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新緑化素材rマット植物」

柴田忠裕＊

〔キーワード〕1緑化植物，マット植物，生産技

術，屋上緑化，法面緑化

1．はじめに

　都市の環境保全に関する話題が連目マスコミで

報道されるようになってきている．東京をはじめ

とする大都市では，都市機能の一極集中化が進み，

ビルが林立し道路は舗装され，乾燥した環境が構

築されている．それに伴い緑地面積は減少し，東

京都区部の緑被率は約22％と低下している（図1，

東京都環境局2000）．その結果，ヒートアイラン

ド現象等の社会的な問題が発生していることは，

都心部における熱帯夜数の急増（図2，東京都環境

局2006）にも見て取ることができる．このため，

東京都をはじめ，いくつかの自治体では都市緑化

が推進され，一部では義務化もされている．しか

し，都市における緑化可能なスペースは限られて

おり，ビルの屋上，ベランダ，壁面等，わずかな

場所しか残されていない．それらの多くは植栽を

想定した構造になっておらず，積載荷重に制限が

ある場合が多い（表1）．マット植物は積載荷重制

限が厳しい場面で，とくに威力を発揮する．

　そこで，都市環境の改善に有効な都市緑化に的

を絞り，多面的な機能を有し，さまざまな場面に

対応できる新緑化素材rマット植物」を取り上げ，

開発の経緯や育成方法，植栽工法，生産状況につ
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いて総括的に解説する．

2．マット植物の歴史

　近年の屋上緑化は積載荷重の制限から薄層化の

傾向が顕著であり，植栽植物の薄層化に関する研

究がいくつか報告されている．36．5cm×55．5cm×

4cm規格の野草マット（日下部ら2000〉，ササ等

の根茎が密生した山野の表土を薄くはぎ取り緑化

材料として用いる表土マット（梁川ら2003〉，セ

ンチピードグラスの法面緑化用ロールマット（前

田2001），ジャノヒゲ（和田1994），ヘデラや

セダム（嶋野・仲山1996），ヒメイワダレソウ（宇

田2000），シバ（青木ら1996）のマット植物が

開発されている．しかし，その規格はさまざまで，

厚さは3～6cfn，1辺が20，25，30，50，100cmの

正方形のものから，25×50cm，30×60cm等，長方

形のものもある．ロールマットは，生産方式で基

本サイズは異なるが，概ね幅2m，長さ5m程度の

ものが多く，施工場面において必要なサイズに切

断され使われる（写真1）．さらに，人工的な資材

と組み合わせたもの，たとえば，化学繊維系の資

材や綿状に成型されたプラスチック素材を芯に使

い，培地の保持を図ったもの（青木ら1996），

ジュート繊維に植物を張り付けたマルチング兼用

のもの（嶋野・仲山1996）等多岐にわたっている。
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図1東京都区部の緑被率の推移
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図2　東京の熱帯夜数（5年移動平均）
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表1建物の積載荷重（単位はニュートン／m2（1kg＝9，807Nで換算））

緑化場所
床の構造計算
をする場合

梁，柱，基礎の構造
計算をする場合

地震力を計算
　する場合

1。住宅の居室，等
2．事務所
3．教室、

4．百貨店，店舗等
5．劇場，映画館，集会場（固定席）

6．　　〃　　　　　（その他）
7．車庫，通路
8．廊下，玄関，階段

9。屋上広場，バルコニー

1，800

2，900

2，300

2，900

2，900

3，500

5，400

1，300

1，800

2，100

2，400

2，600

3，200

3，900

600
800

1，100’

1，300

1，600

2，100

2，000

3～5の室に連絡する廊下等は5のその他に準じる．
1に準じる．学校，百貨店は4に準じる。

　　　　　　建築基準法施行令第85条抜粋．

現時点では30cmの倍数のものの生産が多いが，こ

れは旧建築基準の尺貫法に由来した需要があるた

めと思われる．しかし，建築基準はメートル法に

統一され，m2当たりの単価や数量が基本であるた

め，マット植物もメートル法による規格化を推進

するべき段階にあると思われる。ただし，一部で

流通し始めた50cm四方や1m四方のマットは，

メートル法に準拠するものの，運搬性，作業性の

点で扱いにくい傾向が見られる．そこで，運搬性，

作業性を考慮し，25cm四方のものをマット植物と

して開発した．

3．マット植物の特徴

　都市緑化に最適なマット植物のメリットについ

ては，すでに報告がある（柴田2006）．その特徴

をまとめると，以下の通りである．

　①一辺が25cm四方のマット植物は，縦横4枚ず

つ，計16枚敷き詰めると！m2になり．数量計算が’

簡単明瞭である．しかも，1マット当たり2～3kg

（32～48kg／m2）と軽量なため，荷重制限下にある

屋上やベランダ等の緑化に威力を発揮する（写真2，

、欝縷繋難鰹

写真1　ヒメイワダレソウのロールマット

写真3），

　②施工性が高く，片手で運搬や張り付けができ

るため，工期の短縮が可能である（写真4）．

　③多くの植物がマット化できるため，マット植

物の組み合わせ如何で装飾性に優れる演出も可能

である．また，ナイフ等でさまざまな形に成形で

きるため，曲線部分からなる縁取りも容易である．

　④張り付け＝緑化完成となるので，完成時点で

景観を重視する緑化や短期間のイベント，テーマ

写真2　育成トレイとマット（ツルマサキ）

写真3丁工務店東京本社屋上
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写真4　施工性に富む（ハイネズ）

パーク等の修景に最適である（写真5）．

　⑤マット植物は面的に張りつけるため，傾斜面

における土砂の流失が防止できる．また，防草シー

ト等との組み合わせにより，雑草の発生を抑制し

つつ法面を緑化することが可能である（写真6）．

　⑥底面積が広いため，強風が吹く屋上でも倒伏

しにくく，活着が優れる．

　⑦基本的に，プラスチック製の育成容器から抜

き出して出荷するため，施工現場におけるゴミの

発生が軽減される．

4．マット化可能植物の検討
（1）マット化検定法

　マット植物を出荷する場合，流通・施工面でラ

フに扱っても損傷しない程度の強度が求められる，

マット化程度を判定する指標として，これまで
マット化指数（平田・山口1996）「，すなわち一定

写真5　愛・地球博ガス館屋上

写真6防草シートとヒイワダレソウマットの
　　　組み合わせによる法面緑化

容積内に存在する根数で判定する方法が提唱され

ていたが，植物によっては根を水洗選別する作業

が困難であるため，それに代わるより簡便なマッ

ト化検定法を検討し，マット植物のたわみ度を測

定し指標とする「たわみ度検定法」を開発した，

　測定方法は，マット植物に十分灌水後放置し，

少なくとも重力水を排除した後に，．水平な台の端

にマット植物の1辺の1／2を突き出すように設置

し，外に突き出た根域が弛んで垂れ下がる最下部

と台表面の延長線との距離の差を測定し，単位を

cmで表す．ただし，測定時の土壌水分によって測

定値が変化するため，測定を灌水後24時間とする

ことが適切と思われる。実際の出荷適期の判断基

準値は，片手で張り付けられ，中折れしない程度

の強度を持つ，5cm以下と判断された（写真7）．

（2）マット化可能植物の検索
　屋上緑化やガーデニング用植物の二一ズが多様

写真7　たわみ度検定法

l
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化し，生産サイドでは対応に追われる場面も見受

けられる．マット植物も同様であり，変化に富ん

だ緑化のためにはバリエーションの拡大が不可欠

である．そこで，宿根草やコニファ7，低木等180

種を供試し，マット化の可能性を検索した・基本

的な栽培方法は，マット植物育成トレイ（内径

25cm四方，深さ4cmの栽培用桝が2つ連結したプ

ラスチック製の容器）を用い，そこに赤土・：無調

整ピートモス：パーライトを2：1：1の割合で混

合し，基肥として被覆燐硝安加里肥料（10－18－15）

4g／培地Lを施した培地を充填し，植物に応じてさ

まざまな方法で育成した苗を1マット当たり5×5

株の密度で定植した．なお，多様な植物を扱うた

め，繁殖，定植，育成環境等は，植物ごとに最適

な時期，方法によった．地上部の被覆率が80％以

上になった時点で，順次たわみ度検定を実施した．

その結果，たわみ度の基準値をクリアーした植物

は，草本植物95種類および木本植物74種類であっ

た（表答写真8）、

5．マット植物の栽培法
（1）生産施設

1）生産場所

　基本的にマット植物は，土地利用型の植物であ

り，ある程度広い土地が必要となる．また，薄層

で栽培するため，排水不良地では根張りが悪く生

育も劣る．停滞水を排除し，排水を促すため，勾

配（傾斜圃場等）をつけたり，採石等を厚く敷き

詰め，降雨，灌水が速やかに地下浸透するような

対策が望ましい。

2）施　設

　繁殖等は施設内で行うが，その後は露地で管理

する方がマット化しやすい．繁殖や定植後の養生

は，ガラス室やビニールハウス等の施設を利用す

る．親株の維持や定植後の活着促進，早期の出荷

のために，加温設備はある方が望ましい．さらに，

秋から冬にかけて効率よく生産するために，温床

線等のベンチヒートが必要である．たとえば，ハ

表2、たわみ度検定によるマット化可能な植物および困難な植物

　　　　　　　　たわみス　　　植物名　　　　　　　　　（cm）
草本類

パoo偲5‘Masamune，　　　　　　　　　　　4．7

刃創ρ8四f加3∂伽8側5　　　　　　　2．7

月卿照伽α励θη5　　　　　　　　3，2

月溜願仰勧5　　　　　　　　　32
肋θ燃励θ躍ρo凹脚5‘SenmchiKobo’　2．7

月r’θ盟な1カρ吻σ即5‘〉ariegata’　　　　　　　　　2．9

ωρ碗〃皿8朋肥パCerasifor皿e’　　　2．8
Gαθx忽〃σooゐめ凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2．7

σ飢θκmorro琴而i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．2

G灘θκ加o朗o臨プExpallida’　　　　　　　　　　　2．6

G即研‘BuchanamiP　　　　　　　　3．2
σ枷8κ‘G［auca，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．7

σ力伊5β励θ切柵却oηθη5θ　　　　　2．4

ω那a励θ皿α皿ρ80痂α皿　　　　　　2．3

α㎞oρo‘加皿刀曜‘8　　　　　　　3．5

0ヌ励opo80〃oπ盟ω5　　　　　　　2．7

σ塑θ側3ro脚4〃3　　　　　　　　22
0抱η広わμ5　‘Llon　Rock’　　　　　　　　　　　　　　　1．8

07カη酌μ5dθだo照θ5　　　　　　　　　　　　　　　　 3，2

ρ励伽伽脚θ刀5　　　　　　　　2．6
茄θ皿ocゐ加o勲加o他3　　　　　　　　L1

石晦θ眉o盈即廟誼加μ3　　　　　　L5
石冠8θれo〃切θoめ3a　　　　　　　　　　　　32

β卿～o加初ooθ蜘伽ロゴB亘ue’　　　　2．1
βいo！剛魚5ρμ05猷5‘American　Blue’　　　　　　2．9

βθ5’ひ偲8加08　　　　　　　　　　　　4，6

0aα躍左“4物θ加飢ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　3．3

σ8躍吻吻θη5var．αη泌凹　　　　　　　3，6

昂θ龍方ぴ3μ初た8〃σひ加　　　　　　　　　　　　　　　　 3．6

昂励脅郷μ加ρθ酬躍‘Siiver’　　　　2．6
昂θ”αoσ霞魚5‘Sしel！a　de　Oro’　　　　　　　　　　　　2．6

μ05如SPP．　　　　　　　　　　L6
瀕oμαθ7η血ooAぬ’a‘Chameleon貸　　　　　　　　4・0

左なご㏄ごOfα用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．2

κ臨皿θ吻メo皿θ刀8‘V面egata，　　　　　　　　　　　2．3

㎞血皿皿8σ虚a‘“加　　　　　　　　　　　　　　　　　 4．4

佃㎎η4μ毎dθρ‘8’∂　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．2　、

乙θ〃σ劒苗θ酬切x5塑θ吻切　　　　　3、4
加4θm勉螺o幅わ猷β幽‘B【ue’　　　　　　　　　　　　2．5

乙加4θ㎜角忍o鉱b猷η吻‘円ロk，　　　　　　　　　　　2．4

ム肋Pθρ勉卯ゐ幽ヤ肛iegata’　　　　2．9
Lobe猷aρロわ㎝ね‘B』ueSt肛’　　　　　　　　　　2．9

ムoわ伽ρμわ㎝な‘WhiteSα’　　　　2、9
乙照加召σみ拓oo〃厨θ5‘1恥Aβ5Lyssii，　　　　　　　　　4．3

乙　5ノ切aα澄血η猷皿皿“掬“カ‘Aurea’　　　　　　　　　　　2．3

　　植物名
乙躍加柵劒o砂5

編θ刀伽X岬σ伽‘Varlegata’

温θη伽Xρ加θ吻‘Citrata’

ル鎗刀～カ8ρμぬ8プ猷加

温θη’力丑3〃a7ε0拍η5

源θη伽5〃∂Fεo加5’Var［egata’

翻硲08パ8A四θη’8σμ加

瀕即θ緬x伽55θ副
湖短fθ励θ仰力A即θη5

0θπo伽盟岬θoめ58

0励10ρo函o〃帥曜ガVittatus’

0メ功’oρo摩o〃凋po’7毎π3

0Pゐ’oρo函oη即o〃伽3‘Tam鰐u’

α綱醐凹忽舵
0κ8互5飢必畝8頗

0溜加加麗剛矩丹謡5

0κ8加ごθ舵殉物‘IronCross’

月θ朋血θ’α盟3θ蝕σθ猷別

βθ削o醐商o∂p畑’8

侮’μη’∂5σε伽必‘LlghしBlueMini’

価わκ5ひ加嬬ガMcDaniels　Cushion’

勘卿偲ρθ50θ万5

励嘱8刀o盈物凹‘S－Leaド

月oケ即肥盟〃彦oz砂寿留〃皿

月o～θ〃醒惣刀θ〃朋8〃〃臼偲

泥μ幽θcた向甜ゆ協‘SpeciosaP

5副㎞8召5’oAoπ絶畑

50厨θμ0加‘aemula，

5θぬ皿4僻
飴4〃〃78伽必℃oralGarpet’

釦dα伍伽θ脚‘Va酉egata，

5θdα所加aκ劫0’

5θ4μ加佃8え加01‘Aurea，

5θ4α皿皿θκ血劒α皿

5θ4α皿oノァz泌加〃

5θ4α“fθ忍θ畑”

5θ4α皿3砿皿θ加o甜皿

5㎝θoわσ加㎝獄拍

3㈲o㈱加切5θoα〃幽如配‘Variegata’

5撫‘Ange田air’

丑廊瞬むゐ舵a

丑物加皿加σ餌肥‘㎜

丑所D加皿’epe器var．厩画σa肥

丁α泌咽蘭吻伽θ3

幽油θ伽θ0π飢短η訂5

晦油θ側4励

た瀦’
　　　植物名

■θ必θη3rθπθ用

■αoη尼80m∂’8

Zoザ3躍澱ρoβ加

，4躯典擢姥廻勿＿＿＿＿
木本類
ノ4ウ飢翔

肋θ舳‘Cont1Conβettド

ノ始θ加‘Edward　Goucher’

／1〃oμδ8遣”o泌8var．Zoη8施舳

8θめθ溶’加肋θ冗8ガ

βθ溜55θ即θゴγ加η5

σ協o砿P8眈ゐo’〇四8

σ鋤b猷P∂裁ρoρ加8め加σc召

α8麗θσ脚裾廊伽ガFlll距raAurea’

動8冊どθσ甥8湾ρな絶鴬a‘GoldeロMop，

Gり8ρ，8θσ塑8ノ応ρ右絶A母‘P且u皿osa　Co皿pressa，

働皿卿∂θo塑8痴ρな1澹A冴‘Variegat巳Compacta，

6カ8冊8θσ甥猷血酌γo’ヒぬ5‘EricOldes，

㎝o翻實θ盟飽‘Sundance’

Ooごoηθa5‘θr4㎝皿θガ

Oo～oηθ雄θr典μo卿み蜴μ5

00どo刀θθ3fθr38〃o茨）石μ5‘Autumn　Fire，

ρ∂ρみηθ0面m

ρθ〃‘癩即忍σ伽

βσoπ四μ5／bπαηθ『‘Bbndy，

Eμoηγ皿μ3必πα〃θヂEmeraEd　Gaieしゾ

E〃o刀γ盟μ3ノわπど〃θゴ‘Emerald　Gdd’

動o昭皿器め蜘庸‘Harlequin’

月0広3y’ゐ盈曜万凶55肋8　var．左0『θ8〃a

磁ハ伽1舶〃罰5広ガRadlcans’
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　　　　　　　　　　　　写真8　主な植物のマット化した状態
左上から順にアオスゲ，ダイアンサス‘ライオンロッグ，ヘメロカリス‘ステラデオゴ，ノシバ，アメリカハイビャクシン‘ウイ
ルトニー7，ニオイヒバ‘ラインゴールド’，ツゲ，サワラ‘フィリフェラオーレア’．

イネズを10月に挿し木する場合，ベンチヒートが

有ると，11月に発根を始め12～1月には定植可能

となるが，無い場合は，2～3月になって発根し始

めるため，定植は5～6月になる，この定植時期の

違いは成品として完成する時期に大きく関係し，1

月定植の場合，秋には出荷が可能となるが，6月定

植の場合，さらに1年養成する必要がある．ベン

チヒートの温度は，20～22℃が適温である．

（2）灌水設備

1）水利

　トレイを広げて栽培するため，かなりの栽培面

積を必要とし，灌水間隔も短いため，ある程度の

水量を必要とする．したがって，良好な水利条件

が必要である．

2）灌水機器

　栽培場所が面積的に広いため，広範囲に均一に

散水する必要がある．以下の灌水方法を参考に，

水量や水質，経費等を考慮し選択する．

①スプリンクラー
　水質の影響を受けにくく故障が少ないものの，

据え付け密度や水圧等によって灌水量が変化する．

また，灌水むらを生じやすく，配管やノズルヘッ

ド等初期投資がかさむ．さらに，ある程度の水圧

が必要であり，そのためのポンプも必要である．

②微細な孔が開’いた散水チューブ
　配管や設置が簡易で，しかも安価であり，比較

的低圧でも散水できるため，ポンプも小型で済む

が，水質が悪いと短期間で孔の目詰まりを起こし

やすい．また，水滴が小さいため風の影響を受け

やすく，灌水むらを生じやすい．さらに，地上部

が繁茂するとトレイの中に水が入りにくくなる，

③シャワータイプ
　半球形のヘッドに孔が多数開いており，自然の

降雨のように灌水するタイプで，据え付け密度や

水圧等で灌水量が若干変化するものの，水質の影

響を受けにくく，目詰まりを起こしにくい．また，

比較的灌水むらが小さく，地上部が繁茂しても中

に水が入りやすい．初期投資額は，前記①と②の

中間程度である．

（3）栽培容器

　30×60×3cm規格の水稲育苗トレイでも栽培可

能であるが，尺貫法に準拠した規格であり，将来

性を考慮すると望ましいとは言えない．また，底

が網状になっており，根が貫通してマット化しに

くいため，あらかじめ防根シート等を敷設するか，

トレイを浮かし，根が伸びないようにすることが

必要である．さらに，水稲育苗トレイの場合，1m2

当たり全面的に敷き詰めると5．56マット必要とな

るが，整数でないため数量や費用の把握が不便で

ある．一方，マット植物育成トレイ（25×25×4cm

2連）の場合は，1m2当たり16マットとなり，計

算上も都合がよい．さらに，25cm四方のマットは，

片手でも扱うことができるが，30×60cm規格の

マットは，両手でないと扱いにくいデメリットが

ある．今後はメートル法に準拠したマット植物育

成トレイの利用を薦める．

l
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（4）培養土

　基本的に，軽量，安価であり，普遍的で入手が

容易なものなら何でも構わない．生産者の多くは，

すでに他の植物生産用の培養土をそのまま流用し

ているケースが多い．参考までに，関東近辺で最

も入手しやすい赤土をベースとした千葉農総研オ

リジナル培養土の組成は次のとおりである．あら

かじめクラッシャーやロータリーをかけて径3～

6mm程度に砕いた赤土を用い，赤土50％，粉状の

パーライト25％，無調整のピートモス25％，それ

に基肥として緩効性の化成肥料を混入する．ピー

トモスはあらかじめよくほぐし，適度な水分を与

えたものを使う．緩効性の化成肥料は，栽培期間

によって種類を選択する．すなわち，生育が早く

苗定植後6カ月程度で出荷可能な植物は，肥効期

間180目タイプの被覆肥料を4g／L，1年程度を要

する木本性植物は，180日タイプを2gと360目タ

イプを6～8g／L組み合わせる．あるいは，ク溶性

タイプの肥料を適宜混入する．なお，トレイ内に

直接挿し木する場合もこの培養土を用いるが，ーセ

ル成型苗等を植え付ける場合，さらに10％程度堆

肥を混入すると，マット化までの期間短縮が可能

である．

（5）施肥

　基本的に，基肥として培養土に混入した緩効性

あるいはク溶性肥料の肥効によるが，生育や葉色

等の品質を高めるために，最も生育旺盛な時期で

ある6～7月や，新芽が出る直前の2～3月の追肥

効果は高い．追肥に用いる肥料は，速効性の化成

肥料や油粕等の有機質肥料とし，追肥量は化成肥

料なら40～60g／m2（4～7．5g／トレイ）程度とする．

灌水を兼ねて，液体肥料を施用する方法も簡便で

写真9挿し木・定植位置マーカー

ある．

（6）繁殖・育苗技術

　植物の生育特性を十分勘案し，繁殖・育苗時期

を決める必要がある．挿し木による繁殖は，秋～

冬にかけて行う方が効率的であり，経営的な面か

ら考慮すると，年1作の栽培体系が望ましい。

1）挿し木
　秋～冬に挿し木し，春までに発根させるために

は，発根部位の加温が必要である．すなわち，温

床線等を張り，発根部位を発根適温の20～22℃程

度に温める。無加温では，気温が上昇する春になっ

てようやく発根し始めるため，定植は速くても梅

雨期となる．50～60％程度の遮光を施した温室や

パイプハウス内のベンチやベッドに温床線を張り，

その上に挿し木した育苗箱等を置く．ベンチ下や

地中に熱が逃げないように，あらかじめ発泡スチ

ロール板等を敷き詰め，断熱を図る．その上に砂

や礫を敷いて温床線を張り，さらに温床線をサン

ドイッチするように砂や礫で覆い，防根シート等

で被覆する．

①直挿し
　トレイに培養土を満たし，直接そこに挿し木す

る方法である，この方法は，移植手間が省ける反

面，トレイの占有面積を広く必要とするため，繁

殖施設の面積が限られている場合は効率が悪い．

また，この方法は，発根の容易な植物に限られる。

この方法に適応する植物としては，ヒメイワダレ

ソウ，イワダレソウ，セダム類，リシマキア，ヒ

メツルソバ，ミント類，ミューレンベッキア（ワ

イヤープランツ）等発根が容易で，その後の生育

が旺盛なものに限られる．なお，欠株が生じるこ

ともあるため，セル成型トレイ等で補植用の株を

作っておくと安心である．挿し木密度は，植物の

生長程度，繁殖時期や出荷時期等に関係するが，

25cm四方に5×5の25本，あるいは4×4の16本

程度が標準的である．挿し木・定植位置マーカー

を使うと揃いが良くなる（写真9）．

②箱挿し
　基本的な繁殖方法である．育苗箱等に培養土を

満たし，適宜挿し木する．そして，発根後マット

植物育成トレイに定植する．移植時に断根される

ため，定植後の根張りが良いが，直挿しに比ベー

工程手問がかかる．25cm四方のトレイに4×4の

嚢
議
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写真10植え付け密度による仕上がり状況
　　（左から9、16、25株／25cm四方）

16株が標準的であるが，苗のサイズ，植物の種類，

時期等によって定植株数を調整する（写真10）．

③セル成型トレイ挿し
　セル成型トレイに挿し木し，発根苗を作る方法

である．市販のセル成型トレイは，72，128，220

穴等いくつかの規格があるが，植物のサイズ等に

合わせ取捨選択する，根を傷めることなく定植で

き，作業性も高いため，マット植物育成にとって

最適な繁殖方法である（写真11）．また，揃った

苗を選ぶことができるため，バラツキが抑制でき

る．定植の遅れ等により，セル内に根が充満した

苗は，セルの底部を切除してから植え付ける．定

植密度は②箱挿しを参照。

2）株分け
　株分けは，挿し木が困難な植物や分げつにより

増殖する植物，たとえばジャノヒゲやヤブラン，

スゲ類等の繁殖に用いる．親株を数分割し，長い

根は切りつめる。たとえば，ジャノヒゲなら最低

2～3芽以上をっけ，根は2～3cm程度に切りつめ

る．定植密度は②箱挿しを参照．

3）実生

　実生は，挿し木，株分け等の栄養繁殖が困難な

植物や，栄養繁殖より大量の苗がより簡単にでき

る植物，たとえば，ダイカンドラ，セイヨウシバ，

ヒメツルソバ，アヤメ類，スゲ等の繁殖に用いる．

セイヨウシバ等，発芽が容易で安定している植物

は，マット植物育成トレイに直播可能である．発

芽まで長期を要する木本植物や発芽が不安定な植

物は，箱播きし，発芽苗を定植する．

4）葡詞茎ばらまき法
　葡旬茎ばらまき法は，茎が地面を這い広がり，

写真11セル成型苗の定植

接地部分から発根しやすいヒメイワダレソウや発

根が容易なミューレンベッキア，メキシコマンネ

ングサ等のセダム類の繁殖に用いる．トレイに培

養土を8割程度充填し，たとえばヒメイワダレソ

ウの場合，その上に数節に切り分けた茎を25cm四

方に20本程度ばら播く（写真12）．ばら播き本数

は，多いほど速くマット化する．ばら播き後，茎

が見え隠れするくらい覆土を行い，十分灌水し，

挿し木と同じ環境で管理する．メキシコマンネン

グサの場合は，培地を満たし，細断した茎葉をば

ら播く．覆土は，若二Fにとどめるか，行わない．

この場合，発根まで乾燥気味に管理する．

5）発根した葡旬茎利用法
　茎が地面を這い広がり，接地部分から発根しや

すい植物，たとえば，ヒメイワダレソウやポテン

ティラ・ベルナ，ビンカ，タイム等の繁殖に用い

る．地面を這い広がった茎を引きはがし，25cm四

方に切り取り，トレイに張り付けて軽く覆土する。

写真12　ヒメイワダレソウの葡旬茎ばらまき法

蝋
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この時，長い根は切りつめる．発根した茎を大量

に人工的に作り出す方法として，親株の周囲に防

根透水性シrトを張り，薄く培養土を敷き詰め，

自然に葡旬茎を伸長させる．その後，葡旬茎が発

根したら，引きはがし利用する、

6）飼旬茎伸長法

　タイムやヒメイワダレソウ等茎を伸ばし這い広

がる飼旬性植物の繁殖に用いる．トレイに培養土

を充填し，それを親株周辺に設置する（写真13）．

そこに茎が這い広がり根が下りたらトレイに沿っ

てナイフを入れ分離する．土地利用効率は劣るが，

繁殖・育苗にかかる労力が軽減でき，効率の良い

生産が可能である．親株からの茎の伸長を促すた

め，親株定植前に十分土壌改良を行い，施肥して

おく．

7）地下茎の伏せ込み法
　ササ類や宿根草の繁殖に用いる．ササ類の場合，

休眠中の株の地下茎を長さ20cm前後に切り分け，

25cm四方に10～15本を均一に伏せ込む．宿根草

の場合も同様に，休眠中の地下茎や塊根を伏せ込

む．ススキのようにボリュームのある植物の場合，

トレイ中央部に1株植え付ける．しかし，植物に

よって伏せ込む数量は異なるため，生長度合い等

を専門書で確認し，適宜判断する．

8）ポット苗定植法
　あらかじめポットで育苗された苗を定植する方

法で，販売残りのポット苗も再活用が可能である．

ポット苗は根鉢が厚いため，トレイに定植する場

合，底をカッターや鋏等を使って切断し根鉢を薄

くするか，底に十字の切れ込みを深く入れ，底を

写真14　ハサミによる根鉢の切断

開き広げて定植する（写真14）．15cmポットまで

は，この方法で定植可能であるが，それより大き

いポットは活着のリスクが高くなる。9cmポット

で育苗された苗は，25cm四方に1～5株程度定植

する．定植密度は，植物の生長度合いや出荷時期，

定植時期等で異なる．たとえば，生育旺盛なヒメ

イワダレノウは，春定植の場合，中央部分に1ポッ

ト定植したものでも，3～4カ月でマット化する．3

ポット定植すると，2～3カ月でマット化する．し

かし，秋に定植し，春までにマット化させたい場

合，最低5ポットは定植する必要がある．ある程

度の樹高を持つ植物をマット化するためには，

12～15cm程度のポットで育苗された株を用い，根

鉢の底を切断するか，十字に切れ込みを入れて定

、植する．いずれも，株が休眠している冬～初春に

行う方が失敗が少ない．

9）マット分割法

　25cm四方のマット植物を8分割，あるいは10

写真13　タイムの飼旬茎伸長法 写真15親株の分割
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写真16各種補助資材 写真17左から60，30，0％遮光（フッキソウ）

分割し，それをマット植物育成トレイに1～2個の

割合で定植する。1個の場合は中央に，2個の場合

は二の字状に設置する．厚みの調製が不要である

ため，より簡単に作ることができる（写真15）．

（7）マット化促進技術
1）補助資材利用技術
　地表面の被覆は優れるが根域の発達が緩慢な植

物，たとえばフッキソウやツタスミレ，オタフク

ナンテン等は，マット植物の強度を高めるため，

入手が容易で比較的安価なココヤシシート等の補

助資材の利用が効果的である．その他に，ジュー

トシートやプラスチック繊維を網状に成型した資

材，生分解性のシート等がある。トレイの底にこ

れらを敷き，その上に培養土を充填し植物を植え

込む（写真16）．

2）光環境調節技術
　薄層容器内は土量が限定され，保水量に限界が

あるため，夏期乾燥時に葉焼け等が発生しやすく，

商品性が低下する．また，耐陰性が高い反面，強

光下では葉焼けを起こしやすいフッキソウやジャ

ノヒゲ，ユキノシタ等は，遮光下で管理する必要

がある．とくに，斑入り種は葉焼けせず，葉色が

鮮やかで観賞性が向上するので好ましい．植物に

よって異なるが，概ね30％程度の遮光が効果的で

ある（写真17）．

3）排水改善技術

　トレイは薄く，体積に対する表面積の比率が大

きいため，降雨や灌水直後は停滞水が生じやすい．

梅雨等長雨が続く場合は，早く停滞水を排除しな

ければならない．とくに，トレイに直接挿し木し

たり，定植直後で植物体が小さい場合，根張りが

悪く生育も緩慢になる場合が多い．これは停滞水

による土中の酸欠が原因と考えられる．図3およ

び写真18はトレイを傾斜させるか，トレイの排水

用の穴から幅1cmの不織布の紐を垂らすことによ

り，トレイ内の排水が短時間に行われることを示

したものである．したがって，トレイを持ち上げ，

地表面と隔離したり，マット植物育成トレイに8

度程度（トレイの長辺側に高さ3cmの木材を挟む）

の傾斜をっけるか，吸水性が高い不織布を幅1cm，

長さ10～20cmに調製し，トレイ底部の排水用の穴

から垂らす等の対策を講じる．大量に生産する場

合，マット植物栽培場所自体に傾斜をつけたり，

採石等を敷き詰め，排水を促す．

（8）維持管理

　トレイで栽培中は，植物の生育状態を観察し，

灌水管理，施肥管理等を行う必要がある．灌水管

理は，植物体の大きさや季節によって異なるが，

概ね，6～8月は1～2日，9～11月は2～4目，12～

2月は7目，3～5月は2～3目間隔とする．長期間

降雨が続くような場合は，根腐れを起こしやすい

　　160
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図3　傾斜の有無，排水紐の
有無・長さによる含水比の推移
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写真18　トレイの傾斜および排水用紐の効果
　　（上段8度の傾斜，下段水平）

ため，灌水は控える．施肥管理としては，あらか

じめ緩効性肥料を混入した培養土の場合，生育旺

盛な時期に速効性の肥料を追肥する程度で構わな

いが，緩効性肥料が入っていない場合は，生育期

間中定期的に施肥する．速効性肥料の場合，月に

1～2回は施肥する。マット植物育成中は灌水量が

多く肥料の流亡が多いため，施肥管理に気を配る

必要がある．

　植物体の密度やボリュームは，商品性と密接に

関係するため，できるなら出荷まで1～2回程度刈

り込みを行う．刈り込みの高さは，植物によって

異なる。一例として，タイムやヒメイワダレソウ

等の葡飼性植物の場合は，2～3cm，メギやボック

スウッド等地上部が立ち上がる植物は，10cm前後

に刈り揃える．刃の長いハサミやヘッジトリマー

の利用が便利である（写真19）．放任して草丈が

高くなった植物の場合，低く刈り込むと再萌芽が

劣る場合もあるので注意する．

6．マット植物の利用上の評価

（1）被覆速度

　屋上緑化やガーデニングを想定し，張り付ける

だけのマット植物と，植え穴を掘り定植するポッ

ト植えの植物を，被覆程度の点から検討した．マッ

ト植物育成トレイおよび12cmポットで栽培され

たヒメイワダレソウを用い，マット植物は張り付

け，ポット苗は1ポットあるいは4ポットをまと

めて植え付けた結果，マット植物と4ポットを植

え込んだものは，1カ月後から急激に伸張し，ほぼ

同等の被覆を示したが，1ポットのみの植栽は被覆

面積が緩やかに増加した（図4，写真20）．

　マット植物1枚は，ほぽ12cmポット仕立て4

ポットと同程度の被覆面積が得られる．しかし，

マット植物は，作業的に張り付け・転圧のみであ

るのに対し，ポット植物は植え込み用の穴を開け

る必要があり，作業性の点でマット植物に有利性

があると思われた．

（2）活着の難易

　屋上緑化やガーデニング利用揚面を想定し，

マット植物の張り付けによる活着と，その後の生

育程度を検討するため，キンミズヒキ等草本植物

21種，メギ等木本植物13種を，千葉農総研の傾斜

角約10度の東面する法面に張り付け・転圧した。

張り付け直後から長期にわたり降雨が無かったた

め，1カ月間は週！回，散水チューブで20L／m2灌

水した、その結果，供試した34種すべてが活着し

た（写真21），カキドオシ等生育が旺盛で，被覆

率が約5カ月間で1．5倍以上になったものもあっ

たが，ジャノヒゲ‘タマリュウ’のように，ほと

んど増加しない植物も見られた．
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写真19ヘッジトリマーを用いた刈込み

5月1日　6月1日　7月1日　8月1目　9，月1目

　　　　　　　測定目・
図4植え付けたヒメイワダレソウのマット

　およびポットにおける被覆面積の推移
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写真20　1マット（手前）および
1ポット（奥）の被覆速度の比較

（3）耐倒伏性

　屋上緑化やガーデニング等で，植栽後活着まで

の期間に倒伏する場合が多い．とくに，薄層基盤

の場合，倒伏が懸念される．そこで，マット植物

育成トレイに1株定植し，完全に根が密生した樹

高40cmのカナダトウヒ‘コニカ’と径15cmのポ

リポットで栽培し，同樹高に合わせ切り揃えた

ポット植物を供試し，植栽時におけるポット栽培

植物とマット植物の倒伏耐性を検討した．千葉農

総研圃場にマット植物とポット栽培植物を張り付

けるか埋め込み，十分灌水転圧後，地面から30cm

の部分に長さ2mの紐を付けて斜め下に引っ張り，

樹木が倒伏する最大値をデジタルフォースゲージ

で測定した．その結果，張り付けたマット植物と，

埋め込んだポット植物の耐倒伏性は同程度で，さ

らにマット植物を埋め込むと強度が著しく高まっ

た（図5）．この結果は，露地圃場に定植し，ポッ

ト植物の根鉢も十分固定することが可能な条件で

写真21各種マット植物の活着状況

得られたものであるが，現在主流の薄層屋上緑化

の場合，根鉢を深く植えることが困難なため，両

者の耐倒伏性により大きな差が出ると思われる。

ポット植物の底面積（約167cm2）に比べ，底面積

が広いマット植物（625cm2）は，張り付けるだけ

で同程度の耐倒伏性が得られ，施工も容易である

ことから，今後の新しい緑化素材になり得るもの

と思われた．

7．一マット植物による
植栽工法と作業手順

　マット植物は土量が制限されているため，耐乾

燥性は劣る．したがって，屋上等に施工する場合，

マット植物に水分を供給する保水基盤を設け，灌

水設備も設置する．保水基盤としては，ウレタン，

不織布資材，発泡フェノール樹脂，発泡スチロー

ル製の保水基盤，ロジクウール等がある．設置の

手順は以下の通りである（写真22）．

　①レンガ等の見切り材でエッジを設置する．

　②遮水シートを水勾配に沿って下から上に敷設

する．遮水シートの接着は接着剤や熱による．

　③高低差をつける場合は，発泡スチロール製部

材で嵩上げする。

　④発泡スチロール製等の保水基盤を設置する．

保水基盤同士は勘合構造の接合部で連結する構造

になっているが，さらにコーキング材を充填し，

漏水を防止する．

　⑤毛細管現象により保水基盤に溜まった水分を

吸い上げ，マット植物に供給するため，発泡フェ

ノール樹脂ブロックを16個／m2はめ込む．

　⑥水勾配の高い部分に灌水用のチューブ（圧力

補正機能付点滴式灌水ホース等）を敷設する．緑

化面積が広い場合，途中にも敷設する．併せて，

　　　25

QbO20
δ

翼15
慧

冬10
駆
隆5

0
ポット埋め込み マット張り付けマット埋め込み

定植方法

図5　定植したポット苗およびマット植物の耐倒伏性
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　　　　　　　　　　　　　　　　　写真22
左上から順に植栽桝の縁取り，遮水シート・保水基盤の敷設，

　吊り上げ，完成，

灌水用制御器や電磁弁を設置し，季節ごとに灌水

時期や灌水量をコントロールする．

　⑦防根透水シートを接着剤を用い敷設する．

　⑧マット植物を張り付け，転圧する．

8．おわりに

屋上緑化施工手順

灌水チューブの設置，

　多くの特徴を持つマット植物も，生産が伴わな

ければメリットが発揮されない．マット植物の全

国的な生産組織としては，2004年に（社）目本植

木協会コンテナ部会の中に，マット植物栽培委員

会が組織化された．すでに万単位のマット植物を

生産している人も数人いるが，現段階ではマット

植物に興味を抱き，試作を開始した生産者が圧倒

的である。一方，2002年にはマット植物生産を志

す千葉県内の生産者22名により「いんばマット植

物研究会」が組織化され，タイム等のマット植物

を全国販売するまでに至った（写真23，図6）．

また，　rいんばマット植物研究会」では主要な植

物についての生産マニュアルを確立し，大量注文

への対応や計画生産も可能になった．会員は鉢

花・花壇苗生産者が主体であるが，2006年から植

木やグランドカバー生産者が加わり，大量の需要

に応える生産体制も整備された、現在，タイム等

をメインに生産している（表3）が，特別な植物の

注文生産にも応じる．出荷方法としては，小口の

場合，ダンボール箱に6～8マットを段積みし宅配

便等で出荷するが，大口の場合は，台車に段積み

しコンテナ車等で輸送する．

　rいんばマット植物研究会」で生産されたマッ

防根シートの敷設，輸送用台車ごとマット植物の

ト植物は，単なる緑化ではなく，アメニティ効果

を要求される病院等の屋上庭園，施工・撤去の容

易さが求められた愛・地球博ガスパビリオンの屋

上庭園，そして防草シートと組み合わせた河川法

面緑化等に採用された経緯がある．近年は大手ゼ

ネコンが携わる丸の内地区の再開発事業に多用さ

写真23　いんばマット植物研究会員の生産状況

塗
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表3　いんばマット研究会主要生産植物と生産数量

生産マット数

2003　　　　　2004　　　　　 2005

　　　　　調査年

2003年　　2004年　　2005年

図6　いんばマット植物研究会マット植物生産量の推移

タイム　　　　　　　　516
タマリュウ　　　　　　1，032

ツルマサキ　　　　　　224
ローズマリー　　　　　　86
ヒメイワダレソウ　　　　812

ビンカマジョール　　　　42

ビンカミノール　　　　　　40

ハクチョゥゲ　　　　　　14

シルバープリペット　　　16

ロニセラ　　　　　　　64
小計　　　　　　　2，330
迄＠但Q晶旦．、．　1澄35
合計　　　　　　4，681

3，447　　　　　　3，958

1，229　　　　　　1，052

　352　　　　418
　153　　1，044
　917　　　　665

　4　　　　375
　34　　　　171
　147　　　　275

　157　　　　252
　257　　　　49
6，697　　　　　　8，259

1盈1軽Z．　．至219§『．．．

7，864　　　　 13，364

写真24　研究会員の施工による東京青山の私邸屋上

れている。

　また，運搬方法・施工作業上の問題点を明らか

にするため，会員自ら屋上緑化等を施工し，施工

上の問題点を把握したり　（写真24），マット植物

のPRのため全国規模の展示会に出展したり（写真

25），ホームページ（http：／／www．geocitiesjp

／inbamatto／index．htm1）

　を開設したりして，マット植物の普及活動を積

極的に行っている．

　流通体制の整備，栽培技術の全国的な統一等の

問題は残されているが，需要に対応可能な数量を

確保するための体制が早急に確率され，簡便性を

活用した都市緑化が進展することを期待する．
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