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アカク口ーパ導入によるガレガ・チモシー草地のマメ科率向上技術の開発
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2.マメ科牧草の導入

3.新規マメ科牧草ガレガ

4.マメ科牧草の混播

1.はじめに

まず、話題の内容を簡単にまとめますと、

マメ科牧草の導入について、ガレガに限らず

メリットを紹介します。続いて、新しいマメ

科牧草ガレガの良さを知って頂きたいと思い

ます。さらに、本日の私のテーマである「ガ

レガは初期生育があまり良くないJ、「期待し

てガレガを入れたのにガレガが生えてこな

い」という話に対応して、これを改善する技

術という内容です。

また、北海道草地協会が毎年実施しており

ます草づくりコンクールで一昨年(18年度)初

めてガレガを作られている酪農家が優秀賞を

受賞しました。そのテーマは「新規マメ科作
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5. ガレガ・チモシー草地へのアカクローパの導

入

6. おわりに

2. マメ科牧草の導入

北海道で利用されています代表的なマメ科

牧草を紹介します。まず、アルフアルファで

すが、生産力が非常に高い牧草であり、現在

は混播利用が主です。しかし、 トウモロコシ

の栽培面積が拡大していますので、単播で利

用して頂ければ、高いTDNをもっトウモロ

コシで不足する蛋白質を補完できます。もち

ろんトウモロコシと一緒に播くという意味で

はありません。ぜひ単播を含めアルフアルフ

ァの導入を進めて頂きたいと思います。

続いてクローバ類として、北海道の代表的

なイネ科牧草のチモシーとの混播で広く利用

されているアカクローパは土壌や環境に対す

物導入によるコスト低減を目指すJで、この る適応性が高いこと、初期生育が良いという

新規マメ科作物というのがガレガのことで 長所があります。ただし、永続性に問題があ

す。この内容につきましでも後ほどご紹介し り、農家の方は良くご存知ですが、 3年もす

ます。 ると草地からほとんどなくなるというような

話も聞かれます。シロクローパはほふく茎で

増える特徴を活かし、放牧用に、そして他の

マメ科牧草の補完用に利用されます。

* 1 北海道農業研究センター
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本日の私のテーマであるガレガですが、こ

れについての詳細は後ほど紹介いたします。

これからマメ科牧草一般の話になります

のえマメ科牧草を導入するメリットの一つは、

牧草に限らずマメ科植物は共生する根粒菌に

よって空中窒素を固定することができますの

で、それを土壌に還元して、他の作物が利用

できるという点です。その過程は様々ですが、

窒素の施肥量を節減することが可能となりま

す。

今回の話題の中でキーワードとなるのは、

「マメ科率」という言葉です。マメ科率とは

収穫物中のマメ科植物の割合で、どのように

測っているかといいますと、実際に収穫した

中から牧草を種類ごと、それから雑草に分け

て重さを測ります。その後、乾燥させた全体

の収穫量の中にマメ科の牧草の割合がどれく

らいあるかを示したものです。

具体的な例として、チモシーとシロクロー

パの混播条件で標準、半量、倍量の 3段階の

窒素肥料水準を用いて放牧を模した私たちの

試験結果を紹介します。結果は肥料を半分に

減らしてもマメ科率が20%位あれば、マメ

科牧草からの窒素で収量をカバーできます。

さらに、その収量は標準量のチモシー単播の

場合をかなり上回るということが示されまし

た。ただし、全体の収量が余り多くなるとマ

メ科牧草からの還元窒素だけでは追いつかな

いこともあります。

単純な計算で換算しますと、 3年間の合計

でチモシーの乾物収量をha当たり 12tと想

定して、回帰式から必要な窒素肥料の量を計

算しますと、 ha当たり 385kg。もしマメ科率

が20%あるのであれば窒素の肥料は300kg

となり、 85kgの窒素肥料の削減が出来ます。

私たち使っている化成は6%の窒素含量です

ので、 3年間で約1，400kg。大雑把にいいま

すと年間500kgのフレコン一つ分が節約でき

ることになります。

先ほど小林さんの話題にもありましたが、

北海道の施肥ガイドが北海道農政部から出て

おり、チモシー草地の混播の場合の施肥基準

も示されています。これを見ますとマメ科率

が 5%未満から15%から30%まで上がりま

すと10a当たりの窒素肥を10kg減らすこと

ができることになり、先の例を10a当たり

に換算して単純に計算しますと約39kg、 3 

年分ですので 3で割ってみますと13kg位で

施肥ガイドの10kg、大体北海道の基準と一

致し、私たちの試験でもマメ科牧草は窒素の

削減に効果があったというのが分かります。

もう一つのマメ科牧草のメリットは、蛋白

質の含量が高い点です。例えばトウモロコシ

の組蛋白質含量は 6"-'7%ですが、最も高い

シロクローパでは25%もあります。シロク

ローパは収穫部分に葉の割合が高いというこ

とで粗蛋白質含量も特に高くなっています

が、アルフアルファやアカクローバでもイネ

科牧草に比べてかなり高い含量を示します。

3. 新規マメ科牧草ガレガ

これからガレガの話に移ります。ガレガの

花は藤の花を逆さまにしたようなもので、色

も藤色、ライラックカラーと言われています。
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花茎の長さも 2~30cm、草丈も 120cm位あ

り、 一面に花が咲きますと景観植物として利

用できる非常に美しい植物です。

ガレガの由来は、元々の原産地がグルジア

とかアルメニアなどのコーカサスの山岳地域

です。植物として初めて認められたのはまだ

100年位前で、アカクローパが紀元前から利

用されてきたことと比べると随分新しい植物

です。ロシアで収集や試験されていたものが、

その後エストニアに導入され、そこで品種と

なったものが北海道に渡ってきました。

北海道に実際に紹介されたのは、 1990年

とわずか20年程のものです。その経緯は、

北農研と根釧農試の二人の研究員がフィンラ

ンドに行って初めてこれを紹介されて非常に

感動して、種子を導入して試作を始めたこと

が端緒となっています。その後はホクレンが

エストニアから「ガレ (Gale)Jという品種

を導入し、現在「こまさと184J という名前

で道の優良品種として普及しています。

ガレガの魅力の一つは永続性が非常に高い

点です。乙の理由は地下茎で伸びるため生長

部分が地下にあり、冬の影響、特に雪腐病の
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影響を受けにくいということがあります。 二

つ目の魅力は、アルフアルファは乾燥の時に

葉が落ちてd思ったほど蛋白が取れないという

ことがありますが、ガレガの場合は葉が脱落

しにくい点があります。 三つ目は、 この特徴

を私達は活かしていきたいと思っています

が、チモシーとの相性が良い、すなわち混播

適性が高い点です。

下の写真(図1)は播種後6年目のチモシ

ーとマメ科牧草の混播の試験草地です。左側

がガレガとチモシーの組み合わせです。チモ

シーがかなりよく残っています。中央はアカ

クローバとの混播で、 6年目になりますと裸

地の部分が何ヶ所も見えますが、この部分は

アカクローパがなくなり、裸地となって雑草

が入っています。要するに荒れた草地となり、

雑草がこれ以上ひどくなるようですと牧草地

としては使えず、更新が必要となります。

右側がアルフアルファです。殆どチモシー

はありません。これも後ほど紹介致しますが、

アルフアルファは生産力が非常に高いのです

が、チモシーとの混播には合わないというこ

とを示しています。

E子-町¥川岸、バ・・
.る-対止、二I-ρ--、‘ ' マ - 圃圃

主童福島
図1 マメ科牧草とチモシーとの混播

チモシーとの混慌の様子 (6年目)左から、ガレガ、 アカクローパー (線地の部分はアカクローパーが枯れた跡)、 アルフアルファ (抑

圧されたチモシーは衰退)
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初めて草地コンクールでガレガを使って入

賞した塚田さんは、ガレガの特徴としては葉

の脱落が少ないのが良いことと、栽培上で気

をつけなければならない点があり、それは刈

取り危険時期というのがあり、 9月いっぱい

は刈取りを避けて欲しい、それは翌年の収量

が極端に下がってしまいますのでこの時期だ

けは我慢して欲しいということをお話されて

いました(図 2)。

それから濃厚飼料を、もちろん蛋白のおか

げで、減らすことができるのでコスト低減が

できた。ガレガは生長が非常にゆっくりで、

もちろん初めてのことですので半信半疑でし

たけど収量も多く、今後作付けを増やしたい

と述べられていました。

4. マメ科牧草の混播

混播の話に戻りますと、チモシーとマメ科

牧草を混播した場合、それぞれの牧草がどの

ように推移していくかが重要です(図 3)。

まずアカクローパとの例です(図 3右上)。
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図2 メIJ取り時期と翌年の収量

(ガレガ:こまさと184，アルフアルファ:マキワカバ)

アカクローバと混播しますと、 1年目はマメ

科率が40%程度と良い割合ですが、次の年

は3分の 2以上がアカクローパになってチモ

シーが抑圧され、密度が低下してしまいます0

'3年目になりますとアカクローパの収量も下

がりますし、チモシーも下がってしまい、組

み合わせとしては難しい点があります。

アルフアルファの例では(図 3右下)、こ

れも 1年目は良い割合で、 40%位ですが、

2年目になりますと70%がアルフアルファ、

3年目になりますとチモシーがほとんど無い

ということになり、せっかくチモシーの草地

を作ったのにという結果になってしまいます。

一方、左側がガレガとの組み合わせです。

播種時期は夏播きと春播きの二つ例がありま

すが、夏播きですと 1年目で8%程度です。

アルフアルファやアカクローパに比べてかな

り低いと感じられると思います。春播きにし

ますと 1年目は13%、 2年目は15%と少し

高い割合となりますが、農家の方からは、せ

っかくガレガを播いたのにガレガが生えてこ

ないという不満もありますので、やはり初期

伸長がかなり遅いからだと思います。

そこで、私達の試験の発想ですが、ガレガ

にアカクローパを組み合わせるというアイデ

アで、先ほどの年数の経過したアカクローパ

の草地で裸地になっている部分がありました

が(図 1中央)、元々はアカクローパだったわ

けで、アカクローバとガレガをうまく組み合

わせることで、数年はアカクローバに頑張っ

てもらい、その後は地下茎で増えるガレガに裸

地の部分を置き換えていくことを考えました。
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図3 豆科牧草とチモシーとの混播草地の収量

5. ガレガ・チモシー草地へのアカク口一

バの導入

1 )播種量によるアカク口一バの制御

基本的な考え方は、草地造成時にチモシー、

ガレガ、アカクローパを播種すれば、年次の

推移と共に、アカクローバが少し減ってガレ

ガが増えてきて、数年経ちますとチモシーと

ガレガで非常に長い期間使えます。 一方、ア

カク口ーバとチモシーとの組み合わせですと

アカクローバの寿命から考えますと 3，4年

しかもちません。ガレガを組み合わせること

で10年近くもつような草地が適度なマメ科

率で維持できることを想定しております。

試験は、アカクローパの品種の効果をみる

ため、早生の品種、晩生の品種、さらに早生

の品種については再生程度の違う品種があり

ますので、計3品種を使っています。対照と

してアカクローバを組み合わせないガレガと

チモシーだけの草地を比較します。

播種量も大きく影響を与えます。アカクロ

ーバの播種量があまりに多いとアカクローパ

が最終的にチモシーを圧倒してしまいますの
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色々な組み合わせを試しています。そ1 a当たり標準的な30g、今回は、で、

青色の部分をガレガ、これまでの結果を、さらにその半分の 5の3分の l量の10g、

3年目の赤色の部分をアカクローバで表し、2gと4つの水準で、試験を設定しておりg 、

マメ科率1番草まで示しています(図 4)。うまく先ほどのストーリーのように安ます。

は30%程度が理想的ですが、結果はやや低い定したチモシーとガレガの草地ができれば良

アカクローパの播種量、 30g、傾向ですが、アカクいのですが、組み合わせによっては、

10g 、5g、2gで比べて頂ければ一目瞭然、

l年目 1番草ではアカクローパを播けばマメ

口一パが一時的には増え、時間の経過と共に

その分雑アカクローバもガレガもなくなり、

草が増えることもありますのでこのように 1年目の 2科率の向上に効果がありました。
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番草も同様です。 量が多かった所は対照のガレガ単独の試験区

ただし、 2年目 1番草、 2年目 2番草、 3 よりガレガの割合が低く、アカクローパから

年目 1番草になると、アカクローパの播種量 ガレガ、への置き換えがうまく進んでいませ

が多い区は、全体的にマメ科率が高いのです ん。また、アカクローパの品種の影響につい

が、中ほどの播種量ではアカクローバとガレ ては、分散分析の結果からは影響が認められ

ガが競合を起しているようでうまく効果が出 ませんでした。

ていません。ガレガが多くなればアカクロー 以上の結果からは、アカクローバの播種量

パが低く、アカクローパが多ければガレガが としては 1アール当たり 10g以上ではガレ

低くなって、合計としてマメ科率がそれほど ガの伸びが低くなるため、 1年目のマメ科率

高くなりません。 への貢献は多少低いのですが、 5gあるいは

また、 2年目の 2番草では、アカクローパ 2g程度の少量アカクローバを加えることで

のもう一つの特徴である夏の再生が強いとい マメ科率の向上が期待でき、窒素肥料も節減

うことから、ガレガが抑圧され、消失してし できそうであるということが言えます。

まい、このままいくと先ほどの下の図の様に

アカクローパの部分が数年後には無くなり、 2)物理的防除によるア力クローバーの制御

ガレガも少なく、裸地だけが目立つというこ もう少し物理的、人為的にアカクローパを

とになるかと思います。そこで適当な処理は 制御しようという発想で、ク口ーパ類に薬害

どこかを調べていかなければならないと考え がでますが、ギシギシ対策に使われているチ

ています。 3番草についても 2番草と同じ様 フェンスルフロンメチル水和剤(以下、ハー

な傾向で、アカクローパが多く、ガレガが抑 モニー)という除草剤を使った試験を、現在

圧されてしまうことがあります。 実施しています。

結論を再度まとめますと、アカクローパの 利用 3年目の一番草刈取りの後にハーモニ

播種量が多い場合はアカクローパ収量が多 ーを散布しましたが、アカクローパの量はか

く、全体のマメ科率が高いというのが 1年目 なり減っていますが、雑草が減り、アカクロ

1番草の特徴です。 1年目 2番草につきまし ーパの抑圧も低下し、チモシーとガレガの両

ても同じ傾向で、再生の強いアカクローパの 方の収量が伸びており、来年の結果を待たな

割合が高い、即ち播種量の多いところでマメ ければなりませんが短期的には、ハーモニー

科率が高くなります。一方、 2年目の 2番草 を使ってギシギシ等の雑草を防除、さらにア

になりますとアカク口ーパの播種量の影響が カクローバとガレガの置き換えを促進できる

ほとんど見られなくなり、ガレガとアカクロ という意味でも、うまく使える技術になるの

ーパの関係に加えてチモシーとの相互作用も ではないかと考えています。

入ってきますが、総じてアカクローパの播種 網走地域のアカクローパとチモシーの 2種
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ただし、アカクローパが多いとかえってガレ

ガとの置き換えが進みません。これらの結果

から、この試験では 3年目にアカクローパを

押えるのにハーモニーを使いましたが、今後

の展望としましては、ハーモニーの散布効果

と翌年へのガレガに影響が無いかの確認を前

提として、 1年目のマメ科率向上に効果ある

30g区の利用 2年目の 1番草の後に使うの

が良いのではないかと考えています。あるい

はハーモニーの散布なしで 2"-'5g程度の少

量を加えることでも効果があると考えており

6. おわりに ますので、この二つの方法を今後比較してい

チモシーとガレガの草地にアカクローバを こうと計画しております。以上、ご静聴あり

類の混播では、利用 1年目の 1番草刈取後の

夏期にチモシーの再生が停滞し、アカクロー

パにチモシーが圧倒されてしまった例があり

ます。ガレガも同じ傾向ですので、この時期

にうまく除草剤ハーモニーを使って制御でき

ればと考えております。そうすれば、 1年目

のアカクローパの良さ、すなわち合計のマメ

科率の高さを使いながら、それ以降のガレガ

との置き換えがうまくいくのではないかと考

えております。

組み合わせることで、マメ科率の向上がガレ がとうございました。

ガ単独の場合に比べて改善が見られました。
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