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家畜や草地の生産性に及ぽす影響
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Takanori Yagi and Shun Takahashi (2018) Labor-saving 

Stocking Management of Kentucky Bluegrass (Poa pratensis 

L.) Dominant Pasture. 2. Effect of early turning out to pas-

ture and reduced fertilizer rate on animal performance and 

herbage production in set stocking. Jpn J Grassl Sci 64 : 163— 
170 

To establish a labor-saving cattle stocking management 

regime for Kentucky bluegrass (Poa pratensis L.) and white 

clover (Trifolium repens L.) mixed sward, the effects of 

early turning out to pasture and reduced fertilizer rate on 

animal performance and herbage production in set grazing 

were investigated for 3 years in Hokkaido. On the control 

plot (with standard management), grazing was started at a 

plant length of 12-14 cm, and the sward received 3 fertilizer 

applications equating to 72, 96 and 132 kg/ha/year of N, P205 

and K20, respectively. On the plot with the improved man-

agement, grazing was started at a plant length of 4-5 cm, and 

the annual fertilization rate was reduced to one-third of that 

in the control, with the aim of reducing the magnitude of 

seasonal fluctuation of sward productivity. On the improved 

management plot, the spring flash in June was suppressed, 

and the dry matter ratio of white clover was higher than that 

in the control plot. Moreover, stocking capacity (547 cow-day/ 

ha) and body weight gain (862 kg/ha and 0.981 kg/head/day) 

observed for the improved management plot were equivalent 

to those observed for the control plot. It was concluded that 

the early turning out to pasture and reduced fertilizer rate 

were effective for labor-saving stocking management regime 

on the Kentucky bluegrass and white clover mixed sward 

under set stocking in Japanese subarctic areas. 

Key words : Early turning out to pasture, Fertilizer reduc-

tion, Poa pratensis, Raising cattle, Set stocking. 
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緒言

国内の乳牛飼養頭数の約 6割，牧草栽培面積の 7割以上を

占める北海道では，放牧利用技術についての近年の研究は搾

乳牛を対象にした集約放牧に重点が置かれてきた（須藤

2004; 池田 2006;西道ら 2013)。これらは短期輪換放牧が技

術の要となっており，高い生産水準を達成するには有効な手

段である。しかし，その一方で草地の状況や家畜頭数・ステー

ジに応じて，牧区の細区画作業や頻繁な転牧が必須であり，

労力的に困難なことも少なくない。また，短期輪換放牧には

ペレニアルライグラス (Loliumperenne L.), メドウフェス

ク (Festucapratensis Huds.) およびチモシー (Phleum

pratense L.)の利用が推奨されているが，これらは経年的に

優占度が低下することが確認されており（石田ら 1995;須

藤 2004;池田 2006), 基幹草種を維持するためには定期的

な更新や追播が必要となる。

また，経営体当たりの草地面積や労働時間の増加（農林水

産省 2017), さらに，＇草地更新率が 3%を下回る状況（丸山

2010)からは，全ての草地を集約的に管理することは困難で

ある。したがって今後は，経営内において集約的な管理によ

り高い生産性を追求する草地と，生産性は最大でなくとも省

力的に管理する草地に区分するなどの必要性が高まるものと

考えられる。このような観点から，草地を活用して家畜生産

を行うために，肥培管理や更新などの草地管理および転牧等

の放牧管理を軽減した省力的放牧利用技術を開発する重要性

は大きいと考える。

これまでにホルスタイン種育成牛の放牧において，ケン

タッキーブルーグラス (Paapratensis L., 以後KB)が主体

でシロクローバ (Trifoliumrepens L., 以後 WC)が混在す

るKB-WC混播草地は，草丈 10-20cmで短草利用する連続

放牧条件で短期輪換放牧に匹敵する家畜生産性が得られ，省

カ型放牧草地として高い適性を有することが報告された（三

枝ら 2006a, 2006b)。これを受け，八木・高橋 (2010) は

一部は 2004年度日本草地学会第 59回発表会 (2004年3月）において発表した。
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Table 1. Treatment of 

Age at the start of Body weight at the start of 

Plot Class of animal experunent I experiment 

(month) (kg) 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 mean 2002 2003 2004 mean 

Improved Steer 
management 

Steer Heifer 5.8 6.0 5.9 5.9 257 221 180 219 

Control Steer Steer Heifer 5.8 6.1 5.5 5.8 252 221 180 218 

1 The start of experiment was at the beginning of grazing in improved management plot. 2 Annual fertilization 

KB-WC混播草地において連続放牧よりもさらに省力化を進

めた固定放牧，すなわち草量変化に応じた放牧頭数の調節を

必要としない放牧利用技術の開発を目標とし，固定放牧条件

での家畜生産性を連続放牧条件の場合と比較検討した。この

報告では固定放牧で問題となる春から夏期の余剰草発生を極

力抑制するために，春の早期放牧開始（以後，早期入牧）と

施肥量の低減を組み合わせることで季節生産性の平準化を

圏ったが，対照区を連続放牧の頭数増減法としており，頭数

増減を行わない固定放牧条件下での慣行の管理区との比較が

残されていた。そこで本報告では， KB-WC混播草地の固定

放牧条件における減肥および早期入牧による季節生産性の平

準化が乳牛育成牛の家畜生産性，牧草生産性および植生に及

ぽす影響についで慣行の管理区と比較検討した。

材料と方法

1. 供試草地，家畜

試験は札幌市の北海道農業研究センター内で 2002から

2004年の 3カ年行った。供試草地は 1996年造成で利用 6年

目となる KB(品種：トロイ）と WC(品種：ソーニャ）混

播草地とした。播種翌年の夏期から放牧を行い，利用 2年目

から本試験開始前年までの期間は，年間放牧強度 500-650頭・

日/ha程度でホルスタイン種育成牛を放牧してきた（三枝ら

2006a; 八木・高橋2010)。草地は平坦で．裸地は水飲み場

以外はほぼ認められなかった。試験開始前年の平均乾物重割

合は KBが5-6割， WCが3割を占め，これら以外にはレッ

ドトップ (Agrostisalba L.) とオオチドメ (Hydrocotyle

ramifiora Maxim.)の2種が主な草種であった（八木・高橋

2010)。この草地内に 1区62.5aの牧区を 2区設け，各牧区

に後述する処理を設定した。供試家畜はホルスタイン種育成

牛で. 2002-2003年は去勢牛， 2004年は雌牛を供した。

2. 試験処理

表 lに試験処理の内容を示した。本試験は固定放牧の場合

に春から夏までの時期に余剰草となりがちなスプリングフ

ラッシュを抑制し，夏以降の牧草量を確保して放牧期間を通

して家畜の要求量に見合った牧草量を供給する季節生産性の

平準化のため，早期の放牧開始と減肥を組み合わせた区（以

後平準化区）と慣行的な管理条件を行う区（以後．対照区）

を設定し．同一処理を 3ヵ年継続した。固定放牧の内容は放

牧頭数を両区とも入牧から終牧時まで牧区当たり 3頭 (ha

当たりでは 4.8頭となる）に固定した。なお．試験開始時の

月齢と体重は平均（士標準偏差）でそれぞれ5.8土0.69カ月齢，

219土40kgであった。

平準化区は，融雪後に土壌表面が乾き，放牧による土壌の

泥淳化の恐れが解消した後可能な限り早期に放牧を開始す

ることにし，概ね対照区よりも約 17日早く入牧した。なお，

放牧開始時点での平均草丈は約 5cmであった。年間施肥量

は後述する対照区の 1/3に減らし，窒素 (N)24 kg/ha , リ

ン酸 (P205) 32 kg/ha, カリ (K20)44 kg/haをスプリング

フラッシュ期後の 6月下旬に全量施肥した。対照区の 1/3と

した根拠は，三枝ら (2010)が同供試草地で育成牛の連続放

牧条件において，標準施肥条件では養分収支が蓄積方向に傾

き，牧草と土壌の養分含量が高まり放牧草の品質や放牧牛の

血液性状に悪影響を及ぽすこと，また， 1/3量への減肥によ

りそれらを改善できることを報告していることから，これに

準じた。

対照区の放牧開始日は，草地管理指標（農林水産省 2011)

に従い，放牧草の平均草丈が 12-14cmとなった時点とした。

施肥量は北海道施肥ガイド（北海道農政部 2002) の施肥標

準に準じ，年間で N72 kg/ha, P 205 96 kg/ha, K20 132 kg/ 

haとし，市販の粒状複合化成肥料を用いて 4,6, 8月の各

月下旬に均等に分施した。

給与飼料は後述する馴致時以外は放牧草のみとした。水と

固形塩は自由摂取とした。放牧開始時の馴致は， 4月 17日

前後にそれまで過ごした牛舎から試験牧区に隣接する放牧草

地へと移動し，牧草ロールサイレージ（水分 50%前後）お

よび育成用配合飼料を給与した。ロールサイレージは両区と

も試験牧区に入牧するまでは自由採食とし，入牧開始後は平

準化区でのみ草量不足を補うため体重の 1%を目安に 10日

間程度給与した。配合飼料は両区とも牛舎を出た日の原物

3kg/日／頭から 10日程度かけて徐々に減らし無給与とした。

終牧は 1週間隔で測定した体重から求めた各牧区の平均日

増体量が0.5kgを下回った時点とした。両区とも掃除刈りは

行わなかった。

3. 調査方法

供試牛の体重測定を原則 2週間（終牧前の 1ヶ月間は毎週）

に1回 13-15時に行った。 KBの草丈は約 2週間毎に無作

為に各牧区内を 80点程度測定した。地上部草量はライジン

グプレートメータ (ManualFolding Plate Meter, Jenquip社

製， NewZealand) を用いて概ね 1-2週間ごとに推定した。

推定に当たっては刈高 3cmで刈り取った牧草乾物重とメー
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stocking experiment. 

Head of Mean plant 

grazmg Stocking period length at turning 

animals out to pasture 

(No. /ha) Start End (cm) 

4.8 19-28 Apr. 15-27 Oct. 4-5 

4.8 30 Apr.-19 May 30 Oct.-4 Nov. 12-14 

rate was divided evenly among three. 

夕読値の平均値の回帰式を月ごとに作成し， 1牧区当たり約

100点測定したメータ読値の平均値を回帰式に当てはめて牧

区の草量（乾物重）の推定値とした。

地上部の日乾物生産速度は放牧草を高さ 3cmで刈り揃え

た1牧区当たり 5か所に lm四方のプロテクトケージを設置

して，約 14日後に再生草を同じ高さの 3cmで刈り取り，乾

物重を測定の上，再生日数で除して求めた。なお乾物重は刈

り取った生草試料を混合し，一部を 70℃で 48時間以上通風

乾燥し求めた。草種別乾物重割合は残りの生草試料を草分け

し，草種ごとの乾物重から求めた。

放牧草の飼料成分は毎月 1回， 50cm四方のコドラートを

用いて刈り取り高さ 3cmで採取した牧草について分析した。

採取に当たっては，草地内の草量と飼料成分の関係をより正

確に分析値に反映するため，前述したライジングプレート

メータによる 100点の個々の読み値から，草量を lOOgDM/

面ごとに階層区分し，各階層に該当する草量の地点の牧草

を採取して，後述する各飼料成分を分析した。その上で，各

階層の頻度分布を用いて各飼料成分の分析値を加重平均し草

地全体の代表値とした。

飼料成分は，可消化養分総量 (TDN),粗タンパク質 (CP)

を自給飼料利用研究会 (2009)の方法に準じて測定した。な

お， TDNは同委員会の推定式 (y= 87.09 -0.752.x, ここでx

はADF含量(%),yはTDN含量（％））から求めた。

さらに，本試験の放牧管理の違いが放牧草地の強害雑草で

あるエゾノギシギシ (Rumexobtusifolius L.) の繁殖に及ぽ

す影響を評価した。具体的にはエゾノギシギシの個体数密度，

草丈，各個体の被食の有無および結実種子数を種子落下直前

の 8月中旬に調査した。個体数は 2本の 100mラインの片側

幅 lm以内に存在した個体を数えた。結実種子数は 2002-

2003年の 2年間，各年次20個体の種子数と各個体の草丈か

ら作成した推定式により求めた。負の値となる場合にはその

個体の種子数は 0個とした。

4. 統計解析

両区の測定値（体重， 日増体量，割当て草量， 日乾物生産

速度地上部乾物草量， TDN含量およびCP含量）につい

ては対応のある t検定により有意性の検定を行った。これら

は同一調査時に得られた各区の値をペアとし，年次を反復と

した。草丈は処理を固定効果測定回次を変量効果とする混

合モデル，草種別乾物重割合は同一調査時に得られた各区の

値をペア，各調査回次を反復とした Wilcoxon符号付順位検

Annual fertilization 

rate 
Fertilization time 

(N-P凸如0kg/ha) 

24-32-44 Late June 

72-96-132 Apr., June, Aug.2 

定を行った。エゾノギシギシの個体数密度，草丈，結実種子

数は処理を固定効果，年次を変量効果とする混合モデルで，

被食個体数割合はカイニ乗検定により有意性を検定した。こ

れらの統計解析には統計解析ソフトウェア JMP12 (SAS 

Institute Inc., USA) を用いた。

結果と考察

1. 家畜生産性

放牧日数体重 500kg換算の延べ放牧頭数およびヘクター

ル当たり増体量の 3ヵ年平均値を表2に示した。放牧日数は

平準化区の方が 1週間程度長い傾向にあった。延べ放牧頭数

は平準化区が547頭・ 日/haとなり，対照区の 536頭・日／

haと同等であった。また，平準化区の ha当たり増体量は

862kg/haとなり，対照区の 821kg/haと有意差は認められ

なかった。

体重， 日増体量，割り当て草量，放牧草の TDN含量およ

びCP含量の時期的推移を表3に示した。体重は両区とも同

様に増加した。日増体量は平準化区の 4月では負の値を示し

たが5月以降は増加に転じた。両区とも 6-8月は l.Okg/頭／

日以上であったが， 9月以降は低下した。区間差は認められ

なかった。また，割り当て草量は平準化区が対照区に比べ，

放牧期間を通じて少なかった。放牧草の TDN含量は平準化

区で 66.5-73.2% , 対照区では 64.9-72.6%の範囲で推移し，

年間平均値は平準化区 68.5%, 対照区 67.1%で区間に有意差

が認められた (p< 0.001)。CP含量は平準化区では対照区

に比べ高く推移し，年間平均値は平準化区で 21.0%, 対照区

で 19.4%を示し区間差が認められた (p< 0.001)。

日本飼養標準乳牛 (2006年版）（農業・食品産業技術総合

研究機構（編） 2007)の発育曲線では本試験と同様の月齢に

おけるホルスタイン種雌育成牛の日増体量は 0.81-0.82kg/頭

／日であり，本試験の結果はこれを大幅に上回る成績を示し

た。また，草地管理指標（農林水産省 2011) によれば，北

海道地域における放牧地の目標牧養力は 540-600頭・ 日/ha

で，本試験結果はこの水準に達した。北海道においてチモシー

主体草地でアバデイーンアンガス種去勢牛を短期輪換放牧し

た試験（池田 2006) では 441-454頭・日/haであり，本試

験ではこれを上回った。また，供試牛は試験終了後，去勢牛

は全頭が 24ヶ月齢で肥育出荷され，雌は 6頭中 5頭は平均

14.8ヶ月齢で受胎し乳生産に供された (1頭は原因不明の不

受胎）。
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Table 2. Effect of the improved management (early turning out to pasture and reduced fertilizer rate) on the stocking period, 

stocking capacity and body weight gain in the mean value of Poa pratensis -Trifolium repens mixed swards under 

set stocking over 3 years. 

Stocking period Stocking capacity Body weight gain 
Plot 

Start End (days) (cow-day/ha) (kg/ha) 

Improved management 23 Apr. 23 Oct. 183 547 862 

Control 10 May 1 Nov. 175 536 821 

Significance1 NS2 NS NS 

1 Significance of the average value. 2 No significant difference. 

Table 3. Mean value for the seasonal changes in the body weight, daily gain, herbage allowance, total digestible nutrients (TDN) and 

crude protein (CP) of Poa pratensis -Triforium repens mixed swards under set stocking over 3 years. 

Body weight (kg) 

Daily gain 

(kg/head/ day) 

Herbage allowance 

(kgDM/100 kgBW) 

TDN(%) 

CP(%) 

Plot 

Improved management 

Control 

Significance 

Improved management 

Control 

Significance 

Improved management 

Control 

Significance 

Improved management 

Control 

Significance 

Improved management 

Control 

Significance 

Apr. 

219 

-0.152 

33 

May 

227 

245 

NS1 

0.972 

0.769 

NS 

71 

106 
•• 2 

73.2 

72.6 

NS 

22.6 

22.9 

NS 

June July 

271 308 

284 322 

NS NS 

1.45 1.03 

1.43 1.04 

NS NS 

152 151 

225 202 
＊ ＊ 

68.9 66.8 

66.8 64.9 

NS 
＊＊ 

18.9 20.3 

15.2 16.7 

NS 
＊ 

Aug. Sep. Oct. Mean 

340 371 390 311 

349 374 392 317 

NS NS NS NS 

1.09 0.800 0.579 0.981 

1.06 0.747 0.603 0.953 

NS NS NS NS 

120 90 58 107 

151 115 75 149 
＊ ＊ ＊ ＊＊＊ 

66.5 67.4 68.2 68.5 

65.6 66.0 66.7 67.1 

NS NS NS 
＊＊＊ 

20.2 22.1 22.2 21.0 

17.9 22.1 21.7 19.4 

NS NS NS ••• 

1 No significant difference. 2 * : p < 0.05, • • : pく O.Ql,***: p < 0.001. 

割り当て草量が平準化区で少ないにも関わらず，体重や日

増体量に区間差はみられなかった。平準化区における 5月か

ら10月の TDN充足率（維持要求量の放牧による増加割合

は10%とした）を日本飼養標準・肉牛 (2008年版）（農業・

食品産業技術総合研究機構（編） 2009)および日本飼養標準・

乳牛 (2006年版）（農業・食品産業技術総合研究機構（編）

2007) から求めると，季節的な変動はあるものの 3ヵ年平均

で98%であった。したがって，平準化区では相対的に草量

が少ないながらも，ほぼ問題なく栄養摂取がされていたこと

と考えられる。

日増体量は両区とも 6月以降は徐々に低下する傾向にあっ

た。この原因としては草量や栄養価の変動が考えられるが，

放牧草の栄養価の変動と日増体量との間には対応関係がみら

れないことから， 日増体量の低下は草量の低下に伴う採食量

の低下が主な原因と推察される。八木・高橋 (2008a) は

KB-WC混播草地において固定放牧条件における放牧後期の

草量確保には放牧強度の低下が有効であるものの， 日増体量

が改善しないばかりでなく牧養力の低下を伴うことを指摘し

た。本試験では放牧末期の 10月には日増体量が0.6kg/日程

度まで低下したが放牧期間全体では平準化区で 0.98kg/日

と高水準の生産性が得られたことから，個体当たりの家畜生

産は概ね順調であると判断できる。したがって，個体当たり

および面積当たりの家畜生産性が両立しうる放牧強度として

は，本試験における放牧強度（放牧開始時 ha当たり 4.8頭，

合計体重 1,051kg/ha) の水準が適すると推察される。

澤田 (1994)はKB単播草地を固定放牧条件で利用すると，

輪換放牧に比較して日増体量が低下することを報告してい

る。これに対し，本試験では両区とも平均で 0.9kg/頭／日以

上となり，本試験地で過去に行われた輪換放牧試験（三枝ら

2006a) の0.8-0.9kg/頭／日と比較して低下することはなかっ

た。この違いをもたらした原因の一つとして両区とも TDN

は全期間を通して65%以上， CPも15%以上を維持しており，

上述のように TDN充足率も概ね十分で，それを支える WC

混播草地を供試したことが考えられる。 WCの嗜好性は高く，

WCの混播により KB主体草地では全体の採食量が改善され

る（八木・高橋2008b) とともに， KBよりも栄養価の高い

WCの混生により放牧草全体の栄養価が高まることで，固定

放牧条件においても十分な生産性を維持できたと考えられ
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る。

2. 草丈，地上部の日乾物生産速度および乾物草量の推移

KBの平均草丈の時期的推移を表4に示した。平準化区で

は7月の 23.1cm, 対照区では 6月の 40.7cmを最大とする

ー山型の推移を示した。 6月には両区には 2倍以上の大きな

差が見られたが，秋になるとその差は縮まり 10月にはほぽ

同程度となった。年間平均値は平準化区で 14.2cm, 対照区

で21.0cmとなり区間差が認められた (p< O.Dl)。このこと

から，平準化区では試験処理により相対的に短い草丈での利

用となっていたと判断される。

地上部の日乾物生産速度および乾物草量の時期的推移を図

1に示した。平準化区における日乾物生産速度は対照区を概

ね下回る傾向にあり，年間平均値は平準化区で 3.6gDM/m月

対照区で4.4gDM/m2となり，区間差が認められた(p< 0.001)。

また，年間平均値では対照区に劣ったが，季節による変化は

対照区より小さかった。一方，地上部の乾物草量は両区とも

7月上中旬に最大値を示す一山型の推移を示した。放牧期間

全体を通じて平準化区は対照区を下回り，特に 6月にはその

差は lOOgDM/面程度に達した。しかし，その差は 7月以

降徐々に縮小し， 10月上旬および下旬には有意差は認めら

れなくなった。以上のように，入牧時期を早めることと施肥

量を削減しスプリングフラッシュ後の年に 1度だけ施用した

本試験処理により，特に 5月上旬からの 1ヶ月間における日

乾物生産速度が低下し，季節生産性が平準化されることで，

Table 4. Seasonal changes in the mean value of the plant length (cm) of Poa pratensis under set stocking in mixed swards with 

Trifolium repens over 3 years. 

Plot Apr. May June July Aug. Sep. Oct. Mean 

Improved management 4.2 

0.11 

Contorol 

Mean 

SE 

Mean 

SE 

8.7 

0.19 

15.8 

0.30 

19.8 

0.64 

40.7 

0.87 

23.1 

1.38 

30.2 

1.49 

18.5 

0.78 

25.9 

0.80 

13.8 

0.69 

17.4 

0.60 

11.6 

0.57 

12.8 

0.32 

14.2 

0.62 

21.0 

0.64 

Significance 

1 No signifficant difference. 2 * : P < 0.05, * * : P < 0.01, * * * : P < 0.001. 

NS1 ••2 ＊＊＊ ＊＊＊ NS ＊＊ 
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Changes in the mean value of the daily dry matter production and herbage mass in Paa pratensis 

Trifolium rePens mixed swards under set stocking over 3 years. 

• Significant difference (P < 0.05). 
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固定放牧条件における春から夏の余剰草が低減可能と判断で

きる。

3. 地上部の草種別乾物重割合およびエゾノギシギシの抑制

効果

草種別乾物重割合の推移を図 2に示した。放牧草中の KB

の乾物重割合は平準化区で 26-58%, 対照区で 36-79%の範

囲にあり， 3ヵ年の中央値は前者で 46%,後者で 52%となり ，

平準化区では対照区を有意に下回った (p< 0.001)。WCの

乾物重割合は平準化区で 11-49% (3ヵ年の中央値 22%),

対照区で 6-34% (同 18%)であった。これら以外の草種で

はレッドトップが最も多く，平準化区で 8-16% (同 12%),

対照区で 3-13% (同 7%)であった。枯死部割合は 3ヵ年中

央値で平準化区が 10%, 対照区が 14%とな った。各草種お

よび枯死部は3ヵ年中央値に区間差が認め られた(p< 0.001)。

WCの占める割合が平準化区で高くなった理由として，平

準化区では対照区と比較し群落高が低く推移したことによっ

て，光条件が改善し，WCの生育が促進されたためと考えら

れる。また，枯死部割合は平準化区で低かった。須藤ら (2012)

は，メドウフェスクおよびペレニアルライグラス短期輪換放

牧草地において地上部草是が多い場合に枯死部重量および枯

死部割合が増加することを報告しており，本試験でも同様の

結果となった。この理由として放牧強度が低い，あるいは

割り当て草星が多い場合，相対的に利用率が低下し，放牧草

の徒長や老化を招きやすいために枯死率が増加するものと推

察される。

工ゾノギシギシの個体数密度， 草丈，被食個体数割合，個

体当たりの結実種子数および面積当たり種子数を表 5に示し

た。個体数密度は処理間で有意差は認められなかった。草丈

は平準化区の方が小さく (p < 0.05), 被食個体数割合は平準

化区が対照区と比較して有意に高かった (p< O.Dl)。草丈(x)

と個体当たりの結実種子数 (y) の間には以下に示す回帰式

が得られた。

y = -1,464 + 55.5x (r = 0.790, 0.1 %水準で有意）

この式により推定した個体当たりの結実種子数は平準化区

が小さい傾向を示した (p< 0.10)。また，面積当たり種子数

は有意に平準化区が小さかった (p< 0.05)。以上の結果から ，

余剰草が少なく常に草丈が低く放牧される平準化区では，対

照区と比べてエゾノギシギシも家畜に採食され，また強く踏

みつけられる条件にあったため，生育が抑えられ種子生産も

抑制されると推察する。

本試験では造成後年数が 5年経過した KB主体草地をさら

に4年間，年間 1回施肥かつ掃除刈り無実施で固定放牧して

も牧草密度が高く，裸地や強害雑草はほとんど認められな

かった。ペレニアルライグラスやチモシー主体草地では経年

的に優占度が低下するため追播等の作業を必要とするのに対

し， KB主体草地は良好な植生が維持された。省力管理をせ
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Fig. 2 Botanical compositions of Poa pratensis -Tri/olium repens mixed swards under set stocking. 

Table 5. Mean values of the population density, plant length, propotion of defoliated individual and seed number of Rumex 

obtuszfolius L. on Poa pratensis -Trifolium repens mixed swards under set stocking over 3 years. 

Improved management Control Significance 

Mean SE Mean SE 

Population density 

Plant length 

Propotion of defoliated individual 

Number of seed 

(No. /lOOmり
(cm) 

（％） 

(No. /individual) 

(No.Imり

1 No significant difference. 2 t: p < 0.10, •: p < 0.05, • •: p < 0.01. 
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ざるを得ない草地において KBは基幹草種として利用できる

可能性を示唆するものと考えられる。

4. 技術化への課題

以上， KB-WC混播草地における乳用種育成牛の固定放牧

では，放牧開始時 ha当たり 4.8頭，合計体重 l,05lkg/haの

放牧強度のもとで．草丈約 5cm時点での早期入牧と年間施

肥量 24-32-44kg (N-P凸—恥0)/ha のスプリングフラッシュ

後の一括施肥を組み合わせることにより余剰草の発生が軽減

でき，慣行的な管理（年間施肥量 72-96-132kg (N-P 205-K心）

/ha, 施肥回数年 3回，入牧時期の草丈 12cm) 条件下での

固定放牧と比較して，家畜生産性を損なわずに省力的かつ低

コストに放牧できることが示された。また，その生産水準は

延べ放牧頭数 547頭・日/ha, 日増体量 0.98lkg/頭／日が得

られ，これらはチモシー草地での短期輪換放牧の試験結果（池

田2006) や日本飼養標準・乳牛 (2006年版）（農業・食品産

業技術総合研究機構（絹） 2007) における標準発育に匹敵す

るものであり．短期輪換放牧や連続放牧より省力的な固定放

牧でも十分な生産性が得られる可能性が示された。放牧管理

や草地管理のさらなる省力化・低コスト化が求められている

昨今の社会状況を鑑みれば，草地資源の活用方策の一つとし

てKB-WC混播草地の利用は検討に値するものと考える。

本試験では処理区当たりの面積は 0.625ha, 放牧頭数は 3

頭であったが，実際の放牧地はこの数倍から数十倍の規模で，

さらに傾斜地を含むことも想定される。このような草地では

機械力による集約管理は困難で，施肥や掃除刈りも簡素にせ

ざるを得ない。本試験における草地管理は施肥を 1回行うの

みであることから．傾斜地を含む広大な放牧地においても実

施できる可能性は高いものと考えられる。

傾斜地では排泄物が局在化（井出ら 1998a;山田ら 2011;

山田ら 2012) し．土壌養分（山田ら 2011;山田ら 2012) や

牧草生産が偏る（井出ら 1998b) ことが知られている。本試

験では平坦地のため，それらの不均一性は比較的小さいもの

と考えられるが，不均一性がより高まった場合，養分循環や

牧草生産の様相が変わり．ひいては家畜生産にも影響が及ぶ

可能性が考えられる。これについては再検討が必要である。

今回は育成牛を供試し，放牧開始時の放牧強度が ha当た

り4.8頭合 計 体 重 l,05lkg/haの水準で両区とも良好な家

畜生産性が得られたが．これは当試験地における日乾物生産

速度の年間平均値が平準化区で 3.6gDM/m2,対照区で

4.4gDM/m2という水準のもとで成立したものと言え，実際

の現場ではその草地の牧草生産水準に合わせて放牧強度を調

整する必要が生じる。しかしながら，牧草の生産水準と放牧

強度の関係については未検討であり．生産水準に応じた放牧

強度は不明である。したがって，各放牧現場において固定放

牧を実施する際の当面の対応としては，放牧強度を日乾物生

産速度の平均値が 3.5-4.5gDM/面程度であれば本試験に準

じ．この範囲から外れれば加減して放牧を実施し．放牧草の

過不足や増体量の低下があればこれを考慮して翌シーズンの

放牧強度を調整する方策が現実的であろう。

近年の草地更新率は 3%を下回る（丸山 2010) ことが報

告されており，傾斜地を含む大規模草地では数十年間更新さ

れずに利用されている場面も多いことが推察される。本試験

ではスプリングフラッシュを抑制するために減肥し，かつ省

力化のために掃除刈りを省いた。試験期間 3年の間には裸地

や雑草の増加は確認できなかったが，実際の現場で応用する

ことを想定した場合，植生や牧草生産性の変化についてより

長期にわたり評価する必要がある。これについては本試験草

地で得られた 16年にわたる調査の結果を家畜生産性も含め

て別に報告したい。
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要 旨

八木隆徳・高橋 俊 (2018) ケンタッキープルーグラス (Poa

pratensis L.) を基幹とする放牧草地の省力的利用管理技術 2. 固定

放牧条件下における減肥と早期入牧が家畜や草地の生産性に及ぽす

影響． 日草誌64: 163-170 

ケンタッキーブルーグラスーシロクローバ混播草地のための省力

的な放牧利用技術を確立するため，ホルスタイン種育成牛を固定放

牧し，入牧時期ならびに施肥最が植生，草地と家畜生産性に及ぼす

影響を 3年間調査した。対照区は草丈 12cmで入牧し，施肥は標準

施肥量 (72-96-132(N-P205-K20) kg/ha) を年間 3回に均等施用し

た。平準化区では余剰草発生を抑制するため，草丈 5cmで入牧し，

年間施肥量を対照区の 1/3に減肥してスプリングフラッシュ後に一

括施用した。その結果，平準化区では 6月の急激な草量増加は抑制

され，シロクローバ乾物重量割合は高く推移した。 TDN含量および

CP含量の年間平均値は平準化区の方が高かった。平準化区の延べ

放牧頭数は 547頭8/ha,ha当たり増体量は 862kg/ha, 8増体量

は 0.981kg/頭/8となり，対照区と同等であった。以上のことから，

ケンタッキーブルーグラスーシロクローバ混播草地において固定放

牧を実施する際に，入牧の早期化と減肥は省力管理に有効であるこ

とが示された。

キーワード：育成牛，ケンタッキーブルーグラス，減肥，固定放牧，

早期入牧．
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