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中洞式山地酪農・技術編 5 

中洞 正*・立本智子** 

1 1.シバ型放牧地の作り方

昨今，我が国の牛舎飼いのワシのエサは穀物(ト

ウモロコシ)が大量に与えられている。しかし，ウ

シは草食動物であり，草で体をつくり乳を出すのが

本来の食性である。国土のおよそ 70%が山地である

我が国では，ウシのエサになる草をその山地に求め

ることがたやすく出来ることであり，ウシの採食活

動によって林業生産との共生も可能となる。

特に我が国の山地地帯は日射量が豊富で雨量が

多い為，草の生育が早く，放置しておくと農地までも

が草に覆われ薮と化してしまう。しかし，人が入る

のに困難な斜面や草が生い茂った薮でも，ウシは草を

食べ歩き，刈り取ってくれる。

シパ型草地とはいえ，生態系を崩しではならない。

人聞を含めたあらゆる動植物が共生できる，自然

豊かな牧場にすることが重要である。庇陰林や避難

林を設けることから，自ずと樹木の伐採面積は限ら

れる。また四季折々の花や実を付ける木や紅葉する

木を残すことで美しい景観が保たれ，昆虫や小動物

の棲み処となる。沢の水はウ、ンの飲み水となるので，

自然の形をうまく生かしたい。

シパ型草地の主体草は日本在来のノシパ (Zoysia

japonica)である。シパ型草地の造成にはウシの

採食活動が重要なポイン トとなる。採食活動旺盛な

山地適格牛は繁茂するノシバも含め，他の草を根こ

そぎ食べてしまう。再生力の弱し、草は絶えてしまい

最も再生力のあるノシパが残る。放牧経験のない

ウシは採食活動が弱し、ため，シパ以外の草が繁茂し

てノシパの成長を妨げる。このため開拓努頭は経験

のある山地適格牛を放牧する事によってノシパの

成長も進む。全頭適格牛でなくても開拓牛として

l頭でも適格牛がいれば，放牧経験のないウシも

適格牛に導かれ採食活動が盛んになりシパの成長

が格段に違ってくる。
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中洞牧場のシパ放牧地

ア)シパ型草地の特徴

ノシパは傾斜地・痩せ地でも生育でき，繊維質が

多く栄養豊富で曙好性・牧養力も高い。地下茎や

網目状に伸びる旬旬茎や根が密生し，地表には短い

葉が密生し，土壌安定効果の優れた草生をつくる。

そのため保水力にも優れ，環境保全型といえる。

ウシに絶えず踏まれ，食われながらも再生し，環境

に適した草地が形成される。更新は不要で，初春か

ら晩秋にかけ生育し，生産量が比較的平均している。

以上のことより，我が国の山地放牧の主体草には

ノシパが最適と考える。

欠点を挙げればマメ科草に比べ，イネ科草のノシ

パは蛋白質が少なく，業が短いため生産量も少ない。

しかしこれらは，草地全体で満たされればよいので，

シパ草地に混生しやすい草によって，生産を多くし，

蛋白質を補うことができる。

絶えずウシに食われ林床に日光が当たる放牧地

では，再生力の強いシパ草地が自然に発達し，ノシパ

が山地放牧地の主体草になるのは必然である。

イ)移植

シパの増殖は，自然界では種によって行われてい

るだろうが，放牧地造成には，地下茎の移植が容易

である。移植は年聞を通して可能であるが，茎の

生長が止まっている晩秋から春先が適期である。

路傍や山地に自生しているノシパを掘り取り，ぬ

れむしろをかぶせて乾きすぎないようにし，地下茎を

ほぐして1O~ 15cm くらいの長さに切る(苗シパと
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いう)02~3cm の短いものでもよい。地表を這ってい

る茎はとくに活着率がよい。

移植する草地への運搬には，肥料の空袋などを利

用すると乾燥を防ぎ，手軽で便利である。

植え付けの方法は鍬などを草地に深く挿し込ん

だ状態で柄の部分を下げ，草地と鍬の聞に空間をつ

くり，そこに苗シパを挿し込み鍬を抜き，かかとで

強く踏みつける。 15cm位の苗シパの場合，地中に

10cm植え， 5cm位地表に出して，ノシパの生長点

が上向きになるように注意して植え付ける。深植え

にする理由は，苗の乾燥を防ぎ，ウシの採食で引き

抜かれるのを防ぐためである。

また放牧していれば，いたるところに牛糞が落ち

ている。その牛糞の下に苗シパを挿し込むことでウ

シは採食しないため，引き抜かれることがなく，ノ

シパは糞からの栄養で生育がよくなり，ウシが採食

するころには根が活着しており抜けることはない。

ノシパは好日性の草であるから，日あたりの良い所

に落ちている牛糞を選ぶと生長も早い。そしていっ

たん活着すると，その後は増殖するばかりである。

やがて放牧地全面にノシバが増殖する。

移植から完成までの期間は，生長の早い草を短く

刈り ノシバに太陽光線が当たるようにして生長を

促し，土を踏み固めるためにもワシを放牧する必要

がある。不食草は人がこまめな掃除刈りを行なう必

要がある。造成初期は草量が少ないため過放牧とな

るが，下草が少ない状態にすることで林床に太陽光

線が当り，シパの生長を良くし早く増殖させること

ができる。採食行動に不慣れなウシは栄養不足に陥

りやすくなるため，補食飼料を与えることも必要で

ある。

移植2年目のシパ

ウ)矯種

理論的には従来の草地造成と同じく，前植生の刈り

払い，火入れの後に播種，施肥を行なう。しかし施肥

の効果はノシパだ、けで、はない。牛が食べない草にも

栄養を与えてしまう。また不食草は生長が早いため

ノシパの肥料までも奪ってしまう。そのため多肥は

ノシパの減少，活力低下を招く。ノシパ草地が完成

すれば糞が肥料となるので，施肥の必要はない。

また，ウシによる播種もある。稔実したノシパの

穂を牛が食べ，糞によって山に散布され，糞から肥料

をもらい生育するのである。

穂を出す春先から葉の伸びるその時期に禁牧す

れば，草地一面に穂が開花するが，禁牧しなくても，

糞尿によって不食過繁しているところのノシパは

ウシの採食が遅れるため，禁牧したのと閉じ状態と

なり，穂が出たころウシが採食する。そして糞と

共に散布された種子は，低温にさらされることが

発育の好条件となり，発芽する。牛によるノシパ

造成，これもまた自然の摂理といえる。

また，ノシパとクローパーが混生すると，クロー

ノ〈ーが春先に窒素を蓄積し，これをノシバが利用する

ので，草地および家畜の栄養面からも理想、であり，

クローパーの種も同時に播種すると良い。

エ)補食の重要性

放牧地の草の生産量や質は目には分かりにくいが

変動している。ノシパの色が変わるころや，日照り

続き，また逆に悪天候が続くと草量が少ないことや，

ウシの採食活動が低下することは容易に考えられ

る。しかし，季節の代わり目=草の交代季にも草量，

質が低下していることは，あまり知られていない。

シパは生産量に変動の少ない草であるが，ノシパを

主体草とする放牧地でも，季節的に変動する。ウシ

が牛舎に帰ったとき，腹のふくれぐあいに応じて

補食することが重要で，ウシの体調管理，そして

乳量の減量を防ぐことができる。

山に放たれているウシは，冬を乗り切る為にたく

さんの草を食べ，栄養を十分に体内に貯える。ウシの

自然の分娩期は冬であり，草が少ない季節に胎児を

育て，分娩， W、手しする(乳は血液からつくられる)ため，

莫大なエネルギーを必要とするので，夏秋の季節に

栄養を体内に十分に貯えておかなければならない。
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これが冬越しの一番の準備である。体内環境が変わ

る乾乳期のウシこそよく観察し，管理しなければな

らない。

春の新芽は薬効的で，ウシが食べることで体つき

が変わる。短くて少量なので腹は満たされないが，

栄養は豊富である。このころ離乳して草を食べ始める

子牛は丈夫になる。冬の分娩は，寒冷地ではその

リスクが高いが，これもまた，自然の摂理である。

乳牛は暑さに弱いので，初秋のころには夏の暑さ

疲れを早くなおしてやりたい。このころ泌乳最盛期の

乳牛でも乳量が多くならないのはそのためである。

このように，大切な季節に放牧地の草の量は少な

くなり，質が悪くなっている。またこの季節は，草

地は青々としており，その変化に気づきにくいため，

特にウシの体つきを観て補食に注意すべき季節で

ある。

1 2. 掃除刈り

掃除刈りは年中行事である。日射量が豊富で、雨量

が多い我が国では，植物の種類が多く，繁茂が早い

ため飼料生産量を多くしやすい。しかし反面好まし

くない草も混生しやすい。ウシに食い残された不良

草は，良い草やノシパが生える場を塞ぎ，生長が早

い分肥料分を奪い，草地の生産を低下させる。シパ

草地は不良植物の混生が少なく，最も管理しやすい

草生ではあるが，やはり掃除刈りが必要である。

よいシパ草地を維持するにはウシと人との共生

が大事であるといえる。
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高泌乳で高い繁殖成績を両立させるための情報が満載!

本書は、乳牛の繁殖成績低下問題を徹底的に分析することを目指して、「問題提起編JI原因の整理と対策
編JI酪農現場における繁殖成績改善の好事例紹介編」の三編構成になっている。

乳牛の繁殖成績低下の歴史的経過を紹介しながら、多角的な観点から繁殖成績低下問題を考察するととも
に、繁殖成績の向上ならびに経営改善にも言及している。

本書は、関係の技術者、酪農家を問わず、乳牛の繁殖成績向上を検討する際に、必ず参考にできる充実し
た内容と構成になっていると確信している。 ~Iはじめに」監修者より~
主な内容は以下の通り

I章 問題提起 1. わが国における乳牛の受胎率低下を考える 2. 繁殖成績と経営

H章 原因整理/方策一[牛側] 1. 家畜育種の視点で泌乳と繁殖の関係を考察する 2. 高泌乳牛の生
理的特徴と繁殖生理の関係 3. 栄養管理技術の歴史的変化 4. 牛舎施設の変化と繁殖管理 5. 繁殖成
績と健康管理[酪農家側]1. 栄養管理の現状と課題 2. 繁殖管理の実際~発情発見・繁殖記録~
[人口授精師(者)側]1. 人工授精適期の考え方 2. 排卵同期化法による定時人工授精 3. 性選別精

液を用いた人工授精の方法

E章 現場より1. 受胎率改善に成功した農場の経験 2. 受精卵移植利用による経営改善、牛群能力改
善への取り組み 3. 繁殖成績を改善するための工夫 4. A牧場における黒毛和種体外受精卵移植の取
り組み・・西寒水将(熊本県酪連)
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