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Synopsis 

Toshiya Saigusa， Yukiko Nishimichi， Shougo Otsuka， Kenji 

Sudo (2014) : Fertilizer Recommendations for Intensive 

Grazed Swards for Dairy Cows sased on Nutrient Recycling 

in Hokkaido， Jpn J Grassl Sci 60 : 10-19 

Fertilizer recommendations for intensive grazed swards 

for dairy cows were suggested by estimating decreases in 

available nutrients throughout the grazing period in 48 

paddocks in the eastern， central and northern parts of Hok-

kaido. Decreases in available nutrients in pastures throughout 

the grazing period were determined by deducting available 

nutrients in excretions from nutrition intakes. A vailable 

nutrients in excretions were estimated by multiplying the 

amounts of nutrients in excretions based on the results of 

previous studies by conversion factors recommended for 

manure application in Hokkaido. Fertilizer application rates， 

decreases of available nutrients in pastures and removal of 

nutrients by trimming were able to explain the differences in 

available nutrients in soil of 0・5cm in depth before and after 

the grazing period. Decreases of available nutrients in 

pastures depended on herbage intake but not on the region or 

grass species. A verages values of d巴creasesin available 

nutrients in pastures were nearly the same as fertilizer 

recommendations for pastures for dairy cows in a previous 

report. sased on the average decreases in available nutrients 

in the 48 paddocks， 4:!:2 gN/m2for grass/clover pasture， 8:!:2 

gN/m2 for grass pasture， and 3:!: 1 gP20S/m
2
， 5:!: 1 gK20/m

2 

for all pastures were recommended as amounts of fertilizer 

to be applied to pastures for dairy cows. 

Key words : Dairy cow， Nitrogen， Nutrition recycling， Pas-

ture， Phosphorus， Potassium. 

*連絡著者 (correspondingauthor) : saigusa-toshiya@hro.or.jp 

一部は日本草地学会第 63回発表会 (2008年3月)において発表。

緒 百

北海道の放牧草地における施肥適量は，北海道施肥標準(北

海道農政部 2002) により 土壌養分含量が土壌診断基準値

の範囲内にある圏場を対象に，地域，土壌およびマメ科率の

区分ごとに詳細に設定されてきた。地域は北海道中央部およ

び南部(道央・道南)，北部(道北)，東部(道東)の 3区分，

土壌は黒ボク土，低地土，台地土，泥炭土の 4区分，マメ科

率は生草重量割合 15-50%(多い草地)と 15%未満(少ない

草地)の 2区分である。また，採草地では基幹草種もチモシー

(Phleumρratense 1.)，オーチヤードグラス (Dactylis

glomerata 1.)，アルフアルファ (Medicagosativa L.)に 3

区分されているが，放牧草地では基幹草種ごとの施肥適量の

検討が遅れていた。

一方，集約放牧技術が道内各地に導入されると(石田ら

1995 ;小関ら 1995;須藤 2004;池田 2006)，安定的に栽培

できる基幹草種が地域によって異なることから，それらに対

応した施肥適量が個別に検討されるようになった。すなわち，

道北の台地土と低地土に立地したペレニアルライグラス

(Lolium抑renne1.)を基幹とする放牧草地を対象に，混生

するシロクローパ (Trifoliumre針ns1.)を維持するための

窒素施肥量が年間 30kg/haと設定された(三木ら 1996)。

その後，道東の黒ボク土では，チモシー・シロクローパ混播

草地における窒素，リン酸，カリウムの施肥適量がいずれも

年間 40kg/haと設定され(酒井ら 2004)，それらはメドウフェ

スク (FestucaρratensisHuds.)・シロクローパ混播草地にも

適用可能であった(三枝・西道 2013)。このように，基幹草種，

地域，土壌を異にする施肥適量の検討結果が類似した水準を

示したことから，集約放牧草地の場合，北海道施肥標準(北

海道農政部 2002) における草種，地域，土壌等の区分には，

大幅な簡素化が期待される。

本試験では，集約放牧草地を対象に養分収支の解析を行い，
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上記施肥適量における類似性の理由を考察した。また，気象，

土壌，基幹草種の異なる条件で実施された放牧試験により，

上記養分収支の概念に基づき，北海道全域を対象とした乳牛

集約放牧草地における施肥適量を提案した。

なお，養分収支の集計時における利便性から，本稿では面

積当たりの重量表示に g/m2の単位を用いる。草量，家畜の

摂取量等，重量は全て乾物重であり，養分は窒素， リン酸お

よびカリウムを検討の対象とする。このうち， リン酸とカリ

ウムは特に断りのない場合，P205とK20の酸化物を意味す

る。

材料と方法

1. 肥料換算養分の収支と土壌養分含量の変化(試験 1)

(1) 供試草地

北海道標津郡中標津町の根釧農業試験場および川上郡標茶

町の現地農家2戸において，表 1に示す放牧草地を供試した。

試験年次は 2005-2007年，基幹イネ科草種はチモシーまたは

メドウフェスクである。前述のように，北海道の放牧草地に

おけるマメ科牧草の混生程度は，マメ科牧草の多い草地と少

ない草地に 2区分される(北海道農政部 2002)。本試験の供

試草地は放牧期間中の生草重量割合または冠部被度により，

大半は前者に区分された。後者に区分された草地は， 2007 

年の現地農家2戸におけるシロクローパ生草重量割合 1-2%

の3牧区であった。最寄りのアメダス観測所(気象庁 2012)

における平年の 5-10月における日平均気温は中標津 13.2
0

C，

標 茶 13.3
0

C，同時期の降水量は中標津 787mm，標茶

706mmであり，土壌は両地点とも普通黒ボク土(農耕地土

壌分類委員会 1995)に区分される。供試牛はホルスタイン

種搾乳牛を主体とし，一部の草地では乾乳牛が放牧された。

いずれも， 1日輪換放牧で，搾乳牛の放牧時間は搾乳時間を

除く昼夜放牧または 17時間であり，乾乳牛は全日放牧であっ

た。根釧農業試験場の放牧頭数は，夏まで 3.6頭 Iha，兼用

草地導入後 2.7頭 Iha，放牧期間は 5月下旬または 6月上旬

から 9月下旬または 10月上旬の 121-134日間であった。現

地農家では，夏まで 3.2-4.6頭 Iha，兼用草地導入後l.6-3.0

頭 Iha，放牧期間は 5月中旬から 10月下旬であった。調査は，

いずれも放牧利用時の養分動態を対象とした。

放牧草地における養分収支に変化を持たせるため，施肥管

理の異なる草地を供試した。根釧農業試験場の供試草地は，

三枝・西道 (2013) と西道ら (2013)により，また，現地農

家の供試草地は三枝 (2013)により，それぞれ被食量，採食

量等において慣行水準に遜色ない生産性が報告されている。

(2) 調査方法

1) 被食量および採食量

根釧農業試験場の草地(三枝・西道 2013;西道ら 2013)

における被食量の測定には前後差法，現地農家園場(三枝

2013)にはプロテクトケージによる内外差法(日本草地学会

2004)を用いた。いずれも，収穫牧草を 60
0

C48時間以上(三

枝・西道 2013;西道ら 2013)，または 70
0

C24時間以上(三

枝 2013)通風乾燥して得た値を乾物率と見なし，面積当た

りの被食量 (g/m2) を求めた。これを面積当たりの放牧頭

数で除し， 1日l頭当たりの採食量 (kgl頭/日)とした。

2) 放牧草の養分含量

前後差法によって被食量を測定した草地では放牧前に採取

した放牧草を(三枝・西道 2013;西道ら 2013)，また，内外

差j去を用いた草地ではプロテクトケージ外の放牧草を(三枝

2013) ，上記条件で通風乾燥した後に粉砕し分析に供した。

粉砕試料を硫酸一過酸化水素法(水野・南 1980)で湿式分

解し窒素はフローインジェクション法(中島 1987)，リン

酸はパナドモリブデン酸法，カリウムは原子吸光光度法で定

量した(自給飼料利用研究会 2009)。

3) 土壌の化学性

根釧農業試験場の供試草地では，放牧期間の前と後に，牧

区の全体から採土深 0-5cmで土壌を 20点採取し，後述する

方法で個別に分析に供した。現地農家圃場における放牧期間

前の土壌は，試験の前年秋に牧区の全体から採土深 0-5cm

で土壌を 20点程度採取し混合して l点とした。放牧期間

後の土壌は，前述した根釧農業試験場の供試草地と同様とし

た。土壌は風乾し， 2mmのふるいを通して分析に供した。

土壌 pH(H20) にはガラス電極法，培養窒素は畑土壌の保

温静置法，有効態リン酸はプレイ NO.2法(土液比 1: 20， 

20
0

C) ，交換性カリウムは 1M酢酸アンモニウム抽出法で定

表1.供試草地の概況.

試験 系列名

区分 地域 基幹イネ科草種
試験年次 供試牛 利用形態 放牧方法

延べ 1 年間施肥量 (g/m')

牧区数 N P205 K，O 
試験場所

試験 1，2 道東チモシ- 2005-2007搾乳牛 放牧専用昼夜 1日輪換 5 4.5-9.0 1.9-5.5 0-ιo標茶町現地農家

メドウフェスク 2005-2007搾乳牛，乾乳牛放牧専用 17時間一全日 .1日輪換 16 4.5-9.6 0-9.6 4.8-13.2根釧農試，標茶町現地農家

試験2 道央メドウフェスク 1995-1999搾乳牛 兼用 9時間・ 1日輪換 10 7.3・10.34.l-6.6 2.4-4.0北海道農業研究センター

ベレニアルライグラス 1995-1999搾乳牛 兼用 9時間・ 1日輪換 10 7.3・10.34.l-6.6 2.4-4.0向上

道北ベレニアルライグラス 2006

オーチヤードグラス 2006 

搾乳牛

搾乳牛

放牧専用昼夜.2-3日輪換

放牧専用昼夜.2-3日輪換

4 7.l-12.6 0-5.9 0・19.2豊富町現地農家

3 8.5 2.0 17.5浜頓別町現地農家

計 48

I延べ牧区数のうち，道東チモシ一系列および道北系列はそれぞれ5牧区.4牧区.3牧区の単年度調査，道東メドウフェスク系列は根釧農試延べ 11牧

区 (3牧区3年間， 1牧区2年間調査).現地農家5牧区単年度調査の計 16牧区，道央系列は各基幹草種とも 2牧区5年間調査の延べ 10牧区.兼用利

用は，毎年 6月採草後に放牧を開始する牧区と，数回の放牧利用後8月に l回採草し，再び放牧利用する牧区の2牧区を連年調査
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量した(土壌環境分析法編集委員会 1997)0

4) 解析方法

各試験地の放牧条件，前述の方法で得た被食量，放牧草養

分含量の測定値を用い，放牧草地における養分収支を以下の

ように集計して，土壌化学性の変化との関係を検討した。

i) 面積当たりの養分摂取量と排遣に伴う養分還元量

各放牧田次の被食量 (g/m2) に放牧前の牧草体養分含量

を乗じ，被食に伴う面積当たりの養分摂取量 (g/m2) を求

めた。

養分還元量 (g/m2) については，まず，放牧牛 l頭が 1

日に排池する養分量を， 日本飼養標準(農研機構 2007)に

基づいて次のように算出した。搾乳牛の窒素排准量は，窒素

摂取量に応じて変化することが知られている(久米 2006)。

しかし本試験の供試牛では，タンパク質の給与量が乳期や

乳量等に応じて調節されたと考えられたので， 2産以上の牛

1頭 1日当たり全乳期の平均値を用い，糞に 1909NI日，尿

に151gNI日とした(農研機構 2007)。乾乳牛の窒素およ

び全供試牛のリン酸，カリウムの排池量は，各養分の l日l

頭当たりの摂取量から以下のように推定した(久米ら 2003，

久米2006)

叫巧告戸=0.17苅6xN川v向1;ム'1l+叶31.丘 N，ι~r=0.6臼1 xN;叫T;n一14.灯.7

f丹う¥;=0.53xF，問+仔7.0似4， Kur=0.724xK;n+3.86 

ここで，fltcとNurは，それぞれ糞と尿への窒素 (N) の

排祉量 (gl日)， F/cはリン酸 (p)の糞への排洗量 (gl日)， 

Kuパまカリウム (K)の尿への排准量 (gl日)， N;n' F;m K;n 

は各養分の摂取量 (gl日)である。また，尿へのリン酸排

池量と糞へのカリウム排准量は 全供試牛共通にそれぞ、れ

1.2g1日，42.6g1日とし摂取量によらず一定とした(久米

2006)。

各排i世量を算出後， リン酸とカリウムについては P205，

K20の酸化物に換算した。こうして求めた l頭 1日分の養

分排池量 (gl日)に対し，放牧回次ごとに，放牧頭数(頭・

日)を乗じて牧区面積 (m2) で除し，聞き取りによる放牧

時間で按分して，放牧草地への養分還元量 (glm2
) を推定

した。

ii) 養分還元量の化学肥料への換算

北海道では，乳牛堆肥，尿液肥およびスラリー中の養分を

化学肥料に換算する係数(以下，肥料換算係数)として，基

準肥効率(三枝ら 2005a，2005b)が採用されている。本試

験では，放牧草地に還元された養分の肥料換算係数として，

糞由来の窒素に対しては，堆肥の基準肥効率を代用した。堆

肥に含まれる全窒素を lとすると，施用当年に化学肥料と見

なせる窒素は 0.2，翌年に 0.1と設定されている(三枝ら

2005b)。放牧方法と面積当たりの放牧頭数は毎年大きく変

わらないと仮定すると，草地に還元された糞に含まれる全窒

素の肥料換算係数は，両年の係数の合計値0.3と見積もるこ

とができる。また，尿由来窒素の肥料換算係数には，尿液肥

の基準肥効率0.8(三枝ら 2005a)を代用した。前述のように，

糞と尿による窒素の排池量をそれぞれ 19091日， 151 gl日

と仮定したので，放牧草地に還元された糞尿窒素の肥料換算

係数は，各窒素排I世量で上記肥料換算係数を加重平均した 0.5

が適当と考えられた。リン酸の肥料換算係数には，糞由来の

リン酸に対して堆肥の基準肥効率0.3(窒素と同様に 2年分

の積算)を代用し，尿由来のリン酸は微量のため無視した。

カリウムの肥料換算係数には，堆肥(窒素と同様に 2年分の

積算)と尿の基準肥効率が等しいので，共通の値である 0.8

を用いた。前述した放牧草地への窒素，リン酸，カリウム還

元量 (glm2
) に，上記肥料換算係数を乗じて，放牧草地に

対する肥料換算養分の推定還元量 (g/m2) とした。

首i) 掃除刈りによる養分搬出量

北海道の生産現場における放牧草地では， しばしば掃除刈

りが行われ，余剰草が搬出される。本試験においても，根釧

農業試験場の 8牧区と現地農家閏場の 8牧区で年 l回の掃除

刈りを実施した草地が認められた。その際には，搬出した草

の重量を，全量計測またはロール個数の聞き取り等により調

査した。搬出された草の乾物率と養分含量には，掃除刈り直

前の放牧前に採取した試料の値を代用した。これにより，掃

除刈りによる養分搬出量を推定した。

iv) 放牧による肥料換算養分の収支

表2に示すように，窒素，リン酸およびカリウムの肥料養

分ごとに， i)で得た面積当たりの養分摂取量 (B)から， ii) 

表2. 放牧草地における肥料換算養分の収支(試験 1)

1 年間施肥量
区分 l 牧区数

(A) 

N P2U5 K2u 

一_g/m2

マメ科多 18 5.4 5.5 7.2 

マメ科少 3 7.7 3.1 5.2 

t検定 3 * ns ns 

全体 21 5.8 5.2 6.9 

面積当たり養分

摂取量 (B)

N P2U5 K2u 

g/m
2 

13.8 3.8 16.5 

13.9 3.7 14.2 

ns ns ns 

13.8 3.8 16.2 

推定還元量

全量

N P2U5 K2u 

g/m
2 

11.0 2.8 13.6 

13.1 2.9 12.5 

ns ns ns 

11.3 2.8 13.4 

肥料換算 2

養分量 (C)

N P2U5 K2u 

一_g/m2一一

5.5 0.8 10.9 

6.5 0.9 10.0 

ns ns ns 

5.7 0.8 10.7 

肥料換算養分の

減少量

(D=B-C) 

N P2U5 K2u 

一一 g/m
2

8.3 3.0 5.6 

7.4 2.8 4.2 

ns ns * 
8.2 2.9 5.4 

掃除刈りによる

養分搬出量 (E)

N P2U5 K2u 

g/m
2
.一一

1.8 0.5 2.4 

0.7 0.2 0.8 

ns ns ns 

1.6 0.5 2.2 

養分収支

(AーD-E)

N P2U5 K2u 

一_g/m2_ 

4.6 2.0 -0.9 

-0.4 0.1 0.2 

* * ns ns 

4.0 1.8 -0.7 

lマメ科多，シロクローパ混生割合 15%以上，マメ科少，シロクローバ混生割合 15%未満，シロクローバ混生割合は放牧期間中の生草重量割合また

は冠部被度 2肥料換算養分量=全量×肥料換算係数 (N，0.5; P2U5， 0.3; K2u， 0.8). 3 *， * *はそれぞれPく 0.05およびp< 0.01 水準で有意

差有り
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で得た肥料換算養分の推定還元量 (c) を差し引き，放牧に

よる肥料換算養分の減少量 (D) とした。年間施肥量 (A)

から，放牧による肥料換算養分の減少量 (D) と， iii)で得

た掃除刈りによる養分搬出量 (E) を差しヲ|いて，養分収支

を求めた。養分収支が正の値であれば放牧草地における養分

の蓄積，負であれば収奪が示唆される。

2. 地域と基幹草種の異なる放牧草地における肥料換算養分

の減少量(試験2)

(1) 供試草地

北海道内の集約放牧草地における肥料換算養分の減少量を

把握するため，表 lのように供試草地を設定した。前述のよ

うに，北海道施肥標準(北海道農政部 2002)では，道内を

道東，道央・道南および道北の 3地域に区分している。そこ

で，道東の根釧農業試験場，道央の北海道農業研究センター，

道北の上川農業試験場天北支場で調査を分担した。基幹イネ

科草種は，チモシー，メドウフェスク，ペレニアルライグラ

ス，オーチヤードグラスとし，各地域で栽培可能な草種を 2

草種ずつ供試した。

道東地域については試験1の草地を供試した。

道央地域については，札幌市羊ケ丘における北海道農業研

究センターのメドウフェスク・シロクローパ混播草地とペレ

ニアルライグラス・シロクローパ混播草地を供試した。試験

年次は 1995-1999年，最寄りのアメダス観測所(気象庁

2012)における平年の 5-10月における日平均気温は 17.0
0

C，

同時期の降水量は 549mm，土壌は褐色森林土(農耕地土壌

分類委員会 1995)である。放牧牛はホルスタイン種搾乳牛，

放牧方法は 1日輪換放牧で， 1日の放牧時間は 9時間であっ

た。いずれも l番草収穫後に放牧するか，放牧期間中に l回

収穫を行う兼用利用で，放牧頭数は 2.5頭/ha(兼用利用含

む)，放牧期間は 5月上中旬から 10月下旬または 11月上旬

の175-182日間であった。施肥量は年次により異なったが，

各草種では共通とした。調査は，放牧利用時の養分動態を対

象とした。

道北地域については，枝幸郡浜頓別町の現地農家における

べレニアルライグラス基幹草地および天塩郡豊富町の現地農

家におけるオーチヤードグラス基幹草地を供試した。試験年

次は 2006年である。最寄りのアメダス観測所(気象庁

2012)における平年の 5-10月における日平均気温は，浜頓

別 13.4OC，豊富 14.2
0C，同時期の降水量は浜頓別 626mm，

豊富 607mm，土壌はそれぞれ灰色台地土，褐色森林土に区

分される(農耕地土壌分類委員会 1995)。供試牛はホルスタ

イン種搾乳牛であり，放牧方法は 2-3日ごとに転牧する昼夜

放牧であった。浜頓別町現地農家の草地は， 1番草収穫後に

放牧するか，放牧期間中に l回収穫を行う兼用利用で，放牧

頭数は1.2頭/ha(兼用利用含む)，放牧期間は 5月から 11

月の 164日間であった。また，豊富町現地農家における放牧

頭数は夏まで 2.7頭/ha，兼用草地導入後2.4頭/ha，放牧期

間は 5月から 11月の 165日間であった。施肥量は，草地に

より異なった。調査は，放牧利用時の養分動態を対象とした。

以上の供試草地を，地域と基幹草種の組み合わせで区分し，

以後， ['道東系列」または「道東メドウフェスク系列」のよ

うに称する。

(2) 調査方法

1) 被食量および採食量

道東系列の被食量および採食量には，試験 lの調査結果を

用いた。道央系列については須藤 (2004)により，また，道

北系列については大塚ら (2007) らにより，被食量，採食量

等において慣行水準に遜色ない生産性が報告されている。こ

れらの被食量と採食量は，いずれも，放牧田次ごとに放牧前

後のライジングプレートメータを用いた前後差法により測定

された。ライジングプレートメータの読み値 (x)から面積

当たりの地上部乾物重 (y) を求めるための推定式を以下に

示す(須藤2004;大塚ら 2007)。

道央ペレニアルライグラス系列，y= 11.38x -49.27(R2 =0.84) 

同 メドウフェスク系列， y=11.87x-52.00 (~=0.78) 

道北ペレニアルライグラス系列， y=9.03x-55.40(疋=0.80)

同 オーチヤードグラス系列， y=7.99x-32.39 (R2=0.90) 

2) 放牧による肥料換算養分の減少量

道東系列については試験lの調査結果を用いた。道央，道

北系列については，被食量の調査で採取した放牧草試料を，

試験lと同様の手順で分析，解析し各放牧条件に基づいて

放牧による肥料換算養分の減少量を求めた。

3. 統計処理

本試験の統計処理は，基本的に応用統計ハンドブック編集

委員会 (1986) に基づき，試験2の多重検定には Tukey-

Kramer法を永田・吉田 (2007)に従って適用した。

結果と考察

1. 肥料換算養分の収支と土壌養分含量の変化(試験1)

(1) 放牧による肥料換算養分減少量の水準

試験1の供試草地において，それぞれ肥料換算養分の減少

量を算出し，平均値を表2に示した。まず，根粒菌による窒

素固定の影響を検討するため，供試草地をマメ科牧草混生割

合の多少に分けて比較した。根釧地方におけるマメ科牧草の

窒素移譲に関する報告(早川ら 1967;平島ら 1971;木曽・

菊地 1988)のうち，放牧を想定した多回刈り条件では，シ

ロクローパからイネ科牧草への窒素移譲量として約 4g/m2

が期待できると考察されている(平島ら 1971)。本稿で定義

した肥料換算養分減少量の評価が妥当であれば，養分収支か

ら求めた窒素施肥の年間必要量には，マメ科牧草混生の有無

により 4g/m2程度の差が生じることが予想される。表2より，

窒素とリン酸については，面積当たりの摂取量，推定還元量，

肥料換算養分減少量のいずれにもマメ科牧草の多少による有

意差は認められなかった。カリウムでは，肥料換算養分の減

少量に有意差が認められたものの (pく 0.05)，面積当たり

の摂取量と推定還元量の差は有意で=なかった。ここでは，マ

メ科牧草の有無が面積当たりの摂取量，推定還元量および肥

料換算養分の減少量に及ぼす影響は小さいと考えられたの

で，全供試草地を対象に，面積当たりの養分摂取量，推定還

元量および肥料換算養分減少量の平均値をあらためて算出し

た。その結果，放牧による肥料換算養分の減少量は，平均で

窒素 8.2g/m2，リン酸2.9g/m2，カリウム 5.4g/m2となった。
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放牧によるリン酸とカリウムの減少量は，チモシーとメド

ウフェスクを基幹とする集約放牧草地の施肥適量 4.0g/m2

(酒井ら 2004;三枝・西道 2013) に近い。これに対し，窒素

の値は，マメ科牧草の多い集約放牧草地における施肥適量

4.og/m2 (酒井ら 2004;三枝・西道 2013) ではなく，マメ

科牧草の少ない草地における施肥適量 19.0-9.6g/m2かそれ

以下(三枚 2013)Jと同程度であった。このことは，放牧に

よる窒素の減少量は草種構成によらず約 8g/m2 (表 2)であ

るが，マメ科牧草の多い草地では， 4g/m2の窒素移譲が発

現するので(平島ら 1971)，施肥適量は 4g/m2で十分であ

る(酒井ら 2004;三枝・西道 2013) と解釈できる。

(2) 放牧草地における養分収支と土壌養分含量の変化

各草地の年間施肥量から，上記の放牧による肥料換算養分

の減少量と掃除刈りによる養分搬出量を差しヲ|いて，放牧草

地における年間の養分収支を求め，平均値を表2に示した。

マメ科牧草の多い草地における窒素施肥量は少なかったが，

肥料換算養分減少量はマメ科牧草の少ない草地と同程度で

あったので，窒素収支は約 4g/m2負に傾いた (p< 0.01)。

一方， リン酸とカリウム収支の平均値は，窒素よりも Oに近

かった。

放牧期間の前後における 0-5cm土壌中の養分含量を表3

に示した。マメ牧草の多少により，窒素収支には明瞭な差

(p < 0.01)が得られたにもかかわらず，土壌養分含量には

その影響が認められなかった。ここでも，マメ科牧草の多い

草地における負の窒素収支は，マメ科牧草による 4g/m2の

窒素移譲(平島ら 1971)によって相殺されたと理解できる。

次に，前述した放牧草地における養分収支 (g/m2) をx，

放牧期間の前後における土壌養分含量の変化量 (g/m2) をy

とした散布図を図 lに示した。

1) カリウム

チモシーを基幹とする採草地では，年間のカリウム吸収量

と栽培前後における 0-5cm土壌中の交換性カリウム減少量

は，実用上ほぼ等しい関係にあると見なせる(三枝ら

1990a)。このため，本試験におけるカリウム収支の算出が適

切であれば，その収支 (x) と放牧期間の前後における

0-5cm土壌中交換性カリウム含量の変化量 (y) はほぼ等し

くなると期待される。図 lから，両者の間には，高い正の相

関関係 (R=0.61，Pく 0.01)が認められ，回帰式 y= 0.79 x+0.77 

を得た。本回帰式の傾きを 1，切片を Oと見なす仮説は，と

もに危険率 30%でも棄却されず，本回帰式を y=xと見なす

ことに支障はなかった。このように，本試験のカリウム収支

は，放牧期間の前後における 0-5cm土壌中交換性カリウム

含量の変化を，ほぼ定量的に評価できる妥当なものと考えら

れた。なお，この時の 2乗平均平方根誤差(以下， RMSE) 

は3.5g/m2であった。

2) リン酸

三枝ら (1990b) は，チモシーを用いたポットによるリン

酸用量試験を行い， リン酸吸収係数の小さい火山放出物未熟

土では，収穫によるリン酸搬出量と栽培後の土壌における有

効態リン酸の減少量がほぼ等しく， リン酸吸収係数の大きな

厚層黒ボク土では，前者が後者を上回ることを報告した。こ

れにより，リン酸吸収係数の大きな土壌におけるチモシーは，

有効態リン酸の分析法で抽出されないリン酸を利用した可能

性が指摘された。本試験で供試した普通黒ボク土は，上記2

土壌の中間的な性質を有する(松中ら 1985)。よって，放牧

期間の前後における土壌中有効態リン酸含量の変化量は，放

牧草地におけるリン酸収支よりも小さいと予想される。図 l

では，放牧草地におけるリン酸収支 (x) と放牧期間の前後

における 0-5cm土壌中有効態リン酸含量の変化量 (y) と

の間に，危険率 10%程度の弱い正の相関関係が得られ，そ

の傾きは 0.27でlよりも小さかった(p< 0.01)。この結果は，

前述の予想、におおむね符合している。また，この時の RMSE

は3.1g/m2であり，カリウムの誤差とほぼ同等であった。

これらのことから，本試験の放牧草地におけるリン酸の収支

は，放牧期間の前後における土壌中有効態リン酸含量の増減

を，大きな矛盾なく評価できたと考えられた。

3) 窒素

北海道の黒ボク土に立地した草地では，牧草の窒素吸収を

定量的に評価できる土壌窒素の分析法が確立されていない。

しかし同一園場の放牧前後では，培養窒素が窒素施肥管理

をよく反映するので(三枚ら 2010，三枝・西道 2013，三枝

2013) ，これによる評価を試みた。窒素の収支 (x) と放牧

期間の前後における 0-5cm土壌中の培養窒素量における変

化量 (y)の関係解析に際しては，マメ科牧草の少ない草地

表3.放牧期間の前後における 0-5cm土壌中の有効態養分含量(試験 1).

区分 放牧期間前 放牧期間後

仮比重 培養 有効態 交換性 仮比重 培養 有効態 交換'1生

N P205 KzO N P205 KzO 

g/cm3 
一一-mg/100g一一ー g/cm3 

一一 mg/lOOg ---~--

マメ科多 0.58 25 56 34 0.59 27 64 34 

マメ科少 0.62 35 66 30 0.66 25 63 33 

t検定 ns ns ns ns ns ns ns ns 

全体 0.59 27 57 34 0.60 26 64 34 

マメ科多，シロクローパ混生割合 15%以上; マメ科少，シロクローバ混生割合 15%未満，シロクローパ

混生割合は放牧期間中の生草重量割合または冠部被度 放牧期間前は前年秋または当年放牧開始前，放牧期

間後は当年終牧後に土壌を採取，有効態リン酸はプレイ NO.2法 (20t，土液比 1:20)による
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(・)では事例数が少なく，マメ科牧草の多い草地 (0) で

は窒素収支の変動幅が小さかったため，有効な回帰分析が困

難であった(図 1)。図 1を概観すると，マメ科牧草の少な

い草地(・)では，リン酸およびカリウムと同程度の RMSE

でy=xの近傍に分布した。一方，マメ科牧草の多い草地(0)

における窒素収支はすべて負の値を示したにもかかわらず，

放牧期間後における培養窒素の減少量は比較的小さかった。

特に収支 4g/m2程度の草地では，培養窒素が放牧前より多

くなる場合も認められた。

4) 集約放牧草地における肥料換算養分の減少量と施肥適量

以上のように， リン酸とカリウムについては，放牧草地の

養分収支が放牧期間の前後における土壌養分含量の変化量と

おおむね良好に対応したことから，本試験で定義した放牧に

よる肥料換算養分の減少量は 集約放牧草地における肥料養

分動態の定量的評価に有効な指標と考えられた。さらに，平

均の肥料換算養分減少量で、あるリン酸 2.9g/m2 • カリウム

5.4g/m2は，いずれも.酒井ら (2004).三枝・西道 (2013)

および三枝 (2013)が良好な生産性や草種構成を維持する観

点から設定した集約放牧草地の施肥適量 4.0g/m2に近かっ

た。

一方，窒素については，肥料換算養分の減少量と土壌養分

含量の聞に定量的な関係を十分確認できなかった。これにつ

いては，前述した窒素収支の変動幅や標本数の問題の他，土

壌中における窒素動態の複雑さ 糞尿排池量の文献値による

推定，その肥料換算における堆肥や尿液肥で得られた係数の

代用など，肥料換算養分減少量の算定法自体に含まれる誤差

も影響したと思われる。しかし前述のように，平均の窒素

収支(表 2) と土壌中培養窒素量の変化(表3) からは，窒

素移譲量4g/m2 
(平島ら 1971)程度の寄与を支持する結果

を得たので，本試験で定義した肥料換算養分減少量は，窒素

についても，集約放牧草地の施肥適量(酒井ら 2004;三枝・

西道2013;三枝2013)に対応した有効な指標と考えられた。

以上の結果，本稿で定義した放牧による肥料換算養分の減

少量は，窒素，リン酸，カリウムのいずれの養分に対しでも，

集約放牧草地の養分動態を定量的に評価できる有効な指標で

あり，その量は，生産性と草種構成を維持する観点で設定さ

れた集約放牧草地の施肥適量(酒井ら 2004;三枝・西道

2013 ;三枝2013)にほぼ相当すると推察された。

2. 地域と基幹草種の異なる放牧草地における肥料換算養分

の減少量(試験 2)

試験 lの結果から，北海道内各地で放牧による肥料換算養

分の減少量を測定することが出来れば，北海道全体を対象と

して，集約放牧草地の施肥適量を推定できると期待される。

(1)供試草地における肥料換算養分減少量の水準

表 4には，調査した延べ48牧区全体の採食量，被食量，

養分摂取量，養分還元量および肥料換算養分の減少量を示し

た。採食量は 10kgl頭/日，被食量は年間 452g/m2であり，

肥料換算養分の減少量は，窒素， リン酸，カリウムの順に年

間 8g/m2 • リン酸 3g/m2• カリウム 5g/m2 と，表 2 の水準

にほぼ等しかった。面積当たりの養分摂取量を 100%とする

と，糞尿として草地に還元された養分の全量は，それぞれ

83%. 73%. 83%に相当した。これは，既往の研究事例(袴

田1986;久米ら 2003;久米 2006) と比較するとやや低めで

はあるが，摂取した養分の大半が糞尿によって排推された点

では矛盾がない。さらに，放牧による肥料換算養分の減少量

は，肥料換算係数(窒素. 0.5;リン酸. 0.3;カリウム. 0.8) 

により，それぞれ摂取量の 58%.77%. 33%と算出された。

すなわち，放牧草地には，摂取された養分の大半が糞尿とし

て還元されるが，それには肥料として有効で、ない部分が含ま

れるため，放牧草地の生産性確保には，それをもふまえた養

分補給が必要であると言える。本試験で採用した肥料換算係

数は，園場で実施された有機物施用試験における収穫部の差

培養窒素(N) 有効態リン酸(P2US) 交換性カリウム(K2u)

p ロiミ 16_ 12 _ 16 
E【ゐ 饗 r y = x --r y = x --r y = x 

↑ x=-4 
震 1 ~ : -~I / 10 
空F
Q 

制

〈余旧 開 16JJ:1 16-12 / 2-16 JJr 
/0 -山9計 O制服)

1軍引綿事 ぽ=0.31 (P = 0.36) / I R = 0引 P=O叫 ん=0.61 (P = 0.0附

も RMSE=6.1 -12 剛 SE二 3.1 ・16l~~~ニ 3.5
主要 (・lR=O.72(P二 0.49)

RMSE=3.0 肥料換算養分の収支 (g/m2)

収奪 蓄積

図 l 放牧期間の前後における肥料換算養分の収支と土壌養分含量の関係(試験1).O. 
シロクローパ混生割合 15%以上..シロクローパ混生割合 15%未満;シロ

クローパ混生割合は放牧期間中の生草重量割合または冠部被度;有効態リン酸

はプレイ NO.2法(却'C.土液比 1:20)による;

/'2:，(土嬢養分含量の増減量一肥料換算養分の収支)2
RMSE= I 

J 牧区数
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し引き法で得た値なので(三枝ら 2005a，2005b)，肥料とし

て無効な部分は，土壌や糞尿中における形態変化の他に，揮

散，流亡など系外への損失分を含む。放牧草地に還元された

糞尿由来養分のうち，肥料として無効と見なされる養分の動

態解明は，特に環境影響評価の観点から，今後の重要な課題

と思われる。

(2) 肥料換算養分の減少量における地域間差と草種間差

各草地の肥料換算養分減少量を地域，草種ごとに区分し，

表 5に示した。その結果，被食量には有意な系列間差は認め

られなかった。放牧による面積当たりの養分摂取量と肥料換

算養分の推定還元量では，窒素とリン酸に有意な系列間差を

認めず¥カリウムの系列間差のみ有意となった。肥料換算養

分の減少量には，窒素，リン酸，カリウムのいずれについて

も有意な系列間差が認められた。

以上の系列間差のうち，同一地域における草種間差と同一

草種における地域間差はほとんど認められなかった。唯一

道北地域内の肥料換算カリウムの減少量に草種間差が認めら

れた。これは道北オーチヤードグラス系列のカリウム施肥量

が多く，放牧草のカリウム含量が高かったことに起因すると

考えられた。このように，表5に認められた系列間差の主因

は，地域性や草種特性とは考えにくい。なお，道央系列は年

l回の収穫を伴う兼用利用条件であり，放牧専用利用であれ

ば，さらに放牧回次 2-3四分に相当する被食量の増加が見込

まれるので，本試験の結果は地域間差の存在自体を否定する

ものではない。

(3) 被食量と肥料換算養分減少量の関係

図2には，被食量と肥料換算養分減少量との関係を示した。

両者の聞には有意な正の相関関係が認められた (p< 0.01)。

いずれの肥料養分でも，各系列の回帰式を比較すると，傾き

に有意差は認められず，切片に有意差が認められた (pく

0.05)。そこで¥回帰式を併合せず，共通の傾きを点線で示

した。

このように，放牧による肥料換算養分減少量の変動要因と

しては，地域性や草種特性よりも，被食量の影響が大きかっ

た。被食量は，放牧密度，放牧時間，併給飼料の種類や量な

どの飼養条件に依存する。特に，搾乳午を対象とする集約放

牧では，各農家の放牧飼養体系が大きく異なる。それゆえ，

北海道全域を対象として，集約放牧草地の施肥適量を算定す

る基礎数値としての肥料換算養分減少量を考える場合，従来

の採草地(北海道農政部 2002) のような地域，草種に対応

した標準量の設定は困難と考えられた。むしろ，道内の放牧

草地に対して共通の標準値を設定しこれに各農家の放牧条

件に対応するための幅を持たせる方式が合理的と考えられ

る。

表4. 全調査牧区平均の採食量，被食量，養分還元量および肥料換算養分の減少量(試験2). 

採食量 被食量 年間養分摂取量 推定年間還元量 肥料換算養分の
(平均) (年間計) (A) 

全量 肥料換算値 (B) 減少量 (A-B)

N P205 K20 N P205 K20 N P205 K20 N P205 K20 

kg/頭/日 g/m2 g/m2一一一 一__g/m2一一 g/m2 
一___g/m2一一一

平均 10 452 13 3 16 11 3 13 5 1 11 8 3 5 

標準偏差 3 90 3.2 1.0 3.5 2.8 0.7 2.8 1.4 0.2 2.3 2.4 0.8 1.4 

上七 (100) (100) (100) (83) (76) (83) (42) (23) (67) (58) (77) (33) 

調査圃場数48牧区

表 5. 放牧による年間の肥料換算養分減少量に関する草種間差と地域間差(試験2)

系列名 放牧 牧区毎 被 養分摂取量 (A)
肥料換算養分の 肥料換算養分の

延べ
(調査) 延べ放 食 推定還元量 (B) 減少量 (A-B)

牧区数
期間 牧日数 量地域 基幹草種 N P，05 K，O N P，05 K，O N P，05 K，O 

牧区 日 日 g/m' 一---g/m' 一一一 g/m'一一一 一一-g/m' 一一

チモシー 5 151 10 459 11.7 3.5 13.5' 5.7 0.8 8.9' 6.0，b 2アb 4.6' 
道東

メドウフェスク 16 135 10 460 14.5 3.9 17.0，b 5.6 0.9 11.3，b 8.8b 3.0b 5.7' 

メドウフェスク 10 120 9 499 13.3 3.2 15.5'b 5.8 0.8 10.6，b 7.4'b 2.4'b 4.9' 
道央

ベレニアルライグラス 10 118 8 422 10.9 2.8 13.9' 5.2 0.7 9.4'由 5.7' 2.l' 4.5' 

ベレニアルライグラス 4 134 13 371 11.5 3.3 15.0，b 4.l 0.8 9.9'b 7.3'b 2.5'b 5.1' 
道北

オーチヤードグラス 3 141 17 467 13.5 4.5 21.4b 3.8 0.9 13.4b 9.7'b 3.6b 
8.0b 

有意差判定 ns ns ns Pく 0.05 ns ns Pく 0.05 P < 0.05 P < 0.05 P < 0.05 

全事例の平均 10 452 13 3 16 5 11 8 3 5 

アルファベットの異種文字問に有意差有り (pく 0.05，Tukey-Kramer). 
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図 2. 放牧による年間の被食量と肥料換算養分減少量の関係(試験2)

0，道東メドウフェスク;.，道央メドウフェスク; ム，道北ペレニアルライグラス; 企，

道央ペレニアルライグラス 0，道東チモシー; 口，道北オーチヤードグラス**， 

Pく 0.01;各系列共通の傾きの方向.

3. 養分循環に基づく施肥適量の提案

前項の方式に基づき，北海道全域の集約放牧草地を対象と

する共通の肥料換算養分減少量を 本試験で得られた表4を

根拠として推定する。

表4の全草地を対象とした肥料換算養分減少量の平均値±

標準偏差 (SD) は，窒素 8:!:2.4g/m2，リン酸 3:!:0.8g/m2，

カリウム 5:!:1.4g/m2であり，被食量は 452:!:90g/m2であっ

た。一方，図 2により，放牧による肥料換算養分の減少量は

被食量に依存する。被食量が lSDに相当する :!:90g/m2変

化した場合の肥料換算養分減少量の変動は，図 2の各系列共

通の傾きが，窒素 0.016，リン酸0.0061，カリウム 0.0083であっ

たので，窒素:!:1.5g/mペリン酸:!:0.5g/m2，カリウム :!:0.8g/

m2と見積もられた。これらの変動幅弘前述した表4にお

ける肥料換算養分減少量の lSDも，有効数字 l桁では窒素

:!:2g/m2，リン酸土19/m2，カリウム:!:19/m2である。よっ

て，被食量約 450g/m2の集約放牧草地では，年間平均で窒

素8g/m2，リン酸 3g/m2，カリウム 5g/m2の肥料換算養分

が減少しこれらの値は，被食量:!:lSDの変動につき，窒

素:!:2g/mペリン酸土19/m2，カリウム:!:19/m2程度変化す

ると推定できる。

試験 lの結果から，これら肥料換算養分の減少量に相当す

る養分量が，北海道の集約放牧草地で良好な生産性と草種構

成を維持するための施肥適量に相当すると考えられる。この

うち，マメ科牧草の多い草地では，主として根粒菌による固

定窒素から 4g/m2程度の窒素供給を期待できるとすると(図

1，表2)，北海道の集約放牧草地における養分循環に基づく

施肥適量は次のように考えられる。すなわち，窒素の施肥適

量は，掃除刈りによる養分の搬出が無いことを前提に，マメ

科牧草の多い草地では年間 4g/m2，同少ない草地では 8g/

m2である。また，リン酸およびカリウムのそれは草種構成

にかかわらず，それぞれ年間平均 3g/m2および5g/m2であ

る。これらの施肥適量は，年間被食量 452土90g/m2の放牧

条件に対応するが，被食量は農家の放牧条件によって異なる

ので，被食量 90g/m2の変動につき窒素:!:2g/m2，リン酸±

19/m2，カリウム :!:lg/m2を目安とする調整を要する。

本施肥適量は，北海道施肥標準(北海道農政部 2002)の

標準施肥量に位置づけられるので，対象草地の土壌養分含量

は土壌診断基準値の範囲内にあることが基本となる。土壌養

分含量の異なる放牧草地に対する施肥対応については，既報

でその有効性が確認されている(三枚 2013)。

以上の施肥適量は，北海道内の集約放牧草地で検討された

既往の施肥適量(三木ら 1996;酒井ら 2004;三枝・西道

2013) を，いずれもその変動幅の範囲内に含んでおり，矛盾

は認められない。本試験では これまで異なる地域や基幹草

種を対象として，それぞれの考え方で設定されてきた集約放

牧草地における施肥適量に対し，放牧による肥料換算養分の

減少量という尺度を用い，放牧草地の養分循環という共通の

視点から根拠を提示できたことに意義がある。これにより，

北海道の集約放牧草地における施肥適量の区分はマメ科牧草

の多少のみとなり，大幅な簡素化が可能となった。

なお，本試験の養分収支は， 日単位の測定値や文献値に基

づいている。このため，極端な時間制限放牧の結果，採食行

動が卓越し排I世行動の頻度が著しく低下した草地では，本

施肥適量の適用は困難で、ある。すなわち，本施肥適量の放牧

方法に係る正確な適用条件は，採食量に見合う排祉量が確保

されていることであり，土地利用の集約度は厳密には間われ

ないと考えられる。

4. 今後の課題

本試験のとりまとめに際し 糞尿還元量は搾乳牛または乾

乳牛の文献値から推定したので，育成牛の放牧草地に対して

は，今後の確認を要する。

本試験におけるリン酸の施肥適量 3g/m2は，放牧による

肥料換算養分の減少量に相当するので，放牧草地のリン酸肥

沃度を維持する量であると言える。これまで，酒井ら (2004)， 

三枝・西道 (2013)は，土壌の有効態リン酸含量が土壌診断

基準の範囲内にある場合でも，年間吸収量以上のリン酸施肥

量を推奨する(関口ら 1982) という採草地の考え方に準じ，

土壌の有効態リン酸含量を漸増させるリン酸施肥量 4g/m2

を推奨してきた。今後，放牧条件における上記配慮の必要性

について，長期試験等による検証が期待される。
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本来，放牧草地には被食部と不食部が不均一に分布するが，

本試験では放牧草地における養分分布の不均一性を考慮して

いない。放牧草地における不均一性の土壌肥料的な評価につ

いては，袴田ら (1986) の研究があるが，具体的な施肥法や

対処技術の開発には至っていない。今後，本施肥適量の適用

が困難となる不均一性の程度やその対策技術等ついて検討が

必要と考えられる。
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放牧によって草地から減少する肥料養分量を肥料換算養分の減少

量と定義し，道東でこれを測定した結果，その値は既往の集約放牧

草地における施肥適量にほぼ等しかった。また，これを用いて算出

した放牧草地の養分収支は，放牧期間の前後における土壌中有効態

養分含量の変化を概ね良好に説明した。そこで，北海道内延べ48牧

区において，放牧による肥料換算養分の減少量を測定した結果，そ

の値は地域性や草種特性によらず，被食量に規定されていた。そこで，

48牧区全体の平均値と標準偏差を用い，道内全域に対応する乳午集

約放牧草地における窒素の施肥適量を，掃除刈りによる養分搬出の

ない条件で，マメ科牧草混生草地では年間 4:!:2g/m2，イネ科牧草

主体草地では 8:!:2g/mペリン酸およびカリウムのそれは草種構成

によらず，年間 3:!:1g/m2および5:!:1 g/m2と提案した。

キーワード:カリウム，窒素，乳午，放牧草地，養分循環，リン酸.
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