世田谷区立成城三丁目緑地における管理の現状と土壌性状の研究
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摘 要
東京大都市圏は宅地化などの開発が高度経済成長期に行なわれ，緑地が少なくなった。しかし斜面林地は開
発が行いにくく緑地として残されていることが多い。世田谷区の西部を流れる野川の東側には国分寺崖線が
続き，崖線上の一部には斜面林が残されている。このような樹林は都市的土地利用が広がる都市近郊域では
貴重な自然環境である。そこで，本研究では国分寺崖線上に位置する世田谷区立成城三丁目緑地を調査地と
した。本緑地は 2001 年に世田谷区により設立された。現在，どのような緑地管理が行なわれているか市民ボ
ランティアに聞き取りを行ない整理した。また現地調査は植生を基にしたエリア区分けごとに行ない，土壌
硬度，土壌水分量，リター層の厚さの計測をした。また各エリアで土壌採取を行ない，土壌 pH，全炭素量と
全窒素量の値を測定し C/N 比を出した。成城三丁目緑地における管理活動については，現在，荒廃した雑木
林とならぬように，市民ボランティアが下草刈りや倒木の処理を行っている。土壌性状については，土壌硬
度の垂直分布は，地形条件により大きく異なる。斜面下部の表層部の硬度が低くなる傾向がみられた。土壌
の化学性については，樹林地内ではほとんどの地点で pH5.5-6.0 であった。造成地ではアルカリ化が進んで
いた。また管理により，土壌の性状が異なることが明らかになった。落ち葉掻きにより，C/N 比は下がり，
pH は上がることが分かった。ただし，その影響は小さいことが分かった。

I．はじめに

にモニタリング・評価を行い，場合によっては目標を
変え，
新たな方針を立てて実行していく
「順応的管理」

1.1 研究の背景

が求められるとしている。それゆえ，都市緑地を適切

日本は高度経済成長の中，都心から都市近郊域まで

に管理・保全していくには科学的な研究に基づいたデ

大規模な開発を行なった。
特に東京近郊域においては，

ータを提示しつつ，
管理方法を策定する必要性がある。

日本の中でも最も市街化が急速に進んだ地域で，郊外

そこで都市緑地の管理を扱った研究を以下に示す。

に至るまで住宅開発が進められてきた（武内・三瓶

中でも，管理主体に関するものや，管理と植生の関係

2006）
。
そのため都市近郊域に存在していた田畑や緑地

性を扱ったものが多く，石浦ほか（2005）では，近年

が開発用地の絶好の場となり団地やレジャー施設が建

増加しつつある緑地管理を行う市民団体の運営プロセ

設されるようになった。そのため，現在の都市近郊の

スや活動内容について考察している。また横山ほか

住宅地には緑地が少なく，土地利用に多様性がない現

（2006）や辰井ほか（2006）は，緑地の管理者や利用

状がある。東京近郊域の武蔵野台地上の地形が平坦な

者の意識について議論をしている。また，高橋ほか

場所では宅地化が進んだが，台地と低地の境にある斜

（2000）は緑地の造成方法や管理方法について考える

面や河岸段丘による崖線斜面上は宅地化などの開発が

際，植栽基盤である土壌の特性を把握することは植物

難しく，現在でも緑地として残されている場所が多く

の健全な生育をはかる上で極めて重要であると述べて

ある。住環境の緑地に多くの効用や効果があることは

いる。そこで，土壌に関する既往研究についても触れ

進士（1975）で明らかにされている。また佐々木ほか

ておく。植生の管理と土壌の関係について扱った研究

（2007）によると，緑地を管理するに当たっては，常

については，辻・星野（1992）や加藤・谷地（2003）
，
篠村・大久保（2004）などが挙げられる。さらに都市
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緑地における土壌調査を扱ったものには高橋ほか
（2001）
，松本・養父（1997）などがある。
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このように都市緑地において土壌性状を調査した研

と言われるローム層が見られる。その下に武蔵野礫層

究は多くあるが，崖線緑地のような急傾斜地において

と呼ばれる砂利の層があり，さらに下層が砂岩や泥岩

の研究例は少なく，多くの研究が大規模公園や庭園で

になっている。礫層までは雨などの地表からの水を通

緩斜面地や平坦な樹林地の土壌を扱っている。
しかし，

すが，砂岩や泥岩は不透水層とよばれ水を通さないの

都市や都市近郊における緑地は，小規模な面積で斜面

で，礫層と砂岩・泥岩の境から湧水が出る。

林地として残されていることが多く，また同じ緑地内

崖線上やその周辺部は特異な地形から高度経済成長

に，小さなパッチ状で造成地，平坦な樹林地，斜面樹

期の開発の波から逃れ，雑木林やまとまった緑地とし

林地など多様な土地条件が存在している。例えば，世

て残っている所も多くある。そのため，世田谷区内の

田谷区の西部を流れる野川の東側には国分寺崖線が続

樹林・草地の 2 割近くを占めている。世田谷区西部の

き，崖線上に斜面林が点在している。そこで本研究で

成城付近もその場所のひとつである。

は，国分寺崖線上に位置する世田谷区立成城三丁目緑

成城は都内有数の高級住宅地で，小田急線の急行停

地を事例として，崖線緑地の管理の現状と，緑地の植

車駅の成城学園前を中心に街が広がっている。駅から

栽基盤を支えている土壌の性状を探ることを目的とす

西の方角へ 10 分ほど歩くと国分寺崖線にたどり着く。

る。
本緑地は 30 度以上の急傾斜地や造成地も作られ多

成城三丁目緑地は小田急線の南側に位置している。

様な土地条件が混在している。さらに本緑地内へは自
由に立ち入れることから，都市緑地の管理方針を考え

2.2 歴史

る上での適地であるといえる。

成城三丁目緑地が位置する国分寺崖線は歴史的にも，
湧水による豊富な水資源が人々に住む場所を与えてき

Ⅱ．調査地の概要

た。その歴史は先土器文化時代まで遡ることができ，
先史時代遺跡が崖線に沿って分布している（桜井ほか
2008）
。また松本（2005）によれば，飛鳥時代に国府が

2.1 位置
本研究において研究対象地する成城三丁目緑地は世

府中におかれ，その後，奈良時代には現在の国分寺駅

田谷区の西部に南北に延びる国分寺崖線上に位置して

付近に国分寺と国分尼寺が置かれるなど，国分寺崖線

いる。貝塚（1979）によると，国分寺崖線は古多摩川

沿いには，当時の人々の生活に関わる重要な拠点が存

が武蔵野台地の南岸を削ってできた段丘崖線である。

在した。さらに江戸時代には，崖線の雑木林から薪や

また，桜井ら（2008）によると，国分寺崖線は立川市

炭木を取り，湧水がつくり出した水を生活用水や農業

の北東にはじまり，
国立駅の東で JR 中央線を横切り，

用水として利用するなど国分寺崖線は地域の農業振興

主に国分寺市，小金井市，三鷹市，調布市，世田谷区

に大きな役割を果たしてきた。

にまたがって，大田区の田園調布へと続いている比高

また戦前，現在の成城三丁目緑地を含む，喜多見の

10～20m の崖の連続線である（図 1）
。崖線のすぐ下に

地域には皇室御料林が広がっていた場所であり，本研

流れるのは野川で，古多摩川の名残川である。

究調査地も喜多見御料林地であった。戦後，皇室御料
地は国有地となり，現在の成城三丁目緑地は林野庁の
土地となり宿舎や演習林として使われた。
2.3 自然
地形に関しては，
斜面は南から南西側に向いている。
標高は崖線の上部で海抜約 40m，下部では約 20m で比
高差はおよそ 20m である。
植生については，樹林地の高木は主にクヌギ
（Quercus acutissima）
・コナラ（Quercus serrata）等の

図 1 国分寺崖線と成城三丁目緑地の位置

落葉広葉樹やアカマツ（Pinus densiflora）・ヒノキ

（桜井ほか 2008 を参照して作成）

（Chamaecyparis obtusa）などの針葉樹を中心とした樹
林構成となっている。ただし，林内にはアズマネザサ

次に国分寺崖線の地層について小玉・高村（2009）

（Pleioblastus chino）が密生している。また緑地の中央

を参照して簡単に説明する。黒土の表土の下には赤土

部に位置する湧水の周りにはセキショウ（Acorus
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gramineus）による湿生植物群落がある。斜面上部の平

調査及び基本計画委託報告書」を基に，当緑地の有す

坦地には帰化植物が広がり，斜面の一部では都市部で

る空間的条件並びに自然的条件をふまえ，計画地にふ

は少なくなった在来種のススキ（Miscanthus sinensis）

さわしい緑地環境整備計画を作成するため，現場確認

が見られる。

及び現状把握を行い，現場に即した基本計画の再検討

財団法人世田谷トラストまちづくり（2009）による

を図り，それらに基づいた基本設計業務を行うことで

と，鳥類に関してはシジュウカラ，コゲラが，昆虫類

ある。

は夏みかんの木によくアゲハチョウが訪れ，カブトム

報告書は目的に沿う形で作成されており，大きく 3

シの幼虫が落ち葉溜めで冬越しをして夏にはコナラや

つの章に分かれている。1 章は計画の概要で目的や対

クヌギの木で樹液を吸っている。また湧水地ではサワ

象区域，手順が記載されている。2 章は基本計画とし

ガニやオニヤンマなどの水生動物が見られる（成城三

て，計画のコンセプトやゾーニング計画，施設配置計

丁目緑地里山づくりコア会議 2006a）
。

画などが細かく記述されている。また 3 章の基本設計

湧水の位置は緑地の中央部と東側に位置している。

では，それぞれの施設の設計については図解などを用

中央部の湧水の水辺にはセキショウが群落を成してい

いて細かく記述している。今回は 3 章の基本設計の植

ることから，セキショウ湧水と呼ばれる。また東側の

栽基本設計に着目したい。植栽設計については緑地内

湧水はかつて地層が観察できる場所であったことから

を A～J のエリアに区分して植栽計画図を作成してい

ローム層湧水と呼ばれる。
コア会議が 2006 年 3 月に調

る（図 2）
。さらに各エリアについては管理目的及び方

査した水質のデータによると，いずれの項目において

針が立てられ，目標植生が設定された。また，現存植

も目立った汚染はなく，良好な水質である（成城三丁

生の記載もある。この植栽計画にはかなり細かなとこ

目緑地里山づくりコア会議 2006b）
。

ろまで植栽をどのように現存植生から目標植生にする
か記述されていたが，現在，各エリアが当時の目標植

2.4 公園整備計画

生に遷移しているかというとそうでもなく，むしろ平
成 6 年の現存植生に近い形で存在している。

成城三丁目緑地は，現在は世田谷区が保有する区立
の公園であるが，
平成 13 年に世田谷区が取得する前ま

また，世田谷区みどり政策課と砧公園管理事務所へ

では林野庁の東京営林局が保有する土地であった。こ

取材を行い，行政のサイドから公園整備について聞き

の緑地の整備計画については，世田谷区建設部とアジ

取りをした。まず，平成 6 年 1 月に 2ha を都市計画と

ア航測株式会社が平成 6 年 3 月発行にした「
（仮称）世

して決定した。
世田谷区は平成 13 年度までに当面の事

田谷区立成城三丁目緑地基本設計報告書」
（世田谷区・

業計画面積である 1.8ha を農林水産省東京営林局から

アジア航測 1994）から様々な整備構想があったことを

取得した。緑地内の一部分は平成 7 年 3 月から区立公

読み取ることができる。この報告書の目的は，平成 5

園として供用を開始した。他の残りの部分は世田谷区

年 2 月に作成された「
（仮称）世田谷区成城三丁目緑地

が整備をして，平成 17 年 3 月に供用を開始した。整備

図 2 調査地全体図とそのエリア区分と土壌調査地点
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は園路改修や手すりの設置，柵の設置など安全に緑地

田谷区・アジア航測（1994）の植生調査のデータによ

を利用できる空間を目指して行なった。公園の整備は

ると，当時はススキ草原であったと記載されている。

平成 17 年 3 月までに終了し，
その後は必要に応じて整

現在でも一部分ではあるが，都市ではあまり見られな

備をしてきた。

くなった在来種のススキが見られる。

現在，土地は世田谷区の所有財産であるが，管理・

エリア I は緑地の東寄りの斜面地に位置している。

運営活動は「財団法人世田谷トラストまちづくり」の

このエリア中央に園路が崖線の上下をつなぐように通

ボランティアグループ「成城三丁目緑地里山づくりコ

る。ヒノキやマツなどの針葉樹が多く見られ，コナラ

ア会議」が担っている。ボランティアの管理・保全活

など広葉樹も存在する混交林である。エリア I の東側

動については後に詳しく説明する。

は急な崖となっており，管理が難しく下草が多く繁茂
している。エリア I の園路の西側の上部斜面は比較的

2.5 エリア区分

管理が行き届いている。その下部斜面はあまり管理さ

本研究では世田谷区・アジア航測（1994）に記載さ

れておらず，下草や低木が茂っている。

れていた植栽計画図の A～J までのエリア区分を用い

Ⅲ．研究の方法

て調査地点の選定を行った。調査を行ったそれぞれの
エリアの概要は以下の通りである。
まず，造成地のエリア A と F を説明する。エリア A

3.1 管理状況の聞き取り調査

は芝地を中心とした広場である。人の立ち入りは頻繁

調査地における管理は世田谷トラストまちづくりと

にあり，ベンチも設置されている。ボール遊びや犬の

市民ボランティアグループによって行なわれている。

散歩など広い用途で使われている。ベンチ前は芝生が

そこで，世田谷トラストの職員とボランティアのメン

剥げており，利用頻度が高い様子が分かる。エリア A

バーから，管理活動の内容について聞き取りを行なっ

の西側の端には柵を設けた植栽地があり，樹木が植栽

た。聞き取り調査では，管理活動の背景や意義，また

されている。
エリア F は緑地の北東端に位置している。

管理により目指している環境や景観について着目した。

現状は草地の部分と，管理放棄された低木植栽地があ
る。調査地点 1～4 を設置した。

3.2 土壌調査と土壌試料採取
本調査においては 21 地点の土壌調査地点を設けた。

次に緑地の樹林部のエリア C・E・H・I を紹介する。
エリア C は緑地の西側に大きく面積を取り，2 つの

それぞれの土壌調査地点に1から21までの番号の割り

エリアに分けられる。一つはコナラ・クヌギを中心と

振りを行い，
調査地の全体図の上に点を取って示した。

した落葉広葉樹林のエリアと，二つ目はアカマツを中

調査地点の選定にあたっては，
土地条件や植生条件，

心としたエリアである。落葉広葉樹林のエリアは，林

地形条件，管理の有無において比較できるように留意

床にアズマネザサが生い茂り，常緑樹の低木が密生し

した。まず，土地条件の違いについては，造成地（地

た林となっている。アカマツ林のエリアは下草が刈り

点 1～4）
，樹林地（地点 5～21）で比較できる。植生に

とられ，明るい雑木林の景観となっている。アカマツ

よる違いは，アカマツ林（地点 5～10）
，竹林（地点 11

が斜面上部にあり，斜面下部にヒノキがある。このエ

～13）
，針広混交林（地点 17～21）のようにエリアご

リアの斜面の上部から順に調査地点 5～10 を選定した。

とに測定して比較を行えるようにした。地形条件は斜

エリア E は緑地の中央部に位置する。竹林と湧水が

面の上部（地点 5・11・17）
，中部（地点 7・12・18）
，

主なエリアである。
元々は竹林では無かったが，
戦後，

下部（8・13・19）で比較できるように調査した。管理

林野庁の宿舎になってから竹を植え，それが拡大して

の有無による違いは，アカマツ林であるエリア C（地

現在の竹林となった。緑地内でも最も急傾斜で，谷地

点 5～10）と，針広混交林であるエリア E（地点 17～

形となっている。竹林である急斜面上には土壌流出を

21）を比較する。
土壌硬度の鉛直分布は貫入式土壌硬度計（DIK-5521，

防ぐために至るところに土留めが作られている。湧水

大起理化工業）を用いて測定した。この測器は先端に

が流れる谷部にはセキショウが群落を成している。
エリア H は緑地の北東部に位置しており，崖線斜面

コーンのついた金属の棒を垂直に貫入していき，土壌

と平坦地の境界部分に位置している。木々は斜面地の

の深さに対する貫入抵抗が連続して記録される原理で

ように生い茂ってはいないが，南側のエリア I の樹林

鉛直方向の土壌硬度分布を測定できる。本器の回転ド

の樹冠が覆いかぶさり，リターも豊富に存在する。世

ラムに記録紙を取り付けられる。測定結果は縦軸に土
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壌深度，横軸に土壌硬度をとったグラフが記録紙に出

4.2 コア会議のはじまり

来上がる。硬度の単位は MPa（メガパスカル）である。

成城三丁目緑地は，平成 6 年に都市緑地として都市

本器で測定できる硬度の範囲は 2.5MPa までで，その

計画決定され，
平成 13 年度までに当面の事業計画面積

値を超える抵抗がかかると，その時点の土壌深で測定

である 1.8ha を農林水産省東京営林局から取得した。

終了となる。

そこで平成 13 年 7 月に地元住民が集まり，
ボランティ

土壌水分量の計測は，簡易土壌水分計（SM200，

アグループを結成し，コア会議は始まった。初回のメ

DELTA-T Devices Ltd）とプレヒート付き電圧ロガー

ンバー募集は平成13年6月に区のお知らせとチラシで

（UIZ3635, ウイジン）を用いた。その電圧値をウイジ

行ない，その後は，里山づくり体験イベントなどを開

ンにより推奨されている式に代入し，
体積含水率θ
（％）

催し，メンバーを募集している。

を求めた。
リター層の断面の厚さについては，任意の調査地点

4.3 活動内容

を 3 点選び，それぞれの地点でリター層の断面を折れ

コア会議は，通常の活動として毎月第 1 木曜日にコ
ア会議定例会を，第 3・5 木曜日に現地での管理・保全

尺で測定した。
土壌分析用の土壌試料は検土杖を用いて採取した。

活動を行なっている。毎回，地域住民のボランティア

各調査地点において，土壌深 30cm までをサンプリン

10～20 人ほどが参加する。定例会と現地活動ともに，

グした。
30cm までの間に明瞭な層位分化が見られる場

世田谷トラストの職員がつき，活動現場の監督や取り

合は，上層の土壌を分析に供した。

まとめを行い，ボランティア参加者のサポートをして
いる。コア会議の定例会は世田谷トラストのビジター

3.3 土壌分析

センター会議室にて，先月の現地活動報告や明正小の

まず，土壌 pH の測定にあたって，風乾させた土壌

児童の環境教育の支援・指導を行った場合はその振り

から植物遺体を取り除き，2mm の篩いを通過した土壌

返りを教員も参加して行なう。その後，今月や来月以

をガラス電極法の原理を用いた pH メーター（東興化

降の活動内容や環境教育支援の準備などを話し合う。

（土壌：H２O＝2：5）
学研究所製）を用いて pH（H２O）

現地での緑地保全活動は，ササ刈りと落ち葉掻きが

を測定した。

メインである。ササ刈りと落ち葉掻きはかつての里山

全炭素量と全窒素量の測定は元素分析装置（NC-22，

を利用した暮らしのベースであった。ササ刈りと落ち

SUMIGRAPH）を用いた。その準備として，土壌 pH

葉掻きをする意味については後述の里山の説明で詳し

の測定時に使用した 2mm 以下の土壌をさらに 0.5mm

く述べる。それ以外に，緑地中央部に位置する湧水と

以下にするため小型の乳鉢で細かく粉砕した。それを

その水辺環境の整備が大切である。植栽計画図ではエ

NC アナライザーのボートに 0.2g を取り，全炭素量と

リア E にあたるこの場所は急斜面で竹林という植生で

全窒素量を測定した。なお，本調査は 2011 年 7～12

土壌流失が多い。このまま土壌流出が続くと湧水口を

月にかけて行った。

塞ぎかねない状態であった。そこで，竹の間引きを行
ない，土留めの設置に努めた。土留めは，間引きした

Ⅳ．聞き取り調査の結果

竹を用いて造ることができ，資源の有効利用ができる
一石二鳥の優れたものである。また，セキショウの間

4.1 成城三丁目緑地里山づくりコア会議とは

引き，湧水の流路の整備を行ない，湧水の流れを適切

現在，本研究調査地である世田谷区立成城三丁目緑

に造り，水生生物や湿地植生の保護に配慮している。

地は世田谷トラストまちづくりのボランティアグルー

このような努力に支えられ，都市の中でありながら，

プ「成城三丁目緑地里山づくりコア会議」
（コア会議と

良好な水質と貴重な水生生物が見られる。

略）がその管理を担っている。世田谷区内でも貴重な
自然環境が残るこの緑地を地域の財産として残してい

4.4 かつての里山と都市型里山の違い

くために，地域住民，世田谷区立明正小学校，世田谷

コア会議は「都市型里山」の整備・保全を念頭に活

トラストまちづくり，世田谷区などが集まり，
「まちの

動に当たっている。ではここで，里山の語の意味を確

里山」をテーマに，緑地の保全のために定期的な話し

認する。里山という語は江戸時代から人里近くの山・

合いや，調査・管理作業を行なっている。

森林の意味で使われていた記録が残っているが，1960
年代に森林生態学者の四手井綱英が里山という語を，
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農家の裏山の丘陵か低山地帯の森林と定義付けた（丸

好と考えられる軟らかな土壌と締まった土壌を分かり

山・富浦 2007）
。かつて，電気やガス，化学肥料が普

やすく表示した。

及する前までは，里山から薪炭を調達し，落葉から有
表 1 土壌硬度からみた植栽基盤としての判断基準

機肥料を得ていた。里山にはコナラやクヌギといった
落葉広葉樹が多い。落葉広葉樹は切り倒しても，萌芽
更新のため約 15～20 年サイクルで木々を伐採するこ
とができた。かつては適宜，伐採を行なって樹木の密
度や照度を調整していた。ササなどの下草は落ち葉掻
きをするために落葉の季節までに刈り取っていた。刈
り取った下草や掻いた落ち葉から堆肥を作り，それを
畑に鋤き込み肥料として農業を行っていた。また，農

5.1 造成地（エリア A・F）における土壌硬度

家によっては里山の下草を家畜飼料にし，その糞尿を

図 4 にあるように土壌硬度は測定した三箇所それぞ

肥料として利用していた。
このように 50～60 年ほど前

れで大きく異なる鉛直方向の土壌硬度分布が得られた。

の里山は農業と深い関わりがあり，適切な利用の上で

地点 1 のベンチ前の土壌硬度は表層土から固結土壌で

成り立っていた景観や環境があった。調査地付近でも

あった。地点 2 の植栽地では，深さによって硬い土壌

里山を利用した暮らしが見られた。

と締まった土壌を繰り返した。エリア F の地点 4 は雑

現在，里山は我々の生活において利用価値はなくな

草群落であるが，人の立ち入りが容易に行なえる場所

った。しかし，里山は放置されると，ササなどの下草

のため硬い土壌であること考えられたが，深さ 40cm

が繁茂し単調な林床植生になる。林床に光が届かなく

までは 0.7Mpa で，締まった土壌であった。

なり埋土種子や幼樹が育たなくなる他，間伐を行わな
いので荒廃した森林へと姿を変える。
こうした問題は，
生物多様性国家戦略において，人による管理・利用の
機会が少なくなる，アンダーユースによる里山環境の
悪化として取り上げられており対策が急がれる（岡
2008）
。
そこで，本調査地でも里山が荒れた森林にならない
ために倒木の処理やササ刈りをして生物空間を保全し
ている。冬には落ち葉を集めて，堆肥を作っている。
このような，直接生活に結びつかないが，貴重な自然
環境を守るために整備をしている里山のことを，コア
会議では「都市型里山」や「まちの里山」と呼んでい

図 4 造成地における土壌硬度の垂直分布

る。都市型里山は，環境教育やレクリエーション，人
と人とのつながりの場としての役割が期待されている。

5.2 樹林地（エリア C・E・H・I）における土壌硬度
まず，図 5 のアカマツ林の土壌硬度について記述す

Ⅴ．エリア区分ごとの土壌性状の結果

る。斜面上部の地点 5 では土壌深 10cm で 2.0MPa で固
結土壌だが，土壌深 20～60cm の間では締まった土壌

まず，土壌硬度の解釈の仕方について触れておく。

であった。
70cm 以降は硬度が大きく固結した土壌であ

本研究で用いた貫入式土壌硬度計の付属書類に記載の，

った。斜面中間部の地点 7 では表層 10cm までは軟ら

山中式土壌硬度計の指標硬度への換算表を用いた。そ

かな，もしくは締まった土壌であった。深さ 20~60cm

の指標硬度を表 1 の植栽基盤としての判定から行なっ

では斜面上部と同じように 1.0MPa 前後で同じ傾向を

た。本測器では 1.97MPa 以上で固結，1.16～1.97MPa

示した。また斜面下部の地点 8 では表層から土壌深

で硬い，0.62～1.16MPa で締まった，0.16～0.62MPa で

90cm まで 0.5~1.0MPa と地点 5 と 7 と比べても軟らか

軟らか，0.16MPa 以下で膨軟過ぎの土壌としてそれぞ

い土壌であることがわかる結果となった。

れ判定した。結果のグラフの 0.16MPa と 1.16MPa の縦
線を強調し，その間の範囲となる植栽基盤としての良
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あるが，50cm 以深では硬い土壌となっていた。ただ
1.97MPa を超えてはおらず固結土壌ではなかった。

図 5 アカマツ林（エリア C）における土壌硬度の垂
直分布
図 7 エリア H における土壌硬度の垂直分布
図 6 は竹林での土壌硬度の鉛直分布を示した。いず
れの調査地点でも軟らかい傾向となった。斜面上部の

図 8 にエリア I の土壌硬度の結果を示した。斜面上

地点 11 では，表層 5cm 付近で硬度が大きいが，それ

部の地点 17 では表層から硬度が大きく土壌深 10cm で

より深い層では軟らかな層である。しかし，土壌深

1.97MPa に達し固結土壌という測定結果となった。斜

40cm より次第に硬くなり，50cm では固結した土壌で

面の中部の地点 18 では 10cm までは 0.15MPa と膨軟な

あった。斜面中部の地点 12 では，土壌深 10cm 付近で

土壌で，20～60cm では軟らか・締まった土壌という結

1.0MPa であったが，70cm まで 1.0MPa を下回ってお

果であった。それより深いところでは硬い土壌を示し

り，軟らかい土壌から締まった土壌であることが分か

た。地点 19 は土壌深 40cm まで締まった土壌で，50cm

った。土壌深 70cm から 2.0MPa 以上の圧力がかかり，

で硬い土壌になり，60cm で 2.5MPa を超えて測定を終

固結土壌の層が存在した。
地点 13 は斜面の下部である

了した。

が，土壌深 60cm までは 0.62MPa 以下の軟らかな土壌
で，測器を差し込む際に特に力を加えなくとも地中に
入っていく程であった。

図 8 針広混交林（エリア I）における土壌硬度の垂直
分布
図 6 竹林（エリア E）における土壌硬度の垂直分布

5.3 各エリアの土壌の化学性
各エリアの土壌の化学性の結果を表 2 から述べる。

図 7 のエリア H の土壌硬度について，地点 14 では

造成地では地点 1～4 の 4 地点，エリア C は地点 5～9

表層から硬く，深さ 25cm で 1.97MPa を超え，植栽基

の 5 地点，エリア E では地点 11～13 の 3 地点，エリ

盤として不良である固結した土壌であることが分かっ

ア H は地点 14～16 の 3 地点，エリア I では地点 17～

た。地点 15 と 16 では比較的似た傾向を示しており，

21 の5 地点でそれぞれ得た化学性の数値データを平均

土壌深 40cm までは軟らかな土壌から締まった土壌で

し，標準偏差を算出した。また，各項目で一元配置分
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が必要である。地点 2 の植栽地では，柵により立ち入

散分析を行い，F 値を導き出した。
まず造成地の土壌の化学性から議論する。地点 1 ベ

りが制限されている。こうした対策は有効である。

ンチ前は pH6.16 と酸性だったが，それ以外の地点 2～

次に樹林地の土壌硬度について 2 点議論する。1 点

4 では pH7 以上のアルカリ性で特に地点 4 の草地では

目は地形条件が土壌硬度に影響する場合である。図

pH8.32 と強アルカリ性という結果となった。造成地の

5・6・8 を参照しつつ，アカマツ林，竹林，針広混交

C/N 比は 19~24 で平均すると 21.0 であった。土壌水分

林，それぞれの土壌硬度に着目する。特に表層部にお

量は測定したエリア区分では最も多い結果であった。

いて各樹林の斜面上部（地点 5・11・17）ではグラフ

造成地の調査地点は草地が中心なのでリター層の厚さ

が右寄りになっているが中部，下部へといくにつれて

の測定は行なわなかった。

軟らかいこと示す左寄りのグラフ形状となった。この

樹林地であるエリア C，E，H，I における各エリア

ことから，斜面上の樹林においては，上部ほど土壌硬

内での化学性の数値を平均すると，pH では 6.0 前後，

度が高く，
下部ほど表層土が軟らかいことが分かった。

C/N 比は 17.0～17.5 で，エリアごとの差は小さい。土

この原因として斜面地という特性上，表層の土壌は下

壌水分量に関しては，エリア C で 15.9 と他エリアより

部へと流れやすい。そのため，上部では軟らかい表層

低いが，水分量に関しては標準偏差が大きいため，大

の土壌が流出し，中部，下部の表層に堆積する。その

きな差とは言えない。リターO 層の厚さは 5~10cm の

結果，地形により土壌硬度の違いが発生していると考

ところが多い結果となった。

えられる。今回の調査では土留めの影響がない地点で
調査を行なったため，
大きな違いを見出せた。
しかし，

表 2 各エリアの土壌の化学性

調査地では多くの箇所で土留めの設置をしている。土
留めは斜面上部の土壌の流出を防ぐ上で有効な手段で
あると考えられるが，今回，土留めの斜面においては
調査を行なっていないので今後，検証が必要である。
2 点目として，人による踏圧の影響を考える。園路

※±の後の数字は標準偏差を表す

からの距離が近い地点では人が立ち入りやすく，表層

※エリア H の pH は 1 地点のみ測定，標準偏差なし

部の土壌が硬いことが考えられた。それを検証するに

Ⅵ．考察

はエリア H での調査が有効である。図 3 を参照すると

6.1 土壌硬度からみた緑地の土壌特性

査地点 14・15・16 は数が大きくなるにつれて園路から

地点 14 と 17 の間に園路が通っている。エリア H の調
の距離が遠くなる。結果を見ると，園路から遠い地点

まず造成地を表層部 10cm 程度までの土壌硬度から

16 が表層土において最も軟らかい土壌硬度を示した。

考察する。造成地は図 4 から分かるように場所によっ
て大きく異なる。造成地の場合，人の立ち入りのある

また園路に近い地点 14・15 は表層土で 1.1MPa の硬さ

場所とそうでない場所で大きく土壌硬度が左右される

で，遠い地点 16 は 0.6MPa と大きな差が出た。園路か

ことが予想できる。地点 1 のベンチ前は人の立ち入り

らの距離によって表層部の土壌硬度に影響を及ぼすこ

を主な目的として造成されており，表層部の土壌硬度

とが考えられる。地点 5・9・14・17・18 は人が樹林内

は高い。地点 2 の植栽地は樹木が植えられており，柵

に進入しやすく，また地点 5・14・17 は平坦地である

で囲われており地点 1 よりは固結した土壌ではない。

ことも人の踏圧を受けやすい要因である。一方で，竹
林の斜面中部と下部に位置する地点 12・13 では他の地

地点 4 は雑草群落で人の立ち入りは容易だが，緑地の
北東側に孤立して位置している場所のため踏圧がかか

点より軟らかい傾向が見られた。
竹林は斜度が 30 度を

っておらず，表層から軟らかい土壌が続いていると考

超えており，人の立ち入りは困難である。そのため踏

えられる。このように造成地では，それぞれの地点で

圧の影響を受けにくいことが軟らかいことの一つの要

土壌硬度は異なった。今後，造成地において，植栽計

因と考えられる。このように，土壌硬度は人の立ち入

画をすすめる上で植栽をすることを考えると，土壌の

りによっても影響を受けるので，緑地を管理していく

硬度が高くなると植物が生育する上で良くない。その

上で，踏圧の影響を考慮することも大切であり，柵の

ため，植栽地では土壌硬度が大きくなり過ぎないよう

設置が影響を低減させる効果を持つことが示唆された。

に，表層土に対する踏圧の影響を低減するための対策
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6.2 土壌の化学性からみた緑地の土壌特性

6.3 緑地の管理と土壌性状の関係

一元配置分散分析による F 値の結果から，
pH と C/N

土壌の化学性と管理体制の関係性についてみていく。

比については，各群の平均値は等しいという帰無仮説

エリア I の pH が 5.4 と特に低く，C/N 比も高いことに

が5％および1％有意水準において棄却されたので，
pH

着目してエリア C と I に管理活動の違いに言及する。

とC/N 比はいずれかのエリア間で有意な差があるとい

緑地の西側のエリアC は下草刈りや落ち葉掻きの管理

える。土壌水分量とリター層の厚さは，各エリアで有

活動がよく行われる。一方で，エリア I の特に東側の

意な差が見られない結果になった。この分析結果を踏

地点 17 の付近は行われていない様子が現地調査と聞

まえて考察を行なった。

き取り調査からわかった。そのため，リターや下草と

まず，土地条件の違いを考察する。造成地について

いった多くの有機物が土壌中に存在している。エリア

は，表 3 からわかるように，pH が 8 に達している箇所

IのpHの結果はそのことを反映しているのではないか

が 2 地点あることなどから，アルカリ化が進みやすい

と考えることができる。リターや下草といった有機物

ことが分かる。
エリアAは芝地として管理されており，

が堆積して有機酸を出し土壌を酸性化させることはす

植樹をする計画もないと考えられるが，もし低木など

でに指摘されている（三枝・木村 2005）
。

を植栽することがある場合，
pH が 8 以上というアルカ

他方，
エリアCではC/N比はエリアIほど高くない。

リ化が進んだまま植栽を行うと植物の種類によっては

また pH もより弱酸性に近い値である。リターなどの

不具合が生じることが考えられる。そのことを留意し

有機物を除去したり，下草刈りをすることで光環境を

て造成地の植栽計画を考える必要があるだろう。エリ

良くしたりといった適度な管理を行うことで，C/N 比

ア F の地点 4 では小学校の圃場として使うことも考え

を下げ，
pH を弱酸性土壌に近づけられる可能性がある

られる。
しかし，
現状の pH8.32 という値は適切でない。

ことが分かる。ただし，その影響は小さい範囲である

造成地において，土壌のアルカリ化が進んだ原因とし

ことに留意が必要である。

て，土地の履歴が影響していると考えられる。聞き取

Ⅶ．まとめ

り調査の過程で，現在の造成地は以前，集合住宅と駐
車場であった。それを取り壊して，緑地としたので，
土壌には住宅や駐車場であった頃の影響が残っている

本稿では，都市近郊域の崖線緑地においてどのよう

と考えられるのだ。駐車場や住宅の基礎部分にはアス

な管理がなされているか概観した。また斜面上という

ファルトやコンクリートが用いられることが多いが，

特異な地形の緑地において，土地の履歴や地形条件，

川東ほか（2012）によると，アスファルトは製造過程

管理の有無などが土壌性状にどのように影響している

で石灰処理を受けるためアルカリ性を示すとしている。

か検討した。緑地の管理活動は市民ボランティアによ

このことから，この造成地においてもアスファルトに

り，下草刈りや落ち葉掻き，竹林や水辺の整備などの

よるアルカリ化の影響を受けてpH8を超えていたと考

活動が行われていた。土壌性状の調査として，土壌硬

えられる。

度の鉛直分布，pH，C/N 比，土壌水分量，リター層の

一方で，樹林地ではおおむね pH は 5.0～6.5 の範囲

厚さの測定をした。造成地と樹林地では土壌性状が大

で，C/N 比も 17.0～17.5 の間に収まっており，特に pH

きく異なった。土壌硬度は地形条件である斜面の影響

において造成地と顕著な違いが出た。一元配置分散分

を強く受けていた。植生による違いは顕著には表れて

析によって pH と C/N 比は有意な差があるという結果

いなかった。また踏圧の影響を受けやすいところでは

を得たが，その差は造成地と樹林地の間での差ではな

表層部の土壌が硬くなる傾向があることが分かった。

いかと推察される。

土壌の化学性については，造成地では緑地内で唯一，
アルカリ性土壌が存在していた。樹林地内では，ほと
んどの地点で pH6.0 前後であった。C/N 比は 17 前後で

表 3 造成地の土壌の化学性
エリア
A:造成地
F:造成地

地点

pH

C/N 比

1 ベンチ前

6.2

19.4

2 植栽地

7.0

20.0

3 電灯横草地

8.1

21.0

4 雑草群落

8.3

23.5

ある。エリア C と I の pH と C/N 比のデータから管理
活動と土壌性状の関係性が見られた。つまり，影響は
大きくないが，人為的な管理活動は土壌の性状に影響
を与えることが分かった。
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