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あいさつあいさつあいさつあいさつ

当研究会の運営につきましては、平素よりご協力を賜り厚く感謝を申し上げます。

(故)神宮司会長の代行をしばらくの間務めさせていただいた後、正式に「山口県草地研

究会」会長をお引き受けして、早いもので一年が過ぎようとしております。

畜産を取り巻く情勢は、相変わらずめまぐるしい変化を続けており、我々関係者として

も、日々自給飼料増産や畜産物の安定供給のために奔走する昨今であります。

とりわけ、内外のＢＳＥ問題、鳥インフルエンザの驚異のみならず、ポジティブリスト

制度の導入により、国民の食糧に対する安全・安心への関心は今やピークに達した観があ

り、間接的であれ食糧生産に携わる者としては、ひとときも気を抜けない状況にあると言

えます。

そのような中、飼料作物の作付け面積は依然として減少を続けており、今ほど自給飼料

増産のための斬新なアイデアが必要とされる時代はありません。

そのひとつの答えが「山口型放牧」であり、全国にその名を轟かせているわけですが、

栽培面でもそれに負けないアイデアや実行力を発揮していかなければなりません。現在山

口県では、少しずつではありますが、飼料生産受託組織等も育成されてきており、今後の

発展が大いに期待されます。

当研究会としても、会員の皆様の自由な発想のもとに、自給飼料生産の拡大に向けて今

後とも有意義な活動を続けていけるよう努力して参りたいと存じます。

山口県草地研究会

会長 重村 正憲
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全国区全国区全国区全国区になったになったになったになった「「「「山口型放牧山口型放牧山口型放牧山口型放牧」」」」

冨岡 郁夫畜産試験場長（現 山口県畜産振興協会 家畜衛生部長）

平成１６年度の優秀畜産技術者表彰特別

賞（全国で２名が選出）に「山口型放牧」

に取り組んだ当場の澤井課長が選出され、

次いで、今年度の中央畜産研修の「時事問

題・放牧利用推進」をテーマとした講師に

当場の米屋専門研究員が選任・講義をし

た。

また、昨年９月２１日、山口市で「第５

回放牧サミット」が、北は北海道、南は沖

縄まで全国３９の都道府県から約３５０名

の関係者を参集して開催された。

加えて、平成１７年度の小学校社会科の

資料集５年（光文書院）に「環境にやさし

い山口型放牧」として掲載された。

更に、県内の実施面積が平成１５年度に

は１００haを突破した。

、 「 」 、ここまでくれば もう 山口型放牧 は

名実共に全国区になったと言っても過言で

はない。

「山口型放牧」とは、中山間地域などの

生産条件が不利な地域において、放牧地と

しての土地造成を伴わず、棚田や急傾斜地

など自然条件のまま、低コストで省力的な

飼養管理を行う放牧と定義づけ、具体的に

は、従来の水田放牧に保全管理水田、荒廃

水田等遊休農地までを対象範囲とし、既存

の公共牧場等での放牧は含まれない。

「山口型放牧」の誕生と生い立ちについ

ては、前号（No.６２）で重村前畜産試験

場長（現山口県草地研究会長）が詳しく記

述されているので、それに譲る。

今回は、全国区となった山口型放牧の更

なる発展に資して頂くため、現状・効果等

について紹介する。

【現 状】

山口型放牧には固定式と移動式があり、

平成１６年度の実施面積は固定式が18市町

村53箇所69.3ha、移動式が23市町村107箇

所66.69haとなっている。

固定式；固定柵によるもので、２～３

年の放牧を継続実施することによりシ

バ草地化等が見られる。

移動式；電気牧柵を用いた移動可能な

放牧 「いつでも 「どこでも 「だれ。 」 」

でも 「簡単に」をキャッチフレーズ」

に急速に県内で拡大。国等もその利便

性、経済効果を認めており、水田農業

構造改革の特別対策事業のメニューと

して水田放牧を入れている。

、 、１３年度以降 山口型放牧の実施面積は

下表のとおり急激に拡大している。

【効 果】

１ 経済的効果

山口型放牧は、妊娠牛を対象とし、２頭

以上を１セットに約６か月間放牧するが、

その期間の飼料代金の節減額は、約１１２

千円／２頭となり年３～４割程度の節減に

なる。

なお、中山間地域等直接支払制度への活

用も行われている。

（表）実施面積の推移

年 度 １１ １２ １３ １４ １５ １６

面積（ha） 11.85 12.35 15.50 52.17 104.62 136.00
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２ 社会的効果

実施集落の景観保持、害獣被害の低減、

周辺住民に対する癒しの効果等。

３ 肉用牛増頭効果

新規飼養農家の出現。ゴルフ場や工場の

荒廃地の管理を目的とした放牧が新たに発

生。

４ 省力化

近畿中国四国農業研究センターの調査

で、４頭の繁殖牛飼育農家において、周年

舎飼時と比較して156時間／年の労働時間

の削減が認められた。

この山口型放牧を現地に普及するため、

当場の放牧牛を要望に応じて貸し出してい

、 、るが 効果の浸透と同時に実施面積が拡大

レンタル牛の要望が増加し、担当者は貸し

出しの調整に苦労をしている。

早期に、当場のレンタルに頼らず、受益

者自らが放牧牛を確保されるよう期待す

る。

今、農家人口は、年々減少し、耕作放棄

地が増加している。耕作放棄地に放牧を導

入することで繁殖雌牛飼養の省力化、低コ

スト化が可能となり、畜産経営の安定化が

図れる。 それによって、新規参入の展望

も拓ける。また、景観保持により獣害の回

避も期待できる。

今年度から新規に山口型放牧を志向する

牛飼養者を支援するため山口型共同放牧推

進事業を県独自の事業として立ち上がっ

た。

山口型放牧のバックアップ体制も整って

いる。山口型放牧を考えている方、畜産の

経験の有無を問わず、迷わず最寄りの市町

村あるいは農林事務所畜産部へ声を掛けて

頂きたい。

熊野牧場の水田放牧地（長門市日置）
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水田放牧技術定着化促進水田放牧技術定着化促進水田放牧技術定着化促進水田放牧技術定着化促進モデルモデルモデルモデル事業事業事業事業

創設創設創設創設（（（（平成元年平成元年平成元年平成元年））））のののの思思思思いいいい出出出出
長門農林事務所長（現 (財)やまぐち農林振興公社 常務理事）

岡村 勤

昨年の秋、本研究会会員の何人かの方か

ら単県事業「水田放牧技術定着化促進モデ

ル事業」創設の当時の様子を聞きたいとい

うお話があり、いつか話す機会をと思って

いたところ今回、会誌投稿の機会を得まし

たので、この紙面をお借りしてお伝えした

いと思います。

昭和６３年、私は県畜産課で飼料係長を

していました。この年は、政府が牛肉の輸

入自由化を３年後に受け入れることを決定

した時期でした。

初夏、当時の畜産課長さんが、全係長を

集め 「牛肉の輸入自由化対策のための単、

。」県新規事業を各係１本以上創設してくれ

と号令をかけられました。

早速、係員や上司と検討を重ね、自由化

対策にはやはり低コストや省力化につなが

る放牧に焦点をあてようということになり

ました。

放牧に関する事業は、国庫でもいろいろ

有るのですが、規模も大きく山口県の実態

にはなじまない点も多いように感じていま

した。みんなで、何か山口県の特徴を生か

した放牧はないだろうかといろいろ思案を

し、検討を重ねました。また、各家畜保健

衛生所にも事業提案をお願いしていたとこ

ろ、北部家保から棚田で放牧をしている情

報を届けてくださったり、また、２ｍの高

さから田に人が飛び降りて足がしずまなけ

れば牛は放牧できると言うアドバイスをも

らったりしました。このようにいろいろな

情報が寄せられる中、私自身も幼い頃、父

が役牛をれんげや雑草の繁茂した田でつな

ぎ放牧的なことをしていたのを思い出した

りしていました。また、当時、耕作放棄地

が増えていることも大きな課題になってお

りましたので、山口県農業の水田の実態を

分析し、それに合った事業の組み立てはで

きないか検討を始めました。皆さんもご存

知のとおりですが、山口県の農業は、

・水稲（米）に特化している（水田率が

高い）

・棚田率が高い

・高齢化が著しく、人手不足等から耕作

放棄地が急増している（特に棚田で著

しい）

・転作は年々増加している

・１戸当たりの作付け規模は小さい

などが特徴としてあげられました。

こういうことを背景に、水田で肉用牛を

放牧する事業の組み立てに取り組み、①肉

用子牛の低コスト生産、②耕作放棄地の解

消、③肉用牛の増頭、④転作飼料作物の作

付け拡大⑤地域の活性化を目的に、補助対

象として水田放牧場の造成整備、道路、牧

柵、畜舎など放牧に必要なものを補助する

こととし、採択条件も国庫事業との棲み分

けを考慮して、１ｈａ未満としたように思

います。

耕作放棄地の多い棚田地帯は、湿田が多

く、そのため湿地に極めて強い、オオクサ

キビ（当時、山口県で採種し県内農家に配

布していました）なども導入できるとした

り、土地の貸し借りに必要な話し合い事務

費も準備したように思います。

事業は、既存施設タイプ（既存畜舎周辺
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に水田放牧地を設けるもの）と移転施設タ

イプ（適地を求め新たに水田放牧施設を設

けるもの）の二つに分けました。

、 、しかし できあがった構想を見たところ

やはり水田に放牧するということは行政の

先走り的な感じも否めず、そのため遅れば

せながら、水田放牧に関する試験研究報告

や他県の類似事業の有無について細かく調

査をしました。しかし、有利な情報は見つ

かりませんでした。

次に、この事業（当初は、水田放牧推進

モデル事業と命名していたと思います）構

想が農家の皆さんにとって魅力があり事業

要望の手が上がるかどうか調べるため、県

内全市町村を対象に調査を行いました。そ

の結果、問い合わせも多く、確か４００ｈ

ａ程度の事業実施希望が上がって大変勇気

づけられたのをおぼえています。

１１月には、事業効果や種々の説明資料

を準備し、いよいよ補助金獲得のための財

政課担当者との戦い（？）が始まったわけ

ですが、事例が無いことや既存の事業、面

積規模の狭小性等を理由になかなかなか前

には進めませんでした。山口県では、全国

初めての取り組みとかチャレンジ的なもの

は受け入れが難しいような感じがしまし

た。

１２月に入り、もう持ちこたえられない

ような状況になったとき、当時の課長さん

から「絶対降りるなよ。行き着くとこまで

やろうじゃあないか 」と言われ、みんな。

でもう一踏ん張りすることになりました。

再度、事業効果や波及性の見直しを行った

のですが、特に新しく目を引く理由や資料

は無く、今までの資料の切り口を少し変え

て財政課に説明に行きました。

結局、年内での決着はつかず、年を越す

ことになりましたが、当時、年越しは、一

般的には予算化取り下げを意味しました。

ところが、確か１月３日だったと思いま

す。出勤して、半ばあきらめの気持ちで事

業計画の見直しをしていたところ、電話が

鳴り、財政課の担当者から「これはおもし

。」 、ろい事業ですね という意外な声を聞き

一瞬、耳を疑いました。その電話で、事業

新設に向け頑張ると言う意味の話を聞き、

今までの苦労がいっぺんに吹っ飛んだのを

思い出します。財政課の方も、正月三箇日

の休み返上で予算の詰めの段階に入り、い

ろいろな事業の最終的な検討をしておられ

たようでした。結果的には、この時、初め

て、心を動かしてもらったのではないかと

推測しています。翌日、関係職員全員でこ

の電話を喜びました。

その後、２タイプを一つにまとめ事業費

を少し減額し、事業名も財政課の意見を踏

「 」まえ 水田放牧技術定着化促進モデル事業

と命名されました。

財政課の担当者には、上司や知事への説

明に大変頑張って頂き、お陰様で水田放牧

の事業が始まり、山口県から初めて「水田

放牧」という言葉を全国に向けて発信する

ことができ、今も大変感謝しています。

これは当時の反省ですが、新規事業創設

に当たっては、財政課の担当者が、その事

業のファンになれるようなインパクトのあ

る組み立てをすることはもちろんですが、

提案者側も情熱をもって理解を求める姿勢

が特に大切であったように感じています。

その後、何年かして当時の担当者にお会

いし話をする機会があり、あの時の事業を

国でも取り上げ、全国で取り組めるように

なったことや山口県でも広がっていること

を伝えると大変喜ばれ、当時の知事さんへ

の説明について苦労話もうかがうことがで

きました。

以上が、単県事業創設の思い出ですが、

事業創設には、当時の上司や担当者他係員

全員の協力が必要で、いろいろな面からの

支援・協力があって初めてできたものと感
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じています。

来るべき牛肉輸入自由化に合わせた日本

の肉用牛振興施策の大転換が求められてい

た中で、こういう事業創設の場に、関わる

ことができたことを心より感謝していま

す。

水田放牧は、その後、畜産試験場の現地

に馴染む放牧施設開発や関係行政指導機

関、団体の密接な連携活動で、全国に発信

できる技術として確立されてきました。

今後も、この技術が、更に普及定着し畜

産農家の経営安定と農地の保全、引いては

地域の活性化につながっていくよう心より

願っています。

長門市油谷の水田放牧地
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ゴルフゴルフゴルフゴルフ場場場場でのでのでのでの山口型放牧山口型放牧山口型放牧山口型放牧のののの取組取組取組取組とととと

放牧放牧放牧放牧をををを契機契機契機契機としたとしたとしたとした新規飼養新規飼養新規飼養新規飼養
周南農林事務所 畜産部 嶋屋 晋

１ はじめに

水田や耕作放棄地に牛を放牧することに

より、飼養管理の省力化や農地保全、獣害

防止など一石数丁の効果が期待できる「山

」 、 、口型放牧 は 山口県から全国に発信され

山口県はもとより全国でも多くの地区で実

施されています （周南農林事務所管内で。

も管内全市で実施されています ）。

管内の山口型放牧実施地区の中で、新規

に放牧を始めたことが契機となり、新たに

牛を飼養しようという動きが出はじめてお

り、その中で、今回は周南市のゴルフ場の

事例について紹介します。

２ ゴルフ場の概要

、 （ ）このゴルフ場は 周南市四熊にある 株

徳山国際カントリー倶楽部（理事長：尾崎

正味）です。ゴルフ場は、昭和５１年に１

８ホールで正式オープンし、その後平成元

年に９ホールを追加して２７ホールとなり

ましたが、バブル崩壊後の景気低迷等によ

り、追加の９ホールが遊休地化し、一部は

練習場や、畑となったものの、放牧を試験

実施した平成１６年には６ホール分が遊ん

でいる状況にありました。

ゴルフ場

このゴルフ場は、尾崎理事長さん始め役

職員の多くが動物好きとのことで、かつて

場内に山羊や鶏を飼ったこともあり、現在

でも場内の池に合鴨が飼われています。

法師ヶ岳頂上の「太陽光発電施設」

「 」及び ひまわり子育て観音

平成８年にゴルフ場の敷地内にある法師

ヶ岳頂上に新エネルギー・産業技術総合開

発機構との共同研究事業として太陽光発電

、 、システムと 併せて子育て観音が建設され

今でも夜に観音様がライトアップされてい

ますが、山陽自動車道などから見られた方

も多いとのではないでしょうか？

やまぐち食彩店開設メニューのひとつ

「 」瀬付きアジ定食
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なお、場内の一部で栽培している野菜な

どを倶楽部ハウス内のレストラン「そよか

ぜの料理店」で食材として活用していまし

たが、さらに地元食材を多用した「瀬付き

アジ定食」等の新メニューを新たに作り、

平成１７年１０月には「やまぐち食彩店」

として開設しています。

３ 放牧取組の経緯

（１年目）

ゴルフ場内の遊休地の草刈や、イノシシ

害に手を焼いていた所、新聞等での山口型

放牧の記事や近く（旧新南陽和田峠畑）で

の放牧をみたゴルフ場の尾崎支配人さんが

、 、 、興味を抱き 畜産課 農林事務所に相談し

平成１６年１１月から１ヶ月間試験放牧を

実施しました。電気柵は東部家保推協、牛

２頭は畜産試験場からのレンタルで行いま

した。

初年目は僅か１ヶ月間の放牧でしたが、

結果は十分手応えのあるものだったとのこ

とです。

放牧１年目（１２月退牧前）

（２年目）

平成１６年度に続き、１７年度も長期で

放牧を試験したいとの希望があり、平成１

７年５月１２日から開始しました （電気。

柵、牛のレンタル先は１６年度と同じ）

放牧も２回目であり、職員も比較的牛に

なれたことから、牛の移動も職員のみで行

いました。

放牧２年目（５月入牧時）

当初、１１月に終牧予定でしたが、先々

自前の牛を持つ意向があり、冬期の牛の管

理を経験したいとのことで、畜産試験場の

了解を得て 現在も放牧されています 草、 。（

が少ないことから、購入粗飼料を併給）

放牧２年目（１月）

四熊の森ファームの看板

４ 放牧の効果

２年間の放牧を通して、ゴルフ場にとっ

ての効果は以下のとおりだそうです。

・ 今まで遊休地の草刈りに必要だった草

刈り代 １回約１０万円 がゼロ 当（ ） 。（

然人件費もゼロ）



- 10 -

・ ゴルフ客にも「牧歌的」と評判。

・ 放牧を楽しめるゴルフ場としての売

り。

５ 放牧を契機とした新規飼養

試験放牧を行う中で、放牧の効果を十分

確認出来たことからゴルフ場も自前の牛を

持つことを決め、平成１７年１２月に妊娠

牛を１頭購入しました。購入した牛は、畜

産試験場で現在放牧馴致中です。

また、放牧には最低２頭必要なため次の

妊娠牛を追加購入予定です。

手作り牛舎（整備中）

なお、牛舎や牧柵もゴルフ場敷地内にあ

る桧の間伐材や竹を有効活用して、職員の

手で現在整備中で、完成後は繁殖牛１０頭

程度を当面の目標としているとのことで

す。

手作り牛舎（整備中）

手作り牧柵（整備中）

６ 将来計画

ゴルフ場の農畜産部門への今後の対応方

針として、野菜・果樹部門等の「四熊の森

農園」と牛部門の「四熊の森ファーム」の

２部門について部門収支を行う予定で、将

来的には独立採算についても検討するとの

ことです。牛部門については、当面自前の

牛と牛舎を使って増頭と経験を積み、次の

ステップ（業として成立可能な頭数規模、

牛舎等の整備）に向かって進めたいとのこ

とです。

７ おわりに

山口型放牧を契機とした新規飼養につい

て徳山国際カントリー倶楽部を紹介させて

頂きましたが、現在はまだ、種から芽が出

た状況にあると思います。今後、この芽が

大きく育ち大木になるためにはいくつもの

課題がありますが、ゴルフ場及び関係機関

が連携をとりながら上手に水や肥料を与え

大きく育つことを期待したいと思います。



- 11 -

イタリアンライグラスイタリアンライグラスイタリアンライグラスイタリアンライグラスのののの高消化性育種高消化性育種高消化性育種高消化性育種
農業試験場 牧草育種指定試験地 小橋 健

１ はじめに

農業試験場の牧草育種指定試験地では、

暖地向けのイタリアンライグラスの品種育

成に取り組んでいます。現在、育成してい

る系統には、熟期別には、極早生、早生、

晩生、越夏性（極晩生）があります。早生

の系統の中には、高品質化を図るもの、病

害に対する抵抗性をもつもの、様々な環境

ストレスに耐性を持つものなどの特性を備

えるべく育成しているものがあります。

このたびは、イタリアンライグラスの高

品質化に向けた育種について紹介します。

イタリアンライグラスは、元来、品質の

高いイネ科牧草として知られていますが、

ウシの摂取量と嗜好性を高めるためには、

消化性を向上する必要があります。

消化性の推定には、これと関係が深い乾

物分解率を利用します。

当場で44品種・系統の乾物分解率を計測

した結果を図１に示しました。出穂期刈の

ピピピピ一番草（ ）は、未出穂刈の年内草（水色水色水色水色

）に比べて乾物分解率が低くなりましンクンクンクンク

た。

 

消 化 性

嗜好性＆摂取量 増増増増 

乾物分解率

泌乳量アップ 

また、品種・系統により乾物分解率に違

いがあります。このことから、乾物分解率

個体ごとに計り、選抜、交配することによ

り消化性の高い品種の育種が可能であると

いえます。

２ 高消化性品種の育成

１）消化性の評価法の開発

より簡便で迅速に乾物分解率を計測する

ために開発した方法について紹介します。

通常の分析では、粉砕したイタリアンラ

イグラスをセルラーゼで分解し、化学分析

によりサンプルを一つずつ測定します。

しかし、写真１の未粉砕試料適応型近赤

外分析装置では、乾燥させた植物をそのま

ま機械に通すだけでさまざまな成分の測定

が可能です。

そこで、これらの二つの測定値の関係性

を計算し、図２のような検量線を開発する

ことで、機械により短期間のうちに乾物分

解率を測定できるように改良しました。

このことで、出穂から交配までの短い時

間に乾物分解率により選抜できるようにな

りました。

写真写真写真写真１１１１ 未粉砕試料対応型近赤外分析装置未粉砕試料対応型近赤外分析装置未粉砕試料対応型近赤外分析装置未粉砕試料対応型近赤外分析装置によるによるによるによる

乾物分解率測定乾物分解率測定乾物分解率測定乾物分解率測定
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図図図図1111 各品種各品種各品種各品種・・・・系統系統系統系統のののの生育生育生育生育ステージステージステージステージ別別別別のののの乾物分解率乾物分解率乾物分解率乾物分解率のののの頻度分布頻度分布頻度分布頻度分布

 
 

 出穂  未出穂  

 
出穂すると乾物

分解率は下がる 

図図図図２２２２ 未粉砕試料未粉砕試料未粉砕試料未粉砕試料のののの乾物分解率推定用乾物分解率推定用乾物分解率推定用乾物分解率推定用にににに開発開発開発開発したしたしたした

検量線検量線検量線検量線

２）母材の選定

育種を始める前に、どのイタリアンライ

グラスを親として交配すれば良いかを調べ

る必要があります。

そこで 山口県農業試験場が育成した シ、 「

ワスアオバ （超極早生 「さちあおば」」 ）、

極早生 ミナミアオバ 極早生 ワ（ ）、「 」（ ）、「

セユタカ （早生 「山系32号 （早生 、」 ）、 」 ）

その他市販の18品種の計23品種・系統につ

いて、乾物分解率と消化性の成分量の関係

を調べました。

図３のとおり、サンプル採種時に出穂し

ていた「シワスアオバ（▼ 」と「ミナミ）

アオバ（ 」の乾物分解率が低く出まし▲）

た。

「ワセユタカ（ 」は、乾物分解率は★）

、 。高かったが 消化性成分量が低く出ました

「さちあおば（ 」は、消化性成分量■）

（縦軸）が測定した全ての品種・系統の中

で最高値を示しました。

「山系32号（ 」は、乾物分解率がも●）

っとも高い値を示しました。

「さちあおば」や「山系32号」のように有

望な品種・系統を育種のおおもとの母材に

選んで、選抜を開始しました。
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図図図図３３３３ 年内草年内草年内草年内草のののの乾物分解率乾物分解率乾物分解率乾物分解率とととと消化性成分量消化性成分量消化性成分量消化性成分量

 シワスアオバ 

 ▼ 

 ■ 

 さちあおば 

 ● 
 山系 32 号 

 ▲ 
 ミナミアオバ 

 ★ 
 ワセユタカ 

３）高消化性選抜

（１）乾物分解率の品種育成

品種・系統ごとの乾物分解率の平均値は

60.3～70.5％となり、最大で10ポイント以

上の差がみられました。

また 個体ごとに乾物分解率を測ると56.、

1～78.9％の開きがあり、最大で20ポイン

ト以上もの差がありました。

このことから、ポイントの高い個体を選

抜することが、育種する上で非常に効果的

であることがわかりました。

このことから、乾物分解率の高い母材を

重点的に選抜し、その中からさらにポイン

トの高い個体に絞ることで、より大きな育

種効果が期待できます。

（３）乾物分解率と諸特性の関係

乾物分化率を見た目により選抜すること

、 、で さらに効率が良くなるという考えから

乾物分解率と草型の関係を調べたところ、

有意な正の相関関係が認められました。

乾物分解率は、ほふく型に近づくにつれ

て高くなり、直立型に近づくにつれて低く

なることがわかりました（図４ 。）

図図図図４４４４ 乾物分解率乾物分解率乾物分解率乾物分解率とととと草型草型草型草型のののの関係関係関係関係

 

直立 ほふく 

低低低低    高高高高

乾物分解率 

〔草型〕
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表表表表１１１１ 母材母材母材母材のののの特性特性特性特性のののの乾物分解率乾物分解率乾物分解率乾物分解率

、 、さらに 乾物分解率と茎数との関係では

茎数が多いほど乾物分解率は高くなる傾向

がありました（図５ 。）

図図図図５５５５ 乾物分解率乾物分解率乾物分解率乾物分解率とととと茎数茎数茎数茎数のののの関係関係関係関係

このことから、ほふくしていて茎数が多

いイタリアンライグラスほど乾物分化率が

高いということがわかりました。

茎数が多いほど茎は細くなる傾向がある

ので、しなやかで風にそよぐような草姿の

イタリアンライグラスの嗜好性が高く、牛

がよく食べるであろうと想像できます。

乾物分解率による1回の選抜・交配によ

り、高い集団と低い集団に分けて育成して

みたところ、二つの集団の差が顕著に顕れ

ました。

平均 HSD検定

16 Wimmera 4/12 5.2 70.5 a
15 Asso 4/11 4.2 68.8 ab
14 山育101号 4/10 4.3 67.1 ab
7 山育41号 4/9 4.5 67.0 ab

10 山育60号 4/7 4.5 66.3  bc
9 山育57号 4/10 3.5 65.3  bc
6 D16 4/8 2.4 65.1  bc

18 ワセユタカ 4/12 3.5 64.6  bc
13 山育100号 4/10 2.7 64.6  bc
4 D08 4/12 2.7 64.6  bc
2 D02 4/11 2.8 64.0  bc
3 D04 4/13 2.4 63.2  bcd
1 D01 4/12 2.8 62.0   cd
5 D14 4/13 2.4 60.3     d

4/11 3.3 65.0平均・合計

No 母材 出穂期 草型
乾物分解率％

表２で乾物分解率の高い集団と低い集

、 、団を比べると 高い集団の草型はほふく型

茎数は約1.5倍、葉部割合が10ポイント大

きくなりました。

乾物分化率

項 目 高集団 低集団

乾物分解率 61.2％68686868....8888 ％％％％

出穂期 4 /16 4 /17

草型 2 .84 .34 .34 .34 .3

茎数 106157157157157

乾物重( g / 株) 172 171

葉部割合 18.5 ％28282828....0000 ％％％％

表表表表２２２２ 高高高高・・・・低乾物分解率選抜集団低乾物分解率選抜集団低乾物分解率選抜集団低乾物分解率選抜集団のののの特性特性特性特性

３．まとめ

乾物分解率とイタリアンライグラスの

特性との様々な関係がわかったことで、ど

ういう形質を選抜し改良して行けばよいか

が明確になり、さらに、育種が効率よく進

むものとおもいます。

今後は、乾物分化率により３回の選抜・交

配を繰り返した後、どれだけ実用化に近づ

いたかを確認したいと考えています。
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ワールド デイリー エキスポワールド デイリー エキスポワールド デイリー エキスポワールド デイリー エキスポ 2005200520052005 視察視察視察視察とととと

最近最近最近最近のののの哺育飼養管理哺育飼養管理哺育飼養管理哺育飼養管理
山口県酪農農業組合 獣医師 野村 雅史

去年の 月にアメリカ・カナダの酪農10

視察に行きましたので、一部報告を兼ねて

酪農関係（哺育飼養管理）の話もしたいと

思います。

この視察は社団法人 全国酪農協会が主

催・企画しました。参加者は全国で 名24

で、殆どが酪農家で残りは私のような酪農

団体職員でした。

米国到着の翌日に、ワールド デイリー

エキスポ（マディソン）の最終日に参加し

。 （ ）ました メイン会場は牛の品評会 共進会

が行われているコロシアムで、会場のほと

んどが出品牛の待機場となっていました。

外部の一部が酪農関係の器具機材の展示場

で、室内の展示場は最新の酪農技術に関す

るブースと小物の販売などが行われていま

した。

最終日は各品種・クラスのチャンピオン

とリザーブチャンピオン牛が一同に介し

て、その中から 年の最優秀牛が選出2005

されました。

年 の 最 優 秀 牛 の 名 号 は ：2005

L A V E N D E R R U B Y

REDROSE-RED(Red&White) Mark Rueth；

of Rosedale 160牧場所有でした。体高約

㎝で乳器の付着が高く、幅が充実した牛で

した。

手前がスープリーム チャンピオン奥が

リザーブ スープリーム チャンピオン：

BUDJON REDMARKER DESIRE(Holstein)
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どの牛達も体高が高く、とにかく高さ・

腹囲・胸囲が大きい牛ばかりでした。大き

さだけを言えば、ホルスタインの精液は世

界中に流通しているので、血統的に牛が劣

っているわけではないのに、山口県では見

かけない牛達でした。飼養環境・形態が異

なるので、こうも牛体に差が出るのでしょ

うか。

係留場の育成牛を見ても、共進会用牛と

いえども、月齢に比べて大きいものばかり

でした。

（写真は係留場の一部を撮影したもの）

哺育飼養管理哺育飼養管理哺育飼養管理哺育飼養管理についてのについてのについてのについての話話話話

最近の哺育・育成方法において、特に哺

育期の飼養管理について新しい考えが注目

されています。哺育期は最も体高を伸ばし

やすい時期であり、この時期の栄養状態を

『強化』することで本来の発育が得られる

、 、 、ため 体高の伸び 筋肉・骨の量が増加し

育成期での成長が早まることで、初回分娩

月齢が短縮されることが分かってきまし

た。また、哺育期の免疫システムは多大な

エネルギーを要求するため、この『強化』

哺育で免疫力を高めることができます。病

気になるリスクが軽減されると、それが子

牛の増体にもつながります。

従来の飼養方法では脂肪の給与水準が高

、 、く エネルギー維持には向いていましたが

骨格や筋肉・内臓などの組織の発達には不

向きであり、また蛋白質や炭水化物に比較

し、固形飼料の摂取量を抑制する傾向があ

りました。そこで、体脂肪の過剰な蓄積を

防止しつつ、骨組織や筋肉の発達を促進さ

せるような、蛋白質水準の高い代用乳が利

用されるようになりました。

蛋白質の給与水準は （インス{ IGF-1

リン様成長因子 ）やその結合蛋白-1

質（ ）の合成や構成に影響をIGFBPs

及ぼすことが知られています。従来と

同等のエネルギー給与水準でも、蛋白

質の給与水準を高めることにより、血

中の 濃度が高まり、骨や筋肉IGF-1

の発達が促進されることが分かってい

ます。同じ体重の子牛でも、体組成

(脂肪と蛋白質の割合)が蛋白質優位の

}増体を示します。

現在、山口県酪では他府県よりも早く、

蛋白質濃度の高い代用乳を標準用として農

家に提供しています。

使用している農家の評判も良く、酪農家

以外の利用もでてきている状況です。

酪農環境の変化が早い時代ですので、数

年後にはこの理論は改善され別のものとな

っているかもしれませんが、現時点で良い

とされているものは試してみてはどうでし

ょうか。
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飼料増産運動飼料増産運動飼料増産運動飼料増産運動のののの推進推進推進推進とととと第第第第５５５５回放牧回放牧回放牧回放牧サミットサミットサミットサミットのののの開催開催開催開催
山口県農林部畜産課 島村 真吾

１ 自給率向上に関する目標

昨年３月に改正された、新たな「食料・

農業、農村基本計画」では、食料の安定供

給の確保を図るため、国内農業生産の増大

を図ることを基本目標と定め、畜産物生産

では自給飼料の生産拡大が重要な課題とさ

れています。 平成27年度を目標年度とし

た、飼料自給率向上目標等を紹介します。

飼料自給率向上に関する国・県の指針

国 山口県酪農肉用牛生産近代化計画国 山口県酪農肉用牛生産近代化計画国 山口県酪農肉用牛生産近代化計画国 山口県酪農肉用牛生産近代化計画

１ 生産数量：生乳840万ﾄﾝ(69)→928万ﾄﾝ(75) 27,043ﾄﾝ(19) → 34,400ﾄﾝ(26)

(自給率) 牛肉 51万ﾄﾝ(39)→61万ﾄﾝ(39) 3,954ﾄﾝ(26) → 5,414ﾄﾝ(32)

２ 飼養頭数 乳牛 169万頭 → 162万頭 4,980頭 → 5,600頭

肉用牛279万頭 → 348万頭 18,900頭 → 24,800頭

３ 飼料自給率

粗 飼 料 76% → 100% 61.7% → 100%

濃厚飼料 10% → 14% 2% → 2%

全 体 24% → 35% 26% → 36%

４ 必要TDN

全 体 2,415TDN万ﾄﾝ 全 体 77,384TDNﾄﾝ

(粗590、濃1,825) (粗28,580、濃48,804)

国内生産 845TDN万ﾄﾝ 県内生産 29,580TDNﾄﾝ

(粗590、濃 255) (粗28,580、濃1,000)

５ 粗飼料確保

畜種別 乳:162万ﾄﾝ、肉:348万ﾄﾝ 乳:11,159ﾄﾝ、肉:16,846ﾄﾝ

110万ha×4.53t/10a

×TDN含量×0.95

粗飼料給与率 58% 71% 50% 30.1%

良質粗飼料(牧乾草) 524TDN万ﾄﾝ 22,762TDNﾄﾝ

低質粗飼料(ｲﾅﾜﾗ) 66TDN万ﾄﾝ 5,242TDNﾄﾝ

自給率の向上に関するこのような目標達

成のため、次のような方策を具体的に進め

ましょう。

① 耕畜連携によるWCSの普及促進

② 転作水田の活用等による飼料作物

の作付け拡大

③ 優良草種・品種の導入での反収向

上と草地等基盤の計画的更新

④ イナワラ利用率の向上

⑤ やまぐち型放牧の推進(耕作放棄地

の畜産的利用)

⑥ コントラクターによる効率飼料生

産
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２ 全国に広がるやまぐち型放牧

こうした全国の自給率向上活動の一環と

して、平成17年9月21･22日の両日「第５回

全国放牧サミット」が山口市及び長門市・

秋芳町の水田放牧現地で開催されました。

全国から農家、関係者350人が参加し、や

まぐち型放牧による農地の有効活用事例の

紹介や、放牧開始直後から、十年以上経っ

た放牧地を見学し、放牧の継続による放牧

地の変化や、地域での共同放牧の仕組み作

りについて研修を行いました。参加者から

は、棚田地域での放牧技術や問題点、棚田

荒廃の現状、放牧地選定と利用権調整など

についての多くの質問が出されました。

やまぐち型放牧は、省力的に棚田等のほ

場を飼料基盤として活用する有効な方法で

す。

耕種農家や、地域と連携して、やまぐち

型放牧の一層の普及に努めましょう。

現地研修の様子（長門市油谷向津具田久道）
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神宮司前草地研究会長神宮司前草地研究会長神宮司前草地研究会長神宮司前草地研究会長をををを悼悼悼悼むむむむ
やまぐち就農支援塾 田中 正廣

「健康診断に引っかかったこともないの

に、この頃どうもビールが飲めないように

なった。胃潰瘍じゃないかと思って病院で

。」 （ ）薬をもらって服用している と神 じん

さんから聞いたのは、平成１６年の秋頃で

した。私は、仕事のし過ぎだよ、酒・たば

こ・コーヒー何でも来いの神さんだから、

そのうち治るさ、治ったら温泉にでも行っ

てみんなで旨い酒飲もうよと話していまし

た。

その後「薬が良く効かんようだ 」とボ。

ヤキながら、少しやせ気味ではあったが、

農林振興公社での畜産振興業務に意欲を燃

やしておられた。

ところが、年の暮れに奥様から山口日赤

病院で精密検査を受けた結果、膵臓ガンの

疑いがあると診断され、正月明けに治療に

入ることになったとの連絡がありました。

正月には一時小康状態が続いていたよう

ですが、黄疸を併発し医師から入院を勧め

られたけど自宅で治療に専念する事を選ば

れました。小生が見舞いに行った１月１９

日は、こたつに入って元気な声で病気が治

ったら「秋穂に温泉付きの分譲地があるか

ら、平屋を建てて、夫婦で畑を作り釣りな

どしてのんびり暮らしたい」と分譲地のパ

、 、ンフレットをこたつの上に置いて話し 又

気分転換に襖と畳の張り替えをしようと奥

さんに相談されていたのを思い出します。

１月２８日夕刻、奥様から「ダメじゃっ

たー」の電話を受け、お宅に駆けつけた時

は「おう、まあチャンよう来たのう、すま

んが訳あってちょっと先に行くぞ」ってな

お顔で語りかけてくれたようにお見受けし

ました。本人は日頃から家族の方には「自

分には作業服が一番似合っとる。もしもの

時はそれで頼むよ 」と云われていたそう。

で、お気に入りのネクタイを締めての旅立

ち姿でした。いかにも神さんらしく最後の

パフォーマンスを決めた感じでした。

ご存じだと思いますが、我が先輩 神宮

司 暁氏は、福岡県立戸畑高校から宮崎大

農学部畜産学科修士課程を終え、一時鹿児

島の飼料会社に勤められた後、山口県に奉

職されました。種畜場（現畜産試験場）を

振り出しに畜産行政・普及・研究機関等を

歴任されました。特に育成牧場の開設から

運営に係わり、県職退職時は育成牧場長と

して終始一貫した自給飼料関連のエキスパ

ートであり、その知見と技術力は農水省畜

産局においても山口県に神宮司在りと認識

させる実力の持ち主でありました。

県を退職されてからも、農林振興公社に

おいて、得意の分野である草地開発を主体

とした畜産振興事業に心血を注がれ、その

成果は関係者の刮目するところです。

一方で、山口県草地研究会の会長も就任

されており、仕事への責任感が強く、多忙

の余り病魔への対応が遅れたのではないか

と悔やまれてなりません。

最後になりましたが、神宮司前会長のご

冥福をお祈り致しますと共に、会員の皆様

のご健勝を心から願っております。

平成１８年３月 合掌
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