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中洞 正*.堀田麻祐子** 

3 土地の選定

土地の選定は事業開始での最も大きな要素である

が，優位な土地だけ選択できるわけはないので，ここ

では最低限の条件を示す。

傾斜度は緩慢な土地にこしたことはないが，一部分

で、斜度30度程の急傾斜があっても構わない。搾乳パー

ラーやプラント敷地は，可能な限り平地でなければな

らない。重機を使って平地にすることは可能であるが，

出来るだけ平地が多いに越したことはない。特にパー

ラー廻りのパドックは， 1 頭当たり 50~100 平方メー

トルは確保したい。積雪地帯や雨量の多い地域では，

パドックの泥寧化が問題になるので，狭し、パドックに

多頭数を置くことは避けたい。

越冬用サイレージを収穫する採草地も，車やトラク

タが入れる傾斜度が必要であるが，放牧地は 30度以

下であれば十分に放牧可能である。

主要道路からのアクセス，電気，水は絶対条件で

ある。主要道路からのアクセスは，可能なかぎり他人

の所有地を通らない方が無難である。どうしても他人

の所有地を通る場合でも，契約書などを取り交わして

おくべきである。

水は公共の水道が最も良いが，山地地帯ではそれを

望むのはほとんど不可能であるので，沢水，湧71<，

井戸水を利用することを前提にしなければならない。

沢水は上流に民家や田畑があると水質汚染が発生す

る可能性が大きい。また大雨なども水質汚染の原因と

なる。牛舎関係の水やウシの飲用水であれば，沢水で

も利用できないことはないが，乳製品製造のプラント

には沢水は利用できない。プラントの水は井戸水にし

たいので，予めボーリングをして水源と水量，水質を

確認したい。水質は地元保健所で検査してもらえる。

電気は既存配線から引き込まなければならないの

で，施設建設場所からの既存配線までの距離をはかり，

可能な限り既存配線に近い場所を選定したい。
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放牧地の草生産を考えれば，日射量の多い南向きが

有利である。特にシパ草地は好日性の植物であるため，

北向きの斜面と南向きのそれとは生産量に大きな差

が出る。

地目が山林であれば特段の規制はなく，誰でも土地

の取得は可能であるが，農地であれば農地法で農業者

でなければ取得できないので，地元法務局で前もって

地目を調べなければならない。もしその土地が農地で

あれば，地元の農業委員会に相談する。

4.牧柵の建設

①パドックの柵

パドックの柵には単管ノ号イプを使うとよい。既製品

の単管ノfイプは 4mなので，それを半分の 2mに切断

して 50cm程度の深さに埋め込み支柱とする。埋め込

む方法はパックホーで押し込むのが手っ取り早いが，

ランマーとし、う道具を使って人力で埋め込む方法も

ある。横棒となるパイプをジョイントやクランプを

使って支柱に固定する。支柱にラジェットやスパナを

使ってクランプの片側を固定して，クランプを聞いて

おけばクランフ。の上に横棒のパイプを乗せることが

でき，一人でも楽に組み立てることができるため，作

業性が非常によい。横棒はウシが飛び越えたり聞を抜

けたりしない高さおよび段数にする。上段の横棒は

1. 2m~ 1. 5m で 30~40cm の間隔で 3~4段程度が望ま

しし、。

単管ノ《イプの牧柵は，後に述べる有刺鉄線や電気牧

柵と比べ初期の設置費用が割高となるが，耐久性が高

くウシの脱柵の危険性が低い牧柵を作ることが可能

である。そのため広範囲の放牧地に設置するには向か

ないが，搾乳牛のパドックや飼槽や水飲み場を設置し

た集合場所に用いるのが得策である。

丸太で作る場合は，丸太の皮を剥ぎ防腐剤を塗ると

耐用年数が長くなる。特に支柱で土中に入る部分は防

腐剤を塗るか，その部分だけ火中に入れ黒く焦がすだ

けでも腐りにくくなる。支柱に適した樹木はクリの木

である。出来れば早めに伐採して皮をむき乾燥させて

0369-5247/13/¥'500/1論文/JCOPY



中洞 中洞式山地酪農 ・技術編 2 429 

おきたい。横木はまっすぐに伸びて丈夫な唐松が良い。

杉もまっすぐに伸ひ、ているため使いやすいが，腐食が

早く牧柵には適さない。

支柱に横木を結束するにはナマシ番線を「シノJと

いう道具を使って結束する。

②有刺鉄線

有刺鉄線は放牧地の牧柵としてよく利用されてい

る。物理柵としての効果は高いが，資材が重く扱いに

くいことから設置に労力がかかる。設置する際には，

まず作業道の工事が必要となる。車が通れる 3m程度

の幅の道を作ることができれば望ましい。車は通れな

くても牧柵の設置場所は，3~4m くらいの幅で下草を

刈り払っておく。このとき作業道の中心lこ刈った草が

集まらないように注意する。

次に支柱を立てる。支柱は約 4m間隔で，パックホー

やランマーを使って地面に打ち込む。そこに有刺鉄線

を張って釘や番線をフックにして留める。このとき

フックは下向きに取り付ける。特に積雪地帯では雪の

重みで有刺鉄線が切れてしまうことがあるが，フック

が下向きに付いていれば雪の重みで開いて線が落ち

るだけで切れることはない。線は 4段に張るとよい。

有刺鉄線は重いので 2人で並列に並んで運ぶ。また，

線は可能な限り強く張った方が良いが， 88し、支柱の
場合は後から張る線をあまり強く引くと先に張った

線が弛むので気を付けた方がよい。

さらに支柱と支柱の聞の線を広がらないように

するため，横の線同士を木の棒やワイヤーなどで

つなぐ。これを間柱という。

③電気牧柵

電気牧柵は有刺鉄線に比べて物理柵としての効果

は弱いが，触れると電気が流れるためウシが牧柵に近

寄らなくなり，心理柵としての効果が強い。また比較

的安価で設置や移動が容易という利点もある。

電気牧柵には用いる牧柵線によってポリエチレン

ワイヤーに細い針金を編みこんだポリワイヤータイ

プ(簡易線)と，太い金属線を用いた高張力鋼線(高

張線)の 2種類に分けられる。高張線は簡易線よりも

物理柵としての効果が高いが，コストや設置の労力の

面からも有刺鉄線と簡易線の特徴を併せ持った中間

的な位置づけの牧柵である。

電気牧柵を設置する際には，まず設置場所を約 2m

の幅で刈り払っておく。このとき刈り残しが牧柵にか

かると漏電の原因となるので注意する。次に設置場所

の外周に沿って 5~6m おきにポールを立てる。ゲート

となる場所や急なカーブ，コーナーや距離の長い場所

には，木柱やコーナー用のポールなど，必要に応じて

丈夫なものを用いる。また，牧柵が林の中を通る場合

は，立ち木に碍子を取り付けて利用しでもよい。

支柱を立てた後，電牝線を張る。線の間隔，段数は

地上から 50cm，90cm程度の 2段張りか，地上から

50cm， 80cm， 110cm程度の 3段張りが一般的である。

特に脱柵が心配な箇所は4段にすることもある。簡易

線の場合はあらかじめポールに専用のクリップを取

り付けておき，そこに線を引っ掛けながら張っていく

とよい。高張線の場合は繰り出し器を使って線を引っ

張っていき，巻取り式緊張具で締め付けることにより

比較的簡単に張ることができる。高張線を張った後に，

間柱として専用のバトンクリップを付けたポールを

5~6m 間隔で取り付ける。

電牝線を張り終えたらゲートを設置する。ステンレ

スワイヤーが編みこまれて伸縮性があり，ハンドソレが

ついているパンジーゲートを用いると開閉も容易で

ある。ゲートにも電気が通るように電牧線でつないで

おく。

最後に電源装置を接続する。電源装置には，家庭用

電源に接続するものやソーラーパネノレとバッテリー

がついているものなどがある。いずれも電源装置から

伸びている 2本のケーブルのうち，アースケーフツレを

地面に打ち込んだアースに接続し，通電ケーブルを電

牝線に接続する。さらに 2段や3段に電牧線を張って

いる場合は，すべての線に電気を流すために横線聞を

電牧線でつなぐ。

電気牧柵について注意すべきことは漏電である。下

草が伸びてきて線に触れたり，特に林地では小枝など

が引っかかることが多々ある。定期的に牧柵の外局の

見回りをして下草刈りを行い，電圧テスターを利用し

て電圧を確認することが必要である。

ランマー・碍子 ・クランプ・緊張器・ラジェット



430 畜産の研究第 67巻第4号 (201 3年)

5 水飲み場

牛飲馬食のごとくにウシは大量の水を飲む。水飲み

場は放牧地内では水量が少なければ沢水でもかまわ

ない。水量が多い河川がある場合は牛が入ると水質汚

染の原因にもなるので，河川を水飲み場として利用す

るのは極力避けたい。

放牧地内に何カ所か泥寧化を防ぐために基礎を

コンクリートで広めに作り，その上にコンクリート

製の U字溝などを乗せて水飲み場を作る。寒冷地で

冬場も利用する場合は，水を直接温める投げ込み式

ヒーターや配管の凍結防止用のコードヒータを付

けなければならないので，電源の確保も考慮する。

水飲み場の水道出口にボールタップと呼ばれる器

具を付けて，牛が吸飲して水量が少なくなると自動

的に給水され，満杯になると水が止まる仕組みにす

る。

6 .庇陰林

夏場の放牧地の暑さ対策として庇陰林を設けたい。

庇陰場所は風通しの良い高台に樹木を残し日陰を

作りたい。そこの近くに水飲み場があれば最適で

ある。風通しの悪いところには，いくら日陰があっ

て水があってもウシは集まらない。またウシが集中

するために糞尿も集中するが，ここは風通しが良い

ため泥寧化の心配はほとんどない。

庇陰林の選定は人間の判断とウシの判断が違う

場合があるので，庇陰林として残しておきたい場所を

放牧地内に数カ所伐採しないで残しておく。数年後に

ウシがその中の適地を選び庇陰林となる。

7 .避難林

避難林は庇陰林とは全く逆の条件が必要である。暴

風雪時の避難場所となる林を避難林という。当然風当

たりの少ない場所に，冬でも葉がある常緑樹で周辺を

囲みたい。出来れば可能な限り牛舎近くで平場が良い。

避難林の樹木は西南地方では常緑広葉樹で良いが，

北東地方では常緑広葉樹が少なく，特に東北北海道で

は全くないので針葉樹を利用する。

避難林が狭い面積だと泥寧化して糞尿の流失に繋

がったり樹木の枯死が発生する事も考えられるので

可能な限り広い面積で積雪の時は除雪出来るような

樹木の配列を考える必要がある。

8 開パドックの建設

牛舎周辺のウシのたまり場をパドックという。ここ

はウシの踏みつけによる泥寧化が激しくなるので，

コンクリートやアスフアルトを敷きたい。しかしそれ

らは高額になるので，ここで、は簡易なパドックの建設

方法を説明する。

パドックの中でも最も激しく泥寧化するところは，

搾乳パーラーへの出入り口や水飲み場，補食用の乾草

やサイレージを給与する草架付近である。その辺を中

心に重機で 40~50cm 程度の深さに士をとり，暗渠

パイプを並べ「岩ずり」とよばれる砕石場から出る

クズ砕石を入れ，その上に 80mm程度の大粒の砕石を

20~30cm の厚さに敷き，次にその上 40mm~30mm

程度の砕石を敷き，更に貝殻を 20cm程度の厚さに

敷く。また員殻が入手できないところでは細かい砕石

や真砂土(まさど)と呼ばれる花こう岩が風化した

砂状の土を敷いても良い。
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