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はじめ に

環境問題 は今や地球規模の問題 になって きた｡ そ うい う中で農業の あ り方 も

問われてい る｡輸入飼料 に依 存 した畜産 (酪農 ･肉用牛 ･養鶏)における家畜

の糞尿 は耕地で処理で きないほ ど多量 にな り,海 や河川 ,地下水 を も汚染 して

い る｡大型機械 による土地造成 の結果 ,海への赤土の流亡 ,また ,熱帯地域の

過放牧 による砂漠化 も深刻 な問題 である｡ この よ うな従来の農業 は見直す時期

に来てい る｡

アグ ロフ ォレス トリーは昔 か ら熱帯地域 で行われて きた物質循環型農業 シス

テムである｡我が国の過疎地 で ある山間地域や南西諸島の島喚地域 におけるア

グ ロフォレス トリーの導入 は環境 問題 を解決す る上 でひ じょうに重要で ある｡

近年 ,亜熱帯地域 である沖縄県 において ,熱帯原産 の果樹栽培や薬草栽培 が

盛 んに行われ るようになって きた｡沖縄県 は年 間平均気温23℃ とい う温 暖な気

候 のため植物 の生長速度 がひ じょうに速 く,果樹栽 培 における雑草の防除 は大

きな問題 で ある｡本研究 は未利 用の 自然植生地 にアグ ロフォレス トリーを導入

して牛の放牧 と熱帯果樹 の栽 培 を行 い ,今 まで人間が多大 な労力 を払 って きた

熱帯果樹の下草刈取 りを家畜 (午) に摂食 させ利 用 して きた｡ そ して ,本研究

の実験現場 は大型機械 を一切使 わず ,自然植生地 に牛 を放牧 して造成 (蹄耕法)

して きた｡ この造成法 は低 コス トで あるとい うことと,自然環境 をで きるか ぎ

り現状の まま生 か して利 用す るため環境保全 や野生生物 との共存 とい う点か ら

も意義の あるものであった｡ また ,放牧 は牛 に とって ,もっ とも自然 に近い生

活の場 として家畜の福祉の観 点か らもその価値 が再評価 され るようになって き

た｡ しか し,自然植生地 に牛 を放牧 しなが ら熱帯果樹 を栽培す ることに対 して ,

牛の食害 とい う大 きな問題 が あったが ,平成7-9年度 ,平成11-12年度の文

部科学省研究費 によ り解決 し,周年放牧 による果樹栽 培が可能 となった｡

実験地 に自生す る野草 は噂好性の悪いセ ンダ ングサやオガサ ワラスズメ ノヒ

エ等の長竿型 が優 占草種 である｡ この実験地 は不発弾 が多数存在 し,また ,ハ

ブ も多い ことか ら,ハ ブを発見 しやすい短 草型のセ ン トオーガスチ ング ラスの

導入 を考 えた｡ また ,不発弾 の爆発 を避 けるため 3通 りの不耕起造成法 を行 っ

た｡過放牧後 (草高約 5cm) ,火入 れ後 ,裸 地 (刈払後) に張芝 をそれぞれ設

置 し,生育調査 を行 った｡ その結果 ,火入 れ後 に張芝 を植 える方法が雑草の侵

入 を防 ぎ,セ ン トオーガスチ ング ラスの生育 に良い効果 を もた らす ことがわか

った｡ しか し,セ ン トオーガスチ ング ラスの生育 は長期間経過す ると他 の処理

区 と差 がない ことか らもっと も簡 易な方法で ある過放牧後 に張芝 を植 えた方 が

良いと推察された｡
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