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１．背景 

 沖縄県は、沿岸海域の水域環境保全を目的として平成 25 年 9 月に「沖縄県赤土等流出防

止対策基本計画」（以下、基本計画と呼ぶ）を策定した。本計画では、県内の 76 海域につ

いて、海域環境を良好な状態に再生するための具体的な目標、すなわち環境保全目標（海

域）と赤土等流出削減目標（陸域）を設定した。重点海域の保全目標は SPSS（海域の底質

中懸濁物質含有量）で示されており、それは陸域からの土砂供給と海域での拡散・堆積等

の因子を組込んだ SPSS 簡易予測モデルを用いてシミュレーションで求めている。 

 海域に流出する赤土等の大半は農地が発生源であるといわれており、基本計画の目標達

成の成否は農地対策にあるといっても過言ではない。しかしながら、陸域の赤土等流出削

減量が現状の 90%に設定された海域もあり、目標達成は容易ではない。 

 本報は、基本計画が定める「赤土等流出削減目標」の達成を図るため「ウッドチップト

レンチによる赤土流出防止対策」を提案し、その特性と効果を明らかにしたものである。 

 本部町辺名地（国頭マージ）に設けた試験圃場のウッドチップトレンチで 60～90%の顕

著な赤土等流出削減効果が確認された。 

２．ウッドチップトレンチとは 

 ウッドチップトレンチとは、畑に掘った溝（以下、トレンチと呼ぶ）にウッドチップを

詰めたものである。その概略は、図-1 に示されるように深さ 100cm、幅は 30cm で、ウッ

ドチップの充填厚さは 70cm である。営農への影響を小さくするためにトレンチ上部は

30cm 覆土し、周辺の土壌面と同じ高さに均される。 

 図-2 はトレンチによる地表水の浸透排水、すなわちトレンチ分流の概念を示す。地表水

が流下する際、トレンチに浸透し排除される部分を「トレンチの分流」と筆者らは呼ぶこ

ととする。トレンチ分流により地表水量が減少するため侵食能力は低下する。さらに、ウ

ッドチップ層の濾過作用による赤土等流出抑制が期待される。 

 図-3 はトレンチの配置の概念を示す。トレンチに集水と排水の機能を持たせるため、そ

の配置や配置密度は、地形や土壌の排水性を考慮し適宜調整される。 

 
図 -1 トレンチ断面  図 -2 トレンチの分流  図 -3 トレンチ配置の概念  



３．ウッドチップの主な特性 

１）ウッドチップとは 

 ウッドチップとは、風倒木や街路樹などの打ち枝、間伐材などを破砕した木片をいう。

破砕方法には切削、クラッシャー等があり、その形状は図-4，5 に示されるように異なる。

本研究では図-5 に示すクッラシャー法で製造したチップを使用している。 

 

 

２）ウッドチップの主な特性 

 ウッドチップの特性は、「トレンチの分流機能」や「濾過機能」に大きな影響を及ぼす。

本報では特性として①透水性、②粒度組成、③空隙率、④濾過機能について明らかにする。 

 ①透水性 

 ウッドチップの鉛直方向の透水性を図-6 に示されるようなアクリル円筒（径 20cm、長

さ 90cm）を用いて明らかにした。濁水に含まれる土砂量はウッドチップ層の空隙を塞ぎ透

水性に影響を及ぼすことが予想される。そのため、円筒に注入する濁水濃度を変化させ、

それに対応する透水性を明らかにした。なお、透水性は浸入強度（mm/hr)で表した。浸入

強度の測定は、濁水を通した後のウッドチップ層に水道水を流し定水位法で行った。 

 ②粒度組成 

 ウッドチップの粒径分布はフルイ試験で求めた。クラッシャー法で製造されたウッドチ

ップは細長い形状が多く、同一資料でもふるうたびに分布状況が若干異なるため複数回の

平均値で表した。 

 ③空隙率 

 空隙率はバケツにウッドチッ

プを満杯に充填し、空隙を水で

満たしてバケツ容量と水量の比

で求めた。 

  ④濾過機能    

 濾過機能の調査として図-6 に

示す円筒試験、図-7 に示す水路

試験いずれも下流から排出され

る濁水を採取し、その濃度およ

び含まれる土粒子の粒径分布を

測定した。 

図 -4 切削  図 -5 クラッシャー  

図 -6 円筒試験  図 -7 水路試験  



４．現地試験（本部町辺名地） 

 ウッドチップトレンチによる赤土等流出削減効果を検証するため本部町辺名地に平成

26 年 7 月初旬に試験圃場を設けた。試験圃場に図-8 に示すようなトレンチ 3 条区、トレン

チ 6 条区、トレンチを設置しない対照区を設けた。図-8 で太い線はウッドチップトレンチ

を示している。横向きのトレンチ間隔は 3 条区で 25m、6 条区で 10m である。 

 圃場面勾配は長辺方向 6%、短辺方向 4%で、左上から右下に下る対角線上の主勾配は 7%

である。したがって、地表水は長辺方向に作られた畝間を流下しながら横向きトレンチに

浸入し、縦方向トレンチに集められて排出される。各トレンチ

の深さは 100cm、幅 30cm、耕土かぶり 30cm である。 

 試験圃場の下流端に三角堰を設置し、水位計と濁度計を取り

付け、流量と SS 濃度（換算により）を計測している。それぞ

れの試験区の三角堰の位置を図-8 に示した。②は 3 条区のトレ

ンチ用三角堰、③は地表水用三角堰の設置場所である。④、⑤

は 6 条区のトレンチと地表水測定用の三角堰設置場所を示す。

⑥は対照区の三角堰設置場所である。 

 水位計と濁度計の測定間隔は 10 分である。 濁度計の値は

FTU 単位で表示されるが、現場で同時刻に採取した濁水の SS

濃度との関係から、FTU を SS 濃度に変換して SS（赤土量）を

求めた。 

 試験圃場の土壌は国頭マージ、各試験区の幅は 12m、長さは 55m から 60m である。 

 現在は写真-1 に示されるように 4 月下旬に作付けされた春植のサトウキビが栽培されて

いる。写真-2、写真-3 は観測機器とその設置状況である。 

 

５．結果および考察 

１）ウッドチップの主な特性 

 ①透水性 

 ウッドチップトレンチによる赤土等流出削

減効果は地表水をトレンチを通じ分流排水す

ることで達成される。それにより地表水量が

減少し、土砂の侵食・運搬作用の原力となる

掃流力が減勢され、結果として赤土等の流出

削減につながる。 

ウッドチップトレンチの分流機能はウッドチ

写真-2 流末の三角堰  写真-3 機器設置の状況  写真-1 試験圃場の風景  

図 -8 本部町試験ほ場  

図 -9 濁水濃度と侵入強度の関係  



ップ層の透水性に大きく左右されるため、その特性を把握しておくことは重要である。そ

こで本研究では、図-6 に示した円筒を用い、濁水濃度に伴う透水性の変化を明らかにし、

両者の関係を図-9 に示した。図-9 には透水性を浸入強度(mm/hr)で表した。                 

 図-9 によればウッドチップの浸入強度は濁水濃度が 7,500mg/L 程度までは 100,000mm/hr

以上のきわめて大きい値を示すが、濁水濃度の増加に伴って減少することがわかる。浸入

強度減少の原因は、濁水に含まれる土砂でウッドチップ空隙が塞がれるためである。

15,000mg/L 以上の濁水では表層下 5cm 付近に薄い土層が形成される特性があり、そこが浸

入強度の制限層になっている。現地圃場ではウッドチップ層上部の耕土が浸入強度の制限

層になると推測される。なお、ウッドチップの浸入強度は上記の他、資材や製造方法、風

化の程度および次項で述べる粒度組成の影響を受けると考えられ、図-9 に示される結果は

一つの目安としての理解が必要である。 

 ②ウッドチップの粒度組成 

 ここで取り扱うウッドチップは商品名「30mm サ

イズ」として出荷しているものである。粒度組成は 

図-10 に示されるように 10mm 通過量が約 3 割合に

達し細片が多い製品である。ウッドチップの粒度組

成は、トレードオフの関係にある透水機能と濾過機

能に影響を及ぼすため、ウッドチップの選定は製造

法も含めその特性を十分把握しておく必要がある。 

 ③ウッドチップの空隙率 

 ウッドチップの空隙率を過年度に行った調査結果を

含めて表-1に示す。 2015年調査はクラッシャー法で製

造されたウッドチップであり、2009年は切削法で製造さ

れたものである。製造方法は異なっても空隙率はおよそ

60%程度である。  

 

 ④ウッドチップの濾過効果      

  赤土等流出防止対策としてウッドチップトレ

ンチに求める期待の一つに濾過効果がある。本

報では図-6 で示す円筒により垂直方向の濾過効

果を、図-7 で示す水路試験では水平方向の濾過

効果を調べた。結果を図-11 にまとめた。図は

流入濁水濃度を横軸に排出濃度を縦軸に対数目

盛で示している。小丸は垂直方向の結果であり、

大丸は水平方向の結果である。  

濾過効果は鉛直方向、水平方向ともに同程度

と見なされる。ウッドチップ層は流入濁水濃度

を 1/50～1/100 程度に薄める濾過機能を有することが図から読みとれる。高濃度ほど濾過

効果は大きく 30,000mg/L では 300mg/L に低減される。図中の大丸は長さ 8m の水路による

横方向の結果で、10,000mg/L の濃度が 150mg/L 程度まで濾過された。なお、流入濁水は

調査年 空隙率 製造法

2015 58.3 クラッシャー

2009 57.6 切削

表 -1  ウッドチップの空隙率

図 -10 ウッドチップの粗度組成  

図 -11 ウッドチップの濾過効果  



2mm フルイ通過の赤土を用いた。 

 図-12 は濾過水に含まれる赤土の粒経分

布を示したものである。図から明らかなよ

うに赤土粒径は流入濁水濃度に関わらずほ

とんどが 0.1mm 以下の微細土粒子である。

この現象は水路試験でも確認された。これ

らの結果は、ウッドチップトレンチからの

排水は粒径 0.1mm 以上の赤土のほとんど

を流出防止できることを意味する。                 

２）現地試験結果 

 ウッドチップトレンチによる赤土流出防止対策は、沖縄県が定めた「赤土等流出等防止

対策基本計画」の削減目標を達成する重要な対策の一つと筆者らは考えている。特に、土

砂溜マスや沈砂池の設置が困難な未整備圃場地帯において、それらの役割をウッドチップ

トレンチに担わすことが可能であると考えてい

る。 

（１）流出水量 

 ウッドチップトレンチが赤土等流出防止効果

を発揮する主な機能に、①分流機能と②ウッド

チップ層の濾過機能がある。分流機能とは、ト

レンチに地表水を浸入させ排出させる能力をい

う。それらの機能の成果を現地観測記録でみて

みる。 

 ①地表水の分流機能 

 図-13 は各試験区における地表水量の推移を

示す。地表水量は対照区が最も多く、トレンチ

3 条区、6 条区の順に少ない。 

 図に示される期間中の各試験区からの地表水

量はそれぞれ 4.5m3、2.5m3、1.2m3 であり（表-2

参照）、3 条区、6 条区は対照区の約 1/2、1/4

に削減されている。これら削減量はトレンチの

分流効果と見なされる。 

また、3 条区および 6 条区の違いはトレンチ

の設置密度の影響と考える。 

  図-14 は６条区のトレンチ流出水量と地表水量の推移を示す。トレンチからの流出水量

が 9.6m3 であるのに対し、地表水量は 1.2m3 にすぎず圧倒的にトレンチからの流出水量が

多い（表-2 参照）。この差は春植サトウキビの培土直後の膨軟で浸透能の高い土壌状態で

発生しているが、このような土壌状態は営農の一行程であり、最も赤土等が流れやすい状

況におけるトレンチ効果と認識する必要がある。トレンチからの流出は地表水が途絶えて

も継続していることからトレンチ流出水の源は地表水の直接浸入水だけでなく土壌の重力

水が中間流出の形態でトレンチに流入していると推測される。 

図 -12 濾過水に含まれる赤土の粒土分布  

図 -13 各試験区の地表水の水移  

図 -14 6 条区のトレンチ流出と地表水流出  



 ②濾過効果 

 写真-4 は対照区の地表水の流出  状

況である。高濃度の濁水が流出してい

るのが確認される。 

 一方、写真-5 は 6 条区のトレンチか

らの排水状況を示す。土壌およびウッ

ドチップ層に濾過されて全く濁りのな

い状態で流出しているのが確認でき

る。  

 

（２）赤土等流出量 

 赤土量は三角堰からの流去土量と堰に堆積した土

量の合計量である。堰からの流去土量は流去水量に

SS 濃度を乗じて算出し、SS 濃度は濁度計の観測値

（FTU）と同時間に採取した濁水 SS 量との関係から

求めた（図-15 参照）。 

 図-16 は 6 条区のトレンチからの流出水量と SS 濃

度の推移を示している。トレンチからの流出水は初

期に高い SS 濃度を示すが、時間経過と共に急激に

低下し、ほとんど濁りのない状態で流出する。これ

は写真-5 が示すように目視でも確認される。この現

象はトレンチ上部の覆土とウッドチップ層の濾過作

用によるものと考える。なお、初期の高い SS 濃度

は耕耘時にウッドチップ層に混入した土壌の流出に

よるものと推測する。  

表-2 に各試験区の流出水量および流出赤土量を整

理した。トレンチの存在は赤土流出量を著しく減少         

させる。対照区を基準に 3 条区と 6 条区の赤土等流

出削減率を示せば、それぞれ 63%、90%に達する。これらの結果は倍土直後の膨軟な土壌

状態において大量の土砂流出を抑制することを示唆する。 

 よって、トレンチは基本計画の赤土等流出削減目標の達成に大きく貢献すると考える。 

 

 

 

写真-4 対照区の地表水  写真-5 トレンチ流水  

図 -15 FTU 値と SS の関係  

図 -16 6 条区のトレンチ流水量と SS 濃度  

土量
流量 流去土量 流量 流量 土量 削減率
（L) （ｋｇ） （L) セキ堆砂 流去 （m3） （ｋｇ） （％）

３条 1,930 2.2 2,475 0.6 8.3 4.4 11.1 63
６条 9,554 1.5 1,204 0.2 1.4 10.8 3.1 90
対照 - - 4,519 14.6 15.4 4.5 30.0 -

トレンチ 地表 合計
試験区 土量（ｋｇ）

表 -2 各試験区の流出水量および流出土砂量  


