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総合摘要 
 

本研究は，クリーピングベントグラス品種「シーワイツ

ー」の選抜育成過程と夏季生育衰退期における生育諸特性

の検定法の確立と諸形質に関してとりまとめたものであ

る．すなわち，①クリーピングベントグラス品種「シーワ

イツー」の親栄養系の選抜方法及びその育成過程，さらに

ダラースポット病耐病性，ブラウンパッチ耐病性及びアン

トシアニンの発現性など諸形質，②減農薬，無農薬管理条

件下における夏季の刈り取り量，芝生品質と葉身の無機成

分含量との関係，③晩秋季の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，④殺菌剤無処理及び殺菌剤処理管理下における病害

発生程度及び芝生表面に付着した水滴の EC 値，無機成分

含量との関係，⑤夏季の芝生品質，芝生表面に結露した水

滴の EC 値と無機成分濃度，葉身の EL 値との関係につい

て検討を行った．その結果，以下のことが明らかとなった． 

①「シーワイツー」の親栄養系の一次選抜は，無農薬管

理下の品種比較圃場で行った．選抜前年の夏季の猛暑と病

害虫の発生のため多くの個体は枯死したが，生存した株を

対象に冬季のアントシアニン発現程度が低い 146 栄養系

統を選抜した．最終的に，ダラースポット病耐病性及びブ

ラウンパッチ耐病性が高く，冬季のアントシアニン発現性

の低い 9 栄養系を選抜した．これらにダラースポット耐病

性が高く，冬季のアントシアニン発現性が低いことから既

に分離していた 1 栄養系を加えた 10 栄養系を用いて，5
～6 の親栄養系の組み合わせにより「CY-Ⅰ」，「CY-Ⅱ」，

「CY-Ⅲ」の 3 合成系統を育成し，採種性及び 3 合成系統

のダラースポット病耐病性，ブラウンパッチ耐病性及びア

ントシアニン発現程度について調査した．3 合成系統は，

供試した既存の対照品種に比べてダラースポット病耐病

性が高く，冬季アントシアニンの発現が低かった．採種量

の多かった「CY-Ⅱ」にダラースポット病耐病性が高い傾

向を示した「CY-Ⅲ」の 1 親栄養系由来の合成第 1 代を加

えた個体集団から合成品種「シーワイツー」を育成した．

育成された「シーワイツー」は，既存品種である「L-93」，
「ペン A-1」や「ペンクロス」よりもダラースポット病及

びブラウンパッチに対する耐病性は高く，冬季のアントシ

アニンの発現性は低かった． 
②夏季の芝生品質は「シーワイツー」，「L-93」，「ペ

ンクロス」の順に高く推移する傾向が認められた．葉身の

無機成分含量は，「シーワイツー」と「L-93」は K 含量が

多く，「ペンクロス」は Ca と Mg 含量が多い傾向が認め

られた．K/Mg 比，K/Ca 比は，「シーワイツー」，「L- 
 
 

93」，「ペンクロス」の順に高い傾向が認められ，葉身の

無機成分含量及び含量比に品種間の違いが確認された．夏

季の葉身の無機成分含量の品種間の違いは，芝生品質の品

種間の違いと一致した． 
③芝生表面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について，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．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．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」が対照品種「ペ

ンクロス」に比べて低く推移し，芝生表面に結露した水滴

の EC 値，無機成分濃度に品種間差が確認された． 
④夏季のダラースポット病，ブラウンパッチの発生は，

殺菌剤無処理区が処理区より多く，殺菌剤無処理区では

「シーワイツー」が「ペンクロス」より少なく推移する傾

向が認められた．芝生表面に結露した水滴の EC 値，K，

Ca，Mg 濃度は，殺菌剤無処理区が殺菌剤処理区より高く，

殺菌剤無処理区では「シーワイツー」が「ペンクロス」よ

り低く推移する傾向がみられ，ダラースポット病，ブラウ

ンパッチの品種間の違いと一致した． 
 ⑤夏季の芝生品質は，「シーワイツー」が「ペンクロス」

に比べて常に高く推移した．芝生表面に結露した水滴の

EC 値は，「シーワイツー」が「ペンクロス」に比べて常

に低く推移し，芝生品質の品種間の違いと一致した．しか

し，葉身の EL 値の品種間の違いは，芝生品質の品種間の

違いを反映しない場合があった．一方，葉身中位部の振と

う抽出液の Ca と Mg 濃度は，芝生品質，芝生表面に結露

した水滴の EC 値，Ca，Mg 濃度の品種間の違いと一致し

た． 
⑥以上から無農薬管理下の品種比較圃場から選抜され

た親栄養系を交配母本に用いたクリーピングベントグラ

ス品種「シーワイツー」は，ダラースポット病耐病性，ブ

ラウンパッチ耐病性，耐暑性及び冬季のアントシアニン低

発現性に優れた品種であることが明らかとなった．本品種

の夏季の生育及び芝生品質に関連する特性は，芝生表面に

結露した水滴の EC 値及び無機成分を指標に評価できる

ことが明らかとなった． 
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Summary 
 

Breeding of a creeping bentgrass (Agrostis palustris Huds.) cultivar ‘CY-2’ 

and characteristics of summer bentgrass decline of ‘CY-2’ turf  

 
Masahiro KATO 

 
This study summarizes the breeding process of a creeping bentgrass cultivar ‘CY-2’ and the growth 

and performance characteristics of ‘CY-2’ turf under limited or non fungicide conditions in summer. 
The results obtained were as follows. 
 

1. Breeding of a creeping bentgrass cultivar ‘CY-2’ 
146 clones of creeping bentgrass were originally selected for disease resistance, insect resistance, 

low anthocyanin appearance during the winter periods and heavy summer heat stress based on pes-
ticide-free conditions. 9 parental clones were finally selected from the 146 primarily selected clones 
based on resistance to two major diseases, dollar spot disease and brown patch. Selection was also 
based on low anthocyanin appearance during the winter. One other clone, previously selected for its 
resistance to these diseases and low anthocyanin appearance, was added to 9 clones to create 3 
polycross groups for breeding. The degree of resistance to the two major diseases and levels of an-
thocyanin appearance were examined in experimental polycross group cultivars CY- I, II, and III. 
Each group consisted of 5 or 6 parental clones according to the turf characteristics. In comparison to 
existing cultivars, ‘L-93’, ‘PennA-1’, ‘PennA-4’, ‘Putter’ and ‘Penncross’ resistance to these diseases 
in the experimental polycross groups were higher, and anthocyanin appearance during winter peri-
ods in the experimental polycross groups were lower, respectively. ‘CY-2’, consisting of 6 clones of 
CY-II and one clone of CY- III, was evaluated to be the best new bred cultivar in total performance 
in regards to low susceptibility to the major two diseases, low anthocyanin appearance. 
2. The characteristics of growth and the mineral nutrient concentration in the leaf tissue of ‘CY-2’ 

in summer 
Putting quality tended to be high in order of ‘CY-2’, ‘L-93’ and ‘Penncross’ grown as putting green 

under limited or non fungicide conditions in summer. The calcium (Ca) and magnesium (Mg) con-
centrations of ‘Penncross’ were distinctly the highest of the three cultivars, ‘CY-2’, ‘L-93’ and ‘Penn-
cross,’ and the K concentrations of ‘CY-2’ and ‘L-93’ tended to be high. The K/Mg ratio and K/Ca ratio 
tended to be high in order of ‘CY-2,’ ‘L-93,’ and ‘Penncross,’ and this tendency was consistent among 
the years.  
3. The relationship between mineral concentration, electrical conductivity (EC) and pH in the late 

fall dew water on the ‘CY-2’ turf 
The additional effects of matrix modifiers on the measurement of the mineral elements in late fall 

dew on two creeping bentgrass cultivars by atomic spectrometry method were observed. The calcium 
carbonate as matrix modifier for the determination of potassium (K) showed higher values than 
without modifier. The lanthanum chloride as matrix modifiers for the determination of Ca showed 
significantly higher values than without modifier. The lanthanum chloride as matrix modifiers for 
the determination of Mg showed no effects on them. However, the concentration of all minerals in 
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the dew water of ‘Penncross’ was higher than ‘CY-2’. The co-relationship between EC and all mineral 
concentration values with matrix modifiers was significantly high. 
4. The influence of disease injury and fungicide application on mineral concentration in the dew 
 water on the ‘CY-2’ turf 
The number of spots caused by the dollar spot disease in the non fungicide treated plot was larger 

and the rate of disease area of the brown patch was higher than in the fungicide treated plot. The 
number of spots caused by the dollar spot disease in ‘Penncross’ was greater than the number of 
spots in ‘CY-2’. The EC of the dew water adhering to the leaf surfaces of the non fungicide treated 
plot showed the tendency to be higher than EC in the fungicide treated plot. Moreover, the EC of 
‘CY-2’ tended to be lower than EC of ‘Penncross’. K, Ca, and Mg concentration in dew adhering to the 
turf surface in the non fungicide treated plot were all higher than the fungicide treated plot, and 
their concentrations in dew water from ‘Penncross’ were higher than the values of ‘CY-2’. From these 
analysis results, concentrations of K, Ca, and Mg leaching to adhering dew on the turf surface of the 
creeping bentgrass differ among cultivars. Moreover, it was suggested that the leaching increases in 
connection with the damage of stem and leaf by diseases occurrence. 
5. The relationship between turf quality, EC of dew on turf surface and electrolyte leakage (EL)  

from leaf blade of ‘CY-2’ in summer 
The number of spots caused by the dollar spot disease and the turf area damaged by brown patch 

in summer were fewer in ‘CY-2’ than in ‘Penncross’. The turf quality of ‘CY-2’ was also higher than 
that of ‘Penncross’. The EC of dew water on the turf surface of ‘CY-2’ were constantly lower than 
those of ‘Penncross’. The difference between EC in the two creeping bentgrass cultivars may be re-
lated to the difference between the turf qualities. Differences in EL from the leaf blade of the culti-
vars were not significant in ‘CY-2.’ The Mg and Ca concentrations of the shaking extract solution 
and the leakage of these components from the leaf blade with a low cutting height of 3.7 mm were 
lower than those in ‘Penncross’. This explains the difference in EC, EL, and turf quality between the 
two creeping bentgrass cultivars. The deterioration of turf in summer causes increased rate of min-
eral leakage from the leaves, and this can be detected by the increased EC of dew water on the turf 
surface or higher Mg and Ca concentrations of the shaking extract solution of the leaf blade with a 
low cutting height. These factors help us in characterizing the differences in heat and disease toler-
ance between cultivars. 

 


