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技術報告

リサイ クル 生育基盤材 を用 いた 自然 回復 手法 につ いて

国営讃岐 まんの う公 園 におけ る試み

二見肇彦1・毛利浩徳2・中野裕 司1・村上 明1

適要:国 営讃岐まんのう公園内より発生する植物廃材を用いた リサイクル生育基盤材を調製し,自 生種によ

る木本植物の導入試験を試みた。木本植物の導入は,公 園内より採取した ドングリ類を主体とした播種工に

よる方法と,購 入苗木による苗木設置吹付工による方法とし,比 較を行った。約1年 後の調査結果では,導

入植物の発芽 ・生育障害は認められず,リ サイクル生育基盤材の実用性が確認できた。木本植物の導入に関

しては,播 種工による方法は,採 取したドングリ類の出芽が安定した傾向にあることが,苗 木設置吹付工に

よる方法では,ア ラカシ,ク ヌギ,コ ナラ,ア カマツの定着が高い傾向にあることが確認できた。公園内で

採取した種子を無駄なく用いるには苗木を生産 し,苗 木設置吹付工を実施することが有効であると考える。
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Seeding works, Thick layer splaying and seedling installation works

1.　はじめに

近年,地 球環境問題に対する意識の向上か ら,環 境負荷

の軽減 と自然 との共生を図る循環型社会の形成に向け早急

な取 り組みが求められてきている。 こうした動向よ り,地

球温暖化現象の要因とされる二酸化炭素の固定に貢献する

森林面積の増大が急務 となっている。特に,開 発 により発

生する法面に対 しては,二 酸化炭素の固定のみな らず,遺

伝子 レベルの種の保全まで考慮 した木本植物による自然環

境回復技術が求められている。

こうした社会の要請を受け,そ の地域に生育する樹木 よ

り採取した種子を用いる,も しくは,採 取 した種子 より育

成 した苗木を用い るといった,そ の土地の気候風土に応 じ

た植生の再生を目的 とす る緑化工事が各地で試 され るよう

になってきた。

本稿では,こ うした 自然環境の回復を試みた事例 として,

国営讃岐まんの う公園において実施 した緑化試験工事につ

いて紹介する。この緑化試験施工は,ま んの う公園内にお

いて発生 した勢定枝葉,刈 草,伐 採材を吹付基盤材 として

再資源化を図 り,公 園内に自生する樹木から採取 した種子

を主体にした植生工を実施 したものである。 ここでは,施

工後約1年 目の生育状態についてまとめた。

2.　工事概要

国営讃岐まんの う公園は,日 本最大の灌漑用ため池であ

る 「満濃池」の北東岸に接す る丘陵地に当た り,香 川県の

中央部よりやや南西に位置 している。池の南西側には,香

川県満濃池森林公園があ り,豊 かな自然の残る風光明媚な

多 目的施設を有 した公園である。

気象条件は,月 別平均気温が約15℃,年 間降水量約1,200

mm程 度の温暖な寡雨乾燥気候区に属す る。

周辺植生は,暖 温帯気候 区に特有な照葉樹林が主体であ

るが,乾 燥 した立地 となる日当た りの良い斜面な どにはア

カマツ林が多 く見 られ,そ の中にクヌギ,コ ナラ等の落葉

樹が認 められ る。また,こ れ らの林床 にはアラカシ,ヤ ブ

ツバキ等が混生 している。

2.1　 生育基盤の調製および造成方法

法面の緑化は,国 営讃岐まんの う公園内より発生 した勇

定枝葉,刈 草,伐 採材(以 下:植 物廃材)を 中間処理工場

に持 ち込んで堆肥化 し吹付基盤材 として調製 したものを用

い,厚 層基材吹付工(t=3～7cm)に より7,510m2を 施

工 した。

堆肥化は副資材(発 酵助材)と して尿素 とキノコ菌床およ

び下水汚泥を混合 した。副資材 の混合 目的は,尿 素は,微

生物への即効的な窒素分の供給であ り,キ ノコ菌床は,豊

富な繊維質による通気性及び基盤材の結束性の向上,下 水

汚泥は,発 酵促進の為の微生物 と窒素分の供給である。

今回有効利用 したキノコ菌床 は,近 隣のキノコ栽培場 よ

り発生 した廃棄物であり,下 水汚泥は地方 自治体の下水処

理場 より発生 した汚泥である。

生育基盤材 として調製 した量は,一 次破砕材1,070m3に

これ ら副資材を添加 した総量2,140m3で ある。堆肥化は,

3～5回 の水分調整 ・切返 し作業を行い,フ ルイ分け作業

により12mmア ンダーに粒径調整 した結果,約950m3が

製造できた。 これに要 した期間は約4ヶ 月間である。
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図1 国営讃岐まんのう公園における植物廃材再利用フロー

表1 生育基盤材分析結果

生育基盤材 を分析 した結果,C/N比 は14.7と 安定

した状態 となっていた。 しかし,生 育基盤の造成にあたっ

ては,短 期間で製造 した リサイクル生育基盤材 を使用 した

場合に生 じるものと予想 され る発芽 ・生育障害の回避及び

侵食防止 を目的 として,粘 土を主体 とした熟成 ・保水調整

材のスラリーを吹付ノズル先端で混合 し吹付 けた。

吹付造成 された生育基盤 は,導 入植物の生育障害は認め

られず,か つ保水性 に優れた堅固な状態に仕上がっている。

国営讃岐まんの う公園内における植物廃材再利用 フロー

図および生育基盤材分析結果を図1,表1に 示す。

2.2 木本植物の導入方法

木本植物の導入方法は,ま んの う公園内に生育す る植物

の保全を 目的 として,公 園内産の木本種子を主体 とし,こ

れに購入種子を加えた播種工による方法 と,購 入 した苗木

を用いた苗木設置吹付工による方法 とした。

苗木設置吹付工 とは,ポ ット苗木を金網張工完了後に金

網の一部を切開 して法面に設置 し,吹 付けによ り根締 めを

行いながら生育基盤を造成する方法である。 まんの う公園

では,常 緑中低木を用いた試験施工が過去に実施 され良好

な成績を示 している。そのため,今 回の試験施工は,新 た

に常緑性高木 と落葉性高木 を加 え,リ サイクル生育基盤材

を用いた試みを行った。導入 した木本類は,公 園内に自生

するアカマツ,ア ラカシ,ヤ ブツバキ,ソ ヨゴ,ヒ サカキ,

アセ ビ,ク ヌギ,コ ナラ,リ ョウブである。

これらの樹木は,毎 年,公 園内で大量の種子を付けてい

るが,こ れまで,自 然定着による更新以外に有効利用 され

ていなかった。その理 由は,採 取及び採取 した種子の保存

が困難なためである。そこで,こ うした公園内産種子の効

率的な採取方法について検討 し,公 園来園者の協力により

採取する方法を採用 した。この方法により採取 した種子は,

採取が容易なアラカシ,ク ヌギ,コ ナラの ドング リ類であ

る。

採取 した ドングリ類 は,し いなを取 り除いた後に殺菌,

自然乾燥 させ約0℃ で冷温保存 した。播種工区では,こ れ

らに購入 したヤブツバ キ,ソ ヨゴ,ヒ サカキ,ア セビ,リ

ョウブの種子を加 え,草 本類種子と混播 して吹付けた。た

だ し,ア ラカシに関 しては種子量が不足 したため,一 部は

購入品を使用 した。

播種工 と比較す るために,採 取 した木本種子か ら育成が

可能なポ ッ ト苗木による方法を想定 して,購 入苗木による

苗木設置吹付工を実施 した。導入樹種は,播 種工区に用い

た樹種のうちリョウブを除く購入苗木 とした。

下草として播種 した草本類は,バ ミュダーグラスとバヒ

アグラスお よびメ ドハギである。播種工区 と苗木設置吹付

工区に対す る木本植物の下草による被圧の影響を確認する

ために,下 草類の播種量を変え2水 準 とした。

試験地は1～3段 の切 土法面で,地 山は粘性土である。

法面勾配は,1:1.5と 比較的緩勾配であり,法 面方位

は東～西向きである。木本類導入箇所の吹付厚 さは播種工

区が7cm,苗 木設置吹付工区は5cmと し,緑 化基礎工には,

菱形金網 を用いた。施工時期は平成11年10月 ～平成1

2年3月 である。

導入苗木一覧,種 子配合表およびポ ット苗木導入方法模

式図を示す。

表2 種 子配 合 表1m2当 た り

表3 導入木本類種子配合表1m2当 た り

表4 導入苗木一覧100m2当 た り
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図2　 ポット苗木導入方法模式図

3.　調査方法

調査は,施 工後約1年 目に苗木設置吹付工区(A,B調 査区)

と,播 種工区(C,D調 査区)別 に実施 した。

苗木設置工区は,工 区内に設置 した全ての苗木の定着率

と樹勢を調査 した。また,工 区別にランダム抽出 した各樹

種10本 ずつの樹高について調査 した。定着数が10本 に

満たないものについては,生 存の確認されている全てにつ

いて調査 した。

播種工区は,各 工区において平均的な生長を示 している

と思われ る箇所にコ ドラー ト(1m×1mの 方形枠)を 設置

し,継 続調査 した。ここでは,1m2当 た りの成立本数 と樹

高について調査 した。

苗木設置工区および播種工区において抽出した木本類に

ついては,目 印を付けて追跡調査の継続が可能 となるよう

にした。

下草として導入 した草本類については,播 種量を2水 準

とした各工区別に植被率 と優 占種を目視により判定 した。

出現種については,調 査区内の任意な10箇 所 において

草高を計測 した。あわせて,侵 入植物の有無について調査

した。また,ポ ッ ト苗木の根系発達状態を調査す るために,

ポッ ト苗木の堀取 り調査 を実施 した。調査結果 を表5, 6,

写真1,2に 示す。

4.　結果 と考察

4.1　 苗木設置吹付工区(A,B調 査区)

施工後約1年 目の苗木の平均定着率は,ア カマツ92.

5%〉 クヌギ77.9%〉 コナ ラ74.1%〉 アラカシ7

0%〉 ソヨゴ19.8%〉 ヒサカキ18%〉 ヤブツバキ7.

4%〉 アセ ビ4.4%の 順 となっていた。樹高は,ア カマ

ツ97cm>ク ヌギ83cm>コ ナ ラ82cm>ア ラカシ78cm

>ソ ヨゴ67cm>ヤ ブツバキ64cm>ア セ ビ47cm>ヒ サ

カキ45cmと なっていた。下草類による被覆率は,A配 合

区が90%,B配 合区が75%,草 高は,A配 合区が35

cm,B配 合 区が32cmと なっていた。優占種はバ ミューダ

グラスである。メ ドハギはこの中に点在する状態 となって

いた。侵入植物は,メ ヒシバ,イ ヌタデ,エ ノコログサの

定着が工区内に認め られたが,導 入植物 を被圧するに至っ

ていない。

定着率が70%以 上のアカマツ,ア ラカシ,ク ヌギ,コ

ナラは,生 長が早 く被圧の影響は認 められなかった。 しか

し,ヤ ブツバ キ,ソ ヨゴ,ヒ サカキ,ア セビは生長が遅 く

下草類による被圧 を受けている傾向にある。

苗木設置吹付工に用いるポッ ト苗木は,あ る程度の樹高

に達 したものを使用するため,草 丈の低い下草類による強

度の被圧は受 けにくいもの と考え,こ のことは,下 草類に

よる早期緑量の確保 を行 える点で効果的であると考えた。

しか し,こ の結果か ら,苗 木 の導入であっても下草によ

る被圧が認 められ る樹種が存在することより,下 草類の播

種量はさらに減ずることが望ましいもの と判断できる。

4.2　 播種工区(C,D調 査区)

施工後約1年 目の導入木本類の平均出芽率は,ア ラカシ

30%>ク ヌギ24.5%>ア カマツ7.5%>コ ナラ5

%>ヤ ブツバキ3.8%と なってお り,ソ ヨゴ,ヒ サカキ,

アセ ビ,リ ョウブに至っては出芽が認められなかった。樹

高は,ク ヌギ22cm>コ ナラ15cm>ア ラカシ,ア カマツ

7cm>ヤ ブツバ キ6cmの 順 となっていた。下草類 による被

覆率は,C配 合区が55%,D配 合区が75%,草 高は,C

配合区が48cm,D配 合 区が29cmと なっていた。優 占種

は,バ ビアグラスである。 メ ドハギは,こ の中に点在する

状態 となっていた。侵入植物は,A,B工 区に比較 して少な

く法尻周辺部に認め られた程度である。

この結果から,木 本種子の平均出芽率は高い もので30

%と 低 く,か つ樹種 によるバ ラツキがあ り,使 用に際 して

は樹種の選定と割増率に対す る考慮を必要 とすることが示

唆 された。

播種工区は,出 芽 している木本類の樹高が20cmに 満た

ないものが多く,全 体的に下草類による被圧傾向にあるこ

とは否めない。樹高が20cm以 上となっていたのは,公 園

内で採取 されたクヌギのみであった。アラカシ,コ ナラは,

クヌギに次いで安定した生育を示 していた。 これ らの ドン

グリ類は,二 次林を構成する主要樹種であり,現 時点では,

自生種から採取 した種子の導入に際 して有用 な樹種である

と考えられる。また,出 芽率は低いが,有 機質系生育基盤

で定着 ・生育が困難 とされているアカマツの出芽が認めら

れた。これは,未 分解有機物による発芽 ・生育障害の回避

を目的として生育基盤造成時に添加 した粘土スラ リーが有

効に作用 したものと考える。

4.3　 根系発達状態

ポッ ト苗木の施工後約1年 目の根系発達状態を確認す る

ために,コ ナラ及びアカマツの根系堀取 り調査を実施 した。

調査 したコナ ラの根元直径 は約12mm,ア カマツは約2

0mmで あった。根系は,生 育基盤内に水平根 を発達させて

お り斜面下部へ旺盛に発達する傾向が確認できた。根系の

到達範囲は約80cmに 及び,緑 化基礎工の菱形金網に絡み

ついている様子が確認できた。また,こ の水平根 より分岐

した細根が地山の風化部に侵入 している状態も確認できた。
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表5　 苗木設置吹付工区定着率

表6　 播種工区出芽率

これまで,ポ ッ ト苗木の根系は播種に比較 して根系発達

が抑制されるとい う指摘がなされていたが,こ の結果か ら,

ポッ ト苗木でも短期間に十分な根系発達が期待できること

の裏付けが得 られた。

5.　ま とめと今後の課題

植物廃材を主体 とす るリサイ クル生育基盤材を用いた木

本植物に よる自然回復の試み として,国 営讃岐まんの う公

園内における緑化試験工事の紹介を行 った。

施工約1年 後の調査結果か ら,リ サイ クル生育基盤 につ

いては,導 入植物の衰退や発芽 ・生育障害は認め られず実

用に耐えることが実証されたと考えられる。

施工後約1年 目とい う短期間にお ける経過状態のみの確

認であり,今 後 も追跡調査の継続による基礎データの収集

と分析を進めてい く必要がある といえるが,播 種工による

方法および苗木設置吹付工による方法のいずれも,耐 乾燥

性に優れ,生 長の速い先駆的な二次林の主要構成種の出芽,

定着が可能であることが確認できた。

木本植物の導入方法に関 しては,公 園産の ドング リ類 を

主体 とした播種工区において,採 取 した全ての ドングリ類

写真1　 コナラ根系状態 写真2　 アカマツ根系状態

の出芽が認 められた。特に,安 定 した生育状態 となってい

たのはクヌギとアラカシである。 これ らの ドングリ類は,

自生種の種子による緑化 を行 う際に有用な樹種であると考

えられるが,出 芽率も低 く,出 芽率の向上や割増 しを図る

工夫が必要であるといえる。

苗木設置吹付工により導入 した木本類に関 しては,ア ラ

カシ,ク ヌギ,コ ナラ,ア カマツが良好な定着を示 してい

た。 また,生 育状態は良好であるとはいえないものの,こ

れ以外の樹種についても定着が確認できた。

この結果よ り,公 園内で採取 した種子を苗木として生産

し,苗 木設置吹付工による方法を用いることが,出 芽率が

低 くバラツキの伴 う播種工に比較 して,自 生種の遺伝子 レ

ベルの保全を考慮 した早期 自然回復に有効な方法であると

考えられる。

また,本 試験の結果 より,法 面とい う環境の改変が著 し

く乾燥が進行 しやすい箇所において,木 本植物による植物

群落を早期に造成するためには,導 入樹種の絞 り込みはも

とより,(1)モ ニタ リングを行 い選定 した樹種の生育特性を

把握す ること,(2)導 入樹種に応 じた環境を整備す ること,

(3)樹種別の導入手法を検討す ること,(4)配 植および密度管

理,と いった詳細な検討を重ねていく必要性の高いことが

再確認できた と考える。今後 も追跡調査の継続による詳細

データの収集に努めるとともに,こ うした リサイ クル生育

基盤材を用いた木本植物による緑化手法について検討を重

ね,自 然環境の回復 を目的 とした緑化技術の確立を 目指す

所存である｡

(2001. 7. 1受 理)


