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Ｑ.45 良い草地とはどのような草地なのか教えて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解 説 

１．良い草地の診断の仕方 

 草地の診断方法について、収量性、土壌、牧草栄養から示します。なお、一般的な目標収量

や各地域の草地の収量、草種構成や土壌、牧草栄養の詳細な診断基準および調査法については、

「草地管理指標－草地の維持管理編－、日本草地畜産種子協会、平成18年」、「草地管理指標

－草地の土壌管理および施肥編－、日本草地畜産種子協会、平成19年」、「草地診断の手引き、

日本草地協会、平成8年」を参照して下さい。またこのQ&Aにある関連項目もご覧下さい。 

１）収量性からの診断 

牧草収量については、目標とする収量が得られているかどうか、この場合、適切な施肥して

いるかも考慮して判断します。施肥が少な過ぎるとどんなに牧草個体密度が多くても収量は低

くなります。また草種構成の善し悪しについては、播種したイネ科牧草、マメ科牧草の割合に

加えて、侵入している雑草の種類とその割合を見ます。イネ科牧草については、さらにチモシ

ーやオーチャードグラスのような長草型の牧草とケンタッキーブルーグラスのような短草型の

牧草に分け、両者の割合を把握します。短草型の草種は、採草利用には向きませんが、放牧利

用では十分利用できる草種です。したがって牧草収量や草種構成の善し悪しは、草地の利用（採

草か放牧かの利用形態、放牧では畜種など）に適しているか、不都合があるかを勘案して判断

します。 

２）土壌の状態からの診断 

牧草の生産性や雑草の侵入には、土壌条件が大きく関与しています。土壌の状態は、土壌の

Ａ.  一般的に良い草地（人工草地）とは、播種したときの牧草種・品種の構成割合が高

く、収量が多く、それを支えるための牧草個体密度が多く、裸地がなく、雑草の侵入がな

い草地と言えます。しかし、多少これらに問題があっても、実際に放牧や採草のために目

標（期待）とする牧草の収量とその飼料品質等が確保されれば、その草地は問題がなく、

問題のない草地といえます。また、個々の生産者の経営実態に応じて草地に対する目標

水準は異なるため、一口に良い草地といっても、それぞれの経営における良い草地の牧草

収量や植生などは異なることになります。要するに草地の外観だけで草地の善し悪しを判

断することはできません。 

したがって、自らの経営に必要以上の牧草収量や飼料品質を草地に求める必要はあり

ません。また、同じ経営内においても所有する草地に対して全て均一な管理、利用が出来

る訳ではありませんので、地形条件から作業性が良く、地力の高い所はより収量の多い草

地を目ざし、そうでない所は収量目標を下げ省力管理に合う草地づくりに心がけます。草

地更新は上述の目標とする採草量や放牧頭数に見合った牧草収量、質が本当に不足し、

予算的にも可能と判断された場合に実施します。以上のことを十分に理解した上で、以

下の項目をご覧下さい。 
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物理性と化学性について調べます。牧草の根は土壌表層に多く分布するので、化学性について

は表層から15cm程度について、土壌pHおよび各種の養分含量を測定します。なお、土壌の化学

性は、農業改良普及センターなどに分析を依頼すれば調査して貰えます。また、土壌の物理性

は、通気性や保水性の指標として、土壌硬度や孔隙率などを調べます。物理性については土壌

構造を破壊しない状態で測定する必要がありますので、近くの農業試験場などに相談して下さ

い。少なくとも、土壌ｐｈだけはチェックし、必要となる石灰を散布するようにします。 

３）牧草の栄養診断 

近年、周到な家畜飼養管理が求められるようになり、牧草についても栄養収量やミネラルバ

ランスなど品質が重視されます。牧草の栄養診断は、牧草の生育のために必要な養分が足りて

いるかどうかだけでなく、家畜の栄養上の問題がないかどうか、各種ミネラルが適正な範囲に

あるかどうかを診断することができます。特に硝酸態窒素およびカリウムの過剰は、牧草の生

育には影響がないが、家畜に有害であり、牧草乾物中の硝酸態窒素含有率を0.22%以下、カリウ

ム対カルシウム、マグネシュウム当量比(K/(Ca+Mg))を2.2以下にする必要があります。分析に

ついては、農業改良普及センターなどに相談して下さい。 

 

２．良い草地に向けた対策 

施肥量を増加させても目標収量を得られない場合や、雑草が多く侵入し、収穫物の飼料栄養

価が低くなり、新しい牧草種を導入したい場合には草地更新を実施します。その際には、繰り

返しになりますが、自らの経営における飼養頭数に必要な牧草量およびそれらから得られる飼

料栄養価、さらに収穫能力あるいは放牧頭数も考慮して、何時の時期にどれくらいの牧草収量

を確保する必要があるかなど、草地更新による改善目標を設定してから、草地更新を実施する

ことが重要です。また、何故、草地更新するような事態を招いたか、利用管理として採草や放

牧の時期は適切だったか、施肥管理として施用時期、施用量は適切だったかなど問題点とその

改善策を整理しておき、改善策は草地更新後の草地管理、放牧管理に取り込むことが重要です。

なお、草地更新の詳細は、上述の草地管理指標－草地の維持管理編－をご覧下さい。またこの

Q&Aにある草地更新に関する項目も参考にして下さい。 



85 

Ｑ.46 今年購入して余った牧草種子は来年使用できるのか教えて下さい。 

 

 

 

 

解 説 

１．牧草種子は時間が経つにつれ発芽率が低下していきます。発芽率の低下速度は、保存中

の湿度、温度によって変化しますが、温度より湿度が種子の寿命に大きく影響を与えます。 

 種子の保存は湿度よりも温度を下げることによって対応されていますが、これは湿度を下

げるよりも温度を下げることがコストが安くすむためです。 

下のグラフは種子の保存温度の違いが種子の発芽率に及ぼす影響を調査したものです。オ

ーチャードグラス、シロクローバ、イタリアンライグラス、ソルガムの発芽率について、種

子を収穫した年の発芽率を 100とし、発芽率低下の経年変化を示しました。 
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図 1. 保存状態が種子の発芽率に及ぼす影響 
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Ａ. 余った種子は廃棄し、新しく購入した種子を使用するのが良策です。 
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発芽率調査の条件

調査区 温度 湿度 保管方法 調査地点（長野県佐久市）の気象平年値

低温保存 5℃ 45%±5% 紙袋 ・平均気温 10.4 ℃

常温保存 常温 常湿 紙袋 ・夏期平均気温 20.6 ℃（6月～9月）

・降水量 　 921.8 mm/年

引用：家畜改良センター長野牧場（現茨城牧場長野支場） 平成10年度飼料作物種子関係調査成績
 

どの草種においても、常温保存した種子は低温保存した種子と比べて発芽率の低下が早ま

ります。またその変化の仕方も草種によって違いがあります。 

常温保存したオーチャードグラスやシロクローバの種子は、保存 1 年目から発芽率が急激

に低下し、オーチャードグラスでは 3年目の時点で 56%、7年目には 0%になりました。シロク

ローバにおいても 5 年目の時点で 40％を下回っていました。イタリアンライグラスやソルガ

ムでは保存開始後数年間は高い発芽率を維持していますが、やはり保存年数が経過するにつ

れて発芽率が低下しました。特にソルガムの発芽率低下は急激で、3年目の時点では 95%を維

持していたものが、5年目時点では 12%まで低下しました。オーチャードグラスとシロクロー

バでは、低温保存した場合でも徐々に発芽率が低下しましたが、11 年目の発芽率は常温保存

より明らかに高い数値でした。 

このように、性質は牧草の種類によって異なるものの、保存する温度を低く保つことが種

子の発芽率維持に非常に重要であることが分かります。 

牧草種子の貯蔵の場面においても、低温保

存が行われています。牧草種子の増殖・配布

を業務の一つとしている家畜改良センター

では、十勝（北海道）・長野・熊本の 3カ所

の牧場に種苗課を設け、牧草種子の原種子等

（注 1 を生産しています。各牧場が生産し

た牧草種子は不純物除去などの選別作業を

行った後に、気温 10℃～15℃に保たれた（湿

度は 50%程度）種子保管庫に保存します。こ

れによって、需要に応じて牧草種子の原種子

等を供給できる態勢を取っています。                          

２．低温低湿保存によって種子の長期保存が

可能となりますが、実際問題として種子保管

庫のような環境で低温保存できるケースは稀です。しかし、常温で保存すれば種子の発芽率

は低下しその価値を失ってしまいます。 

購入して余った種子を使用する場合は、事前に発芽試験を行い発芽の良否を確認して使用

する必要があります。余った種子を播いて、発芽が不良の場合は、耕起から播種までの燃料

費、労賃、肥料代が無駄になるばかりか、想定していた草が確保できなくなることも考えら

れます。 

種子代は、購入飼料代に比較してきわめて安価です。濃厚飼料を購入しないようによい草

を生産する、そのための種子、土壌改良資材等の生産資材代は惜しまないという頭の切り替

えが必要です。 

 

注 1 海外で行われる大規模種子増殖用のもと種子。品質や特性の基準を満たす必要がある。

原原種と原種の 2段階で増殖。 

写真 1種子庫の内部の光景 



87 

Ｑ.47 採草・放牧・兼用地に導入する草種・品種（マメ科を含む）の選定のポイントを教えて下

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

解 説 

牧草は、地域によって適草種が異なりますので、まず地域にあった草種を選択します(表１)。 

採草地では単播草地とすることもありますが、維持年限の延長、生育期間の調整や栄養バ

ランスから、イネ科とマメ科は必ず混播し、イネ科、マメ科のうち２種類以上の草品種を混

播することが一般的です。混播 草種の選定にあたっては、草地において生産の主体となる

基幹草種(優占種)と基幹草種の生産性や利用上の欠点を補う補助草種に分けて、草種の組み

合わせを考えます。基幹草種はオーチャードグラス等、草丈が高い直立型が多く(表２)、こ

Ａ. 地域に応じた適草種の中から、生産の主体となる基幹草種とほふく型の補助草種に分けて

草種を組み合わせます。採草地では草丈が高く直立多収の牧草品種を、放牧地では頻繁な採食

に対して再生力が強く密度が高い牧草品種を、兼用地では春季の多収性と再生力が高い牧草

品種を選択します。 

 

表１．年平均気温による地域区分と牧草の適草種

   草  種 年 平 均 気 温

6℃以下 6～10℃ 10～12℃ 12～14℃ 14～16℃ 16℃以上

チ モ シ 一 ◎ ○ △

オーチャードグラス ○ ◎ ◎ ○ △

トールフェスク ○ ○ ○ ◎ ○

メドウフェスク ◎ ○ △

ペレニアルライグラス △ ○ ○ △

イタリアンライグラス ○ ◎ ◎ ◎ △

ケンタッキーブルーグラス ○ ◎ ◎ ○ △

リードカナリーグラス ○ ○ ○ ○ △

アカクローバ ◎ ◎ ◎ ○ △

シロクローバ ◎ ◎ ◎ ○ △

アルファルファ ○ ◎ ◎ ◎ ○ △

センチピードグラス △ ○ ○ ○

バヒアグラス △ ○ ○

ローズグラス △ ○ ○

カラードギニアグラス △ ○ ○

ギニアグラス △ ○ ○

バーミューダグラス △ ○

ネピアグラス＊ △ ○

パンゴラグラス＊ △ ○

ジャイアントスターグラス* △ ○

注） ◎：最適  ○：適  △：やや適 ＊：無霧地帯の栽培が最適である。
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れにケンタッキーブルーグラスやシロクローバ等のほふく型の補助草種を組み合わせます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

採草地では、草丈が高く直立多収の草種品

種を選択します。収穫適期幅が長いほうが採

草作業上有利ですので、大規模草地では出穂

期の異なる草品種を計画的に配置するように

します。 

放牧地では、頻繁な採食に対して再生力が

強く密度が高い草品種を選択します。また嗜

好性や栄養価が高く、環境耐性や永続性があ

る品種を選択します。ペレニアルライグラス

の生育が可能な地域では、ペレニアルライグ

ラスとシロクローバの組み合わせが最高の牧

養力を発揮します。一般的に放牧地のマメ科

牧草はシロクローバが選択されます。 

兼用地では、春季の多収性と再生力が高い

草品種を選択します。採草地では、基幹牧草の株化が進んで牧草密度が低下し、逆に放牧

地では、ほふく型の補助牧草が優占する傾向があります。兼用利用することで、両者の欠

点を補うことができます。 

表２．採草地・放牧地の基幹草種 

地帯区分 利用目的 基幹草種 

８℃以下 採草 チモシー、オーチャードグラス、アルファルファ 

放牧 
チモシー、オーチャードグラス、メドウフェスク 

８－１２℃ 採草 チモシー、オーチャードグラス、アルファルファ 

放牧 オーチャードグラス、ペレニアルライグラス 

１２－１４℃ 採草 オーチャードグラス、トールフェスク、アルファ 

ルファ 

放牧 オーチャードグラス、トールフェスク 

１４－１６℃ 採草 トールフェスク、イタリアンライグラス 

放牧 トールフェスク 

１６℃以上 採草 ローズグラス、ギニアグラス、パンゴラグラス(ト 

ランスバーラ) 

放牧 バヒアグラス、ギニアグラス、パンゴラグラス(ト 

ランスバーラ)、スターグラス 
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Ｑ.48  乳用育成牛放牧地に適した草種と最適な放牧管理について教えてください。 

 

 

 

 

 

 

解 説 

１.高栄養草種が最適 

 乳用種育成牛が必要とする養分含量は TDN（可消

化養分草量）で 65-70％です。これを満たすにはペ

レニアルライグラスなどの寒地型イネ科牧草とシ

ロクローバの組み合わせが最適です。地域の気候に

適した永続性の高い草種を導入することが重要で

す。 

（１）ペレニアルライグラス 栄養価や家畜の嗜好

性に優れており放牧に適した草種ですが、耐乾・耐暑性に劣るため本州では高冷地や準高冷

地以外での安定的な利用が困難な場合が多いです。また、越冬性もあまり高くないので、北

海道東部など土壌が凍結する地域での栽培には向きません。 

（２）チモシー 暑さや干ばつには劣るので府県では東北北部や高冷地での利用が向いてい

ます。春の生産割合が高く、採草との兼用利用に適しますが、夏期以降の再生がよくないた

め、強い放牧をかけると衰退します。放牧には晩生品種が向いています。 

（３）メドウフェスク 土壌凍結地帯での放牧用草種としてペレニアルライグラスの代わり

に用います。採草利用を行うと牧草密度が大きく低下する欠点があり、兼用利用はあまりお

勧めできません。 

（４）オーチャードグラス 北海道から近畿中国の高冷地で利用でき、比較的永続性が高い

草種です。伸ばしすぎたり出穂すると家畜の利用性が大きく低下する欠点があります。 

（５）ケンタッキーブルーグラス 寒さに強く、北海道から中部の高冷地での栽培に適して

います。地下茎が発達しており、傾斜地や更新不適地での利用が適しています。強い放牧で

も永続性が非常に高く、季節生産性が平準なので放牧

地の維持管理を省力化できます。 

（６）シロクローバ 空気中の窒素を固定するので窒素

肥料の節減に有用であると同時に、イネ科で不足するミ

ネラルの補填や採食性を改善するのに役立ちます。イネ

科牧草と混播します。放牧には中葉型や小葉型品種を使

います。 

 

２．短草利用を心がける 

（１）放牧時の草丈は 20-30cmぐらいが目標 

Ａ.  地域に適した高栄養価草種を用います。栄養価の高い状態で利用するため、入牧時

の草丈は 20-30cmの短草利用を心がけます。短期輪換放牧して牧草を効率的に採食さ

せます。  
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 牧草は伸びすぎると栄養価が低下します（写真１）。そうなると、家畜の採食量も落ち、

増体は低下します。入牧時の草丈の目安は 20 から 30cm です。見た目の短さに不安になるか

もしれませんが、この程度が最適です。ペレニアルライグラスは 20cm、オーチャードグラス、

チモシーやメドウフェスクは 30cmに伸びたら放牧し、およそ 10cmぐらいまで食べさせます。

なお、短く食わせ込みすぎると可食草量が減少したり、雑草が増えたりします。 

 

（２）草を短く保つにはどうするか 

①春には草地の一部を採草する 

 寒地型牧草の生育が最も盛んになるのは春で（これをスプリングフラッシュといいます）、

採食量が草の生産に追いつかずに草が伸びがちになります。これを防ぐため、草地の一部

は春には放牧せずに採草し、採草後に放牧を始めます。この方法は採草作業に伴う機械作

業が可能な立地に向きます。 

②放牧頭数を変える 

 機械作業が困難な立地や条件では、スプリングフラッシュの頃まで放牧頭数を多くして

牧草を短く保ちます。その後、草の伸びが落ち着いた頃に放牧頭数を減らします。 

この場合、減らした放牧牛のための放牧地を別に準備する必要があります。 

③早期入牧、春施肥の抑制 

 放牧草が十分伸びてから放牧を開始すると、後に

入牧する牧区では草が伸びすぎてしまいます。春が

来て放牧地に牛が入れるようになったら、乾草など

併給飼料を与えながら放牧を始めます（写真２）。

また、早春の施肥を省くか減肥してもスプリングフ

ラッシュを軽減できます。 

④掃除刈り 

 放牧開始が遅れたりして草が伸びすぎた場合は栄

養価が低下するだけでなく採食性も悪化するので、

掃除刈りする必要があります。 

 

３．短期輪換放牧で効率的に食べさせる 

 牛は同じ地点を繰り返し食べる性質があります。一つの牧区に長期間滞在すると、牧区の

中での草丈のばらつきが大きくなり、伸びた部分が踏み倒されたりして無駄が増えるととも

に再生が悪くなったりします。牧草を栄養価の高い状態で効率的に採食させるためには、牧

区を細かく区切り頻繁に転牧します。電気牧柵を利用すればラクに管理できます。 
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Ｑ.49  肉用繁殖牛放牧地に適した草種と最適な放牧管理について教えてください。 

 

 

 

 

 

 

解 説 

１．繁殖牛の養分要求量はステージで違う 

 肉用繁殖牛と一口に言っても、

妊娠の時期や授乳しているかど

うかで必要な養分量は大きく異

なります（表１）。また、放牧

草の栄養価も草種で異なるので、

繁殖牛のステージにマッチした

草地で放牧するのが基本です。 

 

２．妊娠牛の場合 

（１）野草地でも可能 

 ウシの養分要求量があまり高くないので、ススキやササなどが優占している野草地やシバ

型草地でも放牧できます。その他に、林床植物を利用させる混牧林での放牧も可能です。た

だし、急傾斜地や草量が少ない草地は移動に伴う消費エネルギーが増えるので、補助飼料の

給与や牧草地との組み合わせ利用が必要となる場合があります。 

 なお、寒地型イネ科牧草（オーチャードグラスやペレニアルライグラスなど）主体の牧草

地を利用する場合、牧草の栄養価が高すぎて太りすぎることがあるので注意が必要です。 

 

（２）草種の特徴と利用上の注意 

①野草 

 もとから生えている野草を利用します（写真１）。野草は放牧に対する抵抗力が種によっ

て大きく異なります。そのため、生産量を維持するには利用の時期と利用量に気をつけます。 

Ａ. 妊娠牛は野草地やシバ型草地でも放牧できます。授乳牛は寒地型牧草地が適してい

ますが、野草地で放牧する場合は補助飼料が必要です。野草地では生産量を維持するた

め、利用の時期と利用量に注意します。 
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ア．ススキ 

 春から秋まで強く放牧すると衰退します。春から初夏は軽い放牧にとどめます。衰退した

場合は利用をしばらく休止して回復に努めます。 

イ．ネザサ 

 放牧などで利用を継続すると小型化します。放牧は夏期以降を中心とします。 

ウ．ササ（ミヤコザサ、クマイザサなど） 

 再生力が劣るので 10月頃からの秋冬利用を中心とします。毎年の利用で衰退する場合、利

用を１年おきにするなど、利用を控えます。 

エ．その他の注意点 

 野草地は管理された牧草地に比べ危険（有毒植物、有害動物、事故）が多いので注意が必

要です。 

 

②シバ型牧草 

 放牧条件で省力的に草地の維持管理ができ、永続的に利用できます。草地化に労力や時間

が比較的かかります。下記の草種のうちシバ以外は種子で草地造成するのが一般的です。 

ア．シバ 

 本州から九州までが栽培適地です。各地に自生しているのでそれらの利用も可能です。シ

バ苗の土壌への植え付けで造成するのが一般的ですが、放牧地に落ちている糞に苗を踏みつ

ける移植法（糞上移植法）で労力の軽減ができます。 

イ．ケンタッキーブルーグラス（写真２） 

 シバが育ちにくい北海道や本州高冷地での栽培に向きます。 

ウ．センチピードグラス 

 関東以南が適地です。シバよりも速やかに草地化できま

す。 

エ．バヒアグラス 

 九州を中心とした西日本の低標高地に向いています。シ

バよりも速やかに草地化できます。  

 

３．授乳牛の場合 

 授乳中の母牛は自分の体の維持だけでなく子牛に乳を供給するので、養分要求量が増えま

す。野草地やシバ型草地で放牧する場合は養分不足となるので基本的に補助飼料を併給しま

す。一方、寒地型牧草は栄養価が高く、授乳している母牛に必要な養分を供給できるので、

補助飼料を給与しなくても放牧できます。寒地型牧草の栽培適地、利用法については「Q．48」

を参照して下さい。 
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Ｑ.50 牧草の夏枯れと対策について教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

解 説 

１．夏枯れとは  

公共牧場に導入されている牧草の多くは、高栄養で生産性の高い寒地型牧草です。寒地型

牧草は、冷涼な地域から導入されているため、一般的に耐暑性に劣っています。関東以南の

温暖地を中心とした高温多湿な地域では、梅雨時期に温暖で水分が多いことから寒地型牧草

が良く生育しますが、その一方で株や根等といっ

た貯蔵器官の生育が遅れます。このため、梅雨に

引き続き訪れる夏季の高温や干ばつにより貯蔵

養分を消耗するため、高温障害や葉腐れ病等が発

生し、生育の停滞や生育不良あるいは枯死してし

まうことなどを「夏枯れ」と呼んでいます。夏枯

れの状況は、気温のみならず乾燥や草種（品種）、

病虫害、梅雨時期の過湿、施肥等によって変わり

ます。さらに夏枯れによって、草地植生の衰退や

雑草の侵入が生じ、ひどい場合には秋になっても

牧草の生育が回復せず、その影響は翌年にまでお

よびます。 

 

２．対策  

（１）梅雨時期から盛夏にかけての過度の利用を控えます 

採草地では、極端な低刈りや多回数の刈取りを避けます。放牧地では過度の放牧利用を避

け、草高や牧草の密度が低下しないように注意します。輪換放牧を行っている牧場では、夏

季には夏枯れが出にくい草地へ放牧するなど、年間の放牧地利用の見直しを行います。 

 

（２）窒素肥料の多用を避けるます 

夏季の窒素多用は夏枯れを助長するので避けます。 

 

（３）混播利用します 

 単播草地では、夏枯れ被害が大きくなる傾向があります。耐暑性の異なる数種類の草種を

混播することで夏枯れの被害を縮小することが出来ます。 

 

写真 夏枯れの様子．わずかに牧草が残

っているが多くの株が枯死しています． 

 

Ａ.  夏枯れの主な原因は、夏前の過度な利用です。採草地では、極端な低刈りや多回数

の刈取りを避けます。放牧地では、過度の放牧利用を避け、草高や牧草密度が低下しない

ように注意します。また、地球温暖化に伴い、草種の適地が変わっています。夏枯れが連続

する場合には、草種の変更も考慮します。 
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（４）草種を見直します 

 今後、地球温暖化により日本における寒地型牧草の夏枯れ地域が拡大することが予測され

ています。そのため、頻繁に夏枯れが生じる地域では草種の見直しを行う必要があります。

しかし広大な面積を持つ公共牧場では、一度に牧場全体の草種を変更することは困難です。

夏枯れのひどいエリアを把握し、順次、草種を変更して行きます。寒地型牧草の中では、ト

ールフェスクは比較的耐暑性が高く、ついでオーチャード、ケンタッキーブルーグラス、メ

ドウフェスクであり、ペレニアルライグラス、チモシーなどは低いです。さらにトールフェ

スクでは「サザンクロス」、オーチャードグラスでは「ナツミドリ」、ペレニアルライグラ

スでは「ヤツユタカ」など、同じ草種の中でも越夏性に優れた品種があるので、これらを利

用します。また、マメ科牧草では、シロクローバの方がアカクローバよりも耐暑性が高いと

されています。各品種の特性については、日本草地畜産種子協会のホームページなどを参考

にします。 

 さらに西南暖地の低標高地帯などでは、夏枯れの著しい寒地型牧草地をバヒアグラス等の

暖地型牧草地に更新する例もあります。 

 

刈取りや施肥、放牧などの草地管理は、気候に大きく左右されるため、思い通りに進まな

いことが多いのが実状です。また、完全更新には多額の資金と時間が必要となります。そこ

で、夏枯れにより牧草密度の低下がみられた場合には、裸地化が進む前に表面追播や簡易更

新などの対策をとり、翌年度以降の草地状態を改善して、利用年限を延長するようにします。 
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Ｑ.51 牧草地の土壌診断とそれに基づく改善対策について教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解 説 

牧草地に限らず、農耕地おける土壌の状態は、土壌の母材、気象条件、地形、栽培法など

によって多種多様に異なります。そのため、人間が健康診断を行って健康状態を把握するの

と同様に、定期的に土壌診断を行い土壌の状態を的確に把握する必要があります。 

土壌診断の項目は、大きく化学性と物理性に分けることができます。化学性には、土壌ｐ

Ｈ（酸性度）、肥料養分の量などが、物理性には、土壌のち密度（堅さ）、地下水位などが

含まれます。これらの項目には、牧草が良好な生育や収量を得るために望ましい範囲があり、

例えば、北海道では表１のような基準値が示されています。この基準値と土壌診断の結果を

照らし合わせて、土壌診断の結果が基準の範囲内にある場合は、特別な改善対策を行う必要

はないことが分かり、施肥においては地域で推奨される施肥標準量を施用します。しかし、

土壌診断の結果が基準の範囲外にある場合は、それに対応した土壌の改善対策を立てて、土

壌環境を良好な状態に回復させる必要があります。 

例えば、土壌診断の結果、土壌の肥料養分が基準より多い場合には、地域で推奨される施

肥標準量から、過剰な養分量を減じた施肥量に設定することで、牧草の品質や環境に対する

悪影響を抑えることが出来ます。また、草地更新後、表面施肥を繰り返す牧草地では、経年

化に伴って土壌のｐＨが低下するのが一般的です。ｐＨの低下は、牧草生産性の悪化のみな

らず、マメ科牧草の衰退、雑草の繁茂および土壌微生物の活性の低下など、多くのマイナス

効果を招きます。土壌診断の実施によってｐＨの低下を把握し、適切な時期に適切な量の石

灰質資材を施用することで、このようなマイナスの害を効果的に抑制することが可能となり

ます。 

このように、土壌診断は、無駄のない効率的な施肥設計や牧草の生育に悪影響をおよぼす

土壌環境状態（ｐＨ、物理性）への適切な改善対策の立案に大きく役立ちます。 

牧草地を良好な状態で管理するためには、土壌診断を 3年に１回程度の間隔で実施し、圃

場の管理来歴とともに土壌の状態を把握することが重要です。また、家畜のふん尿が大量に

散布された牧草地は、土壌養分が大きく変化するので、土壌診断を特に心掛けたいものです。 

 

Ａ 牧草の生育する場所としての土壌環境を整備することは極めて重要です。そのため、

土壌診断の活用によって、土壌の状態を把握し、必要な改良資材の施用や合理的な施肥

設計をはじめとする草地維持管理対策を立てることが重要です。 

 多くの公共牧場では、土壌ｐＨが低いことが想定される、それによって本来機能が十

分発揮されない面が見受けられるので、少なくとも土壌ｐｈの把握と土壌ｐｈが低い場合

播、矯正のための石灰質資材の散布が必要です。 
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火山性土 低地土・
台地土

泥炭土 単位

有効根域のち密度 24以下 24以下 - mm  山中式硬度計

有効根域の粗孔隙率 10以上 10以上 10以上 vol.%  pF1.5の気相率

地下水位 60以下 60以下 50～70 cm  常時地下水位

ｐH（H2O） 5.5～6.5 5.5～6.5 5.5～6.5

有効態リン酸 未熟：30～60  ﾌﾞﾚｲNo.2法

（P2O5) 黒色：20～40  振とう時間１分

厚層：10～30  土：液=1:20

 液温20℃

交換性石灰 未熟：150～300

(CaO) 黒色：200～400

厚層：300～500

交換性苦土

（MgO)

交換性カリ 未熟：7～9

（K2O) 黒色：9～12

厚層：10～13

石灰・苦土比 　当量比

（Ca/Mg)

苦土・カリ比

（Mg/K)

**火山性土における交換性カリの数値は、土壌からのカリ供給量を3～4kg/10aと見込んでいる。

【出典】「牧草のミネラル組成改善のためのカリ低減型施肥法」

mg/
100g

備考

20～30

5～10

2以上 2以上 2以上

5～10 5～10

ｐHを優先させ
て対策を講じ
る

放牧草地で
は、ふん尿還
元分として、6
～7kg/10aの
交換性カリを
上乗せする

塩基含量を優
先させて対策
を講
じる

 基準値の対象
 となる土壌の
 CEC me/100g

 火山性土
　未熟 5～10
　黒色10～20
  厚層20～30

低地土・台地土
20

 泥炭土　50

診断基準

診断項目 基準値

*火山放出物未熟土は未熟火山性土の値を、褐色火山性土は黒色火山性土の値を適用する。表中の未熟は未熟火
山性土、黒色は黒色火山性土、厚層は厚層黒色火山性土の略である。

区
分

留意事項

20～50 30以上 mg/
100g

物
理
性

化

学

性

200～450 400～800 mg/
100g

10～20 30～50 mg/
100g

15～20 30～50

 

 

 

表１ 草地の維持管理段階における土壌診断基準値（北海道施肥ガイド 2010） 
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Ｑ.52 牧草地の土壌改良と施肥のポイントを教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

解 説 

１．土壌改良は、対象とする牧草地における土壌診断結果が、土壌診断基準値から外れてい

る場合に、基準を参考に実施することを基本とします。 

２．土壌物理性の改良は、更新時に大規模に行うことが可能で、プラウやロータリの施工に

より、ち密度の低下、粗孔隙率の上昇など多くのプラス効果が期待できます。また、維持管

理段階では、心土破砕やパラプラウによる根圏の膨軟化などの対策が有効です。 

土壌化学性の改良は、更新時においては、更新後における作土層のｐＨを 6.0～6.5 に矯

正するために必要な石灰質資材、および欠乏する肥料要素を適切に施用します。このとき、

石灰質資材の施用量は、表１のアレニウス表を用いて、更新前の土壌ｐＨの測定により決定

しますが、土壌を採取する際は、更新後に作土層になることが想定される層位からサンプリ

ングすることに注意が必要です。更新時における堆肥の施用は、物理性と化学性の両面にプ

ラス効果が期待できますが、過剰な施用は、地下水の汚染、マメ科牧草の生育抑制の原因と

なりますので、地域で推奨される施用上限量を超えないように注意します。維持管理段階に

おける土壌化学性の改良は、施肥設計への利用が中心となります。 

３．施肥については、地域や草種構成、利用形態などにより、施肥量、施肥配分、施肥時期

などが異なります。施肥量は、各地域で推奨されている、比較的良好な気象条件において適

切な栽培管理により達成可能な収量水準を確保するのに必要な量（施肥標準量）を基本とし

ます。施肥量の設定においては、土壌からの養分供給量が土壌診断基準値の範囲内にある場

合で、さらに、家畜ふん尿の施用がない場合には、そのまま適用します。しかし、土壌の養

分供給量が土壌診断値より上回る場合、または家畜ふん尿の施用がある場合は、相応分を施

肥標準量から減ずることが重要です。 

また、マメ科牧草が混生する牧草地には、イネ科牧草とマメ科牧草の施肥に対する生育反

応を考慮した施肥設計を立てます。その際、マメ科牧草の比率が十分に高い場合には、マメ

科牧草による窒素固定能力に活用して窒素施肥量を減らしながら、牧草の生産性を高めるこ

とが効率的です。マメ科牧草の比率が低下した場合には、マメ科牧草の比率を高めるために

(表 2)、窒素施用量の抑制と刈り取り時期を早期化する方法があります。 

Ａ. 土壌改良では、土壌物理性およびｐＨの改善、欠乏する肥料要素の補填（施肥）など

により土壌環境を牧草の生育に良好な状態にすることが重要です。施肥では、地域、草種

構成などにより、施肥量、施肥配分などが異なることから、それぞれに対応した施肥設計

を立てることが重要です。特に、採草地と放牧地はＮ施肥の時期、施用量が全く異なるの

で注意が必要です。 
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［矯正目標ｐH6.5（H2O)に要する10a当たりkg、深さ10cm、仮比重1.0］

含む 221 188 154 120 86 53

富む 330 278 229 176 128 75

すこぶる富む 514 435 356 278 199 120

含む 330 278 229 176 128 75

富む 439 371 304 236 169 101

すこぶる富む 660 559 458 356 255 154

含む 439 371 304 236 169 101

富む 548 465 379 296 210 128

すこぶる富む 806 683 559 435 315 188

含む 548 465 379 296 210 128

富む 660 559 458 356 255 154

すこぶる富む 953 806 660 514 368 221

1073 908 743 570 413 248
*消石灰使用の場合は0.74を乗じた量とする。

腐植土

**火山灰土の場合は、普通土壌より比重が軽いので、この量より30%程度減じた方
がよい（仮比重は火山性土が0.7、その他土壌は1.0とする）

　　　　　　ｐH
腐植

土
性

砂
壌
土

壌
土

埴
壌
土

埴
土

5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2

窒素 刈り取り 1990年 1991年

早刈り 10 37

出穂期 9 22

早刈り 10 60

出穂期 7 40
*チモシーとマメ科草の混播草地で、マメ科率5～15％
**マメ科率は1番草の生草重量割合(%)
***N10は窒素施肥量が10kg/10aで標準施肥量、N4は4kg/10aで減肥

N10

N4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 アレニウス表による酸性矯正用の炭酸カルシウム施用量

(kg/10a) 

表 2 早刈りと窒素施肥がマメ科率に与える影響（木曽 2001） 
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Ｑ.53 寒冷地における草地の秋施肥と冬枯れ対策について教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

解 説 

１．寒冷地における草地では、冬の低温による凍害や積雪下による雪腐病などによって牧草

体が枯死する冬枯れが発生することがあります。冬枯れは、越冬前に十分な貯蔵養分を確保

できず生理的耐性が低下した場合に多発します。そのため、冬枯れ対策は、越冬前に十分な

貯蔵養分を確保するための栽培法をとることが基本となります。また、冬枯れに対する抵抗

性や冬枯れ対策のための栽培法に対する反応性には牧草種間に違いがあるので、それぞれの

草種に併せた対策をとる必要があります。 

２．冬枯れに対する抵抗性は、イネ科牧草の中ではチモシーが最も優れる草種といえます。

これは地際の球茎と呼ばれる器官に養分を蓄積するなど、越冬に向けた体勢を早めに整える

特性を有するためです。チモシーは、刈り取り後の再生速度が遅く、年間の収量に対する１

番草の割合が高い特性があるため、１番草の収量を上げる早春施肥が有効ですが、最終刈り

取り後の秋施肥を行う必要はありません。次に、イネ科牧草の中で冬枯れに対する抵抗性が

強いグループは、オーチャードグラス、メドウフェスク、ペレニアルライグラスです。オー

チャードグラスは寒冷地で広く用いられる牧草ですが、秋の刈り取り後に、越冬部位が増大・

充実を図る特性があるので、この時期における適正量の施肥は、越冬性を高く維持させ、翌

春における出穂茎数の増加に役立ちます。しかし、秋施肥は雪腐病の多発を招く恐れがある

ため、雪腐病に弱い草種あるいは品種では施肥を控える必要があります。一方、秋の刈り取

り時期が遅れると、越冬のための養分蓄積の準備が遅れるため、冬枯れの危険性が高まると

ともに翌春の生育量低下を招きます。なお、イタリアンライグラスは、冬枯れに対する抵抗

性が劣るイネ科牧草で、越冬を考慮した場合、寒冷地のイネ科牧草には向いていません。マ

メ科牧草の中では再生力に優れるシロクローバが冬枯れに対する抵抗性に優れ、アルファル

ファ、アカクローバが続きます。これらの草種では、冬枯れの被害を軽減するために、越冬

前の生育をある程度旺盛にすることが有効です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ. 冬枯れ対策として、越冬のための貯蔵養分を蓄積させることが重要です。そのために

は、秋に窒素を主体とした適正量の施肥を行うこと、秋の刈り取り時期が遅れないように

することが重要です。また、草種間の冬枯れに対する特性に併せて対策をとることに注意

が必要です。 
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早
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再

生
茎

数
(1
97
4
)

越冬前の子分けつ茎数 (1973)

●無施肥

▲施肥

注)施肥はN：5，K2O：10(kg/10a)を8月下旬に施用。

葉身 分けつ芽 球茎 根

弱発生 -17 -15 -10 -10

完全枯死 -25 -25 -15 -15

弱発生 -15 -10 - -7

完全枯死 -20 -15 - -15

弱発生 -15 -13 - -10

完全枯死 -20 -17 - -15

弱発生 -13 -10 - -10

完全枯死 -20 -17 - -13

注)16時間凍結処理。弱発生は組織の一部の害あり、再生障害が無～軽度)

各器官の凍害発生温度（℃）

チモシー

オーチャードグラス

メドウフェスク

ペレニアルライグラス

草種 程度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 越冬前の子分けつ茎数と早春の再生茎数との関係（能代 1979、一部改変） 

表 各草種の各器官における凍害発生温度（能代 1982、一部改変） 
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Ｑ.54 牧草の栽培条件と硝酸態窒素含量の関係と対策について教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

解 説 

１．牧草は、土壌から吸収した窒素を原料として、タンパク質を合成し生長しています。土

壌から吸収する窒素の源は、おもに化学肥料や家畜ふん尿などの窒素肥料であり、土壌中の

微生物の働きによって、硝酸態窒素やアンモニア態窒素の形に変えられ牧草に吸収されます。

このときに、牧草が吸収した硝酸態窒素量がタンパク質の合成などに利用される量より多け

れば、牧草体に硝酸態窒素が蓄積されることになります。 

２．高濃度の硝酸態窒素を含む牧草は、牛などの反芻動物の体内に取り込まれると、硝酸と

血液中のヘモグロビンが結合して酸素の運搬機能に障害を起こし、ときには死に至ることも

あります（硝酸塩中毒）。硝酸塩中毒を起こさない硝酸態濃度の基準値は、一般に牧草乾物

あたり 0.2％が設定されています。したがって、牧草の栽培において、硝酸態窒素濃度が 0.2%

以下の牧草を生産することが求められます。  

３．牧草体の硝酸態窒素濃度を 0.2%以下にするには、過剰な窒素を土壌に残さないように、

地域で推奨されている施肥標準に基づく適切な施肥管理を行うことが最も重要です。また、

家畜ふん尿を施用する場合は、その施用量および成分を把握し、家畜ふん尿から放出される

肥料換算窒素量を施肥標準から減らした量を施用します。とくに、即効性の窒素を多く含む

スラリーや尿を多量に施用した草地では、硝酸態窒素濃度の上昇に十分に注意する必要があ

ります。これ以外にも栽培管理の面で硝酸態窒素濃度を上昇させる事柄として、施肥や刈り

取りの時期による影響があります。施肥標準で設定されている窒素量は、施肥および刈り取

りが、適期に行われた試験結果によって設定されているため、施肥時期の遅れ、刈り取り時

期の早まりは、硝酸態窒素の吸収に対してタンパク質の合成が追いつかず、牧草中に硝酸態

窒素が蓄積しやすくなります。もし、窒素肥料の施用が遅れた場合は、少しでも硝酸態窒素

の濃度が低下するように、収穫時期を遅らせることが有効です。また、日照不足や低温など

で牧草の生育が緩慢な気象条件も、硝酸態窒素が蓄積しやすい要因となります。  

 

Ａ. 土壌中に硝酸態窒素の元となる窒素肥料が多すぎる栽培条件は、牧草中の硝酸態

窒素濃度を上昇させるので、施肥標準を超えない窒素肥料を施用することが重要です。

また、施肥期の遅れ、収穫期の早まりは硝酸態窒素濃度を上昇させる要因となるので注

意します。 
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項目 １回の摂取量 飼料中の濃度 1日の摂取量

硝酸態窒素含量

（乾物換算）
0.1g/kg体重 2,000mg/kg乾物以下 0.111g/kg退場

施肥処理（ふん尿施用量） CP Mg Ca K Cl 硝酸態窒素

化学肥料標準 18 0.19 0.46 4.64 1.1 0.04

　　　〃　　　＋堆肥20t/ha 18 0.18 0.43 5.32 ND 0.03

　　　〃　　　＋堆肥40t/ha 18 0.17 0.4 6.46 1.02 0.01

　　　〃　　　＋堆肥80t/ha 17 0.18 0.38 6.72 1.19 0.03

　　　〃　　　＋尿10t/ha 19 0.23 0.48 6.88 ND 0.21

　　　〃　　　＋尿20t/ha 21 0.24 0.44 7.73 1.31 0.41

　　　〃　　　＋尿40t/ha 22 0.22 0.45 7.39 1.22 0.42
*単位は乾物％
**NDはデータがないことを示す

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 日本のガイドライン（草地試験場 1988） 

表 2 ふん尿施用量と牧草(1番草)中ミネラル・硝酸態窒素含量の関係 
（北海道畜産試験場 1998） 
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Ｑ.55 放牧地と採草地の施肥方法の違いについて教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解 説 

放牧地では、放牧牛が地面に生えている牧草を直接採食します。毎日牛に安定した量の放

牧草を食べさせるには、季節に関係なく、同じだけ生育するような施肥を行います。牧草の

生育を平準化には、スプリングフラッシュ（寒地型の牧草で春の最も旺盛な生育）を抑制す

るための施肥省略、夏から秋にかけての草量不足が懸念される地域における草量確保のため

の施肥の実施などの方法があります。 

放牧地の施肥量は、目標収量に応じて地域で推奨する標準施肥量を基本とし、その量は一

般的に採草地よりも少なくなります。放牧地は、経年的な家畜ふん尿の還元によって放牧地

のカリウム供給能が高まりやすいので、カリウム施用量を減少させることが必要です。また、

北海道では、牛による採食量は、飼養体系の違いによって農家毎さらには牧区毎に異なると

いう考え方から、施肥標準量に幅が設定されています。各農家は、これを目安として、放牧

利用の形態に合わせて各牧区の施肥量を設定します。 

放牧地ではマメ科牧草をいかにして被度３０％程度に保つかが重要です。シロクローバが

多くなった時は窒素肥料を多めに施用し、放牧強度を弱めるとシロクローバ衰退していきま

す。反対にシロクローバが少なくなった時は放牧強度を強め、窒素肥料を少なくし、リン酸

肥料石灰を多給すると回復してきます。 

採草地では、年間数回の刈り取りによって貯蔵飼料を沢山確保したいので、スプリングフ

ラッシュを最大限利用しようとします。そのため、早春の施肥割合を高めることが有効です。

早春以外の施肥は、各番草の刈り取り後の再生長を始める時期に実施し、施肥配分は、草種、

利用方法、夏枯れまたは冬枯れ対策などを考慮して決めます。また、採草地は、放牧地に比

べ、牧草の生育が旺盛な期間が長いため、短草型牧草とくにマメ科牧草の生育が抑制されや

すい特長があり、経年的に衰退します。マメ科牧草は、根に生息する根粒菌の窒素固定能力

により、窒素施用量が少ない場合には、相対的にイネ科牧草より生育が旺盛となります。そ

のため、採草地では、マメ科牧草の混生割合率に応じた窒素施肥量の調整が有効です。 

 

Ａ．放牧地は季節に関係なく毎日同じだけ生育することを、採草地は草種構成の維持と

高い収量性を両立することが目標とします。そのため、両者には、施肥時期、施肥量お

よび施肥配分には大きな違いがあります。 

具大気には、Ｎ肥料について放牧地の春施肥はシロクローバがある場合は中止し、シロ

クローバがない場合は、施肥量をきわめて少なくし必要に応じた秋施肥とします。反対

に採草地はスプリングフラッシュを助長し、１番草の収穫量を増大させるためにＮ肥料

の春施肥を行います。 

放牧地の施肥はシロクローバを被度３０％の割合にいかにして保つかが施肥のポイン

トです。 
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年間被食量**

地帯 土壌 マメ科率* (乾物) 窒素 リン酸 カリ

kg/10a N P2O5 K2O

北海道 15～50％ 4±2 4±1 5±1

全域 15％未満 8±2 4±1 5±1

①*マメ科率は生草重割合(%)を想定している

②**年間に草地面積あたりで牛が食べた草の量

④施肥時期は施肥回数にい追って異なり、下表の○印の時期を目安とする。

施肥回数 5月上旬 6月下旬 ７月下旬 8月下旬

1 ○ スプリングフラッシュ終了後
2 ○ ○ 放牧開始時期の早い牧区

○ ○ 放牧開始時期の遅い牧区*
3 ○ ○ ○

*最初に施肥はｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌﾗｯｼｭ終了後

⑤苦土の年間施肥量は、泥炭土と火山性土についてMgOとして1～2kg/10aとする。
⑥維持段階の炭カル追肥は石灰施肥対応の指標に従って行う。
⑦乳用経産牛の放牧専用草地を対象とするが、育成牛の放牧草地も当面これに準じる。

標準年間施肥量　kg/10a

全土壌 400～600

備考

⑧本施肥量は日中から昼夜放牧の条件で設定したので、2-3時間の時間制限放牧のように、採食量と
排泄量の比が大きく異なる放牧条件には適用できない。

③施肥回数が多いほど、季節生産性を平準化させるが、労力を要する。そこで、1回の施肥
量の上限を窒素3kg/10a程度として、施肥回数を設定し、毎回均等に分施する。

基準 基準 基準 基準

収量 収量 収量 収量

30以上 4 8 18 2 10 22 4 10 18 4 8 18

15～30 6 8 18 4 10 22 6 10 18 6 8 18

5～15 10 6 18 8 8 22 10 8 18 10 6 18

5未満 16 6 18 12 8 22 16 8 18 16 6 18

30以上 4 8 15 2 10 22 4 8 15 4 8 15

15～30 6 6 15 4 10 22 6 6 15 6 6 15

5～15 10 6 15 8 8 22 10 6 15 10 6 15

5未満 16 6 15 14 8 22 16 6 15 16 6 15

30以上 4 10 18 2 10 22 4 10 18 4 8 18

15～30 6 10 18 4 10 22 6 10 18 6 8 18

5～15 10 8 18 8 8 22 10 8 18 10 6 18

5未満 16 8 18 14 8 22 16 8 18 16 6 18

①チモシー採草地とは、チモシーとマメ科牧草が混播されている採草地およびチモシー単一採草地をいう。
②マメ科率は１番草生草重量割合（％）を想定している。
③年間２回利用を前提とする。その時の施肥配分は、早春：１番草刈取後＝２：１とする。
④施肥時期は、早春ではチモシーの萌芽期ごろ、１番草刈取後ではチモシーの独立再生長始期（刈取後5～10日前後）が適当である。
⑤マメ科率が5～15％の草地でマメ科牧草の回復を図る場合には、マメ科率15～30％の窒素施肥量に準じる。
⑥苦土の年間施肥量は、泥炭土と火山性土について、MgOとして4kg/10aとする。
⑦維持管理段階の炭カル施用は、石灰施肥対応の指標に従って行う。
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表 1 放牧草地における施肥標準（北海道施肥ガイド 2010） 

表 2 チモシー採草地における施肥標準（北海道施肥ガイド 2010） 
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写真３ ゲート付近の 
裸地化・侵食 

写真４ 侵食溝内への 
家畜の進入 

写真２ 牧柵沿いの 
裸地化と侵食 

Ｑ.56 土壌侵食を防止するための草地管理方法について教えて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

解 説 

１．雨水が集まりやすい地形、水が浸み込みにくい

土壌など、放牧草地は、さまざまな要因により、豪

雨などに伴って大きな侵食を受けることがあります

（写真１）。 

 

２．牧柵沿いは牛道ができやすく、雨水が集まりや

すくなるため、激しい侵食が起こることがあります

（写真２）。急勾配の牧柵沿いで大きな侵食溝が発

生している場合は、牧柵の位置変更などにより家畜

行動を制御するなどの対策が必要です。 

 

３．ゲート部などの家畜の出入りが激しい箇所は、裸地化し

やすく、侵食を受ける可能性が高くなります。ゲート前後の

草地面が傾斜している場合は、その現象が顕著になります（写

真３）。ゲートの位置の工夫や一時的な位置変更などによっ

て、草地面の裸地化や土壌侵食を防ぎましょう。 

 

４．侵食溝内への家畜の進入は、侵食溝側面の滑落・崩落や

溝内土壌の泥ねい化を促進し、侵食規模が拡大する原因となります（写真４）。侵食溝の周

りに柵を設けるなどして、家畜の安全のためにも溝内への進入を極力抑える必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 牧区に発生した 
大規模侵食 

Ａ．草地の土壌侵食は、牧場（牧区）の地形、傾斜、土壌、降水量などの立地条件と、草地

の利用形態、草地管理、家畜管理などの利用・管理条件に影響を受けます。ひとたび、草

地内に大規模な侵食溝ができると、埋め戻しなど大がかりな土木工事でしか修復するこ

とができません。このような状況をできるだけ生じさせないよう適切な保全・管理が必要

です。 
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写真５ 飲水施設周辺の 
泥ねい化 

 写真６ コンクリート 
による保護 

写真９ 牧区の低位部(流末部)に設け
られた植生帯 

写真８ 排水路の土砂
による埋没 
への家畜の進入 

写真７ 庇陰林帯内での土壌侵食 

５．飲水場など、家畜管理施設周辺では、家畜歩行による泥ねい化が起こりやすく、土壌侵

食発生の原因となります（写真５）。施設周辺にコンクリートを打設するなどの対策によっ

て泥ねい化の拡大を最小限に抑えることができます（写真６）。 

 

 

 

 

 

 

 

６．庇陰林帯など、家畜の休息地では裸地化や

著しい土壌侵食が発生します（写真７）。流亡

土壌の渓流等への流出を防ぐためにも、水が集

中しやすい牧区低位部の林帯に休息地を設ける

ことは極力控えるなどの配慮が必要です。 

 

７．牧場内に排水路（道路側溝など）がある場

合、水路が土砂などで埋まり排水機能が低下すると

（写真８）、周辺草地への雨水の流入などにより、

斜面崩壊や土壌侵食を誘発する恐れがあります。排水路内の土砂・雑物は極力取り除くよう

にしましょう。 

 

８．牧区は、できるだけ谷地形を含まないような形で配置するのが理想です。しかし、地形

的に困難な場合も多いので、低位部に雨水が集まりやすい牧区では、低位部に向かう牧柵沿

いや低位部流末付近は禁牧をするなどして、植生を残すことで、侵食溝の拡大や牧区外への

土・水の流出を抑えることができます（写真９）。 

 

 

 

 


