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緒忌

近年，わが国の寒冷地放牧草地では，経年化によりケンタッ

キーブルーグラス (PoαρratensisL.)やレッドトップ(Agrostis

alba L.)といった地下茎型イネ科草が寝入・拡大し，放牧草

地における生産性の質的・量的な低下が見られる(竹田 2004)。

このような放牧草地の植生を改善し，牧箪生産性を回復させ

るためには草地更新が必要不可欠である。しかしながら，完

全車地更新には費用と労力がかかるうえ，傾斜地では土壌流

亡の恐れもある(早川|・近藤 1987;斎藤ら 2003)。このよう

な理由から，最近では収量が低下した草地を完全耕起するこ

となく，専用機械を用いた簡便な方法で収量を回復する技術

である簡易草地更新に期待が集まっている(早川・近藤 1987; 

斎藤ら 2003)。簡易芸家地更新は追播・追肥を一工程で行うこ

とから，低コストで作業時間も短くて済み(斎藤ら 2003)，専

用機械である箆易草地更新機も全国に普及しつつある(山名

2005)。
一方，放牧草地の主体となるイネ科牧草のうち，どのよう

な草穫が低収量化した草地の簡易更新に適しているのかと

いった，追播適草種の選定という課題は残されたままであ

る。これまで，寒地型イネ科牧草の中ではペレニアルライグ

ラス (LoliumμrenneL.)の定着が最も良く，追播に適して

いるとされている(名田・高橋 1988)。しかし，近年Festuca

属の永続性・高環境耐性と Lolium属の高生産性・高栄養価

とを併せ持つ牧箪として，両}議の篇間雑種フェストロリウム

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

(x Festulolium Braunii)が膏穏改良されている(米丸ら

2004 ;回瀬ら 2008)。関内でも既存のフェストロリウム品種

から選抜を行い，寒冷地で長期利用可能なフェストロワウム

が育成され，品種登録されている(上山 2010)。これまで，海

外で育成されたフェストロリウム品種を伺いた放牧試験(菅

野ら 1994)や栽培試験(鵠野ら 2004，崎野ら 2006)は行われ

てきたが，国内育成品種を用いた試験はほとんど報告されて

いない。また，フェストロリウムの簡易草地更新における適

性を検討した報告も見られなし、。

そこで，本研究では低収量化した放牧草地において，簡易

草地吏新機を用いて， 圏内で育成されたフェストロリウム 2

品穫を含む寒地型多年生牧草事4箪種6品穫を追播し，牧草の

定着と以後 3年間の永続性を草種・品種間で比較した。

材料と方法

1. 試験地

試験は東北農業研究センター(岩手県盛関市下厨JlI)内の

放牧地 (97a)で行った。放牧地の植生は主にシロクローパ

(Trifolium reρens L.，被度 33.3%)，ケンタッキーブルーグ

ラス(向 29.2%)，レッドトップ(問 11.7%)で構成されていた。

2. 供試草穫と違播方法

試験にはフェストロリウム 3品種(パーフェスト，東北 l

号，盛系 l号)ならびにペレニアルライグラス(品種:フレ

ンド)，オーチヤードグラス (Dαctylisglomerata L.，品穣:フ

ロンティア)，チモシー (PhleumρratenseL.，品種:ホクシュ

本研究は農林水産省委託プロジェクト「経飼料多給による日本裂家畜飼養技術の開発(えさプロ)Jにて行った。



40 日本草地学会誌第 57巻第 1号 (2011)

ウ)の計 4車種 6品種を用いた。フェストロリウム 3品種の

うち，パーフェストは海外で育成された品種で，国内でも市

販されている(近藤 2004)。また，東北 1号と盛系 1号は近

年，国内で育成された品種である(米丸ら 2006;上山 2010)。

放牧地は簡易草地更新を行う前に，既存草の草高が 5cm

以下になるまで管理放牧を行い，除草剤による前処理は行わ

なかった。 2006年 9月 26日によ述の供試車種・品穫を簡易

草地更新機 (PRN-801，松山株式会社，上田市〉で放牧地に追

播した。この簡易草地更新機は田転刃によって浅く溝を作

り，その溝に播種，施肥および鎮圧を一工程で行う作業機械

であるO 各供試草種・品積の稜子を条間 0.5mで4条 10m 

播種したものを l処理区とした。播穫量は全ての供試草穣・

品種で 10g/m2とした。処理院は放牧地内の 3か所に設け，3 

反復とした。施肥は化成肥料 (20-10-10)を窒素， リン酸，カ

リがそれぞれ 5.0kg/10 a， 2.5 kg/10 a， 2.5 kg/10 aとし，簡

易草地望新機で播種と同時に作溝部のみに施した。

3. 放牧・草地管理方法

追播後の放牧地は次年度の謂査開始まで放牧，刈取等は一

切行わなかった。次年度調査開始(追播後 l年目の調査)以

降，放牧地は毎年， 5月上旬から 10月下旬にかけて日本短角

穣繁殖雌牛3頭を定霞放牧し，掃除メIJならびに雑草防除は全

く行わなかった。施肥管理は入牧前の早春に土壌改良資材と

して苦土石灰を 50kg/10 a，化成肥料 (20…10-10)を窒素，リ

ン酸，カリがそれぞれ 5.0kg/10 a， 2.5 kg/lO a， 2.5 kg/10 a 

となるよう全面施用した。また，毎年8丹には追肥として，

入牧前と悶量を施した。

4. 諮査方法

調査は北東北地域の入牧直前にあたる 2007年 4丹 26臼

(追矯後 1年目)， 2008年 4月 23日 (2年目)， 2009年4月 16

日 (3年自)に行った。条播したライン上で 1m毎に供試車

種・品種の出現の有無を確認し，出現頻度を求めた。出現頻

度の測定は 1条(10m)あたり 9点， 1処理区 36点を各供試

-品種について行った。また，出現した供試箪種・品種

については草高も測定した。さらに既存植生との競合の指標

を得るため，各主主種・品種を播種した処理1Z.4条の中心に条

と平行に 10mのラインを揺り 1m毎に出現草穫を確認し，

l条あたり 9点処理区あたり 54点を調査した。調査した

地点、上に低収量化車地の主な構成車種であるシロクローパ，

ケンタッキーブルーグラスならびにレッドトップが出現した

場合はそれらの草種の草高を測定した。

5. 統計処理

出現頻度については 1処理区に出現した各供試車種・品種

の点数を総調査地点数で筈IJった値(%)を，草高については

l処理区に出現した各草種・品種の草高の平均値を 1処理区

の徳とした。反復数は 3とし，統計解析には分散分析を用い

た。平均値の差の検定には FisherのPLSD(p<0.05) を用

い，国中にエラーパーで標準誤差を示した。

結果と考察

図 1に簡易葉地更新により追播した供試筆種・品種の出現

頻度の経年変化を示した。追播後 1年目の出現頻度はベレニ
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図1. 簡易草地更新により追播した車種・品穏の出現頻度の経

年変化.
1同一調査年次の異なる文字問には p<0.05で有意差が

ある.

.ベレニアルライグラス 口パーブェスト 思東北 l号

盟盛系 1号圏オーチャードグラス口チモシー

アルライグラスとフェストロリウム 3品種がいずれも 95%

以上の高い値を示し，オーチヤードグラス，チモシーはそれ

ぞれ 80.6%，50.9%となり，上述の車種よりも有意に低い鎚

であった。追播後 3年日の出現頼度はいずれの供試車種・品

種ともに 35%以下に減少し追播 2年自と問じように推移

したオーチヤードグラスが最も高い値を示した。

国2に簡易草地更新により追播した供試草種・品種の追播

から 3年間の入牧前車高を示した。追播後 1年自の入牧前車

高はベレニアルライグラスとフェストロリウム 3品種(パー

フェスト，東北 l号，盛系 1号)が高く，次いでオーチヤー

ドグラスが高い伎を示した。チモシーの獲高は既符植生であ

るケンタッキーブルーグラスとレッドトップよりも低かっ

た。 2年目以降もペレニアルライグラスとフェストロリウム

3品種の草高が高く， 次いでオーチヤードグラスとなった。

チモシーの草高は 2年目以降，ケンタッキーブルーグラスと

レッドトップよりも高い催を示すようになったが，追播した

供試車種・品種の中では依然，最も低い鎮であった。

放牧利用前にあたる追播後 l年自の出現頻度の結果(図。

から，供試車種・品種の中で，定着に優れるのはベレニアル

ライグラスとフェストロリウム 3品種であることが明らかと

なった。名問・高橋(1988)はケンタッキーブ、ルーグラス草

地に寒地型牧草を追播し，チモシーとトールフェスクは定着

が困難であるが，ベレニアルライグラスは既存嫡生の除草剤

処理を行わなくても定着が容易であることを報告している。

草地に追播された牧草が定着するには，既存横生との光競合

に勝ち，日陰を早急に閤避する必要がある。本研究において

ペレニアルライグラスとフェストロリウム 3品種の追播 l年

自の草高はオーチヤードグラスとチモシーよりも有意に高

く，低収量化車地の主要な構成草穏であるシロクローパ，ケ

ンタッキーブルーグラスならびにレッドトップの主主高と比べ

ても 5cm以上高かった(閣の。ベレニアルライグラスとフェ

ストロリウム 3品種の定着がオーチヤードグラスとチモシー

よりも優れていたのは高い初期生育能力によるものだと考え

られる。
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追播した供試車種・品種の永続性を，出現頻度の経年変化

(図1)から判断すると， 3年間の経年減少割合の大きなペレ

ニアルライグラスやフェストロリウム，チモシーと土ヒ較し

て，追播後 3年自の値を最も高く維持したオーチヤードグラ

スが優れていると考えられる。オーチヤードグラスは耐寒

性，耐暑性ならびに耐乾性に優れ，北海道東部以外の冷涼地

域では牧草地の基幹草穏となっている(清水ら 2005)。

ベレニアルライグラスは家畜の格好性，消化性に後れるがi耐

寒性，耐暑性ならびに酎乾性はオーチヤードグラスに比べて

弱いので，利用適地はオーチヤードグラスよりも限られてし

まう(農林水産省生産局 2006)。本研究においてもベレニア

ルライグラスの永続性はオーチヤードグラスに比べて劣る傾

向が認められた。

フェストロリウムは噌好性，栄養価に俊れたLolium属と永

続性・高環境耐性に優れた Festuca属との交雑により，人為

的に作出した属間雑穏である(米丸ら 2004)。峻野ら (2004)

はフェストロリウムの海外脊成品種ヱパーグリーンの栽培試

験を行い，出穂、販の乾物 TDN含量は 68.4%と高い値を示

し，オーチヤードグラス(早生品種キタミドリ)よりも出穏

期以降の栄養価の低下が穏:やかであることを明らかにしてお

り，フェストロリウムは栄養価という点では放牧箪として十

分利用できる水準にある。

本研究に用いた主主種・品種のうちフェストロリウム盛系 l

号はベレニアルライグラスと同等の優れた定着を示し，永続

性はオーチヤードグラスに次ぐ値を示した。現在，唯一の圏

内市販品種であるパーフェストはベレニアルライグラスとメ

ドウフェスク (FestucaρratensisHuds.)の交雑種であり，

放牧と採草の南場面で利用でき，特に簡易草地更新潟追播車

種としての利用性が高いとされている(近藤 2004)。盛系l

はベレニアルライグラスやパーフェストと同等の定着を示

し，永続性もオーチヤードグラスと間程度に高いことから，

ぺレニアルライグラスやパーフェストにかわる新たな放牧車

地向けの簡易主主地更新用追播草種として期待が持てる。

以上のことから，街易草地更新による追播において，

という点ではベレニアルライグラスならびにフェストロリウ

ム3品種が良好であり，永続性という点ではオーチヤードグ

ラスが後れていることが明らかとなった。さらに，フェスト

ロリウム 3品種の中では比較的高い出現頻度を示し続けた盛

系 l号が最も優れた永続性を示すことが明らかとなった。
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SynopsIs 

We overseeded six ternperate perennial grasses in a de-

grading pasture with a sirnple grassland renovator. The 

overseeded grasses were Dactylis glomer，α却し，Phleum pra-

tense L. Lolium perenne L. and three cultivars of XFestzト

lolium Braunii (cultivars ;‘Barfest'， 'Tohoku l' and ‘Morikei 

1'). We cornpared the characteristics of establishrnent and 

persistency arnong these grasses. EstabIishrnent of L. per-

enne and the three F. Braunii cultivars was significantly 

better than that of D. glomer，αtα andP.pr，αtense， because L. 

perenne and three F. Braunii cultivars had outstanding early 

growth， so the height of L. perenne and thr巴eF. Braunii 

cultivars before grazing were higher than the other over-

seeded grasses and the dorninant species in the degrading 

pasture. On the other hand， D. glomerat，αhad the best per-

sistency arnong these grasses three years after sirnple grass-

land renovation. However， one of the F. Braunii cultivars， 

‘Morikei 1'， also had excellent persistency which was equal 

to D. glomerata. F. Braunii cultivars‘Morikei l' are advan-

tageous for sirnple grassland renovation in degrading pas-

ture， because ‘Morikei l' had both outstanding esatablish-

rnent and excellent persistency. 


