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第1章 ● ● ● 

　定期的な刈込や通行に耐えてある程度の連続性
を持って地表面を覆うことのできる植物を「芝草
（ターフグラス）」と呼んでいる。芝草が相互に連
なって作る群落、芝草の根に密着している土壌、
そしてその土壌に生息するその他の生命体が「芝
地（ターフ）」を形成している。芝草（ターフグラス）
というときには植物群落そのものしか指さないが、
芝地（ターフ）というときには芝草が生育している
媒体の一部までを含んで、芝草そのものよりも概
念的に上位にある生態系を指すという違いがある。
芝地の表層を切り取ったものが「切芝（ソッド）」
である。
　芝草は様々な目的に利用されている（図 1／ 1）。
例えば、土壌の保全を主目的として作られる芝地
がある。これは複雑に絡まり合う根が土留めの役
割を果たして、風や水による浸食を防止する効果
を狙ったものだ。地上部を覆う茎葉部が土壌表面
にさらなる保護を提供する一方、涵養地として地
下水の良化にも役立つ。芝草が土壌から水を吸い
上げて大気中に水蒸気を放出する現象̶̶発散と
呼ばれるプロセスであるが̶̶は、高温の季節に
は自然の冷却装置として機能する。道路傍におい
ては、芝草は車から排出される各種の有毒ガスを
吸収し、空気清浄器として役立つ。空港の滑走路
では、チリやホコリを低減し、航空機のエンジン
寿命の延長にひと役買っている。ごく小規模な飛
行場では、滑走路自体が芝生で作られている場合
もある。
　庭芝（ローン）は装飾的機能を持っている。均一
な緑色のじゅうたんは風景美を作る。また、各種
のレクリエーション活動にも魅力的な場所を提供
する。そして、道路や建物などの構造物による蓄
熱をやわらげる効果がある。
　スポーツターフは、競技する者にとっても観衆

にとっても楽しみの場所となる。フットボール、
野球、サッカーなどは基本的に芝地で行うスポー
ツの代表である。土は乾けば固くなり、濡れれば
滑りやすくなるが、その表面を覆う芝草がやわら
かいクッションとなってプレーヤーの安全を守る。
激しい踏みつけに晒されて土壌の固結や芝草の大
きな磨耗が避けられない運動競技用のターフには、
それらを考慮した特殊な管理手法が要求される。
　様々なスポーツの中で、ゴルフはプロフェッ
ショナルなターフ管理者との関わりが最も長く、
また緊密であるといえるだろう。芝草科学や芝草
管理技術が成立発展してきた背景には、ゴルフ場
のコース管理を行うスーパーインテンデントたち
の大きな努力がある。米国においてはゴルフ場
スーパーインテンデント協会が各地域、州、そし
て連邦レベルで組織をもち、数十年間にわたって
芝草研究や芝草管理教育プログラムの充実のため
に各種の学術機関を援助している。ゴルフ場のグ
リーンは、芝草管理の中でも最も濃密な管理努力
が傾注される場所である。

ターフの歴史 ■

　景観の一要素として意識的にターフを利用する
ことが始まったのは、恐らく紀元前何世紀も前の
古代ペルシャの初期の庭園であろう。古代の庭が
どのようなものであったかは、ペルシャのガーデ
ンカーペットによく描かれている。長方形の花壇
に背の低い顕花植物を植えている様子を窺うこと
ができ、これが現代の庭芝の先駆といえる。この
ペルシャ様式の庭は、マケドニアのアレキサン
ダー大王（ＢＣ 356 ～ 323）によってヘレニズム文
化圏全域に広まった。古代ギリシャの庭園は学校
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などの公共の場に限られていたが、後にローマ人
がヨーロッパ各地に広めた庭は家の延長として利
用され、くつろぎと娯楽の場所となった。
　ヨーロッパでは中世を通じて庭園が広まってい
くが、これは僧院や修道院に精巧な庭園が作られ
たことが大きく影響している。僧院の庭は果樹園
と薬草園といった目的の他に、隠遁の空間、学習、
思索、レクリエーションの場といった役割、更に
は死人の埋葬場所としての役割ももっていた。こ
れらの庭園の一部として僧院の中心部に作られた
のが「クロワスターガート」と呼ばれる、回廊で
囲まれた庭である。これは、教会の脇に作られた
芝生̶̶背の低い草を主に使い広葉植物も含めて
作った草地̶̶であって、この周りで僧侶が昼夜
決められた間隔で修行（行進、読本、祈祷など）を
行ったのである。このターフは通常、短く刈込ま
れ、緑色の草地として維持されていた。フォアロ
のヒュー（フランスの聖職者）によれば「緑のター
フは…疲れた目を生き生きとさせ、学習への意欲
を取り戻させた。それは正に、眼を養い視力を保
つという緑色の特性である」と記述されている。 
　13 世紀、エレノア女王時代には、庭園の中央に
ターフが配された。これは庭園の広がりとしての
緑のスペースが、ちょうど美術作品における空間、
音楽における静寂、弁論における間（ま）と同じ役
割を果たすものとされたからである。15 世紀に書
かれた作者不詳の詩「The Floure and the Leafe」
（花と葉）は、次のような語句で芝生をたたえてい
る。
　　
　freshly turved, whereof the green grass
　so small, so thick, so short, so fresh of hew
　that most like unto green velvet it was.
　瑞々しくも青草の
　さも小さく、さも濃密に、さも鮮やかに
　誰も乗りてうれしやその青き毛氈に
　
　ヨーロッパの庭園は壁で囲まれた私的空間で
あったが、植民地時代にアメリカに渡った庭は開
放的な作りとなった。これには、インディアンの
襲撃をいち早く知るためという事情があったのだ

が、こうした広がりをもつ「家庭の芝庭」は、英
国人などからは、アメリカ人好みとして認識され
た。
　スポーツやレクリエーションの場として、芝地
は何世紀にもわたって利用されてきた。公園とい
うものが最初に出現したのは、ＢＣ 550 年頃のペ
ルシャである。広々とした草地の周囲に樹木や花
を植栽したもので、ここで富裕層がチョガンとい
うポロに似た遊びを楽しんだ。今日のポロ・ラク
ロスは、アメリカ先住民が何百年も昔から広い草
原でボールとスティックを使って行っていた遊び
から発展したものである。初めのうちはいろいろ
な名前で呼ばれていた。例えば、テワーラトンと
いう名前がそうである。イロコイ族の言葉で「戦
争の弟」という意味だが、これはこのゲームが実
際に諍い事の解決手段としてしばしば利用されて
いたことによる名称である。フットボール（サッ
カー）も、草地を使うゲームとして古代からの歴史
を持っている。サッカーの前身と呼べるものは中
国、日本そしてローマ帝国にも求めることができ
るが、競技ルールとして最も古いものは 1815 年
にイングランドのイートン校で出来上がったもの
である。それまでのサッカーは、プレーに伴う喧
騒や負傷者が後を絶たないことなどから粗野な遊
びとされ、しばしば禁止されていた。ラグビーは
1823 年にサッカーから誕生した。イングランドの
ラグビー男子学校のウィリアム・エリスという人
が「当時のサッカーの規則をものの見事に無視し、
ボールを手で持って走るという前代未聞の」試
みを行った。アメリカンフットボールはこのラグ
ビーをもとにして生まれ、1800 年代の初頭にアメ
リカの大学で行われるようになったゲームである。
1867 年にはかなり原始的な初めてのルールが制定
され、1869 年にはプリンストン大学とラトガーズ
大学との間で最初の大学対抗戦が行われた。
　クリケットは 13 世紀に発生したと思われる。競
技規則が出版されたのは 1744 年であり、大英帝国
全体でポピュラーなスポーツとなった。クリケッ
トではメインの競技面（ピッチと呼ばれる）を非常
に固く作り、鎌などを使って地表面すれすれまで
刈込むという独特の管理を行う。同じイギリス起
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ランダのヘット・コルヴェン、フランスのヨウ・デ・
モールやコール、イングランドのカンブーカ、イ
タリアのパガニーカ、南アメリカのシンティ、中
国の捶丸、ラオスのティッキなどに類似している
が、地上の目標物を狙うのでなく穴にボールを入
れるというのが、他と異なるゴルフの特徴である。
1744 年にはスコットランドのエジンバラに最初の
ゴルフ倶楽部が設立された。19 世紀から 20 世紀
初頭にかけては、多くの国にゴルフ場が造られた。
インドには 1829 年、フランスには 1856 年、カナ
ダには 1873 年、米国およびベルギーには 1888 年、
以下オランダに 1890 年、スイスと香港に 1891 年、
ドイツとスペインに 1895 年、中国に 1896 年、オー
ストリアに 1901 年、スウェーデンとイタリアに
1902 年、デンマークと日本に 1903 年、チェコ共
和国に 1904 年、そしてポーランドには 1906 年に
初めてゴルフ場が作られた。

芝草産業 ■

　芝草産業は「人間の生活に必要なもの、例えば
土壌保全、景観創造、レクリエーション施設など
の開発管理に必要とされる特定の芝草やグラウン
ドカバー植物の生産および維持管理に関わる」産
業分野である。具体的には、施設、製造、サービス、
研究という 4つの分野に大別することができよう。
施設とは、ゴルフ場やスポーツフィールド、住宅
用や商業公共施設の芝生、路側帯や空港のターフ
などのことである。製造は芝管理機械の製造、散
水システム機器、植付資材（種子、ソッドなど）、
肥料、薬剤、成長調整剤、土壌改良剤などの製造
分野をいう。サービスはこれらの製品の流通や小
売、芝管理業、景観造園業、設計家、調査機関や
コンサルティング業、各種の業界団体や協会組織、
さらには出版界が含まれる。そして、研究分野と
しては単科・総合大学、農業試験場、農業技術普
及機関などを挙げることができる。米国の芝草産
業は数十億ドル規模の巨大産業であり、好景気の
時代、不景気の時代を通じて速い速度で成長を続
けている産業である。最近実施された調査による

源のラウンダーというゲームを母体としてアメリ
カでは野球が発達したが、これは 19 世紀初頭のこ
とである。現代のような野球場と野球ルールの最
初のものは、アレキサンダー・カートライトとい
う人物が 1841 年に作成し、1860 年代には野球は
すでにアメリカの「国民的娯楽」と称されるほど
の人気を得ていた。
　クロケットを最初に行ったのは、13 世紀のフラ
ンスの小作人たちであったと信じられている。当
時のクロケットは、粗末な槌で木製のボールを叩
いて柳の枝で作った輪の中を通すというもので
あった。近代的クロケットについては、その初期
の形式のものがアイルランドで 1830 年代から行わ
れており、これが 1852 年にイングランドへ伝え
られたことが分かっている。しかし、イングラン
ドにローンテニスが伝わると、クロケットの人気
は凋落した。ローンテニスは、英国陸軍の将校で
あった大ヘンリー・ジェムがエドバストンの芝生
に最初のテニスコートを作ったのが最も古い記録
である。しかしながら、現代のようなテニスを確
立したのは、大ウォルター・ウィングフィールド
という人物が芝生で弾むゴム製のボールを導入し
て、そのゲームにスファリストライクという名称
を与えてからのことである。ウィンブルドンにお
いて第 1回大会が行われたのが 1877 年、ローンテ
ニス協会が設立されたのは、その 11 年後であった。
　ローンボウルは欧州起源のスポーツである。
1300 年代には、フランスとイングランドの軍関係
者の間でその流行があまりに過熱したため、弓の
稽古が疎かになるという理由で禁止されたことも
ある。ローンボウル用のグリーンは、ゴルフ用の
グリーンよりも先に発達した。ゴルフが今日のよ
うな形態で成立したのは 15 世紀、スコットランド
東岸のリンクスランドと呼ばれる砂丘の草原地帯
がその舞台であった。芝刈機が登場するのは 19 世
紀になってからである。初期のゴルフ場の芝を短
く維持していたのはヒツジとウサギである。彼ら
は草を食むだけでなく施肥も行ったわけだが、時
と場所をわきまえない「障害物」がいなくなるま
で、ゲームをしばしば中断しなければならなかっ
た。ゴルフは他の多くの「棒球」競技、例えばオ



21

ターフに関わる専門職

や耕種的要求にどのような影響を与えているのか
を知っていなければならない。芝管理責任者も、
管理業務の中に新技術を取り入れ、目標とする品
質レベルを最低限のコストで実現する力が求めら
れている。そしてそれと同時に、環境に配慮した
管理業務の実践ということにも細かい神経を使わ
なければいけない時代なのである。
　芝草という分野でプロとして認められるために
は、適切な技術的資格を身につけているだけでな
く、技術の進歩、法規制の変化、そしてビジネス
の発展の中で自分を成長させていく能力が必要な
のである。　

ターフの品質（クオリティ） ■

　ターフの品質とは、その用途と外観、そしてス
ポーツターフの場合にはシーズン中におけるプ
レーアビリティ（プレー面としての質）という要素
が絡み合って決まるものである。土壌保全用の
ターフならば、根がしっかりと土止めの役割を果
たしている必要がある。観賞用のターフ（庭芝）の
場合は、密度が高く均一であり、そして眼を楽し
ませる色が求められる。スポーツターフの場合に
は、目的とする競技にふさわしい特徴を持ったプ
レーアビリティを提供するものでなければならな
い。例えば、フットボール場のターフは選手の足
元をしっかり支える固さと激しい衝撃を和らげる
弾力性、そして磨耗に耐えて損傷から早く回復す
る旺盛な生長力が求められる。ゴルフ場のフェア
ウェイであれば、ボールを邪魔せず草の上面で
ボールをしっかりと支えるライの良さ。グリーン
の場合には、良いアプローチショットをきちんと
受け止められるボール保持力。そしてグリーンの
どの場所からパットしても、正しい球筋でボール
が転がる面を提供できなければならない。
　このようにいろいろなターフがあって、それら
の特徴は大きく異なっているので、ターフの品質
はそのターフに求められる機能と主観的な要求と
が関係してくる。均一に茂っているトールフェス
クのターフは、時速 80㎞で走っている車から眼に

と、フロリダ州、ノースカロライナ州、テキサス
州でターフ施設の管理のために使用された製品や
サービスの年間総額は、それぞれ 65 億ドル、47
億ドル、60 億ドルであった。他の州（ジョージア州、
メリーランド州、ミズーリ州、ペンシルバニア州、
バージニア州）では、芝草産業の規模を 10 億ドル
から 30 億ドルと見積もっている。

ターフにかかわる専門職 ■

　専門教育を受けてターフの専門職に就いた人と
いえば、以前は、ほぼすべてがゴルフ場のスーパー
インテンデントであった。学術分野、実業分野、
或いはプロフェッショナルなサービス部門に就く
人間は比較的わずかであった。この実態は今日で
は大きく様変わりしている（表 1／ 1）。今日では、
運動場、公園、公共施設のターフ、そしてもちろ
んゴルフ場にいたる、あらゆるターフ施設で芝草
管理の専門教育を受けた人間を見出すことができ
る。大学での専門教育を終えた多くの学生が庭芝
管理の世界に進んでいるし、ターフ関連の資材生
産、製品の流通販売にもターフの専門教育を受け
た者が数多く就職している。教育界において芝草
管理教育課程が充実してきたのを背景として、芝
草科学の学位取得者に対する需要が高まっている。
　芝草産業界において、以前には専門教育を必要
としなかったような分野でも、現在では正式な教
育を受けた人材を求めるようになっている。これ
は、芝草管理が技術的に非常に高度なものとなっ
たことを反映している。例えばセールスマンで
あっても、自分の取り扱う製品について知ってい
ればよいというのでなく、その製品が使用される
背景や芝草管理の全体状況に十分精通していなけ
れば通用しない時代になってきている。庭芝管理
の技術員も同じである。複雑な芝管理業務の全貌
を理解し、目の前にある問題や潜在的な問題を診
断予見する技術を持ち、それらを解決できるだけ
の能力がなければいけないのだ。ソッドや種子の
生産者も、単なる生産技術だけではなく、次々に
登場してくる新品種を知り、それらが芝草の品質
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表 1／ 1　　芝草産業における就職先

　グラウンド管理責任者

　ゴルフ場 政府自治体施設
　運動施設 交通運輸施設
　レクリエーション用グラウンド 商業施設
　公共施設の庭 集合住宅施設
　
　製造／営業
　
　機械 種子
　肥料 ソッド・栄養繁殖茎
　薬剤 その他
　植物成長調整剤

　専門サービス業
　
　コンサルティング 庭芝管理
　試験分析 景観造園
　設計 造成施工
　
　テクニカルライター
　
　業界誌 ニュースレター
　技術専門誌 商業紙

　学者／教育者
　
　学術機関
　民間の研究機関　

外見的な品質 ■

　ターフの品質は多くの要素に影響される。その
中で外見の判断に最も影響するのが、密度、風合
い、均一性、色、生育習性、滑らかさである（図１
／２）。
『密度』とは、単位面積当たりにいくつの地上芽が
あるかで表され、芝草の遺伝子型、自然環境、耕
種的管理手法の違いなどによって変わってくる。
芝草の中で最も高密度な芝を形成することができ
る種は、ベントグラス、バミューダグラス、グ

すれば非常に素晴らしいターフであるが、庭芝用
の芝草としてはケンタッキーブルーグラスに劣る
とされる。ケンタッキーブルーグラスは、庭芝に
は非常に優れた草種だが、ゴルフ場のグリーンに
は使えない。極めて密集度の高いターフを作るク
リーピングベントグラスは、ゴルフ場のグリーン
には最高だが、一般の庭に使用する場合にはよほ
ど手をかけた管理を行わない限り、ぶよぶよとし
て不満足な芝になってしまう。
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ターフの品質

現れる初春にはひと目で見分けることが可能であ
る。ケンタッキーブルーグラスの古いターフなど
では、はっきりと色の異なる様々なパッチが見ら
れることがあるが、これは同じ種のなかでも色の
遺伝子型が異なるものが多数あり、それぞれが独
自の集落を形成した結果である。
　色は、植物の状態一般を見分ける手がかりとし
て有用である。例えば黄化や白化は養分欠乏、病
気など、生育に不都合な何らかの事情の現れであ
ることが多い。極端に濃い緑色は施肥の過多や萎
れの可能性があるし、病気によっては初期症状で
ある場合も考えられる。刈込の良し悪しもターフ
の色を左右する。不適切な刈込を受けたターフは、
葉の切り口が乱れ、そのためにターフの表面が灰
色や茶色に見えるようになる場合がある。このよ
うな問題は、鋭利な刃を適切に調整して刈込を行
えばすぐに解決できるものである。
『生育習性』とは、それぞれの芝草において 芽が
どのように生育していくかということである。類
型として 3つの種類があり、叢状型、根茎型、匍
匐茎型と呼んでいる。叢状型の芝草の水平方向の
生育は主に分げつ、というよりも分げつによって
のみ行われる。このため、十分な量の播種を行え
ば均一なターフになるが、播種率が低いと個々の
株が小さな房または塊となって点在するようにな
り、均一な面にならない。このボコボコとした印
象は、ペレニアルライグラス、トールフェスク、
スズメノカタビラなど叢状生育型芝草のターフの
特徴である。
　根茎型芝草は、根茎と呼ばれる地表下に存在す
る茎から芽を出して広がる。根茎は、その先端を
母株から離れたところまで伸ばして芽を出す。根
茎型の芝草は地上芽を比較的上向きに生育させる
ので、均一なターフを形成しやすい。茎の伸長や
葉の生育方向は品種間で異なり、これによって芝
草としての品質や低刈耐性が異なってくる。
　匍匐茎型芝草は、匍匐茎と呼ばれる地表上に存
在する茎から芽を出して広がる。匍匐茎型の芝草
が作るターフは、その地上芽のほとんどが傾伏状
（すなわち横に寝ている状態）である。セントオー
ガスチングラスのターフではこの傾向がはっきり

リーン用スズメノカタビラなどであり、特に低刈
り、そして十分な施肥と散水、さらには適切な病
虫害管理を行うことによって密度を最大化するこ
とができる。同じ種の中でも品種によって密度は
大きく異なる。例えばクリーピングベントグラス
の１品種であるペンＡ -４は高密度タイプである
が、ペンリンクスやペンクロスはそれぞれ中密度、
低密度の品種である。ケンタッキーブルーグラス
の各品種を同じ好適条件で管理しても、アメリカ
やミッドナイトといった品種はＫＹブルーやパー
クといった品種よりもずっと高密度な集落を形成
する。
『きめ（テクスチャー）』は、葉身の幅である。レッ
ドフェスクやラフブルーグラスといったきめの細
かい芝草は葉の幅が狭い。反対に、トールフェス
クやセントオーガスチングラスなどのきめの粗い
芝草は葉の幅が広い。複数の草種を混合して芝を
作るときには、この「きめ」が問題になる。きめ
の細かい芝草ときめの粗い芝草を混播すると不均
一なターフになってしまうので、通常はこのよう
なことはしない。きめと関連して芝草の特徴を表
す用語としてよく挙げられるのが密度である。密
度が上がると、きめが細かくなると言われる。
『均一さ』は、ターフがむらなく見える度合いであ
るが、これには 2つの側面がある。ひとつは組成面、
すなわち単位面積当たりの地上芽の量に関わるも
のであり、もうひとつはターフ表面のむらのなさ
に係る表面特性である。きめや密度と違い、均一
さは正確に測定することができない。均一さとは、
ターフの様々な特徴に影響される要素だからであ
る。きめ、密度、草種構成、色、刈高、そしてそ
の他の特徴の違いが均一さ、したがって目で見た
ときのクオリティとプレーアビリティを決定して
いるのである。
『色』とは、すなわち芝草が反射する光線のことで
ある。芝草の色は、種の違いや品種の違いによっ
て、薄緑色から非常に濃い緑色まで様々である。
こうした色の違いは生育シーズンの初期や末期近
くに、より顕著に現れる。夏季にはスズメノカタ
ビラとケンタッキーブルーグラスを区別するのは
困難なことが多いが、それぞれの色が最も顕著に
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低い　　　　　　　　　　　 高い

低い　　　　　　　　　　　　   高い

根茎型 
　匍匐茎型　　　　　　　　　　        叢状型 　

悪い　　　　　　　　　   良い

  粗い　　　　　　　　　      細かい　 

図 1／ 2　　ターフの質に関わる視覚的要素

密度 きめ

均一さ 滑らかさ

生育習性

イントロダクション
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ターフの品質

での活動は避けられないわけであるから、弾力性
は芝草の品質にとって必要不可欠な性質といって
よい。凍結するとターフの弾力性は著しく低下す
る。霜の降りたターフを立ち入り禁止にするのは
そのためである。霜が消え、日中の気温の上昇に
ともなって弾力性は自然に回復するが、早朝のシ
リンジングによって回復を大幅に早めることが可
能である。
『復元力』は、ターフ表面に影響を残すことなく
衝撃を吸収する能力をいう。復元力の一部は芝草
の葉や側芽によるが、復元力の大半は芝草が生育
している培地の特性によるものである。サッチ層
やサッチ状派生物がターフの復元力を大きく高め
ている。土壌の種類や組成も復元力を決める大き
な要素である。ゴルフ場のグリーンには、きちん
と打たれたアプローチショットを受け止め得るだ
けの十分な復元力が要求される。復元力の大きな
フットボール競技場では、けがをする危険性が少
なくなる。
『転がり』は、ターフの表面にゴルフボールを転
がしたときの平均的な距離で表される。信頼でき
る数値を得るためには、一定の初速でボールを転
がすことができる道具を使う。その代表的な物が
スティンプメーターであり、これはゴルフ場のグ
リーンの速度を表すのに用いられる測定器である。
ローンボウリングの世界では、グリーンの速度は
秒速で表現する。すなわち、グリーンの上を転が
るボールの秒速で示す。
『収量』とは、刈込によって得られる刈粕の量を
いう。収量は芝草の生長を示す目安となるが、こ
れは施肥、散水その他の耕種的要因や自然環境要
因の影響を受ける。実験圃場では、刈粕をまず乾
燥させ（40.6℃で最低 3時間）、その後に計量して
収量データとする。グリーンでは、集草箱に何杯
の刈粕がとれたかで収量を量っていることが多い。
この方法は正確さでは劣るが垂直方向への芽の生
長を手早く知る目安となる。芝草の肥培管理の目
的は十分な品質のターフを維持することであって
刈粕の収量を増やすことではないから、収量のみ
をもってターフの全体的な品質を語ることはでき
ない。しかしながら、密度、色、および発根といっ

出ることが多いし、クリーピングベントグラスを
比較的高い刈高（18㎜）で管理すると、ほとんどの
芽が水平方向に伸びてしまって強い芝目ができる。
芝目を作りやすい傾向は芝草の品種によって様々
である。アーリントンクリーピングベントグラス
は特に芝目を作りやすく、刈高 4.7㎜以下といった
グリーン並みの管理をしても強い芝目を作る。芝
目は目で見たときの品質に影響を与えるだけでな
く、パッティングにも影響を与える。
『滑らかさ』は、表面の特徴であって、目で見たと
きの品質とプレーアビリティとに影響する。不適
切な刈込（切れ味の落ちた刃）をすると葉の切り口
がボサボサになって褪色する。ゴルフ場であれば、
葉の切り口が滑らかでないとパッティングクオリ
ティが低下する。ターフ表面が滑らかでなく均一
でないと、ボールの転がり速さと転がり時間が低
下する。

機能上の品質 ■

　ターフの機能上の品質には、すでに述べてきた
外観的な特徴だけでなく、それ以外の要素、すな
わち剛性、弾力性、復元力、収量、芽数、発根お
よび回復力が含まれる （図 1／３）。
『剛性』とは、圧縮に対する葉の抵抗力のことを
いい、ターフの擦切れ耐性に関わる特性である（第 
3 章を参照）。剛性は植物体内の化学組成、水分含
有量、温度、大きさ、そして密度に影響を受ける。
ゾイシアグラスやバミューダグラスは、非常に剛
性に富んだ擦切れ耐性が極めて高いターフを作る。
ケンタッキーブルーグラスの仲間やペレニアルラ
イグラスは、剛性がさほど高くないのでターフの
擦切れ耐性は高くない。クリーピングベントグラ
スやスズメノカタビラの剛性はさらに低い。ラフ
ブルーグラスはさらに低い。剛性の反対が柔軟性
である。十分な擦切れ耐性が得られたら、ターフ
の目的や用途によっては、次に求められるのが柔
軟性であるかもしれない。
『弾力性』とは、圧迫していた力を取り去ったとき
に芝草の葉がもとの姿勢にもどる傾向である。ど
んなターフであれ、ある程度の刈込などターフ上
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球の転がり

発根復元力

刈粕

芽数

剛性

弾力性

図 1／ 3　　ターフの質に関わる機能的要素

イントロダクション
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た他の判断基準と併用することにより、肥培管理
や自然環境条件に対するターフの反応を読み取る
大変よい指標となる。肥料、特にチッソの使い過
ぎは収量を過度に高める一方で根を浅くし、スト
レス耐性の低下および病害の発生増加と程度の悪
化を招く。
『芽数（Verdure）』とは、刈込後に残存している地
上芽の数である。遺伝子型が同じ芝草では、芽数
の増加はそのまま復元力および剛性の向上となる。
遺伝子型が同じであれば、刈高の高い方が芽数が
多く、擦切れ耐性が高いのが普通である。同じ遺
伝子型と刈高であれば、芽数は密度に正比例する。
遺伝子型の異なる芝草を同じ生育条件下で栽培し、
それらの芽数を比べてみると、異種が混在する芝
草の群落の中に存在するいろいろな遺伝子型の中
で、どれが相対的に強い競争力を持っているかが
分かる。実際のところ、長期的な時間の中で植物
体が持っている緑芽の量と外観は、目で見たター
フ品質および機能的品質を大きく左右するのであ
る。
『発根』とは、その時々において観察できる根の
生育量である。芝草の株を手で引き抜く、ターフ
をナイフで切り取る、土壌サンプラーで抜きとる
などしたものから、指で丁寧に土を取り除いて根
を露出させると、目視で根の量を観察できる。或
いはカップカッター（直径 10㎝）を使って大きな
円筒形のターフを抜き取り、土壌を丁寧に除去し
てもよい。多数の白い根が土壌深く（10㎝程度）に
伸びていれば発根は良好であるといえる。根が浅
かったり、ほとんどの根がサッチ層にしか存在し
ていないような場合は、今後、特にストレス期に、
問題が出てくることを示唆している。少なくとも
寒地型芝草においては、芝草の肥培管理の重要な
課題として、春の生育最適期の間に力強い根系を
発達させ、夏季にはそれを出来るだけ維持し、秋
における新根の発根につなげるということがある。
根の生育に影響を及ぼす肥培および自然環境要因
については、後の章で詳しく解説する。
『回復力』とは、病原体、昆虫、通行などを原因と
する損傷から芝草が回復する能力をいう。回復力
は芝草の遺伝子型によって異なり、また肥培条件

芝草管理

や自然環境条件に強く影響される。芝草の回復力
を低下させる要因としては、非常に固結した土壌、
栄養分や水分の欠乏および過供給、不適切な温度、
不十分な日照、毒性物質の土壌内残留、病害など
が挙げられる。一般的に、芝草の生育にふさわし
い条件は芝草の損傷からの回復にもふさわしいも
のである。

芝草管理 ■

　芝草管理とは、ターフを望ましい質に作り上げ
それを維持するための、耕種作業を含めた様々な
活動と定義することができる。芝草のクオリティ
が受容レベルに達していないという場合、多くは
管理に問題がある。適切な芝草管理は、次のもの
を含む。
　
　1 その土地によく適応した芝草の選定
　2 一定水準以上の初期生育手順
　3 適切な刈込、施肥、および散水作業
　4 適切な更新、および更新関連作業
　5 適切な農薬の選択および使用
　
　芝草の肥培管理というが、その眼目の大半は、
自然環境に合う遺伝子型を持った草種を選択する
ことにあり、その草種の生存と望ましい生長のた
めに各種の耕種的手段を用いて環境条件を整備し
ていくというのは、あくまでもその後の話である
（図 1／ 4）。亜寒帯気候の土地でどんな耕種的作
業を行っても、バミューダグラスを生存させるこ
とはできないし、ましてや、それで良質のターフ
を作ることはできない。熱帯地方でケンタッキー
ブルーグラスを育てるのも同じである。それなり
に妥当な適応性を有している芝草を選んでこそ、
適切な管理によって受忍可能な品質のターフを作
ることができるのだ。
　ターフを育てるということと、ターフを使うと
いうことの間には、どうしてもある程度の対立が
避けられないものである。アメリカの家庭では、
よく「お隣はほとんど何もしないのに、お隣の芝
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刈込

 散水　         　　　　　　　　　　　　　　　　　　 施肥

更新作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　防除剤

通行管理

↓

↓

↓

↓

↓

↓

図 1／ 4　　芝地が所定の質を維持できるように自然環境を改変

気候

芝草

群落

土壌

イントロダクション

スに弱く、病気にかかりやすくなってしまう。刈
高を下げて芽の密度を上げようとすれば、肥料も
水遣りも農薬も更新作業も多くを要するようにな
る。各作業が増えていくごとに、間違いを犯す危
険も大きくなるのである。
　そこで、芝草管理には、望ましいレベルのター
フ品質を決定し、それを達成・維持できるような
総合的管理プログラムを作成するということが含
まれてくる。耕種作業の集約度が高まるにつれて、
技術的な習熟度や作業能力に対する要求も厳しい

生の方がうちよりもきれいに見える」というよう
なことを聞く。これも、芝草の耕種作業のあらゆ
る要素が複雑に相互依存して、芝生を成り立たせ
ているということの証拠といえるだろう。芝草は
通気のよい、水分と養分が適切に存在する土壌で
最もよく生育する。
　だが、多くの芝生は相当な通行に晒されて、そ
のために土壌が固結し芝草には擦切れが発生する。
草丈の低い、密度の高い、回復生長の早い芝草を
追求し続けると、最終的に芝草は小さく、ストレ
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芝草管理

ものになる。耕種作業の集約度や期待が比較的低
い現場を除けば、ターフ管理はアマチュアが出来
る仕事ではない。ターフ管理のプロフェッショナ
ルは、実体験から技術と技能を融合させていく力、

♦ 問題

学習と観察にもとづく科学的知識、そして大規模
な管理業務においては、人事管理職としての能力
も求められる存在なのである。

　1 芝地（ターフ）と芝草（ターフグラス）の違いを述べよ。
　2 芝地の3つのタイプを挙げて、それぞれの特徴を説明せよ。
　3 芝地の質（クオリティ）を決める6つの視覚的要素を挙げ、それぞれについて説明せよ。
　4 芝地の質（クオリティ）を決める7つの機能的要素を挙げ、それぞれについて説明せよ。
　5 間違った芝地管理の5つの要素を挙げよ。


