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蒸気除草とクラピア吹付緑化工法による防草緑化
―フィールド実験による雑草抑制効果の確認―

福田 淳＊

要 約： 筆者はこれまで雑草低減技術としてクラピア吹付緑化工法に取組んでおり，新設盛土等の雑草が生育していな
い場所にクラピア吹付緑化工法を適用した場合，雑草を抑制することを確認した。しかし，雑草が生育している
箇所に施工した場合は効果がなく，事前に雑草処理が必要である。そこで筆者は蒸気の熱によって雑草細胞を壊
死させる雑草処理（以下，蒸気除草）の可能性を調査するため，蒸気除草のモデル実験を実施し，蒸気除草に雑
草処理効果があることを確認した。
今回は，蒸気除草とクラピア吹付を組みあわせたフィールド実験を実施し，その効果を調査した。フィールド

実験の条件は蒸気除草加熱時間 15 分，30 分，60 分とし，クラピア吹付厚 1 cm，2 cmとした。その結果，蒸気
除草は 60 分で除草効果があり，クラピア吹付厚は 1 cm 及び 2 cm でクラピアの生育に差がないことが分かっ
た。また，蒸気除草 60 分とクラピア吹付厚 1 cm若しくは 2 cmの組合せは，既存雑草管理地に比べて，刈草重
量が低減した。これらより，蒸気除草とクラピア吹付緑化工法を組合せることにより，既存雑草地の雑草量を低
減できることが示唆された。
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1．はじめに
河川堤防や鉄道法面等では土壌浸食を防ぐために，シバ

が植栽されることが多い。しかし，時間の経過と共にシバは
セイタカアワダチソウやオオアレチノギク等の雑草に置き
換わり，雑草が広がって行く。草高の高い雑草が地表面を被
覆すると堤防の亀裂を発見しづらくなり，堤防機能を維持
する上で支障がある。また，雑草が繁茂すると景観の悪化や
ゴミの置き捨て等が増えるため，近隣から苦情が増える傾
向にある。そのため，堤防等の管理者は定期的に除草を行う
ため，多額の費用を毎年費やしており，その費用低減が求め
られている。安価な除草方法として除草剤の使用があるが，
社会的事情により，除草剤を用いることは難しい。筆者は
除草費用が少なく，社会的に受け入れ易い緑地の構築技術
として，クラピア吹付緑化工法に取組んでいる1), 2)。クラピ
ア（Lippia nodiflora L.）は多年草の地被植物であり，茎葉
が緻密に地表面を被覆するため，地表面被覆後は雑草種子
の活着を防ぐ等の効果で雑草生育を抑制する。クラピア吹
付緑化工法はクラピアを吹付技術で植栽する工法である。
但し，クラピア吹付緑化工法が雑草抑制効果を発揮する

のは，吹付時に雑草が生育していない場所である。これは
雑草が生育している場所にクラピアを吹付けても，根付い
ている雑草の根が土中を占拠し，クラピアの根が土中の養
分等を十分に吸収できない等のため，クラピアが成長でき
ず，クラピアが地表面を被覆できないためである。そのた
め，吹付前に雑草を処理（以下，事前処理と記す）し，雑

草が生育していない状態にする必要がある。
そこで，筆者は事前処理として農地でエノコログサやメ

ヒシバ等の 1年草を壊死させて除草することに実績のある
蒸気除草に着目し，蒸気除草が法面に多く生育する多年草
に対しても効果があるかモデル実験で検討した。その結
果，蒸気除草が多年草を壊死させる可能性を確認した3)。
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今回，蒸気除草とクラピア吹付緑化工法を組み合わせた
場合の雑草抑制効果をフィールド実験で調査したので，そ
の結果を報告する。

2．実験概要
2.1 実験地
神奈川県川崎市
2.2 実験区
図 1及び写真 1に実験区を示す。
2.3 実験期間及び作業日
実験期間：2014 年 6 月 10 日～2016 年 6 月 22 日
作業日：表 1に示す。

表 1 作業日

2.4 実験条件
表 2 に実験条件を示す。1～4 区は蒸気除草の加熱時間
及びクラピア吹付厚を変えて実験を行った。5区は比較対
照区として既存管理方法の刈払のみを実施する区とした。
前報3)のモデル実験は蒸気量 22.5～23.3 kg/h･m2 で蒸気
除草を行ったが，実工事では施工効率を上げる必要がある
と考え，本実験ではモデル実験と同じ水蒸気量で約 3倍の
面積を施工できるようにモデル実験の約 3分の 1の蒸気量
である約 7 kg/h･m2 をベースに設定した。

表 2 実験条件

2.5 実験施工
2.5.1 蒸気除草
蒸気除草で使用した資機材を表 3に，蒸気除草施工状況

を写真 2に示す。
蒸気除草はクレーン付トラックに搭載したボイラーで発

生させた蒸気をスチームホースで蒸気除草施工場所まで送
気する。スチームホースは蒸気を通すため高温になるの
で，作業員が接触して火傷するのを防ぐため，サニーホー
スで被覆する。蒸気除草施工区端部でスチームホースとラ

イトホースを接続し，蒸気除草施工区内にはライトホース
を布設する。ライトホースの上に蒸気シートを布設し，蒸
気シートが風で飛ばないように蒸気シートの端部四辺をチ
ェーンで押える。ライトホースは約 20 cm 間隔で直径 2
mmの穴が開いており，その穴から蒸気を噴出させること
で，蒸気除草対象場所の雑草を蒸気で加熱し，壊死させる。
2.5.2 クラピア吹付
クラピア吹付で使用した資機材を表 4に，クラピア吹付
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表 3 蒸気除草資機材

写真 2 蒸気除草施工状況（3区）

表 4 吹付資機材
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状況を写真 3 に示す。表 4 の吹付資材数量はロス率 20%
を含む数量である。
2.6 調査内容
表 5に測定内容を示す。

表 5 測定内容

2.7 土壌
表 6に粒径組成及び礫含有量の測定値及び測定値を植生

基盤の基準4)で判定した結果を示す。実験地の粒径組成及
び礫含有率量はいずれも可であり，植物が生育する一般的
な土壌といえる。

表 6 粒径組成及び礫含有量

3．実験結果及び考察
3.1 被覆率及び雑草種類
1～5 区の雑草及びクラピアの被覆率を図 2～6に示す。
図 2（1区）及び図 3（2区）は施工直後の夏期からイネ

科とキク科の雑草が優占種となり，除草直後はクラピアが
優占種となるが，2ヶ月程で雑草が優占種となった。これ
より，1区と 2 区の蒸気除草 15 分又は 30 分とクラピア吹
付厚 2 cm の組合せはイネ科とキク科の雑草を抑制しない
と考えられる。
図 4（3 区）は施工直後～11 月までの約 5ヶ月間はクラ

ピアが優占種となり，12 月～5月の期間は雑草が優占種と
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写真 3 クラピア吹付施工状況（3区）
図 2 1 区被覆率

図 3 2 区被覆率

図 4 3 区被覆率

図 5 4 区被覆率
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なるが，6 月～12 月はクラピア優占種となる状況であっ
た。12 月～5 月に生育した主な雑草は 2015 年，2016 年共
に草高 40 cm 以下のスズメノエンドウ等であり，6月にな
ると自然に枯れてなくなる雑草であった。また，実験地全
体の管理者は「草高の低いスズメノエンドウ等の雑草であ
れば除草する必要はない。」との意見であり，3 区の蒸気
除草 60 分及びクラピア吹付厚 2 cm は除草手間を低減す
る工法と考えられる。
図 5（4区）は施工直後から実験終了の 2016 年 6 月までク
ラピアが優占種となり，雑草を抑制している。よって 4区の
蒸気除草 60 分及びクラピア吹付厚 1 cm は雑草を抑制し，
除草手間を低減する工法と考えられる。3区に繁茂したス
ズメノエンドウが 4区で生育しなかった理由は 3区の周辺
にはスズメノエンドウが繁茂していたのに対し，4区はスズ
メノエンドウが殆ど生育していなかったためと考えられる。
図 6（5 区）の既存管理の刈払のみを行った区は，刈払

直後以外は雑草が繁茂しており，実験地の既存管理では雑

草が繁茂し，地表面を雑草が被覆すると考えられる。
3.2 雑草重量
図 7に雑草を抑制した 3区，4 区及び比較対象である既

存管理 5 区の雑草重量を示す。5 区の雑草重量は 1 kg/m2

前後であった。3 区，4 区のクラピア被覆以降（2014/9/
22）の雑草重量は 0.4 kg/m2 以下であった。これより，蒸
気除草とクラピア吹付の組合せは雑草を抑制していると考
えられる。

図 7 雑草重量

4．まとめ
本実験で得られた知見を示す。

① 蒸気除草 60 分及びクラピア吹付厚 2 cm，1 cm は雑
草を抑制することが示唆された。

② クラピア緑地の一部に草高の低いスズメノエンドウ等
が冬期に生育するが，6 月には自然に枯れ，6 月以降
はクラピアが地表面を被覆するため，景観等の観点か
ら問題はないと考えられる。

③ クラピアが繁茂した箇所の雑草重量は既存管理地に比
べて少なく，雑草を抑制することが示唆された。
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図 6 5 区被覆率
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LOW MAINTENANCE GREEN FIELD WITH STEAM WEEDING METHOD
AND KURAPIA AIR BLAST PLANTING METHOD
-RESULTS OF FIELD EXPERIMENTATION-

A. Fukuda

For the weeding expense reduction such as a river or the railroad slope, weeding method of inexpensive, and a low
influence on environment is required. As this method, the writer paid attention to steam weeding and kurapia air blast
planting method. In this report, weeding method that combined the steam weeding with kurapia air blast planting method
was examined on field. As a result, it deceased to approximately 3-10% in comparison with quantity of weed of the existing
weeding management that combined kurapia air blast planting method with steam weeding.


