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Synopsis 

Toshiya Saigusa， Yukiko Nishimichi (2013) : Fertilizer Recom-

mendation for Meadow Fescue (Festucαρfαtensis Huds.) 

Pasture for Intensive Grazing of Dairy Cows in the Eastern 

Part of Hokkaido. Jpn J Grassl Sd 58 : 241-248 

An application rate test was carried out to determine fer-

tilizer recommendation that is suitable for meadow fescue 

(Festucαρrαtensis Huds.) pasture in the eastern part of 

Hokkaido. One fertilizer recommendation was 72 kg N/ha， 96 

kg P 205/ha and 132 kg K20/ha for common pastures， and 

another was 45kg N/ha， 45kg P205/ha and 48kg K20/ha for 

timothy (Phleumρrαtense L.) pastures. Herbage intakes 

and nutrition contents of grasses and soils at 0-5 cm depths 

were investigated in 2005-2007 in mixed sown pastures of 

meadow fescue and white clover (Trifolium retens L.). 

Although an increase in fertilizer application rate resulted in 

greater herbage mass in 2005， it did not affect herbage intake 

in 2005-2007. Fertilizer recommendation for common pasture 

resulted in lower mineral quality of herbage and greater ac-

cumulation of phosphorus and potassium in the soil than those 

in the case of fertilizer recommendation for timothy pasture. 

Therefore， fertilizer recommendation for timothy pasture 

maintained the same herbage intake， better herbage quality 

and stable soil fertility with lower input than those for com阿

mon pasture. It was concluded that fertilizer recommenda-

tion for timothy pastures is appropriate for meadow fescue 

pastures without trimming with 39mg P20〆100g of available 

phosphorus and 29mg K20/100g of exchangeable potassium 

in soil at 0-5 cm depth. 

Key words : Dairy cow， Fertilizer recommendation， Festucα 

ρratensis， Hokkaido， Pasture， Phleum tretense. 

緒言

北海道における乳牛の集約放牧に関する研究は， 1990年

代から，気象条件の異なる道央・道南(須藤 2004)，道北(石

*連絡著者 (corr巴spondingauthor) : saigusa-toshiya@hro.or.jp 

田ら 1995)および道東地帯(小関ら 1995)でそれぞれ展開

されてきた。このうち道東は，冬季の気象条件が厳しく，集

約放牧に適したペレニアルライグラス (LoliumρerenneL.) 

の安定的な栽培が困難な地帯である。そこで，当地帯の採

草地における代表的イネ科牧草であるチモシー (Phleum

ρratense L.)を当面の基幹草種とする集約放牧技術が開発(小

関ら 1995)，普及されてきた。チモシーは越冬性や飼料品質

に優れるが，他草種との競合力に劣る(池田 2006)。このため，

放牧条件でチモシーを維持するための品種，利用草丈，喫食

草高等の条件が厳密に設定された(小関ら 1995)。

一方，これまで補助草種として混播されてきたメドウフェ

スク (FestucaρratensisHuds.)が放牧草地の新たな基幹草種

として見直され(須藤 2004)，越冬性の高い新品種「ハルサ

カエ」が開発された(高井ら 2001)。これにより，道東でも

メドウフェスクの導入法や生産性評価の研究(牧野ら 2007; 

佐藤ら 2007)が実施された。その結果，放牧専用草地の基

幹草種をメドウフェスクとすることにより， 7月まではチモ

シーと同等の牧養力を確保できるとともに， 8月以降に必要

となる兼用草地の面積を縮減できることが示された。これに

伴い，放牧開始時の草丈や掃除刈りの方法等の技術が整備さ

れている(西道ら 2008)。本稿ではその一環として，メドウ

フェスク放牧草地の施肥適量を検討した。

従来の北海道施肥標準(北海道農政部 2002)において，道

東の放牧草地における年間の施肥適量は，火山性土に立地す

る標準的な肥沃度の草地に対し，マメ科牧草混生条件で，窒

素， リン酸，カリウムの}II買に，それぞれN. P205， KzOとし

て80，80， 120 kg/haと設定されている。

これに対し，集約放牧条件に対する施肥適量に関しては，

道北のペレニアルライグラス・シロクローパ (Trifolium

reρens L.)混播草地におけるマメ科牧草を維持するための窒

素施肥量として年間 30kg/ha(三木ら 1996)，道東のチモ

シー・シロクローパ混播草地(以下，チモシー放牧草地)に

おける窒素， リン酸，カリウムの年間施肥量として，いずれ

も40kg/ha(酒井ら 2004) と，従来の北海道施肥標準(北

海道農政部 2002) よりも明らかに少ない施肥量が推奨され

ている。
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前述した道東の集約放牧草地に対するメドウフェスクの導

入試験やメドウフェスク草地の生産性評価試験は，養分が制

限要因にならないよう，充分な施肥量を想定し，北海道施肥

標準(北海道農政部 2002) に準拠して実施された(牧野ら

2007 ;佐藤ら 2007)。いま，チモシーの集約放牧条件におけ

る施肥適量がこれより少ないことを考慮すると，同じ集約放

牧条件を対象とするメドウフェスク放牧草地の施肥適量につ

いても，節減が期待される。すなわち，メドウフェスク集約

放牧草地において，チモシー草地並みの少ない施肥量で，生

産性や飼料品質が低下しないことを確認できれば，肥料の節

減が可能となる。

そこで，本試験では道東のメドウフェスク・シロクローパ

混播放牧草地に対し，集約放牧条件で放牧草の利用性，牧草

と土壌の養分合量を調査することにより，チモシー集約放牧

草地なみの施肥適量(酒井ら 2004) を適用することの可否

について検討した。

材料と方法

1. 供試草地

供試草地は 2003年に更新したメドウフェスク(品種「ハ

ルサカエJ)・シロクローパ(品種「ソーニヤJ)混播草地1.9ha

である。更新翌年から放牧利用を行った。試験期間は利用

2-4年目となる 2005-2007年の 3年間である。この草地を 2005

年に 5牧区に仕切り，うち 2牧区を試験に供した。 1牧区の

面積は O.4haである。土壌は北海道の農耕地土壌分類(第2

次案)における黒色火山性土(北海道土壌分類委員会

1979) ，農耕地土壌分類第 3次案における普通黒ボク土(農

耕地土壌分類委員会 1995) に区分される。

2. 試験処理

試験処理の概要を表1に示す。処理区は少肥区と対照区と

した。少肥区の施肥量は，市販のバルクブレンド肥料銘柄の

中から，チモシー放牧草地の施肥適量(酒井ら 2004)に近似

する銘柄を選定し N，P205， K20の順にそれぞれ年間 45，

45， 48kg/haとした。マグネシウムの施肥量には，酒井ら

(2004)の提示が無い。上記肥料銘柄の保証成分では，当区

のマグネシウム施肥量は MgOとして年間 12kg/haであっ

た。施肥配分は，チモシー放牧草地(酒井ら 2003)に準拠し，

5月上旬と 7月下旬の年2回均等分施とした。

対照区の施肥量は，北海道施肥標準(北海道農政部 2002)

に準拠した市販のバルクブレンド肥料銘柄を用い， N， PZ05' 

K20， MgOの順に年間 72，96， 132， 30 kg/haとした。施肥

配分は，北海道施肥標準(北海道農政部 2002) に基づき， 5 

月上旬， 6月下旬および8月下旬の年3回均等分施とした。

3. 放牧条件

放牧条件の概要を表 lに示す。供試牛にはホルスタイン種

を用いた。また，放牧期間中の乳期は 2005年， 2006年，

2007年の順に，泌乳中後期，泌乳前中期，乾乳期であった。

これらの乳牛を l群として，少肥区と対照区各 0.4haを含む

本試験草地1.9haにおいて， 1臼1牧区の短期輪換方式によ

る昼夜放牧を実施した。放牧頭数は牧野ら (2007)に準じ， 7 

月まで 3.6頭Iha，以後 2.7頭Iha程度を想定し，輪換間隔を

7月中旬まで 10-12日，以後，終牧まで 14-24日とした。なお，

上記輪換間隔を維持するため 隣接する放牧草地 2.lhaおよ

び兼用草地 3.7haを適宜待機用牧区として利用した。

利用時の草丈は，メドウフェスクを基幹とする放牧草地に

推奨される 25-30cm(須藤 2004) を目安とし，秋には放牧

前の草量が現物で 200g/m2以下になった時点で終牧とした。

北海道の生産現場における集約放牧草地では， しばしば掃

除刈りが行われ，余剰草が牧区外に搬出される。これに対し，

少肥区の準拠するチモシー放牧草地の施肥適量(酒井ら 2004)

は，掃除刈りを実施しない条件で設定されている。そこで，

少肥区では，掃除刈りをできるだけ回避するため，各年次と

も第 l回目の輪換回次のみ，草丈 20cmで放牧した。西道ら

(2008) によれば，過繁茂となりやすいメドウフェスク放牧

草地においては，最初の輪換回次における短草利用が掃除刈

りの回避に有効とされており 本試験でもこれに従った。そ

表 l 試験処理と放牧条件.

試験処理 放牧条件2

z 処 年間施肥量1 (kg/ha) 放牧期間 放牧 掃除刈 供試牛3
回数

放牧(頭頭)数4理
区 範囲 日数 体重 日乳量

N P205 K20 MgO (月/日一月/日) (日) (回) (月/日)
区分 (kg) (kg) 

2005 少肥区 45 45 48 12 
6/1-10/6 127 

9 7/4 搾乳牛
602 22 16.0 

対照区 72 96 132 30 9 7/4 (泌乳中後期)

2006 少肥区 45 45 48 12 
5/24-9/22 121 

10 無 搾乳牛
579 26 13.6 (13-14) 

対照区 72 96 132 30 9 6/14 (泌乳前中期)

2007 少肥区 45 45 48 12 
5/25-10/6 134 

13 無
乾乳牛 714 11.9 (8可 14)

対照区 72 96 132 30 12 6/25 

l少肥区では， 5月上旬と 7月下旬の年 2回均等分施，対照区では， 5月上旬， 6月下旬および8月下旬の年 3田均等分施.

21日l牧区の短期輪換方式による昼夜放牧. 2005年と 2006年における 1日の放牧時間は，搾乳・移動時間を除く 17時間，

2007年は乾乳牛による全日放牧.

3いずれもホルスタイン稜，体重は放牧開始時の平均値， 日乳量は放牧期間中の平均値.

4放牧期間中に( )内に示した頭数の範闘で増減した
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の結果，少肥区の掃除刈りは，初年目のみ 1回の実施を要し

たが，翌年以降は不要となった。対照区の掃除刈りは毎年 l

回ずつ実施した。刈り払った牧草は，いずれも集草し搬出し

た。また， 2007年には搬出した草の全重量を測定した。

放牧期間中，供試牛には以下の飼料を併給した。 2005年

は粗飼料として， とうもろこしサイレージを 1頭 1日当たり

乾物で平均 2.5kg摂取させ，濃厚飼料は給与しなかった。

2006年は圧ぺんとうもろこし大豆粕，ビートパルプ等の

配合飼料1.7-10.0kgを，また， 2007年は圧ぺんとうもろこ

し平均 O.l5kgを，それぞれ乳期に応じて必要量摂取させ，

いずれの年次も粗飼料は給与しなかった。なお，固形塩と水

は自由摂取とした。

4. 調査方法

(1) 放牧草地の利用状況

放牧期間中，牛群が少肥区または対照区に入退牧した際，

以下の調査を実施した。放牧前に l牧区 5点ずつ 50cmx50

cm枠を用い，草種ごとの冠部被度と草丈を調査した。その後，

刈取り高さ 5cmで収穫し，生草重 (g/m
2
) を求めた。収穫

した 5点の試料を混合し，一部を 60"C48時間通風乾燥して

求めた値を乾物率とした。生草重に乾物率を乗じて放牧前の

草量 (gDM/m2)とした。放牧後も同様に残存する草量を求

め，両者の差を被食量 (gDM/m2)とした。これに牧区面積

を乗じ，放牧頭数で除して採食量 (kgDMI頭/日)としt.:.o

また，被食量を放牧前の草量で除して利用率とした。

(2) 放牧草の養分含量

放牧前の調査で得た乾物試料を粉砕し，分析に供試した。

粉砕試料を硫酸一過酸化水素法(水野・南 1980) で湿式分

解し，窒素はフローインジ、エクション法(中島 1987)，リンは

パナドモリブデン酸法(自給飼料利用研究会 2009)，カリウム

等のミネラルは原子吸光光度法(自給飼料利用研究会 2009)

によって測定した。粗タンパク質(以下， Cp)含量は，全窒

素含量に 6.25を乗じて求めた(自給飼料利用研究会 2009)。

(3) 土壌養分含量

放牧試験開始前の 2005年 5月には，株やふん塊が混入し

ないよう注意し供試草地1.9haの全体から 0-5cmの土壌

を合計 20点採取した。以後， 2005-2007年秋の放牧終了後，

少肥区と対照区からそれぞれ 20点ずつ同様に土壌を採取し

た。土壌は風乾し， 2mmのふるいを通して分析に供試した。

培養窒素は畑土擦の保温静置法に準じた(土壌環境分析法編

集委員会 1997)。すなわち，最大容水量の 60%の水分条件

で30
0

C，4週間培養した後， 10%塩化カリウム溶液によって

振とう抽出した無機態窒素を，フローインジ、エクション法で

測定した。有効態リン酸にはプレイ No.2法(土液比 1: 20， 

20
0

C) を用い，モリブデンブルー法で定量した(土壌環境分

析法編集委員会 1997)。交換性カリウム，カルシウムおよび

マグネシウムは 1M酢酸アンモニウム溶液で抽出し，原子

吸光光度法で測定した(土壌環境分析法編集委員会 1997)。

表 2. 施肥管理の違いがメドウフェスク放牧草地の利用状況に及ぼす影響l

項目 処理区 2∞5年 2006年 2007年
n=82 n=9 n=12 

放牧前のメドウフェスク 少肥区 26:t 5 23:t 5 28:t 6 

草丈 (cm) 対照区 33:t 10 23:t 5 26:t 7 

判定5 P<O.Ol ns ns 

放牧前の草量 (gDM/m2) 少肥区 106土29 98土22 110土25

A 対照区 142土50 96土39 109:t 36 

判定5 P<0.05 ns ns 

放牧前のシロクローパ 少肥区 15土 9 18土4 20:t 16 

冠部被度(%) 対照区 14:t16 15:t 8 12:t 7 

判定5 ns ns ns 

被食景3 (gDM/m2) 少肥区 43:t 10 45:t 9 47土 9

B 対照区 44:t 16 43:t 11 42土12

判定5 ns ns ns 

採食量4 (kgDMI頭/日) 少肥区 1l:t 3 13:t 2 15:t 2 

対照区 11:t 4 13:t 3 14土4

判定5 ns 日S ns 

利用率(%) 少肥区 41土 7 47:t 10 43:t 7 

B/A 対照区 33:t 11 50:t 14 40:t 10 

判定5 ns ns ns 

11輪換の平均値土標準偏差， 2n，対比較に用いた輪換回次の組数 (2005年は l回欠測)

3被食量=放牧前草萱 放牧後草量 4採食量=被食量×牧区面積一放牧頭数 5対応、のある t検定
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結果

1. 放牧草地の利用状況

放牧回数は， 2005-2007年の順に，少肥区で 9回， 10回，

13回の計 32回，対照区で 9回， 9回， 12回の計 30回であっ

た(表 1)。少肥区の放牧回数が対照区よりも多くなった理

由は， 1回目の利用草丈が20cmと低く，放牧開始日が早かっ

たことによる。

両処理区ともに放牧できた輪換回次 29回を対象に，年次

ごとに放牧前の草丈，草量，シロクローパ冠部被度， 1回当

たりの採食量，被食量および利用率の平均値を求め，対応の

ある t検定(応用統計ハンドブック編集委員会 1986)で比

較した結果を表2に示した。

放牧前の草丈および草量では， 2005年に少肥区が対照区

を有意に下回ったが(草丈， P<O，Ol;草量， P<0，05)， 2006 

年以降には有意差が認められず 同水準となった。少肥区に

おけるシロクローパの冠部被度は平均 15-20%，対照区では

12-15%であったが，いずれの年次も処理問差は認められな

かった。被食量は平均 42-47gDM/m2であり，いずれの年次

も処理問差は認められなかった。採食最は，サイレージを併

給した 2005年では平均 llkgDMI頭/日と少なく，体重の大

きな乾乳牛が放牧された 2007年では 14-15kgDMI頭/日と

多かったが，いずれの年次も処理問差は認められなかった。

利用率は平均 33-50%であり，いずれの年次も処理問差は認

められなかった。前述のように， 2005年の少肥区では，対照

区よりも少ない草量で同等の被食量を得たが，利用率の処理

問差は有意にならなかった。

上記の被食量に各牧区の輪換回数を乗じて得た年間の被食

量は， 2005-2007年の順に，少肥区でそれぞれ383，467， 608 

gDM/m2，対照区で 395，389， 505 gDM/m2であった。処理

と年次を要因とする 2元配置法で分散分析(応用統計ハンド

ブック編集委員会 1986) を行った結果，年次間差，処理問

差ともに有意ではなかった。

このように，少肥区の年間施肥量は対照区よりも低水準で、

あったにもかかわらず，被食量や採食量など放牧草の利用性

に係るいずれの項目も対照区に劣ることはなかった。

なお， 2007年の対照区において，掃除刈りによって搬出した

草量は 79gDM/m2で，直前の放牧後草量の 90%に相当した。

2， 放牧草の養分含量

前項同様，両処理区ともに放牧できた輪換回次 29回を対

象に，放牧前における養分含量の年間平均値を表3で比較し

た。

表 3， 施肥管理の違いがメドウフェスク放牧草地の放牧草養分合量に及ぼす影響1

(乾物中)

項目 処理区 2005年 2006年 2007年
n=82 n=9 n=12 

粗タンパク質 (Cp，%) 少肥区 17:t2 19土3 2l:t2 

対照区 18土4 22:t2 2l:t3 

判定3 ns ns ns 

リン (p，%) 少肥区 0.30土0，05 0.40:t 0.05 0，31:t 0，04 

対照区 0.26:t 0，06 0.41:t 0，02 0，33:t 0，04 

判定3 P<O，05 ns ns 

カリウム(K， %) 少肥区 3.2士0.2 3.1土0.3 3.3:t 0，6 

対照区 3.6:t 0.5 3.4:t 0.2 3.4:t 0.4 

判定3 ns P<0.05 ns 

マグネシウム (Mg，%) 少肥区 0.22士0.02 0.25:t 0.04 0.24:t 0.02 

対照区 0.22:t 0.03 0.24:t 0.01 0.23:t 0.02 

判定3 ns ns P<0.05 

カルシウム (Ca，%) 少肥区 0.56:t 0.05 0.51:t 0.05 0.54:t 0.06 

対照区 0.52:t 0.03 0.46:t 0.05 0.48:t 0.06 

判定3 ns ns P<0.05 

Ca/P上主 少肥区 1.9:t 0.3 1.3:t 0.2 1.7土0.3

対照区 2.1:t 0.5 1.1土0.1 1.5:t 0.2 

判定3 ns ns P<O.Ol 

K/(Ca + Mg)当量比 少肥区 1.8:t 0.2 1.8:t 0.2 1.8:t 0.3 

対照区 2.1:t 0.2 2.0:t 0.2 2.1 :t 0.3 

判定3 P<0.05 ns P<O.01 

11翰換の平均値±標準偏差， 2n，対比較に用いた輪換回次の組数 (2005年は l回欠測)

3対応のある t検定
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年間施肥量の少ない少肥区の CP含量は平均 17-21%. リ

ン(p)含量は 0.3-0.4%であり，いずれも 3年間対照区を有意

に下回ることはなかった。少肥区のカリウム (K)含量は平

均 3.l-3.3%であり.2006年に対照区より有意に低下した (P

<0.05)。少肥区のマグネシウム含量 (Mg)は平均 0.22-0.25%.

カルシウム (Ca)含量は 0.51-0.56%であり，いずれも 2007年

に対照区を有意に上回った (P<0.05)。少肥区の Ca/P比は

平均1.3-1.9であり. 2007年に対照区を有意に上回った (p<

0.01)。少肥区の K/(Ca+ Mg)当量比はいずれの年次も平均

1.8であり. 2005年 (P<0.05) と2007年 (P<O.Ol) に対照

区を有意に下回った。これを輪換回次ごとにみると. 3年間

計29回次のうち，グラステタニーの発生が懸念される 2.2(独

立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 2007) を超え

た輪換回次は，少肥区で2回，対照区で 10回認められた。

そこで，その危険性を図 1によって評価した。これは，オラ

ンダのミネラル委員会による提案 (Committeeon Mineral 

Nutrition 1973)に基づき，同委員会が牧草中の CP. カリウ

ム，マグネシウム含量から血清中マグネシウム濃度を推定す

るために設定した図に，表3の解析に用いた分析値を重ね合

わせたものである。少肥区における放牧草の CP. カリウム

およびマグネシウム含量の関係は，おおむね「安全に放牧で

きる」領域に分布したO 一方，対照区では一部に「補助飼料

併用で放牧できる」領域への分布が認められたものの. I補

助飼料なしではグラステタニーの危険あり」とされる領域に

分布することはなかった。

なお. 2007年の対照区において，掃除刈り直前の放牧前

における放牧草の窒素， リン，カリウム含量は N.P. Kと

してそれぞれ 2.5.0.3. 3.0%であった。

3. 土壌の化学性

処理開始前におけるか5cm土層の化学性は，土壌pH(HzO) 

6.3.培養窒素 (N)量 25mg/100g.有効態リン酸 (P205) 含

量 39mg/100 g.交換性カリウム (KzO)含量 29mg/100g.同

30 

。
0.1 0 0.15 0.20 0.25 

牧草体Mg含量(%)

図 l 施肥量の違いが放牧草のマグネシウム，粗タンパク質お

よぴカリウム含量に及ぼす影響

..少肥区 ;0.対照区 オランダミネラル栄養委員会

(1973)の血清中 Mg濃度推定図との対比

マグネシウム (MgO)含量 22mg/100g.同カルシウム (CaO)

含量 206mg/100gであった。少肥区の準拠するチモシー草

地に対する施肥適量の適用条件は，土壌中の有効態リン酸

20mg/100g以上，交換性カリウム 100kg/ha(0~5cm 土層)

程度である(酒井ら 2004)。本供試草地の有効態リン酸含量

は，上記適用条件を満たすとともに，土壌診断基準値 20-50

mg/100g (北海道農政部 2002)の範囲内にあった。また，

0-5cm層に含まれる交換性カリウム量は，仮比重 0.6により

88kg/haに相当し，上記適用条件に近かった。その他の化

学性はいずれも，北海道における草地土壌(維持管理時)の

黒色火山性土における土壌診断基準値(北海道農政部 2002)

の範囲内にあった。

次に，秋の終牧後における土壌の養分合量を，処理と年次

を要因とするこ元配置法(応用統計ハンドブック編集委員会

1986)で分析した。その結果，土壌pHには処理問差，年次

間差ともに認められなかった。培養窒素量の処置間差は明瞭

でなく，年次間差は有意であった (P<0.05)。他の養分は，

処理問差，年次間差ともに有意であった (P<0.05)。

そこで，処理前の土壌を含めて Tukey-Kramer法による

多重検定(永田・吉田 2007) を行い，その結果を図 2に示

した。

土壌pHは施肥処理にかかわらず， 3年間 6.3-6.4の水準を

維持した。少肥区の培養窒素量は. 2005年秋のみ，処理前

よりも有意に低い値を示した (P<0.05)。有効態リン酸含量

は年次とともに増大し，少肥区では 2007年に，対照区では

2005年秋に処理前との間に有意差を生じたが (P<0.05).同

一年次における処理問差は有意で、なかった。交換性カリウム

含量は，少肥区で3年間 25-30mg/100 gを維持したが，対

照区では増大傾向となり.3年自に処理問差および処理前と

の差が有意となった (P<0.05)。交換性マグネシウムとカル

シウム含量は年次とともに増大し，前者で 2005年，後者で

2006年に処理前との聞に有意差を生じたが (P<0.05).い

ずれの養分も同一年次における処理問差は認められなかっ

た。

考察

北海道東部の火山性土に立地する乳牛集約放牧条件におけ

るメドウフェスク・シロクローパ混播草地に対し，すでに提

示されているチモシー放牧草地の施肥適量(酒井ら 2004)

を適用することの可否を検討した。

1. 放牧草の利用性

本試験の 3年間を通じ，チモシー放牧草地の施肥適量(酒

井ら 2004)に準じた少肥区における面積当たりの被食量と l

頭当たりの採食量は，対照区と同等の水準を維持した(表 2)。

特に. 2005年の少肥区における草量は，対照区よりも有意

に少なかったにもかかわらず，被食量は同程度であった。こ

のことから，本試験の放牧条件では，施肥量の少ない少肥区

でも被食量が低下することはなく，少肥区の施肥量が被食量

を満たすために十分な量と考えられた。なお. 2005年の少

肥区における草量低下の一因として，後述するように，この

年に行われた掃除刈りによる窒素の搬出が考えられる。
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図 2. 施肥管理の遠いがメドウフェスク放牧草地におけるか5cm土壌の化学性に及ぼす影響.

..少肥区 :0.対照区 1.95%信頼区間 各区 20地点の平均値異種文字聞に危険率 5%水準で有意差あり

(Tukey-Kramer) . 

以上の結果，採食量，被食量，利用率など放牧草の利用性

からみたメドウフェスク・シロクローパ混播放牧草地におけ

る施肥適量としては，少肥区の施肥量を適用することが妥当

と考える。

2. 放牧草と土壌の養分含量

(1) 窒素

三校ら (2010)は掃除刈りを実施しないケンタッキーブルー

グラス・シロクローパ混播草地において短草利用の放牧試験

を行い，本試験の対照区と同等の施肥呈ーが放牧草の cp，硝

酸態窒素含量および土壌の培養窒素量を著しく増大させ，施

肥量の低減がそれらを速やかに改善することを指摘した。こ

のことから，窒素施肥量の過不足が明瞭であれば，放牧草と

土壌の養分含量はそれに反応するものと考えられる。

しかし本試験の対照区では，放牧草の cp含量と土壌の

培養窒素量に 3年間大きな変化が認められず，上記のような

窒素の蓄積を確認できなかった。この理由は，毎年の掃除刈

りによる窒素の搬出にあると推察する。 2007年の掃除刈り

によって搬出された草の量は 79gDM/m2であった。この草

の窒素含量を，掃除刈り直前の放牧前における放牧草の窒素

含量 2.5%で近似すると，周年の掃除刈りによる窒素の搬出

量は約 20kg/haと見積もることができる。この量は，対照

区と少肥区における年間皇室素施肥量の差 27kg/haに近い。

他の年次における窒素の搬出量も同程度であったと仮定する

と，対照区の窒素施肥量は，少肥区の窒素施肥量と掃除刈り

による窒素搬出量の合量に近い値であったと考えられる。

一方，少肥区における放牧草の cp含量および土壌の培養

窒素量では，上記の対照区との聞に 3年間を通じて有意な処

理問差を認めなかった。ただし，土壌の培養窒素量ーは 2005

年秋に一時的に低下した。この理由として， 2005年のみに

実施された掃除刈りによる窒素の持ち出しが考えられる。こ

のことから， 2005年以外，すなわち掃除刈りを実施しなかっ

た本試験の少肥区では，年間窒素施肥量に大きな過不足がな

かったものと思われる。

以上のことから，放牧草の cp含量と土壌の培養窒素量は，

掃除刈りを実施しない少肥区でも 掃除刈りを実施する対照

区でも同様に安定的に維持できると考えられる。この場合，

少ない施肥量で放牧草に必要な cp含量を確保し，土壌の窒

素肥沃度を維持できるのであれば，掃除刈りを実施しない放

牧管理の下，少肥区の窒素施肥量を適用することが望ましい。

(2) リン酸

少肥区における放牧草のリン含量は，いずれの年次も対照

区を下回ることはなかった(表 3)。この時，土壌の有効態

リン酸含量は，処理開始時に土壌診断基準値(北海道農政部

2002)の範囲内にあり，試験開始後，両区ともに増大した。

また，その程度は対照区でより顕著であった(図 1)。

北海道の採草地では，土壌の有効態リン酸含量が土壌診断

基準の範囲内にある場合，年間吸収量以上のリン酸施肥量が

推奨される(関口ら 1982)。その結果，有効態リン酸含量は

年数の経過に伴い漸増するので，それが基準値上限を超えた

時，減肥が推奨される(三枚ら 1990)。

採草地の場合と同様に考えると 本試験における少肥区の

リン酸施肥最は，放牧草に必要なリン含量を対照区と同様に

確保し，土壌の有効態リン酸含量を漸増させたので¥施肥適

量の条件を満たす十分な量といえる。
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(3) カリウム

チモシー放牧草地のカリウム施肥量は，採食量とマメ科牧

草混生割合を維持するため， 0-5cm土壌の交換性カリウム

(KzO)量が 100kg/ha程度の場合に， 40kg/haと設定されて

いる(酒井ら 2004)。本試験でも，チモシー放牧草地に準じた

少肥区の施肥量は，土壌の交換性カリウム含量が 29mgl

100g，すなわち 88kg/haの供試草地に対し，被食量，採食

量およびシロクローパの冠部被度を低下させることなく(表

2)，土壌の交換性カリウム含量を 3年間ほぼ一定に維持した

(図 1)。

これに対し，対照区では，土壌にカリウムが蓄積し(図 1)，

放牧草のカリウム含量も高まった(表 3)。疾病予防の観点

からは，放牧草のカリウム含量は低い方が望ましい(久根崎

ら1984;櫛ヲ|ら 1991ab)。

したがって，本草地におけるカリウムの施肥適量としては，

少肥区の水準が妥当と判断された。

(4) マグネシウムおよび‘カルシウム

少肥区では，対照区よりもマグネシウム施肥量が少なく，

カルシウムは施肥しなかったにもかかわらず，放牧草のマグ

ネシウムおよびカルシウム含量は対照区を上回った(表 3)。

この理由は，土壌中の交換性マグネシウムおよびカルシウム

含量に処理問差が認められなかったことから，放牧草の養分

吸収過程におけるカリウムとの括抗作用(原田 1985) が考

えられる。この結果，Ca/P比やミネラルバランスなどの放

牧草の飼料品質から見ても，本草地における施肥適量として

は，少肥区が適当と考えられた。

少肥区，対照区ともに，カルシウム無施肥条件で交換性カ

ルシウムが増大した(図 2)理由には，放牧家畜によるふん

尿還元が考えられ，今後の養分動態に関する検討が待たれる。

3. まとめ

北海道東部のメドウフェスク・シロクローパ混播草地で乳

牛を集約放牧する場合の施肥適量について，シロクローパ混

生割合，採食量，被食量，放牧草と土壌の養分含量の各観点

から検討した。その結果，有効態リン酸 (P205)含量 39mgl

100g，交換性カリウム (K20)含量 29mg/100g(仮比重 0.6)

の草地に対する施肥適量は，掃除刈りを実施しない条件で，

チモシー放牧草地の施肥適量(酒井ら 2004) に準拠した少

肥区の施肥量，すなわち， N， P205， K20の順にそれぞれ年

間 45，45， 48 kg/haが適切で、あった。

前述のように，本供試草地の処理前における土壌の化学性

は，チモシー放牧草地における施肥適量の適用条件(酒井ら

2004) に近かった。道東の集約放牧草地における施肥適量に

関し，メドウフェスクとチモシーの草種間差は見かけ上小さ

いといえる。その背景として，今後は養分吸収に関する草種

間差や，放牧草地における養分動態などの要因に関する検討

が必要と思われる。また，生産現場に対しては，上記適用条

件とは肥沃度の異なる草地に対する施肥量について検討し

土壌診断に基づく施肥対応技術を確立する必要がある。
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pra胞nsisHuds.lを基幹とする乳牛集約放牧草地に対する施肥適量

日草誌 58: 241-248， 

北海道東部の乳牛を集約放牧するメドウフェスク・シロクローバ

混播草地に対する施肥適量を明らかにするため，少肥区と対照区の

2施肥処理を比較した。少肥区の施肥量は，チモシー・シロクロー

バ混播放牧草地の施肥適量に準じ. N. P205. K20の順に 45.45. 

48kg/ha，対照区は北海道施肥標準に準じ.72， 96， 132 kg/haと

した。少肥区では放牧前の草量が対照区を下回ることがあったが，

採食量が対照区に劣ることはなかった。放牧草と土壌のリン酸とカ

リウム含量には，少肥区よりも対照区で蓄積傾向が明瞭であった。

また，放牧草の飼料品質から見ても，少肥区の優位性が高かった。

以上により，本試験で供試したメドウフェスク・シロクロ}バ混播

放牧草地(普通黒ボク土，有効態リン酸含量 39mg/100g，交換性カ

リウム 29mg/100g)の施肥適量としては，掃除刈りを実施しない条

件で，少肥区の施肥量が適切と結論した。

キーワード:施肥適量，チモシー，乳牛，北海道，放牧草地，メド
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