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1 はじめに 

県は、赤土問題の解決のため平成 6 年に「沖縄県赤土等流出防止条例」を制定し、赤土等流出

防止対策に取り組んでいる。農地、開発事業、米軍基地が主な流出源であるが、平成 23 年度に

おける赤土等の流出量は平成 5 年度の約 6 割まで削減された。一方、開発現場からの流出量は大

幅に減少したが、農地については、畑面の勾配修正、グリーンベルトの普及等の流出防止の取組

により赤土等の流出量は減少してはいるものの、県全体の赤土等流出量に占める割合は相対的に

高くなっている。現在、農地からの流出が全体の約 86％を占めており（図 1）、その大半をサト

ウキビほ場からの流出が占めている。 
 

 
図 1 赤土流出場所の量と割合 

今回、県が行う営農支援の取り組みと、農家が施工できる赤土流出対策、特にサトウキビほ場

において農家が独自で施工できるような農業用機械等による赤土流出対策について報告する。 

 
2 沖縄の自然環境保全に配慮した農業活性化支援事業 

沖縄県農林水産部では平成 24 年度から一括交付金を活用し、「沖縄の自然環境保全に配慮した

農業活性化支援事業（以下，支援事業）」を行っている。平成 24～26 年度には地域で取り組む対

策について助言・指導や演示等を行う農業環境コーディネーター（以下，コーディネーター）の

育成と、コーディネーター業務および運営マニュアルを作成し、モデルケースを構築するため、

3 年間で県内 5 地区において 7 人のコーディネーターが育成され、各地域で赤土流出防止対策の

専門家として活動している（図 2）。 
平成 27 年度からは農家が独自で施工できるような農業用機械等による赤土流出対策について

の支援および普及を目的に、事業を強化した。比較的容易で効果の高いグリーンベルトの増殖・

植付体制の構築、さらに流出量の多い石垣市のサトウキビ畑において、心土破砕や緑肥等の手法

を組み合わせた対策を重点的に行い、地域と連携して持続的な流出防止体制の構築と営農的対策

の促進を図っているところである（図 3）。 



 
図 2 沖縄の自然環境保全に配慮した農業活性化支援事業－１ 

マニュアルの作成とコーディネーターの育成 
 

 
図 3 沖縄の自然環境保全に配慮した農業活性化支援事業－２ 

サトウキビほ場の流出防止対策とグリーンベルトの増殖・植付体制構築 
 
3 農家が施工できる赤土流出対策 

農家が施工する場合、継続して取り組める対策でなければならない。赤土流出防止対策がサト

ウキビ増収対策となるか経営上有利な対策であることが望ましい。支援事業では平成 27 年度か

ら、農家が独自で施工できる農業用機械等による赤土流出防止対策についてモデル等の構築も含

め支援することとしている。以下、技術的なモデルになると考えられる施工について説明する。 
(1) 暗渠と心土破砕の施工による赤土流出防止 

赤土流出削減効果は 19％である。土地改良事業では建設機械が用いられるが、農家で施工する

場合は、トラクタ装着型のトレンチャで暗渠施工と弾丸暗渠による補助暗渠の施工が有効である

（図 4）。暗渠にはφ75mm の有孔管を用いる。効果として新植時に 1 割程度増収し、サトウキビ

株出栽培 3 回合計で 3 割程度増収する（表 1）。増収により、施工に要する費用は賄える。 
 



表 1 暗渠と心土破砕の施工によるサトウキビ増収効果 

 

 
(2) 低コスト排水改善技術 

サトウキビ植付前に格子状に心土破砕したほ場に、排水ピットを施工する。排水ピットは浄水

ケーキで充填し、有孔管（φ75mm）と塩ビ管（φ75mm）を利用し、ほ場の余剰水を排水する

（図 5）。慣行区（プラウ区）に比べて排水効果が高くなることを確認した（糸満市ほ場 1：表 2）。
表 2 の排水開始時までの投入量は土壌を飽和させるのに必要な潅水量で、雨量に換算すると

60mm となる。圃場含水比飽和後，破砕区は慣行区より 4 日早く含水比が 30%以下になる。改善

圃場は，夏植で 14 日，春植で 13 日，株出しで 19 日程度，年間の作業可能日数が拡大する結果

となった（深見ら,農作業研究 44(2):73-80,2009）。また、表 3 のほ場（糸満市ほ場 2）では、慣

行区（プラウ区）に比較して格子状に心土破砕したほ場（心土耕区）の収量は 14 %増収した。 
 

 
図 5 低コスト排水改善ほ場 

①プラソイラの格子状による植付準備 
②排水ピットの施工（バックホ：疎水剤

は安価な浄水ケーキを利用） 
③有孔管＋塩ビ管の施工 

品種 
Ni15 

 茎長  茎径  茎数  収量  欠株率 

 cm 比(%)  mm  本/10a 比(%)  kg/10a 比(%)  (%) 

株出 
１回目 

暗渠区 192 103  24  8,250 103  5,800 109  
 

無処理区 186 100  24  8,000 100  5,350 100  

株出 
２回目 

暗渠区 208 119  22  8,690 103  6,260 124  26 
無処理区 175 100  23  8,440 100  5,030 100  49 

株出 
３回目 

暗渠区 169 127  20  11,230 111  6,540 169  15 

無処理区 133 100  18  10,150 100  3,880 100  24 

 
トレンチャ 

 
幅 20cm、深さ 90cm 

 
プラソイラで補助暗渠を施工 

 
図 4 暗渠施工（トレンチャ）と心土破砕機（プラソイラ）による補助暗渠の施工 

暗渠の設置については、農家の自力施工でも可能である 
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表 2 排水性改善効果 

排水効果が高くなり、増収する 

 

 
 

表 3 プラソイラ耕とプラウの比較 

 

 
(3) 緑肥は土作りに有効で赤土等流出を防止する 

サトウキビ収穫後、夏植えまでの間に緑肥を栽培すると、裸地状態に比べて赤土等流出を約

30%まで低減できる。また緑肥スキ込み後すぐに植付を行うと植付後の流出量削減効果が 58％あ

る。赤土流出防止だけでなく、サトウキビ生育期間中の雑草が 1/5 に抑制される。草種としては、

クロタラリア、ピジョピー（図 6）およびヒマワリなどがある。県内の畑作ほ場は国頭マージが

多くを占めるので、そのような酸性土壌にはピジョンピーが適している。 
 

 
クロタラリア 

 
ピジョンピー  

図 6 緑肥と赤土流出防止効果 
クロタラリアは酸性土壌では生育不良になるのでパインアップルほ場以外であれば、石灰岩

砕石などによる酸度矯正を行った後植えつけると良好である 
 
(4) 減耕起植付 

減耕起植付による、赤土流出量削減効果は 73％である。ハーベスタ収穫あとを想定し、収穫後

の株の位置に植付ける方法(図 7)と、収穫後のほ場の畦間に植え付ける方法がある。減耕起植付

では、燃料費の削減と植付にかかる作業時間の短縮により、農家の収益増が見込める。 

施工方法はまず、①軽トラクタ（15kW 程度のトラクタ）により前年株を刈揃える。可能であ

れば、10 cm 以上の深さに株揃を行う。次に、②軽トラクタにより前年株の部分に作溝作業を行

う。軽トラクタのロータリ部は、外側耕耘刃を数カ所取り外し、耕耘幅 30～40cm 程度とする。

小型のリッジャを取付け作溝し、③蔗苗を植付ける。その後、④堆肥により厚めに覆土し、トラ

クタのタイヤで踏圧する。植付後、⑤ハーフソイラまたは、可能であれば（50cm 以上の耕深が

得られれば）プラソイラにより心土破砕を行う。いずれも、弾丸を装着して暗渠を施工する（弾

茎　長 茎径 茎　数 収　量

cm cm 本/10a kg/10a

心土耕区 277 2.43 7380 10520

(114)

プラウ区 240 2.41 7180 9220



丸暗渠）。心土破砕等により、減収することはない。プラウやロータリは使わないので、植付の

時期に余裕が出る。加えて、軽トラクタや耕耘機は多くの農家が所有しているので地域全体で実

施しやすい植付方法である。 
 

  
図 7 減耕起植付け 

（左）前年の株位置に植付る  （右）ほ場周辺はグリーンベルトを植え付ける 
 
(3) 堆肥の筋撒き 

沖縄県内のサトウキビ栽培では、大東地域、宮古島地域などの比較的規模の大きいほ場の一部

で、植付け前にマニュアスプレッダ（図 8 右)で堆肥散布が行われている。また、新植のみでなく

株出しでも堆肥を散布することで増収することが実証されている。前述の地域以外では、人力散

布を行っているが重労働で、ほとんどのほ場では堆肥散布は行われていない。マニュアスプレッ

ダは、比較的小さなほ場や株出しには適さないため、そのようなほ場でも散布が可能なトラクタ

装着型堆肥条撒き機が開発された（図 8 左）。 
植付け直後に 60kW 級のトラクタで植溝を填圧すると、欠株率は慣行区の 11%に比較して 6%

と低くなる（図 9）。堆肥を散布しながら踏圧しても同様の効果が期待でき、増収に繋がると思わ

れる（平成 12 年度沖縄県農業研究センター成果情報）。また、堆肥（3t/10a）と枯葉を連年鋤き

込むと収量は 12 %増収する。さらに、植え溝を踏み固め、堆肥で被覆するのでその部分からの赤

土の流亡の軽減が期待できる。 
 

 
トラクタ装着型堆肥筋撒機 

 
自走式マニュアスプレッダ 

図 8 堆肥散布機（マニュアスプレッダ） 
 

作溝器（リッジャ）

ロータリ

③ 畦間の心土破砕

② 前年株へ作溝① 前年株の刈揃え

心土破砕（ハーフソイラ）

＋ 弾丸暗渠

心土破砕の方向 植付けの方向

グリーンベルト

前年株上への植付



 
 

地表下 10cm まで踏固められ、苗が密着し発芽率

が向上する。また、右図に示すように植溝が踏固

められるので、赤土流亡の軽減が期待できる  

図 9 踏み固めによる欠株の軽減 
 
(3) グリーンベルト 

グリーンベルトは耕土流出を 59.0% 抑制する。草種はベチバー、リュウノヒゲ、キキョウラン

（図 10）やクワンソウなどがある。今年度は特に、ベチバーの増殖と植付けを推進する。キキョ

ウランについては、除草剤に強いこともあり有望な草種と考えられる。 
 

   
ベチバー リュウノヒゲ キキョウラン 

図 10 グリーンベルトとして植えられている草種 
 
4 まとめ 

(1) 暗渠+心土破砕は流出量を 19%抑制しサトウキビの夏植で 10%、株出で 30% 程度増収する。 
(2) 低コスト排水性改善技術では、年間の作業可能日数が拡大する。増収効果は約 10%である。 
(3) 減耕起植付は赤土流出量を 73%抑制し、省力化と燃料費の削減ができて農家経営にとって有

利である。 
(4) 植付前の緑肥栽培は赤土流出量を 70%抑制し、サトウキビの増収効果がある。また、サトウ

キビ生育期間中の雑草を抑制する。また、緑肥スキ込み後すぐに植付を行うと植付後の流出量

が慣行区に比較して 58％低減できる。 
(5) 植溝に堆肥散布しながら踏圧していくと発芽率が向上する。また、植え溝を堆肥で被覆する

ので赤土流出の抑制が期待できる。サトウキビ増収効果は約 10%である。 
(6) グリーンベルトは赤土流出量 59%抑制する。 

おわりに、上記のように赤土流出防止対策はサトウキビ増収対策である。しかし、農家個人で

は施工できるものではなく、地域が一体となった取り組みが求められる。 

品種：NiF8 無処理区 填圧1回 填圧2回

茎数(本/0.1a） 83.1 85.1 117.9

仮茎長(cm) 22.6 24.3 21.1

欠株率　(%) 11.0 6.0 5.2

使用トラクタ　60kW級(重量約3,000kg)

植付年月　2006年6月
調査年月　2007年3月
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