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公園 ・芝地などの環境ストレスと土壌改良

長谷川和久＊－伊東 志穂村・福山厚子＊＊＊

〔キーワード〕 ．公園の土壌改良，芝地緑地管E旦

貝化石肥料，松枯れ抑制，汚泥焼

成資材

1.身近な緑

身の回りの緑を保つ人為的なところは，植林され

た森や農耕地以外では庭，庭園，公園，グランド緑

地， ゴルフ場，街路地，垣根，法面，防災林，緩衝

緑地などがある．

小規模なところでは室内庭園，屋上緑化地，ミニ

では盆栽なども対象となる

2. 私達が公園や芝地，緑地に求め，

期待するものなど

緑，四季を感じさせる物，石，土，植栽，鳥の飛

来，水（池， 小さな川・ せせらぎ ・噴水他），癒し，

静，きれいな空気，空間，ゆとり感，成長 ・希望を

重ねて見る．

きれいな人工美．緩衝地，休憩ベンチ，雨やどり ・

日蔭場所，便所，避難所的機能．

清掃などの管理作業のしやすさ，配線，夜間照明

（必要最低限），潅水設備，関定枝，落葉除去運搬

路確保．安全．

3. 公園に見るストレス（例・金沢兼六圏）

日本における 3大名園の lつ兼六固に見られる，

主なス トレスは次の 5つで、ある．

①酸性雨

中国大陸から海を越えてもたらされる公害.pH 

5.6以下の雨（酸性雨と称される）が年間を通して

降る．これにより土の表層部にある境基性成分（カ

ルシウム，マグネシウム，カリウム）などは下層へ

溶脱する．

②努定

植えられている木は美観，受光，風通し等の保持

$石川県立大学客員 ・名誉教授（KazuhisaHasegawa) 

H 堆肥化 ・新肥料研究所（ShihoIto) 

H ・第一工業大学（AtsukoFukuyama) 

上，欝定される．

③清掃，落葉，枝持ち出し

有機物の除去がされるわけで，今迄新たに外部か

ら肥料として適宜養分が補給されていた．筆者らの

提案で，圏内に堆肥舎を設け，落葉などを腐熟肥料

化させ圏内へ還元利用する対策が施された（1998 

年）．

④踏圧

観光で訪問される入園者数は年間300万人を超え

る．園地の面積は 11万m2で，そのうち圃路などは

約 l万m2に達する．概算 m2当たり約 ！Otの体重が

かかる．このため，いわゆる観光コース路化してい

る主要国路の土壌表面は「コンクリート化Jしてお

り，土壌硬度値が 30近くと高い

⑤排気ガス

車などの排気ガスの影響を受けている．園は標高

約 60mに位置するので，周囲の街並みから排気が

上昇してくる環境にある．

これらのス トレスによりすでに金津神社の杉，乙

葉の松，夫婦松，旭桜などの名木が枯れ，消滅して

いる樹勢が衰弱しているものもみられる ちなみ

に兼六園には美しい雪吊りの景観で知られる樹齢

約 160年の唐崎松をはじめ約60本の銘木がある（図

図 l 恨上松
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図2 l層の pH

・ ．調査地点，口： pH6，他は6以下

4.ストレスの内容と実態（例）

圏内の植栽土壌についてその理化学性の実態を

知るため，平成20年度に 10数地点において地表下

約 Imを試堀し，土壌を採取して調べた. 1層（表

層～約 15cm),2層（～約40cm),3層（40cm以下）

に大別してみると，特徴は①lの表層は植生がある

ので，腐植に富み，生物と大気の緩衝作用が機能す

る．②2層になると腐植含有量が少なくなり，土壌

酸性化が見られるようになる．③下層 3層になると

表層からの植生の影響は少なくなり，塩基性成分の

溶脱により酸性化が顕著にみられる地点が現れる．

圏内で名木No.2の根上松地点、の 3層ではpHが4

と酸性度が明確 図2, 3, 4に層ごとの土壌pH値

を示した．

管理する側からは土壌改良の必要性はわかって

いても，経費の限界からなかなか充分な対応ができ

ないようである．

一般に，土が硬くなり酸性化すると芝などの植生

は生育不良となり，土壌の劣化改良対策が必要とな

る．なお圏内の松が生える下地の苔地もきれいで，

この保守にはカラスによるミミズ探しの掘り返し

を避けるため，ナイロン製の網が張られている．

5. 芝地の改良

①JRA字都宮研究所芝試験圃場での芝地改良

日本中央競馬会（JRA）宇都宮研究所芝試験園場

では芝種の選択，管理方法の改良他，各種の試験が

実施されている．ここで筆者らは芝に対する天然貝

化石肥料の施用量決定試験を実施した

図 3 2層の pH

図4 3層の pH

0: pH 3. 

施用芝の生育やコアを採取，土壌（砂壌土）を根

から洗い落とし，根マットの状況などを比較観察し

た．その結果， m2当たり 250～300g程度の施用が

適当と考えた（表 l，図 5).

②岩手県盛岡競馬場での芝地改良

馬場の土壌が不良だと競走馬が事故によりケガ

をすることがあるとされる．馬の安全を考え，馬

主 ・コース管理者などは配慮、が必要とされている．

コース内の芝地植生土壌改良に際して，天然員化石

肥料を改良資材として供用した．その結果，馬が

走ったあとの爪足跡，土の深さで比較したところ施

用により深い足跡は減少し明らかに 20%改良され

た（図 6，表 2).

③芝の生育がどの程度施肥の改良でよくなるか

新潟競馬場において芝地に貝化石肥料を施すこ
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表 l 芝地に対する貝化石肥料施用試験結果

区名 草丈（平均 cm) 乾物重（kg/!Oa)

（貝化石施用量kg/!Oa)

対照区

A区（200)

B区（500)

C区（1000)

D区（堆肥使用）

対銀区銀マット 「
一 一ー】ーーー－－，

革主屯ふu 』 d

対照区

図5 根マッ ト

図 6 盛岡競馬場にて土壌改良作業

とにより根マットの伸長状況を比較観察した．その

結果，対照区に比べて天然貝化石肥料 m2当たり

250～300g施用の効果が見られた（表 3).

8/2 8/20 10/3 12/5 

5.2 39 60 7 

5.9 58 105 8 

5.8 56 155 9 

6.0 45 125 7 

5.5 31 62 6 

Bl&.llマット

m2当たり員化石 500g施用区

表2 貝化石肥料施用による馬蹄穴数変化

深い穴の数

対照区 100 

貝化石区 80 

競馬場コース芝地

（新潟競馬場2005年）

表 3 貝化石施用による芝地土壌改良（例）

試験区 処理 塩基飽和度

（施用量／ダm2) （%） 

C （対照）区 。 136 

l区 100 158 

2区 300 229 

3区 500 124 

4区 1000 214 

競馬場コース芝地

盛岡競馬場（2005年）．

6.グランドや運動場の芝地化（例 ：鳥取方式）

日本サッカー協会の川淵三郎氏を代表とする．芝

地化運動関係者の努力により，ケガ防止や緑環境の
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j鳥取方式の骨格j

芝の播種と育苗（鉢，マット）

理望彰
~v '1 vY '1 yvvv vy .Y y~V vv.y ,1, 

V V v  Yy  Yy  Vv  Vy  VY  
vYvVvVvVyVyVV  

vvvvvvvvv  Vνv  V 
vVyVyVyVyYyVV  

V V v  Vy  Vv  Vy  Vy  vv  
.v~V vv~v .,y~v .,y~v .,y~v vv vvv".t 

校・Ill庭表土に，田植えのように箱育苗の芝苗を移植，養生，マット化を図る

図 7 鳥取方式の骨格

維持，植生への理解，啓蒙などが着実に現場で進行

している．特に幼稚園，保育園などにおけるグラン

ドの芝地化は，幼い時から緑化体験作業を通して

色々な分野の方々の協力を得て自分たちが成長す

るのだとしづ体験的な教育効果が大きい．現場で行

われている作業の内容は，イネの箱苗を育てるよう

に，芝の種子播種，育苗，苗分け，耕起したグラウ

ンド ・運動場への田植えのように方眼的に芝苗を植

える，水やり，大きくなったら芝刈り，施肥などで

ある．

この鳥取方式は鳥取大学農学部の中野先生らに

より提案，普及した．芝の防除には化学薬剤を極力

回避する方式のーっとして竹酢液や木酢液の希釈

液撒布も実施されている．この濃い液は，モグラの

忌避にもなる（図 7).

7.松枯れ抑制対策の実践例と効果

松枯れは直接的な原因はマツノマダラカミキリ

と共生する線虫であるとされ，被害木の伐採や薬散

防除が実施されている．筆者らは人間にみられる体

が健康でないと病気になりやすい事実の反面教師

として，松が植栽される土壌の健康維持に留意を払

い，地域の環境保全に配慮し予防することの大切さ

を啓蒙してきた．ちなみに現場の改良対策と効果を

述べる．

( 1）土壌改良資材を撒布する方法

2015年 5月の全国植樹祭が小松市で開催された

のを機に，地域で進行する松枯れ対策技術を現場の

実証から確立しようと考えた．市農林課の協力を受

け，やすらぎ海岸松林・樹齢 4～5年， Ihaの中で

20×50m, I区 100m2の区画を 10設け，上から地域

産土壌改良資材等の撒布をし，効果を比較検討した．

丸3年経過した 2018年 3月の状況は図 8のとおり

で，染色汚泥焼成材＋瓦粉末（GB）等のrrf当たり

100～200 g施用の効果が観察された．供試GBの保

水性，通気性が機能しているとみられた．ちなみに

作業上，表面施用では労力コストが下げられる．

(2）苗植栽時に土壌改良資材を植え穴に施用する

方法

2年生クロマツ苗を植栽する際に，植え穴に土壌

改良資材を土と混ぜて施し，定植する方法を比較し

た．丸4年経過した 2018年 3月の状況を比較する

と苗当たり，染色汚泥焼成材＋瓦粉末（GB)I～2kg 

を施用すると相対的に効果が観察されることがわ

かった（図的．この資材は地域産資材なので，輸送

コストや信頼性が高い．

なお，この試験には小松精練（株）奥谷晃宏，竹

中産業（株）飯村宏ら各位の協力を頂いた．

参考緑化の基礎知識

I. 土とは，空気圏，水固と岩石圏が複合し，かみ

合っているところを指す．岩石の表面が風化して厚

さ1cmの土壌ができるのに通常400～600年かかる．

2. 土の色（顔）

腐植，有機物を多く含むと黒褐色を呈する．鉄分

が酸化すると茶色を呈する．酸素不足や地下水位が

高くなると還元が進み，灰白色，青色となる．

3.植物の根が伸長しやすい土壌に求められる性質

は，通気性・透水性が良好で、団粒構造（粟おこし状）

を持つこと．空隙率（畑では） 50～60%，暗黒褐色

（腐植が多い）， pH 6～6.5，多様な微生物が存在す

ること．これらにより，一般的に土壌コロイドが多

いと布団のように緩衝能の大きい土壌を形成する．

4. 一般に堆肥（有機質肥料）などを土壌に施すと

土の緩衝力（物理的，化学的，生物的ストレス対応

性）が高まり，植物が根圏から養分を吸収する環境

が改善され生育がよくなる．酸性の土壌に堆肥を施

すと，土壌pHは中性側へ移行する．

5.植物の生長に必要な 16の元素は， C,H, 0, N, 

P, K, S, Ca, Mg, Fe, Mn, Mo, Cu, Zn, B, Cl. 

6. 地球上の陸地約 10%に相当する部分を我々人聞

は農地，居住地として利用し生活している．
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①対照区 ②GB中粒区 ③GB大粒区

④GB多量中粒区 ⑤GB多量大粒区 ⑥AH区

⑦腐食（CS）区 ⑧総合（GB+AH+CS）区 ⑨炭（明和工業（株）提供）区

⑩消石灰区 ③・④区生育良し松枯れなし

図8 小松市やすらぎ海岸における松枯れ抑制に関わる肥培資材検討試験
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No目1対照区 No目2GB 0. 5kg区 No目3GB 1. 0kg区

No.4 GB 2. 0kg区 No. 5木炭細粒区 No.6木炭粗粒区

図 9 根上海岸林における松枯れ抑制に関する肥培資材検討試験

本稿は，2018年 4月 17日に朴沢学園仙台大学（宮

城県柴田郡）で長谷川が講演した内容に加筆したも

のである．
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