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オオイタドリの除草における
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北海道に広く自生するオオイタドリは成長すると2mを超える高さとなり、視距障害や通行障
害の要因となっている。また幌加内町において、国道沿いのオオイタドリがそば花の景観を遮
っていることが課題となっていることから、協働型道路マネジメントとして景観プロジェクト
の取組を行っている。オオイタドリの生長抑制に効果があるとされる「三回刈り」除草を幌加
内町で試験的に実施し繁殖状況を確認した結果をもとに、効果的な除草方法について考察した。
キーワード：維持･管理、ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、緑化･植生、コスト削減

1.

序論

(1) 研究の背景・目的
昨今、道路維持コストの削減が求められており、限ら
れた予算の中で道路を維持管理していかなければならな
い。しかしながら、除草に関わるコスト削減により道路
構造物上には以前より多くの雑草が繁茂し、視距障害や
通行障害の要因となっている。また、外国人観光客や道
外からの移住者など交流人口の拡大や地域振興への貢献
などを掲げるシーニックバイウェイの取り組みもあり雑
草等の道路景観への影響も課題となっている。
中でもオオイタドリ(以下、「イタドリ」)はタデ科の
多年草であり、地下茎によって群落を形成するなど非常
に繁殖力が強く、北海道に広く生息している。生長する
と高さ 2ｍを超え、道路景観や道路利用者の安全を確保
する上での課題である (写真-1)。他にも法面保護や点
検作業に悪影響を及ぼすものとして、既往研究で生長抑
制の検討が行われている 1)～6)。

H29 年メッシュシート
3 回刈り施工箇所

図-1 施工箇所図
写真-1 イタドリによる視線誘導の障害の状況（国道 275 号）

嶋津らの研究においては、高密度ポリエチレン製のメ
ッシュシートを用いたイタドリの抑制試験を河川堤防上
で実施し、イタドリ育成を抑制しうる一定の効果が得ら
れたことを報告している 1)。また、田崎らの研究では除
草時期と回数に関する検討を行っており、6・8 月の二
回の除草はイタドリの根の減退と開花防止による種子形
成の抑制に有効であること、当年の通行障害の解消には
7 月以降の除草が有効であることが示された 2)。｢道路緑
化樹の保育手法～北国における道路緑化の手引き～｣に
おいてもイタドリの刈り払いは６月末～７月上旬及び８
月中旬が適期であることが理論づけられている 3)。これ
らを踏まえ H29 年度より士別道路事務所管内でメッシュ
シートにより国道沿い法面を被覆しイタドリを抑制する
実験を行っている(図-1)。除草方法については初年度に
2 回除草による種子形成の抑制及び根の減退、次年度に
1 回除草による通行障害の解消を図る、｢三回刈り｣を考
案した。
本研究ではメッシュシートによるイタドリの生育抑制
と｢三回刈り｣除草を一般国道275号沿道で試験的に行い、
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効果的な除草方法を明らかにする。

2.
(2) メッシュシートの概要
メッシュシートは厚さ 1.5ｍｍ、目合い 1.2ｍｍの高
密度ポリエチレン製のシートである。この目合いはイタ
ドリの茎の太さに対して十分に小さいため、地下茎から
発芽するイタドリの成長を物理的に押さえつけることが
できる。さらに、メッシュシートの目合いは芝の根の太
さに対して十分に大きいため、芝の根を通過させて地表
面へ活着させることができる。
これにより、シート上へ張芝を同時に施工したとして
もイタドリの育成を抑制しつつ芝の成長のみを促し、法
面の植生を保つことが可能となると期待されている。本
試験ではＨ28 年度酒井らが行った実験で挙がったコス
ト面の課題を解決するため、メッシュシート上にすき取
った土を再利用する方法で行った。
今回はメッシュシートを施工した試験箇所の観察を行
っていないが、四ヵ年に渡るイタドリ生育の抑制の総括
として、「三回刈り」除草との比較に用いるためＨ30
年度川嶋らが行った研究を引用するものとする。

メッシュシートによる被覆

2.1 実験概要及び結果
(1) メッシュシート実験概要
試験区をＨ29年度に一般国道275号（雨竜郡幌加内町
新成生）の盛土法面（北東向き）に施工した。試験箇所
の表土を20cｍほどすき取り、メッシュシート＋張芝
（試験区（ⅰ））、メッシュシート（試験区（ⅱ））、
メッシュシート＋すき取り土（試験区（ⅲ））の合計３
試験区を設置した（図-3）。メッシュシートは法面に貼
り付けたあと、専用プラスチック製ピンで試験区あたり
25箇所で固定した。張芝は通常の施工方法と同様に目串
により固定した。また、埋め戻しの際には目につくイタ
ドリの根をすき取り物から手作業で除去した。

(2) メッシュシート実験結果及び考察
H29年9月6日にシート等の施工を行い、その1ヶ月後の
10月5日に観察を行った。試験区(ⅲ)においてイタドリ
の発芽は見られたものの、気温の低下もあって高さ20cm
程度の生長であった。以下、Ｈ30年度の各試験区の詳細
(3) 三回刈りの概要
を述べる。
｢三回刈り｣とは１年目に二回、２年目に一回の刈り取
a) 試験区(ⅰ) メッシュシート＋張芝
りを行う刈り取り方法であり１年に１度刈り取るよりも
試験区内おいて、イタドリは観察されなかった。また、
オオイタドリの茎高さを低く保つ事が見込める刈り取り
シート上には張芝が生育し、ネットの浮き上がりは見ら
方法である。(図-2)
れなかった。この試験区においても張芝の根がシートと
この｢三回刈り｣除草によりイタドリの生育を抑制でき、 表土をつなげる役割を果たしていることが確認できた。
３年目に刈り取りを行う必要が生じなければ、従来の年
また、張芝の茎が細く生長しても垂れるため高さが50cm
一回除草と同様のコストでありながらもイタドリの生育
を超えることがなかった(写真-2)。
抑制に有用な手段となり得る。
端部においては張芝以外の植生が見られたものの、シ
さらに、四年目以降も刈り取る必要が生じなければ従
ート上においては張芝の均一な法面が形成されており、
来より低コストで効果のある刈り取り方法となる。
イタドリの抑制による視距確保だけでなく、景観の向上
にも寄与すると考えられる。

図-2 三回刈りスケジュール
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写真- 2 試験区(ⅰ)の様子（撮影 H30/9/10）

図-3 H29 年度試験区の概要
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b) 試験区(ⅱ) メッシュシートのみ
シートの面積の約4割が茎の細い植生に覆われていた。
高さは最大のもので30cm程度であり、視距障害を誘発す
るような植生の生育は見られなかった(写真-3)。
植生の分布は均一ではなかったため、活着にむらがあ
りシートの浮き上がりが懸念される。
c) 試験区(ⅲ) メッシュシート＋すき取り土
すき取り物に含まれていた種子が生長し、高さ70cm程
度まで生長した。イタドリの発生も見られたが、隣接す
る試験区外においてイタドリが2m近くまで生長している
ものと比較すると高さが抑えられていた(写真-4)。
すべての試験区においてオオイタドリは高さ80㎝を超
えることなく、メッシュシートによる大きな抑制効果が
得られたといえる。
しかし、メッシュシートと歩道の舗装の境界から、比
較的茎の太い植生が生育しており、シート端部の施工方
法について何らかの対策が必要がある。また、シートの
膨らみから耐用年数の低さが懸念されるためメッシュシ
ートの設置方法にも改善の余地がある。

表-1 単価一覧
単価(円/m2)

名称
すき取り（労務費・機械運転費）

110

シート貼り付け（労務費）

176

埋戻し（労務費・機械運転費）

414

張芝（労務費・機械損料）

370

メッシュシート（1m2）

750

ブルーシート(1m2)

74

プラスチック製ピン（6本/m2）

240

2

330

生芝（1m ）
2

12

目串（6本/m ）
参考：すき取り物運搬処分費

2,080

※労務費、機械運転費、機械損料については北海道開発局単価よ
り算出。埋戻しにはイタドリの根の除去作業も含まれる。

2.2 コスト
試験区1m2当たりの 施工費を比較した。資材単価を表-1
に、試験区別施工費を表-2に示す。試験区(ⅰ)で1,276
円/㎡、試験区(ⅲ)で1,690円/㎡となり、すき取り物を
再利用することで、施工費を1m2当たり414円削減できた
(表-1,2）。試験区(ⅰ)(ⅱ)では1m2あたり0.2㎡の残土が
発生し、本試験では隣地に敷均しを行った。運搬処分費
を試算すると1m2当たり2,080円となり、試験区(ⅰ)は
4,068円であり、試験区(ⅲ)の1,690円との差額は1m2あた
り2,378円となる。

3.

三回刈り除草

3.1 実験概要及び結果
写真- 3 試験区(ⅱ)の様子（撮影 H30/9/10）

(1) 三回刈り除草実験概要
Ｈ29 年年度のメッシュシート試験区に隣接した場所
に三回刈り試験区を設置した。除草は一回目を平成 29
年 7 月 7 日、二回目を平成 29 年 8 月 30 日、三回目を平
成 30 年 7 月 6 日に実施し、一回目のみ除草を施した区
間を試験区（Ａ）、二回目までの区間を試験区（Ｂ）、
三回目までの区間を試験区（Ｃ）とした。（図-4,5）

写真-4 試験区(ⅲ)の様子（撮影 H30/9/10）

図-4 三回刈り除草実験の試験区

表-2 各試験区の施工費
施工費

■試験区別施工費（1 ㎡当たり）
試験区名
ⅰ：メッシュシート＋張芝
ⅱ：メッシュシート
ⅲ：メッシュシート＋すき取り土

すき取り

シート貼付

110
110
110

埋戻し

176
176
176

Keigo Nonoda, Akira Sato, Hiroyuki Kakubari
－ 677 －

材料費

張芝
370

414

シート
750
750
750

ピン
240
240
240

生芝
330

目串
12

合計
(円/m2)
1,988
1,276
1,690

高さを継続的に 150ｃｍ以下に保つためには、初年度に
二回刈り取り、2 年目に 1 回の刈り取り、3 年目は刈り
取りなしという三年サイクルで刈り取りを行っていくの
が好ましいと考えられる。

3.2 コスト
3年で三回の刈り取りを行っているので、年に一回通
常の機械刈り除草を行う費用に等しい。北海道開発局の
積算基準を元にすると一回当たりの刈り取りに掛かる費
用は機械除草で23.88円～24.89円/㎡、人力(肩掛け式)
では52.6円/㎡となる 。

図-5 各試験区の刈り取り実施期

4.

まとめ

メッシュシートは抑制効果がかなり大きいが費用が最
低1276円/㎡と高く、広範囲にわたる施工は困難である。
そのため、交差点部や特に景観を重要視する箇所への局
所的な施工が好ましい。
一方、三回刈り除草はメッシュシートほどの効果は表
れなかったが除草時期を変えることで現在行っている年
一回刈り除草と同等のコストで抑制効果が見込まれる。
また、三回刈りの施工サイクルは1年目に6月末～7月
上旬及び8月中旬の二回刈り取り、2年目には7月の一回
刈り取り、3年目は刈り取りなしの3年サイクルが好まし
い。

図-6 H30 年度(2 年目)オオイタドリ最大高さ
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タドリの高さを抑えることができる事が分かった。
二回刈り取りの効果が翌々年に継続されないことから、
「三回刈り」を行っても四年目は刈り取りを行う必要が
あることが予測される。そのため、オオイタダリの最大
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