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グリーン
それはゴルフ場のオーナーにとってコースの試金石
世界で最も偉大なプロゴルファー一組がラウンドする場合であれ、アベレージゴルファー一組がラウンドする場合であれ、ゲームはティーグランドからのティーショット
から始まる。プレーヤーは理想的なボールポジションニングを狙う。ボールポジショニングとはいえ、プレーヤーにとってターゲットはある広さを持った範囲であり、プレ
ーヤーは、通常、自分の好むルートを選択するように促される。ティーからはフェアウェーとラフを含めた左右に広がる幅をもった世界が視界に入るが、前進していくに
従って、意識の中でターゲットはより狭まっていき、最終的に標的は小さなカップとなる。カップにボールを沈めなくてはならないということ以外のオプションはなくなるの
だ。グリーンに近づくにつれ、求められる集中力がどんどんハイレベルのものとなることを思うと、ゴルフというゲームはティーショットへの集中力をおろそかにするよう
とプレーヤーに暗示をかけているかのようだ。グリーンへの最終的なアプローチ。それは人生の縮図だ。時間的に限りのある人生の中で我々は数多くの旅を経験する。
ゴルフはそんなミクロコスモスを表現するスポーツに他ならない。

たいていのゴルファーにとって、ワンラウンドで費やす全打数の内、4～6 割
はグリーン周りかグリーン上でのストロークとなる。それを思うと、ゴルファ
ーがグリーンコンディションに神経をすり削るのも不思議なことではない。ゴ
ルフのトーナメントにおいて、我々の目前で幾度となく演じられた劇的なシ
ーンの多くは、グリーン上で繰り広げられた。このようにゴルフゲームが行
われる大半の場所がグリーンであり、人々はそのグリーンに鋭い注意と関
心を向けているのであるから、ゴルフ場のオーナーにとって、グリーンこそ
が我々にとって最も重要な商品であり、最も重要なゴルフ場の構成要素で
あることに疑いの念をさしはさむ余地などあろうか。この議論する余地さえ
ない現実をまだ理解していないゴルフ場オーナー、偉大なゴルファーはい
ないであろうし、ましてや、はゴルフを嗜み始めた人はこの事実を肌身をも
って感じていることだろう。

ゴルフ場のオーナーは、グリーンのコンディショニングの重要性に関し啓発
されねばならない。この啓発がないとあなたのビジネスは失態をさらすこと
になる！

ただ、ゴルフ場運営に携わる人の中に、ゴルフビジネスの基礎的な事実を
完全に理解してない人が存在するような印象を私はもっている。というの
も、過去 10 年以上にわたり、私は様々な機会にゴルフコース視察をする中
で、悪夢の中にも登場してほしくないと思うような悲惨なグリーン (すべて貧
弱な管理の結果そうなった) を数多く見てきたからである。残念ながら、生
育コンディションにかかわらず、常にゴルファーが楽しめ、また来たいなと
思うような高質なグリーンを維持するための管理方法をよく理解していない
管理者がこの世に数多く存在するのだ。この事実は、教育の切実な必要性
を物語っている。グリーンキーピングに言い訳は許されない。高質なグリー
ンとなっているかいなか、それに尽きる。

私は平易な言葉でグリーン管理者向けに「グリーン管理概論シリーズ」を記
事として書いているが、本記事は、そのシリーズの中の最初のものである。
もっとも、グリーン管理者向けとはいえ、ゴルフコースのオーナーにとっても
グリーンに関する知識は有用であろう。さて、さて、グリーン管理の基礎を学
び始めよう・・・。

とどのつまり、ゴルフの究極の喜びはグリーンにある。グリーンこそが、ス
ポーツとしてのゴルフ、アグロノミクス、設計、美、ビジネスオーナーシップ
の成功すべてが結集する場である。

率直な意見を言わせていただくが、ゴルフ場の所有とマーケティングの観点
からみて、あなたのゴルフ場のグリーンを常に申し分のない状態に保つこ
とが、もしできていないのであれば、それがどのような事情による結果であ
れ、新しいコース管理者を探すか、新しいビジネスへ目を向け始めるべき
だ。グリーンの状態が悪いのに、新しいコース管理者を探すこともしない、
新しいビジネスへ目を向けることもしないのであれば、自分の展開している
ビジネスの格を下げると同時に、ゴルフというスポーツの地位を引き下げる
ことになるだけである。

グリーン管理
グリーン管理の
管理の基礎
ここ 1 世紀の間、特に過去 50 年間にわたり、近代的なグリーン管理の基礎
研究とその高度化のための研究がなされてきた。この研究が洗練された科
学であることは実証済みである。ところで、グリーンを高質な状態に常に保
つための管理作業は以下の 4 つの重要なカテゴリーに分類可能である。
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各カテゴリーはそれぞれ重要である。グリーンが造成時にどのようなもの
だったか、グリーンに使われるどのような芝の品種がどのようなものか（グ
リーンが寒地型芝草であるベントであろうが暖地型芝草であるバミューダで
あろうが、ゾイジアであろうが）、床がもともとそこにあった土を利用したもの
か調合砂か、といったことは、各カテゴリーの重要度に影響を及ぼさない。
これら 4 つのカテゴリーは論理的な相関関係を持っており、カテゴリー間の
バランスは正しく保たれなくてはならない。バランスが正しく保たれれば、グ
リーンは均衡状態を保持した高質なものとなる。そしてこの均衡状態が強固
であればあるほど、いかに自然が私達の予想を超えた変動を誇示しよう
と、グリーンがいかなる条件にさらされても、芝の質は年間を通して一定に
保たれる可能性が高くなる。
プロセス上、グリーン管理は次の 4 つのカテゴリーに分けることができる。
1.
2.
3.
4.

物理的な根圏管理
サーフェース（地表）管理
栄養管理
水管理 – 4 つの M

上の 4 つの内、1 つの分野だけに問題があったためにグリーン管理に失敗
したという例はまれであり、たいてい、グリーン管理の失敗には、4 つの内、
2 つ以上の要素に貧弱さがあったというケースが殆どである。とはいえ、4
つの内、1つしか脆弱さがなくても、グリーンが台無しになりかねないのも事
実である。率直なところ、実際のところ、そのような負のシナジー効果はゴ
ルフコース管理において、切実な現実問題となっている。
ゴルフ管理にかかわる多くの人は、昨今、問題に対する簡単な答えと即効
性のあるソルーションを知ろうと躍起になっている。グリーン管理において
は特にそうであろう。しかしながら、ここでこそ、アジア文化が内包する忍耐
と知恵を呼び覚まさねばならない。高質で一定のパッティングサーフェース
（地表）を勝ち得るには、上述の4つのMのそれぞれにおいて、考慮深い計
画、ならびに、単調で辛い作業に耐えるための強い精神がいる。安易な解
決法を求めるあまり、失敗の原因を単一の病気や高温等の気候的条件に起
因させる人がままいる。
単一の病気または異常気象は引き金に過ぎない。グリーンの喪失の原因は
グリーン管理システムの中に存在していた複数の問題にある。自然が複雑
であることは当然のことであり、そのことが原因でグリーンが枯れるであろ
うか。そもそも自然が複雑な存在であることは芝草管理において実証済み
の事実である。

少なくとも私は彼女はそういう意図でこの歌を歌ってくれていたなら嬉しい
のにな、と思う。グリーンを常に高質な状態に保とうとするのであれば、グリ
ーンの根圏を正しく管理することは必須の課題である。つまり、「ゲット・フィ
ジカル」は絶対条件なのだ。グリーンが 50 年を経年していようが、プッシュ
アップグリーンであろうが、造成してまだ一年しか経っていない近代的なも
のであろうが、USGA スペックに忠実に作られた砂床グリーンであろうが、
これら諸条件はある意味無関係である。どのような条件下にあるグリーンで
あれ、物理的な根圏の特性を継続的にそしていつまでも管理しないといけ
ないという命題に全く変わりはない。
実に多くの人が、グリーンは、それがどのような作りであろうが、生きている
存在であり、ダイナミックな生物圏の場となっていることを忘れ去っており、
私はそのことに閉口する。グリーンは芝が成長し始めた瞬間から再バラン
スを絶えず求められるのだ。しかしながら、それはなぜなのだろう。
しばし考えていただきたい。最初は有機物の含有率が 0%の純粋な砂グリ
ーンで、かつ、水耕栽培的な育て方をしたとしよう。それでも芝の根圏では
大きな変化が起きる、というのも、芝は生きており、顕微鏡レベルでしか確
認されないような成長がやはり起きているからである。グリーン造成ｊ時に
蒔種を行った瞬間から、あるいは、無性増殖法を用いるのであれば、粉々
になった芝を蒔いた瞬間から、動的なプロセスが開始する。この事実は芝
種と無関係である。一、二年もすれば、根の成長のサイクルのみにより有機
物が形成されてくる。そして、その過程の中で根圏に存在するマクロポアの
構造が大きく変化する。これは自然の働きにより、経年した根が生きた根に
絶えず入れ替わっていく過程である。刻一刻と新しく若い根が古い根にとっ
て代わる。そして、根は土壌中のミクロポアとマクロポアを塞いでいく。やが
て根は枯死し、植物体から切り離たれることとなるが、根圏において、この
枯死した根はポアスペースを塞ぐこととなる。この現象は不可避である。も
しも根圏が物理的な処理を受けず、植物の健康を保つための耕種的手法を
用いた管理がなされなかったら、有機物の含有率は上昇し、好ましくないレ
ベルにまで達する。そうすると、マクロスペースがどんどんなくなっていくと
いう事態を招くこととなる。
比較的頻繁にトラブルに見舞われるグリーンは、排水、透水性、ガス交換、
生態圏の質の向上といった面を改善すべく、ラジカルに根圏を変える必要
があるのが常だ。

物理的な
物理的な根圏管理 - 最初の
最初の M
レッツ・
レッツ・ゲット・
ゲット・フィジカル – コア抜
コア抜きエアレーション
ところで、オリビア・ニュートン・ジョンのヒット曲「レッツゲットフィジカル」は
パッティンググリーンのエアレーションをテーマにした歌だったに違いない。
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(私は「ラジカル」という言葉が私は本当に好きだ。というもの、この言葉の語
源はラテン語で「根」という意味を持つ言葉にあるからだ)。ラジカルに根圏
を変えるための方法や手段は多種多様であるが、最も新しくて近代的なグ
リーンでさえも、浅くついたり、深くついたりするコア抜きエアレーションを積
極的に行わなくてはならいことを念頭に置く必要がある。アグレッシブにコア
抜きエアレーションを行うこと、そして、目砂を正しく撒くことにより、古いグリ
ーンの根圏に矯正処置を施すことができる。矯正処置を数年粘り強く続ける
ことは、実質的にグリーンの作り変え作業そのものといえる。
造成したばかりの近代的な構造をもつグリーンであっても絶えずアグレッシ
ブにエアレーションを行い、物理的な措置を常に講じる必要がある。グリー
ンの構造がいくら近代的で優れたものであっても何もエアレーションしなくて
いいわけではないのだ。生物が成長し有機物が蓄積しており、その結果土
壌の濃度が変化するというのは、避けられない物理法則、生物学的事実
だ。この不可避な物理法則下で、土壌中に空隙を作るには、何らかの機械
的な手段を講じなくてはならない。機械的な手段を講じないと土の粒（有機
物がその中でも重要な部分となる）をバランスのよい状態に保てない。そも
そも、悠久の歴史の流れを紐解くと、ベッドロックが機械的な力を受けて土と
なり、植物がその土の上に生え出したわけであり、機械的な手段の重要さ
はそこからも分かるであろう。
そんなに昔のことではないのだが、私は、リニューアルしたばかりの、国際
的に有名なあるゴルフコースのコンサルティングを任せられた。このコース
の運営は多くのエグゼクティブ・マネージャーが行っていたが、その中の一
人がこのコースの収入を最大化するのにはどうしたらいいかについて悩み
に悩み、彼はある時、私にかみついた。私がプログラムに盛り込んだコアエ
アレーションが収入に及ぼしている影響に関してその日、彼から質問を受け
たのだ。この人は、非常に自尊心が高い人物で、マーケティングに関する知
識も豊富だとのことだったが、彼は私に開口一番こう言った。「私はアグロミ
ストではないが、新設のチャンピオンシップグリーンでさえもエアレーション
が必要だと聞いた。あなたもそう推薦しておられるが、本当に新設のチャン
ピオンシップグリーンにエアレーションが必要なのかい？」

そこで私は強調して「いいえ。」と一言答えた。その答えに彼は恍惚とした喜
びを感じていたようだ。ただ、そう言い放った後、私は、もったいをつけたポ
ーズを置いたあと、ドラマチックな効果を狙っていったん体の向きを変え、歩
き始めるそぶりを見せた上で、一呼吸入れ、すっと振り返りざまに、丁寧な
口調で、静かにこう言った。グリーンフィー手数料はその段階ではまだ未適
用だったティータイムにも適用しようしていたこの紳士に対して。「もちろん、
チャンピオンシップグリーンといえるほどのハイクオリティな状態をあなた
がキープしたくないのであればの話ですがね！」言うまでもなく、私の望み
は叶う結果となった。グリーンをチャンピオンシップグリーンといえるほどの
レベルに保つことがいかに重要性かについて、この男性は最低限の理解を
示してくれたのだ。私の言葉を彼は信用するに至ったわけだ。結局、このゴ
ルフ場においてアグレッシブなエアレーション・プログラムは継続されること
となった。そして、この出来事があってまもなく、歴史に残る大きなワールド
チャンピオンシップがこのゴルフコースで行われた。このコースのグリーン
は、世界のベストゴルファーから熱狂的ともいえる高い評価を受けた。彼ら
はこのコースのグリーンをオーガスタナショナルのグリーンを凌ぐほどだと
評した。
グリーンのケアのために行うアグレッシブなコア抜きエアレーションと目砂
まきには少なくとも以下の 3 つの効能があるといえる。
1.
2.

3.

根圏における有機物の含有率を下げる。ポアが形成されるので、根
圏土壌における生物バランスが改善する。
軽度であろうが重度であろうが根圏に多層化現象が発生することはよ
くない。この現象が発生すると水の動きが阻害されるので植物にとっ
て有害である。コア抜きエアレーションと目砂まきはこの多層化現象
を軽減する。
抵コストで、かつ、ゴルフ場の運営にビジネス的に悪影響をそんなに
及ぼさない形でグリーンを活性化できる。エアレーション＋目砂入れ
はグリーンの作り直しを徐々に推進する作業に他ならない。
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ポア十分
ポア十分の
十分のグリーンにするか
グリーンにするか、
にするか、はたまたプア
はたまたプアな
プアな（貧弱な
貧弱な）グ
リーンにするか
にするか、
リーン
にするか、それはあなたの選択
それはあなたの選択
オーナーは、自分自身、学生時代に、大学院レベルで物理学や土壌サイエ
ンスといったコースをとっておく必要はないが、ある程度正式に土壌サイエ
ンスを勉強したことがある管理者に自分のコースを任せるのが好ましいこ
とはいうまでもない。正式に土壌サイエンスを学ぶといっても、頻繁にグリ
ーンエアレーションを行うことがグリーン管理の成否に関わるというのは常
識となっている。大学院で物理学や土壌サイエンスのコースをとらなくても
このことは分かるはずだ。過去、約 100 年にわたり、土壌科学者は根圏に
おける適正数のマクロボアと植物の健康な成長の間に相関関係があること
を証明してきた。ゴルフ場において芝草は最大限に負荷をかけられ、人工
的なストレスを受けており、強いられるストレスはグリーンにとって年々増
大している。ゴルフコースのオーナーはこのことに是非、気をつけてほし
い。ポア十分なグリーンにするか、はたまたプアな（貧弱な）グリーンにす
るか、その選択は紛れもなくあなたの手中にあることを。
グリーン管理における、物理的な根圏の状態に関する諸基礎事実は長年
知られているし、そのことについて多くの人が深く詳細にわたって記事を書
いてきた（「深く」という副詞に意味をかけようという意図はないが）。根圏が
必要とする物理的なニーズに関して書かれた科学的で実用的な文献や記
事は世にあふれかえっている。振り返ると、このテーマで書かれた新聞記
事は過去50 年強で 1,000 を下らないであろう。USGA の「ジャーナル・アン
ド・ターフ・マネジメント」の 1942 年4 月号において、パーデュー大学のリチ
ャード・デイビス氏は、「パッティンググリーン土壌の物理的な条件と、グリ
ーンに影響を及ぼすそれ以外の環境的な諸要素」と題する記事の中でこの
ように書いた。
「グリーンの床土の土深 21 センチあたりのポアの様子を調べてみると、良
好なグリーンの場合の空洞率は高く、貧弱なグリーンの空洞率は逆に低
い。」

この言葉に加え、多くの研究と、内容を同一にする様々な発言が今でも多数
残っている。過去 50 年以上にわたり、次から次へとポアの重要性に関する
言明が追加されてきた。デイビス氏は彼の豊かな科学的観察力をもって、
グリーン管理の本質をしっかりと捉えていた。彼のような科学者や、ゴルフ
場管理者の中でもプロとしての教育をしっかり受けてきた実務者の間では、
根圏におけるポアの重要性は共通理解となっている。それは、彼らにとっ
て、実証済みで、議論の余地がなく、最終的結論であるといえる。その一方
で、驚くほど多くの人が、それもゴルフ産業に携わる数多くの人が、この基
礎をまだ理解していない。彼らは楽な方法をまだ追い求めている。これは人
の性なのか・・・。
USGA グリーンセクションレコードの 2003 年3 月、4 月号において、パット・
オブライエン氏とクリス・ハートワイガー氏（両者とも国際的に尊敬されてい
るアグロノミスト）は、「21 世紀のためのエアレーションと目砂入れ」と題する
記事の中で以下のような言葉を記した。
「パッティンググリーンのエアレーションや目砂入れはダーティーな仕事で
ある。ダーティーなとは、文字通りそうであり、かつ、比ゆ的表現としても的
を射ている。ゴルファーはパッティンググリーンを構成する芝草の健康を長
期的に堅持するには、エアレーションや目砂入れを毎年行わなければなら
ない事実をいやいやながら受け入れている。より洗練された製品が使え、
様々なテクニックを駆使できる今日、春と秋のエアレーション時にグリーン
が砂の毛布で埋まってしまうという風景は懐かしい昔の話の中でしか登場
しなくなった。技術革新という変化の中で、長期的にグリーンの健康を守る
には、エアレーションと目砂入れが不可欠であるという事実が不完全にしか
理解されないという事態はもはや存在しないのかもしれない。」
エアレーションは、土壌根圏を舞台とするダイナミックな生物圏環境おいて、
バランスよくスペースを確保するための唯一の信頼性のある方法である。
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パトリック・オブライエン氏がカロライナ州ゴルフコーススーパーインテンデ
ント協会にあてて 2005年に書いた記事においても、コア抜きエアレーション
とその後、目砂で穴をしっかり塞ぐことの重要性が説かれている。
「根圏の上層部における過剰な有機物は、芝の根にとって居心地の悪い環
境を作る。有機物が過剰に存在すると、有機物の堆積物でポアスペースが
詰まる結果、水と空気の交換のために芝の根が必要としている大きなポア
スペースに限りが生じてくる。これは、人間の体内で発生するコレステロー
ル値の上昇と似ている。つまり、ポアスペース不足は、酸素を心臓に運ぶ役
割をもつ動脈が詰まることと相似現象なのだ。酸素もまた、芝の根のサバイ
バルにとって重要であり、根圏に適当なポアスペースが枯渇してくると、過
剰な有機物が原因となり、サマー・ターフグラス・デクライン病さえ発生しか
ねない。」
物理的療法であるコア抜きエアレーションは、ポアスペースの枯渇を引き起
こす有機物の堆積物を除去するという点で重要なだけではなく、何千という
ゴルファーや管理機械の踏圧による土壌のコンパクションを和らげためにも
重要である。ラウンド数が多ければ多いほど、コンパクションを和らげるた
めのエアレーションの必要性が高まる。もしコア抜きエアレーションをグリー
ンに施さなかったら、いずれコンパクション、有機物双方が及ぼす悪影響が
一気に押し寄せ、使えるはずだったポアスペースが壊れることになる。
ポアスペースの重要性という点に関してここまで我々は大騒ぎしているが、
なぜここまでポアスペースを重要視しなくてはならないのであろうか。

ガス交換
ガス交換
いわゆるグリーンハウスガス、すなわち、二酸化炭素に関して近年数多くの
記事が書かれている。大気に含まれる二酸化炭素の量はわずか 0.03%で
あるのに対して、土壌中の二酸化炭素量は状況によってばらつきはあるに
せよ、相当高いパーセンテージを占める。なぜであろうか。
植物の根の細胞は、我々人間の体細胞を含め、植物以外の生物の細胞と
同様、呼吸を行っている。このプロセスの中で、我々人間が酸素を吸いこ
み、呼吸の副産物として二酸化炭素を吐き出してしているのと同様に、パッ
ティンググリーンの芝草の根の細胞も同様の呼吸をしている。適正量のポ
アスペースの存在する理想的な根圏においては、この二酸化炭素はゆっく
りと大気に向かって拡散（移動）し、土壌の中で、二酸化炭素と酸素の交換
が進行する。ところが、ポアスペースが枯渇している根圏においては、二酸
化炭素量があまりに多く、その結果、芝草の健康な成長が阻害されるのだ。
南カリフォルニアの高温多湿地域にあるクレムゾン大学で、1999 年に行わ
れた科学的な研究で、「土壌中二酸化炭素量がわずか 2.5%に達しただけ
で、芝草の成長はひどい影響を受ける」ということがはっきりと証明された。
二酸化炭素が 2.5%という低レベルに達するだけで、根量は 40%も減るの
である。根圏に二酸化炭素が溜まり始めると、根圏で根の化学的、生物学的
な反応が発生し、細胞内における炭酸量が増加するので、その結果、植物
は水と酸素の吸収に相当支障をきたす。
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失礼。化学の講義をしているわけではなかった。ここで、あまり化学的なこ
とにこだわっても仕方ない。端的に、土壌中の二酸化炭素量増大は植物に
とって非常に悪いことであり、芝草はそのことにより成長が相当阻害される
ことだけをご理解いただきたい。
クレムゾン大学における研究は、根の呼吸に関してこれまで行われた数多
くの科学的な研究の内の一つに過ぎない。端的に言って、芝草の根は絶え
間なく、かつ、自由に二酸化炭素を出し、酸素を吸収することのできる状態
になければならないこと、また、このガス交換は、植物の根による水分と養
分の摂取能力に影響を及ぼすことも忘れてはならない。
必要とされる量のポアスペースが確保できていないと、グリーンは枯死す
る運命をたどることを心していただきたい。ゴルフ場の運営ビジネスにとっ
て、これ以上悲惨な出来事はないであろう。どんなにマーケティングチーム
が活躍しており、サービストレーニングが行き届いていてもグリーンを失っ
ては元も子もない。
マクロスペースが不足することによりガス交換のバランスが崩れる。ガス交
換バランスが崩れると植物は様々な害を受ける。この説明にあなたはまだ
納得できないであろうか。今すぐにでもコースに赴き、エアレーション（＋エ
アレーション後、目砂で穴をすべて埋めるという作業）を行おうという気持ち
になっていないであろうか。もし、そうであれば、ここでもうひとつの事実を
あなたにお知らせしたい。グリーンの根圏の質が物理的に悪化した結果、
二酸化炭素が蓄積し、酸素レベルが不適正なもととなった場合、そのグリー
ンは様々な病気にかかる危険性に晒されることとなる。あなたが最も見たく
ないと思っているような病気にやられる危険性さえ出てくるのである。
酸素不足は、「嫌気状態」と呼ばれる。「嫌気状態」に陥ると、芝草は弱り、
様々な悪い病気にかかる危険性がでてくる。ところで、嫌気状態に陥ると芝
が弱るのはなぜだろうか。それは、芝にとってもともと有益な多種多様の菌
（良性の腐生菌。腐生菌とは、単純に土壌に含まれる枯死したもの、死んだ
ものを食べる菌のこと）が突然、弱った植物に寄生してそれを食べるように
なるからである。腐生菌が寄生菌へ変貌することがあるというわけだが、こ
のような腐生菌は通性 (facultative) 腐生菌と呼ばれている。facultative と
はいえ、この言葉は大学の学部 (faculty) とは全く関係ない。たまに大学に
ずっと寄生しているような教授を見かけることはあるにしても！
注意： これらすべての二酸化炭素に関する諸事実を念頭においた上で、ゴ
ルフコースのオーナーのみなさんに以下のことを知っていただきたい。す
なわち、人が育てる草は、自分が大気へ放出する二酸化炭素の量よりも、
大気から取り除く二酸化炭素の量の方が多いので、人が育てている芝草地
帯は二酸化炭素の除去装置だと言える、ということを。二酸化炭素は、とて
も安定した化合物であり、いったん土壌に閉じ込められるそれはずっとそこ
に蓄えられることになる。ゴルフは環境のよき保護者であり、グリーンハウ
スガスの削減に寄与しているのだ。
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透水性
マクロポアの土中含有率を上げるために、コア抜きエアレーションを行い、
その後、エアレーションでできた穴を目砂で塞ぐ作業を行うと、土壌の透水
性改善がエアレーションの効果として期待できる。言うまでもなく、透水性が
アップすれば、水は土壌のより深くいところに到達し、根圏は潤いやすくな
る。エアレーションと目砂まきを一定の手順に従い正しい手法で方法で行え
ば、水はけを良好にすることができるのだ。（透水性の重要性については、
このシリーズの後半でさらに詳解することとする）

コア抜
コア抜きエアレーションと
エアレーションと目砂入れ
目砂入れ - コース管理
コース管理の
管理の必須
作業
この作業
＋1 つ) の理由
この作業を
作業を行う 10 個 (＋
コア抜きエアレーションでできた穴を目砂で埋めなければならない明
らかな理由は、もしそうしないで空洞をグリーンに残してしまった場
合、そこは「湿った土壌から栄養分と水分を摂取する能力」が皆無の
エリアとなるからである。土壌の中に栄養分を保つ能力が欠落した部
分ができるということは、根が栄養を取り入れようとしても取れ入れら
れない部分があるということだ。
2. エアレーションでできた穴を砂で埋めることが必要なのは、土壌の中
の有機物の含有率を下げるためでもある。もし、穴を埋めなかった
ら、穴はいずれは崩れてしまうので、土壌中有機物含有率は下がら
ず、マクロポアの増加も見込めない。
3. 少なくとも、内径が 14 ミリはあるタインでコア抜きエアレーションを行
うことを勧めたい。というのも、それくらい大きいタインでエアレーショ
ンをした方が、目砂入れ作業が楽になるからである。内径が 12 ミリし
かないタインでコア抜きエアレーションを行うと、通常、砂が十分詰ま
っていない穴ができることになる。穴の中心から隣の穴の中心まで
の間隔を 7 センチとした場合、内径 12 ミリのタインを使ったエアレー
ションを行うと 3 パーセントの土が入れ替わる。同様のスペーシング
で、内径 14 ミリのタインでコア抜きエアレーションを行うと、5 パーセ
ントもの土が入れ替わる。
4. もし穴を目砂で埋めなかったら、空洞部は崩れ、その部分が凹む。し
ばらく時が経れば、グリーン自体のゆがみと凹みを生むことになりか
ねない。
5. 穴を目砂で埋めなかったら、穴が崩れてしまう結果、何ヶ月もの間、
表面が凸凹になる。空気が薄いところでは、芝の新芽が均等に生え
てこない！
6. 穴を目砂で埋めなかったら、根圏における有機物の含有率を下げる
ことにならない。穴を目砂で埋めれば、根圏における有機物の含有
率を下げることになる。
7. 穴を目砂で埋めなかったら、穴が崩れた部分に一時的に根が密集
し、終局的には、根圏における有機物の割合が増えてしまうという有
害な結果を招く。
8. 穴を目砂で完全に塞いだら、一年、あるいは、それ以上の期間にわ
たり、新たなマクロポアの生成により、ガス交換や透水がもたらすよ
い効果を十全に享受し続けることができる。
9. 穴を目砂で完全に塞いだら、芝の回復が促される。
10. 穴を目砂で完全に塞いだら、短時間で、バシっと引き締まり、表面が
非常に平滑なグリーンを作り上げることができる。このことは、これま
で何度も世界最高級のゴルフコースで実証されてきた。
11. コア抜きエアレーションを施したばかりのグリーンは、熱伝導スピード
と乾燥スピードが上昇しやすいこと、また、コア抜きエアレーション
後、穴を目砂で完全に埋めなかった場合も、エアレーション実施から
数ヶ月経ったら、熱伝導スピードと乾燥スピードが上昇しやすくなるこ
とを我々はよく認識しておくべきであろう。これは、基本的な物理法則
に従って発生する現象である。

1.
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まとめよう。せっかくエアレーションという費用もかかり、間断的ではあるがビ
ジネスを乱す作業をグリーンに施したのに、エアレーションの穴を砂で完全に
塞がなかったら、まったく無駄なことをしたということになる。

コア抜
コア抜きエアレーションと
エアレーションと正しい目砂入
しい目砂入れ
目砂入れ作業は
作業は土壌が
土壌が多層
化するのを防
するのを防ぐため、
ぐため、あるいは、
あるいは、多層化した
多層化した土壌
した土壌の
土壌の改善をす
改善をす
るための戦
るための戦いである。
いである。
上に詳細した正しいプロセスに従ってエアレーションを行い、目砂で穴を埋め
る作業を行うことにより、根圏の上層部にある多層化した部分を単層化するこ
とができるし、もし多層化現象がまだ起きていないのであればそのような良好
な状態をキープすることができる。存在がぎりぎり確認できるほどわずかな層
であっても、根の成長には害がある。というのも、その層はガス交換を阻害し、
根圏における水の流れを妨げるからである。
浅くつくコア抜きエアレーションだけでなく、深くつくコア抜きエアレーションをも
更新作業プログラムに組み込むこと、これは、最高級に健康な芝を育てるため
のBMP (ベスト・マネジメント・プラクティス) であるといえる。いつも決まって同
じ長さのコアで同じ深さのコア抜きエアレーションを行い続けていると、「ハー
ドパン現象」を招く可能性があるが、浅くつくコア抜きエアレーションだけでな
く、深くつくコア抜きエアレーションをも更新作業プログラムに組み込めば、そ
の可能性を軽減できる。
さらに、トロ社製のハイドジェクトを使ったエアレーションを更新作業プログラム
に組み込むのもよい。その際、その実施時期は様々な季節に散らすとよいだ
ろう。上述の「ハードパン現象」の結果、できかなない層をハイドロジェクトは破
壊してくれるだろう。ハイドロジェクトの使用はそういう意味で、保険をかける作
業だといえよう。近代的なゴルフコース管理において、ハイドロジェクトは、活
用されるべきなのに物置に格納されっぱなしになっている機械の好例である。
動きが緩慢だということでハイドロジェクトを嫌う人が多いが、そういう人には、
芝は枯れ出すとあっという間に枯れる事実を想起してほしい。それを避けたい
のならば動きが少々遅いくらいのことは我慢すべきだろう。

コア抜
コア抜きエアレーションにより
エアレーションによりグリーン
によりグリーンを
グリーンを作り変える
上述のように、頻繁に、かつ、積極的にコア抜きエアレーションを行うことは、
ビジネスを乱すことなしに、また、大きな資本投資を行ったり、建設プロジェクト
による収入ロスを招いたりすることなしに、古いグリーンを作り変える行為そ
のものだ。今日我々は、これを実行するのに必要な道具を有しており、このア
プローチがいかに素晴らしいかを証言してくれる成功ストーリーが数多く存在
する。忍耐力をもってこの方法をとりいれた管理を継続するとは、巨額な資本
支出を避けることにもつながる。
. まとめ
.
ゴルファーとゴルフコースのオーナーは、毎年といっていいほど頻繁に脆弱で不均質なグリーンに見舞われており、その結果ゴルフコースの収入が激減し、事業と
しての成長が阻まれているというのがいまだ現状だ。このような事態を引き起こしている原因の一つが、物理的な根圏管理をしっかり行わないことにある。レッツゲ
ットフィジカル！テクノロジーが発達し、多くの知識を得られる状態にある今日、知識、コース管理者が選ぼうと思えば選べる機械は様々ある。効率よくエアレーショ
ンを行おうと思えば、そのために使える手段は数多く存在する。よって、グリーンの物理的な根圏管理を正しく行えない理由・言い訳は今日存在しない。ゴルフをたし
なむ人でも上級者であればその大半は、グリーンにコア抜きエアレーションが必要なことを理解しているし、そのような作業が実施されることは想定の上でゴルフを
楽しんでいるに違いない。我々はこの点に関する理解を上級者以外のゴルファーにも求め続ける必要がある。
グリーンの表面を荒らす作業を最小限にとどめたいという我々の素朴な望みにつけいって商売をしようとする者が、ゴルフ業界において次から次と登場しては消え
ていった。彼らはゴルフ場を運営する人たちをターゲットとして、斯く斯くしかじかの製品、薬剤、テクニック、秘密の混合体 (「蛇の油」!?） を用いれば、大掛かりな物
理的療法であるエアレーションをしなくても済むと吹聴した。科学に基づいた健全な耕種的管理手法なしで済むと彼らは言うのだ。「買主危険負担の原則」というのが
あるのをお忘れならぬよう。どうしてもそのような安易な方法を望んでしまう一方で、将来リニューアル作業を行うとすると膨大な費用がかかりそうだという不安をお
持ちの方、グリーンを失ってしまった場合発生する大きな損失が心配な方は、保険をかけておくのがよい。保険とは、いうまでもなくエアレーションだ。末永い保障期
間があり、資本パフォーマンスにも秀でたこの保険にかかっておくに越したことはない。
ゴルフコースのオーナーは、ナポレオンが経験したウォータールーにおける敗北同様の悲惨な状況をビジネス上避けるためにも、高給であっても有能な管理者を
継続的に雇うことが重要である。このことはこの記事を読むこととで日を見るより明らかになったであろう。高度な教育経験をもち、経験豊かで、グリーンの状態を常
に高い品質に保つことができる有能なゴルフ場管理者は人材として価値が高い。あなたはゴルフ場のオーナーとして、グリーンにどれだけ価値や重きをおいている
であろうか？ゴルフ場に対しても経済的なプレッシャーがかかる今日、素晴らしいグリーンを作ることは選択肢の一つではない。生存の必須条件である！

ジェームズ・グラハム・プルーサ
PGM オペレーション本部ディレクター
E メール: jprusa@pacificgolf.co.jp

今後、
今後、グリーンの
グリーンの表面管理
表面管理、
管理、栄養管理
栄養管理、
管理、水管理という
水管理というテーマ
というテーマで
テーマで記事
を書いていく。
いていく。お楽しみに・・・
しみに・・・
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