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Summary
This survey was carriedout to obtain the basic pilot informationon the establishmentof vegetation
managementof the forestunderstoryin attemptto promote the effectiveland utilization for the animal
industry.Short-termcafeteriafeedingtrials were made by examiningthe dietarypreferencesof 4 breeds
of goats: JapaneseNative Tokara (Tokara),Anglo-Nubian(Nubian),Korean Native Black (KNB), and
Boer (3 animalseach).Five kinds of understorywild plantsharvestedin a mixed forest(Chamaecyparis
obtuse (Sieb. Et Zucc.) Endl. and Cryptomeriajaponica D. Don) were given to the goats in May,
Septemberand October,2002.
In May,the preferencerankingfor Tokarawas significantlyhigherin the order of Boehmerianivea (L.)
Gaud., Solidago altissima L., Rumex obtusifoliusL., Miscanthussinensis Anderss., and Pleioblastus
argenteostriatuscv. Disticha,whereas the preferenceranking for KNB was also higher in the order,
Boehmeria nivea (L.) Gaud., Rumex obtusifolius L., Miscanthus sinensis Anderss., Pleioblastus
argenteostriatuscv. Disticha,Solidagoaltissima L. (both P<0.05).In September,the preferenceranking
for Tokarawas significantlyhigher in the order of Boehmerianivea (L.) Gaud., Cirsiumjaponicum DC.,
Pueraria lobata (Willd.) Ohwi, and Miscanthussinensis Anderss.,ClerodendrumtrichotomumThunb.
(P<0.05),whereasthe preferenceranking for KNB was also higher in the order of Boehmerianivea (L.)
Gaud., Miscanthussinensis Anderss.,Pueraria lobata (Willd.) Ohwi, Cirsiumjaponicum DC., and
ClerodendrumtrichotomumThunb. (both P<0.01). In October,the preferenceranking for Tokara was
significantlyhigher in the order, Boehmerianivea (L.) Gaud., Mallotusjaponicas (Thunb.Ex Murray)
Mueller-Arg.,SolidagoaltissimaL., Thelypterisacuminate(Houtt.)Morton,MiscanthussinensisAnderss.,
whereaspreferencerankingfor KNB was also higherin the order of Boehmerianivea (L.) Gaud., Mallotus
japonicas (Thunb.Ex Murray)Mueller-Arg.,MiscanthussinensisAnderss.,Thelypterisacuminate(Houtt.)
Morton, and Solidago altissima L. (P<0.01). However, there were no significant differences in the
preferencerankingsamong plant speciesfor Nubian and Boer goats. Thus, both Tokaraand KNB goats
revealeddefinitepreferencerankings and they preferredBoehmerianivea (L.) Gaud. over other plants,
becausethis plant is leafier,fresherand more acceptable.However,all of the preferencerankingswith the
exceptionof those for the Boehmerianivea (L.) Gaud. were not consistentamongthe goat breeds.
It was concludedthat Boehmerianivea (L.) Gaud. was the most palatablefor Tokaraand KNB goats
amongthe plant speciesused in May, Septemberand October,howeverpreferencerankingswere different
amonganimalbreeds.
Key Words: goats, palatability,understorywild plants
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放 牧 家 畜 の採 食 行 動 を実 際 に 目視 して判 断 す る方 法 が あ
り,こ れ に は時 間 と労 力 を要 す る もの の,確 実性 が あ る.
一 方 ,放 牧 前 に嗜 好 性 が あ る程 度 予 測 出来 れ ば,そ れ は
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放牧管理上, 有益な情報となり得るため, 短時間で嗜好
性を把握出来ることが望ましい. 山羊の草類嗜好性につ

), 9月の草本類としてススキ,
カラムシ, ノアザミ (

) およびク

いては小西・廣田 (1998) が刈取り給与や放牧条件下で

ズ (

), 木本類としてクサ

明らかにしているが, 木本類を含めた林床植物の嗜好性

ギ (

), 10月の草本類と

について検討した知見はほとんど見当たらない.

して出穂期のススキ, 開花期のカラムシ, 開花期のセイ

本研究では, 林地の畜産的活用を促進し, 山羊を利用

ダカアワダチソウおよびホシダ (

した林床植生管理技術を開発するための基礎的かつ予備

), 木本類としてアカメガシワ (

的知見を得ることを目的とし, ヒノキ・スギ混交林地に

) であり (第1

自生する野生植物の嗜好性を刈取り給与条件下で明らか

〜13図), これらを地上約 3

にした.

持ち帰って冷蔵保存し, 後日, 嗜好試験に供した.

で刈取り, 動物飼育棟に

5, 9および10月の各嗜好試験においては, 上記5種の
植物の茎葉 (木本類については小枝を含む樹葉) を5〜
10
本研究は2002年5月から10月まで鹿児島大学農学部附
属農場学内動物飼育棟 (以下, 動物飼育棟) で行われた.
供試家畜は動物飼育棟で舎飼いされている日本在来種ト
カラ山羊 (以下, トカラ), アングロ・ヌビアン種 (以
下, ヌビアン), 韓国在来種黒山羊 (以下, 黒山羊) お
よびボア種の4品種であり, 各嗜好試験には各品種とも
成雄1頭および成雌2頭を用い, その概要を第1表に示し
た. なお, 通常飼育において供試山羊は2〜3頭で山羊房
内に群飼され, 毎朝8：30に市販ルーサンヘイキューブ
(

96 7％,

16 4％,

54 1％) を

飼養標準

, 1981) に基づき, 体重に対

(

する維持養分要求量を満たすように与え, 水および鉱塩
を自由摂取させた.

嗜好試験に用いた植物については, 宮崎県日南市北郷
町北河内 (標高120〜150

) に位置する約 1

の4年生

ヒノキ (

)・
) 人工林地 (ヒノキ90

スギ (

％およびスギ10％, 植栽密度2700本

) において5〜10

月に多く見られる草本および木本類であった. すなわち,
5月の草本類としてススキ (
カラムシ (
ソウ (

),
), セイタカアワダチ

) およびエゾノギシギシ (
), 木本類としてゴキダケ (

の長さに細切したものを供試飼料として用いた.
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供試山羊に給与する前の飼料と給与後に残した飼料
(以下, それぞれ給与前飼料および残食) の一部を葉と
茎に分けて新鮮物重量を測定し, 両方の合計に対する葉
の重量比を葉部割合として算出した.
給与前飼料の一部を通風乾燥機により乾燥後, 乾物重
量を測定して乾物率を算出するとともに, 乾物当たりの
粗蛋白質, 粗脂肪, 粗繊維, 粗灰分および可溶無窒素物
の各成分を常法により定量分析した.

嗜好試験によって得られた山羊各個体による供試飼料
の嗜好順位 (3日間の平均順位) について, 山羊の品種
各供試飼料 300

(新鮮物) を同型・同色のプラスチッ

クコンテナ飼槽 (縦34×横49×深さ 26

ごとに飼料 (植物種) 間の差を

の検定により

) に入れ, そ

検定し (粕谷・藤田, 1984), 有意差が認められた場合

れらをランダムに配置し (横一列), 供試山羊3頭に個別

には平均順位を求めた. また, 有意差が得られた場合の

自由採食させた (第14図). すなわち, 1回目で最大量を

2品種の平均順位について

採食した飼料を省いた残りの飼料について2回目の試験

め, 両者の関連性, すなわち品種間の順位の一致性を検

を行い, この一連の操作を飼料が最後の2種類になるま

定した (市原, 2006).

の順位相関係数を求

で繰り返し (10分 回), 省いた順序を嗜好順位とする
全点自由選択法 (林・二瓶, 1967) を実施した. この試
験を各月3日間連続して行い, 個体ごとに3日間の平均順
位を求めた. なお, トカラ山羊雄個体については, 都合
により5月の嗜好試験では
では

2 を供した.

1

, 9および10月の嗜好試験

5月における山羊による供試飼料の嗜好順位を第2表に
示した. 各個体とも測定日間で嗜好順位にほとんど違い
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がみられなかったため, 3日間の平均値で示した. トカ

を採食したものと推察された. とくに, 給与前の葉部割

ラおよび黒山羊において嗜好順位に有意差が認められた

合が最も高かったカラムシについては, トカラおよび黒

( ＜0 05) が, ヌビアンおよびボアにおいては認められ

山羊とも葉部割合の給与前と残食との差が最大であり,

なかった. トカラにおいては, カラムシ, セイタカアワ

供試山羊はカラムシの葉を好んで採食したものと推察さ

ダチソウ, エゾノギシギシ, ススキおよびゴキダケの順

れた. 牛や緬羊などの草食反芻家畜が牧草の茎よりも葉

であり, カラムシの嗜好性が最高であった. また, 黒山

を多く採食し (

羊においては, カラムシ, エゾノギシギシ, ススキ, ゴ

加えて多葉性が採食量と関連の深いことが認められてお

キダケおよびセイタカアワダチソウの順であり, トカラ

り (

と同様, カラムシに対して高い嗜好を示した. なお, ト

えられた. また, カラムシの乾物率は低く, 繊維成分も

カラと黒山羊との間で嗜好順位に有意な関連性はみられ

比較的少なかった. 草食反芻家畜が繊維成分の少ない牧

なかったことから, 両品種間で嗜好性が異なるものと考

草を好むことはよく知られている (雑賀, 1990). した

えられた. ただし, カラムシに対する嗜好性については

がって, カラムシが多葉であり, 瑞々しく, 採食し易い

両品種間で共通していた.

ことが高い嗜好性を示した主要因と考えられた.

, 1964；雑賀, 1990), 消化性に

, 1977), 本研究の野草についても同様と考

嗜好順位に有意差がみられたトカラおよび黒山羊につ
いて, 嗜好順位と葉部割合および化学成分との関係を第
3表に示した. トカラおよび黒山羊において嗜好順位が

9月における山羊による供試飼料の嗜好順位を第4表に

上位の3植物種については, いずれも葉部割合の給与前

示した. 各個体とも測定日間で嗜好順位にほとんど違い

と残食との差が大きかったことから, 供試山羊は主に葉

がみられなかったため, 3日間の平均値で示した.

5月
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と同様, トカラおよび黒山羊においてのみ嗜好順位に有

の葉部割合が最も高かったノアザミについては, トカラ

意差が認められた (それぞれ,

での葉部割合の給与前と残食との差が最大であり, 供試

＜0 05および ＜0 01).

トカラにおいては, カラムシ, ノアザミ (カラムシと同

山羊はノアザミの葉を好んで採食したものと推察され.

順位), クズ, ススキおよびクサギの順であり, カラム

一方, 嗜好性が高かったカラムシについては, トカラお

シの嗜好性が最高であった. また, 黒山羊においては,

よび黒山羊とも葉部割合の給与前と残食との差は大きく,

カラムシ, ススキ, クズ, ノアザミおよびクサギの順で

乾物率は低く, 繊維も少なかった. したがって, カラム

あり, トカラと同様, カラムシに対して高い嗜好を示し

シの給与前の葉部割合はさほど高くなかったものの, 乾

た. なお, トカラと黒山羊との間で嗜好順位に有意な関

物率は低く, 繊維も少なかったことから, 嗜好性が高かっ

連性はみられなかったことから, 両品種間で嗜好性が異

たものと思われた. トカラおよび黒山羊とも嗜好性が最

なるものと考えられた. ただし, カラムシに対する嗜好

も劣ったクサギについては, 葉部割合や化学成分との関

性については5月の結果と同様, 両品種間で共通してい

連性はみられなかったが, 葉に特有の臭気がある (橋詰

た.

ら, 1997；川原, 2009) ことから, 山羊が好んで採食し

嗜好順位に有意差がみられたトカラおよび黒山羊につ

なかったものと推察された.

いて, 嗜好順位と葉部割合および化学成分との関係を第
5表に示した. トカラにおいて嗜好順位が上位のカラム
シ, ノアザミおよびクズについては, いずれも葉部割合

10月における山羊による供試飼料の嗜好順位を第6表

の給与前と残食との差が大きかったことから, 供試山羊

に示した. 各個体とも測定日間で嗜好順位にほとんど違

は主に葉を採食したものと推察された. とくに, 給与前

いがみられなかったため, 3日間の平均値で示した. 5お
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よび9月と同様, トカラおよび黒山羊においてのみ嗜好

好順位が最も高かったのはカラムシであったが, それ以

順位に有意差が認められた ( ＜0 01). トカラにおいて

外の嗜好順位については山羊の品種間で異なることが明

は, カラムシ, アカメガシワ, セイタカアワダチソウ,

らかとなった. なお, 本研究では各品種とも雄1頭およ

ホシダおよびススキ (出穂期) の順であり, 5および9月

び雌2頭を用いて品種間差を検討したが, 性差について

と同様, カラムシの嗜好性が最高であった. また, 黒山

は明らかにしておらず, 今後の課題である. また, 嗜好

羊においては, カラムシ (開花期), アカメガシワ, ス

性に関与する化学物質の詳細な分画についても追究の余

スキ (出穂期), ホシダおよびセイタカアワダチソウ

地がある.

(開花期) の順であり, 5および9月と同様, カラムシの
嗜好性が最高であった. また, 供試山羊はセイタカアワ
ダチソウよりもカラムシを好むことが明らかとなった.
山ら (2009) は耕作放棄水田跡地において, カラムシ

本研究は林地の畜産的活用を促進し, 山羊を利用した

よりもセイタカアワダチソウが優占する場合, 放牧山羊

林床植生管理技術を開発するための基礎的かつ予備的知

は後者をより多く採食することを認めており, 本研究の

見を得ることを目的とし, ヒノキ (
)・スギ (

刈取り給与による嗜好試験とは異なる結果となった. こ
山ら (2009) は8月,

) 混交林地に自生する野生植物5種を日本在来種ト

本研究は5および10月) または放牧地における植物の出

カラ山羊 (以下, トカラ), アングロ・ヌビアン種 (以

現割合 (優占度) が関与したものと考えられる.

下, ヌビアン), 韓国在来種黒山羊 (以下, 黒山羊) お

れについては, 試験時期の違い (

嗜好順位に有意差がみられたトカラおよび黒山羊につ

よびボア種の各3頭に刈取り給与して嗜好試験を行い

いて, 嗜好順位と葉部割合および化学成分との関係を第

(2002年5, 9および10月の計3回), 各植物に対する嗜好

7表に示した. トカラおよび黒山羊において嗜好順位が

性を検討したものである. 5月においては, トカラでカ

上位のカラムシおよびアカメガシワについては, いずれ

ラムシ (

も葉部割合の給与前と残食との差が大きく, とくにアカ

ソウ (

), セイタカアワダチ
), エゾノギシギシ (
), ススキ (

メガシワについては, その差が最も大きかったことから,

)お
),

供試山羊は葉を好んで採食したものと推察された. アカ

よびゴキダケ (

メガシワの可溶無窒素物含量は57％と高く, 可溶無窒素

黒山羊でカラムシ, エゾノギシギシ, ススキ, ゴキダケ

物には可溶性糖類が含まれている. 草食反芻家畜は可溶

およびセイタカアワダチソウの順にそれぞれ高い嗜好

性糖類や甘味物質に対して嗜好を示し (雑賀, 1990；土
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