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＜試験成績・研究成果＞

混播草地における夏季更新の播種晩限

奥村健治1) 井上

藤井弘毅3）林

聡1) 高 田 寛 之1）村松哲夫2)

拓4）酒井 治5）出口健三郎6)

要 ヒー
国

夏季更新における播種翌年l番章の収量確保とマメ科牧草（アカクローパおよびアルフアルファ，

根釧農試はアカクローバのみ）の安定定着に必要な有効積算気温を推定したところ，チモシーとの混

播では354～629°C（道央，道東），オーチヤードグラスとの混播では516～615°C（道央）であった。

この有効積算気温を道内の更新地点の播種晩限に適用するため気象データによる分類と計算プログラ

ムを作成した。

1.はじめに

北海道の草地更新時期は，従来推奨されてきた

春から夏，さらに初秋に及び，近年は 1番草の収

穫後で，夏雑草との競合の少ない夏季に主に行わ

れている。夏季の播種期については， 1番草ある

いは前作物の収穫後の更新を目的に昭和30年代後

半から50年代後半まで試験研究が活発に行われた

（及川・子安1964，今野1964，田口ら1964，藤井

ら1965，脇本ら1984）。その結果，道央地域では

昭和56年に指針が示され， 8月下旬から 9月上旬

に播種することが望ましいとしている（北海道農

務部1981）。また，越冬条件の厳しい根釧地域で

は7月まで行うことが推奨されている（北海道農

政部1998）。しかし，温暖化に伴う秋季の高温傾

向と越冬性に優れた牧草優良品種への置き換えを
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考慮すると，牧草の播種晩限については再検討す

る必要がある。そこで，本研究では道内の混播草

地を対象に，代表的な気象条件の道央，網走内陸

および、根釧地域で播種晩限について，まず播種翌

年の 1番草の収量から必要な有効積算気温として

推定し，播種時期の遅れの影響の大きいマメ科牧

草についてはマメ科率からみた安定定着に必要な

有効積算気温に基つeき推定した。さらに更新地点

の播種晩限に適用できるように気象データによる

地点分類と播種晩限日の計算プログラムを作成し

fこ。

本研究は農林水産省委託プロジェクト研究「気

候変動に対応した循環型食料生産等の確立のため

のプロジェクト」第 1分野「農林水産分野におけ

る温暖化緩和技術及び適応技術の開発」（平成22

年～26年度）の課題「温暖化に対応した寒地にお

ける永年草地の夏季造成技術の開発」として，独

立行政法人（現，国立研究開発法人）農業・食品

産業技術総合研究機構北海道農業研究センター，

地方独立行政法人北海道立総合研究機構農業研究

本部北見農業試験場，同根釧農業試験場の 3試験

地において実施した試験結果を取りまとめたもの

である。

2.試験方法

1 ）耕種概要

供試草種ならびに品種は，チモシー早生品種

-14 
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表 1 試験地の播種目および播種目以降の有効積算気温

試験地 播種年次 7月下旬 8月上旬 8月中旬 B月下旬 9月上中旬 9月中下旬 10月上旬

北農研 2010 8 /16 ( 873) 8 /26 (693) 9 /16 (340) 10/ 1 (184) 
2011 8 /22 ( 716) 8 /31 (575) 9 /13 (373) 9 /29 (195) 
2012 8 /13 (1016) 8 /31 (699) 9 /14 (455) 9 /28 (247) 
2013 8 /13 ( 879) 8 /27 (638) 9 /10 (446) 9 /24 (265) 10/ 9 (121〕

北見農試 2010 8 /11 ( 818) 8 /23 (614) 9 I 2 (447) 9 /16 (255) 
2011 8 /12 ( 767) 8 /24 (593) 9 /10 (330) 9 /20 (206〕
2012 8 /20 ( 769) 8 /31 (575) 9 /11 (400) 9 /19 (271) 

2013 8 /14 ( 711) 8 /29 (477) 9 I 9 (349) 9 /18 (231) 
根釧農試(RC) 2010 8 /25 (620) 9 /13 (322) 9 /27 (190) 10/ 8 (102) 

2011 8 /26 (612) 9/7 (417) 9 /23 (219) 10/ 6 (132) 
2012 8 I 9 C 935) 8 /21 C 758) 9 I 3 (553) 9 /13 (403) 
2013 8 /14 ( 743) 8 /29 (530) 9 /26 (206) 

（ ）内は播種目から10月31日までの有効積算気温（5 °C以上），ーは試験設定なし

「ホライズン」，オーチヤードグラス中生品種「ハ

jレジマン」，アカクローパ早生品種「ナツユウ」

および、アルフアルファ早生品種「ハルワカパ」とし

た。播種は2010年から2013年まで毎年行い，播種

期処理は 3試験地ともに各年概ね 4播種期とした。

播種はイネ科牧草の播種量を1.8～2.0kg/lOa，マ

メ科牧草を0.2～0.5kg/l0aとして散播で行い，施

肥は北海道施肥ガイドを基本とした試験地の慣行

量で施用した。播種期と播種年の有効積算気温は

表1にまとめた。刈取調査は播種翌年および翌々

年まで行い， 1番草刈取りは出穂期頃， 2番草以

降は試験地の慣行で実施し，年間の刈取り回数は

北農研と北見農試では年3回，根釧農試では年2

回とした。刈取った牧草は草種ごとに草分けを行

い，草種別収量を測定した。マメ科率は乾物ベー

スで算出した。なお， 1区面積は 3m2前後とし，

各処理につき 3反復とした（表 1）。

2）播種晩限の推定

播種晩限は，まず，合計収量（イネ科牧草とマ

メ科牧草の合計収量，以下同様）が目標値に達す

る時期として検討し，続いてマメ科牧草が安定定

着する時期として検討した。

(1) 収量性からみた必要有効積算気温

試験地と草種組合せごとに，播種期別の有効積

算気温（播種翌日から10月31日までの日平均 5℃

以上の積算，以下同じ）と播種翌年 1番草の合計

乾物収量との関係を，ゴンペルツの成長曲線に当

てはめた。ゴンペノレツの成長曲線を当てはめたの

-15 

は，収量には刈取時期をイネ科牧草の出穂期頃と

するため，成長の上限がある（環境収容力）こと，

また，積算気温に対し収量は非対称である（積算

気温が低く，生長が不十分な場合は収穫できない〉

ことによる。ゴンペルツの成長曲線の各パラメー

ターは，統計処理言語Rにより算出した。播種晩

限推定のために用いた l番草の目標合計乾物収量

は，北海道施肥ガイドの年間基準収量（生草ベー

ス）を元に，これまでの系統適応性検定試験等の

結果を参考に乾物率を20%，年間収量に対する 1

番草割合をチモシー混播は 7割，オーチヤードグ

ラス混播ならびに根釧農試のチモシー混播は 6割

として設定した。

(2) マメ科率からみた必要有効積算気温

(1) で推定された，収量性からみた必要有効積

算気温を満たす播種期のみを検討の対象とした。

その上で，試験地と草種組合せごとにマメ科率の

播種翌年 l番草から翌々年にかけての推移を確認

し，播種翌年 1番草の目標（最低）マメ科率の設

定を試みた。マメ科率は高すぎても問題となるが，

ここでは，播種晩限を検討することが目的である

ことから，播種翌年に一定以上のマメ科率が得ら

れていることを安定定着の条件とした。なお，播

種翌々年については，播種期処理の効果が薄れる

（多様な環境条件の影響を受ける）と考えられる

ため，参考に留めた。

3）播種晩限の適用

道内 3カ所の試験地それぞれで得られた必要有
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効積算気温を，実際に更新対象とする地点の播種

期に換算できるようにするため，道内各地の気象

観測地点について気象条件によるクラスタ ー分析

を行った。気象条件として，気象庁平年値2010に

収録されている北海道内158地点の月平均気温と

月降水量を使用した。分析には統計処理言語Rを

用い，階層的手法による分類にはWard法を，ク

ラスター聞の分類には平方ユークリッド距離を使

用した。クラスタ ーごとの分類結果は， GISソフ

トである QGISによって図化した。必要有効積算

気温を暦日に換算するにあたっては，近年の温暖

化も考慮して1994年から2013年の20年間の平均値

を用いて有効積算気温を満たす暦日を求めた。

3.結果および考察

1 ）播種晩限の推定

合計乾物収量と有効積算気温との関係から作成

した成長曲線の例を図 1に示した。この例では，

100 

~. 801 争＿...一一．司．－．ヤ一． ． 
:;§ 60163kg/a • 刊で＼
E叫 I ~、＼
王手 I I ・
斜 20J i ・

369°C 

~rio soo 100 600 soo 400 300 200 100 

有効積算気温（℃）

図 1 有効積算気温等と合計収量の関係と成長曲線
による必要有効積算気温の推定

北見段試のチモシーとアカクローパの混播，目標収量は
施肥ガイドの年間基準収量等を参考に63kg/aとした。

合計乾物収量63kg/aを得るために必要な有効積

算気温は369°Cと推定され，また，実測値と推定

値の直線回帰の決定係数は0.73と高い値が得られ

た。この成長曲線の播種晩限より遅くなる，即ち

有効積算気温が369°Cを下回る遅い播種時期でも

目標収量を超えることもあるが，同程度の積算気

温でも大きく目標収量を下回る場合もあるなどば

らつきが大きくなる傾向がみ られたこと，また

369°C以上ではほぼ60kg/a以上の収量を確保でき

ることから，この有効積算気温を本試験では播種

晩限とした。この例と同様に北見農試のチモシー

とアルファノレファ，北農研ならびに根釧農試の各

草種組合せでも成長曲線を用いた播種晩限を推定

した。以上の結果を表2の「収量性からみた必要

有効積算気温」にまとめた。

成長曲線による合計収量の推定値と実測値の直

線回帰の決定係数は，根釧農試のチモシーとアカ

クロ ーパの組合せで0.451とやや低かったが，北

農研と北見農試では0.688～0.877の範囲であり，

成長曲線の当てはまりは良好と考えられた。 3試

験地問で目標収量に必要な有効積算気温をチモシー

とアカクローパの混播で比較すると，根釧農試＜

北見農試・北農研の順となった。チモシーとアノレ

フアルファの混播は北農研が北見農試より55°C多

くの有効積算気温を必要とし，オーチヤードグラ

スとアルフアルファの混f番はチモシーとアルフア

ルファの混播に比べて100。C以上多くの有効積算

気温が必要と考えられた。

表2 収量性およびマメ科率からみた播種当年に必要な有効積算気温（℃）の推定

試験地 車種組合せ 収量性から マメ科率から 採用すべき 左記有効積算
（図 lの みた必要 みた必要 必要有効 気撮を

クラスター） イネ科 マメ科 有効積算気混 有効積算気漏 積算気温 確保する日

OG AL 615 615 8月24日

:lt技研 OG RC 5i6 516 8月31日
I Bl TY AL 406 480 480 9月2日

TY RC 353 354 354 9月12日

北見l良試 TY AL 351 564 564 8月17日
(Cl TY RC 369 531 531 8月20日

根釧I~試の） TY RC 299 629 629 8月12日

注） OG オーチヤードクラス（供試品種「ハJレジマン」 〕， TY：チモシー（同「ホライズンJ〕， AL アノレファノレフ ァ （同「ハノレワカパ」），
RC 7カクロ ーノて（同「ナγユウ」）。
OG1毘矯では収益性からみた必要有効積算気温が ｜分に高く， 7 メ科牧車も定着したとみなすことができる。

有効積算気i晶は，播種翌日から播穏当年10月31日までの有効積算気温を表す（有効温度ニ 5°C）。
有効積算気混を確保する日は， 1994～2013年の各年の有効積算気温を満たす日の90%篠率日
目標収量はTY混播63kg/a（根劃！｜は54kg/a),OG1昆播48kg/a

-16-
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る場合は草種の選択としてチモシーと アカクロ ー

パの組合せが有利であることを示している。

奥村ら ・1昆播草地における夏季更新の橋種娩限

続いて，マメ科率に基づく必要有効積算気温の

推定について，北見農試のチモシーと アカクロ ー

パを例に示した（図 2）。

2）播種晩限の適用

月平均気温と月降水量から，道内は 5つのクラ

(A～E）に分類された（図 3）。分類さ

この図では，収量性か

y=O 0314e0脚 h

R2=0.6352 
ロ

40 
北見農試

スタ ー

900 

（ロ
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播種翌年1番草マメ科率との関係
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10 

（次）
M

町五、九
V

らみた播種晩限である有効積算気温369°Cを下回っ

た処理を除いてプロッ 卜しである。播種時期とマ

メ科率との関係をみると，播種翌年 l番草でマメ

科率が2.4%未満の処理では，その後のマメ科率

が小さく，不安定に推移する傾向にあった（デー

タ省略）。従って，本試験での北見農試における

播種翌年 l番草の目標マメ科率は2.4%とした。

図2に示した指数曲線から推定すると，播種翌年

1番草でマメ科率2.4%を確保するためには，播

種当年の有効積算気温が531°C必要と推定された。

この例と同様に各試験地，草種組合せについて検

討した結果を表2の「マメ科率からみた必要有効

積算気温と採用すべき必要有効積算気温」にまと

めた。多雪で土壌凍結の起こらない道央地域の北

農研は土壌凍結地域の北見農試および根釧農試よ

りもそれぞれ80。C,180°C少ない有効積算気温で

マメ科率を確保できることが明らかとなった。

必要有効積算気温を草種間で比較すると，イネ

科牧草のチモシーとオーチヤ ードグラスの間では

（北農研でのみ調査），オーチヤ ードグラスの方が

より多い有効積算気温を必要とした。また，

科牧草のアルフアルファとアカクロ ーパの比較で

は，北農研では100。C以上，北見農試でも30°C,

アルフアルファの方が多くの有効積算気温を必要

これらの結果は，播種時期がより遅くな

図3 北海道内158地点の月平均気温と
月降水量に基づくクラスター分析。

気象庁メ.， vュ平年値2010に収録の1981年から2010年までの
30年平均値を用いて解析。任意地点の適用には最近傍地点に
加えて周辺地点も参考とする。＋クラスターA，ロクラスター
B, 0クラスターc..クラスターD，×クラスターE
＊は試験地を示す。

れたクラスターの地理的位置を見ると，クラスター

Aの7地点および北農研を含むクラスターBの54

地点は主に日本海側に分布した。北見農試を含む

クラスターCの62地点はオホーツク海側から内陸，

太平洋岸まで広く分布した。根釧農試を含むクラ

スタ ーDの30地点は根釧地方および太平洋側に分

布した。クラスタ ーEの5地点は太平洋側に分布

した。クラスター A, Bは夏季少雨高温，秋から

冬にかけて多雨多雪であり，クラスタ ーCは夏季

少雨高温（乾燥），冬季少雪低温（土壌凍結）で

あり，クラスタ ーDは夏季多雨低温，冬季少雪低

温（土壌凍結）である。

気温および降水量は播種年の牧草定着に大きな

影響を持っと考えられる ことから，本試験におい

て北農研，北見農試，根釧農試で得られた必要有

効積算気温は，それぞれが属するクラスタ ーの分

布範囲において適用可能であると考えられる。な

お，圃場レベルでの気象条件は，ラ ージスケール

の気象現象の影響と同時に微気象（標高や斜面方

向，都市気候など）の影響も受けるため，任意の

マメ

とする。



る。③このため，気象庁の webページ等からこ

の期間の 4月1日から11月1日までの日平均気温

のデータを入手し，④エクセル上のワ ークシート

プログラムに貼り付け， ⑤アウトプッ トされた表

から想定する確率日の晩限日を入手する。参考と

して浜頓別町のオーチヤードグラスとアカクロー

パ混播の例（有効積算気温は閉じクラスタ ーBの

北農研の値を使用， 516°C)

4に示した。
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地点で参考とするクラスター選定にあたっては，

図3でみる圃場の最近傍地点のみならず周辺地点

を総合的に判断するのが妥当である。また，本解

析は，気象条件のみに着目したものであり，例え

ば道北地域の重粘土地域では，同じクラスタ ーB

であっても，札幌での栽培結果と異なる可能性が

• 北139 

のアウトプットを図

3）留意事項と今後の課題

本研究では播種晩限を設定したが，温暖化傾向

や夏雑草対策を考慮すると，播種晩限でなく ，今

後は草地更新のための夏季から初秋にかけての播

種適期の設定も重要な課題となると考えられる。

一方，今回は詳細な解析を行っていないが，一般

的に播種期が遅れるほど被害が大きくなる雪腐病

（山川ら2009）の影響や突発的な異常気象現象も

近年頻度を増していることにも注意していく必要

がある。播種晩限の利用にあたっては提示した必

ある。

最後に，本研究の結果を道内の任意の地点に適

用する方法を紹介する。北農研では，マイクロソ

フト社の表計算ソフト 「エクセル」上で動作する

「有効積算気温を使用した牧草夏季播種晩限日計

算プログラム」を開発した。このプログラムは平

成28年度中に Web上に公開する予定であるが，

任意の地点の必要有効積算気温および気象データ

を入力すると播種晩限日を出力するものである。

まず， ①対象地点の属するクラスタ ーを図 3の近

傍観測地点および周辺地点の総合判断に基づいて

決める。②続いて，近年の温暖化も考慮して解析

の対象気象年次を1994年から2013年の20年間とし

て有効積算気温を満たす暦日の気温データを求め
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要有効積算気温は，下回ると草地の収量およびマ

メ科率は低下が顕著となることから，播種晩限と

して確保すべき下限の目安として利用すべきであ

る。必要な有効積算気温を下回った場合は，翌春

の越冬状況を早い時期に確認し，追播等の対策を

行う。なお，根釧地域のアルフアルファとの混播

については別課題で対応している。
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