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は じめに

日本の野草地は，採草，火入れ，放牧などの人為によって

維持されてきた半自然草地がほとんどであるが，生産様式の

変化によって激減している。その中でも放牧によって維持さ

れてきた半自然草地は，多くが針葉樹人工林や人工草地に置

き換わり，残った場所でも輸入飼料の拡大および家畜頭数の

減少により，利用放棄が増加した。それに伴い，車地景観や

草地性生物が減少した。

北上山地北部の安家森牧野も 1993年から休止された半自

然放牧草地であった。その結果，草地部分は，枯草やりター

で覆われ，周辺からササ，アカマツ，ダケカンパが侵入し，

カヌカ (1芝生のような箪地Jを意味する方言)景観が損なわ

れるようになった。安家森牧野は，安家森や遠531]岳への登山

道を含み，畜産に誼接関係しない来訪者によって景観の変化

が指摘され，その変化が惜しまれるようになった。そこで，

近隣住民の有忘が，日本短角種牛の振興，カヌカ景観の再生

およびその両者を通した地域振興を目的に， 2000年から放牧

を再開し，現在に至っている(箱石 2002;大橋 2004b;野木

2005)。

近年，半自然草地の放牧利用は，土地利用率の向上，家畜

飼養の省力化，低コストイヒに役立つとともに，安家森の放牧

再開のきっかけとなった，草地景観や環境の保全にも貢献す

ることが再認識されている(農林水産省畜産局 2000;高橋

2010)。そこで，本報告では，利用休止された半自然草地の放

牧再開による家畜の生産性と草地性生物棺の再生について安

家森牧野の事的を通して検討する。

* masah@affrc.go.jp 

1.謂査地

安家森牧野は，北上山地北部の安家森(北緯 40度 2分，東

経 141度 33分，標高1，239m)の南に広がる半自然草地であ

る。安家森牧野では， 1992年まで 295haの放牧共用林野と

して，日本短角種牛 50…60組の親子が放牧されていた。その

後， 1993年から 1999年の 7年間は放牧が休止された。

2000年 8月から牧野の一部に放牧が再開された。 2001年

からは， 16.6 ha (草地 8.7ha，林地 5.5haおよびガレ場 2.4

ha) を牧柵で閤み， 日本短角種牛シ15頭が 6-9月に放牧さ

れた。放牧密度は，再開から 2006年は草地部分 1ha当たり

0.8…1.0 AU (Animal Unit ;親子1.35，成牛1.0，1歳 0.8

(Vallentine 2001を簡略))， 2007-09年は1.1-1.4AUであっ

た。 2002-09年の調査地の年平均気撮は 4.1
0

C，最も近い葛巻

の年間持水量は約1，000mm，調査地の放牧期間 (6-9月)の

平均気温は 14.9
0

C，降水量は 570mm/4ヶ月であった(気象

庁提供資料)。また，安家森牧野の一部は風が強く，周氷河現

象によりガレ場が形成されていた(葛巻の自然編集委員会

1997)。

2. 家畜の生産性

(1) 草地生産

2003年の全植物量は， 220-360 gDM/m2の範囲にあり 8

月を]貰点として山型の季節変化を示した(図 1)。コケは， 23… 

43gDM/m2の範闘で，全植物中 9-15%であった。枯死部は

130-210 gDM/m2の範聞で，全植物中 55-60%と，同じ岩手

県北部の半自然放牧草地の 20…48% (大久保ら 1977;加納ら

1984) と比較して高かった。コケや枯死部の多さは半自然草
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コケ(臼) ，枯死昔日(口)
牧草(聞) ， iむの聖子紘(露)
シパ(盤)，スゲ(罷)

図1. 2003年における植物最の季節変化(東山ら 2008).

地の特徴とも考えられるが，それらの割合は，休止された期

間に増加し，比較的放牧密度が低かった放牧再開初期には，

減少しなかったとも考えられる。放牧再開時の俊占穫のスゲ

(チャシパスゲとヒメスゲ)は 30-70gDM/m2の範囲にあり，

維管束植物緑部中 40-80%と非常に高かった。

維管東植物の 1EI当たりの生長震は， 5月から 10月にかけ

て直線的に減少し， 9 f:l中旬にマイナスになると推定された

(東山ら 2008)。推定式による維管東横物の 5月 1日からの年

間生産量は， 320 gDM/m2であり，北上山地の人工草地の

820-1，160gDM/d (東山ら 2007a)と比較すると 30-40%と

低かったが，前述の同地域の 240-330gDM/m2 (大久保ら

1977 ;加納ら 1984) と同様であった。

(2) 家畜生産

2002-2005年の育成牛(放牧開始時体重が 200-450kg)の

放牧期間日増体量は 0.25-0.56kg/頭/1ヨであり，成牛の体重

は維持または減少した(東山ら 2006)。安家森の育成牛の日

増体量は，北上山地の人工草地における日本短角種雌 1才牛

の0.56-0.83kg/頭/日(東山ら 2007b)より低い場合が多かっ

た。

以上のように，利用休止草地への放牧湾関は，未利用の土

地を利用するため，家畜生援にプラスとなる。また，半自然

草地は適切な頭数で放牧すれば，耕起，播種，施肥などを行

わずに半永久的に生産が可能で、ある。加えて，放牧の継続に

より，後述するように，復古穫はスゲから比較的粗蛋白質が

高いシパ(農業技術研究機構 2002)へ選移するとともに，植

物の枯死部も減少すると推定され，家畜生産性は増加すると

考えられる。

しかし，現在の生産・流通構造では，家畜の増{本が比較的

、人工草地の利用休止も起こっており，半自然草地の利用

は畜産農家に敬遠されている。したがって，半自然草地の家

畜生産性の良さ(低投入持続型)を見産すためには，総合的

なコストを含めた再評価が必要である。

3. 草地性生物相の再生

日本における半自然放牧草地は，草地性生物棺の保全に

とって非常に重要である。すなわち，半自然草地では，家苔

の撹乱によって， 自然状態では非常に少ない主主地が創出・維
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図 2. 樹高 0.5m以上の樹高層別ダケカンパの個体数(東山

ら2009)

樹高!議の間隔は 0.5-2.1mでは 0.2m， 2.1-3 m， 3 m以

上は 1m.十;P< 0.1と大;P< 0.05は禁牧区と放牧区

との間で悶年同樹高層において個体数が多い方に示

した

持され，車地特有の生物の生息環境が確保される。さらに，

草地，林地および河川などが混在することにより，主主地f生だ

けでなく移行帯やそれらを行き交う生物相を保全する。

そこで，草地に侵入する樹木の抑制効果を明らかにするた

めに，北上山地高標高地の 2次林構成種であるダケカンパの

生長に及ぼす放牧の影響を調査した。次に，草地特有の植物

枢として優占種の動態への放牧の影響を見た。

加えて， 牧野に依存するきれいな花を付ける植物， I野の

花Jとチョウへの放牧の影響を検討した。「野の花Jは，豪的

には少ないが草地特有の種も多く，保全上の価値も高い。ま

た，チョウは，草地性穏に稀少種が多く(井村 2008)，局辺林

地などを含めて評価できる。また，このような植生やチョウ

は，来訪者が草地に期待する大きな要因であり，景観資源、と

して価値がある。

(1) 樹木の抑制

調査は， 2002年から開始し， 2003年の放牧前に牧柵で回い

禁牧震を設置した。毎年8月に， 50cm以上のダケカンパ個体

をマーキングし，追跡調査を行った(東山ら 2009)。

個体数は， 2002年から 2008年に，禁牧区で増加し，放牧区

で維持した。 2002年の樹高別の個体分布は，両区とも L字型

で，経年化によって'禁牧毘では釣り鐘型に移行し，放牧IRで

は裾が広がった L字型となった(図 2)。その結果，樹高J:liJの

個体数で見ると 2005年までは差が無く， 2006年以降 50-70

cm層では放牧区が多く， 170-400 cm層では禁牧区が多く

なった。樹高生長速度は， 2004年以時，放牧区が禁牧区より

低かっ fこ。

図3に，放牧共用林野利用時代 (a) と現在 (b)の同一場

所の写真を示した。これは，上記の結果から以下のように推

察できる。放牧共用林野時代は，平均放牧密度は低いが，頭
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2009年6月1日(東山撮影)中央のダケカンパ(芽

吹きの時期)の周囲に幼樹が多数.

、、2
ノ唱。

/
d
t

、、
中央のダケカンパの1988年 8月7日(箱石氏提供)

周回に幼樹は見当たらない.

(a) 

放牧共用林野時代と現在の安家森牧野.

林縁放牧
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中央放牧区では，放牧再開時に後占していたスゲは，放牧

密度の低い 2006年まで一定で，密度が高くなった 2007年か

ら減少したが， 2009年でも優占種であった(関心。シパは放

牧再開後，少しずつ増加した。林縁放牧区では，再開初期に

は隣接の禁牧匿と同様にスゲが優占していたと考えられるが，

2006年にはシパが優占した。このように放牧呂ではスゲが減

少し， シパが増加する傾向は閉じであったが，その速度は異

なった。これは，林縁区の方が，裸地も多かったことから，

実際の放牧圧が高かったためと考えられる。林縁禁牧区では，

スゲは禁牧後減少した結果， 2009年には 3位になり，シパは

減少した。そして，変化しなかったレッドトッフ。が優占種と

なった。以上から，安家森牧野ではスゲは 2次遷移途中で俊

占する(加納ら 1977)と考えられ，放牧によって俊占種はシ

パに遷移すると考えられる。また，スゲは放牧密度との相関

も見られたことから，放牧密度が低い時には偏向的遷移の極

相の可能性や比較的長い期間優占種として存在することが考

えられる。したがって，放牧方法により，再生・保全する援

占種を選択できる可能性がある。

(3) 野の花

前項と同じ処理毘で E-SDR2により検討した(東山ら 2010

b)。中央放牧区では，有刺木本のクマイチゴ， 7月以降開花

する短草型のウツボグサ，キジムシロ，ゲンノショウコなど

数が多いために部分的放牧密度が高い場合があり，実生の定

着を抑制し主主地を維持していた。しかし，利用休止中に定着

したダケカンパは， 50cmを越え，少頭数で放牧再開されて

も，除去されなかった。その結果，生長している状態が現在

の写真である。これらの夕、ケカンパは 2009年には1.5mを越

え，放牧だけによる減少は期待できない。これは，出口・東

山 (2005)が当地で行った採食行動研究から推察した効巣と

同様である。

以上から，放牧は木本の侵入と幼樹の生長を抑制するた

め，再開時点の主主地面積を維持し，森林への遷移速度を遅く

することが明らかとなった。しかし，すでに木本化した場所

を草地に再生することは放牧だけでは困難であり，休止前の

草地状態に手写生するには，人為的に伐採し，その後の草地植

生の再生を牛に依存する方法が考えられる。

(2) 優占種

調査区は中央放牧区(草地中央部， 2003年，本格的な放牧

再間 3年呂から調査)，林縁禁牧区 (2003年の早春に外周牧

柵沿いの林縁を禁牧， 2004年，禁牧 2年目から調査)および

林縁放牧区(禁牧尽に隣接， 2006年，放牧再開 6年目から調

査)の 3つを設定した。それぞれの処理藍の 8月の維管束植

物の被度と京高から計算した拡張積算獲占度 (E-SDR2) に

よって検討した(東山ら 2010a)。
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図 5. チャマダラセセリ(吉田撮影 2004).

が増加した。林縁放牧医では，クマイチゴ，ニガナが増加し

た。林縁禁牧区では 7月以降開花する甑草型のウメパチソ

ウ， ヒメスイバなどが減少し 7月以蜂開花する長草型のダ

イコンソウ，ヤマオダマキ，ヨツノイヒヨドリ，エゾボウフウ，

ノコンギク， ユリ平ヰのマイヅルソウ， スズランがま首力目した。

放牧・禁牧両区で， タチツボスミレが増加した。すなわち，

放牧区では短草型が増加，林縁禁牧区では長草型車種が増加

すると考えられる。 Naito• Takahashi (2000)は，秋咲き草

本は春咲きと比較して，主主丈が高い穏が多いため，不食過繁

地のような家畜の撹乱が無い，または少ない場所に多いこと

を報告しており，安家森の禁牧区での植生動態を裏付けてい

る。

以上から，利用休止半自然、放牧草地において， I野の花Jの

穏数や量を増加させる目的で再生するためには，草地部分だ

けではなく，様々な環境，すなわち，林地や移行帯の確保な

どの考慮が必要であるO 放牧は，頭数や期間を変えることに

よって， このような環境を再生する方法として有効であると

考えられる。

(4) チョウ

安家森牧野では，放牧再開後，チョウは 5科 47種が確認さ

れた(吉田 2007)。この中には，環境雀のレッドワスト掲載穏

であるチャマダラセセリ(絶滅危僕 I類，図 5)，ホシチャパ

ネセセリ(絶滅危慎涯類)，スジグロチャパネセセリ(準絶滅

j官僚)の他，岩手県レッドデータリスト掲載種であるオオ

チャパネセセリ (Dランク)，へリグロチャパネセセワ (Dラ

ンク)，エルタテハ (Dランク)が含まれていた。チョウ類に

とっての環境判断基準の剖値(巣瀬 1998)は 109で，安家森

は「良好な林や草原のある環境jに分類された(吉田 2007)。

半自然準地は，草地性の種類が多く保全されており，放棄に

よって森林になるとそれらの種は生息できなくなり，種数が

減少すると考えられる。また，草地環境への依存が高いとさ

れているチャマダラセセリへの影響として，放牧は産卵に適

した場所を提供するが，幼虫の生存にはマイナスに影響する

可能性が示唆された(吉田 未発表)。

以上のように，放牧再開によって再生される半自然草地で

は，主主地性のチョウが保全されることが明らかとなった。し

かし，個々の種については，最適な放牧密度や時期が異なる

ことが示唆された。したがって，多数のチョウを保全するた

めには， I野の花J同様に，多様な環境を創出する放牧方法を

検討しなければならない。

おわりに

利用休止半自然草地で放牧再開することによって，

産と草地性生物相の再生を両立することは可能である。残さ

れた問題として，半自然草地の再生・保全を行う場合には，

その目的や優先/1国位，たとえば，シパ型景観，特定の生物種，

多様性，家寄生産，を明確にし，それに合わせた放牧方法を

選択することであり，そのための技術開発を行っていかなけ

ればならなし、

しかし，現状では，利用期間の短さや生産量の低さが，畜

産農家の半自然草地の放牧を妨げているため，なんらかの支

援が利用を推進するためには必要となる。たとえば，資産以

外から収入の不足分を補う方法が考えられる。大橋 (2004a)

は，来訪者調査から，仮想市場評価法によって，安家森牧野

への来訪者の 50%が支払って良いという金額は 1120刊であ

り，他の牧野を含めて全体の 91%が 300円なら支払っても

良いと答えたと報告し，方法としては公的負担が望ましいと

しつつも，侍らかの受益者負担の導入によって，ささやかで

はあっても牧野保全に貢献し保全活動を支えていく可能性が

あるという。また，前述したような生産コストの見直しにつ

いては，現状からの移行期の支援や補助金の配布方法を変換

するなどの政策支援が不可欠である。
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