近年、温暖化が進みベントグ
用方法を解説するとともに、実際

ポイントは４点ある。まず１つ

分析すれば、各栄養素の値は高め

られた深さより浅いコアを採って

要がある。これはグリーン面の各

ンプリングでもっとも注意しなけ

と評価されてしまう。深さは、サ

めはサンプル数。グリーン１面か
ら ～ サンプルを均等に採る必

に現場のキーパーが日常管理でど
を紹介していきたいと思う。

のように分析を活用しているのか

リーンの夏越しは本当に厳しいも
のがある。経験やカンだけでなく、
科学的な知識やデータを活用する

散布した際は、最低でもサンプリ

ればならないポイントともいえる。

２つめは深さである。分析機関

だけ平均化するためだ。

ングは２週間は空けなければなら

要素（栄養素等）のムラをできる

サンプリングは
深さに注意する

によって異なるが規定の深さがあ

ない。２週間以内では粒肥の栄養

に対する誤解や理解が曖昧なため

て解説しておきたい。なぜなら、

ることがあるが、これでは正確な

コアリングで出たコアを送ってく

らないステンレス製がよい。

は入れないこと。余計な成分が入

で、決してブリキ製バケツなどに

ある。サンプリングの容器も重要

そして、最後が採取器の材質で

をゆがめてしまう。

素がサッチ層に多く残り、分析値

３点めはタイミングだ。粒肥を

第１回目の今回は、サンプルの

り、これをきちんと守ってほしい。

残念ながら先進の科学的管理手法
に活用しきれていない場面も散見
採取方法と分析機関の選定につい

と いった 科 学 的 分 析 は、今 後 の

サンプルの採取方法が適正でなけ

サンプル採取と
分析方法

コース管理には常識となるだろう。

ルチベーションパンを作らぬよう

測定はできない。なぜなら、コア

に深さを変えて行うだろう。土壌

れば、でたらめな結果を元に施肥

送付されてくるサンプルを見てい

は深くなるにつれて栄養物質量が

すでに多くのグリーンキーパーが
しかし、出てきたデータが多岐

ても、採取方法を正しく理解して

リングはいつも同じ深さで空ける

に渡るあまり、どの項目を重視す

いないと感じることがあるので、

とは限らないからだ。むしろ、カ

ればよいのかが分からないといっ

減少するのが一般的だから、決め

計画を立てることになり、分析す

た声も聞く。そこで、この連載で

改めて整理しておきたい。

る意味がなくなってしまうからだ。

解 説：宇 城 正 和

活用していると思う。

ア ク ション 植 物 科 学 研 究 所

される。特に土壌分析や葉身分析

ことが不可欠となっている。だが、

15
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は土壌分析と葉身分析の基本と活

pHの測定方法も分析機関によって違ってくる

【新連載】

2012.4

当然、サンプルをどの分析機関
られている分析方法としては「ブ

はリン酸が重要となるが、広く知

性リン酸の測定だ。春先の萌芽に

認が重要になる。たとえば、置換

関によって異なるため、事前の確

でも、その方法は様々だ。分析機

ので、溶出するリン酸量も違って

抽出するための酸や溶質が異なる

ない。それぞれの測定法によって

まだ確立された分析方法とはいえ

リッヒ３法」が推奨されているが、

の統一的な抽出液を用いる「メー

分析方法によって
出力数値は異なる
に出すのかも重要である。分析機

るので、水素イオン（ H
）+濃度
が低下して㏗は若干高くなる。一

方、水の代わりに塩化カリ（ KCl
）

また、土壌中の有機物量の把握

れている も測定される。
つまり、
H+
㏗（ KCl
）は通常の㏗（ H ）
よ
2O
り低くなる。

溶液で㏗（
）を測定する方法
KCl
だと、水溶液の中の H+
だけでは
なく、土壌コロイドに引きつけら

較はできないということだ。なか

くる。つまり、毎回のように分析

関によって分析方法やデータの表

には、リン酸特性を考慮して㏗が

に㏗によって使い分

析するといったよう

「オルセン法」で分

７・１より大きいと

数値との割合で算出される。分析

させ除去した後の数値と加熱前の

して炭素や水素、酸素などを揮発

機物量の測定は、サンプルを加熱

異なった数値となる。一般的に有

これも分析機関によってまったく

機関を替えていたら、前回との比

〜 ）の４種類などがある。最近

７・１以下では「ブレイ１法」で、

この㏗自体も、実

方 法 で は 土： 水 が

し、国際土壌学会の

測定している。しか

量比を１：１にして

究所では土：水の重

者が関わるハリス研

次回は、より実戦的に土壌分析

ションの向上へと繋がるのである。

になり、結果的にターフコンディ

より的確な施肥計画を立てること

うした点を理解しておくことが、

意味がないということになる。こ

は同じ分析機関を利用しなければ

いずれにしろ、比較するために

機関によって、この加熱する温度

１：２・５である。

を基にした施肥計画の立て方につ

に様々な測定方法が

土壌が酸性であれば、

や時間も異なってくる。

後者の方が水（㏗７）

いて解説していきたい。

ある。たとえば、筆

けるところもある。

は施肥計画を立てる上で重要だが、

は多量要素、微量要素を測るため

（
）
、「トルオーグ法」
（ Truog
）
、
Olsen
「メーリッヒⅠ〜Ⅲ法」
（ MehlichI

レイ１法」（ Bray1
）
、「オルセン法」

示方法が異なる。同じ機関の科学
的分析値を毎年継続して蓄積して
おくと、コース管理上貴重な財産
になる。今後ゴルフ場を受け継ぐ
後輩たちのためにも、以下の点に
注意して分析機関を選びたい。
❶分析結果が数値で報告されてい
ること。数値で結果が表示されて
いなければ、過去のサンプルや異
なるサンプルとの科学的な比較が
できない。
❷分析後の測定値の解釈を行う際、
農業用と同列に扱われる解釈では
なく、ゴルフ場専用の解釈を行っ
てくれること。
❸膨大なデータベースに基づいた
分析値の解釈
（目標範囲との比較）
をしてくれること。分析機関に
よって は、 蓄 積 データ 量 が 少 な

による希釈率が高ま

121

かったり、蓄積データ平均値との
比較だけを行っている場合がある。
また、同じ養分を測定する場合

Ⅲ

年前から毎年

１、２回土壌分析

ことにした。

断にも出して、原因を究明する
復を図った。

を併用して、白根の発根等、回
月下旬に回復を確認するた

ウム（ ）は、それぞれ ｐｐ

ン酸（Ｐ）
、カリ（Ｋ）
、カルシ

にした。その結果はそれぞれ

めに、再度土壌分析を行うこと

土壌分析の結果は、置換性リ

蓄積している。こ

を行い、データを
れらが少しでも後

10

20

当ゴルフ場のサンドグリーン

注意しなければならない。

の場合、グリーンのデザイン上、

アンジュレーションがあり、一

ｍ、１４８ｐｐｍ、５０１ｐｐ

ｍと数値が下がっており、根が

ｐｐｍ、 ｐｐｍ、１７６ｐｐ

リーンでも年数が経つと、暗渠

部ではグリーン中央部に向けて

進にとって管理上
ｍであった（筆者注：Ｐ、Ｋ、

土壌分析を行う時期としては、

重きを置くようになっており、
分析結果は、土壌施肥の少なく
とも 週間ぐらい前に得るよう
にしているからである。なお、
葉面吸収施肥は、春から初秋に
向けて実施している。

ＥＣ３・４において、それぞれ

のと判断することができた。

が劣化してもっとも問題が生じ

やすくなる。たとえば、高低差

の大きいグリーンでは、肥料の

「かたぎき」
（均等に肥料を散布

しても、肥料が移動して、効果

が片寄る現象）が起こる。した

がって、排水の良い、劣化して

いないサンドグリーンの方が管

理がしやすいといえる。その場

根が見られなかったため、葉面

素が欠乏しており、土壌の吸収

の不足はなかったが、微量要

３５０～５００ｐｐｍ）
。Ｐ、
Ｋ、

の発生も多くなりやすい。排水

好気性微生物の衰退、病気や藻

が悪いと、土壌の酸欠、芝根、

分量ではないだろうか？ 排水

でもっとも問題になるのが、水

要だ。しかし、グリーンの土壌

もちろん栄養素の測定値も重

している。

器で頻繁にチェックするように

土壌水分量を小型の簡単な測定

土壌分析とは別に、グリーンの

いだろうか。そこで、定期的な

クが少ないとも言えるのではな

うな床土の方が、管理上のリス

である。しかし、むしろこのよ

通常低く、ＥＣも低くなりがち

合は、土壌分析によるＣＥＣは

この対応策として張芝をする

から栄養素を吸収させる葉面吸

が悪く、日照量の少ないグリー

約 ～ ｐｐｍ、 ～ ｐｐｍ、

ことも考えたが、根本的な対処

収施肥を検討した。さらに病害

ンは「やんちゃ坊主」で、常に

グリーンで芝生の落ち込みが確

18

認された時だった。

Ca

たのは、数年前に 番ホールの

をしなければ、また同じ結果を

診断の結果、病原が判明した。

特に土壌分析の有用性を感じ

56

そこで、葉面吸収資材と殺菌剤

90

引き起こしかねない。そこで、

松田恭二

6

70

土壌分析をするとともに病害診

29

若干低くなっている。サンドグ

の助けになればと

への排水が悪くなり、表面排水

50

土壌栄養素を十分に吸収したも

Ca

の目標範囲は、 月下旬はＣ

35
リ ー ジャス クレ スト G C
（広島県）

Ca
20

考えている。
以前は２〜３月だった。しかし、
近年は 月下旬から 月に行っ
9

ている。なぜなら、晩秋施肥に

8

1
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