バイオロジカル・ソイル・クラストを活用した赤土等流出防止対策の特性等について
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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。
BSC を活用した赤土等流出防止対策については，これまでに農地での面的発生源対策としての効果
や特性等について公表してきた 1）2）。また，近年は，山地の渓岸崩壊箇所への適用，特に早期植生復
元効果についても研究開発を実施している。
本報では，今後の南西島嶼域における赤土等流出防止対策の進展の一助になることを期待して，こ
れら BSC を活用した赤土対策手法に関する最近の研究成果，試験施工事例について紹介する。
２.BSC の概要と赤土等流出防止対策上の特性
（１）BSC の概要
BSC とは，糸状菌類，土壌藻類，地衣類および

BSC が発達した圃場で
は侵食が抑制される

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
れは，自然植生遷移初期（崩壊地など）や，農地で
も一般的に観察されるものであり（図１参照），BSC
の形成が自然植生や農作物へ与える影響は特にな
いと考えられる。我々は上記の内，特に土壌藻類
（Phormidium，Klebsormidium 等）に注目している。

BSC の発達が無い圃
場では侵食が発生

これらは，同一種が県内だけでなく世界中に広く分
布し，かつクローン増殖で増えるため，利用による
遺伝子撹乱等の影響もほとんどないと想定される。

図１ パイン圃場における BSC 形成の例（東村）

（２）赤土等流出防止対策上の特性
我々は，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，単体では極めて弱いものの BSC
構成生物体は揚力に抵抗できる強度を有すること
を実測により確認している。したがって，BSC は表
面流による赤土等の巻き上げに抵抗することで土
壌表面の侵食を防止し，その結果，表層の土壌層が
保全されるため，赤土対策効果が発揮されると考え
ている（図２）3）4）。

※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。

図２ BSC による赤土対策効果発現の概要

３.農地対策としての活用について
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（１）営農圃場における対策効果
営農圃場における対策効果については，これま
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
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でに報告したとおり 5），JIRCAS 沖縄支所（石垣島）
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図３

試験圃場における流出土砂量等観測結果

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
３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 以下となり，高い対策効果を有することが確認されている。
（２）営農上の付帯効果
営農圃場に適用する場合，単に赤土対策効果があるだけでは，現場の農家にとっては導入のインセ
ンティブが少ない。したがって， BSC を形成することが耕土表面の侵食を防止して表土を保全するこ
とに着目し，営農面におけるメリットとして，雑草防除における効果，すなわち耕土表層の除草剤処
理層の保全・延命効果があるかについて検討を行っている。
１）野外における比較観察
平成 26 年 11 月～平成 27 年 3 月にかけて，石垣市の農地の一角に BSC 形成及び除草剤処理の条件を
変えた 90×90cm の方形枠（勾配 3％）を設置し，施肥及び雑草の種を播種（1，2 カ月後にオキナワセ
ンダングサの種を 50 粒ずつ）しながら，その後の植生の変化について観察した。方形枠の基盤土には
熱処理した赤土（厚さ約 2cm）を敷設し，試作した BSC 早期形成用の資材（主に Klebsormidium の藻
株等）により BSC を形成した後に，除草剤としてカーメックス（標準施用量 0.2mg/m2）を散布した。
その結果は，表 1 に示すとおりであり，BSC 形成後に除草剤散布を行うことで雑草防除効果が延命さ
れる傾向が確認された。
表 1 野外における比較観察結果概要（平成 26 年 11 月～平成 27 年 3 月）
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２）室内試験による観察・分析

表 2 室内試験結果概要

前項の結果を受け，BSC の有無と除草剤処理層の
保全状況を確認するため，簡易試験を実施した。市
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したのち，前項と同じ雑草の種を各 40 粒播種して 1
週間発芽状況を観察した。また，その後，土壌を各
トレー内から採取して土壌中の除草剤量を分析した。
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注1：表中の値は，各ケース2反復の平均。
注2：分析は，円形サンプラーでトレー底部（深さ4.5㎝）ま
でコアを採取し、検体とした（各トレー3箇所→混合）。

その結果は，表２に示すとおりであり，BSC がある場合は雑草の発芽が少なく，かつ，より多くの
除草剤が保持される傾向にあった。今後，より厳密な試験や野外観測等で検証を進める必要があるが，
このように室内試験でも雑草防除効果の延命を示唆する結果が確認された。なお，これらの結果は，
除草剤の公共用水域への流出防止という水質保全の観点からも意味を持つと考えている。
４.荒廃山地等の復元緑化工としての活用
（１）前報で紹介した自然崩壊箇所の現況
BSC は元々自然な植生遷移の初期に見られるものであり，BSC の形成により表土の侵食を防止するこ
とは，植生基盤を安定的に維持することにつながると考えられることから， BSC の活用方法の一つと
して，樹林荒廃箇所における自然植生の早期復元緑化工法についても検討を実施している。
前報では，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）の敷地内で発生した
渓岸崩壊箇所に藻株等を散布して BSC を形成することにより，その後， 埋土種子や飛来した種子等の
活着が進み，早期に植生が回復する状況が確認されたことを報告した 6）。
ここでは参考として，更に 1 年経過後の状況を図４に示す。試験施工箇所については，植生が安定
して生育しているが， 未施工箇所は，崩壊発生後 3 年を経過してようやく少し植生が育ってきている
ものの，すでに表土が失われ岩が露出している場所が多い状況である。したがい，植生の復元という
観点から見た場合，早期に BSC 形成を行うことの有無による差が，より明確になっている。
崩壊後 9 ヶ月（藻株散布時）

散布後 3 カ月（主に草本類が活着）

散布後 2 年（木本・シダ類も活着）

試験施工箇所

図４

※未施工部への植生侵入は少ない

OIST 内で発生した渓岸崩壊箇所の状況

（２）仮設工事による荒廃地への適用例
前報を受け，工事における仮設工（クレーン用の構台）の設置に伴い荒廃した OIST 内の渓流沿いの
樹林地（約 770ｍ2）で，植生の早期復元を目的とした試験施工として，藻株等の散布工を実施した。

試験施工箇所は， 元々，改変面積の最小化や，表土の保全，伐採後の萌芽促進，苗の採取・植栽等
の保全・復元対策が実施されていたが，修景の観点等からより早い自然植生の復元が望まれていた。
散布した藻株等は，前報と同様に，自生藻株 20g/㎡（資材として 100g/㎡）， 液肥 36g/㎡とし， BSC
形成用資材は手撒きで，肥料分は水に混ぜてポンプで散水した。
平成 27 年 4 月 28 日の散布後約３ヶ月を経て，7 月末時点において，図５に示すとおり既に植生が
回復してきており，現在，萌芽と侵入を合わせ 111 種の植物を確認している。主な侵入種としては，
前報と同様にアカメガシワ，オオバギや，ススキ等の渓岸斜面等で一般的に見られる種や，盛土工に
由来すると考えられるタイヌビエ等が確認された。ただし， 前報と同様に，ハイアワユキセンダング
サ， テリミノイヌホウズキ等の外来種も確認されており， BSC の形成は植生の早期回復を促すもの
の，侵入・生育してくる植物種をコントロールすることまでは出来ないと推察される。試験施工箇所
の植生はコシダやススキ，アカメガシワ群落などに遷移後，徐々に周辺と同様な植生に移行し，長期
的には樹木等の成長により外来種は衰退すると考えるが，今後の植生の推移については，適宜把握し
て行きたいと考えている。
なお，平成 27 年 7 月前半には，台風 9 号により，222.5 ㎜/日，最大降雨強度 19 ㎜/h といった豪雨
が発生したが，試験施工箇所（勾配約 30～40°）では目立った崩壊や侵食等が発生した痕跡は無く，
赤土等流出防止の観点からも効果を発揮したと考えられた。

約３ヶ月後（平成 27 年 7 月 21 日）
試験施工時（平成 27 年 4 月 28 日）
試験施工箇所の例
※地表面にはＢＳＣが発達している

試験施工 2 週間後（平成 27 年 5 月 13 日）

試験施工３ヶ月後（平成 27 年 7 月 21 日）

試験施工箇所内の観察用コドラートの状況例
図５

試験施工箇所の状況例

５. まとめ
このように，BSC の形成は，赤土等流出防止
対策としての効果だけでなく，農地では雑草防
除の延命というメリット，荒廃山地等では侵入
促進等による植生の早期復元というメリット
があると考えている。これは一見相反する内容
のように見えるが，図６に示すように，いずれ
も基盤となる表土の侵食・流失を防止する機能
によると考えられる。また，その活用について
は，前述のとおり，特に農作物や自然植生との
競合等の影響は確認されておらず，世界中に同
じ種が自然植生遷移のパイオニア種として分
布し，かつクローン増殖で増えるため，遺伝子
撹乱等の問題は特に無いと考えている。
なお，農地での活用に関しては，基肥や植付
作業と同時に藻株資材を散布し，先に BSC を形
成することがポイントになると考えている。

図６

BSC の機能と適用箇所毎のメリットの概要

これまでに， BSC 形成後に除草剤を散布しても特に影響は無いが，除草剤と同時に藻株資材を散布し
た場合は，BSC の形成が悪いことを確認している。
また，復元緑化工として利用する場合は， 前述のとおり侵入・生育してくる種をコントロールす
ることまでは困難なため，周辺環境・条件によっては，自然植生保全の観点から，外来種に関して，
事前・事後の対策や管理が必要になる場合があることに留意する必要があると考えられる。
６. おわりに
BSC は土壌表面を被覆して表土の侵食・流失を防止するということから考えると，以上で示した効
果・メリット以外にも，施肥や土づくり，土壌の乾燥防止等に関してプラスの効果がある可能性があ
り，今後検討を進めて行きたいと考えている。なお，現在，協同して頂ける企業ができ，藻株資材を
大量に製造できる体制が整いつつあることから，更に規模を大きくした試験施工等にも取り組みたい。
最後に，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，石垣市の農家の方々，
その他の関係者のみなさまに深く感謝申し上げます。
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