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1. はじめに 

 
昨年、良好な景観の形成を図るために、我が国で初め

て景観について総合的に定めた三つの法案（俗称：景観

緑三法）が制定された。その中の｢都市緑地保全法等の

一部を改正する法律｣では、良好な都市環境を形成する

ために、緑地の保全、緑化および都市公園の整備を求め

ており、今後、景観性が高く、かつ多目的広場といった

機能を備えた緑地へのニーズが高まると考えられる。 
これまで公園では、被覆力に優れ、踏圧に耐える芝草

の単植によって人が立ち入る緑地が造成されてきたが、

景観性に乏しかった。また、草花によって景観を楽しむ

緑地もつくられてきたが、草花の多くが一年草で季節毎

に植え替える必要があり、また、草丈が高い、踏まれる

と枯れてしまうといった草種が多く、人が立ち入ること

はできなかった。 
ところで、古来より日本には、畦道、河川敷、里山と

いった生活の中で管理・利用されてきた草地があり、複

数草種が混在することによって一つの景観を構成してい

た。しかし、開発が進むにつれて身近にあった草地のほ

とんどが消失してしまった。ここで、筆者らは、複数草

種が混在する草地こそ、景観性が高く、人も利用可能な

緑地であるとして、草地を造成・復元する技術の開発に

努めてきた。飯塚 1）は、国営公園を管理する立場から、

芝草の単一草種でなく複数草種による緑地を形成するこ

とによって、芝生地が多様な生物種を創出する空間とな

り、芝生の果たす機能の幅が拡がった、と述べている。 
そこで、耐暑性や耐乾燥性に優れ、粗放管理に耐える

日本芝と在来の花を付ける野草が共生する緑地の造成を目

的として、1）自然に更新し、日本芝と共生可能な花野草を選

定する、2）日本芝と野草の共生を維持する管理手法を確立

する、3)日本芝と花野草を混植する造成方法を確立する、た

めの試験を行った。 
 

2. 日本芝と共生できる野草の選定 

 
2.1 材料および方法 

2.1.1 供試材料 

 植生のベースとなる日本芝については、つくば産ノシ

バを用いた。また、花野草については、日本在来の野草

の中から、ａ）草高が 10～30cm、ｂ）春か秋に開花、

ｃ）種子あるいは栄養繁殖によって自然更新する、こと

を条件として、草型や繁殖様式が異なる 4 種の野草、ヘ

ビイチゴ、関東タンポポ、ノジスミレ、ネジバナを供試

材料として選定した（表-1）。 
2.1.2 試験区の構成 

雪印種苗（株）の千葉研究農場の一画に、2002 年 3
月、つくば産ノシバを植え付け、試験圃場を造成した。

養生後、4 月に、4 種類の野草をそれぞれｍ2あたり 4 株

を植え付ける試験区を設けた。1 試験区の大きさは 4ｍ2

とした。野草の植え付けにあたっては、ベースの日本芝

に植え穴を開け、温室内で養生したプラグ苗を移植した。 
2.1.3 試験区の維持管理 

今回の試験において、省管理化に適した草種の選定も

目的の一つとしたことから、 低限必要な管理を施すこ

とによって試験圃場を維持することとした。刈り込みに

ついては年 3 回とし、6 月中旬（梅雨入り前）、7 月下旬

（梅雨明け後）、9 月上旬（越夏後）に行った。散水に

ついては雨水のみとし、施肥については、2 回目の刈り

込み後に実施することとした。 
2.1.4 調査方法 

日本芝と野草の草丈を各試験区５ヶ所で測定するとと

もに、目視によって緑被率と景観性についてスコアリン

グした。緑被度（緑葉が覆っている面積）については、
＊１ 技術センター建築技術研究所環境研究室 
＊２ 雪印種苗（株）千葉研究農場 
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日本芝と野草を合わせた緑被度を目視によって 10 段階

（1：0～10％、10：90～100％）でスコアリングし、景

観性については日本芝と野草のバランスを指標に 10 段

階（1：劣～10： 優）で評価した。なお、時期によっ

て日本芝のみになってしまう状況があるため、日本芝の

みの状態を 3 点、日本芝に生育不良が生じた場合には 3
点から減点し、野草との組み合わせによって景観性が高

まったと判断された場合に 3 点に加点した。 
2.1.5 結果および考察 

各野草を植え付けた試験区の緑被度を一年間、調査し

た結果を図−1 に示す。いずれの試験区においても、ノ

シバの生育期にあたる 6～10 月は緑被度スコアが 8～9
点で維持された。ノシバの地上部が休眠する 12 月より

緑被度は低下したが、ヘビイチゴ、関東タンポポ、ノジ

スミレを植え付けた区画では、冬期間中でも、20～40％
の緑被度が維持された。これら 3 草種は株で越夏し、ノ

シバの生育が低下する秋から冬にかけて茎葉を広げるた

めである。越冬後、関東タンポポは大きく株化し、4 月

調査時の緑被度は高かったが、4 月以降、ノシバを駆逐

し、関東タンポポを植え付けた試験区では緑被度が低下

した。ヘビイチゴやノジスミレについてはノシバを駆逐

することなく、春以降、緑被度が低下することはなかっ 
 

表-1 供試する花野草の生育特性 
   Wild flowers used in the experiment 
草 種 草丈

（cm） 
開花期と花色 繁殖 

様式 

ヘビイチゴ 10～20 春、黄色 ほふく性 

関東タンポポ 10～30 春、黄色 種子 

ノジスミレ 10～40 春、紫 地下茎 

ネジバナ 10～15 春～初夏、紅紫 地下茎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図-1 各試験区における緑被度スコアの推移 
   Scores of covering rate 

た。ネジバナについては、5～6 月に開花した後、地上

部が枯死し、地下茎あるいは実生から再生しないまま翌

春には消失してしまった。 
 次に、4 種類の花野草を植え付けた区画において、芝

と野草の草高を計測した結果を図−2 に示す。6 月に刈り

込むことによって、6～7 月に生育期がピークを迎える

ノシバの草高を夏期間中、20cm 程度に維持することが

できた。また、9 月の刈り込みによってノシバの茎葉が

刈り払われ、越夏していた野草に日照が当り、10 月以

降、野草の再生が旺盛になった。関東タンポポは春の開

花期に花茎が伸びるため、春から夏にかけて草高が

30cm 以上になった。ヘビイチゴは地表面を這うことに

よって増殖するため、年間を通して草高が 10cm 以下で

推移した。ノジスミレは、タンポポほど大型化せず、年

間を通して草高が 10～15cm で推移した。 
 合わせて、図−3 に各野草を植え付けた区画の景観性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2 各試験区における草高の推移 
        Plant heights 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図-3 各試験区における景観性スコアの推移 
      Scores of field-performance 
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図-4 ノシバ+ヘビイチゴ植え付け区の状況 
      Wildberrys planting in zoysiagrass 

 
を一年間、調査した結果を示す。植え付け後、ネジバナ

以外の試験区において、初夏にかけていずれの野草も開

花したことから、6、7 月の品質スコアが 5～6 点となり、

景観性が高いと評価された。8 月になると、越夏のため

に野草は休眠し、芝の茎葉に隠れてしまうため、景観性

スコアが 3 点（ノシバのみの状態）まで低下するが、野

草が生育を始める 10 月以降、ネジバナ以外の試験区で、

品質スコアが 4～5 点まで増加した。冬期間中はいずれ

の試験区とも、ノシバの地上部が枯死し野草のみとなっ

てしまうため、スコアは 3 点以下になるが、翌春になっ

て芝の萌芽とともに野草の開花が始まり、4 点程度まで

回復した。供試した 4 草種の中で、ノシバとバランスよ

く共存し、黄色の花を付けるヘビイチゴを植えた試験区

（図-4）の景観性スコアが も高かった。関東タンポポ

は生育が旺盛でノシバを駆逐してしまうため、4 月以降、

景観スコアが低下した（図-5）。したがって、自然草高

が 30cm 以上になる野草は日本芝と共存できないこと、

ヘビイチゴやノジスミレを芝に混植し、年 3 回の刈り込

みと年 1 回の施肥によってノシバと野草の共生を維持で

きることが確認された。 
 
3．造成方法の検討 

 

3.1 目的 

2002 年度に実施した圃場試験において、ヘビイチゴ

とノジスミレは日本芝と共存し、景観性の高い緑地を形

成したことから、ヘビイチゴを材料に用いて、日本芝の

裁断苗と吹付けることによって大面積を緑化する工法に

ついて検討した。 
3.2 材料および方法 

3.2.1 試験区の構成 

図-5 ノシバ+関東タンポポ植え付け区の状況 

         Dandelions planting in zoysiagrass 
 

雪印種苗（株）千葉農場内の一画に、ノシバと｢みやこ｣

の裁断苗（ほふく茎）にそれぞれヘビイチゴの苗を混合

して吹き付ける 2 つの試験区を設けた。また、ヘビイチ

ゴの苗については、プラグ苗化したものとランナーから

切り出した苗、の 2 種類を用意し、プラグ苗は生育旺盛

な｢みやこ｣と混合し、切り出したランナーはノシバと混

合して吹き付け工を行った。１試験区の大きさを 75ｍ2

としたが、これは吹付け機械 1 バッチで施工できる面積

（150ｍ2）の半量である。 
3.2.2 試験施工の概要 

試験施工は、2003 年 6 月 13 日に実施した。吹き付け

基材の配合については、厚さ 20mm の客土吹付け工の

仕様に合わせて、1 試験区分の各基材の混合量を、水

0.75ｍ3＋バーク堆肥（40 リットル／袋）24 袋＋高度化

成肥料（15-15-15）10kg+ファイバー材 25kg とした。ま

ず、ファイバー材を除く基材をタンク内で十分に攪拌し

たのち、10ｍ2 分の切り芝より裁断したほふく茎を投下

し、十分に混合したのち試し吹きを行った。スムーズに

基盤材が噴出されたため、ファイバー材を混合し、吹付

け基材と芝裁断苗が練りあがった段階で、セル苗化され

たヘビイチゴを施工面積 1ｍ2あたり 10 株の割合で混合

した。なお、通常、客土吹付けを行う際、基盤材に接合

剤を添加するが、吹き付け後に基盤が固結して芝やヘビ

イチゴの萌芽が遅れることを危惧して、接合材の添加は

取り止めた。 
事前に基盤材の固さをチェックしながら材料を混合し

たため、比較的スムーズに吹付けることができ、75ｍ2

全面を吹き付けるのに要した時間は 10 分程度だった。 
3.2.3 調査方法 

芝とヘビイチゴの生育状況を調査するために、施工 2
ヶ月後から定期的に、それぞれの試験区の 4 ヶ所の調査 
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図-6 日本芝とヘビイチゴの被覆度の推移 
      Scores of covering rate 

 
区域（0.25ｍ2）を設け、芝とヘビイチゴの被覆度を目

視によって 10 段階でスコアリングした。 
3.3 結果および考察 

施工 1 ヶ月後（7 月 10 日）に、｢みやこ｣区とノシバ

区において、芝とヘビイチゴの芽数を計測した。｢みや

こ｣区における調査区域あたりの芝の芽数は 7.1 本、ノ

シバの芽数は 3.6 本で、ノシバに比べて増殖力に優れる

｢みやこ｣の芽数が有意に多かった。ヘビイチゴについて

は、｢みやこ｣区における芽数（2.4 本）がノシバ区（0.6
本）に比べて多く、プラグ苗の初期生育が旺盛だったと

考えられる。 
 施工 2 ヶ月後から 1 ヶ月ごとに、｢みやこ｣区とノシバ

区において芝とヘビイチゴの被覆度をスコアリング調査

した結果を図-6 に示す。芝については、8 月以降も｢み

やこ｣がノシバに比べて旺盛に生育し、10 月調査時にお

ける｢みやこ｣の被覆度は 5.0 点、ノシバは 4.2 点だった。

ヘビイチゴについては、施工当初と同様に、8 月以降も、

ランナー由来の苗に比べてプラグ苗の生育が旺盛で、10
月調査時におけるヘビイチゴの被覆度は｢みやこ｣区で

2.4 点、ノシバ区で 1.4 点だった。 
合わせて、図-6 に越冬後の 2004 年 4 月に芝やヘビイ

チゴの被覆度を調査した結果を示す。｢みやこ｣はノシバ

に比べて春の萌芽が早いため、4 月における｢みやこ｣の

被覆度はノシバに比べて有意に高かった。ヘビイチゴに

ついては、｢みやこ｣区とノシバ区の間でほとんど差が見

られなかった。ヘビイチゴは日本芝に比べて春の萌芽が

早く、ノシバが被覆していない裸地にヘビイチゴが拡が 
 

図-7 ｢みやこ｣+ヘビイチゴ苗吹き付け区の状況 
Test-field established by spraying zoysiagrass and wildberry 

 
ったと考えられる。芝とヘビイチゴを合わせた全体の被

覆度は、｢みやこ｣区、ノシバ区とも 6～7 点になってお

り、大面積の緑化においても苗の吹き付け工によって、

施工後約 1 年で日本芝と野草が共生し、被覆度が 60～
70％の緑地を造成できる（図-7）ことが明らかとなった。

但し、造成当初、基盤土壌に混入していたメヒシバやハ

マスゲなどの雑草が繁茂したため、景観性の高い緑地を

造成するためには、造成初期に頻繁に刈り込みを施し、

雑草を除去することと、芝やヘビイチゴの増殖を促進す

ることが必要と思われる。 
 

4． まとめ 

 

1） ヘビイチゴやノジスミレといった在来の野草はノシ

バと共生可能で、景観性の高い緑地を形成すること

ができる。 
2） ヘビイチゴの苗と日本芝の裁断苗を基盤材と混合し

吹き付けることによって、施工後約 1 年で日本芝と

野草が共生し、緑被度が 60～70％の緑地を造成す

ることができた。 
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