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 コンクリート吹付法枠は切土法面保護工として広範に用いられている。しかしながら、法枠

梁表面のコンクリートはむき出し状態となっており、周辺環境との調和や景観配慮の観点から

その対応が求められている。 
 本報告では国道38号赤平バイパスにおいて、木本性つる植物を用いた法面緑化を試験的に実

施し、その結果と考察を述べる。 
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1.  はじめに 

  

コンクリートがむき出し状態の道路構造物は、周辺の

自然環境との調和や道路利用者（周辺住民、ドライバー

等）に対する圧迫感等という観点において課題を抱えて

いる。そのため、これらに対する緑化は、快適な道路空

間を提供するうえで重要である。また、緑化はドライバ

ーの視線を道路に誘導するといった安全運転機能、防風

や防雪といった環境保全機能、CO2削減といった効果が

あることが広く認められている。 

これまでに行われている一般的な緑化手法は、主に木

本緑化及び草本緑化であり、街路樹等による緑化や吹付

け等による緑化が行われている。しかし、擁壁やコンク

リート吹付法枠（枠梁表面部分）等の道路構造物は一般

的な木本類及び草本類が生育できる環境が少なく、これ

らの手法では緑化が困難である。そのため、道路構造物

を被覆可能な植物を選定する必要がある。 

一方、つる植物は、他の植物種への絡みつき、吸盤も

しくは根による構造物等への貼りつき等によって生長す

る特性をもつことから、コンクリート壁面等の緑化に活

用されている1)。また、生育可能な土壌環境が少ない場

所においても緑化が可能であることが報告されている2)。

このことから、平成21年度から一般国道38号赤平バイパ

スにおいて、木本性つる植物を用いた法面緑化を試験的

に実施している。 

本報告では、平成21から23年度の試験結果とその考察

に加え、平成24年度に実施した新たな取り組み（活着率

向上）について述べる。 

 

2.  緑化手法の検討経緯と試験結果 

 

(1)   緑化植物として選定した樹種 

 近年では外来生物種による遺伝子撹乱等の問題が懸念

されていることから、周辺地域から採取された郷土種を

用いた緑化がもっとも望ましい。 

このことから、試験地である赤平バイパス周辺で確認

されたつる植物種のヤマブドウ、サルナシ、ツルウメモ

ドキ、マタタビ、ツルマサキ等を緑化植物として選定し

た。表-1に利用種と利用年度等の一覧を示す。 

 

表-1  利用種の一覧 
利用種 利用年度（移植） 登る器官 

ヤマブドウ H21～H22 巻きひげ 

ノブドウ H22 巻きひげ 

サルナシ H21～H23 茎そのもの 

ツルウメモドキ H21～H23 茎そのもの 

チョウセンゴミシ H21 茎そのもの 

マタタビ H22～H23 茎そのもの 

ツルマサキ H21～H23 気根 

イワガラミ H21～H22 気根 

ツルアジサイ H21 気根 
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写真-1  法面緑化試験場所（赤平バイパス） 

 

(2)   砕石への植え付け（平成21年度実施） 

試験地は、コンクリート吹付法枠による法面保護が行

われており、コンクリートがむき出しになっている状態

であった（写真-1）。緑化種として選定した植物種を移

植するためには、コンクリート吹付法枠内の生育環境を

確保する必要があった。 

平成21年度は、コンクリート吹付法枠内に根を張るこ

とができるように砕石を充填し、ヤマブドウ等の緑化植

物種を挿木及び根付き株として移植を行った（図-1）。

砕石を用いる利点は、水はけのよさ及び草本類の侵入防

止等の効果が期待される。移植は夏から秋に実施し、モ

ニタリングを翌年春に実施した。 

モニタリングの結果、全ての種について生育不良（活

着率：60%以下）がみられた。砕石下を確認したところ、

水分が少なく乾燥していたことから、保湿性の不足が課

題点としてあげられた。 

 

 

図-1  砕石への植え付け模式図 

 

(3)  土壌の導入（平成22年度実施） 

平成21年度の改善点である保湿性の向上のため、砕石

に土壌を混ぜたうえでヤマブドウ等の緑化植物種を挿木

及び根付き株として移植を行った（図-2）。 

表-2に翌年のモニタリング結果を示す。移植種毎の活

着率を移植方法別に示しているが、サルナシ及びツルウ

メモドキ等の活着率が高く、ヤマブドウは低かった。全

体的にみると挿木での活着率（23%）は低かったが、根

付き株は高い活着率（96%）を示したため、土壌の導入

により生育環境の改善が示唆された。写真-2にノブドウ

の良好な生育状況を示す。 

 

図-2  土壌への植え付け模式図 

 

 

写真-2  平成22年度に施工したノブドウの生育状況 

（平成24年6月27日撮影） 

 

また、挿木と比較し根付き株の活着率が高かったため、

根付き株の使用が緑化に好ましいものの、採取可能な根

付き株は数が限られている。一方、挿木は1個体から10

本程度の挿し穂が採取可能であり、採取元の生育個体が

維持されることからも、挿木を活用した緑化方法（活着

率の改善）の確立が課題となった。 

 

表-2  平成23年に実施したモニタリング結果 

種名 移植方法
H22 

移植数 
生育良好株数 活着率（％）

ヤマブドウ 挿木 28 2 7 

根付き株 - - - 

サルナシ 挿木 14 4 29 

根付き株 10 9 90 

ツルウメモ

ドキ 

挿木 1 1 100 

根付き株 9 9 100 

マタタビ 挿木 3 3 100 

根付き株 - - - 

ノブドウ 挿木 2 1 50 

根付き株 1 1 100 

ツルマサキ 挿木 - - - 

根付き株 4 4 100 

イワガラミ 挿木 - - - 

根付き株 4 4 100 

計 
挿木 48 11 23 

根付き株 28 27 96 
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(4)  効率的な植え付け方法の検討（平成23年度実施） 

挿木緑化の活着率向上のために本試験では、植樹等で

一般的に実施されているマルチング及び発根促進剤の塗

布を行った。樹種はこれまでのモニタリングで比較的良

好な生育がみられ、試験場所周辺である程度の数が確保

できるサルナシ及びマタタビを用いた。 

 

a) マルチングの実施 

マルチングは土壌の保温及び保湿の効果があることに

加えて、周辺の雑草生育を防除する効果があることから、

植樹や農業分野において一般的に活用されている。その

ため、低温環境下及び乾燥環境下での発育向上を期待し、

植え付け時にグリーンマルチを用いて被覆した（図-3）。 

 

 
図-3  マルチングの模式図 

 

b) 発根促進剤の利用 

発根促進剤は、挿木や種子等の発根を促進させるため

の植物ホルモン剤である。対象種や環境により効果は異

なるが、本試験においては積極的に発根を促すため、汎

用性の高い粉状の発根促進剤を使用した。採取した挿し

穂の切り口に発根促進剤を塗布（写真-3）した後、移植

した。 

 

 
写真-3  発根促進剤の塗布 

 

c) マルチング及び発根促進剤の効果 

マルチング及び発根促進剤塗布を行ったサルナシ、マ

タタビについて、翌年（平成24年度）にモニタリングを

実施した。 

モニタリングの結果、挿木は全ての個体において活着

が確認されなかった。また、同時期に移植したツルマサ

キの根付き株は1株のみ生育が良好であったものの、そ

の他の根付き株（サルナシ、ツルウメモドキ、マタタ

ビ）はすべての個体が枯死した（写真-4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-4  サルナシの枯死個体 

 

3.  試験結果の考察 

(1)   生育環境の創出 

平成21及び22年度の移植結果より、つる植物によるコ

ンクリート吹付法枠の緑化においては、土壌を導入した

砕石を用いるとともに、サルナシ及びツルウメモドキ等

を活用することが望ましいと考えられた。一方、ヤマブ

ドウの活着率は非常に低かったため（挿木活着率：

７％）、法面環境への移植は困難であると考えられた。 

 

(2)   生育阻害要因について 

植物の生存には、発根に関係する温度及び生育に関係

する水分の各条件が不可欠である3)4)。 
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図-4  平均気温の経年変化 
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図-5  平均降水量の経年変化 
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そのため、平成23年度に移植した個体の生育不良が気温

もしくは降水量に影響を受けているものと推測された。 

試験地における平成22から24年度の月別（4～6月）の

平均気温及び平均降水量のデータを図-4,5にそれぞれ示

す。 

各年の平均気温及び降水量データをみると、平均気温

は年間で大きな変化がみられなかったが、降水量につい

ては平成24年の値が低く、前年の半分程度であった。 

このことから、平成23年度に植え付けた個体の生育不

良要因の一つは降水量の不足であると考えられ、コンク

リート吹付法枠等で緑化を行う場合には、土壌中の水分

保有率の向上、もしくは水分の吸収効率を高めるための

根の発達が必要であると考えられた。 

 

(3)   活着率の経年変化 

サルナシは、平成21から23年度の各年度に植え付けを

行っており、それぞれ移植後3年間、2年間、1年のモニ

タリングデータの考察を行った。 

図-6及び7に平成21及び22年度に植え付けた根付き株

の活着率の経年変化を示す。また、同様に図-8及び9に

挿木の活着率の経年変化を示す。平成21及び22年度に移

植した根付き株については、移植後1年目の活着率が

90%以上と高く、さらにその後の活着率にも低下がみら

れなかった。写真-5にサルナシの良好な生育状況を示す。

一方、平成21及び22年度の挿木緑化については、移植後

1年目の活着率が低い傾向にあったが（14%未満）、そ

の後の活着率に変化がみられなかった。 

移植後1年目に活着率した個体は、それ以降も安定し

て生育しつづける可能性が高い。その要因としては、移

植後1年目に十分に発根したことで、個体の体力が充実

したものと考えられた。このことから、移植する株（挿

し穂）については十分発根したものを利用することで、

活着率は向上し、且つ生育状況も安定するものと推察さ

れた。 

 

 

写真-5  平成21年度に施工したサルナシの生育状況 

（平成24年6月27日撮影） 

 

 
図-6  平成21年度植え付け個体の活着率の変化（根付き株） 
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図-7  平成22年度植え付け個体の活着率の変化（根付き株） 
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図-8  平成21年度植え付け個体の活着率の変化（挿木） 
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図-9  平成22年度植え付け個体の活着率の変化（挿木） 
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4. 活着率向上のために（平成 24年度実施） 

 

平成22から24年度までのモニタリング結果より、十分

に発根が確認された挿し穂を植え付けることによって、

活着率が向上する可能性が期待された。 

そのため、コンクリート吹付法枠での植え付けを行う

前に、室内にて挿し穂を養生する計画を立案した。計画

の立案においては、「環境林づくりにおける植栽材料と

植栽手法」5)を参考とし、今期秋（平成24年）より挿し

穂の養生を実施している。 

以下に現在実施している養生方法とその状況を示す。 

 

a) 挿し穂の採取（平成24年11月実施） 

試験地周辺に生育するつる植物（サルナシ、マタタ

ビ）を採取し、1～2齢の伸びのいい茎もしくは枝を地表

部に近いところから30cm程度の長さで切り取った。採取

は植物の休眠期である晩秋に実施した。また、茎及び枝

の本来の伸長方向を変えないようにするため、挿し穂の

上下面に、上下がわかるようにマーキングを行った。 

なお、採取する植物種は、発芽等のために休眠打破を

必要としている可能性が考えられるため、挿し穂の一部

を冷蔵庫で1ヶ月程度保管した。 

 

b) プランターへの植え付け（平成24年11月実施） 

挿し穂は発根部分を多くするため、5～10cm程度の浅

い溝に船底状に横たえかつ挿し穂の先端（冬芽を1芽分

程度）を残して全体を埋めた。挿し穂の上下は前述のマ

ーキングのとおり、上下面及び伸長方向を考慮して植え

付けた。土壌には挿し穂の腐敗を防ぐため養分の少ない

赤土及び鹿沼土を用いた。 

 

 

写真-6  プランターへの植え付け状況 

さらに、活着率向上のため、挿し穂の一部に発根促進

剤を塗布した（写真-6）。 

 

c) 養生（平成24年11月より継続） 

冬季の低温下では発根の遅れもしくは発根しないこと

が懸念されるため、一定の温度が確保できる室内で養生

を行った。新梢の芽吹き（一次伸長後の芽吹き）は発根

の開始として考えられるため6)、希釈した液肥を与えて

いる。 

養生中は乾燥を防ぐため定期的に潅水を行い、5月以

降は寒さへの順化（クーリング）を考慮し、屋外の日当

たりのよい場所で養生することとしている。 

 

5.  おわりに 

 

これまでの試験施工及びモニタリングによって、植物

種や移植方法による活着率の違いや降水量の減少による

活着率の低下がある程度明らかになった。また、広範囲

の緑化に活用するための挿木緑化手法の確立に向けて、

現在は発根条件の評価を行うことを目的とした室内養生

を実施している。 

今後は実用化に向けて、これらの試験結果の検証・活

用を継続した上で、さらなる課題点を抽出し、より効果

的な緑化手法を確立していきたい。 
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