
 

 

［成果情報名］時間制限放牧とオーチャードグラス採草兼用地利用による省面積な放牧システム 

［要約］畑地型酪農地帯では時間制限放牧により昼夜放牧の 1/3～2/3 の面積で放牧を導入で

き、採草兼用地の草種をチモシーからオーチャードグラスとすると、さらに面積を削減可

能である。通年舎飼よりも労働時間が 126～148 時間減り、所得が 53～91 万円増える。 
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［背景・ねらい］ 

北海道内で多く利用されるチモシー（TY）よりも夏以降の再生力が優れるメドウフェス

ク（MF）の放牧採草兼用利用と、面積あたり栄養収量に優れるトウモロコシサイレージ（CS）

の利用とを組み合わせた昼夜放牧システムが、畑地型酪農地帯向けに確立されている。し

かし、農地価格が高い地帯に放牧を普及するためにはさらに省面積な方式が求められる。

そこで、CS 利用を前提に、MF を放牧専用地用草種、採草収量が MF よりも優れるオーチ

ャードグラス（OG）を採草兼用地用草種とする時間制限放牧システムを構築し、経営評価

を行う。  

 

［成果の内容・特徴］ 

１．放牧期間中も CS を給与した研究所内および放牧酪農経営での調査結果（表１）等か

ら、時間制限放牧時の放牧草採食量（乾物）は、半日（昼間または夜間のみ）放牧では

8kg、３時間放牧では 4kg が目安となる。  

２．北海道十勝地区の酪農経営内放牧地で測定した OG の日再生量は、７月以降、MFと同

等であり、TY よりも高い。これに基づき、放牧専用地の草種は MF、兼用地の草種は

OG とする放牧計画の概要を示す（表２）。 

３．表１および表２のデータにより、乳量 9500kg 水準の経産牛１頭を１年間飼養するため

に必要な圃場面積を算出したところ、放牧地面積は時間制限放牧により減らすことがで

き、昼夜放牧に対して半日放牧では 2/3、３時間放牧では 1/3 となる。また、兼用地草

種として OG を選ぶことにより、TY よりも兼用地面積を減らすことができ、MF より

も採草専用地面積を少なくできる（表３）。  

４．以上に基づき、経産牛 60 頭・従事者３名規模の通年舎飼経営（乳量 9500kg）に兼用

地草種を OG とする時間制限放牧を導入する場合、労働時間は、飼料給与、牧草の収穫

調製および糞尿処理作業が軽減されるため 126～148 時間減る。また、所得も、購入飼

料費、家畜診療費等が低下するため、53～91 万円向上することが期待される（表４）。 

 

［成果の活用面・留意点］ 

１．畑地型酪農地帯において、牛舎周辺に草地の集積が難しい経営に放牧導入を図る際に

活用できる。  

２．越冬条件が特に厳しい地帯での兼用地草種は TY とし、時間制限放牧による効果を活

かす。OG は徒長による栄養価や嗜好性の低下が発生しやすいため、やや強い放牧

強度で利用する。  

３．放牧飼養および舎飼飼養とも、粗飼料給与量はほぼ上限とした上での比較である。  

４．本成果は平成 22 年度北海道農業試験会議（成績会議）において、「時間制限放牧と草

種組合せによる畑地型酪農向け省面積放牧システム」（指導参考）として採択されてい

る。 



 

 

［具体的データ］ 
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飼養方法 半日放牧 ３時間放牧 通年舎飼（対照）

飼料自給率（%） 66.5 (+3.9) 65.9 (+3.3) 62.6

購入飼料費（万円） 700 (-56) 704 (-52) 756

放牧期労働時間（時間／人） 1446 (-148) 1468 (-126) 1594

所得（万円） 944 (+91) 907 (+53) 854

　(　 ) 内は通年舎飼との差

　表４　時間制限放牧導入による経営効果試算
（経営条件：経産牛60頭、乳量9500kg、従事者数３名、兼用地草種オーチャードグラス）

　表１　時間制限放牧時の放牧草採食量および関連情報

放牧地

主体草種

（乾物kg） （体重比%） （乾物kg） （kg） （日） （kg）

半日 北海道農研所内 8-10 ﾒﾄﾞｳﾌｪｽｸ 4.0-4.5 6-7
1) 26-30 124-146 555-580 1.5
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乳検データの平均値

割り当て
草量

放牧
時間

調査
場所

放牧草
採食量

ﾄｳﾓﾛｺｼ
ｻｲﾚｰｼﾞ給与量

分娩後日数 体重 産次
4%脂肪

補正乳量

放牧専用地 採草専用地

メドウフェスク チモシー

（a/頭） （a/頭） （a/頭） （a/頭） （a/頭）

オーチャードグラス 20.1 17.1 6.4 15.3 59.0

チモシー 20.1 21.1 6.7 15.3 63.3

メドウフェスク 20.1 17.1 13.3 15.3 66.0

オーチャードグラス 13.4 11.4 11.4 18.3 54.5

チモシー 13.4 14.0 11.6 18.3 57.3

メドウフェスク 13.4 11.4 16.0 18.3 59.1

オーチャードグラス 6.7 5.7 21.3 21.7 55.5

チモシー 6.7 7.0 21.5 21.7 56.9

メドウフェスク 6.7 5.7 23.7 21.7 57.8

通年舎飼 - - - 42.8 17.6 60.4

　飼料設計条件：3産以上・体重600kg、搾乳305日・乾乳60日、4%脂肪補正乳量26-36kg、放牧時維持要求量増15%（昼夜）・10%（半日）・5%（3時間）、
     TDN含量は放牧草72%・ﾄｳﾓﾛｺｼｻｲﾚｰｼﾞ68%・ｸﾞﾗｽｻｲﾚｰｼﾞ65%・配合飼料85%、併給飼料は日本飼養標準による乾物摂取量の範囲内となるように

     ﾄｳﾓﾛｺｼｻｲﾚｰｼﾞ・ｸﾞﾗｽｻｲﾚｰｼﾞ・濃厚飼料の優先順位で利用（ﾄｳﾓﾛｺｼｻｲﾚｰｼﾞ乾物給与量5-10kg）

　表３　乳量9500kgで時間制限放牧を導入した際の兼用地草種別必要圃場面積

放牧時間 兼用地草種

半日

３時間

昼夜
（参考）

放牧採草
兼用地

トウモロコシ畑 計

　表２　メドウフェスク放牧専用地とオーチャードグラス兼用地とを組み合わせた放牧計画の概要

草地の用途

草種

日再生量（乾物g/m2） 利用法 日再生量（乾物g/m2） 利用法

５・６月 7.0 放牧 - 全面積採草

７・８月 5.0 放牧 5.0 (3.5) 放牧：採草=4：6

９月以降 3.5 放牧 3.5 (2.0) 全面積放牧
　(　) 内は兼用地草種がチモシーの場合

　放牧地面積＝1日1頭面積×牧区数

　1日1頭面積（ﾒﾄﾞｳﾌｪｽｸとｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽの場合について、乾物草量100g/m
2
・利用率40%で算出）：300m

2
（昼夜）・200m

2
（半日）・100m

2
（3時間）

　牧区数：専用地7、兼用地2（7・8月）・5（9月以降）

オーチャードグラス

放牧専用地 放牧採草兼用地

メドウフェスク


