第64回(2020年度)

北海道開発技術研究発表会論文
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北海道に広く分布しているオオイタドリの繁茂を抑制する方法のひとつとして、オオイタドリの生育す
る地表面をメッシュシートで被覆し、オオイタドリの生育を抑制する方法がある。本検討では、目合いの
大きさがオオイタドリの生長に与える影響を調べるため、3種類のメッシュシートにより地表面を被覆し
た。その結果、調査1年目の結果ではあるが、目合いの大きなメッシュシートでもオオイタドリの生育を
抑制できた。
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1. はじめに
北海道に広く生育しているオオイタドリは、生育が旺
盛であるため道路上まで繁茂し交通安全上の課題となる
ことから、生育を抑制できる安価な維持管理方法が求め
られている。その対策のひとつとして、オオイタドリが
生育している箇所をメッシュ状のシート（以降シートと
称する）で被覆する方法がある1)。この方法は、オオイ
タドリの芽がシートの網目よりも大きく、シートをすり
抜けないため、オオイタドリの生育を抑制でき、オオイ
タドリ以外の草本類はシートがあっても網目をすり抜け
て生育できるのでのり面を保護し、さらに、網目を通る
ことにより、シートの地面への定着を促すと考えたもの
であり、写真-1に示すような状況になることを目標とし
ている。現在、オオイタドリの生育の抑制を目的とした
シートの目合いは、過去の研究成果2)により1.2mmであ
る。このシートにより、北海道のオオイタドリの生育の
抑制を試験的に行ったところ、抑制の効果は大きいもの
の、のり面を保護する緑化植物の生育も抑制する傾向が
あることが確認された3) 4)。さらに、網目をすり抜ける緑
化植物が少ないため、生育旺盛なオオイタドリがシート
の下に繁茂し、シートの地面への定着が少なくなり、写
真-2aに示すようにオオイタドリがシートを押し上げて、
bに示すようにシートの重なりを拡げて、オオイタドリ
が繁茂することがあった。そこで、オオイタドリの生育
を抑制し、かつ網目からオオイタドリ以外の植物が生育
してシートの定着を促すことができる目合いを見いだす
ことを目的として、目合いを変えた3種類のシートにつ
いて、施工性やオオイタドリとそれ以外の植物の生育状
況を調べた。本報告は、この試験施工の結果をまとめた
ものである。

写真-1 シートによる被覆の目標

a.シートの浮き上がり

b.重なりから生育する
オオイタドリ

写真-2 シートにより被覆した箇所

2. 試験方法
(1) 施工方法
2020年4月28日、寒地土木研究所敷地内のオオイタド
リ繁茂箇所の平地において、目合いの異なる3種類の高
密度ポリエチレン製シートを敷設した。このとき、施工
箇所に残っていた前年のオオイタドリの茎（写真-3）は
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1m

浮き上がり量
1m

a.前年生育したオオイタドリ

b.刈り取った状況

メッシュシート

写真-3 オオイタドリの茎
図-2 オオイタドリによるシートの浮き上がり量

表-1 シートの仕様

目合いの大きさ
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色
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縦
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横
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先端からの葉の並び方

写真-4 オオイタドリの葉

1.1
シート
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3
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葉の大きさの測定例

・ピン

図-1 施工概略

非常に硬くシートを破損するおそれがあったため、刈り
取った後、地際まで金槌でつぶした。また、施工時すで
に生育していたオオイタドリや他の植物の若芽は、いず
れも柔らかく5cm程度の高さであったので、そのままシ
ートを敷設した。各シートは、ずれ防止のため長さ15
cmのピンで12点を留めた。
施工したシートの仕様を表-1に、シートの施工概略を
図-1に示す。各シートは1枚で重ねての使用はしていな
い。なお、施工後は最終調査まで追肥、植物の草刈りは
しておらず、風雨、日光などは自然な状態である。
(2) 調査方法
目合いの異なるシートを敷設したときの施工性を確認

するとともに、シートを敷設してから1～2週間に1回程
度、8月末までオオイタドリおよびその他の植物につい
て植被率を測定した。また、オオイタドリについては、
草丈、茎径、葉の大きさも測定した。さらに、シート3
について、オオイタドリの生長にともなうシートの浮き
上がり量を、図-2に示すように測定した。浮き上がり量
を測定したシートは外側の4箇所をピン留めした。
なお、植被率は施工したシートの面積に対して垂直方
向で観察したときのシートをすり抜けた植物の茎や葉の
占める割合である。草丈はオオイタドリの茎を伸長した
ときの高さ、オオイタドリの茎径は地面またはシートの
直近で測定した。また、オオイタドリやその他の植物の
調査は植物を固定しないで、代表的な植物3本を選定し
測定した。オオイタドリの葉の大きさは、生育が旺盛な
5月27日に測定した。オオイタドリの葉は、写真-4に示
すように、先端から開ききっている葉を1枚目として、3
枚目の葉の中心部の長さを10本測定した。シートの下に
あるオオイタドリについてはシート3の上から確認でき
る範囲の大きい10枚を測定した。

3. 調査結果
(1) 施工性
前年度生育したオオイタドリの茎は、かなり注意深く
金槌でつぶしたが、シート3では、茎の先端がシートに
当たり若干破損した箇所があった。シート1、2は破損し
なかった。シート1、2は、目合いが大きいためシート自
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体が厚く破損しなかったと考えられる。すべてのシート
は若干柔軟性が低かったが、ある程度地面へ密着し、良
好な施工ができた。また、3種類のシートの敷設は、こ
の程度の大きさであれば、1人で10分程度で簡易に作業
できた。
(2) シートを敷設していない箇所のオオイタドリの生育
状況
施工前のオオイタドリの状況を写真-5に、生育状況を
写真-6に示す。オオイタドリは、草丈5cm程度で若芽が3
枚程度ついていた。オオイタドリの成長は著しく、2週
間後には全体の30%程度がオオイタドリで被覆され、1
か月後には地面が目視で確認できなくなった。この状況
はオオイタドリが枯れ始める10月上旬まで続いた。

a) シートの浮き上がり
シートの浮き上がり量を図-3に示す。オオイタドリの
生育とともにシートが浮き上がり、施工から2週間程度
で約20cm、2か月後に25cm浮き上がったが、その後は大
きな変化がなかった。なお、シートを留めたピンが地面
から抜けることはなかった。1年の範囲では継ぎ目がな
いシートを用いれば、この範囲でオオイタドリをシート

(3) シートを敷設した箇所のオオイタドリの生育状況
シートを敷設した箇所の状態を写真-7に示す。シート
とシートの間やシートの端でオオイタドリが繁茂してい
るが、6月下旬まではいずれのシートの上にも植物はほ
とんど生育していない。

写真-5 施工前のオオイタドリの状況

写真--6 シートを敷設しない箇所のオオイタドリの生育の変化

写真-7 シート施工箇所の状況
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図-3 オオイタドリによるシートの浮き上がり量
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35
葉の長さ

の中に封じ込めることができる。
b) 草丈
各シートを敷設した箇所と敷設しない箇所のオオイタ
ドリの草丈を図-4に示す。シート1では5月12日に網目か
らオオイタドリがすり抜けたことを確認した。すり抜け
たオオイタドリの草丈は3cmで、その後6月10日に60cm
となり8月27日まではほぼ同じ高さであった。この程度
の草丈であれば、視程障害や歩行困難となることがない
と考えられる。シート2では8月28日にオオイタドリは網
目をすり抜け、その草丈は5cmであった。シート3は網
目をすり抜けた植物はなかった。シートを敷設しなけれ
ば、オオイタドリの草丈は時間とともに高くなり、6月
10日には2.5mくらいまでとなった。シートを敷設するこ
とにより草丈は高くならなかった。また、シートの目合
いが小さいほど網目をすり抜ける時期が遅く、草丈も低
かった。
c) 茎径
敷設した箇所のオオイタドリの茎径を図-5に示す。茎
径も草丈と同様な傾向を示し、シートを敷設することに
より茎径は大きくならなかった。また、シートの目合い

葉の中心の長さ(cm)

図-4 オオイタドリの草丈の変化
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図-7 シート被覆とオオイタドリの葉の長さ

が小さいほど網目をすり抜けるまでの時期が遅く、茎径
も小さかった。さらに、オオイタドリの茎は図-6 a.に示
すように網目をすり抜けた後、目合いよりも太く成長す
ると考えられたが、この施工箇所では、b.に示すように、
シート1では目合い6mm、シート2では目合い2.5mmより
も大きくなることはなかった。シートの目合いが小さけ
れば、オオイタドリの生育をより抑制できると考えられ
る。
d) 葉の長さ
5月27日のオオイタドリの葉の長さをシートの有無に
より比較し、図-7に示す。シートなしでは、24～30cmの
葉の長さで平均が27.4cm、シートありでは11～19cmの葉
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ドリの生育が確認され植被率としては2%であった。オ
オイタドリ以外の植物は5月12日から生育が確認された
が8月27日でも6%で、シート1よりも低かった。シート
がある箇所では、オオイタドリの植被率が高くなるとオ
オイタドリ以外の植物の植被率も高くなる傾向が見られ
た。目合いが大きい方がオオイタドリとオオイタドリ以
外の植物の植被率は高く、目合いが小さいと植被率は低
くなった。このことから、シートを敷設することにより
オオイタドリの植被率は低く抑えられるが、オオイタド
リ以外の植物の植被率も低くなる。オオイタドリ以外の
植物にも生育しやすい適切な目合いがあるといえる。今
回の検討では、目合いの大きさが6mmの場合、オオイタ
ドリのある程度生育を抑制でき、オオイタドリ以外の植
物もある程度生育できた。

写真-8 シート下のオオイタドリの枯死状況（6 月 3 日）
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図-8 シートによる被覆箇所の植物の植被率

の長さで平均が13.9cmであり、シートを敷設することに
より葉の長さは半分程度であった。その後、写真-8に示
すように6月3日くらいからシートの下のオオイタドリの
枯れが発生した。シートを敷設することにより日射量が
減少し、オオイタドリの光合成が阻害され生育が抑制さ
れたと考えられる。
e) 植被率
オオイタドリおよびオオイタドリ以外の植物の植被率
を図-8に示す。シートなしでは、4月28日に植被率は5%
であったが、その後急速に植被率が高くなり、5月20日
には100%となり、その後9月下旬まで植被率が低くなる
ことはなかった。この箇所のシートなしでは、オオイタ
ドリ以外の植物はほとんど生育しなかった。オオイタド
リの生育により、日光が届かなくなったことから、オオ
イタドリ以外の植物はほとんど生育できなくなったと考
えられる。シート1では、5月12日にオオイタドリとオオ
イタドリ以外の植物の生育が確認され、いずれもその後
徐々に植被率は高くなった。しかし、8月27日でもオオ
イタドリの植被率は20%、オオイタドリ以外の植物の植
被率は30%と低かった。シート2では8月下旬にオオイタ

オオイタドリの生育を抑制する方法のひとつであるシ
ートを敷設して、適切な目合いを見いだすための試験施
工を行った。その結果、次のことがわかった。
① シートを敷設することにより、オオイタドリが目合
いをすり抜けることが困難になることと、日射が遮ら
れることによる生育環境の低下により、オオイタドリ
の生育を抑制できる。
② シートの目合いが大きいほどシートを定着させるた
めのオオイタドリ以外の植物の生育が良好となるが、
オオイタドリが生育しやすい環境となる場合がある。
③ 1年間の観測および3種類の目合いの結果であるが、
目合いの大きさが6mmで、オオイタドリの生育を抑制
できるといえる。

参考文献
1) 佐藤厚子、山梨孝弘、野上敦、久慈直之：メッシュシートに
よるオオイタドリの生育抑制に関する北海道地域での試験
施工、ジオシンセティックス論文集、第 32 巻、pp89-92、
2017.12
2) 嶋津君雄、岩花賢、長岐孝司、佐野彰敏：網 (ジオネット) に
よるイタドリ等の成長抑制手法の開発、土木学会東北支部技
術研究発表会、2016
3)佐藤厚子、畠山乃：シートを用いたオオイタドリの生育抑制
に関する試験施工、第 63 回(2019 年度) 北海道開発技術研究
発表会、2020.2
4)佐藤厚子、畠山乃：被覆によるオオイタドリ(Reynoutria
sachalinensis)の生育抑制効果、日本緑化工学会誌第 46巻 1号・
大会特集号 、2020.9

Sato Atsuko, Hatakeyama Osamu
－ 763 －

