
耕作放棄地放牧と新規就農について 

 
九州大学大学院農学研究院 
（高原農業実験実習場） 
助教授 後 藤 貴 文 

はじめに 

 
昨年より大分県に地域住民７人の新規就農という形による「西高の農地を守

る放牧の会」（以後、放牧の会）が結成された。著者らが平成１３年より行って

きた耕作放棄地における放牧実証研究が一つの形になったものとしてうれしく

思う。 初の実験地で結成された「香々地町荒廃園等放牧技術研究協議会」か

ら始まった。実験地を増やすたびに地域の公民館で地権者に対してパワーポイ

ントを使った説明会を行い、研究主旨の理解を求めた。このような努力が実を

結び、著者らが放牧実験に使用した土地すべてが、実験終了後、もとの耕作放

棄地に戻らずに、一部が進化を続けていることもたいへんうれしく思う。これ

は、当然、著者だけの力ではなく、当時の大分県西高地方振興局農林振興普及

センターや地域住民の方々との出会いが生み出した一つの成果ともいえる。ま

だ、始まったばかりで、耕作放棄地を活用した放牧が真に定着するには数々の

難問を越えなければならないだろうが、とりあえず進み始めた。著者らの行っ

てきた少し粗放な“九州大学型周年放牧”あるいは“大分型放牧”について、

これまでの経緯をたどりながら事例として紹介したい。 
 
背景にあるもの：九州大学の耕作放棄地での放牧実証研究のモチベーション 

 近、“放牧”がかなり流行？になっている。そこで、種々の場所で、種々の

形で行われ始めているが、雑草の駆除や繁殖牛の下草刈り、子牛生産にとどま

っているように感じられる。九州では、放牧面積さえ確保できれば、周年放牧

による子牛生産は、十分に行うことができる。しかし、それだけでは放牧は単

なる流行で終わるだろう。子牛生産がまかなわれたとしても、肥育システムや

牛肉の格付けが今のような一律の基準ではどうしようもない。せめて日本の畜

産のシステムの一部を“草地畜産”にシフトしなければ、定着は難しい。つま

り、牛肉生産までを見回して、その営みの意味や多面的機能を考慮したシステ

ムとして経営可能なシステムとしての出口までを構築しなければならないとい

うことである。 

 著者が耕作放棄地での放牧実験を始めた背景には、次のようなものがある。

下記の述べることは、読者の皆さんもご存知と思うが、なぜ今放牧なのか？も
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う一度よく考えていただきたい。流行だからやるのか？放牧のノウハウも大事

であるが、放牧実践するにあたっての“哲学”が必要である。それがなければ

単なるパフォーマンスに終わってしまう。 
現在は、農産物でもビジネスを中心とした世の中で、生産物の品質や特徴が

議論される。しかし、牛肉生産においては無視するにはかなり深刻なシステム

上の問題や流通あるいはマーケット上の問題をかなり含んでいるように思う。

FAO の調査報告によると、世界でおよそ８億の人々が飢餓に苦しみ、毎年５０

０万の子供たちが餓死しているという。 世界の穀物生産量は年々減少してい

るという報告もある。このような世界の状況の中で、日本では、黒毛和牛が出

荷されるまでに１頭当たり５トンの穀物飼料を食べて、体脂肪４０％以上の肥

満牛になっている。何かおかしくはないだろうか。しかも、ほとんどの飼料用

穀物は輸入に頼っている。和牛肉と言っても、実は外国の飼料から生産される

と言えるかもしれない。またそこから排出される莫大な量の糞尿の処理に苦慮

している。近年、このように輸入飼料に過度に依存している日本の牛肉生産は

BSE(牛海綿状脳症)等の発生に見られる食の安全性に関する問題、集約的経営形

態から排出される大量の糞尿処理問題、それに関わる環境問題、集約的な飼養

形態における家畜福祉等の多くの問題を抱えている。このままでよいのか。 
ウシは本来“ヒトが消化できない粗い繊維質（通常の単胃動物では消化でき

ない繊維性の高い植物多糖資源）を分解し”、“草資源からタンパク質源として

の食肉やミルクを生産し”、それをヒトに供給するという重要な物資循環機能を

担った草食動物（反芻動物）である。この牛の機能を基盤として牛肉生産を再

考する時期に来ている。日本の４０％と先進国の中でも極めて低い食料自給率

を考えて、わが国の豊富な草資源を牛肉や牛乳というタンパク質に変換する牛

の飼養法を、新しい発想と技術で再構築する必要がある。 
現在、日本には放棄された多くの農地、草地ならびに草原がある。そこには

豊富な草資源がある。それらの土地は過去様々な食料を生産していた貴重な農

地であり、また人と営みと自然が調和し、貴重な植物や動物を守ってきた。そ

のような土地を農地として保全しておくことは食料自給率が４０％と低い日本

にとって、有事の備えとしても重要である。このような土地の草資源をまずは

フルに活用して、牛の放牧により農地保全や景観回復、鳥獣害対策を行いなが

ら、安全で良質な牛肉生産を行う基盤をつくる必要があると考える。著者は、

平成１３年より大分県竹田市久住町にある九州大学農学部附属農場・高原農業

実験実習場（以下、高原実習場）に勤務し、“未利用草資源を活用した牛肉生産

システムの再構築”を目指して研究を開始した。この地域は阿蘇くじゅう国立

公園内にあり、豊かな自然に囲まれた地域である。 
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耕作放棄地における放牧実証研究の開始 

高原実習場では、２つの研究の柱を立てた。一つの研究の柱は、草からの栄

養吸収に優れる和牛の体質制御法の構築であり、もう一つはそのような牛を、

耕作放棄地に放牧し、“未利用草資源を活用した牛肉生産システムの開発”に関

する研究である。前者は高原実習場で、“代謝生理的インプリンティング”とい

う概念を導入して研究中である。つまり、草でも“ほどほどの”霜降り肉にな

る体質づくりの研究である。後者は平成１３年より当時の大分県西高地方振興

局農林振興普及センターとの連携で、耕作放棄地、特にこの地域で問題となっ

ていたみかん園跡地での放牧実証研究を開始した。国東半島を主体とするこの

地域では、昭和４０年代以降に大規模なみかん園のパイロット事業が推進され

たが、安価な生産物輸入による近年の価格低迷や後継者の不足により、かなり

のみかん園が放棄され荒廃していた。当時の大分県畜産試験場での会議で、著

者は、何か地域に貢献したいと挨拶したところ、当時普及センターの主任普及

員であった重盛 進氏から、“どう地域に貢献するのか？ 国東半島には、荒地

がたくさんあるので、牛を貸してほしい”との打診を受けた。それから、著者

らは本格的に国東半島での放牧実証研究を開始した。この地域における研究に

関して、大分県の上記農林振興普及センターの歴代の所長のご協力に感謝した

い。特に、当時普及センターの主任普及員であった重盛 進 氏との出会いによ

り、放牧実験は大きく展開することができた。重盛 氏は、著者らの実験構想に

必要なみかん園跡地を地権者と交渉するなどして、次々とコーディネートして

くれた。重盛 氏のご尽力に、心より感謝する。 

 
図１．みかん園跡地での放牧風景（左：入牧直後、右：入牧約６カ月後） 

 
当初の目的は単純で、耕作放棄地の植生に何の手も加えずに、牛を周年放牧

した場合、牛はどのように行動し、植生はどのように変化するのか？というこ

とだった。この調査を通じて、放牧牛のストレスや体重変化、その他の周年放

牧管理法ならびに植生改善におけるタイミング等を明らかにしたかった。平成
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１３年に大分県香々地町の１．８ha のみかん園跡地にて３頭の牛の放牧実験を

開始した。おもにセイタカアワダチソウとクズが繁茂するジャングルのような

みかん園跡地の植生調査等を行った後、放牧を行い（図１）、入牧直後の７２時

間連続ならびにその後半年間に月に１度の２４時間行動調査や採血によるスト

レスホルモン等の調査を行った。このような耕作放棄地への導入後の経時的体

重調査や血液中のストレスホルモンのモニターにより放牧経験牛であれば、健

康を損なうことなく十分に生育できることが明らかとなった。 

 

        
  図２． 初の耕作放棄地放牧実験地において入牧完了時の関係者集合写真 
 

この放牧地は、その後３ha に拡大された。牛導入後の植生の詳細な調査では、

耕作放棄地にはイネ科、マメ科およびキク科草本など多様な植物が混在してい

た。それぞれの植物が季節ごとに交替しながら生長のピークをむかえるという

複雑な植物構成を示した。また、放牧牛の採食嗜好性もそれぞれの植物種によ

って異なり、選択的に採食される植物や採食されない植物があるが、存在する

植物の現存量が季節的に変化するために放牧牛の採食対象も流動的に変化して

いた。平成１４年に放牧強度の違いによる植生の変化を見るために４．５ha の
みかん園跡地で、放牧強度の異なる２つの実験地を設置して、それぞれ３頭ず

つの計６頭による放牧実験を開始した。さらに、平成１５年には、農林振興普

及センターの実証試験地ということで、２ha の耕作放棄地に２頭の放牧実証を

行った。同年、反復実験のためにさらに３ha のみかん園跡地に３頭の放牧実験

を行った。これらの放牧地を活用して、放牧による牛肉生産の予備試験も行っ

た。このようにして、この地域に１０．５ha の実験地を設置して、 大で１８

頭の九州大学の牛を運んで放牧実験を行った。これが粗放な“九州大学型周年

放牧” あるいは、現在の“大分型放牧”と言われる放牧形態の基盤となった。
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これらの放牧実験では、九州大学大学院農学研究院の増田泰久 教授、鹿児島大

学農学部の中西良孝 教授、宮崎大学農学部の平田昌彦 教授に調査法やデータ

の解析についてご教授いただいた。 
 
放牧の会結成への道のり 

これらの多くの放牧実験地は調査終了後、地権者の都合で、放牧をやめざる

を得なかったが、２カ所のみ地権者が自らの牛を購入し、引き継いでくれた。

それが、今回の“放牧の会”結成の種となっている。著者の勤務する高原実習

場は、大分県竹田市久住町にあり、そこから実験地となっていた国東半島まで

は、片道、車で約３時間のところにある。見回り等、頻繁に現地に行くことが

難しいので、一部の状況観察を普及センターの方だけでなく、調査時に知り合

いになっていた地域の方にお願いするようになった。一人は、黒松放牧場の地

権者の一人（Ａ氏）で、もう一人は詳しく後述するが、地権者のご子息（Ｃ氏）

で、居酒屋を経営する方に畑放牧場の管理を一部お願いした。これらの方はも

ちろん放牧の会のメンバーである。Ａ氏は農協の協力で、平成１６年度の新規

就農円滑化モデル事業により５頭の雌牛を市場より購入し、豊後高田市での耕

作放棄地放牧による畜産を行う本格的就農者第１号となった。これら５頭の牛

は、著者の牧場で８カ月間以上の放牧やスタンチオンを用いた餌付けトレーニ

ング、ならびに人工授精を行った後、耕作放棄地の放牧地に入った。 
重盛氏は、普及センターの実証展示として平成１５年４月に九州大学の２頭

の牛を芝場地区に２ha の耕作放棄地に放牧実証展示を行った。その後、地権者

のＢ氏が興味を持ち、放牧地を自ら４ｈａに拡大し、畜産に興味を抱き始めた。

そしてもちろん現在の放牧のメンバーとなっている。現在はサラリーマンであ

るが、将来は地域の耕作放棄地放牧畜産のリーダーとなり、牛肉生産まで、や

りたいと話されていた。 
九州大学の耕作放棄地での放牧実証研究により、放牧の有効性示されたので、

大分県農林水産センター畜産試験場では牛の貸し出し制度、いわゆるレンタカ

ウ制度をつくった。茶専業農家のＤ氏は、この制度により牛を借りて、自らの

もつ荒廃農地にて放牧を開始した。 
著者らは、これまで３～４年間、植生に何も手を加えずに雑草だけで周年放

牧実験を行ってきた。放牧牛は、春～秋にかけて太り、冬には痩せるが、これ

は自然の摂理と考えて放牧実験を行った。体重は、５０ｋｇ減少を下限とした。

もちろん月に一度、１週間かけて大学院生の林 恵介君を中心に行動調査や植

生調査、体重測定を行い詳細なデータは集めた。一見、荒っぽく見えるやり方

で、放牧実験を行ってきたが、これがよかった。もともと荒廃した土地、 低

の条件で牛を飼ってみて、この状況を示せるのは大学ならでは、荒業である。
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これを見ていた地権者の方々は、九州大学がこんなやり方で、牛を飼えるのな

ら自分たちでもできると考えてくれたのだ。このことは新規就農において意味

が大きい。また、都市圏から離れた郊外地域では、多くの人が子供時代や若い

頃に数頭の牛を自宅で飼養していた経験を持っている。牛に対する懐かしさや

目の前で再び見る牛のしぐさの癒し効果もある。そのようなことが、著者らの

放牧研究の様子と組み合わさって、地域住民の興味をそそり、管理の一部を担

うという体験に結びついていったように思う。 
具体的な放牧の会の結成には、重盛氏の後任の当時農林振興普及センター主

任普及員だった池上哲生氏との出会いが重要だった。当初、著者らは、このよ

うな放牧の支援システムとして、先端ＩＴ技術を用いた放牧管理システムの開

発のため、大分県との連携事業を強く要望した。池上氏はこの連携のための種々

の事業資金確保を模索したが、新しい年度に入っていたために、大分県側の事

業予算は確保できないということだった。しかし、その代りに池上氏は、違っ

た形の申請事業を見つけた。池上氏は、Ａ氏の友人で放牧地管理を一緒にやっ

ていたＥ氏と芝場実証展示放牧地を見て、放牧に興味をもったＦ氏、杉への鹿

の食害対策として森林内での放牧を希望するＧ氏を加えた形で、放牧の会の構

想を作り上げた。すなわち池上氏は地域住民を主体とする放牧の会の夢の構想

をもって、大分県の提案型地域産業支援事業（夢未来創造事業）に応募し、放

牧の会の結成の具体的なコーディネートを行うとともに、それに必要な事業費

を獲得させた。この事業は単年度のものであるが、地域住民の自由な発想によ

る農林水産業の具体的な提案を受け、地域住民の“夢”の実現と“未来”を支

援することを目的としている。事業内容は資材、設備等の購入整備だけでなく、

研修等の実施も行う。目に見える形で耕作放棄地放牧に関する新規就農が実現

したのは池上氏の企画力が大きい。池上氏は著者らの放牧実験に関連した方以

外の放牧の会のメンバーを発掘し、放牧の会の結成後は勉強会を精力的に支援

したのだ。 
著者らの 終目的はこのような土地を使っての牛肉生産である。調査の合間

にふらりと入った居酒屋のご主人は、著者らが放牧実験をしていたみかん園跡

地地権者のご子息だった。放牧の話をするうちに、そのご子息も放牧に興味を

抱いた。著者らも放牧牛の肉をご子息の居酒屋でテスト販売してもらえないか

依頼し、アンケートによる調査を行った。耕作放棄地で、もちろん雑草のみで、

４年間放牧した黒毛和牛の牛肉をステーキとしてテストメニューとして店に出

していただいたが、好評だった。また、このご子息の居酒屋がオープン５周年

記念ということで、イベントとして九州大学の耕作放棄地で放牧した４０カ月

齢の黒毛和種去勢牛の肉を購入してもらい、豊後高田市の河川敷で３００名近

いお客さんをよんで焼肉フェアを行った。アンケートをとったところ、これも
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好評だった。もちろん、このご子息は、現在放牧の会のメンバーであり、若手

のホープである（と著者は思っている）。居酒屋を営む傍ら、今年から 2 頭の牛

を購入して、本格的に耕作放棄地放牧を開始している。将来は、自らの育てた

安全・安心な放牧牛を店のメニューにしたいとも言われていた。 
 

表１. 西高の農地を守る放牧の会会員 

会員 飼養頭数 

略称（職業） 
年

齢 
Ｈ１７／４ Ｈ１８／３ 

希

望 

Ａ氏（サラリーマン） 56 5 5 6 

Ｂ氏（サラリーマン） 52 （２） 2 5 

Ｃ氏（自営業、飲食店） 32 （６） 2 5 

Ｄ氏（農業） 56 （３） 2 20 

E 氏（年金） 60 ー 2 5 

Ｆ氏（シルバー派遣人材） 60 ー 2 5 

Ｇ氏（サラリーマン） 56 ー 2 4 

７名  ５（１１） 17 52 

＊（）は九州大学または大分県農林水産研究センター畜産試験場所有牛 

（本資料は池上哲生氏作成）     

 

  
 図３．耕作放棄地で４年間放牧した黒毛和種繁殖雌牛の牛肉（左）。放牧の

会のメンバーの経営する居酒屋でテスト販売した牛肉。放牧の会のメンバーが

河川敷で行った放牧黒毛和牛肉のフェアの様子（右）。 
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耕作放棄地放牧を進化させる？ 

 これまでは、耕作放棄地に何の手も加えずに放牧を行ってきた。そこから、

牛、植生変化、季節、放牧強度等の相互関係が明らかとなってきた。今後、耕

作放棄地の放牧地の植生を改善していく も省力で、効率的な方法を模索して

いく予定である。すなわち、“どのタイミング”で“何をすれば”、 も“楽に”

植生改善できるかを明らかにしたい。 

現在、放牧の会のメンバーの放牧地で、 も広い５ha の放牧地には、web カ
メラによる IT 放牧管理システムを開発中で、初期ユニットは完成している。web
カメラとはインターネットで使用できるカメラのことである。これは九州大学

当実習場では耕作放棄地放牧を行う牛には必ず、餌付けトレーニングを行うが、

この牛の行動特性をコンピューターで管理して、管理者の日々の労力を省力化

するとともに安全管理を強化しようというものである。現在、九州大学知的財

産本部、NTT グループ、パナソニックコミュニケーションズならびに MSK 農

業機械と協力して、自宅のコンピューターから放牧地を見るだけでなく、コン

ピューター上で、現地の牛を呼び集め、現地の自動給餌機から餌を与えて、餌

付けし、その模様を web カメラで観察するというシステムを構築した。これに

より、天候不良や、都合で放牧牛を管理に行けないときに自宅から放牧牛を観

察、すなわち頭数確認や大まかな健康状態を観察することができる。今後は、

電気牧柵の電圧モニタリングや、牛体の体温センサーなどを活用した発情チェ

ック等のシステムとリンクさせることにより、より有効な遠隔放牧管理システ

ムとしたい。このシステムは、放牧管理の無人化を目指すのではなく、耕作放 
棄地、特に中山間地域の耕作放棄地放牧における日々の管理の省力化あるいは

支援を目指している。また、インターネットが使える環境があれば、世界中ど

こからでも自分の牛を観察することができる。海外旅行に行っても、自分の牛

が観察できるし、遠くにいる友人にもチェックしてもらうことができる。実際、

地権者の方は、現在自宅インターネットで、午前中、放牧地に行く前や、ある

いは放牧地内に設置した分娩牛舎にもカメラを設置して、毎日観察している。 
 
日本には莫大な植物資源がある。その資源を草食獣である牛に牛肉やミルク

といったタンパク質に変換させれば、わが国の食料自給を支える重要なシステ

ムと成り得る。そのためには、行政機関や大学は、植物資源をタンパク質に変

える畜産システム、これは繁殖経営というだけでは不完全であり、牛肉生産と

いう出口まで、全体を通して考え経営のできるシステムまで考えなければ、後

継者の育成も難しいだろう。放牧は、多面的機能を持っている。このことは環

境保全や景観保全等の意味をもち、若い世代の職業としてのやりがいをも喚起

 - 37 -



する。また、放牧主体の畜産システムは、省力的で楽なので、団塊の世代の活

用も考慮できる。 
今、日本の農業は苦境に立っているが、もう一度農業の原点に帰って、そこ

に新しい発想と技術を盛り込むと農業は面白なる。今後、わが国の草資源を活

用した安全・安心な畜産システムを展開するために導入できる新しい発想や技

術は、かなりあると思われる。やりがいと誇りを持てる新しい畜産システムを

構築し、現在の農家の方だけでなく、団塊の世代や若者の新規就農者を増やし、

おもしろい畜産システムの開発を目指したいものである。これから、この“放

牧”を強力に推進していくためには、まず都道府県、国の研究機関と行政機関

に行政的な束縛のない自由に業務の行える部署を設置して、大学ならびに民間

と協力してそれぞれの機関の壁を乗り越えて、新しい畜産システムを創造して

行くことが必要不可欠と思う。またそれぞれの機関にそれを目指すという強い

意志が必要であろう。現在、放牧の会では、この事業の支援のために、九州大

学も含めた関係機関で「西高放牧推進ネットワーク協議会」を設置している。

九州大学や畜産試験場、家畜保健衛生所、（社）日本草地畜産種子協会飼料作物

研究所の放牧アドバイザーなどを講師とした勉強会や研修を行っている。 
 
この放牧実証試験に当たり、ご協力くださった大分県の元西高地方振興局農

林振興普及センターの方々、衛藤哲次 技術専門職員をはじめとする九州大学

当実習場のメンバーに、心より御礼申し上げたい。 
 
九州大学高原農業実験実習場の放牧経験の豊富な牛を放牧の会の方に数頭払

い下げた。今日も元気に耕作放棄地を走り回っている。著者らの思いを担い、“放

牧の会”を現地で牽引してほしいと願う。 
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C氏経営

哺乳ロボット

哺乳ロボット

Ａ 氏

Ｂ 氏

Ｃ 氏

Ｇ 氏

Ｅ 氏

Ｆ 氏

Ａ 氏

Ｄ 氏

（＊池上哲生氏作成の構想図を個人情報関連で後藤貴文が一部変更）



九州大学における研究基盤
放牧実証研究

興味

体験

実 践

夢

自 信

畜産試験場
レンタカウ制度

普及センター
放牧展示

提案型地域農業振興事業

西高放牧ネットワーク構想

西高の農地を守る放牧の会

新
規
就
農
者
の
道
の
り

新規参入に向けたアプローチ

（＊池上哲生氏作成図の一部変更）

九州大学実験地
の一部管理



大分県 提案型地域産業支援事業（夢未来創造事業）と提案の内容

（前略）個人や集団等の自由な発想による農林水産業の生活活動等に関する具体的な
提案を受け、その提案を実現するため、・・・（中略） あと一歩の事業展開を支援するこ
とにより、提案者の夢の実現を図るとともに地域の未来を切り拓くことを目的とする。

１．放牧用繁殖牛の導入
２．放牧資材の設置
３．牧草の播種
４．貸出用電牧セットの整備
５．研修の実施

１．新規畜産農家の育成
２．鳥獣害の発生減少
３．放棄された農業用施設の再利用
４．農村景観の回復
５．中山間地域等直接支払制度等の活用による集落の活性化
６．耕作放棄地放牧開始農家の広がり
７．農家所得の向上

目 的

事業内容目的

期待される事業効果


