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趣 旨

米政策の抜本的改革、バイオマスの利活用や高付加価値型農業の展開

等農政の重要課題解決に向け、公的機関が研究開発を担っている分野に

ついて研究機関等と組織的な連携を図りながら、意欲ある担い手に対す

る革新的技術・経営方式の導入支援を実効あるものとする必要がある。

このため、これらの支援を実施する普及職員のスペシャリスト機能が

十分に発揮されるよう、試験研究機関等で得られた最新の高度先進的な

革新技術をいち早く習得させるとともに、普及現場における技術的課題

解決のための調査研究能力の向上を図る。

（ ）農林水産省 経営局普及・女性課

資料の取り扱いについて

本資料に掲載の研究成果等については、複写、転載および引用の際に

は、農研機構の了承を得た上で利用されたい。
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稲発酵粗飼料の意義
畜産草地研究所

飼料調製給与研究チーム

吉田宣夫

はじめに

今から 年前、昭和 年頃の国民１人当たりのコメ年間消費量は約 でしたが（図45 35 114.9kg
60kg 312 ha 170１ 最近では を切ろうとしています この結果 食用水稲の作付面積は 万 から）、 。 、

万 へと大幅に減少し、お米を作付しない水田は新潟県の面積にほぼ相当しますから、長いha
稲作史のなかでもこの 年間の出来事は驚くべきことです。さらに深刻なことは耕作放棄地45

2005（１年以上作付けせず、今後数年の間に再び耕作するはっきりした意思のない土地）が

年センサスによりますと 万 に及んでいることです。38.5 ha
この傾向は今後も継続することから、水稲の飼料化を含めた水田利用のあり方が大きな課題

。 、 、 、になっています そこで これまでに蓄積された飼料イネ 飼料米に関する研究経過を整理し

技術的展望と今後の普及上の課題を考えてみたいと思います。

１ 各期の水田政策と水稲飼料利用

コメの生産と消費のバランス崩れるとともに在庫量が増

加し、その対応策として図２のように 「稲作転換対策」、

が昭和 年から始まりました 「水田総合利用対策 「水46 。 」、

田利用再編対策 「水田農業確立対策 「水田営農活性化」、 」、

」、「 」、「 」、対策 新生産調整推進対策 緊急生産調整推進対策

そして現在の「水田農業経営確立対策」と変化してきまし

。 、た 水稲の飼料利用については各対策で助成要件を設けて

出穂期前後に収穫する「青刈利用 、糊～黄熟期に収穫す」

る「ホールクロップサイレージ利用 、完熟後に収穫する」

「飼料米利用」に３区分することができます。

イネの飼料利用は構想、研究ともに転作推進と並行して

行われてきました。当初、飼料利用には「青刈利用」が先

行し、栽培面積こそ 万 を越える時期がありましたが、2 ha

図１  国民１人当たり年間コメ消費量の推移 図２　各期の水田農業対策と水稲飼料利用の推移

図３　　稲発酵粗飼料の利用部位
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収穫作業の困難さ、低いサイレージ品

質等々から実際に家畜に給与された量

は少なかったようです。もう１つの利

用法として、穂と茎葉を同時に収穫し

てサイレージとして利用する「ホール

クロップサイレージ」が水田利用再編

対策の二期対策（昭和 年）から始ま59
っています。これが現在、推進されて

いる『稲発酵粗飼料』と同様のもので、

刈取り晩限を水分含量が低下する糊熟

～黄熟期に設定したことにより、サイ

レージ品質が一定程度確保できるようになりました（図３ 。）

平成５年冷害により翌年以降「青刈利用 「ホールクロップサイレージ利用」はともに激」、

減し、平成 年度開始の「水田農業経営確立対策」と「給与実証助成」によって 「ホールク12 、

ロップサイレージ利用 、すなわち『稲発酵粗飼料』が徐々に増加しています。利用拡大の要」

因は耕種・畜産双方への助成とともに、技術開発では新品種の育成、専用収穫機開発、サイレ

ージ調製法、乳・肉用牛への給与技術等の技術開発が支えています。平成 年度から栽培面12
積は着実に増加し、約 になりました（図４ 。水田利用再編対策二期対策以降の 年5,000ha 20）

間でようやく乳・肉用牛への給与が本格的になっています。

２ 水稲の飼料利用の研究経過

転作推進と飼料自給率向上の観点か

ら飼料穀物の長期的国内生産を目指し

て、水稲の飼料利用を前提とした多数

の研究が昭和 年代後半から開始され40
ています。特に、農林水産技術会議総

合的開発研究として実施された「超多

収作物の開発と栽培技術の確立 （昭和」

～ 年度）は超多収稲の品種開発、57 63
安定多収栽培法の確立、飼養法の確立

など体系的な研究内容となっています。

（ ）超多収品種開発では昭和 年 年56 1981
を起点とする表２のような「逆７・５

・３計画」に基づき飼料米多収品種の

育成に向けて研究が開始され、超多収

品種「ふくひびき 「タカナリ」など」、

が育成されています 「スーパーライス。

計画」など様々な試みが行われた結果、

一定量の飼料米生産が行われました。

その後、県研究機関で貴重な技術蓄

表１　飼料向け水稲生産・利用プロジェクト研究の特徴

1982～1988年 1999～2005年

　　　　　研　　究　　分　　野
超多収作物の開発
と栽培技術の確立

ブランド・ニッポン
研究プロジェクト他

１　超多収作物の開発

玄米多収品種育成 ◎ △

ホールクロップ多収品種育成 ○ ◎

ハイブリッド品種の育成 ○ －

２　育成品種の安定多収栽培法の確立

生理的特性の解明 ◎ ○

肥料吸収移行動態の解明 ◎ ○

稲わら施用技術 ○ －

家畜ふん堆肥利用技術 － ◎

乾田直播栽培の肥培管理 ○ ○

病害虫抵抗性の解明 ◎ ○

二毛作栽培技術 － ○

３　収穫・調製技術の開発

収穫適期の解明 △ ◎

湿田に対応した収穫機開発 － ◎

収穫作業体系の確立 － ○

サイレージ適性の解明 － ◎

新規乳酸菌の開発 － ◎

ロールベールサイレージ調製技術 － ◎

アルカリ処理技術 ○ ○

もみソフトグレインサイレージ調製法 ○ －

４　乳・肉用牛への給与技術の開発

飼料価値・嗜好性の判定 ◎ ○

乳牛飼養試験（短期） ◎ ○

乳牛飼養試験（長期） － ◎

TMR給与法の確立 － ○

繁殖牛の給与技術 － ◎

肥育牛の給与技術 ○ ◎

長期給与による肉質評価 － ○

5　生産・利用システムの経営評価

耕種経営の評価 － ○

畜産経営の評価 － ○

耕畜生産システムの評価 － ◎

図 ４ 　 道 府 県 別 稲 発 酵 粗 飼 料 の 生 産 状 況 (H 15 )
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積が行われ、平成 年度から開始された政府委託プロジェクト「ブランド・ニッポン」３系12
12 17 15 17・畜産ほかの総合研究 平成 ～ 年度 ４地域での地域農業確立総合研究 平成 ～（ ）、 （

年度 、地域基幹研究等によって、後述する技術確立が行われ、普及可能な体系化技術として）

「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル （発行：平成 年度）が出されています。」 12,13,17
表１に２つの飼料向け水稲生産・利用プロジェクト研究の特徴を研究分野毎に整理しまし

。 、た 昭和 ～ 年度に実施された研究内容は軸足が品種育成を中心とした耕種研究に置かれ57 63
畜産研究は体系的なものではありませんでした。さらに、耕種と畜産を結ぶ実践的な収穫・調

製技術（収穫機械の開発、家畜ふん堆肥利用、サイレージ調製技術など）についてはほとんど

行われていませんでした。これに対し、平成 ～ 年度に実施した研究内容では、いわゆる12 17
「耕畜連携」の技術課題である家畜ふん堆肥・液肥の連年施用技術、湿田対応の収穫機開発、

高品質サイレージ調製技術、乳・肉用牛への長期多給技術が盛り込まれ、経営評価も行われて

いる点で大きな進展が見られます。

３ 進展した飼料イネ生産・利用技術

飼料イネに関連した技術は着実な進歩を遂げ

ています。筆者は 年近くこの分野に注目して30
きましたが、平成 年以降の研究は著しい進歩11
がありますので紹介します。第１は飼料イネ専

用品種の育成です。(独)農研機構、公立研究機

関、民間企業によって「ホシアオバ 「クサホ」、

ナミ 「クサノホシ 「クサユタカ 「モーれ」、 」、 」、

つ 「夢あおば 「ニシアオバ 「ミナミユタ」、 」、 」、

カ 「べこあおば 「リーフスター 「うしも」、 」、 」、

」 （ ， ， ）。え の 品種が育成されました 図５ ６ ７11
これらの新品種は食用種と比べて 収量が ～ 高く、耐倒伏性、病害抵抗性を持つ特TDN 5 20%
徴があり、 当たり乾物収量も２ｔを超える品種も登場しました。図４のように全国各地に10a
おいて栽培できるようになりましたが、これらの品種育成の背景には「逆７・５・３計画」に

基づいた研究の蓄積があり、これらの育種素材が活用できた成果だと言えます。生産者の利便

表２　　逆７・５・３計画について

段　階 育種年数
収　　量

（農家段階）
備                                  考

第１段階
３年

（起点1981年）
10％増

育成中の系統から選出
当面の対応として各育成地において育成中の系統から食用としては品
質不良であるが、収量性と安全性に優れたものを選出する。

第２段階
８年

（第１段階達成後５年）
30％増

既存の多収品種、韓国品種、極大粒品種等の改良による育種。
既存の多収品種等を素材とし、早生化、耐病性、耐冷性、耐倒伏性の
付与を目標に多収品種の育種を行う。
収量目標としては、500kg地帯で650kg、650kg地帯で850kgとする。

第３段階
１５年

（第２段階達成後７年）
50％増

第２段階の育成系統を素材とし、早生化、耐病性、耐冷性、耐倒伏性
の強化、草型の改善によって超多収化を図る。収量目標としては、500
～650kg地帯で750～980kg、多収田では１トン以上とする。

図５　飼料イネ新品種の地域適応性
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性を考慮して種籾の大量増殖が行われ、新品種の種子は日本草地畜産種子協会から入手できる

供給システムが作られていて有意義です。第２は栽培分野では生産費を下げていくための技術

開発が行われ、堆肥や液肥利用が化成肥料の

削減に繋がり、連年施用によって収量が向上

することも明らかになってきました（図８ 。）

畜産側が耕種側と連携可能な分野であり、飼

料イネ生産をきっかけとして水田での堆肥活

用が広がっています。

、第３は飼料イネ研究で最重要の課題として

過湿水田での収穫作業を容易にする機械開発

。 、 、だった 勿論 収穫期に乾田化するほ場では

畜産農家が保有する牧草収穫用機械によって

収穫できるわけですが、湿田ではクローラ走

行とダイレクト収穫・運搬搬出が必要ですか

ら、収穫機とロールベーラを結合した飼料イ

ネ収穫機と自走式ベールラッパが開発され、

現在約 セット余りが稼働しています（図９ 。飼料イネ専用収穫機は２つのタイプがあ100 ,10）
り、両機種ともサイレージ添加剤を収穫時に添加できるスプレー装置を装備し、これら収穫機

の革新的開発は水田での作業性とサイレージ品質を大幅に引き上げています。
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図６　新品種リーフスター（農研機構・東京農工大） 図７　新品種べこあおば（農研機構）

図８  成型牛糞堆肥施用と飼料イネの生育(原2005)

図９　フレール型専用収穫機の収穫作業 図10　コンバイン型専用収穫機の収穫作業
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飼料イネはご存知のように茎が中空構造になっています。同時に、付着している乳酸菌数が

少なく、発酵に必要な糖含量が低いため、高い発酵品質を達成することは難しいことも解明さ

れました。第４は、飼料イネサイレージの長期安定性を如何にして達成するかに力点を置いた

研究が行われてきました。糊熟期以前の材料では安定せず埋草密度を 以上にした120kgDM/m3

り、予乾して不良微生物の活性を下げることが重要だとされてきました。これらの弱点を克服

するため、飼料イネ向けの新規乳酸菌「畜草１号」が農研機構他によって開発されています。

本菌は高水分材料であっても、極めて高い発酵品質を達成でき、長期貯蔵性が得られる特徴を

持っています。平成 年から雪印種苗(株)から市販され（図 、活用する農家が年々拡大15 12）
しています。特に、長期間給与する畜産農家の評価が高くなっいます。

第５は乳・肉用牛への給与技術です。酪農現場での飼料イネサイレージ（稲発酵粗飼料）

利用は、育成牛や乾乳牛への給与が多く、泌乳牛への給与は限られていました。泌乳牛への給

与技術研究から、適正な栄養給与とともに物理性の確保が重要あることが指摘されています。

日本飼養標準・乳牛（ 年版）では、乳脂肪率を 以上に維持するためには、摂取する1999 3.5%
乾物１ 当たりの咀嚼時間が 分以上になる飼料を給与することを推奨しています。稲発kg 31
酵粗飼料を 飼料の原料とする場合、乾物割合で 混合すると咀嚼時間は ～ 分とTMR 26% 3 38
なります。泌乳牛への給与養分量は乳量に応じて変化しなければなりませんが、産乳能力が年
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図11　自走式細断ロールベーラの開発 図12　飼料稲サイレージ向け乳酸菌「畜草１号」

図13　稲発酵粗飼料を乾物30%混合したTMRの長期給与と乳生産性（群馬畜試）
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々向上し栄養価の高い飼料給与が必要になっています。泌乳牛への長期給与試験では給与飼料

の乾物で まで稲発酵粗飼料を給与しても、平均日乳量 以上、乳脂肪率 を維持で30% 40kg 3.8%
き、泌乳牛に対する飼料価値は輸入チモシー乾草と同等であることが認められています（図

。13）
しかし、泌乳初期に当たる分娩 週程度までは、 飼料中の稲発酵粗飼料の乾物給与割10 TMR

25% 30% 40合が と比べ、 では日乳量が低下することも明らかとなっていますので、日乳量が

50kg TMR 25%～ に達する泌乳初期の泌乳牛に対する稲発酵粗飼料の給与量は、 飼料中に乾物

までを上限の目安にします。

さらに肉用牛給与においては、肉用繁殖牛の粗飼料として有効性が確認され、肥育牛向け飼

料の課題であったビタミンＡ含量の低減法として、２～３日間の予乾で稲わら並の水準に引き

下げ可能であることも解明されました。また、稲発酵粗飼料中のビタミンＥ（α トコフェロ-
ール）含量が高く、冷蔵保存中の退色と脂質酸化防止に有効であることも明らかにされ、肥育

牛への給与に広がりを見せています（図 。稲発酵粗飼料はかつては「牛が食べない」と言14）
われてきましたが、採食性の高さと給与研究の進展にって、図 に示したように、乳・肉用15
牛への給与の広がりが着実に前進しています。

４ 飼料イネの利用促進に向けた課題

図 に示したが飼料イネおよび飼料米生16
産の収支状況を食用米と対比しながら、技

術課題と展望について検討してみます。

飼料イネ生産・利用の現状を関東地域の

事例に見ますと、乾物実収量 、販875kg/10a
売価格 円 、労働費および機械償却費26 /10a

9 /10a（専用収穫機）込みの生産費が 万円余

となつています。ブロックローテーション

等の制約から１圃場での単年作が多く、飼

料イネに対応した肥培管理ができない点などが低収量を引き起こしています。さらに販売価格

が稲わら以下で取引されている現状も指摘しなければなりません。平成 ～ 年度の給与実12 15

図14  脂質酸化(TBARS)と稲発酵粗飼料給与 図15　稲発酵粗飼料給与の広がりと課題

図 16  飼 料 イ ネ ・飼 料 米 の 生 産 費 と収 量 目 標
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証助成額( 円 )に引きずられた取引価格の設定から、飼料価値を加味した金額への見20,000 /10a
直しが必要になっています。また、収量向上に向けた技術改善が不可欠であり、無肥料栽培か

ら耕畜連携のメリットとなる堆肥利用よって増収が期待できるので同一圃場での連年栽培が大

切です。 年近い飼料イネ生産の経験を持つ群馬県前橋市では液肥の効果的利用によって、10
農家段階で約 の達成事例も出ており、持続的生産が可能と考えられます。2.0t/10a

次に飼料米生産を行っている岩手県一関市（大東地区）の事例では「ふくひびき 「クサ」、

ユタカ」を栽培して 当たり玄米収量 ～ 、これを販売価格 円 と高価格で養10a 465 700kg 60 /kg
84,000 99,365豚企業が買い上げているます 産地づくり交付金と販売額の合計は 円 生産費は。 、

、 （ 、円と厳しい収支になり 現状の収量・コスト水準から大幅な改善のための技術開発 品種育成

低コスト栽培、堆肥活用、高品質畜産物など）が強く求められているのです。

飼料イネ、飼料米ともに解決すべき課題は山積していますが、今後の生産のなかでこれまで

蓄積した経験を生かして品種選択、栽培法（水管理、堆肥活用 、収穫・配送作業計画、サイ）

レージ調製法、給与法までの再点検をユーザー（畜産農家）の意見を入れながら行う必要があ

ります。収穫調製されたサイレージは自家

生産・給与でない限り“商品”として取り

扱われなければなりません。飼料品質の確

保から適期収穫し、カビ発生、異物（土砂、

ビニール袋など）が混入しない良質飼料の

供給が持続的な需要拡大につながるものと

考えられます。給与飼料の構成が異なる乳

牛と肥育牛に対応して、仕向先別の技術開

発が必要になります。

５ 地域コンプレックスの想像に向けて

耕畜経営者の高齢化、水田利活用の高度化に向けて自給飼料（水稲の飼料利用を含む）の生

産を一層拡大していくためには、地域での耕畜連携によるコントラクターの組織化や セTMR
ンターの設立が期待されています。図 に17
現在の利用状況と センターを核としTMR
た自給飼料の生産・利用の未来図を示しま

したが、現状の作付面積は水田と畜産農家

を点と点で結ぶ利用にとどまっています。

収穫された飼料イネ等の吸収力を高め、飼

TMR料自給率を引き上げるシステムとして

センターの機能は有効なものとして期待で

きます。高齢化する畜産経営にとって、自

給飼料の外部委託と 飼料の配達方式TMR
には大きな期待があり、これに向けた飛躍

的な研究開発と地域での実践が求められているのです。

図17 飼料イネ生産とＴＭＲセンター設立の現状と未来

図18　飼料イネを組み入れた田畑輪換栽培の実例
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おわりに

表３に飼料イネ定着事例の類型

を示しましたが、国産粗飼料の活

用を広げるうえで、飼料イネは１

つの試金石となっていることは間

違いありません。飼料イネへの堆

18肥活用の動きが進むなかで、図

に示した田畑輪換栽培が一部地域

で実証的な研究が行われ、麦・大

豆栽培の営農集団による採用も散

見されるようになっています 耕。「

畜連携」は言葉では簡単ですが、

こうした地域コンプレックス（耕

種農家、畜産農家、コントラクター、 センター、畜産物実需者等の複合体）の実践的積TMR
み重ねが極めて重要になっています。

（参考資料）
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技術の研究レビューと今後の技術開発方向－、 年３月2006

) 畜産草地研究所：平成 年度革新的農業技術習得研修資料「飼料イネ 収穫調製及び2 17 WCS
乳牛・肉用牛への給与技術の高度化 、 年 月」 2005 10
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表３　飼料イネ定着事例の類型

類　型 分　　類　　名 具体的な内容

類型Ⅰ 　耕畜連携とコントラクター生産

耕種、畜産集団等によるコントラクターを組織化し、
作付・収穫体系を工夫しながら地域での定着を目指
す。ＴＭＲセンターとの連携も視野に入れた生産を模
索する。

類型Ⅱ 　小麦等との２毛作体系
集落営農法人と連携し、堆肥を活用した麦・大豆等
との２毛作体系による持続的生産の定着を目指す。
温暖地以西に多く見られる。

類型Ⅲ 　繁殖牛向け生産
繁殖牛の採食性、適応性の高さを認識して、耕畜連
携によって地域での定着を目指す。東北～九州の中
山間の繁殖牛生産地で多く見られる。

類型Ⅳ 　肥育牛のブランド化
稲発酵粗飼料給与による脂質酸化防止効果等に着
目し、環境を重視した牛肉のブランド化を目指す。黒
毛和種、交雑種、褐毛種の取り組み。

類型Ⅴ 　品質重視の酪農向け生産
乳酸菌添加、クレーム処理方策を導入した品質の高
い発酵品質で乳牛向け稲発酵粗飼料生産を目指
す。広域流通型コントラクターの取り組み。



稲発酵粗飼料用イネ品種 
 

                   作物研究所 
                          低コスト稲育種研究チーム 

                                               加藤  浩・井辺時雄 
 
１．稲発酵粗飼料用イネ品種に求められる特性 

稲発酵粗飼料（WCS）用イネ品種と食用水稲では，求められる特性が異なる。WCS 用

イネ品種の最も重要な特性は、籾と茎葉部を含めた地上部全体のうちで牛に消化される部

分の収量を示す TDN 収量が高いことである。食用水稲の地上部乾物全重が 10a 当り 1.5t
程度、TDN 収量が 0.9t 程度であるのに対して、最近開発された WCS 用イネ品種では、育

成地の試験で地上部全重が 10a 当り 2.0t 程度，TDN 収量で 1.1t 程度まで向上している。さ

らに高い TDN 収量を達成するには、さらに大量の窒素の投入が不可欠であると考えられ、

耐倒伏性の大幅な強化が必要である。さらに、耐倒伏性の付与は、直播による低コスト栽

培を可能にする上でも重要な特性となる。加えて、農薬コストの低減化が必要であり、耐

病虫性の付与も重要である。 

 

２．育成された WCS 用イネ品種の特性 

１）収量性 

表１－１～３に、これまでに育成された WCS 用イネ品種の特性を示した。表１－１の

数値は、育成地の成績を並べたもので、カッコで示した比較品種以外とは、厳密な比較は

できないが、大まかな傾向を見ることはできる。WCS 用品種で最も重要な TDN 収量は「西

海飼 253 号」の 1.19t/10a が最大であり、次いで「ニシアオバ」と「リーフスター」の 1.17t/10a
が大きい。収量を食用水稲と比べると「日本晴」に対して「ホシアオバ」が風乾全重 1.72t/10a
で 12％高く、「クサホナミ」が 2.14t/10a で 19％高く、「クサノホシ」が 1.88t/10a で 20％高

い。「クサユタカ」は「キヌヒカリ」に比べて４％高く、「西海飼 253 号（2006 年度命名登

録）」は「ミナミヒカリ」より 24％高い。TDN 収量では、「ニシアオバ」が「ニシホマレ」

に比べて 15％高、「西海 253 号」が「ミナミヒカリ」に比べて 27％高い。玄米多収品種と

して育成された「ふくひびき」、「オオチカラ」に比べても全重と TDN 収量では WCS 用イ

ネ品種の「夢あおば」「べこあおば」「クサユタカ」が上回っている。玄米重で比べても、

玄米多収品種とほぼ同等の多収を示しおり、「夢あおば」で 0.72t/10a、「べこあおば」で

0.73t/10a、「クサユタカ」で 0.73t/10a である。 
２）耐倒伏性及びその他の形質 

WCS 用イネの稈長は高いものが多く「ニシアオバ」「リーフスター」「ミナミユタカ」「モ

ーれつ」「西海飼 253 号」では 1m 以上である。「べこあおば」は短稈であるが、玄米の多

収によって全重の多収を達成している。耐倒伏性は食用水稲の「コシヒカリ」が“極弱”

であるのに対して、“やや強”以上の品種が多い。出穂性は早晩性に多様性があるので適し

たものを選ぶ。なお、WCS 用イネは黄熟期に収穫するため、地域の出穂限界よりもさらに

晩生の品種でも栽培できる。 



表１－１ＷＣＳ用イネ品種の育成地での移植栽培による成績 

 

表１－２ＷＣＳ用イネ品種の特性 

 

３）栽培適地 

図１－１は専用品種の栽培適地を示している。表１－１～３では、各品種を作物研究所

圃場（茨城県谷和原村）で栽培した場合の早晩性に基づいて、早生から晩生の順に配列し

ている。東北中部から北陸にかけての寒冷地域では、「夢あおば」、「べこあおば」、「クサユ

タカ」が栽培可能である。また、関東以西から中国地方にかけての温暖地域では、「ホシア

オバ」、「クサノホシ」、「クサホナミ」、「はまさり」、「リーフスター」が適しており、暖地

品種名 試験場所 出穂期 成熟期 稈長 風乾全重乾物全重 玄米重 推定TDN 推定TDN 推定TDN収

（比較品種） (月．日） (月．日） （cm） (ｔ/10) (ｔ/10) (ｔ/10) 含量（％）*1収量(t/10a)量比率（％）
夢あおば 新潟県 7.29 9.10 86 - 1.52 0.72 61.2 0.93 105
（ふくひびき） 上越市 7.27 9.07 78 - 144 0.74 61.6 0.89 100
べこあおば 秋田県 8.07 9.24 70 - 1.37 0.73 61.9 0.85 118
（ふくひびき） 大仙市 8.04 9.12 72 - 1.23 0.69 62.9 0.72 100
クサユタカ 新潟県 8.05 9.26 87 1.71 - 0.73 58.1 0.94 103
（オオチカラ） 上越市 8.06 9.23 88 1.70 - 0.70 58.9 0.91 100
（キヌヒカリ) 8.06 9.21 85 1.64 - 0.63 - - -
ホシアオバ 広島県 8.14 10.02 90 1.72 - 0.69 60.9 - -
（日本晴） 福山市 8.15 9.26 87 1.53 - 0.54 61.1 - -

ニシアオバ 福岡県 8.19 9.28 105 - 1.97 0.65*2 59.3 1.17 115

(ニシホマレ) 筑後市 8.21 9.26 93 - 1.72 0.56
*2

59.1 1.01 100
ミナミユタカ 宮崎県 8.28 10.08 101.2 147 - 0.31 - - -

モーれつ 佐土原町 8.28 10.08 103.7 137 - 0.27 - - -

（ユメヒカリ） 8.30 10.10 70.5 138 - 0.40 - - -
クサホナミ 茨城県 8.24 10.16 93 2.14 - 0.70 60.4 1.09 112
(はまさり） つくばみらい市 8.30 10.13 97 1.87 - 0.52 59.7 0.97 100
(日本晴） 8.15 9.28 88 1.80 - 0.52 - - -
クサノホシ 広島県 8.28 10.17 93 1.88 - 0.67 58.5 - -
(日本晴） 福山市 8.15 9.27 87 1.57 - 0.53 61.1 - -
リーフスター 茨城県 8.31 10.16 109 2.14 1.92 0.42 61.0 1.17 111
（はまさり） つくばみらい市 8.31 10.08 96 1.92 1.73 0.51 60.7 1.05 100
西海飼253号 福岡県 8.29 10.03 106 2.41 2.13 0.66 55.7 1.19 127
（ミナミヒカリ） 筑後市 8.25 9.23 86 1.95 1.69 0.56 55.4 0.93 100
新品種決定に関する参考成績書による。*1：畜産草地研究所の推定式による。*2：籾重

品種名 耐倒伏性 穂発芽性 脱粒性 耐冷性 玄米の形 玄米千 毛茸
真性抵抗性 圃場抵抗性 粒重ｇ

夢あおば 極強 中 Pita-2,Pib 不明 難 やや弱 中 26.5 有

べこあおば 強 やや易 Pita-2 or Pita やや弱 難 弱 やや細長 30.6 有
クサユタカ 強 やや易 Pia,Pik 中 難 弱 やや細長 35.0 有
ホシアオバ やや強 やや易 Pita-2,Pib 不明 やや難 不明 やや細長 29.4 有
スプライス 中 不明 不明 不明 難 不明 やや細長 不明 有
ミナミユタカ 強 易 不明 不明 難 不明 極長 17.2 有
モーれつ 強 やや易 不明 不明 極易 不明 極長 不明 有
ニシアオバ 中 易 Pia,Pikm 中 難 不明 やや細長 29.3 有
クサホナミ 強 やや易 Pia,Pii,Pik+α 不明 難 不明 やや円 21.7 無
クサノホシ やや強 難 Pita-2,Pib 不明 難 不明 やや円 24.3 有
はまさり 強 難 Pia,Pish やや強 難 不明 やや細長 18.4 無
リーフスター 強 やや易 Pia,Pik 極強 難 不明 やや細長 20.3 無
西海飼253号 極強 中 Pia,Pii 中 難 不明 中 22.2 有

食用水稲（比較）

日本晴 やや強 難 Pia 中 難 極弱 中 20.4 有
ニシホマレ やや強 やや易 Pia 中 やや易 不明 やや細長 21.2 有
コシヒカリ 極弱 極難 　＋ 弱 難 強 中 20.6 有

葉いもち



地域である九州には「ニシアオバ」、「モーれつ」、「ミナミユタカ」、「西海飼 253 号」が育

成されている。東北北部および北海道向きの専用品種がまだ育成されていない（図１-１）。 

これらの品種は他の地域でも栽培可能ではあるが、出穂性の変動に留意する必要がある。

九州の「ニシアオバ」、「ミナミユタカ」は九州の普通期の作付体系では 6 月中下旬に移植

されるが、関東の普通期である 5 月中下旬に移植すると、「クサホナミ」よりも早生である。

関東の晩生品種である「クサノホシ」、「クサホナミ」、「はまさり」、「リーフスター」は九

州の普通期では極端に晩生になる場合がある。それらより早生の「ホシアオバ」は九州の

普通期でも栽培可能な場合が多い。同様に「夢あおば」、「べこあおば」、「クサユタカ」は、

地図に示した範囲より広い関東から九州にかけてのより広い適応範囲を持つ可能性がある。

同様に、九州の「ニシアオバ」、「モーれつ」、「ミナミユタカ」もより広い適応範囲を持つ

可能性がある。初めて専用品種を導入する場合は、数品種を試験栽培して適応性を把握し

ておくことが望ましい。 

 

 

表１－３ＷＣＳ用イネ品種の概要
品種名　　 長所 短所 出穂期
夢あおば 乾物収量が多い。 耐冷性が弱い。

耐倒伏性が強く、湛水直播栽培に適する。
大粒で識別性がある。

べこあおば 乾物収量が多い。 いもち病抵抗性が弱い。
耐倒伏性が強く、湛水直播栽培に適する。 耐冷性が弱い。
耐肥性に優れ多肥栽培に適する
大粒で識別性がある。

クサユタカ 乾物収量が多い。 白葉枯病、耐冷性が弱い。
大粒で識別性がある。

ホシアオバ 乾物収量が多い。 ニカメイガに対する抵抗性が弱い。
縞葉枯病に抵抗性がある。 登熟期が低温の場合、脱粒し易く
大粒で識別性がある。 なる傾向がある

スプライス 乾物収量が多い。 耐倒伏性が中程度である。
白葉枯病に抵抗性がある。

ミナミユタカ 乾物収量が多い。
耐倒伏性が強い。
玄米が長粒で識別性がある。

モーれつ 乾物収量が多い。 脱粒性が極めて易である。
耐倒伏性が強い。
玄米が長粒で識別性がある。

ニシアオバ 乾物収量が多い。 多肥条件で耐倒伏性が不十分である。
大粒で識別性がある。

クサホナミ 乾物収量が多い。 ニカメイガに対する抵抗性が弱い。
縞葉枯病に抵抗性がある。

クサノホシ 乾物収量が多い。 ニカメイガに対する抵抗性が弱い。
白葉枯病、縞葉枯病に抵抗性がある。

はまさり 茎葉部分が大きく、乾物収量が多い。 紋枯病にやや弱い。
耐倒伏性が強い。
やや長粒で識別性がある。

リーフスター 茎葉部分が大きく、乾物収量が多い。 直播での耐倒伏性が不十分である。
未消化籾の排泄量が少ない。 縞葉枯病に罹病性である。
いもち病に抵抗性がある。

西海飼253号 全重が極多収である。 籾・米の外観品質が食用品種と似てお
極強稈であり、転び型倒伏にも強い 識別性が低い。
極長稈で識別性が高い。 白葉枯病にやや弱い。

「日本晴」より１３日
遅い

「ヒノヒカリ」より５日
遅い

「日本晴」より１５日
遅い

「ヒノヒカリ」より１７
日遅い

「ひとめぼれ」と同

「ひとめぼれ」と同

「日本晴」と同

「ヒノヒカリ」より５日
遅い

「コシヒカリ」より２
日早い

「日本晴」より１日
早い

「ヒノヒカリ」より５日
遅い

「日本晴」より１５日
遅い

「日本晴」より９日
遅い



 

４）WCS 用イネが無い地域 

東北北部、北海道向きの WCS 用イネ品種の育成は急務であるが、当面食用品種で対応

せざるをえない。東北北部では、食用水稲で多収の「むつほまれ」、「アキヒカリ」、「トヨ

ニシキ」等の適性が高いと考えられる。北海道では、多収で直播にも適する業務用「大地

の星」、酒米で多収の「初雫」等の適性が高いと考えられる。これらの地域においては、よ

り高い収量を達成するため、早急な WCS 用イネ品種の育成・選定が必要である。 

 

３．WCS 用イネ品種の普及上の留意点 

１）病害虫防除 

イネの病害では、いもち病が最も重要であるが、これまでに育成された WCS 用イネ品

種には、いもち病の真性抵抗性遺伝子（Pita-2、Pita、Pib、Pik、Pikm は抵抗性になる場合

クサユタカ

クサホノシ、クサホナミ、　
はまさり、リーフスター

ホシアオバ

ニシアオバ、モーれつ、ミナミユタカ、西海飼253号

べこあおば、夢あおば

図１－１ＷＣＳ用イネ品種の栽培適地
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ニシアオバ、モーれつ、ミナミユタカ、西海飼253号

べこあおば、夢あおば

図１－１ＷＣＳ用イネ品種の栽培適地



が多く、Pia、Pii は通常は抵抗性にならない）を持つものが多く、圃場抵抗性が不明の場

合が多い。真性抵抗性遺伝子による抵抗性は、いもち病菌のレースの変化によって罹病化

することがあり、圃場抵抗性が不十分な時には激発することがある。したがって、圃場で

の発生に注意する必要がある。 

トビイロウンカは暖地から温暖地にかけて重要なイネの外注であるが、これまで育成さ

れた全ての専用品種は感受性であるため、発生動向に留意し、適切な防除を行う必要があ

る。また、イネツトムシの食害を受けることもある。 

２）冷害 

東北地域にも適する「夢あおば」、「べこあおば」、「クサユタカ」の耐冷性は弱く、冷害

の常襲地帯での作付けには向かない。他品種は耐冷性が不明であり、やはり常襲地帯の作

付けには向かないと思われる。 

３）食用品種との混入防止 

脱粒性は難の方が収穫時の脱粒による収穫ロスが少なく優れている。また、穂発芽性は

易の方が、こぼれた籾が当年に圃場で発芽し翌年の漏生苗になりくにい。 

 WCS 用イネ品種と食用水稲との混種については、「モーれつ」以外の WCS 用イネ品種

は脱粒性が難であり、またどの品種も玄米は赤米や黒米ではないので、農家圃場で食用水

稲の品種変更を行ったのとほぼ同じ状況である。また、WCS 用イネ品種は長稈や大粒のも

のが多く、漏生した場合には圃場で目立つので、少数の漏生株の除去ならば適宜、鎌で刈

り取ることにより比較的容易に行うことが可能である。 

WCS 用イネと食用水稲、異なる食用水稲同士の交雑は通常ほとんど起こらないので、そ

れぞれが隣り合った圃場に栽培されていても問題はない。なお、WCS 用イネ品種でも食用

水稲でも、毎年種子を購入して更新し、種子の取り扱いに注意を払うことが、生産物の純

度を保つ上では重要である。玄米の形、千粒重、毛茸の有無は立毛状態および籾や玄米で

の品種の識別に有用である。 

 

４．種子の入手先 

種子の入手先は、以下の通りである。なお、種子の生産状況、販売量、許諾に関する変

更等により入手できない場合もある。 
①「夢あおば」、「べこあおば」、「クサユタカ」、「ホシアオバ」、「ニシアオバ」、「クサホ

ナミ」、「クサノホシ」、「リーフスター」：(社)日本草地畜産種子協会 〒104-0031 東京

都中央区京橋１丁目１９番８号大野ビル TEL03-3562-7032 
②「スプライス」：みむら楽農 〒 861-2231 熊本県上益城郡益城町安永 378 

TEL096-286-2711 
③「ミナミユタカ」：宮崎県総合農業試験場作物部 〒880-0212 宮崎県宮崎郡佐土原町

下那珂 5851 TEL0985-73-2126 
④「モーれつ」：キリンビール株式会社アグリバイオカンパニー 〒104-8288 東京都中

央区新川 2-10-1 TEL03-5541-5875 
 



1

稲発酵粗飼料用イネの栽培技術

畜産草地研究所

飼料調製給与研究チーム

小林良次

はじめに

生産者は 「倒伏させずに安定的に多収を得たい 。行政や研究は 「農家段階での反収， 」 ，

」，「 ， 」。がもっと上がって欲しい 普及面積がもっと拡大して欲しい 堆肥を活用して欲しい

・・・飼料イネに携わる人達が今切実に思っていることは，こういったことではないで

しょうか。だとすれば，今，一番求められていることを一言で言えば，①家畜糞堆肥を利

用して，安定多収を実現すること，②省力・低コスト生産技術を駆使して普及面積を拡大

すること，であろうと思います。

本稿では，このことを踏まえ施肥管理，堆肥利用，直播栽培に絞って解説しようと思い

ます。作物の栽培では品種間差や地域間差があるため，統一的なことを書きにくいという

面があります。生産者の方々自身にも頭を使って頂く前提で，それもあえて試みようと思

います。

Ⅰ．飼料作物としてのイネ栽培

．飼料イネの倒伏1
飼料作物の代表格とも言えるトウモロコシは，台風で倒伏することはありますが，多肥

や降雨によって，いわば「自然に」倒伏することはほとんどありません。一方，食用イネ

の場合 「自然に」倒伏することがあります。しかし，コンバインはイネ株をある程度引，

き起こして刈ることができますし，目的の収穫物は籾殻の中身の玄米です。

飼料イネの場合も 「自然に」倒伏することがあり得ます。イネは頂部に穀実を付ける，

ので，登熟後期に倒伏すると大きくは回復しません。専用収穫機を用いても，タイプによ

っては収穫が困難です。植物体全体が目的収穫物である飼料イネは，表面への泥の付着に

より生産物の品質が著しく悪化します。トウモロコシと比べてドミノ式に倒れるケースが

多く，隣の個体に押さえつけられて全く回復しないこともあります。さらに，水田は土壌

表面が湿潤ですので，泥が容易に付着します。挫折倒伏の場合は，刻一刻とイネが飼料か

ら堆肥へと変化していきます。

このような重大事態である倒伏を正しく認識し，回避の努力をすることが重要です。
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写真 ．台風後のトウモロコシの倒伏1

写真 ．ドミノ式に進行する飼料イネの倒伏の様子（左から右へ）2

．飼料イネ専用品種とは2
年 月刊行の稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル（以下マニュアル）によれ2006 3

ば，飼料イネ専用品種は現在 品種あります。ほぼ共通して，食用イネ品種より草姿が12
大型化しています。かといって穂数（茎数）も少なくはありません。穂もある程度大きい

ですが，茎葉もそれ以上に大きくなっています。この方向が多収を得る上で有利だと考え

られたから，このように育種されたわけです。

飼料作物における収量は，一茎重×茎数で表されます。多収を得るには，茎数も一茎重

もどちらも大きいのが理想ですが，飼料イネ専用品種は，特に草丈を高くして一茎重を高

めることで多収化を図っていることになります。

．頭を使った栽培 －何を品種に頼り，何を人為でカバーするか－3
例えば，専用品種がない場合や，専用品種はあるがより倒伏しにくく作りたい場合には

乾物収量 穂重割合 穂重（乾物）草丈 茎数 一茎重 太さ
（kg/10a） （％） （kg/10a） （cm） （本/ｍ2） （ｇ） （mm）

西海203号（非飼料用） 1021 53 542 79 270 3.8 6.7
スプライス 1109 39 427 121 235 4.7 6.3
クサホナミ 1139 50 565 102 218 5.2 6.0
クサノホシ 1272 36 458 115 224 5.7 6.5
ホシアオバ 1175 50 592 105 230 5.1 6.0
モーれつ 1277 34 432 128 209 6.1 8.4
Ｔｅ－ｔｅｐ 1186 33 391 147 424 2.8 4.7
2001年，熊本県合志町。

表1.イネ品種の形質の比較（一例）．
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どうすればいいでしょうか。それには，飼料作物の収量構成やこれまでの育種の方向性を

理解し 「何を品種特性に頼り，何を人為でカバーするか」と考えることが重要です。例，

えば， 回刈り栽培の技術開発では 「一茎重は草丈の高い品種に頼り，茎数は密植や厚2 ，

播きなど人為で何とかする」ことにより高い乾物収量を得ることができました（図 。1）
同様に，倒伏させずに多収を得たいという場合にも，何か対応が考えられるはずです。

「耐倒伏性はある程度まで品種に頼らざるを得ない。それ以上は人間が施肥や水管理で何

とかしよう」というようにです。

．目標の収量（飼料成分）へ導く4
専用品種栽培においても，程度の違いはあれ，多収と倒伏が表裏の関係にあることは変

わりません。よって，家畜のニーズと品種の倒伏リスクを考慮して目標収量（飼料成分も

含む）を設定し，施肥量や栽培方法（ 回刈りなど刈取回数も含む）の選択により，その2
収量に導くといった考え方が必要です。そこには，施肥量から収量を予想できるセンスが

不可欠です。

例を挙げれば，繁殖牛経営と２回刈り（表 ）の組合せがあります。繁殖雌牛は，妊娠2
期と授乳期で栄養要求量が異なります。一方，飼料イネの 回刈り栽培は，施肥量の工夫2
で倒伏させずに 近い多収が得られるとともに，番草により栄養特性が異なる飼料が2t/10a
得られるので，繁殖牛経営によく合致するとされています（中西ら 。2003）

図1．高草丈品種を用いた2回刈り栽培にお
ける栽植密度と合計乾物収量の関係．
（小林ら印刷中）
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表 2．粗蛋白質、推定TDN含量および乾物収量
栽培法 ・番草 乾物中含有率 （％ ） 乾物収量

粗蛋白質 推定TDN （ kg/ 1 0 a）
２回刈り １番草 10 .8 4 7 .9 6 7 4～ 11 6 3

２番草 7 .5 5 6 .9 7 0 2～ 75 3
合計 18 .3 1 0 4 .8 1 4 2 8 ～ 1 8 6 5

１回刈り 10 .4 5 0 .2 1 5 6 2～ 20 8 8

１）データは 199 9年 、 20 0 0年の平均。
２）１回刈り区は倒伏の翌日に刈り取り調査をした。
３）TDN推定式 （小川ら 、198 7 ） ：TDN＝ 16 .6 5 1 + 1 .4 9 （OCC＋
Oa） - 0 .0 1 2 （OCC＋Oa）
４）乾物収量は 199 9～ 20 0 0年の延べ６圃場での現地試験で密
植栽培または多肥栽培で得られた値。
（九州沖縄農研，19 9 9 ）
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Ⅱ．施肥管理と堆肥利用

．まず安定生産1
安定生産のためには適切な作付計画を立てることが基本的かつ最良の対策です。適地適

作と言われるように，圃場の選択が特に重要です。前作，地力，雑草の埋土種子，水利な

どに留意しましょう。

もう一点付け加えれば 「使える農薬は（適正に）使う」ことです。マニュアルによれ，

ば，現在は，移植前に育苗箱に施用する殺菌剤が一部使用可能です。また，ヒエによく効

く除草剤のシハロホップブチル（商品名にクリンチャーが付く）を使うことができるよう

になっています。

．イネの窒素吸収量を試算する（ 倍や 倍の意味）2 1.5 2
旧版（ 年版）のマニュアルでは，施肥量は慣行施肥量の 倍から 倍と指導され2002 1.5 2

。 ， ， 。ていました ここでは その量が何を意味するか いろいろと試算して考えてみましょう

試験場と農家段階の収量レベルの違いの問題は，収穫ロスもありますが，施肥と収量の

。 「 ，関係をよく理解していないことが要因かもしれません 例えば 化学肥料を 倍にすれば2
乾物収量が 倍になってしまって倒れるのでは・・」というように，農家が倒伏を過剰に2
恐れてしまっているのかもしれません。

0.93 1000kg 9.3 2000kg 18.6黄熟期のイネの窒素含有率は ％程度です 乾物 には ㎏ には。 ，

㎏の窒素が含まれています。 の乾物収量を得るには，少なくとも の窒素2t/10a 18.6kg/10a
をイネに吸収させなければならないことになります。

表 は，最上行のデータが実在したケースです。ある圃場の食用イネの慣行窒素施肥量3
が のとき，その 倍は ， 倍は となります。食用イネでは7kg/10a 1.5 10.5kg/10a 2 14kg/10a
玄米 が一般的な収量ですから，地上部全体で乾物 ，窒素吸収量で500kg/10a 1.2t/10a

（ ） 。10kg/10a 0.84成熟期収穫なのでイネ体の窒素含有率を ％とした が一般的な生育量です

地力からの窒素供給を仮に とすると， － ＝ ㎏の窒素を施肥窒素 ㎏で補っ7kg/10a 10 7 3 7
たことになります。この場合， ÷ ＝ で施肥窒素の利用率は ％になります。3 7 0.43 43

倍区の施肥量は ですから，その ％は ㎏， 倍区は ですか1.5 10.5kg/10a 43 4.5 2 14kg/10a
ら同様に ㎏がイネに利用されるでしょう（利用率が変わらないと仮定 。これらに地力6 ）

7kg/10a 1.5 11.5 2 13窒素 を足した値がイネの窒素吸収量になり， 倍区では ㎏， 倍区では

㎏となります。窒素含有率 で割ると，乾物収量は 倍区では ， 倍区で0.93 1.5 1237kg/10a 2
は となります。1398kg/10a

これより少し地力の低い圃場を想定し，慣行施肥量 ，地力からの供給窒素10kg/10a
の条件で同様に試算すると， 倍区 ， 倍区 となります。5kg/10a 1.5 1344kg/10a 2 1613kg/10a

地力は圃場によって様々ですから，他にも土壌からの供給窒素を ～ とした例を4 7kg/10a
示しておきました。試算をこの範囲にしたのは，算出された施肥窒素利用率が，基肥窒素

の利用率として一般にいわれている ％から穂肥窒素の利用率として一般にいわれてい30
る ％までの範囲に入るからです。60
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同様の考え方で， の乾物収量を得るには ～ の窒素施肥量が2000kg/10a 24.3 38.7kg/10a
必要と試算されます。施肥窒素の利用率が現実的な場合（ ～ ％）をみてみると，概40 50
ね 弱となります（表 。実際，試験場レベルで乾物収量 を得た多収事例30kg/10a 4 2t/10a）

には，施肥量が 弱であったものが多いようです（表 ，図 。30kg/10a 5 2）

以上から， もの多収を得るに2t/10a
は相当多量の施肥（慣行の約 倍）が3

2必要であること 化学肥料の施用量を，

倍にしても乾物収量が 倍になるわけ2
ではないことが分かると思います。逆

に， 倍程度の多肥ならば，倒伏をや1.5
みくもに怖がる必要もないということ

が分かります。

ただ，あくまでこれは試算ですので，

具体的数字は頼りにせず，予想と結果

をすり合わせる考え方として理解して

下さい。そこで，実際の水田において

次のようなことをやってみてはいかが

でしょうか。

土壌供給窒素 施肥窒素利用率施肥窒素吸収量全窒素吸収量 乾物収量
（kg/10a） （％） （kg/10a） （kg/10a） （kg/10a）

食用水稲 慣行 7 7 43 3.0 10.0 1190
飼料イネ 慣行 7 7 43 3.0 10.0 1075

1.5倍 10.5 7 43 4.5 11.5 1237
2.0倍 14 7 43 6.0 13.0 1398

通常の慣行施肥量 食用水稲 慣行 10 4 60 6.0 10.0 1190
飼料イネ 慣行 10 4 60 6.0 10.0 1075

1.5倍 15 4 60 9.0 13.0 1398
2.0倍 20 4 60 12.0 16.0 1720

食用水稲 慣行 10 5 50 5.0 10.0 1190
飼料イネ 慣行 10 5 50 5.0 10.0 1075

1.5倍 15 5 50 7.5 12.5 1344
2.0倍 20 5 50 10.0 15.0 1613

食用水稲 慣行 10 6 40 4.0 10.0 1190
飼料イネ 慣行 10 6 40 4.0 10.0 1075

1.5倍 15 6 40 6.0 12.0 1290
2.0倍 20 6 40 8.0 14.0 1505

食用水稲 慣行 10 7 30 3.0 10.0 1190
飼料イネ 慣行 10 7 30 3.0 10.0 1075

1.5倍 15 7 30 4.5 11.5 1237
2.0倍 20 7 30 6.0 13.0 1398

最上段が実在したケース。その他の行のデータは最上段のデータをもとに試算。
施肥窒素利用率が4行ごとに同じ値なのは，飼料イネを栽培するときも，食用イネと同様の水管理や分施体系を行ったと仮定したため。
食用イネ（成熟期収穫）は窒素含有率0.84％，飼料イネ（黄熟期収穫）は0.93％として計算。
窒素利用率が30～60％となる範囲で試算。

やや肥沃な水田で
慣行施肥量が少な

施肥量（kg/10a）
表3．化学肥料施用量を1.5～2倍にした場合の収量等の試算．

表4．化学肥料のみで乾物収量２t/10aをねらうための施肥量の試算
土壌の供給
窒素量

堆肥からの
供給窒素

乾物2t中の
窒素量*

施肥窒素
吸収量

施肥窒素
利用率

必要施肥量

（kg/10a） （kg/10a） （kg/10a） （kg/10a） （％） （kg/10a）
4 0 18.6 14.6 60 24.3
5 0 18.6 13.6 50 27.2
6 0 18.6 12.6 40 31.5
7 0 18.6 11.6 30 38.7

*乾物収量2000kg/10aをとるには，2000*0.93＝18.6kg/10aの窒素を吸収させる必要がある。

←30kg/10a弱

図2．窒素施肥量と乾物収量の関係．

0
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1500
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2500

窒素17㎏ 窒素26㎏ 窒素17㎏ 窒素26㎏

圃場A 圃場B

乾
物

収
量

（
kg
/
1
0
a）

１番草 ２番草

2回刈り栽培，2001年．

窒素施肥量 2000年 2001年 2000年 2001年
27 2000 2140 1910 2020
9 1600 1470 1640 1610

（石川ら2002）

表5．施肥量を変えた場合の黄熟期乾物重（kg/10a）

タカナリ クサホナミ
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水尻近くで追肥してみれば，多肥にした場合のイネの反応が実感できます。水口近くで

無施肥で栽培すれば，その圃場での地力のみの生育量（土壌からの供給窒素）が大体つか

めるでしょう。あとは，各品種が倒伏し始める収量レベルを知りたいところですが，ごく

小面積で経験を積むか，農家同士の情報交換や試験研究機関に尋ねるなどすると良いと思

います。

．堆肥の活用3
イネによる牛糞堆肥の窒素利用率は，九州地域の重窒素試験において ～ ％程度と報6 8

告されています（原ら ； ら 。牛糞堆肥を仮に 入れると，多目に2003 Nishida 2004 3t/10a）

みて初年目に 程度がイネに利用されることになり，化学肥料の施肥量としては約2kg/10a
減らせるという試算になります（表 。当てはまる例として，九州地域より気温4kg/10a 6）

の低い栃木県では，堆肥を 以上投入した場合に，化学肥料を ～ 減らすこ3t/10a 2 3kg/10a
とを推奨しています（栃木県農務部 。2002）

堆肥を連用することにより、基肥として施用する化学肥料を減らしても、黄熟期の乾物

収量が維持できます（石川ら2005，図3 。なお，牛糞堆肥を施用しても，化学肥料のカ）

リを無施用とすれば，飼料イネ中のカリ含量が一定量以下になることが試験で示されてい

ます（図 。また，窒素を多用しても，飼料イネ中の硝酸態窒素含量はほとんど問題な4）
いレベルであることが示されていますので（図 ， ，堆肥や化学肥料の多施用自体が品5 6）
質に及ぼす影響はあまり心配する必要はありません。

図3.堆肥連用と施肥法の違いによる黄熟期の乾物収量（石川ら2005）

供試品種：ホシアオバ、湛水直播栽培（5月中旬播種 、緩効性窒素肥料の施用量は標準区8.3kg、減肥区6.3kg/10a）

堆肥連用区は牛糞堆肥約2t/10aを3年連用、残効区は1年施用したのち2年間無施用

表6．堆肥３t/10aと化学肥料で乾物収量２t/10aをねらうための施肥量の試算
土壌の供給
窒素量

堆肥からの
供給窒素

乾物2t中の
窒素量

施肥窒素
吸収量

施肥窒素
利用率

必要施肥量

（kg/10a） （kg/10a） （kg/10a） （kg/10a） （％） （kg/10a）
4 2 18.6 12.6 60 24.3
5 2 18.6 11.6 50 23.2
6 2 18.6 10.6 40 26.5
7 2 18.6 9.6 30 32.0

←約25kg/10aに減少

1.水尻近くの小面積に，少し追肥してみる。

2.水口近くの小面積で，無施肥で栽培してみる。
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図4.堆肥を施用して移植栽培したＷＣＳ用イネの黄熟期収穫時

におけるカリウム含有量（2003.中央農研）

稲わら施用は2002年、牛糞施用は2003年、いずれも5月中旬移植

窒素施肥量は2002年が10kg/10a、2003年が8.3kg/10a、カリ肥料は施用していない

図5.黄熟期収穫時における硝酸態窒素含有量（春日ら2002）

図 落水後に施肥により土壌中の硝酸態窒素を高めた状態で収穫した6.
飼料イネの硝酸態窒素含有率（小林ら ．2000）
角ポット試験：少肥区 ｇ，中肥 ｇ，多肥 ｇ，スーダングラスは ｇ ポット。1.6 8 16 8 /

品種：ふくひびき。湛水区は収穫直前まで湛水。落水区は 週間落水。1

．注意事項4
以上は食用イネ水田において牛糞堆肥を使うことを想定しています。飼料畑から飼料イ

ネ水田に転換したり，豚糞等を用いる場合には注意する必要があります。
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Ⅲ．直播栽培

．直播栽培の種類1
， 。直播栽培法は 播種前に湛水するか否かで湛水直播と乾田直播の２種類に分けられます

食用イネ栽培では多くの直播方式が考案されており，専用の播種機も開発されています。

湛水直播とは，圃場に水を入れて代掻きし，そこへ酸素発生剤をコーティングした種子

を播種するのが一般的です。播種後に１週間程度落水し，出芽を確認してから入水し，す

ぐに除草剤を散布します。播種する深さによって，湛水土中直播と湛水表面散播に区別さ

れます。

一方，乾田直播とは，畑状態の圃場に乾籾種子を播き，出芽後に入水する方式であり，

通常，複数回の除草剤処理が必要です。

．湛水直播の特徴とポイント2
カルパーコーティングの資材費と労力が必要です。また，代掻きするので，乾田直播よ

り作業時間が長く，汚れ作業が多いですが，除草剤散布は通常１回で済みます。

ポイントは，種子を の深さに正確に播けるかどうかです。直播方式とその播種機1cm
は，この点を重視して選定すべきです。播種深さが より浅くなると出芽は良くなる1cm
が耐倒伏性が低下し，深くなるとその逆のことが起こります。

なお，耐倒伏性の低下を覚悟し，やや早刈りするつもりならば，背負い式動力散布機で

播く方法（写真 ）は，省力的で機械投資が非常に小さいというメリットがあります。播3
きむらが懸念されますが，数圃場で均一な播種を修得できるでしょう。

写真 畦畔からの動力散布機による散播．3.
．乾田直播の特徴とポイント3
播種前に耕起しておく耕起乾田直播と耕起しない不耕起乾田直播があります。不耕起で

は，耕起の手間が不要です。いずれにしても代掻きしないので湛水直播より汚れ作業が少

なく，播種作業のスピードが速く快適です。乾籾を用いるので，コーティングに係る費用

。 ， ， 。が不要です しかし 除草剤の散布量は湛水直播よりも多いのが普通で ２回は必要です

現在はクリンチャー系の除草剤が使えるようになったので，ヒエ退治は以前より易しくは

なっています。

成否を左右するポイントは圃場条件，特に「入水時にちゃんと水がたまるかどうか」で

す。減水深が大きすぎると，除草剤が一夜にして流亡するうえ，その後は地面が露出し，

雑草繁茂の温床となります。かけ流しで回避したとしても圃場の水口側には除草剤が効き
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ません。事前のチェックが是非必要です。

．直播栽培の労働時間とコスト4
直播による労働時間とコストの変化について例を示します（表 ， 。労働時間は短く7 8）

なり，直播方法によってはコストが低下します。これは，機械の価値の 割を 年で使い9 5
切るというコスト計算方法に則っていますので，機械を大切に使う農家にとってはより割

安になります。また，食用イネと飼料イネの両方に直播機を使用する場合はコストがより

低下します。ただし，実際には，直播直後には田の見回り時間や心理的負担もかなり大き

くなることを覚悟する必要があります。

．初めて直播をするなら5
各直播方法には得意不得意があり，それぞれの得意な条件下ではそれなりの完成度を保

持していますので，一概に優劣は付けられません。普及面積拡大を意識して，あえて「初

めて直播に取り組む＋安定性重視」との条件付きとすれば，湛水直播が適しているといえ

ます。最大の理由は雑草管理が比較的容易なことです。

なかでも，直に土壌に触れて溝を付け，そこへ種子を落として溝を閉じるというシンプ

ルな仕組みを持つ，すじ播きタイプの機械がいいと私は思います。その理由は，耐倒伏性

が確保される土壌中直播が初めての場合には向いていること，直に土壌に触れて溝を切る

ため，代掻き土壌の硬さ調節にさほど繊細さを要しないことです。写真の機械はその例で

表7．直播と移植の作業時間の比較（分/10a）
作業 直播 移植

土中点播 ミスト機散播
選別種子消毒 4.8 4.8 3.6
耕耘・施肥 50.0 50.0 50.0
代かき 100.0 100.0 100.0
苗箱播種 - - 122.5
移植 - - 60.0
播種 29.0 7.5
除草剤散布 10.0 10.0 10.0
水管理 474.0 474.0 474.0
合計 667 .8 646 .3 820 .1
2回刈り条件

表8．直播と移植の栽培管理コストの比較（円/10a）
直播 移植

土中点播 ミスト機散播
物財費 種子 2000 2000 1500

農薬 2360 2360 2337
育苗土 1247
光熱費（推定） 3000 3000 3000
水利費 4500 4500 4500
機械費 21703 8251 19215
物財費小計 33563 20111 31799

労働費（時給1500円） 16695 16158 20503
合計 50258 36268 52302
飼料イネと水稲は裏作有り。
土中点播：飼料イネ、水稲ともショットガン直播。
ミスト機：飼料イネは当該直播、水稲は移植体系。
移植：飼料イネ、水稲とも移植体系。
ミスト機はいずれの方式も所有。
熊本県合志町のＵ農家の条件（飼料イネ70a、水稲120a、いちご30a）
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すが，仕組みはシンプルでも，播種深度を一定に保つ機構や欠株防止センサなどの肝心の

部分にハイテク機能を有するものでした。

写真 すじ播きタイプの湛水直播機．4.
おわりに

本稿の中の「化学肥料を 倍にすれば，乾物収量も 倍になるかもしれない」とは，実2 2
は私自身が以前に陥っていた誤解です。本稿により，飼料イネ栽培と食用イネ栽培の共通

， 。点や相違点についての理解が少しでも深まり 飼料イネの安定多収につながれば幸いです
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収穫技術 
畜産草地研究所    

 飼料作環境研究チーム 
澤村 篤       

 
は じ め に 

 わが国の飼料作の作業技術として、特に収穫時に着目するとフォレージハーベスタを用いるか

ロールベーラを用いるかの大きく２つの体系に分けることができます。フォレージハーベスタに

よる収穫の後、タワーサイロに保存する体系が主であった時代から、現在ではロールベーラを用

いてストレッチフイルムにより密封される技術が主になっています。従来トウモロコシではスト

レッチフイルムによるラップサイレージが困難であり、トウモロコシの収穫はフォレージハーベ

スタと固定サイロ、牧草の収穫はロールベールラップサイロと明確に分類できましたが、生研機

構による細断型ロールベーラの開発によりトウモロコシにもロールベールラップサイレージの

利用が可能となってきております。細断型ロールベーラはフォレージハーベスタによる収穫技術

を固定サイロからラップサイロへ導く、従来の両体系を融合するものと期待されています。また、

都道府県における水田における飼料作物は、牧草よりもトウモロコシが多いことから、トウモロ

コシの収穫技術についてもフォレージハーベスタや細断型ロールベーラも含めたフォレージハ

ーベスタによる収穫システムの新たな技術開発が必要となっています。 

イネＷＣＳ（イネホールクロップサイレージ、稲発酵粗飼料、飼料イネ）の栽培は、補助金の

導入も相まって、試験栽培、実用栽培も含めて全国的な広がりを示しています。今後、イネＷＣ

Ｓ（以下、飼料イネと記述）の導入が見込まれる地域や条件は、非常に広範囲にわたり、あらゆ

る地域、種々の条件での作付けが求められていることから、その作業技術や栽培技術の体系化は

緊急の課題です。特に、収穫作業については、従来の米（もみ）生産と異なり、茎葉部分も含め

て収穫することが必要で、従来にない全く新しい技術開発が求められています。 

  

１ 飼料作の収穫技術の概要   

（１）フォレージハーベスタ体系 

 フォレージハーベスタ体系では、トウモロコシの収穫と同様に直接、刈り取り・細断して固定

サイロに詰めて、サイレージ調製を行います。フォレージハーベスタは、北海道や東北、関東、

九州等のコントラクタや共同作業体では、300PS以上の自走式大型ハーベスタが導入されていま

すが、普及台数の大部分は１条用、２条用のフォレージハーベスタです。小区画の圃場では直装

型でトラクタを後ろ向きに走らせて口開けを行った後、サイドけん引型のフォレージハーベスタ

として収穫作業を行うことがあります。必要なトラクタ馬力は、１条用で 30PS 以上、２条用で

55PS以上、３条用で90PS以上が必要とされます。 

 



 

 

（２）ロールベーラ体系 

 ロールベーラ体系では、わが国の気象条件から主として予乾サイレージ調製に用いられ、わが

国に 1985 年頃に導入されたロールベーラと、その後導入されたベールラッパが主として用いら

れています。ロールベーラの普及は、トウモロコシやソルガムの作付面積の減少の一因となって

います。刈り取りには乾燥を促進させるために、一般的にはモーアコンディショナが用いられ、

転草を２回程度行った後、集草してロールベーラによりロールベールを作り、ベールラッパによ

り梱包・密封作業を行います。刈り取りに際しては、乾燥させるために２日程度の好天が続く日

を選んで作業を行います。 近は、転草作業を行わないでロールベーラにより梱包作業を行うこ

ともあります。ベールの長径が50cm の小型から150cm の大型まで多くの機種が市販されていま

す。 

 

表２ ロールベール体系の機械の例 

機種 作業幅 能力 作業速度 適応トラクタ 価格 

モーアコンディショナ 2.4m 1.3ha/h 8km/h 50PS～ 270万円

中型ロールベーラ 

（ロールφ1.2m） 

2.0m 25～35個/h ４～８km/h 45 PS～ 445万円

メーカカタログ等より作成

 

２ 飼料イネとは 

 イネを飼料とする研究は、昭和 50 年代、超多収米の子実を飼料化する研究として、品種の

開発が盛んに行われました。イネの飼料化はその後、転作のための青刈りイネや米の生産後の

わら収集など、非常に多面的な利用がなされました。 

 特に、今日話題になっている飼料イネは、子実及び茎葉を同時に収穫し、サイレージ調製す

ることが特徴となっています。その理由として、食用の水稲でも子実部分で500kg/10a以上と

れ、これに茎葉の部分を加えると 1000kg/10a 以上は確実にとれることで、食味等、子実の部

分の品質を無視した多収の品種では 700～800kg/10a 以上の品種もあることから、乾物で

1500kg/10a 以上の飼料イネも可能であり、さらに品種改良が行われれば、2000kg/10a の収量

も目標として十分にあげられます。収量 1500kg/10a はトウモロコシの収量に匹敵し、収量

2000kg/10aとれることになるとトウモロコシのＴＤＮ収量に匹敵することとなり、非常に大き

な期待があります。 

飼料イネの普及を突破口に、稲の飼料化を促進することは、減少傾向にあるトウモロコシの

表１ フォレージハーベスタ 

条数 能力（t/h） 作業速度 適応トラクタ 機体重量 価格：万円 

１ ～３５ ～８km/h ３０～８０PS 570kg １８９ 

２ ５０～７０ ３～８km/h ５５～PS 1,200kg ４１０ 

３ ７０～８０ ３～７km/h ９０～１２０PS   1,720kg ５２９ 

メーカカタログより



 

 

作付面積を補うとともに、乾草の輸入だけでなく、飼料用穀物の輸入も減少させることができ

る画期的な技術です。稲の飼料化は、アジアモンスーン地帯特有の作物である稲の多様な利用

につながり、トウモロコシ、牧草の代替えとして利用でき、アジア発の家畜飼養技術の発展へ

とつながるものと考えます。 

 

３ 飼料イネの背景 

 わが国の畜産は海外から多くの飼料の輸入（飼料用穀物は1,484万㌧／年）に依存しており、

乾草や稲わらの輸入なども含めて多くを海外に依存しています。平成12年にはわが国では92

年ぶりに口蹄疫が発生し、輸入稲わらから国産稲わらへの転換が緊急の課題となっています。

また、食料自給率の向上を図る観点からも自給飼料の生産拡大が重要な課題となっています。 

 一方で、水田の生産調整面積は増加の一途をたどり96万 haに達しています。生産調整のた

めの麦、大豆、野菜等の転作は今後も進めて行かなければなりませんが、これらの作物は水田

の畑化を促進し湿田や気象条件によっては転作不能な水田の耕作放棄をもたらすこととなっ

ています。飼料イネを作付けすることは、水田機能を維持することは勿論のこと、従来の水利

慣行や水利権の保全もでき、併せて耕作放棄水田を減少させるものとして、非常に大きな期待

がもたれています。 

 さらに、飼料イネの耕種農家と畜産農家の連携による生産は、いわゆる耕畜連携をもたらし、

畜産からでる糞尿の水田への還元の促進による資源循環の構築など、耕種部門や畜産部門が抱

える大きな課題解決の突破口となります。 

 

４ 飼料イネ収穫作業技術の現状と問題点 

 飼料イネは、従来の水田を維持しながら、収穫期には稲体全量（子実及び茎葉）を圃場外に搬

出し、牛等の家畜のえさにすることが求められています。現状では、従来の稲栽培の体系を変更

することなく、つまり雑草防除、病害虫防除や水管理も従来と変わることなく行い、近隣の稲栽

培に何ら影響を与えることなく、栽培することが求められています。 

 この中で、飼料イネの場合、 

a.水田のため土壌条件が軟弱な場合があること、 

b.畦畔があること、 

c.農道と圃場との間の段差があること、 等が作業上大きな問題となります。 

１）土壌条件の問題 

糊熟期から黄熟期の収穫が求められていることから、従来通りの水管理を行うと、圃場条件が

軟弱となり、著しく収穫作業に影響を与えると考えられます。このため、落水を早く行うと出穂

直後に水の少ない状態になり、このような水管理が水稲の子実及び茎葉収量に及ぼす影響は未だ

明らかになっていないと思われます。稲体全量の収量が1.5～2.0t/10aを目指すための新たな水

管理方式についても検討が必要です。 

さらに、比較的重量のある飼料用作業機による収穫作業は、一般的にはコンバイン作業が降雨

翌日から２日後に可能な場合でも、１日程度遅れることが考えられますので、秋雨の多い時期で

の収穫作業適期の問題も考慮しなければなりません。市販の飼料イネ専用機は両メーカともクロ



 

 

ーラ型走行部を持ち、さらに運搬車までを専用機化していることから、従来のコンバイン作業と

同程度で作業ができます。しかしながら、この作業体系では作業者が 低でも２名必要で、共同

作業が敬遠され、一人作業体系もしくは請負等の共同作業体系（コントラクタも含む）に二極化

している条件下で、如何にさらなる普及に導いていくかについては検討を必要とします。 

２）畦畔の問題 

 飼料用作物の機械は比較的大型の機械が多く、しかもトラクタけん引型の作業機が大半を占め

ています。草地では農道や枕地が圃場周囲にあり、これらけん引型機械による作業も作物を倒す

ことなく、また枕刈りをすることなく作業ができます。しかし、水田では枕刈りだけでなくトラ

クタの走行幅だけ予め刈り取ることが必要で、時には走行に伴い稲を踏み倒すことで作業を行う

ことがあります。踏み倒された部分については、泥の付着やモーアでの刈り取りができない場合

があり、大きな問題となってきます。さらに、大型の機械のために従来のように畦畔から 40cm

程度離しただけでは機械が畦畔に当たるなどの問題があり、一方で畦畔付近を余分にあけると雑

草が生えるなどの問題が生じます。 

３）農道と圃場との段差の問題 

畦畔と圃場との段差が大きい圃場では、機械の進入のための進入口の幅は２ｍ程度で傾斜が急

な場合があります。飼料作用機械はこのような条件では進入が困難な場合が多くあります。また、

稲体全量の搬出には従来の倍以上の重量物ハンドリング技術の検討が必要で、トラック等の進入

ができなく、進入しても圃場から出るときに進入口の急傾斜で立ち往生することが考えられます。 

４）既存の収穫作業技術の現状と問題点 

表３に飼料イネの圃場搬出時の水分量を基準とした収穫作業技術上の問題点を示しました。こ

こでは、稲体全量を乾草として利用する場合についても付記しましたが、行政用語に示されたよ

うに発酵を前提とした現状の飼料イネ利用では、この部分の研究対応がなされておりませんが、

流通を考慮した商品性を考えると今後の検討課題として考えることが必要となります。 

 わら収集については、需要者側からは購入乾草のように手でハンドリングできる形態が望ま

れていますが、供給者側からはコンパクトベーラを用いれば比較的簡単に需要者が望む形態に

することができますが、その後の圃場からの搬出のためのハンドリング技術の検討が必要とな

ります。ハンドリング技術が確立されれば、稲全量収集による乾草飼料イネの流通も十分にで

きます。むしろハンドリング技術の確立と天候条件が乾草まで可能な条件が整えば、乾草飼料

イネが も流通しやすい形態と考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         表３ 飼料イネの収穫作業の現状 

  水 分 収穫形式  損失 走行性 走行部

の形状

大区画

対応 

機械の 

能力 

商品性 研究の

対応 

70～55％ ﾀﾞｲﾚｸﾄ収穫   ◎   △ ｸﾛｰﾗ型   △  小  △  ◎ ｻｲﾚｰｼﾞ 

60～40% 予乾収穫  ○   ◎  車輪   ◎  大  ○  ◎ 

わら収集   ○   ○  車輪   ◎ 大～小   ◎  △  乾草 20%以下 

 稲全量収集   △   ○  車輪   ○  －   ◎  × 

 

  水 分 収穫形式 収穫時期 機械対応  機械 作業性 機 械 畦畔適応

70～55％  ﾀﾞｲﾚｸﾄ   △   新規 ﾀｶｷﾀ、ｽﾀｰ  ◎ 単 独    ◎ ｻｲﾚｰｼﾞ 

60～40%  予 乾   ○   既存 飼料作機械  △ 複 数    △ 

 

５ 市販化された飼料イネ専用作業機 

 飼料イネ用の小型専用機械化体系としては、自脱コンバインをベースにした自走式カッティン

グロールベーラや自走式ラッパがあります。この機械は 55PS のエンジンを搭載し、走行部に自

脱コンバインと同様のゴムクローラを持ち、脱穀機構部にロールベーラを搭載したものです（図

１）。刈り取り条数は５条、作業速度1.4m/sと高速で作業ができ、作業能率は45～60分/10aと

高能率です。自走ラッパは、8.5PSのエンジンを搭載し、走行部にゴムクローラを持ち、ベール

直径 100×幅 100cm に対応でき、さらにリフト機構により 90cm 持ち上げることができ、農道に

あるトラック等の運搬車に直接積み込むこともできます（図２）。 

 また、自脱コンバインの走行部を持ち、ダイレクト収穫ならびに予乾収穫体系にも適応できる

飼料イネと牧草等の収穫に利用できる飼料イネ収穫機も市販されています（図３，４）。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 飼料イネ専用収穫機（Ｋ社） 図2 飼料イネ用自走ラップマシン（Ｋ社） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．飼料イネのフォレージハーベスタによる収穫システム 

 飼料イネの収穫作業体系の検討にあたっては、耕種側が行う場合と畜産側が行う場合に大別さ

れ、専用機や従来の飼料用の作業機が用いられています。特に、飼料作用の作業機ではロールベ

ール体系が大部分を占めており、フォレージハーベスタ体系は、大区画、大規模になれば、資材

費の削減など多くの利点がありますが未だ確立されていません。そこで、大規模化、大区画化に

対応できるとともに、飼料作での汎用利用と作業能率の向上による低コストで予乾収穫できるリ

バース走行トラクタを基幹とした、フォレージハーベスタを用いた飼料イネ収穫システムを開発

しました。 

１）システムの概要 

フォレージハーベスタの収穫に先立ち、刈り取り、予乾を行う必要があります。刈り取りには

直装型のモーアが 適ですが、わが国では大型

トラクタに装着できる高能率のモーアが市販

されていませんので、モーアコンディショナを

用いなければなりません。モーアコンディショ

ナは、コンディショナ部で籾の脱粒が心配され

るため、コンディショナ部のタイン爪を除くこ

とが必要でした。しかし、稈が長いとコンディ

ショナ部の軸への巻付きが生じました（図５）。

刈り取り前の枕地の手刈りは旋回時の内外輪

差を考慮し、隣接条の刈り取りも必要です。 

本システムは、後向きに着座できるリバース 

走行トラクタにトウモロコシで３条用処理能力 

を持つ直装型フォレージハーベスタとボンネットワゴンを取付けたものであり、収穫作業は振向

くことなく一人作業ができ、自走式フォレージハーベスタに匹敵する操作性が期待できます（表

４）。トウモロコシの収穫から飼料イネの収穫への機械の変更は、フォレージハーベスタのトウ

モロコシ収穫用の３条用ロークロップアタッチを取り外し、飼料イネの収穫のピックアップアタ

図４ 飼料イネ専用収穫機（Ｙ社） 
    予乾収穫 

図３ 飼料イネ専用収穫機（Ｙ社） 
    ダイレクト収穫 

図５ 前装モーアコンディショナ（刈幅 2.4m）

による刈取り作業（作業速度：1.2m/s） 



 

 

ッチと駆動部の伝動チェーンの付け替えが必要ですが、簡単に交換できます（図６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刈り倒した飼料イネは、直後もしくは数日予乾の後、ピックアップアタッチによって拾い上

げ、ハーベスタ本体で細断し、トラクタのボンネットワゴンへ吹き込みます。ボンネットワゴン

が一杯になると、圃場内もしくは圃場外で運搬車に積み替え、農家の庭先にてビニールスタック

サイロに保管します（図７）。 

飼料イネのフォレージハーベスタによる切断長は、2cm 以下が 72％、3～5cm が 23％、5cm 以

上が5％であり、細断されていることにより給餌が容易であり、品質も良好です（図８）。 

 

２）システムの問題点と今後の対応 

フォレージハーベスタによる収穫システムについて検討を行ってきました。高能率な作業が可

能ですが、スタックサイロの作製に労力が必要なこと、刈り取り作業についてもさらなる改良が

必要です。サイロ詰めは地下角形サイロの利用による高能率化、刈り取りについては、ダイレク

ト収穫についても検討中です。現状の飼料作の収穫の大部分が専用機ではなく飼料用の作業機

を用いて収穫されていることを考慮すると、このシステムは牧草やトウモロコシの飼料作の収

穫にも汎用利用できるので、低コストなシステムと考えます。しかし、トウモロコシの作付面

積の減少にみられるように、過去フォレージハーベスタによる収穫技術には多くの機種が市販

されていましたが、現状は２条用の小型機種がメインであり、３条用のフォレージハーベスタ

のピックアップアタッチメントも既に市販されていないなど、容易にシステムを構築できない

現状もあります。 

 飼料イネの栽培は、１０ha単位での作付けを前提として年中途絶えることなく給餌できる量

を確保することが望ましいので、この作業は高能率でかつ機械は耐久性のあるものが求められ

ています。フォレージハーベスタによる収穫システムは細断型ロールベーラにみられるように

表４ フォレージハーベスタ（３条刈り能力）の諸元 

リバース走行トラクタ 

＋直装型フォレージハーベスタ 

（中型自走式フォレージハーベスタ相当） 

質量:8040kg、長さ：8.5ｍ 

1. トラクタ（Ｎ社：８３６０ベース） 

機関出力：100kW/2200rpm 全高：2816mm 

全幅（リヤ輪距）：2304mm 質量：6040kg 

２．フォレージハーベスタ(Ｓ社：MFH5000改造) 

 直装専用機 ピックアップアタッチ 

適応機関：66～88kW       質量：1500kg 

３．ボンネットワゴン(Ｓ社：MHW1510) 

容量：4.5m3、 大積載質量：1500kg 

質量：500kg 

図６ 飼料イネのフォレージ 
ハーベスタによる予乾収穫システム 



 

 

今後、農家が容易に利用できかつバリエションに富んだシステムの展開が考えられます。フォ

レージハーベスタによる収穫システムの飼料イネへの利用は汎用利用への道を開くもので、大

規模、大区画機械化体系での低コスト化が期待できると考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ スタックサイロに

よるサイレージ調製 
（ローダでの転圧、 

６m３/10a） 

図８ フォレージハーベスタによる

収穫システムの細断状態 



イネ発酵粗飼料の未消化モミ低減化技術

畜産草地研究所　関東飼料イネ家畜飼養研究サブチーム
重田一人
kazuto@affrc.go.p

1  はじめに

　イネ発酵粗飼料の乳肉牛への利用（図 1）では，子実が難消化性の籾殻で覆われて

いるため未消化のままふん中に排泄される籾が多いことが問題となっています。特に，

高栄養を要求する泌乳牛では飼料イネの栄養価をより一層向上させることが重要であ

り，そのためには籾の消化性改善が必要となります。図 2 は未消化のまま排出される

籾の割合を示しています。籾殻がまだ柔らかい乳熟期では数％程度と低いですが，黄

熟期では品種によらず 16％程度となり，完熟期になるとさらに排出率は高くなると考

えられます。ここでは，籾の消化性を高めるためのいくつかの方法について示すとと

もに，当研究所で開発した未消化籾の低減化技術について紹介します。

2  籾の消化性を高める方法

(1) 化学的方法

　籾の消化性を高める方法として，まずアルカリ処理が提案されました。アルカリ処

理は麦藁等繊維質（セルロース）がリグニンと結合して，草食家畜の反芻胃内で消化

しづらくなっている飼料の消化率を高める方法です。アルカリがセルロースとリグニ

ンの結合を緩め，セルロースが消化されやすくなるからです。このことを籾の付いた

飼料イネに応用することで，籾殻の組織の結合度を緩め，ルーメン内の微生物による

分解作用が容易になるとされています。アルカリ処理の方法としては石灰処理，水酸

化ナトリウム処理，アンモニア処理・尿素処理があります。これらのうち，籾殻に覆

図 1  飼料イネの給与風景 図 2  籾のふん中への排出割合 

                                              （塩谷 , 2003）



われている籾の消化性向上には水酸化ナトリウム処理が用いられて効果が認められて

います。ただし，嗜好性が低下したとの報告もあり ( 名久井 ほか , 1988)，万能とは言

えないようです。その他のアルカリ処理は，わら類の消化性を改善する技術として定

着しています。中でも安価で取り扱いの容易な尿素添加によるわら類の飼料価値向上

は添加装置が開発されて実用化に至っています ( 吉田 , 2002)。

(2) 物理的方法

　最近では籾の消化性を向上させる方法としてアルカリ処理に代わり，物理的に籾に

傷を付ける方法が検討されています。

　まず，給与時にカッタ等で細切する方法が考えられます。粒の小さい籾の大部分に

確実に傷を付けたり切断するためには切断長を極端に短かくする必要があります。表

1 は切断長と子実の破砕程度の関係を示したものです。これによれば 7mm という非常

に短い切断長でも破砕率が 29％に留まっています。これ以上切断長を短くすれば破砕

率はさらに向上すると考えられますが，それは切断というよりも摩砕に近い作用とな

るため，所要動力の急激な増加と所要時間の増大が予想されます。さらに，粗飼料と

しての特性が失われる可能性も高いため実用的ではありません。自脱コンバイン型の

飼料イネ専用収穫機の収穫ヘッダ部に取り付けて収穫時に籾を圧砕することによって

籾殻を剥離する装置が開発段階にあります。ただし，この方法は収穫ロスが多いとい

う問題があります。自脱コンバイン型専用収穫機でロールベール調製した飼料イネロ

ールベールを対象として解体しながら籾を破砕する装置が開発されました ( 図 3)。本

表 1  稲の切断長とサイレージの子実の破砕程度との関係　（乾物中 ％）
切断長
[mm]

完全粒 半分に割れたもの及
び籾殻が壊れたもの

完全に籾殻をかぶって
ないもの

籾殻

7 68.8 16.9 12.0 2.3
16 82.0 8.1 7.7 2.2

( 名久井 ほか , 1988)

図 3  飼料イネ用ロールベーラの成形ベール専用籾破砕機の概要 
（浦川 ほか , 2005）



装置は，自脱コンバイン型専用収穫機で収穫調製した飼料イネロールベールでは穂部

が片方に集中しているというという特徴を利用し，破砕ローラの幅を小さくして所要

動力の低減が図られています。当研究所で開発された，フォレージハーベスタの牧草

用刈り取りヘッダをイネに対応できるよう改造して飼料イネをダイレクト収穫する方

法では，穂の切断による籾の破砕効果が確認されています。

　さらに，物理的に籾を破砕する機能のみに絞ることにより，TMR 調製等の飼料調製

作業に対応できるようにした装置が畜産草地研究所において開発されました。これに

ついては次項で詳しく述べることとします。

図 4  第一胃滞留時間の長い粗飼料の併給が籾の消化性に及ぼす影響 
（山本 ほか , 2002 より作図）

(3) 給与的方法

　以上のような物理的に籾殻を剥離する方法に加えて，給与技術からの改善について

も検討されています。図 4 に示したように、第一胃の滞留時間の長いチモシー乾草を

飼料イネと一緒に給与すると，アルファルファ乾草の場合と比べて籾の消化率が約８

％も改善される結果となりました。このことから，籾の消化性改善には組み合わせる

粗飼料の選択も重要な要素となることが指摘されています。実際の場面では，これら

物理的処理方法や給与方式の組み合せによって最適な方法を策定することが重要です。

次項では，当研究所で開発された飼料イネ籾剥離・破砕装置の特徴と性能について述

べることとします。

3  飼料イネの籾殻剥離・破砕装置について

　未消化のまま排泄されてしまう飼料イネの籾を消化されやすく加工するため，飼料

イネの籾殻剥離・破砕装置が開発されました ( 図 5，6　特許出願中 )。表面に V 字型

の溝加工がしてある籾殻剥離ローラが互いに逆回転する構造になっています。V 字の

形状は，ローラ間に挟まれた籾に効果的にせん断力が作用するよう工夫されています



（図 7）。圧縮力よりもせん断力のほうがより小さい力で籾殻を剥離することができる

ためです。ローラの回転速度は，籾に対してせん断力をより有効に作用させ，かつ所

要動力の増加を最小限にするため片方を 10％増速させて用います。ローラ間の間隙は

1mm からローラ間を通過する試料の量に応じて水平方向に移動し，スプリングで適度

な圧縮力を加えるようになっています。

　使用にあたっては，あらかじめ切断された飼料イネサイレージをホッパ上部から連

図 6  TMR 対応型飼料イネ籾殻剥離・破砕装置の模式図

ローラ押し付け力
圧縮力

籾 60°

せん断力

図 7  ローラの籾への作用力

表 2  飼料イネ籾殻剥離・破砕装置の性能
含水率 [% ] 所要動力 [kW] 処理能力 [t/h] 籾殻剥離・破砕率 [% ]

籾 7 ～ 30 0.3 ～ 0.4 0.8 ～ 1,2 65 ～ 90
WCS 60 0.3 ～ 0.8 0.3 ～ 1.0 88 ～ 95

( 重田 ほか , 2005)

図 5  TMR 調製対応型飼料イネ籾殻剥離・破砕装置 （畜産草地研究所）



続的に投入すると，籾殻剥離ローラによって籾殻が剥れたり破砕されるなどの作用を

受け，下方に落下します。落下した飼料イネはベルトコンベアによって給飼装置や飼

料混合調製機等に運ばれます。投入量の変動に対しても籾殻剥離に必要な圧縮とせん

断力が作用するため，高い処理能力を有しています。所要動力，処理能力，籾殻剥離・

破砕率等は表 2 に示すようになっています。時間当たり処理量は数 cm 程度に細断さ

れた含水比 50％程度の飼料イネにおいて 1t/h 程度，籾殻剥離・破砕率は 88%以上を

確保できます。なお，実際に給与した場合の効果については検証中ですが，飼料イネ

の籾内部が露出している割合が多くなっているため消化性と TDN の向上が期待できま

す。

　本装置は一度に大量の試料が投入されたり高水分の試料に対する適応性に課題が残

っています。それらを改良するとともに，小型・軽量化とさらなる高能率化を目指し

ています。さらに，ロールベールの切断装置と同時使用ができれば大幅な省力化が期

待できるため，それらと連携する機構についても開発を進めています。

4　おわりに
　飼料イネの収穫調製のうちで，特に問題となっている未消化籾の低減技術について

紹介してきました。これらの技術は，現在実用化に向けた取り組みがなされていると

ころです。収穫・調製された飼料イネが有効に利用されるためには消化の良い飼料作

りはきわめて大切です。今後，これらが完成された技術に発展し，良質な飼料イネの

生産と飼料自給率の向上に役立つ日が来ることを願ってやみません。
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高品質調製技術 
 

畜産草地研究所 
機能性飼料研究チーム 

                           蔡 義民 
 

１．はじめに 
稲発酵粗飼料は遊休水田を有効に活用し、耕畜連携、飼料自給率の向上、水田機能の維

持および資源循環型畜産等を促進していくうえで、極めて重要な役割を果たしています。

この意味で現在、稲発酵粗飼料の普及定着に向けた取り組みが推進され 9,12-17)、飼料イネ向

けの品種の育成、専用収穫・調製機械の開発、良質なロールベールサイレージの調製技術

および乳牛や肉用牛への給与技術に関する研究が積極に取り組まれています 5,6,10-17)。 
飼料イネの作付け面積は平成１１年度の７３ヘクタールから平成１４年度は３，３００

ヘクタール、平成１５年度は５，０００ヘクタール、平成１６年は４，３７５ヘクタール、

平成１７年度は４，５９４ヘクタールまでに拡大しています。今後、飼料イネの生産・普

及が期待されている中で、稲発酵粗飼料の高品質化の調製・長期貯蔵および安定的な通年

供給技術の確立が極めて重要です。 
本稿では、プロジェクト研究『新鮮でおいしい「ブランド・ニッポン」農産物提供のた

めの総合研究』の研究成果を中心として、これまでの稲発酵粗飼料の調製技術の開発研究

について紹介します。 
 
２．稲発酵粗飼料の発酵特性 
１）飼料イネの付着微生物菌種構成と可溶性炭水化物含量 
稲発酵粗飼料の発酵品質に影響する要因を追究し、発酵品質の改善を図るため、飼料イ

ネ品種はまさり、クサホナミ、ホシアオバ、クサノホシ、ユメコガネ、はえぬきおよびむ

つほまれのサンプルを集め、材料草に付着する微生物の菌種構成と乳酸菌発酵基質である

可溶性炭水化物（WSC）含量を分析しました 2,3)。その結果は、飼料イネには好気性細菌、

カビおよび酵母が高い菌数レベルで付着するのに対して、乳酸菌が低い菌数レベルで分布

することが示されています。とくにサイレージ発酵品質の決め手である Lactobacillus 
plantarum や Lactobacillus casei など乳酸桿菌は低い菌数レベルでしか分布しないか、ほ

とんど検出されませんでした 7)。表１に示したように、飼料イネから分離された乳酸菌株は

耐酸性が弱く、ｐH4.0 以下では生育しない。MRS 液体培地で培養した場合、乳酸の生成量

が少ない。また、分離菌株と各基準株間との DNA-DNA 相同性試験では 88.2％以上の相同性

を示すため、これらの分離株はそれぞれ Enterococcus faecalis、 Leuconosotoc 

pseudomesenteroides、Lactococcus lactis subsp. lactis、Weissella confusa、Pediococcus 

pentosaceus および Lactobacillus brevis と同定されます。乳酸菌の発酵形式から見て、

飼料イネに付着する乳酸菌は発酵効率の低いヘテロ発酵型がホモ発酵型よりその菌数が遥
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かに高く、また不良微生物である好気性細菌、バチルス、糸状菌及び酵母が高い菌数レベ

ル（図 1）を示すため、稲発酵粗飼料のサイレージ高品質化には微生物的制御が必要である

ことが示唆されます。サイレージ発酵初期における付着乳酸菌の増殖は、サイレージ発酵

では重要であるが、これら菌は耐酸性が弱く、ｐH4.2 以下の条件下では生育ができないた

め、乳酸発酵能の高い乳酸菌が添加しない限りで、サイレージ発酵品質の充分な改善が難

しいと考えられます。 
 

 
 
一方、ＷＳＣ含量をみると、はまさり、クサホナミ、ホシアオバおよびクサノホシ品種

の乾物中のサッカロース、グルコースおよびフルクトースの含量は、それぞれ乾物中約１％、

0.3％および 0.4％前後であり、トウモロコシに比べ遥かに低いことが示されました。 
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２）稲発酵粗飼料の発酵品質 
飼料イネの茎は堅い中空構造であり、トウモロコシなどの飼料作物に比べ、サイロ内に

残存する酸素量が多いため、嫌気条件の保持が難しい 4,6,8,11)。自然発酵に依存して調製され

た稲発酵粗飼料では、乳酸含量が低く、酪酸含量が高い劣質なものが多い劣質な発酵パタ

ーンとなりやすく、トウモロコシサイレージような良好な品質を得ることが難しいと考え

られます。 

 
 
３）カビ発生の原因 

飼料イネロールベールサイレージの調製・貯蔵過程において、カビが発生することによ

り、ロールを廃棄するケースが少なくないため、、飼料イネロールベールサイレージに対し

て、カビの発生状況、カビ増殖の原因および予防対策について検討しました。栃木県、埼

玉県、新潟県、岩手県で、カビが発生した飼料イネロールベールサイレージを調査した結

果、カビ発生の原因は発酵不十分のものが最も多く、鳥害、鼠害、運搬によるフィルム破

損の順でした(図 2、図 3)。また、カビの発生は夏が多く、冬が少なかったです。飼料イネ

サイレージには、Penicillium 属、Aspergillus 属、Mucor 属および Fusarium 属のカビが

高い頻度で発生しました。 
したがって、稲発酵粗飼料を調製する際、優良な乳酸菌を添加し、材料草中の WSC を有

効に利用してサイレージ発酵品質を改善するための微生物的制御技術は必要であると考え

られます。また、飼料イネロールベールサイレージの長期保存による通年利用などへの対

応方策が求められ、より経済的でかつ簡易に高品質な稲発酵粗飼料が調製できる技術の開

発が待たれています。 
 

３．稲発酵粗飼料への添加物の利用 
高品質稲発酵粗飼料を調製するためには、材料草の特徴を十分に把握した上で、必要に

応じて適切な添加物を利用することが極めて大切です。サイレージ調製用添加剤は多種多

様なものがあり、これらの適切な利用によって発酵品質や栄養価の改善等の効果を期待す

ることができます。サイレージ添加剤としての条件は、人間と家畜に安全であること、有

害な化学成分を含まず、環境を汚染しないこと、効果が科学的に実証されていることおよ

び経済的で取扱いが簡単なことなどが求められます。現在市販されているサイレージ添加

剤は、その働きにより４つのグループ（A～D）に分類されます。A グループは、乳酸発酵

を促進するための乳酸菌製剤およびその働きを補助するための糖類あるいは酵素製剤です。

図 3. 稲発酵粗飼料から分離されたカビ 
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B グループはサイレージ発酵過程における病原性大腸菌のような好気性細菌や酪酸菌のよ

うな嫌気性細菌等の増殖を抑える有機酸製剤です。C グループはカビ・酵母および好気性細

菌の増殖を抑え、好気的変敗（二次発酵）の発生を防止するための有機酸製剤です。D グ

ループはサイレージの栄養価を改善するための窒素化合物、炭水化物および各種ミネラル

です。飼料イネサイレージ調製において、Ａグループの乳酸菌製剤とＤグループの尿素な

どのアルカリ添加剤がよく使われており、また、酵素などの添加試験も行われています。 
１）尿素添加 
尿素を添加したサイレージでは、材料自体のウレアーゼ活性により貯蔵中にアンモニア

が生成し、開封後の好気変敗を抑制し、嗜好性と飼料価値を高めます。飼料イネなどのよ

うにタンパク質含量の少ない材料に対して尿素を添加するとタンパク補給の効果がありま

す。近年、ロールベーラ積載型の尿素添加装置が開発され（図 4）、予乾飼料イネを安定品

質で省力・低コストに調製する技術が確立されました。尿素添加量は１％前後です。尿素

を添加した稲発酵粗飼料は pH とアンモニア態窒素が高くなり、サイレージのＶ－スコア

が低くなるが、栄養価が向上し（表 2）、貯蔵性が安定する効果があります。尿素処理は図

５に示したように、アンモニア処理に比べ低コストであることと取扱いの安全性です。貯

蔵期間は、アンモニア処理と比較して長く、地域と貯蔵温度の差異により 50-100 日程度必

要です。 
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２）酵素製剤 
良質サイレージの調製には材料草原物当たり２％以上の単少糖類が必要で、飼料イネは

乳酸菌の利用できる糖含量が原物中１％以下の場合があるので、糖類の補給が必要です。

通常、低糖の材料草へは糖蜜やブドウ糖を添加しますが、飼料作物・牧草は繊維含量が多

いので、繊維成分をブドウ糖まで分解・遊離させるセルラーゼ酵素法も応用されています。

材料草によっては優良乳酸菌が付着しないケースもあり、その場合には添加したセルラー

ゼによって分解した糖は不良微生物に利用され、酵素の単独添加は効果のないことや発酵

ロスが増大することが考えられるので、酵素と乳酸菌との併用が薦められています。 
筆者と共同研究者との飼料イネへのアクレモニウムセルラーゼ酵素添加試験では、乳酸

菌との相乗効果が示されず、優良乳酸菌が存在すれば、酵素を添加しなくても良質な稲発

酵粗飼料の調製できることを明らかにしました。この原因について、飼料作物にはセルロ

ース、ヘミセルロース、ペクチン質などの構造性炭水化物およびデンプンやフルクトサン

などの多糖類が含まれています。これらの炭水化物はサイレージ発酵において乳酸菌に直

接的に利用できないが、植物自体の分解酵素や微生物が生産する酵素によってヘミセルロ

ース、デンプンおよびフルクトサンの一部が分解され、添加乳酸菌はこれを利用した乳酸

発酵が旺盛に行われたと推察されます 4)。 
３）乳酸菌添加 

近年、バクテリオシンを生産する菌株およびプロバイオティック乳酸菌のサイレージ調

製・加工への利用も検討され 1)、バクテリオシンプロデューサー乳酸菌の添加により、酪酸

菌の増殖が抑えられ、良質な飼料イネサイレージが調製されています。また、小規模サイ

レージ発酵モデルで 1、2-プロパンジオールを生成するヘテロ型乳酸菌 Lactobacillus 
buchneri を利用した飼料イネサイレージの好気的安定性の改善効果も報告されています。

最近、稲発酵粗飼料専用乳酸菌添加剤「畜草 1 号」が製品化され、稲発酵粗飼料の生産に

普及されつつあります。「畜草1号」による良質な稲発酵粗飼料の調製について後述します。 
一方、飼料イネに付着する乳酸菌を事前に増殖させ、その発酵液を添加することにより、

サイレージの乳酸発酵を促進する試みも行われています。事前発酵液の調製法は、少量の

飼料イネに加水し、家庭用ミキサーで粉砕して得られた液をガーゼなどでろ過し、１-２%
程度の糖を添加して密封容器を用いて３０℃で培養する 8)。この方法では飼料イネに付着す

る野生乳酸菌の発酵能に依存するものと指摘されています。 
 
４．稲発酵粗飼料用乳酸菌の開発と利用 
１）「畜草 1 号」のスクリーニング 
分離された野生乳酸菌株の中から、乳酸発酵能力が優れ、稲発酵粗飼料の品質改善効果

を有する優良菌株を選定しました。この菌株はサイレージ発酵過程において、多量の乳酸

を生成し､サイレージｐH を 4.0 以下まで低下させ、長期貯蔵しても、その品質が安定に保

持することが可能となりました。この菌株をラクトバチルス・プランタラムと同定し、「畜

草 1 号」と名前づけました（図６）。 
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２）「畜草 1 号」添加剤 
雪印種苗㈱より、「畜草１号」凍結乾燥添加剤が商品化されました（図７）。「畜草１号」

製品は水溶・噴霧タイプで、調製現場での添加水準は発酵粗飼料用稲の新鮮材料草1トン当

たり５ｇです。水道水で溶かして添加することもできるので、20個分のロール調製には試

作品の添加準備時間が5分程度です。添加方法はロールベーラに装着する自動添加装置で集

草しながら噴霧するか、市販される噴霧器で添加しても可能です。本製品１袋50ｇは8,000
円で市販され、添加コストは300キロぐらいのロール１個当たり約150円です。この製品は

生稲わらや牧草サイレージの調製にも活用でき、その添加方法と品質の改善効果は飼料イ

ネと同様です。 

 

 
３）「畜草1号」の添加試験 

埼玉県で栽培された飼料イネの品種はまさとクサホナミを黄熟期に収穫してサイレージ

調製に供試し、乳酸菌「畜草1号」製剤の実証試験を行いました。両品種を飼料イネ専用収

穫機である自走式カッティングロールベーラと自走式ラップマシンによって、ロールベー

ラに装着した自動添加装置によって乳酸菌を添加して、ロールベールサイレージを調製し

ました。なお、調製と開封作業の風景は図８に示しました。乳酸菌は「畜草1号」製剤を使
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って、新鮮飼料イネ材料1トン当たり5g添加するように水で溶かして、添加用タンクを入れ

１ロール当たり1,200mlを添加しました。ロールベールのサイズは直径900mm×幅860mm
で、平均重量と乾物梱包密度はそれぞれ200kgと141－171ｋｇ/ｍ３でした。材料草の切断

長は100‐150mmでした。調製されたロールベールサイレージは野外に貯蔵し、鳥害を防

ぐため、網ネットをかけました。なお、貯蔵期間中の温度は-8.6℃‐34.8℃の範囲でした。 
 

 

乾物率 pH            　　 有機酸　(% FM) アンモニア態

(%) 乳酸 酢酸 酪酸 ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸 窒素 (% FM)

ロールベーラＡ

　はまさり

　　無添加 29.62 4.25 0.24 0.44 0.35 0.04 0.08

　　畜草1号 30.53 3.83 1.20 0.10 0.01 0.00 0.02

　　尿素 31.15 4.75 0.65 0.68 0.03 0.00 0.12

　関東飼206

　　無添加 32.84 4.35 0.95 1.26 0.01 0.04 0.05

　　畜草1号 34.41 3.85 1.40 0.28 0.00 0.00 0.02

　　尿素 32.30 4.57 0.55 1.87 0.06 0.02 0.19

ロールベーラＢ

　　無添加 27.78 4.29 0.50 0.64 0.09 0.05 0.04

　　畜草1号 23.16 3.89 1.13 0.37 0.00 0.00 0.02

　　尿素 24.11 4.78 0.27 0.74 0.00 0.00 0.11

*ロール上、中、下サンプルの3点平均値。

畜草1号: Lactobacillus plantarum、 新鮮物1g当たり1.0x10
5
添加

尿素：新鮮物１％添加

表３.　貯蔵1年後の稲発酵粗飼料の発酵品質*　

 
 
貯蔵 1 年後、「畜草 1 号」を添加した稲発酵粗飼料では無添加区に比べ、乳酸菌数が高ま

り、好気性細菌、酪酸菌とバチルスの菌数が減少しました。乳酸菌添加による初発菌数は
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高く、他の微生物との競合でも優勢となり、しかも添加したホモ発酵型乳酸菌の強力な乳

酸生成能は pH を速やかに低下させることなど、他の不良微生物の増殖を有効に抑制しまし

た。「畜草 1 号」菌株は、飼料作物から由来するため、サイレージ環境に馴染んでおり、稲

発酵粗飼料の発酵過程においても旺盛に増殖し、酪酸菌と大腸菌群などの有害微生物を強

力に抑えることが明らかとなりました。また、小規模発酵試験法で調べた結果、乳酸菌を

添加した稲発酵粗飼料は無添加区、他分離株および市販菌より、発酵品質を改善し（表３）、

サイレージのガス生成量および乾物損失率が顕著に減少しました。この発酵品質の改善と

乾物損失の抑制は、「畜草 1 号」添加によって旺盛に増殖することによって、他の有害微生

物の活動期を短縮し、サイレージ発酵が順調に行われた結果であると考えられます。した

がって、この乳酸菌を活用した飼料イネロールベールサイレージの調製はサイレージ発酵

品質を効率的に向上し、長期貯蔵もできることと考えられます。 
 
５．運搬・貯蔵管理 
飼料イネの栽培、収穫、調製、貯蔵など各過程において、栄養分の損失をできるだけ少

なくすることは、嗜好性のよい稲発酵粗飼料作りのポイントです。調製に失敗した場合の

劣質な稲発酵粗飼料は家畜が採食しないことや、病原性菌や糸状菌の増殖による家畜の健

康状態も危惧されます。また、貯蔵期間にフィルムが破損した場合、乳酸菌添加の有無に

もかかわらずサイレージは変敗し、糸状菌が多く検出されることや、乳酸発酵が十分に行

われていない無添加稲発酵粗飼料は貯蔵中に糸状菌が増殖し、変敗することも酪農家の現

場でもよく見られます。このような変敗を防ぐには、良質で調製することと同時に、ラッ

ピング後の運搬や鳥害や鼠害の防止など気密性保持を心掛ける必要があると考えられます。 

 

  

図 9．網ネットをかけてロールベールサイレージの貯蔵（左：失敗例；右：成功例） 
 
長期に貯蔵するためには以下のポイントに留意する必要があります。①サイレージ調製

の適期に収穫し、土砂が混入しないように調製します。②成形性のよいロールを作り、フ

ィルム 6 層巻きで早期に密封します。③ロールを運搬する際、フィルムに傷付けないよう

にします。④排水良好な場所で縦積み 2 段以内にします。⑤シートや網ネットなどをかけ
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て鳥獣害を防ぎます（図 9）。⑥貯蔵中は定期点検を行い、フィルム破損が発生した場合、

速やかに補修します。 
 
５．おわりに 
 飼料イネの栽培、収穫、調製、貯蔵など各過程において、栄養分の損失をできるだけ少

なくすることは、嗜好性のよい稲発酵粗飼料作りのポイントです。稲発酵粗飼料の調製に

おいても、適期の収穫、適切な調製方法、十分なラッピングおよび貯蔵ロールの徹底管理

が欠かせません。調製に失敗した場合の劣質な稲発酵粗飼料は家畜が採食しないことや、

病原性菌や糸状菌の増殖による家畜の健康状態も危惧されます。このような変敗を防ぐに

は、適切な添加物を上手に利用して良質で調製することと同時に、ラッピング後の運搬や

鳥害や鼠害の防止など、貯蔵期間の管理を徹底することなどサイレージ調製の基本を遵守

することが極めて大切です。 
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飼料特性と乳牛への給与技術

畜産草地研究所

飼料調製給与研究チーム

塩谷 繁

１．はじめに

現在、稲発酵粗飼料（イネホールクロップサイレージ、以下イネ と略記）の生産WCS
・利用が全国で広まりつつあり、作付け面積は、平成 年度の から 年度の約12 502ha 15

へと順調に拡大しています。その背景として、畜産農家にとって、輸入粗飼料に5,000ha
依存した体質への反省や口蹄疫やＢＳＥの発生等による国内産安全飼料への要望があった

と思われます。また、稲作農家にとっては、生産調整を円滑に進める方策として、従来か

らの機械体系が利用できる「稲」の栽培に魅力があったと考えられます。さらに、水田が

持つ水涵養等の環境保全機能への関心の高まりや、耕畜連携の助成制度なども、今後、飼

料イネの拡大につながるものと期待されます。しかし、利用する畜産農家にとっては、全

く始めて触れるという農家が大半であり、飼料としての価値や利用法に疑問をもたれる場

合も多いと思われます。そこで、以下では、イネ 給与試験の 新情報を基に、イネWCS
の飼料特性、飼料価値、乳牛に対する適正給与法などについて紹介しましょう。WCS

２．過去の飼料イネと現在の飼料イネ

「飼料イネ」は、 近よく耳にしますが、実は２０年ほど前から取り組みが行われてき

ました。その当時は、専用の品種、収穫調製機、添加剤などはなく、 といった給与TMR
技術もほとんど行われていない状況でした。したがって、その当時の飼料イネは、収量が

少なく、サイレージの発酵品質や栄養価も悪く、給与にも躊躇する状態だったと想像でき

。 、 、 、 「 」ます しかし その後 専用品種や調製技術 給与技術の開発により現在の イネ WCS
は、その当時に比べ格段に進化したといえます。むしろ、当時を知っている方には、全く

別の飼料と考えてもらった方がよいと思います。専用品種は、栄養価の高い籾の割合が増

加し、収量も当時の２倍程度に増加しています。また、専用収穫機は、軟弱な圃場でも作

業が可能で、 新のロールベーラーにより当時のサイレージ体系では果たせなかった高い

梱包密度を達成し、発酵品質の向上に役立っています。さらに、専用乳酸菌「畜草１号」

などは、付着する乳酸菌が少なく、良質発酵しにくい条件でも高品質のサイレージ調製を

可能にしました。良質発酵が行われることにより、飼料イネ に対する牛の嗜好性もWCS
大きく向上しています。飼料イネを食べた経験のある牛では、混播牧草サイレージやイタ

リアンライグラス乾草よりも飼料イネ の採食量が多く、並べて給与すると飼料イネWCS
の方を先に食べることが観察されるほどです。給与技術においても、 給与法のWCS TMR

進歩により、飼料メニューが変更されても牛への負担を 小限にする給与技術が確立され

ました。当時の問題点として、玄米を多給すると牛の第一胃のひだに刺さって食滞を起こ

す危険性が指摘されていました。しかし、専用品種には無毛性の品種（クサホナミ、ハマ

サリなど）が開発されており、この点においても安心して給与できる飼料といえます。
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３．飼料特性

（１）飼料成分と栄養価

表１に、刈り取りステージ毎のイネ の飼料成分（塩谷ら、 ）を示しました。WCS 2005
一般に、粗蛋白質および繊維成分（ 、 ）は熟期の進行に伴って減少し、デンプンNDF ADF
などが相当する可溶無窒素物（ ）は熟期の進行に伴って増加します。粗灰分では熟期NFE
と一定の傾向は認められません。イネ では、粗灰分の約半分がケイ酸で、稲のケイWCS
酸含量が土中へのわらの鋤込みの有無等によって大きく影響されることによると考えられ

ます。飼料特性についてイタリアンライグラスなどの牧草と比較すると、ケイ酸含量が多

い影響で灰分が多く、粗蛋白質は約７％とやや少ないといえます。また、繊維はやや少な

いですが、高消化性繊維（ ）も少なく、繊維の消化性はやや低いといえます。栄養価Oa
は、品種や熟期などで異なりますが、ＴＤＮ（可消化養分総量）含量でおよそ ％程度55
です（表２ 。なお、開発された専用品種は、乾物収量が 当たり ～ と飛躍的に） 10a 1.5 2.0t
増加していますが、飼料成分および栄養価は、日本標準飼料成分表に示された値とほぼ同

等です。

（２）物理性

泌乳牛用飼料としては、物理性が乳成分の安定のために重要な情報となります。物理性

の指標として、 （粗飼料価指数；乾物摂取量当たりの総咀嚼時間）に関連するデータRVI
が集積されつつあります。飼料イネ を単体で給与したときの は、チモシー乾草WCS RVI
の 分に対し、糊熟期で 分、黄熟期で 分であり、熟期が進むとチモシー乾草より63 68 56
も低下する傾向がみられました。また、飼料イネ を約 ％の乾物割合で混合したWCS 26

（混合飼料）の は、 ～ 分であり、イネ を主な粗飼料とした給与体系TMR RVI 36 38 WCS
においても、日本飼養標準が推奨する で 分以上の確保が可能であることが示されRVI 35
ています。

品種 熟期 TDN 備考
ホシユタカ 黄熟期 54.0 林ら（1989年）
西海203号 黄熟期 53.2 塩谷ら（2002年）
クサユタカ 黄熟期 54.9 関ら（2004年）
クサノホシ 黄熟期 54.6 深川ら（2004年）
ホシアオバ 黄熟期 55.1 深川ら（2004年）
スプライス 黄熟期 54.8 深川ら（2004年）

表２．稲発酵粗飼料の栄養価（実測値、乾物中％

熟期 粗蛋白質 NDF ADF NFE 粗灰分
出穂 6.5～8.8 60.0～60.1 37.0～40.4 40.1～43.2 14.7～14.9
乳熟 5.6～8.5 52.5 33.1 45.6～49.9 12.0～13.6
糊熟 5.3～9.6 49.3 29.9～31.6 49.7～61.4   9.7～15.6
黄熟 4.9～7.2 43.4～56.8 26.1～35.0 50.9～61.2 12.6～12.9
完熟 4.0～7.6 38.9～48.3 22.9～33.7 52.9～60.6 9.1～15.5

ﾁﾓｼｰ乾草 7.0 71.0 45.5 43.9 8.1

表1．稲発酵粗飼料の飼料成分（乾物中％）
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４．籾の消化性

これまでの研究において、 ～ ％の籾が未消化のまま糞に排泄されることが明らか10 30
となっています。原因は、子実が難消化性の籾殻に覆われているためです。しかし、これ

、 「 」は飼料イネ特有の問題ではなく 穀実ごとサイレージにする ホールクロップサイレージ

に共通する課題といえます。トウモロコシでも黄熟期以降のホールクロップサイレージで

は ～ ％の穀実が未消化のまま糞に排出されます。それでもトウモロコシサイレージ10 20
は、有用な粗飼料として活用されていますので、飼料イネ 給与において糞中に未消WCS
化の籾が観察されても何ら問題ではありません。

しかし、高栄養を要求する泌乳牛に給与するからには、無駄に排泄される籾をできるだ

、 。 、け減らし 飼料イネの栄養価をより一層向上させることが有効と考えられます そのため

過去にはアルカリ処理が行われましたが、この方法では家畜の嗜好性を下げるため、現在

では用いられていません。そこで、アルカリ処理に替わる籾の消化性改善法の開発を目的

とした技術開発研究が行われています。

籾の消化性に関係する要因として、飼料イネの品種や熟期、飼料摂取量、給与割合など

が考えられます。品種について、これまでのところ大きな差は報告されていませんが、今

後は、籾割れしやすい、茎葉にデンプンをより多く蓄積するなど新たな形質を持った稲品

種の開発が進められており、これらの登場により品種間差が大きく現れてくる可能性があ

ります。なお、熟期との関係では、他のホールクロップ用飼料作物と同様に、完熟に近く

なるほど穀実の消化性が低下することが確認されているので、収穫は黄熟期までの適期収

穫が必要です。

飼料摂取量と籾の消化性の関係についても明らかになりつつあります。乾乳牛に対する

維持レベルでの給与と泌乳牛に対する給与の結果を比較すると、飼料摂取量が維持レベル

の約２倍となった泌乳期で籾の排泄率が ポイント以上増加し、籾消化率の低下がみら10
れました。これは、採食量の増加に伴い飼料の消化管通過速度が速くなりその分消化率が

低下したものと考えられます。このような現象は、飼料全般にみられる現象であり、日本

飼養標準では、維持の２倍量の飼料増給による飼料栄養価の低下割合を一律 ％とし、3.5
10% WCS不足する養分を飼料の増給により補うこととしています 籾排泄率の 増は イネ。 、

全体で見ると で約４％のロスにあたり、上記の栄養価の低下割合とほぼ同じといえTDN
ます。したがって、イネ の消化特性は、一般的な飼料と同じであり、特別に配慮すWCS
る必要のないことが理解できるでしょう。

飼料給与方法と籾の消化性の関係では、

第一胃の滞留時間の長いチモシー乾草をイ

ネ と一緒に給与すると、アルファルWCS
ファ乾草に比べて、籾の消化性が約８％改

善されました（図１：山本泰也、 。2004）
さらに、イネ の給与割合を ％としWCS 20
た において、粗飼料由来のＮＤＦ含TMR
量を高めることにより未消化の籾の排泄量

が減少しました（図２：山本泰也、 。2004）
しかし、デンプンの消化率は高まったもの 図１．粗飼料の種類と籾消化率の関係
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の、繊維の消化率が低下してしまったこ

とから、飼料全体の乾物消化率には影響

がありませんでした。今後も引き続き、

籾の消化性の改善がイネ の栄養価のWCS
改善に及ぼす効果を明らかにしていく必

要があります。

一方、圧搾や細切などの物理的な処理

については、籾にエクストルーダーのよ

うな圧搾処理を加えることにより、未消

化籾排泄率が ポイント以上低下するこ30
とが分かりました（図３：新出、 。2004）
また、この方法では、飼料摂取量が高ま

り、乳量も増加しました。しかし、現在

のところ、エクストルーダー処理のコス

トは高いことから、低コストに同様の圧

搾処理ができる機械の開発を目指した研

究が進められています。

細断についても検討されていますが、

現在のところ、細断では籾の消化性を大

きく改善するほどの効果は得られていま

せん。しかし、細断した材料を の原TMR
料にすることにより、飼料摂取量が増加

し、乳量が増加しました（図４：塩谷、

。このことから、細断型ロールベー2005）
ラのように微細断した飼料イネを原料に

を調製することにより、採食性の向上TMR
が期待できると考えられます。現在、自走

式で汎用型の細断型ロールベーラの開発が

行われていますので、早期の開発・利用が

期待されます。

以上のように、籾の消化性改善に向けた

研究が様々な視点から行われています。こ

れらのデータが蓄積されることにより、籾

の消化性を改善した栽培、収穫、調製、給

与の各技術体系が構築されるものと期待し

ています。

図２． 粗飼料由来NDF水準と籾消化性

図３．圧搾処理が籾の消化性に及ぼす影響

図４．切断処理の効果
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５．乳牛への給与技術

（１）長期多給の影響

泌乳牛への飼料給与では、量を十分に確保できるのであれば、第一胃の発酵の変動を

小限にするために長期間（一年）を通して同じ飼料を給与することが望ましいとされてい

ます。また、乳牛では、分娩後の日数に

より栄養状態が変化するため、泌乳初期

～後期の様々なステージで飼料の善し悪

しをチェックする必要があります。そこ

で 新潟 群馬 広島の３県協定研究 未、 、 、 （

発表）により、飼料イネ を泌乳牛WCS
に対して分娩から 週まで連続して給21

WCS 30与する長期間の試験が行われました。この試験では、飼料イネ を飼料乾物中に

％の割合で混合した が給与されました。表３に示したように、長期間の給与においTMR
ても対照のチモシー乾草区と遜色のない乾物摂取量と乳量、乳成分が得られました。しか

し、イネ 給与区の泌乳初期の乳牛の体重減少が大きい傾向がみられたことから、泌WCS
乳初期では、イネ の給与比率をもう少し下げる方が良いと考えられました。WCS

（２）高泌乳牛への給与と給与の上限

高泌乳時で 日を超えるような高泌乳牛においてもイネ の給与が可能であ50kg/ WCS
ると考えられます。現在、こ

のような高泌乳牛での給与試

験が進められており、その中

で飼料イネ 給与の利点WCS
や問題点が明らかになってく

るものと思われます。また、

このような試験が繰り返され

ることにより、イネ の飼料としての信頼性も高まってくると期待しています。WCS
、 「 」これまでの給与試験の結果から イネ を乳牛に対して安心して給与できる 上限WCS

として、表４が「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に示されています。なお、実

際の給与に際しては、飼料馴致を行い、給与量を徐々に増やして牛の反応を見ながら給与

量を決める必要があります。

（３） および発酵 の利用TMR TMR
ロールベールサイレージが主体となるイネ の給与においては、ロール個々の品質WCS

のばらつきの影響を受けにくい の利用が適している考えられます。また、 でTMR TMR
は地域特産の低コストな飼料資源を組み入れることが容易であり、コスト削減はもとより

地域色のある畜産物生産も期待できます。このような背景から、イネ を に調WCS TMR
製して給与する試験が各地で行われつつあります。イネ のみを粗飼料とし、混合割WCS
合を 、 および ％とした を泌乳牛に給与した試験の結果では、安定した乳量26 30 35 TMR
や乳成分を得るために必要なイネ の給与割合は、乾物当たり ～ ％でした（図WCS 26 30

原物 乾物
kg kg

前中期（乳量25～40kg） 12～15 ５～６
後　 期（乳量20～25kg）10～25 ６～10
分娩前９週～４週まで 12 ５
分娩前３週～分娩まで ７ ３

　*イネWCSの水分が60%の場合。

泌乳牛

乾乳牛

       区　　　分

表４．イネWCSの乳牛に対する給与上限の目安

表３．分娩～泌乳中期における泌乳成績
項目 （単位） イネ区 チモシー区
ＤＭＩ （kg/日）   22.0   23.5 
体重 （kg） 623.0 650.0
乳量 （kg/日）   36.7   41.9 
乳脂率 （%）      4.14     4.01
ＳＮＦ率 （%）      8.79     8.80
DMI：乾物摂取量、SNF：無脂固形分
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５：新出昭吾、 。2003）

さらに、市販化された細断型ロールベー

ラ等を利用して、 を梱包し、発酵さTMR
せる方法（発酵 ）も検討されていまTMR
す。イネ を原料とする発酵 でWCS TMR
は、特に夏場の給与において、開封後の変

敗を抑え乾物摂取量を増加させ、乳生産の

向上が期待できました（図６：浦川ら、

，平岡ら、 ，山本ら、 。2005 2005 2005）
今後、この技術は、 センター等でTMR

の利用が図られるものと思われます。

６．実践例に学ぶ給与のポイント

（１）長期ビジョンに立った利用を

酪農家におけるイネ の利用状況は、今のところ育成牛や乾乳牛への給与が中心でWCS
あり、泌乳牛への給与は少ないと思われます。その原因として、イネ の生産量が少WCS
ないという現状もあると思われますが、給与に対する不安や疑念などが影響している場合

も多いと考えられます。そこで、実際に酪農家が行っている事例や研究成果を基に、泌乳

牛に対しても安心してイネ を給与するためのポイントについて紹介しましょう。WCS
表５は、イネ を数年以上にわたり泌乳牛に給与している５戸の酪農家について、WCS

給与方法とイネ に対する感想を示しています。WCS
第一に、どの事例にも共通しているのは、イネ 利用のメリットとして、安心な粗WCS

飼料の確保、構築連携の推進、地域への貢献などを挙げており、粗飼料を長期的な視点で

選んでいる点です。ともすると、価格や取り扱いの利便性など現状の収益に直結する項目

で選びがちになりますが、将来的に輸入乾草の価格や品質が変動しても確保できる安心な

粗飼料としてイネ を位置づけていることが判ります。さらに、麦、大豆、たばこ等WCS
の連作障害の回避などのために飼料イネの栽培を必要としている地域では、イネ のWCS

図6．稲発酵粗飼料を利用した細断型TMRの乳生産性
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利用や耕畜連携が必須であり、これに意義を感じて取り組みが行われています。泌乳牛に

対して新しい飼料を給与するのにはリスクを伴いますが、このような長期的利用のビジョ

ンがあってこそそれができるのだといえるでしょう。

（２）高品質に作るための工夫

、 。第二に どの事例においてもイネ を高品質に作るための努力を惜しんでいませんWCS
多くの場合、イネ は耕種農家が栽培し畜産農家が利用しています。そこで、畜産農WCS
家の要望が耕種農家にうまく伝わらないと、せっかく上手に栽培しても、収穫、調製で品

質を落としてしまう場合があります。上記の事例では、耕－畜で協議会を作り、より高品

質な粗飼料作りのための話し合いが行われています。さらに、それぞれの地域の環境や所

有する機械体系に応じて、 も高品質となるように、品種、栽培方法、収穫時期・方法、

添加剤の使用などで工夫をしています。例えば、栽培面積が広く収穫が長期化する地域で

は、多様な品種の利用、早期収穫に備えての早期落水、高水分材料への対応では予乾体系

または添加剤の利用、また、長期貯蔵のために現地で簡易にベールし保管場所で厳重にベ

ールしなおすなど、様々な工夫が行われています。

（３）泌乳牛に対する給与量（原物で約８kg）

上記の事例では、泌乳牛への給与量は、およそ原物で８ 程度となっています。試験kg
成績や理論値からは、乾物で ％程度、すなわち原物で 程度まで給与できますが、30 12kg
様々な泌乳ステージの牛を対象とすると、８ 程度が実用的といえるでしょう。kg

また、ロールベールサイレージの給与では、個々のロールの成分の変動が気になると思

われます。しかし、表５では、個々のロールベールの成分の変動について問題視する意見

はほとんどありませんでした。 農家の意見で、収穫機械の特性として籾と茎葉が分離M
しがちな点を挙げていますが、成分の変動についてはあまり気にしていません。飼料全体

に占めるロールベールの割合が多いと、個々のロールの成分変動が飼料全体に大きく影響

しますが、８ 程度なら問題ないと考えられます。kg

（４）籾の利用性を高める

イネ では、未消化のまま糞に排泄される籾がよく問題視されます。しかし、これWCS
はホールクロップ飼料作物に共通する特性であり、問題視する必要のないことは既に記し

M N S T K
分離給与 分離給与 分離給与 TMR TMR

6 3 5 8 12
8 8 8 2 4～10

1,3 2 1,2,4 1,4 1,2,4
1,2,3,4,5 1,4 1,2,3,5 1,2,3,5 1,2,3,4,5

1,2,3 1,2,4 － 1,5 1
A)：１．乳酸菌などの添加、２．細切・高梱包圧、３．調製作業、４．予乾

B)：１．粗飼料の確保、２．耕畜連携、３．乳生産安定、４．低コスト、５．地域への貢

C)：１．成分のばらつき、２．カビ等、３．作業増、４．保管場所、５．給与技術未確立

メリットB)

デメリットC)

表５．酪農家における稲発酵粗飼料の給与事例

給与方式
農家または地域

品質向上の工夫A)

給与期間（ヶ月）
給与量（原物kg）
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たとおりです。また、実際の栄養価が分析値より低いのではないかと疑念を持たれる場合

があります。しかし、消化試験で実測されたデータは、未消化の籾も含めて全量回収して

測定されています。また、飼料分析値も消化試験で計測したデータを基に推定されている

ので、飼料設計に使っても問題はありません。

しかし、未消化のまま排出される籾は、乾物率、熟期、穂からの脱粒程度の影響を受け

ることから、収穫・調製方法などに留意する必要があります。未消化籾排泄に及ぼす飼料

成分や採食・反芻行動の影響についてみると、 （粗繊維）の増加、すなわち茎葉割合CF
が増えると未消化の籾は減少します。さらに、反芻は籾の消化性にあまり関係せず、採食

時によく咀嚼されることが重要なことが判りました（表６：松山、 。したがって、2004）
黄熟期までに刈り取り、過度の細切

を避け穂軸に籾がついた状態で採食

時によく咀嚼されるようにすること

が望ましいといえます。

（５）乳期別給与のポイント

これまでの研究から、イネ の給与割合は、泌乳中～後期の牛で ％程度、泌乳WCS 30
初期で 程度が上限と考えられます。しかし、これは高品質のイネ を用いた試験25% WCS
の結果です。既に述べたように、早刈りや刈り遅れ等が余儀なくされる現場において、安

定的な乳生産を確保するには、泌乳中～後期で原物８ 程度、泌乳初期で原物６ 程度kg kg
を目安に給与するとよいでしょう。さらに、乾乳牛や育成牛に対しては原物で 程度10kg
まで給与できます。

一方、市販化初期のコンバイン型収穫機で調製したイネ を分離給与方式で与えるWCS
場合には、あえて長めの切断長のまま給与することも考えられます。すなわち、細切する

と穂部と茎部がよく混ざり合い選り食いができないのに対し、切断長が長いままの場合で

は、嗜好性が良く栄養価の高い穂部が好んで食べられるために、養分摂取量を確保しやす

く、乳量も減少せずに済むと考えられます。この場合には、多少の残飼が出ることになり

ますが、特に、泌乳初期の牛に対しては、有効な方法といえるでしょう。

（６）飼料設計の留意点

飼料設計では、通常、各飼料の成分含量を基に推奨される成分量が確保されるように給

与量を導き出します。イネ を飼料に組み入れる場合、エネルギー（ ）や粗蛋白WCS TDN
質（ ）については、通常の方法で要求量を算出して問題ありませんが、繊維についてCP
は留意すべき点があります。イネ の繊維の性質は、他のイネ科牧草に比べて、繊維WCS
は少ないものの低消化性繊維の割合が高いのが特徴であり、繊維含量に比べて物理的効果

。 、 、が高いといえます そこで 通常の考え方で繊維の推奨値に合わせて必要量を計算すると

他のイネ科牧草に比べてより多くのイネ を給与しなければならないことになってしWCS
まいます。しかし、ＮＤＦ等の繊維の推奨値は、もともと乳成分の安定のために必要な飼

料の物理性を確保するための目安であり、物理性の面から必要量を決定すればよいはずで

す。物理性については、他のイネ科牧草と同等の性質を有することから、繊維の成分含量

についても他のイネ科牧草と同等（ で 程度）として計算すればよいでしょう。NDF 65%

項目 DM EE CF NFE 採食 反芻

未消化籾
排泄率

0.95** -0.67* -0.63 0.72* -0.63 0.13

*：P<0.05

表６．化学成分、行動と未消化籾排泄率の関係
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７．おわりに

異常気象が続く近年では、食糧自給率の向上がより一層の課題となっています。良質な

蛋白質等を供給してくれる畜産物は、日本の食卓に欠かせない食品となっており、その生

産を支える飼料の自給率を上げることが、明日の豊かな食を保証する筋道といえます。そ

のような状況の中で、水田を保持しつつ飼料の自給率向上に役立つ「飼料イネ」の取り組

みはますます重要になってくるでしょう。日本の明日の食文化の形成につながる方策の一

つとして 「飼料イネ」に取り組んで欲しいものです。本研修資料が、その一助になれば、

幸いです。
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はじめに                             

 稲発酵粗飼料を給与した肥育試験では、ビタミンＡ制御型肥育への稲発酵粗飼料の

利用については、かなりの研究蓄積がみられます。また稲発酵粗飼料を利用した牛肉

の高付加価値化のため、稲発酵粗飼料に豊富に含まれるビタミン E を利用した牛肉の

品質保存に関する研究も進展してきました。さらに稲発酵粗飼料を用いた肥育試験は、

黒毛和種が中心でしたが、交雑種、ホルスタイン種まで肥育試験が行われ一定の成果

が出ました。ここでは、これまでに行われた肥育試験の中で最も試験例の多い黒毛和

種を中心に稲発酵粗飼料の給与法を解説するとともにビタミンＥを利用した高付加価

値化への取り組みについて述べます。また繁殖牛と育成牛への稲発酵粗飼料の給与に

ついても触れたいと思います。 

 

１．稲発酵粗飼料の飼料特性 

稲発酵粗飼料は、イタリアンライグラスなどの牧草と比較すると、ケイ酸含量が多

い影響で灰分が多く、粗蛋白質がやや少なく７％程度です。栄養価は、品種や熟期な

どで異なってきますが、TDN（可消化養分総量）含量でおよそ 52～55％の範囲です。

稲発酵粗飼料の物理性としては、粗飼料価指数（乾物摂取量当たりの総咀嚼時間）に

関するデータが黒毛和種繁殖牛で出されていますが、稲ワラ 77.6 分、稲発酵粗飼料

70.7 分、チモシー乾草 63.5 分という結果でした。したがって稲発酵粗飼料は、チモ

シ－乾草よりも反芻等を促す物理的特性に優れているという結果になりました。 

 稲発酵粗飼料のビタミン類の特性としては、β―カロテン含量は刈り取り時期や、

予乾の有無により変動の幅が大きく 2.7～57.7mg となっており、β―カロテン含量が、

稲ワラとほとんど変わらないものもあります。また、ビタミンＥ含量も変動の幅が大

きいですが、稲発酵粗飼料は稲ワラや牧乾草よりたくさんのビタミンＥを含んでいま

す。一般的にはビタミンＥ含量が多い稲発酵粗飼料はβ－カロテン含量も多い傾向に

あります（図１）。 
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図１ 稲発酵粗飼料中のβ－カロテン含量とビタミンＥ含量の関係 

 

２．稲発酵粗飼料のβ－カロテン含量について 

粗飼料に含まれるβ－カロテンは、動物の体内でレチノ－ル（ビタミンＡ）に変換され

ます。1mg のβ－カロテンは 400IU のビタミンＡに転換されます。したがってビタミンＡ

制御肥育へ稲発酵粗飼料を給与するためには、稲発酵粗飼料中のβ－カロテン含量の

把握と、その低減技術が必要と思われます。これまでのところβ－カロテン含量は飼

料イネの品種によって異なり、黄熟期でも稲ワラ並（0.5～9.3mg/DM kg）に低下して

いる品種もあることが示されています。また熟期によってβ－カロテン含量は異なり、

乳熟期から完熟期にかけて急激にβ－カロテン含量が低下することが分かっています

（表１）。 

 

表１ 各品種のβ－カロテン含量    （乾物中 mg/kg） 

品種名 乳熟期 黄熟期 完熟期 

ふくひびき 100.4a 28.4 9.9ab 

北陸１８７ 83.9ab 27.5 22.2a 

北陸１８４ 74.9bc 20.0 11.1ab 

クサユタカ 48.9d 7.4 4.8b 

どんとこい 62.8cd 10.5 6.7b 

注）各刈取期の異符号間に有意差あり（ｐ＜0.05） 富山県畜産試験場(2004) 

 

熟期においても 4８時間の予乾処理によって収穫機械の違いにかかわらず稲発酵粗

飼料のβ－カロテン含量を稲ワラ並に低下させることが可能であり、発酵品質の面で

も問題ないことが示されました（図２）。ロ－ルベ－ルサイレージとして稲発酵粗飼料

を貯蔵中にβ－カロテン含量が低下することが示されていますが、低下スピードは、

貯蔵条件等によってかならずしも一定ではありません。 

 

 



図２ 予乾時間と、材料草及び稲発酵粗飼料中のβ―カロテン含量 富山県畜産試験

場(2004) 

 

図１にも示しましたが、稲発酵粗飼料のβ－カロテン含量は非常に変動が大きいのが

現状です。購入粗飼料のβ－カロテン含量もまた変動が大きいですが、購入粗飼料に

対し自給粗飼料としての付加価値を高めるためには、この変動の幅をいかに小さくす

るかが重要であり今後の問題であると思います。また現在β－カロテン含量を正確に

把握するためＳＰＡＤ値を用いた推定法が試みられてはいますが、広く利用されるに

は至っていないと思われます。 

 

３．ビタミン A 制御肥育における稲発酵粗飼料の給与 

現在、肥育においては肉質向上のためビタミンＡを制御する肥育方法が広く行われ

ています。稲発酵粗飼料の給与時期を検討した山口畜試の結果(2002)では、黒毛和種

去勢牛を用いて９～15 ヵ月齢まで稲発酵粗飼料を給与した前期給与区と９～28 ヵ月

齢の全期間給与区の血液中ビタミン A濃度は、稲発酵粗飼料を給与した９～15 ヵ月齢

までは両区ともビタミンＡ濃度は 100IU/dl 以上の高い値を維持しました。15 ヵ月齢

以降は稲発酵粗飼料を給与しなかった前期給与区のビタミンＡ濃度は肥育とともに低

下し、50IU/dl 以下になったのに対し、全期間給与区はほぼ肥育末期を除けば 100IU/dl

以上を示しました。表２は肥育終了後の枝肉成績を示しましたが、脂肪交雑を示すＢ

ＭＳ.No、肉の色沢、きめしまりで前期給与区がすぐれており、その結果肉質等級、枝

肉単価も前期給与区が優れていました。この結果からみるかぎり稲発酵粗飼料を肥育

全期間に給与することは適切でないと考えられます。日本飼養標準（2000 年版）では

肥育後期のビタミンＡは特に制限しない方が良いとしています。実際、肥育後期に稲

発酵粗飼料を給与した区とビタミンＡ制限を目的に稲ワラを給与した区を比較した東

北農研センタ－の結果（2002）では稲発酵粗飼料区と稲ワラ給与区に増体や枝肉格付 

けで差は認められていません。したがって稲発酵粗飼料の給与を控えた方が良いのは

肥育中期と考えられます。 
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表２ 枝肉成績 

区分 枝 肉

重量 

歩 留

基 準

値 

ロ －

ス 芯

面積 

皮 下

脂 肪

の 厚

さ 

BMS 

No 

肉 

色沢 

肉 の

き め

し ま

り 

BFS 

No 

肉質 

等級 

枝肉 

単価 

前 期

給 与

区 

471.2 

±

33.6 

73.5 

±1.3 

 

56.2 

±6.5 

3.1 

±1.0

4.4A 

±0.5

3.6a 

±0.5

3.6A 

±0.5

3.0 

±0.0 

3.4A 

±0.5 

1540A 

±206 

全 期

間 給

与区 

471.0 

±

33.6 

72.6 

±0.9 

 

50.0 

±5.4 

2.6 

±0.6

2.8B 

±0.5

2.5b 

±0.6

3.0B 

±0.0

3.0 

±0.0 

2.0B 

±0.0 

1157B 

±22 

注）枝肉成績は日本食肉格付協会によるもので上段は平均、下段は標準偏差 

注）A-B：（P<0.01）、a-b： p<0.05) 

山口県畜産試験場 (2002) 

 

β―カロテン含量の低い稲発酵粗飼料では、全期間給与してもビタミンＡ制御肥育

が可能と考えられます。β－カロテン含量を低減化した稲発酵粗飼料（β―カロテン

含量は０～9.3mg/kgDM）を全期間給与した試験では、肥育中期以降、血液中のビタミ

ンＡ濃度は 40IU/dl まで減少させることができました（図３）。また枝肉格付けも稲ワ

ラを給与した牛と差がありませんでした。したがって稲発酵粗飼料中のβ－カロテン

含量に注意すれば、ビタミンＡ制御型の肥育においても稲発酵粗飼料を全期間給与す

ることは可能であり、稲発酵粗飼料の利用の幅が広がるのではないか期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．黒毛和種去勢牛の給与事例 

(1)摂取量と日増体量 
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図３ 血漿中のビタミンＡ濃度（富山県畜産試験場 2006） 



表３には、稲発酵粗飼料を用いた黒毛和種去勢牛の肥育試験成績を取りまとめて示し

ました。肥育前期は稲発酵粗飼料が多給され乾物で 2.2kg の稲発酵粗飼料が摂取されて

います。濃厚飼料の給与量が制限される場合が多いために濃厚飼料の摂取量は乾物で

5.7kg であるが、肥育前期の日増体量（ＤＧ）は 0.98kg と良好でした。肥育中期では稲

発酵粗飼料の給与を行わない試験が多く、稲発酵粗飼料を給与する場合でも、この時期

は濃厚飼料を多給するために、稲発酵粗飼料の摂取量は少なく、摂取量は乾物で 1.4kg
です。濃厚飼料の摂取量は乾物で 6.8kg、DG は 0.69kg であり、肥育後期の稲発酵粗飼

料の摂取量は乾物で 1.5kg、濃厚飼料は乾物で 6.8kg、DG は 0.66kg です。 
表３をもとに表４に肥育における稲発酵粗飼料の給与量の目安を示しました。 

 

表３ 稲発酵粗飼料を給与した黒毛和種去勢牛の肥育期ごとの飼料摂取量とＤＧ 

 肥育前期(13) 

9～14 ヵ月齢 

肥育中期(3) 

15～21 ヵ月齢 

肥育後期(8) 

22～28 ヵ月齢 

稲発酵粗飼料 2.2±0.7 1.4±0.9 1.5±1.1 

濃厚飼料 5.7±1.5 6.8±0.5 6.8±0.9 

摂取飼料合計 7.9±2.1 8.2±0.6 8.3±0.6 

ＤＧ 0.98±0.15 0.69±0.09 0.66±0.10 

( )の数字は試験区の数。飼料摂取量は乾物。       単位（kg） 

 

 

表４ 肉用牛去勢牛への稲発酵粗飼料給与例―１日当たり給与量（原物 kg） 

 全期間給与肥育＊ ビタミン A制御型肥育＊＊ 

肥育ステージ 

月齢 

前期 

10-15 

中期 

16-22 

後期 

23-28

前期

10-15

中期

16-22

後期 

23-28 

稲発酵粗飼料 6 4 4 6  2 

稲ワラ     1～2  

濃厚飼料 7 8 8 7 9 9 

＊＊稲発酵粗飼料のβ―カロテン含量（20mg/乾物 kg）より給与量を決定。特に、 

肥育中期にビタミンＡ給与量を抑制する。予乾した稲発酵粗飼料の場合は給与量 

を多くすることが可能 

 

(2)枝肉成績 

稲発酵粗飼料を肥育中に給与した牛の枝肉格付けは、肉質等級で２～４等級の範囲を

示し平均 3.2 であり、ＢＭＳナンバーは 5.4（2.8～7.3）でした。黒毛和種のＢＭＳナ

ンバーの全国平均が 5.0 なので、全国平均と比較しても肉質的には良好なものが得られ

たと言えるのではないかと思います。また肥育終了時の平均月齢は 27.2 ヵ月、体重は

712kg と黒毛和種去勢牛の全国平均を上回る増体を示すことから、黒毛和種去勢牛に稲

発酵粗飼料を給与しても増体、肉質の両面で稲ワラを中心とした従来の肥育法に比較し

て満足できる肥育成績が得られると思います。 



なお，脂肪の色（ＢＦＳナンバー）については、稲発酵粗飼料を給与してもほとんど

の試験で 3.0 であり、黒毛和種去勢牛の全国平均 2.9（日本食肉格付協会 2003）と差

がありませんでした。したがって給与される濃厚飼料にビタミン A が添加されていな

い場合、稲発酵粗飼料の給与による脂肪の黄色化は、問題にならないと思います。 

 

５．稲発酵粗飼料を用いた交雑種、乳用種去勢牛の肥育 

 交雑種去勢牛へ稲発酵粗飼料を肥育全期間にわたって給与すると、前期にチモシー乾草、

中後期稲ワラ給与を給与した慣行肥育に比較して、中後期の粗飼料摂取量が多く、増体が

優れる傾向を示しました。また、稲発酵粗飼料の全期間給与は、慣行肥育に比較して、枝

肉成績で差はないことが示されました（表５）。ただし、交雑種においてもビタミン A を

制限した肥育はかなりおこなわれており、稲発酵粗飼料の肥育全期間給与については、今

後も試験が必要と思われます。 

 

表５ 稲発酵粗飼料が交雑種去勢牛の枝肉成績へ及ぼす影響 

 枝肉重

量 

(kg) 

ロース

芯面積 

(cm2) 

バ ラ

厚 

 

(cm) 

皮下脂

肪厚 

(cm) 

BMS 

No 

BCS  

No 

BFS 

No 

枝肉格付 脂肪 

含量 

(%) 

WCS 区 421.3 47.4 6.4 2.4 4.0 3.7 3.0 A3B3C3 18.3 

慣行区 395.4 45.3 5.9 2.0 3.8 3.3 2.3 A4B3B3B3 20.7 

脂肪含量は、胸最長筋の値                     (畜産草地研究所 2005） 

 

乳用種では、乾物で肥育前期（６ヵ月間）26%、後期（6ヵ月間）16％混合したＴＭ

Ｒを肥育全期間給与した結果、ＤＧは 1.2kg をこえ、枝肉格付けも優れていました（表

６）。今後は、枝肉格付けのより向上をねらって肥育仕上げ時にトップドレス方式で増

し餌を行うか、肥育終了月齢を 20 ヵ月齢から全国平均の 22 ヵ月齢へ 2 ヵ月延長する

ことが必要と考えられます。 

 

表６ 枝肉成績の概要 

区分 枝肉重量(kg) ロース芯面

積(cm2) 

バラ厚(cm) 皮下脂肪

厚(cm) 

BMS(No) 

試験区１ 390.6±57.7 36.3±0.6 5.0±0.7 2.0±0.7 2.0±0.0 

試験区２ 376.9±53.9 37.0±7.5 5.1±1.1 1.2±0.2 1.7±1.2 

試験区３ 396.1±23.6 40.0±2.6 5.4±0.8 1.4±0.2 2.3±0.6 

試験区１：肥育の全期間稲ＷＣＳが 16%のＴＭＲを給与 

試験区２：肥育の全期間ＷＣＳが 26%のＴＭＲを給与 

試験区３：肥育の前期に 26%ＴＭＲ、後期に 16％ＴＭＲを給与した。 

                                                   鳥取県畜産試験場(2005) 

 

 



６．稲発酵粗飼料を用いた牛肉の高付加価値化 

現在、稲発酵粗飼料を利用した牛肉については各地でブランド化が試みられていま

す。牛肉がブランド化されるには、稲発酵粗飼料を給与することによって牛肉に何ら

かの付加価値が加えられることが望まれます。ビタミンＥは、抗酸化作用を有し筋肉

中に蓄積されると、肉色の退色や脂質の酸化を抑制すると言われています。良質な稲

酵粗飼料は先に述べたようにビタミンＥを乾物で 100mg/kg 以上含んでいるので、稲発

酵粗飼料を給与することによって牛肉中へビタミンＥを蓄積させることが期待ででき

ます。 

 稲発酵粗飼料を肥育後期に給与した篠田ら(2003)は、18.5 ヵ月齢から 10 ヵ月間以

上稲発酵粗飼料を黒毛和種去勢牛に給与し，イネ WCS＋C（配合飼料）区とイネ WCS＋C・

RB（米糠）・R（飼料米）区の血漿中α―トコフェロ－ル（ビタミンＥ）濃度は、ビタ

ミンＡ制御を行ったワラ＋C 区より高くなることを示しました。また体組織へのビタ

ミンＥの蓄積をみると、表７のように肝臓と半腱様筋中ではイネ WCS＋C 区とイネ WCS

＋C・RB・R 区のα―トコフェロ－ル含量はワラ＋C 区より高い値を示し、稲発酵粗飼

料は血漿だけでなく組織中のビタミンＥ含量を増加させることが示されました。三津

本（1995）は、肉色の退色や脂質の酸化を抑制する効果が明らかになるのは１ｋｇの

肉でビタミンＥが 3.5mg 以上蓄積される必要があるとしています。篠田ら(2003)の結

果では稲発酵粗飼料を給与することによって半腱様筋のビタミンＥ含量は、3.5mg 以

上の値を示しており、稲発酵粗飼料を給与することにより肉色等の品質保持といった

牛肉品質の向上が期待できます。 

 

表７ イネＷＣＳ、米ヌカ給与と肝臓および半腱様筋中のα―トコフェロ－ル含量 

α－トコフェロ－ル含量 ワラ＋Ｃ 

(n=3) 

イネＷＣＳ 

＋Ｃ 

(n=4) 

イネＷＣＳ＋

Ｃ・ＲＢ・Ｒ 

(n=4) 

肝臓中（μg/g） 1.7a 9.3b 6.5ab 

筋肉中（μg/g） 1.8a 3.7b 3.2b 

筋肉脂肪1g当たり＊（μg/g） 19 53 62 

＊α―トコフェロ－ル／脂肪による計算値 a,b  p<0.05 

Ｃ：配合飼料 ＲＢ：米糠 Ｒ：飼料米    （東北農研センタ－ 2003） 

 

日本短角牛に濃厚飼料を体重の 1.6％として、稲発酵粗飼料またはチモシー予乾サ

イレージを自由摂取させた肥育が行われました。その結果、稲発酵粗飼料区はチモシ

ー区に比較して濃厚飼料の摂取量は少ないが、肥育期間の増体はすぐれていました。

また牛肉（半腱様筋）中のα―トコフェロール含量は、稲発酵粗飼料区がチモシー区

より 1.8 倍も多くなり、その結果、保存中の肉色の褐色化が抑制されました。 
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図４ 半腱様筋中のα－トコフェロール含量（東北農研センター 2005） 
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図５ 冷蔵庫に貯蔵した半腱様筋中のメトミオグロビン割合の変化（東北農研セン

ター 2005）                   

 

篠田ら(2002)の結果では稲発酵粗飼料を原物で 6kg 採食させても稲ワラを給与した

区に比較して、濃厚飼料の給与量は減少しましたが、枝肉格付けに差が認められませ

んでした。それに対し稲発酵粗飼料を黒毛和種去勢牛へ肥育全期間にわたって多給し

た押部ら(2004)の試験では、牛肉に 3.5mg/kg 以上のビタミン Eが蓄積しましたが、枝

肉格付けでは必ずしも優れているとは言えない結果となり、現状ではビタミン E を牛

肉に蓄積させるための稲発酵粗飼料の給与量と枝肉格付けの関係は明確ではないと思

われます。したがって今後も稲発酵粗飼料の給与量や給与期間とビタミンＥの効果に

ついて検討すると同時に、枝肉格付へ及ぼす影響についても明らかにする必要があり

ます。 

さらに今後は牛肉脂肪の脂肪酸における n6/n3 比率の低下やＣＬＡ（共役リノール

酸）などの機能性成分含量の向上といった新たな付加価値の可能を検討するため、稲

発酵粗飼料の多給といった肥育技術の展開も必要になると思われます。また脂肪交雑

を中心とする枝肉格付け評価が重要であることはいうまでもないですが、稲発酵粗飼

料を給与した牛肉のおいしさに関する研究も今後重要となると思われます。 

 

７．繁殖牛について 

稲発酵粗飼料は粗蛋白質含量が少ないので，稲発酵粗飼料を単味給与した場合、繁



殖牛の蛋白質不足が懸念されます。稲発酵粗飼料を単味した場合、大豆粕やイタリア

ン乾草を併給した場合に比較して分娩から発情までの時間、分娩から受胎までの時間

が伸びています。また稲発酵粗飼料を単味給与した場合、授精回数も増加しています

（表８）。したがって、繁殖牛では稲発酵粗飼料の単味給与は避け、適切に他の飼料を

給与して蛋白質不足にならないように注意すれば、繁殖牛も問題なく飼育することが

可能であると思われます。 

 

表８ 繁殖機能および子牛生産性 

 妊娠期間 

（日） 

生時体重

(kg) 

分娩―発

情（日） 

分娩－受胎 

（日） 

授精回数 

（回） 

大豆粕区 288.5 33.1 57.5 68.3 1.5 

イタリアン乾草 289.5 33.9 52.0 57.3 1.3 

稲発酵粗飼料単味 286.5 26.4 77.8 114.5 2.3 

大豆粕区：ｲﾈ WCS に大豆粕を補給する区ｲﾀﾘｱﾝ乾草区：TDN 要求量の 40%はｲﾈ WCS、60%

はｲﾀﾘｱﾝ乾草                (九州沖縄農業研究センター 2005) 

 

表９には、２年間、稲発酵粗飼料を主体に繁殖牛を飼育した試験成績を示しました。

試験区の平均授精回数と分娩間隔は、チモシー乾草を粗飼料源として飼育した対照区

と差がなく、また分娩間隔は 365 日以内でした。従って、稲発酵粗飼料を使用して繁

殖牛を長期飼育することは可能です。 

 

表９ 繁殖成績 

  

n 

初回発情まで

の分娩後日数

受胎までの

分娩後日数 

平均授精 

回数 

分娩間隔 

（日） 

平成 16 年度      

  試験牛 4 54.3 81.5 1.8 367 

  対照牛 4 42.3 67.0 1.3 352 

平成 17 年度      

  試験牛 4 54.5 60.0 1.0 345 

  対照牛 4 75.0 75.0 1.0 360 

平成 16,17 年度まとめ     

  試験牛 8 55.6 70.8 1.4 356 

  対照牛 8 58.6 71.0 1.1 356 

                     （長野県畜産試験場 2005） 

 

８．育成牛について 

育成牛への稲発酵粗飼料の給与では、β―カロテン含量は問題とならないので、稲

発酵粗飼料は育成用粗飼料として利用可能です。表 9 に 4 ヵ月齢から 108 日間交雑種

肥育素牛へ稲発酵粗飼料を給与した結果を示しました。稲発酵粗飼料の飼料摂取量は

チモシ－乾草と同様であり、試験期間の増体量も稲発酵粗飼料区とチモシ－区で差が



ありませんでした。また稲発酵粗飼料の血液中ビタミン A 濃度は 90IU/dl と健康なレ

ベルを維持しました。したがって稲発酵粗飼は、粗蛋白質含量が少ないので蛋白質不

足にならないよう他の飼料を給与すれば、育成用粗飼料として利用できると考えられ

ます。 

 

表１０ 交雑種肥育素牛への飼料イネＷＣＳ給与試験 

試験区 稲発酵

粗飼料

区 

ﾁﾓ ｼ ｰ乾草

区 

供試頭数 5 5 

開始体重 111 108 

終了体重 259 248 

飼料摂取量、乾物 kg／日   

  稲発酵粗飼料 1.12  

  チモシ－乾草  1.17 

  濃厚飼料 3.82 3.81 

日増体量、kg／日 1.37 1.30 

（新潟県農業総合研究所畜産研究センター 2001） 
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稲発酵粗飼料の経営的評価
－生産・利用の現状と課題－

畜産草地研究所

山地畜産研究チ－ム

宮路広武

１．はじめに

稲発酵粗飼料生産・利用

は、専用収穫機の開発や水

田農業経営確立対策下での

助成制度に支えられ、平成

年度には を越え15 5,000ha
るまでに普及しましたが、

平成 年度から開始され16
た産地づくり対策への移行

に伴う助成制度の変更など

の影響により、生産面積の

縮小が懸念されています。

これまでの稲発酵粗飼料生産・利用は、生産コストと生産物から得られる粗収益に大きな差が

あり、この大きな差を助成金で埋めることで生産・利用が成立してきたと言えます(図１)。し

かし、新たな産地づくり対策への移行に伴い、一般的には、稲発酵粗飼料に対する助成金は減

額される傾向にあり、また、今後の情勢を考えた場合、助成金によって埋められていた大きな

差を、生産コストの低減と畜産農家の利用価格の上昇によって少しでも埋めていくことが求め

られています。

生産コスト(生産物単位当たり)の低減は、基本的には食用米と同様に、品種改良や肥培管理

技術の向上による反収の増加(土地生産性の向上)と直播や団地化などによる労働生産性の向上

により実現されるものであり、様々な技術開発や取り組みも行われています。

一方、畜産農家の利用価格の上昇方策については、稲発酵粗飼料の品質維持・向上への取り

組みも見られますが、これまでは、あまり積極的な取り組みがなされていない状況です。給与

実証事業などに支えられ、非常に低価格での利用を経験した多くの畜産農家にとって、利用価

格の上昇には、大きな抵抗があると考えられますが、より一層の稲発酵粗飼料生産・利用の定

着、拡大を実現するためには、利用価格の上昇は不可欠であると考えられます。

そのためには、稲発酵粗飼料品質の維持・向上など、畜産農家のデメリットを低減・解消す

ることが求められます。飼料としての稲発酵粗飼料のメリットを見出して積極的にアピ－ルし

ていくことも重要です。また、堆肥循環システムの構築など、飼料確保以外のメリットを付加

することも有効です。稲発酵粗飼料生産・利用の定着に向けて、単なる助成制度の一環として

の取り組みではなく、耕種、畜産の双方が、稲発酵粗飼料を販売、購入粗飼料としてより意識

し、生産・利用を行っていくことが求められています。

生 産 コ ス ト

利 用 価 格

図１ イネWCS生産・利用の現状と課題

助 成 金

利用価格の向上

生産コストの低減

定着に向けての課題

課題への対処法

・面積当たり生産コストの低減

・反収の向上

・イネWCS飼料価値、利用効
果の具体的、積極的提示

・品質などデメリットの解消

・堆肥循環システムなど飼料
確保以外のメリットの付加
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２．稲発酵粗飼料生産と助成制度の動向

稲発酵粗飼料作

16付け面積は 平成、

年度から開始され

た産地づくり対策

への移行に伴い、

大きく減少しまし

17 18たが、 年度、

年度とやや回復傾向にあります。

表１は、各県における稲発酵粗飼料の作付け面積の推移を示したものです。平成１２年度以

降、平成１５年度までは、順調に稲発酵粗飼料の作付け面積は増加してきていますが、平成１

６年度には、多くの県で作付け面積が減少しています。この様な、作付け面積減少の要因とし

、 、ては 平成１５年産の食用米価格が高かったことが影響している地域もあると考えられますが

新たな産地づくり対策下での稲発酵粗飼料への助成制度の変更も要因の一つであると考えられ

ます。

、 、 、産地づくり対策では 稲発酵粗飼料に対する助成金単価の決定は 各自治体に任されており

助成金単価は地域ごとに異なりますが、一般的には、産地づくり対策下(特に開始時)での稲発

酵粗飼料に対する助成総額は、水田農業経営確立対策時よりも減額(耕畜連携や給与実証助成

金も含めて)されています。

表２は、産地づくり対策下(平成 年度)における関東地方５地域での稲発酵粗飼料に対す16
る助成額を示したものです。表２に示した関東地方５地域での産地づくり交付金は、 当た10a
り２～５万円となっており、これに自治体独自の助成と耕畜連携推進対策、給与実証助成が加

わり、助成総額は、 万円から 万円までとなっており、地域によって差はありますが、6.6 10.8
水田農業確立対策時と同程度の助成金水準を維持している地域もあります。しかし、水田農業

経営確立対策時と同程度の助成金水準を維持している地域でも、平成 年産食用米価格の高15
騰により、大きく作付け面積を減少させている地域もあります。

また、中国地方の８つの自治体の事例(恒川他 )では、同じ自治体でも要件により助成2005
額が変動する地域もありますが、給与実証を含まない 当たりの助成金総額は、約５万円が10a
３地域、３～４万円程度が３地域などとなっています。

16 17 18なお、産地づくり交付金は、年度ごとの見直しが認められており、 年度から 年度、

年度へと、稲発酵粗飼料に対する助成金単価を増額している地域もあり、この点も、作付け面

積回復の一つの要因と考えられます。

表1　稲発酵粗飼料作付け面積の動向

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度平成17年度

A県 1.2 39.1 72.8 88.8 56.6 65.1
B県 31.3 69.9 117.9 156.3 144.3 130.6
C県 0.3 64.1 77.0 116.7 165.6 205.0
D県 41.7 79.8 83.9 119.9 82.9 85.3
E県 3.0 27.6 42.5 160.3 107.8 133.9

注：農政局調べ. 単位：ha

表２　産地づくり対策下での助成制度(平成16年,10a当たり)

地　域 産地づくり交付金 自治体助成金 耕畜連携 給与実証助成金 合　計
① 43,000 0 13,000 10,000 66,000
② 50,000 8,000 13,000 10,000 81,000
③ 50,000 35,000 13,000 10,000 108,000
④ 20,000 35,000 13,000 10,000 78,000
⑤ 50,000 22,000 13,000 10,000 95,000

注：1)面積用件や実績等により助成額が変動する地域もある。 単位：円

　　2)①～④は役場からの聞き取り調査、⑤は文献［2］参照。



- 3 -

３．稲発酵粗飼料の生産方式と費用

稲発酵粗飼料の生産方式には、様々な

。 、 、体系があります 生産方式は 大きくは

以下の４つの類型に区分出来ます。①耕

、 、種農家が 栽培から収穫調製までを実施

②耕種農家が栽培し、畜産農家が収穫調

製を実施、③畜産農家が、栽培から収穫

調整まで実施、④耕種農家が栽培し、コ

ントラクタ－等が収穫調製を実施の４類

型です。また、栽培方式も移植で行う方

式と直播で行う方式があり、収穫調製方

式も専用機を用いたダイレクト方式(写

真)と従来の牧草収穫機を用いる予乾方式とがあります。

この様に、様々な生産方式があり、地域毎に各種条件も大きく異なるため、稲発酵粗飼料生

産の平均的な生産コストを把握することは困難ですが、幾つかの事例での試算によると、栽培

費用が、概ね 当たり ～ 万円(移植・労賃込み)程度、収穫調製費用が、概ね ～10a 3.5 5.5 3.2
５万円(専用機・労賃込み)程度と考えられます。この試算に基づくならば、現在の 当たり10a
の乾物収量は、 ～ 程度ですので、専用収穫機体系での稲発酵粗飼料の乾物１ 当800 1000kg kg
たりの生産コストは、概ね 円程度と考えられます。稲発酵粗飼料の 含量を ％とす100 TDN 55
ると １ 当たりの生産コストは、概ね 円程度となります。TDN kg 182

、 、稲発酵粗飼料の代替飼料としては チモシ－やオ－ツヘイなどの購入乾草があげられますが

１ 当たり 円程度のチモシ－の２倍程度となってしまいます。TDN kg 90
栽培費用の具体的な試算例を見ると 中国地域での稲発酵粗飼料栽培費用のモデルケ－ス(育、

苗～管理)として 当たり、物財費 円、労働費 円、合計 円と試算され10a 34,000 20,000 54,000
ています(恒川他 )。また、別の事例(中央農業総合研究センタ－ )では、移植栽培で2005 2005
の 当たり生産費を物財費 円、労働費 円、合計 円と試算し、生産コス10a 36,172 20,400 56,572
トの低減が期待される直播きとの比較を行っています。この比較を見ると 作付け時の試10ha
算では、労賃を含めた栽培費用は、移植 円に対して、直播(打ち込み点播・カルパ－粉56,572
衣有り) 円となっていますが、物財費自体は増加しており、播種機が高額なため、現状51,874
の栽培面積以上の栽培を行わなければコスト低減は図れないとしています。また、大規模主穀

作農家の取り組みを事例に、移植栽培と麦間直播き栽培の比較を行っているものもあります。

物財費自体は、ほぼ同額ですが、栽培管理時間は移植栽培の約 ％に大幅に短縮され、労働34
費を含めた 当たりの栽培管理費用は、移植栽培の 円(うち労賃 円)に比較して10a 34,645 4,430
麦間直播栽培は、 円(うち労賃 円)となり、 円程度コストが減少するとして32,425 1,490 2,220
います(中央農業総合研究センタ－ )。2005
移植栽培では、食用米と同程度の費用がかかる事例が多く、直播による生産コストの低減が

期待されますが、現状では、直播は、移植に比べて反収が低い傾向があり、また、圃場毎のバ

ラツキの多さなども指摘されています。生産コストの低減分を反収の低下で相殺してしまわな

いような技術の確立が待たれます。

次に、収穫調製費用を見ると、専用収穫機体系での 当たりの稲発酵粗飼料の収穫調製費10a
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用は、収穫面積 の場10ha
、 、合 労賃込みで 円50,379

の場合 円程度20ha 31,257
と試算されています(中央

農業総合研究センタ－

)。費用の構成比を見2005
ると、 利用のケ－スで労賃を除いた費用の ％、 利用のケ－スで ％を減価償10ha 64.8 20ha 57.2
却費が占めており、この減価償却費を低減させることが、収穫調製費用を低減させることにつ

ながります。表３は、稲発酵粗飼料専用収穫機等の減価償却費の変動を示したものです。収穫

機とラッピングマシンのみ示していますが、利用面積を増やすことで大きな生産コストの低減

を図ることが出来ます。

専用収穫機体系では、収穫機とラッピングマシンなど合わせて１千万円以上の高額な投資が

必要であり、収穫調製費用の低減を実現させるためには、利用面積を増やし、面積当たりの減

価償却費を下げる必要があります。しかし、修理費の増大など、専用収穫機の耐久性に対する

問題も利用現場から聞こえるようになってきており、生産コスト低減の為には、より一層の耐

久性の向上も望まれます。

また、稲発酵粗飼料の収穫調製は、牧草収穫機でも行われています。一般的に、牧草収穫機

での収穫は、他の自給飼料生産との併用で減価償却費が低減され、低コストでの収穫調製を可

能にしますが、乾田でなければ作業が出来ない点などの制約もあります。

４．稲発酵粗飼料生産・利用の現状

１）耕種農家の現状

産地づくり対策下での耕種農家の稲発酵粗飼料生産による所得についての報告は少ないです

2005 14 10aが 中国地方のある事例(恒川他 )では 水田農業業経営確立対策時の平成 年度には、 、 、

当たり 円程度の所得が得られていた地域でも、産地づくり対策下の平成 年度には、48,000 16
当たりの助成金が 円から 円に大幅に減額されたことなどにより、 円程10a 63,000 23,000 2,000

度の所得しか得られなくなっていると推計し、多数の農家が稲発酵粗飼料生産から撤退した要

。 、 、 、因としています 一方で 継続農家が存在する理由として 他に適当な転作作物がないなかで

生産調整対応として水田休耕をしても管理費が必要となることなどを勘案して続けているとみ

られるとしています。また、関東地方のある事例(中央農業総合研究センタ－ )では、平2005
成 年度の稲発酵粗飼料生産による耕種農家(地権者)所得は、 当たり 円(耕種農家16 10a 23,000
への助成 円)程度であると試算されています。72,000
稲発酵粗飼料を作付けしている耕種農家の作付け意向を見ると、関東地方の食用米収益の高

、 、い地域での調査(中央農業総合研究センタ－ )では 稲発酵粗飼料生産の導入理由として2005
「助成金に魅力」をあげている農家が も多く、次に「栽培管理作業に慣れ」をあげている農

家が多いです。また、稲発酵粗飼料生産に継続的に取り組んでいる農家では 「新規機械投資、

が不要」を上げている農家も多く、食用米と同じ栽培管理で良いという認識などから導入され

ているものとしています。定着条件としては 「助成金水準の維持」をあげている農家が圧倒、

的に多いです。また、生産調整自体への取り組みについては 「生産調整自体に協力しない」、

と回答している農家が も多いです。稲発酵粗飼料生産への取り組み状況別(未実施・中止・

表３　稲発酵粗飼料収穫機等償却費(10a当たり)

取得価格 年償却額 　　　　　　利　用　面　積
10ha 15ha 20ha

専用収穫機 9,546,600 1,718,388 17,184 11,456 8,592
自走ラッピングマシン 2,173,500 391,230 3,912 2,608 1,956

合　計 11,720,100 2,109,618 21,096 14,064 10,548
注：残存率10％、償却期間５年． 単位：円



- 5 -

、 、「 」 、継続)で見ると 未実施農家では 生産調整に協力しない との回答が半数以上を占めており

継続農家でも 「助成金額に応じて決める」と回答している農家が半数を占めており、この地、

域での稲発酵粗飼料生産の継続性はかなり不安定な状態であるとしています。

関東地方の別の地域での調査(中央農業総合研究センタ－ )では、稲発酵粗飼料の定着2005
条件としては、やはり「助成金水準の維持」と回答している割合が も多いですが、助成金水

準による今後の作付け意向に関する問いでは 助成金が下がっても条件次第で作付けする 地、「 」「

域の取り組みに従う」と回答している農家が過半数を上回っている地域もあり、各地域の諸条

件によって取り組み意向は異なるものです。

２）畜産農家の現状

次に、畜産農家の側から、稲発酵粗飼料利用の現状を見てみます。これまでの畜産農家の稲

発酵粗飼料の実質利用価格は、各種助成制度に支えられ、低く抑えられていますが、稲発酵粗

飼料生産・利用の定着のためには、畜産農家の利用価格の上昇も不可欠です。

kg産地づくり対策下での畜産農家の実質利用価格を見ると 関東地方の５事例では 乾物１、 、

。当たり３円～ 円( 円～ 円が３事例)となっています(中央農業総合研究センタ－ )38 23 25 2005
TDN kg 16.1 45.2また、中国地方の２事例では、畜産農家の実質利用価格は、 １ 当たり 円～

、 、円となっており(恒川他 ) 何れの地方でも代替飼料として想定される輸入粗飼料よりは2005
相当低い価格となっています。

畜産農家に対して 稲発酵粗飼料の留保価格 購入上限価格 を調査したものがあります(中、 （ ）

央農業総合研究研究センタ－ 、平児 、千田 )。その評価は、農家毎に大きなバ2005 2005 2005
ラツキがありますが、高い評価をしている農家では、乾物１ 当たり 円以上と回答していkg 50
る農家もあります。

また、稲発酵粗飼料の留保価格（購入上限価格）については、肉牛農家の方が酪農に比べて

高い傾向が報告されています。この調査結果(千田 )を見ると、酪農では、自給飼料基盤2005
の少ない地域では、乾物１ 当たり 円付近に集中しているのに対し、自給飼料基盤の豊富kg 35
な地域では、 円前後に集中しています。肉牛農家では、生後２ヶ月未満の子牛(交雑種)を20
導入し育成肥育を行っている地域での評価が高く、 円以上と評価している農家も多いです50
が、繁殖農家の留保価格は分散しています。これらの結果から、稲発酵粗飼料の評価の視点が

多岐にわたること、飼料成分の評価は畜種により異なること、留保価格は農家間で著しい差が

あることが報告されています。

稲発酵粗飼料の品質への評価では、嗜好性が良いと言う評価が良く聞かれますが、やはり、

ロ－ル毎の品質のバラツキなどの問題も聞かれます。また、保管場所の問題やハンドリングの

問題など、品質以外の点で稲発酵粗飼料を低く評価する声も聞かれます。

稲発酵粗飼料を利用している畜産農家の利用理由、飼料としての評価を調査したものがあり

ます。関東地方の複数地域での調査結果(千田 ）を見ると、稲発酵粗飼料の利用理由とし2005
て、自給飼料基盤を有し家畜排泄物処理問題を抱えていない地域の酪農経営では 「助成金受、

給・安価な飼料」と回答している農家が も多いのに対し、自給飼料生産を行う農家が少なく

家畜排泄物処理に問題を抱える地域では 「家畜排泄物の利用促進」を理由とする農家割合が、

。 「 」 、高い結果となっています 肉牛農家では 家畜の発育・産肉性向上 を理由とする割合が多く

酪農より稲発酵粗飼料の飼料成分を評価する農家が多い傾向が伺えます。
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また、中国地方(６地域・ 戸・平均購入数 ロ－ル)で行われたアンケ－ト調査(恒川他31 139
)では、稲発酵粗飼料の品質に関して「満足 「ほぼ満足」との回答が ％、品質のバラ2005 74」

ツキは「少ない」との回答が ％、嗜好性は「良い 「やや良い」との回答が ％など、品74 62」

質に対する評価は良好であるという結果が報告されています。また、ロ－ルの取り扱いについ

ても「やや悪い」と回答した農家が ％いたにすぎず、保管場所についても「問題ない」と16
回答した農家が ％を占めています。一般的には、稲発酵粗飼料に対する畜産農家の評価と71
して、ロ－ル毎の品質のバラツキ、保管場所、ハンドリングを問題点として上げる声も聞かれ

ますが、中国地方での調査では、良好な評価結果が得られています。

稲発酵粗飼料の利用継続・増加の条件については、価格低下、長期保存・通年給予を求める

声の他、地域によっては、堆肥処理利用の支援を求める声も多く、稲発酵粗飼料生産を通して

の堆肥循環システムの構築も求められています。

３）定着に向けた取り組みの現状

稲発酵粗飼料生産・利用の定着を考える場合、生産コストの低減と畜産農家の利用価格の上

昇を実現する必要があります。この点の実現に向けて、生産現場でも様々な取り組みが、行わ

れています。

耕種農家に生産コストの低減や良質な稲発酵粗飼料生産へのインセンティブを付加するため

には、稲発酵粗飼料の生産量や品質が粗収益に反映される流通・取引システムの構築が必要で

す。例えば、中国地方の複数の自治体では、出荷奨励助成として、９ロ－ル目、 ロ－ル目10
など、一定の収量を越えた部分に対して 円～ 円の特別加算金を付加して、反収増へ500 3,000
のインセンティブを与えています(恒川他 )。2005

また、関東地方のある地域では、稲発酵粗飼料の品質維持・向上を目的に、収穫日、収穫圃

場等を記載したラベルをロ－ルに貼り付け、稲発酵粗飼料のトレ－スを可能にしています。こ

の地域では、耕種農家、畜産農家双方からの意見聴取も行い、耕種側への圃場荒廃対策や畜産

側への品質対策も行っており、この様な取り組みが、将来的な稲発酵粗飼料の定着に有効に働

くものと考えられます。

５．おわりに

稲発酵粗飼料生産・利用の定着を考える場合、生産コストの低減と共に、畜産農家の利用価

格の上昇を考える必要があります。そのためには、飼料の需要者である畜産農家のデメリット

を低減・解消していくことが求められます。また、飼料としての稲発酵粗飼料のメリットを見

出して積極的にアピ－ルしていくことも必要です。さらに、耕畜連携による堆肥循環システム

など、粗飼料確保以外のメリットを負荷出来る仕組みの構築も求められています。

一方、耕種農家に生産コストの低減や良質な稲発酵粗飼料生産へのインセンティブを付加す

るため、稲発酵粗飼料の生産量や品質が粗収益に反映される流通・取引システムの構築も望ま

れます。

稲発酵粗飼料生産・利用を取り巻く状況は、地域毎の各種条件により異なると考えられます

、 、 、 、が より一層の定着・拡大に向けて 単なる助成制度の一環としての取り組みではなく 耕種

畜産の双方が稲発酵粗飼料を販売・購入粗飼料としてより意識し、生産・利用を行っていくと

共に、この様な生産・利用を円滑にするためのシステムの構築が求められています。
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