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本論文の作成にあたり、多忙な業務の中にも関わらず筆者の訪問を快く受け入れてくださり、また現場
において貴重なデータの収集を許可してくださるなど、筆者を支えてくださった全てのゴルフ場のスーパーイ
ンテンデント、グリーンキーパー、支配人、および友人各位に、この場を借りて心から感謝を申し上げる。ま
た、本論文の日本語訳を引き受けてくださった上野幸夫氏にも、この場を借りて感謝の意を表する。
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要旨
このレポートは、 kyRR 年 3 月から kyRk 年 8 月にかけて収集したグリーンの
プレーアビリティに関わるデータを、整理・分析したものである。データは、全部で
kRy 面のグリーンから収集され、 R 調査対象となったゴルフ場は全部で dN コース
にのぼる。具体的には、日本を含む d カ国のゴルフ場において、全部で 3 種類の
草種について、グリーンのデータを収集した。スティンプメータで測定したグリーン
の速度は、 Rdj 〜 jdy +K であり- これらの平均値は kej +K であった。クレッ
グハンマー（ 8yy ;）で測定したグリーンの硬さは、 8d 〜 Rjd: であり、これらの
平均値は、33Xj であった。テタプローブで測定した、地表から e +K までの深さに
おける土壌水分（体積比含有率）は、 9XR 〜 ekX9W であり、これらの値の平均値
は、keXdW であった。また、地表面から 8 +K の深さにおける地温は、RyXeê* 〜
jjê* であり、これらの値の平均値は k9X8ê*、葉面上の気温は 3X9ê* 〜 jdX3ê*
であり、平均値は k8X9ê* であった。

R

全てのグリーンで全種類のデータが採集できたわけではない。このレポートでは、それぞれの測定区分
について具体的なデータをまとめている。
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どのような理由で、どのようなデータを収集したのか

なぜ、このようなデータの収集を思い立ったのか？その目的は何だったのか？このプロ
ジェクトは、昨年の夏の始めに、二つのアイデアからスタートした。第一は、日本におい
てクリーピングベントグラスを育成している地域における、夏の間の気温および土壌水分
についての具体的なデータを集めてみたいという意図があった。土壌水分や気温が、ター
フのクオリティとどのように関連しているのかを具体的に確かめたいという気持ちが、その
背景にあった。第二には、クレッグハンマー k による土壌硬度測定値と、山中式土壌硬度
計jによる土壌硬度測定値との違いを実際に比較してみたいということがあった。実際に測
定を始めるとすぐに、グリーンのスピードについてのデータも収集すれば興味深いだろうと
いう考えに至ったし、また地理的範囲も広げ、色々な草種のグリーンについて、さらには、
色々な管理方法のグリーンについて測定を行えばさらに良いのではないかと考えた。
そのようにして、当初の予定よりも多くのゴルフ場でデータを収集する結果になった
が、こうした中で、これらのデータは、以下に挙げる理由から、非常に興味深いものであ
ることが分かってきた。
このようなデータはこれまでに収集されたことがない ゴルファーやターフ管理責任者は、
グリーンが柔らかいとか、硬い、あるいは速い、遅いといったことをしばしば話題に
するにも関わらず、東アジアおよび東南アジア地域におけるゴルフ場グリーンのス
ピードと表面硬さに関わる実データは、まだ存在していない。そこで、アジアで育
成されている草種、ゴルフ場グリーンについて、こうした話題に関わるデータ一式
を収集することを始めてみたい、と考えたのである。
ベンチマーク作り 自分のゴルフ場のグリーンが、たとえば近隣の他のゴルフ場に比べて、
あるいは世界的に見てどうであるか、といったことに興味を持っているゴルフ場は多
い。こうした情報を収集し、それを共有することによって、ターフ管理者がより良い
情報を入手できるようになる。
より良いターフ、より良いプレーコンディション作り こうした情報を参考にすることによ
り、各ターフ管理者は、自分の管理方法に修正を加え、それによって芝草に掛か
るストレスを軽減し、より健康度の高いターフと、よりレベルの高いプレーコンディ
ション作りを行うことができる。
ターフの現在の状態がわかり、プレー面を所定のレベルに作り上げるためにこれまで
にどんな作業をしてきたのかが分かっていれば、現状のプレーコンディションに調整を加え
る、あるいはコンディションをこのまま維持するといった業務を、より明確な立場から実施
することができるようになるし、ターフが受けているストレスの軽減や、より望ましいコン
ディションに向けての調整といった作業をしやすくなるはずである。こうしたデータがあれ
ば、コース管理の効率をより高いレベルに引き上げるべく、前進していくことができるだろ
う。
k
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草種

学名

パーセント

クリーピングベントグラス
バミューダグラス
シーショアパスパラム
コウライ
スズメノカタビラ
ベント・カタビラ
ファインフェスク
クイーンズランドブルークーチ

;`QbiBb biQHQMB72`
*vMQ/QM /+ivHQM  *vMQ/QM ?v#`B/b
SbTHmK p;BMimK
wQvbB Ki`2HH  wX T+B}+
SQ MMm
X biQHQMB72` Y SX MMm
62bim+ `m#`
.B;Bi`B /B/+ivH

9y
kj
Re
Rk
j
j
k
R

h#H2 R, グリーンの速度、グリーンの硬さ、温度などを測定したグリーンで育成されてい

た草種の区分とその割合

k

草種について
日本においては、クリーピングベントグラスのグリーンにおいて多くの測定を行った。

R は、全体の測定の中で各草種が占める割合をまとめたものである。
「コウライ」グリーンは、日本で通常 wX Ki`2HH とされる種であり、東南アジアでは
wX Ki`2HH または wX T+B}+ とされる種である。
「ベント・カタビラ」グリーンとは、ク
表

リーピングベントグラスとスズメノカタビラが混生しているグリーンであり、
「クイーンズラ
ンドクーチ」は別名
「クーチグラス」あるいは
「セラングーン
（ b2`M;QQM）
」グラスとも呼ば
れる。

j

データの採取地

このレポートに含まれるデータは、日本では以下の地域において収集された：北海道、
茨城、栃木、埼玉、千葉、神奈川、静岡、山梨、大阪、兵庫、和歌山、広島、島根、沖
縄。上記以外に、インド、フィリピン、スリランカ、タイ、ベトナム、米国カリフォルニア
州、オレゴン州でもデータの収集を行った。
グリーンの速度は、 la: スティンプメータで測定した。原則として、各グリーン
について、それぞれ j 回の測定を行った。いずれの場合も、速度の測定はグリーンの中
のできるだけ平坦な場所を選んで行われた。測定に適した平坦なエリアがない場合には、
上り勾配と下り勾配で測定を行い（勾配面を横切る形での測定は行わなかった）
、 "`2/2
URNNRV に解説されている計算方法によって、平坦なエリアに相当する速度を求めた。各
グリーンでの測定に用いたゴルフボールは、 a`BtQM w@ah_tp である。
勾配が eW 未満の一定した法面で測定したボールの転がり速度を平坦地における速度
値に補正するための式としてブレードの式がある：

S=

2ab
a+b
8

UWV

URV

但しS = ボールの転がり距離 U修正後のグリーン速度 V
a = ボールの転がり距離 U上り勾配V
b = ボールの転がり距離 U下り勾配V
上記の式 URV は上り勾配のおける転がり距離と下り勾配における転がり距離の算術平
均値を求める一般的な式である式 UkV とは異なることに留意されたい。この一般式を用い
るためには、 k つの値の差が 98 +K 以内でなければならないという制限が存在する。

S=
但しS = ボールの転がり距離
a = ボールの転がり距離 U上り勾配V
b = ボールの転がり距離 U下り勾配V

a+b
2

UkV

実際に測定を行ってみると、上りと下りでの測定値の差が 98 +K 未満に収まるような
平坦なエリアを探すのは、なかなか難しいものであり、このブレードの公式が非常に役に
立つ。特に断らない限り、本レポートに採用されているグリーンスピードは全て式 URVを用
いて修正したものである。
グリーンの硬さは、クレッグハンマー（ a.B 製ゴルフプローブ；先端がドーム形をした
8yy ; のおもりを用いるもの）で測定を行った。各グリーンについて N 回の測定を行っ
た。R 回の測定は、高さ ey +K の位置からガイドチューブを通じてハンマー（おもり）を
R 回グリーン面に落下させたときの表示値である。表示値は、ハンマーがグリーンの表面
に落下する際に受けた最大減速度を表す数値であり、 :Kt という単位で表記される。
事情が許す限りにおいて、グリーンの同じ場所で、山中式土壌硬度計による測定も実施し
た。測定値の単位はミリメートル
（ KK）であるが、これは F; +K@k に対応する数値であ
る。
土壌水分については、ターフ表面から深さ e +K までの水分含有率をテタプローブ
（.2Hi@h .2pB+2b）によって測定した 9 。各グリーンについて N 回の測定を行い、それぞ
れ、クレッグハンマーによる測定場所の近くを選んで測定を行った。
地温は、各グリーンにつき jヶ所で測定した。使用した計器はデジタル温度計 8であり、
この温度計を地表から e +K の深さまで差し込んで測定を行った。ターフの表面温度は、
赤外線温度計 eを用い、温度計をグリーン表面からおよそ 8y +K の高さに保持し、グリー
ン上の直径約 8 +K の円の内部の積算温度を測定した。
収集したデータは、 _ ソフトウェア U_ .2p2HQTK2Mi *Q`2 h2K- kyRkV によっ
て解析を行い - ;;THQik パッケージ UqB+F?K- kyyNV を用いてグラフの作成を行い、
9

h?2i@T`Q#2- .2Hi@h .2pB+2b- ?iiT,ffrrrX/2Hi@iX+QXmFf
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e

i?2`KQK2i2`-

速度

U+KV 速度 UフィートV
Rdy
R3y
RNy
kyy
kRy
kky
kjy
k9y
k8y
key
kdy
k3y
kNy
jyy
jRy
jky
jjy
j9y
j8y
jey
jdy

8ǶdǴ
8ǶRRǴ
eǶjǴ
eǶdǴ
eǶRRǴ
dǶjǴ
dǶdǴ
dǶRyǴ
3ǶkǴ
3ǶeǴ
3ǶRyǴ
NǶkǴ
NǶeǴ
NǶRyǴ
RyǶkǴ
RyǶeǴ
RyǶRyǴ
RRǶkǴ
RRǶeǴ
RRǶRyǴ
RkǶkǴ

h#H2 k, グリーンの速度を +K 単位およびフィート単位で表す
本レポートの英語原本は、 FMBi` パッケージ
s2Gh2s を用いて行った。
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UsB2- kyRkV を利用し、最終レイアウトは

グリーンの速度

図 R は、グリーン速度についての全ての測定値をまとめたものである。全部で ekj 回
の測定を行ったが、得られた値は Rdj から jdy +K までの範囲に分布しており、その平
均値は kej +K であった。表 k には、本稿で取り上げるグリーン速度の各レンジを、セ
ンチメートルとフィートで表してある。
図 R に示すボックスプロット
（箱ひげグラフ）は、グリーンの速度の測定値をそれぞれ
の草種別に整理したものである。それぞれの草種に対応したボックスの内部に引かれてい
る水平線は、その草種のグリーンの速度の平均値を表している。また、グラフの中の小さ
い丸は R 回の測定を表しており、横軸が草種を、縦軸が式 URV を用いて計算した速度を
表している。

d

グリーンの速度（cm）
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6B;m`2 R, グリーンの速度についての eRd 個の測定値を草種ごとに整理した。

3

クリーピングベントグラス、バミューダグラス、シーショアパスパラム、コウライにつ
いてのデータは、 3ヶ所またはそれ以上の数のゴルフ場から採取したものである。ベント
グラス・カタビラ混合、フェスク - SQ MMm- およびセラングーングラスのデータは jヶ
所またはそれよりも少数のゴルフ場で収集したデータである。最初の組（ベントグラス）の
データについては、この草種のグリーンの特徴をよくあらわしているデータとみてよいと思
われる。しかし k 番目の組（ベント・カタビラ）のデータは、ごく限られた数のゴルフ場か
らのものであり、草種の代表的な特徴を表しているデータというよりは、これらのゴルフ場
の管理スタイルの特徴がデータに表れていると考える方が適当であると思われる。

9XR

ブレードの式

ブレードの式 URV は極めて有用度が高い式である。ほとんどのグリーンの場合、スティ
ンプメータによる測定に適した平坦な場所を探し出すのは、なかなかに困難である。本プ
ロジェクトにおいては、全部で kRy のグリーンから速度のデータを収集したが、面が比較
的平坦であると見えるようなグリーンであっても、上り方向での測定値と下り方向での測定
値を比較すると、その差が 98 +K を超えてることがしばしばであった。実際に測定を行う
際には、グリーンのエッジまたはコーナーに近いエリアが選ばれることが多かったが、これ
はそのエリアがそのグリーンを代表するようなエリアであったからではなく、適切な測定を
行えるようなエリアが他になかったからである。場合により、法面を横断する形になること
を承知で測定を行ったが、これも、往復方向の測定値の差が 98 +K 以内になる場所を選
んでのことである。しかし、傾斜に対して直角方向にボールを転がせばボールは弧を描い
て転がるので、これらの測定によって得られた値には若干の誤差が含まれることが避けら
れない。
図 k は、斜面において、上り方向の測定値と下り方向の測定値との差が 98 +K を超
えるとスティンプメータによる測定の精度が大きく低下し始める様子を示している。図中、
青色の線が、 k つの測定値の差が 98 +K である時を示している。ふたつの測定の差が
98 +K 未満であれば、式 UkV を利用して修正値をほぼ正確に求めることができる。しか
し、この差が 98 +K を超えると、修正によって求めた値の誤差が大きくなりすぎるので、
スティンプメータを使った通常の方法での測定が意味を成さなくなる。
そこで、上り勾配における測定値と下り勾配における測定値の差が 98 +K を超えて
も、これを平坦面での数値に正確に換算できる方法がないものであろうか？と考えるのは
当然であろう。図 j は、ブレードの式 URVを使えばそれが可能であることを示している。
これは、各グリーンにおいてグリーン速度の測定を多数回実施し、各グリーンの中で
データを比較したものである。図 j は、同じグリーンのいろいろな勾配エリアにおいてそ
れぞれ k 方向からの測定を行った結果とその修正計算値とをグラフにしたものであるが、
上り方向の測定値と下り方向の測定値との差が 8yy +K を超えても、式 URVを使って求
めた修正値は、そのグリーンにおける平坦なエリアで測定した場合の値に非常に近い値と
なっている U上り方向と下り方向の測定値の差 I 98 +KV。すなわち、ブレードの式を使
うことによって、図 kに表れていた誤差が除去されたということである。
図 j の中に引いた R,R を表す直線の周囲の分散情況はどうであろうか？このグラフは
これで「正常」であろうか、それとも、グリーンの同じ場所で k 方向から速度を測ったら、

N

USGA方式で算出したグリーン速度とブレードの式で算出した速度の差（cm）
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6B;m`2 k, k 方向からの測定値の差が 98+K を超えるとスティンプメータでの測定精度

が急激に悪化する。

Ry

同じグリーンの平坦エリアで2方向から測定した値に基づく実際のグリーン速度（cm）
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6B;m`2 j, グリーンの速度の測定値 kRk 組（オレンジ色）は勾配エリア（ t 軸の値）での
測定値から同じグリーンの平坦エリアでの速度を予想したもの
（差 I 98 +K）
。je 組の測

定値
（青色）は、平坦エリアでの測定値から同じグリーンの別の平坦エリアの速度を予想し
たもの。グラフ中の円の大きさは予想のベースとなった測定における上り勾配方向と下り
勾配方向での測定値の差の大きさ
（ t 軸）を示す。

RR

いつでも絶対に同じ値にならなければいけないだろうか？同じ場所で k 方向から測定して
得られた値が完全に同じであれば、その値は図 j においては、青色の R,R 線上にくる。
実際にグラフを見てみると、青色の線からわずかずつであるが外れて、線の周囲に分散し
ている。これは、斜面での測定と平坦面での測定を比べた場合（オレンジ色）でも、平坦
面での測定と平坦面での測定を比べた場合
（青色）でも同じである。
同じグリーンの中であっても、場所によってグリーン速度がやや異なるのは自然なこと
である。グリーンの奥の方で測定したときの速度が、グリーンのフロント部分での速度と同
じとは限らないし、同様に、グリーンの中央部の速度と同じとも限らない。グリーンのすべ
ての場所でまったく同じ速度ということはないのである。この点についてもう少し詳細に検
討をすべく、同じグリーンの中の平坦なエリア kヶ所の測定値を比較してみた（ M 4 je）
。
また、同じグリーンにおいて、傾斜面での測定と、平坦面での測定を比較してみた（ M 4
kRk）。
まず、平坦なエリア kヶ所における、それぞれ k 方向からの測定値の比較では、ス
ティンプメータによる測定値の差の平均値は N +K であった。そして、傾斜エリアにおけ
る k 方向からの測定値を平坦エリアにおける k 方向からの測定値と比較した場合には、
スティンプメータによる測定値の差の平均値は NXN +K であった。以上のことから、一般
的なグリーンの場合、ある場所においてスピード測定を行った場合の値と、同じグリーンの
別の場所で次に行ったスピード測定の差は、 N +K 程度と考えられる。そして、これに傾
斜面での測定を含めた場合でも、その差は R +K 程度しか増加しないと言えそうである。
このばらつきを別の面から考えてみよう。 E`+?2` 2i HX UkyyRV は、グリーンの速
度の違いが R8 +K 以内のときはゴルファーはその違いを認識できないことを示した。ま
た、同じ実験区画で、ターフのスピードの測定を何回も繰り返すと、測定値にそれなりの
ばらつきが出てくるが、それは R8 +K 未満であり U_B+?`/b 2i HX- kyyNV その原因
は、風速や風向の違い、ターフそのものが完全に均一でないこと、芝目や刈り込みの方向
によって葉身の寝ている向きが異なったりすることであるとされた。
ここで、傾斜面 pb 平坦面（オレンジ色）と平坦面 pb 平坦面（青色）の確率密度関数
U図 9V を見てみると、両者がほとんど重なりあっていることが分かる（ただし、 ky+K を超
える差については、平坦面 pb 平坦面の方が少なくなっている）
。すなわち、実用的な観点
から言えば、 k 方向から測定を行ったときの差の分布の仕方は、傾斜面 pb 平坦面と平坦
面 pb 平坦面とで大きな違いはなく、したがって、グリーンの勾配部分で測定を行って得
た値をブレードの式 URVを使って補正すると、得られた値は、そのグリーンの平坦面での
速度と機能的に同等の値となっている。

8

グリーンの硬さ、またはしっかり感

グリーンの性能あるいは優秀さを表すもうひとつの重要な因子として、グリーン表面の
硬さがある。 "F2` 2i HX URNNeV は、8yy ; のクレッグハンマーを使用して、英国にお
ける d9 のゴルフ場の R93 枚のグリーンの硬さを測定した。得られた測定値
（ :Kt）の
ほとんどは、 dy 〜 R8y の範囲であった。このうち、造成後 8 年未満のグリーンの硬さの
平均値（:Kt）は Rke であった一方、造成後 Ry 年以上を経過したグリーンでは値が
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6B;m`2 9, オレンジ色は、勾配エリアについてブレードの式を利用して求めた値と、同じ
グリーンの平坦エリアにおいて求めた kRk 組の測定値についての確率密度関数である。
青色は、同じグリーンにおける平坦なエリア kヶ所でスティンプメータを用いて求めた je
組の測定値についての確率密度関数である。

Rj

400

該当回数

300

200

100

0
60

80

100

120

140

Gmax

6B;m`2 8, クレッグハンマーで求めたグリーンの硬さについての kykN の測定値（:Kt）

のヒストグラム

R9

Ry3 であった。図 8は、筆者（マイカ・ウッズ）が行った kykN 回の :Kt 測定のヒス
トグラムである。 :Kt が 3y 〜 Ny を示した回数が最も多いが、測定値全体としては、
8d 〜 Rjd の範囲に散らばっており、全体の平均値は 33 :Kt である。
図 e は、すべての測定値を、草種ごとにボックスプロットに整理して表したものであ
る。ひとつのゴルフ場でなく多くのゴルフ場からのデータなので、それぞれの草種において
非常に大きな差があるのは事実であるが、寒地型芝草よりも暖地型芝草の方がグリーンの
表面が硬い傾向があることが読み取れるだろう。ベント・カタビラ、フェスク、カタビラ、
それにセラングーングラスのデータについては解釈に注意が必要である。これらのデータ
は、ごく限られた数のゴルフ場からのものであるので、それぞれの草種の一般的な特徴を
表しているという解釈は危険である。むしろ、それぞれのゴルフ場における管理手法がこう
した数値に反映されていると解釈すべきである。
興味深いのは、シーショアパスパラムのグリーンがバミューダグラスのグリーンよりも
硬い傾向が見られることである。これは、シーショアパスパラムのグリーンが全体として造
成から比較的に日が浅いために土壌中の有機物の蓄積が少なく、そのために硬いグリーン
になっているものと思われる。コウライグリーンは他に比較して柔らかいという結果になっ
ているが、これには j つの理由があるだろう：
RX コウライのグリーンは、バミューダグラスやシーショアパスパラムのグリーンよりも
古いものが多いので、土壌中に含まれる有機物の量が多い。

kX コウライは、東アジアおよび東南アジア地域に特に良く適応している芝草なので、
好適条件下で生育するその自然な営みの結果として大量の有機物を作るのではない
か。

jX 他の芝草で作るグリーンと比べ、コウライグリーンはあまり手を掛けた管理が行わ
れていない。

図 R を見ると、コウライグリーンのスピードは他の暖地型芝草のグリーンのスピード
と遜色ないことが分かる一方、図 eのデータでは、コウライグリーンが他の暖地型芝草の
グリーンよりも柔らかい傾向にあることが読み取れる。しかし、コウライのグリーンは、他
の芝草ほど多くの管理を受けていない。もしコウライにもっと濃密な管理を行ったら、た
とえば目砂の回数を増やし、成長調整剤を使ったならば、どれほど良いグリーンができる
か、特に東南アジアでどれほど素晴しいグリーンができるであろうか？ここまでのデータを
基に、そして、コウライグリーンの平均速度が驚くほど速いことを考えると、
「驚くほど素晴
しい」グリーンができるのではないかと思われる。

8XR

クレッグハンマーと山中式土壌硬度計

日本では、グリーンの硬さを測定する器具として、山中式土壌硬度計が使われること
が多い。このプロジェクトのひとつの目的は、クレッグハンマーによる測定値と山中式土壌
硬度計による測定値との間にどのような相関があるのかを調べることであった。
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6B;m`2 e, クレッグハンマーで測定したグリーンの硬さ（ :Kt）を草種ごとに整理したも

の。
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6B;m`2 d, クレッグハンマーおよび山中式土壌硬度計による測定値。青色の線は、 :Kt

のそれぞれの値に対する山中式硬度計の値の平均値を示す。
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図 d は、色々なグリーンにおいて同じポイントでクレッグハンマーと山中式とで測定を
行って得た値の散布図である。全部で 3 つのゴルフ場、 jN 枚のグリーン、測定点の数は
j98 と、データとしては小さい。しかし、データからは、ターフ表面の硬さを測定した場
合に、山中式よりもクレッグハンマーの方が感度が良いことが見て取れる。山中式の場合、
j98 個の測定値はわずか N レンジ、すなわち低い数値で Re から高い数値で k8 までの
範囲にしか分散していない。一方、クレッグハンマーの場合、低い数値は dR、高い数値
は RRN と、93 段階の範囲に分散している。
また、図 d の中央部にデータが広く分散していることが読み取れる。図 8 で見たよう
に、ゴルフ場のグリーンの硬さはおおむね :Kt（クレッグハンマー）で 3y 〜 Ryy の
間に収まっているのであるが、クレッグハンマーによる測定値と山中式土壌硬度計による
測定値との間にはほとんど相関が見られない。
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上に示す図は、クレッグハンマーのデータと山中式のデータそれぞれについて、縮尺
を等しくして確率密度関数を描いてみたものである。左側の図
（黄色）はクレッグハンマー
のもの、右側の図
（白色）は山中式のものである。クレッグハンマーのデータが描く山形は
裾野が広く、測定値がより広い範囲に広がっていること、すなわち計測感度が高いことを
示している一方、山中式のデータが描く山形は裾野が狭く、ほとんどの測定値が ky、kR、
および kk のどれかである。実際のグリーンには非常に柔らかいものも非常に硬いものも
あったのに、実測データはこのように狭い領域に固まってしまっている。したがって、限ら
れたデータ数からではあるが、グリーンの硬さの一般的なレンジにおいては、山中式土壌
硬度計よりもクレッグハンマーの方が表面硬さの違いをより良く拾うことができると結論で
きるだろう。

e

土壌水分

土壌水分については、 RRNj の測定値を得た。これは、今回のプロジェクトに関わる
草種のほとんどをカバーしているが、全部はカバーしていない。図 3 は、上記のようにし
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6B;m`2 3, 土壌表面から深さ e +K までの土壌断面における水分含有率（体積比）。ゴル
フ場のグリーンにおける合計 RRNj ポイントでの測定値を草種ごとに整理したもの。

RN

て得た土壌水分のデータを草種ごとにボックスプロット図として整理したものである。バ
ミューダグラスとコウライの平均土壌水分含有率が最も低いことが分かる。これは、暖地
型芝草の方が寒地型芝草よりも水を効率よく利用することができるので、土壌水分をより
低い状態に維持して管理することができるという事実と良く一致している。 RRNj 個の全て
の測定値の平均値が keXdW であるのはなかなか興味深い。というのは、これらのデータ
を測定したグリーンのほとんどはいわゆる la: 方式のサンドベースのグリーン培地を
使用したものであった。 la: が公表しているグリーンの建設仕様書 UlMBi2/ aii2b
:QH7 bbQ+BiBQM :`22M a2+iBQM aiz- kyy9V では、グリーン建設時の土壌ミックス
の毛細管孔隙の割合は R8 〜 k8W とされている。平均的に見て、今回の測定が行われた
ゴルフ場のグリーンの土壌水分含有率は、この条件にほぼ一致していたということである。
土壌水分がグリーン表面の硬さに影響を与えているという示唆を見ることができる。
図 N は、土壌水分が低い硬いグリーンと、土壌水分の多い柔らかいグリーンとがあること
を示唆している。そして、土壌水分が j8W を超えると、 :Kt が Ryy を超えるような
硬いグリーンを維持することが不可能になることが示唆されている。

d

ターフ表面の気温と地温

図 Ry は、国ごとに温度データを整理したものである。データ収集時に測定したターフ
の表面温度を緑色の丸で表し、その時の地温をオレンジ色の三角で表している。少なくと
も、温帯の国においては、季節よって大きな温度変化があることがはっきりと表れている。
一方タイ国では、海抜 y メートルに近い地域での気温は、一年間を通じて比較的一定で
ある。
興味深いのは、日本において最も気温が高くなる夏には、ターフ表面の温度および地
温がともに、熱帯の国であるタイ、フィリピン、スリランカのそれに等しいか、それ以上に
なるということである。

3

結論

データの収集の範囲も、また、収集したデータの整理も、結果として当初に予定した
ものを大幅に上回る規模と期間にわたるものとなった。当初は、日本のいくつかのゴルフ
場で測定するという程度の発想であったが、こうして規模を拡大したことによって、より有
益な情報をまとめることができるようになったと感じている。こうした研究活動に関しては、
多くの友人知人の援助があり、また、 h?2 _ のゴルフコース委員会からは、測定に
必要な計器を貸し出していただけるという有り難い支援も頂くことができた。
グリーンの性能やプレーアビリティに関わる諸特徴について、あるいは草種による相違
や国による特徴などについては、膨大な時間を掛けた論争が行われているわけであるが、
こうして実際にデータを収集分析することによって多くの学びを得ることができたのは間違
いない。このレポートは、今回収集したデータの基本的な整理の意味と、測定の機会を与
えてくださった各ゴルフ場における個々のデータが、データ全体の中でどういった位置にあ
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6B;m`2 N, 土壌表面から深さ e +K までの土壌断面における水分含有率（体積比）。ゴル
フ場のグリーンにおける合計 RRNj ポイントでの測定値を草種ごとに整理したもの。
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地温（オレンジ色の三角形）と表面温度（緑色の円）（単位は共に°C）
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6B;m`2 Ry, 地表から e +K の深さにおける地温とターフ表面の温度。測定を行ったすべ

てのグリーンのデータを示す。

kk

るのかを、ご協力いただいた皆様にお知らせすることを目的として作成したものである。も
ちろん、それ以外に、個人的に非常に興味を引かれた話題（ブレードの式など！）について
の見解もここにまとめたし、今後は更に追及していきたく思っている。
ご協力いただいた各位にも筆者と同様の興味を感じていただければ非常に光栄である
とともに、このような形でお送りするデータが、今後のコース管理に何らかの有益な情報と
なることを願っている。
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