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1.は じめに

2006年 4月 に公開された農業環境インベン ト

リー展示館内の 「肥料 。煙害展示室」に,2008

年 4月 18日 の一般公開に合わせて,用 土の標

本を公開した (写真 1)。

用上とは,植物の生育・栽培用として,保水

性や排水性について何 らかの調整をほどこし,

肥料成分などを添加 した土のことを意味する。

一般には,育苗用の苗床,鉢やプランターなど

に入れるものをい う。用上は,主成分 となる基

本用上,基本用上にない性質を補 うための改良

用土,pHや保水性や保肥性など特定の性質を

調整するための調整用上に分けられる。改良用

上と調整用土を合わせて改良用上とい うことも

ある。また,こ れ らの用上や堆肥,肥料などさ

まざまな資材を混合 したものを培土,床土,培

養土と呼び,園芸用鉢物の土 として使用するほ

か,水稲や野菜・花井などの育苗用苗床 として

使用する。 ピー トモス,パーライ ト, ロックウ

ールなど土以外の資材が主体のものを培地 と称

することがある。

肥料・塩害展示室には,基本用± 14点 ,改良

用± 4点,調整用± 5点 ,基本用上と改良用土

または調整用上を調合 した床土・培養± 5点の

計 28点を展示 している。ここでは,展示室に展

示してある用上について解説する。
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2 基本用土

1)黒土 :関東地方に分布する黒ボク土の有機物に富む表土で黒褐色。軽 く,有機物に富み ,

保水性・保肥性は良い。一般の草花の鉢物や育苗用床土に用いられる (写真 2)。

2)赤土 :黒ボク上の有機物の少ない褐色の下 ||‐ ||■|

層±。保水性 。保肥性は良いが,通気性はやや ■■■|

不良である。一般の草花の鉢物や育苗用床土に

'|||■用いられる。               |■ ■

3)赤玉土 :赤 土を粒径によつて大粒 。中粒・ |■■||

小粒に箭い分けした黄褐色の±。赤土よりも通 1鶉|||

気性が良い。鉢物に利用される。大粒は鉢底に ,|||■

敷くゴロ土として使用する。崩れて粉末になつ ||1颯 |

た土 (み じん)は通気性や排水性を悪くするの |■|■

で,箭で取り除く。              |■ ■|

4)鹿沼土 :栃木県鹿沼地方で産出する黄色の
,,|||||1鷲撃||_ |‐      ■ |‐■

軽石質の粒状±。酸性を示 し,通気性・排水性に       写真3 鹿沼土

優れる。挿 し木,酸性を好むサツキやシャクナゲ

などツツジ科植物の用上として使用される (写真 3)。

5)荒木田土 :東京都荒川区の荒川沿岸の荒木田 (現在の住居表示は町屋)原産の水田の灰褐

色の上。現在は荒木田には水田はないので,一般の水田の下層土が用いられる。ちなみに,隣

町の東尾久には赤土小学校がある。粘土質で,保水性・保肥力が高いが通気性はやや劣る。水

生植物,キ ク,サ クラソウの培地として用いられる。

6)川砂 :天然の河川の灰色の砂。産地の川の名称で呼ばれることがある。例,京都府の白川

砂,愛知県の矢作砂,栃木県の鬼怒砂等。排水性は良いが,保水性・保肥性は不良。挿 し木 ,

盆栽,サ ボテンなどに用いられる。

7)山砂 (朝 明砂 ―あさけずな一):二重県四 日

市市 ,菰野町を流れ る朝明川上流で産出す る花

同岩 の風化砂 で 自色 と鉄分 を含む灰色の礫の混

合物。排水性 。通気性 に優れ るが,保水性・保

肥力は低い。盆栽,サ ボテンに用い られ る。

8)山砂 (富士砂):富士山周辺で産出す る黒褐

色の火 山性砂礫。 スコ リヤ とも呼ばれ る。多孔

質で通気性・保水性 に富む。東洋 ラン,オモ ト

の培地 として用い られ る。黒色が植物の色 を引

き立たせ るので「化粧砂」として使用 される (写

真 4)。

9)山砂 (桐 生砂 ):群馬県桐生市付近 に産出す

る淡黄色の火 山性砂礫。硬 く,多孔質で通気性・

保水性がある。東洋ラン,オモ トや 山野草に使用 される。

写真4 富士砂

10)山 砂 (日 向砂):宮崎県都城地方に産出する霧島火山群から噴出した淡黄色の火山性砂礫。

多孔質で通気性・保水性は良いが肥料の吸着力が強い。サボテンに使用される。
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11)寒水砂 :石灰岩や大理石 を細か く砕 いた 白

色の砂礫。通気性・排水性 は良いが,保水性・

保肥性 は劣 る。盆栽 ,サ ボテ ンに使用 され る。

純 白色のため,表面に置いて 「化粧砂」 として

も用い られる (写真 5)。

12)軽石 :火 山か ら噴出 した多孔質の灰色の礫。

多孔質で通気性 はきわめて良好。 ラン,盆栽の

培養土 として用い られ る。

13)水 苔 :沢や湿地帯に生 える水苔 を乾燥・粉

砕 した もの。淡黄色で通気性・保水性 が良い。

洋蘭 ,シ ダ類 な どの培養土 として用い られ る。

14)山苔 :北海道か ら沖縄 ,東南アジアに分布

し,山 地の乾燥気味の地上や杉の根元な どに生 え

ているシラガコケ科 シラガゴケ属のアラハシラガ

ゴケ (粗葉 白髪苔)を乾燥・粉砕 したもの。灰褐

色で通気性・保水性 が良い。盆栽 に使用す る (写

真 6)。

3 改良用土

1)腐葉土 :広葉樹の落ち葉を堆積 し,腐 らせた

褐色の堆肥。通気性・保肥力が高い。通気性・保

水性・保肥性の確保のために混合 され る。

2)ピ ー トモス :ミ ズゴケが堆積 し,泥炭化 した

ものを乾燥 した褐色の粉体。酸性 ,通気性・保水

性 は良好。保肥性の確保,pHの 調整 のために用

い られる (写真 7)。

3)バー ク堆肥 (樹皮):樹皮 を家畜ふん ととも

に堆積 。醗酵 した褐色の粉体。通気性・保肥力が

高い。保水性・保肥性の確保,養分の補給のため

に 混 合 され る。 展 示 品 の 肥 料 分 :N:06%,

P205:03%, K20:0.1%

4)も みが ら堆肥 :も みが らを家畜ふん とともに

堆積 。醗酵 した褐色の粉体。通気性・保肥力が高

い。保水性・保肥性の確保 ,養分の補給に用い ら

れ る。

写真5 寒水砂

4 調整用土

1)バー ミキュライ ト :ヒ ル石を高温処理 し,薄板多層状にした褐色のもの。軽 く,通気性・

透水性・保肥性に富む。通気性・保肥性の確保,軽量化のためハンギングバスケット用に混合

される。

写真6 山苔

0

i職
‐

写真7 ピー トモス
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2)パ ーライ ト :真珠岩を高温処理 し,多孔質に

した白色の直径数 mm程度の粒状もの。軽く,通

気性 。透水性が良い。通気性・透水性の確保,軽

量化のためハンギングバスケット用に混ぜられる

(写真 8)。

3)ゼ オライ ト :沸石 と呼ばれる鉱石を粉末にし

たもの。保水性 。保肥力が高く,塩基に富む。pH

調整 , ミネラル分の補給,保肥力向上のために使

用される。

4)草木灰 :植物茎葉を燃焼 した残 りの灰。高

pH,高 ミネラル,低窒素。pH調整, ミネラル分

の補給,透水性・微生物性の改善のために用い

られる。

5)く ん炭 (も みが ら):も みが らを炭化 した

黒色の粉体。高 pH。 高 ミネラル,低窒素。透水

性・微生物性の改善,pH調整のために混合 され

る。

5 床土・培土

1)水稲用育苗培土 :材料 として黒上に肥料 を

混合 したもの。展示品の肥料成分は N:15%,

P205:27%, K20:22%。

2)バ ラ・果樹苗の培養土 :材料 として,黒土 ,

堆肥 ,赤玉土,バー ミキュライ ト, ピー トモス

を混合 したもの (写真 9)。

3)野菜用育苗培土 :材料 として赤土,鹿沼土 ,

軽石 ,も みが ら堆肥 ,パ ー ライ トを混合 した も

σ)。

4)園芸用育苗培土 :材料 として黒土,赤玉土 ,

バー ミキュライ ト,ピー トモス,堆肥を混合 し

たもの。展示品の肥料成分は N:200mg/1,P205

:166mg/1,K20:166mg/L(写 真 10)。

5)野菜・花き播種用培土 :材料 として,ピー

トモス,堆肥を混合 したもの。展示品の肥料成

分はN:180mgA,P205:120mg/1,K20:220mg4。

写真8 パーライ ト

写真9 バラ・果樹苗の培養土

写真10 園芸用育苗培土
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