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Synopsis 

Hiroyuki Sasaki， Kazunori Kohyama， Shoj i Matsuura 

(2007) Geographical Distribution and Potential Grass Pro・

ductivity of Abandoned Cultivated Land in Japan. Jpn J 

Grassl Sci 53 : 189-194 

Even though grazing on abandoned cuItivated land is 

becoming popular， the exact area and productivity have 

not yet been estimated. It is necessary to evaluate the 

potential seIf-sufficiency rate of animal feed by estimating 

these values. Therefore， we estimated the grids of aban-

doned cultivated land by analyzing changes in land use， 

which significantly correlated with statistical data. The 

grids of abandoned cuItivated land were analyzed by mul-

tiple regression analysis using the explanatory variables 

of vertical drop， maximum angle of incIination， density of 

vaIIeys， and number of adjoining cultivation grids. The 

results show that the number of adjoining cultivation 

grids is most effective on estimating abandoned cultivated 

land. Other geological factors are also effective， but are 

not common among aII prefectures. It was estimated that 

pastures with herbage plants have dry matter production 

of 2.29 miIIion ton on abandoned cultivated land in Japan， 

and pastures with Zoysia japonica ha ve dry matter produc-

tion of 54% of pasture with herbage plants. 

Key words : Abandoned cultivated land， Distribution， Her-

bage plant， Productivity， Zoysia japonica. 

緒 区コ

1970年代から約9万ha程度で推移していた耕作放棄地面

積は， 1985年から 1990年の 5年間に一挙に急増して 15万 l

千haにも達した(中)1[1993)。その後も増加を続け，2000年

には約 21万 ha(農林水産省 2000)，2005年には約 38万 ha

となっている(農林水産省 2006)。こうした中で，耕作放棄地

の放牧利用が全国に広がってきているが，地域ごとの利用可

能面積や草地資源量は明らかになっていない。これからさら

に耕作放棄地の畜産的利用を推進していくためには，耕作放

棄地の面積がどのくらいあり，そこで‘の潜在的な草地資源量

-連絡著者 (correspondingauthor) : sasaki@affrc.go.jp 

はどれくらいであるかを見積もることによ って，飼料自給率

の向上にどれほど貢献できるのかを予測する必要がある。

過去の調査で耕地(水固または畑)であり，その後の調査

で森林または荒地とされている地点は，耕作が放棄された土

地である可能性が高L、。

そこでまず，土地利用の変動を解析することにより耕作放

棄地を抽出して，都道府県別にまとめ，その発生要因を解析

した。次に，耕作放棄地を牧草地として利用する場合および，

管理が容易なシパ草地として利用した場合の両者について，

潜在的な草地資源量を比較 ・評価した。

材料と方法

1. 耕作放棄地の抽出

過去の国土数値情報の1/10細分メッシュ(約 100mXI00

m)から，1976年の土地利用で耕地 (水田または畑)であっ

たが，1997年の土地利用で林地または荒地となったメッシュ

を，現在の耕作放棄地である可能性が高い地点として抽出し

た。このような土地は，耕作放棄後に樹木が侵入しでも，侵

入後の生育年数が短いため，畜産的に利用するための労力や

手続きは比較的少なくてすむものと予想される。次に，県境

データとの重ね合わせにより，全国の 47都道府県について，

抽出された面積ム農林センサス (農林水産省 2002)による

1995年の耕作放棄地面積との関係を解析した。図 lには，農

林センサスか ら得られる 1995年における全国の耕作放棄地

の都道府県別面積を示した。

2. 耕作放棄と立地条件の解析

国土数値情報の経年変化から抽出した耕作放棄地につい

て，立地条件との関係を調べるために，各都道府県について，

耕作地および耕作放棄地からそれぞれ約 100地点をランダム

に抽出し，標高差，最大傾斜度，谷密度，周囲耕地数を説明

変数，耕作放棄の有無を目的変数とする重回帰分析を都道府

県別に行い，耕作放棄に関わる自然立地要因を解析した。こ

こで都道府県別に解析したのは，耕作放棄に至る要因のうち

の自然立地要因は，絶対的な要因ではなく，それぞれの地域

によって異なることが予想されたためである。また，周囲耕

地数とは，各メ ッシュに隣接する 8メッシュのうちの，耕地

大要は日本草地学会第 60回発表会 (2005年 3月)および第 61回発表会 (2006年3月)において発表。
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図 L 耕作放棄面積 (ha)の都道府県別分布(1995年)• 
農林水産省 (2002)より作図.

となるメッシュ数を示し，最小で 0，最大で 8となる。

3. 潜在生産力の推定

耕作放棄地として抽出された各地点が，寒地型牧草地帯，

暖地型牧草地帯，両者とも生育できない地帯(以下，夏枯れ

地帯と記す)のいずれの草地地帯区分に属するかを生産量と

その月別変動を推定することにより決定した。それぞれの地

点における各牧草の生産力は，ニューラルネッ トワークモデ

ル(佐々木ら 1998)にメッシュ気候値 2000(気象庁 2001)を適

用することにより推定し，これを都道府県別に集計した。寒

地型牧草としては，オーチヤードグラス (Dactylisglomerata 

L.)および 卜ールフェスク (FestucaarundinaceαSchreb.)， 

暖地型牧草としてはノミヒアグラス (Paspalumnotatum 

Flugge)の生産モテ・ルを用いた。また，オーチャードグラス

が生育可能な場合はオーチヤードグラスの生産量，そうでな

い場合でも 卜ールフェスクが生育可能であれば 卜ールフェス

クの生産量を算出して，両者を合わせて寒地型牧草地帯とし

fこ。

次に，耕作放棄地にシパ (ZoysiajゆomcαSteud.)を導入

した場合の潜在生産量を推定した。シパの 3年間にわたる月

別乾物生産量のデータを用いて，これを規定する気象要因

(気温，日射量，降水量)との関係を，ニュ ーラルネッ トワー

クにより求め，気象生産モデルを構築した(佐々木ら 2007)。

次に，耕作放棄地をシパ草地として利用した場合のそれぞれ

の地点における生産量をメッシュ気候値により推定し都道

府県別に集計した。この際には， シパ草原の分布域(西村ら

2001)以外の耕作放棄地については生産量を Oとした。さら

に，シパ草地化した場合の乾物生産量を，牧草地化した場合

の生産量と比較し，その要因について検討した。

結果と考察

l. 耕作放棄地の抽出

土地利用の変動で耕地から荒地となった領域は，都市周辺

の空き地 ・保留地 (道路や大規模庖舗などの建設予定地等)

も含まれていたため，すべてが耕作放棄地であるとはみなせ

なかった。市街地に近接する荒地を除外するなどの補正によ

り，精度が向上するかどうかを検討したが，実際の耕作放棄

面積との相関は高くならず¥むしろ荒地を含まない方が相関

係数は高くな った。そのため，以後の解析は荒地を含まず，

耕地から林地に変動した領域だけを対象とした。

各都道府県における耕作放棄血積と，耕地から林地に変動

した面積との相関係数は，関東周辺の 10都県を対象とした

場合には R=0.92**(n=10)と高く，本州の都府県だけで比

較した場合にも R= 0.66** (n = 32)と比較的高かったが， 全

国の場合には R=O.4S**(n=47)となった。いずれの場合に

おいても 1%水準で有意な相闘が得られたことから，耕作放

棄地をメッシュ単位で推定することが可能であると判断し

fこ。

2. 耕作放棄と立地条件の解析

耕作放棄の有無を目的変数とする重回帰分析の結果，すべ

ての都道府県において，耕作放棄地の発生は，説明変数とし

て選択した要因，すなわち標高差，最大傾斜度，谷密度，周

囲耕地数の組み合わせによ って 1%水準で有意に説明でき

た。表 lには自由度調整済重相関係数 (Rつの上位 10県の結

果を示す。いずれの都道府県においても，周囲耕地数は比較

的高い負の偏回帰係数を示した。このことは，周囲に耕地が

なく孤立していることにより，連続した農作業に支障を生じ

やすくなり，連鎖的に耕作放棄に結びつく危険性を示すもの

である。また，自然立地要因については，全国的な傾向とし
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て急傾斜が耕作放棄要因となっており，回の大半が急傾斜地

である集落には耕作放棄地が多いと報告されている(国土交

通省 2006)。今回の解析では地域によって要因は異なり， と

くに長野県以西では最大傾斜よりも標高差の方が高い寄与率

となる府県が多かった。

全国の農業委員を対象とした全国農業会議所の調査(国土

交通省 2006)によると，耕作放棄地の発生要因として 「高齢

化 ・労働力不足」との回答が最も多く ，各地域を通じて 8害IJ

を超えている。これに次いで多い回答は「土地条件が悪い」

であり，静岡県の場合(中}112003)でも，土地条件に関わる

さまざまな要因が地域較差を増大させていることが示されて

いる。このように， I土地条件」は耕作放棄地の発生と密接に

関わっているが，I土地条件の悪さ」というものは主観的なも

のであり，周囲と比較した場合の相対的な条件でもあるた

め，これまでその具体的内容を数値化することは困難であっ

今回の解析では，その「土地条件」に関わる自然立地要因

として，標高差，最大傾斜度，谷密度，周囲耕地数を取り上

げ，重回帰分析を行うことで，どの要因がどの程度の重みで

耕作放棄地の発生に関与しているかを都道府県別に具体的な

数値として提示することができた。さらに，得られた重回帰

式を用いることで，今後耕作放棄地となる可能性の高い地点

および面積を，都道府県別に推定することが可能になった。

これらから導き出される結論は，耕作放棄地の畜産的利用を

視野に入れた将来的な土地利用計画を策定する上で，実効性

のある情報をもたらしてくれるものと考えられる。

3. 潜在生産力の推定

耕作放棄地をメッシュ単位で推定することが可能となった

ことから，抽出された地点それぞれにおける牧草地帯区分

ム気象要因から推定される潜在生産量を算出した。次に県

境データおよび地帯区分データとの重ね合わせにより，都道

府県別・地帯区分別の面積および乾物生産量を算出した。こ

の際には，都道府県別の耕作放棄面積が 1995年の統計値と

一致するように補正して集計した。なお，耕作放棄地であっ

ても水田跡地の中には湿害で草地化が困難な場所も含まれて

いる可能性がある。 しかし耕作放棄地の多くは中山間地に

分布しており，放棄要因として「地形の急峻さ」が強く関与

していることから，土地の傾斜を利用した排水対策等を講じ

ることにより，その大部分は草地化が可能になるものと考え

られる。そのため，潜在生産量の推定では，算出された耕作

表 1. 耕作放棄要因の重回帰分析結果 (自由度調整済重相関係数 (R・)の

上位 10県)• 

標準偏回帰係数

標高差 最大傾斜 谷密度 周囲耕地数 n R* 

富山 0.319 0.243 0.322 420 0.78 

新潟 0.223 0.168 -0.345 403 0.62 

山形 0.266 0.117 0.334 404 0.61 

滋賀 0.080 0.098 -0.496 421 0.60 

香川 0.180 0.047 0.071 -0.456 399 0.58 

山口 0.220 0.001 -0.472 409 0.58 

群馬 0.057 0.115 0.310 -0.205 406 0.57 

佐賀 0.094 0.128 0.147 -0.347 406 0.57 

福岡 0.112 0.144 0.116 0.311 403 0.57 

徳島 0.243 0.165 0.236 403 0.56 

表 2. 耕作放棄地(J995年)の地帯区分別面積と潜在生産量.

面積 (ha) 潜在生産量(乾物トン)

寒地型地帯 暖地型地手書 夏枯れ地幣l 言十 寒地型牧草 暖地型牧草 計

北海道 8，786 。 。 8，786 102，307 。 102，307 

東北 30，852 。 。 30，852 404，647 。 404，647 

関東 22，016 1，438 5，383 28，837 275，374 31，468 306，842 

中部 24，886 4，575 2，385 31，846 346，233 102，045 448，279 

近畿 5，098 2，485 1，905 9，487 64，663 55，242 119，905 

中国 JO，700 2，420 2，095 15，215 150，978 50，540 201，518 

四国 5，053 4.152 142 9，348 72，972 92，411 165，383 

九州 9，691 16，549 896 27.136 129，939 415，641 545，580 

合計 117 ，083 31，618 12，806 161，507 1，547，113 747，347 2，294，460 

l夏の暑さ， 冬の寒さにより， 寒地型牧草 ・暖地型牧草のいずれも永続性がない地帯 永年草地としては利用できない

ので生産量の推定から除いたが，飼料作物の生産は可能.
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寒地型牧草の生産量(乾物 卜ン).図 2
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暖地型牧草の生産量(乾物卜ン).

寒地型牧草，暖地型牧草それぞれが，どの都道府県に多く分

布しているかがおおよそわかる。そして，両者の合計生産量

(図 4)は，全体としては耕作放棄面積 (図 1)が大き いほど

多くなる傾向にあった。寒地型牧草地帯，暖地型牧草地帯そ

れぞれの地帯区分の中でみれば，気象条件では気温および日

射量が高いほど，すなわち地浬的には緯度および標高が低い

ほど，合計生産量も高くなる。しかし，両地帯区分の中間に

位置し，寒地型牧草，暖地型牧草のいずれも永続性が保障さ

れない夏枯れ地帯が多く分布する地域では，夏枯れ地帯の牧

草生産量を Oとしているため，その分合計生産量は低くな

図 3

放棄地面積をそのまま用いることとした。

表2には，地域別に集計した結果を示した。これによると，

寒地型牧草(オーチヤ ード グラスまたはトールフェスク)の

栽培可能面積は全国で 11万 ha以上，潜在的な乾物生産量は

150万トン以上あり，暖地型牧草(パヒアグラス)も含めれ

ば，永年草地として栽培可能な面積は，夏枯れ地帯を除く約

15万 ha，乾物生産量は最大で 229万トンと推定された。

一方，耕作放棄地の面積と牧草生産量との聞には，ある程

度の比例関係があった。図 2は寒地型牧草，図3は暖地型牧

草の生産量を，それぞれ都道府県別に塗り分けた図である。
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シバの牧草に対する生産割合(%)，

これによると，耕作放棄地をシパ草地化した場合の全国の乾

物生産量は，牧草地化する場合の 54%と推定された。地域別

に見ると， シパの生育適地が少ない北海道では低い値となっ

たが，寒地型牧草が夏枯れしやすく，暖地型牧草の生育にも

不利な耕作放棄地が多く分布する関東地方では，牧草地化し

た場合の 76%の生産量があった。シパは低投入で利用でき，

管理も容易なことから，関東地方におけるシパ草地化の有効

性が示された。

今回の解析に用いた耕作放棄地の面積は， 1995年の統計値

を基にしており，現在ではさらに耕作放棄地は増加してい

図 5，

る。夏枯れ地帯は，わが国の中緯度付近に多く分布しており，

ここに分布する耕作放棄地においては，数年を周期とする短

期間で牧草を更新するか，または，夏枯れ地帯で生育可能な

シパなとpの野草の導入について検討する必要があった。

そこで次に，耕作放棄地に シパを導入した場合の生産量を

算出した。ニュ ーラルネットワークによるシパ生産モデル

(佐々 木ら 2007)により，牧草導入の場合と同様に，都道府県

別 ・地帯区分別の面積および乾物生産量を算出した。図 5に

は， シパ草地化した場合の牧草地化した場合に対する割合を

都道府県別に，表 3には，地域別に集計した結果を示した。
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表 3 シパ草地化可能な耕作放棄地 (1995年)の面積，

潜在生産量，対牧草割合.

面積 (ha) 生産量(乾物 卜ン) 割合(%)

北海道 609 3，846 4 

東北 30，852 220，164 54 

関東 28，837 234，227 76 

中部 31，843 251，686 56 

近畿 9，487 78，918 66 

中国 15，215 125，813 62 

四国 9，335 82，489 50 

九州 24，811 233.103 43 

合計 150，988 1，230，246 54 

る。そのため，最新の統計を用いた解析を実施すること によ

り， さらに精度の高い推定を行う必要がある。また，牧草生

産力は平年の気象条件のもとで，一般的な牧草地として管理

した場合の生産量であるため，現実の生産量は推定値よりも

低くなる可能性がある。さらに，耕作放棄地であっても立地

条件の制約等で実際には畜産的利用が不可能な場所も含まれ

ているであろう。以上のような条件のもとでの結果ではある

が，生産という観点からみると，現時点ではほとんと貢献し

ていない耕作放棄地に対して，草地資源としての利用価値を

与え，乾物生産量にして最大で 229万 トンといった具体的な

値を分布地域とともに示すことは，自給率を向上するために

政策立案する際の基礎資料として意義のあることと考える。

同時に，未利用・ 低利用資源を有効活用するという意識の高

まりも期待される。
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