
のり面緑化におけるトールフェスク代替種と播種量の検討について

山田　充＊　山梨　高裕＊＊　佐藤　厚子＊＊＊

１．はじめに

　播種によるのり面緑化を行う場合、これまで国土交
通省北海道開発局では、耐寒性に優れ早期緑化が可能
な草種として、トールフェスク、ケンタッキーブルー
グラス、クリーピングレッドフェスクの３種混播（以下、
従来パターン）を主に用いてきた。
　一方、平成17年８月、環境省では「特定外来生物に
よる生態系等に係る被害の防止に関する法律（外来生
物法）１）」に基づき、飼養等の法的規制が課せられな
いものの、生態系に悪影響を及ぼすおそれがあり、注
意を要する生物を「要注意外来生物」としてリスト化
し、従来パターンのうち、トールフェスクがこのリス
トに記載された。また、環境省を中心に農林水産省、
国土交通省、林野庁の四省庁において整理された外来
緑化植物の取扱方向（案）（平成17年度）２）では、緑化
材料としてイネ科植物を選定する際には、緑化目的を
達成し得る範囲において、可能な限り、草丈の低い種・
品種、種子による繁殖力の小さい種・品種を使用する
こと、また、施工の際には、種の播種量や配合比率を
小さくし使用量を抑えるなどの工夫に取り組むことと
された。
　そのため、従来パターンのうち、草丈が高く、繁殖
力の大きいトールフェスクについては、別の草種を用
いたり、播種量を低減させてのり面緑化を行うことが
望まれるが、現状では、どのような代替種や播種量で
あれば、北海道の気象条件に適合し、のり面保護効果
を担保できるのか、科学的知見が十分に得られていな
い。
　そこで我々は、試験施工により、様々な種子配合で
のり面緑化を行い、トールフェスクの代替種および播
種量の低減について検討を行った。

２．実験方法

２．１　種子混合パターンおよび播種量の設定について

　本試験施工で使用したトールフェスクの代替種候補
については、市場性があり調達が可能な種子の中から

選定を行った（表－１）。
a. 従来種（表－１①）
　比較対象のため、従来パターンのトールフェスクを
用いるものとした。
b. トールフェスクの変種
　トールフェスクに比べ、繁殖力の小さい MST1（同
②）、および草丈の低い Bonsai3000（同③）を用いる
ものとした。
c. ハードフェスク（同④）
　現在、国土交通省北海道開発局でトールフェスク代
替種として使用されており、トールフェスクに比べ草
丈の低いハードフェスクを用いるものとした。
d. 自生種
　北海道内に自生しており、緑化植物として実績のあ
るオトコヨモギ（同⑤）、ノコギリソウ（同⑥）を用いる
ものとした。
　播種量については、発生期待本数（１m2あたりの発
芽成立本数）を基に算出されているため３）、発生期待
本数により試験施工の内容を設定するものとした。国
土交通省北海道開発局では、現状、発生期待本数5,000
本 /m2を基本とし、種子散布による緑化を行っている。
また、「道路土工　切土工・斜面安定工指針」では、
イネ科外来種の３種類混藩の場合、発生期待本数は
1,500本 /m2を目安としている４）。さらに、より発生期
待本数を少なくした500本 /m2の発生期待本数を加え、
5,000本 /m2、1,500本 /m2、500本 /m2の３パターンの
発生期待本数を設定した。
 発生期待本数の草種ごとの内訳は、現在、国土交通
省北海道開発局の道路のり面緑化で用いられている割
合（ハードフェスク：ケンタッキーブルーグラス：ク
リーピングレッドフェスク＝１：２：２）と同様に、
代替種候補：ケンタッキーブルーグラス：クリーピン
グレッドフェスク＝１：２：２とした。以上より播種
量を決定し試験施工を実施した。

２．２　試験地の概要

　試験地の状況と概要を写真－１、表－２に示す。試
験施工は北海道内の３箇所で実施した。試験地１、試
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験地２は平成23年度に、試験地３は平成24年度に植生
吹き付け工を実施した。
　図－１には、試験地１～３の種子混合パターンと発
生期待本数の割り付け位置を示す。
　なお、試験地の都合上、一つの試験地内で全ての種
子混合パターンを実施できなかった。表－１の右端３
列には、試験地毎に実施した種子混合パターンを示す。

２．３　調査方法

　調査は、種子混合パターンおよび発生期待本数ごと
に植被率の測定を目視にて行った。また、１m ×１m
の調査枠を任意の位置に設置し、枠内の草種別の被度

（％）を目視により測定した。設置した１パターン当た
りの調査枠数は、試験地１、２が３枠、試験地３が５
枠とし、各調査枠の計測結果よりパターン毎に被度の
平均値を求めた。そして相対被度（各種の被度 / 枠内
の全種の被度合計×100）（％）を求めた。ここで、植
被率とは、調査区内にある全種類の植物の茎葉が、調
査区内を被覆している割合のことを示す。また、被度
とは、草種別の植被率のことを示す５）。植被率、およ
び被度は緑化を評価する指標の１つである６）。
　また、のり面の変状の有無について、目視にて確認
を行った。
　調査は、８～９月に行った。試験地１、試験地２は施
工より２ヶ年が経過した、平成24年８月と平成25年８
月の２回の測定を行った。試験地３については、施工
後１ヶ年しか経過していないため、平成25年９月に１
回の測定を行った。ただし、試験地３のみ、平成25年
６月に施工後翌春の発芽状況を確認する調査を行った。

３．調査結果および考察

　各試験地の種子混合パターンと植被率の関係を発生
期待本数別に図－２に示す。また、草種別の相対被度
もあわせて示す。

３．１　試験地ごとの結果について

　図－２より、試験地１において、計測１回目では、
種子混合パターンと発生期待本数によって植被率にば
らつきが見受けられた。また、発生期待本数が多いほ
ど、植被率が高くなる傾向が見受けられた。計測２回
目では、全ての種子混合パターンと発生期待本数にお
いて、80％以上の高い植被率となり、種子混合パター
ンと発生期待本数による植被率の差も小さかった。試
験地１は地山が岩のため、吹き付け厚は８cm と比較

表－１　試験施工で実施した種子混合パターンと発生

期本数　　　　　　　　　　　　　

写真－１　試験地の状況（代表例で試験地１を示す）

的厚く、そのため植生の根張り、養分等の条件が良好
となり、計測２回目では、全ての種子混合パターンと
発生期待本数で植被率が高くなったもの考えられる。

※1）KBG：ケンタッキーブルーグラス
※2）CRF：クリーピングレッドフェスク
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しかし、その他にも様々な影響要因が考えられるため、
今後も継続的に調査を行う必要があると考えられる。
また、相対被度について、計測２回目の④（ハードフ
ェスクを含む種子混合パターン）で、ハードフェスク
が最も大きい相対被度となったが、それ以外の種子混
合パターンと発生期待本数では、クリーピングレッド
フェスクが概ね主力種となっていた。
　試験地２において、計測１回目では、試験地１と同
様に、種子混合パターンと発生期待本数によって、植
被率にばらつきが見受けられた。また、種子混合パタ
ーンによっては、試験地１と同様に、発生期待本数が
多いほど、植被率が高くなる傾向が見受けられた。計
測２回目では、発生期待本数にかかわらず、植被率が
一定になる傾向が見受けられた。また、全ての種子混
合パターンと発生期待本数で、計測１回目よりも植被
率が同じか低下した。特にクリーピングレッドフェス
クの相対被度は、全ての種子混合パターンで低下して
いた。試験地２は、のり面が南向きのため、一般に日

光による土壌の乾燥が起こりやすい。また、試験区に
近接する植生が繁茂していたため、試験区内の植生が
十分な水分、養分を得られなかった可能性も考えられ
る。このような環境条件が、特にクリーピングレッド
フェスクの生長に影響を与えた可能性が考えられる
が、なぜクリーピングレッドフェスクだけが大きな影
響を受けたのか、また、その他にも様々な影響要因が
考えられるため、今後も継続的に調査を行い検討する
必要があると考えられる。
　試験地３において、計測１回目では、発生期待本数
が多いほど、植被率が高くなる傾向が明確に見受けら
れた。計測２回目では、全ての種子混合パターン、発
生期待本数において、90％以上の高い植被率となり、
種子混合パターンと発生期待本数による植被率の差も
小さかった。試験地３は、のり面が北東向きのため、
日光による土壌の乾燥が比較的起こりにくい。さらに、
敷設されたわらむしろに一定の保湿、保温効果があっ
たと考えられ、植生の生育に良好な環境となったため、

2

1

3

図－１　種子混合パターンと発生期待本数の割り付け位置

表－２　試験施工実施箇所の概要

※1）KBG：ケンタッキーブルーグラス
※2）CRF：クリーピングレッドフェスク
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全ての種子混合パターンで高い植被率となったものと
考えられる。また、試験地３は、測定時期は９月とな
っており、試験地１、２の１回目の測定時期（８月）に
くらべ、発芽から植被率を測定するまでの期間がやや

長くなったため、植生の生育がより進行した可能性も
考えられる。相対被度については、①（従来パターン）
ではトールフェスクが高い相対被度となった。④（ハ
ードフェスクを含む種子配合パターン）ではハードフ

図－２　種子混合パターンと植被率（相対被度）の関係（発生期待本数別）

22 寒地土木研究所月報　№736　2014年９月



れる。
　オトコヨモギは、試験地３において、計測１回目、
計測２回目ともに、10％以下の低い相対被度となった。
オトコヨモギは自生種の中では、気象条件、土壌条件
に対する適応性が高いとされている７）。しかし、全発
生期待本数に占めるオトコヨモギの割合が20％であっ
たことや、単純植生を形成しやすい草種特性のため他
種との混合播種に適さなかったこと、地下茎が無いこ
と、などが低い相対被度となった要因と推察されるが、
オトコヨモギは試験地３の１箇所のみでの試験施工と
なっており、今後、試験施工箇所を増やし、詳細な調
査検討を行う必要があると考えられる。
　ノコギリソウは、試験地３の計測２回目において、
20 ～ 30％程度の相対被度となり、全発生期待本数に
占めるノコギリソウの割合は20％であったが、植被率
へ一定の効果を発揮していたと考えられる。また、オ
トコヨモギと同様に、ノコギリソウは試験地３の１箇
所のみの試験施工となっており、今後、試験施工箇所
を増やし、詳細な調査検討を行う必要があると考えら
れる。

３．３　播種量低減について

　特に試験地３において、１回目の測定では、発生期
待本数が多いほど植被率が高くなる傾向が明確に見受
けられた。他の２つの試験地においても、試験地３ほ
ど明確でないものの、概ね同様の傾向が見受けられた。
２回目の測定では、全ての試験地において、発生期待
本数に関わらず植被率が一定となる傾向が見受けられ
た。
　また、試験地１、２の計測２回目は播種から１年８
～９ヶ月後であるのに対し、試験地３の計測２回目は
播種から９ヶ月後であり、発生期待本数による植被率
の差異が小さくなる時期は、環境条件によって異なる
ものと考えられる。
　以上より、発生期待本数は緑化の初期段階には影響
を与えるが、長期的な緑化の度合いへの影響は小さい
ものと考えられる。

３．４　目視によるのり面状況の調査結果

　目視によるのり面の浸食状況の確認の結果、全ての
試験地、種子混合パターン、発生期待本数で、表面浸
食、表層崩壊等ののり面変状は認められなかった。
　したがって、トールフェスクの代替種候補を含む種
子混合パターン、および、発生期待本数を減らした場
合においても、植生は一定ののり面保護効果を発揮し

ェスクとクリーピングレッドフェスクが概ね同じ相対
被度となっていた。それ以外の種子混合パターンでは、
クリーピングレッドフェスクが高い相対被度となった。

３．２　各草種について

　クリーピングレッドフェスクは、トールフェスクと
の混合の場合には比較的低い相対被度となっていたが、
代替種候補との混合の場合には、概ね主力種となって
いた。全発生期待本数に占めるクリーピングレッドフ
ェスクの割合が40％と高かったため、トールフェスク
との混合の場合を除き、主力種となったものと考えら
れる。しかし、試験地２の計測２回目のように、主力
種であるクリーピングレッドフェスクの相対被度が低
下すると、全体の植被率が低くなることも懸念される。
　ケンタッキーブルーグラスは全ての試験地において、
計測１回目では、わずかに相対被度が計測されたもの
の、計測２回目では、ほとんど相対被度は計測されな
かった。全発生期待本数に占めるケンタッキーブルー
グラスの割合は40％であったものの、今回使用した草
種の中では、草丈が低く、発芽および初期生育が多少
遅いため８）、計測２回目には他の植生に制圧されてし
まったものと考えられる。
　トールフェスクについて、全ての試験地において、
計測１回目、計測２回目ともに、概ね50％以上の相対
被度となった。全発生期待本数に占めるトールフェス
クの割合は20％と低かったものの、生長が早く、他の
草種に比べ草丈も高いため７）、主力種となったものと
考えられる。また、多くの種子混合パターンで低い植
被率となった試験地２の計測２回目においても、高い
相対被度となっており、環境適応性が高いものと考え
られる。
　MST1と Bonsai3000は、試験地１では低い相対被度
となっていたが、試験地２ではクリーピングレッドフ
ェスクと同じか、それ以上の相対被度となっていた。
全発生期待本数に占めるそれぞれの草種の割合は20％
であり、トールフェスクにくらべ、草丈、および繁殖
力が低いため、今回の種子混合パターンでは、条件に
よっては、主力種とならなかったものと考えられる。
　ハードフェスクについて、全般的にクリーピングレ
ッドフェスクと同じか、それ以上の相対被度となった。
全発生期待本数に占めるハードフェスクの割合はクリ
ーピングレッドフェスクの40％に対し20％と低かった
が、環境適応性が高く、株状を呈し葉の密度が高くな
る草種の特性により８）、クリーピングレッドフェスク
と同じか、それ以上の相対被度となったものと考えら
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て長期的に調査を行う必要がある。
　また、本報告では、主に植被率と被度による植生評
価を行ったが、植被率および被度とのり面保護効果の
関係については、今後の検討課題と考える。
　最後に、植物は様々な周辺環境に適応する能力を持
っているが、適応範囲を超えた環境では、適切な対策
をしなければ良好に生育することは難しい。のり面保
護に利用している植物は、常に一定の性能を発揮する
ような土木資材ではなく、思いどおりになるとは限ら
ない「生き物」だという認識を忘れずに、今後も、技
術的課題の解決に取り組みたい。

謝辞：本研究を実施するにあたり、フィールドをご提
供いただいた国土交通省北海道開発局の各関係機関の
皆様に、心より感謝申し上げます。
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ていたものと考えられるが、これは今回の試験施工の
計測期間における雨量等の限定的な条件下によるもの
であり、今後、様々な条件において調査検討する必要
があると考えられる。

４．まとめ

　本研究では、試験施工により異なる種子配合でのり
面緑化を行い、トールフェスクの代替種および播種量
の低減について検討を行った。その結果、以下のこと
がわかった。

①トールフェスク（要注意外来生物）は旺盛な植生で概
ね主力種となっていた。

②クリーピングレッドフェスクは、トールフェスクと
の混合の場合には比較的低い相対被度となっていた
が、トールフェスクの代替種候補との混合の場合に
は、主力種となる場合が多かった。

③トールフェスク代替種候補のうち、MST1、Bonsai
　3000、ハードフェスク、ノコギリソウは一定の緑化

効果を発揮していた。
④発生期待本数は緑化の初期段階に影響を与えるが、

一定期間経過後は、影響は小さくなる。
⑤本試験施工の条件下では、全ての試験地、種子混合

パターン、発生期待本数で、表面浸食、表層崩壊等
ののり面変状は認められなかった。

５．おわりに

　本報告では、施工後２年間の２回の計測のみとなっ
ており、データ数が十分とは言い難い。今後も継続し
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