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1. 冬季放牧の意義

現在，高齢化した和牛繁殖農家の離農により，肉用子牛の

出生頭数ば減少し，子牛価格の高騰が続いている。肉用子牛

を低コストで安定供給するためには，耕作放棄地や公共牧場

等の草資源を有効活用した繁殖雌牛の増頭が必要である。し

かし，一般に放牧を行うのは牧草が生育する春から秋の期間

のみで，放牧できない冬季は舎飼いとなる（農林水産省生産

局2011;梨木2017)。東北地域のような寒冷積雪地では冬季

には全ての牛が牛舎に集まるため，牛舎で収容できる頭数し

か飼養できないのが現状である。さらに，冬季の舎飼い期間

は敷料交換・ 除糞作業だけでなく，堆肥化の手間とその堆肥

を還元するための農地の確保も必要となる。肉用子牛を低コ

ストで安定供給するためには，寒さに強いという牛の特性を

活かして，冬季も牛舎を必要とせずに屋外で飼養する技術を

確立させる必要がある。牛舎の建設コストを削減し，冬季作

業の省力化を図れれば，規模拡大や新規参入も容易となり，

肉用子牛の安定供給に繋がるであろう。

本稿では，岩手県農業研究センター畜産研究所外山研究室

と農研機構東北農業研究センターが岩手県盛岡市藪川地区で

行った冬季放牧試験の概要とそれにより得られた成果につい

て述べる。次に，寒冷積雪地で周年親子放牧に取り組んでい

る生産者の優良事例をもとに，寒冷積雪地の周年親子放牧の

現状を紹介する。最後に寒冷積雪地における周年親子放牧の

今後の課題について述べたい。なお本稿では必要によっては

補助飼料の給与も行う周年屋外飼養も広義の冬季放牧として

扱うことをご容赦願いたい。

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

2. 放牧草による放牧期間延長技術

放牧草には季節生産性があり，暖地型牧草であれば20℃

以下，寒地型牧草でも 5℃以下の低温になると休眠期に入り，

地上部の生育が止まる。よって晩秋以降に牛を飼養するため

には，冬季の飼料の確保が必要となる（農林水産省生産局

2006)。AutumnSaved Pasture (ASP) は放牧期間を延長す

るために，晩夏から晩秋にかけて備蓄用の草地を設けて牧草

を生育させ，晩秋以降に放牧牛に利用させる技術である。放

牧地を一部休牧して生育させる方法（木曾田ら 2009), 採草

地の秋の刈り取りを行わずに晩秋以降に放牧に利用する方法

（東山ら 2015),水田裏作等にイタリアンライグラス (Lolium

multiflorum Lam.)やムギ類等秋季の生育に優れた草種を

播種して晩秋以降に放牧に利用させる方法（北川ら 2017)

がある。 ASPを用いた放牧期間延長は晩秋以降も，放牧草

を利用できる点でたいへん有効な技術である。しかし放牧草

を利用できるのは積雪直前までである。北東北のように 12

月から 3月にかけて根雪期間がある地域では，冬季は乾草や

サイレージ等の補助飼料の給与が必要となる（農林水産省生

産局 20ll)。

3. 寒冷積雪地の冬季放牧

(1) 試験概要

岩手県農業研究センター畜産研究所外山研究室と農研機構

東北農業研究センターは 2012-2014年にかけて研究協定を結

び，冬季2シーズンの ll月から 3月において，岩手県盛岡

市藪川地区で黒毛和種繁殖雌牛の冬季放牧試験を行った内容

本研究の一部は，生研支援センター「革新的技術開発・緊急展開事業（うち先導プロジェクト）」における周年親子放牧コンソーシ

アムでの取り組みにより行った。
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を紹介する。冬季放牧 17頭と舎飼い 16頭の黒毛和種繁殖雌

牛を飼育し，母牛の繁殖成績，出産子牛の生育成績および飼

育に要した作業時間を調査した（深澤・佐々木 2015)。冬季

放牧期間中の最低気温は屋外で一20.4℃，牛舎内で一8.4℃で

あり，積雪深は最大で 70cmであった。分娩予定 lヶ月前に

は冬季放牧の牛は牛舎に収容し，分娩させた。出生した子牛

は4日齢で離乳し，その後人工哺育で飼養した。

(2) 家畜生産性と省力化への効果

調査の結果チモシー乾草と日本飼養標準（農業・食品産

業技術総合研究機構 2008) に準じ最低気温に応じたコーン

サイレージを給与すれば，寒冷積雪地の真冬でも黒毛和種繁

殖雌牛を放牧できた（図 1)。冬季放牧の親牛については，

初回発情回帰日数，受胎までの日数，受胎までの授精回数に

舎飼いと違いは見られなかった。子牛の成育についても，生

時体重および日増体旦に冬季放牧と舎飼いの間で差は見られ

なかった（表 1)。以上のように，寒冷積雪地の冬季放牧でも，

黒毛和種繁殖雌牛は補助飼料を給与することで，舎飼いと同

程度の子牛生産を確保できた。また，冬季放牧では給餌にか

かる時間は増加するが敷料交換や除糞作業は不要となる。

そのため管理者 l人が飼養頭数 15頭の飼養作業にかかる 5

日間の総時間は舎飼いの 76分に比べて冬季放牧では 33分と

なり，総作業時間は半分以下に削減できた。また，敷料代の

節約にもつながった（深澤・佐々木2015)。

これらの研究成果に加え，岩手県農業改良普及センターの

協力により冬季放牧を実践している黒毛和牛繁殖生産者の体

験談を加えた技術紹介パンフレットを作成した。作成した技

術紹介パンフレット「屋外飼養でラクラク増頭！」は農研機

構東北農業研究センターのホームページからダウンロードで

きる（農業・食品産業技術総合研究機構 2017)。

(3) 飲水の凍結対策

気温が氷点下となる季節に放牧する場合，問題となるのが

飲水の凍結である。近年では，ヒーター付きの不凍水槽等が

市販されているが，電源が必要なため，放牧地や耕作放棄地

等畜舎から離れた場所での設置が難しい。また，長期間の

利用となれば，電気代もかかる。上記の試験期間中，岩手県

農業研究センター畜産研究所外山研究室が水流を活用した飲

水槽の凍結防止方法を開発したので紹介したい（図 2)。

円形水槽下部に導水管，上部に排水管を設ける。沢水は水

槽下部から入り，上部の排水管から沢に戻るため，水槽から

水が溢れ出すことはない。さらに，導水管に延長部を設け，

吐水口を水面に垂直方向から 30-45゚ 傾けることにより水流

を上面・ 回転方向に生じさせる。常に水の流れを生じさせて

おくことにより，飲水槽の全面凍結を防止できる。設置場所

が流水を引ける場所に限られるものの，設置費用は安価で，

電気代等のランニングコストも不要である。この方法を用い

排水管

（導水管延長部）
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図 1. 寒冷積雪地における冬季放牧の様子

岩手県盛岡市藪川地区 2013年2月．

図 2. 水流を活用した不凍水槽．

岩手県 (2014)から引用

表 1. 冬季放牧した黒毛和種の分娩後の繁殖成績と産子の生時体重 1_

母牛 冬季放牧 舎飼い

初回発情回帰日数（日） 22.1土7.4 21.9土9.2

受胎までの日数（日） 88.7土31.5 82.4土56.7

受胎までの授精回数（回） 1.5土0.7 1.8土 1.0

産子 雄 雌 雄 雌

生時体重 (kg) 34.6士5.8 29.6士5.1 37.6士4.8 31.0士3.5

日増体量 (kg/日） 070士0.10 0.71士0.10 0.67士0.17 0.66士0.11

1岩手県 (2014)から作成．
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ることにより，冬季放牧期間中に飲水槽の全面凍結は見られ

なかった（岩手県 2014)。寒冷積雪地において，冬季放牧を

実践している生産者の多くは，水を常に動かすことにより，

飲水槽の凍結を防止している。流水を確保できる場所であれ

ば，是非参考にして取り組んでいただきたい技術である。

(4) 冬季の耕地を活用した泥淳化と養分集積対策

冬季放牧における草地の泥淳化の問題はこれまであまり取

り上げてこられなかった。その理由としては，周年放牧への

取り組みの多くが関東以西の比較的温暖な地域に多いこと，

根雪期間がある地域では冬季は牛舎で飼養するのが一般的で

あることが挙げられる。著者らは前述の岩手県盛岡市藪川地

区で行った冬季放牧試験において，牛の行動範囲に偏りが生

じ，それが泥渾化と糞尿による養分集積を生じさせているこ

とを明らかにしたので紹介する。調査は飼料用トウモロコシ

収穫後の農地 (3ha)で行った。冬季放牧中の黒毛和種繁殖

雌牛 6頭に位置情報（緯度・経度）を取得する GPSロガー

を装着し，位置情報から得られる放牧地の lmメッシュ毎の

滞在時間（秒）の総和による滞在時間等値線図を作成し，冬

季放牧時における牛の滞在時間分布を可視化した。固 3は1

日 (24時間）に牛 (6頭）が滞在した時間を可視化した地固

である。 11月から補助飼料として，草架で乾草ロールを給

与した。 11月はまだ根雪期間に入っていないので，牛は林

縁部のササや農地周辺の畦草も採食できた。そのため，放牧

した場所全体に滞在した。しかし， 1月の根雪期間に入ると，

移動範囲は草架周辺に狭まった。さらに積雪が深まった 2月

には，草架周辺の除雪が行われている一部の場所しか利用し

なかった。 4月になり根雪が無くなると，牛は再び移動範囲

を草架周辺以外にも広げる傾向を示した。この結果から，冬

季放牧に広い面積の牧区を用いても，牛は補助飼料の給与場

所付近の除雪が行われている場所しかほとんど移動しないこ

とが明らかとなった。水分の増加により柔らかくなった土壌

に成牛が頻繁に蹄圧をかけると泥淳化は生じる（池田ら

2013)。寒冷積雪地における 3月から 4月上旬にかけての雪

解け時期は士壌水分が高くなり，特に牛が集まる補助飼料の

給与場所と飲水槽付近は最も泥淳化しやすい場所となる。

冬季放牧期間中の牛の補助飼料の給与場所への集中は，泥

淳化だけでなく，糞尿による養分集積も生じさせた。表2に

岩手県盛岡市藪川地区における冬季放牧試験後の草架周辺，

飲水槽周辺，畑地内（草架 ・飲水槽周辺以外の場所）の土壌

成分を示した。電気伝導度 (mS/cm) と硝酸態窒素濃度

(mg/lOOg)は草架周辺では畑地内の 4倍以上であった。

冬季放牧による泥淳化と養分集積対策として，岩手県盛岡

市藪川地区の冬季放牧の試験では，飼料用トウモロコシの栽

培後の飼料畑で冬季放牧を行い，冬季放牧終了後は再び飼料

用トウモロコシを栽培した。放牧後に作付けした飼料用トウ

モロコシ収穫直前の茎葉の硝酸態窒素濃度 (%DM) は草架

周辺で 0.003-0.024(%DM), 畑地内では 0.000(%DM) で

あり，草架周辺はそれ以外の場所に比べて硝酸態窒素濃度

(%DM) は若干高い傾向を示したが，牛への給与に問題があ

るとされる 0.1%(農業・食品産業技術総合研究機構 2008)

を大きく下回る値であった。飼料用トウモロコシの硝酸態窒

恙`  舎ここ
牛口月

ー
ー

1月
I滞在一時間（秒）

牛舎
1000 
950 
900 
850 
800 
750 
700 
650 
600 
550 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
10 

゜
50 100 

m 

図 3. 冬季放牧における牛の滞在時間

水色部分は牧柵内を示している．
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表 2. 冬季放牧後の土壌成分

草架周辺 飲水場周辺 畑地内

EC1 (mS/cm) 0.81a 0.65a 0.19b 

pH (H心） 67a 62b 6.3a 

有効態りん酸 (mg/lOOg) 8.2a 9.Sa 9.0a 

交換性加里 (mg/lOOg) 212.5a 220.7a 148.6b 

交換性苦土 (mg/lOOg) 161.Za 1663a 87.lb 

全窒素(%) 0.93a l.OOa 0.90a 

硝酸態窒素 (mg/lOOg) 8.6a 14.0a 21b 

異なる文字間には p< 0.05で有意な差が見られた. 1EC電気伝導度

素濃度は品種や生育ステージによって大きく異なり，品種の

選択や黄熟期収穫によって硝酸態窒素濃度を 0.1%程度に低

下できる（自給飼料品質評価研究会 2001)。北東北では飼料

用トウモロコシ作付け後の農地は翌年まで空いている。また，

水稲作付け後の水田も秋の収穫から翌春まで空いている場合

が多い。冬の間，作付けがなく，翌春に耕起する予定の農地

であれば，永年生牧草地ほど泥淳化を気にする必要も無い。

草架周辺に集中する糞尿の養分を農地全体にいかにして分散

させるかという課題はあるが，冬季に空いている耕地を冬季

放牧に活用できれば，冬季放牧の場所の確保だけでなく，糞

尿還元による耕地の地力向上にも貢献できるであろう。

4. 寒冷積雪地における周年親子放牧

(1) 寒冷積雪地における周年親子放牧の意義

現在，黒毛和種繁殖雌牛の飼養形態は，耕地の自給飼料生

産と輸入飼料を活用した舎飼飼養が中心である。草資源に恵

まれた公共牧場や耕作放棄地を活用した放牧も一部取り組ま

れてはいるが，妊娠が確定した繁殖雌牛がほとんどであり，

子つき牛や子牛・ 育成牛は放牧されていないのが現状である

（梅津 1990;梨木2017)。草地の粗飼料生産から見た放牧期

間は，牧草が育つ 5月から 10月にかけての 180日ほどである。

よって現在の放牧方法では放牧を導入したとしても放牧

草がある期間で，かつ妊娠が確定した繁殖雌牛が対象， とい

う限られた放牧しかできない（梨木 2017)。放牧のメリット

である省力化と畜舎建設・拡大への投資を最小限に抑え，増

頭するためには，これまで述べてきたような技術を用いて，

冬季でも補助飼料を与えながら放牧し，放牧期間の大幅な拡

大を図る必要がある。さらに，放牧対象牛を妊娠が確定した

繁殖雌牛に限定せず親子で放牧し，親子放牧の期間を冬季に

まで拡大できれば，放牧のメリットを最大限に活用できる。

では，なぜこれまで親子放牧に取り組む生産者がほとんどい

なかったのであろうか。繁殖経営の場合，子牛販売だけが唯

ーの収入であり， 子牛の出術頭数が減ったり，生育が悪かっ

たりすると，収益に大きな影響を及ぼす。そのため，周年親

子放牧を普及させるためには，繁殖成績の低下，子牛の事故，

子牛の発育停滞の 3つの不安要素を解消するための技術開発

や知見の解明が必要となる。

図 4. 積雪の中で哺乳中の黒毛和種の親子牛

岩手県九戸郡洋野町2017年2月，積雪深約 40cm

(2) 寒冷積雪地域における周年親子放牧の取組事例

岩手県九戸郡洋野町で周年親子放牧により，低コスト素牛

生産を実践している生産者K氏の周年親子放牧の方法を紹

介する。今後，周年親子放牧の技術開発を行ううえで，たい

へん参考になるであろう。 K氏は黒毛和牛繁殖雌牛 20頭を

飼育しており， 8ヶ月齢の素牛を毎月 2頭程度出荷している。

放牧地は 50年以上前に造成され，その後一度も更新される

ことなく，現在はケンタッキープルーグラス (Paapratensis 

L.)が優占している。放牧はこの 3.6haの放牧地で行い，冬

季は乾草ロールを屋外の草架で給与している。牛舎は放牧地

に隣接して，親子 5組が入る程度である。分娩予定の 10日

前に親牛を牛舎に入れて分娩させる。分娩約 20日後に，真

冬でも親子牛を放牧地に出す（図 4)。離乳は出荷直前の 7ヶ

月齢まで行わない。

繁殖成績の低下，子牛の事故，子牛の発育停滞の 3つが周

年親子放牧に取り組むうえでの不安要素であることは先に述

べたとおりである。一般的に，哺乳期間が長くなると，種付

きが悪くなるといわれている（鈴木・佐藤 1980)。しかし，

k氏の繁殖成績については，哺乳期間を延長しても極端に分

娩間隔が長くはなっていない。親子放牧で受胎率が悪い原因

は，発情回帰の遅れ等の牛の生理的要因もあるが，発情発見

が遅れる，発情が微弱で発見できないなど，管理者の要因も

多分にあると考えられる。 K氏の発情監視は朝夕 2回の補助

飼料給餌のときだけである。しかし，周年親子放牧では群飼
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養のため，マウンティングや牛群から離れるといった発情時

特有の行動（三村 2000) が現れやすく発情発見しやすい。

また， K氏の自宅は親子放牧を行っている放牧地と隣接して

おり，庭先から牛群を観察することができる立地条件にある。

加えて，過肥による繁殖成績の低下に気を配っており，冬季

の粗飼料は栄養価の高い 1番草ではなく，低い 2番草を飽食

で与えている。

子牛の疾病についてはコクシジウム症 (Oda・Nishida

1990)対策を必ず実施し，ワクチン接種は厳冬期には避ける

などの対策をとっている。

子牛の発育については，周年親子放牧を活用して，低コス

トで素牛生産を行えたとしても，通常の舎飼いの素牛に比べ

て，著しく発育が劣るようでは，生産者は取り組まない。 K

氏の周年親子放牧では，子牛の発育は非常に良い。著者らは，

優れた発育の要因の一つは子牛への補助飼料給与方法にある

と考えている。放牧地の柵の柱と柱の間が一部， 40cmほど

空いている。放牧地の外側に配合飼料，コーンサイレージの

入った餌槽を置いておくと，子牛だけがその柱と柱の隙間を

通って好きなときに配合飼料とコーンサイレージを食べにく

る。満足したら再び放牧地に戻って行く。柵の通り方や配合

飼料の食べ方など，特別に子牛を馴致することはない。子牛

は自分より月齢の高い子牛が食べに行くのに付いて行き，勝

手に覚える。子牛の給餌作業は 1日2回だけである。子牛は

放牧草（冬季は乾草），配合飼料とコーンサイレージに加え，

親子放牧により母乳からの栄養も供給される。子牛が多様な

飼料の中から自由に採食できるこのシステムが，親子放牧で

も十分な増体を示している大きな要因だと考えられる。

5. 寒冷積雪地における周年親子放牧の今後の課題

周年親子放牧が低コストな素牛生産方法とはいえ，事故は

あってはならないし，繁殖成績についても 1年 1産が望まれ

る。 K氏の周年親子放牧の場合，自宅から放牧地を眺めるこ

とができるということは先に述べた。しかし， K氏のような

立地条件の良い場所に放牧地を用意できるケースは稀であ

る。近年，農業の IT化は急速に進んでおり，著者らが参画

している「革新的技術開発・緊急展開事業」における周年親

子放牧コンソーシアムでも，周年親子放牧への IT導入のた

めの技術開発が鋭意進められている。健康管理，事故防止，

ならびに発情発見の基本は毎日の入念な牛の観察につきる。

ウェブカメラや様々なセンサー等の IT技術により，牛の健

康状態と発情行動をリアルタイムで確認できれば，多少離れ

ている放牧地でも，生産者は安心して放牧に取り組むことが

できるようになるであろう。周年親子放牧における今後の

IT技術の開発に期待したい。

子牛の発育については黒毛和種去勢牛であれば，少なくと

も日増体量 0.8kg以上，できれば日増体量 1.0kgが望まれる。

しかし，放牧草と黒毛和種の低乳だけで上記の子牛の発育目

標を達成するのは難しい。また，親牛と子牛の栄養要求量は

全く異なる。肉用牛成雌牛維持の給与飼料中養分含量は

TDN50%, CP12.0%であり，妊娠末期，授乳時放牧時

寒冷時で必要な養分要求量は多少増加するが，高栄養の飼料

は必要ない。むしろ，高栄養飼料の摂取は過肥による受胎率

低下をもたらす（農業・食品産業技術総合研究機構 2008)。

一方，肉用牛の育成時の給与飼料中の養分含量は，体重

200kgで日増体量 1.0kgを目標とする場合， TDN69%,

CP15.4%である（農業・食品産業技術総合研究機構 2008)。

よって，栄養要求量の高い子牛だけに高栄養の飼料を別途給

与する方法が必要である。 K氏の周年親子放牧のように，子

牛だけが通れるよう柵を工夫して，子牛にだけ高栄養の飼料

を給与する方法はシンプルであるが，たいへん有効な手段で

ある（農林水産省生産局 2011)。

周年親子放牧の子牛に与える高栄養飼料についても，検討

が必要である。子牛でも体重 200kgを超えだすと， 1日に

3-4kgの配合飼料の給与が必要となり， 1頭あたり 1月に約

8,000円の配合飼料費が必要となる。特に，育成期の配合飼

料は粗タンパク質含量が多いため，配合飼料の中でもコスト

がかかる。また，栄養成分だけでなく，子牛が放牧中でも自

発的に食べるような高い嗜好性を有していなくてはならな

い。子牛の嗜好性が高く，栄養価，コストの点でも親子放牧

時の給与に適した高栄養飼料の開発が今後は必要である。
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