
ノ"tfo'¥フェンスを利用した超集約放牧技術

ーニュージーランドの放牧管理技術-

1.はじめに

当社は，ニュージーランド(以下NZと略し

ます。)のガラガ一社のパワーフェンス(電気

概)の販売を通じてNZの放牧管理技術をお伝

えして日本の農業の発展に少しでもお役に立て

ればと努力しております。専門家の皆様に研究

者ではない私が報告させて頂くと言うことは，

はなはだ恐縮でありますがNZの放牧システム

についてまとめてみたいと思います。

2. N Zの畜産の考え方

主に酪農を例にして述べます。 NZの酪農家

は，国際相場で乳価が決定され，それに合わせ

て営農計画をたてます。しかしこの乳価は，

加工乳(全体の80%以上)では， 1 kg当たり14

--7円と極めて低価格ですから，とても濃厚飼

料などの購入は考えられず自分の農場をいかに

合理的に運営し利益を最大にするかが目標に

なります。またNZの酪農の鉄則に「牛に出来

ることは，牛にやらせる」ということがありま

す。さらに最悪とされていることに『カット&

キャリー』という言葉があります。これは「機

械を使って草を刈取り，石油代をかけて牛の所

まで運び，食べさせるのはナンセンスだ。牛が

出来ることはすべて牛にやらせるべきだ」とい

う考え方です。
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草地の草を効率良く牛に食べさせることが出来

ればこんなコストダウンが出来るものは，他に

ないという ζとなのです。

また利益については， 1頭当たりの利益では

なく 1ha当たりの利諮を主主ま手。牧場の評価

は， 1 haで何頭の牛を飼えるかでされます。ち

なみにNZのトップファーマーは 4--5頭/ha

飼養しています。

それと私が驚いたのは，パーラーで飼料を給

与しないのに牛が整然と入り，中では糞をしな

いことです。なぜかを尋ねると「搾乳の時間は，

牛との貴重なコミュニケーションの場である。

牛は，喜んで人に会いに来る」と言う答えが返

ってきました。もちろんコミュニケー卜するた

めには，教育が必要でしょうが感心させられま

した。

3. N Zのトップアドバイザー，ボーン・ジョ

ーン氏の提言

私も何度かNZに放牧システムの勉強に行っ

ていますが， NZ人にこちらの疑問をぶつけて

もなかなか要を得た答えが得られません。どう

してなのか不思議に思っていましたがボーン氏

に出会い，理由が分かりました。ボーン氏は，

南アフリカの出身でNZでは外国人だったから

です。つまり NZ人は，生まれた時からNZシ

ですからNZでは，放牧の技術が発達しまし ステムの中で生きているのでシステム自体が当 、的
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た。効率の良い放牧をしてやり，牛乳を草から たり前すぎて理論的に説明できないのです



ながらNZシステムを身に付けたので分からな

いところが分かるのです。ボーンさんは，今ア

ドバイザーとして海外で高い評価を得ており，

特にアメリカでの仕事が多いそうです。 NZシ

ステムがアメリカで受け入れられつつあるとい

うことは，興味あることです。

ボーン氏から教わったなかから一部をご紹介

したいと思います。

NZ式低コスト生産の秘密

一目標は，最大の利益であって，

最大の生産ではない-

NZの農民には，補助金というものもありま

せんしまた生産物価格は国際価格に準拠して

決定されるため，低コスト生産を行わないと，

利益を上げることができません。例えばNZで

は112のミルクにつき米ドルで僅かに 6セント

位しか手取りがありません。これはアメリカや

ヨーロッパなど補助金を出している国の価格の

約25%であります。したがって農民は，より低

コストで生産しない限り，赤字を出し，ついに

は農場を売り渡さなければならなくなります。

これは肉牛，羊についても全く同じ事が言えま

す。この秘密は，簡単なものです。~良好な草

地管理(又はコントロールド グレイジングシ

ステム)~そして農場の 1 haごとの利益を最大

にするように生産費を調整することにより出来

るのです。

① システムをシンプルにすること(悪い事を

減らし，低コストになる事を出来るだけ行う)。

②豆科の入っている草地を作ること(年間

400 kgまでの窒素をただで固定できます)。

③ 家畜をコントロールするためエレクトリッ

ク フェンスを張る。これはサフ守デ、ィビジョン

の設定が容易に出来ます (NZでは98%の農家

がエレクトリック フェンシングを使用してい

ます〉。

④ より多くのパドック(1農場当たり40カ所

程度〉は家畜の若すぎる牧草の採食を防ぎ，適

期に採食させることが出来ます。また集約的に

家畜を放牧させて下さいD

⑤ 草地を最高級の飼料として扱うこと (NZ

の牛は 305日レベルで10，OOOkgを越す能力を持

つものもいます。しかしもっとも利益が出るの

は 4，000........ 6， OOOkgレベルでの生産と言われて

います〉。

⑥ 土の管理〈肥沃度，土壌有機量，土壌生物，

土壌構造〉に注意すること。

⑦ 放牧は，適切な時期に正しい高さの牧草に

つけ，均一に採食させること。

⑧ 採食量をコントロールして，飼料の需要と

供給をマッチさせること。例えばパスチャープ

ローブを用いて牧草の生産量を測り，正しく給

与する。これは濃厚飼料を計算するのと同じよ

うなものです。

*バスチャープロープはマイクロプロセッサ

ー内蔵の電気容量計でha当たりの乾物量を表示，

記録する事ができます。

⑨ 春先，余剰分の牧草はサイレージ又は乾草

にして冬期間利用する。

⑩ コスト低減を計ること。まず始めは，草の

生産と牛の健康状態をチェックする。そして，

すべてのコストを徹底して再検討する。

もし乳牛の取扱いになれて，以上の10のポイ

ントをマスターしているならば， この10のポイ

ントはただちに肉牛生産に応用出来るものであ

ります。ハワイの農民達は， このNZシステム

を採用して肉牛の生産コストを従来のkg当たり

1.1ドルから65セントへ引き下げました。 NZ

の農民は，最高品質の肉牛で生体kg当たり U8

50セント，最高品質の仔牛でU840セントしか

手取りはありませんが，それでもなお利益を上

口。



げることが出来るのです口

日本に関して，同様に同じ原理に基づくこの

システムを利用すれば皆様は同じ様により多く

の利益を得ることができるでしょう。

数字等は，昭和61年当時のものです。現在と

は異なる事をご容赦下さい。

さてNZから日本の農業を眺めて見るといく

つかの利点があります口

① 日本はマーケットが近く，巨大である。

② 年間生産草量は， NZと変わらない。

③ 放牧可能期間は， もちろん地域により異な

るが大きな相違はない (NZでは乾期 2カ月，

冬期 2カ月，草が伸びなし、)。

土地価格，放牧に適した牧草の品種等色々な

問題があり，一概に比較は出来ませんが，私は

日本の農業は有利であると思います。

一つの例としてNZシステムを取り入れて酪

農をやられ， 30円台/1kgの牛乳生産費を実現

している人も出てきています。この方は，平成

3年度北海道農文協総会で報告されております

ので興味のある方は，ご参照下さ l'o

4. 牧柵の機能

私の考えるフェンスの定義は， r人聞を含む

動物をコントロールする道具」ということです

が，棚は大きく分けて物理棚と心理棚に分けら

れます。

(1) 物理柵......ネットフェンス，有刺鉄線牧棚

等で物理的にコントロールする。

(2) 心理棚……電気棚，音，光，臭い等で心理

的にコントロールする。

柵は，あくまでも目的ではなく道具ですから

総合的な能力が要求されます。

要求される能力は，①コスト②信頼性③フレ

キシビリティーがあると思います。

① コスト……NZでは通常草地は， 30年以上

は更新せずに使用しており牧棚も同程度の耐周

年数が要求されます。また販売価格が前述のよ

うにきびしいため資材費，施工費，維持費等の

トータルコストの低減が条件となっています。

② 信頼性……NZの放牧技術を駆使するため

には， w脱柵されない』ことが第一条件となり

ます。

③ フレキシビリティー……集約放牧をするた

めには，牧区の広さ， レイアウト等の自由度が

要求されます。またNZでは国際価格のため農

民は，外国の諸情勢に気を配りながら，一番利

益の上がる動物にシフトします。従って「羊→

鹿J， r肉牛→羊」というような事がおこりま

す。その時フェンスの拡張性が必要になります。

日本においても同様の事が言えると思います。

また地域，諸条件により管理者のフェンスに対

する要求は異なりますから物理柵と心理柵をう

まく組み合わせて設計する必要があります。

5. ストリッフ。グ‘レイジング.

NZの放牧技術のーっとしてストリップグレ

イジングという方法があります。簡単に言えば

帯状放牧という意味になります。帯状に細長く

切った牧区に牛を入れ，牛が線に引き付けられ

て，その下から採食する習性を利用して，柵

(フロントフェンス)に引き付けて，牧区の中

をきれいに食べさせていく放牧方法です。

ストリップグレイジングのメリッ卜をまとめ

てみます。

① 放牧面積が大幅に節約出来る。

② 多くの牧区を設置する必要がなくなり，放

牧，刈取りの兼用利用がしやすくなる。

③ 貯蔵飼料に余裕が出来，安定的な確保が出

来る。

④ 草の密度が向上した。

⑤ クローバーの消滅が防げた。
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⑥ 乳量がアップした。

⑦ 濃厚飼料が減らされた。

6. 終わりに

国際化，自由化，環境問題，健康指向……と

て『草資源の有効利用』→『放牧』があると思

います。 NZのシステムをそのまま持って来る

事は出来ませんが，関係機関の諸先生方にご指

導を頂きながらより良いシステムを構築してい

きたいと考えておりますのでご協力の程よろし

いう時代の中で生き抜いていく一つの方法とし くお願いいたします。
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