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麟轍轍麟興特集・種の保存とランドスケープ-21世紀における自然と人との共生のあり方を考える一麟纏繍

種の保存と景観保全一阿蘇草原の維持@再生の取り組み-

Management and Restoration of Grassland Landscape for Species Conservation: a Case of Aso Grassland 

高橋佳孝*

Yoshitαhα TAKAHASHI 

1.人間の営みが創った人文景観

阿蘇の草原は，面積が 2万3.000haとわが国最大の草原

域を誇っている。阿蘇に関する古い文献によると，平安時

代に編纂された「延喜式J(901 ~923 年)のなかに，肥後

の国に二重(ふたえ)馬牧と浪良(はら)馬牧があったと

記されており，これにちなんで「千年の草原Jと呼ばれる

ようになった12)。しかし，最近の土壌中のプラントオパー

ルの分析結果から，実は約 1万3，000年も前から草原が広

がっていたことが明らかにされている 9)。

阿蘇の草原植生は，気候などの自然条件が制限要国となっ

て成立しているわけではない。この地域の気温や降水量か

ら判断すると，手っかずの自然のままだと森林へと選移し

ているはずである。それが革原にとどまっているのは，火

山活動5)や透水性の良い池質の影響2) とともに，野焼き，

放牧，採草などによって森林への遷移が妨げられ(写真一

1)， 自然と人為がうまく調和しながら，草原が維持され

てきたからである問。このような，人為的撹乱を受けなが

ら，自然の再生力の範囲内で持続的に維持されてきた草原

(草地)を「半自然草原(事地)Jと呼んでいるO

戦前はカヤ葺き屋根の材料や軍馬の生産地であったり，

戦後は農耕用牛馬，現在は!利用牛の飼料採草地であったり

と，草原の役割は時代のニーズに応じて変化してきた。人々

を魅了する阿蘇の広大な草原は，人と牛馬，自然との調和

によって造形されてきた人文景観，文化景観といってよい

であろう。カルデラ地形と一体になった草原景観は，世界

に誇れる自然的，歴史的遺産でもある。

2.葉原は多様な環境と生物の宝庫

阿蘇に分布する植物種は約1.600といわれ，これは熊本

県内分布穣の約 70%にあたる。このうち，草原には 600

種以上の横物が存在し，その中には，キスミレ，ヒゴタイ，

ツクシマツモト，ヤツシロソウなど，九州が大陸と陸続き

であった氷河期に南下してきた大陸系遺存植物が多くみら

れ1へまた，森林と草原の両方の自然環境に恵まれている

ことから，多くの種類の鳥類やチョウ類がみられる 3)， 8)。

もともと草の利用は，晩春~夏が放牧，夏~初秋に朝草

刈り(この間，放牧が禁じられている地域もあった)，初

秋~晩秋には干草刈り(写真 1)，茅刈りなど多様な形

態であったため，モザイク状の植生がみられた 3)， 11)。とく

に]草刈り場(採草地)では，優占穏であるススキやネザ

サが刈り取られて勢いを失い，随伴する多様な草花が生育

できる環境が創られてきた。孟蘭盆(うらぼん)にお墓に

写真-1 阿蘇の雄大な景観は人々の営みが創り上げたもの(野焼きと採草)
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野の花を供える「盆花Jの風習は，この草刈り場の文化で

あり，絶滅危慎植物の多くも採草地に生育している。

一方，野焼きの終わった真っ黒な草原とは対照的に，外

来の寒地型牧草を導入した人工草地はひときわ緑が色鮮や

かに映るが，このような人工草地や耕された畑作地(ダイ

コン焔やシパ畑)ではごく少数の生きものしか見出すこと

ができなL、。また，多くの採草地にはスギが横林され，絶

滅危慎植物の自生地が失われてきた 13)，15)。そして，波状主主

原の窪地に点在する混原も，人工草地や野菜畑からの肥料

分や土砂の流入により変質してきている 16)。

阿蘇は全国的にも有数な草原性生物の豊富な場所だが，

原野の中での人工事地・耕作地・植林地の無秩序な拡大は，

阿蘇から貴重な生物種を減少させ，あるいは消滅させるこ

とを意味している。原野(半自然車原)を維持管理してい

くには，大変な努力と人力，資金を必要とするが，種の保

全という観点からみても，春の野焼きと秋の刈り干し切り

という人為的管理がとても大切な作業であることが分かる。

3.危機に瀕している千年の草原

千年以上にもわたって維持されてきた阿蘇の草原である

が，近年それが危うい状況におかれている。阿蘇の草原は

ながらく，入会権者を中心とする地縁の組織が野焼きや輪

地切り(防火帯切り)に出役することで守られてきた。戦

後，有高農家を構成員とする牧野組合が結成されたが，有

畜農家は入会権者の一部にすぎず，現在も，草原管理は地

区単位や入会権者会員で行なわれるのが普通である。

ところが，この野焼きが継続できない事態が起こってい

る。昭和 40年代からの高度成長の浪にさらされ，後継者

不足に高齢化，また，近年は安い農畜産物の輸入拡大で，

牛馬を手放し離農する者が増え，輪地切りや野焼きにおけ

る人手不足はかなり深刻になっている7)。

すでに野焼きや採草・放牧が途絶えている草原面積は，

阿蘇郡全体で数千 haにものぼり，牧野組合員の減少や入

会権者の高齢化を考えると今後ますます中止面積の拡大に

拍車がかかりそうである。とりわけ，残暑厳しい初秋に行

なわれる輪池切りは，急傾斜地を含む複雑地形で草刈り機

を使つての危険な作業であるため，その国難性から野焼き

を中止する例も少なくなLい九

4.景観の変容が生物相をおびやかす

阿蘇草原の利用形態はここ数年で大きく変化したが，そ

の結果，景観構造の変遷やその動的平衡が失なわれ，必然

的にその景観内に生育地をもっ生物種には絶滅の危機が訪

れている。

環境省のレッドリスト 6)によれば，およそ 600種におよ

ぶ河蘇の草原性植物にのうち，ごく近い将来における絶滅

の危険性が極めて高い種「絶滅危慎 IA類 (CR)Jが 2穏，

IA類ほどではないが，近い将来における絶滅の危険性が

高い「絶滅危慎沼類 (EN)Jが 19種，そして絶滅の危

険が増大している種「絶滅危慎H類 (VU)Jが 35種，存

続基盤が脆弱な種「準絶滅危|其穏 (NT)Jが 17穏など，

合計 74種がリストアップされている(表一 1) 0 2000年

表-1 向蘇筆原の絶滅危慎植物(環境省レッドリスト 2007より抜粋)

絶滅危慎 1A類 (CR) 絶滅危恨 18類 (EN) 絶滅危慎E類 (VU)

ハナシノブ オグフセンノウ マツモトセンノウ : バアソブ

ヒナヒゴタイ ハナカズラ オキナグサ : キキョウ

ハナハタザオ ヒキノカサ : ヤブヨモギ

ツチグリ ベニバナヤマシャクヤク: ヒゴシオン

アソタイゲキ コウライトモヱソウ シオン

サワトラノオ ツクシフウロ とゴタイ

ムラサキ ホソパシロスミレ ホソパオグ)"マ
ケルリソウ とメノボタン タカサゴソウ

チョウセンカメ1¥ソウ ミシマサイコ ミコシギク

ツクシコゴメグサ シムラニンジン アソタカラコウ

ツクシクガイソウ ノジトラノオ とメヒゴタイ

ヤツシロソウ ヒメナエ エヒメアヤメ

タカネコウリンギク ロクオンソウ マイヅルテンナンショウ

タマボウキ フナバラソウ ツクシテンツキ

ノヒメユリ カイジンドウ 1¥タベカンガレイ

ヒメユリ キセワタ ミズトンボ

J¥タベスゲ ゴマクサ

ダイサギソウ ツクシトラノオ

ササバラン ゴマノハグサ

2種 19種 35種

CR:ごく近い将来における絶滅の危険性が極めて高い種
EN: IA類ほどではないが，近い将来における絶滅の危険性が高い種
VU:絶滅の危険が増大している穣
NT:存続基準が脆弱な種
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に編纂された環境省レッドデータブックに比較すると，ラ

ンクが下がった種が多いが，それでも阿蘇の草原稿物の約

1割が絶滅の危機に瀕している状態で， 日本国内でも絶滅

危慎種が集中しているホットスポットのーっとなっている。

ハナシノブは，阿蘇の草原や林縁だけに生育する匝有種

であり，環境省の「種の保存法Jにより特定国内希少野生

動植物種に指定されている。かつては， 46カ所あった自

生地13) も現在ではわずか数カ所にまで減少している。また，

阿蘇地方に集中的に分布しているヒゴタイ，マツモトセン

ノウ，ヤツシロソウなど採草地に生育する大陸系遺存植物

の多くも，農地開発，人工草地化，選移の進行などによっ

て生育地が失われ，絶滅が危慎されている 13)，1日。

植物だけでなく小動物や昆虫の生育環境としての役割も

機能しなくなっている。たとえば，阿蘇を代表するオオル

リシジミというチョウの食事であるクララは有毒で牛馬が

食べないため，放牧場には比較的多く，採草地でも意識的

に刈り残される。しかし，牧野が放棄され，野焼きや放牧・

採草が実施されなくなると他の植物が繁茂し，クララとと

もにこのチョウも衰退し始めている O そのほかにも，絶滅

に瀕している草原性のチョウ類には，オオウラギンヒョウ

モン， ヒメシロチョウ， ヒメヒカゲといった種があり，採

草，放牧の中止や土地利用の変化による草地の変質・消失

で，衰亡の危機に覆面している 3).

5.草原最観維持・再生に向[1ての取組み

このような状況に対して，阿蘇の草原景観保全を目的と

する「野焼き支援ボランティア」が 1997年に開始され，

その後草原の景観を維持・再生するためのさまざまな取り

組みが展開し， 2005年 12月に自然再生推進法に基づく

「阿蘇草原再生協議会Jが設立された。今後は，全体構想、

をもとに，伝統的な野焼き・採草・放牧という草原利用・

管理を現代版に再編し，穫の保全にも配慮した持続的な草

原管理を実現することが課題である。

(1)地域住民と都市住民の共間作業

何蘇の草原保全にかかわる最も大きな活動が， ，野焼き

支援ボランティアJである。地域住民・牧野組合による牧

野の野焼き作業にボランティアが参加するようになってす

でに 10年が経過した。草原の保全に向け，今では地元の

牧野組合にとってなくてはならない存在になっている。現

在，輪地切りも含め，野焼き実施牧野の 3分の 1(51牧野)

に，年間のべ 2，000人もの参加があり，地元住民との連携・

協働が実現しているO ボランティアには事前研修が義務づ

けられ，野焼きに当たっての心構えを重要視する姿勢が貫

かれている。

ボランティアの参加意識は「日頃お世話になっている阿

蘇への恩返し」という純粋なもので，地元住民にとっては，

「献身的にまじめに作業をしてくれること」の積み重ねが
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ボランティアへの信頼度を増している O 彼らをツーリスト

の一員とみなせば， まさしく「責任あるツーリズム

(Responsible Tourism) Jの実践者である。このような地

元と都市住民との信頼関係が， ，阿蘇草原再生協議会J発

足の大きな力となった。現在では，希少種の生育地であり

ながら長年放置され薮化した牧野の野焼き再開にも発展し，

草原再生の実績は想像以上に上がっている。

そのほかに，かつての草花の咲き誇る阿蘇の採草地

(，花野(はなの)Jと呼ぶ)を復活させ，貴重な植物の保

全・再生のため，利用しなくなった牧野を NPOが買い上

げ，野焼きと採草を行う「草原トラスト運動」も始まっ

た13)。ここでは，地元農家の指導を受けながら，野焼き，

草刈り・草集めなどの昔の利用・管理形態を再現し，集め

た草は県内の茶栽培農家が購入し，土佐把や「茶草J(茶関

のマルチのこと)として利用している。また，近隣の牧野

では，植林地の伐採によってハナシノブなと、の希少種が蘇っ

た場所もあり，今後は植林地を草原に復元することも考え

ている。

(2 )草資源の利活用が重要

このような直接的な管理作業への参加だけでなく，農林

業振興と保全とが両立できるよう，経済行為や協力金によっ

て関わることもできる。野焼き支援ボランティアを組織す

る(財)阿蘇グリーンストックでは発足当初から「草原で

育った牛の肉を食べて草原を守る運動」が麗閲され，また，

他の団体でも野草堆肥で生産された農産物の認証，野草の

バイオマス利用の実験事業など，草原保全への意識を喚起

するさまざまな取り組みが行われている 14)。

また，多様な生物種を育んできた採草地(草刈り場)の

再生に向け，環境省では 2004年に野草堆肥を利用した農

産物に特別に「車原再生シール」を貼る取り組みを始めた。

現在は，野菜農家を中心に「草原再生シール生産者の会」

が設立され，また，野草堆肥の利用を促すための「野草堆

肥マニュアル・パンフレットJも作成された。 2007年度

には，農林水産省の「農村景観・自然環境保全再生パイロッ

ト事業Jの助成を受け，会の活動はさらに広がっている O

絶滅危慎種や生物多様性をシンボルにして健全な草原生

態系の再生をアピールし，人間の生活上最も身近な「食」

に，それに付隠した生き物の価値を認めることで消費活動

へ結びつけることが出来る。このような物や情報の交流は

地域への帰属意識を高め，より多様なパートナーシップへ

と発展する可能性を秘めている。単に生産者と消費者とい

う関係だけでなく，そこに「草原景観と種の保全Jという

意識が介在することで，持続性と発展性が担保される。

( 3 )地域で見いだすバイオマス

草の利用を考える場合，食料 (Food)，繊維 (Fiber)， 

飼料 (Feed)，肥料 (Fertilizer)，燃料 (Fuel)という 5

つの Fを利用できれば理想的である。前に述べたように，

LRJ 72 (4)， 2009 



もともと阿蘇の草利用には多様な形態があったが，現在残っ

ている草原の多くが春の火入れのみで，主事を採主主利用する

ことは少なくなっている。用途に応じて草を刈り取り，草

本バイオマスの利用を進めることは，多様な草地生態系の

維持にもつながる山

そして，何よりも野草地の草はクリーンな資源である。

欧州での調査によれば，栽培条件にあるススキの生産過程

でのエネルギー投入/産出比は 30を越える高い値で，省

たってこの草原環境を引き継いでいくことはむずかしL、
そのため，環境省や地域の博物館を中心に牧野組合と連携

して，子供たちをはじめとする阿蘇地域内外の多くの人々

に草原環境を学習・体験してもらうプログラムを実施し，

草原環境の重要性を理解し，参爾意識の普及を図っている。

さらに，牧野(草原)をツーリズム資源として位置づけ，

エコツーリズムや環境教育の場として都市との交流事業を

展開し，牧野の多目的利用を図る事例も増えてきた。地元

化石燃料型のエネルギ一作物と位置づけられている凶。こ 牧野組合員の自発的な草原環境保全への意識が，このよう

の伎は，小麦やナタネのそれを大きく上田っており，また，

我が国の人工草地における寒地型牧草の採草利用の場合4)

をもはるかにしのぐ。採穣，播種，肥培管理を必要としな

い日本の半自然草地を利用することで，さらに高い化石エ

ネルギ一節約効果が望める O

広大な草原域を抱える阿蘇市では，草本バイオマス資源

の利活用と草原文化，生活習慣，生態系サービス等の保全

を両立させながら，事業として成立し，かつ環境にも優し

いバイオマスエネルギーシステムを構築するための実験事

業に着手している O 革本類のエネルギー化は圏内ではこれ

まで例がないことから，これから得られるデータは，今後

の草資掠の利活用に向けた端緒となると考えられる。

6.次世代のま郎、手作りを模索

このように着実な地歩を築いてきた草原再生活動だが，

活動が広がるにつれていくつかの問題点も出てきている。

例えば，ボランティアへの信頼度が過度になりすぎ，作業

を全面的に依存しかねない状況が生まれてきたこともその

一つである。

ボランティアリーダー全体会では，このような現状を憂

慮して， r作業の手)1国や技術J，r地形や風向きに対応した

注意点」など，牧野ごとに地図情報としてファイルすると

いう提案がなされ， 2006年度から野焼き・輪地切り作業

カルテとしてとりまとめが行われている。今後，カルテが

整備されれば，慣れない牧野でのボランティア作業に活用

できるだけでなく，地元の新たな担い手育成の点でも有効

なツールになるものと，思われる。

その一方で地元側も， 2005年度より環境省の支援をう

け，牧野組合員による草原の植物や地名の調査を実施して

いる O 地元にとっては，牧野・草原環境の現状を見つめ直

し，あらためて地域の宝として受けとめる良い機会であり，

今後も毎年 2~3 牧野で実施していく予定である。とりま

とめた調査結果をもとに「野草地環境保全実施計画」が立

てられ，自らが草原管理に踏み出そうとしている牧野もあ

る。さらに， r今後も植物調査を続けていきたいJ，r地元

の学校の子供たちに伝えたLリという声も上がっている。

いうまでもなく，草原管理者の高齢化が進んでいる現在

では，子供たちゃ若者の参画が得られなければ，将来にわ
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な学習プログラムへと発展していくことが期待されている。

7.おわりに

このような阿蘇の活動事例から見えてくるものは，都市

住民側と農村住民側の連携を図るコーディネータ役が必要

であるということであるO 幸いにも，野焼き支援ボランティ

アは，地元に一定の評価と信頼を得ることができたが，こ

れが阿蘇全域の牧野に広がっているわけではない。民間や

NGO等の献身的な努力に頼るだけでなく，行政側もより

多様な主体の参画を促し，管理運営を実現するための大き

な役割が期待される。阿蘇に展開する様々な活動匝体を地

元の行政などがどのように活用していくのか，財政的支援

も視野に入れて検討を加える必要があろう O

阿蘇草原再生協議会は，これらの主体のほとんどすべて

を含む多様なメンバーの集合体である O 立場も違えば考え

方も様々な中で，全体構想 1)をまとめた意義は大き L、。今

後，各構成員の役割分担を全体合意のもとに調整しながら，

種の保全・再生活動にも貢献したいと考えているO また，

阿蘇草原再生の範簡には，阿蘇くじゅう冨立公圏区域が含

まれており，草原再生活動そのものが公園管理運営と不可

分の関係にある。これまでに蓄積された多様な主体の連携

のノウハウが，具体的な公園管理のシステムとして発展・

定着する日も遠くないものと期待されている。
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登山道の保全と管理 由然公園シリーズ 1
渡辺悌二編著

古今書院 複線化，拡幅化，槌生破媛J(本書)などが 笑際的な示唆に満ちている。

2008年 10J'l 15日発行 生じている場所が少なくなL、。だが人為的に 自然公関を訪れる目的は， B常からの開放

A5判， 222頁 生じる環境負荷は人間の手で妨げるはずであ と素晴らしい自然との出会いを楽しむことで

3，500円(税別) る。本書はそんな考え方に立って，山の環境 あろう。だが登山道が抱える諜題や研究活動

保全と管理の課題に;長年挑み続けている研究 をま日り，ほんの少しでも心に留めて旅をする

ハイキングでも本格登山でも，自然を歩く 者逮によって幸子されたものである。登山道予定 ことは，知らないまま旅を続けるのと大きな

とき旅人が必ずお世話になるのが登山道であ 廃の調室法，椴生調査法等の手法紹介のほか， 迷いがある。自然公園の維持管理に関わる人々

る。だがふと気づくと，登山道とその周りは 近自然登山道工法や NPOや地元住民の参加 のみならず，一般旅行者にも一読してほしい

利用による彩響で傷だらけである。「侵食， による協働型管理の提案なと¥事例に基づく 導門書である。(海津ゆりえ ・記)

利用者の行動と体験 自然公園シリ…ズ2
小林11百裕・愛甲哲也編著

古今者j涜

2008年 10月 15日発行

A5判， 262 s:[ 

3，800円(税別)

冊と言ってよいだろう。

本編は 4部から構成されている。第一部

「自然公園で起きている問題Jは収容力や利

用圧とインパクト等の課題を採りJニげ，管理

側での制度的対応について解説する。第二部

「登山者の数と動きをとらえるJは，いくつ

かの国立公閣で実施されている登山者数のカ

ウント誠査，およびその結果から登山者の行

動を推測するシミュレーションなど，利用実

態を定量把握する手法について解説しているO

第三部「資山者の心理と評価をとらえるJは，

利用者の満足感や不快感との関連から適正な

“社会的"収容カを把握する手法について説

本書は，北海道や尾瀬などの国立公留を題

材に，利用によって生じる様々な課題や対策

についてのフィールド研究と，これからの計

画手法への提言などについて多方面からまと

めた労作である。現象としての環境負荷のみ

ならず，そのメカニズムや技術レビュー，利

用者の心瑛学的側街にまで踏み込んだ研究成

果が報告されている。まさに著者らが“現場"

で資やした待問とエネルギーが凝縮された一 明している。例えば「国立公園で人々が不快

を覚えない入L11者数は何人かJという潤いに

対し，シミュレーション写真を用いた心理分

析によって適正数を害IJり出した尾瀬国立公園

での研究成果等も紹介されている。第四部

「自然と利用に配慮した公園計画と管理手法J

では，適性収容カや利用体験の快適性などか

らみた公闘計翻および管理の考え方について

笑例と提案を行っている。

自然公園や自然地域のマネジメントに携わ

る技術者や研究者のみならず，このような自

然公国を利用するガイドや観光事業者，行政

など多くの人々にもぜひ紹介したい一冊であ

る 。 ( 海 津 ゆ り え ・記)

398 LRJ 72 (4)， 2009 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

