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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

2012年7月北部九州豪雨
2016年4月熊本地震
2021年7月球磨川災害

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

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）

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」熊本県

目的：「創造的な復興」×「地域循環共生圏」？

環境省



テーマ１
生態系サービスを活用した創
造的復興手法

テーマ２
地下水変動のメカニズム/農業
に与える影響/今後

テーマ３
地域循環共生圏の再構築手法

1.1 全体の総括＋不足部分の研
究
・草原の水資源土地手の価値
・災害直後の自然資源の活用
1.2 自然災害と生態系サービス
から見た創造期復興
斜面や集落の在り方
災害かく乱と生物多様性
治水と生態系保全

1.3 文化的サービスと創造的復興
石材、木材を使った創造的復興
景観ガイドライン

価値創造こそが創造的復興

2.1 水循環モデルの構築と熊本地
震による影響の把握
2.2 土地利用の変化が水循環に及
ぼす影響の評価
2.3 水循環の変化が農業に及ぼす
影響の評価

回復傾向、下流との地下水
のつながり、

自然資源により異なる圏域

3.1 地域循環共生圏の重層
性
3.2 社会関係資本に基づく
創造的復興手法の提案
3.3木質バイオマスを中心と
した重層的な地域循環共生
圏の具体像の提示

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



創造的復興

地域にある様々な資源や仕組み（当たり前のものも含む）を、よく見つめて価値
を発見、再発見する。それを共有し、よく使い、守る。循環させる。

・地域資源の価値を今日的視点から再発見し、地域資源を維持、あるいは再生す
る仕組み、取り組みを行い自立分散型の社会を構築する復興こそが、価値創造復
興、すなわち創造的復興である。

• わが国では経済的な側面からの創造的復興が強調され、
コミュニティのレジリエンスを強化するという視点が
見失われがちであるが、創造的復興の定義は災害前の
状況よりも良くすることであり、国際的な BBB と同様
の概念と捉えることが出来る。

• 復旧と復興に対する物理的、社会的、経済的なレジリ
エンスを改善するためのホーリスティックアプローチ。
レジリエンスがあるコミュニティにすること。

基本的な概念

本研究を通して

     
           

     
            
             

      
     

          

            

   
        
    

          

価値を つ資源を  、あるいは再生する復興こそが、
価値創造復興、すなわち創造的復興。



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

本研究における地域循環共生圏の定義

地域循環共生圏は地域資源の価値を発見・再発見し、それらを共有し、当該地域に自立・分

散型社会を構築し、その恵みを大都市圏や他の地域が交流することにより、ともに便益を享

受し、 続的な社会を構築しようとする試みである。

創造的復興は地域循環共生圏の復興時の一断面ととらえることで持続的な復興となる。

地域循環共生圏⊃創造的復興



筑後川

阿蘇・草原の水資源への貢献はいかほどか

阿蘇の草原面積は減少し、樹林化が進む。

草原が水資源をどれほど供給しているか、価値を明らかにしたい。

福岡の水がめである下筌・松原ダムの流域を対象として調査。

下筌、松原ダムが筑後川の水ガメ

松原ダム

下筌ダム

観測サイト（主に新宮牧野）

2003年

1900-1903年 草原面積46.7%

27.3%

松原ダム流域



蒸散に着目し草原の水資源量を推定する

遮断蒸発
（葉などに雨があたり、
そこから蒸発する現象）

蒸散

（植物から水蒸気が大気中
へ放出される現象）

表面を流出

降雨

水資源
となる

地下水

浸透

草原は、樹林より蒸発散は少ないとこれまでも言われていたが、日本・阿蘇ではわかっていない

本研究の着目点

蒸発散量、特に蒸散の測定から草原の水資源量を推定する

下流へ流れる水資源の量（表面流出＋地下水）＝降雨 ー蒸散ー遮断蒸発

注）表面流出に関して
は、阿蘇の場合、浸透
能が雨量強度より高い
ため表面流出ほとんど
発生しない。牧草を除
いて草原のほうが洪水
量が多いということに
はならない。 最終浸透能、テーマ2－2より



光合成の違い

CO2蒸散

大 外気乾燥、高 CO2

葉内多湿、低CO2

水

CO2蒸散

小 外気乾燥、高 CO2

葉内多湿、極低CO2

水

CO2を濃縮するシステムを っているため、
葉緑体内のCO2濃度を高く  できる

Kellogg (2013, Current Biol)

C3植物 樹木、ササ

C4植物 ススキ、サトウキビ

葉の中のCO2が少なくなると、CO2を取り込
むために気孔を大きく開ける。
気孔が大きく開くと多く水が出ていき（蒸
散大）、その分、地面から吸い上げる水を
多く必要とする。

蒸散が小さく、
節水型！

自分でCO2の濃度を高く保てるため、気
孔を大きく開けなくてもよい。そのた
め、水が出ていかずに蒸散は小さい。
少ない水で効率よく光合成を行える。

光合成には水とCO2、光が必要。
C3植物よりもC4植物は蒸散が小さいとされている。
ススキ＜ササ＜樹林？ 阿蘇ではどうか？



気象測定樹液流センサー 連続観測

LAI（葉面積指数）測定
蒸
発
散
量

計測の様子



サブテーマ1 成果① 草原の水資源供給量は樹林より大きい

ススキ（C4) ササ（C3) スギ・ヒノキ ヤシャブシ

年間蒸散量 約130mm 約200mm 約250mm 約200mm 出典1

年間蒸発量

林床面蒸発 ほとんどの期間でLAIが3以上のため、寄与は限定的（ゼロに近い）

遮断蒸発
スギ・ヒノキより低い
と考えられる

スギ・ヒノキより低い
と考えられる 8〜13% 出典2

スギ・ヒノキより
若干低い

年間蒸散・蒸発量 ススキ ＜ ササ ＜ ヤシャブシ ＜ スギ・ヒノキ

年間300から400㎜程度は、蒸発散
量に差があると考えられる

但し、ススキの遮断蒸発量につい
ては今後研究が必要

遮断蒸発
（葉などに雨があたり、
そこから蒸発する現象）

蒸散

（植物から水蒸気が大気中
へ放出される現象）

表面を流出

降雨

水資源
となる

地下水

浸透

本研究の着目点

下流へ流れる水資源の量（表面流出＋地下水）＝降雨ー蒸散ー遮断蒸発

樹液流の測定



サブテーマ1 成果② 水源涵養は都市圏、有明海、農業に対して重要であり、地域循環共生圏として重要

   

阿蘇・草原の水資源への貢献はいかほどか

                   

                              

                            

  、    が   の   

    

    

             

     

                   

     

      

2003年の草原がすべて樹林に変わった場合、2500-3400万㎥/年の差

    万㎥

    万㎥

    万㎥

福岡都市圏に導水する水
は年間6000～7000万㎥

研究課題２－１で阿蘇カルデラの地下水と熊本都市圏の地下水がつな
がっている、カルデラの地下水涵養が白川を通して、地下水涵養
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有明海のノリが色落ちした時に、ダム
から緊急放流 120～3000万㎥



13

395億円 68億円747億円66億円

1279億円

インプットデータ
• 産業に対する水・土地の寄与率を算出し、産業連関表を作成する
• 農業GDPの経年変化に対して農業用水の利用と耕作地面積がどのように変化したか

福岡県 通常の産業連関表の
付加  額 ％ 

水・土地含む産業連関表
の付加価値額（％）

資本 39,200 (30.6) 6,638 (5.19)

労働 30,490 (23.8) 74,796 (58.48)

その他 58,210 (45.5)

農業用水 39,572 (30.94)

耕作地 6,894 (5.39)

合計 127,900 127,900

結果

• 福岡県の農業経済に対して、水の寄与は30.9％

現在と同規模の経済活動を維持
するためには水がより希少にな
り今後価値が高まっていく

応用一般均衡モデル
1.企業の利潤最大化
2.家計の消費効用最大化

→最適化
3.技術力、労働力、水資

源の量といったパラメータ
変化を動学条件に加える

サブテーマ1 成果② 水源涵養は都市圏、有明海、農業に対して重要であり、地域循環共生圏として重要



テーマ２ 東海大学



【 過去】 阿蘇谷 南郷谷

水防林

水田 湧水

集落

緩衝林オクヤマ

サトヤマ
用水路

草原
草原

低地氾濫域

【集落配置（伝統知）】

湧水

崩壊

木材利用
放牧

茅葺・牧草・肥料

水田

用水路

草原

草原の樹林化

水源保安林

河川整備 水田放棄地

針葉樹

水源涵養 水源涵養

【現在】

湧水
生物多様性の低下

流速増加

草原

クヌギ等

野焼きしやすい草原へ転換

遊水地

冬水たんぼ

田んぼダム

水源涵養
保安林

水源涵養

水源涵養

木材の利用・バイオマス

緩衝林としての効果も

洪水抑制

用水路

環境負荷の少ない農業・畜産業

生物多様性の保全

洪水抑制

崩壊

伝統的な集落配置を考慮

文化

【将来】

集落
集落

集落

集落 集落

タケ

集落

草原の樹林化
草原の樹林化

緩衝林
緩衝林

崩壊
崩壊

崩壊

水源涵養
保安林



地表水流出量
3057

地下水流出量
7

地下水流出量
7

地下水流入量
３２

地表面

地下水流入量
３８

湧出量
２５００

地表面蒸発量
463

地中水蒸発量
155

涵養量
２６４６

降水量
３６２９

カルデラ内水収支（島田先生ら、熊本大学）



テーマ２ 東海大学



テーマ２ 東海大学



テーマ２ 東海大学



南阿蘇村と連携し試験導入

氾濫：自然地形、伝統的工法を評価➡これを活かした治水・生物多様性機能の強化策

田んぼダムの治水効果の評価（シミュレーション）

⑤田んぼダムの導入・実証実験

田んぼダムの価値
➡防災意識の向上、地域防災力の強化
➡下流域の被害軽減、地下水涵養機能

の強化 ➡下流域への想い
防災力の強化、
行政—住民、流域間連携のツール

皆川 熊本大学



草原の価値と地域循環共生圏

• 水資源としての価値（サブ1-1,2-1)

ススキ＞スギ・ヒノキ 涵養量 大

福岡都市圏（導水）、熊本都市圏（水のつながり）、有明海への恵み（海苔：緊急放

流）、農業の経済水寄与（30％）

• 生物多様性の価値(サブ1-2)                                                                      

採草・野焼きなどの人為的かく乱と降雨日数、土壌⇒草原の生物多様性向上

• 景観の価値(サブ1-3,3-1)
観光資源として最重要、草原なくなると来訪者減る

• 草原の管理(サブ3-2)

入会権、総有、共有 多様な管理形態であるが集落が中心



阿蘇地域

福岡市・熊本市
周辺市町村

人・もの・金

都市圏等

恵み

お返し

草原

価値の創造

価値の共有 発信

自立分散型社会の構築

創造的復興

自立分散型社会

発展

地域循環
共生圏

・集落 よ コモンズ管理＋都市から 応援 3-2
・集落 主体力 形成 3-2
・水源涵養保安林⇒水源涵養保安林野へ
・牧畜飼料（輸入飼料から 転換）
・茅葺屋根 普及、特区 社 構造 変革から
・バイオマスや野草堆肥へ 利用
・文化 継承
・草原内 保安林解除、輪千切り 省力化

・福岡、熊本市 水資源
・有明海 恋人

・水資源供給 能(C4植 ）(1-1,2-1)
・草原 利用したCO2 抑制した畜産 2-3
・希少植  保全、生 多様性（1-2）
・茅葺資源として   
・美しい風景   (3-1)
・草原文化・維持管理方法  ばらしさ(3-2)
・草原自体 CO2蓄積（土壌・野焼き含む）(2-3)

阿蘇地域から
・流域での水資源供給
・有明海への栄養供給

・景観

都市圏等から
・野焼きボランティアなどの人的支援
・支払い
・観光



河川・湿地・湧水・水田の価値と地域循環共生圏

• 防災機能としての価値（サブ1-1,1-2,2-3,3-2)
熊本都市圏への流出量抑制： 遊水地、田んぼダム
黒川流域の超過洪水の氾濫リスク低減： 遊水地、伝統技術（水害防備林、横堤、輪中堤）

• 発災時のグリーンレジリエンス機能（サブ1-1,1-2,2-3,3-2)
発災時の湧水、小川などの水源の利用： 遊水地、田んぼダム
活用力が重要：コミュニティ力、祭り

• 生物多様性の価値(サブ1-2) 
湿地化する遊水地は貴重生物の宝庫

• 水資源の価値(サブ2-1)
水田の水資源供給機能、熊本とカルデラの地下水がつながっている

• 水環境の管理(サブ1-3，2-3，3-2)
コミュニティとの連携が重要（集落、学校、水利組合）

熊本都市圏との連携が重要
遊水地の  管理方法の適正化（熊本県と協議）



まとめ

• 草原の水資源涵養機能は森林よりも大きく、北部九州に大きな
恵みを与えている

• 熊本と阿蘇カルデラの水はつながっている

• 阿蘇の水田の涵養機能は大きい

• 阿蘇の田んぼダムは熊本都市圏に大きな治水機能をもたらす


