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飼料用イネ：飼料として利用されるイネ。イネWCS、飼料米、稲ワラな

どが含まれる。

飼料イネ：イネの子実と茎葉を同時に収穫し、主にサイレージに調製

した飼料（稲発酵粗飼料、イネホールクロップサイレージ（WCS）
との表記される）。

飼料用米：飼料として利用される米。飼料米、ミニマムアクセス（MA）米、

古米などが含まれる。

飼料米：飼料用として栽培・収穫された米。加工の状態により、籾米、

玄米、ソフトグレインサイレージ（SGS）などと表記される。

飼料用イネ

イネWCS
（=稲発酵粗飼料）
（=飼料イネ）

飼料用米

稲ワラ
飼料米

古米
MA米など

籾米
玄米
SGSなど

籾米
玄米
SGSなど



飼料用イネ専用品種の特性と育種の現状 

 
（独）農業・食品産業技術総合研究機構 
作物研究所 低コスト稲育種研究チーム 

 加藤 浩 

 

１．はじめに 

 日本の米の消費量は 2007 年を除き一貫して減少を続けており、一般食用米を生産する

水田の作付面積は 163 万 ha（2008 年度）に減少し、全国で 100 万 ha 以上の生産調整水

田が存在している。また耕作放棄地も急速に拡大し、38 万 ha の耕作放棄地が存在する。

一方で、飼料として用いるトウモロコシや牧草は、長期的に需要が伸びている。しかし、

これらの飼料作物は畑作物である場合が多く、水分の多い日本の湿田での栽培に適さない

ものが多い。このような状況で飼料として飼料米や稲発酵粗飼料（イネ WCS）を生産す

ることにより、耕作放棄水田を解消し、国内産の飼料生産を増大させることが可能である。 
飼料として用いられるイネの品種は、その用途から玄米や籾が多収で牛、豚、鶏の濃厚

飼料として用いられる飼料米品種と、茎葉を含む地上部全体を収穫しイネ WCS として牛

の粗飼料に利用される WCS 用イネ品種に分けられる。飼料米品種と WCS 用イネ品種で

は、良食味性や玄米品質が重視される食用イネ品種とは求められる特性が異なる。飼料米

品種のもっとも重要な特性は、家畜に給与する玄米または籾の収量が高いことである。ま

た、WCS 用イネ品種の最も重要な特性は、収穫した籾と茎葉からなる地上部全体をイネ

WCS として牛に給与したときの可消化養分総量（TDN）が高いことである。輸入濃厚飼

料の国内での莫大な利用量からみれば、自給率向上のためには飼料米の栽培面積を大きく

拡大する必要がある。またイネ WCS については、輸入粗飼料はかさ張るために相対的に

輸送コストが大きく、国内産のイネ WCS は価格競争力の面で有利性が高いと考えられる。

またイネ WCS は牛の嗜好性も良く、牛に与えることよって肉中のビタミン E が増大し、

牛肉の品質を改善できるという知見が得られ、注目されている（石田ら 2007）。 
 

２．育成された飼料米品種とその特性 

 これまでに育成された水稲品種の中で、飼料米としての適性があると考えられる飼料米

品種の玄米収量を表１に示した。飼料米品種の玄米重は「きたあおば」、「北陸 193 号」、「モ

ミロマン」の 0.83 t/10a、0.77t/10a、0.82 t/10a が最も大きい。それぞれ比較の食用イネ

品種に比べて、28％、17％、37％高い玄米収量を示している。飼料米品種の耐倒伏性は食

用イネ品種の「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。穂

数と穂重の割合を示す草型は、飼料米品種ではやや穂重型～極穂重型であり、食用イネ品

種に比べて穂重型が多い。脱粒性は、やや難か難であり食用イネ品種と大差はない。 
 作物研究所で育成した「モミロマン」の草型は極穂重型で、登熟期間が長く、「日本晴」

より出穂は 2 日遅いが、成熟日は 12 日遅い。「モミロマン」の玄米は、玄米の腹白・心白・

乳白が著しく多く、玄米品質は「日本晴」より著しく劣る。「モミロマン」は屑米が 10％
程度含まれるが、家畜の飼料とする場合は屑米を含む粗玄米を飼料として用いる。現在、
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関東から九州までの広い範囲での適応性の検討を行っている。 

 

表１　飼料米品種の育成地での移植栽培による成績

品種名 育成地所在地 出穂期 成熟期 稈長 玄米重 玄米重

比較品種 (月．日） (月．日） （cm） (ｔ/10a) 比率（%）

きたあおば 北海道 8.01 9.27 79 0.83 128

(きらら397） 札幌市 8.01 9.20 69 0.65 100

べこごのみ 秋田県 7.25 8.31 79 0.69 106

(アキヒカリ) 大仙市 7.29 9.01 75 0.65 100

夢あおば 新潟県 7.29 9.10 86 0.72 97

ふくひびき 上越市 7.27 9.07 78 0.74 100

べこあおば 秋田県 8.07 9.24 70 0.73 106

ふくひびき 大仙市 8.04 9.12 72 0.69 100

クサユタカ 新潟県 8.05 9.26 87 0.73 116

（キヌヒカリ) 上越市 8.06 9.21 85 0.63 100

タカナリ 茨城県 8.13 10.01 74 0.73 122

ハバタキ つくばみらい市 8.09 9.26 80 0.60 100

ホシアオバ*1 広島県 8.13 9.31 101 0.71 116

クサホナミ 福山市 8.24 10.13 96 0.61 100

北陸193号 新潟県 8.16 10.04 80 0.77 117

（日本晴） 上越市 8.15 9.27 83 0.66 100

モミロマン 茨城県 8.15 10.09 89 0.82 137

(日本晴) つくばみらい市 8.17 9.27 90 0.60 100

ミズホチカラ 福岡県 9.02 10.31 76 0.73 120

(ニシホマレ) 筑後市 9.03 10.22 91 0.61 100

モグモグあおば 福岡県 8.17 10.08 104 0.75*3 109

(ニシホマレ) 筑後市 8.18 10.01 93 0.69
*3 100

クサホナミ*2 茨城県 8.24 10.08 95 0.67 146

はまさり つくばみらい市 8.30 10.07 96 0.46 100

クサノホシ*1 広島県 8.28 10.18 104 0.65 108

クサホナミ 福山市 8.24 10.13 96 0.61 100

ホシユタカ 広島県 9.04 11.04 93 0.65 112

（日本晴） 福山市 8.20 10.09 81 0.59 100

ホシアオバ、クサホナミ、クサンホシ以外は新品種決定に関する参考成績書による。

（）内の品種は食用イネ品種

*1：育成地におけるH15-19の平均値。なおTDNの測定はH16-H19の平均値。

*2：育成地におけるH11-12、H14-16、H18-19の平均値。

*3：風乾での水分含量を12%とした成熟期の推定値。  
 

 

３．各地域における飼料米品種の選定 

各地域の飼料米品種の選定に当たっては、品種の早晩性に注意し、十分に登熟すること

が可能な品種を選定する。早生から晩生まで熟期の異なる品種があるので、栽培方法（移

植栽培、直播栽培）に合わせてその地域に適した熟期の品種を選定する必要がある。早生

品種の耐冷性は不十分なものが多く、冷害の発生しやすい地域では注意が必要である。育

成地での出穂期を参考にして、適する出穂性の品種をいくつか選んで予備的に供試し、地

域ごとの耐病虫性も含めた総合的な適応性や収量性を調査する。各県の農業試験場、普及

センター等で飼料米品種の過去の作付データがある場合にはできるだけ活用し、選定の参

考とする。飼料米品種は収益性、タンパク質含量を上げるという観点から多肥栽培で多収

を達成する必要があり、選定に当たっても、食用イネ品種の栽培に比べて、多肥栽培での
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収量性や耐病虫性の評価が必要である。また、「モミロマン」のように同じ出穂期の食用イ

ネ品種に比べて登熟期間が 2 週間も長く、脱粒の問題も少ない品種の場合は、完全に登熟

するのを待って収穫する必要がある。屑米も利用できることから、食用イネ品種の場合の

刈り遅れによる胴割れも大きな問題にならないので、地域によってはこのような品種を用

いて立毛乾燥もある程度可能と思われる。 
 

４．今後の飼料米品種の育成方向 

玄米収量の高い飼料米品種は、大粒・長穂・密穂性など穂が重くなる性質を持つ“穂重型”
品種が、ほとんどである。この穂重型の特性を維持しながら、さらに稈を強化してより高

い耐倒伏性を導入することにより、多肥栽培でさらに高収量を達成する品種を選抜するこ

とが可能と考えている。また、「モミロマン」が示す登熟期間の長い性質も、多収化に寄与

するのではないかと思われる。飼料米品種では、屑米が多く玄米品質が低くても問題にな

らないことは、多収系統の選抜を行いやすくするという効果がある。 
飼料米品種の育成は、1982 年に始まった超多収プロジェクト（後続プロジェクトを含め

1995 年まで継続）により行われた部分と、2000 年から始まった WCS 用イネ品種を育成

するブラニチ 3 系（現在のえさプロ）で育成された品種の中から玄米多収型の品種を利用

することにより達成されている。飼料米品種の育成については、2 年前までは市場のニー

ズもなかったが、現在は、そのニーズが急激に高まっており、今後さらに多収で多様な飼

料米品種が育成されると予想される。 
 

５．育成された WCS 用イネ品種とその特性 

これまでに育成された WCS 用イネ品種の TDN 収量を表 2 に示した（表 1 と共通の品

種では、出穂期、成熟期、稈長、玄米重のデータは共通）。WCS 用イネ品種で最も重要な

TDN 収量は、「たちすがた」、「ニシアオバ」、「リーフスター」、「タチアオバ」の 1.20 t/10a、
1.17t/10a、1.17 t/10a、1.27t/10a が WCS 用イネ品種の中でも最大である。これらは、

WCS 用イネ品種の中でも、稈長が 1m 以上あり籾の割合が少ないが茎葉が多くて株全体

として多収となる茎葉多収型の品種である。それらの TDN 収量を食用イネ品種と比べる

と、「日本晴」に対して「たちすがた」が 18％高く、「ミナミヒカリ」に対して「タチアオ

バ」が 27％高い。 
茎葉多収型品種に対して、玄米収量が高く、それによって高い風乾全重と TDN 収量を

達成しているのが、「きたあおば」、「べこごのみ」、「夢あおば」、「べこあおば」、「クサユタ

カ」、「モミロマン」、「ミズホチカラ」、「ホシアオバ」、「モグモグあおば」、「クサホナミ」、

「クサノホシ」などの玄米多収型品種で、これらは飼料米品種でもある。 
茎葉多収型の品種の「たちすがた」、「ニシアオバ」、「リーフスター」、「タチアオバ」、「ミ

ナミユタカ」、「モーれつ」、「はまさり」、「ときわみどり」、「ルリアオバ」では、稈長が 90cm
以上である。玄米多収型の稈長はそれよりも低い。茎葉多収型品種の玄米収量は、比較品

種と同程度の品種もあるが、「リーフスター」等は少なく、籾の割合が少なくても茎葉が大

きく、株全体として多収となる。長稈でも、稈そのものの強さ（大川ら 2007）、根の張り

の良さ（坂井ら 2007）により、耐倒伏性が強い（表 3）。加えて、茎葉多収型品種では

WCS のロール中の籾の量が少ないため、排泄される未消化籾の量も少なくなり普及場面
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では好まれる。この籾が少なくても TDN が少なくならない性質は、稈と葉鞘の非構造性

炭水化物（NSC）が多い(松村 2007)ことによると考えられる。脱粒性は、「モーれつ」以

外については、「やや難」か「難」であり食用イネ品種と大差はないが、刈り遅れると脱粒

しやすくなる品種もあり、注意が必要である。 
 
表２　稲WCS専用品種のTDN収量

品種名 出穂期 成熟期 稈長 黄熟期 成熟期 玄米重 推定TDN 推定TDN 推定TDN収

（比較品種） 育成地所在地 乾物全重 風乾全重

(月．日） (月．日） （cm） (ｔ/10a) (ｔ/10a) (ｔ/10a) 含量（％）*1 収量(t/10a) 量比率（％）

きたあおば 北海道 8.01 9.27 79 1.42 1.76 0.83 60.9 0.89 122

(きらら397） 札幌市 8.01 9.20 69 1.22 1.45 0.65 59.3 0.73 100
べこごのみ 秋田県 7.25 8.31 79 1.17 1.55 0.69 62.1 0.73 106
(アキヒカリ) 大仙市 7.29 9.01 75 1.10 1.49 0.65 62.5 0.69 100
夢あおば 新潟県 7.29 9.10 86 1.52 1.73 0.72 61.2 0.93 105
（ふくひびき） 上越市 7.27 9.07 78 1.44 1.61 0.74 61.6 0.89 100
べこあおば 秋田県 8.07 9.24 70 1.37 1.77 0.73 61.9 0.85 110
（ふくひびき） 大仙市 8.04 9.12 72 1.23 1.54 0.69 62.9 0.77 100

クサユタカ 新潟県 8.05 9.26 87 1.50*5 1.71 0.73 58.1 0.94 103

（オオチカラ） 上越市 8.06 9.23 88 1.50*5 1.70 0.70 58.9 0.91 100

（キヌヒカリ) 8.06 9.21 85 1.44*5 1.64 0.63 - - -

ときわみどり 福岡県 8.04 9.26 103 1.75 - 0.62*5 56.6 0.99 115

(日本晴） 筑後市 8.07 9.17 83 1.39 - 0.59*5 58.2 0.86 100

ホシアオバ*3 広島県 8.13 9.31 101 1.52 1.91 0.71 58.6 0.91 103

（クサホナミ） 福山市 8.24 10.13 96 1.50 1.86 0.61 58.3 0.88 100
たちすがた 茨城県 8.11 10.05 109 2.02 2.19 0.60 59.6 1.20 118
(日本晴) つくばみらい市 8.16 9.27 90 1.75 1.85 0.56 58.0 1.01 100
モミロマン 茨城県 8.15 10.09 89 1.80 2.12 0.82 61.0 1.10 108
(日本晴) つくばみらい市 8.17 9.27 90 1.76 1.87 0.60 57.9 1.02 100

ミナミユタカ 宮崎県 8.28 10.08 101 1.29*5 1.47 0.31 - - -

モーれつ 佐土原町 8.28 10.08 104 1.21*5 1.37 0.27 - - -

（ユメヒカリ） 8.30 10.10 71 1.21*5 1.38 0.40 - - -

ニシアオバ 福岡県 8.19 9.28 105 1.97 2.24 0.65*2 59.3 1.17 115

(ニシホマレ) 筑後市 8.21 9.26 93 1.72 1.94 0.56*2 59.1 1.01 100

ミズホチカラ 福岡県 9.02 10.31 76 - 1.89 0.73 - - -
(ニシホマレ) 筑後市 9.03 10.22 91 - 1.79 0.61 - - -

モグモグあおば 福岡県 8.17 10.08 104 1.92 - 0.75*5 57.3 1.10 121

(ニシホマレ) 筑後市 8.18 10.01 93 1.53 - 0.69*5 56.8 0.91 100

クサホナミ*4 茨城県 8.24 10.08 95 1.85 2.08 0.67 59.2 1.10 105
(はまさり） つくばみらい市 8.30 10.07 96 1.67 1.90 0.46 61.1 1.05 100

クサノホシ*3 広島県 8.28 10.18 104 1.63 2.06 0.65 57.1 0.94 107

（クサホナミ） 福山市 8.24 10.13 96 1.50 1.86 0.61 58.3 0.88 100
リーフスター 茨城県 8.31 10.16 109 1.92 2.14 0.42 61.0 1.17 111
（はまさり） つくばみらい市 8.31 10.08 96 1.73 1.92 0.51 60.7 1.05 100

ルリアオバ 広島県 8.05 - 155*6 1.53 - - 46.7 0.72 94

タチアオバ 福山市 8.12 - 117*6 1.29 - - 59.4 0.77 100

タチアオバ 福岡県 8.29 10.19 106 2.13 2.41 0.66 59.5 1.27 127
（ミナミヒカリ） 筑後市 8.25 10.09 86 1.69 1.95 0.56 59.5 1.00 100

ホシアオバ、クサホナミ、クサンホシ以外は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。*3：育成地におけるH15-19の平均値。なおTDNの測定はH16-H19の平均値。
*4：育成地におけるH11-12、H14-16、H18-19の平均値。なおTDNの測定はH14-16,H19の平均値。*5：黄熟期籾重。*6：草丈。
なおTDNの測定はH14-16,H19の平均値。*5：風乾での水分含量を12%とした成熟期の推定値。  
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表３　稲WCS専用品種の特性

品種名 耐倒伏性 穂発芽性 脱粒性 縞葉枯 障害型 玄米千
真性抵抗性 圃場抵抗性 病耐病性 耐冷性 粒重ｇ

きたあおば やや弱 不明 難 + やや弱 不明 やや強 21.7

べこごのみ 強 易 難 Pib,Pik 強 罹病性 やや弱 22.0

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

べこあおば 強 やや易 難 Pita-2 or Pita やや弱 罹病性 弱 30.6

クサユタカ 強 やや易 難 Pia,Pik 中 罹病性 弱 35.

ときわみどり やや強 やや易 難 不明 不明 抵抗性 中 36.5

ホシアオバ やや強 やや易 やや難 Pita-2,Pib 不明 抵抗性 不明 29.4

たちすがた 強 難 難 Pib 不明 抵抗性 中 25.1

モミロマン 極強 やや易 難 不明 不明 罹病性 中 24.1

ミナミユタカ 強 易 難 不明 不明 抵抗性 不明 17.2

モーれつ 強 やや易 極易 不明 不明 抵抗性 不明 不明

ニシアオバ 中 易 難 Pia,Pikm 中 罹病性 不明 29.

ミズホチカラ 極強 やや易 難 不明 不明 罹病性 不明 23.0

モグモグあおば 強 やや易 難 不明 不明 抵抗性 不明 29.1

クサホナミ 強 やや易 難 Pia,Pii,Pik+α 不明 抵抗性 不明 21.7

クサノホシ やや強 難 難 Pita-2,Pib 不明 抵抗性 不明 24.3

はまさり 強 難 難 Pia,Pish やや強 抵抗性 不明 18.4

リーフスター 強 やや易 難 Pia,（Pik) 不明 罹病性 不明 20.3

ルリアオバ 弱 不明 難 不明 不明 抵抗性 不明 不明
タチアオバ 極強 中 難 Pia,Pii 中 抵抗性 不明 22.

一般食用米品種（比較）

日本晴 やや強 難 難 Pia 中 罹病性 極弱 20.

ニシホマレ やや強 やや易 やや易 Pia 中 罹病性 不明 21.
コシヒカリ 極弱 極難 難 　＋ 弱 罹病性 強 20.6

葉いもち

0

3

2

4

2

 
 

６．WCS 用イネ品種の栽培適地と選定 

図１は WCS 用イネ品種の栽培適地を示す。表 2 では、各品種を作物研究所の圃場（茨

城県つくばみらい市）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。WCS 用イネ品種の選定に当たっては、品種の早晩性に注意し、収穫適期である黄

熟期（成熟期の 10 日～14 日程度前の 50％の籾が黄化する時期）まで登熟することが可能

な品種を選択する。多肥条件で選定するのは飼料米品種と同様である。  
 

７．今後の WCS 用イネ品種の育成方向 

最近、「タナカリ」、「モミロマン」、「ミズホチカラ」、「ルリアオバ」に除草剤のベンゾビ

シクロンで、苗が枯死する甚大な薬害がでることが明らかになった(関野ら 2009)。他に、

「おどろきもち」、「ハバタキ」でも薬害がでることが分かっている。この除草剤は、多く

の製品に使われているので、今後、除草剤感受性を取り除いた品種を育成することが急務

である。 
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図１ WCS 用イネ品種の栽培適地 

 

TDN の全乾物中の割合を示す TDN 含量は、WCS 用イネ品種でも食用イネ品種でも

60％前後（畜草研の回帰式による場合）で大きな品種間差はない。これを向上させるため、

突然変異や既存の遺伝資源からイネのリグニン含量の低い系統を選抜育成し、消化率の向

上を図ることによる TDN 含量の向上を目指している（大川ら 2007）。加えて、いもち病

の抵抗性については、真性抵抗性を持つ WCS 用イネ品種が多く、圃場抵抗性については

不明のものが多い。今後は、真性抵抗性ではなく、圃場抵抗性を有する品種を育成する必

要がある。また、耐冷性についても不十分な WCS 用イネ品種が多いので、その強化も必

要である。 
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TDN 収量の向上については、玄米多収型品種の育成方向は飼料米品種と同じあり、穂

重型をさらに強稈化する等の方向が有効と考えられる。茎葉型品種の育成では長稈化も有

効と考えられる。TDN 収量でみると、最も高い品種は「たちすがた」「ニシアオバ」「リ

ーフスター」「たちあおば」であり、これらはすべて稈長が 100cm 以上の長稈の茎葉多収

型品種である。これまでの飼料米品種、食用イネ品種では、半矮性因子の導入により短稈

化し耐倒伏性を強化して、一方で穂を大型化し収穫指数を向上させることにより玄米収量

を高めてきた。しかし、WCS 用イネ品種では、収穫部分が籾や玄米だけでなく、茎葉も

含まれるので、長稈化と穂の小型化を組合わせる育種戦略を用いることが可能である。長

稈化することによりイネ群落中の CO2の循環が良くなり、結果として群落としての光合成

能が上昇することが考えられる（黒田ら 1989）。実際に、200cm を超える草高のイネで、

乾物重で 2～3t/10a の収量が得られたという報告があり（浦本ら 2007）、茎葉多収型品種

の育成では、長稈化と穂の軽量化を組合せるのも、有効な育成方向の一つであると考えら

れる。 
 
８．引用文献 

（１） 石田元彦・中西直人・三枝貴代・加藤 浩（2007）稲発酵粗飼料による牛肉の品

質改善．BIO INDUSTRY 24(3):5-14. 
（２） 大川泰一郎ら（2007）水稲長稈品種リーフスターの強稈性に関与するリグニン組

成．日本作物学会紀事 76（別１号）：252-253 
（３） 坂井 真ら（2007）強稈で乾物生産性の高い飼料用水稲新品種「タチアオバ」の

育成．育種学研究９（別１）：50 
（４） 松村 修（2007）飼料利用のための水稲茎葉部ＮＳＣ蓄積の品種特性．日本作物

学会紀事 76（別１号）：50-51 
（５） 関野景介・山田祐司・小柳弘 (2009) 飼料用イネ 19 品種・系統の水稲用除草剤

ベンゾビシクロン感受性．日本作物学会紀事別号 227：120-121 
（６） 黒田栄喜ら（1989）草高の異なる水稲品種の乾物生産の相違とその要因の解析、

とくに個体群内におけるガス拡散に着目して．日本作物学会紀事 58：374-382 
（７） 浦本右文ら（2007）高収性飼料イネ「Rayada」の窒素施肥反応．日本作物学会紀

事 76（別１号）：54-55 
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飼料用イネの低コスト多収生産技術 
 

                    （独）農業・食品産業技術総合研究機構   
                   畜産草地研究所 飼料調製給与研究チーム 

小林 良次 
 

１．はじめに 

 食料自給率を向上させつつ畜産経営を安定させるためには、国内で可能な限り飼料作物

を増産する必要がある。一方、主食用米は過剰生産により生産調整が行われ、その面積は

およそ 100 万 ha にもなっている。しかし、湿田を畑転換しても思うようには作物生産がで

きないため、現状では多くの水田が遊休化している。そのような中で、水を張った状態で

水田を利用できる飼料用イネの栽培が急速に拡大してきた。ホールクロップサイレージ

（WCS）用イネの栽培面積は 2000 年以来着実に増大し、2008 年度は約 8,900ha となってい

る。飼料用米の栽培も 2008 年の穀物価格高騰を背景にして急速に拡大し、2008 年度栽培

面積は約 1,600ha に達した。 

 WCS と飼料用米は、あくまで畜産物生産のための中間生産物であることから、低コスト

生産が も重要な課題といえる。WCS の生産費は 10a 当たり 5～6 万円台の事例が多いが、

各種助成金がなくなった場合でも再生産が可能な事例はかなり少数に限定されるであろ

う。また、食用米の生産費は平均で kg 当たり 200 円以上かかっており、このままでは飼料

用米として配合飼料の一部に使うことはとてもできない。 

 本稿では、WCS については重要なポイントに絞り、比較的新しい研究成果から栽培を主

とする関連情報を紹介する。飼料用米については取組みが新しいことから、栽培・収穫を

通しての基礎的なポイントを述べるとともに、今後の展望として現在プロジェクト研究で

実施されている栽培研究の主な内容を紹介する。 

 

２．WCS と飼料用米の基本的な栽培上の共通点 

 WCS 用イネと飼料米用イネの栽培には食用イネの技術が準用できる。しかし、食用イネ

では米の品質と収量の安定確保が主な課題であるのに対し、飼料用イネでは TDN（可消化

養分総量）単位収量当たりの低コスト生産が求められる。そのため、実際には食用イネの

栽培技術を様々に改変する必要がある。家畜が摂取する飼料用イネの TDN 量は、立毛での

地上部現存量から、収穫ロスやサイレージ発酵中のロス、家畜による子実の未消化など様々

な過程で減少していく。栽培という作業は 初の立毛収量を規定するものであり、飼料用

イネの生産工程全体の中で重要な部分を占めているといえる。 

 飼料用イネ生産における 重要課題はコスト低減であることは先述の通りだが、前提条

件がある。畑圃場で栽培する他の一般飼料作物と同様に、家畜糞尿由来の堆肥を用いるこ

とである。窒素等の環境負荷物質の持ち込みを 小限にするために堆肥は必ず利用される

べきであり、化学肥料代の節約にも有効であることから実利面からみても合理的である。 
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３．WCS 生産 

（１）WCS 用イネの栽培 

 近年の WCS 用イネの研究開発は、プロジェクト研究に限ってもその始まりから 10 年以

上が経過している。ここでは基本的栽培技術等は省き、堆肥利用を含む施肥管理等の WCS
生産上の重要課題に関連した研究を紹介する。食用米栽培技術からの主な改変部分は播種

量と施肥量であり、飼料用米の栽培でも同じであるので、この 2 点は飼料用米の項で後述

する。 

 多収のためには施肥管理の 適化が求められるが、現状の各種マニュアル等には、具体

的な施肥量等の記述は少ない。一方で、WCS 用イネはひとたび倒伏すれば収量と品質、収

穫作業の面から大きな損害が生じる。そのため生産現場では、収穫時期に一定期間倒伏し

ないことを 低条件とし、その範囲で 大限の収量を得られる技術が望まれている。栽培

研究では、これに対応できるきめの細かい施肥指針を策定する必要がある。例えば、実質

的被害を生じない倒伏程度を評点「2」までと想定し、倒伏させないための成熟期における

稲体窒素吸収量とそれを実現するための施肥量の目安を提案した研究がある（大平ら

2005）。このような考え方を拡張すれば、多収と倒伏防止を両立できる施肥技術を個々の

条件ごとに開発できるのではないかと考えられる。また、食用米で策定されているような

生育指標（目標収量を得るには茎数、穂数、籾数等がどれだけ必要か）を WCS 生産でも

品種・地域ごとに策定することが必要と考える。 

  堆肥施用に関して次のような研究が近年報告されている。堆肥の散布時期についてはこ

れまで科学的な検討は少なかったが、窒素の効率的利用の観点からは代かきの直前がよい

ことが示された（原 2007a）。関東で行われた試験では、牛糞おが屑堆肥等を年に 2t/10a
連用し、3 年目の湛水直播栽培において窒素施肥量を 2kg/10a 減肥することができたとして

いる（石川ら 2005）。また、堆肥を連用した圃場において WCS 用イネを無化学肥料で移

植栽培しても有意な減収がなかったことが報告されている（石川ら 2006）。これらの結果

は、堆肥施用が化学肥料削減に有効であることを示しており、コスト削減や資源循環の点

から注目される。ただし、過度の堆肥投入は土壌への過剰な養分蓄積を引き起こすので注

意が必要である。堆肥連用による元素の蓄積程度はカリウムが も著しいとされ、リンに

ついても一旦蓄積すると施用中止後も減少しにくい点で注意すべきである。これらの元素

は、牛が過剰に摂取すると他元素の摂取量とのバランスが崩れ、疾病を引き起こす危険性

がある。一般に WCS 用イネ中のカリウム含量は低いと認識されているが、土壌中の蓄積

濃度が極端に高まった場合には、飼料イネでも注意が必要と考えられる（原 2007b）。 

  栽培面積が拡大する過程では他作物の生産を阻害することは避けなければならない。

WCS 用イネ自体の栽培技術とは離れるが、漏生イネの雑草化は留意すべき課題である。秋

季の対応法としては落下種子の早期鋤こみが基本であるが、低温で鋤こみ後の出芽が期待

できない場合や鳥による摂食を望める地域では圃場表面に置いたままにする。近年は耕起

の時期・方法、薬剤や石灰窒素の土壌施用等について検討が行われている（大平・佐々木

2008）。春季の対策としては、移植栽培にしたうえでプレチラクロールやブタクロールを

含む剤を用いることが効果的である。 

 実施可能な地域は九州中部以南に限られるが、堆肥施用、多収および倒伏回避をバラン

スよく満たす栽培技術として「2 回刈り栽培」がある（図 1）。まず、九州沖縄農研の所内
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試験において、長稈品種の「多肥栽培」と「密植栽培」が多収を得るための栽培上の要点

であることを明らかにし（小林ら 2006a、2006b）、これを 3t/10a の堆肥を投入した農家圃

場において検証した。その結果、所内試験と同様の傾向が認められ（表 1）、3t/10a の堆肥

施用条件下における目標収量水準ごとの施肥量と栽植密度の基準が作成された（小林ら

2007）。 近では、生育期間の長い大型の品種「Taporuri」を供試し、鹿児島県の農家水田

における現地試験において、ロールベールによる乾物 1.8～1.9t/10a の実収量を得ている（中

野ら 2008）。 

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下
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図1.飼料イネ2回刈り栽培を含む年間作付体系．
注：九州中部で品種「スプライス」等の中生の晩の品種を用いる場合．

11月 12月5月 6月 7月 8月

湛
水

湛
水

9月 10月1月 2月 3月 4月

 

合計

草丈 茎数 乾物収量 草丈 茎数 乾物収量 乾物収量

（cm） （本/m2） （kg/10a） （cm） （本/m2） （kg/10a） （kg/10a）

27株 126 312 1078 72 246 469 1547
40株 122 253 1125 76 319 605 1730
27株 131 320 1217 73 254 510 1727
40株 138 248 1336 71 331 551 1887

分散分析1

** NS ** NS NS NS **
　栽植密度 NS NS NS NS ** ** *
　施肥×栽植密度 NS NS NS NS NS NS NS

圃場をブロックとした乱塊法で施肥体系の違いと栽植密度の違いを要因とする2元分散分析を
た．

．栽植密度と施肥量が飼料イネ2回刈り栽培の乾物収量に及ぼす影響（2000-2002年）．

1番草 2番草
処理区

標肥

多肥

　施肥

因子の効果：**（p＜0.01），*（p＜0.05），NS（p＞0.05）．
3年間の延べ6圃場試験の結果．
合計窒素量は標肥で17kg/10a，多肥で26kg/10a．株数は㎡当たり．

1

行っ

表1

 

 

直播栽培には多くの方式があるが、あらゆる面で満点のものはなく、個々の圃場条件に

合った方式を採用することが肝要である。直播と聞けば低コストが頭に浮かぶが、省力性

により削減した労働費の大部分は機械費や除草剤代、減収によって相殺されてしまうこと

が多く、大幅なコ

スト低減は実現

されていないの

が現状である。低

コスト生産の視

点からは、コスト

への影響が特に

大きい機械費の
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節減が重要であり、専用播種機が不要で背負い式動力散布機で対応できる散播直播が有望

と言える。しかし反面、出芽の安定性や耐倒伏性等は必ずしも十分でない点への注意も必

要である。 近注目されている鉄コーティング直播では（山内 2008）（図 2）、コーティ

ングに用いる鉄粉が酸素発生剤に比べて安価である。また、コーティング作業が時間に余

裕のある時期にまとめて行える点は労力平準化に有効であり、規模拡大を通じたコスト低

減に好都合である。 

（２）WCS の収穫調製 

 WCS 用イネは桿が中空でありロールベールに梱包後、ベール内部を嫌気的状態にするの

が比較的難しく、天然に付着している乳酸菌数が少なく、乳酸菌の栄養源となる可溶性糖

類もトウモロコシ等に比べ著しく少ない。そのため、乳酸菌等の添加が有効であり（図 3）、
現在はホモ発酵型乳酸菌の一種である「畜草 1 号」（ラクトバチルス・プランタラム）（蔡

ら 2003）が広く普及している。原料草 10t 当たりに 50ｇ（1 袋）の凍結乾燥製剤を用いる。

単純計算では生産コストを上げる要因になるが、品質確保とのバランスをよく考慮した上

で添加を検討するとよい。 

 収穫調製機械の詳細は他の講義で解説するが、コスト低減に重要な視点として、機械の

兼用利用がある。使用が可能な条件下では牧草用調製機械を用いたり、専用収穫機を様々

な草種の収穫に用いることが重要である。フレール型収穫機では冬作の牧草と麦類、暖地

型のイネ科牧草類（服部ら 2006）や小麦（守谷ら 2008）への適用例が報告されている。浦

川ら（2003）はコンバイン型専用収穫機がライコムギ等の 4 種の麦類に適用できることを

示した。また、 近市販された汎用型飼料収穫機は 3 種類のアタッチメントが用意されて

おり、その付け替えによって多様な草種の収穫に対応できる（志藤ら 2008）（図 4）。

 

 

４．飼料用米生産 

（１）飼料用米の栽培上の特徴と要点 

 WCS とは違い、飼料用米栽培で目的とする収穫物は粗玄米または籾米である。飼料用米

では、食味に関係する成分と外観品質、例えば玄米中のタンパク質含量やデンプン組成、

米粒の充実度やカメムシの吸汁痕等を食用米ほど気にしなくて良いので、労力とコストを
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削減できる他、思い切った施肥により収量の向上も期待できる。このようなことから、コ

スト低減に努めながら、籾容積（シンク）を多量に確保し、葉身（ソース）の光合成能力

を高く長期間維持することが飼料用米栽培の要点となる。 

（２）飼料用米栽培の基本的考え方 

 コスト低減には次のような 3 通りのアプローチがある。 

1）多収：飼料用米品種を適切な方法で栽培すれば 800kg/10a 程度の収量が得られる。一

般的な食用米の収量を 500kg/10a とすれば、栽培方法が同じと仮定した単純計算では、多

収化によって kg 当たりコストは食用米の 37.5％減となる。 

2）栽培法の低コスト化：例えば育苗を行わない直播栽培では、食用米栽培を対象とした

調査において、10a 当たり生産費の 1 割程度、労働時間の 2 割程度を削減できる。他に育

苗作業の一部を省略する栽培法として、乳苗栽培、疎植栽培等がある。 

3）規模拡大：栽培法の合理化による労働時間の削減は、規模拡大の促進にも有効である。

図 5 は食用米の例であるが、作付面積 1.0～2.0ha 層と 5.0～10.0ha 層の生産費を比べると、

面積が 5 倍になることによって生産費は 37％削減されている。 

図5．農家規模別の米の生産コスト

数字は平均を1.0とした指数．

農業経営統計調査報告「平成18年産 米及び小麦の生産費」より作成
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（３）栽培技術の基本 

 飼料用米栽培も WCS 用イネと同様に食用米向け技術を一部改変して行う。主な改変部

分は播種量と施肥管理（堆肥等の施用を含む）である。栽培に使用する機械体系は食用米

と同じである。 

1）作付け計画の策定 

 適切な作付け計画は、低コスト・多収栽培にとって必須である。手持ちの圃場の条件を

よく把握した上で、圃場選定、適切な作期・作型の設定、品種の選定等を行う。 

①圃場選定：効率的な作業を可能にするため、飼料用米圃場はできる限り団地化し、で

きれば水田輪作体系に組み込む。転換畑からの復元田、さらには大豆等の跡地であれば、

窒素施肥量を減らすことでコスト削減を期待できる。直播栽培をする場合は移植栽培より

も慎重に圃場選定を行い、特に雑草種子の多少、スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）の

有無、排水性等の土壌理化学性に注意する。 

②作期・作型の設定：同じ成熟期収穫である食用米の場合に準ずるが、品種の特性（日
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本型・インド型等）、食用米より登熟期間がやや長くなること等を見込んで設定する。ま

た、労力平準化と異品種混入防止の観点から、食用米との作業競合が起こらないよう注意

する。 

2）播種（移植栽培） 

 飼料用米品種には、食用米と比べて種子の大きな品種が多い。食用米と同じ設定で播種

すると、苗箱における苗密度が低くなり、本田移植時に欠株が生じる原因となる。そのた

め、大粒品種を移植栽培する場合は、播種量を割り増しする必要がある（表 2）。 
 

品種名 玄米千粒重
一般食用品種に対

する倍率
クサユタカ 34.5 1.5～1.7
夢あおば 26.5 1.2～1.3
ホシアオバ 29.4 1.3～1.5
クサノホシ 24.3 1.1～1.2
クサホナミ 20.3 0.8～1.0
べこあおば 31 1.4～1.6
一般食用品種 20～23

表2．主な多収米品種の玄米千粒重（ｇ）

 
3）直播栽培 

 入水してから播種する湛水直播、播種後に入水する乾田直播に大別されるが、いずれも

食用米や WCS の栽培で用いられる技術を準用できる。移植栽培と組み合わせることでリ

スクを分散できる。食用米や稲 WCS 栽培と同様に、①条件にあった播種法式の選定、②

出芽・苗立ちと初期生育の安定確保、③的確な雑草防除の 3 点がポイントであるが、玄米

の多収を求める飼料用米では、さらに④耐倒伏性の確保に留意する。実際の導入に当たっ

ては当該地域の試験研究機関や指導機関に相談する。 

4）施肥管理 

 ポイントは、①窒素供給量で 1.6～2.0 倍の多肥にする、②家畜ふん堆肥を用いる、の 2
点であり、WCS と共通である。食用米栽培との違いが大きい部分であるので、飼料用米栽

培を対象にそれぞれ以下に説明する。 

①多肥：玄米収量を 500kg から 800kg に増やそうとする場合、300kg の玄米とそれを生

産するための茎葉がより多く必要になる。玄米の増加分だけを考えても飼料用稲に窒素を

3.8kg/10a 多く吸収させる必要がある（玄米の原物中窒素含有率は 1.26％、標準飼料成分表

より）。仮に、飼料用稲による施肥窒素の利用率が 5 割とすると、増収のため 7.6kg/10a
の窒素増施が必要と計算される。このように飼料用米の多収栽培では多量の窒素施肥が必

要である。食用米栽培を基準とした場合にその量が 1.6～2.0 倍になることが経験的に認め

られている。 

②家畜ふん堆肥及び家畜尿液肥の使用：多肥栽培をする際に、窒素の増量分を化学肥料

のみでまかなうと多額のコストがかかる。飼料用米は家畜に給与されるので、その排泄物

をもとに製造した堆肥を耕畜連携により入手し、施用するのがコスト面から得策である。

これは資源循環の促進、環境負荷の低減の観点からも望ましく、WCS では牛、飼料用米で
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は豚や鶏も含めて実際に給与した家畜の排泄物を利用する。松山ら（2003）は施肥窒素削

減量の目安を例示している。 

 ここで述べた施肥量はあくまで目安であるので、耐倒伏性の低い品種、葉色が濃い場合

等は、追肥を控えるなどして適宜施肥量を減らす。 適な施肥量は種々の条件により異な

るため、葉色と草姿の観察を欠かさず、圃場の一角で施肥量を変えるなどの試みをすると

よい。また、葉身の光合成能力を高く長く維持するには、実肥などの後期追肥が有効であ

る。 

5）雑草および病害虫の防除  

雑草防除については、直播栽培では苗と雑草の生育が競合しやすく、特に乾田直播では

雑草が繁茂しやすいため、適期の除草剤散布が重要である。水田が傾斜していたり、凹凸

が多いと除草剤の効果にムラが出るので播種前の圃場の均平作業を徹底しておくことが重

要である。 

病害虫防除については、飼料用米に使用される多収米品種には病害抵抗性が付与されて

いるものが多いことから、品種毎の病害抵抗性を 大限に利用したり、予察情報に基づい

て防除を行うなど、農薬使用量を節減し、防除コストを抑えることが重要である。これら

の防除にあたっては、「稲」に登録がある農薬を用いることとし、そのラベルに記載され

ている薬剤の使用方法、使用量等農薬使用基準を遵守しなければならない。また、多くの

場合、籾米は玄米に比べて農薬の残留濃度が高いので、出穂期以降に農薬の散布を行う場

合は、籾摺りをして玄米の状態で家畜に給与する。籾米のまま、もしくは籾殻を含めて家

畜に給与する場合は、出穂期以降の農薬の散布は行わない。 

（４）収穫・乾燥技術の基本 

飼料用米の収穫作業・機械は食用米とほぼ同じである。多収をねらう飼料用米品種は食

用米品種と比べて籾とわらが多く、茎も固くて太いために、食用米と同じ作業方法ではコ

ンバインへの負荷が大きくなるため、うまく収穫作業ができないことがある。しかし、こ

の問題は、コンバインの走行速度を低くすることや刈り取り条数を減らすことにより、ほ

とんど解決できる。玄米の状態で長期貯蔵する場合は籾水分を 15%以下とする必要があり、

乾燥費用を節約するためにできるだけ立毛乾燥を行って低水分で収穫する。 

（５）今後の展望 

 農水省委託プロジェクト（えさプロ）では飼料用米の生産技術開発に取り組んでいる。

主要な目標は kg 当たりコスト 100 円、粗玄米収量 800kg/10a である。全国に展開している

7 つの研究機関が北海道（寒地）、東北（寒冷地）、本州（温暖地）、九州（暖地）につ

いて、それぞれの地域条件に応じた栽培技術を検討する。好条件の小規模試験で得た結果

を俗に「試験場データ」ということがあるが、これらの参画機関の大半は現地試験または

大規模試験を実施し、実規模でのデータ収集に努めている。検討している主な課題を表 3
に示した。この中から食味や外観をあまり気にしなくていい飼料用米だからこそ実現が期

待される特徴的な要素技術に絞って紹介する。 
1）直播栽培 

 直播栽培の検討を行う 5 つの機関で取組む方式が異なるのは、既にその地域で普及しつ

つある技術に着目して取り組んでいるためである。湛水表面散播は北海道農研と福島県（鉄

コーティング）が検討するほか、山形県と宮崎県のように、乾田直播等によって播種作業
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の能率向上と耐倒伏性確保を追求するとともに、徹底した作業能率の向上により負担面積

拡大を図る方向性も有望といえる。 

2）乳苗栽培 

  乳苗移植とは育苗日数を 8～10 日に短縮し、苗丈 8～10cm で葉数 1.5 枚程度の苗を本田

に移植する栽培法である。10a あたりの使用箱数も少なくて済み、新たな機械投資も必要

ない。移植後の初期生育が旺盛で茎数が確保しやすい特徴があり、そのことによって高収

量が期待できる（山形県が検討）。 

3）病虫害防除の削減 

 飼料用米には外観品質の視点自体がほとんどなく、例えばカメムシの吸汁痕を防ぐため

の薬剤散布をある程度省くことができると考えられる（山形県等が検討）。同様の発想で

防除薬剤の削減余地がないかをさらに検討する必要がある。また福岡県で取り組む疎植栽

培は株間の風通しを良くするので、病害防除の軽減に効果を示す可能性も考えられる。 

4）施肥の合理化 

 化学肥料、いわゆる金肥の節約は、肥料価格が著しく高騰している昨今では特に重要な

課題である。イネの施肥窒素利用率は一般に基肥で 3 割、穂肥でも 6 割と言われ、無効と

なる肥料は少なくない。屑米を含む粗玄米収量での多収を目指す飼料用米においては、特

にその専用品種を用いる場合、シンク（籾）容積を多量に確保し、ソース（葉身）の光合

成能力を高く長く維持することで収量性を高められると考えられる。多収と肥料利用率向

上の観点から、例えば生育後期の追肥等、食用米とは異なる施肥法を幅広く検討する必要

がある。このように施肥法の検討は重要なので全機関が取り組むこととなっている。 

 堆肥を数 t/10a 施用すれば、リンとカリはイネにとってほぼ十分な量が供給されるため、

安価な単肥の窒素（尿素や硫安）を施用するだけで済み、複合肥料を用いるより肥料代を

低減できる（山形県で検証）。堆肥を連用すれば窒素の肥効は年々増大するので、窒素肥

料をも減らしていくことができる。尿施用の場合は省力的な水口からの流入施肥を組み合

わせることができ、肥料代と労力の節減が同時に可能になると予想される。 

5）立毛乾燥 

 収穫時の玄米は水分含有率が 25％程度であるが、長期貯蔵のためにはそれを 15％程度ま

で下げる必要がある。一般に籾すりと乾燥で㎏当たり 20 円程度かかるとされており、立毛

乾燥によって乾燥時間を短縮できれば大幅なコスト低減が見込める。そのため、大部分の

機関（6 機関）で立毛乾燥の検討に取り組む。 

6）高温障害対応 

 食用米では暖地・温暖地を中心に夏季の高温によって収量低下が起きる事例が増えてい

る。そこで、夏場の高温期間の長い鹿児島県では、食用米栽培では行われていない 2 期作

栽培によって、登熟時の高温を回避しながら多収をねらう技術を検討している。 
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寒地 温暖地

北海道農研
山形県農業総合
研究センター

福島県農業総合
センター

岐阜県中山間農
業研究所

福岡県農業総合
試験場

宮崎県総合農業
試験場

鹿児島県農業開
発総合センター

多収による低コスト化 多収品種の育成 ○

品種選定 ○ ○ ○ ○ ○ ○

施肥法の検討 ○ 葉色診断 堆肥利用 ○ 堆肥利用 ○ ○

播種量の検討 ○

高温期の登熟回避（二期作） ○

栽培法の低コスト化 直播 湛水表面散播
湛水土中直播
（乾田直播）

鉄コーティング
直播

湛水土中直播 乾田直播

立毛乾燥 ○ ○ ○ ○ ○ ○

疎植 ○

防除の削減
単剤使用，

いもち・カメムシは
一回のみ防除

○ ○ ○

深水管理 ○

乳苗移植 ○

規模（面積）拡大 直播で想定可 直播で想定可 直播で想定可 直播で想定可 直播で想定可 二期作による

その他
糯品種の検討，
落水時期の検討

漏生籾防除

表3．各参画研究機関が検討する飼料用米栽培技術．

寒冷地 暖地
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飼料用イネの調製・加工技術 
 

（独）農業・食品産業技術総合研究機構  
畜産草地研究所 飼料調製給与研究チーム 

                                 喜田 環樹 
１．はじめに 

 国内における飼料作物生産の拡大は、食料自給率の向上面から重要な課題となっている。

特に平成 18-19 年の輸入飼料価格の高騰により、自給粗飼料・穀物生産の重要性が再認識さ

れ、飼料増産及び遊休水田の活用が期待されている。 
 遊休水田の活用では、稲発酵粗飼料（イネ WCS）および飼料用米の生産拡大が推進され

ている。イネ WCS 用イネの作付面積は平成 15 年の 5,214ha から平成 20 年の 8,931ha に増

加している。また飼料用米の作付面積も平成 20 年で 1,611ha と急増している。 
 これらの水田で生産される飼料は、従来の畜産農家圃場で生産される自給飼料と異なり、

流通する飼料という側面を持つ。すなわち畜産農家からは購入飼料、耕種農家からは換金

作物として扱われている。輸入乾草や配合飼料と比較し、価格・品質面で競争力を持ち、

かつ安定して入手可能な生産・利用体系が求められている。 
 今後は、専用収穫機を有するコントラクター組織による大規模な収穫調製・広域流通と、

TMR センターによる飼料の混合・調製利用が一体となって普及することが想定される。 
 本稿では、イネ WCS の収穫調製、飼料用米の加工処理技術、ロールベールの流通、TMR
センターでの調製等に係わる作業機械の現状について述べる。 
 
２．イネ WCS の収穫調製機械 

 （１）牧草用調製機械（予乾体系） 

  イネ WCS の圃場は畜産農家から離れて

いる場合が多く、収穫されたイネは圃場か

ら畜産農家に運搬する必要がある。そのた

め施設型サイロに運搬し調製する体系より

も、ロールベールに調製してから運搬する

体系が適していると考えられる。 

 
 
 
 
 
  畜産農家が保有する大型の牧草収穫機体

系では、軟弱な水田圃場におけるイネ WCS
の収穫調製作業に困難が伴うが、現状では、

畜産農家が牧草調製作業に利用している機

械の流用利用事例が半分ほどをしめると考

えられる（図 1）。 

 
図 1 イネ WCS の刈り取り事例 

（農研機構・畜草研） 
 
 

 その理由として既存の機械による作業のため、新規の機械設備費が少なく、安価に調製

できることがあげられる。しかし牧草収穫体系では予乾したイネ WCS をロールベールに調

製するため、作業性やサイレージの品質面から、乾田状態で作業することが重要となる。 
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 （２）専用収穫機（ダイレクト収穫体系） 

 水田における牧草用調製機械での問題点を解決すべく、クローラ走行方式の自脱型コン

バインをベースにした専用ロールベール収穫機が開発された。専用収穫機は立毛状態で刈

り取ったイネを切断し、直接ロールベール成形するダイレクト収穫体系をとっている。コ

ンバイン型専用収穫機（浦川・吉村 2003a）（CR）とフレール型専用収穫機（FR）が普及し

ている（図 2）。またクローラ式の専用ベールラッパ（浦川・吉村 2003b）も開発されてい

る。これらの専用収穫機により、軟弱な水田圃場でもイネ WCS のロールベール調製が可能

となった。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 専用収穫機（左：CR 右：FR） 
 

 （３）細断型ロールベーラ方式収穫機 

 農研機構・生研センターにおいてトウモロコシ用に開発された細断型ロールベーラ（志

藤・山名 2002）は、数 cm に細切した材料をロールベール成形し、結束ネットにより梱包す

るため、高密度なロールベール調製が可能である（図 3）。イネ WCS を高密度の細断ロール

ベールに成形した場合、サイレージの品質改善に寄与することが多く報告されている（河

本ら 2005、喜田ら 2006）。 
 現在はコンバイン型専用収穫機に細断ロールベール機構を搭載した専用収穫機が市販化

されている（井尻ら 2006）（図 4）。またトウモロコシ・牧草・イネ WCS に対応する汎用型

飼料収穫機も市販化されている（志藤ら 2007）（図 5）。 
 イネ WCS のロールベール調製では細断型ロールベール方式が普及しつつある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 細断型ロールベーラとトウモロコシの細断ロールベール 
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    図 4 細断型専用収穫機       図 5 汎用型飼料収穫機 
     （農研機構・中央農研）      （農研機構・生研センター） 
 
３．飼料用米の加工処理技術 

 飼料用米としての利用は、政府備蓄米（ミニマムアクセス米（MA 米）主体）の払い出し

利用と、畜産利用目的で栽培収穫される自給飼料用米利用の２つに分けられる（表１）。 
（１）MA 米、古米利用について 

 輸入飼料の高騰に伴い、政府備蓄の国産米（古米）と MA 米の飼料利用が急増しており、

平成 20 年は MA 米が 64 万 t 利用されている。これらは輸入穀物価格とほぼ同等の価格で飼

料工場に払い出しされ、破砕処理後に鶏・豚用途の配合飼料原料として利用されている（長

野 2008）。 
（２)自給飼料用米について 

 自給飼料用米の収穫調製は、食用米と同様に自脱型コンバインによる収穫が主体である。

収穫時の水分は 20％程度と高く、長期保存のためには食用米と同様にライスセンタ等での

乾燥処理が必要となる。一部では、乾燥処理のコストを低減すべく 30%以上の水分で収穫

した籾を密閉貯蔵しサイレージ発酵させるソフトグレインサイレージ(SGS)調製も検討さ

れているが、まだ試験的な段階である。 
 他に省コストの収穫技術として、収穫期を遅らせて圃場にて立毛状態で籾部の水分を

15％以下に低下させてから刈り取る立毛乾燥処理が報告されているが、鳥害や収穫ロスの

増加、穂発芽の発生等の問題が懸念される。 
 自給飼料用米は、殆どが豚給与に使われており、牛に対する取り組みはまだ試験的なも

のが多いのが現状である。 
            表 1 飼料用米の利用状況の推定 

輸入 玄米 4
輸入 精白米 453
輸入 破砕米 111

古米 国産 玄米 15％程度

自給飼料用米 国産 玄米
国産 籾米 **

自給飼料用米サイレージ 国産 籾米 30～35％

　　　　　*　：農林水産省資料より抜粋　平成19年度実績値
　　　　**　：飼料米の収量目標値800kg/10aで平成20年度作付け面積1600haから推算

乾燥処理後

15％程度13 試験段階

MA米
* 15％程度 配合飼料材料

として利用

産地 形態
使用量
(千ｔ）

-

利用実態水分
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（３）調製加工技術について 

 前述のように、飼料用米は豚・鳥への給与利用が大半で、牛への給与利用は殆どない。

その原因の一つとして、鶏・豚と異なり牛の場合、そのまま無処理で給与すると、穀実が

未消化のまま排出されてしまう問題があげられる。以下に消化性を改善するための飼料用

米加工処理技術について述べる。 
１）粉砕処理 

 ハンマミルに投入した材料を回転するハンマによる衝撃と粉砕室内壁面への衝突により

粉砕しながら、スクリーン(4.5mm メッシュ程度の篩)を通過するまで粉砕する方式である、

籾・玄米ともに粉砕可能である。 
２）圧ペん処理 

 粉砕ローラ間を通過させ、籾を圧砕する方式である。高圧・高温の水蒸気で加温・加湿

した後に圧砕する蒸気圧ぺん処理（図 6）も精麦工場等で行われている。蒸気圧ぺん処理で

は材料のデンプン質が α 化されるため、デンプンの消化速度が速まる。特に飼料用米では

デンプン質含量が高いため、圧ぺん処理による利用性の向上が期待される。 
 材料水分が高いと粉砕ローラ部でつまる可能性があるため、適性水分は 12～15％程度と

されており、飼料用米では収穫後の乾燥処理が必要となる。籾・玄米の処理が可能である。 
３）専用モミ粉砕機 

 V 字型の溝を有する粉砕ローラ間を通過させ、剪断力で籾を破砕する方式を開発した（図

7）。籾、玄米、飼料用イネサイレージ（WCS）を破砕でき、作業可能な水分範囲も広い。

SGS の処理も可能である。軽トラック等の荷台上で作業可能であり、飼料工場のような大

規模な設備がなくとも粉砕処理が可能である。 
 
 以上、飼料用米の加工処理は圧ぺん麦の処理を行っている精麦工場で処理が可能である

が、現状の飼料用米ではロットあたりの処理量が数 t 程度と少なく、工場のラインの稼働率

やコンタミの問題がある。低コストでの加工処理のためには、飼料用米の生産・利用拡大

が必要と考えられる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒸気処理

粉砕ローラ

蒸気処理

粉砕ローラ
粉砕ローラ

ホッパ

粉砕ローラ

ホッパ

   図 6 蒸気圧ぺん処理機           図 7 専用モミ粉砕機 
      （トーバク）           （農研機構・畜産草地研、デリカ） 
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４．イネ WCS の流通 

 前述のように、水田圃場等での飼料生産はロールベール調製が主体となっている。圃場

での麦等の後作作付けもあるため、収穫後はロールベールを速やかに保管場所へ輸送する

必要がある。多くの現場においては、トラックがロールベールの輸送に用いられているが、

効率面やロールベールの積込・荷降ろしにロールベールグラブ付トラクタや重機が必要な

ため、それに関連する技術開発が求められている。 
 農研機構・畜産草地研究所では、コンテナ部を着脱可能な脱着式ボディトラック車を核

とした、ロールベールの輸送の効率化について検討中である（松尾ら 2006）（図 8）。また

石材や建材用のクランプを改良したロールベール用の懸架式クランプについても検討中で

ある（喜田ら 2007）（図 9）。 
 他に TMR センタ等での事例としては、ロールベールの搬送に使用する簡易なベルト方式

（図 10）や荷受けネット等の補助具が用いられている（図 11）。この場合、クレーンでロー

ルベールの積込・積降が可能なため、ユニック車等でロールベールの配送が可能となる。 
 また、ロールベールの保管場所から畜産農家までの輸送時に運送業者に委託し、大型ト

ラックにフォークリフトで 2 段積みして低コストで長距離輸送している事例もある。 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     図 8 ベールラッパによるロールベールの開発コンテナへの積載事例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 9 ロールベール用クランプによる搬送事例(左：ユニック車、右：フォークリフト) 
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東日本くみあい飼料 
下川フィードサービス 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    図 10 ベルト方式         図 11 荷受けネット方式          
 
５.ＴＭＲ調製機械 

（１）ＴＭＲセンターの調製手法 

 農家における給与作業の省力化、コスト削減のために、飼料を一括調製する TMR センタ

が普及してきている。TMR センターは TMR ミキサ等を有し、設計量の乾草や配合飼料を

投入し、攪拌混合後、品質のチェックを行い、利用農家へ配送するシステムをとっている。 
 これまで、北海道を除く府県の TMR センターでは、輸入乾草・配合飼料の利用が主で、

自給粗飼料の利用事例は少なかったが、昨今の輸入飼料価格高騰により、地域で生産され

た自給粗飼料や、低・未利用資源の利用が増える傾向にある。 
 特に近年利用が増えているのが食品残渣の利用である。食品残渣は乾草・配合飼料に比

較して、高水分の材料であるため、これらを混合した TMR は、品質安定化を図る目的で一

度密閉貯蔵して発酵させてから家畜に給与する「発酵 TMR」としての利用が増えつつある。 
 発酵 TMR は、ビニール製の内袋を入れたフレコンバッグに混合した TMR を投入し、脱

気後、密閉貯蔵する事例が多い（図 12）。しかしながらこの方法では、カビ等の発生による

品質劣化や、トランスバックの洗浄処理等のコストが問題となっている。この問題を解決

するため、一部の TMR センターでは、TMR を高密度に密閉調製可能な専用機を開発し、

品質の改善を行っている（図 13）。 
   
 
 
 
 
 
 
 
                      図 13 高密度圧縮調製事例 
   図 12 フレコンバック調製       （ディリーサポート士別） 
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 北海道では、大規模なバンカーサイロで調製した牧草サイレージやトウモロコシサイレ

ージを主体とした TMR を調製し、フレッシュタイプで近隣の農家へ配送する TMR センタ

ーが増加している。このようなセンターは発酵 TMR にさほど取り組んでいないものの、一

部では余剰サイレージの販売等で梱包・密封型サイレージを広域配送しており、今後、自

給粗飼料流通が広く普及していく可能性は高い。 
（２）細断型ロールベーラ方式 TMR 調製機械 

 上記の TMR の高密度調製技術として細断型ロールベーラによるロール発酵 TMR 調製に

ついて多くの研究報告がなされている。ラップフィルム、結束ネットのコストもかかるが、

長期にわたり高品質の TMR を保存可能なことから、技術の普及が期待されている。 
 現在細断材料をロールベール成形可能なロールベーラは国内 2 社、国外 2 社が市販化し

ており、TMR 調製利用事例は増えつつある。 
 ベールラッパ機能追加された細断型ロールベーラ（通称：コンビラップ仕様）を核とし、

TMR ミキサと組み合わせた TMR 用細断型ロールベーラ調製システムが開発され、数件の

TMR センターにおいて稼動している（図 14）。 
 また農研機構・生研センターでは、農家規模に応じた径のロールベールを成形可能な可

変式細断型ロールベーラを開発中である。 
  

TMRミキサ

投入コンベア
細断型ロールベーラ部
（コンビラップ仕様）

東日本くみあい飼料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 14 TMR センター用細断型ロールベーラ 
 

６．さいごに 

 近年、コントラクター等によるイネ WCS 等自給粗飼料のサイレージ調製や発酵 TMR の

調製、さらにはこれら飼料を広域流通させる事例が増えつつある。おりしも輸入飼料高に

より、TMR センター等では、自給粗飼料に対する関心が高く、ロール発酵 TMR 調製の取

り組み事例も増えつつある。 
 また粗飼料流通現場においては、ロールベールは換金作物としての側面をもつことから、

輸送効率・品質管理技術の開発が急務となってきている。研究現場では、そのような飼料

生産現場の期待に即応できる技術要素の開発とシステムの構築を急ピッチで求められてい

ると強く感じている。 
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飼料米の豚への給与技術 

 

（独）農業・食品産業技術総合研究機構 
畜産草地研究所 分子栄養研究チーム  

勝俣 昌也 

 

1. はじめに 

現在の食料・農業・農村基本計画が策定されたのは 2005 年 3 月なので、すでに 4 年以上

経過した。その中で、2015 年までに飼料自給率を 35％にまで高めることが目標とされ、わ

れわれ家畜栄養に関わる研究部門は、さらに緊張感を持って仕事に臨むことになった。し

かし、農政からのこの要請に緊張はしたものの、輸入穀物の価格が高騰することまではま

ったく予想できず、この間、日本国内の畜産生産者にとっては、大変難しい情勢となった。

このような背景から、飼料米が配合飼料の原料として注目されるようになった。後述する

ように、コメの栄養価はトウモロコシと比較しても遜色はないので、配合飼料原料として

組み込んでいくのは比較的容易である。しかし、コメを活用するとき、コストの問題は当

然考慮しなければならないが、さらに安全性が担保され、飼養成績や枝肉成績も良好なこ

とが前提となる。欲を言えば、コメの給与によって、高品質で特徴のある畜産物生産が可

能ということになれば、消費者からの支持も得やすくなる。 
本テキストでは、コメの栄養価を確認した上で、飼料米の給与が肥育豚の発育と脂肪性

状にどのような影響を及ぼすのか、筆者が参加した農水省プロジェクト「新たな農林水産

政策を推進する実用技術開発事業」の課題、「多収飼料米品種を活用した高品質豚肉生産シ

ステムの確立」で得られた成果を中心に紹介する。 
 

２. コメの栄養価 

表１では、2001 年版の日本標準飼料成分表に示されているコメの一般成分組成ならびに

主要必須アミノ酸含量を、トウモロコシと比較した。豚では、玄米を活用するのが原則と

なる。そこで、玄米をトウモロコシと比較すると、一般成分も必須アミノ酸も、ほとんど

の項目で同程度である。必須アミノ酸のひとつ、ロイシンだけが玄米で低い。肥育豚の飼

料中の必須アミノ酸の理想パターンでは、リジンとロイシンは同じ比率になっている。一

方、玄米中のロイシン含量はリジン含量の 2 倍である。玄米を配合したからといってロイ

シンが不足することはないだろう。 
次に消化性を検討する。2001年版の日本標準飼料成分表に示されている一般成分の消化

率と、主要必須アミノ酸の回腸末端における真の消化率を表2に示した。玄米とトウモロコ

シを比較すると、粗脂肪と粗繊維の消化率がやや低いが、ほぼ同程度の栄養価とみてよい。

もみ米の粗繊維の消化率が0％となっているのは少々極端だと思われるが、森山ら(1985)の
報告では、もみ米の粗繊維の消化率は5～10％程度となっている。したがって、もみ米は消

化率が低いことを留意しなければならない。また、もみ米については、粉砕粒度を小さく

すれば利用できるのか、ソフトグレインとすれば利用できるのか、現在国内の研究機関で

検討中なので、その結果が待たれる。一方で、もみ米を給与する場合は、出穂期以降の農
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薬散布を控えるなど、栽培上の注意も必要である。いずれにしても、肥育豚の飼料として

玄米を利用するのであれば、コメの栄養価に大きな問題はないだろう。 
一方で、コメの栄養価の変動については留意しておく必要がある。平成 20 年度に全国

15 箇所で飼料米として栽培されたコメを収集し、粗蛋白質含量を測定した。玄米 16 サン

プルの粗蛋白質含量は、6.4％～8.1％までの値を示した。もみ米 14 サンプルは 5.7％～8.2％
の変動だった。事前に予想されたように、同じサンプルでも、もみ米の粗蛋白質含量は低

く、もみ米と玄米の粗蛋白質含量の差は 0.6～0.8％だった。このように、品種、施肥条件

などの栽培方法で、飼料米の栄養価は変化することを理解しておくべきである。 
 

 

表 1 コメに含まれる一般成分ならびに主要必須ア
ミノ酸含量(%) 

  もみ米  玄米 トウモロコシ

粗蛋白質  8.9  7.9 8.0 
粗脂肪  2.2  2.3 3.8 
可溶性無窒素物  61.2  73.7 71.7 
粗繊維   8.6  0.9 1.7 
粗灰分    5.4  1.4 1.3 
    
リジン     0.38  0.36 0.25 
メチオニン     0.24  0.23 0.18 
トレオニン     0.25  0.32 0.34 
トリプトファン     0.14  0.13 0.07 
ロイシン     0.75  0.75 1.09 

 

 

表 2 コメに含まれる一般成分の消化率（%）、
TDN（%）、DE（Mcal/kg）、主要な必須アミノ酸
の消化率（%） 

 もみ米 玄米 トウモロコシ

粗蛋白質 65 79 80 
粗脂肪 52 72 84 
可溶性無窒素物 90 98 93 
粗繊維 0 35 45 
TDN 63 83 81 
DE(Mcal/kg) 2.80 3.64 3.57 
    

リジン  81 83 
メチオニン  87 86 
トレオニン  84 83 
トリプトファン    
ロイシン  86 89 

アミノ酸の消化率は回腸末端における真の消化率 
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３．農水省プロジェクト実用技術開発事業「超多収米」の成果 

 本課題「超多収米」では、岩手県一関市大東地区を現地として、飼料米の栽培と豚への

給与の実証試験を行った。われわれのプロジェクトにおける飼料米活用の基本的視座は、

水田と豚を結ぶことによる資源循環型養豚生産の構築となろう。具体的に言えば、水田か

ら収穫された飼料米を豚に給与し、豚舎から得られた堆肥を水田に戻すという体系である。

その際、環境への負荷低減という観点から、過剰な窒素やリンの豚からの排せつは抑えた

い。本課題では、環境負荷物質の排せつ量低減で、すでに実績を積んでいる富山県農林水

産総合研究センター畜産研究所によって、飼料米を給与したときの窒素排せつ量低減につ

いて、精密な試験が実施されている。さらに、このときの、皮下脂肪内層の脂肪酸組成の

変化についても検討されている（新山ら 2008）。 

 

表 3 試験区分と低 CP 飼料の概要 

 飼料米 
配合割合(%)

 
肥育前期 

  
肥育後期 

 

試験   リジン 0.92%   リジン 0.75%  
区分  CP(%) 飼料原料由来 添加量 CP(%) 飼料原料由来 添加量

 30 15.0 0.67 0.25 10.9 0.42 0.33 
低 CP 15 15.0 0.66 0.26 10.9 0.41 0.34 
 0 15.0 0.64 0.28 10.9 0.40 0.35 
高 CP 0 18.5 0.92  16.0 0.75  

肥育前期には、低 CP 飼料、高 CP 飼料ともに、リジン濃度が 0.92％となるように調整。 
肥育後期には、同様に 0.75％となるように調整。 
CP:粗タンパク質の略 
  

 表 3 のように試験区を 4 つ設定し、大ヨークシャー種去勢雄を 30～110kg まで単飼、不

断給餌、自由飲水の条件で肥育し、脂肪性状などを調査した。窒素排せつ量の測定は、大

ヨークシャー種去勢雄を消化試験用単飼ケージに収容して実施した。表 3 の試験区分から、

飼料米 30％配合の区を除いた 3 区で窒素排せつ量を測定している。肥育前期に 4 日間、肥

育後期にも 4 日間、糞と尿を採取し、窒素排せつ量を計算した。 
 肥育試験では、70、110kg 到達日齢、日増体量、飼料要求率に試験区分の影響はなかっ

た。いずれの区も日増体量は 1000g/d を超えて良好だった。ロース肉の化学組成にも試験

区分の影響は無かった。皮下脂肪内層の脂肪酸組成は、リノール酸と αーリノレン酸の割

合が低 CP 区で低くなった。リノール酸の割合は、飼料米の給与でさらに低くなった。低

CP 区の窒素排せつ量は、肥育前期、後期ともに高 CP 区よりも低く、当初予想したとおり

の結果となった。環境負荷を抑えつつ、飼料米を給与できることを意味している。 
 飼料米の配合割合が 30％の実証試験と 15％の実証試験を、岩手県一関市大東地区のフリ

ーデン大東農場で実施した（勝俣ら 2009）。具体的に 2 つの試験の概要を表 4 に示す。い

ずれの試験でもトウモロコシの代替で飼料米を配合している。使った飼料米は、岩手県一

関市大東地区の水田で収穫した、ふくひびき、奥羽飼 387、同 394、同 395、夢あおばなど

を混合したものである。表 5に、慣行飼料ならびに飼料米を 30％配合した飼料の一般成分、

総エネルギー、脂肪酸組成の分析値を示した。飼料米を配合すると、オレイン酸の割合が
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高く、リノール酸の割合が低くなる。 
 

表 4 現場実証試験の概要 

飼料米 
配合割合(%) 出荷前の給与期間 開始時体重 出荷体重 供試頭数 

0 および 30％ 45 日 67kg 117kg 64 頭 
0 および 15％ 60 日 60kg 120kg 1159 頭 

 

 

表 5 慣行飼料ならびに飼料米を 30％配合した飼料の

成分分析値 

 慣行飼料 飼料米配合

一般成分(%)   
乾物 89.2 88.3 
粗タンパク質 13.0 13.8 
粗脂肪 2.5 2.2 
粗灰分 2.9 3.7 
   
総エネルギー(kcal/kg) 3869 3772 
   
脂肪酸組成(%)   
パルミチン酸 14.9 16.5 
ステアリン酸 2.9 2.9 
オレイン酸 29.8 32.1 
リノール酸 50.1 46.2 
α－リノレン酸 1.9 2.0 

 

この飼料を出荷までの 45 日間給与したときの飼養成績と枝肉成績を調査した（表 6）。
日増体量は、慣行飼料給与、飼料米配合飼料給与に関らず、1000g/d を上回っており良好

だった。その他、飼料摂取量や枝肉成績には影響は無かった。これらの結果から、飼料米

をトウモロコシの代替で 30％配合した飼料を、出荷まで 45 日間給与しても、良好な発育

と枝肉成績がえられることがわかる。 
 

表 6 飼料米 30％配合飼料を給与した肥育豚 
の飼養成績と枝肉成績 

 慣行飼料 飼料米配合

日増体量(g/d) 1053 1135 
飼料摂取量(g/d) 3.7 3.8 
枝肉重量(kg) 76.4 77.1 
枝肉歩留まり(%) 65.5 65.7 
背脂肪厚(cm) 2.2 2.8 
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次に、ロース部位皮下脂肪内層の脂肪酸組成を調査した（表 7）。パルミチン酸とステア

リン酸は、飼料米給与で平均値が高くなったが、有意差は無かった。一方、オレイン酸は

飼料米給与で高く、リノール酸は低くなり、有意差が認められた。この結果は、飼料の脂

肪酸組成の変化、すなわち飼料米の配合によってオレイン酸が高く、リノール酸が低くな

ることを反映した結果だと思われる。多価不飽和脂肪酸のひとつ、リノール酸の割合が低

くなったことから、飼料米給与で融点が高くなることを期待したが、分析したところ、融

点への影響は無かった。 
 

表 7 飼料米配合飼料を給与した肥育豚の皮下 
脂肪内層の脂肪酸組成(%) 

 慣行飼料 飼料米配合  

30％配合    
パルミチン酸 28.0 28.3  
ステアリン酸 17.2 17.7  
 オレイン酸 41.3 42.7 * 
 リノール酸 11.2 9.1 * 
    
15％配合    
パルミチン酸 26.7 27.5  
ステアリン酸 14.6 15.3  
 オレイン酸 42.6 43.6 * 
 リノール酸 9.3 7.9 **

         *：P<0.05、**：P<0.01 
 

表 8 慣行飼料ならびに飼料米を 15％配合した飼料の

成分分析値 

 慣行飼料 飼料米配合

一般成分(%)   
乾物 89.5 89.7 
粗タンパク質 12.6 14.8 
粗脂肪 2.5 2.9 
粗灰分 3.4 4.7 
   
総エネルギー(kcal/kg) 3894 3923 
   
脂肪酸組成(%)   
パルミチン酸 15.0 15.1 
ステアリン酸 2.9 2.6 
オレイン酸 28.6 30.4 
リノール酸 51.1 49.7 
α－リノレン酸 2.0 1.9 
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表 8 に、慣行飼料と飼料米を 15％配合した飼料の一般成分、総エネルギー、脂肪酸組成

の分析値を示した。変化の程度は小さくなったが、飼料米を配合することにより、オレイ

ン酸の割合が高く、リノール酸の割合は低くなった。この飼料を給与した豚の日増体量、 

 

表 9 飼料米 15％配合飼料を給与した肥育豚の 
日増体量と枝肉成績 

 慣行飼料 飼料米配合

日増体量(g/d) 978 958 
枝肉重量(kg) 82.3 80.1 
枝肉歩留まり(%) 67.3 66.0 
背脂肪厚(cm) 2.8 2.8 

 

枝肉成績とも、飼料米給与の影響は無かった（表 9）。飼料米 15％配合飼料を出荷までの

60 日間給与しても、肥育豚の発育と枝肉成績は良好である。この試験では、バラ部位の皮

下脂肪内層の脂肪酸組成を調査したところ、飼料米 30％配合試験とほぼ同様の結果となっ

た。パルミチン酸とステアリン酸は、飼料米給与で平均値が高くなったが、有意差は無か

った。オレイン酸は飼料米給与で高く、リノール酸は低くなった（表 7）。これらの結果を

反映し、脂肪酸のトータルの不飽和度の指標となるヨウ素価は、飼料米給与で低くなった。

しかし、ここでも脂肪組織の融点には影響は無かった。 
 
４. まとめ 

以上、実用技術開発事業｢超多収米｣の成績を中心に、肥育豚に飼料米を給与したときの

成績を概観してきた。いずれの試験でも、飼養成績、枝肉成績ともに良好だった。トウモ

ロコシの代替として飼料米を配合すると、飼料中のオレイン酸の割合が高くなり、リノー

ル酸の割合が低くなった。この変化を反映して、枝肉脂肪中のオレイン酸もその割合は高

くなり、リノール酸の割合は低くなった。豚の体脂肪に含まれるリノール酸の割合が高く

なると、その融点が低くなる(Suzuki ら 2003)。したがって、われわれの成績のように、リ

ノール酸の割合が低くなると、融点は高くなることが期待できる。このことは、飼料米利

用による特徴ある豚肉生産の可能性を示唆しているが、残念ながら、融点が高くなるなど

の成績は今までのところ得られていない。しかし、飼料米を給与しても、肥育豚は問題な

く発育し、良好な枝肉成績が得られることを確認できた。このことの意義は大きいとわれ

われは考えている。 
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乳牛向けＴＭＲに関する飼料設計法 

 

（独）家畜改良センター 

技術部 技術第一課   

青木 康浩 

 

１．はじめに 

 乳牛の飼養管理が円滑に行われるためには、適切な飼料設計を施すことが重要であるこ

とはいうまでもない。近年、飼料イネを始めとする地域飼料資源の利用が拡大しつつある

中で、飼料設計の基本を確認するとともに、飼料イネを用いた適切な飼料メニューを実際

に設計してみることは有用と思われる。 
 そこで本稿では、日本飼養標準・乳牛（2006 年版）（農業・食品産業技術総合研究機構 

2006）に基づく乳牛の成雌牛向け飼料設計の基礎と具体的な設計法について、飼料イネを

活用した TMR 設計を含めて解説する。 

 

２．養分要求量の計算 

 日本飼養標準で要求量が示されている乾物摂取量（DMI）、エネルギー、蛋白質、カル

シウム（Ca）、リン（P）ビタミン A（VA）およびビタミン D（VD）について、泌乳牛お

よび乾乳牛における要求量の計算法は以下の通りである。 
（１）ＤＭＩの推定 

 泌乳牛の DMI（kg）は体重（W）および脂肪補正乳（FCM）量（乳量×（0.15×乳脂率(%)+0.4）、
kg）によって推定される。乳量に見合う量を摂取できない泌乳初期については分娩後週数

（WK）に応じて補正する。乾乳牛については体重に比例するとして計算する。分娩前 1
週間については、胎子や子宮によって消化管が圧迫される、ホルモンバランスの変化で食

欲が減退する、などにより採食量が少なくなるため、定数は分娩前 2 週以前より小さい。 
 
 １）泌乳牛 
 分娩後 11 週以降（泌乳安定期） 
  2 産次以上 1.3922+0.05839W0.75+0.40497FCM 
  初産  1.9120+0.07031W0.75+0.34923FCM 
 分娩後 10 週まで（泌乳初期）における補正係数 
  2 産次以上 1.0000‐0.3531e-0.3247WK 
  初産  1.3671‐0.6558e-0.0498WK    e：自然対数の底 
 ２）乾乳牛 
 分娩前 2 週以前  0.017W 
 分娩前 1 週間  0.016W 
  
（２）エネルギー要求量 
 代謝エネルギー（ME）ベースでの要因法によって算出する。すなわち維持、成長（増体）、

泌乳、胎子の成長などに要するエネルギーを加算して求める。要求量は、動物が利用でき
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るエネルギーである ME で示せば充分だが、従来広く適用されており経験的に使いやすさ

が認識されている可消化養分総量（TDN）が日本飼養標準では併記される。ME（Mcal）
を 3.616 で除すると TDN（kg）に換算される。 
 
 １）成雌牛の維持 
 代謝体重（W0.75）当たり 116.3kcal を要するとして計算する。 

 維持に要するエネルギーは飼料の質、つまり総エネルギー（GE）に占める ME の比率（代

謝率）によって変動する。この 116.3kcal/W0.75 という値は、一般的な泌乳牛用飼料を前提

としている。乾乳牛では、代謝率の低い飼料を与えるため維持に要するエネルギーが 10%
程度高くなる。したがって、代謝体重当たり 128kcal 程度と見込むべきである。 
 
 ２）産乳 
 生乳 1kg 当たりエネルギーを乳脂率（Fat%）に基づいて計算し、これを産乳に対する

ME の利用効率で除して、生乳 1kg 当たりとして産乳に要するエネルギーを求める。 
(0.0913Fat%+0.3678)÷0.62 

 産乳に対する ME の利用効率（kl）は 0.62 とする。kl は飼料の代謝率によって影響を受

け、代謝率が高い飼料を給与するほど大きくなるが、泌乳牛用飼料においては代謝率の範

囲が比較的狭いといった理由で一律 0.62 を採用している。 
 
 ３）妊娠末期に加えるエネルギー 
 妊娠末期 9 週間に胎子が蓄積するエネルギー量を妊娠期間の関数として求める。そして

これに、◇初産・経産別の胎子生時体重による係数（胎子がホルスタイン種の場合、初産：

0.913（=42÷46）、経産：1（=46÷46））、◇飼料中 ME から胎子エネルギーへの変換効率（0.14）、
を乗じて要求量を計算し、63（9 週間）で除して 1 日当たり量とする。さらに、分娩前ス

テージに応じて、分娩前 9 週から 4 週までは 0.9、3 週から分娩までは 1.2 を乗じる。胎子

がホルスタイン種の場合は表 1 に示す値となる。 

表 1．妊娠末期に増給する ME 量（Mcal、胎子：ホルスタイン種） 
     初産牛     経産牛 

   分娩前 9～4 週      4.43  4.85  
   分娩前 3 週～分娩 5.91  6.47  

 
 交雑種（黒毛和種×ホルスタイン種）や受精卵移植により黒毛和種胎子を受胎している

場合は、妊娠期間、胎子の生時体重が異なるため、要求量も異なる。それらの値も日本飼

養標準に示してある。 
 
 ４）初産・2 産次泌乳牛における維持量の補正 
 初産および 2 産次の泌乳牛については、成長の途中であることを考慮して、維持量を補

正する必要がある。増体に要するエネルギーを泌乳期間に均等に割り振って、初産分娩時

から 2 産分娩前までは 1.30、2 産分娩時から 3 産分娩前までは 1.15 を維持量に乗じる。 
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 ５）泌乳牛における消化率低下に対する補正 
 飼料の ME 含量は維持量給与条件で測定される。しかし採食量が多くなるにつれ、摂取

した飼料が消化管内を速く通過するため消化率が低下し、ME も維持量給与条件で得られ

た値より低くなる。採食量は乳量の増加にともない増えるので、採食量増加にともなう

ME 低下の関係を、乳量の増加にともなう ME の低下に置き換えることができる。分離給

与の場合、乳量が 15kg 増えると ME は 4%低下する。すなわち、泌乳牛が要するエネルギ

ーは乳量 15kg 当たり 4%増えるので、その割合で増給する必要がある。TMR 給与では、栄

養バランスが取れているので ME 低下率は小さく、同 3.5%の増給になる。 
 乳量（Milk、kg）から求める以下の補正係数を、維持と産乳の要求量の合計に乗じるこ

とになる。 
分離給与条件：1+Milk÷15×0.040、TMR 給与条件：1+Milk÷15×0.035 

 
（３）粗蛋白質（ＣＰ）要求量 

 １）成雌牛の維持 
 維持に要する可消化粗蛋白質（DCP）量を代謝体重の関数として求め、これを一般的な

乳牛飼料の CP 消化率（60%）で除して求める。 
2.71W0.75÷0.60 

 
 ２）泌乳    
 乳量および乳脂率から求めた DCP 量を、一般的な泌乳牛用飼料の CP 消化率（65％）で

除して求める。 
(26.6+5.3Fat%)×Milk÷0.65 

 
 ３）妊娠末期に加える CP（胎子がホルスタイン種の場合） 
 妊娠期間の関数として求められる蛋白質要求量に対して、◇初産・経産別の胎子生時体

重による係数、◇飼料中 CP から代謝蛋白への変換効率（0.70）、◇代謝蛋白から胎子蓄積

蛋白への変換効率（0.33）、を乗じて CP 要求量を求め、分娩前 9 週間（63 日間）の 1 日当

たり量として算出する。さらに、分娩前ステージ 2 段階に応じた係数、すなわち分娩前 9
週から 4 週までは 0.9、3 週から分娩までは 1.2 を乗じて、表 2 の値となる。胎子がホルス

タイン種以外のケースに関しては、エネルギーの項で述べたのと同様である。 
 
  表 2．妊娠末期に増給する CP 量（g、胎子：ホルスタイン種） 

     初産牛     経産牛 
   分娩前 9～4 週   364   398 
   分娩前 3 週～分娩  485   531 

 
 ４）初産・2 産次泌乳牛における維持量の補正 
 エネルギーと同様に、維持に要する CP 量に対して、初産分娩時から 2 産分娩前までの

牛では 1.30、2 産分娩時から 3 産分娩前まででは 1.15 を乗じる。 
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 ５）泌乳牛における消化率低下に対する補正 
 CP に関してもエネルギーと同様に、維持と産乳の要求量の和に次の補正係数を乗じる。 

分離給与条件：1+Milk÷15×0.040、TMR 給与条件：1+Milk÷15×0.035 
 

（４）ミネラル、ビタミン要求量 

 日本飼養標準で計算される Ca、P、VA および VD について、要求量を求める関数を表 3
に示した。 
 Ca と P については、エネルギー、CP と同様に、◇初産牛（×1.30）および 2 産次牛（×1.15）
向けの補正、◇乳量水準に応じた消化率低下にともなう補正、を施す。ビタミンにはこの

補正は適用しない。 
 

表 3．カルシウム、リン、ビタミン A およびビタミン D の成雌牛における要求量計算式 

   維持    産乳  分娩前 9～4 週 3 週～分娩 
Ca(g)  0.0405W  3.158FCM    0.0227W 0.0303W 
P (g)  0.0286W  1.800FCM    0.0104W 0.0139W 
VA(1000IU) 0.0424W  1.300Milk    0.0336W 
VD(1000IU) 0.0060W  0.0040W     0.0040W 

 
３．泌乳牛における飼料設計の具体例 表 4．設定条件での養分

要求量計算値 （１）要求量の計算 

 日本飼養標準のプログラムを起動し、「搾乳牛」のタブをク

リック、牛の条件を入力する。例として「乳量 38kg、乳脂

率 3.8%、体重 600kg、分娩後 12 週、2 産分娩から 3 産分娩

まで、TMR 方式、平均気温 20℃」とする。気温の入力は、

要求

DMI (kg) 23.40
CP (g) 3660.30
TDN (kg) 18.07

量

暑熱期（初産牛 24℃以上、経産牛 22℃以上）における DMI
減少の補正に反映される。 
「計算」をクリックすると、要求量計算値が表示される（表

る。すると、日本標準

DE （Mcal) 79.69
ME (Mcal) 65.34
Ca (g) 157.16
P (g) 93.71
VA (1000IU) 74.84
VD (1000IU) 6.00

 

4）。 
 
（２）各単味飼料の入力 

 「飼料診断」をクリックする。飼料リストから用いる飼料

をドラッグして「飼料名」欄にドロップす 飼料成分表（農業・食品

される。 
料の成分値を入力するべき

スが多い。飼料分析センタ

分析を施した同一サイロの

産業技術総合研究機構 2001）に基づいた成分・栄養価が表示

 表示された値は修正できる。可能な限り、実際に給与する飼

である。とくに粗飼料については、表示値と大きく異なるケー

ーなどを活用して成分の実態を把握する必要がある。また飼料

サイレージであっても、水分は大きく変動するので、電子レンジを用いるなどして細やか

に調整する。仮に原物で 20kg 給与するサイレージにおいて、実際の水分と入力値が 5 ポイ

ント異なると、実際の乾物給与量が設計値と 1kg かけ離れるので、決して無視できるレベ

ルではない。濃厚飼料は成分表や表示票の値を用いても大きくかけ離れることは少ないと

考えられる。 
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 ミネラル、ビタミンは標準飼料成分表での値が欠けており「0」と表示されるところがあ

る。分析値や既往のデータなどを参照して入力する。 
 次に給与量を入力する。給与量は、サイレージや乾草など貯蔵量、在庫量に基づいて、

実際に利用可能な量を考慮して決めるべきである。例えば、トウモロコシサイレージと牧

草サイレージの貯蔵量が原物で 2：1 程度であれば、それに近い比率で日々使うべきである。

またトウモロコシサイレージなどでは、毎日の使用量が少な過ぎると、開封部から好気的

変敗（二次発酵）が進行する恐れがあるので、そのような点にも注意が必要である。 
 ここでは、トウモロコシサイレージ（黄熟期・東日本）22kg、チモシー乾草（輸入）5kg、
乳牛用 盛期配合 12kg、大豆粕 1.5kg、およびビートパルプ 1.5kg を給与することとする。 
 

表 5．設定条件での計算結果および

養分充足率 
（３）飼料診断結果の出力 

 「計算」をクリックすると、充足率などが「出

力フォーム」として表示される。現在の例におけ

る条件では表 5 のようになる。 
設計量 充足率

DMI 23.66 101.1

101.6

 DMI は体重 600kg に対して 3.9%に相当する。

一般的には体重のおおむね 4%程度がほぼ摂取限

CP 4337.46 118.5
TDN 18.36

界とされ、この量であればすべて採食することは

可能と考えられる。 

 充足率とは別に、全飼料中の中性デタージェン

ト繊維（NDF）濃度も示される。本例では 36.6％
である。NDF 含量は、第一胃内性状を安定的に保ち乳脂

下回らないようにするべきとされる。一方、あまり

下を招く。粗飼料の給与水準は、乾物ベースでの粗

適否を判断する。切断長を加味した有効 NDF とい

まな製造副産物が利用される近年は、乾物 1kg の咀嚼に要する時間を示す粗飼料価指数

（RVI、分/DMkg）をあわせて考慮する必要性が指摘されている。高泌乳時の RVI は 35 分

程度とされる。 

Ca 159.05 101.2
P 132.04 140.9
設計量：DMI、TDN は kg、その他は g 
充足率：% 

率の低下を避けるためには 35%を

多くなると採食量を制限し、乳量の低

濃比だけでなく、NDF%を指標にして

う指標も提唱されている。また、さまざ

 

（４）給与量の調整 

 表 5 からは DMI、TDN および Ca は、ほぼ要求量どおりであるが、CP や P については

過剰であることがうかがわれる。 
 一般に飼料設計はエネルギーを第一の指標として行う。そのため、CP など他の養分に関

して過不足が生じやすくなる。しかし、その充足率が 85%から 110%程度の範囲であり、

乳生産や健康状態に問題がなければ適切とみなすことができる。その際、CP であればエネ

ルギーとのバランス、CP の第一胃内での分解性などが適切であるか否かについて配慮する

必要がある。 
 P に関しては、飼料中の Ca と P の比率が 1：1 から 7：1 の範囲であれば栄養管理上ほと

んど問題ないとされている。今回の Ca および P の飼料中含量は 159.1g および 132.08g な

ので、特段の調整は必要ないと考えられる。ただし環境への負荷が懸念されるので、可能

であれば P 給与量の減量を図るべきと思われる。Ca を補う場合は、炭酸カルシウムなどを
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加える。 
 ビタミンに関しては計算結果が出力されない。高泌乳牛や夏期の暑熱時などは、不足し

準には要求量と中毒発生限界が記載されているので、それに

や給与量をさらに変更する場合には、「再計算」をクリックし充足率など

確認する。 

込むことになる。養分変動や残食などを

れる場合を前提にしてい

ので、実際の飼養環境に応じて給与量の調整が必要である。 

認する必要がある。失宜が疑われる場合には、速

ト（MPT）の活用も有

ある。利用場面がさらに拡大されることが期待されている。 

る。このよう

① 合が不充分になり、選り食いが生じる。切断長は 2～3cm にする

②

して飼料設計す

③

ないようにとくに注意が必要である。 
 また飼養標準の計算には採り込まれないものの、Ca、P 以外のミネラル（Mg、K、S、
Fe、Cu、Co、Zn、Se など）やビタミン E、あるいは硝酸態窒素のような有害物質にも注

意が必要である。日本飼養標

基づき過不足を確認する。 
 ここでの計算結果から、先に入力した条件で飼料設計が可能と判断できるが、必要に応

じて飼料の種類

を

 
（５）安全率 

 実際に給与する場合には、いわゆる安全率を見

考慮すると、安全率は 大で 10％程度になる。 
 飼養標準における養分要求量は、標準的な飼養条件で舎飼いさ

る

 

（６）妥当性の検証 

  安全率を見越した量を給与していても、日常的に牛の状態や乳量の変動などを注意深く

みて、飼料設計が妥当であるかどうか確

やかに飼料設計を見直し、修正する。 
 エネルギー出納を比較的容易に把握できるボディコンディションスコア（BCS）の細や

かな観察は、飼料設計の妥当性を検証するための有効な手段である。牛群検定事業で採用

されることの多くなった乳中尿素態窒素（MUN、適正範囲：おおむね 11～17mg/dL）や、

血液成分などを分析して栄養状態を把握する代謝プロファイルテス

用で

  
（７）ＴＭＲ設計上の留意点 

 TMR は、乳牛の要求する飼料成分が適正に配合されており、選択採食、いわゆる「選り

食い」ができないように混合しているため、乳牛の第一胃性状を安定的に保つという点で

利点がある。DMI を高める上でも適した飼料といえる。また前述のように、分離給与と比

較して、DMI 増加にともなう消化率の減少割合が小さいというメリットもあ

に利点の多い TMR であるが、飼料設計上は次の点に注意するべきである。 
粗飼料が長すぎると混

べきとされている。 
TMR を牛群の平均乳量に基づいて設計すると、要求量を満たさない個体が多くなる。一

方、 高乳量に基づくと、消化生理や繁殖機能を損なう個体が多く現れると懸念される。

この点を解消するために「リードファクター」が提唱されている。これは乳量の「（平

均値+標準偏差）÷平均値」で計算される。この割合を平均乳量に上乗せ

ることで、牛群内の 80～85%の牛の要求量が満たせると考えられる。 
TMR 給与時には各個体の採食量を正確に把握することはできない。平均的には要求量を
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充分摂取できていても、個体によっては大きな過不足が生じている可能性がある。上述

した BCS、MUN や MPT は、その状況を推察する上で有効な手段である。 

脂肪：3％、NDF：48％、ADF：31％、非繊維性炭水化物（NFC）29％、粗

して飼料イ

粕類なども含め

件で飼料イネを採り込んだ飼料設計

施し、その適否を確認することが有用であろう。 

これに基づく飼料設計が、飼料イネなどの飼料利用の

開に役立つことが期待される。 

農業 機構（2001）：日本標準飼料成分表（2001 年版），中央畜産会 東京 1～

農業 究機構（2006）：日本飼養標準・乳牛（2006 年版），中央畜産

会 東京 1～205． 

 
４．飼料イネを採り入れたＴＭＲ設計 

 稲発酵粗飼料の乾物中飼料成分は、おおむね次の通りである。 
 CP：7％、粗

灰分：13％。 
 TDN 含量は黄熟期収穫でほぼ 55％程度とされ、開花期のチモシー乾草などと同等の栄

養価と考えられる。先ほどの飼料設計におけるチモシー乾草（輸入）の代替と

ネを用いても、養分要求量に対して大きな過不足のない飼料が設計できる。 
 おもな粗飼料源として、本例ではトウモロコシサイレージを用いたが、飼料イネが利用

できる地域でトウモロコシサイレージが必ずしも利用可能とは限らない。

て、飼料イネにさまざまな飼料資源を組み合わせる場面が想定される。 
 日本飼養標準のプログラムを使って、いくつかの条

を

 
５．おわりに 

 飼料イネに代表される地域飼料資源の活用は、自給飼料基盤の強化を図る上で極めて重

要である。新規飼料の飼料特性については、研究機関において詳細な検討が必須であるが、

その有効性や利用上の留意点が明らかにされた飼料資源については、積極的に飼料利用を

進めることになる。日本飼養標準は、わが国の酪農における飼養技術の発展に沿ったもの

になるよう改訂が進められてきた。

展
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飼料用イネ等を活用した発酵ＴＭＲの調製・給与技術 

 
（独）農業・食品産業技術総合研究機構  
畜産草地研究所 飼料調製給与研究チーム 

野中 和久 
 

１．はじめに 

完全混合飼料（TMR）は、粗飼料、濃厚飼料、ミネラルなどすべての飼料原料を給与家

畜の要求量に合わせて混合した飼料であり、日本でも乳牛の群管理飼養増加にともなって

給与飼料の中心的な位置を占めるようになった。TMR の長所として、1)粗飼料と濃厚飼料

を混合した均一な飼料を給与することにより第一胃内の発酵が安定し、これによって乳量、

乳成分を高位安定させ、消化器病の発生を少なくできる、2)自由採食により乾物摂取量を

高めることができる、3)群管理飼養に対応した飼料給与ができる、4)飼料給与の機械化が

可能になり、給与作業の省力化が可能になる、5)乳期に対応した給与飼料の養分濃度設定

に容易に対応できる、などが挙げられる。一方、短所として 1)飼料混合用ミキサが必要、

2)粗飼料等の細切が必要、3)泌乳期に応じた牛群のグループ編成が必要、といった問題は

あるが、1)、2)については、近年増加傾向にあるコントラクターや TMR センターの活用に

より、飼料調製から混合・給与までの作業の省力化が可能となってきている。また、この

ような飼料生産・調製の外部委託化が進展したことにより、TMR の調製法も従来のフレッ

シュタイプ TMR から発酵 TMR へと変貌し始めている。 
ここでは、日本における乳牛向け飼料として普及が始まった発酵 TMR について研究事

例を紹介し、今後の展望について述べる。 
 

２．乳牛用ＴＭＲに利用される飼料の特徴 

現在、わが国で TMR 原料に利用されている主な飼料は以下のとおりである。 
「繊維質飼料」粗飼料源として、チモシー、スーダングラス、イタリアンライグラスなど

の牧乾草が多く用いられてきたが、昨今の輸入飼料価格の乱高下、生産国の気象条件の変

動により品質の安定した輸入粗飼料の確保は難しくなっている。そのため国産粗飼料の利

用を促進すべき時期にきており、その第一候補として稲発酵粗飼料（イネ WCS）が挙げら

れる。イネ WCS の TMR への利用については後述するが、牧乾草の代替として充分に利用

可能であると考えられる。茶殻も繊維質飼料として利用されており、特に緑茶殻やウーロ

ン茶殻などは粗蛋白質含量も高い（約 30％DM）特徴がある。この他、きのこ菌床もこの

範疇に入る。 
「蛋白質飼料」ナタネ粕・大豆粕・ヒマワリ粕のように搾油後で脂肪が少ないものと、醤

油粕・トウフ粕・ビール粕のように脂肪を多く含むものがある。 
「エネルギー飼料」米ぬか・綿実などがある。また、デンプン系ではデンプン粕・ジュー

ス粕・焼酎粕・麦茶粕などがあり、焼酎粕は蛋白含量も高いため利用が増えている。この

他、規格外ニンジンをエネルギー＋βカロテン源として利用したり、DDGS をエネルギー

＋蛋白源として利用する事例が出ている。また、トウモロコシ穀実の代替として飼料米の
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活用が検討され始めている（後述）。 
 

３．ＴＭＲ調製技術の変遷 

現在、主に TMR センターを通じて利用されている TMR は、ドライタイプ、フレッシュ

タイプ、発酵 TMR の三つに大きく分類される。ドライタイプは単味の濃厚飼料数種にヘ

イキューブやビートパルプ等の繊維源を混合したもので、給餌前に粗飼料や水を加えて

TMR にしたり、分離給与時の配合飼料として利用される。フレッシュタイプは生の粕類や

サイレージと濃厚飼料を混合した TMR であり、地域賦存資源などの有効活用ができるも

のの、開封後の好気的変敗が起きやすく調製後はできるだけ早く給与する必要がある。 
このフレッシュタイプの保存性を高めるために開発されたのが発酵 TMR といえる。発

酵 TMR は、フレッシュタイプの TMR をサイロなどで数週間嫌気発酵させたもので、1980
年代から研究開発が行われてきた。近年では、ポリエチレン製の内袋を入れたトランスバ

ッグでの脱気・梱包（写真 1）や、細断型ロールベーラでの梱包およびラップ被覆など（写

真 2）、搬送可能な形態で密封貯蔵する技術が格段に進歩したため流通が容易になり、TMR
センターの増加と相まって利用が増えている。発酵 TMR の貯蔵法には以下のものがある。 

 

   
  
 
  

写真 1 トランスバッグでの梱包

（那須 TMR 株式会社） 

写真 2 細断型ロールベーラでの梱包 

（浦川 2005） 

（１）トランスバッグ 

ポリエチレン製内袋をトランスバッグに入れ

と発酵がはじまり炭酸ガスが発生するため、数日後に袋を開けてガス抜きをする。袋に

逆止弁を付けガスを自動的に抜く場合もある。内袋は陰圧になるため、酸素が入り TMR
表面にカビや酵母の発生する場合がある。そのため、特に夏場の長期間貯蔵は避ける。

近年は縦型の圧縮梱包装置により TMR を圧縮してポリ袋に入れ密封する方法も使われ

ている。これは、トランスバッグに詰め込むだけの方式より貯蔵性は高まるが、ガス抜

きをする必要はある。                                      

て る、その中に TMR を詰め込む。密封す

（２）細断型ロールベーラ 

 トウモロコシサイレージ用に開発された細断型ロールベーラを利用し、混合直後の

TMR をロールベールに梱包する方式である。梱包密度（図 1）はトランスバッグに比べ

て約 1.23 倍になり嫌気性が高まる上、密封後の脱気作業が不要となる。現在ではミキサ・

細断型ロールベーラ・ラッピングマシンを連結したシステムを導入する TMR センターが
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増えている。 
（３）六面梱包 

 TMR の新しい梱包形態として、六面梱包ベールが開発され実用化されている（写真 3）。
六面梱包ベールは梱包密度が 390kg/m3DM とトランスバッグ（200 kg/m3 DM：いずれも

畜草研での測定）の約 2 倍であり発酵品質や貯蔵性が高い。また、運搬時の利便性も高

く広域輸送に適したタイプの発酵 TMR といえる。 

 

 

 

 

４．発酵ＴＭＲの特徴 

シ

の安定性 
蔵されているため保存性の高い事が特徴であり、特に細断型ロール

表 1 梱包形態の異なる発酵 TMR の発酵品質の推移（喜田ら 未発表） 

図 1 発酵 TMR の梱包密度の比較 

（喜田ら 未発表） 
（那須 TMR 株式会社）

写真 3 六面梱包ベール 

これまでの研究から、発酵 TMR はフレッ

持つことが明らかになってきた。以下に列記する。 
（１） 品質

ュタイプ TMR に比較して様々なメリットを

 発酵 TMR は嫌気貯

ベーラで梱包したものはトランスバッグに比較して梱包密度が 23％高く（図 1）、発酵品

質も良好で、夏場に調製した場合でも 1 年間は良質なまま保存が可能であった（表 1）。 
 

梱包形態 貯蔵期間 水分 pH 乳酸 酢酸 ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸 酪酸 VBN/TN V－スコア

（％） （％） （％） （％） （％） （％） （点）

0日 56.8 5.3 0.51 0.04 0.00 0.00 2.04 100
7日 55.1 4.5 1.74 0.65 0.00 0.00 5.76 95

14日 54.4 4.5 1.98 0.88 0.00 0.00 6.36 92
28日 51.5 4.4 1.94 0.68 0.00 0.00 6.67 93
90日 54.8 4.5 2.28 0.99 0.00 0.00 7.40 89
0日 56.8 5.3 0.51 0.04 0.00 0.00 2.04 100
7日 53.7 4.6 1.70 0.47 0.00 0.00 6.03 96

14日 53.9 4.6 2.02 0.67 0.00 0.00 6.34 94
28日 51.5 4.6 1.92 0.66 0.00 0.00 6.14 94
90日 52.5 4.4 2.21 0.83 0.00 0.00 8.12 89

1年後 50.2 4.5 6.07 2.73 0.00 0.00 9.85 80
注）調製は2006年8月22日．屋外にて貯蔵．

トランス
バッグ

細断型
ロール
ベール
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（２）低・未利用資源の活用 

に低価格で調製するかは大切な視点である。そこで、各地

、発酵 TMR 調製時に濃厚飼料や乾燥した粗飼

て開封後の好気的変敗（二次発酵）が起きにくい。

三

表 2 好気的条件下での通常 TMR と発酵 TMR の特性推移（平岡ら 2005） 

 品質の安定した TMR をいか

域で発生する食品残渣（ジュース粕、ビール粕、トウフ粕、でんぷん粕、醤油粕、きのこ

廃菌床、茶飲料粕、コーヒー粕、パンくず、菓子くず等）や農産副産物（根菜類の茎葉、

規格外野菜等）といった地域賦存資源の利用が想定される。ところがフレッシュタイプ

TMR の場合、これら飼料を TMR 調製時まで長期間保存する必要があり、特に水分を多く

含むものは貯蔵中の変敗やカビの発生が危惧される。一方、発酵 TMR は各単味飼料を一

括混合調製して乳酸発酵させ嫌気貯蔵するため、変敗の危険性が低いというメリットがあ

り、地域で発生する低・未利用資源を有効に活用できる。 
（３） 嗜好性の低い飼料の採食性向上 

 サイレージ調製が困難な高水分原料草は

料と混合することにより適正な水分調整が可能となる。また、刈遅れた乾草やワラなども

多汁質飼料や濃厚飼料と混合し発酵させることで一定の採食性が期待できる。さらに、機

能性成分を含むものの嗜好性が悪いといった飼料資源も発酵 TMR 材料として用いること

で有効に活用できる。一例として、緑茶飲料製造残渣を混合した発酵 TMR の嗜好性を調

査事例がある（額爾敦ら 2007）。緑茶飲料残渣はカテキンやビタミン E などの機能性成

分を含むが、タンニンなどの影響で嗜好性が悪いことが知られている。そこで、トウモロ

コシサイレージ主体 TMR に緑茶飲料残渣を乾物で 0、5、10、15 および 20％混合した発酵

TMR をそれぞれ調製し泌乳牛に給与したところ、フレッシュタイプでは 10％以上混合す

ると採食量が低下したが、発酵 TMR では 15％まで混合しても採食量は変わらなかった。

このように、トウモロコシサイレージなど嗜好性の良い飼料と混合することで、嗜好性の

低い機能性飼料の有効活用が期待できる。 
（４）開封後の好気的変敗抑制効果 

発酵 TMR は、通常の TMR に比較し

重県で行われた試験（平岡ら 2005）では、フレッシュタイプの通常 TMR では調製後す

ぐに発熱が始まり、経時的にカビ（糸状菌）や酵母が増殖して 24 時間後には乾物損失率が

10％になった。一方、同一材料を用いて細断型ロールベーラで調製した発酵 TMR は、開

封 24 時間後でもカビや酵母が増加せず、pH や有機酸も安定した良質サイレージであり、

好気的変敗は認められなかった（表 2）。 
 

水分 pH 乳酸 酢酸 酪酸 VBN/TN項目
（％） （％） （％） （％） （％） 乳酸菌 酵母 糸状菌

0h 37.8 6.1 0.7 0.1 0.1 1.8 106 < 102 < 102 -
3h 41.1 5.2 1.1 0.2 0.5 2.5 106 105 < 102 2.6
6h 42.5 5.1 1.2 0.2 2.0 2.4 106 106 105 7.5

12h 41.8 5.3 0.9 0.2 0.0 2.0 106 106 105 6.4
24h 44.0 5.3 0.9 0.1 0.1 2.8 106 106 105 10.0

0h 40.8 4.0 4.3 0.5 0.0 2.1 106 < 102 < 102 -
3h 40.9 4.0 4.1 0.5 0.0 2.0 107 < 102 < 102 0.2
6h 42.1 4.0 4.2 0.5 0.0 1.8 107 < 102 < 102 2.1

12h 42.2 4.0 3.7 0.5 0.0 1.4 107 < 102 < 102 2.4
24h 42.8 4.1 4.4 0.5 0.0 1.5 106 < 102 < 102 3.4

注）発酵TMRは細断型ロールベーラで7月8日に調製し、29日間貯蔵した．通常TMRは8月6日に調製した．

物損失
率（％）

通常
TMR

発酵
TMR

微生物数（ 乾cfu/gFM）開封後
経過時間
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さらに王ら（2008
これに 7 種類の他原料を混合して発酵 TMR を調製した結果、開封後 1 週間経過しても発

熱せず、これを給与したヤギの乾物摂取量は低下しなかったことを報告している。なぜ発

酵 TMR は好気的変敗しにくいのか、今後、メカニズムの解明が必要であるが、現象とし

て発酵 TMR は開封後の品質劣化がフレッシュタイプより遅いため、飼槽内に残っている

エサの変敗や嗜好性の低下が危惧される夏季の飼料としても有効と考えられる。 
 
５．イネＷＣＳを活用した乳牛用発酵ＴＭＲ 

（１）イネＷＣＳの飼料特性 

）は、ビール粕あるいはトウフ粕を主原料（原物重量比 50％）とし、

黄熟期に収穫調製したイネ WCS は、TDN 含量がおおよそ 52％、CP 含量が 7％、総繊維

含量 50％である。粗繊維の消化性は牧乾草に比べて低い傾向にあるが（表 3）、粗飼料価

指数（RVI）による物理性の評価値は牧乾草なみで（表 4）、嗜好性は高い。また、硝酸態

窒素濃度はトウモロコシやソルガムサイレージより低く、TMR 原料としては十分に牧乾草

の代替が可能と考えられる。 

栄養価(乾物中%)

粗タンパク質 粗脂肪 NFE 粗繊維 TDN

  チモシー 51 50 58 57 54.9

56 45 58 58 54.6

  アルファルファ 74 41 70 45 56.8

日本標準飼料成分表(2001)

率(乾物中%)

注2)アルファルファは輸入，CP含有率17～20%の数値である．

注1)チモシー，イタリアンライグラス，オーチャードグラスは1番草，開花期の数値である。

消化

51 61 70 48 54.5

  イタリアンライグラス 46 48 58 59 59.0

  オーチャードグラス
乾草

稲発酵粗飼料(黄熟期)

飼料名

 
RVI は飼料の形状（細断長）にも影響

を受けるが、稲発酵粗飼料では切断長が

長くなるほど RVI が増加して、その咀嚼

の効果で未消化子実の排泄量は減少す

る。しかし、切断長が長くなると乾物摂

取量が抑制されることから、乳量の低下

を招く。これまで報告された試験報告に

よると、適切な RVI を確保し、乾物摂取

、未消化子実の排泄量も考慮に入れた、

イ

酸が多く含まれるため TMR ミキサで細切しなが

摘されていた。しかし、 近ではイネ WCS

量

表 3 各粗飼料の消化率の比較 

粗飼料価指数

(分/乾物1kg)

稲発酵粗飼料 82

チモシー乾草(輸入) 79

スーダングラス乾草(輸入) 77

アルファルファ乾草(輸入) 47

ト

日本飼養標準・乳牛(2006)

飼料名

ネ WCS の 適な切断長は 3.0cm 程度

である（新出ら 2008）。なお、稲にはケイ

ら混合するとミキサ刃の劣化の早いことが指

ウモロコシサイレージ 66

表 4 各粗飼料の粗飼料価指数（RVI） 
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用専用収穫機の登場により予め細切した稲が梱包可能になったためこの問題点は克服され

つつある。 
イネWCSをTMR原料として利用する際には化学成分や栄養価を事前に把握する必要が

ある。化学成分含量は各地の飼料分析センター等で分析可能であり、近赤外分析法による

推定方法も考案されている。一方、TDN 含量については家畜を供試した消化試験を実施す

る必要があるため、これを化学成分分析値から推定する回帰式が提案されている（表 5）。
a 式は、稲発酵粗飼料を去勢牛や乾乳牛に給与して実施した消化試験の結果を基に作成さ

れた式であり、供試品種は「はまさり」、「夢十色」、「北陸 184 号」、「ふくひびき」、「西海

203 号」、「スプライス」で、収穫時期は出穂前～完熟期である。b 式は、牛によって測定

される消化率と相関の高い in vitro 乾物消化率（IVDMD）を採用しており、供試品種は「ホ

シアオバ」、「クサノホシ」、「スプライス」、「かりの舞」、「クスタマモチ」、「ヒ

ノヒカリ」、「ニシアオバ」、「西海飼 253 号」で、収穫時期は開花期～黄熟期である。c
式は、イネ科牧草（マメ科混播含む）の乾草と利用できることが確認されている。d 式は、

稲発酵粗飼料の穂重割合から TDN が推定できる式であり、おおよその TDN を生産現場で

簡易的に求める際には有効である。 

TDN=54.297+1.205×Oa-0.109×Ob-0.462×CA (n=8，r２=0.73)

(九州沖縄農業研究センタ

表 5 イネ WCS の TDN 含量推定式 

ー 2005)

TDN=0.329×IVDMD-0.688×CA+44.5 (ｎ=16，r２=0.82)

(長崎県畜産

TDN=-5.45+0.89×(OCC+Oa)+0.45×OCW (n=89，r2=0.61)

(北海道立新得畜産試験場 1997)

TDN=0.324×PP+39.3 (n=13，R2=0.67)

(長崎県畜産試験場 2007)
d式

注1)各成分の数値は乾物中の含有率(%)．

注2)TDN：可消化養分総量，Oa：高消化性繊維，Ob：低消化性繊維，CA：粗灰

a式

試験場 2007)
b式

c式

分
  

 
（２）泌乳牛への給与 

 イネWCSは乳牛用飼料として広く普及され現場に浸透しつつある。ここでは発酵TMR
の給与対象として主体となる泌乳牛について述べる。なお、イネ WCS 利用に関する詳細

は 「 稲 発 酵 粗 飼 料 生 産 ・ 給 与 技 術 マ ニ ュ ア ル （ 農 林 水 産 省 HP ：

ht ://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/lin/l_siryo/ine_manual/index.html）」を参照されたい。 
期 

tp
１）分娩後～泌乳最盛

 ①給与上限 

出穂後 30 日刈取の稲発酵飼料（クサノホシ）を用いた泌乳前期の限界給与量について、

広島県の給与事例がある。稲発酵粗飼料の乾物混合割合を 25％と 30％にした TMR を比較

した場合、乾物摂取量、乳量とも分娩後 10 週までは 25％区が高く、乾物摂取量の回復し
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た られていない。そのため、泌乳初期の分娩後 10 週程度まで

生しやすいステージでもあり、乾物中に 30%以下での利用が推奨される。 

③実用的給与量 

 では、飼料乾物中に 30%程度まで給与しても乾物摂取量、乳量、乳成

れる。しかし、乳量が減っても食欲は旺盛な時期なので、エネルギ

ー摂取量が過剰となり、過肥になる恐れもあるため、飼料設計は的確に行う。 
量 

維持には、

分娩後 10 週以降は差が認め

は、代謝病の発

  

％の籾が未消化のまま糞に排泄されることが明ら

子実排泄率が 40％を超えることから、繊維の

日）～黄熟期（出穂後 30 日）での収穫が望まし

 

 

 ②収穫時期と子実排泄量 

これまでの研究で、搾乳牛では 8～50
かとなっている。原因は、子実が難消化性の籾殻に覆われているためであり、熟期が進む

ほど消化性は低下する は

消化性も考慮すれば、糊熟期（出穂後 15
い。特に、完熟した籾は脱粒しやすいことから、子実排せつの傾向が強まる。また、泌乳

初期は、必要な乾物量が摂取できにくく、エネルギーバランスがマイナスになっているこ

とから、配合飼料 1kg 程度のエネルギーを増給する必要がある。

。特に黄熟期以降で

 現状でのイネ WCS の生産量や現地事例を参考にすると、泌乳初期における実用的給与

量は、乳量 20～30kg で原物 8～10kg、乳量 30～40kg で原物 6～8kg、乳量 40kg 以上で原物

3～6kg 程度となる。 
２）泌乳中～後期 

 ①給与上限 

泌乳中～後期の牛

分に他の輸入乾草と差がみられない。この時期の牛は、乾物摂取量が 大に達する時期を

過ぎ、乳量が減少し始めているため、エネルギー濃度の低い飼料でも食べきれる状態にな

っているためと考えら

②実用的給与

 現状でのイネ WCS の生産量や現地事例を参考にすると、泌乳中～後期における実用的

給与量は、乳量 35kg 以下で原物 8～10kg、乳量 35kg 以上で原物 6～8kg 程度となる。 
３）TMR 設計上の留意点 

 TMR 中のイネ WCS 割合が乾物で 20％以上になる場合には、以下の点に留意する。 
●稲発酵粗飼料の繊維は物理性に富むが NDF の消化率は低いため、乾物摂取量の

図２　稲発酵粗飼料割合と乳量
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図　稲発酵粗飼料割合と乾物摂取量
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図 2 イネ WCS 混合割合と DMI 

（新出ら 2005） 

図 3 イネ WCS 混合割合と乳量 

（新出ら 2005） 
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TM を乾物 31～33％とする。 

●飼 程度やや低めに設定する。 
い

 

Ｒ素材としての飼料米 

の利用が検討されている。飼料

よるデンプン組成（アミロースとアミロペクチンの構成比など）の違

ージなどの調製・貯蔵・流通方法、畜種

の給与上限の検討、組み合わせる蛋白質飼料の分解特性などの研究が進展している。現

加価値畜産物を生産する事例が多く取り上げられ

て

、圧ぺん、粉砕といった物理的処理を行うか、破砕

ージに調製するといった加工を行う必要がある。 

R 中の NDF 含量

●子実排せつによるエネルギー損失があるため、飼料中の NFC（デンプン）含量を 38～40％
に上げる。 

料全体の粗飼料割合は 5％
●イネ WCS に組合わせる粗飼料はアルファルファ乾草や刈取時期の早い NDF 含量の低

ものを使用する。 
●イネ WCS の設定切断長は 3.0cm 程度にする。

 
６．発酵ＴＭ

トウモロコシ穀実に変わるエネルギー飼料として飼料米

米研究は 1980 年代から行われているが、近年になって、新たな品種の開発やデンプンの第

一胃分解性、品種に

い、加工形態別の消化性、ソフトグレインサイレ

別

状では、飼料米を鶏や豚に給与して高付

いるが、量の確保ができれば反芻家畜用でもトウモロコシ穀実などデンプン源の代替物

として利用が進むものと思われる。 
（１）飼料米の飼料特性 
 飼料米の成分を表 6 に示した。玄米はトウモロコシ子実と比較して、粗繊維、粗脂肪は

やや低いものの、TDN、粗蛋白質および NFE 含量はほぼ同等である。一方、もみ米は粗灰

分、粗繊維含量が高く、TDN 含量が低い。これはイネ WCS の子実の消化性と同様にもみ

の消化性が著しく低いことに起因する。従って、もみ米をそのまま給与することは避ける

べきであり、牛への給与に当たっては

後にソフトグレインサイレ

 
表 6 もみ米、玄米およびトウモロコシ（子実）の化学成分組成（値は原物中％） 

 水分 粗灰分 粗蛋白 粗脂肪 粗繊維 NFE TDN 

もみ米 13.7 5.4 8.9 2.2 8.6 61.2 66.3 

玄米 13.8 1.4 7.9 2.3 0.9 73.7 81.3 

トウモロコシ 13.5 1.3 8.0 3.8 1.7 71.7 79.9 

（日本標準飼料成分表 2001） 

 

２）加工処理によ 成  

（ホシアオ 米） 気圧ぺ 挽き よび 理し 化学

表 7 に示した 理を ても繊 分以 蛋白 ンプ は変

る。 繊維 は蒸気 ん処 すと や他 より

著に低下する。これは、蒸気圧ぺん処理の過程でもみ殻の一

。 

 

（ る化学 分の変化

飼料米 バもみ を蒸 ん、 割りお 発芽処 た際の 成分

組成を 。各処 施し 維成 外の粗 質やデ ン含量 動し

ないことが伺え 一方、 含量 圧ぺ 理を施 無処理 の処理 も顕

部が剥離するためと考えられ

る
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表 7 飼料米（もみ米）の加工処理別化学成分組成 

有機物 粗タンパク質 粗脂肪 粗繊維 NDF ADF デンプン アミロース

ホシアオ

化学成分組成 （乾物中%）

バ 無処理 95.3 7.1 1.9 8.2 18.3 11.4 63.6 23.5
オシアオバ 蒸気圧ぺん 95.7 7.1 2.0 6.4 16.8 9.6 66.7 25.5

アオバ 挽き割り 95.6 7.1 1.9 7.6 18.3 11.1 66.0 23.1
シアオバ 発芽処理 97.0 6.1 2.5 8.8 18.1 12.4 65.6 23.5

品種 加工法

ホシ

ホ

（宮地ら 2008） 

（３）飼料米の加工法別ルーメン内分解特性 

挽き割り）の比較 

率（ナイロンバッグ

試

いで挽き割り、無処理の順であった。粗蛋白質は2mm粉砕が も高く、次いで蒸気圧ぺん、

挽き割り、無処理の順であった。多くの穀実は、物理的処理により分解率や分解速度が向

上する。特に蒸気圧ぺん処理はデンプンの糊化により、また粉砕処理では微細化によりデ

ンプン粒の表面積が拡大するためデンプンのルーメン内分解率は向上するものと考えられ

る。以上、飼料米（もみ米）において主成分であるデンプンを 大限利用するためには、

 

１）もみ米（無処理、2mm 粉砕、蒸気圧ぺん、

ホシアオバ（もみ米）について、加工処理別のルーメン内有効分解

験結果）を表8に示した。乾物およびデンプン分解率は蒸気圧ぺんと2mm粉砕が高く、次

蒸気圧ぺんや2mm粉砕が有効な加工法であり、次いで挽き割りの順となる。無処理では分

解率が各成分とも2％に満たずほとんど分解されないため、反すう家畜に給与する際には加

工処理が必須となる。 
 

表8 加工処理別ルーメン内有効分解率 

乾物
a a b c64.8 68.4 48.4 1.3

デンプン 80.2 a 87.5 a 63.9 b 0.1 c

粗蛋白質 0.0 d

ホシアオバ（三重）

2mm粉砕 蒸気圧ぺん 挽き割り 無処理

75.4 a 67.2 b 59.1 c
 

注）異符号の付いた数値間に 5％水準の有意差あり．   （宮地ら 2008） 

 

 

なお、もみ殻を剥離した玄米や、もみ殻の一部を剥離した発芽処理においても DM の有

効分解率は 10％程度と低いという試験結果が畜草研（宮地ら 2009）や大阪府（平康ら 未
発表）で得られている。そのため、反すう家畜への給与時には玄米表皮を破砕するような

物理的

２）もみ米（ソフトグレインサイレージ、圧ぺん）の比較 

もみ米の加工処理には、蒸気圧ぺん、粉砕および挽き割りの他、サイロのような密封容

器

処理が必要と考えられる。 

内でもみ米を乳酸発酵させるソフトグレインサイレージ（SGS）もある。福島県では SGS
と圧ぺん処理したもみ米を、それぞれ粒のまま（原形）、乾燥して 2mm 粉砕、生で 2mm
粉砕し、ルーメン内分解性を比較している。結果を図 4 に示した。SGS は原形、2mm 粉砕
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とも、ルーメン内投入直後に

60
粉

料

とが理由とされている。しかしながら、わが国でこれまで実施された乳牛の給与試

料米で代替したもの）では、アシドーシスが発症し

た

保持のため一旦サイレージ化す

必要性がある上、近年では品薄で入手困難になるなど、個別農家では対応が難しくなっ

R センターでは、一括購入・発酵 TMR 調製・品質検査・流通という体

系

図 4．SGS および圧ペン処理したもみ米のルーメン内

乾物分解率 （福島県 2008） 

％以上が消失し、特に 2mm
砕は 6時間以内に 80％以上が

消失した。一方、圧ぺんは原形

が 96 時間かけて緩やかに消失

し、2mm 粉砕は 48 時間かけて

消失した。このことから、SGS
は圧ぺんに比較してルーメン内

の分解速度が速く、易分解性画

分が増加することが伺える。ま

た、両処理とも 2mm 粉砕する 
ことで分解速度はさらに速まっ

た。 
（４）飼料米のＴＭＲへの混合割

これまで、乳牛飼料中への飼

合 

米の混合量は、原物で配合飼料の10％代替を安定給与可

料米を多給するとルーメンアシドーシスの発症が危惧さ能な水準としてきた。これは、飼

れるこ

験（配合飼料を乾物あたり10～20％飼

という報告例はなく（埼玉畜試 1984、福井畜試 1985）、20～30％までは代替可能であ

るという仮説が、農林水産省委託プロジェクト「粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の

開発（略称：えさプロ）」の中で検証されているところである。 
むしろ飼料米の問題はその加工コストと入手可能量にあり、コストをいかに低減させ収

穫量を増やすかが解決すべき問題として残されている。 
 
７．今後の展望 

発酵 TMR は、前述のように地域賦存資源（エコフィードなど）を有効に活用してコス

トを低減できる。しかしながら、これら資源の多くは品質

る

ている。一方、TM
が構築されており、コントラクターと TMR センターが連携して地場産の飼料を安定供

給する動きも出ている。例として、都府県ではイネ WCS や麦サイレージを、また北海道

ではトウモロコシサイレージや牧草サイレージを粗飼料源とし、それに低・未利用資源や

濃厚飼料を混合した発酵 TMR が流通している。今後、輸入飼料価格の乱高下や、農家の

機械投資・労力軽減の面から、このような飼料生産の外部化の流れは加速することが予想

される。今後は、この流れを見据えた産・学・官連携の課題として、発酵 TMR 材料の安

定供給、季節の環境変化に対応した発酵の制御、調製用機械の改良・開発、適正な給与技

術の開発などの他、広域流通に向けた品質チェック方法の整理・統一、流通価格の納得性

の確保、トレーサビリティやハンドリング技術の開発などに取り組む必要があろう。 
安全・安心・安価な国産飼料の増産を進めていくため、これら発酵 TMR の課題解決に

向けた技術構築を共に進めて行く必要性は高い。 
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飼料用イネを利用した耕畜連携の経営的評価

（独）農業・食品産業技術総合研究機構

畜産草地研究所 山地畜産研究チ－ム

宮路 広武

１．はじめに

水田フル活用の言葉に代表されるように、生産調整水田の有効活用があらためて注目さ

れている。その大きな柱の一つとして注目されているのが、稲発酵粗飼料、飼料用米に代

表される水稲の畜産的利用であり、様々な政策的支援も実施されている。

稲発酵粗飼料生産は、 年に開始された水田農業経営確立対策下において本格的な2000
生産が開始され、助成制度の変更に伴い、一時、生産面積が減少した時期もあるが、その

後は増加を続け、 年には 農林水産省畜産振興課調べ・見込み の作付が行わ2008 8,931ha( )
れている。

一方、飼料用米生産は、生産調整の強化が行われた 年前後を中心にその実現・定1980
着に向けて様々な検討が行われたが、経済的要因を主に実現するには至らなかった。その

後、近年の急激な穀物価格上昇、過剰基調による食用米価格の低下を背景に、あらためて

その定着が注目されている。

全国での飼料用米生産への取り組みは、 年には と極めて限られた取り組みで2004 44ha
2008 1,611ha 2009あったが、政策的な振興が図られた 年には （見込み）に大幅に増加し、

年以降も積極的な振興が図られている。

稲発酵粗飼料と飼料用米は、粗飼料と濃厚飼料という、飼料としての相違があるが、そ

の飼料としての認識、利用方法にも相違がある。稲発酵粗飼料は、代替飼料である購入乾

草より低価な飼料として畜産農家（大家畜）に認識、利用されている場合が多い一方、飼

料用米は代替飼料であるトウモロコシ等より、高価な飼料として畜産農家（中小家畜主）

に認識、利用されている場合が多いと言う異なった面もある。

稲発酵粗飼料、飼料用米生産の定着に向けての 大の課題は、飼料としての販売収入と

生産コストの乖離であり、この溝を生産コストの低減と販売収入の向上により少しでも縮

めていくことが求められている。実際にはこの溝を産地確立交付金等の助成金で埋めるこ

とで生産・利用が実現している。

この様に、助成制度に支えられての取り組みと言う側面もあるが、その定着に向けての

期待は非常に大きなものである。本稿では、これらの点を踏まえ、耕畜連携による稲発酵

粗飼料、飼料用米生産について経営的観点から検討、評価する。

２．稲発酵粗飼料、飼料用米生産・利用に対する政策的支援

稲発酵粗飼料、飼料用米生産に対する助成制度の中心をなすのが、産地確立交付金であ

る（ 年までは産地づくり交付金として実施 。この交付金は、 年から実施された2008 2004）

米政策改革に基づき、地域の実情に応じた食用米の生産調整や構造改革等を円滑に推進す

る目的で交付される助成金である。
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それまでの全国一律の助成体系から転換し、地域自らが作成した地域水田農業ビジョン

に基づき、地域毎に助成単価、助成作物等の助成体系を構築出来るようになった点に特徴

がある。地域毎の具体的な助成単価、助成作物等の助成体系は、市町村区域を基本に設置

される地域水田農業推進協議会において決定される。従って、産地確立交付金の助成体系

は、地域毎に異なる。

また、近年では食用米生産調整の拡大・定着を図る目的で生産調整拡大分に対して支払

われる地域水田農業活性化緊急対策や水田等有効活用促進交付金などの追加的な助成も実

施されている。さらに、従来から実施されていた給与実証、耕畜連携助成の他、飼料用米

導入定着化緊急対策事業、需要即応型生産流通体制緊急整備事業（ 年補正予算）な2009
ど、稲発酵粗飼料、飼料用米生産・利用に対する様々な助成が実施されている。

これらの助成金は、耕種側、畜産側、あるいは流通等に対しての助成との理解も出来る

が、実際的には、これらの助成制度全体を考慮して、稲発酵粗飼料、飼料用米販売価格等

が決定されており、稲発酵粗飼料、飼料用米生産による耕畜連携の実現に大きな影響を与

えている。

３．稲発酵粗飼料による耕畜連携

稲発酵粗飼料生産は、本格的な取り組みから既に 年程度が経過し、様々な生産利用10
体系が存在する。専用収穫機導入を伴う場合など、生産コスト低減の為には、スケ－ルメ

リットの発揮が求められるが、近年では、農業公社等の収穫調整組織が中心となり、大規

模に取り組む事例も増えている。また、この様な収穫調整組織の存在自体が、大規模な取

り組みによる費用低減効果ととも、耕畜連携による稲発酵粗飼料生産の実現に大きな影響

を与えている。

本節では、栃木県那須地域に展開するコントラクター を中心とした取り組みを通しN
て稲発酵粗飼料生産による耕畜連携を経営的観点から検討する。

栃木県那須地域は、都府県 大の酪農地帯であるとともに、有数の和子牛生産地域でも

ある。また、平場地域を中心に水稲生産も盛んな地域である。しかし、他地域に比較して

稲発酵粗飼料生産の展開は遅く、自家経営内での生産利用など小規模な取り組みはあった

ものの、 年でも約 の生産面積であった。しかし、コントラクター の発足も大2006 10ha N
きな契機となり、その後、生産面積は大幅に増加し、 年には約 、 年では計2008 67ha 2009
画段階で約 程度の作付が行われている。90ha

コントラクター は、 年に耕種農家、畜産農家、関連企業の出資により設立されN 2007
た株式会社である。コントラクター では、 年に細断型専用収穫機、自走式ラップN 2008
マシン等を導入し（表１ 、本格的）

に稲発酵粗飼料収穫調製・販売組

織として稼働を始めた。 年の2008
収穫調製面積は約 で、 年44ha 2009
には約 程度の収穫調製を担う70ha
予定である。

コントラクター 設立の背景にN
は、畜産側には堆肥処理、耕種側

表１　コントラクタ－Nの主な機械装備
単位：千円

機　械 価　格 備　考

稲発酵粗飼料専用収穫機(１台) 8,820       1/2補助で導入
自走式ラップマシン(２台) 4,179       1/3補助で導入

専用クランプ 903         1/2補助で導入
10tトラック 8,940       自己資金

2tトラック(ユニック車) 1,250       自己資金
資料：コントラクタ－N資料．

　 注；価格は助成前価格．
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には転作作物である麦・大豆の連作障

害という問題があり、双方のこの様な

問題意識の下、普及機関や関連企業等

の協力もあり設立に至った。

コントラクター は、購入者であるN
畜産側が センターの利用者懇談TMR
会をベ－スに取り組みを開始した特徴

があり、組織運営にもこの センTMR
2008ターが大きな協力を行っている。

年では、専属オペレーター１名の他、

酪農家などの出役により作業を実施し

た。稲発酵粗飼料購入農家の堆肥散布については、一部の圃場で実施したが、距離等の問

題もあり、今後の検討課題である。

専用収穫機等、新たな機械導入を伴う場合、その導入費用を賄い、生産コストの低減を

図るには、一定の収穫調製面積を確保する必要がある。また、同時に稲発酵粗飼料の販売

先を確保する必要がある。コントラクター では、稼働当初からこの点を意識し、取りN
N組んでいる 作業性を考えると当然 圃場条件を考慮する必要があるが コントラクター。 、 、

、 、 。 、では 収穫調製面積確保をまず優先し 小規模圃場なども引き受ける方針をとった また

販売先確保に対しては、収穫調製面積を越える購入希望に対し、断るのではなく、他地域

の稲発酵粗飼料も購入・供給し、将来的な販売先確保に努めた。

コントラクター を中心とした取り組みの稲発酵粗飼料生産利用方式は、耕種農家がN
飼料イネ栽培を行い、立毛状態でコントラクター に販売する。コントラクター は、N N

2008立毛状態で買い取った飼料イネを収穫調製し畜産農家に販売すると言う方式である。

kg年の立毛状態での耕種農家からの買い取り価格は、雑草の混入具合を考慮し、原物１

当たり９円、７円、５円、購入不可の４段階を設定しているが、９円での買い取りが殆ど

3,000kg/10a /kg 27,000であった。原物収量 、９円 の場合の耕種農家の飼料イネ販売収入は

円となり、この販売収入と各地域毎の交付金を合わせた合計が耕種側の収入となる。

コントラクター は、耕種農家から立毛状態で購入した稲発酵粗飼料原料費に収穫調N
製・運搬費用を負荷して畜産農家に販売する。畜産農家への稲発酵粗飼料販売価格は、庭

先渡し価格で原物１ 当たり 円、乾物１ 当たり 円程度(乾物率 ％換算)でkg 22.8 kg 60 38
あるが、給与実証助成金を考慮すると原物１ 当たり 円、乾物１ 当たり 円kg 19.2 kg 50.5
程度の購入価格となる。

稲発酵粗飼料生産においては生産コストの低減と販売価格の向上により、生産コストと

販売収入の溝を少しでも埋めていくことが求められている。その具体的な方法は、面積当

たり生産費用の低下、単収の向上、良質稲発酵粗飼料の生産などである。

コントラクター を中心とした取り組みでは、まず単収向上へのインセンティブを与N
える為に、面積当たりの取引ではなく、収量に応じて耕種側の収入が増えるように原物１

当たりの取引を行っている。さらに、捨てづくりや品質低下に繋がらないよう、そのkg
取引価格も雑草の混入度合いを考慮して設定している。また、コントラクター を中心N

TMR TMRとした取り組みは、畜産側の センター利用者懇談会をベースに発足し、運営に

写真１ コントラクタNの収穫作業
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センターも協力していることもあり、稲発酵粗飼料を単なる低価な飼料として捉えるので

はなく、良質粗飼料として利用しようという意識もある。機械導入に際しても良質な稲発

酵粗飼料生産が期待出来る細断型専用収穫機を導入し、乳酸菌添加も行っている。

これらの取り組みを通して、単なる助成制度に支えられた耕畜連携、稲発酵粗飼料生産

ではなく、耕種、畜産双方及びコントラクター が継続して取り組める生産利用方式をN
模索している。

今後の課題として、当初は、収穫調製面積確保の観点から、小規模圃場等、作業性の悪

い圃場についても対応してきたが、面積増加に伴う作業量の増加を考慮すると、やはり、

作業性を重視した対応を取る必要もある。この点は、実際の作業を行った中でも今後の課

題点として認識されている。また、収穫調製面積増大に伴う、稲発酵粗飼料品質の低価が

起こらないよう対応する必要もある。この点は、継続的需要者の確保と共に、販売価格の

維持という点でも重要であり、稲発酵粗飼料生産を通した耕畜連携そのものの継続・定着

にも大きな影響を与える点である。

コントラクター では、当初、収穫調製面積拡大に向けて、汎用型飼料収穫機の導入N
も視野に入れていた。しかし、機械導入に伴う新たな投資は大きな負担となる。この様な

中、酪農協が汎用型飼料収穫機を導入し、この機械をレンタル出来る体制が整い、今年度

から対応する予定である。

４．飼料用米生産による耕畜連携

近年、政策的な振興もあり、飼料用米への注目は高まり生産面積も増加してきている。

現状の取り組み事例を見ると、給与畜種では、豚、鶏への給与が多い。また、多くの事例

では、地域で生産された飼料用米を地域の畜産業者の家畜に給与し、そこから排出される

堆肥等を飼料用米生産圃場などに還元するという、地域内での資源循環生産体系の構築に

取り組んでいる。この様な取り組みにより、遊休水田の解消、飼料自給率の向上に貢献し

ようというものである。

、 、 。また この点を積極的に示し 飼料用米給与生産物の差別化を行い販売する事例も多い

この様な取り組みは、飼料用米給与による生産物品質の変化と共に、この様な取り組みを

消費者が評価し、購入価格の上昇として費用の一部を負担してくれる可能性をもつものと

考えられ期待される。

これまで稲発酵粗飼料などの生産を通して大家畜を中心に行われてきた耕畜連携への取

、 。り組みが 飼料用米生産を契機に中小家畜でも行われるようになってきた点は注目される

これらの点を踏まえ、本節では、岩手県 地区と養豚業者の取り組みを通して、飼料用A
米生産による耕畜連携を経営的観点から検討する。

地区は、岩手県南部の典型的な中山間地域で、水稲、畜産及び園芸を組み合わせた複A
合経営が多く、その殆どは零細経営である。 地区の水田は、小区画水田で湿田が多く麦A
や大豆等の畑作物の栽培に不向きな地域であり、食用米の生産調整実施による転作拡大は

水田の遊休化を招いた。農業者の高齢化や労働力不足もその一因であるが、遊休水田の増

加は、地域農業にとって大きな課題の一つであった。

Aこの様な状況の中、遊休水田の有効活用を図る手段として飼料用米の生産に着目し、

地区に農場のある養豚会社とともに飼料用米生産に取り組んだ。 地区では、役場、養豚A
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会社、大学、農協、飼料会社が参加したプロジェクト委員会を発足させ、 年から試2003
験的に取り組みを開始した。 年には、トウモロコシに代替して飼料用米を 給与2008 15%
した豚肉の差別化販売を関東・関西のスーパー店頭で開始し、飼料用米生産・利用に本格

的に取り組んでいる。

地区での飼料用米生産は、 年の の試験栽培からスタートし、翌 年にはA 2003 12a 2004
基盤整備直後のならし作りとしての栽培も加わり となり、飼料用米給与豚肉の販売550a
が開始された 年には まで増加した。品種は、一部試験栽培を除き「ふくひび2008 2,052a
き」である。生産は移植栽培で行われ収穫まで食用米とほぼ同じ生産方式である。 当10a
たりの飼料用米収量 屑米を含む玄米収量 は、 年・ 、 年・ となり一( ) 2006 619kg 2007 558kg
定の多収を実現出来たかに思えたが、生産面積が倍増した 年には となり、当2008 476kg
該地域の食用米の平均単収 程度にまで低減した。収量減の要因は、明らかではない480kg
が、品種、施肥法等も含めより一層の多収技術の確立と普及が待たれる状況にある。

図１は 地区での飼料用米生産・利用方式について示したものである。まず、 地区A A
で生産された飼料用米を地区内で決められた１カ所のライスセンターに搬入し、乾燥調製

の後、フレコンバッグに詰める。その後 の飼料用米専用倉庫に運搬して保管し、さらJA
に隣接県の飼料工場に搬送、粉砕して配合飼料に ％混合する。その後、 地区内にあ15 A
る養豚場に搬入して給与するという方式である。飼料用米を給与した豚肉は、差別化され

関東・関西の大都市圏のスーパー店頭で販売されている。

飼料用米生産の定着に向けての 大の課題は、飼料穀物としての販売収入と食用米とほ

ぼ同じ方式で生産される費用の大きな乖離であり、この幅を少しでも縮めていくことが求

められている。その方法は、代替飼料穀物より高価での飼料用米販売、単収の向上、面積

当たり生産費用の低減などである。このうち面積当たり生産費用の低減方策として期待さ

、 。 、れるのが 直播による栽培である 地区においても試験的に直播栽培が取り組まれたがA
結果は芳しくなく、基本的には、今後も移植栽培で生産が行われる予定である。

地区での飼料用米販売価格は玄米（屑米含む）１ 当たり 円で、代替飼料穀物よA kg 63

飼料用米生産

A地区耕種農家
２営農組合・個別農家数戸

移植栽培

飼料用米乾燥調製

JAのRC(１ヶ所)

飼料用米保管

JA倉庫

玄米で常温保管

飼料用米加工・配合

隣接県飼料工場

粉砕しトウモロコシ

に代替して15％配合

豚糞堆肥

飼料用米利用

A地区養豚業者

肥育後期60日間給与

生産物販売

関東・関西の

ス－パ－店頭販売

飼料用米給与生産物

として差別化販売

単収向上・堆肥利用等

により費用低減を図る

水分等に配慮し

乾燥調製費を低減

運搬・保管

費用が必要

図１ A地区における飼料用米生産・利用体系(2008年)
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り高価での飼料用米販売を実現している。飼料用米販売価格は、産地づくり交付金等も考

慮して、行政、耕種側、畜産側等、各者の話し合いの下で決められた価格であるが、代替

飼料穀物より高価での飼料用米販売を実現出来ている根本には、飼料用米を軸とした地域

内での資源循環生産体系構築への取り組みがある。

2009これまでは 全ての飼料用米生産圃場に豚糞堆肥が施用されていたわけではないが、 、

年産米からは、豚糞堆肥施用面積も大きく増加している。豚糞堆肥施用圃場では、リン、

カリ成分が高い堆肥の特性を活かし、通常の化成肥料より安価な単味肥料（尿素等）を利

用するなどの取り組みも広がってきており、無償で提供される豚糞堆肥の施用と合わせ、

肥料費の低減効果も期待される。また、養豚場から回収される他の肥料成分（硫安）の利

用も検討されており、低コスト施肥体系の確立が期待されている。

表２は、 年の助成体系などに基づき 地区での飼料用米生産による収入等につい2007 A
て示したものである。 ～ 年の平均単収程度である での飼料用米販売額は2006 2007 600kg

円となる。産地づくり交付金が 当たり 円助成される為、諸経費を差し37,800 10a 45,000
引いた後の助成金を含めた飼料用米生産による総収入は、 当たり収量 の場合で10a 600kg

円となる。81,246
飼料用米生産では、単収の向上が求められるが、現状の条件下で、飼料用米単収が増加

した場合を想定すると、総収入は の場合で 円、 の場合で 円と700kg 87,287 800kg 93,328
なり、単収が 増加する毎に 円、総収入が増加する。しかし、これまでの 地100kg 6,041 A
区の取引方式では、乾燥調製費は耕種側が負担している。従って、単収増に伴い乾燥調製

費も増加する為、単収 の増加に伴い 円の所得増加に低減してしまう。100kg 3,866
この様に、これまでの飼料用米生産・取引方式では、単収の向上に伴い乾燥調製費も増

加してしまい、単収増による所得の増加を小さなものにしてしまう。この様な傾向は、飼

料用米販売価格が低い場合にはより顕著になる。表２には、代替飼料穀物価格と同程度と

30 30 100kg考えられる飼料用米価格 円の場合も示した 飼料用米価格 円の場合では 単収。 、

の増加に伴い、わずか 円の所得増加しか見込めないことになる。この様な条件下での665
耕種側の単収増へのインセンティブは、極めて小さいものであり、単収増の実現は容易で

はないと考えられる。

この様に、生産現場で単収増を実現する為には、単収増に伴い一定の所得増が望めるよ

うな、飼料用米販売価格、助成体系、費用負担方式を実現・確立していくことが必要と考

表２　飼料用米価格・単収の変化による収入等の比較(10a)
単位：円

飼料米(63円/kg) 飼料米(30円/kg)

(600kg/10a) (700kg/10a) (800kg/10a) (600kg/10a) (700kg/10a) (800kg/10a)
販売額 37,800       44,100       50,400       18,000       21,000       24,000       
諸経費 1,554         1,813        2,072         960           1,120         1,280         

差引収入 36,246       42,287       48,328       17,040       19,880       22,720       
産地づくり交付金 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

総収入(a) 81,246       87,287       93,328       62,040       64,880       67,720       
乾燥調製費用(b) 13,050       15,225       17,400       13,050       15,225       17,400       

a-b 68,196       72,062       75,928       48,990       49,655       50,320       
単収増効果 - 3,866        3,866         - 665           665           

注：1)諸経費は手数料３%、出荷経費0.7円/kg．

    2)乾燥調製費は21.75円/kg(2007年時の料金)である．
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えられる。

また、乾燥調製費自体の低減方策の検討も重要である。立毛乾燥なども期待されている

が、 地区においては、まだこの様な取り組みは行われていない。 地区での飼料用米のA A
乾燥調製は、 年には、地区内にある営農組合のライスセンターで行ったが、 年2007 2008
は、生産開始当初から利用していた ライスセンターを再び利用している。 ライスセJA JA
ンターでは、生籾水分含量 ％以下と 以上で料金が異なり、収穫時の水分含量に20 20.1%

2008 A配慮するだけでも一定の費用削減を実現することも可能である。 年産飼料用米の

20 20 20 20地区での水分含量は ％未満と ％以上が混在していたが ％以上も多く 今後は、 、 、

％未満での収穫を心がける必要もある。

また、乾燥調製費の他、流通・保管にも一定の費用を要し、これらの費用及び負担方法

も飼料用米生産・利用に影響を与えるものである。具体的な費用としてあげられるのは、

倉庫保管料、運賃である。 地区でも、これまでは、飼料用米生産・利用に係わる各者がA
これらの費用をそれぞれ負担し合い、明確な費用負担方式は構築されていなかったが、こ

れらの費用を出来る限り低減させると共に、誰が、どの程度負担すべきなのかという点を

含め検討する必要がある。

この様に、飼料用米生産・利用の定着に向けては飼料用米価格、単収、面積当たり費用

と共に、乾燥調製、保管、流通費用も影響を与えるものであり、この点の検討も重要であ

る。なお、 年の飼料用米導入定着化緊急対策事業の実施、 年産米に対する新た2008 2009
、 、 。な助成 予定 生産量の増加等に伴い 新たな取引・利用方式などの検討も行われている( )

５．むすび

水田フル活用のかけ声の下、稲発酵粗飼料、飼料用米生産定着への期待は大きなもので

ある。何れも耕畜連携を前提とした取り組みであり、耕種、畜産双方にメリットがもたら

される方式を模索していく必要がある。何れにも求められるのは、生産コストの低減と飼

料販売収入の向上などであるが、そのためには、技術的側面の改善の他、助成体系、取引

方式など、生産から運搬・流通、給与、生産物販売、堆肥利用に至る、一連のシステムと

して検討する必要がある。今後も、その定着に向けて技術的側面及び経営経済的側面から

のより一層の検討が求められている。
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