護岸、⼟留擁壁
⾻材
建築資材
敷⽯、庭⽯

地域循環率
護岸31％⇒64％（地域に
落ちるお⾦/投資額)
CO2⇒30％削減（練積）

98％削減（空積）
資源量
公共事業からの発⽣
⽴野ダム20万㎥
過去の蓄積
現在産出量ゼロ
需要量
⿊川護岸が30年1度作り
変える⇒2万㎥/年
圏域 国⽴公園内
（外輪⼭⇒カルデラ）

⼊⼿ルートなし
価格が⾼い

設計基準がない

導⼊のコンセンサス

職⼈がいない
品質が不安定

コミュニティで施⼯
しなくなった

機能の未定量化

地域資源活⽤の考え⽅（仮説）

社会実験

ストーンバンク
補助⾦

事例集
技術基準

パイロット事業

研修会
IUターン活⽤

実践事例を作る

評価⼿法の確⽴

隘路打破
抽
出

阿
蘇
溶
結
凝
灰
岩
な
ど
阿
蘇
の
⽯
材

国の政策が必要
地域資源の

抽出重要
まずは
ここから

どう使
うの？

社
会
実
装

実
装



• 循環を⽀えるためにはストックが必要：フローだけでは回らない

ストックとフロー

⽔ ⽯ バイオマス Eco-DRR グリーンレ
ジリエンス

⼟壌
⽕⼭地質

ストーン
バンク

ストック
ヤード

遊⽔池
⽔⽥貯留

⾃然資源の
ストック



• 集落で地域の草原を守る⽅向性へと地域の考え⽅に変化
• 地震や洪⽔など危難発⽣時における集落単位の共助
• 幸福感の源泉が集落

集落の重要性



全体の進捗
• 全ての課題が予定通り進んでいる

コロナの影響
・聞き取りに関する研究が若⼲遅れている。熊本県では新型コロ
ナウイルスの発症が⾒られないため、地元の⼤学であるため研究
を再開



テーマ１：⾃然災害と⽣態系サービスの関係性に基づいた
創造的復興に関する研究

テーマ１：⾃然災害と⽣態系サービスの関係性に基づいた
創造的復興に関する研究

サブテーマ(1)：地域循環共⽣圏の確
⽴と創造的復興の総合化

サブテーマ(2)：⾃然災害と⽣態系
サービスの関係性からみた創造的復
興⼿法の提案

サブテーマ(3)：災害による⽂化的
サービスの変容とマネジメント⼿法

プロジェクト全体の総括

草原の⼤都市圏への⽔供給サービスの定量的評価

攪乱と⽣物多様性との関係性把握

⽂化的サービス、地域の資源循環に配慮した災害復旧・基盤
整備⼿法の開発

⾃然条件・社会条件と災害との関係性を把握し、⼟地利⽤の
⾒直し、伝統的な⼿法、⾃然環境の適切な管理などにより災
害リスクを低減する創造的復興⼿法の提案

成果⽬標

グリーンレジリエンス



テーマ１：⾃然災害と⽣態系サービスの関係性に基づいた
創造的復興に関する研究

テーマ１：⾃然災害と⽣態系サービスの関係性に基づいた
創造的復興に関する研究

災害の社会的状況曲線とサブ
テーマの関係

3

2



テーマ１の中間成果テーマ１の中間成果

サブテーマ(1)：地域循環共⽣圏の確⽴と創造的復興の総合化
• 草原の⽔資源涵養機能：蒸発散量 ススキ≪スギ 草原の保全重要
• グリーンレジリエンス：農村＞都市 量と活⽤⼒

サブテーマ(2)：⾃然災害と⽣態系サービスの関係性からみた創造的復興⼿法
の提案
・斜⾯崩壊要因分析：植⽣の崩壊抑制機能、暴露回避のための緩衝林の配置⽅法
・遊⽔池：旧河道⇒貴重種 ゆっくり流す流域治⽔的検討（遊⽔池の構造、⽔防林、⽔⽥）

サブテーマ(３)災害による⽂化的サービスの変容とマネジメント⼿法
・阿蘇の固有⾵景の探索⇒⾃然資源が⾵景の価値を⾼めている⇒景観ガイドライン
・⽯材、⽊材を⽤いた公共事業の経済循環率



阿蘇カルデラを含む阿蘇・熊本地域における地下⽔を中⼼とし
た⽔循環モデルの構築と熊本地震による影響の把握（１）

地震による阿蘇草原等の⼟地利⽤の変化が
⽔循環に及ぼす影響の評価（２）

⽔循環の変化が農業に及ぼす影響の評価（３）

地下⽔を中⼼とした⽔循環
モデル構築

熊本地震

⽔循環の評価

草原・農地に⻲裂発⽣

地震による⽔循環への影響評価

野焼きの中⽌
草原の⽣態系変化
浸透能⼒の変化

⽣態系による供給サービ
スへの影響

衛星データの収集・活⽤
ドローンによる詳細
調査

農地に⻲裂発⽣
かんがい⽔路の破損
⽔源の枯渇

南阿蘇村⿊川地区を中⼼に
阿蘇及び熊本地域の⼟地利⽤変化

南阿蘇村を中⼼に
阿蘇⻄麓の中⼭間地

データの提供

営農・⾷糧⽣産への影響

注；（ ）はサブテーマ番号

農地利⽤データの提供

テーマ２：熊本地震による阿蘇カルデラから熊本地域の
地下⽔を中⼼とした⽔循環への影響の評価に関する研究
テーマ２：熊本地震による阿蘇カルデラから熊本地域の
地下⽔を中⼼とした⽔循環への影響の評価に関する研究



テーマ２：熊本地震による阿蘇カルデラから熊本地域の
地下⽔を中⼼とした⽔循環への影響の評価に関する研究
テーマ２：熊本地震による阿蘇カルデラから熊本地域の
地下⽔を中⼼とした⽔循環への影響の評価に関する研究

サブテーマ(1)：阿蘇カルデラを含む
阿蘇・熊本地域における地下⽔を中
⼼とした⽔循環モデルの構築と熊本
地震による影響の把握

サブテーマ(2)：地震による阿蘇草原
等の⼟地利⽤の変化が⽔循環に及ぼ
す影響の評価

サブテーマ(3)：⽔循環の変化が農業
に及ぼす影響

阿蘇カルデラから有明海までの⽔循環モデルの構築による湧
⽔や地下⽔の回復の⾒通しの評価

阿蘇カルデラから有明海に⾄る熊本地震被災地の⼟地利⽤、
⽣態系への影響評価

熊本地震による阿蘇カルデラ内と阿蘇⻄麓台地の中⼭間地の
農畜産業など供給サービスへの影響の評価

成果⽬標



阿蘇から
有明海
に⾄る
⽔循環
熊本地震
による
変化

蒸発

降⾬

蒸発散

地下⽔

表⾯流出

筑後川・
菊池川

⿊川

地下⽔

表⾯流出
南郷⾕阿蘇⾕

⽩川

⽩川中流域・農
地

⽩川

熊本地域
地下⽔

⼤野川・
五ヶ瀬川・
緑川

有明海
湧出・
地下⽔利⽤

地震によって
変化すると想
定される流れ海域



テーマ２の中間成果テーマ２の中間成果

サブテーマ(1)：阿蘇カルデラを含む阿蘇・熊本地域における地下⽔を
中⼼とした⽔循環モデルの構築と熊本地震による影響の把握
・阿蘇カルデラと熊本地域の地下⽔の連続性の確認
・阿蘇カルデラ内、湧⽔、⽔⽥からの地下⽔涵養が重要、湧⽔量は⼤幅に減少

サブテーマ(2)：地震による阿蘇草原等の⼟地利⽤の変化が⽔循環に及
ぼす影響の評価
• NDVI（正規化植⽣指標）の経時変化とGISデータなどを組み合わせることで阿蘇地
域の⼟地被覆分類と⾯積算出が可能

サブテーマ(３)⽔循環の変化が農業に及ぼす影響の評価
・震災時の⽔確保のための代替⽔源の重要性



サブテーマ(1)：阿蘇地域における地
域のレジリエンスを⾼める地域循環
共⽣圏の重層性構築

サブテーマ(2)：集落レベル、市町村
レベルの復興プロセスと社会関係資
本に基づく創造的復興⼿法の提案

サブテーマ(3)地域が主体となった地
産地消型再⽣可能エネルギー活⽤と
⾥地・⾥⼭再⽣モデル提⽰

阿蘇地域における地産地消型再⽣可能エネルギー活⽤と⾥
地・⾥⼭再⽣モデル提⽰、事業化

復興プロセスに寄り添いつつ、地域の⾃治や社会関係資本が
復興に及ぼす影響評価し地域のレジリエンスに基づく創造的
復興⼿法の提案

成果⽬標

⾃然環境、資源管理、経済、⼈的交流を踏まえ、地域循環共
⽣圏の階層性を分析し、地域のレジリエンスを⾼める重層的
な地域循環共⽣圏の構築⼿法開発

テーマ3：⾃然資本と社会関係資本に着⽬した
地域循環共⽣圏の重層性構築に関する研究

テーマ3：⾃然資本と社会関係資本に着⽬した
地域循環共⽣圏の重層性構築に関する研究



テーマ３の中間成果テーマ３の中間成果

サブテーマ(１)：阿蘇地域における地域のレジリエンスを⾼める地域循環共⽣圏
の重層性構築
・⽔資源、エネルギー、観光客の動態から地域循環共⽣圏域

サブテーマ(2)：集落レベル、市町村レベルの復興プロセスと社会関係資本に基づ
く創造的復興⼿法の提案
・草原の維持や災害への対応は集落が基盤

サブテーマ(3)：地域が主体となった地産地消型再⽣可能エネルギー活⽤と⾥地・
⾥⼭再⽣モデル提⽰
・防災と関連付けた利⽤（１−２との連携）
・燃料形態の違いに着⽬した循環スケールの設定



成果 テーマ 阿蘇に適⽤ 国⽴公園に適⽤ 全国に適⽤ 科学的新規性
地域循環共⽣圏のモデル提⽰ １−１ 〇 ◎
⾃然災害と⽣態系の構造及び⽣態
系サービスとの相互の関係

１−１ ○ ◎

⽔資源の価値 １−１ ◎ 〇
草原の浸透能 １−１ ◎ 〇
創造的復興⼿法（ハード） １−２ ◎ 〇
災害撹乱と⽣物多様性 １−２ 〇 ◎
復興景観ガイドライン １−３ 〇 ◎
⽔循環の変化 ２ ◎ 〇
地域循環共⽣圏の階層性 ３−１ ◎ ◎ 〇
創造的復興⼿法（ソフト） ３−２ ◎ 〇
バイオマス活⽤と地域循環共⽣圏 ３−３ ◎ 〇

研究成果の活⽤研究成果の活⽤
 地域循環共⽣圏の階層性を明らかにし、構築のモデルを提⽰することで、全国への普及に活⽤
 科学的な分析に基づく⽣態系を活⽤した防災・減災（Eco-DRR）のあり⽅を提⽰し、全国での導⼊に活⽤
 国⽴公園における景観に配慮した災害復旧に活⽤
 阿蘇の創造的復興に貢献



テーマ１：⾃然災害と⽣態系サービスの関係性に基づいた
創造的復興に関する研究

テーマ１：⾃然災害と⽣態系サービスの関係性に基づいた
創造的復興に関する研究

サブテーマ(1)：地域循環共⽣圏の確
⽴と創造的復興の総合化

サブテーマ (2)：⾃然災害と⽣態系
サービスの関係性からみた創造的復
興⼿法の提案

サブテーマ (3)：災害による⽂化的
サービスの変容とマネジメント⼿法

プロジェクト全体の総括

草原の⼤都市圏への⽔供給サービスの定量的評価

攪乱と⽣物多様性との関係性把握

⽂化的サービス、地域の資源循環に配慮した災害復旧・基
盤整備⼿法の開発

⾃然条件・社会条件と災害との関係性を把握し、⼟地利⽤
の⾒直し、伝統的な⼿法、⾃然環境の適切な管理などによ
り災害リスクを低減する創造的復興⼿法の提案

成果⽬標

グリーンレジリエンス



草原の⼤都市圏への⽔供給サービスの定量的評価

テーマ1‐1：地域循環共⽣圏の確⽴と創造的復興の総合化テーマ1‐1：地域循環共⽣圏の確⽴と創造的復興の総合化

最終成果 草原⇒水資源が確保量⇒経済的価値

ススキ草原 VS スギ林

蒸発散量（年間） 年間200−400㎜⼩さい（仮）

草原⾯積（テーマ2‐2） 1万7000ha（仮）

⊿⽔資源供給量 スギ林より0.35−0.7億㎥/年（仮） 多い

⊿⼈⼝分（200ℓ/⽇/⼈） スギ林より47万⼈‐94万⼈分（仮） 多い

今後、草地の種別、面積、スケールアップ、経済価値

五箇⼭ダム 1‐2個分に相当



阿蘇の草原の蒸散は森林よりも低いのか？

九大キャンパス計画室 宮沢良行



背景 草原と森林の蒸散

Zhang et al. (2001)

森林

草原

降水量 (mm/year)

年
蒸
発
散
量

(m
m

/y
ea

r)

森林の高い蒸発散に伴う水資源の消費
(Zhang et al. 2001, Jackson et al. 2005)

湿潤地域の草原-森林の比較が少ない

計測手段が限られている

浸透
水資源

蒸散: E

遮断蒸発 降雨



草原と森林の蒸散

手段
・ 実測 と モデル解析
現場データ 広域・将来予測

個葉スケール 個体スケール

樹液流計測 個葉ガス交換計測

対象
・ 管理強度の異なる草原

強度管理 ササ
軽度管理 ススキ

・ 放置・植林 森林(クヌギ、灌木、針葉樹)

多湿・低CO2

CO2水蒸気
乾燥・高CO2

気孔

葉断面図

蒸
散

CO2取り込みの際の
水蒸気の漏れ＝蒸散



結果2-1 ススキの蒸散

Day of year (日付)

樹
液
流
速
度

(c
m

/h
r)

飽
差

(kPa)
日
射

(W
/m

2)

環境指標に類似。一挙一動を捕捉できている。



結果2-2 ススキの蒸散は低い？

日付

群
落
蒸
散
速
度

(m
m

/d
ay

)

8/1 9/1 10/1 11/1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

植栽密度は16本/m2を想定(過密評価気味)

群落蒸散速度

=樹液流速度/個体
×植栽密度



結果まとめ ススキの蒸散は低い？

蒸
散
速
度

Miyazawa et al. 2017

スギ(高森町)と比べ、
著しく低い。

低すぎ？

倍であっても極めて
低い



結論 草原の蒸散

ススキの蒸散量は低いと考えられる

• 主要構成種のススキは節水型の光合成特性

• 蒸散量が低すぎる

樹液流束 個体蒸散 群落蒸散へ
桿密度 校正値

今後の課題

• 環境応答の解析が必要 暑い年には結果が変わる？

• ササの典型的な群落が欠如 試験地の変更が必要？



価値推計

馬奈木俊介

九州大学



• 第五次環境基本計画

「地域における自然資本・人工資
本・人的資本を持続可能な形で最
大限に活用し、地域内における環
境配慮型の投資・消費を活発化さ
せていくことが重要」



広域の地域の発展

12

福岡市（水の制約）＝人口抑制

↓
水利用：有明（佐賀）との協定

↓
人口増加

↓
筑後川水源の確保←阿蘇の水
源保全の危機



人間の生産活動によって生
み出される財

実際に資産資本、労働、土
地、水といった生産要素に
よって生み出されたGDPへ

の寄与率

水のレント（rental value）

阿蘇による水の供給

最適化問題（動学的一般均
衡）

「利潤最大かつ支出最小の時
間変化」

水のシャドウプライス×供給量

消費側

供給側

推計した結果の産業連関表への適用・福岡

福岡

level share level share
capital income 39199.51 0.306485 41606.87 0.325307
labor income 30490.43 0.238392 -28325.2 -0.22146
other income 58210.38 0.455123

water rent 236209.4 1.846824
land rent -121591 -0.95067

value added 127900.3 127900.3

agriculture
original I-O data

agriculture
shadow I-O data



今年度計画

• 熊本と福岡の水の価値を推計モデルの開発と実証

→阿蘇水源量を利用して、生産関数と産業連関表の
連結化

• ポテンシャルとしてのエコシステム価値推計（アンケー
ト実施）



テーマ1‐1：地域循環共⽣圏の確⽴と創造的復興の総合化テーマ1‐1：地域循環共⽣圏の確⽴と創造的復興の総合化

グリーンレジリエンス
発災時 自然資源活用 レジリエンス高める

概念化とその活用手法

②ヒアリングによる課題抽出①グリーンレジリエンスのカテゴリー化

都市部：使われていない
農村部：ある程度使われている

地震時の利用可能量
使うスキル

今後：拠点計画
量とスキルの調査



【SⅡ-5】テーマ 1 サブテーマ(2)
⾃然災害と⽣態系サービスの関係性からみた創造的復興の提案

イ) 表層崩壊（⼭地斜⾯）︓地形、植⽣、⼟地利⽤・集落構造と災害リスクとの関係
⇒暴露の回避、脆弱性が低減できる斜⾯植⽣管理や集落構造のあり⽅を提案

ハ）河川氾濫：⾃然地形、伝統的治⽔⼯法（遊⽔地・⽔防林等）、伝統知を活⽤
⇒減災、⽣物多様性保全・コミュニティの強化のあり⽅を提案

ロ）草原及び天然林：草原・⼭地斜⾯における攪乱と⽣物多様性との関係解明
⇒減災、⽣物多様性保全に資する草原、⼭地斜⾯のあり⽅を提案

⽬的︓持続可能な地域の実現を⽬指し、表層崩壊、草原・天然林、河川氾濫に着⽬し
⾃然地形や⽣態系、地域知を活⽤した防災、⽣態系保全のあり⽅の提案

気候変動の影響による⽔害や⼟砂災害が各地で発⽣
阿蘇地域：災害をいなし、魅⼒ある持続可能な地域の創造が求められている

熊本⼤学⼤学院 先端科学研究部
皆川朋⼦・副島顕⼦・藤井紀⾏

気候変動、⼈⼝減少下における、
流域単位での防災を念頭に置いた、
⾃然調和型地域づくり、次期⽣物多様性国
家戦略や国⼟利⽤計画等につながる規範



2019

2020

2021

緩衝林として
の機能する条
件の抽出

ヒアリング・⼟地利
⽤分析
地域知・伝統知、
コミュニティ分析

ロ）草原及び天然林

斜⾯崩壊要因の評価
・植⽣の斜⾯崩壊抑制
機能評価
・斜⾯崩壊リスク推定

テーマ3（2）
森林管理
間伐➡地域資源循環
（バイオマス利⽤）

〇⽣物多様性に資する草原管理のあり⽅
〇減災、⽣物多様性に資する⼭地斜⾯のあり⽅の提案

【対象地】
阿蘇北向⾕原始林
（天然記念物）

地形と植⽣との相関解析

植⽣から災害頻度の推定、
攪乱と⽣物多様性との関
係性解明⇒崩壊頻度と植
⽣からの災害リスク予測

ドローン撮影・植⽣調査

〇暴露の回避、脆弱性が低減できる斜⾯植
⽣管理のあり⽅
〇集落配置のあり⽅の提案

〇周期的に起こる⾃然災害や⼈為的撹乱が⽣態系の動
的安定と⽣物多様性の保全に貢献していることが提⽰

防災・環境教育
（教材作成）

〇防災教育・環境
教育教材

〇コミュニティ・
地域防災⼒の強化策

【対象地】
阿蘇⾼森町の草原トラスト地

災害前データ
整理

災害後草原
植⽣調査

地形分類、
微地形測量

植⽣調査，草刈り，野焼き等，
地形と種組成の相関解析

種多様性を維持し，希少種を保
全する管理⽅法の検討

イ) 表層崩壊（⼭地斜⾯）

研究フロー及び最終成果

成果

下流への斜⾯崩壊被害
の評価（斜⾯崩壊被害
マップの作成）

崩壊深
⽴ち⽊密度
樹⾼

防災・環境教育
（教材作成）

崩壊深
⽴ち⽊密度
樹⾼



表層斜⾯崩壊リスク要因・植⽣による斜⾯崩壊抑制機能
（対象︓平成24九州北部豪⾬災害）

■ランダムフォレスト分析による
崩壊に対する説明変数の重要度 ■⼀般化線形モデル（GLM)の結果により算出された植⽣のカテ

ゴリー毎の崩壊確率（異なる英⽂字は有意⽔準5%で有意差）

⇒阿蘇のような脆弱な地質を地域においても、針葉樹林、
広葉樹林、広葉樹⼆次林は斜⾯崩壊抑制に寄与

⇒表層地質の影響が最も⼤きく、次いで標⾼、
1時間最⼤⾬量、SPIが⼤きく、植⽣は傾斜、
TWIと同程度



■GLMに基づく斜⾯崩壊リスク

■森林、草原の崩壊深

斜⾯崩壊リスク・緩衝林の評価
■緩衝林（暴露低減）の配置

⇒傾斜15〜17度の斜⾯
に配置されたスギや広
葉樹の壮齢林が暴露回
避のための緩衝林とし
て機能している可能性
（既往知⾒と⼀致）

平成24年九州北部豪⾬及び
平成28年熊本地震を対象に
空中写真を⽤いて評価

＋崩壊⼟砂量
（⾯積×崩壊深）

＋流⽊量（樹⽊密度、樹⾼）

＋下流の⼟地利⽤
（集落や⽔⽥までの距離など）

を考慮し災害リスク評価を⾏う 崩壊深： 森林 ＞ 草原
（九州北部豪⾬災害及び熊本地震）

⇒崩壊⼟砂量は多く、流⽊が加わることで被害
はより甚⼤

下流への災害リスク評価へ



2019

2020

⾃然の地形、遊⽔地・⽔防林、伝統知を活⽤した
減災・防災

遊⽔地、⽔害防備林
の事例収集と類型化

暴露回避のため
の⼟地利⽤
集落配置・伝統
知の収集整理

遊⽔地の多機能化
（⽣物多様性保全機能強化）

河川、既設遊⽔地、旧河道（遊⽔
地計画地）の⽔⽣⽣物ポテンシャ
ル評価

2021

⾃然の地形、遊⽔地・⽔防林、伝統知を活⽤した減災・防災、⽣物多様性保
全のための治⽔対策、⼟地利⽤のあり⽅

多⾯的機能が発揮され
る遊⽔地デザインのあ
り⽅の検討

防災・環境教育
（教材作成）

冠⽔頻度
環境条件と⽣
物⽣息状況の
関係解明

・⾃然地形と浸⽔リスクとの関係評価

・⼟地利⽤の変化に伴う現況評価

防災教育・環境教育教材
コミュニティ・地域防災⼒
の強化策の提⽰

ハ）低地・河川氾濫

治⽔機能強化のための伝統的治⽔⼯法の提
案、遊⽔地における⽣物多様性・⽣態系保
全機能、の強化策の検討・提⽰

研究フロー及び最終成果

遊⽔地、⽔害防備林の
配置の評価

成果

景観や⼈の利⽤等
の⽂化的サービス
に関するデータの
収集・整理



⾃然地形と浸⽔リスクの関係，現況評価（RRIによる）
■各⾃然地形区分における⼟地利⽤の変化に伴う

浸⽔家屋の変化（1902→2003年）

・特に⿊川流域において⼟地利⽤の変化や氾濫域が⼤きい
・1902年から2003年までに家屋数は1.3倍に増加
・低地の⾕底平野及び低位段丘⾯での家屋数の増加により

浸⽔家屋数は1.6倍に増加

・2012年九州北部豪⾬時（Case1)の1.4倍（Case2）時に
⾃然堤防、⾕底平野及び段丘⾯(主に低位段丘⾯) では浸⽔
深2.0mを越える家屋が増加．⾕底平野及び低位段丘⾯では
3.0mを越える浸⽔が発⽣.

■超過洪⽔時（1.4倍︓Case2）浸⽔深予測

■⾃然地形 ■⼟地利⽤の変遷
■超過洪⽔時（1.4倍︓Case2）

浸⽔シミュレーション



⽔⽣⽣物ポテンシャルの評価・遊⽔地デザインの検討

⾏政（県）及び設計コンサル
タントに説明（2020.5）

■⽔⽣⽣物調査

⇒遊⽔地及び旧河道を活⽤にす
ることで、治⽔機能と⽣物多様
性の保全機能の両⽅が強化が期
待できる

■今後予定
・環境・防災教育の実施（多様な湿地環境の創出イベント）
・伝統知・地域知に関する知⾒の収集
治⽔機能強化のための伝統的治⽔⼯法の提案、遊⽔地におけ
る⽣物多様性・⽣態系保全機能、地域コミュニティ、地域防
災⼒の強化策を検討し提⽰する。



阿蘇をモデル地域とした地域循環共⽣圏の構築と創造的復興に関する研究

九州大学 樋口明彦

テーマ１.サブテーマ３:

災害による文化的サービスの変容とマネジメント手法

中間評価ヒアリング資料

テーマ１.サブテーマ３:

災害による文化的サービスの変容とマネジメント手法

中間評価ヒアリング資料



様々な自然災害が頻発する近年の状況

災害復旧事業では「緊急性」「即応性」が優先

阿蘇にあっても、豊かな文化的サービスの質に

十分な配慮がなされていない現状

災害復旧を文化的サービス強化の機会として捉え

一般的な災害復旧手法とは異なる

「創造的復興」型アプローチの創出が急務

自然災害の頻発自然災害の頻発

文化的サービスと
馴染まぬ

復旧事業の現状

文化的サービスと
馴染まぬ

復旧事業の現状

テーマ1.サブテーマ３:災害による文化的サービスの変容とマネジメント手法

九州大学 樋口明彦 2/16

本研究の背景



テーマ1.サブテーマ３:災害による文化的サービスの変容とマネジメント手法

九州大学 樋口明彦 3/16

ゆっくり観察するには自転車が一番ゆっくり観察するには自転車が一番

これまでの取り組み：阿蘇固有の風景を探索これまでの取り組み：阿蘇固有の風景を探索



例えば火山活動起源の石材で積まれた石積護岸
 ➡ 規範となりうる見事なもの

例えば火山活動起源の石材で積まれた石積護岸
 ➡ 規範となりうる見事なもの

テーマ1.サブテーマ３:災害による文化的サービスの変容とマネジメント手法

九州大学 樋口明彦 4/16

「牧野」以外にも素晴らしい阿蘇固有の風景が存在「牧野」以外にも素晴らしい阿蘇固有の風景が存在



テーマ1.サブテーマ３:災害による文化的サービスの変容とマネジメント手法

九州大学 樋口明彦 5/16

世界的水準に照らして大きな問題世界的水準に照らして大きな問題

しかし、一方で相容れない人為による状況が…しかし、一方で相容れない人為による状況が…



阿蘇にそぐわない治山事業、砂防事業の存在

テーマ1.サブテーマ３:災害による文化的サービスの変容とマネジメント手法

九州大学 樋口明彦 6/16

豊かな森林＝循環可能な資源



ばらつきの多い管理状況、最適化されていない利用状況
未利用大径木の増加

テーマ1.サブテーマ３: 災害による文化的サービスの変容とマネジメント手法

九州大学 樋口明彦 7/16

豊かな森林＝循環可能な資源



テーマ1.サブテーマ３:災害による文化的サービスの変容とマネジメント手法

九州大学 樋口明彦 9/16

既存⼯法

⽯材使⽤⼯法

川の護岸を例に、一般的なコンクリート

ブロック積護岸と割石練積み護岸とを比較。

地域内循環率は石積みが有利。

これまでの取り組み：
地域循環率等についての評価の試行 ①石材について

コンクリート
ブロック⼯法

地元⽯材
練積み⼯法

1m２あたり事業費 20,000円 26,000円

地域内循環額 6,300円 17,200円

地域内循環率 31% 64%

CO2環境コスト 1,500円      1,000円



テーマ1.サブテーマ３:災害による文化的サービスの変容とマネジメント手法

九州大学 樋口明彦 9/16

既存⼯法

ガードレールを例に、一般的な波板鋼板

ガードレールと木製ガードレールとを比較。

地域内循環率は木製が有利。

⽊材使⽤⼯法

これまでの取り組み：
地域循環率等についての評価の試行 ②木材について

波板鋼板
ビーム

スギ製
ビーム

1mあたり事業費 15,300円 16,400円

地域内循環額 6,000円 13,800円

地域内循環率 39% 84%

CO2環境コスト 200円 100円



テーマ1.サブテーマ３:災害による文化的サービスの変容とマネジメント手法

九州大学 樋口明彦 10/16

阿蘇くじゅう国⽴公園
管理運営計画に参加

阿蘇くじゅう国⽴公園
管理運営計画に参加

参考事例の⼀つ：
The Partnershipʼs Plan,
The English Lake District

参考事例の⼀つ：
The Partnershipʼs Plan,
The English Lake District

今後の取り組み：
1.  ⽂化的サービス（景観）を考慮した災害復旧ガイドラインの作成

対象地域内の
現況調査の継続
対象地域内の

現況調査の継続

ガイドラインの作成
・出来るだけ具体的内容に

（管理計画に反映）

ガイドラインの作成
・出来るだけ具体的内容に

（管理計画に反映）

・”Principles”（ビジョン）の検討
・規範の整理・伝統⼯法の整理

・地域循環型への配慮等

・”Principles”（ビジョン）の検討
・規範の整理・伝統⼯法の整理

・地域循環型への配慮等

国、県、地元
⾃治体他との
調整必要



テーマ1.サブテーマ３:災害による文化的サービスの変容とマネジメント手法

九州大学 樋口明彦 11/16

大規模復興事業で

発生する多量の石材

を集積・備蓄

集落等に放置され

ている石材を回収

国、県、市町村の

地域内公共事業等

に無償で供給

歴史的石積み技術の

研修・普及に活用

世界遺産に向け地域

の姿勢をアピール

地域内の公共事業

等の発生石材を回収

地元の⽯を循環活⽤する仕組み地元の⽯を循環活⽤する仕組み

・地元自治体、県、国、NPO等で運営
・遊休農地、耕作放棄地等を有効活用
・複数のバンクを地域内に適切配置

今後の取り組み：
2. 地元の⽯を循環活⽤する仕組みの提案・構築



テーマ1.サブテーマ３:災害による文化的サービスの変容とマネジメント手法

九州大学 樋口明彦 12/16

大規模復興事業で

発生する多量の石材

を集積・備蓄

集落等に放置され

ている石材を回収

国、県、市町村の

地域内公共事業等

に無償で供給

歴史的石積み技術の

研修・普及に活用

世界遺産に向け地域

の姿勢をアピール

地域内の公共事業

等の発生石材を回収

・地元自治体、県、国、NPO等で運営
・遊休農地、耕作放棄地等を有効活用
・複数のバンクを地域内に適切配置

地 域 内 循 環地 域 内 循 環

今後の取り組み：
2. 地元の⽯を循環活⽤する仕組みの提案・構築



テーマ1.サブテーマ３:災害による文化的サービスの変容とマネジメント手法

九州大学 樋口明彦 12/15

大規模復興事業で

発生する多量の石材

を集積・備蓄

集落等に放置され

ている石材を回収

国、県、市町村の

地域内公共事業等

に無償で供給

歴史的石積み技術の

研修・普及に活用

世界遺産に向け地域

の姿勢をアピール

地域内の公共事業

等の発生石材を回収

・地元自治体、県、国、NPO等で運営
・遊休農地、耕作放棄地等を有効活用
・複数のバンクを地域内に適切配置

関係組織、⾃治体等と
可能性について研究中
関係組織、⾃治体等と
可能性について研究中

今後の取り組み：
2. 地元の⽯を循環活⽤する仕組みの提案・構築

同じく、⽊材の
利⽤可能性についても調査研究中

同じく、⽊材の
利⽤可能性についても調査研究中



テーマ2・サブテーマ（１）リーダー
東海⼤学 市川 勉

サブテーマ（２）リーダー
東海⼤学 岩崎 洋⼀郎

サブテーマ（３）リーダー
東海⼤学 阿部 淳

1



阿蘇カルデラを含む阿蘇・熊本地域における地下⽔を中⼼と
した⽔循環モデルの構築と熊本地震による影響の把握（１）

地震による阿蘇草原等の⼟地利⽤の変化が
⽔循環に及ぼす影響の評価（２） ⽔循環の変化が農業に及ぼす影響の評価

（３）

地下⽔を中⼼とした⽔循環モデル構築

熊本地震

⽔循環に変化

草原・農地に⻲裂発⽣

熊本地震，草原、⽔⽥の⾯積変化
による⽔循環への影響評価

野焼きの中⽌
草原の⽣態系変化
浸透能⼒の変化

⽣態系による供給サー
ビスへの影響

衛星データの収集・活⽤

ドローンによる詳細調査

農地に⻲裂発⽣
かんがい⽔路の破損
⽔源の枯渇

南阿蘇村⿊川地区を中⼼に
阿蘇及び熊本地域の⼟地利⽤変化

南阿蘇村を中⼼に
阿蘇⻄麓の中⼭間地

⼟地利⽤データ
草原の浸透能⼒の提供

営農・⾷糧⽣産への影響

注；（ ）はサブテーマ番号

農地利⽤データの提供

テーマ２：熊本地震による阿蘇カルデラから熊本地域の
地下⽔を中⼼とした⽔循環への影響の評価に関する研究
テーマ２：熊本地震による阿蘇カルデラから熊本地域の
地下⽔を中⼼とした⽔循環への影響の評価に関する研究

⽔⽥減⽔深、かんがい基底⽔量、湧⽔量等
不⾜している⽔⽂データの調査

2



研究⽬標（サブテーマ（１））

 ⽔循環における草原、⽔⽥等農畜産業の重要性を評価．

 阿蘇カルデラ内及び熊本地域の⽔循環を解析するモデルを作成し、草原や⽔⽥
の縮⼩のような⻑期的な⼟地利⽤の変化、熊本地震などの災害による⽔循環の
変化を評価．

 草原再⽣、⽔⽥維持が重要であり持続可能な⼟地利⽤、産業のあり⽅(創造的復
興)について提⾔．

3

阿蘇カルデラを含む阿蘇・熊本地域における地下⽔を中⼼とし
た⽔循環モデルの構築と熊本地震による影響の把握

東海⼤学 市川 勉，平野葉⼀，天野弘基
⻑崎⼤学 中川 啓



⽔循環を構成する⽔⽂データ

⽔⽥の減⽔深・涵養量
阿蘇灌漑⽤⽔路の基底流量
南阿蘇湧⽔群の湧⽔量
⽴野⽕⼝瀬における地下⽔位
熊本平野の透⽔係数分布
阿蘇・熊本地域の地下⽔位データ

阿蘇における過去から現在までの⽔循環シミュレーション
熊本地域における⽔循環シミュレーション

サブテーマ（２）より
草原の浸透能⼒
⼟地利⽤の変化
⽔⽥の⾯積

サブテーマ（３）より
阿蘇⻄麓中⼭間地の農地利⽤
南阿蘇村を中⼼とした農地利⽤

阿蘇地域の⽔⽥と草原のあり⽅
阿蘇カルデラと熊本平野の地下⽔の連結
熊本地震による⽔循環への影響

⽔循環シミュレーション

研究対象地域住⺠(阿蘇，熊本地域)に対する報告会，説明会を開催．

研究計画（サブテーマ（１））

2019年度

2020年度

2021年度

4



2019年度研究進捗状況（サブテーマ（１））

1) 阿蘇カルデラ内の⽔⽥の減⽔深・地下⽔涵養量調査
2) 阿蘇カルデラ内の⾮灌漑期流況（基底流量）調査
3) 南阿蘇湧⽔群の湧⽔量調査
4) ⽴野⽕⼝瀬周辺の地下⽔位調査
5) 阿蘇・熊本の地下⽔位観測データ収集・分析
6) 熊本平野部地層の透⽔係数の推定

5

⽔循環を構成する⽔⽂データ



１）阿蘇カルデラ内の⽔⽥の減⽔深・地下⽔涵養量調査
減⽔深調査結果
 中⼲前

4.4〜127.8 mm/day
 中⼲後

13.3〜235.2 mm/day
⽩川中流域：通称「ざる⽥」
 中⼲前

20〜75 mm/day
 中⼲後

70〜200 mm/day
⼲後の減⽔深は，クラックの発⽣により減⽔深が中
⼲前の1.8倍に増加する⼀般的な結果が得られました。
阿蘇の⽔⽥は⽩川中流域に匹敵する浸透能を持つ

阿蘇谷：21地点 南郷谷6地点

6

主⾷⽤⽔稲の⽔⽥の地下⽔涵養量
阿蘇市は11,117万m3，南阿蘇村は7,185万m3

と，他と⽐較して圧倒的に⼤きい．



2）阿蘇カルデラ内の⾮灌漑期流量(基底流量)調査
流量観測結果

流量観測地点の分布

・南郷⾕（39地点）
総流量：38.7万m3/day (妙⾒橋上流のみ：35.9万m3/day)

35.9万m3/day52.1万m3/day
妙⾒橋における⽩川流量 妙⾒橋上流の観測流量

＞
⽩川は⾃噴域を通過して流下しており，
河床から地下⽔が流出している可能性がある．

・阿蘇⾕（65地点）
総流量：65.4万m3/day (南郷⾕の1.7倍)

65.4万m3/day25.1万m3/day
⿊川流量※ 阿蘇⾕の観測流量

＜
※⿊川の流量は，⿊川と⽩川が合流した⽴野の流量と妙⾒橋の流量の差

⿊川は⾃噴域を通過せず，外輪⼭に沿って流下しており，
河床から地下に浸透している可能性がある．

阿蘇谷：65地点 南郷谷39地点

7



3）南阿蘇湧⽔群の湧⽔量調査
流量観測結果

池の川⽔源
公⽰湧⽔量を上回っているのは、⼆⼦⽯妙⾒神社と明神池名⽔
公園、池の川⽔源の3か所のみ．
⽵崎⽔源は公⽰湧⽔量120 m3/minの1/3程度、60 m3/minとされ
ている⽩川⽔源は2/3まで低下している．
原因については，今後のシミュレーションで検討するが，草原
⾯積の減少が関係している可能性もある．

南阿蘇湧水群の分布

8



4）⽴野⽕⼝瀬周辺の地下⽔位調査

観測井戸西側からの鳥瞰図

地下⽔位観測井⼾の概要

阿蘇カルデラと熊本平野は，⽩川だけでなく，地下⽔でもつながっている．
⽔位：⽩川の⽔は浸透しておらず，地下⽔位を地表⾯下35 mで確認．
地質：巨礫（径5〜12㎝以上）が堆積しており，礫間充填物は洗い流されている．

ボーリングコア

9

観測井戸

立野火口瀬

阿蘇谷 南郷谷

立野ダム建設地
(山の裏)

中央火口丘

熊本平野

50m   49m  48m   47m  46m

49m   48m  47m   46m   45m 44m   43m  42m   41m   40m

45m  44m   43m  42m   41m



4）⽴野⽕⼝瀬周辺の地下⽔位調査
地下⽔流量の推定(試算）

地質断面図

阿蘇カルデラから熊本平野へ地下⽔流出の量は，⽩
川の流量204万m3/day※の8.5％，熊本平野の年間地
下⽔涵養量6億m3の約10%に相当すると考えられる．
ただし、この推定では，動水勾配に6.5km離れた国

土交通省の大津観測井との水位差で算出したため，
観測井周辺の動水勾配と異なる可能性が高いため，
2021年度に今回設置した井戸に近い位置新たな観測

井を設置し，より正確な流量を推定したいと考えて
おります。

パラメーター 値 備考

透⽔係数(cm/sec) 20 

動⽔勾配 0.0131 外牧と⼤津から推定

流速 (m/day) 225.97 ダルシーの法則

断⾯積 (m2) 2,560

有効間隙率 0.3

流量 (m3/day) 173,500 年間約6,300万m3

※国⼟交通省⽴野観測所の過去の⽩川の⽔位-流量データからH-Q
曲線式を作成し，推定した2014〜2018年（2016年の多⾬年は除
く）の平均流量．

10

地下水位

基盤岩



4）⽴野⽕⼝瀬周辺の地下⽔位調査
これまでの地下⽔位の変化
• 2019年の梅⾬が明け，地下⽔は低下期

にあたり，降⾬に応答しながら低下．
• 114.8m前後が，⽔位の下限．
• 2020年3⽉に⼊り降⽔量が多くなり，

やや上昇．
• 2020年の梅⾬⼊り（6⽉11⽇）後に⽔

位は顕著に上昇．

• ⽔⽥の影響があるなら，梅⾬明け後，
⽔位は維持され続けると推測される．

• 今後⽴野ダム建設による影響が出てく
る可能性がある．

今後の地下⽔位変化

11
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5）阿蘇・熊本の地下⽔位観測
データ収集・分析

地下⽔位の変化
観測井戸の分布

国土交通省：20地点 熊本県：19地点，
熊本市：33地点上下水道局：54地点，嘉島町：6地点

・熊本平野
毎年6⽉下旬に最低点、10⽉上旬に最⾼点になるパターン
減反政策により⽔位低下傾向，2004年に開始した湛⽔事業で回復傾向

・熊本地震
⽔位4⽉の地震直後に異常上昇、強烈な揺れにより⼭体地下⽔が強制排
出されたため．

12透水係数の分布

6）熊本平野部地層の透⽔係数の推定
・透⽔係数の分布

透⽔係数は，2.58×10-5 〜 9.73×10-1 cm/sの範囲で分布しています．
透⽔係数の⾼い領域は，⽩川中流域の「地下⽔プール」と⼀致．

以上のような状況から
現時点までのサブテーマ（１）の研究進捗状況は
「計画通り進展している」
と評価できる。



サブテーマ（２）
地震による阿蘇草原等の⼟地利⽤の変化が⽔循環に及ぼす影響の評価

研究⽬標（サブテーマ（２））
 衛星画像およびGISデータなどを解析して、阿蘇・熊本地域の1981年、1996年、

地震直前の2015年、地震後の2016年そして2040年代（将来予測）の⼟地被覆
分類を⾏う。阿蘇地域は、雲に覆われることが多く短い年間隔での衛星画像収
集は困難で上記の4年とした。そして各⼟地被覆の⾯積の経時変化を把握する。

 阿蘇地域の草原における浸透能⼒試験を⾏う。
 被災が⼤きかった阿蘇カルデラ内南阿蘇村周辺をドローン、踏査によって詳細

に調査する。
 地中⽣活を⾏うキムラグモの個体数を調査し、地震の影響をより⾼精度に⽣態

系の変化として分析する。
 ⼟地被覆分類結果と浸透能⼒試験結果をサブテーマ（１）へ提供する。
 最終的には、得られた結果から地域循環共⽣圏の構築に寄与する提⾔をまとめ

る。

東海⼤学 岩崎洋⼀郎, ⻑ 幸平, 藤本邦昭, 福崎 稔, 的場英⾏, ⻑野克也, 村⽥
浩平



サブテーマ（２）
地震による阿蘇草原等の⼟地利⽤の変化が⽔循環に及ぼす影響の評価

研究計画（サブテーマ（２））
研究項⽬ 2019年度 2020年度 2021年度

衛星画像から得られたNDVIおよび
GISデータなどを⽤いて地震前か
ら地震後の複数の時期における⼟
地被覆分類を⾏い、さらに変化領
域を把握する。特に草原領域の経
年変化を把握する。

阿蘇地域の⼟地被覆分類を作成し、
⼟地利⽤の変化を把握する。

サブテーマ（１）へデータ提供

阿蘇地域に加え、熊本地域の⼟地
被覆分類を作成し、⼟地利⽤の変
化を把握する。阿蘇地域の⼟地被
覆分類の精度を向上させる。

サブテーマ（１）へデータ提供

熊本地域の⼟地被覆分類の精度を
向上させる。阿蘇・熊本地域の⼟
地被覆分類を完成させる。

サブテーマ（１）へデータ提供

地震によって被災し、野焼きもで
きずに放置された草原と、野焼き
前後の草原において浸透能⼒試験
を実施し、⽔循環に及ぼす影響を
評価する。

阿蘇南郷⾕において浸透能⼒試験
を実施し、草原の浸透能⼒を算出
する。

サブテーマ（１）へデータ提供

浸透能⼒試験の実施地点を拡⼤し、
草原の浸透能⼒を算定する。⼟地
被覆と浸透能との関係分析の精度
を上げる。

サブテーマ（１）へデータ提供

浸透能⼒試験の実施地点を拡⼤し、
草原の浸透能⼒を算定する。⼟地
被覆と浸透能との関係分析の精度
を上げる。⽔循環に及ぼす影響評
価をまとめる。

サブテーマ（１）へデータ提供
被災が⼤きかった阿蘇カルデラ内
南阿蘇村周辺をドローン、踏査に
よって詳細に被災状況、地震後の
⼟地利⽤の状況、⽣態系の変化を
調査し、熊本地震による⼟地利⽤
の変化が⽔循環に及ぼす影響を評
価する。

踏査により、被災状況などを調査
する。浸透能⼒試験地点において
ドローンを⽤いた⾼解像度リモー
トセンシングを⾏い、植⽣分布・
⼟地の3次元形状を計測する。⽣
態系の変化としてキムラグモの個
体数調査を⾏う。

踏査により、被災状況などを調査
する。浸透能⼒試験地点において
ドローンを⽤いた⾼解像度リモー
トセンシングを⾏い、植⽣分布・
⼟地の3次元形状を計測する。⽣
態系の変化としてキムラグモの個
体数調査を⾏い、⼟地被害との関
連を調べる。

踏査により、被災状況などを調査
する。⽣態系の変化としてキムラ
グモの個体数調査を⾏い、⼟地被
害との関連を調べる。⼟地利⽤の
変化が⽔循環に及ぼす影響を評価
する。



進捗状況（サブテーマ（２））
1) 熊本地震により阿蘇地域の⼟地被覆が裸地へ変化した領域の抽出と時間経過とと

もに拡⼤する裸地領域の原因調査

2) NDVI経時変化とGISデータなどを組み合わせた阿蘇地域⼟地被覆分類⼿法の開発

3) 南郷⾕の草原における浸透能⼒の調査

4) 熊本地震前後の阿蘇地域に⽣息するキムラグモの個体数の調査

5) ドローンを⽤いた⾼解像度リモートセンシングによるNDVIと3次元形状の計測お
よび空間分解能の検討

サブテーマ（２）
地震による阿蘇草原等の⼟地利⽤の変化が⽔循環に及ぼす影響の評価



1) 熊本地震により阿蘇地域の⼟地被覆が裸地へ変化した領域の抽出と時間経過とともに拡⼤する裸地領域の原因調査

画像1：2017年3⽉28⽇のNDVI−2016年3⽉3⽇のNDVI（約1年後との差）
画像2：2019年4⽉7⽇のNDVI−2016年3⽉3⽇のNDVI（約3年後との差）

3年後がNDVI低下領域（裸地へ
変化した領域：茶⾊）が拡⼤

画像1

画像2南阿蘇村の京⼤⽕⼭研究センターの周辺



1) 熊本地震により阿蘇地域の⼟地被覆が裸地へ変化した領域の抽出と時間経過とともに拡⼤する裸地領域の原因調査

 画像1（約1年後）に対して画像2（約3年後）の方がNDVI低下領域が拡大
 主な箇所について、現地調査により要因調査
 南阿蘇村の京大火山研究センターの周辺3地点での写真
地震被害領域の補修工事を実施、植生被覆が剥がされてNDVI低下領域が拡大

南阿蘇村の京⼤⽕⼭研究センターの周辺3地点（2019年7⽉28⽇）



2) NDVI経時変化とGIS データなどを組み合わせた阿蘇地域⼟地被覆分類⼿法の開発

NDVIの季節変化 ⼟地被覆分類の結果
*(f)の提供：⽇本域⾼解像度⼟地利⽤⼟地被覆図2016年9⽉リリース版（バージョン16.09）(JAXA)

(a) 1981年 (b) 1996年 (c) 2015年

(d) 2016年 (e) 2040年代 (f) JAXA（2006〜2011年）*

©JAXA
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 NDVIは、⼟地被覆によって特徴的な季節変化
を⽰した。

 NDVIの季節変化とGISデータ（環境省の現存
植⽣図）により、⼟地被覆分類図を作成。

 阿蘇カルデラは、雲に覆われやすいため、分
類図を作成できる年が限られた。

 作成した⼟地被覆分類図（2015年）とJAXA
（2006〜2011年）の図は、概ね⼀致している。



2) NDVI経時変化とGIS データなどを組み合わせた阿蘇地域⼟地被覆分類⼿法の開発

 針葉樹は、草原へのスギ・ヒノキの植林によ
り増加。2015年は、⼀部で伐採され、減少。

 広葉樹は、放棄草原の遷移により増加。
 草原は、過去35年間で⼤幅に減少。2040年代

には、さらに7.1km2減少すると予測。
 ⽔⽥は、減反政策により減少。
 畑は、⽔⽥からの転作により増加（ただし、

耕作放棄地を含む）。
 建物⽤地は、観光業の活発化に伴う商業施設

の建設により増加。

⾯積の経年変化
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2019年度 2012年度

S2（牧草：放牧地）

S5-1①②（草原）

S4（草原）

S11（針葉樹）

3) 南郷⾕の草原における浸透能⼒の調査
調査地点



植生 年度 地点名 浸透能（mm/hour） 平均浸透能（mm/hour）

針葉樹
2012

A1 49.6

125.5
A8 68.0
A10 186.7

2019 S11 197.6

広葉樹

2012

A6 140.4
194.9A10 249.3

草原
（ササ、ススキ）

A2 81.0

101.3

A3 28.8
A5 117.9
A7 69.1
A9 65.0
A11 41.8
A12 68.7
A14 94.3

2019

S4 99.2
S5-1① 383.2
S5-1② 64.9

草原
（牧草）

2012 A3 40.0
23.92019 S2 7.8

3) 南郷⾕の草原における浸透能⼒の調査
浸透能⼀覧



4) 熊本地震前後の阿蘇地域に⽣息するキムラグモの個体数の調査

(a) 復旧⼯事現場 (b) 斜⾯崩壊現場
地震前にはキムラグモが⽣息していたが，地震後2018年，2019年には⽣息が確認できなかった場所

キ ム ラ グ モ （ Heptathela
higoensis）
【その他無脊椎動物】環境省レッドリ
スト2019の絶滅危惧II類（VU）に指
定



4) 熊本地震前後の阿蘇地域に⽣息するキムラグモの個体数の調査



5) ドローンを⽤いた⾼解像度リモートセンシングによるNDVIと3次元形状の計測および空間分解能の検討
使⽤したドローン・空撮⽇・空撮場所

ドローン空撮⽇： 2020年2⽉21⽇ 場所： 南阿蘇村⼤字久⽯

使⽤したドローン
Parrot Bluegrass
Fields



5) ドローンを⽤いた⾼解像度リモートセンシングによるNDVIと3次元形状の計測および空間分解能の検討
ネザサ・ススキ単⼀植⽣およびネザサ―ススキ群落の識別が可能

NDVI

以上のような状況から，現時点までのサブテーマ（２）の
研究進捗状況は「計画通り進展している」と評価できる。



研究⽬標（サブテーマ（３））

 特に⽔の問題に着⽬し、地震のような災害に備えるために、どのような⽔環境
を守っていく必要があるのか、そのために平常時からどのような対策が必要な
のかを明確にして提⾔していく。

 阿蘇地域を中⼼に、熊本地震でどのような被害が起き、現場がどのように対応
したかを聞き取り調査するとともに、統計データによって農業への影響を明ら
かにする。

 災害後も農業と地域の活性を守っていくために、平常時から必要な活動・⽀援
策について提⾔する。

26

⽔循環の変化が農業におよぼす影響の評価
東海⼤学 阿部 淳，岡本智伸，樫村 敦，⽊ノ内均
農研機構 加藤直樹
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研究計画（サブテーマ（３））

2019年度
• 熊本地震の被害、現場の対応に関する聞き取り調査する。
• 統計データによる、熊本地震の農業への影響を明らかにする。

2020年度

2021年度

• 2019年度の聞き取り・統計データによる調査を継続。
• 統計データをサブテーマ（１）へ提供する。
• 地震災害への備えとして、⽔環境保全の必要性、平常時の対策の

必要性について明確にする。

• 地震災害への備えとして、平常時の⽔環境保全対策を提⾔する。
• 災害後も農業と地域の活性を守っていくために、平常時から必要

な活動・⽀援策について提⾔する。
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進捗状況（サブテーマ（３））

1) 熊本地震による農業被害事例の聞き取り調査

2) 熊本地震による被害状況の集計

A) 熊本地震が⽔⽥作に及ぼした影響とその対応
B) 熊本地震が畜産に及ぼした影響とその対応
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1) 熊本地震による農業被害事例の聞き取り調査
A) 熊本地震が⽔⽥作に及ぼした影響とその対応

• 地割れ、不陸、液状化 • ⿊川からの汲み上げポンプ破損
• ⽔路の損壊

⼀部の⽔⽥は畑にして牧草や畑作物（⼤⾖など）を栽培
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1) 熊本地震による農業被害事例の聞き取り調査
A) 熊本地震が⽔⽥作に及ぼした影響とその対応

⾃然⽔が流れる⽔路

• ポンプの電気代不要、⾃然災害に強い。
⇒ ⽔⽥の約2割が使⽤可能

【⼈為的⽔源】
• ポンプで⽔を汲み上げていた⽤⽔路は⽔が来なくなる。

⇒ ⽔⽥は壊滅、復旧に3年

【⾃然⽔】
• ⾃然⽔利⽤の⽔路は地震後も使えた。

• 30年ほど前から供給が不安定に。
⇒ ⾬後に増⽔、旱天時に減⽔
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1) 熊本地震による農業被害事例の聞き取り調査
B) 熊本地震が畜産に及ぼした影響とその対応

【⻄原村の⼭⽥牧場】
• 鉄筋4棟の畜舎が倒壊。

【南阿蘇村東海⼤学の牧場】

神社の湧き⽔

• ⽜5頭が死亡。
• ⽜の飲み⽔を井⼾から汲み上げるポンプが破損。

⇒ 近くの神社の湧き⽔を利⽤。必須！

• ⽔道管が破損し、2か⽉半にわたり⽔道が使えな
い状態に。

東海⼤学付属の牧場

⇒ 2km離れた⺠家の湧き⽔を利⽤。

⾃然災害発⽣時は、⾃然⽔が極めて重要
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2）熊本地震による被害状況の集計

草原⾯積(ha) 野焼き⾯積
地震前 地震後 地震前 地震後
2015年12⽉ 2016年11⽉ 増減 2016年3⽉ 2017年4⽉ 増減

阿蘇市 9,116.5 9,095.8 -20.7 5,682.4 5,257.6 -424.8
⾼森町 496.9 496.9 0.0 133.2 95.6 -37.6
南阿蘇村 1,422.8 1,379.3 -43.5 751.7 372.4 -379.3
合計 11,036.1 10,971.9 -64.2 6,567.3 5,725.7 -841.7

阿蘇市・⾼森町・南阿蘇村の牧野の草原⾯積・野焼き⾯積

地震前でも、約半分は野焼きできていない。
地震後、野焼きできていない
⾯積は増加。

聞き取り調査：予定の8割。
統計データ：県や市町村で把握していない項⽬あり。

⇒「進捗が⼀部遅れている」と評価できる。



テーマ2で⾒込まれる環境政策への貢献

想定される結果 環境政策への貢献

• ⼟地利⽤（草原・⽔⽥）の変化による
⽔循環量の減少

• ⾃然的・⼈為的攪乱によるキムラグモ
の⽣息数の減少

• ⽔循環の衰退による農畜産業への影響

• 阿蘇カルデラから熊本平野部への地下
⽔供給の実態解明

• 草原・⽔⽥の維持・保全の意義，農畜
産業の創造的復興に関する提⾔

• 阿蘇カルデラ内の地下⽔保全に対する
熊本平野のあり⽅の提⾔
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国⺠との科学・技術対話

新型コロナウイルスによる研究進捗への影響

• 市川 勉，天野弘基，岩崎洋⼀郎，村⽥浩平，阿部 淳；第1回環境省環境研究総合推進費（SII-5-
2）報告会，（主催：東海⼤学，2020年3⽉5⽇，阿蘇の司ビラパークホテル）にて講演

「熊本地震による阿蘇カルデラの地下⽔を中⼼とした⽔循環への影響」
※新型コロナウイルス感染対策として延期

• 市川 勉、阿部 淳；地域循環共⽣圏シンポジウム「阿蘇における地域循環共⽣圏とは〜地域復興
につながる環境研究」（主催：環境省，熊本県，南阿蘇村，東海⼤学，2019年12⽉8⽇，東海⼤学
阿蘇実習フィールド，参加者約130名）にて成果紹介

• 市川勉；「2016熊本地震と地下⽔のその後」（主催：阿蘇⾃然守り隊，2019年5⽉25⽇，南阿蘇村
久⽊野旧庁舎、参加者約100名）にて講演

研究進捗への影響は少ないが，研究発表が中⽌になることが多くなり，研究成果の発表が困難に
なっていること，3密によって「国⺠との科学・技術対話」の実施が困難な状況にあり，阿蘇ではな
く熊本市内の広い会場かオンライン形式等での開催を検討している．
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2020/7/28 環境研究総合推進費中間評価ヒアリング

自然資本と社会関係資本に着目した

地域循環共生圏の重層性構築に関する研究

3(1) 慶應義塾大学 一ノ瀬友博、佐々木恵子
3(2) 熊本大学 上野眞也、田中尚人、安部美和、ヨハネス・ヴィルヘルム
3(3) 岩手大学 原科幸爾、山本信次、伊藤幸男、高野涼

琉球大学 松本一穂

SII‐5‐3 (JPMEERF19S20530)



• 全体目標—阿蘇地域を対象に自然資本に基づく経済活動、コミュニティの社会資

本関係、バイオマスに着目した物質循環の三つの視点から、地域循環共生圏の圏
域を明らかにし、地域のレジリエンスを高める地域循環共生圏の重層性を解明す
る。

• サブ1—阿蘇地域の自然資本に基づく経済活動に着目し、地域循環共生圏の圏域の

重層性を明らかにする。当該地域におけるこれまでの土地利用の変遷と将来人口
推計を基に、将来の自然資本の分布を予測し、変化に耐えうる圏域を明らかにす
る。

• サブ2—草原などの自然資源を守り、自然災害も乗り越える持続性を持った自立分

散型の地域循環共生社会を阿蘇で実現するために、社会関係資本に基づく集落ベ
ースのローカルガバナンスや危難からの創造的復興に関する研究知見を集め、そ
のメカニズムの解明と、地域循環共生圏構想に資する社会関係資本強化の政策介
入法を考案する。

• サブ3—木質バイオマス利用からみた地域循環共生圏の具体像として、森林資源利

用ゾーニングを示し、その時の利用可能量や創出される付加価値を示し、圏域の
重層性や空間単位を提示する。

研究目標



階層的な圏域の単位

集落レベル

自治体レベル

流域レベル

スケール

社会ネットワーク



阿蘇地域を水源とする6河川と人口

上流域
218,732人

中下流域
2,358,971人

福岡都市圏
2,426,952人

サブ1



2050年の人口推計と増減

上流域では人口半減

福岡都市圏では
人口増加

サブ1



阿蘇地域への観光客（宿泊客）
サブ1



阿蘇地域への観光客（日帰り客）
サブ1



Webアンケート
九州北部の都市圏と阿蘇地域の関係

来訪頻度が高いほど地域愛着が強い 地域愛着が高いほど
支払意志額が高い

支払意思額＝exp(5.80+0.44×地域愛着)

サブ1



2019年地域別野焼き支援ボランティア登録者数
サブ1



阿蘇地域の直売所と出荷農家

図中の数字は農家数

サブ1



地域が主体となった地産地消型再生可能エネ
ルギー活用と里地・里山再生モデルの提示

民有林の概況（林種別） 民有林の概況（普通林と制限林）

サブ3



木質バイオマスの賦存量と利用ゾーニング

阿蘇市、高森町、南阿蘇村における分析

サブ3



木質バイオマスからみた地域循環共生圏

阿蘇市、高森町、南阿蘇村

阿蘇市

南阿蘇村

高森町

（保安林，国立公園等）

木質チップ

薪

高品質の薪
（広葉樹）

大都市へ

サブ3



平常時⇔非常時における圏域単位のシフトチェンジ

状況の変化に応じた圏域のシフトチェンジを円滑にすることで災害やパン
デミックに対するレジリエンスを高める

平常時 非常時

複数の市町村 単一市町村
避難所（防災拠点）
＊ほぼ小学校区単位

シフト
ダウン

圏域
単位

シフト
アップ

時間
スケール 10年～ 数日～数週間数週間～数か月

サブ3



• 重層的地域構造と社会関係資本の関係性の解明
南阿蘇村両併、一関地区における悉皆調査

• 草原、牧野の保全状況の調査と課題の抽出

• 集落の自治力やローカルルール形成力の調査
西原村の道路品評会を調査

• 危機に直面した時の集落のレジリエンスに関する調査
南阿蘇村2地区、西原村2地区

• 創造的復興に関するアクションリサーチ
熊本大学阿蘇研究ラボを拠点に活動

集落レベル、市町村レベルの復興プロセスと社会関係資
本に基づく創造的復興手法の提案

サブ2



重層的な地域構造図
社会ネットワークと共助、レジリエンス

サブ2



草原保全の２つの管理方法
集落による管理と所有権者による管理

サブ2



南阿蘇村の草原の保全状況図
サブ2



ローカルガバナンス向上のためのフィードバック・ループ

サブ2



過去の土地利用変化
サブ1



2003年2010年2015年2020年2025年2030年2035年2040年2045年2050年

2050年までの土地利用予測



• 地域循環共生圏は、集落、基礎自治体、流域というスケールの階
層性を持つ

• 社会ネットワークによる社会関係資本が、地域循環共生圏に重層
性の鍵である

• 重層的な地域循環共生圏は、平常時に効率性をもたらし、非常時
にレジリエンスをもたらす

• 阿蘇地域の草原は急速な減少が予想される。具体的な仮定に基づ
くシナリオ分析を実施する

重層的な地域循環共生圏構築に向けて

まとめ




