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【要 約】河川テラスの人工地盤や海浜敷，鉄道敷斜面などに対応できる樹種の選定を試み

た結果，河川向きの樹種 95種，海浜向きの樹種 53種，河川テラスの人工地盤や鉄道敷斜面

等の乾燥に耐える樹種 62種を選定できた。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

【目 的】 

都市緑化にはヒートアイランド現象等の都市環境緩和効果や都市生活者のアメニティ効

果が期待されている。一方，都市の肥大化傾向で緑化スペースは狭小化し，求められている

緑化に十分応えているとはいえない現状である。また，公共工事の減少や景気の低迷により

緑化植物の需要は減少している。そのため，新たな緑化空間を見出し，その環境に対応でき

る樹種を選定し，新たな需要を生み出すことが植木産業には必要不可欠である。 

そこで，緑化可能な都市空間である河川テラスの人工地盤や海浜敷，鉄道敷斜面などに

対応できる樹種の選定を行うと共にコンテナ緑化植物で問題となる根域のルーピングを回

避できるコンテナ資材やコンテナ用土の検討を行う。 

【成果の概要】 

１．河川テラスなど河川敷に向く樹種の選定 

新樹種 125種について洪水や増水等による冠水に耐える樹種選定を行った結果，95種を

選定した。12時間の冠水では，アベリア モザネンシス他９種に傷みがみられ，チョイシ

ア テルナタ「サンダンス」，アメリカイワナンテン「レインボー」が枯死した。24時間

の冠水では，ヤブデマリ他 12種に傷みが見られ，チョイシア テルナタ「サンダンス」，

アメリカイワナンテン「レインボー」が枯死した。セイヨウニンジンボク他 24種でも傷

みがみられたが後に萌芽がみられた。24時間の冠水ではアガパンサス他 94種は傷みがみ

られなかった（表１）。 

２．海浜敷に向く樹種の選定 

新樹種 125種について津波を想定した海水での冠水に耐える樹種選定を行った結果，53

種を選定した。90分１回（津波の平均冠水時間の 1/2ではヤマアジサイ「黒姫」他５種

が枯死し，イチゴノキ「紅花」他 22種において傷みがみられたものの枯死には至らずそ

の後回復した。90分冠水とその後 150分後に 90分の２回目の冠水した結果，アベリア

「コンフェッティ」他 22種が枯死し，メギ「アトロプルプレア ナナ」他 32種で落葉し

たものの処理後 44日から 56日で再萌芽が確認された。フイリヒメトベラ他 19種は被害

が全くみられなかった（表２）。 

３．河川テラスの人工地盤や鉄道敷斜面等の乾燥に耐える樹種の選定 

新樹種 125種について河川テラスの人工地盤や鉄道敷斜面等の乾燥に耐える樹種選定を

行った結果，61種を選定した。15日の無灌水処理では，アベリア「エドワードゴーチャ

ー」他 65種は変化がみられない健全株であった。ヒメイチゴ「コンパクタ」他 42種は



葉に傷みや落葉がみられたものの灌水再開後には新芽がでる軽微なものだった。ガマズ

ミ ダビヂィ，ガマズミ ティヌスは枯死した（表３）。30日の無灌水処理では，アメリカ

アジサイ「アナベル」他 50 種は枯死し，メギ「アトロプルプレア」他 50種は葉に傷み

や落葉がみられたものの灌水再開後には再萌芽がみられた。オタフクナンテン，コクチ

ナシ，ヒメシャリンバイ，フイリヒメトベラ，アガパンサス，アカンサスモリス，セト

クレアセア，ニューサイラン「プルプレア，レインボークイーン」，ビブルナム ハリヤ

ナムは変化がみられない健全株であった。（表４）。東京都における夏期（４～10月）の

連続干天（無降雨）日数の変動は，1901年から 2006年までの 106年間における連続干天

日数は，平均値が 13 日，最大値が 1992年８月 13日から９月 14日の 33日である(デー

タ省略)。これらのことから、30日の灌水遮断処理により特異な変化のみられなかった

種，被害はみられたものの新芽が発生し，再生した種は都市緑化植物として耐乾性を有

していると考えられる。 

４．生産コストを抑えるために単純な組成を検討したが，農総研標準用土と比較して生育

が劣る傾向を示した。根域のルーピングを抑制するコンテナでは，コンテナに鉢上げ後

２年以上経つと障壁コンテナやスリットコンテナで生育が良くなる傾向を示した。これ

らのことから，コンテナ用土を単純な組成として経費を抑えることは生育を抑制する。

また，スリットや障壁など根域のルーピングを抑制するコンテナは一定の効果が期待で

きるが，３年程度の育成で出荷を考えるのであれば安価なポリポットが有効である。 

【成果の活用・留意点】 

１．選定された樹種は，2020年のオリンピック・パラリンピックに向けたガイドブックに

掲載し，造園設計者や緑化関係コンサルタント等に配布する。 

２．樹種の耐性は，栽培条件により異なることが報告されている。厳しい環境に向け順化

させる栽培も可能であることから，緑化場面に必要な環境耐性を植物が本来持っている

耐性に付与することにより，より安定性の高い樹種の提供が可能となる。 

【具体的データ】 

表１ 河川テラスなど河川敷に向く樹種 

 

傷みがみられなかった樹種
傷みがみられたが灌水後再

萌芽した樹種

ｱｶﾞﾊﾟﾝｻｽ，ｱｶﾝｻｽﾓﾘｽ，ｱﾍﾞﾘｱ「ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞｺﾞｰﾁｬｰ，ｵｰﾚｱ，ｺﾝﾌｪｯﾃｨ，ｼﾞｬｯｸﾎﾟｯﾄ，ﾌﾗﾝｼｽﾒ
ｲｿﾝ」，ｱﾍﾞﾘｱ ｼﾈﾝｼｽ，ｱﾍﾞﾘｱ ﾓｻﾞﾈﾝｼｽ，ｱﾒﾘｶｱｼﾞｲｻｲ「ﾋﾟﾝｸのｱﾅﾍﾞﾙ」，ｲﾁｺﾞﾉｷ「紅
花」，ｲﾇﾂｹﾞ「ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｼﾞｪﾑ，ﾋﾚﾘｰ」，ｳﾂｷﾞ「ﾛｾﾞｱﾘﾝﾄﾞ」，ｵｵﾃﾞﾏﾘ「ﾋﾟﾝｸﾋﾞｭｰ
ﾃｨｰ」，ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ，ｵﾀﾌｸﾅﾝﾃﾝ，ｶｼﾜﾊﾞｱｼﾞｻｲ「ｽﾉｳﾌﾚｲｸ，ｽﾉｰｸｲｰﾝ」，ｶﾞﾏｽﾞﾐ「ｴｽｷ
ﾓｰ」ｶﾞﾏｽﾞﾐ ﾃｨﾇｽ，ｶﾞﾏｽﾞﾐ ﾃｨﾇｽ「ｸﾞｴﾝﾘｱﾝ，ｲﾌﾞﾌﾟﾗｲｽ，ﾌﾚﾝﾁﾎﾜｲﾄ，ﾌﾟﾙﾌﾟﾚｳﾑ」，ｶﾗﾀ
ﾈｵｶﾞﾀﾏ「ﾎﾟｰﾄﾜｲﾝ，ﾊﾟｰﾌﾟﾙｸｲｰﾝ」，ｷﾞﾝﾊﾞｲｶ，ｷﾞﾝﾊﾞｲｶ「小葉斑入り，斑入り」，ｸﾞﾐ
「ﾗｲﾑﾗｲﾄ，ｷﾞﾙﾄｴｯｼﾞ」，ｸﾙﾒﾂﾂｼﾞ，ｺﾃﾞﾏﾘ「ﾋﾟﾝｸｱｲｽ」，ｺｸﾁﾅｼ，ｻﾂｷ、ｻﾗｻｳﾂｷﾞ「ﾏｼﾞ
ｼｬﾝ，ﾋﾟﾝｸﾎﾟﾝﾎﾟﾝ，ﾌﾟﾚﾅ」，ｼｾﾝﾄｷﾜｶﾞｷ，ｼﾓﾂｹ「ｱﾙﾊﾟｲﾝ，ｸﾘｽﾊﾟ，ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌﾚｰﾑ，ｺﾞｰﾙ
ﾄﾞﾏｳﾝﾄ，源平，ﾗｲﾑﾗｲﾄ，ﾈｵﾝﾌﾗｯｼｭ」，ｼﾙﾊﾞｰﾌﾟﾘﾍﾟｯﾄ，ｽｲｼｮｳﾗﾝ，ｾｲﾖｳｶﾝﾎﾞｸ「ｺﾝﾊﾟｸﾀ
ﾑ，ﾛｾﾞｳﾑ」，ｾｲﾖｳﾋｲﾗｷﾞ「ｻﾆｰﾎｽﾀｰ」，ｾﾄｸﾚｱｾｱ，ﾀﾆｳﾂｷﾞ「ﾚｯﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽ」，ﾃﾏﾘｼﾓﾂｹ「ｻ
ﾏｰﾜｲﾝ，ﾃﾞｨｱﾎﾞﾛ，黄金」，ﾄﾞﾄﾞﾅｴｱ ﾋﾞｽｺｰｻ「ﾌﾟﾙﾌﾟﾚｱ」，ﾆｭｰｻｲﾗﾝ「ﾌﾟﾙﾌﾟﾚｱ，ﾚｲﾝ
ﾎﾞｰｸｲｰﾝ」，ﾉﾘｳﾂｷﾞ「ﾗｲﾑﾗｲﾄ」，ﾊﾞｲｶｳﾂｷﾞ「ｲﾉｾﾝｽ，黄金，ｽﾉｰﾍﾞﾙ，ﾍﾞﾙｴﾄﾜｰﾙ」，ﾊｸ
ﾘｭｳ，ﾋﾞﾌﾞﾙﾅﾑ ﾀﾞﾋﾞﾃﾞｨ，ﾋﾞﾌﾞﾙﾅﾑ ﾊﾘﾔﾅﾑ，ﾋﾒｲﾁｺﾞﾉｷ「ｺﾝﾊﾟｸﾀ」，ﾋﾒｳﾂｷﾞ，ﾋﾒｳﾂｷﾞ
「ﾊﾞﾘｴｶﾞｰﾀ」，ﾋﾒｼｬｶﾞ，ﾋﾒｼｬﾘﾝﾊﾞｲ，ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ，ﾌｲﾘｱﾏﾄﾞｺﾛ，ﾌｲﾘﾋﾒﾄﾍﾞﾗ，ﾑｸｹﾞ「白
花笠，ﾀﾞｲｱﾅ，大徳寺花笠，鳥取花笠，ｳｯﾄﾞﾌﾞﾘｯｼﾞ」，ﾒｷﾞ「ｱﾄﾛﾌﾟﾙﾌﾟﾚｱﾅﾅ」，ﾓﾁﾉｷ
｢ｵｳｺﾞﾝ」，ﾔﾏｱｼﾞｻ「ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｻﾝﾗｲﾄ，紅，深山八重紫，黒姫，七段花」，ﾔﾌﾞﾃﾞﾏﾘ
「ﾛｰｽﾞｴｰｽ」，ﾕｷﾉｼﾀ，ﾕｷﾔﾅｷﾞ｢ﾌｼﾞﾉﾋﾟﾝｷｰ｣，ﾘｭｳﾉﾋｹﾞ，ﾚﾝｷﾞｮｳ「黄ﾌｸﾘﾝ」，ﾘｶﾞｽﾄﾗﾑ
「ﾋﾞｶﾘｰ」

ｱｽﾁﾙﾍﾞ，ｱﾒﾘｶｱｼﾞｻｲ「ｱﾅﾍﾞ
ﾙ」，ｵｵﾍﾞﾆｳﾂｷﾞ「ｵｰﾚｵﾊﾞﾘｴ
ｶﾞｰﾀ，ﾌﾟﾙﾌﾟﾚｱ」，ｷｿｹｲ，
ｷﾞﾎﾞｳｼ，ｼﾏｶﾝｽｹﾞ，ｼﾗﾝ，，
ｾｲﾖｳﾆﾝｼﾞﾝﾎﾞｸ，ｾｲﾖｳﾊﾞｸﾁ
「ｴﾄﾅ，ﾏｰﾌﾞﾙﾎﾜｲﾄ，ｵｯﾄﾗｲｹ
ﾝ」，ｾｷｼｮｳ，ﾀｲﾑ，立性ﾛｰ
ｽﾞﾏﾘｰ，ﾀﾏｽﾀﾞﾚ，ﾄｷﾜﾅﾙｺﾕ
ﾘ，這性ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ，ﾌｲﾘｾｷｼｮ
ｳ，ﾌｲﾘﾔﾌﾞｺｳｼﾞ，ﾍﾞｱｸﾞﾗｽ，
ﾒｷﾞ「ｱﾄﾛﾌﾟﾙﾌﾟﾚｱ」，ﾙﾘﾏﾂﾘ
ﾓﾄﾞｷ，ﾛﾆｾﾗﾆﾁﾀﾞ「ｴﾄﾞﾐｰｺﾞｰ
ﾙﾄﾞ」，ﾔﾌﾞﾃﾞﾏﾘ

表１ 河川テラスなど河川敷に向く樹種 



表２ 海浜敷に向く樹種 

 

 表３ 河川テラスの人工地盤や鉄道敷斜面等に向く樹種（15 日程度の乾燥状態） 

 

表４ 河川テラスの人工地盤や鉄道敷斜面等に向く樹種（30日程度の乾燥状態） 

 

傷みがみられなかった樹種 傷みがみられたが灌水後再萌芽した樹種
ｲﾇﾂｹﾞ「ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｼﾞｪﾑ」，ｵﾀ
ﾌｸﾅﾝﾃﾝ，ｶﾞﾏｽﾞﾐ　ﾃｨﾇｽ，ｶﾞ
ﾏｽﾞﾐ　ﾃｨﾇｽ「ｲﾌﾞﾌﾟﾗｲｽ，ﾌﾚ
ﾝﾁﾎﾜｲﾄ，ｸﾞｳｪﾝﾘｬﾝ」，「ｷﾞ
ﾝﾊﾞｲｶ，ｷﾞﾝﾊﾞｲｶ「ﾌｲﾘ，小
葉ﾌｲﾘ」，ｸﾞﾐ「ｷﾞﾙﾄﾞｴｯ
ｼﾞ，ﾗｲﾑﾗｲﾄ」，ｽｲｼｮｳﾗﾝ，
ﾆｭｰｻｲﾗﾝ「ﾌﾟﾙﾌﾟﾚｱ，ﾚｲﾝﾎﾞｰ
ｸｲｰﾝ」ﾋﾒｼｬﾘﾝﾊﾞｲ，ﾌｲﾘﾋﾒﾄ
ﾍﾞﾗ，ﾑｸｹﾞ「ｳｯﾄﾞﾌﾞﾘｯｼﾞ，
白花笠，鳥取花笠」

ｱｶﾞﾊﾟﾝｻｽ，ｱｶﾝｻｽﾓﾘｽ，ｱｽﾁﾙﾍﾞ，ｱﾍﾞﾘｱ「ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞｺﾞｰﾁｬｰ，ﾌﾗﾝｼｽﾒｲｿﾝ」，ｱﾍﾞﾘｱ　ﾓｻﾞﾈ
ﾝｼｽ，ｲﾇﾂｹﾞ「ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｼﾞｪﾑ」，ｵﾀﾌｸﾅﾝﾃﾝ，ｶｼﾜﾊﾞｱｼﾞｻｲ「ｽﾉｳﾌﾚｲｸ，ｽﾉｰｸｲｰﾝ」，ｶﾞﾏｽﾞ
ﾐ ﾃｨﾇｽ「ﾌﾟﾙﾌﾟﾚｳﾑ」ｷｿｹｲ，ｷﾞﾎﾞｳｼ，ｷﾞﾝﾊﾞｲｶ「小葉斑入り，斑入り」，ｸﾘｽﾏｽﾛｰｽﾞ，
ｻﾂｷ，ｻﾗｻｳﾂｷﾞ「ﾏｼﾞｼｬﾝ，ﾋﾟﾝｸﾎﾟﾝﾎﾟﾝ，ﾌﾟﾚﾅ」，ﾒｷﾞ「ｱﾄﾛﾌﾟﾙﾌﾟﾚｱ」，ｼﾏｶﾝｽｹﾞ，ｼﾓﾂｹ
「ｱﾙﾊﾟｲﾝ，ｸﾘｽﾊﾟ，ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌﾚｰﾑ，ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏｳﾝﾄ，源平，ﾗｲﾑﾗｲﾄ，ﾈｵﾝﾌﾗｯｼｭ」，ｾｲﾖｳﾆﾝ
ｼﾞﾝﾎﾞｸ，ｾｲﾖｳﾊﾞｸﾁ「ﾏｰﾌﾞﾙﾎﾜｲﾄ」，ｸﾞﾐ「ｷﾞﾙﾄｴｯｼﾞ」，ｼﾗﾝ，ｾｷｼｮｳ，立性ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ，ﾀ
ﾏｽﾀﾞﾚ，ﾃﾏﾘｼﾓﾂｹ「ﾃﾞｨｱﾎﾞﾛ」，ﾄｷﾜﾅﾙｺﾕﾘ，ﾆｭｰｻｲﾗﾝ「ﾌﾟﾙﾌﾟﾚｱ，ﾚｲﾎﾞｰｸｲｰﾝ」，ﾉﾘｳﾂｷﾞ
「ﾗｲﾑﾗｲﾄ」，ﾊﾞｲｶｳﾂｷﾞ「ｲﾉｾﾝﾄ，ﾍﾞﾙｴﾄﾜｰﾙ」，ﾊｸﾘｭｳ，ﾋﾒｼｬｶﾞ，ﾋﾒｳﾂｷﾞ「ﾊﾞﾘｴｶﾞｰﾀ」
ﾌｲﾘｱﾏﾄﾞｺﾛ，ﾌﾘｾｷｼｮｳ，ﾌｲﾘﾋﾒﾄﾍﾞﾗ，ﾌｲﾘﾔﾌﾞｺｳｼﾞ，ﾍﾞｱｸﾞﾗｽ，ﾑｸｹﾞ「白花笠，大徳寺花
笠，鳥取花笠，ｳｯﾄﾞﾌﾞﾘｯｼﾞ」，ﾒｷﾞ「ｱﾄﾛﾌﾟﾙﾌﾟﾚｱﾅﾅ」，ﾓﾁﾉｷ「ｵｳｺﾞﾝ」，ﾔﾌﾞﾃﾞﾏﾘ，ﾔ
ﾏｱｼﾞｻ「ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｻﾝﾗｲﾄ，紅，黒姫」，ﾕｷﾉｼﾀ，ﾕｷﾔﾅｷﾞ「ﾌｼﾞﾉﾋﾟﾝｷｰ」，ﾘｶﾞｽﾄﾗﾑ「ﾋﾞｶ
ﾘｰ」，ﾘｭｳﾉﾋｹﾞ，ﾛﾆｾﾗﾆﾁﾀﾞ「ｴﾄﾞﾐｰｺﾞｰﾙﾄﾞ」

傷みがみられなかった樹種 傷みがみられたが灌水後再萌芽した樹種
ｱﾍﾞﾘｱ「ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞｺﾞｰﾁｬｰ，ｵｰﾚｱ，ｺﾝﾌｪｯﾃｨ，ｼﾞｬｯｸﾎﾟｯﾄﾌﾗﾝ
ｼｽﾒｲｿﾝ」，ｱｶﾞﾊﾟﾝｻｽ，ｱｶﾝｻｽﾓﾘｽ，ｱﾍﾞﾘｱ ｼﾈﾝｼｽ，ｱﾒﾘｶｲﾜ
ﾅﾝﾃﾝ「ﾚｲﾝﾎﾞｰ」，ｲﾇﾂｹﾞ「ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｼﾞｪﾑ」，ｲﾇﾂｹﾞ「ﾋﾚ
ﾘｰ」，ｵｵﾍﾞﾆｳﾂｷﾞ「ﾌﾟﾙﾌﾟﾚｱ」，ｵﾀﾌｸﾅﾝﾃﾝ，ｶｼﾜﾊﾞｱｼﾞｻｲ
「ｽﾉｳﾌﾚｲｸ，ｽﾉｰｸｲｰﾝ」，ｶﾞﾏｽﾞﾐ　ﾃｨﾇｽ，，ｶﾞﾏｽﾞﾐ　ﾃｨﾇ
ｽ「ｲﾌﾞﾌﾟﾗｲｽ，ﾌﾚﾝﾁﾎﾜｲﾄ」，ｶﾞﾏｽﾞﾐ ﾃｨﾇｽ「ﾌﾟﾙﾌﾟﾚｳ
ﾑ」，ﾒｷﾞ「ｱﾄﾛﾌﾟﾙﾌﾟﾚｱ」，ｶﾗﾀﾈｵｶﾞﾀﾏ「ﾎﾟｰﾄﾜｲﾝ，ﾊﾟｰﾌﾟ
ﾙｸｲｰﾝ」，ｷﾞﾝﾊﾞｲｶ，ｷﾞﾝﾊﾞｲｶ「小葉斑入り，斑入り」，
ｸﾞﾐ「ﾗｲﾑﾗｲﾄ，ｷﾞﾙﾄｴｯｼﾞ」，ｺｸﾁﾅｼ，ｼﾓﾂｹ「ｱﾙﾊﾟｲﾝ，ｺﾞｰ
ﾙﾄﾞﾌﾚｰﾑ，ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏｳﾝﾄ，ﾈｵﾝﾌﾗｯｼｭ」，ｽｲｼｮｳﾗﾝ，ｾｲﾖｳﾆﾝ
ｼﾞﾝﾎﾞｸ，ｾｲﾖｳﾊﾞｸﾁ「ｴﾄﾅ，ﾏｰﾌﾞﾙﾎﾜｲﾄ，ｵｯﾄﾗｲｹﾝ」，ｾｲﾖｳ
ﾋｲﾗｷﾞ「ｻﾆｰﾎｽﾀｰ」，ｾﾄｸﾚｱｾｱ，ﾃﾏﾘｼﾓﾂｹ「ｻﾏｰﾜｲﾝ，ﾃﾞｨｱ
ﾎﾞﾛ」，ﾆｭｰｻｲﾗﾝ「ﾌﾟﾙﾌﾟﾚｱ，ﾚｲﾝﾎﾞｰｸｲｰﾝ」，ﾉﾘｳﾂｷﾞ「ﾗｲ
ﾑﾗｲﾄ」，ﾊﾞｲｶｳﾂｷﾞ「ﾍﾞﾙｴﾄﾜｰﾙ」，ﾊｸﾘｭｳ，ﾋﾞﾌﾞﾙﾅﾑ ﾊﾘﾔﾅ
ﾑ，ﾋﾒｳﾂｷﾞ，ﾋﾒｼｬｶﾞ，ﾋﾒｼｬﾘﾝﾊﾞｲ，ﾌｲﾘｱﾏﾄﾞｺﾛ，ﾌｲﾘﾋﾒﾄﾍﾞ
ﾗ，ﾑｸｹﾞ「白花笠，ﾀﾞｲｱﾅ，鳥取花笠，ｳｯﾄﾞﾌﾞﾘｯｼﾞ」，ﾓ
ﾁﾉｷ｢ｵｳｺﾞﾝ」，ﾔﾌﾞﾃﾞﾏﾘ，ﾕｷﾉｼﾀ，ﾕｷﾔﾅｷﾞ｢ﾌｼﾞﾉﾋﾟﾝｷｰ｣，ﾘ
ｶﾞｽﾄﾗﾑ「ﾋﾞｶﾘｰ」，ﾔﾌﾞﾃﾞﾏﾘ，ﾘｭｳﾉﾋｹﾞ，ﾚﾝｷﾞｮｳ「黄ﾌｸﾘ
ﾝ」

ｱｽﾁﾙﾍﾞ，ｱﾍﾞﾘｱ　ﾓｻﾞﾈﾝｼｽ，ｷｿｹｲ，ｱﾒﾘｶｱｼﾞｻｲ「ｱﾅﾍﾞﾙ，
ﾋﾟﾝｸのｱﾅﾍﾞﾙ」，ｲﾁｺﾞﾉｷ「紅花」，ｳﾂｷﾞ「ﾛｾﾞｱﾘﾝﾄﾞ」，
ｵｵﾃﾞﾏﾘ「ﾋﾟﾝｸﾋﾞｭｰﾃｨｰ」，ｵｵﾍﾞﾆｳﾂｷﾞ「ｵｰﾚｵﾊﾞﾘｴｶﾞｰ
ﾀ」，ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ，ｶﾞﾏｽﾞﾐ「ｴｽｷﾓｰ」，ｷﾞﾎﾞｳｼ，ｸﾙﾒﾂﾂ
ｼﾞ，ｺﾃﾞﾏﾘ「ﾋﾟﾝｸｱｲｽ」，ｻﾂｷ，ｻﾗｻｳﾂｷﾞ「ﾏｼﾞｼｬﾝ，ﾋﾟﾝｸ
ﾎﾟﾝﾎﾟﾝ，ﾌﾟﾚﾅ」，ｼｾﾝﾄｷﾜｶﾞｷ，ｼﾏｶﾝｽｹﾞ，ｼﾓﾂｹ「ｸﾘｽﾊﾟ，
源平，ﾗｲﾑﾗｲﾄ」，ｼﾗﾝ，ｼﾙﾊﾞｰﾌﾟﾘﾍﾟｯﾄ，ｾｲﾖｳｶﾝﾎﾞｸ「ｺﾝ
ﾊﾟｸﾀﾑ，ﾛｾﾞｳﾑ」，ｾｷｼｮｳ，ﾀｲﾑ，立性ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ，ﾀﾆｳﾂｷﾞ
「ﾚｯﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽ」，ﾀﾏｽﾀﾞﾚ，ﾁｮｲｼｱ ﾃﾙﾅﾀ「ｻﾝﾀﾞﾝｽｽ」，ﾃﾏﾘ
ｼﾓﾂｹ「黄金」，ﾄｷﾜﾅﾙｺﾕﾘ，ﾄﾞﾄﾞﾅｴｱ ﾋﾞｽｺｰｻ「ﾌﾟﾙﾌﾟﾚ
ｱ」，ﾊﾞｲｶｳﾂｷﾞ「ｲﾉｾﾝｽ，黄金，ﾍﾞﾙｴﾄﾜｰﾙ，ｽﾉｰﾍﾞﾙ」，
這性ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ，ﾋﾒｲﾁｺﾞﾉｷ「ｺﾝﾊﾟｸﾀ」，ﾋﾒｳﾂｷﾞ「ﾊﾞﾘｴｶﾞｰ
ﾀ」，ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ，ﾌｲﾘｾｷｼｮｳ，ﾌｲﾘﾔﾌﾞｺｳｼﾞ，ﾍﾞｱｸﾞﾗｽ，ﾑｸ
ｹﾞ「大徳寺花笠」，ﾒｷﾞ「ｱﾄﾛﾌﾟﾙﾌﾟﾚｱﾅﾅ」，ﾔﾌﾞﾃﾞﾏﾘ
「ﾛｰｽﾞｴｰｽ」，ﾔﾏｱｼﾞｻｲ「ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｻﾝﾗｲﾄ，紅，黒姫，深
山八重紫，七段花」，ﾙﾘﾏﾂﾘﾓﾄﾞｷ，ﾛﾆｾﾗﾆﾁﾀﾞ「ｴﾄﾞﾐｰｺﾞｰ
ﾙﾄﾞ」

傷みがみられなかった樹種 傷みがみられたが灌水後再萌芽した樹種
ｱｶﾞﾊﾟﾝｻｽ，ｱｶﾝｻｽﾓﾘｽ，ｵﾀﾌｸ
ﾅﾝﾃﾝ，ｺｸﾁﾅｼ，ｾﾄｸﾚｱｾｱ，
ﾆｭｰｻｲﾗﾝ「ﾌﾟﾙﾌﾟﾚｱ，ﾚｲﾝﾎﾞｰ
ｸｲｰﾝ」，ﾋﾒｼｬﾘﾝﾊﾞｲ，ﾌｲﾘﾋﾒ
ﾄﾍﾞﾗ，ﾋﾞﾌﾞﾙﾅﾑ ﾊﾘﾔﾅﾑ，

ｱﾍﾞﾘｱ「ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞｺﾞｰﾁｬｰ，ｵｰﾚｱ，ｺﾝﾌｪｯﾃｨ，ﾌﾗﾝｼｽﾒｲｿﾝ」，ｱﾍﾞﾘｱ ｼﾈﾝｼｽ，ｱﾍﾞﾘｱ　ﾓｻﾞﾈ
ﾝｼｽ，ｱﾒﾘｶｲﾜﾅﾝﾃﾝ「ﾚｲﾝﾎﾞｰ」，ｲﾇﾂｹﾞ「ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｼﾞｪﾑ」，ｵｵﾍﾞﾆｳﾂｷﾞ「ｵｰﾚｵﾊﾞﾘｶﾞｰﾀ，
ﾌﾟﾙﾌﾟﾚｱ」，ｵﾀﾌｸﾅﾝﾃﾝ，ｶｼﾜﾊﾞｱｼﾞｻｲ「ｽﾉｳﾌﾚｲｸ，ｽﾉｰｸｲｰﾝ」，ｶﾞﾏｽﾞﾐ「ｴｽｷﾓｰ」，ｷｿｹ
ｲ，ｷﾞﾎﾞｳｼ，ｷﾞﾝﾊﾞｲｶ「小葉斑入り，斑入り」，ｺﾃﾞﾏﾘ「ﾋﾟﾝｸｱｲｽ」，ｻﾗｻｳﾂｷﾞ「ﾏｼﾞｼｬ
ﾝ，ﾋﾟﾝｸﾎﾟﾝﾎﾟﾝ，ﾌﾟﾚﾅ」，ｼﾓﾂｹ「ｱﾙﾊﾟｲﾝ，ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌﾚｰﾑ」，ｼﾗﾝ，ｾｲﾖｳﾊﾞｸﾁ「ﾏｰﾌﾞﾙﾎﾜｲ
ﾄ」，ｾｲﾖｳﾆﾝｼﾞﾝﾎﾞｸ，ｾｷｼｮｳ，ﾀﾆｳﾂｷﾞ「ﾚｯﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽ」，ﾀﾏｽﾀﾞﾚ，ﾁｮｲｼｱ ﾃﾙﾅﾀ「ｻﾝﾀﾞﾝｽ
ｽ」，ﾃﾏﾘｼﾓﾂｹ「ｻﾏｰﾜｲﾝ，ﾃﾞｨｱﾎﾞﾛ」，ﾄﾞｲﾂｽｽﾞﾗﾝ，ﾄｷﾜﾅﾙｺﾕﾘ，ﾉﾘｳﾂｷﾞ「ﾗｲﾑﾗｲﾄ」，ﾊﾞ
ｲｶｳﾂｷﾞ「ｽﾉｰﾍﾞﾙ，ﾍﾞﾙｴﾄﾜｰﾙ」，ﾋﾒｳﾂｷﾞ，ﾋﾒｳﾂｷﾞ「ﾊﾞﾘｴｶﾞｰﾀ」，ﾋﾒｼｬﾘﾝﾊﾞｲ，ﾌｲﾘｾｷｼｮ
ｳ，ﾌｲﾘﾋﾒﾄﾍﾞﾗ，ﾑｸｹﾞ「大徳寺花笠，ﾀﾞｲｱﾅ」，ﾒｷﾞ「ｱﾄﾛﾌﾟﾙﾌﾟﾚｱ」，ｸﾞﾐ「ｷﾞﾙﾄｴｯ
ｼﾞ」，ﾔﾏｱｼﾞｻ「ｺﾞｰrﾃﾞﾝｻﾝﾗｲﾄ，紅，黒姫」，ﾕｷﾉｼﾀ，ﾕｷﾔﾅｷﾞ「ﾌｼﾞﾉﾋﾟﾝｷｰ」，ﾘｭｳﾉﾋ
ｹﾞ，ﾙﾘﾏﾂﾘﾓﾄﾞｷ，ﾚﾝｷﾞｮｳ「黄ﾌｸﾘﾝ」，ﾛﾆｾﾗﾆﾁﾀﾞ「ｴﾄﾞﾐｰｺﾞｰﾙﾄﾞ」

表３ 河川テラスの人工地盤や鉄道敷斜面等に向く樹種（15日程度の乾燥状態） 



 

図１ コンテナ用土の違いによる緑化植物の樹高の推移 

 

図２ コンテナ用土の違いが緑化植物の樹高に及ぼす影響 

 

  

図３ コンテナ形状の違いによる緑化植物の樹高の推移 

 

 図４ コンテナ形状の違いが緑化植物の樹高に及ぼす影響 
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生育比：試験開始時の樹高を１とした樹高の伸び。 


