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講義の内容

• 中山間地（里山）の土地利用の変遷

• 放牧を利用した農地保全技術

• 今後の展開



中山間地（里山）の土地利用の
変遷



増加する耕作放棄地

耕作放棄地の
増加
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•農業者の高齢化・後継者不足

•海外農産物との競争激化

•野生動物による被害



里山の変化（岩手県西和賀地域）

アクセス可能範囲

春植物

生育域

現在 (1997 年)
アクセス可能範囲

春植物

生育域

過去 (1947 年) ●過去の林野利用

・藩有林－里山林－採草地
・里山は制限された範囲
→過度の採草利用

●現在の里山管理

・森林化（広葉樹、針葉樹）
・粗放化（アクセスの低下）
・現行管理はアクセス良林分
→過去の採草地と一致

藩有林（国有林）

（2007山本 原図）



：ススキ ：クズ ：イノシシ掘り返し痕

放牧直前のススキ，クズ，イノシシ掘り返し痕の分布

調査区：11.45×16.20m，面積：185.49m2

耕作放棄地とイノシシの関係

クズ主根部における養分含有量の季節変化

注）乾物に対する割合，2000年測定
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イノシシの掘り返しがみられる耕作放棄地



耕作放棄によって生じるリスク

• 緊急時の対応面でのリスク

• 労働力確保面でのリスク

• 農家意欲の持続面でのリスク

• 土壌保全面でのリスク

• 外部不経済によるリスク

• 景観保全面でのリスク

粗放管理

（2007有田）



農地保全戦略

• 費用面では長期に毎年軽微な保全対策を継
続する方法と必要時に農地を開発する方法
は差がない

• 短期に膨大な費用を投資して農地開発を行う
より、少額の投資で継続的に粗放管理する方
式の方が短期的対応が可能

• 粗放管理による継続的管理の方が、長期の
耕作放棄による土地の豊度低下や熟田・熟
畑化に要する時間等のリスクも回避できる



放牧を利用した農地保全技術



農地保全に利用可能な畜産技術

荒廃生産

耕作を放棄

農産加工品残渣
の飼料化

飼料イネの栽培・利用

飼料作物の栽培

小規模移動放牧

０

土地の利用状況



小規模移動放牧とは

• 数カ所の小区画（20～30a）の耕作放棄地を、

１区画毎に電気牧柵で囲い放牧地とし、この
間で少頭数（２～４頭）の牛群を移動させなが
ら放牧する。

• 耕作放棄地が耕地の中に虫食い状態にあっ
ても放牧利用できる。

• 設置、撤収が簡単な電気牧柵を使用するの
で、放牧地の移動が容易にできる。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
中山間地の農耕地は、一枚が２０～３０アール程度の小区画の農地が多く、このような条件に合った放牧技術が必要です。山地畜産研究チームが開発した小規模移動放牧はは、このような小区画の耕作放棄地をそれぞれ電気牧柵で囲い、この間を少頭数の牛群を移動させながら放牧する方法です。この方法は、元の区画をそのまま利用することから、耕作放棄地が耕地の中に点在していても放牧利用ができ、撤収移動が楽な電ぼくを使うため、いつでも元の作目に戻すことができます。



小規模移動放牧に必要な資材

電気牧柵器 牧柵（柵線と支柱）

給水施設（ポリタンクと水槽、固形塩）



小規模移動放牧の技術展開

• 耕作放棄地をそのまま放牧利用（ステップ１）

• 牧草導入による家畜生産性向上（ステップ２）

• 異なる植生の耕作放棄地の組み合わせ利用
による放牧期間延長（ステップ３）

• イタリアンライグラス草地での冬季放牧を組み
込んだ周年放牧（ステップ４）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に小規模移動放牧を展開していく上でどのように勧めていくかをここで整理し、これに沿って説明していきたいと思います。まず、ステップ１として、雑草が生い茂ったままの耕作放棄地を電牧で囲っただけでそのまま使います。最も簡単な方法で、農地が荒れないように維持していくだけならこれでも大丈夫です。しかし雑草は、その種類によって生産量が大きく異なり、利用を続けていくと衰退するため、長期管理用することが難しくなります。そこで、牧草を播いて牧草地として利用します。これが、ステップ２です。放牧は、舎飼いに比べエサやりやボロ出し作業などがないので楽になります。そのため、放牧を行っている畜産農家の多くは、できるだけ長く放牧したいと考えています。そこで、ステップ１とステップ２を組み合わせることにより放牧期間の延長を図ります。これがステップ３です。



耕作放棄地をそのまま放牧利用

放牧開始時 放牧終了時

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
長野県の須坂市行った試験では、このように放牧開始前は、オオブタクサを中心とした雑草が生い茂っていましたが、１ヶ月間放牧した結果、このようにオオブタクサはなくなりきれいになりました。



牧草導入による牧養力の向上

試験区A
(63a)

試験区B 
(65a)

放牧日数 181 177
延放牧頭数
（頭・日/ha） 703 676

いずれも３頭で放牧を開始し、７月下旬以降は
２頭で放牧

60aの耕作放棄地で、繁殖親牛２～３頭が、５月から１０月まで
放牧できる

牧養力向上により親子放牧も可

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
牧草を導入すると、延べ放牧頭数は、ヘクタール当たり約６８０頭日となり、１ヘクタールで親牛３頭程度が半年間飼える計算になります。ただし、寒地型牧草の生育の特徴として、春に生育がよく、夏以降わるくなるので、これに合わせて頭数を調整したり、放牧地の面積を調整したりする必要があります。このように、牧草を導入する放牧方法は、ステップ１に比べ若干難易度が高いといえます。



放牧地の組み合わせによる
放牧期間の延長

春～夏（基幹草地に放牧） 夏～秋（耕作放棄地に放牧） 秋～初冬（基幹草地に再放牧）

転牧

基幹草地

30a×2牧区

耕作放棄地 30a×4牧区

90日 100日 60日
放 牧 休 牧 放 牧

転牧

放 牧
基幹草地だけの場合
30a×2牧区

１頭退牧

180日
放 牧

70日間放牧延長

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここでは、実際に行った放牧試験をもとに、１区画３０アールで、親牛３頭で放牧を行うとして一つのモデルを作ってみました。まず、３０アール２区画の牧草地化した耕作放棄地を基幹草地として、ここで５月上旬から放牧を開始します。７月頃寒地型牧草の生育が悪くなってきたら、牧草地化していない耕作放棄地に移します。ステップ１で示した程度の草の量があるとした場合、４区画あれば、約１００日間飼えます。この間基幹草地は、休牧して、再生草を備蓄しておきます。そして秋から初冬にかけてこの備蓄草を利用して再び基幹草地で放牧します。この結果、約２５０日放牧できます。基幹草地だけで放牧した場合、途中で１頭退牧させても放牧期間が１８０日ということから、基幹草地と耕作放棄地の組み合わせることにより、７０日間の放牧延長が可能になり、管理できる放牧地の面積も３倍に増えます。



イタリアンライグラス草地を
用いた周年放牧

イタリアンライグラス草地で

冬季放牧（１～４月）

耕作放棄地に造成した

牧草地に放牧（５～７月）

再び牧草地に放牧

（１１～１２月）

野草地状態の耕作放棄地に

放牧（８～１０月）

Ａ放牧地

Ａ放牧地

Ｂ放牧地Ｃ放牧地



小規模移動放牧の牧養力

耕作放棄地
（ステップ１）

牧草地化
（ステップ２）

放牧延
（ステッ

長
プ３） （

周年放牧
ステップ４）

放牧期間
（日）

100～120 180 250 365

放牧頭数
（頭）

2 2.6 3 3

利用区画数
（１区30a） 4 2 6 8

ステップ２は１００日目まで３頭で放牧、その後は２頭で放牧

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
以上をまとめてみますと、ステップ１では、１区画３０アールの耕作放棄地４区画で、２頭の親牛が１００から１２０日飼えます。牧草地化することによって牧養力は向上し、２区画で２．５頭の親牛が１８０日飼えるようになります。さらにこれらを組み合わせることによって６区画で３頭の牛が２５０日飼えます。ステップ３では、耕作放棄地を牧草地化していけば、さらに飼養頭数を増やすことができます。耕作放棄地の放牧は、始まってまだ日が浅いため経験者も少なく、放牧初心者も多いことから、このように段階を踏んで進めて経験を重ねることにより、着実に放牧頭数と放牧面積を増やしていけるものと思われます。



放牧による効果

省力・低コストで農地保全・景観の改善

獣害の軽減

子牛販売による収入 管理経費

飼養管理労力の軽減 畜産農家の定年延長

家畜とのふれあいによる癒し効果

耕作意欲の再燃 作物栽培との輪作



小規模移動放牧の普及上の課題
• 畜産農家が始める場合

放牧地の確保（購入、借用）
• 非畜産農家あるいは非農家が始める場合

放牧牛の確保（購入、借用）
放牧牛の管理（疾病、分娩等）
冬期間の飼養管理（畜舎、飼料等）

• 共通の課題
集落の営農計画に組み込まれていない
周辺住民の理解（脱柵、害虫等）



今後の展開



放牧を組み込んだ輪作管理

水田

放牧地

畑地

放牧地
水田ある
いは畑

三圃式 二圃式



放牧と他作物との輪作モデル

他作物

耕作放棄

小規模移動放牧

大豆不耕起播種

大豆栽培

×



小規模移動放牧の展開方向

畜産
（放牧）

獣害対策
技術

畜産を核とした農村土地利用計画

技術
支援

制度
支援

環境保全
技術

集落営農
畜産農家

（公共牧場）

行政機関

他作物との輪作
仔牛販売
飼料生産

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
今後人口が減少して行く中、これまで人の手によって管理されてきた耕地や林地は、人の力だけでは管理しきれなくなることが予想されます。このため、家畜を利用して国土保全や農村景観の管理を進めていく必要性が高まると思われます。そこで、今期の課題の中で開発した山地から里地にかけての放牧利用技術を核にして、獣害対策から農村及びその周辺環境の保全のための農村土地利用計画を立てる研究に発展させたいと考えています。この研究には、畜草研でなく、農工研や中央農研など異分野の研究勢力との連携が必要です。そのため、今年の１１月にこれらの研究勢力との情報交換を進めるためのワークショップを企画しています。お忙しいこととは思いますが、理事長はじめ各理事にもぜひ参加していただけるようお願いします。



シバヤギ

ザーネン種



１．ヤギの放牧特性

２．ヤギの繋牧

３．ヤギの放牧

４．ヤギの繋牧・放牧の注意点

５．ヤギの繋牧等利用事例



●小型で扱いやすい。

●傾斜地に強い。

●食性の幅が広い。

●木本に対する嗜好性が高
い。

●水分要求量が少ない。

●繋牧が行いやすい。

●好奇心が強い。

●不食過繁地ができにくい。

●食べる量が少ない
●脱柵が得意（逃げる）
●野犬被害が起こる
●大事な樹木に被害
●牧草に飽きやすく選択性が

強くなる



逃亡しても安心

女性・子供・老
人でも大丈夫

初めての人でも
犬のように扱える

大がかりな
設備は不要

世話が老人の
生き甲斐に

畦等が壊
れにくい

人工哺乳や子山羊の時
から人によく慣らしておく

棚田



４５°の傾斜
まで大丈夫

岩等もよじ登る

木でも登る



苦みの強いもの
臭気の強いもの
刺等のあるもの

多様性＞嗜好性 ＯＫ！

木 本＞草 本

飽きっ
ぽい



（ブロウザー）

タンニンの多い樹
木も食す

アカシアネム

萩

ブナ・クリ

桑

コウゾ

タラ

ヒノキカラマツ



家畜ではラクダに次いで
水分利用効率が良い

水分必要量(牧草
中の水分を含む)

暑熱環境（３８℃）で
はメン羊の半分程度
のパンティングしかせ
ず、汗もかかない。

糞・尿に失
われる水
分少ない

体重６０㎏のヤギ
３リットル程度

水分含量
７０％の牧草

４．３㎏



小型で力が強くな
い、足が長い、後
足で立ち上がれる



大人しい犬
なら大丈夫

猿は近づいてく
るヤギが嫌い

注目！！



メエー
子ヤギを呼ぶ

表面が乾くと臭気は
より発生しにくくなる

畜舎の壁等に
も付着しない

発情期

空 腹



糞は水分含量が低く、丸
いので牧草に付着したり、
覆うということはない

糞は草と
草の間に

ウシ

ヤギ



藪の中にいても、
白色のヤギは野
生動物と間違わ

れず安心

子供たちは動物に
エサを与えるのが

大好き！
足を踏まれ
ても平気

咬まれること
はまずない

犬歯がない、上
顎の門歯がない



刈払機による除草 除草剤による除草

ヤギによる除草

枯れた草が見苦しい

刈り倒した草が枯れて見苦しい

芝生のように緑
が維持される



牧柵等の大型
設備が不要

２頭以上で！
（1頭では不安がり、
落ち着かない）

こまめに観察
する必要あり

杭等・
金槌

首輪・ナ
スカン

ロープ

水容器・
鉱塩

日除け

必要な道具
ロープ
の絡み水

野犬

害虫

ケガ

体調

繋牧開始前には放牧等
を行い十分に草だけの
状態に馴致させておく



単管・金ピン

杭

ロープ

杭用ハンマー（ヘッドの大きなも
のが反動が少なくて作業が楽）



長さは５㍍程度が良い

短いと杭とヤギの間でロープ
が垂れず足に絡みやすくなる

ワイアー

ホースに通すこと
で弾力が出て、絡
みにくくなる

手を離すとホース
の弾力で伸びる

手を離して
も伸びない

短い



改良型ナスカン

バネが
破損

回転部がないた
めロープが捩れる

ネジ式

回転部



瓦礫が多い場合には
打ち込む際に歪むの
で回転部の隙間にゆ

とりを持たせる

大きなナスカ
ンは傾斜地
では回転部
に絡みやす

い

傾斜地ではナスカン
が回転部に絡みや
すいので接合部を２
重にしてナスカンが
ずれないようにする

横棒を回し
て引き抜く



固定
用杭

移動する時は
横にして転がす杭がないとザーネンの場

合タイヤが立ち上がる



瓦礫が多いなど杭が深く打
ち込めない場合に適する

地面が柔らかければ
上に乗るだけで刺さる

軟弱な地面に適する



数カ所に単管を打
ち込んでおき、
ローテーション

特殊な用具や
加工が不要

金ピン
(支柱から抜けないよ
うに一定の長さ必要)

支柱
(中空の丈夫な管であ

れば何でも良い)

円盤
(使用済みグライン

ダー盤等丈夫なもの)



ロープ

ワイアー

ナスカン

ワイアーが弛まないよ
う支柱は深く打ち込む

支柱の支え

ナスカンストッパー



写真；島根県木次
農林振興センター

改良型（モノレールタイプ）

１号機

ロープ

ロープ支柱

滑車

レール

回転部



傾斜面に置いても
安定するよう足の長

さを変えてある

鉱塩ホルダー

金だらい

プラ容器水があっても糞等で汚れていると飲みた
いのに飲めていない場合があるので注意

５㍑程度の容器に
２度／週程度交換



繋ぎ換え時に１つ
かみを直接舐め
させても良い

差し込み式
１本足ホルダー

浅型植木鉢をホルダー
として利用しても良い



ロープが絡ま
ないようにロー
プの端に置く

雨除けがあると雨天時
避難して採草しなくなる

雨宿り中

日除けがない場合にススキ等の株の根元に
体を押し付け、日除けとして利用する個体あり。



単管とトタンで
組み立てたもの

日除け専用
衝立

パイプとブ
ルーシートで
作ったもの



８月中旬～１０月下旬

５月上旬～８月上旬

２日間

３～４日間

生育速度
遅い

嗜好性低下

養分減少



踏 圧

採 食

ロープによる
草のなぎ倒し

広葉草の生えている場所へ
の繋牧は劇的な景観の変化



ススキ等丈の高い草
や樹木はロープが巻

き付きやすい

足にも巻き
付いている

こまめに確認に
行く必要がある



杭が回転しなく
なったことが原因

移動範囲
が制限さ
れる



杭の周囲
の草を刈り
取っておく

周囲の草
が巻き付
いている

巻き付き防止策

回転しない



ロープが足に絡まり、それを引っ張ること
で、より強く締まった結果できた擦過傷

崖等のあるところで繋牧する場合に足を
滑らせて、首を吊って死亡してしまう事
故が起こる場合があるので注意！！

首輪をハーネス
にする等の対応



育成期に放牧に慣ら
しておかないと牧草
を食べない場合も

春先の放牧開始時期
は放牧時間を制限

下痢徐々に
延長

馴致



季 節 植 生 地 域

雑草等の抑制
１～３㌃／頭

ヤギの体重

牧区を区切り、放牧
圧を高めることで牧
草のムダを減らす

牛、メン羊との
混牧はメリット大

ヤギの維持
５～１０㌃／頭



網に足をかけるので支
柱や留金が必要

留め金がないとヤギが足をかけると網がずり落
ちるので、その上をヤギは乗り越えて逃走

柵沿いに歩くので
ヤギ道ができる



写真；畜草研 的場氏

御代田研究拠点



ソーラーパ
ネル

鼻先を電線に
触れさせる

電線は５本

学習能力
は高い

学習をさせておかない
と刺激を受けた場合に
驚いて前に逃げる場合
があるので注意！



写真；畜草研 的場氏

灌木がなく
ならない

シバ草地化

ヤギ
牧区

ウシ
牧区



・牧 草→利用性低い
・広葉雑草→ほとんどが食べられる
・木の葉→嗜好性の高い木の葉、その
後嗜好性の低い木の葉

・牧 草→適切に利用
・広葉雑草→あまり食べられない
・木の葉→あまり食べられない

・牧 草→固い部分は残される
・広葉雑草→最初に食べられる
・木の葉→ほとんど食べられない

ヤ ギ

ウ シ

メン羊



ザーネン種
●人への親和性高
い。
●木本への指向性
高い。
●ジャンプしたり
後足で立ち上がる。
●放牧地での移動
距離が大きい。
●腰麻痺対策必要
●体が大きい

（沢山食べる）。

シバヤギ
●人への親和性ザー
ネン種よりやや低い。
●木本への指向性そ
れほど高くない。
●あまりジャンプや
後足で立ち上がらな
い。
●放牧地であまり動
き回らない。
●腰麻痺対策不要。
●体が小さい。



害虫・
寄生虫

毒 草

暑熱・雨

野 犬

脱 走

樹木への
被害

草の種類・
状態・量

ケガ・ロー
プの絡み

健康状態 どんな草でもす
べてきれいに食
べるとの誤解

繋牧は手間がか
からないとの誤解

開始時期や草
の状態を見極
める必要あり

利用者の知識不足・過大な期待

食べる草の量の目安
体重の７～１３％

体の大きい種雄を去勢し
て使用すると効果的



ブヨに刺されて
でカサブタに

ブヨに刺さ
れて腫れ
たマブタ

アブを嫌
うヤギ

アブ



ペパーミントの葉

エタノール
抽出液

乾燥した葉をバラバ
ラにしてワセリンに練

り込んでも良い

防水性・
持続性

霧吹きに
入れ噴霧



薬効 ６カ月

牛用の耳標で大きいため、
耳に装着するより首輪に

装着した方が良い

ブヨ、蚊、アブ、ダニ

800円



耳の内側

眼の周辺 尾の裏側

内股

正中線

虫除けは刺されやすい部位と首輪に
吹きかけたり塗り込んだりする



ザーネン種
等大型種

ウシ

蚊の飛翔距離内（２㎞以内）に
ウシがいなければ問題なし。

予防注射(イベルメクチン)は蚊の発生１カ
月後から蚊のいなくなった後１カ月の期間

イベルメクチン
０．２mg/㎏（皮下注射）毎月

夜間網戸の付
いた畜舎に収
容し、蚊取り
線香をたく



線 虫

条 虫

肝 蛭

第４胃や小腸に寄生する「胃虫」特に「捻転胃虫」が
一般的。
［症状］食欲不振、貧血、栄養不良。下痢は少ない。

［予防］腰麻痺の予防に投与するイベルメクチンで駆
除・予防できる。

［症状］成畜は無症状が多いが、子畜・育成畜は食
欲不振、下痢、貧血、浮腫が見られ、たまに便秘も。

［予防］ビチノール（５０～１００ｍｇ/㎏）を離乳後１～３
回経口投与する。

［症状］寄生数が少ないと症状が出ないが、貧血、
浮腫、栄養不良の状態を呈する。

［予防］条虫の予防に投与するビチノールで駆除・予
防できる。

線虫 糸状虫 条虫 肝蛭

イベルメクチン ビチノール



唐辛子粉と接着剤を混ぜて
毛に付着させたもの

頭を向けて抵抗

後肢

首筋

犬の方が動
きが速い

耳を攻撃

後に回り
込む

対応策



あまり食
べない

ツツジ

スギナ

ワラビ

放牧地に多い場合は放
牧開始前に刈り取る必要

イヌホオヅキ

下痢

麻痺

嘔吐

貧血・血尿

神経症状

血尿

http://www.motoki-y.sakura.ne.jp/illust/skeleton/07-2.shtml


ヤマゴボウ

マムシグサ

トウダイグサキツネノボタン

ワルナスビ

胃腸炎 下痢

下痢血便

下痢

http://www.motoki-y.sakura.ne.jp/illust/skeleton/07-2.shtml


アカザ ギシギシ 大根葉 白 菜

スイバ 青刈トウモロ
コシ

チョウセンア
サガオ

レタス

硝酸塩を蓄積しやすい植物

チアノーゼ・
皮膚蒼白

泡沫を交えた流涎

少量ずつの
排尿

心拍数・呼吸数の増加

血液はチョコ
レート色

食欲・反芻の減退・停止

歯ぎしり

重症の場合
は体温低下

治 療
メチレンブルー（2‐4%液）；１０ｍｇ／㎏体重
アスコルビン酸；５－２０mg／㎏体重

糞尿・化学肥料の
多給により増加

対応策
・炭水化物を多く含
む飼料を給与

http://www.motoki-y.sakura.ne.jp/illust/skeleton/07-2.shtml


この程度の
幅の柵は
簡単にくぐ
り抜ける

柵の下をくぐり抜ける

隙間をくぐり抜ける（頭が出れば体も）

牧柵に足をかけて登る

口先や鼻でドアを開ける

ジャンプ力がある

牧柵等を頭突きで壊す



幹をかじった跡

幹をかじられ
枯れた樹木

鹿と食性が類似しているのでヤギを
高密度に継続的に放牧等すること
で鹿の襲来頭数は減少する



かじられた
赤松の幹

針葉樹系の幹は
好んでよく囓る

大事な樹木に
は金網等を巻
くことが必要



ヨモギ等は葉だけ
食べて茎を残す

アカシアも茎をかじらず
葉を食べる。食べ物がな
くなると茎をかじる

葉を食べら
れた葛

ヤギの栄養状態を見ながら放牧圧
等を調整することで残草を減らす



刺の多いア
ザミも食べる

ススキは初夏以降
茎が硬化すると嗜
好性が低下

伸びた葦は嗜好性が
低く、あまり食べない

食べ残した草も刈り取った
後軽く乾かして与えると食
味が変わるので食べる

ギシギシはよく食べ
るので放牧地に侵
入しても消えてしまう

乾草にして与
えても良い



コウゾ

ノイバラ

イタドリ

クズ（葛）



ヤギが牧柵の間か
ら首を伸ばせる範囲



・害虫が多い
・瓦礫が多い

・午後に日陰
が早くできる

・標高が高い
ため涼しい

雨除け、日
除けなし

ススキの株を日
除け・雨除けに

瓦礫が多いため
杭は早く損傷

給水の水の
運搬が大変



水はけが悪い

→耕作放棄

→ヤギにも適

さない

雨の後の
状態

シバヤギは小柄
であるため食べ
る量が少ない



柵内の草が
少なくなる

周辺の水田への殺
虫剤散布？→虫は
ほとんどいない？

柵外の草
に関心を
示す

逃亡を
企てる

伸びた草よりも刈
り取り後の伸びか
けた草の方を好む

一度逃亡すると繰り返す



下痢は絶食し
て様子を見る

草が伸び始め
る前から開始

4地点

除草剤の散布
後には注意



侵入防止用の柵
が牧柵となる

休憩所は見晴らしの
良い斜面の上部に

高速道路に飛び
出さないよう上部
の柵は厳重に！

放牧開始時期、草量とヤ
ギ頭数のバランスに問題



侵入防止用
柵が牧柵に

周辺住民（老人・子供）が
興味→廃棄ゴミの減少



傾斜地

石垣

川を牧柵代わりにしようとしたが幅が１
㍍程度であったため飛び越え。→失敗

草地管理・ふれ合
いとして高い評価

Ｈ１８年度に１頭が秋口に貧血（肉利
用を計画していたため治療せず死亡）



野草地であるため、草種が
豊富でヤギに適する

欲張らず移動
は早めに！



小諸市

佐久市

長和町 長和町

花卉温室脇 果樹園脇

耕作放棄地耕作放棄地



栃木県
日光市

長野県佐久
市・千曲市

京都府

鳥取県

熊本県

岡山県

滋賀県

奈良県
明日香村

広島県

島根県

三重県

千葉県

新潟県

長崎県
対馬市

和歌山県

岐阜県

鹿児島県 沖縄県

愛知県

愛媛県

高知県



広島県庄原実
業高等学校

奈良県
明日香村

滋賀県農業技術
振興センター

http://www.nougyou-shimbun.ne.jp/uploads/photos0/477.jpg


和歌山県
畜産試験場

熊本県球磨村
（棚田の管理）

熊本県
美里町

http://www.kumamura.com/files/IMG_0048.jpg


千葉県
匝瑳市

鳥取県
鳥取市 鳥取県

八頭農林局

http://www.shikoku-np.co.jp/national/life_topic/photo.aspx?id=20080701000020&no=1


鳥取県
八頭農林局 Ｈ２０．７．７ スーパーＪチャンネル



おわり

ヤギを
よろしく！
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山羊の毒草マニュアル

Ⅰ．毒とは何か？
植物毒は主にアルカロイドという植物自体の中に生じる重要な生理作用や薬理作用を

有する物質や、細胞質中に溶存する配糖体グリコシドまたはサポニンなどであり、これらに

よって家畜に異常が引き起こされる。アルカロイドがどういったメカニズムで家畜に異常を

起こすかについては、家畜の運動神経を司るアミンやアセチルフリンといった神経ホルモン

とアルカロイドの構造が似ているため、体内にこれらが入ると神経ホルモンと競合して神経

ホルモンの活動を狂わせることで痙攣や呼吸困難、心臓麻痺を起こすものと考えられてい

る。

毒成分名 毒 の 作 用 植 物 名
アコニチン アルカロイドで嘔吐、下痢、痙攣 トリカブト

アセボトキシン 腹痛、嘔吐、下痢 アセビ

アトロピン アルカロイドで大脳に働き幻覚 ハシリドコロ、チョウセン

アサガオ

アニザチン 痙攣毒、呼吸困難 シキミ

アミグダリン 青酸配糖体で呼吸・心臓麻痺 ウメ、ビワ、サクラ

アンドロメドキシン 痙攣毒で呼吸停止 レンゲツツジ

オレアンドリン 配糖体で吐き気や心臓麻痺 キョウチクトウ

グラヤノトキシン 歩行失調、呼吸麻痺、心臓麻痺 ハナヒリノキ

コニイン アルカロイドで運動神経麻痺、呼吸麻痺 ドクニンジン

コリアミルチン 痙攣毒、呼吸麻痺 ドクウツギ

コンバラトキシン 配糖体、強心・利尿作用 スズラン

コンバロサイド 多量摂取の場合は血液凝固 スズラン

サポニン 配糖体で強い刺激性 マムシグサ

ジギトキシン 配糖体で心臓作用が強い ジギタリス

シクラミン サポニン配糖体で嘔吐や胃腸のただれ シクラメン

シナンコトキシン 痙攣、嘔吐、強心利尿作用 イケマ

ソラニン アルカロイドで神経性障害、嘔吐、下痢 ジャガイモ、ホオズキ

チクトキシン アルカロイドで痙攣作用 ドクゼリ

ファトシン サポニン配糖体で嘔吐、下痢 ヤツデ

プロトアネモニン 配糖体で刺激性で胃腸がただれ血便 キツネノボタン、タガラシ

ユーフォルビン アルカロイドで胃腸粘膜のただれ、吐き気 トウダイグサ

リコニン アルカロイドで痙攣作用 水仙、タマスダレ、ヒガン

バナ

ロードトキシン 痙攣毒で吐き気や呼吸困難 シャクナゲ

○毒のある植物のグループ(同族植物)は同じような毒素を含む場合が多いので注意す

ること。 （要注意グループ；ナス科のもの、ツツジ科のもの）

○毒はあっても大量に食べなければ下痢程度で済むものと少量でも大きな影響の出る

もの(イチイ、キョウチクトウ等)がある。

○植物については生育時期や採取後の状態によって毒性は異なる。
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Ⅱ．作用別毒草

１．血 液に作用するもの

２．心 臓に作用するもの

３．腎 臓に作用するもの

４．肝 臓に作用するもの

５．筋 肉に作用するもの

６．神 経に作用するもの

７．消化器に作用するもの

１．血液に作用する毒草

ａ．シアン系

◎シアンを含む重要な植物

サクラ、スーダングラス、ジョンソングラス、バヒアグラス、キャッサバ、アジサイ

アジサイ

◎影響を受ける動物

全ての動物はシアンを含む植物に影響を受けるが、単胃動物より反芻動物の方

が感受性が高い。

◎毒 性

数種の植物がシアンを含んでいる。若く生長の早い植物に蓄積し、一般に６０㎝以

上の高さになると減少する。２００μｇ／ｇ以上含む植物は危険性があると考えられ

る。

◎臨床症状

動物種、食べた植物、食べた量、消化管内の摂取量（希釈効果）によるが、シアン

中毒の症状は数分から数時間で現れる。臨床症状を示すことなく突然死するものも

いる。臨床症状が見られるときも急性であり、初期の興奮と筋肉の震えが起こる。こ

うした症状に続いてゼイゼイとの呼吸、千鳥足、麻痺、衰弱、痙攣、昏睡、死亡が起

こる。

◎予 防

初期発育段階や霜の降りた後のソルガム牧草地に山羊を出さないようにするこ

と。こうした条件はソルガム類にシアンの蓄積を助長させる。山羊や他の家畜がいる

地域に落ちた桜の木や枝は除去すること。

ｂ．硝酸塩中毒

◎硝酸塩を蓄積する植物

アカザ、ジョンソングラス、ギシギシ、チョウセンアサガオ、シロザ、スウィートクロー

バー、アキノキリンソウ、エン麦、ライグラス、スーダングラス、アルファルファ、小麦、

大麦、トウモロコシ、亜麻、サトウダイコン、ブロッコリ、セイヨウアブラナ、ケール、カ
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ブ、キュウリ、サツマイモ、ダイコン、レタス、大豆

ｼﾞｮﾝｿﾝｸﾞﾗｽ

チョウセンアサガオ

◎影響を受ける動物

ルーメン微生物による硝酸塩の亜硝酸塩化の減少が起こるため反芻動物は感受

性が高くなっている。

◎毒 性

硝酸塩中毒は一般に牧草地への過剰施肥により起こる。こうした状況下では牧

草は過剰な硝酸塩を蓄積することがある。硝酸塩中毒を起こす他の要因としては

以下のものがある。

１．土壌中の窒素含量が高い

２．窒素摂取を助長する土壌条件－酸性土壌、モリブデン、イオウ、リンの少ない土

壌

３．干ばつ

４．日照不足

５．除草剤２．４－Ｄ処理

２，４－Ｄはアカザ、ブタクサ、チョウセンアサガオといった有毒植物の嗜好性を変

えるので動物は徐々にこうした植物を食べるようになる。加えて、植物の窒素代謝

を狂わせる結果中毒レベルまで硝酸塩を蓄積させてしまう。硝酸塩は生長部位に

蓄積し、果実種子部位には蓄積しません。硝酸塩の蓄積は通常茎が最も多くなっ

ている。

乾物ベースで１～１．５％の硝酸塩を含む飼料は反芻動物にとって危険と考える

べきである。

◎臨床症状

毒性のある植物を食べて１～４時間後に臨床症状が現れる。臨床症状は血液の

酸素運搬能力の低下による組織の低酸素症の結果として生じる。呼吸障害や酷い

チアノーゼ（青色症）、弱い頻脈が硝酸中毒動物に必ず見られる。筋肉を痙攣させ

るような動物は衰弱し、寝たままになり、斃死する。胎児は低酸素症に非常に弱い

ので硝酸中毒の妊娠動物の流産はよく起こる。

◎予 防

硝酸中毒の予防は家畜を良好な栄養状態に保つとともに怪しい飼料のサンプル

の硝酸濃度を調べることである。植物中の硝酸濃度を調べる簡単な実験操作（ジフ

ェニルアミン検査）は農場でもできる。



- 4 -

２．心臓に作用する毒草

ａ．セイヨウキョウチクトウ

◎中毒の条件

セイヨウキョウチクトウは発育が早くこまめに剪定され

る。剪定枝を柵から家畜に投げ込むことが中毒を起こす

最も一般的な原因である。

◎影響を受ける動物

全ての家畜及び人は中毒する。様々な家畜に膨大な死

亡による損失を起こしている。

◎毒 性

ジギタリスの配糖体と作用の類似した心機能配糖体を

含み、木の全てが緑のままか乾燥しているかに関わらず

毒性がある。セイヨウキョウチクトウを燃やして作ったホッ

トドックを食べて酷い中毒になった人も多い。致死量は生

木か枯れ木かに関わらず１００ｍｇ／㎏体重である。葉っ

ぱ１枚で人を死なせる可能性があると考えられている。

◎臨床症状

嘔吐、腹痛、血便により特徴付けられる消化器障害、脈拍が弱く早いか強く遅い、

徐脈脈拍の減少、頻脈、徐脈、細動により特徴付けられる心機能障害、呼吸逼迫、

四肢の低温、衰弱、めまい、昏睡、斃死。摂取後数時間で臨床症状が明らかにな

る。

◎予 防

セイヨウキョウチクトウのある庭に家畜を近付けないこと。剪定枝を山羊や他の家

畜が近付ける場所に捨てないこと。

８．腎臓に作用する毒草

ａ．アカザ中毒

◎影響を受ける動物

アカザ中毒の臨床例のほとんどのものは豚におい

て報告されているが、反芻動物も中毒する。他の飼料

が食べられない場合でなければ、反芻動物は一般的

にはアカザを食べない。一般的には若齢動物が中毒

する。

◎毒 性

アカザは蓚酸塩を含み毒性水準の硝酸塩を蓄積す

るが、臨床症状や死後の病変部は蓚酸塩中毒や硝

酸塩中毒のいずれとも似ていない。アカザの主要な

中毒の原理は分かっていない。

◎臨床症状

中毒症状はアカザを摂取してから５～１０日後に現

れる。衰弱に始まり、筋肉の震え（特に後肢）、運動障

害に続いて、つなぎ関節で歩いたり倒れたりする。

家畜は元気で胸を着けて横臥する。一定時間休憩後、脚は回復するが、もし脚が
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自然に動いていないような場合は再び倒れるか後肢を引きずる。反芻動物はルーメ

ンの活動が低下する。臨床症状が始まってから４８時間から１５日後に昏睡や斃死

が起こる。

◎予 防

アカザがたくさんはびこっている牧草地に家畜を近づかせないようにすること。適

当な広葉樹の除草剤を用いて牧草地をアカザのないように維持すること。

４．肝臓に作用する毒草

ａ．クロタラリア

◎影響を受ける動物

山羊、牛、馬、豚及び家禽は全てクロタ

ラリアに中毒する。

◎中毒の条件

他の飼料が食べられるのであれば家畜

は通常クロタラリアを食べない。クロタラリア

は特に嗜好性が低いが栄養条件が悪いと

この草を食べてしまう。販売されている飼料

にクロタラリアの種子で汚染されていること

が米国南東部で収穫されたトウモロコト及び

ダイズが含まれる飼料を購入する畜産農家にとって大きな問題となっている。商業

的にトウモロコトとダイズを生産している業者は畑に生えているクロタラリアの種子に

しばしば汚染されている。スクリーニングにおいて種子は特に広範に見付けられる。

処理種子のクロタラリア汚染は米国南東州の飼料管轄部署によって飼料中のクロタ

ラリア種子の汚染をなくす基準が採用されるようになっている。１９６１年から６３年の

間にＵＳＤＡ（米国農務省）５．５百トン以上のダイズをクロタラリア種子の汚染を理由

に差し押さえた。

◎毒 性

クロタラリアの毒性の元はピロリジジンアルカロイドのモノクロタリンである。ピロリ

ジジンアルカロイドは多くの植物に含まれており肝細胞毒素となる可能性を持つ。ク

ロタラリアの全ての部位及びどの発育段階においても毒性アルカロイドのモノクロタ

リンを含有し、種子が最も濃度が高くこれに茎部や葉部が次ぐ。肝細胞毒素の効果

に加えてモノクロタリンは発ガン性もある。

◎臨床症状

クロタラリア中毒は慢性又は急性の症状を示し、慢性の場合は発生率がずっと高

くなっている。慢性症状は通常摂取後２から６カ月たつまで現れない。毛艶がなくな

り、家畜の元気がなくなり、弱い黄疸症状、体重減少、下痢の発生、直腸の変形・外

転、食欲の減退、起立不能になるまで衰弱が進む。交戦状態、筋肉の痙攣、または

足が水を掻くように動かして横臥するような神経症状を示す。

急性症状の家畜は食欲がなくなり、血便が出て、タール状の黒い便が出て体調を

崩す。軽い鼓脹症状を示し、血の混じった鼻水が出ることが多い。衰弱、横臥そして

死亡へと推移する。

◎予 防

クロラリアが成熟した種子を生産する前に刈り取るか適切な除草剤を用いることで
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クロラタリアのない牧草地に保つ。

ｂ．シチヘンゲ中毒

◎影響を受ける動物

シチヘンゲによる家畜の中毒は牛及びめ

ん羊で報告されているので、山羊も恐らく中

毒すると思われる。

◎中毒の条件

中毒は他の場所からシチヘンゲの生えて

いる場所に移動したばかりの時にしばしば起

こる。中毒は飼料の少ない乾燥期及び敷地

内に適切かつ十分な飼料が作られていない

場合に秋から冬にかけて起こる。シチヘンゲのある場所に長くいて、この草を知って

いる家畜は通常食べたりはしない。

◎毒 性

およそ体重の１％の重量の青草が中毒を起こす摂取量である。症状の重さは食

べた量、日照の強さ、シチヘンゲの生育段階などのいくつかの要因による。

◎臨床症状

［急性中毒］－症状は摂取後２４時間以内に現れる。初期症状としては元気がなく

なり、食欲の低下、便秘、腸内失血を伴う重度の消化器障害及び排尿量の増加とい

ったものがある。黄疸や目やにが摂取２日後に起こる。摂取５日後には鼻鏡や鼻水

の赤色化が起こる。

［慢性中毒］－シチヘンゲの毒性は通常数週間にわたる慢性症状として現れる。軽

い慢性症状として現れる場合は皮膚の色素のない部分での病変にとどまる。重い慢

性症状として現れる場合は皮膚の色素のある部分及び色素のない部分の両方の広

い範囲に現れる。皮膚の病変部は硬化、乾燥し痛みを伴うようになる。皮膚はしばし

ばひび割れて剥ける、または部分的に札のように傷口にぶら下がる。中毒家畜は体

重が減り、がりがりになってしまう。シチヘンゲの慢性中毒の結果として傷口のニク

バエ、アメリカバエ（ウジ）、細菌による浸食、瞼がくっついて見えなくなる、輝所恐怖

症が起こる。痩削や二次的な複合症状の結果として斃死も起こる。

◎予 防

中毒を防止するためには除草剤（ラウンドアップがお薦め）で駆除するか掘り起こ

すことが望ましい。シチヘンゲが生えている所をフェンスで囲うことも良い。

５．筋肉に作用する毒草

ａ．カッシア中毒

◎２品種

カッシア・オシドネタリス（Cassia occidnetalis；ハブソウ）とカッシア・オブツシフォリ

ア（Cassia obtusifolia;エビスグサ）
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ハブソウ エビスグサ

◎影響を受ける動物

牛は中毒が報告されている中では一番重要な家畜である。馬は牛同様に桂皮に

中毒し、実験では牛よりも感受性が高い。めん羊、山羊、豚は牛よりも桂皮に対する

抵抗性があるようである。

◎毒 性

ハブソウはエビスグサよりも毒性が強いと考えられている。ハブソウの中毒は通常

カッシアの種子が一定量混じったトウモロコシを食べている家畜または飼料用トウモ

ロコシや大豆の畑に入って鞘が開いていないこの草を食べた家畜が起こす。この草

の種の致死量は牛で５ｇ／体重１㎏である。エビスグサの中毒はずっと少なく、青刈

りのなかに若芽が混入した場合に起こる。収穫されたソルガムの粒の中にはエビス

グサが一定量混入しており、青刈りを与える限りこうしたことは避けられないものとな

っている。

◎臨床症状

ハブソウ中毒の初期症状としては中から重症の下痢が起こる。筋肉が弱り横にな

っている時間が長くなる。損傷を受けた筋肉からの色素により尿がコーヒー色にな

る。横になった家畜もカッシアが排泄されて看護がされれば食欲は維持でき発育も

する。３０日以上寝たきりだった家畜で回復したものもいる。ハブソウで死ぬ場合の

原因としては心臓の筋肉の変性によるものと考えられている。

◎予 防

カッシアの種が多く含まれる穀物を与えないこと、カッシアの多い青刈りトウモロコ

シや大豆の畑に家畜を入れないようにすること。除草剤や適切な刈り取りによりトウ

モロコシや大豆の畑におけるカッシアを抑制する。

６．神経に作用する毒草

ａ．イヌホウヅキ中毒

◎影響を受ける動物

山羊、めん羊、牛に中毒が起こる。

◎臨床症状

中毒には明らかに２つの形、消化器

型と神経型があり、そのうち神経型は

最も一般的であると報告されている。

○消化器型の兆候

アルカロイドの刺激性により鼓脹

症、食欲低下、腹痛及び下痢が起こ

る。
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○神経型の兆候

中毒家畜は瞳孔が開き、涎を垂らし、筋肉の衰弱が進行し後肢が麻痺する症

状を示す。家畜は座っていたり、後躯を引きずっているように見える。痙攣は起き

る場合もあれば起きない場合もある。たまに呼吸器の麻痺によって家畜が昏睡状態

に陥ったり死亡する場合もある。

◎予 防

除草剤の撒布や果実ができる前に刈り取りを行うなどして牧草地をイヌホオヅキ

のない状態に保つ。

ｂ．ドクゼリ中毒

◎影響を受ける動物

人を含む恒温動物の全てがドクゼリに中毒する。

◎毒 性

毒素は根と新芽に集中している。家畜は大抵の場合牧草

が伸びる前の早春に中毒する。根を食べれば１本で致死

量となる。

◎臨床症状

摂取後臨床症状は急激に始まる。涎を垂らすのが最初に

気付く兆候で、これに筋肉の震え、歯ぎしりが続いて起こ

る。家畜は非常に痛がる。痙攣が確実に起こり、これは力

が強く危険でもある。中毒家畜は発作を起こし、痙攣は衰弱するまで続く。家畜は昏

睡状態になり、呼吸麻痺で死ぬ。臨床症状が見られてから１５～３０分で斃死は起こ

る。

◎予 防

ドクゼリのある湿地へ家畜を近付けないようすること。

７．消化器に作用する毒草

ａ．ツツジ中毒

◎影響を受ける動物

牛、めん羊、山羊が通常中毒しますが、山羊は

このツツジ中毒が一番多く報告されている。

◎毒 性

樹脂様のアンドロメドトキシンがひどい消化器

中毒の症状に関係していると考えられる。他の

数種の植物もアンドロメドロトキシンを含有して

いて家畜に有毒である。こうした植物にはロド

デンドロン（西洋シャクナゲ）、ヤマ月桂樹及びハナヒリノキやネジキの仲間が含ま

れる。

◎臨床症状

アンドロメドトキシンを含有する植物を摂取した場合の中毒症状は基本的に同じで

ある。こうした兆候には涎を垂らす、嘔吐症状、慢性鼓脹症による呼吸困難、衰弱、
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協調運動障害、倒れて数日後に死亡するなどである。牛や山羊では吐出性の嘔吐

が典型的な症状である。

◎予 防

ツツジの生えている場所に家畜を出さないようにすること。剪定枝を山羊や他の家

畜が近づける場所に捨てないようにすること。中毒した家畜の肉には毒が含まれ

る。

ｂ．ヤマゴボウ中毒

◎影響を受ける動物

全ての家畜及び人はヤマゴボウの毒素に

感受性があり、牛、めん羊、豚、山羊及び馬

で中毒が報告されているが、獣医関係の文

献には信頼できる報告は比較的少ない。中

毒は緑飼の少ない早春や晩秋に予測され

る。

◎毒 性

大きな多肉質の主根が最も毒素の濃度が

高いが、熟した実を除く全ての部分に毒があ

る。

◎臨床症状

ヤマゴボウ中毒の兆候は重篤な胃腸炎である。初めに口が熱を帯び、これに急

激な喉の渇きと腹痛が続く。悪心や血便の下痢が続いて起こる。ドクゼリを致死量ま

で食べなかった家畜は通常２４時間で回復する。致命的な場合痙攣の後斃死する。

呼吸困難も斃死の原因であると考えられている。重症の場合、サポニンの吸収によ

って溶血性の危機が起こる。

◎予 防

ヤマゴボウは牧草地から駆除するのが難しい植物であるが、幸い家畜はめったに

食べない。

【中毒を起こす植物の判定】

山羊における植物中毒の診断は中毒の疑いのある飼料サンプルに含まれる植物だ

けで行われるわけではない。中毒家畜の臨床症状及び／又は剖検による病変が飼料

中に特定された植物の中毒症状と一致した場合に限り中毒と診断することができる。多

くの植物がその植物に特有の明確な病理的な異常を起こす。こうした植物としてはアカ

ザ、クロタラリア、カッシアがある。他のドクゼリのような植物は明確な病変部が見られる

ことなく死亡させる。更にその他の植物は剖検による診断できるような明確なものでな

い様々な病変を起こす。ごくわずかな植物は組織や体液中の毒性によって化学的に診

断することができる。硝酸及びシアンは生体からや死亡直後に採取されたサンプルであ

れば組織から見付けることができる。
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Ⅲ．臨床症状別毒草

１．下 痢

毒ニンジン、樫、マムシグサ、キツネノテブクロ（ジキタリス）、柘植、ジャガイモ、

ロドデンドロン（西洋シャクナゲ）、亜麻仁、ヒガンバナ、スイセン、トウダイグサ、

ツツジ、アオコ、ワルナスビ

キツネノテブクロ

（ジキタリス）

ロドデンドロン（西洋シャクナゲ）

柘植

ドクニンジン

マムシグサ

ヒガンバナ 水仙

ジャガイモ
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ツツジ トウダイグサ ワルナスビ

２．出 血

ワラビ、キツネノボタン（血便）

ワラビ キツネノボタン

３．神経症状

サワギク、ツクシ、毒ニンジン、ジャガイモ、イヌホオズキ、オシダ、ロドデンドロ

ン、キングサリ、セイヨウアブラナ、大黄、ギシギシ、タマスダレ、ハシリドコロ、

アセビ、チョウセンアサガオ、ハナヒリノキ、ナンテン、アオコ、ネジキ、イケマ、

シキミ、ドクウツギ

イヌホオヅキ

セイヨウアブラナ

サワギク

ツクシ

キングサリ オシダ
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大黄（ダイオウ） ギシギシ

タマスダレ ハシリドコロ アセビ

チョウセンアサガオ 南天 ハナヒリノキ

ネジキ イケマ

シキミ

ドクウツギ
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４．光過敏

サワギク、ソバ

ソバ サワギク

５．突然死

イチイ、月桂樹、亜麻仁、キツネクテブクロ、スズラン、トリカブト、アオコ

月桂樹 スズラン

イチイ

６．泡沫性鼓脹症

豆科牧草（急激に摂取）、生育中のアルファルファ

アルファルファ

７．貧 血

セイヨウアブラナ、ケール

ケール

セイヨウアブラナ
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８．便 秘

樫、サワギク、亜麻

樫 亜麻

９．嘔 吐

ロドデンドロン、ツツジ、Pieris、イヌホオヅキ、シクラメン、ネジキ

pieris
シクラメン

１０．甲状腺腫、流産

亜麻、クローバー、ホオズキ

亜麻 ホオヅキ

１１．発 情

クローバー

クローバー

１２．血 尿

ワラビ、樫、トクサ、スギナ
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トクサ スギナ

１３．ヘモグロビン尿

セイヨウアブラナ、ケール、キャベツ、芽キャベツ

キャベツ 芽キャベツ



草  量  の  推  定  

畜産草地研究所 山地畜産研究チーム  中神弘詞 

 

１． はじめに 

 放牧管理は経験や勘に頼る部分が大きく、経験の浅い農家にとって適正な放牧管理は難しいもので

ある。牧区内の草量を把握することで、初心者でも放牧管理における意志決定が客観的・合理的に行

えるようになる。 

 以下に草量の推定方法を紹介するが、いずれも精度やコスト、労力の面で一長一短がある。費やす

ことができる労力やコストと必要な精度のバランスを考えたうえで測定方法を選択されたい。 

 
草量推定

今の牧区に
何日飼えるのか？

次の牧区には
いつ入れられるのか？

転牧計画

どれだけ
草を食べたのか？

補助飼料
給与量

体重低下の防止

草地の生産性・利用率
の向上

草種構成・草質の維持

脱柵・法面崩壊の回避

２． 草量推定の意義 （図 1） 

 草量推定の目的および最大のメリットは、放牧に

おける意志決定の客観化と、それに伴う生産性の向

上である。放牧経験の浅い農家にとって、転牧のス

ケジュールを考えることは容易ではない。単に機械

的に何日に１度転牧すると決めるだけでなく、草量

の推定値に基づいて客観的に転牧時期を決定するこ

とで、放牧の生産性は高くなりうる。 

 また、牧区内の草量を過不足ない状態に保つこと

で、草種構成や草質を良好に維持できるとともに、

柵外の草を採食しようとするために生じる脱柵や法

面崩壊の危険が回避される。 

図 1 草量推定による放牧管理上の利点 

 

３． 草量推定法の種類と特徴 

 草量の推定法には大別して、一定面積を直接刈り取って秤量推定する方法と、非破壊で推定する方

法とがある（表１）。 

 

  表 1 刈り取り法と非破壊推定法の比較  

 長所 短所 

刈り取り法 

 

 

 

・低コスト 

・刈り取り枠内の草量は正確に測定で

きる。 

 

・正確な刈り取りには熟練が必要 

・時間と労力がかかる 

  → 牧区内の測定数が制約される 

  → 推定誤差が大きい 

非破壊推定法 

 

 

・短時間で省力的に測定可能 

・牧区内の多地点で測定できる 

  → 推定誤差が小さい 

・高価（草量計） 

・検量線の作成が必要 

   → 換算時に誤差が生じる 

 

３．１ 刈り取り法 

 刈り取り作業に熟練すれば、枠内の草量はかなり正確に測定できる。ただし、作業に時間と労力を

要することから、牧区内の刈り取り点数が制約されるので、草量のばらつきが大きい牧区では推定精

度が劣る。 

a) 推定方法 



 牧区内の任意の箇所に刈り取り枠を置き、枠内の全ての草を所定の高さで刈り取る。生重もしくは

乾燥重を測定し、各刈り取り枠での草量を平均して牧区全体の草量を推定する。 

 枠の大きさは 1 ｍ四方 あるいは 50 cm 四方が一般的である。刈り取る高さは、地際もしくは、家

畜が採食可能な高さを仮定して地際から何 cm（例えば 5 cm）と決めておく。鎌の柄にその高さの印

を付けておくと刈り取り時に便利である。設定した高さに綺麗に刈り揃えることが正確に推定するた

めに重要となる。乾燥重の測定に際して乾燥器がない場合は電子レンジでも代用できる。 

ｂ) 刈り取り点数と推定精度 

 1 牧区数点の刈り取りでの推定誤差率は約 20％であり、10％にするためには数 10 点必要である。

草量のばらつき程度が大きくなるほど、推定誤差を小さくするためにより多くの刈り取り点数が必要

となる。ばらつき程度は春＜秋、入牧前＜退牧時と大きくなる。また、約 20 a までなら牧区面積が

広くなるほど草量のばらつきも大きくなる。 

 同じ数を刈り取るなら大きい枠を用いた方が推定精度が高いが、大きい枠で少ない箇所を刈るより

小さい枠で多くの箇所を刈った方が精度は高くなる。例えば、1 ｍ四方枠を 10 箇所（10 m2）と 50 
cm 四方枠を 20 箇所（5 m2）がほぼ同じ推定精度である。ただし、株化した草地では小さい枠は適さ

ない。また、正方形の枠より長方形の枠を使用した方がわずかだが精度が高まる。 

 刈り取り箇所は牧区内からランダムに選択することが望ましいが、より少数の代表的な草量の地点

を目視で選択する方が一般的であろう。この場合、代表的な箇所の見当が偏っている（実際の平均よ

り多い or 少ない）と平均値も偏るので注意する。不食過繁地のような長草のパッチが多い草地では、

実際よりパッチが多く見えてしまうために草量の多い所が代表地点として選択されやすいようであ

る。 

 

３．２ 非破壊推定法 （表 2） 

検量線の作成 草量計による測定

草量に換算

①：草量計値と
草量を測定

（10箇所～数１０箇所）

↓

回帰式作成

②：牧区内の多点
で草量計値を測定

③：②の草量計値を
①の回帰式に
当てはめる

 草量計などの間接的な測定値を草量に換算する。簡

便で時間もかからない方法なので頻繁な測定が可能で

ある。一度に牧区内の多点で測定できるため、ばらつ

きの大きい草地に適する。 

 検量線を使って草量に換算するため（図 2）、換算時

に誤差が生じる。また、検量線作成ために若干の刈り

取り作業も必要となる。検量線は毎回作成する必要は

ないが、牧草の種類や生育ステージの影響を受けるた

め、正確に推定するためには草地ごとに頻繁に検量線

を作成した方が良い。 
 図 2 非破壊法による草量推定の手順 

 

   表２ 非破壊推定法の種類と特徴 

 長所 短所 

草量計 

（ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ ﾌﾟﾚｰﾄ ﾒｰﾀ

） 

 

・迅速で頻繁な測定が可能 

・熟練を要しない 

・類似品を安価に自作可能 

・急傾斜地や徒長した草地には不適 

・市販品は高価（7～10万円） 

 

草高 

 

・低コスト 

 

・草量計に比べて測定に時間がかかる。

・誤差が大きい 

目視 ・低コスト ・誤差が非常に大きい 



 ・簡便 ・熟練を要する 

３．２．１ 草量計 （ライジング プレート メータ； 図３） 

 群落の真上からプレートを落とし、群落がプレートを支える高さを測定する。測定値には草高と草

の密度が反映される。 

 測定は牧区内の出来るだけ多くの地点で行い、その平均値を求める。市販品（7～10 万円）にはカ

ウンターが装着されており、各牧区での測定前後のカウンターの値と測定回数から牧区の平均値を計

算できる。同様の仕組みの機器を安価で自作できるが 1)（図４）、カウンターがないので全ての測定

値を読み取って記録する必要がある。 

 欠点として、地面に対して垂直にプレートを降下させる必要があるために急傾斜地やプレートの可

動域より草の背が高い場合には使用できないこと、徒長や踏みつけで草が倒伏していると正確に測れ

ないことが挙げられる。 

 別の草量計として、測定器周囲の草の静電容量を測定する『パスチャー プローブ』も市販されて

いるが、高価（約 30 万円）であるため農家には不向きである。 

 図３ ライジング プレート 

メータ 図４ 自作版草量計の概要 (Rayburn E, Lozier J (2003)より引用） 

a) 検量線の作成 

 草地内の種々の草量の地点に刈り取り枠を置き、枠内を草量計で測定してから草を刈り取って乾

燥重を測定し、両者の関係の回帰式を求める。枠の大きさはプレートの大きさと近い方が良い。草

量計値の測定は枠内の 1～数点で行うが、非破壊とは言

え同じ箇所を連続して測定すると、牧草が若干つぶれて

測定値に影響するので注意する。草量計値と草量の関係

の回帰式は 1 次式（y = a + bx）が一般的であるが、2 次

式や指数関数などの方が当てはまりが良くなる場合もあ

る。 

 図５ PR 主体草地（○）と OG 主体草地（●）

の検量線の比較例．（いずれも 5 月に測定）

 換算時の誤差を小さくするためには信頼性の高い検量

線を作成する必要がある。そのために、牧区内の全ての

草の状態が含まれるように出来るだけ広い草量範囲で多

数の測定を行う。草量が多い地点は、測定値がばらつき

やすく、回帰式の傾きへの影響も大きいので特に注意を

要する。 

 検量線は草種構成の影響を受け、特に短草型と長草型



の草地では検量線の回帰式が異なる（図５）。したがって、草種構成が大きく異なる草地では別々の

検量線を使用する方が良い。また、牧草の生育ステージも検量線に影響する。通年で同じ検量線を使

用できるという報告もあるが、明らかに茎が伸長して出穂した草地では、その期間中は別の検量線を

作成した方が無難である。季節ごとや月ごとに検量線を作成すると信頼性はさらに高くなる。 

b) 草量計値の測定 

 測定点数は、1 牧区あたり 50～200 箇所とされるが、通常の放牧地では 100 箇所くらいが妥当で

あろう。草量のばらつきが大きい場合には出来るだけ多くの地点で測定する。ランダムな地点での

測定が望ましいが、牧区内に任意に数本の直線を定め、その直線上を一定間隔（数歩）おきに測定

するのが実用的である。毎回同じ直線上を測定することで測定日ごとの比較も容易となる。 

    
３．２．２ 草高 

 草を伸ばした状態、あるいは自然状態の高さをものさし等で測定して草量に換算する。 

 短草型で草の密度が均一な草地では草高のみの測定で比較的正確な推定が可能である。長草型草地

や株化した草地では精度が劣るので、目視による被度の推定も併せて行い、両者の積を用いると推定

精度が上がる。ただし、被度の推定は熟練を要し、測定者による相違が大きい。 

 草量計と同様に、草量への換算には検量線の作成が必要である。検量線作成にあたっては前項と同

様の注意を要する。 

    
３．２．３ 目視  

 目の前の草の状態から目視で草量を推定する。迅速な推定が可能であるが、精度は低く、信頼でき

る値を得るためには相当の熟練を要する。 

 参照用に予め幾つかの状態の写真を撮り、その草量を実際に測定しておけば、目の前の草の状態を

写真と比較しながら推定できるため、推定が容易となる 2）。 

 

４．草量推定の実際と今後の展開 

 転牧計画に必要なのは、測定した時点の草量よりも、将来の草量の予測である。予測には牧草の

生長速度や食べられる速度の計算が必要となるが、これらも草量や季節によって変動するため単純

ではない。また、実際の放牧管理では牧区内の平均草量だけでなく、ばらつき程度も考慮に入れな

ければならない。例えば、長草のパッチが多く残っていても牛はそのパッチをあまり食べずに採食

量が不足することがある。したがって、いくら平均草量を推定しても、結局は放牧管理では「経験

と勘」が重要となる。 

 とは言え、草量推定が全く無意味ということではなく、草量推定値を「経験と勘」を補う参考と

して用いることは現実的で効果的な手段である。その場合には、労力のかかる方法で厳密に測定す

るよりも、大きな誤差は覚悟の上で、迅速・簡便な方法でより頻繁に測定することが重要であろう。 

 現在、現存草量に基づいて将来の草量を簡易に予測するシステムを開発中である。また今後は、

多少大雑把でも、ばらつき程度も含めた簡易な草量推定法の開発が必要であると考えている。 

 

５ 参考文献 

1) Rayburn E, Lozier J (2003) A falling plate meter for estimating pasture forage 
mass.(http://www.wvu.edu/~Agexten/forglvst/fallplate.pdf) 

2) Griggs TC, Pack K (2004) Guidelines for visual assessment of herbage mass in pastures. 
(http://extension.usu.edu/files/publications/factsheet/AG_Forage_&_Pasture_2004-01.pdf) 



２００８．８．２６ 第４講義 

20 年度革新研修「水田・耕作放棄地を対象とした放牧管理技術」 

３シーズン放牧を利用した黒毛和種牛肉生産 

畜産草地研究所 山地畜産研究チーム 木戸恭子 

 

◆ 「放牧による牛肉生産」 

輸入穀物の高騰（干ばつ・異常気象、原油高、バイオエネルギー） 

食の安全性・健全性             どのようなウシが育つのか？  

 

◆ 放牧を導入した飼養試験 

事例：２シーズン放牧＋粗飼料多給肥育 

 

2 5

親子放牧 冬季舎飼 2ｼｰｽﾞﾝ目放牧

10 15

粗飼料多給肥育

20 25 30（月齢）
 

 

・ 親子放牧時～冬季舎飼： 補助飼料給与（10％・BW） 

・ 粗飼料多給肥育時： 肥育前期 3.0～6.5kg、肥育後期 7.0kg/頭・日 

 

事例：３シーズン放牧 

 

2 5 10 15

冬季舎飼放牧（単独）冬季舎飼 2ｼｰｽﾞﾝ目放牧 冬季舎飼

30（月齢）

3ｼｰｽﾞﾝ目放牧

20 25
 

 

・ 生時（冬季舎飼）～１シーズン目放牧～冬季舎飼 ： 補助飼料給与 

・ ２シーズン以降は基本的に配合飼料無給与 

・ ３シーズン目放牧時 ：  補助飼料 ～3.3ｋｇ/頭・日 

0

100

200

300

400

0 5 10 15 20 25 30 35

月齢(ヶ月)

体
重

(k
g)

500

600

700

2シーズン放牧

3シーズン放牧

0.92
0.83

0.70
0.68

0.60

0.38

0.35

0.32

※太線が放牧期間 

0.69



 

飼養方式 慣例肥育法 ２シーズン放牧 ３シーズン放牧 

出荷体重 673 kg 677 kg 525 kg 

枝肉重量 216 kg 200 kg 156 kg 

ロース芯  

 

 

 

  

格付 A4～A5 A3 A2 

飼料摂取量 4,000 kg 以上 2,400 kg  220 kg  
※飼料摂取量は 12 ヶ月齢以降の合計 

 【課題・ポイント】  ・ 子牛のときの栄養管理 （代謝的インプリンティング） 

・ 冬期間の飼養方法 （飼料イネ等、高品質粗飼料の利用） 

しかし、このような「放牧黒毛和種」をいかにして売り出すか？  

 

◆ 「放牧牛肉」の販路確保 

・ 食糧の生産と消費を結ぶ研究会 
生協を通して「ナチュラルビーフ」を購入 980 円/300g（ミックス） 
八雲牧場にて放牧牛の視察研修、生産現場への理解を深める 
 

・ （株）大丸百貨店…阿蘇褐毛和種の販売 
大丸オリジナルブランドとして委託農家から年間固定価格で１頭買い 
買取基準：3 ヶ月以上親子放牧、飼料はｵｰﾁｬｰﾄﾞ一番草、抗生物質等々の使用禁止など 

 
・ （株）スエヒロ…「霜降りではなく赤身に自信を持って売るステーキレストランへ」 

あか牛、短角牛のステーキ 150g ディナーコースで 10,500 円 
「くり返し売っていくことによって、客を教育することも必要」 

 
◆ なぜ「黒毛和種」にこだわるか 

・ 筋肉の性質～筋線維の研究から 黒毛和種は実は放牧に向いている 
・ 飼養頭数の多さ 短角、無角、あか牛は地域特産品 
・ ブランド 乳用種雄、交雑種の放牧は輸入牛肉に対抗できるか? 
・ 「国産牛」を謳うのであれば、血統からして日本固有の品種を 

 



前植生に対応した牧区・放牧牛

管理技術

畜産草地研究所

山地畜産研究チーム

手島茂樹

2008.8.27 水田・耕作放棄地を対象とした放牧管理技術



本日、話すこと

・実際の小規模移動放牧の方法

必要な施設等

・植生に対応した放牧について

御代田研究拠点での取り組み



耕作放棄地放牧に必要な準備

放牧施設

①牧柵

②飲水施設

③鉱塩置き

④集牛施設（保定・捕獲施設）

⑤放牧牛の移動（車両等）

⑥その他の施設（給餌施設等）

放牧牛の馴致

（放牧開始後の一般管理）



牧柵には物理柵と電気牧柵があり、耕作放棄地放牧に
は電気牧柵を用いる場合が多い

電気牧柵を用いる理由

・耕作放棄地を対象にした放牧では、使用した牧
区を再耕地化する可能性があるので、 撤去が容
易であることが望ましい

・また小さな牧区を多数設置する必要があるので、
設置が容易であることが望ましい

・安価であることが望ましい

①牧柵



・電気牧柵器本体

出力の異なる物が多数あるが、牧区の大きさに

よって決める。ソーラーパネル、バッテリーおよ

び本体が１セットになって持ち運べる物だと、牛

の移動と一緒に移動することが出来るので、購入

数を少なくすることが出来る。



電器牧柵器 ソーラーパネルとバッテリーが一体
となった物



②飲水施設

ａ．近くに流水がある場合

・水を引く：高低差を用いる、ポンプを使う等

・500リットル以上のタンクを各牧区に設置し、
軽トラ等で水を運ぶ（２から３頭で、１週間に１
または２回運搬）

・ウォーターカップやボールタップを使った飲水
器を用いる。

ｂ．近くに水がない場合



軽トラとタンクを利用した給水



④集牛施設（保定・捕獲施設）

移牧時の捕獲や、繁殖管理および衛生管理を行う場合に
必要。

足場パイプで製作したものやキャトルヤード（移動式追い込
み柵）、運搬車、連動スタンチョン等を用いる。

③鉱塩置き

雨に直接濡れないような工夫があると好ましい。



⑤放牧牛の移動

ロープで引いて移牧できないようなときには、移動用の車
両を利用する。トラックを使用しても良いが、低床式移牧車
両を用いると牛が乗りやすい。



２．実際の小規模移動放牧の方法

１）牧区の設置

・再耕地化する場合には法面や畦の保護をするために、
その周囲を牧柵で囲む必要がある。

・法面が間にある圃場を同一牧区とする場合には、法面
に通路を造る。

・電牧線の張る段数に関しては、親牛だけなら２段、子 牛
も放牧するなら３段にすると良い。



２）造成

①造成前処理

耕作放棄されてからの期間が長い圃場は灌木化している
場合が多いので、機械利用もしくは強放牧によって、灌木を
減らす必要がある。野焼きが出来る場合には燃やしても良い。

②造成

ａ．ロータリー等で耕起出来るのならば、通常の耕起造
成をする。

ｂ．耕起出来ない場合には、蹄耕法によって造成する。



蹄耕法の利用



３）草地管理・放牧管理

①施肥管理

②繁殖管理

③牧柵に対する馴致



植生に対応した放牧について

御代田研究拠点での取り組み

・耕作放棄地を野草（雑草）のまま利用した時の牧養力



オオブタクサ優占区の放牧風景 入牧１年目



・耕作放棄地に寒地型牧草を導入した時の牧養力



・蹄耕法によって牧草を導入した時の牧養力の推移

図 牧養力（頭･日/ha）の推移と、ヨシまたはオオブタクサと、播種
牧草の乾物重構成割合（％） （２年目の秋に牧草を播種）

ヨ シ 優 占 区 ｵｵﾌﾞﾀｸｻ優占区



・冬季放牧

ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽの利用

ソルガムの利用

積雪が多い地帯向け



冬季放牧（イタリアンライグラス利用）



ソルガム利用の冬季放牧

積雪が多い地帯だと、イタリアンライグラスが雪に
埋もれて食べることができなくなる可能性が高い
ため、草丈の高いソルガムを利用して放牧を行う。



ソルガムの放牧利用（１回目利用（夏季））

ソルガム利用の冬季放牧（夏に一度利用）

夏に１回利用して利用率を高めるとともに、冬季の入
牧時の草丈を少し低くすることで、ソルガムが倒れる
のを防ぐ。

現在放牧
試験中



・肥育素牛の放牧

高栄養な寒地型牧草を導入して、

黒毛和種の肥育素牛を放牧する。

現在放牧
試験中



農研機構 畜産草地研究所

石崎 宏

2008/8/26-28 水田・耕作放
棄地を対象とした放牧管理技術 1



耕作放棄地放牧の特徴

民家や牛舎に近い 舎飼い牛から病原体
が伝播

放牧牛から病原体が
伝播

自家生産牛主体の
小規模分散放牧

影響を与える病原体
の種類は限定される



放牧衛生対策のポイント

予防

過去の病気（風土病も含む）の発生実態
を知る

種類、月齢、目的に従って効率的に予防
対策が立てられるよう、管理者、農家、衛
生担当者が連携を密にする

病牛の早期発見、治療ができる管理体制



入牧前の衛生対策

伝染病の感染の有無や栄養状態から適否
を判断する（入牧１ヵ月前頃）。

比較的軽度の病気（軽度の蹄病、眼病、
皮膚病など）があれば、直ちに治療を開始
し予後により適否を判断する（入牧直前）。



放牧馴致

放牧未経験牛は馴致を行う→入牧初期の
ストレス緩和

子付放牧→子牛が耐えうるかの見極めが
重要



放牧馴致の重要性

舎飼→放牧
飼養環境が激変！？







放牧馴致プログラム
冬期間 外気に触れさせるよう、牛舎と運動場間

を自由に出入りさせる

４週間前 放牧地か運動場に日中出すか舎外に繋ぐ

青草を少量ずつ給与、濃厚飼料は体重の
１％程度給与

３週間前 様子を見ながら昼夜放牧に切り換える

２週間前 昼夜放牧または昼夜とも舎外に出す
青草増やし、濃厚飼料を減らす

１週間前 生草だけで飼養

獣医衛生学 鎌田信一
ら 一部改変



衛生管理プログラムの例
項目 月日曜 実施事項

入牧前

個体カード作成 ○○○ 生年月日、体重、治療･繁殖記録
など

ワクチン接種 ○○○ ５種混合ワクチンなど

放牧馴致開始 ○○○ 放牧予定の１ヵ月前、
飼料（青草↑、濃厚飼料↓）
環境

入牧前の衛生検査 ○○○ 臨床検査、血液検査、糞便検査、
→放牧適否の判断

有毒植物の除去 ○○○

衛生施設及び機材の点検整
備、消毒

○○○ 放牧期間中に必要な衛生施設、
機材の点検整備、畜舎パドック
などの消毒

電気牧柵などへの馴致 ○○○



項目 月日曜 実施事項

入牧日

入牧時の衛生検査 放牧適否の判断、殺虫剤プアオ
ン、アカバネ病などのワクチン

入牧後

毎日の監視 初期は１日２回以上
看視日誌

天気、巡回時刻、看視内容、異
常発見時の処置方法など

定期的な衛生検査 殺虫剤プアオン、臨床検査

退牧日

退牧時の衛生検査 臨床検査、血液検査、

異常→十分な処置後に退牧、退
牧後に適切な処置

検査結果等は翌年の計画の参考にする



代表的な放牧病
入牧直後～夏

消化器病 感染性、非感染性

呼吸器病症候群 感染性、環境の変化が誘因、ワクチンで予防

入牧１～２ヵ月

小型ピロプラズマ病 貧血、発熱、ダニがピロプラズマ原虫を媒介

予防：殺ダニ剤プアオン、治療：抗原虫薬（パ
マキン→製造中止、ガナゼック）

夏～秋 吸血昆虫が媒介

未経産乳房炎 乳房の腫れ・硬結

伝染性角結膜炎（ﾋﾟﾝｸｱｲ） 流涙、充血

成牛型白血病 ウシ白血病ウイルス、発症は２歳以上、体表リンパ節
の腫大、発熱、削痩、腹腔内腫瘍、潜伏期長い（無症
状でウイルスを保有）、
治療法ない→家保による定期検査

アカバネ病、チュウザン病、
アイノウイルス感染症

先天異常子
アカ：内水頭症、関節湾曲、多発性筋炎、
チ、アイ：水無脳症、小脳形成不全
予防：ワクチン接種



その他

皮膚糸状菌症 眼の周囲、頬、頚部、耳、背線等に好発、脱毛、
皮膚の隆起、フケ、

薬浴・抗真菌剤塗布による治療→根治するまで
には時間がかかる（～数ヶ月程度）

乳頭腫症 ウシパピローマウイルスが原因の増殖性イボ、
顔、頚、腹部、乳頭等に好発、致死率は低い、
効果的な治療法がない

肝蛭症 急性症状（腹膜炎、肝炎→腹痛、軟便～下痢、
削痩）、慢性症状（胆管炎など→体重減少、冷
性浮腫、症状は軽度）、異所寄生（子宮など）



ワクチン接種

感染力や毒性が強い病原体に対する予防
が重要。

呼吸器病

レプトスピラ

泌尿･生殖
器の異常､
血色素尿､
急性腎不全

気腫疽（クロ
ストリジウ
ム）

ストレス

アカバネ病

胎子奇形を
伴う異常産、
流量低下、
子牛脳炎

皮下浮腫、
ガス形成、
歩様の異常

牛ウイルス性下
痢・粘膜病ウイル
ス

牛RSウイルス

牛パラインフル
エンザウイルス 牛ヘルペスウイルス1 

ﾍﾓﾌｨﾙｽｿﾑﾅｽﾏﾝﾍﾐｱﾍﾓﾘﾃｨｶ

その他にも
炭疽
大腸菌
サルモネラ

など



代表的なワクチン
（異）アカバネ病・チュウザ
ン病・アイノウイルス感染症

混合不

３mL、２回（４週間隔）、筋肉内

（呼）牛伝染性鼻気管炎・牛
ウイルス性下痢-粘膜病・牛パ
ラインフルエンザ・牛RSウイ

ルス感染症・牛アデノウイル
ス感染症混合生

２mL、筋肉内

（消）牛ロタウイルス感染症
３価・牛コロナウイルス感染
症・牛大腸菌性下痢症混合不

１mL、２回（１ヵ月間隔）筋肉内

その他
呼吸器：ﾍﾓﾌｨﾙｽ・ｿﾑﾅｽ（不、筋）、ﾏﾝﾍﾐｱ･ﾍﾓﾘﾁｶ（不）
消化器：ｻﾙﾓﾈﾗ２価（不）、大腸菌性下痢（不）



皮膚糸状菌症の治療
Trichophyton verrcosum

ナナフロシン

（ナナオマイシン油剤）塗布

塩化ジデシルジメチルアンモニウム

（アストップ、クリアキル、ロンテクトなど）

100倍希釈液散布

完治までに時間がかかる

漢方生薬配合薬（新中森獣医散）

経口投与（1週間）+10%煎じ液体表噴霧（4日間）

治療開始７週～20週で完治(n=3)
井隼ら(2008) 日獣会誌, Vol 61, p136-

予防効果が
期待される



ヒト用（クリーム）

週２,３回塗布→２週間で毛が再生し始める

その後週１回程度塗布

治療前 治療２週目 ４週目



乳頭腫症の治療

インターフェロンα製剤（ビムロン）

経口投与：繊維性乳頭腫発症牛の77%に治療効果

橋之口ら 平成18年度⽇本獣医三学会九州地区学会
非常に高額！？

イベルメクチン製剤（内外部寄生虫駆除薬）

繊維性乳頭腫に効果あり（80~90%）Börküら(2007) 
Res. Vet. Sci., Vol83, p360-

ヒノキチール（メナドン）青森ひば油中に含有

一部に効果あり？ 畠間ら( 2007 ) 臨床獣医, Vol 
25, p29-



肝蛭症とは

稲発酵粗飼料（ＷＣＳ）給与技術マニュアル(2008)より



肝蛭症対策
感染性のある幼虫（メタセルカリア）

水中の稲の茎や雑草、水辺の草に生息

① 水系に牛を入れない

② 冬期舎飼い時に新しい稲わらを給与しない→ＷＣＳ
やアンモニア処理を推奨

③ 駆虫

ﾄﾘｸﾗﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ（商品名ﾌｧｼﾈｯｸｽ）、経口

ﾋﾞﾁｵﾉｰﾙ（商品名 動物用ﾋﾞﾁﾝ、ｼﾙﾃｯｸﾍﾟｰｽﾄ）、経口



放牧地の有毒植物
耕作放棄地は雑草が繁茂しており、毒性のある植物も
侵入している可能性がある

有毒植物に対する家畜の嗜好性は概して悪いが、食草
が少ないときなどに摂取することもあるため注意

対策

① 草量に見合った頭数を放牧し、可食草量を確保する。

② 入牧前に有毒植物を除去→草地の土地利用性を向上

代表的な有毒植物：キョウチクトウ、シキミ、ワラビ、
ウマノアシガタ、トリカブト、アセビ、ヨウシュチョ
ウセンアサガオ、ヨウシュヤマゴボウなど

参考サイト
http://niah.naro.affrc.go.jp/disease/poisoning/plants/index.html

http://niah.naro.affrc.go.jp/disease/poisoning/plants/index.html


Ｆ区：～８週まで漸
次上昇し、開始時と
比べ有意に上昇

Ｃ区：変化なし

運動と自由環境が免疫系に及ぼす影響（参考）

図．白血球貪食能の推移
（フリーバーン飼養（パドック付） VS ストール飼養 各区（n=4）

貪食：初期段階で、細菌
等の異物を白血球の一部
が取り込むこと



参考図書（病気）

ご静聴
ありがとうございま
した。



                     ２００８．８．２７ 第３講義 

                              水田・耕作放棄地を対象とした放牧管理技術研修資料 

                                  

 研修科目： 放牧牛の行動制御技術 

     耕作放棄地放牧を始めるにあたって －準備と実践－ 

 

                       畜産草地研究所 放牧管理研究チーム 

                                                                   的場 和弘 

１．はじめに 

 牛の飼養経験のある人にとっては、繁殖牛の放牧は牛の体調と草や水、電牧の管理さえ

気をつければ、難しくなく始められる。牛の飼養経験の無い人でも、放牧経験のある妊娠

鑑定済みの繁殖牛で、実績のある畜産農家や関係機関の指導を仰ぎながら行えば十分実施

可能である。実際に島根県や山口県などでは耕種農家がはじめは牛を借りて、馴れてから

は自分たちで牛を購入して放牧管理していたり、畜産農家が耕種農家の土地を借りて放牧

し、日常監視・管理を耕種農家に委託している例もある。 

 和牛の繁殖雌牛であれば栄養的には野草やシバのだけで十分飼うことができる。ただ、

子付き（ほ乳中）の雌牛や育成牛を放牧で飼う場合は、栄養要求量が繁殖雌牛より高いた

め、野草やシバのみでは栄養が不足する。この場合は野草より栄養価、生産量の高い牧草

を播種して草地を改良したり、補助飼料を給与する必要がある。（後段で解説）  

 

２．導入の前に 

 １）牛の準備 

 初めて耕作放棄地の放牧を始める場合は、できるだけ放牧経験牛を借りてきて行うか、

経験牛を群に混ぜ一緒に放牧することにより、失敗や事故を防止することができる。１頭

だけでの放牧はさけ、必ず２頭以上の複数で行う。県・自治体によっては経験牛を貸し出

してくれたり斡旋してくれるレンタルカウ制度があるところや、レンタカウやレンタカウ

制度の構築のための補助事業もある。また、畜産農家から経験牛を借りてくる場合でも、

病気など牛に事故があったときは通常、牛自体は家畜共済で保障できる。 

 ２）脱柵・牛の管理・環境汚染・害虫への（周囲の）心配 

 耕作放棄地放牧を行う際に使用する牧柵は、木や金属パイプでできた柵や有刺鉄線の柵

ではなく、鋼線やポリ製の糸にステンレス線を編み込み、この金属線に高電圧の電気を流

して牛が触れると感電することによって隔障作用をもたらす電気牧柵（以下は電牧）を使

用する。電牧はきちんと管理し機能していればほとんど牛が脱柵することはないが、100
％ではない。このため、もし脱柵して周囲の畑などに被害を及ぼした場合の賠償責任につ

いては、保険・共済制度もあるので農林事務所等に問い合わせる。 

 牛を飼ったことのない人が牛を飼うわけであるから、何のどこを見ればいいかわからな

いと思うが、地域の指導機関の指導や各種マニュアルのチェックシートを参考にして、ち

ょっとでも変わったこと、わからないことがあれば相談できるよう、普及員、獣医、畜産

農家等のバックアップ体制を準備しておく。 
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 糞が落ちて地下水や水路の汚染、臭いやハエが増えるのではないかとの不安があるが、

基本的に遊休地放牧程度の放牧密度でそこの草だけを食べて糞をしている、外から補助飼

料を大量に与えていない場合、十分に循環できる量である。ただ降雨時の表面流亡による

水系への流れ込みの可能性はあるので、水路と牧区の間に数ｍの緩衝地帯を設けられれば

心配、危険は減少する。また、放牧地の下流で定期的に水質を調査し、もし著しい汚染が

見られたら放牧を中止することにしておくと理解が得やすい。臭いについては、濃厚飼料

を多給している牛の糞尿は臭いが、草だけを食べている牛のは臭いは少なく（春先の高タ

ンパクの消化のいい草を食べているときは臭いが強くなることがある）、目の前で排泄さ

れる位でなければ、問題とはならない。 

 ハエ等の虫については、サシバエやアブ（吸血昆虫）は夏場には牛は飛来するが、放牧

地の牛の糞に集まるのは糞虫は来るがイエバエなどの家庭にいるハエは少なく、牛舎の堆

肥場の方がよっぽどハエは多い。また、斑点米の原因となるカメムシ類の発生については、

きちんと放牧利用して牧草を開花結実させなければ発生源とはならず、逆にクモなどの益

虫の生息場所となる。ただし、イタリアンライグラスなどのイネ科の牧草を播種したが管

理放棄され、それが開花結実した場合はカメムシ類の発生源となり得るので注意する。 

 はじめは反対したり脱柵するなど問題を起こしたらすぐにやめてもらう、といっていた

周囲の人々が、放牧開始後しばらくして荒れ地がきれいになり、牛がのんびり草を食べて

いるのを見ていると、周囲で刈った草を入れてくれたり、逆に自分の遊休地にも入れてく

れないか、と頼みにくるケースも多い。また、子供たちも喜んで見に来るようになるが、

事故になるほどの危険はないとはいえ、電牧は高電圧で触れると非常に痛くてびっくりす

るので、道路脇の牧区などは、わかりやすい表示や電牧線の手前にダミー線（ロープ等）

を張って直接電牧線に触れないような手当も必要である。 

 初めて行うところでは、必ず周囲の関係者に十二分に説明を行い了解してもらってから

始める。近くに既に行っているところがあれば見に行ってもらったり、実施している方（周

囲の方）に話してもらうと理解が早い。また、いきなり大きな面積で行うのではなく、実

証試験的に、よく馴れた牛を使って小面積でデモンストレーションをして、実際に効果を

見てもらうのが最も効果が高い。 

 

３．放牧のための馴致の目的と基本 

 １）何故馴致が必要か 

 これまで全く放牧経験のないスタンチョンにつながれていた牛を急に放牧に出すと、走

り回って脱柵したり、放牧の効果どころか逆に生育停滞や病気の発症が増加することがあ

るため、必ず放牧に対する馴致を行う。以下、放牧環境において慣らすべき項目を示す。 

 ①気象：外気や日射、風雨、温度変化など舎内では経験していない気象的環境。 

 ②場、施設：広い空間、地形や牧柵、通路、水たまりなど舎内にはなかったものに対す

る順応と、放牧地内のスタンチョンや追い込み柵への慣れ。水槽やえさ場、日陰などを探

す能力の習得。 

 ③電気牧柵：電牧は物理的な強度は低いため、牛が押せば簡単に脱柵できる。電牧は触

れると痛い、ということを学習することで、牧柵に触れない＝脱柵しなくなる。放牧地に

出る前にしっかり学習させる必要がある。 
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 ④青草を食べ消化する：舎内で乾草と濃厚飼料のみを食べていた牛は、青草を飼料とは

思わず全く食べないことがある。また、うまく食いちぎれなかったり食べ方が下手である。

また、ルーメン内の環境（微生物相）も青草に対応できるものに変える必要がある。 

 ⑤群飼：スタンチョンで飼養されていた場合は、群飼＝他の牛と接することが大きなス

トレスとなる。またこれまで群飼されていた場合でも群構成が変わり体格や年齢の差が大

きい場合、劣位の個体に大きなストレスがかかる場合がある。馴致期に特に弱い個体がい

た場合は外したり、他の弱い個体と組み合わせる等、配慮する。 

 ⑥集畜：人から逃げない、人に寄ってくるようになれば扱いやすく、人に接するストレ

スも低減される。見回り時に声をかけ濃厚飼料等を少量与えることで、人や捕獲施設へ慣

らす。 

 ２）現地に出すまでの馴致 

 馴致は牛舎に隣接し、パイプ柵や木柵（物理柵）で囲まれたパドックや運動場、草地で

行う。パイプ柵等のパドックがなければ有刺鉄線や高張力線（電牧）の多段張りでもよい。

馴致期間は１ヶ月はかけたい。まず、外の環境に慣らすため、日中は外に出し外気に触れ

させるようにし、その際刈り取ってきた青草（生草）を与え、濃厚飼料の給与量は減らし

ていく。２週間くらい前から草の生えた運動場、放牧地に昼夜で出すようにして草の食べ

方を学習させる。放牧経験牛がいれば一緒にしてやると覚えが早い。日よけや雨よけがな

い場合は作るか、ひどいときだけ牛舎に戻してやる。 

 電牧（ポリワイヤー）への馴致は、パドックの内に数ｍでいいので通電したポリワイヤ

ーを張っておき、牛が興味を示して自分で触るのを待つ。同様に運動場や放牧地内にもポ

リワイヤーを張って ”触ると痛い！”ことをしっかり覚えさせる。 

 ３）現地放牧開始後（放牧地内で）の馴致 

 これは、放牧経験牛が一緒にいるとスムースである。経験牛は新しい牧区でもすぐに水

場や日陰、鉱塩やおいしい草のある位置を探索把握し必要に応じて移動するため、未経験

牛も経験牛について行くことで場所を早く覚えることができ、また一緒にいることで新規

環境でも落ち着いていられる。経験牛がいると安心してはじめから一緒に牧区の奥までい

けるが、いないと入り口付近から動かず、牛舎に帰りたがることがある。 

 初めて放牧を行う場合は、牛だけでなく人も放牧に馴れるまで時間を要する。あわてず

段階を踏んでゆっくりと進めることが必要である。人から逃げる牛、臆病な牛、すぐ走り

出す牛は放牧では扱いにくく、より十分な入牧前の馴致が必要である。 また、子牛から自

家で育成する場合は、親子放牧を含め、子牛の頃から人と放牧に対して馴致を行うと、成

牛になったとき非常に扱いやすくなる。さらに牛にとって人は怖いもの、いじめられるも

のではなく、おいしいものをくれる、遊んでくれるなど信頼できる存在になることによっ

て、放牧での牛の扱いが容易となる。逆に、放牧に出して楽になったからと見回りや牛と

の接触を怠ってしまうと、牛が野生？に戻ってしまい集畜や捕獲が困難になったり、人か

ら逃げる、捕まえようとすると暴れるようになったりする。 

 

４．放牧のための施設、資材                            
 １）電気牧柵 

 これまで用いられた有刺鉄線は、設置、撤去に手間がかる。物理的強度はそこそこある
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が、段数が少なかったり管理が悪いと脱柵される。その点電気牧柵は、物理的強度は低い

基本は心理柵である。さわると痛い！を学習することで触れない・近寄らない＝外に出な

い。鋼線タイプは物理柵も兼ねる。ポリワイヤー１本でも十分牛をコントロールできるた

め、ポリワイヤー１本張りになりがちだが、確実な脱柵防止のため外柵は鋼線の２段張り

以上を推奨する。以下その基本を解説する。 

 ①電牧線・・高張力線（2.3～2.6mm、1.3～1.6mm）、ポリワイヤー（ポリテープ）、目

的、使用場所、コスト、対象家畜、馴致度などで選択。鋼線は耐脱柵性、強度、耐久性は

高いが、施工が大がかり、高コスト、移設が困難である。ポリワイヤーは設置が簡単で移

設も用意、コストも安いが、耐久性は低い。物理的な強度が無く耐脱柵性は鋼線に劣る。

接続が中途半端だと通電が不十分だったり放電により断線することがある。 

 ②電牧器・・出力：低～高まで種々。延長距離（牧区サイズ、数）、電源、耐漏電性、

コスト等で機種を選択。 電源：乾電池、充電池、ソーラーパネル、AC 電源 がある。 

 不特定多数の人が触れる可能性のある場所に設置した電牧の電源を、ＡＣ電源（家庭用

電灯線）から取る場合は、コンセント式の漏電ブレーカーを必ず使用する（法律で規定さ

れています）。 

 ③支柱・・線種や使用場所、コストで選択。鋼線の場合は緊張器でテンションをかける

必要があるため、角支柱はしっかりしたものを使用し、控え柱もつける。ただし角支柱の

間が直線で十分にテンションがかけられれば、途中の支柱は線間を保持できればよく強度

を落とすことができる。 

 市販品：丸太支柱、絶縁木、パイプ支柱＋碍子、鉄柱＋碍子、グラスファイバーポール、

ピッグテールポール、等々 

 自作品：足場パイプ、古電柱、廃枕木、ビニールハウス支柱・金具＋塩ビパイプ、木・

竹支柱＋塩ビパイプ、L 字鋼＋碍子、 立木＋碍子、ほか工夫しだいで低コスト！！ 

 ④碍子・・ 市販品、塩ビパイプ、ポリパイプ、ビニールホース、プラスチックチェー

ン、ＰＰロープ、ほか電気を通さない物なら何でも利用できるが、耐久（耐候）性に注意。 

 ⑤ゲート・・ ポリワイヤー＋ハンドル（市販・自作）、スプリングゲート、バンジー

ゲート（ステンレス線入りゴム紐）   電源の取り方に注意：基本は引っかける方から。 

 ⑥電牧線の接続・・高張力線はクランプや針金を巻き付けることで十分な接触が得られ

るがポリワイヤーの場合は、１点での接触のみや１回結んだだけでは織り込まれたステン

レス線の接触が不十分な場合がある。接触が不十分な場合、電圧が低いと通電せず、電圧

が高いと放電が起こり、ポリ線が熱で溶けて切れたり、ステンレス線の方が切れて断線し

たりする。接続用のクリップ線の利用や、ポリワイヤーを数回巻き付ける、線をほぐして

ステンレス線同士を確実に絡める、細い針金を巻き付けるなど、により確実な接続をはか

る。雷が頻発し落雷の危険があるところでは、避雷器の設置も検討する。 

 ⑦電圧管理・・電圧計を使用して、１日１回は電圧を確認する。フェンスアラート等の

使用は離れたところからでも電圧低下を視認できるので便利である。漏電等により電圧が

低下（3000Ｖ以下）しても、牛が電牧に十分馴致されており牧区内に草があるうちは牛が

牧柵に触れ、すぐに脱柵するすることはほとんどないが、草が不足したり電圧の低下が数

日に及ぶと脱柵が起きる。１台の電牧器でいくつもの牧区を管理する場合は、途中にスイ

ッチを入れ、複数のブロックに分けておくことにより、漏電箇所の探索が容易になる。 
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 ２）牧区での設備、通路設計 

 ①近距離の移動・・一時的にポリワイヤーで誘導路を作ったり、引き綱で引く。遠い場

合は運搬用トレーラー等に乗せて移動させる。牧区を移動したりトレーラーに乗れば新し

い草地にいけることを学習すると、進んで移動するようになる。 

 ②斜（法）面と通路・・できれば斜面は歩かせたくないが、必要な場合はできた牛道を

補強したり、人工牛道を作るなどして斜面の崩壊を防ぐ。斜面を上下に結ぶ必要のあると

きは、傾斜線方向には歩かせず、斜度 14°以下になるように斜めの牛道を牧柵で作りでき

れば補強する（材木やシバ張）。斜面上部に牧柵を張る場合は、斜面との間に１ｍ以上の

平らな部分をとり、傾斜部分を歩かないようにする。 

 ③牧区の面積・・これは現地の地形、状況により異なるため一概には言えないが、あま

り大きい（数 ha）と、監視、集畜が困難になる。飼養可能頭数については、草の種類、植

生、現存量、季節、地域等で大きく異なるが、十分に生育した野草地であれば 30ａで２頭

1 ヶ月くらいが目安である。１群の頭数は多いと管理、集畜が難しくなるので、２～数頭

までで用いる。 

 ④水槽・・水質の汚染の問題から、河川や水路に直接入って飲水させるのは避ける。水

源がある場合は、ポリパイプ等で牧区内の水槽に水を引く。水源がない場合は、タンクで

運ぶか、牧区上部に貯水タンクを設置し高低差で水槽に供給する。水槽には必ずフロート

バルブやオーバーフロー用の排水パイプを設け水槽からの漏水を防ぎ、牧区の泥濘化を防

止する。牛の集中による水槽周囲の荒廃泥濘化を避けるため、水槽を複数設置するか移動

式にして適宜場所を変えるとよい 。泥濘化防止用の資材（すのこ）も市販されている。 

 ⑤捕獲・・理想は声をかければ牛の方から寄ってきてそのまま頭らくを捕まえる、であ

るが、飼槽に給餌し誘引捕獲したり、追い込み柵があると便利である。牛が馴れていれば

飼槽の手前に足場パイプで枠を組み、そこにフックをつけ、牛が入ってきたら頭らくまた

は首輪にフックをかけ保定する。または２～５連の連動スタンチョンを飼槽の前に設置し、

自動ロックで捕獲する。この連動スタンチョンは移設可能な簡易なものが作られている。

どちらの場合も、普段の見回り時に少量の濃厚飼料等を声をかけながらあたえ、牛を捕獲

施設に慣らしておく必要がある。追い込み柵は足場パイプで十分であり、必要に応じてポ

リワイヤー（通電なし）を張って追い込む。ひとつ注意点として牛（育成）に鼻環を付け

ている場合、足場パイプ接続用のクランプ部に鼻環を引っかけ鼻環または鼻を切ってしま

う事故があるため、鼻環を頭らくで固定するかクランプにカバーを付けることを勧める。 

 ⑥庇陰施設・・牧区内に日陰があればいいが、無い場合は小屋根をかけた庇陰施設があ

ると牛のストレスが軽減できる。 

 ⑦その他 

  ○鉱塩：ミネラル補給のため鉱塩を給与する。水が溜まらないようにした台や、雨水

がかからないカバーがあると良い。 

  ○虫除けイヤタグ：ダニやサシバエに忌避効果。 

  ○ダニ避け剤：３週間に一度、背稜に規定量を塗布する。 

  ○アブトラップ：アブを誘引して捕獲する装置で、アブの個体数の減少に効果。ただ

し、牛の腹部につくアブ（シロフアブ、ウシアブ他）には効果があるが、背中につくアブ

（アカウシアブ等）は捕獲できない。 
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５．現地に入牧する 

 牛舎周辺ですでに電牧や環境のへの馴致が終了していることが前提である。現地で強制

的に電牧に触れさせる必要はない。はじめは少々走り回れる位の広さで、見通しのよい平

らな牧区を使用する。放牧経験牛であっても必ず２頭以上の複数で放牧する。電牧は目立

つよう２段張りで、牛が興味を示し触れてみるようにリボンを付けたり缶をぶら下げるな

どするのも良い。いきなり離すのが心配であれば、牧区内でしばらく繋牧して落ち着かせ

てから放してもよい。放牧前に抗ダニ剤を塗布する。牛が落ちつき、自分から電牧線に触

れ通電を確認し、草を食べ始めたらひと安心である。牛に声をかけ濃厚飼料を給与して牛

が寄ってきて食べれば、電圧と水を再度確認し終了。 

 

６．日常管理 

 １）要点 

 牛の状態、水（水槽）、牧柵の状態と電圧、草の量、状態、牧区の状態を確認する。特

に電気牧柵の電圧、水、草は脱柵に直結するので確実に点検する。見回りの時に声をかけ

ながら濃厚飼料など牛の嗜好性の高い物を少量与え学習させることで、その後の集畜や管

理が容易になる。 

  ２）電気牧柵 

  電圧が低ければ、漏電、接続不良、バッテリーの不足、ソーラーパネルの不具合、電牧

器の故障を疑う。脱柵の予兆としては電圧・水・草の不足のほかに、ポリワイヤー１本張

りの牧柵の下から牛が首を伸ばして隣の牧区内の草を食べていたり、入り口ゲートに集ま

っている、普段はすぐに寄ってこないのに人が行くとすぐに集まってくる、人の姿を見つ

けると発情ではないのにしきりに鳴く場合、他には腹（左上部骨盤の前あたり）がへこん

でいたり、フンが少なく小さな固まり上でポロポロしているような場合は草不足してが食

べられていないことを示しているため、近日中の移牧を考える。前足を折って牧柵の下か

ら隣の草を食べるようになると脱柵の危険が非常に高く、もし電圧が低下したりその状態

で驚かされるとすぐにでも脱柵する。このような状態の時はすぐに移牧を行うか、とりあ

えず貯蔵飼料や周囲の草を刈るなどして飼料を補給する。 

 ３）電気牧柵と牛の関係 

 牛は通電している電牧をそれとわかっていて押し破ることはなく、脱柵は牛の馴致（経

験）と電圧・漏電の管理が十分であって餌や水の不足がなければほとんど起きない。ただ、

全く起きないわけではなく、漏電等で電圧が低下している時、さらに牧区内の草が足りな

くなって牧柵の下の草を食べているうちに、牧柵に触れたがショックが少ないためそのま

ま前進して脱柵したり、いたずらで牧柵に触ってみたらショックがなかったので噛んでみ

たら牧柵が外れたので越えてしまった、餌がほとんど無くなってしまったが電牧の向こう

にはおいしい餌がある場合など、である。ただし、電圧が十分で餌もある場合でも、経験

の浅い牛の入牧直後、発情、闘争行動、恐怖による暴走、子牛がじゃれ合って走り回る、

などが起きた場合に牧柵に気づいても止まれきれなかったり、他の牛に押されて牧柵を押

し倒して脱柵することがある。また、電圧だけでなく、外れていないか、ゆるんでいない

か、倒れていないか、枝などがかかっていないかなど、牧柵の状態も点検する。特に強風

の後は注意する。 

- 6 -
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 ４）牛と水の観察 

 牛の観察は多岐にわたるが、健康状態：食べているか、反芻しているか、目に力はある

か、いつもは寄って来るのに来ない、糞の状態、やせていないか、毛づやはいいか、アブ

が来ても追い払わない等。草が不足していないか：お腹はふくれているか、牧柵の外の草

を食べていないか、嗜好性の低い草を食べ始めていないか、等がチェックポイントである。 

 水槽は水（水圧）があることは当然だが、汚れていたり藻が生えたりしていれば清掃す

る。場所によっては鳥が糞をしたり異物を投入することもある。 

 慣れるまではチェックシートを使うなどして、見忘れの無いように注意することが望ま

れる。 

 

７．移牧 

 人が後ろから追いたてるのではなく、ゲートを開けたら自分からはいる、呼ぶと集まっ

てきて人の後ろをついてくる、ようになるのが理想。台車等に積んで移動する場合でも、

台車に乗れば新しいおいしい草が食べられることを学習すれば、自分から素直に乗るよう

になる。近距離であればポリワイヤーで通路を作り誘導するが、その際馴れた牛であれば

通路幅を幅を広めに取っておけば通電しなくても大丈夫。集畜も移牧もできるだけ牛を走

らせないこと。走り興奮すればするほど脱柵の危険が高まる。 

 

８．栄養要求について 

 舎飼いの牛は繋ぎであればその場で立つか座るだけ、フリーストールでも数ｍの範囲で

すべての生活を行っているが、放牧牛は広い放牧地で草を食べ（収穫）、糞・尿をし（堆

肥処理・散布）、水を飲み、快適な場所を探して休む（換気）。このためにはすべて自分

の足で放牧地内を歩き移動しなければならない。しかし放牧地の条件は広さや傾斜、レイ

アウトなど様々で、１日の歩行距離や負荷も様々である。このため栄養要求量は舎飼時に

比べ 10～50％増加する（維持要求量、日本飼養標準）。 

 さらに要求量は牛の状態、たとえば妊娠中期－末期、授乳期、育成期などで異なり、維

持量に産乳や増体分を加算しなければならない。 牛は１日に摂取可能な（食べられる）栄

養量は基本的には、体の大きさ、飼料の質、飼料の消化性で決まってくる。授乳などで栄

養要求量が高まった場合その栄養量を摂取するためには、より消化性がよく栄養価の高い

飼料（草）が必要となる。 

 耕作放棄地で利用されるススキの場合、TDN55％、CP９％程度、シバの場合は TDN50
～55％、CP10％程度であるが、黒毛の繁殖雌牛の要求量を満たすための飼料は、量が十分

あれば TDN で 50～60％でよく、ススキやシバで要求量は満たすことができる。逆にこれ

より質が高くて腹一杯食べてしまうと、太ってしまう。しかし、授乳中の母牛や育成牛は

要求量が高まっているため、量が十分あっても TDN で 60～70％ないと要求量を摂取でき

ないため、ススキだけでは厳しく、補助飼料（濃厚飼料）を与えるか、質の高い草、牧草

を導入した草地で放牧することが必要となる。 



水田・耕作放棄地を利用した
小規模移動放牧における環境影響評価

畜産草地研究所
山地畜産研究チーム

江波戸宗大

2008/08/26-28
水田・耕作放棄地を対象とした放牧管理
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１） 農業が環境におよぼす影響

肥料

アンモニア

メタン

メタン

土壌浸食

溶脱

CO2

圃場（土壌）を適切に管理することが重要
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２） 圃場を適切に管理するには・・・

土壌診断

施肥基準

圃場の現状を把握

現状に見合った施肥管理

作物生産だけでなく、周辺環境にも配慮が必要

土壌を通じて関係

植物（草）の生育に直接関与する要因
・光（日光）
・温度
・水
・空気（CO2, O2)
・養分（N, P, K, Ca, Mg等）
・有害因子

圃場の生産力→土壌に大きく影響される
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例：北海道における草地土壌維持管理のための診断基準
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http://www.agri.pref.hokkaido.jp/nouseibu/sehi_guide/5bokusou.pdf

例：北海道の施肥基準



**Actinoid

*Lantanoid
**RaFr

RnAtPoBiPbTlHgAuPtIrOsReWTaHf*BaCs

XeITeSbSnInCdAgPdRhRuTcNbZrYSrRb

KrBrSeAsGeGaZnCuNiCoFeMnCrVTiScCaK

181716151413121110987654321

ArClSPSiAlMgNa

NeFONCBBeLi

HeH

Mo

元素の周期律表

３） 植物の必須元素
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陽イオン（貸そうかな、まああてにするな、ひどすぎる借金）

K > Ca > Na > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > (H) 
> Cu > Hg > Ag > Pt > Au

植物の多量必須元素

４） 土壌から溶脱しやすい順番は？？？

参考：イオン化傾向

陰イオン

NO3 > SO4 > （OH) > Cl > Br > I

H C O N P K Ca Mg S
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５） 放牧草地における環境に配慮した施肥とは・・・

ふん 尿
排泄量 平均水分 乾物量

kg/（日・頭） % kg/（日・頭） kg/（日・頭）
肉用牛 繁殖 20 78 4.4 13.5

育成 7 78 1.5 5.5
肥育 15 78 3.3 10.5

乳用牛 経産 30 80 6.0 20
育成 10 80 2.0 7.5

放牧すると牛からふん尿を通じて養分が供給される



ふん尿から供給される養分量 例：N
ふん中N 尿中N
gN/（日・頭） gN/（日・頭）

肉用牛 2歳未満 67.7 66
2歳以上 61.3 79
乳用種 60.9 78.9

乳用牛 搾乳 139.3 132.3
乾・未経 51.1 75.1
育成 81.7 89

ふん中N 尿中N 合計
6ヶ月放牧 6ヶ月放牧 6ヶ月放牧
kgN/（年・頭）kgN/（年・頭）kgN/（年・頭）

肉用牛 2歳未満 12 12 24
2歳以上 11 14 25
乳用種 11 14 25

乳用牛 搾乳 25 24 49
乾・未経 9 14 23
育成 15 16 31
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http://cryo.naro.affrc.go.jp/seika/new/h18/20.htm

環境保全と良質粗飼料生産のための乳牛飼養可能頭数算定法
三枝俊哉（北海道立根釧農業試験場 研究部 草地環境科）
岡元英樹（北海道立上川農業試験場 天北支場 技術普及部）
阿部英則1)（北海道立畜産試験場 環境草地部）

北海道における研究例
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表4 昼夜放牧を行うときに年間に必要となる1頭あたり草地面積

http://cryo.naro.affrc.go.jp/seika/new/h18/20.htm



６） 塩野地区における小規模移動放牧による環境影響

塩野1
(10a)

2007/06/18

1996年 放牧利用開始

2006年 秋 造成（メドウフェスク（ハルサカエ））

N:P2O5:K2O = 11 : 40 : 2.75 (kg/10a)
2007年 N:P2O5:K2O =  6 : 4.5 : 1.5   (kg/10a)

5月初旬 入牧（3頭）, 8月中旬 1頭退牧, 10月中旬 退牧

2008年 N:P2O5:K2O =  6 : 4.5 : 1.5   (kg/10a)
5月初旬 入牧（3頭）, 8月中旬 1頭退牧, 10月中旬 退牧予定

履歴：



2008/08/26-28
水田・耕作放棄地を対象とした放牧管理

2006年 造成前（４月）の土壌肥沃度
水平分布

垂直分布 0
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可給態窒素（N mg/100g soil） リン酸（P2O5 mg/100g soil） カリ（K2O mg/100g soil）
適正範囲
（北海道の
土壌診断基準）



2007年（造成後）における放牧前後の土壌肥沃度比較（１）

[方法]

平成8年度より放牧利用している水田圃
場2筆(塩野1,2)を5m×10mメッシュで区
切り(塩野1は20区画、塩野2は30区画)、
各メッシュにつき、放牧前後の表層土（0
～5cm）を5点採取し、混合して分析用試
料とした。それら試料について交換性塩
基および有効態リン酸（トルオーグ法、
ブレイNo.2法）を測定した。

水田

(遊休農地)

遊休農地

(遊休農地)

野菜畑

塩野1

塩野2

(遊休農地)

斜面上り

斜面下り

用水

農
道

塩野地区圃場概略図



塩野１

塩野２

-4
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8

-4
0

4

8

交換性Na (Na2O mg/100g soil)

-100
0

100
200
300
400

-100
0

100
200

300

400

交換性K (K2O mg/100g soil)

交換性塩基量は放牧後に交換性K、Ca、Mgが増加していた。特に交換性カリウム
の水平方向でのばらつきや増加が著しく、牛の尿による影響が考えられた 。

2007年（造成後）における放牧前後の土壌肥沃度比較（２）
表層土壌における放牧前後の土壌養分分布の変化 （放牧後－放牧前）



2007年（造成後）における放牧前後の土壌肥沃度比較（３）

(P2O5 mg/100g soil)

有効態リン酸（トルオーグ法）
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-20
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(P2O5 mg/100g soil)

有効態リン酸（ブレイNo.2法）

トルオーグ法とブレイNo.2法での有効態リン酸量の増減に関する傾向は
似通っており、放牧後に減少傾向にあった。

塩野１

塩野２

表層土壌における放牧前後の土壌養分分布の変化 （放牧後－放牧前）



水田

(遊休農地)

遊休農地

(遊休農地)

野菜畑

塩野1

塩野2

(遊休農地)

斜面上り

斜面下り

用水

：窒素負荷量を経時的に測定した圃場

農
道

塩野地区圃場概略図

2007年（造成後）における放牧期間中Ｎの経時変化（１）

[方法]

小規模移動放牧地の窒素負荷量を
周辺環境と比較するため、同じ斜面
で土地利用形態が異なる農地（野菜
畑、塩野1、遊休農地（途中で草地造
成）、水田）の表層土（0～5cm）を斜面
水平方向に20m間隔で採取し、硝酸
態およびアンモニア態窒素を経時的
に調査した。



土地利用形態が異なる農地の表層土壌における硝酸態およびアンモニア態窒素の経時変化

2007年（造成後）における放牧期間中Ｎの経時変化（２）

硝酸態Nとアンモニア態Nは共に、小規模移動放牧地(塩野１)では野菜畑よりも少なく、
水田とは平均値は同等であったが、変動が大きかった。

(mg/100g soil) 平均 分散
1.38 3.25
0.77 0.16
0.93 0.20
0.68 0.05

日付（月日）
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(mg/100g soil) 平均 分散
2.29 13.53
1.21 6.63
1.40 9.16
1.13 1.33
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水田

(遊休農地)

遊休農地

(遊休農地)

野菜畑

塩野1

塩野2

×

×
×

×

×
×

×

×
×

(遊休農地)

斜面上り

斜面下り

用水①

②

③

④

⑥

⑦

⑨
⑧

⑤

×：用水採取地点（数字はサンプル番号）

：窒素負荷量を経時的に測定した圃場

農
道

2007年（造成後）における周辺環境への影響（１）

塩野地区圃場概略図

[方法]

周辺環境への影響を明らかにするため
に、付近を流れる用水について、左図
の地点で水を採取し、硝酸態およびア
ンモニア態窒素を経時的に調査した。

①用水　水源 ③暗渠　遊休地
④用水　野菜畑下 ⑥暗渠　放牧地
⑦用水　放牧地下 ⑧暗渠　水田
⑨用水　水田下



2007年（造成後）における周辺環境への影響（２）

日付（月日）
0

1
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3
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7

8

9

10

5/20 6/17 7/15 8/12 9/9 10/7 11/4 12/2

①用水　水源 ③暗渠　遊休地
④用水　野菜畑下 ⑥暗渠　放牧地
⑦用水　放牧地下 ⑧暗渠　水田
⑨用水　水田下

硝酸態N

アンモニア態Nはほとんど検出されず、硝酸態N濃度は季節変動が見られた。
放牧地からの暗渠排水⑥は他の暗渠排水よりも高めで推移していたが、上流
に位置する野菜畑下④と同濃度であった。



小規模移動放牧では、窒素負荷に関して、周辺環境
への影響はほとんど見られず、少なくとも塩野地区で
は野菜畑以上には負荷をかけていないと考えられた。

まとめ

2007年調査結果より

ご静聴
ありがとうございました



飼料イネの研究・普及に
関する情報交換会資料
2008.3.7放牧技術の経営評価と

新耕畜連携モデル

中央農業総合研究センター 千田雅之

「水田・耕作放棄地を対象とした放牧管理技術」研修資料



飼料イネを活用した
周年放牧型耕畜連携モデル

Ⅰ．農林地の畜産利用推進の背景と課題

Ⅱ．飼料イネ活用型周年放牧モデル
開発経過、モデル概要、キーテク、成果効果

Ⅲ．放牧飼養の状況：飼料イネ立毛放牧、
イネWCS冬期放牧ほか（ビデオ）

Ⅳ．「飼料イネ活用周年放牧」の適応場面



Ⅰ．農林地の畜産利用推進の背景

１．米の生産調整(水田転作）

２．遊休農地の解消：３８万haのうち優良
農地内の１５万haを５年以内に解消

３．飼料増産：飼料の入手困難・価格高騰
（環境負荷の少ない畜産の推進）

※ 転作田・遊休農地をフルに活用して飼料増産に
取り組まなければならなくなった＝面的拡大と質的
拡大(単収増加、集約利用)．地域飼料資源をフルに
活用できる家畜飼養システムの構築が必要



国際飼料需給の逼迫

１）BRICSの高度経済成長と畜産物消費の増加

２）バイオ燃料政策：
USA：「２０in１０」ガソリン20％を代替燃料

３）穀物価格の高騰
とうもろこし（シカゴ）：２５０￠/ｂ（H16-18)→６００￠（H20)

100￠／ｂの上昇→配合飼料3000円／ｔの上昇
海上運賃（USG～日本）：＄５０/ｔ（H16-18)→＄１１０

＄１０の上昇→配合飼料800円／ｔの上昇
配合飼料価格：４０円～４５円／kg（H16-18)→６３円

出典：小泉「バイオエタノールと世界の食糧需給」
生産局畜産部「畜酪小委員会資料」



転作重点施策から飼料増産・未利用飼料
資源活用施策へ

悪のシナリオ：飼料高騰による畜産の縮
小＝飼料資源活用手法の喪失
→国土資源のさらなる荒廃
→転作・遊休農地活用施策の行き詰まり

※国土資源活用型畜産の構築は喫緊の課題



Ⅱ 飼料イネ活用型周年放牧モデル

１．飼料イネ、放牧の技術・経済的特徴と普及課題・限界

２．常総市における耕畜連携の経過と課題

３．放牧を活用した耕畜連携モデルの開発
１）イネWCSの冬期放牧利用技術
２）水田の牧草放牧
３）飼料イネの立毛放牧技術

４．WCS給与・放牧飼養による牛の栄養状態と繁殖成績

５．飼料イネ活用型周年放牧モデルの効果
－繁殖経営、農林地の利活用－



１）飼料イネ・イネWCS生産技術
○特徴：資材・労働集約技術

○収益性：助成金を除くと低い（高い生産コス
トに対して生産量、生産物単価が低い）

○普及課題：技術開発（増収、品質向上等）
と開発技術の導入を促す制度が必要
①収量向上：増収意欲を高める制度
②収穫ロス削減：収穫機改良、放牧利用

③品質向上：適期収穫技術、細断型収穫機
④高付加価値化：イネWCSの機能性評価

輪作効果の解明



畜産経営における飼料イネ・イネ発酵粗
飼料の利用効果と問題点

○効果：
安価な？粗飼料、堆肥還元圃場の確保

○問題点：
労働過重（収穫、運搬、保管、給餌、堆肥還

元）、耕種側の安定生産の継続不安
○対応策：
・ 収穫運搬作業の外部委託（コントラクター）
・ 放牧の活用(畜産農家)
・ 輪作効果の解明(耕種農家)



２）放牧技術

○特徴：低投入土地集約技術、生態活用技術

○適応条件：高賃金､資材高､低地代時に有利
粗飼料のみで飼養可能な家畜

○適応場面：資本集約技術の導入困難な地域
乳牛(北海道)、肉用繁殖牛

①機械化困難な農林地（小耕地、傾斜地、里
山、遊休農地etc.）の利用、飼料資源の効率的
利用 ②肉用牛繁殖経営の改善・発展



放牧導入効果の限界と対策
○すべての牛が周年放牧できるわけではない

○飼料自給率は放牧により必ずしも向上しない

○畜産経営発展（増頭、収益改善、自給率向上）へ
の活用条件：
１）放牧面積・放牧対象牛・放牧期間の拡大
①放牧用地の利用集積
（集落・営農集団との連携）

②集約技術（人工哺育、親子放牧）との併用
③冬季放牧飼料の確保
２）舎飼牛の飼料確保の合理化
（イネWCS利用、コントラクターによる採草)



図５ 営農試験地の耕畜連携の概要

耕種農家２団地・３農家：飼料イネ栽培計13ha、放牧管理11ha
畜産農家：肉用牛繁殖肥育一貫経営、飼料イネ収穫、牧草生産

特徴：飼料イネと牧草で妊娠牛３０頭を周年放牧

２．常総市における耕畜連携の経過と課題



畜産側から見た自給飼料生産の課題と対応

図２　畜産農家の自給飼料生産作業

0

2

4

6

8

10

5月 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

1

日

平

均

農

作

業

（
時

間

)

WCS収穫

わら収穫

牧草生産

農作業増加 → 牧草
放牧、イネ立毛放牧

作業ピーク →
作期分散・放牧

運搬負担 →
WCS冬季現地放牧

（2005年度：飼料イネ1品種、放牧なし）



３．飼料イネを活用した周年放牧モデル

４月～９月：牧草地30a／頭 10月～11月：飼料イネ５a／頭

12月～３月：イネWCS15a／頭 舎飼牛：イネWCS２５a／頭・年



図６ 飼料イネ、イネWCSの活用による放牧期間の延長
と未利用資源の活用



３－１）イネWCSを利用した冬期放牧技術

○目的：イネWCSの運搬～堆肥散布作
業の削減、品質保持

○技術課題：残飼、脱柵、家畜の健康
状態、家畜排せつ物の偏在

○組織対応：牛の観察、ロール開封・給
水作業 → 耕種農家の協力

○評価：経済性・環境負荷



イネWCSへのアクセスを制限しない場合の問題点

･採食競合が生じ落ち着いて採食しない

・飼料の上に排せつし残飼が発生する



放牧牛のアクセス制限をしない場合の
イネWCSの残飼



電気牧柵を利用したイネWCSのアクセス制限



放牧牛のアクセス制限を行った場合
のイネWCSの残飼



フレール型調製品の給与

イネWCSを転がして帯状に展開し、真上に電気牧柵を設置



周囲に丈夫な鉄棒等を建ててイネWCSの散逸を防ぐととも
に、飼料の上に牛が乗り排せつすることを防ぐ

解体困難な大きなサイズのサイレージの給与



図７ 放牧利用によるイネWCSの残飼



図８ イネWCSの現地放牧給与の経済性
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イネWCSの冬季放牧利用の利点

○省力･低コスト化：イネWCSの運搬、給与、排せつ
物処理、堆肥運搬散布作業の削減、燃料費の削減

○保管場所が不要、品質低下リスク小さい

○放牧未経験牛の栄養状態を低下することなく放牧
馴致（とくに生草の採食行動の馴致）がはかれる

○未利用飼料資源の活用（里山・畦畔・作閑期の野
草）：WCSの放牧利用は牛舎給与の1.5倍牛を養える

○放牧期間の拡大（早春・晩秋・冬季）
→周年放牧・飼養規模拡大

◎耕種農家の収入機会：WCSの高付加価値



３－２）水田牧草放牧の取り組み

○目的：家畜飼養、農地管理労務･コストの低減

→ 畜産経営の発展、農地管理面積の拡大

○取り組み： ①土地利用計画の見直し：放牧可能
な水田はすべて放牧利用。飼料イネ作付面積縮小

②地域水田農業協議会への働きかけ：地域水田農
業ビジョン、産地づくり交付金の対象に放牧を追加

③耕畜間の役割分担：放牧牛管理、草地管理、牧柵
設置は耕種農家が対応し、助成金は耕種農家へ

④技術課題：排水改善、草種 → 目標1頭当たり
30aで6か月間放牧飼養



飼料イネ圃場と水田放牧の様子



３－３）飼料イネの立毛放牧技術

○背景・狙い

・畜産農家の秋季飼料収穫時の飼養管理作業の
軽減 → 自給飼料の安定生産、経営発展

・湿田に適した牧草が少ない

・晩秋の放牧草の減少

○技術課題：飼料イネ品種、飼料成分、採草ロスの
抑制、目標1頭当たり５a（２か月）

○新たな耕畜連携関係：耕種農家が放牧管理。飼料
イネの放牧利用に伴う助成減→畜産農家から耕種
農家に２５千円の支払い



図９ 牧草・野草の月別生産量の推移(大生郷)



図10 牧草及び飼料イネのTDN(大生郷）



図11 牧草及び飼料イネの粗タンパク(大生郷)



図１２ 牧草及び飼料イネのグラステタニー比



飼料ｲﾈの立毛放牧の開発
－70cmの高さに電気柵を設置し、柵の下から
先のイネを採食させる－



牛の採食行動範囲の制御
により採食ロスを５％以下
に抑えることも可能





飼料イネの放牧利用の利点

○嗜好性抜群、倒伏し難い、採食ロス少・高牧養力

○全天候型利用：天候や圃場条件に左右されない

○機械収穫できない周囲のひこばえや藁の利用

○晩秋の放牧飼料確保 →放牧期間の延長

○省力化･低コスト化：収穫調製・運搬・給与・排せ
つ物処理・堆肥運搬散布作業の削減、フィルム資
材・燃料費・機械償却費の削減

○秋季収穫作業の軽減・畜産経営の改善発展



表２ 飼料イネの機械収穫･牛舎給与と放牧利用のコスト比較

-飼料イネ１haの試算－

C型専用機収穫・牛舎給与

放牧利用
収穫調製

運搬給与 堆
肥還元

作業時間（時間） 8.5 153 69.6

使用資材費（円） 35,310 7,035 10,000

使用燃料費（円） 5,710 16,942 667

機械償却費（円） 163,600 20,000 0

費用計（円） 217,415 272,811

費用合計（円） 490,226 115,017

飼養家畜1頭当たり 費用
（円）

467 96

注：1)飼料イネの圃場生産量を1haあたり乾物10トン、C型専用収穫機の収穫ロスを
30％（収穫量7ﾄﾝ、繁殖雌牛飼養可能頭数1,050頭、放牧利用による採食ロス10％（採
食量9ﾄﾝ、飼養可能頭数1,200頭）とする。2)C型専用収穫機による機械償却費は収穫
面積15haとする。3)労賃単価は1500円/時とする。4)いずれも運搬に伴う機械の償却
費は含まない。

mailto:=@sum(s117..s120)


表３ 飼料イネの放牧利用に伴う助成金等の変化

－常総市事例－ 円／１０a

＊立毛イネに対して畜産農家が耕種農家に２５千円支払



表４ 舎飼繁殖牛の飼料給与内容と飼料充足率(佐藤牧場)

４．イネWCS給与、放牧飼養による繁殖牛の
栄養状態と繁殖成績



図１３ 繁殖牛の分娩間隔の推移(佐藤牧場)



図１４ 子牛生時体重の推移(佐藤牧場)



表５ 退牧時の繁殖牛の血液性状（佐藤牧場）

・夏期ストレスによるエネルギー摂取不足、ピロによる貧血
・冬期WCS給与時のタンパク質不足？
・年間通じた高いβカロテン値→繁殖性・母乳への好影響



図１５ 放牧期間中の牛の体重変化



表６ 放牧飼養牛の繁殖実績(佐藤牧場)

・1個体当たり約６か月放牧．分娩１か月前に退牧
・これまでのところ繁殖牛は無事故
・出産率、子牛生時体重は舎飼時と変わらない
・分娩間隔は短い



５．開発モデルの効果

１）転作面積の拡大

２）遊休農林地解消：農地復元・景観改善

３）未利用飼料資源の有効利用：耕作放
棄地、畦畔・農道・里山・作閑期の畑の野
草、ひこばえ等

４）繁殖経営の発展：和牛資源の拡充、飼
養管理の省力化、飼料自給率の向上



表７ 菅原農園（大生郷地区）の農林地管理面積の変化

・イネWCSの縮小、放牧の拡大により農林地管理面積２倍
・６ha以上の耕作放棄地の農地への復元
・里山1.5haの整備：景観改善・放牧牛の避暑地確保



放牧導入で未利用資源の有効活用と耕作基盤の復元が可能

耕作放棄地(放牧前) 放牧後３か月

ひこばえ採食 里山の笹採食



表８ 周年放牧型耕畜連携による繁殖経営の発展

耕畜連携前 飼料イネ導入後 放牧導入後
2001年 2005年 2008年

繁殖牛 ２５頭 ５１頭 ８１頭

イネWCS収穫 １４．３ha １２ha
（内１.5ha立毛放牧）

放牧面積 １１ha
労働時間／家畜管理 ４６４５（９１／頭） ４２９３（５３／頭）

労働／放牧飼料生産 ７００（１４／頭） １２１５（１５／頭）

飼料自給率／繁殖牛 ６６．１％ ８１％

子牛 １５．１％ ３５．３％



大生郷地区の耕畜連携の活動理念と運営

円滑な運営：
(1)月1回の共同作業と情報交換
→放牧実践農家・地区との交流（放牧ネットワーク）
(2)手間替え主体：知識・技術・情報・機材・

牛力・労力の出し合い
(3)地域交流：地元説明会・協業組織への育苗委託

行動理念：
(1)地域農業・農村景観の改善
(2)国土資源の保全・活用、飼料の増産
(3)環境と調和した畜産モデルの開発
(4)和牛資源の拡充
(5)新しい農業・農村・畜産モデルの開発



Ⅳ 飼料イネ活用型周年放牧の普及可能性

１．開発モデルの普及・応用可能性

２．放牧の開発推進に必要な体制・支援施策
１）飼料イネ活用型周年放牧モデルの開発フロー
２）放牧の取り組みへの総合的支援体制の必要性
３）放牧事故保険制度の創設ないし支援



１．開発モデルの普及・応用の可能性

１）中山間と平場の耕畜連携(南北連携)

例：中山間(夏季放牧)－平場(秋冬季飼料イネ
を活用した預託放牧)

２）コントラクターへの放牧牛導入

３）転作組織の放牧畜産の導入→作閑期の除

草や圃場残渣、遊休農地の耕作基盤の復元
(スイーパー牛)。有機物の蓄積を活用した農法
開発(農牧輪換）



開発モデルの適用例

Ⅰ．耕作放棄地復元モデル
放牧による荒廃地の整備(通年）→飼料イネ(夏)→
イネWCS利用した放牧(冬)→大豆・コーン作(夏)

Ⅱ．農牧輪換・山里放牧連携システム

○平場(転作組合）：飼料イネ－放牧－大豆－麦

WCSと規格外麦・大豆を利用した冬季預託放牧

○中山間(繁殖経営）：夏季放牧 牛移動

Ⅲ．家畜導入通年放牧型輪作モデル
飼料イネ→麦→大豆→放牧(冬)→放牧(夏）→放牧(冬)



収穫圃場でのイネWCSの冬季放牧給与

農牧輪換の試み：排水の良い圃場にWCSを搬入し冬季放牧利用－夏季大豆作



２．普及支援活動の留意点

１）放牧・飼料イネは手段、ゴールでない

目的は地域農業・畜産経営の改善発展

放牧、WCSを活用した営農発展像を描く

２）集落、地域農業への働きかけ

３）家畜への配慮・放牧衛生

牛は草刈機ではない
総合的支援体制：営農計画・技術体系化・衛生・制度支援・リスク管理



図１６ 周年放牧型耕畜連携モデル開発のフローチャート



①放牧・飼料イネを活用した開発計画を考える

放牧・飼料イネを活用した営農開発支援
のポイント－総合的推進態勢チーム－

③家畜衛生・家畜生産管理

②技術の体系化と支援(土地利用計画、放牧
計画、草地管理）

④運営システム・組織づくり（地域機関への働
きかけ、耕畜間の役割分担、リスク低減対策）

⑥効果の実証・評価：データをとる→普及情報

⑤事業導入、事業提案



放牧の開発・普及に求められる姿勢

１．リスクチャレンジ精神
２．汗をかく
３．観察とデータ収集
４．決断力・実行力
（観察・データ・経験に基づく）

５．技術開発の提案、政策提言



常総市の取り組みの今後の課題
１．放牧技術の充実
１）牧草の安定生産（ｲﾀﾘｱﾝ-ﾊﾞﾋｱ)
２）飼料ｲﾈの省力生産・牧養力向上
３）イネWCS給与時の残飼削減

２．耕種経営の発展モデルの開発
例）イネWCS利用冬期放牧地での大豆、とう
もろこし生産：日本型農牧輪換

３．リスクマネージメント
地元説明会・交流会、放牧事故保険



昨秋牧草を播種しなかったセンチピード草地：
ギシギシが繁茂（５．２１）



秋に大麦を播種したバヒア草地：不食草が繁茂（５．２１）



２年前にレッドトップを播種した草地（５．２１）
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