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■Ａ幼稚園 
施設の特性 

施工年度           平成 20 年度 

園庭面積  1068 ㎡ 

芝生面積  558 ㎡ 

芝生／園庭  50 % 

在籍園児数  260 人 

運動場／園児数 4.1 ㎡/人 

芝生／園児数  2.1 ㎡/人 

散水   自動水やり（雨水利用） 

土壌改良  システム（芝生用耐圧基盤土壌） 

排水施設  暗渠排水 

暖地型芝草  ティフトン系 

寒地型芝  ペレニアルライグラス 

開園時間  8：30～17：30 （閉園後の利用なし） 

運動会   －（園庭を使用しない） 

業者による管理  施肥、種まき、土壌診断、芝生点検、更新作業 
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芝生位置図等   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 芝生化位置 

 

 

 

 

 

 

 

土壌構造    暗渠排水設置位置 
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生育状況調査 

第一回（平成 21 年 7 月 23 日） 

全体の様子 

園庭中心部分から園舎入り口に至る部分に裸地がみられる。芝生のある部分は

暖地型芝草（ティフトン系）と寒地型芝（ペレニアルライグラス）が混在してい

る。園庭周辺部は暖地型芝草のみみられるが、中心付近、つまり裸地部周辺には

寒地型芝が部分的に残っている。全体的には暖地型芝草が優勢している。平成 21

年 4～6 月にかけて「中心部」や「半面」など、部分的な養生を実施しているが、

園児優先として全面的な養生期間は実施していない。 

 

 

図  調査時の様子（7/23） 



Ａ幼稚園 

- 4 - 

 

生育良好部の割合 

６割程度  

生育良好部 

暖地型芝草が高い密度で芝地を形成している。土壌断面の観察からは、多くの

直立茎数（芝の芽の数）、高密度な匍匐茎および根が観察された。 

 

 

 

 

 

 

生育不良部 

暖地型芝草の生育が確認されるが、直立茎数は僅かで、ほぼ裸地化している。

匍匐茎が表面にみられ、土壌断面の観察からは地下部にはほとんど匍匐茎を確認

できなかった。根の発達も十分でなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

良好部の様子    良好部の土壌断面 

図 生育良好部の調査 （7/23） 

不良部の様子    不良部の土壌断面 

図 生育不良部の調査 （7/23） 
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第二回（平成 21 年 11 月 17 日） 

全体の様子 

ペレニアルライグラスが生えそろい、とても美しい。播種量も十分で密度の高

い芝地を形成している。しかし、トラックに沿った形で生育不良がみられる。夏

休みの間および播種後１ヶ月養生期間を設けた。 

 

 

生育良好部の割合 

８～９割程度。 

 

生育良好部 

図  調査時の様子（11/17） 
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園舎から離れた、園庭南側に生育良好部位が多くみられる。寒地型芝が密度高

く芝地を形成している。土壌断面の観察からは、暖地型芝草の匍匐茎が確認され

た。 

 

 

 

 

 

 

 

生育不良部 

トラックに沿った部分および園舎入り口付近。大規模ではないがところどころ裸

地化がみられる。寒地型芝の生育はみられるがまだらで、暖地型芝草の匍匐茎は

みられない。 

 

 

 

 

 

 

 

良好部の様子    良好部の土壌断面 

図 生育良好部の調査 （11/17） 

不良部の様子    不良部の土壌断面 

図 生育不良部の調査 （11/17） 
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踏圧量調査 

調査方法 

カメラ設置期間（撮影期間）：平成 21 年 8 月 27 日(木)～平成 21 年 9 月 7 日(月) 

画像解析に用いた日：平成 21 年 9 月 3 日(木)および9 月 4 日(金) 

撮影場所：園庭の中心部 

解析は、撮影された動画を動画処理ソフト「Vitracom Site View」(構造計画研究

所)を用い、園庭中心部分の 25 ㎡（５×５m）を通過する人の数をカウントし、滞在

時間を把握した。 

調査結果 

踏圧時間は、以下の通りであった。 

約 633 人・秒／㎡／日 

これは、１㎡につき、一人の園児が１日のうち約 10 分 33 秒の間滞在していたこと

を示す。他の施設と比較して、やや高い値であった。 
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図  確認された葉腐病（左）、症状（右上）、病原菌の菌糸（右下） 

病害虫診断 

調査方法 

目視による被害状況の把握。スィーピング法（捕虫網を振って昆虫を捕獲）による

害虫の採集。採集した害虫および発病した芝草は、顕微鏡観察および病原菌の分離と

文献照合により、種の同定、病原の特定を行った。 

調査結果 

葉腐病 

平成 21 年 11 月 17 日に小発生を確認した。直径約 10cm の円形のパッチが３か所程

度発生。 
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病害虫対策 

葉腐病 

対策としては、今のところ小発生であるので、被害部および周辺部を土ごと取り除

き無病の芝草を補植することで、被害の拡大を防ぐ。その他、一般的な管理としては、

以下のようなことがあげられる。 

① 窒素過多で軟弱に育つと被害を受けやすいので、肥料のやりすぎに注意す

る。 

② 酸性土壌を好むので、定期的に土壌 pH を把握する。pH が下がる場合は石

灰資材などを散布し、下がりすぎないように注意する。 

③ 過湿は発病を助長するので、以下のような対策が挙げられる。 

(ア) 土壌の透水性を良好にする。 

(イ) 夕方の水やりは控える。 

(ウ) 水のたまる場所は目土（砂）により高くすることで排水性を高める。 

(エ) サッチを除去して通気性を向上させる。  
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土壌診断 

土壌診断結果を以下に示す。 

緻密度

(mm)

 0～4 7.5YR3/1 CL 単粒
小～細半角

礫富
半乾 10 弱 弱 含

4～16 7.5YR3/1 CL 単粒
小～細半角

礫富
半乾 22 弱 弱 含

16～24
7.5YR4/3.5
2.5Y5/1混

CL～SCL 亜角塊 細角礫含 半乾 21 弱 弱 なし

(%)

 0～4

4～16

16～24 1.35 48.7 44.0 7.3 51.3 2.78

飽和透 有効 ｐF1.5の

水係数 pF0 pF1.5 pF2.7 pF4.2 水分(%) 空気率

(cm/sec) (A) (B) (A-B) (%)

 0～4

4～16

16～24 1.6E-04 51.3 46.0 38.6 29.5 7.4 5.3

(%) (%) (%) (H2O) (KCl) (mS/cm)

 0～4

4～16

16～24 5.08 0.07 8.8 74.6 8.1 7.3 0.21

可給態 陽イオン 交換性 交換性 交換性 交換性 塩基 石灰 苦土 カリ

リン酸 交換容量 石灰 苦土 カリ ﾅﾄﾘｳﾑ 飽和度 飽和度 飽和度 飽和度

(mg/100g) (meq/100g) (mg/100g) (%) (%) (%) (%)

 0～4 83.3

4～16

16～24 2.1 12.5 704.1 38.3 27.4 7.9 222.5 200.6 15.2 4.7

深さ

C/N
pH pH EC

深さ
全炭素 全窒素 腐植

深さ

保水性 (%)

固相 液相 気相

孔隙率
真比重深さ 仮比重

三相分布（%）

乾湿 可塑性 粘着性 植物根 備考土色 野外土性 構造 礫
深さ

    土壌断面記載

0.82 31.1 46.3 22.6 68.9 2.63

2.0E-02 68.9 47.8 39.7 20.1 8.1 21.1

1.70 0.13 2.9 13.2 7.3 6.3 0.07

8.1 132.2 7.4 3.3 4.0 65.6 58.5 4.6 0.9

 

仮比重、孔隙率が低いことから 15cm 以下の部分は『つまり気味』の土壌である。

下層の緻密度もやや高い（21～22）ので注意が必要である。下層の pH、塩基飽和度

の値が高いのは、交換生石灰が多いためと考えられるため、石灰資材の施用を避ける。

可給態リン酸の値が高いため、リン酸資材の施用は避ける。 
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土壌診断に用いられた語句の説明 

 

＜仮比重＞ 密度を表す。1.3 以上は緻密。 

＜三相分布＞ 土壌の個体、液体、気体の割合。固相 45～50%、液相・気相 20～30% 

＜孔隙率＞ 黒ボク土（畑の土）の基準値：70～80% 

 非黒ボク土の基準値：55～60% 

＜飽和透水係数＞ 10-3～10-4 が適 

 10-5～10-6cm/sec 以下：難透水性 

 10-2～10-3cm/sec 以上：透水性過良 

＜有効水分＞ 黒ボク土：13～20%程度 

 砂質土：5～10%程度 

 pF0 最大容水量 

 pF1.5 圃場容水量 

 pF2.7 毛管連絡切断点 

 pF4.2 永久しおれ点 

＜pH＞  5.0～6.5 程度が適 

 強いアルカリ性を示す土壌に芝を植え付けると葉が黄化し根を伸ばすこ

とが出来ずに生育不良をおこす 

 芝草に発生する病害の多くがアルカリ性（pH7.0～）を示す土壌で多発す

る 

＜可給態リン酸＞ 通常 10～30mg/100g 程度が適 

 リン酸が不足すると根系の発達が不良となり、葉が黒ずむ 

＜塩基飽和度＞  塩基飽和度で 80～120%程度（CEC10 から 15 程度で） 

 塩基の比率は石灰 60～75、苦土 20～25、カリ 2～10（当量比） 
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考察 

園庭中心部から園舎入り口にかけて生育不良がみられている。ここでは、その原因を考

察するとともに、対策について提案する。 

施設条件 

一人当たり芝生面積 

約 2.1 ㎡であり、十分な広さとはいえない。 

使用頻度（踏圧量） 

約 633 人・秒／㎡／日 （比較的高い） 

日照 

園舎入り口付近には大きな常緑の樹木（ヒマラヤスギ）があり、長時間日陰を形成

する。Ａ幼稚園に用いられているバミューダグラス（ティフトン系など）は、文献 1）

によると、生育に必要な日照時間は、午前中を中心とした６時間以上とされている。

踏圧量調査のために撮影された動画より、園舎入り口付近は十分な日照時間を確保で

きないと判断された。このため、園舎入り口付近の芝生を健全に維持することは困難

と考えられる。 

芝種 

本施設に用いられているティフトン系は踏圧に脆弱である半面、肥料、水、養生、

エアレーションなどの管理を適切に実施することで、高い回復力を示す。ゴールデン

ウィークや夏休みを利用し、エアレーションと、施肥と共にティフトン系種子を播種

し、芝地の回復を図ることを推奨する。 

また、本施設がウィンター・オーバー・シーディング（以下、W.O.S.）として用

いているペレニアルライグラスは、ティフトン系の W.O.S.用として最も一般的に利
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用されている。ほかの草種と比べて、W.O.S.用として高い評価を得ているが、高い

耐暑性を持ち、トランジッションしづらい品種も流通しているので注意が必要。 

土壌および排水環境 

暗渠排水施設を設置しているためか、水はけに関する明らかな問題はみられない。

しかし、踏圧量調査のために撮影された動画より、雨天時は園舎入り口付近に水たま

りができることが確認された。これは、園舎入り口付近の土壌が踏圧により硬化し、

透水性が悪化したものと考えられる。しかし、このような排水性の悪化が生育不良の

原因ではない。踏圧により生育不良と排水環境の悪化がもたらされたと考えるべきで

ある。 

暗渠排水の設置により、土壌の透水・排水環境が整えられても、表層が硬化しては

暗渠排水の効果を発揮することができない。過湿により助長される葉腐病の発病がみ

られたことも排水性と関連の可能性がある。排水は年数が経過することで機能が低下

してくる可能性があるため、経過を観察する必要がある。 

土壌調査は比較的生育の良好な園庭南部分で実施した。園庭南東部は踏圧が少ない

ところと考えられているが、下層はつまり気味で、表層よりわずかに低い位置でも透

水性が低くなり、緻密度が高くなっていることが確認された。 

工事時期 

本施設は平成 20 年 8 月中旬に張り芝で施工している。この時期は芝生の生育後半

にあたり、適期と考えられる 5～6 月に比べると遅い。しかし、施工翌年の平成 21 年

7 月 23 日に実施した調査では、根の十分な伸長が確認されており、張り芝後の管理

が適切であったと考えられる。 
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管理 

芝刈り 

職員が自走式芝刈り機を用いて、およそ２～５回／月実施している。２回の調査・

訪問を通じ、適切な管理が行われていると思われた。 

施肥  

職員が１回／月実施している。暖地型芝草が衰退し、裸地化が進んでいる箇所がみ

られたため、施肥については改善の可能性がある。 

水やり 

自動潅水（スプリンクラー×９）で実施している。２回の調査・訪問を通じ、適切

な管理が行われていると思われた。 

除草  

職員が適宜（気がついたら）実施している。２回の調査・訪問を通じ、適切な管理

が行われていると思われた。 

W.O.S. 

平成 21 年 10 月 1 日に寒地型芝を播種しており、適期であった。また、播種量、養

生期間も十分で、平成 21 年 11 月 17 日の調査時には美しい芝地を形成していた。一

方、平成 21年 7月 23 日の調査時においても寒地型芝が散見されるなど、春のトラン

ジッションが不完全である。 

寒地型芝の生育は気温 20℃程度が適期とされ、最高気温が 24℃を下回る時期が種

まきの適期とされている。東京（大手町）の平年値では 10 月 1 日に相当する。これ

以前では高温による病気リスクが高まり、これ以降では低温による生育不良が懸念さ

れる。 
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また、春および夏の寒地型芝（本施設はペレニアルライグラスを使用）は、暖地型

芝草（ティフトン系など）の生育を阻害する。春（４月）以降は寒地型芝の排除を徹

底しなければならず（トランジッション）、芝刈りや水やりなどについて、高度な技

術が要求される。このため、専門業者の協力を得ることを推奨する。 

養生期間 

一定期間利用を制限する「養生」は、芝生の保護・育成にとって重要な方法である。 

本施設は夏休みや冬休みなど、連続する休日の間を養生期間に充てている。また、

寒冷地芝播種後の十分な養生期間（30 日間）の確保や、園のスケジュールに応じて、

生育不良部を進入禁止とするなど、芝生地の利用に関し、利用と芝生保護の双方への

配慮が見受けられる。これ以上の養生は、利用を大幅に制限することに繋がる可能性

があり、現行程度とするべきと思われる。 

まとめ 

以上から、生育不良の主因について次のように考えられた。 

○ 園児一人あたりの面積が狭く、踏圧量が多い 

○ トランジッションが不十分で、暖地型芝草の生育が十分でない 

○ 園舎入り口付近は踏圧が集中するとともに、日照が少ない 

提案 

明らかになった問題点を考慮し、芝生の良好な維持に向けた提案を、以下に示す。 

エアレーション 

園庭中心部から園舎入り口付近は踏圧負荷量が多く、土壌の硬化が懸念される。土

壌が硬くなると空気相が減少し、芝生の生育に著しいダメージを与える。エアレーシ

ョンとは通気を意味し、硬化した土壌に空気を送り込む技術を総称して呼ばれる。硬

化した土壌を膨潤化（柔らかく）する維持管理作業である。 
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最も一般的な方法としては、土壌にハロー（中空）タインと呼ばれる刃を土中に

差し込んでコルク状に床土を抜き取り、空間を形成する『コアリング』がある。 

エアレーションは土壌構造を改善し、根の伸長を促進することを目的とした管理

技術であるため、実施時期は、根の伸長期直前が最適である。また、膨潤化された

土壌をすぐに踏み固めてしまっては、その効果は減少するため、まとまった休みの

前に実施することが望ましい。これらのことから、エアレーションの適期は３月（春

休み前）、４月末（GW 前）、７月末（夏休み前）などが該当する。 

年一回の実施が基本だが、Ａ幼稚園においては、園庭中心部から園舎入り口付近は

他の場所よりも高頻度（年３～４回程度）での実施を推奨する。 

スプリングトランジッション 

春および夏の寒地型芝草は、暖地型芝草の生育を阻害する。このため、春以降は

寒地型芝草の生育を抑制させ、暖地型芝草の生育を促進させなければならない。こ

のような、草種の切り替えをトランジッションといい、特に、春に行う切り替えを

スプリングトランジッションという。 

トランジッション実施時期としては、４月下旬から５月上旬の大型連休（ＧＷ）

を利用することが適期と考えられる。以下にスプリングトランジッションの手法に

ついて記す。 

① 水やりと芝刈りの停止（４月中旬より） 

４月中旬頃から水やりを中止し、土壌の乾燥化を促す。同時に芝刈りも中止する

ことで、寒地型芝草を大きく育てる。 

② バーチカルカット（４月上旬～４月下旬にかけて） 

寒地型芝草を間引き、密度を低下させる。暖地型芝草の新芽も傷つける可能性が

あるため、暖地型芝草の生育が旺盛になったら実施を控える。 

③ コアリング（４月中旬～５月中旬にかけて） 
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太めのタイン（12～16 ㎜）でコアリングを行い、寒地型芝草に直接的なダメージ

を与える。同時に、土壌に空間を形成することで乾燥を早め、暖地型芝草の根が伸

びるスペースを確保する。 

④ 低刈り（４月下旬～５月中旬にかけて） 

大きく育てた寒地型芝草を、通常の管理より 10～15 ㎜程度低く刈り、高いストレ

スを与える。同時に、低い位置に葉を展開させる暖地型芝草に光を当てることにな

り、暖地型芝草の生育が促進される。この作業はＧＷの前、中、後に実施する。 

⑤ 施肥 

スプリングトランジッションの期間は、養分を与えると寒地型芝草の生育が促進

されるため、施肥は極力行わない。 

以下に、ウィンター・オーバー・シーディングをする場合の、推奨する肥料の回数

と量を示す。 

○ ３月上旬～8 月下旬（スプリングトランジッション時は注意） 

回数と頻度 全 12 回（毎月２回） 

使用肥料 化成肥料（8-8-8） 

１回あたり 肥料の量として約 23g/㎡ 

芝生地（558 ㎡）あたり約 12.8kg  

○ 10 月下旬～11 月下旬 

回数と頻度 全３回（２週間ごとに１回） 

使用肥料 化成肥料（8-8-8） 

１回あたり 肥料の量として約 23g/㎡、277 ㎡あたり 6.4kg 

  芝生地（558 ㎡）あたり約 12.8kg 

○ そのほか 

・ 8 月下旬から 10 月下旬までは、暖地型芝草の旺盛な生育を防ぐため

に実施しない。 

・ 寒地型芝草の種まきは 10 月 1 日とし、２～３週間後、しっかりと生

えそろったところに施肥する。 

・ 施肥後は十分に水やりをするが、寒地型芝草発芽後は、特に過湿に

注意する。 
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踏圧の分散を目的とした迂回路の設置 

Ａ幼稚園は、園庭中心部から園舎入り口にかけての裸地化が進んでいるが、この部

分は園児の導線と合致している。導線部分は特に踏圧量が顕著に多いため、園児一人

あたりの芝生面積が約 2.1 ㎡という条件以上の負荷があると考えるべきである。また、

園庭中心部を健全に維持するためには、利用制限が最も有効であるが、前述の通りＡ

幼稚園におけるこれ以上の利用制限は現実的ではない。 

さらに、園舎入り口付近には大きな常緑の樹木（ヒマラヤスギ）があり、十分な日

照を確保できない。このため、園舎入り口付近の芝生を健全に維持することは困難と

考えられる。 

このため、園舎入り口付近については積極的な芝生維持を行わず、円滑な迂回路設

置のためのエリアとし、園舎入り口へのアプローチを分散させる手法がある。たとえ

ば簡単な障壁を設置し、園児の進入を分散させる。この障壁は移動可能なものとし、

芝生の状況を見て設置位置を変更する。さらに、保護マットを使用することも、踏圧

負荷を減じる有効な方法である。 

 

イメージ 障壁設置による園児の移動経路の誘導 
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