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１.はじめに 

南西島嶼域では，降雨時の地表流による地表面の侵食が著しく，農地・荒廃地から微細土粒子を多

量に含む濁水が流出して河川・沿岸域を汚染している。この現象は赤土等流出問題と呼ばれ，沿岸生

態系の破壊および漁業・観光資源の損失をもたらしており，地球温暖化に伴う気象変化による激化も

危惧されるなど深刻な環境問題となっている。このような状況を踏まえ，我々は土壌菌類・藻類など

による地表面の被覆（バイオロジカル・ソイル・クラスト：以下，BSC）の侵食防止効果に着目して，

低コスト・低労力で実施できる対策手法の開発に取り組んでいる。 

赤土等の主要な発生源は，開発工事，農地，米軍基地等とされているが，現地調査等を実施してい

ると，かなり高い濁度が渓岸崩壊箇所の下流で見られることが良くある。ただし，施設・資産への影

響が想定しにくい崩壊箇所は放置されることが多く，そのような箇所は小規模な崩壊が継続し，長期

に渡り赤土等の発生源となることが懸念される。近年，農地における赤土等対策の進展が大きな課題

として注目されているが，流域レベルでの総合的対策の観点からは，このような崩壊箇所等への対応

も無視することは出来ないと考える。 

前報 1）ではBSCを活用した営農圃場での発生源対策について報告したが，今回は，以上の観点から，

BSC の形成を簡易的な土木的対策として渓岸崩壊箇所に適応した事例について紹介する。 

 

２.BSC を活用した対策に係る既往研究の概要 

（１）BSC とそれによる対策効果の概要 2）3）4）5） 

BSC とは，糸状菌類，土壌藻類，地衣類および苔

などが地表面の土粒子や土塊を絡めて形成するシ

ート状の土壌微生物のコロニーのことである。この

現象は,自然植生の遷移初期（崩壊地など）や，更

新後時間が経過した営農圃場でも一般的に観察さ

れるものであり（図１），BSC の形成が自然環境や

農作物へ与える影響はほとんどないと想定される。 

我々は，（独）土木研究所と共に，この BSC の侵

食防止効果を明らかにすると共に，効果の定量的な

評価方法について研究を進めてきた。 

これまでに，降雨時の赤土等の地表面では，吸水

膨張により揚力（巻き上げ）に対する抵抗力が特に

弱くなることを確認しており，赤土等の侵食では表

面流による揚力も大きく影響していると考えてい

る。また，微細で弱いものの BSC の構成生物体は揚

力に抵抗できる程度の強度を有することを実測に

より確認している。したがって，B.S.C.は河床に見

られるアーマーコートのような構造を土壌表面に

形成し，表面流による赤土等の巻き上げを防止する

ことで，赤土等流出防止対策効果を発揮していると

考えられる（図２）。 

図２ BSC による赤土対策効果発現の概要 

※表面流発生時でも、地表面のせん断粘着力は掃流力

よりも大きいので、赤土流出の主要因は揚圧力によ

る微小土塊の剥離であると考えられる。 

 

B.S.C.の発達がない
圃場では侵食発生 

B.S.C.が発達した圃

場では、侵食抑制 

図１ パイン圃場における BSC 形成の例（東村）



（２）営農圃場における対策効果の確認例 6） 

これまでに，農家が通常の営農作業の範疇で行

えることを勘案し，苗の植付や追肥等の作業時に，

自生の土壌藻類の藻株を同時に散布するという簡

単な方法で，営農圃場の地表に早期に BSC による

被覆を形成する手法の研究を行ってきている。 

営農圃場における対策効果については，前報で

示したとおり，JIRCAS 沖縄支所（石垣島）にある

土砂溜枡＋転倒枡式流量計が設置された試験圃場

（1 圃場：2.5×10.0ｍ，勾配 5°）において検証

を行った。なお，ここでは，赤土等の流出量が顕

著な期間である植付～栽培初期を想定して，藻株

散布（＋シート養生）により人為的に BSC を早期

形成させたサトウキビ圃場（図３）と，通常の営

農の圃場からの流出土砂量（流末の土砂溜で計量）

を比較することにより効果を検証した。 

計 3 回の試験圃場での観測の結果，表面流去水

の流出高は，いずれの圃場とも同程度だったが，

図４に示すとおり単位面積当たりの流出土砂量は

大きく異なり，BSC を早期形成した圃場からの流

出土砂量は対照圃場の約 1/20～1/10 以下と高い

対策効果を有することが確認された。 

 

（３）土木工事への適用にかかる検討例 7） 

前述のとおりBSCには大きな強度はないため，緊縛力による斜面崩壊防止等は期待できない。また，

生物を利用することから，土木工事で使われるアスファルト乳剤や団粒化剤吹付け等と比べて，適用

箇所の制限や効果にムラが生じる可能性を否定できない。しかし，BSC は自然界において,崩壊地等の

植生遷移初期に自然に形成されるものであることから，周辺植生の侵入による自然植生の回復を目指

すような場所等では好適な工法であると考えられる。 

この観点から，平成 19 年度に恩納村の休耕地に，

現地採取した下層土を用いた 1×1m の方形枠（勾

配 3％）を設置し，BSC 形成の有無による周辺から

の植生の侵入状況について検討した。方形枠の設

定は，BSC の早期形成のため肥料及び自生の藻株

20g を散布した区画，肥料のみ散布した区画，何

も散布しない区画の３パターンとし，時間経過に

伴う植生侵入状況を比較した。 

その結果を，図５に示す。肥料を散布した区

画では植生の侵入が比較的早い状況が確認され

たが,肥料と自生藻株を散布し早期にBSCを形成

させた区画では，肥料のみ散布した区画と比べ 

て，植生の侵入が顕著であった。この結果から，BSC が表層土の流出を抑制したことで，表層土に飛

来した種子等の流失が抑制され，植生の早期活着が促進されたものと推察した。 
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図３  BSC の形成状況（養生後 21 日経過時） 

図４ 試験圃場における流出土砂量等観測結果 

図５ 方形枠の状況（平成 19 年 7 月～10 月）
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３.渓岸崩壊地における試験施工 

（１）試験施工の概要 

前項で示した結果から，BSC を活用した対策は

自然植生の早期回復を図る必要のある場所で好適

な手段になると考えられたことから，今回，実際

の渓岸崩壊地において試験施工を実施した。 

試験施工箇所は，沖縄本島恩納村に位置する沖

縄科学技術大学院大学（以下，OIST）の 1 号橋近

くにある，平成 24 年 5 月に発生した渓岸崩壊箇所

である（図６）。崩壊箇所下流では OIST により河

川水の流量，SS 濃度（濁度換算）が連続観測され

ている。崩壊発生当時，他に発生源が特に無い状

況下にありながら，最高 3166.9mg/L の SS 濃度が

観測された。5 月の平均 SS 濃度も 24.1mg/L と前

月の 3.7 倍の値が観測されており，渓岸崩壊地（崩

壊面及び河床への土砂流出）が赤土等の発生源と

なっていたことが推察された（表１）。 

崩壊発生後 9 ヶ月を経過しても特に植生の回復

が認められず裸地状態が続いたことから，本試験

施工箇所として選定し，平成 26年 2月 17日に BSC

を形成する藻株及び肥料成分を手撒きで散布した。

散布面積は約 25 ㎡で，㎡当たりの散布量等は自生 

藻株 20g, 液肥 36g である。散布後は，平成 26 年 6 月頃まで，地表面や植生状況等について観察を実

施した。なお，試験地内に，藻株等を散布しない区画を設置し，比較観察を実施した。 

 

（２）試験施工後の観測結果 

藻株等散布以降の状況観察結果を，図７～図９に示す。藻株等散布箇所では早期に BSC が形成され，

前項 2.（3）に示した結果と同様に，早期に植生が回復する状況が確認された。崩壊箇所は急勾配で

あるにもかかわらず，BSC が表層土の流出を抑え，埋土種子や飛来した種子等の流失が抑制されて，

植生の早期回復を促進したと推察される。なお，藻株等散布箇所で，散布以降に発芽したと考えられ

る植物が 24 種確認された。最も繁茂していた植物はイヌビエであったが，これは当該崩壊地の隣接箇

所で実施された道路工（補強盛土工）等に用いられた土砂に起因する可能が考えられる。その他，コ

シダ，ホラシノブ，イヌビワ，ヤマグワ，アカメガシワ，ノボタン，ススキ等の渓岸斜面等で一般的

に見られる種が確認されたが，ハイアワユキセンダングサ等の外来種も確認された。 

 

-凡例- 

   ：ＯＩＳＴ主要施設 

 

   ：試験施工箇所 

 

   ：SS 濃度等観測箇所 

表１ 崩壊箇所下流での赤土等観測結果概要

図６ 試験施工箇所の概要 

図７ 藻株等散布後の状況（1号橋上から撮影）

4月 5月 6月 7月 8月 9月

月最大 （mg/L） 424.3 3166.9 434.1 39.7 23.6 74.4

発生日雨量 （mm/日） 30.5 95.5 45.0 3.5 6.0 16.5

月平均 （mg/L） 6.5 24.1 7.6 3.8 4.7 5.8

注1： 崩壊の発生は5月11日と推察される（表中下線部）。

注2： 平成25年4月～9月は当該箇所上流域で特に工事等は実施されておらず、

当該崩壊箇所以外の赤土等の発生源は特に見られなかった。
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（３）考察 

 試験施工後の観察の結果，BSC の発達及び植生侵入状況は良好で、渓岸崩壊地への自生藻株等の散

布工法は,BSC による崩壊面の早期被覆と，崩壊面への早期の植生侵入の２つの効果が顕著と考えられ

た。今回，崩壊面からの赤土等の流出量は計測していないが，このように地表面の被覆が十分進んで

いることから，当然，赤土等の発生を抑制していると推察される。また，前述のとおり BSC 自体には

崩壊を防止するほど表土を緊縛する強度は無いが，BSC の形成が植生の早期回復を促す状況が確認さ

れたことから，崩壊の拡大による新たな赤土等の流出防止にも貢献することが期待される。 

図８ 藻株等散布後の状況例（散布箇所近景）

平成 26 年 3 月 4日（15 日後） 平成 26 年 3 月 24 日（35 日後）平成 26 年 2 月 17 日（散布日） 

平成 26 年 5 月 7日（79 日後） 平成 26 年 5 月 19 日（91 日後）平成 26 年 4 月 14 日（56 日後） 

図９ 藻株等の散布の有無による状況比較（上段：散布区、下段：無散布区）
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無散布区 

平成 26 年 3 月 24 日（35 日後） 平成 26 年 5 月 19 日（91 日後）平成 26 年 2 月 17 日（散布日） 



BSC は一般的に乾燥した環境では発達しにくいが，今回の施工箇所が，渓流沿いで，水分条件（土

壌水分及び空中湿度等）の良好な環境下にあったことが BSC の発達を促進したと考えられる。したが

って, BSC を適用する際の基礎情報として、崩壊地の水分条件等を調べていく必要があるだろう。 

なお，当該箇所の植生はコシダやススキ群落などに遷移後，徐々に周辺と同様な植生に移行すると

推察される。しかし，当該個所において，外来種や事前にはその場に無かったと考えられる種なども

確認されたことから，BSC の形成は植生の早期回復を促すものの，生育してくる植物種（維管束植物

など）自体をコントロールすることは困難と考えられる。したがって，周辺環境・条件によっては，

施工箇所本来の自然植生とは異なる外来種等が長期間優先する状況が起きる可能性もあるので，自然

植生保全の観点から事前・事後の対策や管理が必要になる場合もあると考えられる。 

  

４. おわりに 

 従来，特に対策がなく放置されがちであった渓岸崩壊において，自生土壌藻類の藻株等の散布によ

り BSC を早期に形成させ，BSC 自体による被覆に加え植生の早期回復を促すことが，その後の流出拡

大を抑制する対策の一つとなり得ることが確認された。この結果は，流域レベルでの総合的な赤土等

の流出防止を図る上で有意義であると考える。ただし，渓岸崩壊と崩壊後の裸地面からの赤土等流出

量や，崩壊裸地面を長期放置することによる新たな赤土等流出に係るリスク等については定量的な観

測や解析事例等が少ないことから，今後，調査研究を行う必要がある。 

なお，本試験で良好な結果が得られたことから，試験施工箇所の直上に残された崩壊斜面等につい

ても，今後，対策を提案していきたいと考えている。また，今回の結果からは，植生消失を伴う開発

工事等において，赤土等流出防止と林縁部等の荒廃防止・回復促進を行う対策工法として BSC が活用

可能であると考えられる。これまで農業分野での赤土対策への活用を中心に研究開発を実施してきて

いるが，今後は開発工事分野等における土砂流出対策工としての活用について，更なる検討が必要と

考える。 

 最後に，本試験施工等に関して，関連情報、試験箇所の提供や作業等にご協力を頂いた OIST を始

め，関係者のみなさまに深く感謝申し上げます。 
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