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Ｑ．57 放牧地管理の留意点について教えてください。 

 

 

 

 

 

 

解 説  

１．各種草地管理指標や、このＱ＆Ａ等に従った

放牧地管理を心がけましょう。  

 草地管理指標は、放牧地管理を含めた草地畜

産を実施する上の教科書的役割を担う書物です

(写真 )。日本草地畜産種子協会から出版されて

おり、「草地の維持管理編」「草地の放牧利用

編」「放牧牛の管理編」「草地の管理作業編」

「草地の採草利用編」「草地の土壌管理および

施肥編」「草地の多面的機能編」等があります。

また、このＱ＆Ａに記載されていることも大切

な留意点です。  

２．牛の生育ステージ（繁殖牛・育成牛等）と牧

草種（寒地型牧草地、暖地型牧草地、シバ型草

地、野草地）の特徴と組み合わせに留意しまし

ょう。 

(1)家畜が要求する TDN 含量は、乳用種育成牛は

TDN60～67%、肉用種繁殖牛は TDN50%であり、育

成牛は繁殖牛と比較し高い栄養状態の牧草を与

える事が必要です(図 1)。 

(2)牧草種と栄養価の関係について、寒地型牧草

種は、シバ型草種や野草より TDN 含量が高い傾

向にあります(図 2)。よって、育成牛には寒地型

牧草の給与が適しており、繁殖牛にはシバ型草

種や野草を含めた幅広い草地で利用出来ます。  

(3)寒地型牧草において、放牧草では採草より栄

養価が高くなる傾向にあります (図 2)。また、イ

ネ科放牧草は草高が短い方が TDN 含量が高くな

る傾向にあります(図 3)。但し、余り短かすぎる

と牧草種によっては衰退しますので、注意して

ください。  

Ａ .  各種草地管理指標等に従った放牧地管理を心がけましょう。また、牛の生育ステージ（繁

殖牛・育成牛等）と牧草種（寒地型牧草地、暖地型牧草地、シバ型草地）の特徴と組み合

わせに留意しましょう。 

 

図 1．育成牛・繁殖牛が要求する飼料

中 TDN 含量（日本飼養標準肉牛および

乳牛より作図）  

写真 .草地管理指標  
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(4)牧草は季節により再生速度が変化し

ます(図 4)。寒地型牧草の再生速度は春

先に増加し、その後夏に下がり、秋に多

少増加します。（地域により秋の増加が

無い場合があります）。暖地型牧草の再

生速度は春先から夏に向けて増加し、そ

の後秋にかけて減少します。一方、牛の

牧草要求量は基本的に春から秋にかけ

て漸増しますが、草の再生速度が増加す

る時期には、草が余る (草高が高くなる）

場合があり、それは (3)で示したように

牧草の栄養価が下り、育成牛では十分に

草を食べているにもかかわらず増体し

ない状況に繋がりかねません。そのた

め、牧草の再生が牛の要求量を上回る時

期は、一部を採草利用したり、放牧圧を

高める等の方策をとり、草丈を短く維持

管理し、栄養価の高い牧草を食べられる

状態にする事を心がけると良いでしょ

う。 

３．その他  

(1)繁殖牛のシバ型草地放牧は、定置放

牧が基本となります。草高 10cm 程度で

1～2 頭/ha となるようにしてください。 

(2)放牧地管理する上で、牧草や雑草の

様々な特性を理解しつつ、牛に出来るこ

とは牛にしてもらう事を考えましょう

（雑草を食べさせる等）。それでダメな

場合には、人手による制御（掃除刈り等）を試みましょう。  

図 3．イネ科放牧草の利用高さと  

TDN 含量 

（日本標準飼料成分表より作図）  

図 2．採草と放牧草の TDN 含量 

（日本標準飼料成分表より作図）  

図 4．季節による牧草の生産量・牛要求量

の変動と牧草余剰時の対策（模式図）  
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Ｑ．58 放牧草量の簡便な調査方法について教えて下さい。  

 

 

 

解 説  

１．ライジングプレートメーターとは  

 ライジングプレートメーターは、放牧地の草量を測定

するための道具です(写真)。このライジングプレートメ

ーターを草地で垂直に置くと、シャフト（中央の棒の部

分）の部分は地面まで達しますが、プレート（円板部分）

は草の量だけ上がり、その上がった量が積算カウンター

で計測されます(図 1)。一牧区当たり 50 回以上、ライジ

ングプレートメーターを「置いて」「上げる」操作を繰

り返すことにより、カウンターが積算して計測され、牧

区全体のカウンターの平均値が出ます。カウンター平均

値から草量を求める下記換算式を基に、牧区の草量を求

めることが出来ます。  

換算式：  

現存草量（ DMkg/10a)＝カウンター平均値×9.45-29.8 

（カウンター平均値＝（測定後カウンター数値－測定前カウンター数値)／測定回数）  

 この方法は他の放牧草量調査法（例えば、一牧区内において一定面積を複数箇所刈取計

測する方法、等）より、精度は落ちますが圧倒的に高速かつ簡易で、現場レベルの放牧地草

量測定に適します。  

 

２．ライジングプレートメ

ーターにより測定した草量

の活用について  

牧草の生産量や時期毎の

生産速度は、各牧場の各牧

区の植生や季節により変化

します。また、それを採食

する牛の頭数も、各年にお

いて異なります。その中で、

Q57 の解説にあるように、季

節により再生量が変動する

放牧草を、TDN 含量等の高い

短 草 状 態 で 維 持 管 理 し つ

Ａ . ライジングプレートメーターの利用を検討してください。  

写真．ライジングプレート  

メーター 

図 1．ライジングプレートメーターの原理  
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つ、繁殖牛に十分量採食してもらうためには、（１）今、草地にどれだけ草があるか、（２）

１日で牛がどれだけの量の牧草を採食するか、（３）草地が 1 日でどれだけ再生するか（何

日後に元の草量まで戻るのか、牧場全体のローテーションに使っている牧区の数と日数を考

えると、この先草は余るのか、不足するのか）を知る必要があります。  

各牧区で入牧直前 (① )と退牧直後 (② )にライジングプレートメーターで草量を測定する

ことにより、下記のことが分かります。  

（１）入牧時の採食可能草量 (①)。 

（２）１日あたり放牧牛の採食草量((①－②)／牛の頭数／滞牧日数)。 

（３）１日あたり草の再生速度 ((次回の①－前回の② )／禁牧日数)。  

これを全牧区で行うことにより、牧場全体で、今後放牧草が余るのか、不足するのか、判

断することが出来ます。例えば、放牧後の②から、何日で放牧前である①まで牧草が生長す

るのか、（３）から計算できます（ここでは 10 日とします）。一方で、現在放牧に使って

いる放牧地の牧区数などから、退牧後から入牧まで帰ってくる期間が分かります（ここでは

15 日とします）。そうすると、現在の時期では草が余るため、５日分の牧区は採草利用可

能と判断できます。また、全牧区を使っても牧草が不足するとしたら、どこの牧区に施肥す

ると良いか（牧区毎の再生速度 (3)から）、補助飼料はどの程度与えればよいか（採食量（２）

と採食可能草量（１）の差から )、数値を基に対応する事が出来ます。  

また、春先に全ての牧区の草量を調査し、多い牧区から並び替えることにより、どの牧区

からどの順番で放牧をすれば良いのか、判断する事も出来ます（図 2）。 

 草量の変動は、季節以外にも、牧場の植生、立地条件、施肥管理、その年の気候や放牧

牛の頭数等、様々な要因で変化します。これらに対する対策を講じる上で、本法で測定され

る草量は一助となります。  

Ｑ．59  放牧地の植生改善の方法について教えて下さい。 

図２．牧区を草量の多い順に並べ替えたところ（フィードウェッジ） (模式図 ) 

（下のアルファベットは牧場全ての牧区 (ここでは 21 牧区 )を便宜上 a～ u の番号で表示） 
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解 説  

１．放牧草地の植生診断基準があるので、それと現在の草地植生との比較検討を行います。 

植生診断基準は各地域毎に作成されており、「草地診断の手引き」「草地管理指標 -草地の  

維持管理編」等に記載されています (表 1 に関東・中部のものを示します )。 

表 1.放牧草地の植生診断基準（関東・中部）  

a) 生産量が目標より少なかったり、牧草の栄養価が低く、施肥量を増加させても改善が望

めない場合や、新しい草種を導入したい場合には更新する。  

b) 施肥管理や利用法の改善で回復可能かどうかを判断し、回復不可能の場合は更新する。

更新する場合は簡易更新でも可。  

c) 簡易更新でも可。  

 

２．ここで「更新検討」であれば、施肥、追播、放牧強度の変更、掃除刈り等の方法で、希

望する草地植生の改善を試みます。  

1)施肥：土壌調査に基づき、施肥等を行います。マメ科が多い場合は、窒素施肥を診断基準

内で行います。また、苦土・石灰等も土壌診断に基づき施用することをお勧めします。  

2)放牧強度の変更：牛が採食可能な雑草が多い場合には、放牧強度を高めて食べさせる事を

検討しましょう。  

3)掃除刈り :牛が採食しない雑草が多い場合には、退牧直後に掃除刈りをしましょう。また、

Ａ . 寒地型牧草・暖地型牧草の場合、現在の植生を放牧草地の植生診断基準に照らし合

わせ、基準値内の場合は施肥、放牧強度の変更、掃除刈り、追播等を行い、基準値を

外れる場合は完全更新をしてください。シバ型草地は、定置放牧、草高 10cm 以下の管

理、追播・移植をしてください。 

 

マメ科牧草被度
40%以下

マメ科牧草被度
40%以上

10%未満 更新不要a) 要更新c) 更新検討b) 要更新

　　10～
　　　　30%未満

更新検討b)

（雑草防除）
要更新c)

（雑草防除）

30%以上
要更新

(雑草防除）

全放牧草被度

雑
草
被
度

50～80% 50%未満

80%以上
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掃除刈りには牧草の密度を高める効果もあります (Q60 参照)。 

4)除草剤散布等の雑草対策：これら方法をとっても、除草しきれない強害雑草である場合に

は、Ｑ84 等を参照とし、除草剤散布などの雑草対策を取りましょう。  

5)簡易更新（追播）：雑草対策後、目的とする植生に見合うよう、簡易更新を行います。簡

易更新に関する方法は Q88～91 を参照としてください。蹄耕法という表面に播種して牛に踏

ませる方法や、簡易草地更新機を用いて帯状に草地を更新する方法等があります。なお、寒

地型牧草・暖地型牧草への簡易更新では、更新直後に周辺の既存牧草種の生長により、追播

牧草の幼植物が庇蔭される事があるので、定期的に短期間放牧し、周りの既存牧草種等を抑

圧すると良いでしょう。簡易更新直後の定置放牧は、追播牧草の幼植物が牛の踏圧により衰

退する事があるので、避けてください。例外として、シバ型牧草種は幼植物でも牛の踏圧に

強いため、放牧を継続してください。  

 

３．植生診断基準「要更新」で簡易更新も出来ない場合には、完全更新をしてください。  

 

４．シバ型草地  

 更新の必要な荒廃草地をシバ型草地へ変更する際には、定置放牧により草高を 10cm 以下

に維持してください。掃除刈りもシバ型草地造成にとって有効です。また、センチピードグ

ラス種子の播種も効果的です。ノシバが近隣に生息している場合には、糞上移植法を勧めま

す（写真 1）。シバ型草地は造成完了までに 3 年ほど見てください。  

 

５．その他  

 ケンタッキーブルーグラスは、人により「雑草」とみなされる事がありますが、混播草

種造成時にも含まれるように「牧草」としても価値があります。ケンタッキーブルーグラス

優占草地にホワイトクローバーと組み合わせ短草利用することにより、乳用牛育成牛が高い

増体を示すことから、ケンタッキーブルーグラスが多い場合、クローバー導入により上手く

活用できないか検討する事もお勧めします（Q80 参照）。
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Ｑ．60  退牧後の草地管理について教えて下さい。 

 

 

 

 

 

解 説  

１．適期に追肥をしてください。  

 適切な草種の維持管理や、目標とする収量を得る上で、追肥は重要な要因です。追肥から

次の入牧までの期間は、出来る限り長く時間を取る事が望ましい事から、追肥を行う場合は

退牧直後に行ってください。追肥は土壌診断や草種、目標収量、生育時期を勘案して実施し

てください。施肥に関しては草地管理指標「草地の土壌管理および施肥編」、および Q51～

Q56 を参照してください。  

 

２．雑草が多い場合には対策をしてください。場合により掃除刈りも検討してください。  

 退牧時に、草地に雑草が多い場合には、対策を講じることが必要です。基本的には「Q84

強害雑草の防除法について教えて下さい。」に記載された対策を、可能な限り講じて下さい。

もし、牛が採食して問題ない雑草種であれば、放牧強度を高める等により、採食してもらっ

てください。牛による採食が難しく、地上部の刈払いが効果的である場合には、掃除刈りを

してください(写真１）。その場合でも、退牧前の時点で少し強めに放牧し、地上部草量を

減らす事により、雑草の庇蔭による牧草生長の抑圧を、最小限にしてください。なお、雑草

が多すぎる場合には、掃除刈り後に雑草を乾燥・ロールとし、放牧地の外へ持ち出すと、そ

の後の草地の被度維持や生産量の向上に優れることから、検討してください（図１、表 1）。 

Ａ .  適期に追肥をしてください。雑草が多く、放牧強度を強くしても採食しない場合には、

雑草種の特定を基に対策を講じ、掃除刈りも検討してください。  

 

図 1．退牧時刈払い処理による各草
種の乾物重の変化  
（刈払い処理をしないと、草地は雑
草に覆われ、牧草は生育できず、雑
草が優占する場合がある。）  

写真１．退牧直後の雑草シロザ（右側）  
（シロザは退牧直後の掃除刈りで抑圧でき
る。ただし、写真のように多すぎると刈草に
よる庇蔭が大きいすぎるため、外へ持ち出す
必要がある。） 
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３．退牧時に草が余剰の場合、寒地型

草地・暖地型草地などで育成牛を放牧

飼養する場合には、放牧草を高栄養状

態で給与するため、短草状態で放牧草

を採食させることが望まれます (Q60

参照)。もし退牧時に草が余った場合、

次回入牧までに草が伸びすぎ、放牧草

の TDN 含量低下を招く可能性があり

ます。まずは、現在の状態で、次回入

牧までに草が伸びすぎないかどうか、

草量把握と、再生速度の傾向から検討

してください(Q58 参照)。もし、草が

伸びすぎる事が予想される場合、現在

の退牧予定を変更し、育成牛をもう少し滞牧して草を食べさせられないか（他の牧区を採草

利用に供試し、牧場全体の放牧地面積を減らせないか）、または繁殖牛などの放牧により余

剰草の採食利用が出来ないか等、牧場全体の草地の状況も踏まえて検討してください。もし、

それら方策が難しいようであれば、掃除刈りの実施を検討してください。その際、刈草の量

が多く、牧草の株を庇蔭するようであれば、刈草をロールサイレージにして給与する、また

は乾草として敷料利用する事等を検討してください。なお、掃除刈りにより草の生産量はや

や低下し、草種構成割合は差は変化はなく、残草が 2t 以上では草地の高密度維持に有効で、

栄養価は高まります。  

 

４．その他  

 放牧地の糞塊をパスチャーハローやツースハローで散らす場合があります。この理由とし

て、（１）退牧後に休牧期間を設け、その後に採草利用する場面において、手持ちの作業機

械では、採草作業時に多量の糞塊混入が避けられない場合、（２）牧場が観光牧場等を兼ね

る等の事情から、人目が付くところの草地中の糞塊（または不食過繁地）を無くしたい場合、

等々があります。草地を短草利用して育成牛を放牧する場合、多くの場合本作業を実施しな

くても放牧飼養できますが、労力や資源、牧場の置かれている状況や牧場主の考え方に合わ

せて、必要な場合には実施してください。また、掃除刈りで目的が達成できないかも、検討

されると良いでしょう。  

 

表 1．退牧時刈払い有無および刈草持ち出し有無

が、次回入牧時の植生に与える影響  
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Ｑ．61  草高から入退牧時期を判断する目安について教えて下さい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

解 説  

１．育成牛の放牧について  

 育成牛の放牧では、高栄養化の牧草を給与するため、短草利用が重要です（Q57、Q65 参

照）。草種毎の短草利用時の入牧時草高を表 1 に示します。寒地型牧草については、多くの

場合 30cm 以下となります。なお、ペレニアルライグラスについては、他の草種より短く利

用される場合が多いようです。退牧時の草高は 10cm 程度としてください。  

 

 また、春先のスプリングフラッシュの頃には、やや短い草丈で入牧します。例えば、ペレ

ニアルライグラスで 15cm(通常 20cm）、オーチャードグラスで 20cm(通常 25cm)となります

（北海道宗谷支庁 2002)。図１に時間の経

過と草量の増加の関係の模式図を示しま

す。短草利用で放牧する範囲の草量におい

て、牧草は草量が少ない頃（草丈が短い頃）

には生育が遅く、草量が増えるに従い生育

が早くなります。その程度は春（赤色）で

秋（黒色）より大きくなります。春におい

て、青色で示すように最初の草量が 15 の

時に、時間 1 が経過すると、草量は 25 に

なります（草量の増加は 10)。一方、緑色

で示すように最初の草量が 20 の時に、時

表1．草種と入牧時草高

草種 入牧時草高 草高（引用）

ペレニアルライグラス 15～30cm 20cm(北海道宗谷支庁2002、川崎1992)

15-20cm(道立上川農試天北支場2007, 小松2010)

30cm(栂村2005)

オーチャードグラス 20-30cm ３0cm(小松2010)

20-25cm(北海道宗谷支庁2002)

リードカナリーグラス 25-30cm 25-30cm(山本2010)

チモシー 30cm 30cm(酒井ら1996, 小松2010)

メドウフェスク 25-30cm 25-30cm(須藤2004)

 図 1．草量増加と時間の関係（模式図）  

(New Zealand Pasture and Crop Science, Fig11.6 より作図 ) 

Ａ .  草種に適した草高での入退牧としてください。育成牛では、寒地型牧草では入牧草

高約 25cm 以下、退牧草高 10cm 程度が一つの目安となります。繁殖牛では、入牧草

高は育成牛より高くても大丈夫です。草高が高すぎ、放牧により草の踏み倒しが懸念

される場合には小牧区に仕切って短期輪換放牧を検討してください。なお、シバ型草

地では草高 10cm 以下に維持してください。 
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間 1 が経過すると草量は 42 になり（草量の増加は 22）、最初の草量が 15 の時と同じ時間

が経過したにもかかわらず、草量の増加は倍以上に大きくなります。この春の時期に一端草

が余り気味になると、その牧区をきちんと牛に食い込ませている間に、他牧区の草量がさら

に増加する等、牧場全体として短草状態での放牧圧の維持が上手くいかず（草量は増え、草

高は高くなり、牧草栄養価は低くなることから）、育成牛の増体が悪くなる悪循環に陥る事

があります。このような事態を可能な限り避け、牧場全体を適切に短草利用する上で、スプ

リングフラッシュ時の少し短めの入牧は、草量の増加がゆっくりした範囲で放牧利用出来る

ことから適します。(スプリングフラッシュの対応の詳細は、Q69 を参照してください)。な

お、短すぎる草地の管理は、牧草衰退の原因にもなりますので、その点も留意してください。 

２．繁殖牛の放牧について  

 繁殖牛の放牧では、基本的に様々な状態の草地に入牧しても、多くの場合栄養価的には問

題はありません（Q57 参照）。但し、草高が高すぎるところへ放牧すると、牛が牧草を押し

倒して踏み付け、草を無駄にする部分が

増えると共に、押し倒された草に牧草の

株が庇蔭されて、牧草の再生が悪くな

り、場合により株が枯死して草地の衰退

を招きます。もし、そのように草地の草

丈が高くなりすぎた場合、採草利用する

か、それが難しいようであればストリッ

プグレージングを検討してください（写

真１）。ストリップグレージングは、草

地の境界から数十ｍ先（牛の採食量に合

わせて設定）にポリワイヤーによる電気

牧柵を張り、その区間を牧草の押し倒し

を少なく牛に食べてもらう方法です。基

本的に毎日電気牧柵を移動させる必要

があるため、手間や労力と、草地や牧場

の状況を勘案し利用を検討してくださ

い。 

 シバ型草地を利用 (造成を含む )する

際には、草高を 10cm 以下としてくださ

い（写真２）。 10cm 以下にシバ型草地

を維持する放牧方式として、輪換放牧よ

り、定置放牧が適します。そのため、複

数の牧区のゲートを開いた状態に保ち、

牛が自由に牧区を行き来出来る状態とし

てください。放牧開始時期と放牧圧が適切

であれば（ 1-2 頭/ha)、上手く複数の牧区全体を牛が食べ歩いてくれます。   

写真１．ストリップグレージング  

写真２．シバ型草地は草高 10cm 以下で 
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 Ｑ．62 ササ地の放牧利用の方法について教えて下さい。  

 

 

 

 

 

 

 

解 説  

１．ネザサ（pleioblastus chin）類の放牧利用  

 ネザサ、アズマネザサは冷温帯～暖温帯の二次林や草原で多くみられます。東海地方か

ら九州地方にはネザサが、東北地方から関東・東山地方にはアズマネザサがそれぞれ分布

します。新葉は 4～5 月にかけて展開し、葉量は

夏季の 7～9 月に最大となります。8 月の地上部乾

物現存量は、ネザサで 5～7ｔ/ha、アズマネザサ

で 17ｔ/ha に達するといわれています。一方、地

下部量は、地上部量が最大となる夏季に低下し、

地上部からの転流が起こる晩秋から初冬にかけ

て最大となります。  

 ネザサ類は、牛の被食を受けることで急激にわ

い性化し、生産量も低下します。その影響は、葉

部に比べて茎部で大きいため、適度な放牧を続け

ると茎部の割合は低下します。一度わい性化する

と、その状態は長期間維持され、植生は安定しま

す。ネザサ類に対する放牧の影響は、夏季に大き

く、冬季には小さくなります。そのため、放牧利

用は夏季以降を中心に行い、生長期には控えめに

行うよう心がけます。放牧圧については、体重

500kg 換算の牛 200 頭・日/ha の放牧圧で 5～10

年の利用が、100 頭・日/ha 前後では 20 年以上の

利用が可能とされています。ネザサ類の飼料成分

（乾物中）は、可消化養分総量（ TDN）45～48％、

可消化粗蛋白質（DCP）9.5～12.3％であり、施肥

をすることで飼料価値は向上します。また、ネザ

サは冬季に落葉しますが、アズマネザサはその程

     Ａ .  ササ類の放牧に対する抵抗性は、種類や放牧時期によって大きく異なります。          

ネザサ類（ネザサ、アズマネザサ）については、夏季以降を中心とした利用を行うことで、

高い牧養力が長期間維持されます。他のササ類（チシマザサ、チマキザサ、ミヤコザサ、

クマイザサ）については、再生力が比較的弱いので、夏季以降を中心とした隔年利用が

望まれます 

 

ネザサ群落の断面（島根県）  

放牧によってわい性化 したネザサ 
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度が小さく、雪が少ない地方では冬季の利用が可能です。  

２．その他ササ類の放牧利用  

他のササ類として、日本海型気候域にはチマキザサ（Sasa palmata）、チシマザサ（ Sasa 

kurilensis；別名ネマガリダケ）が、太

平 洋 型 気 候 域 に は ミ ヤ コ ザ サ （ Sasa 

nipponnica）が、そして両気候型の接す

る 地 域 に は ク マ イ ザ サ （ Sasa 

senanensis）がそれぞれ分布します。い

ずれも林床の主要な構成種となること

が多く、ネザサ類に比べて再生力が弱

いので、強度の利用は控えるようにし

ます。利用可能な年限は体重 500kg 換

算の牛 100 頭・日 /ha 前後の放牧圧で 1

～3 年、また、60 頭・日 /ha 前後では 5

～10 年とされています。利用の時期は、

再生に必要な養分が地下部に貯蔵される 10 月～翌年 5 月までを中心とし、連年利用を避

けることが植生の衰退を防ぐ要点となります。 

葉部の飼料成分（乾物中）は、TDN が新葉で 40～70％程度、2 年葉で 30～35％程度で、ク

マイザサがミヤコザサよりやや高い値を示します。一方、 DCP については、クマイザサ（新

葉で 6～9％、2 年葉で 5％程度）が、ミヤコザサ（新葉で 10～12％、2 年葉で 8％程度）に比

べて低い値となっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

カラマツ林の林床に生育するミヤコザサと  

黒毛和種の放牧（山梨県）  
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Ｑ .63 シバ草地（ノシバ、シバ型牧草）の放牧利用方法、施肥の必要性について教えて下さい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

解 説  

１．シバ（ Zoysia japonica）の放牧利用  

シバ草地の管理は、基本的には牛によって行います。種子は牛の排糞によって散布され、

他草種との光競合は牛の採食によって緩和されるため、放牧は植生の維持・拡大に必要不可

欠となります。施肥は、競合他種の生育を助長し、シバを抑圧する可能性があるので注意が

必要です。放牧面積が充分であれば施肥は必要

ありませんが、増収が必要な場合は、植生維持

の兼ね合いから肥料 3 要素（ N,P,K）各 3kg/10a

程度が実用的です。シバ草地の生産量は、地域

や利用法によっても異なりますが、無施肥条件

下での年間乾物生産量は 1～4t/ha とされ、季

節生産性はほぼ安定しています。乾物中の可消

化養分総量（TDN）は放牧期間の平均で 48.7％、

粗蛋白質（ CP）は 10.2％であり、栄養比からみ

て肉用繁殖牛に適しています。シバ草地での放

牧は、生育が始まる春（平均気温 10℃以上）か

ら、終了する秋（ 10℃以下）までの 6 か月程度

が基本であり、生育期間の長い暖地では 4 月か

ら 11 月、寒地では 5 月下旬から 10 月までが放

牧期間となります。1ha 当たりの放牧頭数は、

肉用繁殖牛で 0.5～1.5 頭が適正とされ、シバの

生産量と牛のステージ（授乳期・妊娠末期・維

持期）に見合った放牧を心がけます。退牧はシ

バの草高で判断し、授乳牛で 5cm、妊娠末期牛

で 4cm、維持牛で 3cm が実用的な目安とされて

います。  

ほふく茎ほふく茎

シバとほふく茎

Ａ . シバ（通称ノシバ）草地は、北海道南部から本州、四国、九州に分布し、無施肥条件下で

も一定の牧養力が得られる、放牧に最も適した在来草種の一つです。外来牧草類にも同

様の性質を持つものがあり、寒冷地ではケンタッキーブルーグラス、暖地ではバヒアグラス、

バーミューダグラス、センチピードグラスなどが用いられています。これらのシバ型牧草は、

低施肥条件下でも利用は可能ですが、施肥を行うことでより高い牧養力を得ることができ

ます。 

 

シバ草地に放牧された黒毛和種 （島根県・隠岐）
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２．シバ型牧草の放牧利用  

（１）寒冷地向きシバ型牧草  

ケンタッキーブルーグラス（Poa pratensis） 

放牧用の牧草として古くから利用されていま

す。草丈は 30～70cm で、耐寒性は極めて強い反

面、夏の暑さと干ばつには弱いという特徴を持ち

ます。栄養価（ TDN： 64.2％、 CP： 20.0％；乾物

中、放牧期間の平均）はシバに比べて高く、黒毛

和種繁殖牛の放牧では過肥になることがあるの

で注意が必要です。  

（２）暖地向きシバ型牧草  

センチピードグラス（ Eremochloa ophiuroides） 

従来は主として法面緑化に用いられていましたが、造成の容易さ、牛の嗜好性の高さか

ら、近年になって放牧用草種としても注目されるようになりました。放牧耐性はシバ並み

に強く、一定の耐寒性を有し、栄養価（ TDN： 51.4％、 CP：12.5％）もシバ以上と見積も

られています。  

バヒアグラス（Paspalum notatum） 

九州を中心に利用され、西日本の低標高地帯で

は越冬します。草丈は 40～50cm 前後で、再生力は

強く、高密度の草生を維持します。栄養価（ TDN：

49.6％、 CP： 10.9％）は、ほぼシバ並みですが４

倍体品種である「ナンオウ」は嗜好性が良い傾向

にあります。 

バーミューダグラス（ Cynodon dactylon） 

四国・九州などの温暖な地域において、永年草

地として利用されています。バヒアグラスに比べて草丈はやや低いものの、栄養価（ TDN：

53.6％、CP は 15.5％）は高く、耐乾性も強いとされています。  

 

ケンタッキーブルーグラス草地

牛道ができても崩れにくく、傾斜地での

利用性および永続性は高い

ほふく茎  ほふく茎  

センチピードグラスとほふく茎  
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Ｑ .64 放牧地の放牧強度について教えて下さい。  

 

 

 

 

 

 

 

解 説  

１．放牧強度を示す数値として、ストッキングレートや放牧利用率等があります。  

 1)ストッキングレート (頭 /ha)：単位面積当たりの放牧頭数（放牧頭数／放牧面積 (ha） )

を表します。なお、カウデー (CD,頭・日 /ha)は、ストッキングレートの放牧頭数を、体重

500kg に換算した頭数に変更し、放牧日数を乗じたものです。  

2)放牧利用率(%)：1 日 1 頭あたりの採食量(kg)×放牧頭数×放牧日数／牧草の現存量 (kg)

×100 です。牧草の現存量に対する採食量の割合を表します。  

 

２．放牧強度は、放牧草の良好な維持管理と育成牛の増体に影響を与えます。  

1)草の生長は、季節、その年の気象、草種、品種、植生、施肥、事前の放牧管理状況等によ

り変動します。草の生長が

優れる時には放牧強度を強

め、草の生長が悪い時には

放牧強度を弱めてください

（図 1）。そうすることによ

り、牧草を短い状態で給与

することにより、育成牛の

良好な発育に繋がります。  

2) 草の生長に対し、放牧強

度が足らないと、草が大き

くなりすぎます。これは、

牧 草 の 栄 養 価 の 低 下 を 招

き、育成牛の発育不良に繋

がります。また、牛による

牧草押し倒しにより草地が

衰 退 す る 原 因 に も な り ま

す。また、草の生長に対し

Ａ .  放牧強度は、草地の単位面積に対する放牧頭数などで表されます。放牧牛、特に育成

牛の良好な発育には、放牧草の良好な維持管理を行う事が必要であり(Q57 参照 )、その

ような草地管理をする為には、放牧強度を適正に保つことが重要です。放牧強度は、放

牧草の種類や時期放牧牛の生育ステージ等を勘案し、調整する事が肝要です。  

 

図１．草の生長と放牧強度が合っている場合  

図２．草の生長と放牧強度が合っていない場合  
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放牧強度が強すぎると、草地の衰退と、放牧育成牛の餌が不足する事による発育不良に繋が

ります。  

 

３．放牧強度は、放牧草の

種類や時期放牧牛の生育ス

テージ等の状態を勘案し、

調整する事が肝要です。  

1)例えば、寒地型牧草では、

春先に生長が大きくなりま

すので、その時期には放牧

地の一部に牛を集め、放牧

強度を上げ（ストッキング

レートを高くし）、残りを

採草利用します（図 3）。夏

以降に牧草の生長が小さく

なったときには、採草地を

放牧利用し、放牧強度を低

くします。  

2)カウデーについては、必要 TDN 量を基に、牛の月齢と体重による発育ステージで換算す

ることが出来ます。例えば、牛は 500kg の繁殖牛（維持牛）と、340kg の D.G.0.4kg の育成

牛で同じ程度の TDN 量を必要とするため、カウデーは同じと考えられます（表）。そのほか、

月齢、体重、発育ステージにより、カウデーを換算することが出来ます。なお、カウデーを

基に、この草地でどの発育ステージの牛が何頭飼えるか（どの程度の放牧圧にすれば良いか）

考慮する上で、草地の植生にも留意してください。なぜなら、体は小さいが増体が必要な乳

用種育成牛では、体は大

きいが体重維持で良い肉

用種繁殖牛と比較し、必

要とする TDN 量が同じで

も、胃のサイズが小さく

採食量が少ないため、相

対的に栄養価が高い牧草

を採食する必要があるか

らです。（詳細は Q57 を

参考としてください。）  

図 3．寒地型牧草における草地の生長に合わせた放牧強度  

変更の一例（模式図）  

表 .月齢と体重による発育ステージ別 CD 換算係数  

（草地管理指標  草地の放牧利用編より）  
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Ｑ .65 育成牛の放牧利用における草地管理・利用の留意点について教えて下さい。 

 

 

 

 

 

 

解 説  

１．地域に適した高栄養草種の草地を短草で放牧利用する。  

 乳用 種育成 牛を 日増体量 0.6～

0.7kg で育てるために必要な飼料中

TDN 含量は 60～67%であり、肉用種繁

殖牛の維持に必要となる TDN 含量の

50%と比較し高い値です（ Q57 図１参

照）。一方、良質な混播草地の放牧利

用時の TDN 含量は、放牧期間を通じて

67%を超えることから、育成牛の放牧

利用に適します（図１）。しかし草地

の状態が良くないと、育成牛が必要と

する TDN 含量を満たすことが出来な

い場合があります。育成牛が増体する

放牧草地の維持管理として、下記に注

意してください。  

（１）地域に適した高栄養草種・品種を用いる。  

 育成牛を放牧で増体させるためには、草地に高栄養の牧草種を用いることが必須です。

栄養価の高い牧草として、ライグラス類、チモシー、メドウフェスク、オーチャードグラス

等の牧草があります（ Q47 図２参照）。各牧場の気象条件に適した草種を利用してください。

品種についても、近年育成された品種を中心に検討してください。 Q47「採草・放牧・兼用

地に導入する草種・品種の選定のポイントを教えて下さい」も参照としてください。  

（２）マメ科を活用する。  

 草地において、ホワイトクローバーなどのマメ科は TDN71.9-73.9、 CP26.8-27.8 と高い

事から、高栄養イネ科牧草との混播利用により、放牧地の栄養価向上が期待できます。ただ

し、食べ過ぎると鼓脹症などの心配があるため、被度で 40%以下に管理してください。詳細

は「Q80 適正なマメ科率を維持するための草地管理のポイントを教えて下さい。」を参照と

してください。  

Ａ .  育成牛の飼養は繁殖牛より高い栄養価が必要なので、放牧においても高い栄養価の草

地が必要です。地域に適した栄養価の高い草種・品種で構成された雑草の少ない草地を

短草で放牧利用してください。また、ケンタッキーブルーグラス・ホワイトクローバー草地の

短草利用も適します。 

 

 

図 1．放牧草の TDN 含量 

（日本標準飼料成分表 2009 年版より作図） 
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（３）雑草の少ない草地管理をする。  

 育成牛放牧において、雑草は、放牧草地の栄養価を下げる要因の一つです。そのため、

放牧期間を通じて草地の雑草被度を少ない状態に管理維持する必要があります。雑草被度

を、可能であれば 10%以下、最低でも 30%以下に抑える草地管理をしましょう。具体的方法

は、Q82～Q87 を参照としてください。  

（４）牧草を放牧期間を通じて短草利用する。 

 牧草は草高が高くなり、生育ステージが進

むにつれ、 TDN 含量等は低くなります(図２)。

よって、育成牛の増体には、放牧草を生育ステ

ージが若く TDN 含量等が高い短草状態で放牧利

用することが必要です。一方、牧草には季節に

より再生速度に違いがあり、例えば寒地型牧草

では、再生速度は春先に増加し、その後夏に下

がり、秋に多少増加します（地域により秋の増

加が無い場合があります）（ Q57 図 4 参照)。そ

のため、牧草の再生速度が大きい春先は、面積

当たりの牛の採食量を大きくするため、放牧地

面積を狭め、単位面積当たりの牛の頭数を増や

します（図３）。その後、牧草の再生速度が下

がるにつれ、放牧地面積を大きくします。この

ように、草の再生と牛の採食のバランスを取ることで、放牧期間中に牧草を高栄養である短

草状態での維持が可能となります。放

牧利用しない草地は採草利用します。

採草作業を考慮し、放牧面積の変化は

放牧期間中１～２回程度となります。

各牧場における草量の変動は、季節以

外にも、牧場の植生、立地条件、施肥

管理、その年の気候や放牧牛の頭数

等、様々な要因で変化します。そのた

め、図３に記載した放牧地と採草地の

面積割合は、各牧場に合わせて調整し

てください（Q58 参照）。 

 

２．ケンタッキーブルーグラス・ホワイトクローバー混播草地の活用も、省力的で育成牛の

高増体ができます。詳細は「Ｑ48」を参照してください。  

図 2．オーチャードグラスにおける放

牧草利用草高・採草時期の違いが TDN

含量に与える影響（日本標準飼料成分

表 2009 年版より作図）  

図３．時期別の草地の兼用利用方法  

（草地管理指標-草地の維持管理編 -p71 より） 
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Ｑ .66  夏季用牧区、晩秋用牧区の準備の仕方について教えて下さい。  

 

 

 

 

 

 

 

解 説  

１．寒地型牧草  

1)夏季用牧区の準備について  

 寒地型草地は、春先に最も生産性が高

くなり、その後減少する傾向にあります

(図 1）（なお、地域により秋に生産が上

がる場合があります）。  

 従って、春先の旺盛な草の生長に合わ

せ、放牧強度を高めた放牧を続けると、夏

季には草の生長が落ちてくるため、採食可

能な草が足りなくなります。そのため、放

牧・採草兼用地で、春先に採草利用した牧

区の一部を、夏季放牧用牧区として用いま

す。このように、草の生長に合わせて放牧

利用牧区の面積を広げ、牛の放牧強度を弱めます(図 2)。 

Ａ .  寒地型牧草地において、夏季用牧区は、放牧・採草兼用地を活用し、春先に採草利用

した牧区の一部を夏季に放牧利用します。晩秋用牧区は、晩夏・初秋に放牧草地の一部

を休牧して草を保存し、他の牧区の草が無くなった晩秋後に放牧利用します。暖地型牧

草地・シバ型草地においては、夏季用牧区は必要ありません。晩秋用牧区は、Q73 を参照

としてください。 

 

 

図 1．地域別の季節生産分布 (梨木ら 1981

より ) 

図 2．時期別の草地の兼用利用方法（草地管理指標  草地の維持管理編より）  
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2)晩秋用牧区の準備について  

 晩夏・初秋に放牧草地の一部を休牧し、休牧直後に施肥を行った後、約 2 ヶ月再生期間

を設けて草を備蓄し、晩秋に放牧利用します (図 3)。これを ASP（Autumn Saved Pasture）

と呼びます。この方法は草地に余裕がある場合に活かせる技術です。この草地には、高栄養

値を求めない繁殖牛に向きます。  

 

２．暖地型牧草、シバ型牧草、野草  

 

1)夏季用牧区の準備について  

 暖地型牧草、シバ型牧草、野草は、通常夏季に最も生育が優れるため、夏季用牧区の準

備は必要ありません。  

 

2)晩秋用牧区の準備について  

 暖地型牧草、シバ型牧草、野草は、左記放牧地以外に別途晩秋用放牧地を造成利用しま

す。草種は短年性の寒地型牧草であるイタリアンライグラスやライムギの利用が適します。

9 月中下旬に造成し、11 月上旬頃から放牧利用します。この場合、育成牛・繁殖牛双方で利

用することが出来ます。  

 詳細はＱ73 を参照してください。  

 

図３．ASP 草地の準備とその利用（草地管理指標  草地の維持管理編より）  
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Ｑ .67 放牧強度と牧草生産量について教えてください。  

 

 

 

 

解 説  

 牧草の生産量(再生速度)に見合った放牧強度では、草地利用率や品質も高くなります。放

牧強度が牧草の生産速度に追いつかないと、無駄が生じて利用率や品質も低下し、嗜好性も

劣り、牧草の再生産にも悪影響を及ぼします。逆に放牧強度が高すぎると、放牧牛の乾物摂

取量が不足するばかりでなく、踏圧によって草地内の牧草密度が低下するとともに、牧草再

生産量が低下し、さらに草量が不足する悪循環となります。  

 牧草生産量は、基本的には草種によって異なり、施肥等の草地管理により牧草生産量が変

動し、これに応じた適正放牧強度があります。一般的に寒地型牧草の生産量は、春季から初

夏にかけて旺盛な生育を示す一方、夏季にはやや生育が低迷し秋季に回復する２山型の生育

パターンを示します（図１）。暖地型牧草では夏季の低下が小さくなり１山型に近づきます。

このような牧草生育の季節変動に応じて、放牧圧強度も変動することができれば、草地利用

率の高い放牧管理が可能です。しかしながら放牧地全体の放牧強度を増減させることは、放

牧頭数を変動させることとなり、現実的ではありません。放牧地では早春施肥を控えるなど

の施肥管理等により牧草生産量をできるだけ平準化することも必要です。または牧草生育が

旺盛な時期には、一部の牧区は採草利用とし牧区数を少なくして輪換間隔を短くします（図

２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ . 牧草生産量は、基本的には草種によって異なり、施肥等の草地管理により牧草生産量が

変動し、これに応じた適正放牧強度があります。この適正放牧強度よりも低いと、利用率

が低下して無駄となり、高すぎると放牧牛の乾物摂取量が不足します。  
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 また暖地型牧草の生産量は、夏季の生長が旺盛な１山型の生育パターンを示します（図

１）。暖地型牧草は寒地型牧草に比べて、品質がやや劣ることが多く、とくに伸ばし過ぎる

と、嗜好性も大きく低下することから、やや強めに放牧し、草高を低く維持して再生草の割

合を高くすることが必要です。  

 寒地型牧草および暖地型牧草のいずれも、一般的には施肥量を増大させることにより生産

量も増大しますので、放牧頭数に応じて施肥量を変化させてもよいでしょう。しかしながら、

過度の多肥は、雑草の侵入を招き、高窒素含量による牧草嗜好性を低下させたり、低マグネ

シウム血症 (グラステタニー)や硝酸態中毒に陥ることもありますので注意を要します。また

近年の肥料価格高騰もあり、十分な放牧地面積が確保されるのであれば、むしろ放牧頭数に

見合ったケンタッキーブルーグラス等のシバ型低投入草地へ変換することもあります。  

 在来野草は、暖地型牧草と同じ１山型の生育パターンを示しますが、原則的に施肥は必要

とせず生産量は低くなります。したがって放牧強度もやや低めに設定することで、持続的利

用が可能となります。  
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Ｑ .68 適正な放牧利用計画について教えてください。 

 

 

 

 

 

 

解 説  

 放牧は、牧草生産量の変動に対応して実施します。したがって、ＡＳＰ草地や冬季イタリ

アンライグラス草地等の冬季放牧草地を除けば、基本的に牧草地の放牧利用期間は春から秋

までとなります。  

 寒地型牧草は、気温５℃前後から生長を開始しますので、春の放牧開始時期は、平均気温

８℃ぐらい (ソメイヨシノ開花期、カラマツ萌芽期に相当 )とします。イネ科牧草の草高が

10-15cm、草量が生草 1.5-2.0t/ha の頃が目安となります。実際には、牧場全体のスプリン

グフラッシュ抑制のため、これより早く（草高５ cm）放牧した方が良い結果が得られます。

南斜面草地等の日射量が多く、早春の草の伸びが早い牧区から放牧を開始します。暖地型牧

草は、平均気温が 10℃ぐらいになって生育を開始するので、寒地型牧草より１ヶ月ほど遅

れます。一方、秋季に牧草の伸長が停止し、放牧牛に必要な草量がなくなった時点で終牧と

なります。一般に、寒地型牧草では平均気温８℃前後 (カエデ、ウルシの紅葉期)、暖地型牧

草地では 15℃前後を目安とします。放牧牛は、晩秋から初冬の低温期にかけて食欲が旺盛

で、不食過繁地も目立たなくなるほど採食するので、残草を少なめにして終牧します。  

 したがって寒地型牧草の放牧期間は、寒冷地では５月中旬から 10 月中旬までの 150 日前

後から、温暖地では３月下旬から 11 月下旬の 250 日ほどと地域によって変動します。温暖

地での暖地型牧草利用ではやや短くなりますが、沖縄八重山地域では周年放牧が可能となり

ます。 

 寒地型牧草の輪換放牧では、１牧区の滞牧日数は、放牧管理の集約度によって異なります

が、草地や家畜生産上、できる限り短くする方が望ましく、目安としては 3-5 日、長くても

１週間以内とします。搾乳牛を放牧するときは、乳生産を安定させるために毎日輪換する（ワ

ンデイグレイジング）方がよいとされます（図１）。休牧日数は季節によって変動しますが、

牧草の生長が旺盛な春季には 10-15 日、緩慢な夏季は 20-30 日、秋季は 15-25 日を目安とし、

短草利用を心がけます（表１）。各牧区においては、草高 15-20cm で入牧し、5-10cm 退牧

して次の牧区へ転牧します。暖地型牧草地では、休牧期間が長いと品質が低下し嗜好性も劣

ることから、牧区数を少なくして輪換するか、定置放牧とします。野草を利用する場合は、

原則定置放牧とします。  

 牧草の牧養力は、地域や標高および土壌や草地管理で異なりますが、およそ 400-700CD/ha

とされており、年間で平均すると 3-4 頭/ha 程度が目安となります。野草地では 1-2 頭/ha

Ａ．  適正な放牧利用は、良好な放牧牛の発育および草地の維持にとってきわめて重要で

す。放牧は、牧草生育の始まりとともに開始し、季節変動する牧草生産量に応じて放牧

強度をコントロールしながら放牧利用することにより、放牧牛摂取量に過不足が生じない

ようにします。 
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程度です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（手前が放牧後、奥が放牧前）  

図１．短期輪換放牧草地 

表１．寒地型牧草地の輪換計画作成の目安  

項目  春  夏  秋  

入牧時の草量(t/ha)  ６  ６  ５  

放牧利用率(%) ６０  ５０  ７０  

採食可能量(t/ha)  ３６  ３０  ３５  

滞牧日数(日)  ５  ４  ５  

休牧日数(日)  １８  ３０  ２４  

必要牧区数  ５  ９  ６  

牧区面積は 10ha、牛群頭数 140 頭、牛群の採食量は 7t/日と仮定  

 



 

131 

Ｑ .69 スプリングフラッシュの緩和対策について教えてください。  

 

 

 

 

 

 

解 説  

 放牧牛の１日あたりの牧草採食量はおよそ体重比 2%DM とされ、育成牛の養分要求量は春

季から秋期にかけてやや漸増するものの季節を通して大きく変わりません。これに対して、

家畜に供給される牧草なかでも寒地型牧草の生産量は、夏季や秋季に比べて春季に旺盛な生

長(スプリングフラッシュ)によって高まり、年間の生産量は一定していません（図１）。草

の生産量に応じて放牧頭数を増減できればよいのですが、あまり現実的ではありません。そ

こで、放牧地では牧草の季節生産量をできるだけ平準化することが望まれます。春季の旺盛

な生長を抑えることができれば、夏以降の牧草生育も比較的安定させることができます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 早春施肥は、春季の牧草生育を促進するために、全牧区への一様な施肥はスプリングフラ

ッシュを助長し、大量の余剰草を生じて利用率の低下につながります。このために、早春施

肥は最初に放牧する一部の牧区に限定し、他の牧区は施肥を控えることにより、この時期の

牧草生育を抑制します（表１）。 

 また、草丈が 10-20cm 程度の短い時期から放牧を開始し、最初は全牧区を開放するか牧区

の滞牧期間が短い短期輪換放牧により、放牧地全面を軽く採食させることで、牧草生育を抑

制しスプリングフラッシュを抑えることが可能となります。早めに放牧開始するときに、必

要に応じて乾草等の補助飼料を給与してもよいですが、やりすぎると放牧草の採食量が低下

するので注意します。  

Ａ . 放牧草地においては、早春施肥を控えるとともに、草丈が短い時期から早めに放牧を開

始し、最初に全牧区開放あるいは短期輪換放牧によって草地全面を軽く採食させること

により、春季の牧草生育を抑え、スプリングフラッシュを緩和します。  
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 表１．放牧開始時期と施肥時期別の季節生産性（早川・宮下 1972）  

処理区  

牧草量（生重 kg/10a）  後半／年間  

(%)  前半 (7 月中旬まで )  後半 (7 月中旬以降 )  

早春放牧・初夏施肥区  

（ 4/28 放牧開始・ 7/10 施肥）  
２，５２３  ２，６４７  ５１．２  

早春放牧・早春施肥区  

（ 4/28 放牧開始・ 4/25 施肥）  
４，０８６  ２，２５４  ３５．６  

慣行区（春放牧・初夏施肥）  

（ 5/15 放牧開始・ 4/25 施肥）  
４，２３２  ２，０５３  ３２．７  
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Ｑ .70 暖地型草種を主体とした草地の放牧期間延長技術について教えて下さい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解 説  

 暖地型草種、特に、暖地型イネ科草種が放牧草地の主体となる地域として、暖地低標高地

帯と言われる九州の平地や中国・四国の沿岸地域では、シバ型の暖地型草種であるノシバを

優占草種とする場合とバヒアグラスを優占草種とする事例がほとんどです。これらの草種の

放牧期間は、通常 3 月から 10 月です。暖地型イネ科牧草の生育適温は 30〜35℃、著しい生

育遅延あるいは休眠を始める生育気温は 10〜15℃と考えられています。暖地低標高地帯で

平均気温がこの温度を下回るのが 10 月下旬〜11 月上旬から翌 3 月上旬であるため、休牧を

余儀無くされる期間が 11 月から翌 2 月ということになります。  

 これまで放牧期間の延長はいろいろな技術で試みられてきました。そのうち、放牧対象畜

種を繁殖牛と設定した場合、暖地型イネ科草種のみを用いて、放牧期間を延長する方法とし

て、生育の盛んな夏季の放牧を抑え目にし、施肥後、 ASP（Autumn saved pasture、 秋期立

毛貯蔵牧草地）のように、立毛状態で冬季まで保存し冬季に放牧利用する方法が知られてい

ます。地上部はほぼ枯死しており、高い栄養価は望めないですが、乾物生産量を確保するこ

とによって、放牧延長を可能としています。また、十分な草地面積を有する場合には、暖地

型草種主体草地と寒地型草種主体草地の両方を年間を通じて利用することも考えられます。 

 しかし、最も導入し易い技術は追播（オーバーシーディング）です。バヒアグラスを主体

とする草地では、寒地型草種、特に、生育期間における再生が旺盛なイタリアンライグラス

の追播栽培技術があります。これまで、九州農業試験場（現九州沖縄農業研究センター）、

宮崎県、宮崎大学農学部、長崎県での試験研究報告にその実証事例をみることができます。

その実証技術を総括すると次の通りです。  

 すなわち、バヒアグラス草地で管理放牧を行った後、生育が遅延する 10 月下旬に、リノ

ベータ等を用いてイタリアンライグラス（早生種）の追播を行い、発芽・定着の後、２月下

旬に最初の放牧を行い、５月下旬までイタリアンライグラスで放牧を行い、その後、バヒア

グラスの生長回復と共に、バヒアグラス主体の草地へ移行することになります。このような

追播により、早春の 30-60 CD/ha の放牧延長が期待できます（図１）。  

 イタリアンライグラス追播時の定着・播種をより確実にする方法として、リノベータ（作

耕型簡易草地更新機）の他に、（マクロ）シードペレットを用いる方法もあります。簡便法

として。播種（散播）後に短時間の再放牧（種子を土壌に密着させるための踏圧放牧―蹄耕）

や退牧直後の糞上播種も効果的です。  

 

 

Ａ . 暖地型草種を主体とした草地利用による放牧期間延長技術として、以下の３方法が考

えられます。 

１）暖地型草種自体を ASP 等の管理方法で冬季まで利用する延長  

２）暖地型草種主体草地と短期間の寒地型主体草地の連続利用による延長  

３）暖地型草種主体草地への寒地型草種の追播による冬季から春季の延長  
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図１．暖地低標高地帯の放牧草地における追播と作付利用方式（代表例）  

 

 南西諸島は暖地型草種による周年放牧が可能な地域です。特に、放牧が盛んな八重山列島

では、ジャイアントスターグラスの優占草地での放牧が行われています。本草種はほふく性

の暖地型イネ科牧草で、その生育適温は 30-40℃です。本地域の 12 月から 2 月までの平均

気温は 20℃を下回るため、生育遅延となります。冬季（ 12〜3 月）に寒地型牧草を追播利用

し、できるだけ季節平衡生産を維持することは、一定頭数の周年放牧を行う上からも必要に

なります。本技術はジャイアントスターグラス草地に寒地型草種、特にイタリアンライグラ

ス（中晩生種）をリノベータや蹄耕法で追播し、定着後に輪換放牧を行い、高牧養力の草地

を維持し周年放牧を可能にします。これにより、 2-4 月で約 100 CD/ha の牧養力の増加につ

ながり、適正な施肥管理を行えば、慣行の連続放牧に比較して、約２倍の 2,000 CD/ha の牧

養力の周年放牧草地を維持できます（図２）。  

図２．わが国亜熱帯地域の放牧草地における追播と作付利用方式（代表例）  

[注意事項] 繁殖牛が必要な TDN(%)は 50％ですが、放牧草地で利用するイタリアンライグ

ラスは乾物当り 60％を越えます。そのため、過剰な養分摂取にならないよう、イタリアン

ライグラス優占草地では放牧システムに工夫が必要となる場合があります。  

 

 

 

1月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

禁牧期間

イタリアンライグラ

ス・ ジャイアント ス

ターグラス組み合わせ

草地

ジャイアント スターグラス優占草地

2月

イタリア

ンライグ

ラス追播

1月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

禁牧期間 禁牧期間

バヒアグラス優占
草地

イタリアン
ライグラス

追播

2月

イタリアンラ
イグラス優占
草地

イタリアンライグラス・
バヒアグラス組み合わせ
草地
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Ｑ .71 寒地型牧草を利用した放牧期間延長技術について教えてください。  

 

 

 

 

 

 

解 説  

 暖地型牧草や在来草種に比べて、寒地型牧草は低温伸長性に優れ、放牧利用期間が長くな

ります。したがって以下のように寒地型牧草を活用することによって、放牧利用期間を延長

することが可能となります。  

 

１．ＡＳＰ (秋季備蓄用草地 autumn saved pasture)草地 

 冬季放牧利用を目的に、あらかじめ放牧地の一部牧区の利用を控え (禁牧)して草量を蓄え

ます。秋季には他の牧区を終牧した後に、備蓄した草地に移牧し利用することにより、放牧

期間を延長します(写真１)。放牧地だけ

でなく、採草地の３番草を収穫せずその

まま備蓄して冬季に放牧利用すること

もあります。ＡＳＰ草地では、禁牧ある

いは２番草収穫後に施肥をして、牧草の

生育を促進して備蓄量を増大させます。 

２ ． オ ー バ ー シ ー デ ィ ン グ (over 

seeding)草地 

 温暖地の低標高地帯では、耐暑性に優

れるバヒアグラス等の暖地型牧草が夏

季放牧地として利用されています。これ

ら暖地型牧草は、寒地型牧草が夏枯れを

起こしやすい高温下でも旺盛に生長す

ることができますが、寒地型牧草に比べ

て春季と秋季の生長に劣り、結果として利用期間が短いことが問題とされています。そこで、

暖地型牧草の生育が劣り始めた秋季に、イタリアンライグラス等の１年生寒地型牧草を、追

播(over seeding)して、冬季あるいは春季に放牧利用することにより、放牧期間を延長する

ことができます。追播法は、単純に種子を追播するものから、シードペレットを用いる方法

もありますが、一般的にはリノベータ (作溝型簡易更新機 )等の簡易更新機を用います (写真

２)。いずれの追播法も追播牧草の発芽定着をよくするために、暖地型牧草が短く利用され

ていることが前提となり、また追播するイタリアンライグラスは春季に暖地型牧草の生育を

阻害しないように早生品種を選択します。  

Ａ . 比較的低温伸長性に優れる寒地型牧草種は、夏季の放牧利用を控えて秋以降に放牧

利用するＡＳＰ草地として活用したり、イタリアンライグラス等の寒地型牧草を暖地型牧

草地へ追播あるいは水田裏等の冬季休耕地に播種造成し冬季放牧利用することによっ

て、夏季放牧草地と組み合わせて放牧期間を延長することができます。  

 

 

写真 1 九州阿蘇地域のＡＳＰ草地  
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写真２．リノベータ (左)と造成された冬季放牧草地 (右) 

 

３．水田裏等の冬季休耕地の活用  

 近年、夏季の水稲や畑作後に冬季作付けしない冬季休耕地が多くみられます。温暖地では、

これらの冬季休耕地に、秋季にイタリアンライグラス等の１年生寒地型牧草地を播種造成

し、冬～春季の放牧草地として活用し、夏季の放牧草地と組み合わせて放牧期間を延長する

ことができます。従来から九州地域では水田裏にイタリアンライグラスが作付けされている

ところも多く、表作の水稲生育に影響がないように残根性が小さい早生品種が選択されてい

ます。また畜産農家の夏季トウモロコシ等飼料作畑も冬季にイタリアンライグラス草地を造

成し放牧活用することも可能です (写真３)。いずれも、冬季放牧利用ですので、積雪が多い

地域では困難となります。また積雪量は多くなくても寒さが厳しい地域では、イタリアンラ

イグラスだけでなく、耐寒性に優れるライムギ等を混播することもあります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３．夏季飼料畑後の冬季放牧草地
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Ｑ .72 野草・ササ等を利用した放牧期間延長技術について教えてください。  

 

 

 

 

 

 

解 説  

 ススキ、シバやササ類等の在来野草は、古来より畜産利用されてきました。今でも主にシ

バやネザサ類は放牧利用、ススキやササ類は採草され冬季の給与飼料として利用されていま

す。これらの野草地を改良草地 (牧草地)と組み合わせて、放牧期間の延長につなげることも

できます。  

 

１．牧草地をＡＳＰ草地として備蓄するために野草地を夏季放牧地として活用  

 野草地を夏季放牧草地として活用し、終牧後に牧草地のＡＳＰ草地と組み合わせて、放牧

します。以下に野草種毎に述べます。  

（１）ススキ  

 放牧利用を持続的に行う場合は１ ha 当りの放

牧頭数を 0.5 頭/ha 以下に止めます。放牧圧を強

めるとススキの密度は徐々に低下し、ネザサやシ

バ草地へと植生が移行します。冬季給与飼料とし

て採草する場合は、春の再生を良好に保つため採

草を秋に行い、その頻度は隔年あるいは年１回に

とどめます。  

（２）ササ類  

 ササ類は二次林内や草原に生育し、東北から関

東・東山地方はアズマネザサが、東海以西はネザ

サが分布しており、放牧等に利用されています。

これらササ草地の牧養力は 70～200 頭･日/ha で

す。地上部よりも地下茎等が存在する地下部現存

量がはるかに大きく、このために気象変動や被食

といった外部要因に対する適応力が高く安定し

ており、持続的な利用が比較的容易です。その他

にミヤコザサ、クマイザサやチマキザサ等も利用

されますが、アズマネザサやネザサほど放牧に強くなく放牧圧を高めると衰退する傾向があ

Ａ .   在来野草類も重要な草資源として放牧利用できます。在来野草は夏季放牧が中心で

すが、牧草地をＡＳＰ草地として備蓄するときの避難牧区として活用したり、ササ類を中心

に冬季放牧地として活用したり、夏季の牧草類と組み合わせることにより放牧期間を延長

することができます。 
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ります。衰退したササ草地の草生回復には数年間利用を控えます。  

（３）シバ  

 シバの生育期は夏季を中心に半年ほどです

が、その間の生産は平衡しており、かつ放牧牛

に利用される葉部の成分変動は小さいです。牧

養力も地域によって変動しおおむね 100～ 300

頭･日 /ha、1ha あたりの放牧頭数は肉用繁殖牛

で１～３頭となります。  

 

２．冬季放牧草地として活用 

 野草地も冬季放牧草地として活用すること

もできます。しかしながら、夏季に比べて、枯れあがった野草の栄養価は大幅に低下してお

り、肉用繁殖牛向きで必要に応じてロール乾草等の補助飼料を給与します。ササ類は冬季で

も緑色を保つものもあり冬季の野草の中では比較的栄養価は高いといえます。  
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Ｑ .73 周年放牧を目指した放牧期間延長技術について教えてください。  

 

 

 

 

 

解 説  

 夏季の牧草放牧地だけでなく、ＡＳＰ草地 (Q71 参照)、野草地(Q72 参照)あるいは耕作放

棄地や水田を放牧地として活用し、これらを季節に応じて組み合わせることにより、周年放

牧が可能となります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．多様な草資源の組み合わせ  

 以下に耕作放棄地と水田の活用例および冬季屋外飼養技術について述べます。  

 

１．耕作放棄地  

 近年増大する耕作放棄地を放牧地として活用される事例が多くみられ、行政サイドからも

耕作放棄地の解消につながるとして期待されています。耕作放棄地はススキ、クズ、セイタ

カアワダチソウ等の雑草が繁茂していることが多く、その利用は野草地 (Q72 参照)に準じま

す。放牧継続により飼料としての雑草は衰退してきますので、引き続き放牧地として活用す

る場合は、牧草導入も検討します。  

 

２．水田  

 水田裏にイタリアンライグラスを播種して冬～春季にかけて放牧利用することは多いの

ですが、近年では、食用稲収穫後の再生イネ (ヒコバエ)あるいは表作に作付けした飼料イネ

を収穫せずに秋季から立毛放牧させることもあります (図２)。熟期が進んだ晩秋のヒコバエ

あるいは飼料イネ立毛放牧では粗タンパク質が不足する場合も多いので、牧草地と組み合わ

せたり、大豆粕等の蛋白成分が高い補助飼料を給与します。  

Ａ .  牧草地だけでなく野草地、耕作放棄地、水田等の草資源を、季節に応じて組み合わせる

ことにより可能な限り放牧期間を延長し、最終的には周年放牧 (あるいは周年屋外飼養 )に

つなげることができます(図１)。 
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表１．食用米ヒコバエ (キヌヒカリ)の生育ステージ毎の化学組成（大石ら）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．冬季屋外飼養  

 採草地や前述の飼料イネを収穫する場合でも乾草やＷＣＳロールを畜舎へ運搬せずに、現

地 (採草地や飼料イネ収穫圃場 )に家畜を移牧し、少しずつロール給与することもあります

(図２)。これらは放牧牛が草地から直接乾物を摂取する放牧飼養ではなく、放牧地へ飼料を

給与する屋外飼養といえますが、冬季に畜舎に家畜が入らないことから家畜管理が省力化さ

れます。ロール等の給与箇所を固定すると、局地的な草地の泥濘化や残渣による過肥を生じ

ますので、あらかじめロール等は分散配置することが必要です。このときに分散させたロー

ルベールにかぶせる枠型の移動式給餌装置を活用すると便利です。  

 

 

春夏:牧草放牧(30a/頭)   秋:飼料イネ立毛放牧 (5a/頭)   冬:イネ WCS の放牧利用(15a/

頭） 

図２．牧草と飼料イネを組み合わせた水田での周年飼養モデル (千田) 

 


