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実用記事

北東北地域におけるフェストロリウム(X Festulolium Braunii)品種

「東北 1号」の耕作放棄水田跡地への導入適性

瞳野英子*・魚住 JIJ買・出口 新

東北農業研究センター (020-0198岩手県盛岡市下厨川赤平 4)
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Evaluation of Adaptability of Festulolium ( X Festulolium Braunii) (cv. Tohoku1) to 

Abandoned Paddy Fields in the Northeastern Area of Japan 

Eiko Touno*， Sunao Uozumi and Shin Deguchi 
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緒言

近年，我が国では耕作放棄地の増加が全国的な問題となっ

ているが，北東北地域もその例外ではなく，現在，青森県，岩

手県，秋田県の 3県合わせた販売農家所有の耕作放棄地は1.5

万haにも上っている(農林水産省大臣官房統計部 2013)。

耕作放棄地の活用方法として飼料生産への利活用が要望され

ているものの，北東北地域における耕作放棄地の約 50%は

水回転作地(農林水産省大臣官房統計部 2013)であり，土

壌水分が高く，泥浮化しやすいなど不良な環境条件にある場

合が多い。一方，東北地域の基幹草種はオーチヤードグラス

(Dacかlisglomerata 1.)であるが，この草種は耐湿性が低く

(的場ら 2001;米丸ら 2004，2007)，このような土地条件に

は適さない。また，水回転作作物として全国的に広く利用さ

れているイタリアンライグラス (Loliummultifiorum Lam.) 

は越冬性が弱く，寒冷積雪地である北東北での栽培が難しい。

このような現状をふまえ，東北農業研究センターでは，北東

北地域の耕作放棄地への導入を想定した採草利用向けフェス

トロリウム(X Festulolium Braunii)新品種「東北 l号」を

開発し， 2009年に品種登録出願を行い(米丸ら 2011)，2013 

年に種子販売が開始された。

著者らは「東北 l号」の種子販売の開始に先立ち，北東北

地域における栽培・飼料栄養特性について 3年間の連続した

調査を行い，最大栄養収量を得るための最適刈取り体系およ

びこの体系における永続性を明らかにした(燈野ら 2012)。

しかし「東北 l号」の導入が想定される水田耕作放棄地に

おける実規模で、の栽培試験は行っておらず，生産現場へ導入

*連絡著者 (correspondingauthor) : etouno@affrc.go.jp 

した場合の生産性や問題点の検討は十分に行っていなし、。そ

こで本研究では，実際に耕作放棄された農家所有の排水不良

な水田跡地に「東北 l号Jを実規模栽培することにより，排

水不良地への導入適性を評価する(実規模栽培試験)ととも

に，水回跡地の一部を用いて，既存牧草との収量性の比較を

行った(プロット試験)。

材料と方法

1. 供試品種，草地の造成・施肥管理および気象条件

試験は岩手県岩手郡雫石町御明神小赤沢(標高 257m) に

ある繁殖農家所有の耕作放棄水田跡地(灰色低地土)で、行っ

た。この農家では，長年水回転換畑のみを使用して牧草サイ

レージを生産していたが，供試圃場は，何度かオーチヤード

グラスを播種したものの，湿害により定着しないため，採草

することなく放置していた圃場である。試験開始時には，イ

グサ (Juncuseffuses var. decψens.)やスゲ類 (Carexspp.)な

どの湿性植物が優占する状態で かつて播種したオーチヤー

ドグラスは全く現存していなかった。この圃場において，ま

ず， 2007年 8月に全30aを2分割(各 15a)し，無処理の排水

不良区とサブソイラー処理をした排水良好区を設けた。この

処理により，排水良好区では排水不良区に比べ，降雨後の地

下水位の顕著な上昇がみられなくなった。実際の 2007年播

種後(秋季および翌春)における水田跡地の地下水位を見てみ

ると，排水不良区で、は降雨後，地下水位が地表面付近まで上

昇する状況が 10日間以上続いた期間においても，排水良好

区の地下水位は地表面から 15cm以下で推移するようになっ

た(図 1)。施肥は 2007年7月下旬に土壌改良資材として苦

大要は 2013年度日本草地学会山形大会 (2013年3月)において発表。
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図 I 耕作放棄水田跡地の水位変化.

土石灰 300kg/lOa，過リン酸石灰 120kg/10a， ょうリン 100

kg/10aを， 8月下旬に基肥として化成肥料 (14-18-14)を60

kg/10a (N， P20S， K20がそれぞれ 8.4kg/lOa， 10.8 kg/lOa， 

8.4 kg/10a)施肥した。追肥は早春時に化成肥料 (20-10-10)

を40kg/10a(N， P20S， K20がそれぞれ 8kg/10a， 4 kg/10a， 

4kg/lOa)， 1番草の刈取り後に 30kg/lOa(N， P20S， KzOが

それぞれ 6kg/lOa， 3 kg/lOa， 3 kg/lOa)および2番草の刈

取り後に 20kg/10a(N， PzOs， KzOがそれぞ、れ 4kg/lOa，

2 kg/lOa， 2 kg/lOa)施用した。

なお，実証試験を行った雫石町のアメダスに基づく 2007-

2008年の気象データは年平均気温 9.9"C (最高気温 33.8"C， 

最低気温 -13.6"C)および2年間の年間降水量の平均値は

1，412mmであった。

2. 試験 1:プロット試験

プロット試験における供試草種 ・品種はフェストロリウム

品種「東北 l号J.オーチヤードグラス品種「オカミドリJ.

イタリアンライグラス品種「エース」とした。試験は，前述

した排水不良区と排水良好区のそれぞれ一部，約 1aを用い

て実施した。l区画面積は 4m2(2x2m) とし，排水不良区，

排水良好区のそれぞれにおいて上記草種を無作為に 3反復で

配置した。播種は 2007年 8月24日に行い，3kg/lOaを散播

した。各草種とも播種翌年の I番草における乾物収量を調査

した。刈取り調査は試験区中央の地上部 1mzについて実施

した。刈取り高は地際から 5cmとし，新鮮重を秤量した後，

サンプル約 500gを縮分・採取し， 60"Cで 48時間通風乾燥

して乾物率と乾物収量を求めた。

3. 試験n:実規模栽培試験

試験 Iで用いた残りの水田跡地(排水不良区と排水良好区

各 14a)に「東北 l号J(3kg/lOa)を2007年 8月 24日に単播

した。1番草を穂揃い期である 2008年 6月8日に， 2番草を

8月6日に， 3番草を 9月24日にディスクモアとロールベー

ラを用いて収穫しロールベール重量を測定することにより

実新鮮物収量を求めた。また各処理区の平均的な 5地点(l

x 1m)において，番草毎に地際から 5cmの高さで刈取り，

60"Cで 48時間通風乾燥して乾物率を求め，10a当たりの実

乾物収量を算出した。さらに，この実乾物収量と後述の推定

式によって得られた可消化養分総量 (TDN)含量から TDN

収量を算出した。なお，新鮮草の乾物率測定に使用した乾燥

サンプルは， 1mmメッシュを装着した粉砕機(SKl，レッチェ

社， ドイツ)で粉砕後，飼料成分の分析用試料とした。

乾物 (DM) と粗タンパク質 (CP)は，常法(自給飼料利

用研究会 2009) により測定した。試料有機物中の総繊維画

分である細胞壁物質 (OCW，organic cell wall)を酵素分析

法 (Abeら1979) によって測定した。さらに OCWは高消

化性繊維画分 (Oa，organic a fraction in cell wall)と低消

化性繊維画分 (Ob，organic b fraction in c巴11wall)に分画

した。TDN含量は以下の推定式から求めた(自給飼料利用

研究会 2009)。

TDN = 54.18 + 0.287 x (OCC + Oa) -0.183 x Ob 

4. 統計処理

試験 Iにおける統計処理は StatcelQC for Excel 97/981 

2000 (柳井 2000)の統計パッケージを用い，分散分析を行っ

た。分散分析が有意だった場合に， Tukey法にて処理区間

の多重検定を行った。
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結 果

1. プロッ卜試験

図 2にプロット試験における各草種の l番草乾物収量を示

した。排水良好区では， ["東北 l号J，イタリアンライグラス，

オーチヤードグラスの}II買に収量が低くなったものの， ["東北

l号jとイタリアンライグラス間，イタリアンライグラスと

オーチヤードグラス間には有意差がなかった。一方，排水不

良区では，["東北 l号」とイタリアンライグラス聞の収量に

有意差はなかったものの，オーチヤードグラスはこれら 2草

種より著しく低かった。また， ["東北 l号Jの収量は排水良

好区と排水不良区で変わらなかったのに対し，オーチヤ ード

グラスでは排水良好区の 445kg/lOaに対し，排水不良区で

は 180kg/lOaとなり，排水良好区の約 40%にとどまった。

2， 実規模栽培試験

図3に実規模栽培試験における「東北 l号」の利用 l年目

実乾物収量および TDN収量を示した。排水不良区，排水良

好区のいずれにおいても，乾物収量と TDN収量は l番草が

最も多く ，3番草は著しく少なくなった。排水不良区におけ
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図 2 排水状態の異なる耕作放棄水田跡地における I番草乾物

収量 (試験 I プロット試験)。

OG:オーチヤードグラス「オカミドリ J，IRG イタリ

アンライグラス「エースJ，TK-1フェストロ リウ ム「東

北 l号」 各処理区の異符号聞に有意差有り (p< 0.05) 
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る 1番草の乾物収量 (847kg/10a)は全体の約 68%を占めた。

年間乾物収量は排水良好区 (977kg/10a) より排水不良区

(1，252 kg/lOa)で高く，その結果年間 TDN収量においても

排水良好区 (558kg/lOa)より 排水不良区 (758kg/10a) で

高くなった。

表 lに各番草における「東北 l号」の飼料成分を示した。

CP含量は 1，3番草において排水不良区で、高い傾向を示し

たが， 2番草においては排水不良の影響を受けなかった。繊

維成分はいずれの番草においても排水不良区で高い傾向に

あった。特に Obにおいて，その差が顕著であった。その結

果，TDN含量も排水不良区で、低い傾向を示した。

考 察

本試験に供試した耕作放棄水田跡地は，所有農家がオー

チヤードグラスの導入を繰り返し試みたにもかかわらず，定

着することなく放棄に至った圃場である。この水田跡地での

オーチヤードグラスの導入がきわめて困難なことは，排水不

良区の地下水位の高さ(図 1)と，オーチヤ ードグラ スの排

水不良区における収量性の低さ(試験 1，図 2)から明確に
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図 3. 排水状態の異なる耕作放棄水田における

「東北 l号」の実乾物収量およびTDN収量

(試験E 実規模栽培試験)

表 1. 排水状態の異なる耕作放棄水田における「東北 l号」の飼料成分 (試験E 実規模栽培試験)

(96DM) Cpl OCw2 Oa3 Ob4 TDN5 

I番草

排水良好区 9.7:t 0.1 60.5:t 0.7 18.8:t 0.5 41.7:t 0.3 60.6:t 0.1 

排水不良区 10.4土0.1 62.5:t 0.9 18.2土0.5 44.3:t 0.5 59.0:t 0.3 

2番草

排水良好区 l1.8:t 0.2 67.0:t 0.6 9.6:t 0.5 57.4:t 1.1 52.5:t 0.5 

排水不良区 l1.2:t 0.6 69.3:t 0.2 7.0土0.6 62.3:t 0.6 50.6:t 0.4 

3番草

排水良好区 6.5:t 0.4 63.6:t 0.8 10.3:t 0.8 53.3:t 1.2 55.5:t 0.4 

排水不良区 7.1 :t 0.3 64.5:t 0.3 8.3:t 0.7 56.2:t 0.4 54.4:t 0.2 

平均値±標準誤差 (n=5).1粗タンパク質 2細胞壁物質 3高消化性繊維画分 4低消化性繊維函分.

5可消化養分総量
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裏付けられる。

イタリアンライグラスやフェストロリウムの耐湿性の強さ

は，有門 (1964)，笠原ら (1990)，魚住・清水 (1994)，米

丸ら (2004) などにより既に示されているが，いずれもポッ

トもしくは小容器における生育反応に基づくもので，収量性

などを実際の生産現場で評価した報告は見られない。試験 I

においては，オーチヤードグラスの作付けが困難な過湿水田

跡地においても，イタリアンライグラスは正常に生育できる

こと，およびフェストロリウム「東北 l号」の耐湿性はイタ

リアンライグラスと同等で、あることを，生産現場における再

現データとして示すことができた。また試験Eにおいては，

このような圏場でも「東北 1号」を導入すれば，年間で 1，200

kg/lOa以上の乾物収量と 758kg/10aのTDN収量が得られ

ることを，実用機を用いた栽培・調製作業の下で確認するこ

とができた。北東北地域におけるオーチヤードグラスの標準

的な年間乾物収量は， 1，000-1，100 kg/10aである(杉田ら

1995 ;荒川ら 2006)。上記の試験Eの「東北 l号」の収量性

はこれらと比較して大きな遜色はなく，オーチヤードグラス

の導入が困難な水田跡地での結果であることを併せ見ると，

「東北 l号」の排水不良地における収量性は十分に実用に耐

える水準にあるといえよう。

試験Eにおいては， 1番草が年間乾物収量の 68%を占めて

おり，この値は排水良好区の 57%や，峰野ら (2012) が既

報で示した畑条件下における「東北 l号」の 1番草の割合で

ある 58%と比べて著しく高い。この要因は明らかではない

が，排水不良区ではトラクタの踏圧による植生の劣化が多く

観察されたことから，このことが2香草以降の実収量を低下

させたものと推察される。このようなことから「東北 l号」

の導入にあたっては，湿害による収量低下よりも過湿地が有

する地耐力の低下の方が制限要因になる可能性があると考え

られる。

また，試験Eにおいては排水不良区の乾物収量が排水良好

区を上回った。圏場を 2分して処理区を設定したため，単純

に地力の違いが反映された可能性もあるが，耐湿性のきわめ

て強い作物では，湛水状態の方が収量性が高くなるという結

果はこれまでも多く示されている(有門 1964;正岡ら 1987; 

笠原ら 1990;魚住・清水 1994;飛佐ら 1996)。また，試験

Iのイタリアンライグラスの乾物収量も，排水不良区の方が

高くなる傾向が見られた。これらを併せみると，多湿がスト

レスとならない作物においては，十分な水分の存在が養水分

を吸収するうえで有利に働く可能性もあると考えられる。

正岡ら(1987) は，過湿ストレスは植物体の老化を早め，

細胞壁比率を増やすと報告しており，本試験の排水不良区に

おける Obの増加は排水不良による過湿ストレスが要因と考

えられた。しかし同時に正岡ら (1987) は耐湿性に優れるも

のは細胞壁比率の増加程度が少ないとしており，試験 Iの結

果を考慮すると， r東北 1号」の過湿ストレスによる細胞壁

比率の増加程度は耐湿性の劣るオーチヤードグラス等と比べ

ると小さかったことが推察される。

まとめ

本試験の結果から， r東北 l号」は初期の定着および初期

生育が良く，播種翌年の利用 1年目からオーチヤードグラス

と同等の収量を得られ，排水不良条件にある耕作放棄水田跡

地にも十分導入できる品種であると考えられた。しかし排

水不良条件にある耕作放棄水田跡地での永続性に関しては，

本実証試験では調査していないため明らかではない。 l燈野ら

(2012)および米丸ら (2011)は畑条件下における「東北 l号」

の永続性は 3年程度であることを報告しているが，本試験の

2番草収穫時において，地耐力の低い排水不良区ではトラク

タの踏圧による植生の劣化が多く観察されたことから，排水

不良条件にある耕作放棄水回跡地での永続性は，畑条件下と

は異なる可能性がある。現在， r東北 1号jの現地での試作

が北東北地域の各地で開始されていることから，排水不良地

における「東北 l号」の永続性については，今後，これらの

結果をふまえて判断していく必要があろう。本報告が， r東
北 l号」の普及促進の一助となるとともに，同品種の普及に

よって，北東北地域に点在する排水不良な耕作放棄水田跡地

の有効利用が図られれば幸いである。
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