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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
寒地土木研究所 寒地地盤チーム ○ 佐藤 厚子
寒地土木研究所 寒地地盤チーム
畠山 乃
北海道に広く生育しているオオイタドリは、道路交差部や曲線部においては視程障害となる
こと、幅員の小さな道路や河川堤防では通行障害となることなど交通安全上の課題があり、生
育を抑制できる維持管理方法が求められている。そこで、メッシュシートをオオイタドリの生
育箇所に貼り付ける方法により、生育を抑制することを試みた。その結果、3年間草刈りによる
維持管理をしないでオオイタドリの生育を抑制できた。
キーワード：オオイタドリ、維持管理、生育抑制

1. はじめに
北海道に生育するオオイタドリは繁茂が旺盛なため、
適切な除草による維持管理を行わなければならない。こ
れまで、オオイタドリの除草の間隔や刈り取りの時期に
関する研究1) 2)、薬剤散布による方法の研究3)がなされて
きている。この他にイタドリの生育箇所をメッシュシー
トにより被覆することによる方法4)が提案されており、
この方法を北海道で試験的に施工し調査を進めてきた5) 6)。
本報告は、この試験施工の結果をまとめたものである．

約 3m

写真-1 オオイタドリの繁茂状況

2. オオイタドリの生育状況と生育抑制対策
オオイタドリは生育が旺盛になると草丈が非常に高く
なる。写真-1は、数年間草刈りをしていない状況で河川
堤防に生育したオオイタドリである。このオオイタドリ
の根を写真-2に示す。地上部の茎径は約3cmでこの下に
直径30cm程度の根塊7)があり、ここから多数の地上茎が
発生し、その根元には予備芽がある。さらに根塊からは
直径5～6cmの水平地下茎が2m位の長さで伸びていた。
この水平地下茎には、側芽や根塊があり、今後オオイタ
ドリが繁茂する可能性がある8)。定期的な刈り取りを行
えば、オオイタドリの生育は抑制できるが、予備芽や地
下茎を残した状態では、刈り取りを休止すると再度繁茂
する可能性がある。
そこで、オオイタドリの生育箇所を被覆することによ
り生育を抑制することを試みた。被覆材として、土木シ
ート、張芝、ネット状のシートとした。土木シートは、
厚さ0.25mm (#3000)のポリエチレン製、ネット状のシー
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写真-2 オオイタドリの地下茎

表-1 メッシュシートの規格

強
度

項目
色

仕様
黒

目合い(開口部)
厚さ
幅
材質

1.2mm
1.5mm
1.0m
高密度ポリエチレン製
4kN/m2

長さ方向
幅方向

3kN/m2

図-1 メッシュシートの概略図

ト（以降メッシュシートと称する）は、表-1および図-1
の規格品である。メッシュシートの目合いが、1.2mmで
あり、オオイタドリの芽がこれよりも大きいため、メッ
シュシートを通らず生育を抑制できると考えたものであ
る。

3. 試験方法

シュシート(c) を貼り付けた。また、メッシュシートの
網目から植物の根が通り抜けて地山と活着することによ
りメッシュシートを長期的に定着させ、紫外線からの劣
化抑制を図るために、メッシュシートの上に張芝（以降
メッシュシート+張芝と称する）(d)、メッシュシートの
上にすき取り物（以降メッシュシート+すき取り物と称
する）(e)を施工する場合も設定した。すき取り物は施工
箇所より厚さ 20cm で採取し、目視によりオオイタドリ
の根を手作業により除去したのち、メッシュシートの上
に厚さ 20cm で法面に戻すように施工した。したがって、
すき取り物施工箇所では、地山を 20cm 掘り込んでメッ
シュシートを貼っている。
なお、メッシュシートと土木シートは、ずれ防止のた
め 1m2 あたり 5～6 点を長さ 15cm のピンで留めた。張芝
はメッシュシートを留めたあとさらに幅 30cm、長さ 1m
に対し 2 点をピンで留めた。また、広い面積に施工する
場合は、メッシュシートを 5cm 程度重ねた。
施工箇所にオオイタドリが生育していたときは、地際
まで刈り取ってから、まだ生育していないときはそのま
ま地山に各種の被覆材を施工した。また、比較として被
覆しない調査区(f)も設定した。
3.2 調査内容
各調査区について次に示す調査を行った。
(1) 植生調査
・オオイタドリの植被率（図-3）、草丈、茎径の計測
・オオイタドリ以外の植物の植被率、草丈の計測

3.1 施工方法
過年度までにオオイタドリの生育が旺盛な箇所におい
て、図-2 に示すように、土木シート (a)、張芝(b)、メッ

植物の被覆面積
植被率(%)=

×100
施工箇所の面積

図-3 植被率

(b)張芝

(a)土木シート

(d)メッシュシート+
張芝

(e)メッシュシート+
すき取り物
ピン

図-2 施工の概略

(c)メッシュシート

(2) 法面の状況
・目視による被覆材の定着の程度や被覆材の損傷、法面
の崩壊の程度の観察
・目視による芝またはすき取り物によるメッシュシート
の定着の状況
3.3 施工箇所
表-2 に示す 16 箇所において各種の方法を施工した。
深川、札幌 1、石狩では、そのまま地山に施工し、その
他では、オオイタドリを地際まで刈り取ってから施工し
た。また、富浦 2、札幌 2、石狩は平地で、他は勾配
1:1.5 の法面に施工した。
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表-2 施工箇所と施工条件

幌加内 2

2016.6.15

2017/11/13
八雲
2018/4/13
石狩
西興部 2 2018/6/21
2018/8/18
札幌 2
2019/5/28
斜里 2

100

被覆方法

施工面積(m2)

abcdf
abcdf
abcdf
abcdf
abcdf
abcdf
abcdf
cf
c
c

2m×2m×4 調査区
2m×2m×4 調査区
2m×2m×4 調査区
2m×2m×4 調査区
2m×2m×4 調査区
2m×2m×4 調査区
2m×2m×4 調査区
2m×2m×1 調査区
2m×2m×1 調査区
2m×2m×1 調査区

be
c
cf
cf
c
cf
c

50m×2m×2 調査区
1m×1m×1 調査区
2m×2m×1 調査区
30m×3m×1 調査区
25m×2m×1 調査区
2m×1m×1 調査区
50m×4m×1 調査区

80

植被率(%)

施工日
2016.5.9
2016.6.15
2016.7.12
2016.7.12
2016.7.12
2016.7.20
2016/7/28
2017/5/19
2017.6.27
2017/8/25
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施工3年後

図-4 被覆なし・刈り取りなしでのオオイタドリの植被率
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岩見沢
西興部 1
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4．試験結果
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図-5 被覆なし・刈り取りなしでのオオイタドリの草丈

4.2 オオイタドリの生育抑制効果
(1) メッシュシートによるオオイタドリの生育抑制効果
メッシュシートを施工した調査区のオオイタドリの植
被率を図-7に示す。図に示されていない施工箇所ではオ
オイタドリは確認されなかった。図-4に示す刈り取りを

5
4
茎径(cm)

4.1 オオイタドリの生育状況
施工時にオオイタドリを刈り取った箇所のオオイタド
リの生育状況を調べた。図-4に植被率、図-5に草丈、図6に茎径を示す。それぞれ各調査区に占めるオオイタド
リのみを示している。施工時期が異なることから、幌加
内1、伊達、登別1、2、帯広は施工から3年、斜里1、八
雲は、施工から2年、札幌2は施工翌年までの結果である。
一部データが欠損している箇所もあるが、いずれの施工
箇所においてもオオイタドリを刈り取ってからの時間が
長くなると植被率、草丈、茎径は大きくなっている。刈
り取り後、早ければその年に、遅くても3年後には80%
の植被率となった。また、草刈り後ほとんどの箇所で刈
り取った年には草丈は1mを超えている。さらに、オオ
イタドリの茎径は、刈り取った年には2cmとなる場合も
あった。
これらの結果より、オオイタドリの生育は著しく早く、
刈り取りによりオオイタドリの生育を抑制する場合は刈
り取りの時期や回数などを設定し、継続的に行う必要が
ある。
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図-6 被覆なし・刈り取りなしでのオオイタドリの茎径

図-7 メッシュシートを施工した調査区のオオイタドリの植
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被率

の上 15cm

メッシュシートの下
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植被率(%)

しない場合のオオイタドリの植被率よりも非常に小さい。
5箇所のうち帯広は施工4年後の植被率を計測していない
ため、次年度を把握できないが、他の4箇所では複数年
にまたがってオオイタドリは生育していない。また、写
真-8に示すようにメッシュシートの下でもオオイタドリ
は生育していた。最も大きな葉は7cmであった。メッシ
ュシートの上の葉は15cmであった。これらのことより、
メッシュシートによる被覆はオオイタドリの生育抑制に
効果があるといえる。
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施工3年後

刈り取りしていない調査区のオオイタドリの植被率

葉の長さ15cm

図-8 張芝を施工した調査区のオオイタドリの植被率

いものと考えられる。
葉の長さ7cm

メッシュシートの上

写真-3 メッシュシートの上下のオオイタドリの大きさ

(2) 土木シートによるオオイタドリの生育抑制効果
土木シートを施工した調査区では、オオイタドリや草
本類は生育しなかった。しかし、一部では3回冬を越し
たあと、写真-4に示すように土木シートを突き破ってオ
オイタドリが生育した。本調査で使用した土木シートの
耐用は1年程度とされているが、この耐用よりも長かっ
た。土木シートは短期にオオイタドリの生育を抑制する
ことが可能であるといえる。しかし、草本類も生育でき
なかったことから法面保護が十分でない可能性も考えら
れる。

4.3 張芝またはすき取り物によるメッシュシート定着
張芝またはすき取り物によるメッシュシートの定着
の状況としメッシュシート+張芝の施工翌年の状況を写
真-5に、メッシュシート+すき取り物の施工翌年の状況
を写真-6示す。張芝またはすき取り物のいずれも冬期間
の積雪によっても滑り落ちることはかった。写真-5は5
月の状況であるが、緑に色づき始めており、メッシュシ
ートの下に張芝の根が伸長していると考えられる。写真
-6もすき取り物に変状がなく、全体が植物で覆われてい
る。すき取り物の下を掘削して確認する必要があるもの
の、メッシュシートの下に根が伸長していると予測され
る。張芝、すき取り物のいずれもメッシュシートを定着
できると考えるられる。

写真-5 メッシュシート+張芝の状況(幌加内1-2017/5/23)
写真-4 土木シートよりはみ出したオオイタドリ

(3) 張芝によるオオイタドリの生育抑制効果
張芝を施工した調査区のオオイタドリの植被率を図-8
に示す。深川、札幌1は、施工時にオオイタドリの生育
が確認されなかったので、施工時を含め刈り取りをして
いない。張芝を施工した調査区のオオイタドリの植被率
は刈り取りをしていない調査区よりも小さい。しかし、
伊達、登別1、帯広では施工翌年には60%の植被率を示
していることから、張芝では長期的な生育抑制はできな

写真-6 メッシュシート+すき取り物の状況(幌加内-2018/9/12)
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4.4 施工上の課題
(1) 施工性
各材料の被覆作業は、草刈り、被覆材の敷設を法面ま
たは平地で行う作業である。すき取り物の貼り付け以外、
施工機械は不要で人力での単純な作業である。各施工箇
所において面積が小さいことから、草刈りを含めて1時
間程度ですべての作業を終わらせることができた。すき
取り物の貼り付けは、メッシュシートの上でも土砂材料
による法面と同様に施工できた。以上より、被覆作業は、
特別な技術を要することなく施工できることを確認した。
(2) メッシュシートの重なり
本実験では、メッシュシートの重なりを5cmとしたが、
この程度の重なりでは写真-7のように、メッシュシート
の重なりからオオイタドリが生育した。メッシュシート
の効率的なつなぎ方の検討が必要である。

(4) メッシュシートのずれ止め
メッシュシートずれ止めのためのピンは強度が低く、
地山に礫があると十分に押し込むことができず、場所を
変えて打ち込まなければならない。このときにメッシュ
シートを損傷する。写真-9はメッシュシートの損傷から、
オオイタドリがすり抜けた例である。このような場所か
らオオイタドリが繁茂することが考えられる。メッシュ
シートが損傷しないように押さえる必要がある。

写真-9 メッシュシートの損傷からすり抜けたオオイタドリ

写真-7 メッシュシートの重なりから生育したオオイタドリ

(5) メッシュシートの貼り付け範囲
メッシュシートを貼り付けるときの範囲について調べ
た。写真-10は、メッシュシートの貼り付け状況を示し
たものである。a.はアスファルト舗装の際までメッシュ
シートを細かく貼り付けたものであり、b.はアスファル
ト舗装に沿って貼り付けたものである。いずれも施工翌
年に、路面にオオイタドリのはみ出しは見られなかった。

(3) メッシュシートの網目のサイズ
メッシュシートによりオオイタドリを抑制する方法は、
メッシュシートを施工したあと、地山の草本類が写真-8
のようにメッシュシートの網目から生育し、メッシュシ
ートの浮き上がりを押さえるとともに紫外線を抑制する
ことが期待された。しかし、このように草本類が繁茂し
たのは、16箇所のうち深川、登別2、石狩、西興部2の4
箇所であった。今後、草本類が発生しやすく、オオイタ
ドリが生育できないような網目の大きさを検討する必要
がある。

a. アスファルト舗装に沿った貼り付け

b. 道路に沿った貼り付け
写真-10 メッシュシートの貼り付け状況

写真-8 メッシュシートから生育した草本類

写真-11は貼り付けてから2年後の写真であるが、a.は
オオイタドリの生育がなく、b.はオオイタドリが路面に
はみ出している。オオイタドリはアスファルト舗装にご
く近いところまで進出する植物であることが確認された。
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(7) メッシュシートの破損
本調査区間において、路外に逸脱した車両がメッシュ
シートの上を走行した形跡と、草刈り機によりメッシュ
シートが巻き込まれた形跡が見られた。いずれもメッシ
ュシートの形状を整えた程度で再度同じ調査区に施工し
たが、メッシュシートの地山への定着が困難であった。
不慮の事象により破損した場合は新材により再施工すべ
きである。

a. アスファルト舗装に沿った貼り付け

5．まとめ

b. 道路に沿った貼り付け
写真-11 施工後のメッシュシートの状況

メッシュシートは、舗装の際まで貼り付けなければなら
ない。
(6) メッシュシートの浮き上がり
広い面積でメッシュシートを施工した例を写真-12に
示す。ここでは、オオイタドリの生育にともないメッシ
ュシートが浮き上がった。しかし、冬期間の積雪により、
メッシュシートが押さえつけられ、翌年は網目から草本
類が繁茂し、メッシュシートが定着したことを確認した。
積雪が多い箇所では積雪によるメッシュシートの定着が
期待できる可能性がある。

写真-12 広い面積でメッシュシートを施工した例

オオイタドリの生育を抑制するために、生育箇所を被
覆する試験施工を行った。その結果次のことがわかった。
① メッシュシートにより法面を被覆する方法は、オオ
イタドリの生育を大幅に抑制できる。今後より効率的に
オオイタドリを抑制するために、メッシュシートを押さ
える方法について検討が必要である。また、広い面積へ
施工する場合のメッシュシートのつなぎ方も検討する必
要がある。
② 土木シートにより法面を被覆する方法は、オオイタ
ドリの生育抑制には効果があるが、法面保護に必要な草
本類の生育が困難であり、法面保護が十分できない場合
が考えられる。

謝辞：本検討を行うにあたり、北海道開発局の関係各位
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