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電気牧柵による牛舎周辺小規模放牧のすすめ

１ はじめに

放牧を行うことによって、牛の足腰が強健になり、繁殖成績が良くなり、分娩が容易に

なるなどの効果が期待できます。また、放牧を行うことによって、牛舎を改築・増築しな

くても牛の保有頭数を増やすことが可能になります。しかし、こうした放牧のメリットを

理解しても、電気牧柵への不信感等から、躊躇されている方がいらっしゃるようです。

こうしたなか、最近になって、確実に牛をコントロールできる新しいタイプの電気牧柵

の利用が広まっています。

独立行政法人家畜改良センター宮崎牧場は、宮崎県小林市の夷守岳（ひなもりだけ）の

麓に位置しています。宮崎牧場では、経済形質に関する遺伝的能力が高く、遺伝的に多様

な黒毛和種繁殖雌牛を飼養管理しています。

比較的大規模な牛舎や放牧地を有していますが、一部に５０頭程度の繁殖牛舎も有して

います。この繁殖牛舎に収容している繁殖雌牛の飼養環境を改善するため、牛舎周辺の野

草地や低利用地を活用して牛舎周辺小規模放牧地を整備しました。本格的な放牧ではあり

ませんが、短時間でもいいから繁殖雌牛を舎外に出す工夫をしてみようという姿勢で取り

組みました。こうした意味では、「放牧」と「運動場」の中間に当たる施設と考えていい

かもしれません。

この放牧技術は、宮崎牧場において様々なメリットを発揮しました。

具体的には、

① 繁殖雌牛の繁殖雌牛の発情が明確になり、子牛の生産性が高まる。

② 牛舎内の環境が良くなる。

③ 更褥作業が軽減できる。

④ 牛舎付近に野生動物が近寄らなくなる。

等の効果が確認できました。

そこで、宮崎牧場における実証事例を紹介しつつ、電気牧柵を利用して手軽に放牧を行

える牛舎周辺小規模放牧について解説いたします。

肉用牛繁殖経営の皆様にとって参考になれば幸いです。

写真１ 放牧風景
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２ 放牧地の概要

宮崎牧場における具体的な放牧地の設定は、図１のとおりです。

牛舎を囲むように放牧地を設定できましたので、牛舎から牛を追い出しやすく、牛舎に

牛を追い込みやすくなっています。

ところで、牛舎周辺小規模放牧の場合、運動場的な意味合いが高いこともあり、比較的

放牧密度が高くなることから、泥濘化しやすい土壌条件は向かないように思われます。宮

崎牧場の場合、適度な傾斜があること及び水はけが比較的良好であったことが好都合であ

ったように思われます。

図１ 放牧地の概要図
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３ 高張力線電気牧柵システムの概要

以前の電気牧柵をご存知の方は、漏電によるトラブルや脱柵が多かったこともあり、電

気牧柵を信用されていないかもしれません。しかし、現在の電気牧柵は、大幅に改良され

ており、使用者から高い信用を得ています。

これは、省電力でありながら牛が嫌うに十分な高電圧パルスを送電できる電牧器の開発

と長年の経験に裏付けられた簡易で効果的な牧柵設置技術の開発によるものです（数千ボ

ルトの微電流を１秒間に１回程度、瞬間的に流れるよう設定されています。こうすること

によって、十分な電気ショックを与えることができます。また、誤って人が電気牧柵に手

を触れても、電線から手を離せなくなるようなことがありませんので、人への事故を回避

することができます。）。

電気牧柵の種類は、強度や設置に要する労力に応じて、様々な種類があります。

宮崎牧場では、比較的強度や耐久性が高い高張力線電気牧柵システムを導入しました。

基本的な高張力線電気牧柵システムの概要は、図２のとおりです。設置のための労力を多

少必要としますが、長期間の利用を考えるとこの程度の牧柵が適当であると私どもでは判

断いたしました。しかも、労力を要するといっても、コツを掴めば、設置作業はかなりス

ピードアップするので、それほど苦にはなりません。

図２ 基本的な電気牧柵システムの概要図
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４ 高張力線電気牧柵システムの設置方法

（１）基本的な高張力線電気牧柵システムの設置方法

宮崎牧場における具体的な設置方法を手順に沿って紹介すると、次のとおりです。

①～⑩の番号は、３ページの「図２ 基本的な電気牧柵システムの概要図」における

各資材の番号と一致しますので参照して下さい。

① 支柱の設置

支柱は、専用の既製品として、木製やグラスファイバー製のものが多数市販されていま

す。また、農家によっては、ビニールハウス用のパイプ、建築用の単管パイプ等を支柱と

して上手に利用している事例が見られます。

宮崎牧場では、高張力線ワイヤーを利用するために支柱に強度が必要であることから、

木製丸太としました。支柱は、既に防腐剤が浸透処理されている市販の木製丸太を使用し

ました。防腐剤を浸透処理していない木製支柱は、数年で朽ちてしまいますので不向きだ

と思われます。支柱の寸法は、直径が１２ｃｍ×長さが２ｍです。

先ず小型のパワーショベルを用いて深さ５０ｃｍ程度の穴を掘り、次に小型ワーショベ

ルでコーナーポストを上から垂直に押さえつけて地中に差し込みました。普通の放牧地で

あれば、この方法で対応可能と思われますが、地質が堅すぎてどうしようもない場合は、

専門業者に依頼して、穿孔ドリルで直径１０ｃｍの穴を地面に開けてもらう必要がありま

す。

太い支柱といえども、ワイヤーの強い張力によって傾く可能性がありますので、傾く恐

れのある方向を確認した上で、支柱の地際に枕木を設置する必要があります。この場合の

枕木は、支柱が傾く恐れがある方向であって、支柱と垂直に交差するように埋設して下さ

い。

支柱の位置は、とても重要です。複雑な形の放牧地を作ろうとすると、多くの支柱が必

要となります。しかし、支柱が多いと、コストが嵩むこと、設置作業の労力が嵩むこと等

からお奨めできません。支柱と支柱の間隔はできるだけ長く設けて、支柱の設置本数を少

なくする工夫が必要です。ただし、支柱と支柱の間隔は、１００ｍが上限です。

放牧地をできるだけ広く確保しようとして、支柱を敷地の境界線近くに設置すると、設

置後における牧柵の管理が難しくなります。また、牧柵周辺の雑草が伸びたときに接触し、

漏電する恐れがあります。このため、支柱の設置位置は、境界線から数ｍ内側に選定する

必要があります。

放牧地に作業機等が出入りできるようにゲートを設置する場合は、支柱をゲートの門柱

として利用します。したがって、支柱を設定する場合に、ゲートの門柱として使用する支

柱も同時に設定します（ゲートの設置方法については、８ページに記述しています。）。
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写真２ 支柱、碍子及びワイヤー

② 碍子の取付け

支柱は木製の丸太なので電気を伝導します。このため、支柱にワイヤーを直接取り付け

ると、漏電してしまいます。そこで、支柱には絶縁体であるプラスチック製の碍子を取り

付ける必要があります。

碍子の取り付け位置は、架線するワイヤーの高さに応じて決定します。宮崎牧場では、

ワイヤーの高さを地面から４５ｃｍ・６５ｃｍ・９０ｃｍの３段張りとしたので、碍子の

取付位置の高さも同様になります。最下段の架線の高さを４５ｃｍにした理由は、ワイヤ

ーの下の残草刈りを行いやすくして牧草による漏電を防ぐことにあります。ただし、写真

３のように、牛が慣れてくると、ワイヤーに触れずにワイヤーの下の牧草を上手に食べて

くれるので、牧草による漏電の恐れが低くなります。なお、農場によっては、２段張りで

あっても、問題なく放牧を行っておられる方もいらっしゃいます。実際に宮崎牧場でも、

一部は地面から４５ｃｍ・９０ｃｍの２段張りにしています。

この程度のワイヤーで牛の脱柵を防げるのであろうかと不安に思う方がいらっしゃいま

すが、事前に電気ショックを経験した牛は、そもそもワイヤーに触れようとしませんので

大丈夫です。最近の電気牧柵が、「物理柵」ではなく「心理柵」と呼ばれる所以です。

写真３ ワイヤー下の牧草を上手に食べる放牧牛
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③ワイヤーの設置

架線するワイヤーは、太ければ強度が期待できて断線の危険性が低下しますが、取り扱

いづらくなります。宮崎牧場では、強度と取り扱いやすさを考慮して、直径１．６ｍｍの

ものを使用しました。

ワイヤーは、支柱に取り付けた碍子と碍子を結ぶように取り付けます。コツを掴めば、

ワイヤーは、工具を使わなくても、素手で切り取ることが可能です。工具でワイヤーを切

り取ると、切り口が鋭利な刃物のようになり危険ですが、素手で切り取ると、切り口が滑

らかであり安全です。

④⑤杭及びバトンの設置

架線したワイヤーを一定の高さで維持するため、杭及びバトンを取り付けます。

杭及びバトンは、取り付けやすさを考慮すると、絶縁性のものが適しています。農家で

は、グラスファイバー製の市販品のほか、塩ビパイプを使用する事例も見られます。宮崎

牧場で使用している杭及びバトンは、絶縁性の特殊木材なので、直接ワイヤーを取り付け

ても問題はありません。

取付位置は、図３のとおり４メートル間隔とし、原則として杭１本に対してバトン３本

の割合としました。

図３ 杭とバトンの位置
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写真４ 緊張具

⑦クランプの取付

３段に架線したすべてのワイヤーに通電させるため、さらにワイヤーで橋渡しを行う必

要があります。また、支柱を間に挟んで取り付けたワイヤーにも通電させるため、ワイヤ

ーで橋渡しを行う必要があります。

このため、クランプを用いてワイヤー同士を確実に繋いでいます。

⑧危険表示板の取付

電気牧柵の近くを通行する人に注意を喚起するため、目に付きやすい位置に危険表示板

を取り付けることが電気事業法で定められています。この場合、小さな子供にも解るよう

に、ひらがなやカタカナを使用することをお奨めします。

⑨電牧器の設置

最近では、多くのメーカーから、省電力でありながら牛が嫌うに十分な高電圧パルスを

送電できる様々な電牧器が製造販売されています。送電可能距離や電源の種類に応じて、

適正な機種を選定する必要があります。

宮崎牧場では、牛舎のＡＣ１００Ｖ電源を使用していますが、ソーラーパネル＋バッテ

リーでも使用可能です。

なお、ＡＣ１００Ｖ又は２００Ｖ電源を使用する場合は、漏電による災害を回避するた

め、漏電遮断器を取り付けることが電気事業法で定められています。

⑩アースの設置

牛が電気ショックを感じる仕組みは、先ず電牧器から発せられた電気がワイヤーを伝わ

って牛に届き、次に牛の身体を通過して地中に届き、さらに地中を通過して電牧器に戻る

ことによって成立します。したがって、確実な電牧器のアースが必要不可欠です。

宮崎牧場では、長さ約１ｍのアース棒を地中に３本打ち込んで確実なアースを確保して

います。
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（２）ゲートの設置方法

放牧地に作業機械等が出入りしやすいようするため、専用のゲートを設けると便利です。

宮崎牧場における具体的な設置方法を手順に沿って紹介すると、次のとおりです。

① 放牧地の支柱を設置する際に、門柱として使用する支柱も同時に設置します。

② 直径３０ｍｍのパイプの中にワイヤーを通し、これをゲート部分の地中５０ｃｍに

埋設します。また、このワイヤーを外周柵の２段目のワイヤーに接続します。こうす

ることによって、ゲートを開けた状態であっても、このパイプの中のワイヤーで常に

通電させることができるので、すべての外周柵に電気を行き渡らせることが可能とな

ります。

③ ゲート部分には、専用のフック付きハンドル及び専用の電線を取り付けます。

専用の電線は伸縮する特殊なものであり、スプリング・タイプ、ロープ・タイプ、

テープ・タイプ等がありますので、適したタイプを選定する必要があります。

スプリング・タイプは、取り扱いやすさに優れていますが、ゲートの幅が長いと、ス

プリング電線同士が絡まるのでお奨めできません。宮崎牧場では、写真５のように幅

４ｍのゲートにはスプリング・タイプを設置し、写真６のように幅５～７ｍのゲート

にはロープ・タイプを設置しています。

図４ ゲートの概要図
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写真５ スプリングタイプのゲート 写真６ ロープタイプのゲート

５ 簡易柵による放牧区の設定

（１）簡易柵による放牧区の必要性

牧草の総生産量を最大に高めるため、適正なタイミングで牛に牧草を食べさせ、牧草の

再生を最大に促す必要があります（放牧草は、草丈が短いうちに繰り返して食べさせるこ

とによって、総生産量が高くなります。また、草丈が短いと、栄養価や嗜好性が高くなり

ます。）。

また、放牧地を最大限に活用するため、牛による草の選好みを許さず、放牧地の隅々ま

で均等に食べさせる必要があります。

さらに、放牧地内が裸地化したり泥濘化しないようにするため、特定の場所に牛が頻繁

に集積しないようにすることも必要です。

こうした目的から、放牧地内を複数の放牧区に区分して、放牧地の様子を見ながら転牧

させていくことが効果的です。このため、ポリワイヤーの簡易柵を使用して、様々な広さ

や形の放牧区を設定しています。

具体的な放牧区は、放牧する牛の頭数、放牧草の状態、放牧する時間等によって決定し

ます。この場合、放牧草は草種・品種によって季節毎の再生能力が異なりますので、その

特性を把握しておくことが必要です。

適正な放牧区の設定は、飼養者の経験と計画性が大きな鍵となります。放牧区の設定が

適正であればであれば、放牧地の状態が良好になり、牛のコンディションも良好になりま

す。逆に、放牧区の設定が不適正であれば、放牧地の状態が不良になり、牛のコンディシ

ョンも不良になります。
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（２）簡易柵による放牧区の設定方法

放牧区は、ポリワイヤー及び専用ポールを用いて、簡単に仕切ることができます。ポリ

ワイヤーは、ポリエチレン製の紐に細い電線が編み込まれており電気を通すことができま

すし、牛が触れると十分な電気ショックを与えることができます。また、ポリワイヤーは

リールに巻いて使用すると取扱が容易です。

簡易柵は、ポリワイヤーを巻いたリールと専用ポールを数本携えて放牧地内を歩きなが

ら、次のように設置します。

① 先ず、ポリワイヤーの先端にフックを取り付けて外周柵のワイヤーに掛けます。こ

のとき、ポリワイヤーに通電させるため、ポリワイヤーと外周柵のワイヤーを接触さ

せる必要があります。なお、フックとしてゲート用のハンドルを使用する手段もあり

ます。

② 次に、リールからポリワイヤーを送り出しながら、終点を目指して放牧地内を歩き

ます。

③ ポリワイヤーを一定の高さに保つため、１０ｍ程度の間隔を取りながら専用ポール

で支えます。宮崎牧場では、ピッグテールポールと呼ばれる専用ポールを使用してい

ます。ポールの先端が豚の尻尾のようになっており、ポリワイヤーを簡単に支えるこ

とができます。また、先端が絶縁性の樹脂でコーティングされているので、漏電の恐

れがありません。

④ 所定の位置にポリワイヤーを張り終わったら、リールをスタンドに掛けます。

簡易柵を設置する位置は、自由自在です。したがって、飼養者の創意と工夫次第によっ

て、放牧地の利用性を高めることができます。

写真７ 簡易柵の設置

６ 牛の馴致

牛を電気牧柵を設置した放牧地に放つ前に、十分に馴致する様子があります。即ち、ワ

イヤーに触れたら、電気ショックが発生することを事前に学習させる必要があります。

このため、放牧前に、牛舎内に電気牧柵用のポリワイヤーを張り、電牧器から送電して、

すべての牛に電気ショックを経験させておく必要があります。

馴致には、概ね７～１０日間を要します。この間に、牛は必ず好奇心から、鼻先をポリ
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ワイヤーに接触させ、電気ショックを複数回経験します。こうして牛は、ワイヤーに接す

ると電気ショックが発生することを学習し、放牧してもワイヤーに近づこうとしなくなり

ます。

写真８ ポリワイヤーを用いた牛舎内における馴致

７ 電気牧柵の管理

電気牧柵を最大限に活用するため、適正に管理する必要があります。ここでは、電気牧

柵を管理するうえでのポイントを紹介します。

（１）電気は常時通電させる

牛は電気ショックを学習していても、稀に電気牧柵に触れることがあります。また、他

の牛に押されるなどにより、意図せずして電気牧柵に触れることがあります。このとき、

牛が通電されていないことに気付くと、脱柵する恐れがあります。

したがって、牛が電気牧柵に近寄らないからといって、電牧器の電源を切らないで下さ

い。

（２）定期的に電圧をチェックする

漏電や接触不良等によって十分な電圧の電気パルスを送電できなくなると、牛に電気シ

ョックを与えることができなくなります。

このため、定期的に、電気牧柵専用の測定器によって、電圧をチェックする必要があり

ます。

電圧が低下していれば、漏電や接触不良等が考えられますので、速やかに問題がある箇

所を探し出して、必要な措置を行って下さい。
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（３）資材の破損状況をチェックする

電気牧柵の資材は多々あり、それぞれの耐用性は区々です。

しかも、電気牧柵の資材は、常に太陽光線や風雨に晒されており、劣化しやすい過酷な

環境にあります。

したがって、定期的に電気牧柵の資材をチェックし、破損が確認された場合は、速やか

に交換する必要があります。

８ 放牧草の維持管理

放牧草は、各地域の天候条件を考慮して、相応しい草種・品種を選定する必要がありま

す。また、選定した草種・品種に応じた管理を行う必要があります。

宮崎牧場では、放牧適性が高い暖地型牧草のバヒアグラスを選定しました。

バヒアグラスはラテンアメリカ原産の多年生暖地型牧草です。暖地型牧草の中では比較

的耐寒性が高く、耐霜性があり、干ばつ等の不良環境にも強い牧草です。強い放牧圧にも

耐えられるため、亜熱帯～西南暖地の低標高地帯における放牧地において基幹草種として

利用されています。

バヒアグラスは、春から梅雨の期間における生育が緩慢ですが、夏から秋の期間におけ

る生育が旺盛です。また、放牧圧を比較的高くする方が、ほふく系の発達を促すともに、

雑草の生育を抑えることから望ましいように思われます。なお、雑草が繁茂すると、バヒ

アグラスへの日当たりが悪くなり、バヒアグラスの発育が阻害されてしまいます。したが

って、雑草を抑えることも考えて放牧するタイミングを見極めることが大切です。

９ おわりに

実際に電気牧柵を用いた放牧に取り組んでおられる方に伺うと、「いざ始めてみると、

意外に簡単だった。脱柵の不安もない。もっと早く取り組んでおけばよかった。」と仰る

方が大勢いらっしゃいます。

先ずは、狭い面積でも結構ですので電気牧柵を試してみて、放牧のメリットを感じ取っ

て頂きたいものです。


