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疇 芝生畦畔による畦畔管理

一シバニ重ネット工法一

Zoysiagrass Net Planting Technique for Rural Levee 

Akihide FUSHIMI 

キーワード： シバニ重ネット工法，芝生畦畔

Keywords : Zoysiagrass net planting technique, turf on rural levee 

1. はじめに

畦畔管理の省力化には，①圃場形態，②畦畔植生およ

び③除草方式の三点に，着目することが肝要と考える。

① 圃場形態の意味するところは，除草面積を少なくする

ように圃場の区画形状を工夫することである。例えば

等高線にできるだけ沿った圃場において，除草面積比率

の最小値が求められ，このような形態の圃場を有田は

「平行畦畔型等高線区画」と呼称している（有田， 2000)。

②畦畔植生の意味するところは，畦畔植生の群落高を低

く制御することである。ヒトによる制御が容易な草種と

してシバ (Zoysiajaponica)を取り上げ，群落高の低い

芝生畦畔を造成し，畦畔管理の省力化を目論むのが，本

稿で取り上げたシバヘの植生転換である。③ 除草方式

は，機械除草，除草剤，防草シ ート などの機械，化学，

物理的な雑草制御に墓づく畦畔管理の手法である。

高齢化が深刻かつ畦畔率の高い中山間地域において

は，畦畔管理における草刈り作業の安全性の確保と省力

化が喫緊の課題である。解決策のひとつとして，シバを

主体とする芝生畦畔への植生転換に着目した。通常の畦

畔では，背が高く ，茎の太い雑草が繁茂し，草刈 りに多

大な労力を必要とするが，背丈の低いシバが覆うと ，草

刈りがしやすくなり （有田ら， 1997). また，草刈り回数

も減る（伏見ら， 2015)。

これまで，シバのマットを張り付ける張芝工法やポッ

トで養成した苗を打ち込むポット苗工法により ，芝生畦

畔の造成が図られてきた。 しかし，これらの植栽技術を，

農村に多い 30゚から 45゚ の急斜度の畦畔法面で利用しよ

うとすると，作業者の姿勢や足場の確保が極めて難しい

ことなど作業性が大きな問題になっている。そこで，農

研機構では，そうした急斜度の畦畔法面でも生産者自身

が比較的容易にシバを植栽できる技術「シバニ重ネット

工法」を開発した（伏見ら， 2013;伏見ら， 2014)。従来

のシバの植栽では，技能者による張芝工法，または 10人

程度の大人数によるポット苗工法であったが，「シバニ

重ネットエ法」では， 5人程度の少人数でシバが植栽で

きる。西日本では植栽後 2年から 3年の養生期間，そし

て，芝生畦畔が成立した後も，通常の草刈 りで維持管理

できることを基本とした。

本稿では，シバニ重ネット工法の特徴，施工方法およ
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び芝生畦畔の成立後のシバの様子を，草刈り管理下での

群落高，光環境の視点から紹介する。なお，本技術は，競

技場や公園緑地のシバ植栽で用いる ZN工法 (Zoysia-

grass Net Planting System)に基づき，農研機構近畿中国

四国農業研究センター（現：農研機構西日本農業研究セ

ンター）と ZN工法を有するゾイシアンジャパン株式会

社 （広島県神石高原町）が共同開発した。

2. シバニ重ネット工法の特徴

急斜度 30゚から 45゚ の畦畔法面においても，生産者が

5人程度の小人数の組作業を行うことが可能で，従来の

植栽工法よりも高い作業能率で植栽できる （表 1.表 2)。

3. 施工方法および留意点

手順として，前植生を野焼きや除草剤で処理したとこ

ろに， 5cmの床土を入れておき ，6月上旬に畦畔の天端

から，ほぐし芝を挟んだ木綿の二重ネッ トを展開し（図

1), 直ちに厚さ 1cmの目土を入れる。

木綿の二璽ネットにシバのほぐし苗を新鮮重で 200

g/m2, 本数で 400本／面挟んだものを，ロ ールにして販

売している。ロールの形状は幅が l.lm, 長さ 50.0m,

直径 0.3m, 重さ 20kgである （図2)。

床土， 目土には雑草種子を含まない真砂土を用いる。

新規造成圃場では前植生の処理および床土は，不要な場

合もある。

畦畔法面では灌水が難しいため，シバの植栽は入梅期

6月に実施，植栽年には 9月に 1回次年からは 5月， 7

月および9月の年 3回の刈取りで，西日本ではおおむね
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表 1 二重ネット工法に よるシバ植栽の事例1)

施工例 日時 作業内容 作業者
作業能率
（ボ／人時）

①福山市 4月17日 9・00 床土入れ 男性4名 18 

天端12m、法長6m 1000 

斜度30° 6月5日 9・00 二重ネット展開、 男性4名 16 

1010 目土入れ、 散水

②福山市 4月24日 9:00 床土入れ 男性4名 21 

天端21m、法長6m 1030 

斜度35° 6月4日 9.00 二重ネット展開、 男性5名 17 

10:30 目土入れ、散水

③陸前高田市2) 6月11日 10:30 二重ネット展開、 男性4名 10 

天端40m、法長1.2m 11:40 目土入れ、散水

斜度45°

1)機材として、床土、目土入れに①、②では、トラクター55馬力、パケット幅1.6mを
それぞれ1台ずつ、 ③ではトラック2トンと一輪車を1台ずつ用いた。①、②、③いずれ
も運搬車、散水機、トンボ、蕎、スコップ、鋏、目串等を用いた。

2)新規造成圃場のため、床土無しで施工した。

表 2 畦畔法面における二重ネット工法と従来の植栽方法に

おけるシバ植栽作業の比較1)

工法 作業者人数
作業能率 資材費
Cm/人時）（円Im) 養生期間

二重ネット工法農家 5 16 800~850 2~3年

張芝工法2) 技能者 ー 6 500~950 2~3か月

ポット苗工法3) 農家 10 2~8 200~800 2~3年

種子吹付法4) 技能者 ー 10~100 200~2,500 1 ~2年

1)施工法面の規模は、表1の①~ を参照のこと。
2)切芝は竹串で法面に固定する。
3)植栽時に25cm~50cm間隔でセル苗を法面に打ち込む。
4)種子吹付機等で法面に吹き付ける資材の厚さは1mm~50mm。

図 1 畦畔法面におけるシバニ重ネットのロ ールを展開中 園 2 「シバニ重ネッ ト工法」に用いる ロール

2年から 3年で芝生畦畔が成立する （図 3)。

シバの品種としては，被覆力に優れ，カメムシ対策の

観点から 出穂しない H本シバ品種「朝駆」等が（小林ら，

2013). 適している 。

4. 芝生畦畔の群落高

シバ在来品種 「朝駆」を二重ネットエ法で植栽し，シ

バの被度が 80%に達した 2年目の 4月からの法面を供

試した芝生畦畔では年 3回刈りで，雑草畦畔の年 4回刈

りよりも， 5月か ら9月の群落高は低く推移し（固 4).

シバの導入に よって，慣行の草刈 り回数を年 4回から年

3回に減少でき た。 さらに．芝生畦畔の年 3回刈 りでは．

草刈 り日における群落高は， 19cm から 35cm の範囲に
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留まり（図 4)' 雑草畦畔に比べて， 刈取 り，集草，持ち

出しなどの作業量は軽減される。作業者への聞き取り調

査によると，雑草畦畔に比べて芝生畦畔では群落高が低

いため作業時に足元が見えやすく ，作業と移動が容易で

あったと報告され（財団法人新産業創造研究機構 ・未公

表），シバは心理的作業性に優れるという既存の知見と

一致した。芝生畦畔では，雑草畦畔に比べて，多年草の

大型種数が少なく， とくに木本の発生は見られなかった

（略）。遷移の進んだ雑草畦畔では，草刈り毎に，大型の

多年草や木本が再生する一方，新たな二次遷移として始

まった芝生畦畔では大型の多年草の再生が少ないため，

雑草畦畔に比べて群落高は低下する。

5. 芝生畦畔の光環境

前項では， 5月，7月，9月の年 3回の草刈りで，通常

の雑草畦畔の年 4回草刈りと比べて， 6月の草刈りを省

くことができるとともに，草刈り時の群落高を 30cm程

度に抑制 し，畦畔管理の省力化に繋がることを述べた。

しかし，元来，シバの維持には 5月から 10月に3-10回

程度の刈込が必要とされており（北村， 1973),年 3回の

草刈 りは草刈り回数としては最も少ない。また，年 3回

ヽ

図 3 概ね 2年から 3年で芝生畦畔は完成 （福山）
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の草刈 りでは，各草刈り時の群落高の範囲は 19cmから

35cmであり （伏見ら， 2015).最大の草高で 15cm程度

のシバでは，生育に必要な光環境の確保が雑草によって

妨げられていることが懸念された。そこで， 5月，7月，

9月の年 3回の草刈り前において，群落中のシバの直上

の相対光量子密度を測定した。5月， 7月， 9月の年 3回

の草刈 りでは，シバにとって光環境が良好な 4月から 10

月の毎月，年 7回刈 りと比べて，芝生畦畔の群落高の推

移は高い傾向の一方（図 5),群落内におけるシバ直上の

相対光量子密度の推移はほぽ同様であった（図 6)。シバ

被度の推移は年 3回の草刈りでは毎月年 7回の草刈りよ

り劣るものの， 7月および9月のシバ被度は 75%の一定

で衰退は認められなかった。5月のみ草刈りでは， 8月

以降にチガヤとヨモギの繋茂で，シバの被度は衰退した

が（表 3)'年 3回の草刈りでは， 7月の草刈りによって，

チガヤ，ヨモギは除去され（表 3)' シバの生育に必要な

光環境が確保されることが明 らかになった（伏見ら，

2016)。

6. おわりに

「シバニ重ネッ ト工法」が普及すると，生産者や農業生

産組織が急斜度の畦畔法面におけるシバの植栽に取り組

めるようになり，中山間地域の農村で芝生畦畔が広がる

ことが期待される。芝生畦畔が成立すると，①従来の雑

草畦畔に比べて草刈り回数が削減できるとともに草刈 り

毎の作業量が軽減される。②草刈り時に足元が見えや

すく，作業者の安全性が確保される。③ 草刈機および除

草剤，双方の利用により省力かつ合理的な畦畔管理技術

の確立に繋がる。さらに，④ ヨモギやセイタカアワダチ

ソウ等，長大な雑草が少なくなることで美しい農村の景

観形成にも多いに役立つことが期待される。詳細は，農

研機構が発行した「畦畔法面における二重ネッ トエ法を

用いたシバ (Zoysiajaponica)の植栽技術」（農村の畦畔

管理にお困りの方へ）および（普及員，指導者等向け）

の2つのマニュアルをご覧頂きたい（農研機構， 2015)。

現在，これらマニュアルは，農研機構西日本農業研究セ

●芝生畦畔 5月、 7月、 9月の年3回刈 り

ロ雑草畦畔 5月、 6月、 7月、 9月の年4回刈り

エラーパーは標準品差(n=3)

5月 6月 7月 8月 9月 10月 II月 1月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 II月 1月 3月 ・I月 5月

2012年 2013年 2014年

図 4 草刈りによる芝生畦畔と雑草畦畔の群落高の推移
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図 5 草刈り回数と芝生畦畔の群落高の推移の関係
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図 6 草刈り回数が芝生畦畔におけるシバ直上の光環境に及ぽす影響

ンター HP等から閲覧可能となっている。

本稿では，シバヘの植生転換を畦畔管理の省力化の一

助として述べたが，はじめに示したいずれの方向性にお

いても ，克服のキーポイントになるところは，畦畔法面

の形状， とくに斜度と表面の凹凸等である。農耕地にお

ける畦畔の天端，法面等の形状は極めて複雑である。中

世からの農業の発展とともに，圃場は，1畝， 1反， 1町

を単位として，方形で斜度は無しという方向で，全国で

規格化されてきた。 しかし，ある土地を均ー化，規格化

することは， どこかに歪を生じ，それは圃場の端である

畦畔やその法面となった。斜度については，牛を養う放

牧地でも，高々 20゚前後であるが， 農地の畦畔法面では

30゚から 40゚が一般的である。小生，毎週のように畦畔

管理の問い合わせに対応するが，困ったことは，中山間

地域，平場に関わらず，大規模経営の方，複雑で手のか

かる畦畔を多く持つ者ほど，その規模や形状，現状の管

理I犬況などは，相談者自身でも不明瞭なことが多いこと

である。畦畔の形状がこのように複雑な状況において

も，草刈作業の機械化， 自動化は高齢化が進む中で喫緊

課題であり技術開発は重要なことである。 小生も除草ロ

ボッ トにかかる農水省委託プロ （代表 ：財団法人新産業

創造研究機構 ・2010-2014年）に関わったことがあるが，

はじめに現行の機械技術に見合った対応ができる範囲

を，畦畔の形状や規模に沿って，正しく見定めることが

必要と考える。一方研究が進み，試作機はできても，

市販に至るまではメーカ側の都合があることは，皆が承
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表 3 試験期間中の乗算優占度から見た優占度（％）の大きい 3草種の推移

処理 年3回刈り区(5月、 7月、 9月） 年7回刈り区(4月から10月の毎月） 5月のみ刈り区(5月）

順位

発生種 オランダミミナグサ チガヤ スズメノエンドウ スズメノエンドウ チガヤ コマツヨイグサ チガヤ ヤエムグラ スズメノエンドウ

4月
生活環I) 一年草．●2) 多年草，● 一年草，● 一年草，● 多年草．● 二年草，● 多年草，● -年草二年草，● -年草．●

乗算優占度3) 4 

優占度4) 22 18 16 43 30 JI 35 21 20 

発生種 チガヤ ヨモギ カタバミ カタバミ チガヤ ホソバアキノノゲシ チガヤ ヒメジョオン カモジグサ

5月
生活環 多年草，● 多年草，● 多年草， 0 多年草， 0 多年草，● 一年草二年草，● 多年草，● 一年尊• 多年草，●

乗算優占度 I 

優占度 19 16 14 37 23 10 42 

発生種 チガヤ カタバミ セイヨウミヤコグサ チガヤ カタバミ ヤハズソウ チガヤ カタバミ ヨモギ

6月
生活環 多年草，● 多年草.o 多年草.o 多年草．● 多年草， 0 一年草，● 多年草，● 多年草， 0 多年草，●

乗算優占度 3 17 

優占度 33 31 20 42 16 14 60 23 

発生種 チガヤ カタパミ セイヨウミヤコグサ チガヤ カタバミ ネコハギ チガヤ カタバミ ヨモギ

7月
生活環 多年草，● 多年草， 0 多年草， 0 多年草，● 多年草， 0 多年草， 0 多年草，● 多年草， 0 多年草，●

乗算優占度 10 4 19 

優占度 42 20 I 46 14 11 51 14 13 

発生種 チガヤ カタパミ アオイゴケ チガヤ ヤハズソウ カタバミ チガヤ ヨモギ コマツヨイグサ

8月
生活環 多年草．● 多年草， 0 多年草， 0 多年草，● 一年草，● 多年草.o 多年草，● 多年草，● 二年草，●

乗算優占度 1 I 35 

優占度 35 20 14 42 37 10 67 11 

発生種 チガヤ カタバミ オオニシキソウ チガヤ ヤハズソウ カタパミ チガヤ ヨモギ コマツヨイグサ

9月
生活環 多年草，● 多年草.o 一年草， 0 多年草，● 一年草，● 多年草， 0 多年草，● 多年草，● 二年草，●

乗算優占度 1 I 40 

優占度 25 22 16 42 23 19 61 10 

発生種 チガヤ カタバミ アオイゴケ チガヤ カタバミ ヒメジョオン チガヤ ヨモギ コマツヨイグサ

10月
生活環 多年草，● 多年草， 0 多年草， 0 多年草，● 多年草， 0 一年草，● 多年草，● 多年草，● 二年草，●

乗算優占度

゜
53 

優占度 53 21 12 52 66 

I)生活環は改訂・雑草学用語集（日本雑草学会1991年）に準拠した。

2)日本の野生植物 I、11、頂（佐竹ら1982年）、日本の帰化植物（清水ら2003年）、増補日本イネ科植物図譜（長田1993年）を参考に、草高が草刈りの目安である43cm以上になる場合は、

大型種として●、以外は0とした。
3)各草種において乗算優占度は乾物重と比例する指標である。

4)優占度は、全発生草種の乗算優占度の合計に対する各発生草種の乗算優占度の割合で、各草種の優占割合を（％）を示す。

知しなければならないところである。また，除草ロボッ

ト等の単一技術だけでは現状からの畦畔管理の改善は難

しく，植生転換等との技術融合，並びに本田管理並みに

地域の方の畦畔管理への理解が必要であることが，指摘

されている（森本， 2015)。

最後になるが，国内農業のコストダウンがいろいろな

ところで，画策されている。しかし，畦畔管理において

は，農地を守る，美しい農村を若い方に託すというよう

なところを大きな目標とした技術開発が，案外，省力化

を込みにした畦畔管理を実現するかもしれない。東広島

市の先進的な営農集団で，その未来を描いたパンフレッ

トに芝生広場を見つけた（広島県東広島市河内町小田住

民自治協議会， 2015)。愛情を込めて世話をした芝生の

広場や畦畔には草刈りが必要な大きな雑草は少なく，次

代の希望である子供たちに遊びの広場を提供する未来で

ある。
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