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Synopsis 

Kei Iwabuchi， Mitsuru Gau， Yoh Horikawa (2007) Compati-

ble Ability of Galega (Galega orientαlis Lam.) with Timothy 

(Phleumpratense L.) in the Mixture Grassland. Jpn J Grassl 

Sci 53 : 221-226 

Compatible ability of galega (Gαlega orientalis Lam.) 

with timothy (Phleum pratense L.) varieties was estimated 

with the dry matter yields and the ratio of legume in the 

mixture grasslands for 6 years after seeding. Growth of 

galega was not so vigorous as compared with that of timo-

thy， and the establishment of timothy succeeded in their 

mixture grassland. The ratio of legume for galega was 

about 30% in average at 6th year. Mixture with galega 

kept vegetation which timothy was main species in the 

grassland. and it performed about 10% or 4% higher yield 

than that of mixture with alfalfa or red clover respectively. 

The competitive ability of galega was higher to a middle 

heading variety than early one of timothy. Results of this 

study indicate that galega has compatible characteristics 

with timothy in the mixture grassland. 

Key words : Compatible ability. Galega. Mixture grassland. 

Timothy. 

緒 昌

北海道における平成 17年現在の草地面積は約 57万 haで

ある。この内，イネ科牧草において約 90%の種子需給割合を

占めるチモシーは最重要草種と位置付けられる(北海道畜産

振興課 2006)。 しかし，チモシーは l番草収穫後の再生が遅

く，夏期間の皐魅の影響を受けやすいことにより，マメ科牧

草との混橋栽培においてしばしば生育が抑制されることが観

察されている。

寧連絡著者 (correspondingauthor) : iwabuchi@js6.so-net.ne.jp 

なおマメ科牧草は，イネ科牧草との混播利用が一般的では

あるが，その栽培は飼料の収量性と品質の向上，ならびに酪

農経営における経済効果が大きいことが認められており(大

下ら 1998).積極的な利用が奨励されている。 イネ科牧草と

マメ科牧草の混播草地における適正なマメ科率は，問料栄養

価基準等から約 30%で維持され，かっ番草 ・年次聞の変動が

小さいとされている(北海道農業試験会議 1996.1998)。

しかしながら，北海道における混播草地の割合は近年減少

傾向にあり，昭和 60年に全体の 87%を占めていたものが平

成 17年には 71%となっている(農林水産省大臣官房統計部

2006)。この要因のひとつとして，既存の生産性の高いマメ科

牧草種であるアカクロ ーパやアルフ アルファを用いた混播草

地では，良好な植生の維持が難しく長期利用が困難なことが

挙け、られる。 したがって，北海道で利用率の高いチモシーに

対して混播適性，ならびに永続性の優れるマメ科牧草種を新

たに導入し栽培法を確立することは，北海道における混播草

地の植生改善に寄与し，自給飼料生産基盤の強化につながる

と考えられる。

著者らは前報において，カ。レガ (Gαlegaorientalis Lam.) 

は永続性に優れ，倒伏や葉枯れ性病害の発生，越冬時の雪腐

れ病の被害は認められず，北海道における優れた適応性があ

ることを報告した(岩淵ら 2004;Iwabuchiら2005)。また

ガレガは，その再生特性等からチモシーとの/毘播栽培に好適

な草種であることも示唆した。このような優れた生育特性を

有するガレガは，北海道における既存のアカクローノペ シロ

クローパ，アルフアルファに加えて，第 4の新たなマメ科牧

草として今後の活用が大いに期待される草種であると思考さ

れる。

そこで本研究では，ガ、レガとチモシーの甲生および中生品

種と混播した場合の生産特性と草地植生の変化を調査し，カ

レ力、のチモシーに対する混播適性について検討した。
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材料と方法

供試したマメ科牧草には，ガレガ (G.orientalis，品種:Gale， 

日本での販売品種名 こまさと 184)，アルフ アルファ

(Medicago sativa L.，品種マキワカパ)およびアカクロー

パ (Trifoliumtratense L.，品種 :ホクセキ)， またイネ科牧

車にはチモシー (Phleumtratense L.)の早生品種ノサップ

および中生品種キリタップを用いた。

試験は，1999年 6月 l日にホクレン畜産技術研究所圃場

(北海道常呂郡訓子府町)において， 一区面積 5.4m2 (1.8 m 

X3m)， 3反復の乱塊法で設置した。試験区は，チモシーの

ノサップおよびキリタ yプとの/昆播男1)(以下，チモ シー早生

品種混播区，チモシー中生品種/毘播区と記す)に構成した。

混播の播種量は， チモシー1.0kg/ 10 aに対してガレガを 3.0

kg/10a，アルフ アルフ ァを 1.0kg/ 10 a，アカクローパを 0.4

kg/10 aとし，各々混ぜて散播した(以下，ガレカー混播区，ア

ルフアルファ混播区，アカクローパ混播区と記す)。ガレガの

播種量は前報(岩糊ら 2004)で示したように，その千粒重が

アルフアルファの 3.5倍，アカクローパの 4.3倍であったこ

とを考慮して設定した。施肥は，全ての区でチモシー主体に

考慮し年間，窒素 11.0kg/10a，リン酸 14.9kg/ 10 a，カリ 13.5

kg/10affっfこ。

刈取りはチモシーの早晩性に応じた収穫適期に実施し，チ

モシー早生品種混播区では年間 3回 (1番草 :6月中旬， 2番

草 :8月上旬， 3番草 :9月下旬)，チモシー中生品種混播区で

は2回(1番草 6月下旬，2番草 :8月中旬)の刈取りを行っ

た。 チモシーに対するマメ科牧車の競合力は，草地造成後 6

年間の乾物収量およびマメ科率を用いて評価した。マ メ科率

は，冠部被度およびマメ科収量比(マメ科乾物収量/全乾物収

量)によって評価した。冠部被度は播種 1年目には播種後 60

日目と l番草収穫直前の 2回，播種 2年目以降は各番草収穫

直前に調査した。

結 果

1. マメ科牧草種の冠部被度

図 lにチモシー混播区別のマメ科 3草種における播種後 6

年間の冠部被度の推移を示した。チモシー早生品種混播区の

場合には，ガ、レガ、混播区の l年目における冠部被度は播種後

62日目に 13.2%， 1番草収穫時に 7.4%であり， アルフアル

ファ/毘播区およびアカクロ ーパ混播区と比べて非常に低かっ

た。 2年目以降のガレガ混播区の冠部被度は 3番草収穫時の

晩秋には低い値を示したが，概ね安定的に推移し， 6年間平

均で 25.1%であった。アルフアルフ 71.毘播区の冠部被度は，

播種後 62日目に 42.0%であり番草収穫時にも 88.3%と

非常に高かった。その後もアルフアルファの冠部被度は概ね

90%以上で推移し， 6年間平均で 89.5%であ った。ア カク

ローパ混播区の冠部被度は播種後 62日目に 25.3%，1番草収

穫時にアルフアルファ混播区並みに 81.0%と高かった。しか

し，その後のアカクローパ混播区における冠部被度の減少程

度は他の 2草種に比べて大きく， 3年目以降は概ね 20%以下

の低い割合で推移し 6年間平均で 27.8%であった。播種後
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図 1. 昆矯区におけるマメ科 3草種の冠部被度の推移.
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6年間の冠部被度の変動係数は，ガレガ混橋区では 52.8%，

アルフアルファ混播区では 15.7%，アカクローパ混播区では

75.l%であった。以上の結果より，ガレガ混播区では， 6年間

平均の冠部被度がアルフアルファ混播区よりも低く，その変

動係数はアカクローパ混播区よりも小さかった。

チモシー中生品種混播区におけるマメ科牧草種の冠部被度

については，アルフアルファ混播区およびアカクロ ーパ混播

区ではチモシー早生品種混播区と同様の傾向を示し年目

の 1番草収穫時には両区で約 90% と高かった。特にアル

フアルファ混播区では 6年目まで高く推移し， 6年間平均で

92.1%であった。アカクロ ーパ混播区では 3年目に 11.7%に

激減した後に低く推移し 6年間平均で 30.l%であった。一

方，力、レガ混播区の l年目冠部被度はアルフアルファ混播区

およびアカクロ ーパ混播区と比べて低かったが 2年目以降

は 20%-60%の間で推移し， 6年間平均で 36.3%であった。6

年間のマメ科冠部被度の変動係数は，力、レガ混播区が 35.1%，

アルフアルファ混播区が 15.0%，アカクローパ混播区が 84.7%

であった。

2. 乾物収量

図 2にチモシー混播区別における播種後 6年間の全乾物収

量の推移を示した。チモシー早生品種/毘播区の場合には，ガ

レガ混播区の乾物収量は l年目ではアルフアルファ混播区お

よびアカクローパ混播区に比べて低かったが 2年目以降は

ガレガ混播区が他の 2混播区より継続して高い収量を示し

た。特に，力。レガ混播区とアルフアルファ混播区との差異が

大きかった。 一方，チモシー中生品種混播区の場合には， 1年

目および 2年目ではガ、レガ混播区の乾物収量はアルフ ァル



岩槻ら :ガレカ、の混播適性 223 

2，000 
~ 1，800 
~ 1，600 
1p 1，400 
'-' 1.200 

閉1，000
~ 800 

露 600
お 400卜 b
司日 200 

0 

チモシー早生品種混播区

a 

b 

チモシー中生品種混播区
a 

1999 2000 2001 2002 2003 2004年 19992000 2001 2002 2003 2004年

図 2. i.昆播区における播穫後 6年間の全乾物収量の推移.
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*異なる英小文字聞に 5%水準で有意差あり (LSD法).

表 1. チモシー混播区別のマメ科牧草およびチモゾーの播

種後 6年間の合計乾物収量.

処理区
乾物収量 (kg/l0a)'

マメ科 チモシ一 合計

チモシー早生品種混播区

力。レガ/昆播区 1，792C 5，221" 7，013" 

アルフアルファ混播区 5，llOa 1，047c 6，157c 

アカクロ ーパ混播区 2，036b 4，703b 6，739b 

チモシー中生品種混播区

ガレガJ昆橋区

アルフアルファ混播区

アカクロ ーパ/昆播区

2，668b 

5，382' 

2，232c 

4.870' 

1，471 b 

5.093" 

7，5383 

6，853c 

7，325b 

1縦の欄の異なる英小文字聞に 5%水準で有意差有り (LSD法).

ファ/毘播区に比べて低かったが， 3年目以降は力、レカ混播区

がアルフアルファ混播区より有意に高く推移した。

表 lには播種後 6年間のマメ科牧草，チモシーおよび合計

乾物収量を示した。いずれのチモシー/毘播区においても，ガ

レガ混播区ではチモシー収量が高く，アルフアルファ混播区

と比べてチモシー収量に大きな差異が認められた (P<

0.05)。チモシー早生品種混播区における合計乾物収量は，ガ

レガ混播区がアルフアルファ混播区およびアカクローパ混播

区よりそれぞれ 12%，4%の多収を示した。 チモシー中生品

種混播区の合計乾物収量は，ガレガ混播区がアルフアルファ

混播区およびアカクロ ーパ混播区よりそれぞれ 9%，3% の

多収を示した。また，チモシー早生品種混播区と中生品種混

播区の 6年間の合計乾物収量の比較では，いずれのマメ科混

播区ともにチモシー中生品種混播区の方が高かった。

図3に年次別のマメ科牧草とチモシーの乾物収量を示し

た。チモシー早生品種混播区の場合には，ガレガ混播区にお

けるマメ科収量は， 1年目には他のマメ科混播区の約 10% と

非常に低かったが 2年目以降のマメ科収量は 6年目まで継

続して増加した。 力、レガ混播区のチモシー収量は， 1年目か

ら他のマメ科混播区に比べて高く推移し，チモシー収量が全

体収量の大部分を占めていた。これに対してアルフアルファ

混播区では 2年目以降にマメ科収量が全体収量の大部分を

占めていた。アカクローバ混播区では， 1. 2年目はマメ科収

量がガレガ混播区より高くアルフアルファ混播区より 低か っ

たが，3年目に大きく減少しその後の変動が大きかった。

チモシー中生品種混播区の年次別のマメ科牧草とチモシー

の乾物収量の推移も，チ モシー早生品種混矯区と同様の傾向

を示した。 しかし，チモシー中生品種混播区の方がいずれの

マメ科混播区においても全体に占めるマメ科収量が高かった。

3. マメ科収量比

図4には，マメ科収量比 (マメ科乾物収量/全乾物収量)を

示した。 2つのチモシー混播区ともに， ガ‘レガ/昆播区のマメ

科収量比は l年自には約 10% と低かったが，年次の経過と

ともに高くなり， 6年目には約 4必5%であつた。ガ、レガ

における両チモシ一混f播番区の 6年間平均のマメ科収量比 は

各々2剖4%，および 34%であった。アルフアルファ混播区のマ

メ科収量比は， 2つのチモシー混矯区ともに l年目から高く，

2年目には各々 90%，95%であったが， 3年目以降は低下し 6

年目には約 75%となった。アルフアルファ混播区における 6

年間平均のマメ科収量比は約 75%であった。アカクロ ーバ

混播区では，2年目まで 50-70%で推移したが 3年目に大き

く低下し， 6年目に各々 11%，20%であり ，6年間平均のマメ

科収量比は各々32%，および 35%であった。

考 察

牧草における混播適性は，非常に重要な特性の lつであ

る。イネ科牧草とマメ科牧草の混播栽培において，両草種の

植生バランスが適正であるときに高収を示し，かっその植生

が長く維持されると考えられる。ベ レニアノレライグラスとシ

ロクローパとの混播栽培において， Gilliland (1996) はシロ

クローパの生存性についてその小葉サイスが影響しているこ

とを指摘し， Camlin (198!)， Collins . Rhodes (1989)， Collins 

(1995)も両草種の競合性が収量性に影響を及ほすことを指

摘している。Vanden Bergh (1968)は，イネ科牧草は単播

栽培よりマメ科牧草と混播栽培した方が増収することを報告

している。北海道においてもイネ科牧草の基幹草種であるチ

モシーやオーチヤードクラスとマメ科牧草のアカクローパや

シロクローパとの適正な混播組合せが，相互の早晩性やアカ

クローパの倍数性， シロクローパの小葉サイズなどとの関連
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チモシー早生品種混橋区
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図 3 混播区における年次月11のマメ科とチモシーの乾物収量.
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図 4. 昆播区におけるマメ科収量比の推移.

ー・一ー ガレガ 曲目アlレファノレファ， 合 u アカ

クローノミ

権異なる英小文字聞に 5%水準で有意差あり (LSD法)• 

から品種別および地域別に整理されている(中島ら 1995;佐

竹 ら1996)。しかしながら，チモシーはオーチヤ ード クラスに

比べて刈取り後の再生草勢が劣り競合力が弱いことから，混

播相手のマメ科牧草に抑圧される状況がしばしは、観察されて

いる。一方，混播相手のマメ科牧草の中で北海道において最

も利用の多いアカク ローパについても，短年生で長期的な草

地の利用が困難な欠点があり，それが北海道においてマメ科

混播草地の割合が近年減少している大きな要因になっている。

前報において著者らは，ガレガは地下茎を持ち永続性が非

常に優れること，また刈取り後の再生がチモシーと同調的で

競合力が穏やかなことを明らかにした(岩淵ら 2004)。本研

究では，ガレガ、をチモシーの早 ・中生品種と混播して 6年間

栽培した場合に，植生がどのように変化し生産性に反映され

るのかについて，アルフアルファおよびアカクロ ーバと比較

調査した。

本研究の結果，ガレガをチモシーと混播した場合の収量性

の特徴は，チモシーが主体となって全体の収量が向上するこ

とであった(表 L 図 3)。一方，アルフアルフ ァ混播区では

マメ 科収量は高くなるものの，その反面チモシー収量が減少

し， 6年間の合計収量ではガレガおよびアカクロ ーパ混播区

より低下した。アルフアルファ混播区では播種 1年目の l番

草収穫時にはマメ 科率が約 90% に達しており，草地造成時

に植生構造が既にマメ科牧草主体に大きく偏った状態になっ

ていた(図 1)。このようにマメ科率が草種によって大きく異

なった要因の一つには，本研究における播種年および 2年目

の気象条件が密接に関連していたと考えられる。造成年の

1999年には 6月から 9月の積算気温が平年より 225
0

C高く，

降水量は平年対比 61% と高温早魅であり，翌年の同時期の降

水量も平年対比 79% で皐舷であった。 Chamblee. Collins 

(1988)によれば，アルフアルファの生育適温はチ モシーなど

の北方型イネ科牧草よりも高いと報告されている。岩説明ら

(1996) も高温早魅条件の下ではアルフ アルファはチモシー

やオ ーチヤ ード グラスよりも生育が優っていたことを報告し

ている。イネ科牧草の根系の大部分は地下 20-30cmに分布

しているのに対して，アルフアルファは深根性であり (George

ら1973)， 草種によって好適な土壌水分環境は異なることが

報告されている CKotowskiら2001)。また， Mitchell . Csillag 
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(2001)や Silvertown. Dodd (1994)は気象条件の変動が草

地植生の安定性に影響を与えることを指摘している。 した

がって，本試験において造成初期からアルフアルファの生育

がチモシーよりも旺盛になりマメ料率が非常に高くなったこ

とは，これらの草種特性と高温皐魅条件との相互作用によっ

て生じたものと考えられる。

一方，カレガ混播区ではこのような気象条件においても急

激なマメ科率の増加は見られなかった。これは前報で報告し

たとおり，ガレガは播種年の生育量がアルフアルファやアカ

クローパに比べて小さいこと(岩淵ら 2004)が関連していた

と考えられる。したがって力。レガ、と同様に播種年の生育量が

小さいチモシーの定着にとって，力、レガは混播相手として好

適は草種であると推察される。このようなガレガとチモシー

の相互関係については，Raig. Meripold (2001)も同様に指

摘している。

アカクローパJ毘播区においても，造成直後にはアルフアル

ファ混播区と同様にマメ科率が非常に高くなったが， 3年目

以降はマメ科率が激減し，植生が大きく変化した(図 2)。こ

れは，アカクローパに黒色ノ卜粒菌核病 (Typhulaishikariensis 

lmai var. ishikariensis) の発生が認められ，大きな被害が

あったことも lつの要因であった。さらに，アカクローパの

草種的特徴として萎凋病 (Fusariumoxysporum Schlechten-

dahl f. sp.)や菌核病 (SclerotiniaIrijolio叩 mEriksson)な

とにより冠根部が崩壊し，生理生態的に永続性が大きく低下

することによる個体数の減少が関係していたと考えられる。

一方，ガレガは地下茎を有するため生長点が地中に位置し，

晩秋に地上部が枯れて越冬するために雪腐病菌の感染がなく

優れた越冬性を示すこと(岩倒ら 2004)によって，播種後 3

年目以降もマメ科率は安定的に維持されたと考えられる。

チモシーのマメ科牧草に対する競合力は，出穂時期の早晩

性と正の相関関係があることが示されている(能代ら 1981)。

本研究におけるチモシー早生品種混播区と中生品種混矯区を

比較すると，いずれのマメ科混播区においてもチモシー中生

品種混播区の方がマメ科収量は高かった(図 2，表1)。ガレ

ガ混播区における 6年間合計のマメ科収量はチモンー中生品

種混播区の方が早生品種混播区より約 880kg!10 a多収であ

るのに対して，チモシー収量は約 350kg!10 aの低収であっ

た。またガレ力、混播区のマメ科率(冠部被度)は，チモシー

中生品種混播区の方が早生品種混播区よりも 6年間平均で約

10%高かった。このように，ガレカーのチモシーに対する競合

力に関しても，他のマメ科牧草種と同様にチモシーの早晩性

と密接な関連が見られた。

なお，マメ科牧草の混播適性を評価する lつの指標とし

て，調査期間中の平均マメ科率とその変動係数が用いられて

いる(北海道農業試験会議 1996，1998)。この混矯適性は，平

均マメ科率の適正値が飼料栄養価基準等から約 30%とされ

ており，またその変動係数が番草 ・年次間で小さいことを組

合せて総合的に評価される。本研究のガレガi毘播区における

6年間の平均マメ科率は両チモシー混橋区において 25%，

36%と適正値に近く，また年次間変動係数もアルフアルファ

とアカクローパ混播区の中間の大きさであった(図 1，4)。こ

れらの結果から，チモシーとの混播適性はガレガが他のマメ

科 2草種より高いと評価することができ る。

以上の結果から，チモシーとガレカゐの混播栽培は，造成初

期から維持段階に渡って両草種の生育特性を活かした好適な

組合せであると評価できる。

なお，混播草地における牧草の生産性はメIJ取り時期やその

間隔によって影響を受けること (Schulteら2003)や，ガレ

ガが刈取り回数や時期，播種割合によってその生育に大きく

影響を受けることが既往の報告 (Virkajarvi・Varis 1991; 

Meripold 1994 Nommsaluら 1996 Raig' Nommsalu 

2001)で示されている。本試験では，チモシー早生と中生品

種の収穫適期に合わせて刈取りを行ったので，ガレ力、の生育

特性が充分引き出されていない可能性もある。また本研究で

は，播種割合についても一水準でしか検討していない。した

がって今後，ガ、レカーの生育特性を詳細に把握するためには，

刈取り 管理法や播種量との関連について検討する必要があ

る。また， Raig . Nommsalu (2001)はエストニアにおいて，

ガレガと数種のイネ科牧草との混播試験を行い，収量性や草

地植生の推移について 12年間にわたる長期調査を行ってい

る。それによれば，チモシーより競合力の強いオーチャート

グラスや卜ールフェスクとの組合せではマメ科率が低く ，収

量性もチモシー混播に比べてやや低いことが示されている。

北海道においても今後，他のイネ科牧草に対するガレガの混

播適性を評価する必要があると考えられる。
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ガレガ (Galegaorientalis Lam.)のチモシー (Phleumpratense L.) 

との混帰適性について，チモシー早生品種および中生品種との混f帯

条件における草地造成後 6年間の収1.1性およびマメ科率を用いて評

価した。ガレガは情種当年の生育i誌が少なく過度にマメ科率が高く

ならなか ったため， 1.昆M¥草地におけるチモシーの定着は良好であ っ

た。 ガレガのマメ科率は矯種後 6年目においても 30%に近いli直て併主

修した。その結果，ガレガはチモシー主体草地を長期間維持でき，収

1i!もア ルフ アルファやアカクローパ混摘草地より 多収を示した。ガ

レガとチモシ一品種との混矯適性は，アルフアルフ ァやアカクロー

パとチモシーとのそれよりも優れると考えられた。ガレガのチモ

シーに対する競合力は，マメ科率やマメ科収量比によって評価する

と.チモシー中生品種に対する方が早生品種よりもやや強かった。以

tの結果から，チモシーとガレガの混燃は，市地の造成初期から維持

段階を通じて，両草種の生育特性を相互に活用できる好適な組合せ

であると考えられた。

キーワード ガレガ昆摘草地昆嬬適性，チモシー.
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