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沖縄の牧套言

1970年７月27日付で久米島の具志川村長から「採草用牧草の普及増殖を計画しておりますが，

優秀な採草用牧草の種類，品種又は種子を紹介していただきたい」との照会があった。また，１９１

７０年５月19日付で琉球殖産株式会社の島田隆久氏から,沖縄に適するマメ科牧草と根瘤菌の入手｜
方法についての照会があった。今回は上記の事柄について書いて見たいと思う。
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１．牧草の選定条件

アント・スターグラス，ローズグラス等は刈取適

期がすぎると著しく嗜好性を減ずる。パンゴラグ

沖縄における牧草栽培の有利性は年間を通じて

ラスとネピアグラスはその傾向が少ない。ネピア

気温が高く、降雨量が多いために､十分に肥料さえ

グラスの刈取適期は草丈（地際から葉の先端まで

やれば年間の牧草収量が著しく高いことである。

の長さ）１．５ｍになった時によいとされている。

一般に寒地型牧草の生育適温は１０～20.Ｃ，暖

パンゴラグラス，ジャイアント・スターグラス

地型牧草は20°Ｃ以上の高温に適するといわれて

等の放牧草は草丈20～40c〃の高さで放牧を始め，

いる。沖縄の年間の平均気温は約22°Ｃで，１２月

草丈l0cjmになるまで放牧し次に移すことがすすめ

～３月頃までの暖地型牧草の生育は緩慢である

られている。

が，１１月上旬と２月頃の重点施肥によって年間の

次に，暖地型牧草の飼料価値についても適期刈

飼料平衡をよくすることが可能であることが著者

取の場合には種類間の大きな差異は認められな

等の実験によって確認された。牧草はチガヤやス

い。第１表に主な牧草の成分を示したが，各牧草

スキ等の野草にくらべ肥料に対する反応，冬の寒

とも肉牛の繁殖や育成に必要なタン白質を含んで

さに対する抵抗性，再生力などにおいてすぐれて

いる。

いるのが特色といえる。

第１表暖地型牧草の飼料価値（乾物中）

暖地型牧草のうちから牧草の種類を選定する場

牧草名，乾物’粗蛋白質｜粗せん維

合に考慮すべき条件としては，嗜好性、栄養価

らの条件如何によって決定される。

パンゴラグラス

２４．９

ローズグラス

１６．４

１）嗜好性と栄養価値

適期に刈取った場合の暖地型牧草に対する牛の

５８９８

18.9％
2５．２

７７７９

ネピアグラス

パラグラス

％

値，利用法，地形，地価，資本などがあり，これ

43.3％
4０．４

３１．０
３４．７

備考：６０日毎の刈版

嗜好性は問題にするほど牧草の種類間に差がある

とは思われない。刈取適期をすぎると牧草の種類

牧草の飼料価値に影響を及ぼす要因としては牧

草の種類より，その生育段階と施肥水準である。

間に嗜好性の差が見られる。パラグラス，ジャイ

第２表ローズゲラスの成分に及ぼす窒素増肥の影響
試験区

６．７

８３．６
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備考：Ｎ区は１アール当り窯素0.8ﾙ,追肥
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草
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１２．０

３４．７

４１．６
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2Ｎ区はＮ区の２倍追肥
６
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生育段階が進むにつれて葉の割合が少なくなり茎

密な放牧に耐え，生育初期の嗜好性もよいが，欠

が多くなる。葉は茎の約２倍の蛋白質を含むから

点としては低放牧では粗剛になり易く，牛の食い

栄養生長期をすぎると牧草は著しく悪化する。

残しは刈払の必要がある。なお，牧養力の点から

施肥水準（特に窒素肥料）によって牧草の蛋白

見れば刈取法は放牧法の約２倍の生産力がある。

質含量が著しく変動することは多くの実験によっ

３）地形

て知られているが，著者等が行なった実験例を示

地形も牧草の選定に関係する要因である｡平地

すと第２表の通りである。
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は肥料の効果も高く，刈取作業も能率よくできる

この実験においても窒素を施肥してない無肥料

からネピアグヲスの刈取利用がよい。傾斜地では

区と窒素を0.8k,施肥したＮ区では乾物中（生草

肥料の溶脱によって肥料効果も少なく，刈取に多

から水分を除いた固形物）の粗蛋白質含量は，そ

くの労力を要するから，少ない肥料と労力ですむ

れぞれ6.7％と9.8％を示した。Ｎ区とその２倍の

放牧利用が適している。雨の多い沖縄ではパンゴ

窒素を施肥した２Ｎ区の間には有意差が認められ

ラグラスのような闘詞性の牧草による土壌浸蝕防

なかった。本実験において示したように牧草の飼

止も考慮する必要がある。

料価値は牧草の種類間の差より，刈取時期と施肥

４）地価

水準によって著しくその飼料価値に影響するもの

地価の高い那覇近郊では牧草栽培よりは勿論，
より集約的な野菜作りが有利であろうが，乳牛を

である。

飼う時にはネピアグラスを多肥栽培して刈取給与

２）収穫方法と給与法

する方がよい。多肥栽培によって１０アール当り

収穫方法には人力による刈取と家畜の放牧によ

30,0001c,の生草収量は可能である。

る方法がある。給与法には生草のまま与える方法

地価の安い所では粗放的な放牧利用から牧草を

とサイレージ又は乾草にして与える方法がある。

用いた輪換放牧利用に変りつつある。

刈取に適する牧草は刈取が容易で集約的な栽培

６）資金

に適したネピアグラスが最もよい。また，ネピア
グラスはサイレージの原料として適している。飼

ネピアグラスの集約的な多肥栽培になると牧養

養家畜から見れば、乳牛や肉牛の肥育用としても

力が高く利益も大きいが，多くの労力（主として

刈取と細切給与）と資金（主として肥料代）が必

ネピアグラスの栽培はその目的に合致している。

要である。

主な暖地型牧草の年間収量を比較すれば第３表

６）牧草の適応性

の通りである。

パラグラスは他の牧草が生育できない湿地や沼

第３表牧草の収量比較ル,／１アール
、iifiH夢

地によく生育する。従って湿地や沼地の利用にバ

牧草名｜生草量｜乾物量
パラグラス

1,133

パンゴラグラス

１，２６３

ダリスグラス

１，２１７

ローズグラス

１，０９１

ラグラスは適している。

９０１４６
３３３２２

2,090

００２６８

ネピアグラス

以上を要約すれば，濃厚飼料の入手が容易で地

価の高い都市近郊ではネピアグラスを多肥栽培し

て牧草の収量を高め，これを利用した肉牛の肥育
や乳牛の飼育がよい。草地に恵まれた地域では肉

牛の繁殖や育成などが立地に適している。放牧草

パンゴラグラスは茎が細くて乾燥しやすいため

としてはパンゴラグラスやジャイアント・スター

に乾草を作るのに最も適している。パンゴラグラ

グヲスのようなものがよい。なお，今まで述べた

スは牛の踏付に対する抵抗性が強く，牛の食い残

イネ科牧草はいずれも結実性がなく，植付は地上

しを刈払する必要もないので台湾，ハワイ，西印

茎，飼闇茎又は株分によって行なう。

度諸島の国々でも最も重要な放牧草とされてい

２．ネピアゲラスの品種比較

る。

最近，テッサー教授がオーストラリヤから導入

多肥栽培ではネピアグラスの収量が最も高く集

したジャイアント・スターグラスも攻撃性が強く

約的な草地利用に適している。ネピアグラスの品
７

種には戦前からの在来種の外に流石の稲嶺一郎氏
がハワイから導入したハワイ種と著者が台湾から
導入したA146及びA148などがある。収量では改

良船種の間には差が認められないが，在来種と改
良種の間には収量に著しい差が認められる。著者
等が品種間の収量を調査した成積を示すと第４表
の通りである。
第４表ネビアクラスの品種別収量比較
ｋ,／１アール
品！

種jihh蟇llL＝|＄

在来種

ハワイ種

草｜乾物｜蛋白質

多肥区

1,346

286.7

3０．５８

少肥区

９１０

200.3

１６．７８

無肥料区

６０５

137.5

７．１９

多肥区

淵晨口翻：

296.9

3９．０７

少肥区

233.0

２３．１２

無肥料区
無肥料区’７６０

173.4

１０．８１

多肥区’1,500

307.9

4１．５６

少肥区’1,060

226.5

２６．０２

無肥料区Ｉ７６８

175.7

１１．６１

l鑿iii蕊）

－－１－－－－

Ａ１4８

備肴：多肥区（１アール当り硫安24〃,施肥）

少肥区（１アール当り硫安12〃,施肥）

供試品種は1969年３月26日に植えつけて６月７
日，８月４日，９月11日，１１月１０日の４回刈取っ
た。

第４表に示すように同一施肥水準においても在

来種と改良種の間には生草収量，乾物収量，蛋白
質収量に著しい差を示している。また，改良品種
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第１図－１(写真左）：在来種
第１図－２(写真右上）：ハワイ種

第１図－３(写真右下）：Ａ１４８
８

’よ在来種にくらべて施肥効果が著しく高い。参考
（』⑪レョ○二ｍ目ｐ９の）

－てｎｓ「ｎＡ計Ⅱ〉へＫ円園１国醤

までに供試品種の一部を第１図に示した。‘

３．沖縄に適するマメ科牧草と根瘤菌
放牧地にイネ科とマメ科を混播すると次のよう

な利点がある。(1)マメ科はイネ科より蛋白質が多

いから家畜の蛋白質摂取量が多くなる。(2)イネ科
に根瘤菌によって固定した窒素を与えるから，放

牧地に対する窒素の施肥量を少なくするか，又は
窒素を施肥しなくてよい。その他にマメ科はカル
シウム，ビタミンＡやＤ源としてイネ科より主さ

魁っている等の利点があるが熱帯又は亜熱帯地の放

牧地で多年性のマメ科牧草をイネ科と適当な割合
で維持するのは困難である。その理由は，葡箇性
のイネ科牧草は生長点が低いために再生が早いの

に反して，マメ科の生長点は高く再生がおそい。

そのために低放牧ではマネ科が優先し勝であり，
（ロｎつ口】ロ日３つ○二国）
Ｋいキヘトーロ囚Ｉ函囚遥

過放牧ではイネ科が優先する傾向を示す。
近年，工業化学の進歩により工場での窒素肥料
の生産が著しく増加し，畜産生産物の価格上昇に
くらべて肥料は割安である。そのために，草地に
対する化学肥料の需要も著しく増加している。し

かし，低開発国や他の多くの国でも，なおマメ科
の牧草による窒素固定に頼っており，特に傾斜地
の放牧地での牧草生産を高めるためにはマメ科の
導入は重要である。いま，沖縄の放牧地に適する
マメ科牧草をあげれば次の通りである。
、１）SponishCIover（学名Desmodium
uncinoIum）

紐多年性の半潅木状草本である。パンゴラグラス
との混播が有望視されている。増殖は種子又はイ

モヅルのように挿苗による。根瘤菌の種類はカウ
ピー（ササゲ）群（カウピー，ヤハズノウ，メド

霧鰯｢蕊

ハギ，アヅキ）に属する。台湾における混播試験
第５表パンゴラクラスとマメ科の混播賦験
混播牧草

パンゴラグラス単播
パンゴラグラス＋スパニツ

シュク､ロパー

パンゴラグラス＋ローデシ
ヤガズ
パンゴラグラス＋セントロ

シーマー

淨芽瀞翻露

１年後
間10ａ当収量(ん,） のマメ
乾物｜蛋白質 科(％）
1,350

135

0

1,350

185

１１

1,230

165

１

１，２５０

134

２

９

（ｏ出〕国拐｝の）
ロー－ｍＡ⑬１国囚篭

の成績を示すと第５表の通りである。
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スパニ ッシュクロバーの根痛菌
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第 2図‑ 2に示す よ うな多年性で細長いツル性
のマメ科牧草であ る｡初期生育は遅 いが翌年か ら
の生育は速 かであ る｡増殖 は種子に よる｡根膚菌
の種類 は大豆群に属す る｡
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第 2図‑3に示す よ うに多年性の ツル性のマ メ

科牧草で あ る｡ 前二者に くらべ複葉 は小 さい｡初
期成育が早 く,採種 も容易であ る｡ 根痛菌 の種類
は カウピー (ササ ゲ)群 に属す る｡

､

以上 , 3種 のマメ科牧草 はいずれ も多年性で土

i
r
a
t
r
oが
執 こ対 す る適応 性 も強い｡ 採種容易な S
最 も放牧草 と して普及性があ るよ うに思われ るo
なお ,マメ科 の播種には根痛菌 の接種 が必要で
あ る｡ 同一群に属す る根癌菌 に も,よい系統 の菌
株 が分離 されてい るか ら, よい系統 の ものを用 い
るとよい｡琉大で栽培 してい るマメ科牧草は導入
先 か ら入 手 した根痛菌 を接種 して植 付 してあ るo
マメ科牧草 の播種 には栽培 している土壌 と種 子 を
混合 して接種す る方法を取 ってい る｡ なお,上記
の マメ科 の根痛菌 は 日本では市販 され ていないo
(宮城

常夫)

