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ヤギによる耕作放棄地の植生管理

的 場和弘*

〔キーワード)ヤギ，耕作放棄地，食性

1 .はじめに

遊休農地，耕作放棄地と呼ばれる，生産が行われ

ず，さらに管理もされずに荒廃した農地が年々増え

続けている.これまでさまざまな行政的支援が行わ

れてきたが，比較的条件のよい平地の水団地域にお

いてさえその増加に歯止めがかからず，中山間地の

農地においては，さらに厳しい状況である.一旦耕

作が中止されても，条件のよい農地は借地等で作付

けする，トラクタ一等の機械で刈り払うなどの管理

も可能であるが，中山間地では区画整理が進んでい

ない農地も多く， 1区画が小さい，不整形，アクセ

スが不便などの点で大型の機械作業に不適である.

傾斜地も多く，畑地であれば傾斜畑であったり，水

田(棚田)であれば傾斜のきっい法面が付随したり

する.さらに一人が所有する面積も小さいため，遊

休地となっても小さく分散していでまとめて管理

するのが難しい.以上のように農地としての条件が

不利な上に，高齢化，離農，過疎化といった人的な

条件も悪化の一途をたどり後継者なし，借り手

なし，管理(者)なし」による農地の荒廃が平地以

上に進行増加しているのである.

2. 放棄地の 管 理 は 舌 刈 で

農地が放棄され管理されないと，まず雑草・草本

が侵入し薮となり，そのうち潅木・木本も侵入して

きて森に還っていく.このように管理されなくなっ

た放棄地は，イノシシなど野生動物の通り道や隠れ

場所，害虫の発生源となり，傾斜の急な法面で、は崩

壊の危険も出てくる.耕作が中止されても，管理と

して刈り払いや火入れなどを行うことで，木本の生

育が抑えられ，草本主体の植生が維持される.ただ

い侵入草種や刈払いの時期，頻度が少ないと，夏

期には草高が 1mを超える場合がある.

近年，このような耕作放棄地の管理(=草刈り)
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に家畜を使用する「舌刈り」が増加している.草食

家畜を放棄地に放牧，または繋牧して草を食べさせ

る(家畜の口・舌で草を刈る:舌刈り)ことにより

侵入雑草の抑制を図るのである.またこれは，放棄

地の管理だけでなく，放棄地に生育する雑草を飼料

として利用することで，未利用資源の有効利用とな

り，輸入飼料の使用削減，飼料自給率の向上にもつ

ながることから，現在，和牛繁殖牛の耕作放棄地に

おける放牧飼養は行政による支援も行われ，普及が

進んでいる.

3. 放棄地の管理にヤギを使う理由

家畜による管理はワシだけでなく，ヤギやヒツジ

を使っても行われている.ウシを使用した場合の報

告は他でも行われているので，本稿ではヤギを使っ

た場合について報告する.

ヤギもウシ科に属する動物で，胃袋を 4つ持ち反

須(はんすう)を行う反須動物である(だから，草

や紙今セノレロースを消化できる).体重は品種，個

体で大きく異なるが，園内で一般に飼養されている

ヤギでは 20~70kg 程度である.これに対しウシで

は，和牛で 500kg，乳牛では 600kg以上である.ヤ

ギは体重でウシの1O~20 分の l と小さく，性格も

穏和で，人にも期1[れやすいため扱いやすい.ウシの

場合 1頭を野草地で補助飼料なしで飼おうとする

と1ha近くが必要で，土地がまとまっていない場合，

ウシを移動させるのが大変であるが，ヤギの場合は

l頭では広い面積は管理できないが，少しの面積で

も飼うことができ，移動も引き綱や軽トラックで十

分で，容易である.またヤギは活動的で、，高いとこ

ろが好きで岩に上ったり，高いところの葉を食べよ

うと後ろ足で立ち上がったり(写真1)，身軽な個

体では木に登ることもある.身軽なことから急な斜

面も気にせず，傾斜地や法面も縦横無尽に移動しな

がら採食し，体重も軽いことから斜面のダメージも

少ない.ウシは傾斜がきっくなると等高線方向に移

動しながら採食するため，斜面には水平な牛道が何
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写真 l 高いところの菜もこうやって

写真 2 斜面にできた牛道

本もでき(写真 2) ，障害物等のために傾斜方法に

移動する所ではすぐに斜面を崩してしまう.ウシは

草原性の動物で主主を好むが，ヤギは森林性の動物で

木の葉を好むと言われており，ウシが食べない木の

葉や樹皮もヤギは好んで食べ，とげのあるノイバラ

やスギなどの針葉樹までも食べてしまう(写真 3，4). 

さらに，ウシは草でもギシギシやアザミなどI犠好性

の低い草が多いが，ヤギはそれらも抵抗なく採食す

る.傾斜地の草管理は，傾斜が緩ければ大型機械も

入れるが，きつくなると特殊なトラクターや機械を

使うか，小型エンジン付の刈り払い機を使って人力

に頼る他はないが，これは高齢者には厳しく危険な

作業である.著者らが調査した放棄棚田では，高度

35mの所に 10筆(段)の水田があり，図面の間

隔が 3m以上あるため，法函の面積が水田の面積と

同じくらいあった. しかしヤギをイ吏うことにより，

写真 3 ヤギに樹皮を食べられた

写真 4 葉を食べ尽くされたノイバラ

ヤギは傾斜地に生えている叢を燃料にして，その草

を舌刈りしてくれる.

4 放棄地にヤギを放す

5は放棄後7年経過した棚田の様子であるが，

出現頻度の高い草種は回面ではススキ，ワラビ，ク

ズ， ヨモギ，イネ科草(ススキ以外)が上位 5穏，

法衝はクズ，ススキ，ノイバラ，イタドリ，コウゾ

とどれも 1mを越える大型の草穏で，さらにススキ

やクズは 50%以上の頻度で出現するなど高密度で

繁茂し，人が歩くのも困難な状態でその景観はとて

もそこに撤回があったとは思えない状態であった.

ここにヤギを放牧したところ，クズ，イタドリ，コ

ウゾ，ノイバラ，ヨモギ，アザミ，ゼンマイなどの

広葉の雑草，潅木を好んで採食した(表1).放牧

開始 2週開自の出現頻度は，ススキはほとんど変

わっていないのに対し，クズ，イタドリ，ヨモギ，
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写真 5 放棄後 7年闘の初]1:8

表 I 主主秘別採食鎖度

草種
調査FI(入牧から)

10日後 201:'1後

ススキ 6.0 37.9 

イタドリ 14.1 6.9 

コウゾ 2.0 1.7 

クズ 6.7 3.4 

ヨモギ 2.7 0.0 

ノイノくラ 4.0 8.6 

ワラビ 0.7 1.7 

オミヌド 14.1 12.1 

49.7 27.6 

コウゾは大きく低下し(掴1)，これらの植物はこ

の2週間で大部分が食べられてしまった.にもかか

わらず， 10 日目の採食頻度は放牧直後に頻度の高

かった広葉の草種とススキとがほぼ問じであった

ことから，ススキの曙好性はこれらの草種に比べ明

らかに低いといえる .20日目になるとさすがに噌好

性の高い草種を食べ尽くしてしまったために，スス

キの採食頻度が高くなった.ただし，ワラビについ

ては出現頻度にかかわらず 10日， 20日共に採食頻

度が低く，日常の観察でも採食することはまれであ

り，ヤギでもワラビのI者好性はきわめて低く，広い

食性を示すといわれるヤギでも草種による噌好性

の差はあるといえる.ただ、し，ワラビは有毒植物で，

ウシは大量に摂取するとワラビ中毒で死亡するこ

ともあるため，ヤギにとっても食べないことは安全

上，必要なことである.しかし，ワラビはほとんど

採食されなかったはずが， 2週間後の頻度は変わら

ないものの，草高が大きく低下しており(掴1)，

写真 6 ススキは柔らかい先だけ食べる

写真 7 ススキの茎だけになった4週間後の放牧区

さらに， 4遊間後の出現頻度が数%になっている.

実は，これは食べられたのではなく踏み倒されたの

である.ヤギがおいしい草を探して歩き回り，ワラ

ヒ、、は食べなかったが足で踏みつけたために，茎の柔

らかいワラビは倒れ， 4週間後には立っている茎は

なく，倒れてJ枯れてしまったのである.同じように

あまり食べられなくて出現頻度の高かったススキ

の草案高の低下が少ないのは，ススキは株化して茎が

密集しているうえに茎が硬いためヤギの力では踏

み倒されにくく，採食も先の柔らかいところから食

べたためと考えられる 6， 7) .この試験(区

画)では1カ月後には晴好性の高い草穫だけでなく，

低いものも踏み倒されて無くなり食べるものがな

くなったため，そのままではヤギが表弱してしまう

ため加の区顕に移動させた.もし草の生長速度とヤ

ギの食べる速度が同じか成長速度の方が速ければ，
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草は無くならなかったはずである.つまり，今回は

この区画だ、けで、ずっとヤギを銅っていくために必

要な面積(草の生産量)に比ベヤギの数(食べる

が多すぎた状態，つまり過放牧の状態だ、ったわけで

ある.世界の乾燥地帯で，家畜の過放牧により砂漠

化が進んでいるという話が聞かれるが，これは

の再生産量<家畜の採食量」で，植物を根こそぎ食

べて枯らしてしまったのである.では，植物の生産

量とヤギの採食量のバランスを，放牧圧(頭数と街

積)で調整した;場合はどうなるか.この区画では，

入牧 1カ月後にヤギを移動させた後，植生の回復を

待って今度は頭数を調節しながら再びヤギを入れ

放牧を継続した.その際，¥R園内にヤギが入れない

ような，柵で囲い(プロテクトケージ)合付けた部

分を設けてケージの内と外の植生の変化を見ると

(表 2，写真 8) ，ケージ内の禁牧主れているとこ

ろではススキの草丈が 1mを越えているが，ケージ

外は 50cm程度に維持された.しかし，ワラどはケー

ジ内外の差は少なく，食べ残されてしまっているこ

とが分かる.つまり，放牧圧を調整することでヤギ

は継続的に餌うことができるが番好性が低くヤギ

表 2 プロテクトケージ内外の草丈 (cm)

調査日
ススキ

放牧区

21.2 

7/16 93.2 166.5 

67.3 

93.0 

ワラビ、

67.6 

99.2 

写真8 プロテクトケ}ジの内と外のススキの状態
(中央のヤギの後方にケージがあり，

その横に昨年の株がある)

の食べない植物がある場合，踏圧により抑制できれ

ばよいが，逆に選択的に残されるために旺盛に生育

して他の植物の生育を妨げる場合もある.こうなる

と人の手で刈払いを行うか，放牧fEを上げ一時的に

過放牧の状態にして抑制するなどの処理が必要と

なる.本試験とは)3IJの区間(放棄後 5年経過)の放

牧開始からの植生の現存最の変化は写真9のとおり

で，放牧前はススキが優先し 1500g/ぱもあった草最

が，放牧の継続により 100~200g/rrHこ維持され，植

生は良好な状態で管理された(写真 10) . 

5. ヤギとウシを比較する

先に，ヤギとウシで植物に対する食性，噌好性に

大きな差があると述べたが，その食性の違いが放牧

地の植生の変化に大きな差をもたらす.伐採跡地を

2つの牧区に仕切り，片方にはヤギを，もう片方に

はワシを放牧した試験では， 3年医あたりまではウ

シ区の方が木本植物が少なく筏、度も低いように見

えるが(写真 9)， 4， 5年目あたりで，ヤギ区の木

本がほぼ枯死したのに対し，ウシ区は少なくはなっ

写真9 放牧3年間の伐採跡地
(ti'.がヤギ区，右がウシ区，撮影.梅田)

写真 10 放牧開始から 3年後の様子
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ため，どちらもシパ草地で、シパと一緒にそこに生育

している草種の種子も食べ，伐採跡地牧区に糞と

緒にその種子を散布し，それが発芽して徐々に広

ウシ区の植生の推移(福間 2001)ヤギ，

。

図 4

たものの無くなりはせずその後も残った(図 3，4， 

11) .ただし，ウシはすべての木の葉を食べな

いのではなく，ヤマザクラなどタンニン合最の少な

い樹穏は好んで、食べる. 5年尽の*本の残ったウシ

区の一部にヤギを導入したところ，残っていた木の

葉をきれいに食べてしまい(写真 12)，食性の違い

が櫛生の差を生んだことが明らかである.このよう

に，ヤギ区で木本が枯死する原因は，樹葉に対する

i脅好性の違いももちろんであるが，ヤギは樹皮も好

んで食べ， 1封皮を剥がされた木は枯死してしまう

3) ためである.一般のウシの放牧地でも牧

区内の立木の樹皮が剥がれて枯れることはあるが，

この多くはウシが樹皮を食べたのではなく，身体を

こすりつけたため樹皮が剥がれてしまったためで

ある.

また，この伐採跡地牧区はシパ草地と隣接してお

り，ヤギもウシもシパ草地と行き来している.その

放牧開始からの現存箆;の推移阪 2

で
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。
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がった(図 4) .そして， 9年目にはヤギ区はきれ

いなシパ草地になったが，ウシ区は地表面にはシパ

が広がっているものの，まだ木本が多く残った状態

であり(写真 13)，ウシでは完全には草地化するこ

とはできなかった.

6. ヤギの 功 罪

このように，ヤギはウシに比べ採食する植物の範

囲が広く，木本も抑制できることから，経年化した

耕作放棄地の管理にも有効で、，またウシに比べ小さ

く身軽なことから，傾斜地を含む小区画の管現に有

効である.実際，最近ヤギを使った耕作放棄地や耕

地脇の雑草の管理の事例が各地でみられるように

なった.また，ヤギを耕地の脇に放牧して雑草管理

をさせると，ヤギがいることで猿の被害が減少した

という報告もある.ユニークなところでは，ゴルフ

練習場で機械で叢を刈ると落ちているボールを

引っかけてしまうが，ヤギならボールを避けて主主を

写真 12 5年目のウシi玄に入れたヤギ
(ウシの食べ残した木の葉を完食，撮影 福間)

写真 13 放牧9年目のヤギ区とウシ区(撮影:福岡)

刈ってくれる，というものもある.しかし，逆に過

放牧になると何でも食べて枯らしてしまうことか

ら，問題も起こしている.小笠原諸島や尖閣列島の

島l興部では，放置や脱走により野生化したヤギが増

えすぎ，過放牧状態となって島の糞重な植生を破壊

すると共に，裸地が広がり土壌流出の被害が生じて

いる.また，鹿のように牧場に侵入して牧草を食べ

てしまう被害も報告されている(写真 14) . 

写真 14 八丈島の育成牧場に侵入した野生ヤギ

7. ヤギを放す方法

では実際にヤギで草刈りを行う場合，目的の区画

を祁Irで囲んでヤギを放す放牧と，ヤギをロープなど

で繋いでその範囲を食べさせる繋牧とがある.

放牧の際は周闘に牧柵を設置しなければならな

いが，ヤギは脱柵の天才といわれ，例えば網状の柵

を張った;場合，少しの隙間を通り抜ける， ;g;gし、とこ

ろに何度も頭突きをして穴を広げる，前足を柵にか

けて立ち上がり柵を引き下げて乗り越える，段差を

利用して上を飛び越すなど，いろいろ行う.このた

め金属製の柵を用いる場合は，ヤギが前足で寄りか

かっても曲がって下がらない太さと強度を持つ

ネットフェンスか，コンクリートのたたきを作る際

に使用するワイヤーメッシュ (3~5mm 針金， 10cm 

格子)を， 1m以上の高さの柵として利用するのが

確実である.ただ，設置に資材(コスト)と労力を

要するため，手軽に設置できる電気牧柵がよく利用

されている.ウシの場合であればい 2段張りでも

大丈夫 (2段以上を推奨)であるが，ヤギの場合は

十分に電気牧柵に馴致した上で， 3段張り以上を推

奨し，電圧の管理をしっかりと行う必要がある.
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ロープで、繋ぐ(繋牧)場合は，とりあえず 5m程

度のロープと闘定する杭があれば手軽に杭を打ち

込み，杭にロープを繋げばそれで、始められる.ロー

プの崩く範囲を食べたら，杭を抜いて横に移動させ

ればよい.但し杭や草，枝にロープが絡んでしまい

やすいため，絡み防止にロープにビニールホースの

カバーを付けたり，杭に自由に田転する台を付けた

りといろいろ工夫されている(写真 15).また斜面

に設置した場合は，足を滑らせ首をつる場合がある

ので，首輪ではなくハーネスを使用することもある.

JjIJの方法として，犬の運動によく使われる，支柱の

間にワイヤーを渡してそれに過したりングにロー

プで繋ぐ方法も行われ，支柱に絡むのを防止するた

め，回り込めないようにワイヤ一途中にストッパー

を付けたり，支柱の所に板を張る等の工夫もされて

写真 15 回転式支柱による繋牧と長支柱
(長支柱は蕊i高が高い場合などに使用，撮影小谷)

写真 16 絡みつき防止絞を装表したワイヤー式繋牧

(搬彩:小谷)

いる(写真 16).またワイヤーをレールに替えて実

施しているところもある.

8. 舌メIJ り 後 の 利 用

ヤギ等で草高の高い草がなくなり，きれいになっ

た後の利用について考えてみる.それまで放棄地で，

その後も使用予定がなくとりあえず丈の短い草で

維持したい場合は，放牧を継続し植生が遷移するの

を待つことになる.図 4， 13で=放牧地のシパ草

地への移行について述べたが，これは隣接するシパ

草地から家者が種子を運んできたため進行したが，

このような家畜による持込みがない場合，既存の車

種の形態および構成の変化や埋土穏子からの発生

によるか，家畜以外の方法による移入・侵入を待つ

こととなる.放牧を継続してし、く場合は，植生の安

定や土壌の保全性を考えるとシパ型の草地にする

ことが有効であるが，元々そこにシパ型の草種が存

在しない場合は，人為的に導入(播種，移植)する

ことで，変化を早めることができる.また，その放

棄地の管理に使用，飼養しているヤギやウシ(個体

そのものや繁殖させた子斎)の販売，ヤギ(乳用種)

の場合は乳の利用も可能である.さらに導入する

種を銅料として質および生産量の高い牧旗手震とす

ることで，その土地の生産性を高めることができる.

家議が薮をきれいにする効果を利用し，野焼きの時

の防火幣づくり(輪地切り)ができる.耕作地と森

林との間に生じた荒廃した耕作放棄地をヤギやウ

シで管理しきれいにすることで，イノシシなどの野

生動物の通り道や隠れ場所を無くし，逆に緩衝幣と

写真 17 ゾーニングによる獣寄防ll::試験
(擬彩落合)



的場:ヤギによる耕作放棄地の械生管理 53 

表 3 0-1学を放牧した棚聞と，隣接する耕作及び
遊休棚田土壊の化学性と物理性の比較

調査日

7/16 

ススキ

放牧区 禁牧区

21.2 133.0 

93.2 166.5 
52.4 194.3 

放牧区

67.3 

93.0 

78.1 

ワラピ

写真 18 ヤギ放牧地内への果樹の
櫛裁と食答防護ケージ

するゾーニングによりイノシシの侵入防止の効果

が報告されている(写真 17).さらに，野生の猿の

侵入防止のために耕地の周りに家者を放牧する;場

合，ウシでは効果がなくてもヤギでは効果があった

との報告もある.

次に，放棄地がせっかくきれいになったのである

から，再度耕地として利用するという方向もある.

ヤギの放牧によりそこが耕作に不適な状態になる

と問題であるが，草高の高い草が無くなってきれい

になった頃(放牧開始から l年後)の放牧地の土壌

の化学性，物理性は作物の作付けに際題となる状態

で、はなかった(表 3，関 5) .筆者らは果樹の導入

を試み，ヤギの場合はそのまま植えると苗がすべて

20 

;;--15 
日
() 

き10

対
~ 5 

0 

10 20 

¥ 

-周回

30 
r~さ (cm)

写真 19 ウシを放牧中の放棄水間(撮影:山本)

写真 20 復刻したウシを放牧していた放棄水田
(写真 17と問じ場所，撮影:111本)

食べられてしまうため，周簡を牧柵で聞い防護し，

柵の照りをヤギによって刈払いをさせた(写真 18).

また，数年にわたってウシによって管理していた放

棄問を再度水間に戻した例もあり，秋には大きな問

耕作機問

遊休初j問

一四一一般牧榔11]

40 50 

題もなく収穫ができている(写真

19， 20) .平地の住宅地に近接し

た耕作放棄地を数年間ヤギによっ

て管玉虫し，その後市民農閣として

利用を始めた所もあり，さらにそ

こではヤギと住民とのふれあい体

験を通じて地域社会の交流の場と

しての効果も見られている(写真

21， 22) . 

図 5 ヤギを放牧した捌閏と隣接する耕作
および遊休撤回の土壌硬度の比較
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写真 21 耕作放棄地に放牧されている
ヤギに触れる子供達(撮影:安江)

写真 22 ウシに会いに来た子供達(綴影:ヂ悶)

9. まとめ

ヤギを草刈り機として使うことで，耕作放棄され

た棚田に代表される分散した小商積の区画で，さら

に急な傾斜地を含んだ土地の雑草管理が楽に行え

るようになる.また，ウシやヤギなどのおとなしい

動物が身近にいることは，子供達だけでなく大人も

含め話題となり家庭や地域社会のコミュニケー

ションのきっかけとなり，さらに人の気持ちを和ま

せてくれる.耕作放棄地は地域の荒廃をもたらし，

トラクターや草刈り機，除草剤は排ガス，騒音，薬

より人や環境に厳しい.しかしヤギなどの生

きた草刈り機の利用が増えていくことにより人に

も環境にも優しく，さらに中山間地をちょっと元気

にしてくれるではないでしょうか.
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