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6.

定植方法の検討　①秋季定植の可能性（定植可能期調査）7.

低コストで取扱のよい（活着のよい）苗づくり　③セル苗規格の決定

200穴セルトレー

育苗用培土構成 セルトレー規格

商品規格：(200穴セルトレー×4枚)/ケース

ピートモス：50% バーミキュライト：25% 
パーライト：5% ゼオライト：7%
焼成赤玉土：8% くん炭：5% 

セルトレー外寸：280mm×545mm
列数：10×20
口径×深さ：24mm×45mm

H29年9月25日定植

①秋季定植（越冬の養分蓄え出来ず） 定植時期5月中旬～7月中旬に決定

枯死

【結果】 試験①、②ともに休眠期までは枯死することはなかったが、通常の休眠期を過ぎても発芽がなく、
 試験①では大半の株が枯死、②ではほぼ全ての苗が枯死。H30年6月の再試験では順調に生長
【考察】H29年の10月の降水量は十分、平均気温も平年並みであったが、越冬に必要な養分備えができる前に
 気温が下がってしまった。休眠までの生育期間が短かったことが主要因と思われる。試験②では①よりも
 更に休眠までの期間が短かった。（10/末までの有効積算:257℃）
【結論】 ムカデ芝苗の越冬は、休眠期までの生育期間確保が重要。定植可能時期は5月中旬～ 7月中旬に決定

★農家による施工を考慮すると、苗
定植は農作業の繁忙期を避ける
必要があることから、秋季定植の
可能性の検証試験を実施

定植適期である5/下～7/中（中間地～暖地）は、本圃に水が
入っており、作業効率が悪い上に雑草との競合が厳しい時期。
秋季は稲刈り後の落水状態であれば作業もしやすく、雑草も春
夏の時期よりは生育がおとなしい。なお、兵庫県姫路市夢前町
では、9月10日に定植し、活着に成功した事例あり。

H30年4月6日 H30年6月17日 H30年10月19日

H29年10月5日定植５ H30年3月22日 H30年6月20日定植 H30年10月17日
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7.

定植方法の検討　③難防除雑草対策7.

定植方法の検討　②畦畔の方位による生長差異調査

方位による生育差異に基づく植栽密度の決定
★南面、西面は生育良好な環境であり、適期に定植すれば50cm
以上の植栽密度で4ヶ月目に90％以上の被覆が可能である。
★北面、東面では、日射の影響により、生育が悪く、90％以上
の被覆率に達するには25cmの植栽密度が必要。今後は方位を
考慮した施工計画が必要

供試苗：128穴タイプ、約70日間育苗（苗規格＜200穴＞決定前の試験)、定植日：2017/06/30
処理区：１処理区（縦100cm×横200cm）に横方向の植栽密度が異なる４処理区（３反復）を東西南北の４方位に設定

西向き畦畔 南向き畦畔

50cm区

33cm区

被覆状態：定植４カ月後（平成29年11月1日）

50cm区

33cm区

東向き畦畔

被
覆
良
好
面

被
覆
不
良
面

東、北面は25cm間隔の定植で被覆率90％に達した

地温（7月13日）
典型的パターンとして表示

東向き畦畔
↓

午前中の
急激な温度上昇

畦畔土壌の含水率（9月1日）

乾燥

北面：日射不足→光合成不良→生育不良
東面：午前中の強い放射→地温の急上昇

↓ ↓
葉面温度の急上昇 土壌乾燥化

↓ ↓
水ストレス状態→生育不調

畦畔方位による
日射、地温、
土壌水分の差異

被覆率約90％

被覆率約95％

被覆約95％

被覆率約100％

被覆率約75％

被覆率約90％

被覆率約75％

被覆率約75％

北向き畦畔

１．チガヤ等の難防除雑草の場合は、前年初秋に茎葉
処理剤散布をする。
（苗定植1年前にシートを施工し、春夏秋冬の飛来
種子を駆除した後でのシート設置が理想）

２．施工2週間前に茎葉処理剤散布し、枯草を場外へ
３．薬剤使用に当っては、メーカーの説明書に沿った
方法を順守する。

４． チガヤ等の難防除雑草については当該開発
 グランドカバーシートでは抑制効果に限界がある
 ため土地管理者との入念な事前打合せが必要

防草シートと茎葉処理剤の併用によるチガヤ駆除効果の確認
試験地：鳥取市吉岡地内 チガヤ繁茂畦畔
茎葉処理剤：ラウンドアップ50倍液 360ml/処理区＝50リットル/10a
処理日：平成29年6月8日 シート設置日：平成29年6月22日

シート＋茎葉処理剤
平成30年3月8日撮影

シートのみ
平成30年3月8日撮影

茎葉処理剤による8か月の効果
を検証した。
今後は、難防除雑草の発生状況
の把握と施工現場にマッチした
認除草対策が必要
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育苗用培土と苗の規格の決定

8.

グランドカバー工法（BT工法：Best Turf工法）  ②施工マニュアル8.

グランドカバー工法（BT工法：Best Turf工法）  ①活着率を高める４点のポイント

①定植方法の厳守★★★ ②不陸対策（凸凹）★★★

悪い例×

良い例◎

・シート設置3日目の現場確認
・ピン本数×1.3倍のピンの準備

③潅水及び補植★★（猛暑対策）

・1週間雨なければ潅水
・枯れたら早期の補植
・1か所に枯れが固まれば周囲の
苗でのカバーが出来ない（下〇）

④苗の定植間隔★★

★方位別定植間隔：
地域の日射、水分率を確認し管理者との打合せ
南・西は50㎝間隔/東・西は25㎝間隔
★法面（畦畔）上部は下部比較で生育が悪い（傾向）
上部は25㎝間隔/下部は50㎝間隔
★管理者との打合せの上決定

定植間隔は基準50㎝間隔

↑↓枯死

シート設置のピン打ちだけ、
不陸対策のピン打ちをしてい
ない！

3. 苗Ⅰ
3-1. 定植後２～３日で苗の状況確認
 シートの下になっていればピン止めが必要
3-2. 苗の間隔4本/㎡が基準
 （斜面の角度や方向により30㎝～ 50㎝に）
3-3. 東西南北日射量等を調査して方位及び、
 高さで間隔を調整して定植

1. 定植前準備

2. シートの規格

1-1. 土地管理者との打合せ
   1. ムカデ芝苗定植に合う土壌の確認
   2. 図面、境界、排水管の位置確認
   3. 難防除雑草の確認
1-2. ピンの選定と見積

4. 苗Ⅱ

200穴セルトレー

育苗用培土構成 セルトレー規格

商品規格：(200穴セルトレー×4枚)/ケース

現物画像：

ピートモス：50% バーミキュライト：25% 
パーライト：5% ゼオライト：7%
焼成赤玉土：8% くん炭：5% 

セルトレー外寸：280mm×545mm
列数：10×20
口径×深さ：24mm×45mm

5. 穴あけ機
定植作業

穴あけ機
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9.

開発工法のその他の利点10.

開発工法の省力化、省コスト化評価　①管理費と管理時間

単位：円/100㎡

年数

 1 79,396 70,596 53,148 9,260
 2 80,766 71,966 56,296 18,520
 3 80,766 71,966 59,444 27,780
 4 80,766 71,966 62,592 37,040
 5 80,766 71,966 65,740 46,300
 6 80,766 71,966 68,888 55,560
 7 80,766 71,966 72,036 64,820
 8 80,766 71,966 75,184 74,080
 9 80,766 71,966 78,332 83,340
 10 80,766 71,966 81,480 92,600

開発工法
33cm

（6本/㎡）

開発工法
50cm

（4本/㎡）
吹付工法
(業者委託）

慣行草刈り
(5回/年）

各工法の費用総額（施工費＋管理費）の経年推移

開発工法の100㎡あたり作業時間
シート施工
定植・灌水 33cm間隔 14.4時間
定植・灌水 50cm間隔 9.6時間
手取除草（2年目以降） 0.74時間

開発工法（50cm標準施工条件）は8年目以降で
費用総額が吹付工法を下回り、コストメリット
が認められる。

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50cm

33cm
(5 /

開発工法：施工2年目のみ手取り除草（0.74時間/100㎡）
を実施。3年目以降は、被覆率が100％となるため除草
作用は不要になるとして試算

吹付工法：「やまぐち型畦畔法面緑化工法」資料を参考に、
毎年草刈り回数の平均である1.7回の草刈り(1.7時間
/100㎡）を実施したとして試算

慣行草刈り：鳥取市農業委員会による平成30年度鳥取市
農作業標準受委託料の「あぜ草刈り」料金1,852円/時
間（機械・油代含む）を用いて試算

2.25時間

ムカデ芝によるシート被覆によるシートの耐候性向上

H30年9月3日（台風通過後）
シート設置エリア以外は土壌の流失が顕著

H30年6月4日（圃場整備事業完成直後）
土壌流失は軽微

圃場整備地区における無植生畦畔
の土壌の流失防止効果
台風等の暴風雨下でもシートの
剥がれや、土壌流失を抑制

節根が綾織りシートを貫通し
て土中に根をはる事による

相乗効果を実現
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11.

BT工法と従来工法（種子吹付工法）比較12.

従来工法（種子吹付工法）導入の事例

ムカデ芝種子吹付施工から６年後の状況（広島県三原市福原地区）
施工： 2011年6月16日

良好な状態（施工畦畔の約75％）
ムカデ芝が優勢を保ち、ターフを形成

安定した芝植生（ターフ）が形成
されると、アレロパシー効果が
作用し、雑草の飛来侵入も抑制
される。

不良な状態（施工畦畔の約25％）
チガヤが再生し、施工前の植生が復元

芝植生（ターフ）が形成されるには、
吹付施工後も一定期間は雑草防除
（草刈り）が必要であり、これを怠ると、
チガヤ等が再生し、施工前の状態に
戻ってしまう。

BT工法 慣行：草刈り 種子吹付工法

①草刈：３年目以降除草作業は不要（必
要に応じて手取りと高刈）

②施工性・安全性：ユーザー施工、機
器類不要

③飛来種子抑制効果：あり。アレロパ
シー効果＋シートのダブルブロック

④耐久性：シート5年＋α（被覆率によ
るUV遮断）

⑤土壌流失防止効果：あり

①草刈：年5回程度
②施工性・安全性：ユーザー施工。
　草刈り機、急勾配畦畔での作業によ
る危機管理必要

③飛来種子抑制効果：なし。都度の除
草剤と草刈りが必要

④耐久性：－－－－
⑤土壌流失防止効果：あり

①草刈：年2回程度
②施工性・安全性：業者施工
③飛来種子抑制効果：あり。アレロパ
シー効果によるブロック。但し初期
段階は除草作業必要。長期（5年程度）
経過の場合は樹勢の衰えによる生育
管理が必要
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13.

実証試験に協力頂いた畦畔管理者の声14.

新技術の普及活動と今後の課題・改善方針

★施工業者等も参加する技術協議会を組織し、広報活動を展開する。
　〇実証試験区での現地展示会の開催
　〇行政機関や土地改良区、農協、農家向けの説明会の実施
　〇農業農村整備民間技術情報データベースへの登録
　〇各種農業技術展示会での広報活動
★施工管理マニュアルや維持管理マニュアルを作成し、施工マニュアルとともに利用者
　へ提供する。将来的には、施工業者を認定するなど、品質保証の体制を整備する。

★技術の安定化や施工費の低コスト化を図るため、実証試験区のモニタリングと新たな
　試験施工を積み重ね、施工技術、施工材料を継続的に改善していく。
★農地の法面だけでなく、道路や水路法面などにも適用することで、農村地域でさらなる
　管理コストの縮減を検証。
★今後の課題として、外来種であるムカデ芝を施工することによる、在来の植生及び生物
　への影響についても検証。
★将来的には、環境に配慮した分解性のシートを開発も検証。

新技術の普及活動

今後の課題及び改善方針

兵庫県淡路市　A氏

滋賀県東近江市 B氏

1.   作付け後の管理、水やりの手間はありましたが、今年の異常気象猛暑の影響はかなりあったとはいえ、
斜面の下の方はしっかり根を下ろしてくれ、草刈りの手間が大幅に削減しました。

2.  草丈が短く、電柵下の草刈りも気にする事なくなり、作業時間の短縮につながりました。
  シートのおかげで雑草もかなり抑えて、根も伸ばしてる。
3.  台風時期には、芝が大きくなり、今期三回台風が直撃したにもかかわらず、後対策に振り回される事も
ありませんでした。作業時間の削減はもちろんですが、芝が根をはる事で、斜面の崩れ防止なども期待
できるかと思いました。

1. ムカデ芝シートの全体の感想
 施工に手間がかるが、雑草の処理をある程度行いながら芝が伸び始めて全体を覆うと、草刈を行う必要
がなく安心感がある。冬季に枯れてしまわないか心配であるが、継続した効果が出るか今後が楽しみで
ある。

2. 管理コストの削減
 農家が行う春から秋にかけて４～６回程度行う畦畔の草刈りが省ける。70歳以上の高齢者が草刈作業
する事も多く、今回施工いただいた法面の草刈は、スリップして転倒する等の危険性が伴う為、省ける
と大変有効である。また、雑草を放置するとカメムシによる稲への被害の危険性があり、草刈の手間が
省けると有効に作用すると考える。

3. 懸念点
 防草シート単体を法面に施工すると、根腐れして法面が崩れる危険性がある。芝の根が固着して法面を
保持できれば良いが、一旦法面が浸食を始めると手に負えない状況になるため今後も注意が必要。



17

BT工法 設計・施工マニュアル

1-1. 3 つの機能からなる農地畦畔における草刈り管理コストの省力化技術。
1. 防草効果と芝苗匍匐茎節根のシート貫通という相反する効果を兼ね備えたシート
　 （商品名：べた～とシート特許取得済）
2. シートの長さ方向にループが織り込んでありムカデ芝苗の風による回転防止効果が組み込ん
であるシート。

3. 長さ方向に25㎝間隔でループが織り込んでありムカデ芝苗の定植間隔を測定する手間を省い
てあるシート。

2-1.ムカデ芝苗はカメムシがより付きにくく、雑草抑制効果が高く耐寒性に優れた品種であるティ
フ・ブレア種を選定。（厳寒期は休眠により越冬します。）

3-1.上記の組合せたＢＴ工法により水田畦畔雑草管理の省力化・省コスト化につながる。
1.施工方法

　　　　除草、不陸処理を行った畦畔のべた～とシートを設置。
　　　　緑のループに沿い25㎝～50㎝間隔で苗定植用の穴をあける。
　　　　苗を定植。

Ⅰ 概要

1 BT工法の概要
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BT工法 設計・施工マニュアル

2-1.原理
1. 防草効果＋芝苗匍匐茎節根のシート貫通という相反する効果を兼ね備えたシート。
2. ムカデ芝苗はカメムシがより付きにくく、雑草抑制効果が高く耐寒性に優れた品種であるテ
ィフ・ブレア種を選定。

2-2.特長・効果
　1. 畦畔管理省力化、省コスト化
　2. カメムシ忌避等
　3. 土壌流亡抑止

3-1.防草シート（写真 1参照）
　1. 規格186㎝巾×50ｍロール約12㎏/本
3-2.ムカデ芝苗 ティフ・ブレア種
　1.商品規格：（200穴セルトレー× 4枚）/ケース

4-1.天候の影響を受けにくい（種子や苗の流失による再施工のリスクが少ない）
4-2.年数回の芝刈込と潅水
4-3.投資コスト試算

2 ＢＴ工法の原理・特長・効果

3 使用する資材の仕様

4 従来工法との比較
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BT工法 設計・施工マニュアル

★ＢＴ工法（50cm標準施工条）は 8年目以降で費用
総額が吹付工法を下回り，コストメリットが認めら
れる。

★開発工法の100㎡あたり作業時間
　シート施工 2.25時間
　定植・灌水 33cm間隔 14.4時間
　定植・灌水 50cm間隔 9.6時間
　手取除草( 2 年目以降） 0.74時間

（現場の状況により、作業時間は大きく変わる場合があ
ります。）

図　各工法の費用総額（施工費＋管理費）の経年推移

4-4.各工法の費用総額（施工費＋管理費）の経年推移

B T 工 法：施工 2年目のみ手取り除草（0.74時間
/100㎡）を実施。
3 年目以降は，被覆率が100％となるため除草作用
は不要になるとして試算。
吹 付 工 法：「やまぐち型畦畔法面緑化工法」資料を
参考に，毎年草刈り回数の平均である1.7回の草刈
り（1.7時間/100㎡）を実施したとして試算。

慣行草刈り：鳥取市農業委員会による平成30年度鳥取
市農作業標準受委託料の「あぜ草刈り」料金1,852
円/時間（機械・油代含む）を用いて試算。


