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第Ⅳ章 クリーピングベントグラス品種「シーワイツー」の 

晩秋季における芝生表面に結露した水滴の無機成分 

濃度と EC 値及び pH との関係 

 
第１節 はじめに 

 

ゴルフ場のパッティンググリーンに使用されるクリー

ピングベントグラスは，高温による生育障害を受けるとと

もに，グリーンモアによる刈り込み，ゴルファーによる踏

圧とスパイクによる葉の損傷など葉の生体が常に障害を

受ける．また，高温や低温，乾燥などの環境条件にさらさ

れると葉の老化の進行が早まり，老化の進行に伴い葉の細

胞から電解質が漏出する（Huang ら，2001；Huang，
2004）．この漏出には季節変化や品種間差があり（Huang
ら，2001；Huang，2004），電解質の漏出の程度は，ス

トレスに対する細胞膜の安定性を示す指標とされている

（Huang ら ，2001）．また，雨，露，霧などによって植

物の葉や茎などから物質が溶出する現象はリーチングと

呼ばれている（Tukey，1970）．リーチングによる物質の

溶出程度には，植物の種類，品種及び葉内の栄養状態によ

り違いがあるとされる（木村， 1997a；Tukey ら，1958；
Tukey ら，1964）． 
春から晩秋季にクリーピングベントグラスグリーンの

芝生表面には結露した水滴が付着する．芝生表面に結露し

た水滴は，大気中の水蒸気由来の水分と芝葉身の切断面か

らの溢泌液あるいは葉の細胞から溶出する電解質とから

構成されていると考えられる．第Ⅲ章では，クリーピング

ベントグラスの葉身中の無機成分含有率に品種間差があ

ることを明らかにした（加藤ら，2009）．従って，葉から

発生するこの電解液の EC 値や無機成分を調べることは，

芝の栄養状態や生理状態を知る手がかりになると考えら

れる．また，クリーピングベントグラスの芝生表面に結露

した水滴の EC 値や無機成分特性を明らかにすることは，

特に減農薬，無農薬管理条件下で芝生品質を健全に維持す

る指標として役立つものと考えられる． 

 肥料，土壌及び植物体中に含まれるカリウム（K），カ

ルシウム（Ca），マグネシウム（Mg）等の無機塩類を測

定する方法は，一般的に原子吸光光度法が用いられてい

る．しかし，この方法で上記無機塩類を測定すると，溶液

中のリン酸等の共存物質のために測定値が低くなること

がある（古賀ら，2004，越野，1988）．そのため，肥料分

析においては，元素に応じた干渉抑制剤を添加して測定さ

れている（越野，1988）．クリーピングベントグラスの芝

生表面に結露した水滴にも共存物質が存在する可能性が

あり分析方法を検討する必要がある．また，高温期には芝

生表面に結露する水滴量が分析に必要な最低量より少な

いこともある． 
 本章では，クリーピングベントグラスの品種の中で耐暑

性の高い品種である「シーワイツー」について，夏越しし

て衰退が起こっていると考えられる晩秋に注目し，耐暑性

の低い品種である「ペンクロス」（加藤ら，2010）を対照

に芝生の表面に結露した水滴中の無機成分含量の測定に

おける干渉抑制剤の添加効果の確認と，芝生の表面に結露

した水滴中の pH，EC 値，無機成分含量の変動を比較し，

栄養状態や生理状態を簡易に推定することが可能かを検

討した．   
 

第２節 材料及び方法 

 

1）芝生の管理 

 供試品種として，クリーピングベントグラスの「シーワ

イツー」と「ペンクロス」の2品種を用いた．2001年10月
12日に千葉県農林総合研究センター内のUSGA工法に準

じて造成されたサンドグリーンに，2ｍ×2ｍの区画を3連
制で設け，種子10 g/㎡を播種した．各品種の区画内には殺

菌剤の散布を行わなかったが，試験期間中，害虫の発生を

防ぐため，試験区全面にフェニトロチオン乳剤を登録適用

濃度で適宜散布した．芝生形成後の施肥は,化成肥料（N：

P2O5：K2O＝15：8：17）を窒素成分で1か月当たり0.5～
2g/㎡行い，1年間に合計16g/㎡施用した.試験期間中の

2005年5～11月までの施肥は，化成肥料（N：P2O5：K2O
＝15：8：17）を窒素成分で1か月当たり1～2g/㎡とし，合

計11g/㎡施用した．特に，芝生表面に結露した水分の採取

に影響のある9～11月の施肥日は，9月9日，10月3日，10
月19日，11月7日である．刈込みは，グリーンモアを用い

刈高5mmで週5回の頻度で行った． 
2）芝生表面に結露した水滴の採取 

 2005 年 10 月 13 日，28 日，11 月 10 日の朝 7 時 30 分

～8 時 30 分にかけて，芝生表面上に結露した水滴（Photo. 
6）のみを，脱脂綿を用いて土壌表面などに接触しないよ

うに注意深く採取した．脱脂綿に吸収させた水分は，ろ紙

（No.1）で 50 ml 遠沈管中にろ過回収した後，分析に供し

た． 
3）芝生表面に結露した水滴の無機成分の化学分析 

  採取した水滴の pH と EC 値は，それぞれ pH メーター

（堀場製作所 B-212）と EC メーター（堀場製作所 B-173） 
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を用いて測定した．水滴中に含まれると想定される無機成

分の内，本報では NO3ˉ，K，Ca，Mg を定量することと

し，NO3ˉ 濃度は硝酸イオンメーター（堀場製作所 NO3ˉ 
C-141）を用いて測定，その他は原子吸光分析器（HITA-
CHI Z-2310）を用いて定量した．また，本報では同一条件

で測光して作成した検量線を実際の分析定量時に使用し

た（越野 1988）．採取した水滴中に原子吸光分析時の原

子化効率に影響を与える共存物質が存在していることが

推測されたため，干渉抑制剤として K の定量には濃塩酸

に炭酸カルシウムを溶解し希釈後，塩酸濃度 0.1Ｍ，Ca 濃

度 500 mg/L の溶液，また，Ca 及び Mg 濃度を測定する

ために添加する干渉抑制剤は濃塩酸に塩化ランタンを溶

解し希釈後，塩酸濃度 0.5Ｍ，ランタン濃度 2,000 mg/L の

溶液を添加区あるいは無添加区としてそれぞれ 3 反復測

定した． 
 

第３節 結 果 

 

1）「シーワイツー」と「ペンクロス」の芝生表面に結露し

た水滴中の EC 値，NO3ˉ濃度及び pH 

 芝生表面に結露した水滴の EC 値，NO3ˉ濃度及び pH
を Table 18 に示した． 
「シーワイツー」の EC 値は 0.05～0.25ms/cm，「ペン

クロス」では 0.07～0.40ms/cm の範囲にあり，調査日に

よって値が大きく変動し，変動の傾向は両品種に共通して

いた．いずれの調査日も「シーワイツー」が「ペンクロス」

に比べて低い傾向を示した．「シーワイツー」の NO3ˉ濃

度は 15.5～46.3ppm，「ペンクロス」では 15.3～43.0ppm
の範囲で変動したが，両品種に類似の変動傾向が見られ

た．品種間に明確な傾向は認められなかった．「シーワイ

ツー」の pH は 5.9～6.8，「ペンクロス」では 6.0～6.9 の

範囲で変動したが，両品種に類似の変動傾向が見られた．

品種間に明確な傾向は認められなかった． 
2）干渉抑制剤添加が「シーワイツー」と「ペンクロス」 

の芝生表面に結露した水滴中の K，Ca 及び Mg の原子

吸光分析値に及ぼす影響と品種間差 

芝生表面に結露した水滴中の K，Ca 及び Mg の原子吸

光分析結果を Table 19 に示した． 
「シーワイツー」と「ペンクロス」の K 濃度の測定値

は，干渉抑制剤として炭酸カルシウムを添加することによ

り無添加区に比べて数値が向上し有意差が認められた．

「シーワイツー」と「ペンクロス」の K 濃度は，「シーワ

イツー」が「ペンクロス」より干渉抑制剤添加区，無添加

区いずれも 11 月 10 日の無添加区以外試験期間を通じて

有意に低い値を示していることが認められた． 
 「シーワイツー」と「ペンクロス」の Ca 濃度の測定値

は，干渉抑制剤として塩化ランタンを添加することにより

無添加区に比べて著しく数値が向上し，有意差が認められ

た．「シーワイツー」と「ペンクロス」の Ca 濃度は，「シ

ーワイツー」が「ペンクロス」より干渉抑制剤添加区，無

添加区いずれも全試験期間を通じて低い傾向を示してい

ることが認められた． 

「シーワイツー」と「ペンクロス」の Mg 濃度の測定値

は，干渉抑制剤として塩化ランタンの添加による数値の向

上は認められなかった．「シーワイツー」と「ペンクロス」

の Mg 濃度は，「シーワイツー」が「ペンクロス」より干

渉抑制剤添加区，無添加区いずれも全試験期間を通じて有

意に低い値を示していることが認められた． 
3）「シーワイツー」と「ペンクロス」の芝生表面に結露 

した水滴の EC 値と NO3ˉ濃度，干渉抑制剤を添加した 

K，Ca 及び Mg 濃度分析値との関係 

 芝生表面に結露した水滴の EC 値と NO3ˉ濃度，干渉抑

制剤を添加して測定した無機成分濃度分析値との関係を

Table 20 に示した． 
「シーワイツー」における EC 値と無機成分濃度との関

係は，いずれも高い相関がみられ，NO3ˉ濃度では r＝0.94，
K 濃度ではｒ＝0.97，Ca 濃度ではｒ＝0.99 及び Mg 濃度

ではｒ＝1.00 であった． 
 「ペンクロス」における EC 値と無機成分濃度との関係

は，いずれも高い相関がみられ，NO3ˉ濃度では r＝0.94，
K 濃度ではｒ＝0.99，Ca 濃度ではｒ＝0.94，Mg 濃度では 

 Photo. 6  Dew on creeping bentgrass test green in 
          Jun.4, 2004. 
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EC (ms/cm) NO3
-　(mg/L) pH

CY-2   0.25   0.05   0.14 46.3 15.5 17.4   6.8   5.9   5.9
Penncross   0.40   0.07   0.18 43.0 15.3 16.8   6.9   6.0   6.1

t  test * ** * NS NS NS   NS   NS   NS

Cultivar Oct.13 Oct.28 Nov.10 Oct.13 Oct.28 Nov.10 Oct.13 Oct.28 Nov.10

 a) Asterisks show a significance of the factor at 5% (single) and 1% (double) by t test.  
  NS shows no significant effect.  

 Table 19  The effects of matrix modifiers on mineral concentration in the late fall dew water  
on the turf surface in two creepingbentgrass cultivars ‘CY-2’ and ‘Penncross’ in 2005.  

  Oct. 13   Oct. 28   Nov. 10   Oct. 13   Oct. 28   Nov. 10   Oct. 13   Oct. 28   Nov. 10
－ 21.75a  2.75a 15.11a   3.19a   1.70a   3.79a 4.72a 0.97a 2.70a
＋ 27.79a  4.15a 19.52a 23.19c   5.12b 13.57b 4.82a   1.17ac 2.85a
－ 42.88b  6.34b   21.48ab 10.02b   2.20a   4.01a 7.18c   1.45bc 4.19b
＋ 57.27c  8.61b 27.73b 25.96c   5.39b 16.81c 6.89b  1.56b 4.27b

** ** ** ** * ** ** ** **
** * * ** ** ** NS * NS
* NS NS * NS ** NS NS NS

Modifiers(B)
A×B

Mg(mg/L)c)

CY-2

Penncross

Cultivar(A)

Cultivar
Modifiers

Without(－)
 With（＋）

K (mg/L)a) Ca (mg/L)b)

 a) Matrix modifiers on potassium concentration in the dew water is CaCO3.  
b) Matrix modifiers on calcium concentration in the dew water is LaCl3.  
c) Matrix modifiers on magnesium concentration in the dew water is LaCl3.  
d) Means in a column followed by the same letter are not significantly different at 5%  

according to Tukey's multiple range test.  
e) Asterisks show a significance of the factor at 5% (single) and 1% (double) by two-way 

 factorial ANOVA. NS shows no significant effect.  

 Table 20  The relationship between four minerals' concentration and electric conductibility (EC) 
 values in the late fall dew water on the turf surface in two creeping bentgrass cultivars 
 ‘CY-2’ and ‘Penncross’ in 2005.  

 Table 21  The relationship between four minerals' concentration and pH values in the late fall  
dew water on the turf surface in two creeping bentgrass cultivars ‘CY-2’ and ‘Penncross’  
in 2005.  

 a) The dew water samples were collected on Oct.13th., Oct.28th. and Nov.10th. in 2005.   
b) Y is the mineral concentration of dew on creeping bentgrass turf and X is the pH value of dew on  

creeping bentgrass turf.  
c) Asterisks show a significance of the factor at 5% (single) and 1% (double).    

 Table 18  Electric conductivity (EC), nitrate concentration (NO3- mg/L) and pH values of dew water 
          on the turf surface in two creeping bentgrass cultivars ‘CY-2’ and ‘Penncross’ in 2005.    

 a) The dew water samples were collected on Oct.13th., Oct.28th. and Nov.10th. in 2005.   
b) Y is the mineral concentration of dew on creeping bentgrass turf and X is the EC value of dew  

on creeping bentgrass turf.  
c) Asterisks show a significance of the factor at 5% (single) and 1% (double).    

CY-2 Y= 76.11X+9.97 0.94** 9 Y=112.96X+0.61 0.97** 9 Y= 86.53X+1.29 0.99** 9 Y= 17.52X+0.38 1.00** 9
Penncross Y= 86.24X+6.43 0.94** 9 Y=144.13X+0.07 0.99** 9 Y= 57.30X+3.68 0.94** 9 Y= 15.18X+0.96 0.96** 9

n
A regression

equation  ｒ n ｒ n
A regression

equation  ｒCultivar
NO3

- (mg/L) K （mg/L） Ca (mg/L) Mg (mg/L）
A regression

equation ｒ n
A regression

equation

CY-2 Y=15.51X-  74.52 0.96** 9 Y=17.21X-  89.00  0.74* 9  Y=15.10X- 79.17 0.87** 9  Y=3.07X- 16.00 0.88** 9
Penncross Y=28.24X-153.46 0.93** 9 Y=41.43X-230.71  0.86** 9  Y=16.72X- 89.65 0.83** 9  Y=4.34X- 23.23 0.83** 9

n
A regression

equation  ｒ n ｒ n
A regression

equation  ｒCultivar
NO3

-　(mg/L) K　（mg/L） Ca　(mg/L) Mg　(mg/L）
A regression

equation ｒ n
A regression

equation
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ｒ＝0.96 であり，水滴中の無機成分含量が増加するにつ

れて EC 値が増加した． 
4）「シーワイツー」と「ペンクロス」の芝生表面に結露 

した水滴の pH と NO3ˉ濃度，干渉抑制剤を添加した K， 

Ca 及び Mg 濃度分析値との関係 

 芝生表面に結露した水滴の pH と NO3ˉ濃度，干渉抑制

剤を添加して測定した無機成分濃度分析値との関係を

Table 21 に示した． 
「シーワイツー」における pH と無機成分濃度との相関

係数は，NO3ˉ濃度で r＝0.96，K 濃度ではｒ＝0.74，Ca
濃度ではｒ＝0.87 及び Mg 濃度ではｒ＝0.88 であった． 
 「ペンクロス」における pH と無機成分濃度との相関係

数は，NO3ˉ濃度で r＝0.93 と非常に高く，K 濃度ではｒ

＝0.86，Ca 濃度ではｒ＝0.83 及び Mg 濃度ではｒ＝0.83
であった． 
 

第４節 考 察 

 

夏季から晩秋季に生育衰退するクリーピングベントグ

ラスの生理的要因を解明するために晩秋のクリーピング

ベントグラスの芝生表面に結露した水滴に着目し，水滴の

pH，EC 値，NO3ˉ，K，Ca 及び Mg 濃度を測定した．そ

の結果，これらの測定値は測定日ごとに変動が見られた．

この変動については，施肥が影響したとも推察されるが，

「シーワイツー」と「ペンクロス」の品種による違い，す

なわち，試験期間を通じて EC 値，K，Ca 及び Mg 濃度の

全てにおいて「シーワイツー」が「ペンクロス」に比べて

低い傾向が認められたことが興味深い．植物体は，高温，

低温，干ばつ障害，菌類や害虫による損傷，機械的障害，

生理障害等外部からストレスを受けた場合，これら障害を

受けなかったものと比べて葉からリン酸（Ｐ），K，Ca，
Mg，窒素（N）などが多量に溶出するとされる（木村，

1997b；Tukey ら，1963）．「シーワイツー」は「ペンク

ロス」よりも耐病性や耐暑性の高い品種であることが報告

されている（加藤ら，2010）．このことから「ペンクロス」

より「シーワイツー」の方が細胞膜の老化や破壊を起こし

ていなかったために芝生表面に結露した水滴中の NO3ˉ，

K，Ca 及び Mg の濃度が低かった，あるいは結露した水

滴中への漏洩が起きにくかったものと考えられた．K は細

胞の浸透圧の制御に関与しており，芝草に施用すると，暑

さや寒さ，擦り切れなど，環境及び物理的ストレスの向上

が認められるとされている（Beard，1973b）．特に本研

究においても 2 品種間で顕著に差が見られたのは K 濃度

であり，耐暑性の高い品種は，耐暑性の低い品種よりも K
の漏洩が起きにくく，観点を変えれば，耐暑性の高い品種

は，耐暑性の低い品種よりも高温時においても細胞膜の浸

透圧の維持ができることが示唆された．また，耐暑性の高

い品種あるいは耐暑性の低い品種それぞれに漏洩によっ

て失われてゆく K を適正な時期に適正量補充してやれば

夏季ならびにその後の晩秋季の生育の衰退が抑制できる

可能性が示唆された．本報では結露水分中の無機成分濃度

のみに注目して実験を実施したが，降雨，潅水などによっ

ても芝生葉身から無機成分が溶出して失われていく可能

性がある．これらすべての環境要因によって喪失していく

無機成分量をより詳細に定量し，明らかにしてゆくこと

で，夏季ならびにその後の晩秋季の生育の衰退をより高精

度に抑制できる可能性がある． 
 一般に原子吸光法において，Ｐの存在により他の無機成

分含量の測定では干渉抑制剤の添加によって分析精度を

高めることができると報告されている（古賀ら，2004；越

野，1988）．本試験では，芝生表面に結露した水滴の採取

量が少ないことが予期されていたため，K，Ca 及び Mg の

原子吸光法による定量時に添加する干渉抑制剤の最適量

の検討については，古賀ら（2004）の干渉抑制剤の低量化

の報告を認識していたものの，困難と判断し，JIS 法で規

定された通りの方法（越野，1988）を採用し，K 濃度の測

定には濃塩酸に炭酸カルシウムを溶解し，塩酸濃度 0.1Ｍ，

Ca 濃度 500mg/L の溶液，また，Ca 及び Mg 濃度の測定

には濃塩酸に塩化ランタンを溶解し，塩酸濃度は 0.5Ｍ，

ランタン濃度 2,000mg/L の溶液を添加した．これらの干

渉抑制剤を添加した場合としない場合とを比べると，K，

Ca及びMg全てにおいて測定値が上る効果が見られたが，

特に K と Ca で顕著であった．Mg については古賀ら

（2004）の報告の指摘にあるように Ca 濃度＞Mg 濃度で

ある場合，Mg 自体が Ca の妨害物質となっていること，

Mg の濃度測定値には誤差が生じやすいこと，また，干渉

抑制剤には塩化ストロンチウムなどを使用する報告（長田

ら，1968）も検討されていることを鑑みると，Mg の濃度

測定をより正確に行うためには EDTA 法も同時に行って

再考が必要と思われた．芝生表面に結露した水滴中の K，

Ca，Mg の定量時にある程度信頼度の高い測定値を得るた

めには適切な種類の干渉抑制剤の適正量添加は必須と考

えられる．しかし，本試験の結果から，耐暑性の高い品種

と低い品種では芝生表面に結露した水滴中の K の濃度に

顕著な差が認められたことから，少なくとも K の定量の

み正確に行うことができれば，芝の高温による衰退状況が

おおよそ推察できる可能性が示唆された．芝草の栄養状態

や生理状態については迅速な診断が求められることがあ

る．一方，高温期には芝生表面に結露した水滴量が分析に

必要な最低量より少ないこともある．このような場合，無

機成分の原子吸光分析に替わりうる判断基準が必要とな

る．芝生表面に結露した水滴の EC 値及び pH と NO3ˉ，



加藤：耐病性クリーピングベントグラス品種「シーワイツー」の育成と夏季の生育衰退に関連した諸特性に関する研究 

25 

干渉抑制剤を添加して分析した K，Ca，Mg の値との相関

は高く，EC 値及び pH には NO3ˉ，K，Ca 及び Mg 濃度

が影響していることが示された．このため，芝生表面に結

露した水滴の EC 値及び pH を定期的に計測するだけで，

芝の栄養状態や生理状態を間接的に判断できる基準にな

ると考えられた． 
 

第５節 摘 要 

 

 クリーピングベントグラスの芝生表面に晩秋に結露し

た水滴の無機成分の原子吸光法による測定時の干渉抑制

剤の添加効果が確認された．K 濃度の測定では，干渉抑制

剤として炭酸カルシウムの添加が無添加に比べて高い値 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

となる傾向が認められた．Ca 濃度の測定においては，干

渉抑制剤として塩化ランタンの添加が無添加に比べて有

意に高い値を示した．しかし，Mg 濃度の測定においては，

干渉抑制剤として塩化ランタンを添加しても測定精度の

明確な向上は認められなかった．晩秋に「シーワイツー」

の芝生表面に結露した水滴の無機成分濃度は，「ペンクロ

ス」に比べて低いことが示された．EC 値と干渉抑制剤を

添加して測定した K，Ca，Mg の値との相関は非常に高か

った．以上により，晩秋季に芝生表面に結露した水滴を用

いた無機成分の分析は，クリーピングベントグラス品種の

夏季生育の良否を判断する手法として有効であることが

示唆された． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


