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木質系チップを利用した緑化基盤材の配合検討
千 秋 由 里 1・ 大 内 公 安 1
摘要 ：堆肥化の進んでいない木質系チップを法面緑化工の緑化基盤材として使用すると，木質系チップの堆肥化過程にお
いて有害成分の発生や窒素飢餓等の植物の生育障害を引き起こす。このような生育障害を軽減させるような添加剤の検討
を行った。その結果，木質系チップに下水コンポストを添加することにより植物の生育障害は改善されたが，緑化基盤材
が堅くなるため植物の発芽数が少なかった。さらに，木質系チップに下水コンポストとゼオライトを添加することにより，
植物の発芽数が増え，生育状況も良好であった。また，木質系チップに下水コンポストと界面活性剤を添加することでも
同様に良好な結果が得られた。
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1.はじめに
1.はじめに
建設現場等で発生する伐根，伐採木や建設廃材等をチップ
化し，堆肥化せずに厚層基材吹付工法などの法面緑化工の植
物生育基盤材（以下，緑化基盤材と記す。
）として，使用する
場合，植物の生育障害が起きる。この原因としては，多量の

3.実験結果
3.実験結果
3.1 下水コンポスト
窒素飢餓を緩和するため，下水コンポストを木質系チップ
に添加し肥効成分の補給を行った。実験配合を表1に示す。
トールフェスクの1ヶ月目の発芽数を図1に示す。その結果，

易分解性有機物により，有機物分解菌が増殖し，窒素を消費

下水コンポストを10%以上添加すると急激にトールフェスク

してしまうため，植物は窒素飢餓を起こしてしまうことが考

の発芽数が減少する。これは，下水コンポストを添加するこ

えられる。また，有機物分解時にフェノール酸等の有害成分
が発生し，植物の生育に悪影響を及ぼす。そのため，木質系

表1 実験配合(V/V%)
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盤材として利用した時の植物の生育障害を軽減することを目
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的とし，窒素飢餓を緩和するような添加剤及び有害成分を吸
着するような添加剤の検討を行った結果について，
報告する。

図1 下水コンポストを添加したときの発芽数
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2.実験方法
2.実験方法

25

にて三分間撹拌後，水を添加し，更にホバートミキサーにて
三分間撹拌した。実験容器には，底に数カ所排水用の穴を開
けておき，撹拌した基盤材を入れ，圧密した。
各添加剤の植物の発芽や生育への影響を確認するために，
実験用緑化基盤材中の10cm×10cmの二画分について発芽数
と地上部の草丈を経時的に測定した。
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図2 下水コンポストを添加したときの草丈

図3 下水コンポストとゼオライトを添加したときの発芽数
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トールフェスクの3ヶ月目の生育状況を図2に示す。下水コ
ンポスト10%，5%では，ブランクと同程度の生長を示し，生
育障害が見られなかった。下水コンポスト30%では，さらに
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図4 下水コンポストとゼオライト15%を添加したときの草丈
(トールフェスク：3ヶ月目)

緑化基盤材が堅くなり，水を吸収できず枯れてしまった。
木質系チップに下水コンポストを添加することにより，肥

水コンポスト5%添加では，ブランクと同程度であった。下水

効成分が補給され，植物の生育不良は改善されたが，下水コ

コンポスト10%，5%の両配合ともゼオライトの添加量による

ンポストの添加量が多すぎると，発芽数が減り，水分の補給

差は見られなかった

が出来ず枯れてしまうという結果となった。

木質系チップに下水コンポスト10%とゼオライト15%，下
水コンポスト5%とゼオライト15%を添加した時のトールフ

3.2 下水コンポストとゼオライト

ェスクの生育状況を図4に示す。木質系チップに下水コンポ

木質系チップに下水コンポストを5%添加することで，発芽

スト10%とゼオライト15%を添加した配合は，ブランクと同

数，生育状況とも問題ないが，さらに下水コンポストを多く

程度の生長を示し，葉の色も良く生育良好であった。下水コ

添加することで，肥効成分の補給期間が長くなると考えられ

ンポスト5%とゼオライト15%添加した配合は，木質系チップ

た。緑化基盤材の空隙を増加し，粘土状となることを防ぐた

100%と同様な傾向を示し，先枯れ現象を起こし，生育障害

め下水コンポストを添加後，さらにゼオライトを添加し，実

が見られた。下水コンポスト5%単独では生育障害が見られず，

験を行った。下水コンポストの添加量は10%を考え，下水コ

今回このような現象が起きた原因としては，実験を行った時

ンポスト5%添加についても同様にゼオライトを添加し，比較

期が違ったため，入手した木質系チップが全く同じ木質系チ

を行った。実験配合を表2に示す。

ップではなかったことが考えられた。

トールフェスクの1ヶ月目の発芽数を図3に示す。下水コン
ポスト10%単独では，発芽数が4本だったことに対し，さら
にゼオライトを添加することにより，トールフェスクの発芽
数が12本に増え，ブランクの2/3の発芽数となった。下

このことから，木質系チップの品質のばらつき等も考え，
下水コンポスト10%添加が必要だと考えられた。
木質系チップに下水コンポスト10%とゼオライト5%，下
水コンポスト5%とゼオライト5%を添加した時のトールフェ

劣るが，葉の色も良く生育良好であった。
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図5 下水コンポストと界面活性剤を添加したときの発芽数
(トールフェスク：１ヶ月目)
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図6 下水コンポストとゼオライト5%を添加したときの草丈
(トールフェスク：3ヶ月目)

スクの生育状況は，ゼオライト15%の場合と同様な傾向を示
し，ゼオライトの添加量による差は見られなかった。
3.3 下水コンポストと界面活性剤
下水コンポストによる肥効成分の補給と界面活性剤による
有害成分吸着の両方の効果を見るために，木質系チップに下
水コンポストと界面活性剤の両方を添加して，その効果を観
察した。実験配合を表3に示す。
トールフェスクの1ヶ月目の発芽数を図5に示す。下水コン
ポスト10%とゼオライトを添加したときと同様な結果となっ
た。
トールフェスクの3ヶ月目の生育状況を図6に示す。下水コ
ンポスト10%とゼオライトを添加した配合よりも草丈は多少
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