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短報

異なる土壌水分条件における放牧牛の踏圧がフェストロリウム

(XFeslulolium Braunii)草地の植生に与える影響
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l現在.畜産草地研究所 (329-2793栃木県那須塩原市千本松 768)

受付日 :2012年1月27日/受理日 :2012年6月20日

キーワード水田放牧，土壌水分，フェストロリウム.

Infiuence of Cattle Trampling on Persistence of X Festulolium Braunii 

Pasture among Different Soil Moisture Conditions 

Kentaro Iked♂， Masakazu Higashiyama， Yumi Higashiyama and Mamoru Nashiki1 

NARO Agricultural Research Center for Tohoku Region， 4 Akahira， Morioka， Iwate 020-0198， Japan 

1 Present address : NARO Institute of Livestock and Grassland Science， 768 Senbonmatsu， Nasushiobara， Tochigi 329-2793， Japan 

Key words: X Festulolium Braunii， Grazing paddy field， Soil moisture. 

緒己

近年，中山間地域の過疎化，農業従事者の高齢化，ならび

に米の生産調整政策といった理由から全国的に耕作放棄水田

の増加が問題となっている。一方 わが国の畜産においては

TDNベースで現在 25%の飼料自給率を，いかに向上させる

かが重要な課題となっている。このような背景から耕作放棄

水田の解消と飼料自給率向上を目的に，耕作放棄水田を放牧

に利用する「水田放牧」が多くの地域で普及しつつある(梨

木ら 2008;山本2009)。

水田放牧は，電気牧柵および水飲み場を設置し，牛を放牧

に馴致すれば既存植生の野草を飼料として利用して行うこと

ができる(山本 2009)。ただし，野草だけで放牧を継続して行

うと牧養力が次第に低下する場合もある(小山ら 2004)。

そのような場合に放牧を継続するためには，牧草を導入して

牧養力を向上させる必要がある(進藤・手島 2006)。しかし

ながら，耕作放棄水田の多くは一般的な牧草地とは異なり，

排水条件が悪く，土壌水分が高いため，これまで開発されて

きた牧草地の造成管理技術を適用できない(山本ら 2008)。

耕作放棄水田の高い土壌水分が牧草地化を妨げる大きな要

因として，導入牧草の生理的障害による湿害の影響と放牧牛

の踏圧の影響が考えられる。前者についてはこれまで多くの

牧草(大田・越智 1983;田瀬・小林 1994;米丸ら却03，2004，

2007 ;梨木ら 2008) で植物生理学的な実験から圃場栽培規

模の実験まで，幅広い研究によって草種や品種の耐湿性評価

*連絡著者 (correspondingauthor) : kenikeda@affrc.go.jp 

と選抜が行われてきた。その結果，寒地型永年生牧草の中で

もLolium属と Festucα属の属間雑種フェストロリウム (x

Festulolium Braunii) は寒冷地の排水不良条件下でも良好な

生育を示すことが報告されている(米丸ら 2003，2004;梨

木ら 2008)。しかしながら，著者らが行ったフェストロリウ

ムの水田放牧地への導入試験では，その永続性は高くなかっ

た(池田ら 2007)。耐湿性の高い牧草が水田放牧地で衰退す

る原因として，放牧牛の踏庄の影響が考えられるが，水田放

牧地のような高い湿潤土壌条件における放牧牛の踏圧が牧草

群落の植生に与える影響についての報告はない。

そこで本研究は，土壌水分の異なるフェストロリウム草地

において，放牧牛の踏圧が牧草群落の動態に与える影響を解

明することを目的とした。

材料と方法

試験地および試験区の設定

試験は岩手県盛岡市の水田放牧地(面積 37a) で行った。

本試験地は稲作休止後，湛水管理されていたが， 2003年春

に牧草が導入され，水田放牧地としての利用が始められた。

試験地の土壌は低地土であり フェストロリウム導入後の土

壌 pHは5.6から 6.0の範関内であった。水田放牧地内の排

水条件の異なる 3箇所に，前植生を除草剤処理した後， 2006 

年9月にフェストロリウム(品種パーフェスト)を 3kg/lOa

播種して 15mx5mの草地をそれぞれ耕起造成した。最も

排水不良の場所に造成した草地を高湿潤区次に排水が悪い

本研究は農林水産省委託フ。ロジ、エクト「粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発」にて行った。
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場所に造成した草地を中湿潤区 排水の最も良好な場所に造

成した草地を低湿潤区とした。放牧は黒毛和種繁殖雌牛2頭

(平均体重 522kg) を用いて 2007年 5月 11日から 7月5日

にかけてと 2007年8月9日から 10月26日にかけて2回行い，

前者を放牧前期，後者を放牧後期とした。

各試験区にそれぞれ放牧処理と刈取処理を 3反復設けた。

放牧処理は各区内に 1mx1mの定置コドラートを設置した

だけで，草地群落が放牧牛の踏圧を受けるように設定した。

比較対象として，刈取処理を放牧処理の隣に設けた。すなわ

ち，刈取処理は 1mx1mの定置コドラートをプロテクトケー

ジで固い，放牧牛の採食を模すため放牧期間中 2週間ごとに

高さ 5cmで刈取り，放牧牛の踏圧の影響を受けないように

した。

調査方法

各試験区の土壌水分条件を明らかにするため，晴天が3日

間続いた 2007年5月24日に，プロープ長 12cmのスタンド

アロン土壌水分計 (HydroSense，Campbell Scientific社製)

を用い，体積含水率を各試験区全体から 18点測定した。また，

放牧牛の踏圧による牧草群落の衰退要因のーっとして，高い

土壌水分が招く地耐力の低下(磯部・久保 1978)が考えら

れる。そこで，各試験区における放牧牛の肢蹄の土壌への貫

入しやすさの指標として，土壌の軟らか度についても加えて

調査を行った。土壌の軟らか度の測定には，長谷川式土壌貫

入計(大島造園土木(株)緑化技術研究所製)を用いた。長谷

川式土壌貫入計は重量 2kgの落錘を 50cmの高さから落下

させ，そのエネルギーで先端の円錐コーンが土中に貫入した

際の深さを測定する計器である。本研究では落錘を l箇所に

つき l回落下させたときの貫入深の値を土壌の軟らか度 (cm/

drop) とし，各試験区で入牧前に土壌水分測定と同ーの場

所を 18点測定した。さらに，水田放牧地の土壌水分と軟ら

か度を一般的な放牧草地と比較するため，東北農業研究セン

ター内の造成から 5年以上が経過したケンタッキーブルーグ

ラス (PoαρratensisL.)とシロクローパ(Trifoliumrepens 1.) 

主体の放牧草地4箇所についても同様の調査を行った。

植生については放牧直前に各試験区のフェストロリウム被

度(%)を，放牧前期ならびに放牧後期終了後には両処理の

定置コドラート内の草種毎の被度(%)を調査した。

統計処理

土壌水分，軟らか度ならびに入牧前のフェストロリウム被

度については一元配置の分散分析で，放牧前期と放牧後期終

了時のフェストロリウム被度と裸地については異なる土壌水

分条件の試験区ならびに放牧処理と刈取処理の間で二元配置

の分散分析により平均値を比較した。また，多重比較には

Tukeyの方法を用いた。

結果と考察

異なる土壌水分条件における軟らか度とフェストロリウムの

定着

水田放牧地に造成した 3つの試験区の土壌水分は高湿潤区

が79，7%，中湿潤区が 70，9%ならびに低湿潤区が 66.1%とな

り，全ての試験区の関に有意な差が見られた(表 1;p<0，05)。

さらに，土壌水分が高い試験区ほど軟らか度も有意に高い債

を示した (p<0.05)。また，水田放牧地の全ての試験区にお

ける土壌水分と軟らか度は東北農業研究センター内の 4つの

放牧草地と比べて，有意に高い値を示した (p<0.05)。水田

放牧地と一般的な放牧草地の最も顕著な違いは土壌水分にあ

る。議部・久保 (1978)は牛の踏圧による土壌の圧縮の影響

を調査しその結果，蹄直下の土壌は圧縮され，土壌水分が

増加すると地耐力は低下することを報告している。一般的な

放牧草地に比べて，水田放牧地のような高い土壌水分条件で

は地耐力が低く，放牧牛の肢蹄が貫入しやすい土壌になって

いると推察される。

また，造成翌春の入牧直前のフェストロリウム被度は高湿

潤区，中湿潤区および低湿潤区でそれぞれ 96.7%，93.3%お

よび95.0%を示し，いずれの試験区でもフェストロリウム俊

市草地が確立された(表 1)。この結果から，フェストロリ

ウムの湿害に対する耐性は極めて高く，高湿潤土壌条件の水

田放牧地に導入した場合でも，定着時における湿害の影響は

無いと考えられる。

異なる土壌水分条件における放牧処理と刈取処理がフェスト

ロリウム草地の植生に与える影響

牧草地に導入された牧草には，刈取処理の場合，地上部の

勢葉のみが行われるが，放牧処理では努葉に加えて放牧牛の

踏圧も頻繁に加わる。本研究において，放牧前期および放牧

表 l 各試験区の土壌水分，軟らか度およびフェストロリウム被度ー

試験区 土壌水分 軟らか度 フェストロリウム被度
(%) (cm/drop) (%) 

高湿潤区 79.7:t 2.5a 8.9士0.4a 96.7:t l.ln.s. 

中湿潤区 70.9:t0.5b 6.3:t O.5b 93.3 :t 2.ln.s. 

低湿潤区 66.1:t 0.9c 4.0:t O.2c 95.0 :t 2.2n.s. 

東北農研A 48.7 :t2.0d 2.2:t O.ld 

東北農研B 48.7:t 0.7d 1.6:t O.ld 

東北農研C 42.9:t 1.0e 1.7土O.ld

東北農研D 42.2:t0.4e 1.9:t O.ld 

l値は平均値±標準誤差を示している.

2同列内の異なる文字問には Tukey法による多重比較により p<0.05で有意差がある

3有意差がない列には n.sを示した.
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図1. 異なる土壌水分条件における放牧処理と刈取処理が草種構成に与える影響

l異なる文字聞には Tukey法による多重比較により p<0.05で有意差がある.

2フェストロリウム被度の二元配置の分散分析の結果

放牧前期終了時水分条件関:p<O.Ol.処理問:p<O.01. 水分条件関×処理問:p<0.05 

放牧後期終了時水分条件関:p<O.01，処理問:p<O.01，水分条件間×処理問:n.s 

3裸地の二元配置の分散分析の結果

放牧前期終了時水分条件間:p<O.Ol.処理問:p<O.Ol.水分条件関×処理問:p<0.05 

放牧後期終了時水分条件間 p<O.01. 処理問:p<O.Ol.水分条件関×処理問:n.s. 

髄フェストロリウム ・雑草口裸地

後期終了時のフェストロリウム被度は放牧処理が刈取処理に

比べて有意に低く (p<O.Ol).裸地は放牧処理が刈取処理に

比べて有意に高い催を示した (p<O.Ol)(図 1)。放牧牛の踏庄

はフェストロリウムを含む草地の植生に損傷を与え，その結

果として放牧処理では刈取処理に比べて裸地が増加したと推

察される。

次に放牧が草地植生に与える影響を異なる土壌水分条件で

比較すると，本研究では土壌水分が高い試験区でフェストロ

リウム被度の衰退は速く (p<O.Ol)，裸地の増加も著しかっ

た (p<O.Ol)(図 1)。高い土壌水分条件では放牧牛の肢蹄が土

壌に貫入しやすくなるため，草地植生は踏圧の影響をより大

きく受け，その結果として草地植生の裸地化が加速したので

あろう。このことが，水田放牧地において導入したフェスト

ロリウムの永続性が短い大きな要因のーっと考えられる。

本研究の結果から，水田放牧地の衰退を防ぐには，放牧牛

の踏圧により発生した裸地を 速やかに牧草群落へと回復さ

せる必要がある。しかし，フェストロリウムのような叢生型

の永年生牧草は一度裸地化すると植生の回復は難しい。その

ため，耐湿性を有しなおかつ踏圧により発生した裸地を栄

養繁殖で回復できる永年生牧草の選定と管理方法が今後必要

であろう。

以上より，水田放牧地において放牧牛の踏圧はフェストロ

リウム群落を衰退させて裸地化を加速し，その程度は土壌水

分が高いほど大きいことが明らかとなった。

謝 辞

本報告の調査は，岩手県盛岡市の畜産農家赤坂誠悦氏の水

田放牧地と黒毛和牛繁殖雌牛を用いて実施させていただい

た。研究遂行にあたっては，東北農業研究センター斎藤隆氏，

千葉勝義氏，堀江覚氏，三浦幸浩氏，大森勇人氏，熊谷朋広

氏，高橋哲也氏に日常の家畜と草地の管理をしていただいた。

また，坂本充子氏と山岸さゆり氏には調査補助に御尽力いた

だいた。皆様には心から御礼申し上げる。

引用文献

池田堅太郎・成田大展・東山雅一・東山由美・梨木 守・近藤恒夫

(2007)水田跡地の放牧利用に適した永年生牧草の検討 東北農

業研究 60:87司 88

磯部誠之 久保祐雄(1978)草地における蹄傷.牛の蹄圧による土

壌の圧縮草地試研報 12: 15-22 

小山信明・谷本保幸・千田雅之 (2004)中国中山間地域における耕

作放棄地の放牧利用 近中四農研報 3:47-55 

梨木 守・崎野英子・東山由美・成田大展・出口善隆・佐藤茂次

大槻健治・中村フチ子・川畑茂樹・佐藤真・小梨茂 (2008)

東北地域における耕作放棄地の草地化とミニ放牧技術の開発

東北農研報 109: 83-98 

太田 額・越智茂登ー(1983)暖地型牧草の耐湿性の草種間差異.

草地試研報25:37-47 

進藤和政-手烏茂樹 (2006)東日本における小規模移動放牧を活か

した耕作放棄地の畜産的利用 日草誌 52: 111-113 

回瀬和i告・小林 真(1994)イタリアンライグラス (Loliummultijlorum 

Lam.)を中心とした Lolium属品種・系統の耐湿性の評価 日

草誌40・75-84

山本嘉人 北川美弥・西田智子 (2008)栽培ヒエとイタリアンライ

グラスを組み合わせた水田放牧草地の植生と乾物生産量 日草

誌 54:7山 11

山本嘉人 (2009)遊休水田等を活用した放牧技術 草地科学シリー

ズ1 地域資源を活用した家畜生産システム(日本草地学会編入

学会出版センター，東京， p82-94 

米丸淳一-久保田明人・上山泰史 (2∞3)東北地域におけるフェス



池田ら 放牧がフェストロリウム植生に与える影響 259 

トロリウム品種の特性(利用 l年目).東北農業研究 56: 103ー

104 

米丸淳一・久保田明人・上山泰史 (2004)幼苗を用いたフェストロ

リウム品種の耐湿性検定東北J:!:業研究 57:149-150 

米丸淳一-久保田明人・上山泰史 (2007)オーチヤードグラスのポッ

ト苗における耐湿性選抜東北農業研究60・83-84

Synopsis 

Although the utilization of abandoned paddy fields for 

cattle grazing is increasing in Japan， grasses introduced into 

abandoned paddy fields cannot survive long in many cases. 

Therefore， we established x Festulolium Braunii pasture under 

three different soil moisture conditions， i.e. high soil moisture 

condition (79.7%)， middle soil moisture condition (70.9%)， and 

low soil moisture condition (66.1%). Grazing treatment and 

frequent cutting treatment， which imitated grazing without 

trampling， was prepared under each condition in order to in-

vestigate the influence of cattle trampling on vegetation of x 

Festulolium Braunii pasture. Because we assumed that high 

soil moisture deteriorated the physical soil condition and caused 

the degradation of pasture by the trampling of grazing cattle， 

we investigated the soil softness under three different soil 

moisture conditions. Soil softness in the grazing paddy fields 

was higher than that of a typical pasture. Moreover， it rose 

as the soil moisture increased. Under grazing， the coverage 

of xFestulolium Braunii decreased and bare land area in-

creased rapidly compared with cutting : Especially in the 

highest soil moisture condition， the area of bare land in-

creased remarkably. Our studies suggested that the trampl-

ing of grazing cattle severely damaged the population of x 

Festulolium Braunii in a grazing paddy field. 
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