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＜語句の解説＞ 

本テキストにおいては、 
１．ホールクロップサイレージとして利用するイネをイネＷＣＳまたは稲発酵粗飼料とし

て、稲発酵粗飼料（イネＷＣＳ）に仕向けるイネをＷＣＳ用イネと表現する。 
２．稲を籾米、玄米として利用する場合を飼料用米として表現する。 
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飼料イネ・飼料用米専用品種の特徴と育種の現状 
 

作物研究所 

稲研究領域 

加藤 浩 

 

１．はじめに 

日本人一人当たりの米の消費量の減少により、日本の水稲作付面積は減少しており、現

在 162 万 ha（2010 年）である。全国で約 70 万 ha 以上の生産調整水田が存在し、耕作放棄

地も急速に拡大している。一方で、トウモロコシや牧草等の飼料は、国内の肉・卵・牛乳

などの畜産物の消費の伸びにより長期的に需要が増大し、これを輸入に頼ったため飼料自

給率は 25％（2009 年）である。家畜に与える飼料は栄養価の高い濃厚飼料と低い粗飼料に

分けられ、粗飼料の自給率は 78％で、濃厚飼料の自給率はさらに低く 11％である。このよ

うな状況を打開するためには、生産調整を行っている日本の水田で飼料を生産すれば良い

のであるが、トウモロコシ等の飼料作物は畑作物であり、夏に降水量が多く水分の多い日

本の湿田での栽培に適さないことも多い。稲は本来湿地の作物であり、低湿地での栽培に

適である。また、水田で飼料用の水稲を作付することにより、用排水路や畔をそのまま

使用するので水田の機能の維持が容易であり、世界的な食料供給が逼迫した状況になれば、

容易に食用の稲品種への切り替えが可能である。近年は、こぼれ種子を枯らす除草剤もあ

り、飼料用稲品種と食用の稲品種の切り替えによる混種もほとんど問題にならない。加え

て飼料用稲でも、食味や玄米品質は劣るが緊急時の人間の食用とすることは可能である。

飼料用の水稲の生産は水田の機能を維持しながら需要の高い飼料を生産するので、食料安

全保障の面からも大きな意味を持つ。 

視点を転じて世界を見ると、日本と同様のことが韓国、中国、台湾等で起っている。こ

れらの国では近年、経済的な発展が著しく、所得の向上により、畜産物の消費量が伸び一

人当たりの米の消費量が一様に減少している。韓国ではすでに米の生産が過剰である。中

国でも飼料の大量の輸入が始まっているが、近い将来、急激な所得の向上と肉製品に対す

る嗜好性により輸入量が増大することが予想される。アメリカのバイオエタノール振興政

策による飼料価格の高騰とその後の安定化は記憶に新しいが、一時的でない飼料供給の逼

迫も予想されるので、日本の畜産業の安定化を図るためにも、日本の国内産の飼料の自給

率をできるだけ向上させておく必要がある。 

 

２．飼料用稲品種の育種目標 

飼料用として用いられる稲はイネＷＣＳ（稲発酵粗飼料）と飼料用米向け品種に分けら

れる。稲発酵粗飼料は粗飼料（自給率 78％）として用いられ、飼料米は濃厚飼料（自給率

11％）として用いられる。稲発酵粗飼料として用いられる品種は、稲の茎葉と穂の地上部

全体を黄熟期に専用のロールベーラーを用いて収穫し、ラップして発酵させて牛の粗飼料

として用いる。これらの品種で も重要なのは、牛に給与して消化される養分の総量であ

る可消化養分総量（Total digestible nutrients, TDN）が高いことである。飼料用米とし
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て用いられる稲の品種は、玄米や籾が多収であり、牛、豚、鶏の濃厚飼料として用いられ

る。これらの品種で最も重要なことは、玄米の収量が高いことである。 

ほとんどの飼料用米向けの品種は、籾の収量が高いので茎葉を含む全重も大きく稲発酵

粗飼料として利用することができる。稲発酵粗飼料・飼料用米向け多収品種では、食用の

稲品種とは異なり良食味性や玄米品質は重視されない。また、稲発酵粗飼料・飼料用米向

け多収品種の最も重要な特性は、家畜に給与する玄米、籾または全重の収量が高いことで

あるが、多収品種の栽培では高い玄米または全重収量を達成するため多肥栽培が一般的と

考えられ、大量の窒素投入に耐える高度の耐倒伏性が重要である。耐倒伏性の強化は、直

播栽培による生産コスト低減でも重要な特性となる。さらに、多肥栽培により玄米の蛋白

質含量を高めることも可能である。草型の改良や登熟期間の長期化等によりさらに玄米ま

たは全重収量の向上を図っていく必要がある。また、農薬コストを削減するため、広範囲

な耐病虫性の付与も食用の稲品種以上に重要である。 

 

３．育成された稲発酵粗飼料・飼料用米向け品種の特性 

飼料用稲の育種は主に（独）農研機構の北海道農業研究センター、東北農業研究センタ

ー、中央農業総合研究センター、作物研究所、近畿中国四国農業研究センター、九州沖縄

農業研究センターが中心となり、2000 年頃から農水省委託プロジェクト「ブランドニッポ

ン 3 系」「えさプロ」「国産飼料プロ」等により実施されてきた。2008 年までは稲発酵粗飼

料のみを育成目標としていたが、それ以降は飼料用米も目標に含めている。図１に示す 23

品種は、全国どこでも種子の入手が可能な稲発酵粗飼料・飼料米向け多収品種の大まかな

栽培適地を示している。日本のほぼどこでも専用の飼料用稲品種を栽培することができる。

次にこれらの品種の特徴について紹介する。 

 

図１ 稲発酵粗飼料・飼料用米向け多収品種の栽培適地 

 

図２．日本晴（左）、タカナリ（中央）、

モミロマン（右）の玄米（上段）と籾（下段）

「モミロマン」の玄米は腹白、心白、乳

白が極端に多く、識別性が高いが砕けや

すい。 
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（１） 稲発酵粗飼料・飼料用米向け品種の多収性 

 稲発酵粗飼料に用いられる品種のうち「たちすがた」、「はまさり」、「リーフスター」、「ま

きみずほ」、「ミナミユタカ」、「ルリアオバ」、「タチアオバ」の 7 品種は、稲発酵粗飼料向

けの専用品種である。図１では斜体字で示している。玄米重量が食用の稲品種と同じ程度

がそれよりも低く、稈長が高いことによって、茎葉を含めた全重が多収となる品種である。

これらの品種は、鶏、豚、鶏の濃厚飼料とする飼料用米としては不適である。しかし、こ

れら品種の TDN 収量は、「はまさり」で 1.05t/10a、「たちすがた」、「リーフスター」では

1.2t/10a 近く、高い TDN 収量を達成している。加えて、これら品種の茎葉を含むロールに

は玄米収量が高い品種に比べて籾の割合が少なく、乳牛で問題視されることがある未消化

で排泄される籾の量が少ない。これらの品種では、茎葉のデンプンの含量が高く、籾から

のデンプンが少なくても茎葉のデンプンによって、TDN の含量は同等となっている。むし

ろ、穂が小さいことにより耐倒伏性を強くできるので、これら稲発酵粗飼料向けの専用品

種は、稲発酵粗飼料としては、玄米収量が高いタイプより優れている。 

飼料用米品種は図１の斜体字で示した稲発酵粗飼料専用品種以外の 16 品種である。飼

料用米の場合、屑米も利用できるので、食用の品種と異なり粗玄米収量を収量として取り

扱う。「きたあおば」の粗玄米収量は 825kg/10a で食用の「きらら 397」より 25％多収であ

る（品種育成時の数年間の平均収量）。「べこあおば」は 753kg/10a で「ふくひびき」より

7％、同じく「北陸 193 号」は 780kg/10a で「日本晴」より 18％、「モミロマン」は 823kg/10a

で「日本晴」より 38％、「ミズホチカラ」は 725kg/10a で「ニシホマレ」より 20％高い。

飼料用米品種では、粗玄米収量が高いのが特徴である。 

 

（２） 稲発酵粗飼料・飼料用米向け多収品種の耐倒伏性 

多肥栽培により多収を目指す場合に重要な稲発酵粗飼料・飼料用米品種の耐倒伏性につ

いては、食用の「コシヒカリ」が“極弱”であるのに対して、北海道向け品種の「きたあ

おば」を除き“やや強”以上の品種が多い。「コシヒカリ」の場合は窒素成分 7～8kg 程度

の施肥量で倒伏を起こすが、稲発酵粗飼料・飼料用米向けの多収品種では、強い耐倒伏性

を持つので、「コシヒカリ」の 1.5 倍から 2 倍程度の施肥量でも倒伏しにくい茎の太い強稈

性の品種が選抜されている。緩効性肥料を使わず分施肥にする場合は、食用の稲品種では

通常行わない実肥でも問題はない。 

 

（３） 飼料用米向け品種の玄米品質は低く識別性がある 

ほとんどの飼料用米品種の玄米品質は食用の稲品種に比べて劣る（図２）。家畜の飼料

として用いる場合は品質が低いことは問題にならず、むしろ玄米品質の低さを食用の稲品

種との識別に利用することが可能である。この他にも「北陸 193 号」はやや長粒であり、

「べこあおば」は大粒性であるので、食用の稲品種との識別が可能である。 

 

（４） 稲発酵粗飼料・飼料用米向け多収品種の草型 

これまで育成されてきた飼料用米向け品種には、特徴的な草型がある。草型は穂数と穂

重の割合を示すもので、面積当たりの穂の数が増えたことにより多収になる穂数型と、穂

の数は増えないが、籾が密に着く、一つ一つの籾が大きくなる、穂が長くなることによる
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穂重型がある。飼料用米向け品種ではやや穂重型～極穂重型であり、食用の稲品種に比べ

て単位面積当たりの穂数が増えるのではなく、穂の重量が増えることで穂が重くなり収量

が増える穂重型が多い。稲発酵粗飼料向けの品種では、穂重型とは限らず穂数型も含まれ

る。 

 

（５） 稲発酵粗飼料・飼料用米向け多収品種のいもち病抵抗性 

いもち病は稲の も重要な病害である。日本の食用の稲品種の持ついもち病真性抵抗性

は、現状ではほぼ Pii,Pia に限定されるとみなすことができる。稲発酵粗飼料・飼料用米

向け多収品種のいもち病真性抵抗性については、食用の稲品種が持つ Pii,Pia 以外の真性

抵抗性を複数持つと推定される品種が多い。どの真性抵抗性遺伝子を持つかは不明である

場合が多いが、真性抵抗性を有するので親和性のある菌系が出現するまでは、いもち病に

は罹病しないので有利である。しかし、稲発酵粗飼料・飼料用米品種の作付が拡大したり、

長期にわたって栽培されると、いもち病菌が変異し、抵抗性のブレークダウンが起こる可

能性がある。 

 

（６）稲発酵粗飼料・飼料用米向け多収品種の耐冷性、脱粒性、縞葉枯病抵抗性 

稲発酵粗飼料・飼料用米品種の耐冷性は弱いものが多い。これらの品種を冷害の常発地

域に導入する場合には、移植時期をずらす、深水灌漑を実施する等の対策が必要である。

脱粒性は、“やや難”か“難”であり食用の稲品種と大差はないので、稲発酵粗飼料・飼料

用米だからといって、こぼれ種子が増えることはないが、脱粒性が“やや難”の品種の場

合には、刈り遅れると脱粒しやすくなるので、立毛乾燥を目指す場合は脱粒による収量の

損失が多くならないように注意する。縞葉枯病については、稲発酵粗飼料・飼料用米品種

の多くが部分的にインド型の親を持つ場合が多いので、インド型由来の抵抗性を持つ品種

が多い。 

 

（７）飼料用米向け品種の登熟期間は長い 

登熟期間は出穂日から成熟日までの日数で、食用の稲品種の「日本晴」や「ニシホマレ」

では約 40 日であるが、飼料米品種では 50 日～60 日程度と長い。灌漑用水をその分長く確

保し、早刈りしないで十分に登熟させてから収穫する必要がある 

 

（８）水稲用除草剤成分ベンゾビシクロン等で枯死する品種がある 

「モミロマン」「ミズホチカラ」では水稲用除草剤ベンゾビシクロン、メソトリオン、

テフリルトリオンに対して感受性で、白化・枯死を伴う薬害を起こす（図３）。この２品種

以外にも「おどろきもち」「ハバタキ」「ルリアオバ」「タカナリ」「兵庫牛若丸」では同様

の薬害が生じるので注意が必要である。なお、これら７品種以外では、同剤による薬害は

生じない。 
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図３．「タナカリ」（左から２つめ）、「モミロマン」（左から３つめ）、「おどろきもちに」（左

から４つめ）の水稲用除草剤ベンゾビシクロンによる苗の枯死（波板の上側に除草剤施用） 

 

（９）稲発酵粗飼料用品種にはリグニン含量が低い品種がある 

「リーフスター」の場合には、リグニンの含量が低いことが知られており（図４）、こ

れが消化性の向上に貢献している可能性もある。この低リグニン性による消化性の向上に

ついては今後さらに研究が必要であり、どれぐらいの消化性の向上が見込めるかについて

明らかにする必要がある。 

 

 

図４ 低リグニン性を有するリーフスターは褐色を呈する 

（左：クサホナミ、右：リーフスター） 
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４．品種育成の今後 

 飼料に仕向ける稲の育成では必要な特性も多いが、育種の操作を考えると、玄米品質や

良食味性が求められないことは、育種をやり易くしている。食用の稲品種の育成では、良

食味性は 重要の特性で、育成過程において食味性の評価に多大の労力と時間を費やして

いるが、飼料用稲品種では、収量試験で多肥でも倒れず多収を達成するかどうかが、 も

重要な評価項目である。稲発酵粗飼料・飼料用米に適する多収品種の品種改良は、歴史を

たどれば、農林水産省の稲の「超多収品種」の開発を目標とした 1982 年からプロジェクト

研究から始まっている。その後、形を変えながらこのプロジェクトは 1994 年まで継続した。

1995 年以降は多収米育種の予算は途絶えたが、2000 年頃に農水省のプロジェクトで、全重

の多収を目指す稲発酵粗飼料用品種の育成が行われるようになって、数年間のブランクは

あったものの多収育種が継続してきた。3 年前にアメリカのバイオエタノールブームによ

り濃厚飼料の国際価格が急騰し、国産濃厚飼料の自給率向上に関する日本の関心が一気に

高まったことにより、飼料米品種の利用が進み、「きたあおば」「みなゆたか」「北陸 193

号」「モミロマン」「ミズホチカラ」「モグモグあおば」が品種登録された。稲ＷＣＳの利用

が日本で本格的に始まってから 10 年程度であるが、社会的なニーズの高まりを受けて、さ

らに多収・多様・有用な品種の育成を進め、ＷＣＳ用イネや飼料用米の一層の利用の拡大

を図っていく必要がある。 
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飼料イネ・飼料用米の低コスト多収栽培技術

中央農業総合研究センター

水田利用研究領域

松村 修

１．はじめに

飼料自給と水田高度利用を同時に満たす作目として、稲の飼料化が注目されている。飼

料イネは、ホルクロップサイレージとして乳肉牛に給与する WCS 用イネと籾や粗玄米を

鶏や豚に給与する飼料用米に区分されるが、いずれも新規需要米として認められたことか

ら生産が拡大している。価格が安い飼料イネは低コスト生産が必須で、栽培にあたっては

省力化や多収化が求められる。一方で食用のような厳しい品質面の要求はないので、その

利点を活かし低コストを目指すことが可能である。作業機や施設はイネ WCS 収穫用を除

いてそのほとんどが食用イネと共用できるので、機器・施設の減価償却面でも有利である。

２．栽培様式と作期・作型の選択

1)移植栽培と直播栽培

移植栽培が基本であるが品種を選べば直播栽培も可能である。低コスト性では育苗が不

要な直播が有利だが、収量性はより多肥条件での栽培が可能な移植の方が優る。しかし、

近年育成された飼料用に用いられる品種の多くは良好な苗立性や高い耐倒伏性など優れた

直播適性を有しており、これらの品種を用いれば直播でも移植に近い多収が得られる（表

1）。
イネＷＣＳや飼料用米は栽培主体が畜産農家であれ稲作農家であれ、ほとんどの場合、食

用イネと併せて作付される。このため、栽培様式は食用イネとともに考慮した上で決めな

ければならない。例えば、移植栽培では育苗ハウス（苗床）の面積や育苗作業能力が全作

付面積の制約となること

が多いが、価格の高い食

用は移植で生産し、飼料

用に用いるイネは直播と

することで、育苗上の制

約を受けることなく飼料

イネを経営に導入し全水

稲作付面積を増やすこと

が可能である。

2)作期・作型と品種の選

択

作期・作型の設定は基

本的に食用イネと作業競合しないようにする。種子と苗の取り違いを避けるために播種や

移植が重ならないようにすることも大切だが、より重要なのは収穫期の競合である。作業

競合を避けるだけでなく、飼料用米については食用米への籾混入防止や流通分離の意味が

表１　移植栽培と直播栽培での飼料イネ品種の粗玄米収量比較

移植 直播

夢あおば 760 735 0.97

クサユタカ 783 765 0.98

ホシアオバ 743 719 0.97

なつあおば 612 576 0.94

コシヒカリ（食用） 596 434 0.73

どんとこい（食用） 625 539 0.86

品種

粗玄米重
kg/10a

収量比

直播/移植

注）中央農研北陸研究センターでの試験結果。直播は湛水散播直播。
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大きい。このため、飼料用米収穫は食用品種が全て終わって以降とせざるを得ない。WCS
用イネで栽培面積が少ない場合は食用イネ収穫の合間を見て収穫することも可能である。

一般に作型が多様で作期幅の長い暖地や温暖地では比較的設定の自由度が高いが、寒地

と寒冷地では作期の余裕はあまりない。これら地域では作期自由度が小さい中で、食用イ

ネとの収穫期競合を避けた作付計画を立てることが重要となる。寒地や寒冷地の WCS 用

イネでは、食用イネ収穫の前に収穫を終える作期設定が最も導入しやすい。サイレージの

発酵品質を高めるためには茎葉を含む稲体の水分を低く抑えることが望ましいが、刈倒し

た後に圃場乾燥し集草・梱包する

収穫体系の場合、気温が高く日射

しも強い晩夏～初秋の気象条件に

より乾燥も進むので良質な稲サイ

レージに仕上げることができる。

ただし、用いる品種は極早生～早

生品種に限定される。これら極早

生・早生品種は生育期間が短いの

で、収量は中晩生品種を用いた遅

い収穫の場合に比べどうしても低

くなる傾向がある（図 1）。
暖地～温暖地の WCS 用イネで

は、晩生・極晩生品種を用いて食

用品種収穫以降に WCS 用イネの

収穫を行う作期設定が充分可能である。近年育成されたこの熟期に相当する飼料イネ品種はすべ

て多収～極多収タイプであり、収量面でも大いに期待できる。北陸地域では飼料イネと食用イネ

の作業競合回避のための播種・収穫支援ツールを開発しており（佐々木ら、2005）、希望

者 は 試 用 版 を 利 用 す る こ と が で き る 。（ Microsoft Excel 2000 以 上 が 必 要 、

http://cse.naro.affrc.go.jp/ryouji/SagyouSim.htm からダウンロード）

飼料米栽培では、先述したように収穫期は食用イネ終了後となるので、収量性の高い晩

生・極晩生品種を用いることができる。あるいは、立毛で籾水分を下げることを期待し、

早生品種や中生品種を食用イネ後に収穫することも可能である。新潟県では平成 22 年度

の飼料用米作付面積が前年の約 34 倍、864ha に増加したが、ある JA では耐倒伏性の強い

新品種「ゆきんこ舞」を飼料用米に指定し、食用米（コシヒカリ）後の収穫、全量 JA 共

乾施設での乾燥とすることで食用米への混入防止・分離、籾の立毛乾燥を実現している。

３．飼料用に用いるイネ品種の栽培法

栽培の基本は食用イネと同じであるが、多収性の飼料イネ品種を用いる場合、肥培管理

を中心に食用イネと異なる点も多い。農薬使用も食用イネと区別する必要がある。以下の

留意点を考慮し飼料生産としての栽培管理に頭の切替えをおこなう必要がる。

1)播種量の設定

最近育成された専用品種は、食用イネとの玄米識別性を持たせるため千粒重が重い大粒

～極大粒品種であることが多く、「クサユタカ」はコシヒカリなど通常の食用イネの 1.5

図１　飼料イネ品種の熟期と地上部全乾物収量
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倍以上、「べこあおば」「ホシアオバ」「ニシ

アオバ」は 1.3 倍以上、「夢あおば」でも 1.2

培程度の千粒重がある（表 2）。このため、移

植栽培で苗箱当たりの播種量を通常の食用イ

ネ品種と同じように設定すると、苗が不足し

て欠株が発生しやすくなる。同様に直播栽培

では単位面積当たりの苗立ち本数が不足しや

すくなる。飼料イネ品種を利用する場合、必

ず千粒重を確認し、必要に応じて苗箱当たり

播種量の割り増しを行う。

2)肥培管理

食用イネの窒素施肥量は多収よりもむしろ食味・品質確保と倒伏回避の観点から設定さ

れており、一部の低地力地帯を除き中間追肥（分げつ肥）もほとんど施用しない。しかし、

茎葉を含む全乾物重多収を目標とする WCS 用イネや籾多収をねらう飼料用米は、こうし

た食用イネの肥培管理では多収を得にくいので、施肥量を増やしたり中間追肥を取り入れ

た多肥栽培を行う。そのためにも、導入する品種は耐倒伏性が強い飼料イネ品種を用いた

い。表 3、表 4 に示したように、専用品種は食用品種に比べ多肥栽培で全乾物収量や粗玄

米収量が多くなる多収性を有している。また、WCS 向きの「はまさり」などを除き分げ

つが少ない穂重型～極穂重型のものが多いが、これらの品種では分げつ期に窒素追肥を施

用することで分げつ茎の充実と

穂数の確保を行うことができる。

穂肥時期は食用イネのような厳

密な推定は不要で、穂肥施用回

数も多くの地域のコシヒカリの

ように２回に分ける必要はない。

専用品種では窒素合計施用量は

食用イネの 1.6 ～ 2 倍程度であ

るが、地力と品種の違いに応じ

て増減する必要がある。 近、

バイオエタノール用として新潟

県で栽培されている「北陸 193

号」（写真 1）は極多収性品種で、

窒素施用量は食用イネの 2 倍以

上必要である。なお、稲体の硝

酸態窒素濃度は多肥栽培であっ

ても牧草等に比べかなり低く、

WCS として利用するに全く問題

ない。

表２　主な飼料イネ品種の玄米千粒重

品　種　名 玄米千粒重(g)
一般食用品種
に対する倍率

ク サ ユ タ カ 35.0 1.5 ～ 1.8

べ こ あ お ば 30.6 1.3 ～ 1.5

ホ シ ア オ バ 29.4 1.3 ～ 1.5

ニ シ ア オ バ 29.3 1.3 ～ 1.5

夢 あ お ば 26.5 1.2 ～ 1.3

ク サ ノ ホ シ 24.3 1.1 ～ 1.2

な つ あ お ば 23.9 1.0 ～ 1.2

ク サ ホ ナ ミ 21.7 0.9 ～ 1.1

リ ー フ ス タ ー 20.3 0.9 ～ 1.0

は ま さ り 18.5 0.8 ～ 0.9

一般食用品種 20～23 －

表３　窒素施用量と飼料イネ品種の全乾物収量（kg/10a)

夢あおば クサユタカ コシヒカリ（参考）

5kg
（基肥＋穂肥）

1450
(100)

1499
(100)

1396
(100)

7kg
（基肥＋中間追肥＋穂肥）

1711
(118)

1799
(120)

1466
(105)倒伏

9kg
（基肥＋中間追肥＋穂肥）

1827
(126)

1934
(129)

1550
(111)倒伏

　注)　括弧内は窒素5kg施用時収量を100とした値、中央農研北陸研究センター試験成績。

品　　　　　　　種

窒素施用量(kg/10a)

表４　窒素施用量と飼料イネ品種の粗玄米収量（kg/10a)

夢あおば クサユタカ コシヒカリ（参考）

5kg
（基肥＋穂肥）

681
(100)

701
(100)

586
(100)

7kg
（基肥＋中間追肥＋穂肥）

735
(108)

771
(110)

623
(106)倒伏

9kg
（基肥＋中間追肥＋穂肥）

787
(116)

802
(114)

617
(105)倒伏

品　　　　　　　種

窒素施用量(kg/10a)

　注)　かっこ内は各品種とも窒素5kg施用時の収量を100とした値、コシヒカリは玄米収量
　　　中央農研・北陸研究センター試験成績による
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表 5 に北陸地域における移植栽培での施肥体系の概略を示したが、多収性の専用品種は

葉色の維持が多収のための重要なポイントであり、出

穂前 30 ～ 40 日前以降は葉色票 5 ～ 5.5 以上の葉色を

保持するようにしたい。ただし、施肥窒素量が食用イ

ネの 2 倍以上などの極端な多肥条件下では、倒伏とと

もにいもち病発生の危険度が高まるので、とくに収量

性が高く極多肥を要する品種を除きこのような栽培法

は避ける。

　作業省力化のために緩効性肥料を用いる基肥一発施肥体系は、飼料用にも適用可能である。

この場合、専用品種を用いる場合は増肥して施用するが、穂重～極穂重型品種では、分げ

つ期間中の肥効が確保できるように比較的溶出時期が早いパターンの成分も含む構成とす

る必要があろう。また、高温年など溶出終了が早く登熟期の窒素栄養不足が懸念される年

次では、遅い穂肥や穂揃期追肥などを追加施用することもあり得る。

食用イネでは食味低下を避けるため玄米タンパク含量の制限が奨励されているが、飼料

用米では飼料栄養価が高まるのでむしろ多い方が望ましい。食用玄米は 6%以下を目標と

する場合が多いが、飼料イネ品種を用いて上述の肥培管理を行えば 7 ～ 8%程度かそれ以

上にることができる。やや遅め多めの穂肥や穂揃期追肥（実肥）も玄米タンパク向上に有

効である。食用イネでは禁じ手の施肥管理であるが飼料用米では有用である。

化学肥料利用量を節減し肥料コストを下げるためには、家畜排泄物を堆肥などとして利

用することが望ましい。生産物が家畜に給与されるイネは畜産との連携を比較的とりやす

表５　北陸地域における飼料イネ品種の窒素施肥量の目安（窒素kg/10a）

基肥

施用量 施用量 施用時期 施用量 施用時期 施用量 施用時期

夢あおば
クサユタカ

3 3

苗当たり
分げつ

4，5本発
生時

3～4
出穂前

35～25日
－ － 9～10

北陸193号 6 － － 4
7月
中旬

4
8月
上旬

14

　　食用コシヒカリ
　　　（参考）

2～3 － － 0.5～1.5
出穂前

18～15日
0.5～1.5

出穂前
10日

5～6

品　　　種

　　　注　食用コシヒカリは新潟県平坦部（粘質土壌）での基準，
　　　　　　「夢あおば」と「クサユタカ」は中央農研北陸研究センター試験成績による
　　　　　　「北陸193号」は新潟県暫定栽培基準による

合 　計
施用量

中間追肥 穂肥１ 穂肥２

 写真1　出穂期を迎えた北陸193号

 新潟県で約300ha栽培される多収性品種。1t/ha超の粗
玄米収量を得た農家が複数現れたことで注目されてい
る。長く幅広い止葉が直立し、典型的な多収イネの草姿
を示している。葉色は濃く、コシヒカリなど周辺の日本稲
とまったく異なる様相である。地方番号の着いた系統名
がそのまま品種名として登録されている。
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く、その点で家畜排泄物の入手と利用がやりやすい。化成肥料節減のために積極的に活用

を進めたい。施用の際には松山ら(2003)の施肥窒素節減量を目安にすることができる。

3)水管理

食用イネとほぼ同様の管理だが、泥土不着によるサイレージ品質低下を生じやすい WCS

用イネでは収穫までにできるだけ圃場地耐力を高めておいた方が良い。このため、出穂期

以降の水管理は、例えば開花期以降の間断かんがい時の入水回数を少なくする（間断期間

を長くする）などして食用イネよりも節水気味とし、落水時期も食用イネよりも早めとす

る。食用イネの場合、こうした節水型水管理は高温登熟条件下での白未熟粒発生を助長す

るが、飼料用に用いる場合には玄米品質は全く問題とならない。ただし、登熟初中期に田

面が白乾するような強い水分ストレスを与えると、根の老化が早まり登熟がさまたげられ

収量が低下するので注意したい。

4)防除時の留意点

茎葉を含めた稲体全体を家畜飼料とする WCS 用イネでは、残留性等の点から使用可能

な殺虫・殺菌剤、除草剤は制限されている（稲発酵粗飼料マニュアル、2009）。飼料用米

では籾すり後の玄米を利用する場合は食用イネと同じ薬剤が使用できるが、籾のままある

いは籾殻を含めて利用する場合は出穂期以降の農薬散布は禁止されている（飼料用米の生

産・給与技術マニュアル、2010）。

飼料用米品種の中で、「タカナリ」、「モミロマン」、「ハバタキ」、「ルリアオバ」、「おど

ろきもち」、「兵庫牛若丸」および「ミズホチカラ」は 4-HPPD 阻害型除草剤であるベンゾ

ビシクロン、テフリルトリオン、メソトリオンの 3 成分に対し高い薬害感受性を有するこ

とが明らかにされているので（渡邊ら、2009）、これら品種には同剤を含む除草剤は用い

ないようにする。とくにベンゾビシクロンは水稲用除草剤に比較的幅広く利用されている

成分なので注意したい。

5)収穫時の留意点

WCS 用イネの収穫は籾の 7,8 割が黄化した黄熟期以降が多収の点で適しているが、茎

葉水分が高いとサイレージ発酵品質が落ちるので茎葉水分 60%以下をめどとする。

飼料用米の収穫は、遅くして立毛乾燥させると籾水分が低くなり乾燥時の燃料コストが

節減できる。収穫時籾水分を 20%以下とするだけで大幅な乾燥コスト減になるが（大谷

2010）、立毛乾燥の条件として、耐倒伏性が強く穂発芽性が低い品種を用いること、風水

害や鳥害の危険性が小さいこと、成熟期以降もある程度の気温があり籾水分低下が見込ま

れること等が必要である。図２に立毛乾燥における品種の早晩性と出穂後日数、籾水分の

関係を示した。出穂が も早い「なつあおば」は出穂後 40 日ですでに籾水分が 17 ％まで

低下し、他の早生品種でも 50 ～ 60 日で 18%以下となる。これら早生品種については比

較的短期間の立毛乾燥で籾水分 20 ％以下にすることが可能と推察される。一方、晩生・

極晩生品種では、比較的出穂の早い「ホシアオバ」を除き安定的に水分 20%以下とする

には 60 日以上のより長い立毛期間が必要である。図 3 に品種別の立毛での籾水分変化と

出穂後日数、積算気温の関係を示した。これを見ると、全般に早生品種ほど登熟期の気温

が高いので成熟以降、短期間で籾水分が低下しやく、晩生・極晩生品種は長期間を要する

ことがわかる。立毛期間はできるだけ短い方が良いので、立毛乾燥を行う場合は地域の気

象条件と品種を良く勘案する必要がある。
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多収性の飼料用米品種では、収穫時にコンバインへの負荷が大きくなり搬送部に稲株が

詰まる場合がある。このような場合は走行速度を低くしたり刈り取り条数を減らすことで

対応するが、とくに繁茂量の多い圃場周縁部では気をつけたい。

４．低コスト栽培法

1)苗箱削減のための疎植栽培

面積当たり箱苗数が少なくてすむ疎植栽培は省力・低コスト面での効果が大きく、食用

イネでは温暖な西日本を中心に着実に普及しつつある。東日本でも地域により栽植株密度
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図２　立毛乾燥での品種早晩性と出穂後日数、籾水分の関係

　　　2007年、新潟県上越市（北陸研究センター）での試験成績。

　　　移植時期は5月15日。品種「なつあおば」は旧系統名「北陸飼209号」
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が減る傾向にある。一方で、ＷＣＳ用イネでは気温が低い寒地や寒冷地、中山間地では年

次により多収が得られない場合も多いと考えられる。疎植栽培の適用可能な地域や品種・

作期・株密度については、今後の検討課題であるが、現状では生育期間が短い極早生～早

生品種ならびに極穂重型で分げつ数が少ない品種、そして平均気温がやや低い北陸北部以

北では、全重や籾重の安定的確保を優先するため、極端な疎植栽培は慎重を期した方がよ

いだろう。暖地では、高い温度条件下で光合成が活発となるインディカ型イネ系統に由来

する品種は、疎植栽培への適応力が高いと考えられる。なお、栽植株密度を少なくした場

合、出穂が通常よりも遅れること、イネ群落による田面被覆が遅れるので雑草が増える場

合があること、土壌中の根密度が少なくなるので土壌が乾きにくい場合があること等に留

意する。

2)直播栽培

省力・低コスト性が高い直播栽培は専用品種の栽培に適している。専用品種の多くは耐

倒伏性や苗立ち性等の直播適性を備えている。播種法や初期水管理は食用イネとほぼ同じ

であるが、専用品種を用いる場合は移植栽培と同様に施肥量を増やす必要があり（松村ら、

2011a）、また苗立ち密度もやや多くする方が良い。窒素合計施用量は直播栽培基準の 1.5

倍から 2 倍程度までが妥当であろう。北陸地域で「夢あおば」や「クサユタカ」を用いた

湛水散播直播の例（WCS 用）では、多収のためには苗立密度は 低限 70 本/㎡以上、目

標として 120 本/㎡を確保する必要があり（図

4）、窒素施肥量は、５月上旬播種の場合７～９

kg/10aを基肥・分げつ期追肥・穂肥に等量分施

し、６月中旬の晩播では４～５kg/10aを基肥・

分げつ期または穂首分化期に等量分施する（松

村ら,2004）。両品種の多くの試験結果で 多収

量は 120 ～ 160 本/㎡の高い苗立密度で得られて

いるが（松村ら、2006、2011b、および湯川ら、

2007）、これは、「クサユタカ」や「夢あおば」

が少げつ性で穂数を確保しにくい特性を有する

ためである。山内ら（2007)は鉄コーティング

直播を WCS 用イネ栽培に適用しており、暖地

を中心に良好な成績を上げ技術マニュアルを構築している。

3)WCS 用イネの２回刈り収穫

気温が高い暖地では、品種の選択により WCS 用イネの 2 回刈り収穫も可能であり、南

部九州では移植栽培での技術が開発されている（小林ら、2004）。2 回刈りは不作時の危

険分散や作業競合の緩和等の利点があり、また 1 回目と 2 回目で異なる栄養価の飼料を生

産できる等の特徴を持つ。収量は 1 回刈りとほぼ同等か、気象条件と栽培条件によっては 1

回刈りよりもむしろ多収になることもある。「スプライス」「Te-Tep」「KB3506」「Taporuri」

などの品種が適しており（中野ら、2007）、中でも「スプライス」は収量・栄養価・品質

の点で 適とされている。九州南部での基本的な栽培体系は図 5 に示されるような 4 月移

図４　散播直播での苗立密度と全乾物収量
　　　　※収量指数は70本/㎡を100とする
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植、7 月 1 番草収穫、10 月 2 番草収穫の体系で、1 番草収穫後に施肥を行って 2 番草の増

収をねらう。2 回刈りについては適応地帯や品種の拡大、直播栽培での可能性などまだ残

された課題も多く、今後の検討が待たれる。

５．飼料用に用いるイネを含む水田輪作体系

飼料用に用いるイネは、その特性を活かし水田輪作体系の中に位置づけることが可能で

ある。

1)輪換田水稲としての活用

転換畑ダイズ等作付後の輪換田は、地力窒素発現量が増えるため、後作水稲では倒伏発

生や食味・品質低下の恐れがある。養分吸収量が高く耐倒伏性に優れた専用品種を WCS
用または飼料用米として輪換田に作付けすることは、地力沈静のため大いに効果的である。

また、基肥を２～３割程度減らすことができるのでコスト削減にも好都合である。地力沈

静後に食用イネを作付けすることで、ダイズ－飼料イネ－食用イネのブロックローテーシ

ョンが形成される。

2)クリーニング・クロップとしての活用

水田高度利用が進んだ地域では、水稲を輪作体系の中で連作障害回避のためのクリーニ

ング・クロップとして位置付けているところもある。食用イネに比べ、食味・品質等に対

する配慮が少なく栽培管理も比較的容易な飼料用向けのイネは、水田輪作体系への導入が

より容易である。南九州のタバコ作地帯では、タバコの連作障害を回避する目的で WCS
用イネを導入している。

3)麦類とＷＣＳ用イネの 2 毛作、2 年 3 作体系

暖地や温暖地の稲麦 2 毛作地帯では飼料用米または WCS 用イネとムギ類の 2 毛作体系が

可能である。この場合、ムギ類を飼料用（穀粒利用）や WCS 用ムギとすることもできる。

北陸地域では二条オオムギに移植・直播の WCS 用イネを組み合わせた 2 年 3 作体系が開

発されている（湯川ら、2007、2011）。
4)食用イネとＷＣＳ用イネの作付体系と収穫作業競合

作期選択の項目でも述べたが、飼料用に用いられているイネはほとんどの場合、食用イ

ネと同時に栽培されるので、収穫期の競合が生じないような体系をとる必要がある。北陸

地域では高温登熟回避のため食用米の移植時期を遅らせる傾向にあり、5 月中旬移植が標

準移植期となった富山県や新潟県上越地方の平坦地では、かつて田植最盛期であった 4 月

末～ 5 月初旬が空くようになった。そこで、この時期に多収品種を早植えすることで春作
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図４　九州南部におけるWCS用飼料イネの2回刈り栽培体系（小林ら、2004）
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業の競合を回避できる。この場合、飼料用米として晩生品種の「ホシアオバ」や極晩生品

種の「北陸 193 号」を用いて立毛乾燥を行えば食用米との収穫競合はない。「夢あおば」

は飼料用米の場合は食用早生品種と競合するが黄熟期刈り取りの WCS 用イネであれば競

合は生じない（図６）。

６．耕作放棄田でのＷＣＳ用イネ栽培系

近、耕作放棄水田にＷＣＳ用イネを導入することで農地の保全と活用を進めようとす

る動きがある。水田保全には水稲栽培が 適であり、今後こうした取り組みの広がりが大

いに期待される。しかし、そもそも耕作放棄される水田は、生産機能や利便性の点で何ら

かの問題点を有していることも多いので、栽培様式を選定する際は、圃場条件を充分勘案

する必要がある。とくに、排水不良・給水困難など水管理の面で問題が多い圃場では、入

念な初期水管理が重要となる直播栽培の導入は難しいのでこれを避け、移植栽培とする方

が無難であろう。一方で、中山間地の棚田など条件不利地の水田であっても、気温・水温

などの気象環境条件と水利等圃場の機能条件が整い、確実な苗立確保と雑草対策が行える

ならば、直播栽培も可能である（写真２）。
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湯川智行・元林浩太・髙畑良雄・小島誠・佐々木良治・米村健．2011．飼料用イネと大麦

の 2 年 3 作体系における飼料用イネ生産．ファーミングシステム研究．103-144．
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飼料イネ・飼料ムギの収穫調製と流通及び 

飼料用米の加工技術 

 畜産草地研究所 

家畜飼養技術研究領域 

 浦川 修司 

１．はじめに 

平成 20 年に穀類を始めとする配合飼料や輸入牧乾草の急激な価格高騰が起き、その

後も飼料価格は高止まりが続き、各国のエネルギー政策や農業政策、経済状況、気象条

件、原油価格、為替相場などに影響される構造に変わりはない。さらに、昨年の３

月に発生した口蹄疫により多数の家畜が処分されるという、かつてない悲惨な状況

に陥った。また、平成 22 年３月に新たな「食料・農業・農村基本計画」が閣議決定され、

これを受けて、食料の安定供給の確保を図るため、特に飼料自給率の生産拡大を図るこ

とを目的に、行政面では水田利活用自給力向上事業として、飼料イネや飼料用米等に手

厚い支援が行われた。研究面においても平成 22 年度から農林水産省の委託プロジェクト

として「自給飼料を基盤とした国産畜産物の高付加価値化技術の開発（略称：国産飼料プ

ロ）」研究が開始され、稲発酵粗飼料（以下、イネＷＣＳ）に関する研究に加え、飼料用米

を濃厚飼料として積極的に利用するための研究や飼料イネの裏作を活用した飼料用ムギ

の研究も行われている。 

その後、平成 23 年３月の大震災によって東北地域は甚大な被害を受け、さらに福島原

発事故も重なり、周辺地域を含めた酪農家は生乳廃棄を余儀なくされ、酪農関係者は悲

痛な状況に陥った。また、地震や津波の影響によって塩害やパイプラインの破損等による

水田機能の崩壊、警戒区域等においては畜産農家の避難によって家畜が餓死したり、安

楽死等を余儀なくされ、営農を続けることが困難な地域もある。このような状況において、こ

れまで推進されてきたイネＷＣＳの作付が困難になった地域や流通先である畜産農家の廃

業等により、流通先の確保が困難になっている地域もみられる。これらの状況からも、国産

粗飼料の増産を図るためには、イネＷＣＳだけでなく、裏作を積極的に活用した飼料ムギ

（ムギＷＣＳ）の生産を推進し、さらに、地域や県域を超えた広域的な流通を検討することが

急務である。そこで、本稿ではイネＷＣＳ・ムギＷＣＳを国産流通飼料として位置付け、その

収穫調製技術に加えて広域流通技術について解説するとともに、飼料用米の加工技術の

概要と今後の展望を解説する。 

 

２．イネＷＣＳと飼料用米の面積の推移 

イネＷＣＳの本格的な試験研究や行政的支援により、イネＷＣＳの作付面積は年々増加し

てきている。平成 20 年に行った全国の各市町村（水田協議会）を対象とした今後の面積動

向調査において、拡大するまたは拡大させたいとの意向は 98％以上を示しており、その結果

の通りイネＷＣＳの作付面積は平成 20 年度には約 8、900ha から平成 21 年には約 1 万 ha
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に、さらに平成 22 年度では 16,000ha にまで拡大した（図１）。しかし、地域によっては需要と

供給のバランスが崩れ、地域内ではイネＷＣＳが過剰に生産されている地域がみられる一

方で、イネＷＣＳの利用を希望しても入手できない希望した量を入手できない畜産農家もで

てきている。そこで平坦な水田地帯から飼料生産基盤の脆弱な畜産地帯への良質なイネ

ＷＣＳをロールベールとして広域流通を推進することを検討することが急務である。 

 

３．イネＷＣＳの収穫調製体系 

イネＷＣＳの収穫調製体系にはフォーレージハーベスタにより収穫し、固定サイロに

調製する方法とロールベールサイレージとして調製する方法がある。また新たな体系

としてフォーレージハーバスタで収穫・細断した材料イネを細断型ロールベーラで梱

包する方法も一部の地域で行われている。何れにしても流通を伴うイネＷＣＳの収穫調

製体系はロールベールサイレージ体系が中心である。ロールベールサイレージ体系に

おいても、牧草用機械（牽引式ロールベーラ）を利用した体系とイネＷＣＳ専用収穫

機械による体系に分けられる（図２）。但し、牧草用機械体系では乾田や収穫時期

に大型機械での作業が可能な圃場に限定される。 

（１）牧草用ロールベーラ体系 

 イネＷＣＳの収穫調製作業において牧草用機械を利用する利点は、畜産農家が現有

している牧草用収穫機械（図２、３）を活用することで、専用収穫機などの新たな

機械資本の投資を必要とせずにＷＣＳ用イネの収穫調製作業を行うことができるこ

とにある。また、特に大区画圃場においては高能率でイネＷＣＳをロールベールとし

て収穫調製できることも牧草用収穫機械体系の特徴である。 

 牧草用機械体系では、まず立毛状態のＷＣＳ用イネの刈落し作業が必要であり、

収穫時期のＷＣＳ用イネの水分含量によっては、子実（籾）の脱粒防止を考慮する

と予乾作業（反転）を省略することが望ましい。また、水分含量が高く予乾を必要と
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する場合でも、土砂の混入による発酵品質や籾の脱粒による栄養価の低下を防止する

ためには、過度の反転作業は控えることが必要である。一方、ビタミンＡ制御型の肥

育牛に稲ＷＣＳを給与する場合には、予乾処理を行うことでβ－カロテン含量が減少

することから、専用収穫機のダイレクト収穫体系よりもβ－カロテン含量の低いイネ

ＷＣＳを生産することができる。このようなことから、牧草用体系にするか、専用収

穫機体系を導入するかは、供給先の畜産農家によって選択することも必要である。 

 

 
 

（２）専用収穫機体系 

 立毛状態のＷＣＳ用イネの刈取りと梱包作業を行うための専用収穫機は、コンバ

イン型とフレール型と呼ばれる２つの機種の自走式ダイレクト収穫方式のロールベ

ーラが実用化されている。 

コンバイン型専用収穫機と呼ばれている機種は、自脱型コンバインの刈取・搬送

部を利用し、脱穀部やグレンタンク部等の替りに切断部（ディスクカッタ：切断刃

感覚 15cm）とロール成形室を搭載したものである。このように本機は自脱型コン

バインの刈取り・搬送部をそのまま利用していることから、穂部と茎葉部が分離し

たロールベールが成形されることが 大の問題点であった。そのため、平成 20 年度

に細断・撹拌機能を付加した機種に改良された（図４）。改良されたコンバイン型

専用機（細断型ホールクロップ収穫機）は、従来機と同様に自脱型コンバインの刈

取部と走行部を利用しているが、細断部であるディスクカッタの切断刃間隔を

15cm から３cm に短く設定するとともに、カッタの直下に２枚のディスクを取付け、

両ディスクを水平に回転させることで、細断された材料イネの穂部と茎部が混合さ

れ、ロールベールの成形精度は飛躍的に向上した（図５）。さらに結束方式をトワ

イン方式からネット方式を採用したことにより、細断されたイネでも少ない損失率

モーア テッダ・レーキ ロールベーラ ベールラッパ

図３．牧草用収穫調製体系の作業状況
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で高密度なロールベールが成形できるようになった。但し、改良されたコンバイン

型専用収穫機（細断型）も自脱型コンバインの刈取り・搬送部を利用していること

から、対象とする材料草の草丈に制約要因があり、適応草丈は 長で 130cm 程度で

あった。130cm を超える専用品種の収穫作業には、作業速度を遅くするか、５条の

刈取り部に対して、４条で刈取り作業を行う必要があった。その一方で専用品種は

多収を目指して長稈品種が中心になってきた。そのために平成 23 年度販売機種か

らは、長稈品種に対応できるように搬送部の縦パイプをなくし（図６）、刈取り部

からディスクカッタへの搬送がスムーズに流れるようになり、150cm 以上の長稈品

種でも本機の持つ 高作業速度で処理できるようになった。 

 

図５．コンバイン型（細断型）専用収穫機（左）と切断機構（中）と撹拌機構（右）  

 

 
 

フレール型専用収穫機も自脱型コンバインをベース機としているが、刈取部には

フレール式刈取り装置を採用し、コンバイン型と同様に脱穀部の替わりにベール成
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形室を搭載している（コンビネーションベーラと呼ばれている：図７）。本機はコ

ンバイン型専用収穫機と比較して籾に傷が付きやすく、長稈な専用品種にも対応で

きるとともに、専用収穫機として位置付けされているものの、ソルガム等の収穫や

予乾した稲ワラ等の拾上げ・梱包作業に利用できるのも特徴である。その一方で、

超軟弱な圃場での作業や根張りの悪いＷＣＳ用イネを収穫する場合には、株ごと抜

き上げてしまう場合があり、倒伏したＷＣＳ用イネを収穫する場合には土砂が混入

しやすく、籾の損失率もコンバイン型専用収穫機と比較してやや多いいことが指摘

されていた。また、コンバイン型専用収穫機のロールベール寸法が 100cm×100cm

に対して、90cm×86cm とやや小さいことから、作業能率がやや劣る傾向があった。

またロールベール質量も 200kg/個程度でやや軽いのもフレール型専用収穫機の特

徴であり、専用収穫機の普及当初には取扱が容易なことや流通先の畜産農家の規模

によっては、コンバイン型専用収穫機よりもロールベール寸法や質量の小さいフレ

ール型専用収穫機は、中小規模なコントラクターを中心に導入されてきた。 

イネＷＣＳの普及が始まって 10 年が経過し、コントラクターも大規模化が進み、

請負面積も拡大してきたことから、専用収穫機の選定において作業能率が重要な要

件になってきた。そこで、フレール型専用収穫機も主に作業能率の向上を目的に平

成 22 年度にエンジン出力の向上、刈幅の拡大（150cm）、ロールベール寸法の拡

大（100cm×100cm）、コンベア方式による材料草の送込み機構による損失率の低

減、結束方式をトワイン方式からネット方式に改良するなど、その作業精度や能率

は大きく向上した（図８）。 
刈取・搬送部

刈取部

ベール成形部

（フレール式）

図７．フレール型専用収穫機の概略（平成21年度までの機種）
 

図８．フレール型専用収穫機の新機種の概略

注）刈幅、ロール寸法の拡大、ネット結束等の改良
 

 

専用収穫機は両機とも走行部はゴム履帯を利用しており、平均接地圧も小さ
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いことから軟弱圃場でも安定した作業を行うことができる。両タイプとも専用

収穫機の作業時間はＷＣＳ用イネの収量や圃場条件等にも影響されるものの約

20～30 分/10ａである。また発酵品質の安定化を図るために両機とも乳酸菌を添

加できるようになっている。  
 
（３）自走式ベールラッパ 

専用収穫機は自走式ベールラッパと組み合わせて作業を行うことが多く、軟弱な

圃場条件でも作業を行うことができ、しかもテーブルリフトを利用して、密封後の

ロールを直接運搬車へ積載することもでき、専用収穫機の改良とともに重いロール

ベールも容易に持ち上げることができるように改良された（図９）。 
 

 
（４）専用収穫機と自走式ベールラッパの組み作業 

自走式ベールラッパは専用収穫機の収穫作業能率より密封作業の能率が劣ること

から、圃場内で連続して密封作業を行う場合は、多くのロールベールが未ラップの

状態で残されることになる。そのため圃場条件が良好な場合では、専用収穫機は結

束時間を利用して農道方向へ移動してロールを放出すると自走式ベールラッパの移

動距離が短くなり、全体の作業時間の短縮につながる。専用収穫機は、まず自走式

ベールラッパの作業スペースを確保し、その後は自脱型コンバインの作業法と同じ

ように回り刈りを行い、２方向刈りで作業を進め、作業スペースにベールを荷降ろ

しておくと、後の搬出作業が効率的に行うことができる（図 10）。  
また、フレール型専用収穫機には、成形されたロールベールを効率よく農道まで

搬出して全体の作業時間を短縮するための簡易なロールベール運搬装置（ロールキ

ャリア）が開発されており（中央農研）、この装置は収穫機から放出されたロールベ

ール 1 個を受け止めて積載し、任意の位置まで運搬して荷降ろしするものである。

装置の特徴としては、軽量・簡易な構造で動作のために油圧等の外部動力を必要と

しないこと、走行中でも運転席からワンタッチで荷降ろしできる機構を有すること、

収穫機本体に特別な加工を行わずに容易に取り付けと着脱ができること等が挙げら

れる。また、成形・結束済みのロールベールを機体外に保持するため、運搬をしな

がら同時に刈り取り（刈り取り同時運搬）が可能である。このため、収穫機が本来

図９. 自走式ベールラッパの概略図と作業状況
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の作業行程から外れることなくロールベールを農道近くへ運搬できる。ロールキャ

リアによる 適な運搬方法は圃場の大きさや形状、単位面積収量、ロールベール質

量、刈り取り経路、ロールベール集積方法等の条件によって異なるものの、収穫機

が満量になる都度その位置に放出して後から回収する方法と比較すると、全てのロ

ールベールを密封して圃場外に搬出するまでの作業時間は、ロールキャリアによっ

て 大 35％短縮される（図 11）。 

 

作業スペースの確保 専用収穫機に追従して自走式ベールラッパが密封作業

ベールラッパによって圃場外へ搬出し易い位置に縦置きにラップサイロを荷降ろす

作業スペース

図10．専用収穫機を用いた効率的な作業方法の例
 

 

 

0 25 50 75 100 125

 

0 25 50 75 100 125

ロールキャリアを用いない場合のロール放出位置

ロールキャリアを用いた場合のロール放出位置

図11．フレール型飼料イネ専用収穫機に装着するロールキャリアとロール放出位置
（中央農研開発）
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（５）その他の収穫作業 

（自脱型コンバインを改良したＷＣＳ用イネの刈り落とし機と汎用型飼料収穫機） 

自脱型コンバインに簡易な装置（ウインドロワー）を装着することで、稲ＷＣＳ

の予乾体系においても牧草用のモーアを用いずに刈り落とし作業を行うことができ

（図 12：東北農研）、その後、自走式ロールベーラで梱包することで、良質な予乾

飼料イネの収穫作業を行うことができる（但し、自脱型コンバインの改良は自己責

任において行う）。 

図12．自脱型コンバインを改良した刈り落とし方法と梱包
東北農研

 

専用収穫機と呼ばれている２機種（コンバイン型、フレール型）の他に、ＷＣＳ

用イネを収穫できる自走式作業機として、汎用型飼料収穫機が開発された（生研セ

ンター）。本機は専用収穫機とは異なり、収穫部のアタッチメントを取り換えること

でトウモロコシや刈り落とした予乾牧草、飼料イネを収穫することができる（図 13）。 

 

ベールチャンバ

ホッパー

ゴム履帯

イネWCS用アタッチ

コーンアタッチ

予乾牧草アタッチ

収獲部

図13．各種飼料作物への対応が可能な汎用型飼料収穫機
生研センター
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ＷＣＳ用イネの収穫を行う場合には、刈取部にＷＣＳ用イネのアタッチメント（リ

ールアタッチ）を装着することで専用収穫機と同様に立毛状態のＷＣＳ用イネを収

穫し、ホッパに収穫した飼料イネを一時貯留できることから、ロールの結束・放出

の間もノンストップで作業を行うことができる（トウモロコシ、予乾牧草の作業も

同様）。このように本機はＷＣＳ用イネだけでなく、多様な飼料作物の収穫と高密

度な梱包作業が行えることから、コントラクターやＴＭＲセンターの増加とともに、

今後の飼料作物生産を担う大規模コントラクター組織を基軸として、生産された飼

料作物（国産粗飼料）を活用したＴＭＲへの利用が期待される。 

 

４．飼料イネの安定貯蔵技術 

（１）土砂の混入防止対策 

ＷＣＳ用イネは当然、水田で作付され、天候や圃場条件に品質が大きく影響され

る。収穫時に圃場条件が良好な場合では、特に問題はないものの、圃場が軟弱でロ

ールを圃場内に放出すると土砂の混入が懸念される場合には、土砂の混入を防ぐこ

とが、良質サイレージの も基本的事項である。従来方式のコンバイン型専用機と

自走式ベールラッパでは、ロールベーラから放出するロールを自走式ベールラッパ

で直接荷受けを行うことができたが、改良された細断方式のコンバイン型専用収穫

機や汎用型飼料収穫機と自走式ベールラッパの組作業においては、ロールベールの

直接荷受け作業は困難であり、今後、土砂の混入を防ぐ体系を検討中である。現在、

軟弱圃場においては、４輪駆動のトラクタが作業できる程度の圃場においては、パ

レットフォークを用いて飼料イネ用ロールベーラから放出されるロールベールを直

接荷受けし、圃場外へ搬出し、農道またはロールロールベールの一時保管場所で密

封する体系で作業を行うことにより、土砂の混入を防ぐ方法で行われている（図 14、

15）。 

 

図14．パレットフォークを用いたロールの直接荷受け方式の概略図
 

図15．パレットフォークや自前の簡易フォークを用いたロールの直接荷受け方

パレットフォークを用いた体系 自前の簡易フォークを活用した体系

 

（２）乳酸菌の利用 

ＷＣＳ用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、嫌気的条件にするのが困難であり、さらに

ＷＣＳ用イネには不良菌である好気性細菌、カビおよび酵母菌の数が多く付着して

おり、良質発酵には重要な乳酸菌の数は少ない。また、ＷＣＳ用イネは乳酸菌の栄
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養源となる可溶性糖類であるサッカロース、グルコースおよびフルクトースの含量

がトウモロコシと比較して低いのが特徴である。しかし、新たに改良された細断方

式のコンバイン型飼料イネ専用収穫機やフレール型飼料イネ専用収穫機、汎用型飼

料収穫機については、気象条件や圃場条件が良好な場合では、黄熟期で収穫すると

立毛状態でも水分含量が 65％程度となり、良質なロールベールサイレージが調製で

きるようになった。しかし、朝露が残っている場合や軟弱な圃場条件での作業にお

いて、安定して確実に良質サイレージを調製するために、乳酸菌（図 16）などを添

加することも必要である。なお、専用収穫機には乳酸菌などの添加装置が装備され

ている。 

 

（３）フィルムの巻き数 

フィルムの巻き数の違いは、その後のロールベールの長期貯蔵性に大きく影響を

及ぼす。保管中にフィルムの破損がなくても、長期保管を行う場合ではフィルムの

劣化や密着のゆるみから気密性が低下するため、フィルムの巻き数の設定は非常に

重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィルムの巻き数を４層巻き、６層巻き、８層巻きに変えて保管した場合、４層

巻きでは比較的早い段階から廃棄率が高くなるが、６層巻きでは調製後 10 ヵ月まで

はカビによる廃棄率は低く、さらに８層巻きにすると 1 年間を経過しても、カビに

よる廃棄率は全体のほぼ５％以内に抑制できる（図 16）。なお、調製 10 ヵ月後は

夏期の高温時にも関わらず、巻き数を増やすことにより、高温による品質低下防止

にもつながる。このように、フィルムの巻き数を増やすと安定して長期保存が可能

図16. WCS用イネの専用乳酸菌（畜草１号）

図17. WCS用イネのロールベールのフィルムの巻き数と廃棄率の関係
千葉県畜総研
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となるが、フィルムの現在の価格は約 12,000 円/本であり、４層巻きでは 400 円/

個、６層巻きで 600 円/個、８層巻きになると 800 円/個程度になる。従って、経済

性や作業性等を考慮して巻き数を設定することが重要であり、６層巻きを基本とし

て、長期間保管するロールベールについては８層巻きにするなど、品質保持と経済

性を勘案して保管期間に応じて巻き数を変えるなど、安定した品質のロールベール

を通年給与できるようにすることが重要である。 

 

５．専用収穫機を活用した飼料ムギの収穫調製 

 イネＷＣＳの研究が開始され、10 年が経過して年々作付面積は増加してきた。但

し、イネＷＣＳの裏作の利用は極めて低い。イネＷＣＳの裏作利用としての飼料ム

ギの研究は始まったばかりであるが、これまでエンバク以外の飼料ムギの導入が低

い要因の一つとして、ＷＣＳ用イネと飼料ムギとの作業競合が考えられる。特にこ

れまで作業技術の中でＷＣＳ用イネの裏作に飼料ムギを導入する場合、春季におけ

る飼料ムギの収穫調製作業とＷＣＳ用イネの育苗・本田準備・移植作業が競合し、

秋季においてはＷＣＳ用イネの収穫調製作業と飼料ムギの耕耘、播種作業等の競合

が起こり、春秋季の作業競合によって、適期播種（移植）や適期収穫が行えないこ

とによる収量や品質の低下が考えられる。また、専用収穫機を活用した飼料ムギの

収穫体系は、予乾作業を行わないダイレクト収穫になることから、収穫時期と発酵

品質の関係や家畜への給与技術等が今後の重要な課題であるが、専用収穫機と呼ば

れているコンバイン型およびフレール型専用収穫機とも、飼料用オオムギのダイレ

クト収穫体系に対する適応性は高く、ＷＣＳ用イネの収穫と同程度以上の能率で収

穫作業が行うことができる（図 18）。また、コンバイン型およびフレール型専用収

穫機で調製した飼料用ムギ類の WCS（糊熟期収穫）の発酵品質は良好で、家畜へ

の嗜好性も高い（長野畜試、三重畜研）。但し、従来のコンバイン型専用収穫機で

はライムギのような長稈草

種については、刈取部や細

断部で折損による切断長の

バラつきが大きくなり、ロ

ールの変形が認められるが、

本年度から販売される長稈

品種に対応したコンバイン

型専用収穫機の新機種にお

けるライムギ等の長稈草種

の適応性を確認する必要がある。また、糊熟期から黄熟期に収穫した飼料オオムギ

の発酵品質、家畜への嗜好性も高いとの評価を得ており、詳細な発酵品質の分析デ

ータや給与試験等により、ＷＣＳ用イネ・ムギの増産と積極的な利用に期待したい。 

図18．専用収穫機を活用した飼料用オオムギの収穫作業
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水分 総酸 乳酸 酢酸 酪酸 VBN/TN

％ 新鮮物％ ％

ライコムギ 66.0 3.9 0.7 83.3 16.7 0.0 7.1 96

コムギ 62.2 4.7 1.1 87.7 9.6 2.8 5.7 96

オオムギ 63.4 4.5 0.3 58.1 38.7 4.2 3.6 99

ライムギ 63.9 4.5 0.6 76.5 16.8 6.7 4.8 97

注）収穫機はコンバイン型（従来型）専用収穫機

Ｖ評点ｐＨ
（総酸中％）

項目

表１．ダイレクト収穫した飼料ムギの発酵品質

 

６．耕畜連携による飼料イネの地域内での流通技術 

（１）これまで行われてきた耕畜連携体制  
 ＷＣＳ用イネは日本の米政策と密接な関係があり、牧草やトウモロコシのように

畜産農家が自ら栽培して収穫調製までの全ての作業を行う体系よりも、耕種農家が

栽培管理を行い畜産農家やコントラクターが収穫調製を行うような体系が中心であ

る。さらに、組織化された耕種農家（土地利用型農業法人、集落営農組合 等）やコ

ントラクターがＷＣＳ用イネの栽培管理から収穫調製までの全ての作業を行う体系

も増加しつつある。つまり、耕種農家と畜産農家が連携して稲ＷＣＳを生産して、

畜産農家へ流通する体系である（耕畜連携体制）。このような耕畜連携体制も新たな

展開を迎えようとしており、図 19 には、現在、各地域で行われている耕畜連携の主

な体制を示す。 

 

 
 
（２）地域内流通（近距離流通） 

耕種農家と畜産農家が連携して稲ＷＣＳを生産する場合、特に考慮すべき課題が

輸送作業である。一般的な輸送作業にはベールハンドラ（ベールグラブ）を用いて、

密封後のロールベールをトラック等の運搬車に積み込んで輸送する。近距離輸送におい

ては２t ダンプや軽トラック等を複数台利用し、畜産農家へピストン輸送を行い配送さ

れている。このような場合、運搬車の台数だけオペレータを必要とすることから、畜産

草地研究所では、輸送コストを削減するために脱着ボデートラック（トラックのボデー

とコンテナ部が分離でき、主に建設現場等にコンテナだけを設置しておいて廃材等を詰

図19. 現在行われている稲WCSの生産体制の概略図
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め込み、満量になると新たなコンテナと交換することで、１台のトラック（ボデー）に

対して複数個のコンテナを活用できる）を活用したロールベール等を始めとする飼料の

輸送技術の開発を行っている。特に、ベースとなるフラットコンベアに多様なサイドゲ

ートとテールゲートを取り替えるだけで、フィルムで密封する前のロールベールや密封

されたロールベールの輸送、TMR の素材となる食品副産物などのバラ物、さらに自走式

ベールラッパなどの軽車両の輸送が可能である。（図 20）。さらに、稲ＷＣＳの取引（売

買）は、１ロール当たりの価格で行われているのが一般的であるが、今後、重量取引

になることを想定し、ロールベールの計量を行って輸送を行うことができる計量器付

きコンテナの開発（図 20）やベールクランプを用いた計量・輸送技術を開発されて

いる（図 21）。 

 

図20．脱着ボデートラックを活用した飼料および軽車両の近距離輸送
 

 

 

掴み幅：115cm

ストッパ

000.0

ホイスト秤

フック

取手

把持部

接触板

シャックル

接触板

図21．ロールベールクランプによる計量・輸送
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７．イネＷＣＳの今後の取り組み方向（広域流通） 

 平成 20 年度におけるアンケート調査において、現在、イネＷＣＳ生産に取り組

んでいる市町村の約半数が今後とも面積の拡大を見込んでいるか、もしくは拡大の

ための推進を行っていくとの意見であった。その要因については、飼料価格の高騰

対策や麦・大豆不適作地における水田の維持・管理に有効であるなどの意見の他に、

流通先の確保、広域的な流通が行えるようになれば一層の面積拡大が見込まれると

の意見も多かった。現在の状況ではイネＷＣＳの流通は同一市町村内で行われてい

るが、地域によっては畜産農家の戸数（需要側）と米の生産調整面積（供給側）と

の間に不均衡が生じている市町村もみられ、広域流通で販路拡大を図ることが、今

後の課題の一つである。 

 

（１）広域流通のためのハード面の課題 

広域流通を推進する場合の重要な施設が、ストックヤード（ロールベールの一時

保管場所）である。広域流通の場合では地域内流通とは異なり、２t ダンプ等で畜

産農家までロールベールをピストン輸送する体系では、輸送時間が制約要因となり、

効率的な作業が行えなくなる。団地化された圃場の近隣にストックヤードを設け、

輸送は後日集中的に行う体制を検討すべきである。ストックヤードの設置場所とし

て留意することは、雨水等の水が溜まらない場所を選ぶこと、鳥獣害には十分に気

を付けること、さらに、ストックヤードでは多くのロールベールが保管されること

から、サイレージ臭に対する近隣の住民への配慮も忘れてはならないことである。

また、ＷＣＳ用イネ生産圃場の団地化に加えて、圃場から近距離で輸送・保管できる

遊休地の利用や水田の中心にあるカントリーエレベータ（CE）やライスセンター（RC）

等の米麦共同乾燥施設の活用も視野に入れてストックヤードを確保することが重要

である。 

ストックヤードで一時保管されたイネＷＣＳは、順次、利用者である畜産農家へ

輸送（配送）されることになる。地域内流通においては、生産者である耕種農家や

コントラクターが、イネＷＣＳの輸送まで担うことが多い。しかし、飼料生産基盤

の脆弱な地域でもイネＷＣＳが利用できるように県域を越えた広域流通においては、

運送業務の外部委託（運送業界への委託）も視野に入れることが必要になってくる。

さらに、ストックヤードで保管された稲ＷＣＳのロールベールのハンドリング作業

においては、特に発酵が進んだロールベールサイレージでは、フィルムの破損を起

こさないようにすることは当然のことであるが、強度な把持作業によるロールベー

ルの変形は品質の劣化を招き易くなる。特に密封直後のロールベールではストレッ

チフィルムの粘着性も高く、把持作業後の変形に対して形状も復元するが、密封後

の日数の経過とともに粘着性も低くなり、把持作業により変形したロールベールは

復元しにくくなるため、空気が侵入し把持部を中心にカビの発生や品質の低下を招

くことが懸念される。従って、ベールグラブによる把持作業ではロールベールの変

形をできるだけ避ける必要がある（図 22）。 
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図22．ベールグラブの強度なロールベール把持作業による変形とカビの発生
 

特に広域流通においては輸送業務を専門業者に委託する場合では、大型トラック

による大量輸送体制を検討することが必要である。そのためには、ベールハンドラ

等の特殊な機器を用いずに、運送業界や物流業界で も多く利用されているフォー

クリフトを利用した簡易にハンドリングを行うことのできるロールベール用荷役具

等の活用を検討することも必要である。そのために開発したのが簡易ロールベール

荷役具である（図 23）。この荷役具の特徴は、ロールベールを変形させずに、運送

業者が操作に熟練したフォークリフトで簡易に大型トラックへ荷積みと荷降ろしが

できることにある。 

 

図23．簡易ロールベール荷役具と運送業者によるフォークリフトを用いた荷積み作業
注）ロールベールを変形させずに荷役作業を行うことができる。

 

 

（２）広域流通のためのソフト面の課題 

 広域流通において、ソフト面での重要な課題の一つとして検討すべき事項は、

これまでのような地域内流通では耕種農家と畜産農家が、お互いの「顔の見える

取引」であったが、広域流通においては「顔の見えない取引」になることから、

品種の情報や刈取り時期の情報を畜産農家へ的確に提示することも必要である。

つまり、自給飼料としてではなく、国産飼料として国内に流通させていくために

は情報開示が必要となってくる。現在、行われている生産履歴を管理する体制は、

ロールベールごとに通し番号を付けたり、ラベルを貼付したりする方法が行われ

ている（図 24）。 
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図24.現在行われている生産履歴を管理する体制
（ロールベールに日付、通し番号を直接記入、ラベルの貼付）

  

 畜産草地研究所において、今後、生産者（コントラクター等）が保有する圃場の地

番、栽培品種、施肥量、農薬の散布情報等の圃場台帳と収穫調製時にしか得られない

収穫時の熟度、圃場の状態、個数や質量等の情報を簡易に取得し、１圃場を１ロット

として考え、収穫時に得られた情報と圃場台帳とを簡易に統合することで国産流通粗

飼料の生産履歴を明確にする生産履歴管理システムを開発中である（図 25）。この

ようにＷＣＳ用イネ・ムギの耕畜連携による飼料生産と流通は、これまでのような自

給飼料という概念から国産流通粗飼料として位置付け、生産履歴が明確な飼料として

流通することが重要である。そのための生産履歴管理を的確に管理することは、畜産

農家へ必要な情報を提示するだけでなく、劣化サイレージが流通した場合のクレーム

に対して迅速な対応ができるとともに、今後の良質なサイレージを調製するために役

立てることができる。このような生産履歴を管理することは、広域流通に限らず、Ｗ

ＣＳ用イネ・ムギの生産面積の拡大にともなって、これまで以上に多くの畜産農家が

安心して国産流通粗飼料を利用できる体制作りにも必要なことである。 

収穫履歴情報
貼付

圃場
台帳

USB通信

圃場台帳へ登録
１日分の作業圃場の情報をＨＴへ転送

ＨＴから圃場で取得した情報の
圃場台帳へ転送

作業開始前の事務所での作業 圃場での情報取得作業 作業終了後の事務所での作業

１

無線通信

USB通信乳熟期

やや軟弱 軟弱 良 好

ＱＲコードシートで情報取得

栽培履歴情報

２

ハンディーターミナル
（ＨＴ）

圃場
台帳

黄熟期糊熟期

図25.ハンディーターミナルを活用した構築中の生産履歴管理システム
 

また、広域流通を推進するにあたって、 も問題となるのが輸送コストである。

前述のように広域流通においては、生産者自らが輸送することは困難であり、専門

運送業者への委託を考えた場合に、流通コストを削減するためには、帰り便の有効

活用や回り便等を活用することで、できる限り輸送コストの削減に努める必要があ

る。さらに、ロールベールサイレージは開封しないと品質が分からないことから、

新規包装資材等を活用した品質の長期安定貯蔵技術の開発等により、劣化サイレー
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ジの輸送を回避することで、無駄な物（劣化サイレージ）は作らない、運ばないこ

とが生産コストや輸送コストの削減にとって極めて重要なことである。 

その他、イネＷＣＳをそのままのロールベールとして流通させるだけでなく、TMR

センターを基軸として食品製造副産物等の未利用資源や飼料用米、稲ＷＣＳ等の国

産飼料を混合して再梱包し、発酵 TMR として高付加価値を付けた高栄養な国産飼料

として流通させることも今後の課題である。 

 

８．飼料用米の加工処理技術 

 飼料用米の利用は古くは古米の利用に始まり、これまでは政府備蓄米（ミニマム

アクセス米（MA 米）主体）の払い出し利用が中心であったが、穀物価格の高騰によ

り国産穀類としての飼料用米が注目を集め、作付当初から畜産利用の目的で栽培し、

飼料イネと同様に新規需要米としての飼料用米の作付面積の拡大が期待されている。 

 

（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、2008 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。 

 

（２)自給飼料用米について 

飼料用米（自給飼料用米）の利点は飼料イネとは異なり、栽培管理から収穫調製

までの過程の全てにおいて、耕種農家が保有する作業機械が活用できることにある。

特に収穫調製は、畜産農家の牧草用収穫機械や専用収穫機を必要とせず、食用米と

同様に自脱型コンバインによる収穫が可能であると言われている。但し、飼料用米

の低コスト生産には多収が必要であり、そのための育種目標としては穀粒が大きく

粒数を多くする必要があり、稈の太い耐倒伏性の強い品種となる。また、飼料用米

の長期保存のためには食用米と同様な乾燥処理を行うか、ソフトグレンサイレージ

（SGS）として発酵処理を行う必要があるが、乾燥処理の低コスト化を図るためには、

収穫期を遅らせて圃場にて立毛状態で籾部の水分を低下させてから刈り取る立毛乾

燥処理を行う報告もあるが、鳥害の増加、穂発芽の発生等の他に、収穫ロスの低減

のために、耐脱粒性の高い品種が要求される。このように稈が太く、籾が大きくて

粒数が多く、しかも耐脱粒性の高い品種は、現在の自脱型コンバインにとっては非

常に過酷な条件になり、コンタミ防止のための自脱型コンバインの清掃も非常に労

力を要することも懸念される。しかし、そのための飼料用米専用収穫機を開発する

ことは、本来の目的から離脱すると考えられ、飼料用米の安定的で高能率な収穫体

系を確立することは、今後の重要な課題の一つになってくるであろう。一方、乾燥

処理のコスト低減化を図ることを目的に 30％以上の水分で収穫した籾を密閉貯蔵

して、サイレージ発酵させる SGS 調製においては、残留農薬の関係から完熟期の籾
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を利用することが必要であることから、水分が低下した籾に加水処理を行うことで、

籾全体が均一に吸水し、安定した発酵が促進されるかを検討することも今後の課題

と考えられる。何れにしても、国産穀類としての飼料用米は、これまでは殆どが鶏

や豚への給与に使われており、収穫機や SGS 調製技術等を含めて、牛に対する取り

組みはまだ試験的なものが多く、今後の研究開発に期待したい。 

 

（３）調製加工技術について 

 飼料用米の利用は豚・鳥への利用が大半で、現在では牛への給与は殆ど行われて

いない。その要因の一つとして、牛の場合では鶏と異なり、籾米・玄米を無処理の

ままで給与すると、穀実が未消化のまま排出されてしまうことにある。また、SGS

調製においては、これまでの報告は黄熟期が主体であり、完熟期に収穫した籾米の

SGS 調製に関する報告はない。ここでは、飼料用米の消化性を改善するために行わ

れてきた処理方法や現在検討されている処理技術について主なものを紹介する。 

 

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（図 26）。 

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 27）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、消化性が改善される。特に飼

料用米ではデンプン質含量が高いため、圧ぺん処理による消化性の向上が期待され

る。ただし、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

域は 12～15％程度とされており、収穫後の乾燥処理が必要となる。 
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３）飼料用米破砕機（専用モミ砕機） 

 Ｖ字型の溝を有する粉砕ローラ間を通過させることで、剪断力によって籾を破砕

する方式である（図 28）。籾、玄米、飼料イネの籾部を破砕することも可能である

が、茎葉部を含む飼料イネでは籾の破砕程度は低くなると考えられる。籾や玄米の

破砕処理後の SGS 調製も可能であり、特に軽トラック等の荷台上で処理作業を行う

ことができることから、個別農家での対応が可能である（2009 年から市販化）。 

 

４）籾殻膨軟処理装置と籾殻膨潤処理装置 

両装置とも米麦共同乾燥施設（米麦共乾施設）等に導入されており、本装置の本

来の目的は籾殻を強制的に圧縮し、加水することで籾殻の組織を破壊してヌカ状に

し、吸水性を高めることで家畜の敷料として利用したり、直接堆肥の原料として利

用するための装置である。特に籾殻膨軟処理装置（プレスパンダ）は、東北地方を

中心に米麦共乾施設に導入されており、一部の地域で飼料用米の処理に活用されて
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いる（図 29）。一方、籾殻膨潤処理装置（ダブルプレス：図 29）はダブルスクリュ

ー型で、プレスパンダに比べてスクリューや内部ケースの摩耗は少なく、耐久性に

優れているが、飼料用米の加工処理程度はプレスパンダよりも劣る。今後、ダブル

プレスについても、プレスパンダと同程度の破砕精度や能率向上を目的とした改良

が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）その他の飼料用米破砕装置 

国産穀類として飼料用米が注目されつつある中、農研機構を始めとする各地域の

研究機関でも、積極的に飼料用米の加工技術について検討が行われつつある。これ

まで紹介した飼料用米の加工処理装置の他に「麦圧ぺん機」「ガーデンシュレッダ」

「麦挽き割り機」「インペラ式籾すり機（改良）」等（情報提供：福島県農業総合セ

ンター 矢内清恭氏）の処理程度や能力等についての研究が進められている。一方、

SGS 調製においても完熟期の籾を用いることから、乳酸発酵だけでなく、低コスト

でハンドリングが容易な技術開発の検討も重要な課題となってくるであろう。 
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飼料イネの乳牛への給与技術 

畜産草地研究所 

家畜飼養技術研究領域 

松山 裕城 

 

１．はじめに 

 現在、全国の遊休水田や転作田においてイネホールクロップサイレージ（以下、イネ

WCS と略記）の生産が年々拡大しており、2010 年の作付面積は 15,939ha（見込み）であ

った。イネ WCS の生産拡大に伴って利用する酪農経営も増えており、2007 年の調査では

都府県で 1436 戸、これは都府県の全酪農戸数の 8.4％に相当する。このように新たに利用

を始める酪農経営も増えているが、利用するに当たって飼料としての価値や利用方法に疑

問をもたれる方も多いと思われる。稲の飼料利用に関する研究は 1970 年代から取り組まれ

ているが、ここ 10 年は様々なプロジェクトにより全国の試験研究機関で集中的な技術開発

が行われ、飼料としての利用価値は格段に高まったと言える。そこで本研修では、これま

での研究成果に基づいて、イネ WCS の飼料特性、乳牛に対する適正給与技術、さらに給

与効果の可能性について紹介する。 

 

２．泌乳牛用飼料としての特性 

（１）飼料成分と栄養価 

 イネ WCS は、消化され易い非構造性炭水化物であるデンプンが豊富な穂部（子実部）

とセルロースやリグニンなどの構造性炭水化物が豊富な茎葉部を併せ持つホールクロップ

サイレージである。そのため、イネ科牧草の乾草とは異なる化学成分、消化特性を持つこ

とを念頭に置く必要がある（図 1）。イネ WCS の可消化養分総量（TDN）は、熟期が進む

と穂部の割合が高まるため増加する。しかし、完熟期まで達すると未消化のまま糞として

排泄される子実（未消化子実）の増加や繊維成分の消化率が低下するため、黄熟期の TDN

と比べて同程度、もしくは微減する（図 2）。したがって、泌乳牛に給与するイネ WCS

の収穫適期とは、サイレージ調製に 適な水分含有率と乾物収量も考慮して糊熟期（出穂

後 15 日）～黄熟期（出穂後 30 日）となる。 

図1．イネWCSとチモシー乾草の化学成分

注1) その他：粗脂肪，粗灰分など

その他 その他
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図2．イネWCSの乾物収量、栄養価および水分含有率の推移

注1)TDN：可消化養分総量．
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 表 1 は各飼料における消化率、栄養価を示す。イネ WCS の粗脂肪、NFE の消化率はイ

ネ科牧草の輸入乾草に比べて高い傾向であるが、これは子実部由来の成分の影響が強いと

考える。しかし、CF 消化率はいずれの輸入乾草より低く、また、第一胃内通過速度もやや

遅い傾向であることが報告されている（松山ら 2004）。したがって、泌乳牛に対して極端

に多くのイネ WCS を給与した場合などは、乾物摂取量（DMI）を抑制する原因になるこ

とが予想されるので、注意が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）飼料成分と栄養価の推定 

本研修で紹介する研究成果は、精密な栄養管理の下で得られたものであり、生産現場

で実践するにあたっては給与するイネ WCS の飼料成分を把握し、飼料設計に生かすこと

が必要である。イネ WCS の飼料成分は、他の飼料作物と同様に種々の要因によって変動

するため、飼料分析の重要性は高い。イネ WCS の各化学成分の含有率においては、他の

飼料と同様に近赤外分析法による推定が考案されており（徐ら 2006）、すでに各地域に適

合した独自の検量線を用いたフォーレージテストが実施されている。 

 イネ WCS の TDN 含有率は、各化学成分の含有率から推定する回帰式（推定式）が提案

されている（表 2）。a 式（服部ら 2005）は、イネ WCS 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る。ちなみに a 式で採用されている高消化

性繊維（Oa）、低消化性繊維（Ob）含有率は、近赤外分析法を利用して精度良く推定でき

る成分である（徐ら 2006）。b 式（深川ら 2007）もイネ WCS、牛を用いた消化試験の結

果を基に作成されており、その特徴は牛で測定した消化率と相関が高い in vitro 乾物消化率

（IVDMD）を採用していることである。IVDMD とは酵素を使用するペプシン・セルラー

ゼ法により定量した値である。c 式（出口ら 1997）は、イネ科牧草（マメ科混播含む）の

乾草とサイレージを給与した消化試験の結果を基に作成された推定式であるが、イネ WCS

の推定にも利用できることが確認されている（服部ら 2005）。d 式（深川ら 2007）は、

イネ WCS の穂重割合（%）から TDN が推定できる式であり、生産現場において、おおよ

その TDN を簡易的に求める際には有効である。 

 

 

 

 

栄養価(乾物中%)

粗タンパク質 粗脂肪 NFE 粗繊維 TDN

54 60 66 53 54.0

  チモシー 51 50 58 57 54.4

  スーダングラス 51 38 56 60 52.2

  エンバク 38 40 58 66 56.2

  イタリアンライグラス 60 53 68 69 64.4

  バミューダグラス 75 51 52 64 54.0

注1) チモシー(32%≦CF≦37%)，スーダングラス(30%＜CF＜35%)，エンバク(30%＜CF＜35%)の数値である．

注2) NFE：可溶無窒素物，TDN：可消化養分総量．

日本標準飼料成分表(2009)

表1．各飼料における消化率と栄養価

消化率(乾物中%)
飼料名

 イネWCS(飼料用品種、黄熟期)

 輸入乾草
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粗飼料価指数

(分/乾物1kg)

イネWCS 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

トウモロコシサイレージ 66

表3．各飼料の粗飼料価指数(RVI)

日本飼養標準・乳牛(2006)

飼料名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）物理性（粗飼料価指数） 

 飼料の物理性を示す指標としては、粗飼料価指数（Roughage value index、以下 RVI と

略記）がある。これは対象とする飼料を給与した際の牛の咀嚼時間（採食時間と反芻時

間の合計）を測定し、摂取された飼料 1kg 当たりの咀嚼時間に換算した単位である。こ

の RVI は、第一胃内の発酵の安定性と関連が深いと言われているが、それは第一胃内で

産生される有機酸に対して緩衝能をもつ唾液の分泌量が咀嚼時間に影響を受けるためで

ある。表 3 は各飼料の RVI を示す。イネ WCS の RVI は 82 分であり、チモシー乾草、ス

ーダングラス乾草と同程度、アルファルファ乾草やトウモロコシサイレージよりも多い。

したがって、イネ WCS の物理性は粗飼料の中でも高いと言える。 

 泌乳牛では RVI と乳脂肪率が深く関係しており、

乳脂肪率 3.5％を維持するためには、給与飼料の

RVI が 30.5 分以上は必要であると試算されている

（Sudweek ら 1984）。イネ WCS、トウモロコシサ

イレージおよびイタリアンライグラスサイレージ

を 30%ずつ配合した 3 種類の TMR を調製し、泌乳

牛に給与した試験の結果（新出ら 2008d）では、そ

れぞれの RVI が 34.3、27.3 および 36.9 分であった。

この結果からするとイネ WCS の RVI はトウモロコシサイレージより高く、イタリアン

ライグラスサイレージと同程度と言える。一般に NDF 含有率が高いほど RVI も高くなる

と言われているが、イネ WCS の NDF 含有率はイネ科牧草と比べて低いにもかかわらず、

RVI が同程度であることは興味深い。 

 

３．泌乳牛への給与技術 

家畜において精密な栄養管理を実施することは、生産効率を高めて収益の増加をもた

らすだけでなく、環境負荷物質の低減も図れることから、持続的な畜産経営を実現する

一助となる。一般に泌乳牛の給与技術では、分娩後日数によって変化する養分要求量に

応じて飼料設計することが重要となるため、イネ WCS に関しても泌乳ステージを分けて

紹介する。 

 

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ー 2005)

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

(長崎県畜産試験場 2007)

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)

　　IVDVD：in vitro乾物消化率，OCC：細胞内容物，OCW：細胞壁物質，PP：穂重割合．

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：粗灰分，

表2．イネWCSのTDN含有率に関する推定式

a式

b式

c式
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26% 30% 35%

乾物摂取量(kg) 23.0 21.6 21.9

イネWCS摂取量(kg 乾物) 6.0 6.5 7.7

乳量(kg) 36.9 35.5 35.2

4%脂肪補正乳量(kg) 35.4 34.6 35.0

乳脂率(%) 3.7 3.8 4.0

無脂固形分率(%) 8.6 8.5 8.4

項目
稲WCSの配合割合(乾物換算)

表3．イネWCSの配合割合が異なるTMRの給与試験(泌乳中期，後期)

広島県立畜産技術センター(2008)

（１）各泌乳ステージにおける給与量の上限値 

一般に泌乳牛の給与技術では、分娩後日数によって変化する養分要求量に応じて飼料

設計することが重要であり、イネ WCS の給与量（給与割合）も泌乳ステージ、乳量によ

って異なる。各泌乳ステージで給与飼料中の濃厚飼料の割合を変えたときのイネ WCS の

自由採食量を測定した試験結果（Islam ら 2004）ではイネ WCS（水分含有率 60％）をい

ずれの泌乳ステージでも一日当たり原物 20kg 程度（乾物 8kg 程度）を採食した。この採

食量を元に飼料設計を行うと、給与飼料中に占めるイネ WCS の割合は約 30％（乾物換

算）になる。そこで、泌乳初期、前期の給与量の上限値を検討するため、イネ WCS の配

合割合を変えた 2 種類の TMR（25％、30％）を分娩後 1～15 週まで給与する試験が実施

された（新出ら 2008e、図 3）。イネ WCS を 25％配合した TMR に比べて 30％配合した

TMR は、分娩後 1 週目から DMI が抑制される傾向にあり、それと同時に乳量も低く推

移した。しかし、分娩後 10 週目以降は、徐々に両 TMR の DMI、乳量の差が小さくなっ

た。 

 

泌乳中期、後期の泌乳牛において TMR 中のイネ WCS の配合割合（26、30 および 35％）

を変えた試験（新出ら 2008a、表 3）では、泌乳初期とは異なり、いずれの TMR を給与

した場合も DMI や乳生産性に違いは認

められなかった。イネ WCS に含まれる

繊維成分の消化性は、イネ科牧草の乾草

に比べると低く、第一胃内通過速度も遅

い傾向にある。したがって、十分な DMI

が得られない泌乳初期においては、イネ

WCS の給与量、配合割合によっては

DMI を抑制する可能性がある。 

 

（２）泌乳牛における実用的給与量 

泌乳牛における給与量の上限値を検討した試験では、良好な発酵品質のイネ WCS を用

いて実施した結果である。実際の生産現場では、 適な条件下で生産されたイネ WCS の

み給与できることはない。また、泌乳牛用の飼料では、様々な飼料資源を活用するため、
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図3．イネWCSの配合割合が異なるTMRの給与試験(泌乳初期、前期)

広島県立畜産技術センター(2008)
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17% 22% 27%

乾物摂取量(kg) 21.7 21.7 21.8

乳量(kg) 31.3 30.9 30.4

反芻時間(分/乾物1kg当たり) 19.4 22.1 23.3

乾物消化率(%) 69.4 68.2 66.7

デンプン消化率(乾物中%) 88.7 90.6 92.9

未消化子実排泄率(乾物中%) 42.6 29.8 24.5

TDN(乾物中%) 70.5 69.6 69.0

注2) TDN：可消化養分総量．

三重県科学技術振興センター(2008)

表5．粗飼料の配合割合の違いが子実の消化性に及ぼす影響

粗飼料由来のNDF含有率
項目

注1) イネWCSの配合割合は20%(乾物換算)で一定とし，チモシー
　　 乾草の配合割合(9.0～25.1%)を変えた．

イネ WCS の摂取量も併給する飼料の種類、量により変動する。それらを考慮して、これ

までの試験研究で得られたイネ WCS の 大摂取量の 5 割程度を泌乳牛におけるイネ

WCS の実用的給与量の目安として表 4 に示す。なお、泌乳ステージと乳量水準により、

イネ WCS の給与量は変えてある。また、様々な泌乳ステージ、乳量を持つ牛群に同一飼

料を給与する場合では、表 4 の 小値である 3kg 程度にイネ WCS の給与量を留める。繰

り返しになるが、イネ WCS の発酵品質、切断長、併給飼料の種類などにより嗜好性や摂

取量が左右されることから、実際にイネ WCS の給与を進めるにあたってはボディコンデ

ィションスコア（BCS）や残飼量に注意しながら適宜、イネ WCS の給与量を調整する必

要がある。 

 

 

（３）子実の消化性の改善 

イネ WCS では未消化のまま糞に排出される子実がよく問題視されるが、これはホール

クロップサイレージ特有の現象であり、他の飼料作物と共通した課題である。また、実

際の栄養価が分析値より低くなるのではとの指摘もあるが、消化試験による栄養価（測

定値）は未消化子実も含めて測定されているため、その様なことは起こらない。したが

って、飼料成分から推定される TDN も消化試験の結果を反映しているため、その数値を

飼料設計に利用することに問題はない。しかし、未消化のまま排出される子実は栄養価

の損失となるため、その改善方法は検討されている。表 5 は粗飼料の配合割合が異なる

TMRがイネWCSの子実の消化性に及

ぼす影響を検討した結果である（山本

ら 2008）。粗飼料の配合割合が高ま

る、言い換えると粗飼料由来の NDF

含有率が高まると、未消化子実排泄率

が低下する。これは、粗飼料由来の

NDF 含有率が高まることで反芻など

の咀嚼時間が増加するため、子実が咀

嚼によって破砕される機会が増えた

結果であると考える。実際の生産現場

では、適切な量の粗飼料の配合により

RVI を確保することが未消化子実の

低減に繋がる。 

泌乳ステージ 乳量
原物(乾物)

(kg)
給与飼料中割合

(%)

20～30kg 3～6   (1.1～2.1) 6～12

30～40kg 6～8   (2.1～2.8) 9～12

40kg以上 3～6   (1.1～2.1) 6～9

35kg以下 8～10 (2.8～3.5) 13～15

35kg以上 6～8   (2.1～2.8) 11～13

注1) イネWCSの水分含有率は65%として算出した．

表4．各泌乳ステージにおけるイネWCSの実用的給与量の目安

注2) 日本飼養標準・乳牛(2006)より算出した(体重650kg，3産，TMR給与方式，乳脂率3.5%).

 泌乳中・後期
(分娩後110日以降)

 泌乳初・前期
(分娩後110日以前)
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アルファルファ チモシー

乾物摂取量(kg) 25.8 25.7

乳量(kg) 35.4 36.4

RVI(分/乾物1kg当たり) 31.6 34.1

未消化子実排泄率(乾物中%) 40.5 32.1

注3) RVI：粗飼料価指数．

注2) アルファルファ乾草，チモシー乾草の配合割合は,いずれも
     約20%(乾物換算)である．

三重県科学技術振興センター(2008)

表6．併給する粗飼料の違いが子実の消化性に及ぼす影響

併給する粗飼料(乾草)
項目

注1) イネWCSの配合割合は，どちらも約20%(乾物換算)である．

一般に粗飼料の切断長は DMI や咀嚼時間に影響を与え、その結果として第一胃内発酵

の安定性や乳量、乳成分（特に乳脂肪）にも影響を及ぼす。子実部、茎葉部からなるイ

ネ WCS を細切することは、牛による選択採食を難しくし、嗜好性の劣る太い茎部も残ら

ず採食させることや TMR の素材として混合し易いとの利点もある。しかし、極端に細切

すると上述の通り、咀嚼時間の減少、乳脂肪の低下、第一胃内発酵の不安定化を招き、

アシドーシスなどを発症する危険

もある。表 6 はイネ WCS の 適な

切断長を検討するために実施した

給与試験である（新出ら  2008b、

2008c）。1cm と 5cm の比較におい

て、5cm に切断すると採食にともな

う咀嚼時間の増加で未消化子実の

排泄量が減少する傾向にあるが、

DMI も抑制される。1cm と 3cm の

比較において、3cm は 1cm と同程度

の DMI、乳量であることに加えて、

未消化子実の排泄量も少ない。したがって、イネ WCS の切断長は 3cm 程度が 適であ

ることがわかる。 

 

４．乾乳牛への給与技術 

 ここでは乾乳期間を 2 ヶ月（60 日）、乾乳直後から分娩前 4 週までを乾乳前期、分娩

前 4 週以降を乾乳後期として紹介する。乾乳期における飼養管理の正否は、周産期病の

発症やその後の乳生産に影響を及ぼすだけでなく、次の繁殖成績にも影響が及ぶため、

常に各個体の栄養状態を把握することは重要である。一般に乾乳期を通しての BCS は 3.5

程度（3.25～3.75）を維持することが推奨されており、これが乾乳期の飼養管理の指針と

なる。ただし、この BCS の調整は乾乳期に入る前までに済ませておき、乾乳期中は BCS

の変化幅を少なくするよう努めることが望ましい。 

 

（１）乾乳前期（乾乳直後～分娩前 4 週） 

 乾乳前期の養分要求量は、それ程高くないため粗飼料主体で飼養する。イネ WCS 単味

の給与では粗タンパク質（CP）が不足するため、大豆粕などの CP 含有率の高い飼料を

併給して、給与飼料全体の CP 含有率を経産牛では 12％程度、初妊牛では乳腺の発達を

促すために 14％程度とする。また、イネ WCS を飽食（自由採食）させる飼養管理では、

過肥になる懸念もあることから、BCS に注意しながらイネ WCS の給与量を制限する必

要がある。 

 

（２）乾乳後期（分娩前 4 週～分娩） 

 乾乳後期から濃厚飼料や泌乳用 TMR の給与量を徐々に増やし、分娩直前までには TDN

充足率を 120％程度まで高めた飼養管理を心掛ける。この時期は胎子の急激な成長による

消化管の圧迫や分娩や泌乳に係わるホルモン分泌によりホルモンバランスが崩れること
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から来る食欲減退が原因となり、著しく DMI が低下する。そのため、給与する飼料の栄

養濃度を徐々に高め、低下する DMI を補う飼養管理が必要となる。その他、乾乳前期で

行った粗飼料主体の飼料給与で退行した第一胃内絨毛の発達促進、分娩後に摂取する飼

料に適した第一胃内微生物叢への移行の意味からも濃厚飼料の増給は重要である。した

がって、乾乳後期では濃厚飼料の増量に合わせてイネ WCS の給与量を徐々に減らす。 

 

（３）乾乳期における給与量の上限値 

 表 7 は、分娩前 4～1 週の乾乳牛（体重 680kg）に濃厚飼料と組合せながらイネ WCS

（水分含有率 65％程度）を自由採食させた試験の結果である（新出 2008e）。この結果

によると分娩前 4 週の乾乳牛では、一日当たりイネ WCS を乾物 6.9kg（原物 20kg 程度）

摂取することが可能であった。また、分娩前 3 週以降、養分要求量を充足させるために

徐々に濃厚飼料を増量したが、分娩前 1 週ではイネ WCS を乾物 3.1kg（原物 9kg 程度）

摂取した。 

 
 

（４）乾乳期における実用的給与量 

 表 8 に乾乳期におけるイネ WCS の 大摂取量と実用的給与量の目安を示す（新出 

2008e）。イネ WCS はチモシー乾草などのイネ科牧草に比べて NDF 含有率は低いが、そ

の NDF 消化率は低いため、給与量によっては DMI を抑制する原因になることがある。

そこで、安全を見込んだ乾乳牛への実用的給与量として、表 7 の試験で得られたイネ WCS

の 大摂取量の 6 割に留めた量を目安とした。したがって、残りの粗飼料は消化性の良

いイネ科牧草やルーサン乾草、ヘイキューブなどの給与を推奨する。また、泌乳牛と同

様、イネ WCS の給与を進めるにあたっては BCS や残飼量に注意しながら適宜、イネ WCS

の給与量を調整する。 

 

イネWCS 濃厚飼料 合計 CP NDF NFC TDN 乾物 CP TDN

4週 680 6.9 2.8 9.7 10.1 44.6 31.5 64.7 106 107 110

3週 --- 6.4 4.6 11.0 12.0 40.7 33.1 68.0 120 129 121

2週 --- 5.0 5.7 10.7 13.9 37.5 34.5 71.1 116 147 123

1週 682 3.1 7.2 10.3 17.0 32.8 36.6 75.6 112 174 126

注1) CP：粗タンパク質，NDF：中性デタージェント繊維，NFC：非繊維性炭水化物，TDN：可消化養分総量．

広島県畜産技術センター(2002)

注2) 分娩4週からイネWCSの単味と供にTMR(乾物中CP17%，TDN75%，イネWCS 30%配合)を給与した．

注3) 胎子の発育に要する要分量も考慮した．

表7．分娩前4週～1週に稲WCSを給与した試験(4頭の平均値)

乾物摂取量(kg) 乾物中含有率(%) 充足率(%)
体重(kg)分娩前

原物 乾物 原物 乾物

乾乳前期 分娩前4週まで 15.0～20.0 5.3～7.0 9.0～12.0 3.2～4.2

分娩前3週 13.0～18.0 4.5～6.3 7.0～11.0 2.7～3.8

分娩前2週 10.0～15.0 3.5～5.3 6.0～9.0 2.1～3.2

分娩前1週 8.0 前後 3.0 前後 5.0 前後 1.8 前後

注1) 乾物はイネWCSの水分含有率を65%として算出した．

注2) 最大摂取量は表7の試験より得られた結果である．

注3) 実用的給与量は最大摂取量の6割とした．

乾乳後期

表8．乾乳期におけるイネWCSの実用的給与量の目安

時期

広島県畜産技術センター(2008)

最大摂取量(kg/日/頭) 実用的給与量(kg/日/頭)
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５．給与効果の可能性 

これまでの研究成果によりイネ WCS が泌乳牛用飼料として有用であることは示され、

その給与技術はマニュアルとしてまとめられている（日本草地畜産種子協会 2009）。さ

らに現在の研究では、イネ WCS の給与により生産物である生乳に新たな価値を付与した

り、泌乳牛の健全性維持に貢献するような給与効果の解明について取り組まれている。

そこで本研修では、給与効果に関する研究の 1 つとして、輸入乾草に比べイネ WCS に豊

富に含まれているビタミン E（α-トコフェロール）に着目した試験結果の一部を紹介す

る。このα-トコフェロールは体内の過酸化脂質の合成を抑制する生理作用（抗酸化能力）

があり、肥育牛ではイネ WCS を給与することで肉中にα-トコフェロールが蓄積し、良

好な肉色を保持する効果（ミオグロビンの酸化抑制）が報告されている。したがって、

泌乳牛もイネ WCS を通してα-トコフェロールを摂取することで、付加価値のある生乳

の生産や泌乳牛が受けている酸化ストレスの緩和が期待される。 

 

（１）α-トコフェロールの移行 

茨城県畜産センターの協力のもと、泌乳牛 12 頭に対してオーツ乾草の替わりにイネ

WCS を約 1 ヶ月にわたり給与した。イネ WCS のα-トコフェロール含有量は乾物 1kg 当

たり 173mg、その含有量はオー

ツ乾草の約 4.7 倍、トウモロコ

シサイレージの約 2.4 倍であ

り、その他の飼料は 50mg を下

回っていた。血清中α-トコフ

ェロール濃度は、イネ WCS を

給与して 7 日後には高まる傾

向が認められ、給与後 14 日目

では給与前に比べて有意に高

くなった（図 4）。その後、イ

ネ WCS の給与をやめると徐々

に低くなり、約 1 ヶ月後には給

与前と同じ水準に戻った。生乳

中α-トコフェロール濃度も血

清と同様、イネ WCS を給与し

て 8 日後には給与前に比べて

約 25%増加する傾向にあり、そ

の後、イネ WCS の給与終了時

まで高位で推移した（図 5）。

これらの結果は、イネ WCS に

含まれるα-トコフェロールが

泌乳牛の体内へ移行したこと

を証明していると考える。ただし、生乳のα-トコフェロール濃度を高めるためには 低

でも 1 ヶ月以上、給与を続ける必要があった。 
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（２）α-トコフェロールの給与効果（製剤による） 

現時点では、イネ WCS に含まれるα-トコフェロールが泌乳牛の体内に移行し、生乳

のα-トコフェロール濃度を高めることは確認できたが、その効果については検討中であ

る。泌乳牛におけるα-トコフェロールの効果については、過去に製剤を用いて検討され

た報告が幾つかある。生乳の付加価値化では、牛肉と同様に生乳のα-トコフェロール濃

度を高めることで乳脂肪の酸化や酸化臭を抑制することが報告されている（Focant ら 

1998、St-Laurent ら 1990）。家畜の健全性維持の面では、α-トコフェロール製剤を給与

すると好中球，マクロファージの機能改善により免疫機能が向上する（Hogan ら 1990、

1992）、乳房炎、後産停滞、子宮内膜炎および卵巣嚢腫などの疾病が予防できる（Harrison

ら 1984、Weiss ら 1997）、さらには繁殖性が改善される（Campbell と Miller 1998）と

の報告もある。 

周産期における血液中α-トコフェロール濃度は、分娩 1 週間前から低下して分娩後 1

～2 週間は低値で推移するが（Weiss ら 1997）、この現象が周産期病の原因の一端とし

て指摘する声もある。したがって、分娩前からイネ WCS を給与することで周産期に起き

るα-トコフェロール濃度の低下を回避できる可能性は高い。また、イネ WCS に含まれ

る天然のα-トコフェロールは、製剤として給与される酢酸α-トコフェロールに比べて、

その抗酸化能力は高い（Hidiroglou ら 1988）。今後の研究次第ではあるが、製剤で認め

られたような効果も、イネ WCS に含まれるα-トコフェロールで再現できる可能性は十

分あると考える。 

 

６．おわりに 

イネ WCS の持つ栄養的な価値は輸入乾草に劣るものではないが、価格や取り扱いの利

便性など現状の収益に直結する輸入乾草が選ばれることも多いと思われる。しかし、数

年前からイネ WCS を利用している酪農経営の方に伺うと、そのメリットは輸入乾草に付

随する価格や安全面でのリスクが低い、堆肥の還元先の確保、耕畜連携を通して地域農

業に貢献できる等を挙げており、長期的な視点に立ってイネ WCS を選択していることが

わかる。今後、イネ WCS の取り組みが地域農業を支える柱の 1 つとして定着することを

期待し、本研修がその一助になれば幸いである。 
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飼料イネの肉牛への給与技術 

 

畜産草地研究所    

家畜飼養技術研究領域 

山田 知哉       

 

１．はじめに 

 稲発酵粗飼料（イネ WCS）は、自給飼料増産の重要な柱の一つとして位置付けられてい

る。イネ WCS の特徴として、稲ワラやチモシー乾草などの一般的に肉牛へ給与される粗

飼料に比べビタミン E（α-トコフェロール）が豊富に含まれていることが挙げられる。従

って稲 WCS を肥育牛に給与することによって、牛肉中にビタミンＥが蓄積することが期

待される。ビタミン E は抗酸化機能を有することから、牛肉中へのビタミン E 蓄積によっ

て肉色の退色や脂質の酸化が抑制され、イネ WCS を給与した牛肉の付加価値の向上に繋

がると考えられる。一方、イネ WCS にはビタミン A の前駆体であるβ－カロテンも豊富

に含まれていることから、ビタミンＡを制御した肥育が行われている現状では肉質への影

響が懸念される。そこで本項では、これまで各試験研究機関で行われた肥育試験の結果を

もとに、イネ WCS の肉用牛への給与及びイネ WCS を給与した牛肉の特徴について紹介す

る。 

 

２．イネＷＣＳの飼料特性 

イネ WCS 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％程度である。栄養価は、品種や熟期などで異な

るが、TDN（可消化養分総量）含量でおよそ 52～55％の範囲である。肥育牛では、濃厚飼

料が多給されるので粗蛋白質含量の低さはあまり問題にならないが、粗飼料の給与量が多

い繁殖牛や育成牛では、イネ WCS を給与する際には蛋白質不足にならないよう給与設計

上の注意が必要である。イネ WCS 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おり、イネワラ 77.6 分、イネ

WCS 70.7 分、チモシー乾草 63.5 分という結果であった（古澤ら、2004）。したがって飼

料の物理性からみると、イネ WCS はチモシー乾草よりも反芻等を促す物理的特性がやや

高いと言える。またイネ WCS の物理性は稲ワラに近いが、稲ワラよりも消化性が良いの

で、特に肥育後期にイネ WCS のみを粗飼料源として給与する場合は、反芻胃の機能を健

全に保つためにも給与量が極端に少なくならないように注意する必要がある。 

図１に示したように、良質なイネ WCS は一般に肉牛に給与される稲ワラやチモシー乾

草より豊富にビタミン E を含んでいるのが大きな特徴である。また、ビタミンＥ含量の高

い良質なイネ WCS は稲ワラよりも多くのβ―カロテンを含んでいる傾向にある。β-カロ

テンはビタミン A の前駆体であり、生体内でビタミン A に変換される。1mg のβ－カロテ

ンは 400IU のビタミン A に転換される。したがってビタミン A 制御型肥育にイネ WCS を

用いるためには、イネ WCS 中のβ－カロテン含量の把握と、その低減技術が必要となっ

てくる。β－カロテン含量はＷＣＳ用イネの品種や熟期によって異なり、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明らかになっている。 
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一方、β－カロテンは酸素や光によって酸化分解することが知られている。そこで、サイ

レ－ジ調製の際に予乾処理を行うことにより、イネ WCS のβ―カロテン含量を減少させ

ることが可能である。黄熟期に刈り取り後、1 日予乾してサイレージ調整すれば、β－カ

ロテン含量が刈り取り時の約７割に減少し、この際α－トコフェロールも減少するものの、

稲ワラより高い含量を保つことが報告されている（図２）。したがって予乾処理を行い飼料

中のβ－カロテン含量を十分低減させることが出来れば、ビタミン A 制御型肥育へイネＷ

ＣＳを用いることも可能である。 
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図１ イネＷＣＳ中のβ－カロテン含量とビタミンＥ含量の関係 

（稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル 2009）
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（稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル 2009）
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３．ビタミンＡ制御型肥育への稲発酵粗飼料の給与 

現在、肉用牛の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

われている。これまで各試験研究機関で行われた研究によって、肥育中期の 15 ヵ月齢から

21 ヶ月齢程度までの血中ビタミン A 濃度が、脂肪交雑に大きく影響するという結果が得ら

れている。イネ WCS には前項で述べたようにビタミン A の前駆体であるβ-カロテンが稲

ワラよりも豊富に含まれているという特徴がある。β-カロテンは牛の体内に摂取された後

ビタミン A に変換され、このビタミン A は脂肪細胞の分化を抑制する。交雑種去勢牛を用

いた試験において、イネＷＣＳを肥育の全期間に給与した区、イネ WCS を肥育の前後期

に給与した区、全期間稲わらを給与した慣行区を比較した結果、枝肉重量はイネ WCS 全

期間給与区が大きくなるが、ロース芯面積および脂肪交雑は慣行区が高くなる傾向にあり、

前後期給与区は慣行区と全期間区の中間に位置するという結果が得られている（表１）。

従って肉質の向上を目指した肥育体系では、イネ WCS をビタミン A の影響が少ない肥育

前期と肥育後期に給与し、肥育中期は血中のビタミン A 濃度を低下させるために給与を控

えた方が良いと考えられる。 

 

 

表 1. イネＷＣＳ給与が交雑種肥育牛の枝肉成績に及ぼす影響 

 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 歩留基

準値 

ＢＭＳ 

No. 

肉質 

等級 

 (kg) cm2 cm cm ％   

全期間区 521 43.6 7.9 3.3 68.8 2.7 2.3 

前後期区 486 46.3 7.9 3.4 69.5 3.0 2.3 

慣行区 511 55.7 8.1 2.9 71.0 4.0 3.0 

（稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル 2009） 

 

 

一方、肥育の後期のみにイネ WCS を給与し、牛肉中へのビタミン E 蓄積による高付加

価値化を目指す場合は、肥育中期まではイナワラ給与による慣行の肥育を行い、イネ WCS
はビタミン A の影響が比較的少ないと考えられる肥育後期のみに給与を行う。これまでに

行われた肥育後期の給与試験では、肥育後期の 22 ヶ月齢から 30 ヶ月齢にイネＷＣＳを原

物でそれぞれ 2kg、5kg、8kg 給与した結果、増体や枝肉成績に給与量による影響は認めら

れなかったという結果が得られている（表２）。一方、前項で述べた様にイネＷＣＳ中のβ

-カロテン及びビタミン E 含量は刈取時期や予乾処理の影響を大きく受けるため、実際に

給与するイネＷＣＳの品質を十分に把握することが望ましい。 
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表２. 肥育後期のイネＷＣＳ給与量が枝肉成績に及ぼす影響 

 枝肉重量 ロース

芯 

皮下

脂 脂肪

 

筋間

肪

ＢＭＳ ＢＣＳ ＢＦＳ 

 (kg) cm2 cm cm No. No. No. 

8kg 給与区 391.2 46.0 1.6 6.8 4.3 2.6 2.6 

5kg 給与区 373.6 55.4 1.8 6.7 5.3 3.3 2.3 

2kg 給与区 385.6 50.2 2.1 6.8 4.0 2.6 2.3 

（山田ら、２００７） 

 

黒毛和種去勢牛における実際のイネＷＣＳの現物給与量の目安を表３に示す。イネ WCS
の水分含量は、予乾処理の有無や刈り取り熟期によって大きく異なるので、実際に用いる

イネＷＣＳの水分含量にしたがって給与量を増減させる。またビタミンＡ制御型肥育にお

ける肥育後期の稲発酵粗飼料の給与量は、イネＷＣＳの乾物中β-カロテン含量を 20mg/kg
として計算した。イネＷＣＳのβ-カロテン含量がこれより少ないとイネＷＣＳの給与量を

増やすかビタミン剤の添加が必要となる。後期給与型のイネＷＣＳの給与量では通常はビ

タミン剤の添加は必要ないが、刈取時期や予乾処理の影響によってβ-カロテン含量が稲ワ

ラとほとんど変わらなくなる場合もあるので、給与するイネＷＣＳの品質を十分に把握す

る必要がある。 

 

表３ 黒毛和種去勢牛へのイネＷＣＳ給与例－１日当たり給与量（原物） 

 全期間給与肥育 ビタミンＡ制御型肥育 

肥育ｽﾃｰｼﾞ 前期 中期 後期 前期 中期 後期 

月齢(ヵ月) 10～14 15～22 23～29 10～14 15～22 23～29

イネＷＣＳ(kg) ６ 4 ４ ６  2 

稲ワラ(kg)     １～２  

濃厚飼料(kg) ７ 8 8 ７ 9 9 
 

 後期給与型肥育  

肥育ｽﾃｰｼﾞ 前期 中期 後期  

 

 

 

 

 

 

 

 

月齢(ヵ月) 10～14 15～22 23～29 

イネＷＣＳ(kg)   ２～５ 

稲ワラ(kg) ２～３ 1～２     

濃厚飼料(kg) ７～８ 9 ８～９    

（稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル 2009） 
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４．イネＷＣＳを用いた牛肉の高付加価値化 

ビタミンＥは抗酸化機能を有しており、牛肉中に蓄積すると脂質酸化による酸化臭の防

止や貯蔵中の肉色の褐色化防止に効果があることが報告されている。ビタミンＥ製剤を肉

用牛に投与した試験の結果から、抗酸化作用を発揮するためには牛肉 1kg 当たりビタミン

Ｅを 3mg 程度蓄積させることが必要であることが明らかとなっている(Mitsumoto et al, 

1991)。そこで、イネ WCS を肥育牛に給与することによって、ビタミンＥを牛肉中に蓄積

させることができれば、牛肉の付加価値向上に繋がることが期待される。 

交雑種去勢牛を用いた試験において、イネ WCS を肥育の全期間に給与した区、肥育の

前後期に給与した区、全期間稲わらを給与した慣行区の牛肉中ビタミンＥ含量を比較した

結果、ビタミンＥ含量は全期間区、前後期区、慣行区の順に高くなると共に、全期間区及

び前後期区のビタミンＥ含量は抗酸化作用発揮に必要とされる 3mg/kg 以上であったこと

が報告されている（図３）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また黒毛和種去勢牛において、肥育後期の 22 ヵ月齢から 30 ヵ月齢までの 8 ヶ月間、イ

ネ WCS を原物で 8kg、5kg、2kg をそれぞれ給与した試験によると、肥育後期にイネＷＣ

Ｓを原物で 5kg 以上給与することによって、牛肉 1kg 当たり 3mg 以上のビタミンＥが蓄積

したという結果が得られている（図４）。 
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図 3. 交雑種牛肉中のビタミン E 含量 

（稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル 2009） 

 

図 4. 黒毛和種牛肉中のビタミン E 含量 

（山田ら、2007） 
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この時、脂質酸化の指標である TBARS 値は、冷蔵保存７日目において 8kg 給与区及び 5kg

給与区が 2kg 給与区より有意に低い値となり、肥育後期にイネ WCS を 5ｋｇ以上給与する

ことによって牛肉中の脂質の酸化が抑制されるという結果が得られた（図５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、貯蔵中の肉色の褐色化は、牛肉の色素であるミオグロビンが酸化されてメトミオ

グロビンという物質に変化することによって生じるが、肥育後期のイネ WCS の給与量の

増加に伴い冷蔵保存７日目におけるメトミオグロビン割合の上昇が抑制されたことから

（図６）、イネＷＣＳ給与による牛肉中へのビタミンＥ蓄積は変色防止にも効果があること

が認められた。従って、イネ WCS の給与により牛肉中へビタミンＥ（α-トコフェロール）

が 3mg 程度蓄積された場合は、脂質酸化の抑制効果や肉色の変色防止効果が発揮されるこ

とが明らかとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、イネ WCS 中に含まれるビタミンＥ含量は黄熟期に刈取調整を行った良質なもの

には乾物重量当たり 100mg/kg 以上含まれているが、刈取時期の遅れや予乾処理等によって

大きく減少する点に留意する必要がある。従って牛肉中へビタミンＥを蓄積させて高付加
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図 5. 牛肉の TBARS 値に及ぼす影響 

（山田ら、2007） 
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図 6. 牛肉のメトミオグロビン割合に及ぼす影響 

（稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル2009） 
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価値化を図る場合は、実際に給与するイネ WCSの品質を十分に把握することが望ましい。 

 

５．肥育牛へのイネＷＣＳを用いた発酵 TMR 給与 

発酵 TMR はフレッシュタイプの TMR を数週間嫌気発酵させたもので、保存性が高く長

期保存が可能であり、開封後の変敗も少ないという特徴を有している。従って発酵 TMR
の利用促進を図ることにより、地域で産生される食品副産物やイネＷＣＳ等の自給飼料の

一層の有効活用が可能となると考えられる。黒毛和種去勢牛を 10 ヶ月齢から 30 ヶ月齢ま

での肥育全期間に食品副産物とイネ WCS を用いた発酵 TMR を給与した TMR 区と、乾草

と配合飼料を給与した対照区を設けて飼養した試験が報告されている（山田ら、2011）。発

酵 TMR の原料割合は、肥育前期用 TMR（10 ヶ月から 20 ヶ月齢時に給与）は原物当り稲

発酵粗飼料 30％、食品副産物 40％（発酵ビール粕及び発酵トウフ粕混合品）、配合飼料 30％
であり、肥育後期用 TMR（21 ヶ月から 30 ヶ月齢時に給与）は原物当りイネ WCS 20％、

食品副産物（同上）30％、配合飼料 50％であった。その結果、枝肉重量や BMS No.等に

TMR 区と対照区の差は認められなかったという結果が得られている（表４）。 

 

表４ 発酵 TMR 給与が枝肉成績に及ぼす影響

 枝肉重量 皮下脂肪 筋間脂肪 バラ厚 胸最長筋

粗脂肪 

ＢＭＳ ＢＣＳ ＢＦＳ

 (kg) cm cm cm ％ No. No. No. 

対照区 428 2.3 6.5 7.4 29.0 6.7 3.5 2.2 

TMR 区 440 2.1 7.5 7.5 28.7 6.5 3.3 2.2 

        

 

また胸最長筋のα-トコフェロール含量は TMR 区が対照区より有意に高くなり（図 7）、肉

色の褐色化の指標であるメトミオグロビン割合及び脂質酸化の指標である TBARS 値が冷

蔵保存 7 日目と 13 日目において TMR 区が対照区より有意に低くなった（図 8）。

（山田ら、2011）
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図 7. 発酵 TMR 給与が牛肉中ビタミン E 含量に及ぼす影響 

（山田ら、2011） 
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従って、イネ WCS を用いた発酵 TMR を黒毛和種去勢牛に肥育全期間給与すると牛肉α-

トコフェロール含量が増加し、冷蔵保存中の牛肉色素の変色防止および脂質酸化の抑制に

効果があると考えられた。一方、発酵 TMR に用いられている自給飼料の中には、果汁粕

や野菜屑等β-カロテン含量が非常に高いため、肥育牛に大量に給与すると脂肪が黄色化す

る可能性がある原材料も存在する。従って、肉牛肥育用発酵 TMR は用いる自給飼料の特

性や飼料設計等に十分留意する必要がある 

 

６．繁殖牛へのイネＷＣＳの給与 

イネＷＣＳは粗蛋白質含量が７％程度と良質乾草より少ないので，イネ WCS を単味給

与した場合、繁殖牛の蛋白質不足が懸念される。イネ WCS を単味給与した場合、分娩か

ら発情までの時間や分娩から受胎までの時間が伸び、授精回数も増加することが報告され

ている（表５）。したがって、繁殖牛ではイネ WCS 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る必要がある。 

 

表５ 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 

イネＷＣＳ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                             (中西ら、2005) 
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図８. 発酵 TMR 給与が TBARS 値に及ぼす影響 

（山田ら、2011） 
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 表６，表７，表８にイネ WCS を肉用繁殖牛に多給する場合、良質乾草と併用給与する

場合、低品質乾草と併用給与する場合の飼料給与例を体重 500kg の繁殖牛について示して

ある。なお、イネ WCS の乾物率は 38％、乾物中のＣＰは 7％、ＴＤＮは 52％とした。重

要な点として、ボディコンディション等により栄養状態を確実に把握すること、過剰給与

による過肥を避けることが挙げられる。 
 

   表６ 肉用繁殖牛へのイネＷＣＳの多給例 （原物 kg） 

 

  

     妊娠期 

（分娩前2～3ヶ月）

     授乳期  

 

    維持期  

  （離乳後） 

  イネＷＣＳ     １７～２０    １７～２０    １７～２０ 

   大豆粕     １～1.5   

   配合飼料      2.5～3.5   

  大豆粕は乾物中 CP48%、TDN80%とした。配合飼料は乾物中 CP16%、TDN78%とした。 

（稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル 2009） 

 

   表７ 肉用繁殖牛へのイネＷＣＳと良質乾草との併用給与例 （原物 kg） 

 

  

     妊娠期 

（分娩前2～3ヶ月）

     授乳期  

 

    維持期 

  （離乳後） 

  イネＷＣＳ    １０～１３    １０～１３     ７～１０ 

   良質乾草      ４～５      ４～５     ３～４ 

   配合飼料       ２～３    

  良質乾草は乾物中 CP12%、TDN60%とした。配合飼料は乾物中 CP16%、TDN78%とした。 

（稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル 2009） 

 

   表８ 肉用繁殖牛へのイネＷＣＳと低品質乾草との併用給与例 （原物 kg） 

 

  

     妊娠期 

（分娩前2～3ヶ月）

     授乳期  

 

    維持期 

  （離乳後） 

  イネＷＣＳ     ７～１０     ７～１０     ７～１０ 

   低品質乾草      ４～５      ４～５     ４～５ 

   配合飼料      1.5～２      ３～４    

低品質乾草は乾物中 CP8%、TDN50%とした。配合飼料は乾物中 CP16%、TDN78%とした。

（稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル 2009） 

 

７．育成牛へのイネＷＣＳの給与 

育成牛へのイネ WCS の給与では、β―カロテン含量は肥育牛の様に制御する必要はな

い。表９に 4 ヵ月齢から 108 日間交雑種肥育素牛へイネ WCS を給与した結果を示した。

イネ WCS 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イネ WCS 料区

とチモシ－区で差は認められなかった。表１０に育成牛へのイネ WCS の給与例を示した。

稲発酵粗飼料は蛋白質含量が少ないので、体成長のため蛋白質の要求率が高い育成期にお
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いては、蛋白質不足にならないよう配合飼料や大豆粕を適切量給与する点に留意する必要

がある。 

表９ 育成牛への飼料イネＷＣＳ給与試験 

 区 験 試 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 

（森山ら、 2003） 

 

表１０ 黒毛和種育成牛へのイネＷＣＳ給与例       （単位：原物ｋｇ/日・頭） 

 月齢 

  ４ ５ ６ ７ ８ 

（森山ら、 2003） 

 

表１０ 黒毛和種育成牛へのイネＷＣＳ給与例       （単位：原物ｋｇ/日・頭） 

 月齢 

  ４ ５ ６ ７ ８ 

イネ WCS 1）  1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 

濃厚飼料 2）  3 3.5 4 4.5 5 

1）DM45％、TDN51％、CP6％とした。   （稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル 2009） 

2）DM88％、TDN68％、CP15％とした。 

 

 

８．今後の展望 

イネ WCS は稲ワラと比較しβ－カロテンが高いが、予乾処理や給与時期の設定を適切

に行うことによりビタミンＡ制御型肥育への給与を行うことが可能である。またイネ WCS
にビタミンＥが豊富に含まれている点を有効活用し、脂質酸化防止効果の付与による牛肉

の高付加価値化を目指した肥育に用いることも出来る。また嗜好性が高いので、繁殖牛や

育成牛に対しても十分利用可能である。今後、各試験研究機関での研究事例を積み重ね

ることによってイネ WCS の肥育現場での利用が拡大し、我が国の自給率向上に繋げて

いくことが一層求められている。 
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飼料用米の豚への給与技術 

 

畜産草地研究所  

家畜生理栄養研究領域  

勝俣昌也 

 

1. はじめに 

2010 年３月に新しい食料・農業・農村基本計画が策定され、その中で、2020 年までに飼

料自給率を 38％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んできているものの、輸入穀物の価格は高値を維持したま

ま推移し、日本国内の畜産生産者にとっては、大変難しい情勢が続いている。このような

背景から、飼料用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、飼料用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、「多収飼料用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、農水省委託プロジェク

ト「国産飼料」などで検討中なので、その結果が待たれる。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。 
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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。飼料用米は品種や施

肥条件によって栄養価が変動すると予想されるが、生産現場で栽培した飼料用米の栄養価

については、データが蓄積されていないのが現状である。効率的に飼料用米を利用するた

めには、飼料用米の栄養価を把握することが重要である。そこで、平成 20年度に飼料用米

を栽培した 15協議会から合計 30サンプルを提供してもらい、栄養価を調査した。玄米（16

サンプル）の粗蛋白質含量（原物中）は、6.4～8.1%の間に分布し平均値は 7.0%であった。

籾米（14サンプル）の粗蛋白質含量は、5.7～8.2%の間に分布し平均値は 6.3%だった。豚

における第一制限アミノ酸リジン含量は、玄米が 0.22～0.29%で平均値 0.25%、籾米が 0.21

～0.31%で平均値が 0.24%だった。測定した栄養価の変動係数は概して籾米の方が高く、穀

実の部分よりも籾殻の部分の方が品種や施肥条件の影響を受けやすい、あるいは、不稔の

ものが含まれる割合がサンプルによって異なる、などが籾米の変動係数が大きい理由とし

て考えられた。 

 

 

 

 

 

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 
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 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 

 

 

３．農水省プロジェクト実用技術開発事業「多収米」の成果 

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

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用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

ら収穫された飼料用米を豚に給与し、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、飼料用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）。 

 飼料用米 

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
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表3　試験区分と低CP飼料の概要

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（%）



 

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、

飼料用米 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、飼料用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、飼料用米を給与できることを意味している。 

 飼料用米の配合割合が 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）。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用米を配合している。使った飼料用米は、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用米を 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。飼料用米を配合すると、オレイン酸の割合

が高く、リノール酸の割合が低くなる。 

 

飼料用米 

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 

 

 慣行飼料  飼料用米配合 

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 
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表４　現場実証試験の概要

表５　慣行飼料ならびに飼料用米を30％配合した飼料
の成分分析値



 

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、飼料用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

用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。 

 

 慣行飼料  飼料用米配合 

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 

  

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、飼料用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

は飼料用米給与で高く、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、すなわち飼料用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、飼料用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　飼料用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  飼料用米配合  

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 
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表６　飼料用米30％配合飼料を給与した肥育豚
の飼養成績と枝肉成績



 

表８　慣行飼料ならびに飼料用米を15％配合した飼料
の成分分析値

 慣行飼料  飼料用米配合 

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 

 

表 8 に、慣行飼料と飼料用米を 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、飼料用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 

 

 

表９　飼料用米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  飼料用米配合 

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 

 

 

量、枝肉成績とも、飼料用米給与の影響は無かった（表 9）。飼料用米 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、飼料用米 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、飼料用米給与で平均値が高くなったが、有

意差は無かった。オレイン酸は飼料用米給与で高く、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、飼料用米給

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。 
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４．国産飼料プロジェクト 4 系豚課題 「３元交雑種への飼料用米および規格外カンシ

ョ主体の自給飼料多給による豚肉の高品質化」の平成 22年度成果から 

飼料用米を 15あるいは 30%配合した飼料を給与しても、肥育豚の増体は良好であり、皮

下脂肪内層のオレイン酸の割合が高く、リノール酸の割合が低くなることは上述したとお

りである。30%までの配合割合で肥育試験を実施したのは、飼料用米のコストを考慮したた

めだが、その後輸入穀類価格の高騰を経験したこともあり、自給飼料原料をさらに多給す

ることが求められるようになった。しかし、輸入トウモロコシの全量を飼料用米で代替し

て給与した成績については知見が少ない。本試験では、トウモロコシの全量を玄米で代替

した飼料を肥育後期豚に給与し、飼養成績、脂肪性状および肉質に及ぼす影響を検討した。

また、飼料用米とともに自給飼料用原料として期待されるカンショを配合した飼料の影響

もあわせて検討した。 

平均体重 67kg の LWD3 元交雑種去勢雄 12 頭を、対照飼料（トウモロコシ 75％配合、

対照区）、玄米配合飼料（玄米 75％配合、玄米区）、カンショ配合飼料（カンショ 20％、

トウモロコシ 55%配合、カンショ区）に 4 頭ずつ割り振り、平均体重が 117kg に達するま

で、単飼・不断給餌・自由飲水の条件で飼育した。飼養成績、皮下脂肪内層の脂肪酸組成、

脂肪色、ヨウ素価、融点、胸最長筋のドリップロス、筋肉内脂肪含量、肉色を測定した。 

増体はいずれの区も 1000g/d 程度と良好であり飼料の影響はなかった。飼料摂取量、飼

料効率、背脂肪厚にも飼料の影響はなかった。玄米区は皮下脂肪内層のオレイン酸の割合

が高い傾向にあり(P<0.10: 対照区 40.9%;  玄米区 42.4%; カンショ区 39.6%)、リノール

酸の割合は低かった(P<0.01: 対照区 10.7%; 玄米区 7.2%; カンショ区 9.5%)。脂肪酸組成

を反映し、玄米区のヨウ素価は対照区よりも低く(P<0.05)、カンショ区よりは低い傾向に

あった(P<0.10)。融点に飼料の影響はなかった。脂肪色については、L*値は対照区が他の

2 区よりも高い傾向にあり(P<0.10: 対照区 85.0; 玄米区 83.1; カンショ区 83.0)、a*値は

低い傾向にあった(P<0.10: 対照区 1.6; 玄米区 3.1; カンショ区 3.1)。b*値に飼料の影響は

なかった。胸最長筋の筋肉内脂肪含量、ドリップロス、肉色に飼料の影響はなかった。ト

ウモロコシを飼料用米で全量代替しても問題なく肥育でき、脂肪酸組成についても従来の

知見と同様の結果が得られたが、脂肪色についてはこれまでの知見と異なった結果が得ら

れており、今後のデータの集積が必要である。 

 

５. まとめ 

以上、飼料用米の栄養価と肥育豚に飼料用米を給与したときの成績を概観してきた。玄

米の栄養価についてはトウモロコシと比較して遜色ないことがおわかりいただけたと思う。

しかし、生産現場で生産した飼料用米の栄養価は一定ではないことも事実で、飼料用米を

養豚用飼料として活用する際、「品質管理をどうするか」という課題が残されている。肥育

豚への給与では、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用米を配合すると、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。さらに、トウモロコシの全量を飼料用米（玄米）

で代替して給与しても、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考えている。 
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耕畜連携による飼料イネ・飼料用米を

導入するための経営的評価

畜産草地研究所

草地管理研究領域

宮路 広武

１．はじめに

2010年度から開始された水田利活用自給力向上事業の下、稲発酵粗飼料（イネＷＣＳ）、

飼料用米などの新規需要米生産は大幅に増加している。イネＷＣＳは、2009年度の10,30

6haから2010年度には15,939haに増加し、飼料用米も、2009年度の4,129haから、2010年

度には14,883haへと大幅に増加している(農林水産省2010b)。特に飼料用米は、過去のイ

ネＷＣＳ生産の増加速度を大幅に凌ぐものであり、改めて飼料用米生産への取り組みや

すさが伺える。イネＷＣＳ生産は、2000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ている。

一方、飼料用米生産は、生産調整の強化が行われた1980年前後を中心にその実現・定

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の変動、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。

イネＷＣＳ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。イネＷＣＳ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。飼料用米生産の拡大に伴

い、この様な状況に変化も起こりつつあるが。

イネＷＣＳ、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、耕畜連携によるイ

ネＷＣＳ、飼料用米生産について経営的観点から検討する。

２．イネＷＣＳ、飼料用米生産・利用に関連する制度、政策

(１)助成制度

イネＷＣＳ、飼料用米生産に対する助成制度の中心をなすのが、2010 年度に実施され

た水田利活用自給力向上事業とほぼ同様の枠組みで実施される農業者戸別所得保障制度・
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水田活用の所得補償交付金(戦略作物助成)である。2009 年まで実施された産地確立対策

からの大きな変更点は、全国一律

の助成体系に戻った点、交付要件

から食用米の生産数量目標の達成

が除外された点である。この制度

では、イネＷＣＳ、飼料用米を含

む新規需要米には、10a 当たり８

万円の助成が実施される(表１)。

2009 年まで実施された産地確立

対策では、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た点に特徴があった。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、産地確立交付金の助成体系は、地域毎に異なっていた。

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など様々な助成が実施され、複雑

な助成体系となっていたが、2010 年度からは、激変緩和調整(2010 年)や産地資金(2011
年)の枠組みも実施されてはいるが、全国一律のシンプルな助成体系となった。

また、耕畜連携対策や国産粗飼料増産対策事業(給与確立他)も実施されてきた。これら

の助成金は、耕種側、畜産側、それぞれに対する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、イネＷＣＳ、飼料用米販売価格等が決定されており、

イネＷＣＳ、飼料用米生産・利用の実現に大きな影響を与えている。

(２)備蓄制度等との関連(飼料用米)

飼料用米生産・利用の定着、拡大を考える上で考慮しなければならないのが、食用米の

備蓄制度や MA 米の動向である。飼料用米生産が本格的に振興されるようになったのは

2008 年からであるが、それ以前から国産備蓄米や MA 米が飼料用に放出されている。

近年の国内産飼料用米生産量は、2008 年が約 0.9 万トン、2009 年が約 2.3 万トン、2010
年が約 8.2 万トン程度と推計されるが、2008 米穀年度には MA 米 66 万玄米トン、2009 米

穀年度には MA 米 25 万玄米トン、2010 米穀年度には MA 米 42 万玄米トンが飼料用に放

出されており、国内産飼料用米を大幅に上回る量である。2010 年には、国産備蓄米 13 万

トンも飼料用等に放出されている。

また、2011 年度から、食用米の備蓄制度について従来までの回転備蓄(主として主食用

に放出)から棚上げ備蓄(非主食用に放出)への変更が実施される。この変更への検討のな

かでも、当面のモデルケ－スとして国内産飼料用米供給量 15 万トン、国産備蓄米飼料

用供給量 20 万トン、MA 米飼料用供給量 30 万トン(MA 米在庫解消時)が示されており、

今後も国産飼料用米以上の国産備蓄米、MA 米が飼料用に放出されることも想定されてい

る(農林水産省 2010a)。
さらに、2010 年産食用米については、過剰基調による食用米価格低下への懸念から、

飼料用等に放出する米穀機構の過剰米対策 17 万トンの買い入れも実施されており、食用

表１　水田活用の所得補償交付金・戦略作物助成

対象作物 交付単価(10a)

麦、大豆、飼料作物 3.5万円

稲発酵粗飼料、飼料用米、米粉用米 8.0万円

そば、なたね、加工用米 2.0万円

注；二毛作助成1.5万円/10a、地域の実情に即して地域振興作物等

　　を支援する産地資金制度も実施．
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米等の需給調整策の一環として飼料用放出が用いられている点が伺える。

これまで先駆的に国内産飼料用米生産・利用に取り組んできた事例を見ると、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

でいる事例が多い。この様な取り組みにより、地域の遊休水田の解消、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。この様な取り組みを通して、これら、先駆事例の多くでは、代替飼料であるトウモ

ロコシ価格より高価での飼料用米販売を実現してきた。

一方で、先に示した国産備蓄米や MA 米は、これまでも輸入穀物価格と同程度で飼料

用に放出されている。2008 年から開始された全農による全国一元集荷・販売スキ－ムも

輸入穀物価格と同程度で実施されている。

この様に、現状のわが国における飼料米生産・利用には、地域資源循環を基本とした地

域独自の取り組みと全国的な輸入飼料穀物代替と言う、大きく２つの流れがあると整理出

来る。この様な２つの流れの存在は、助成制度変更の影響と共に、既存の飼料用米販売価

格、生産・利用システムに影響を与える可能性があるものであり、改めて飼料用米生産・

利用システムの検討が求められている現状にある。

なお、2011 年３月に発生した東日本大震災等の影響により、太平洋側の東北各県の水

田も大きなダメ－ジを受け、食用米生産数量の県間調整や市町村間調整等も実施されてお

り、イネＷＣＳや飼料用米生産にも影響があるものと考えられる。

３．イネＷＣＳによる耕畜連携

イネＷＣＳ生産は、本格的な取り組みから既に 10 年以上が経過し、様々な生産利用体

系が存在する。現状のイネＷＣＳ生産・利用を経済性から見ると、生産コストとイネＷ

ＣＳ販売による収益には、まだ大きな乖離があり、より一層の改善が求められている。

この点に対する具体的な対処法としては、規模拡大、収量の増大、イネＷＣＳ販売価

格の向上(飼料評価の向上)などがあげられる。この様な観点から、経済性の改善策の検討

を行った報告(千田 2010)を見ると、専用品種や収穫ロスの少ない細断型収穫機の導入に

伴う多収により、一定の改善が期待出来るが、イネＷＣＳ販売価格が低い場合には、そ

の効果が縮小してしまうことが示されている。

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加して

いる。また、この様な収穫調製組織の存在自体が、大規模な取り組みによるスケ－ルメリ

ットの発揮ととも、耕畜連携によるイネＷＣＳ生産の実現に大きな影響を与えている。

本節では、先の視点に基づき栃木県那須地域に展開するコントラクタ－ N を中心とし

た取り組みを通してイネＷＣＳ生産による耕畜連携を経営的観点から検討する。

コントラクタ－ N は、2007 年に耕種農家、畜産農家、関連企業の出資により設立され

た株式会社であるが、2010 年には、関連 TMR センタ－との経営統合なども行い、新たな

体制で構築連携の定着に取り組んでいる。

コントラクタ－ N では、2008 年に細断型収穫機、自走式ラップマシン等を導入し、本

格的にイネＷＣＳ収穫調製・販売組織として稼働を始めた。2008 年の収穫調製面積は約
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44ha で、2009 年には 61ha(他作物を

含めると 88ha)の収穫調製を担って

いる。

コントラクタ－ N 設立の背景に

は、畜産側には堆肥処理、耕種側に

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－ N は、購入者であ

る畜産側が TMR センタ－の利用者

懇談会をベ－スに取り組みを開始し

た特徴があり、組織運営にもこの TMR センタ－が大きな協力を行ってきた。堆肥散布に

ついては、一部は取り組んできたが、2011 年から事業開始予定である。

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、同時にイネＷＣＳの販売先を

確保する必要がある。コントラクタ－ N では、稼働当初からこの点を意識し、取り組ん

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－ N

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

のイネＷＣＳ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－ N を中心とした取り組みのイネＷＣＳ生産利用方式は、耕種農家が飼

料イネ栽培を行い、立毛状態でコントラクタ－ N に販売する。コントラクタ－ N は、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開始された。

2008 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 kg 当たり９円、７円、５円、購入不可の４段階を設定したが、９円での買い取りが殆

どであった。

コントラクタ－ N は、耕種農家から立毛状態で購入したイネＷＣＳ原料費に収穫調製

・運搬費用を付加して畜産農家に販売する。2008 年の畜産農家へのイネＷＣＳ販売価格

は、庭先渡し価格で原物１ kg 当たり 22.8 円、乾物１ kg 当たり 60 円程度(乾物率 38 ％換

算)となるが、給与実証助成金を考慮すると原物１ kg 当たり 19.2 円、乾物１ kg 当たり 50.5

円程度の購入価格であった。

イネＷＣＳ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(実収穫量)の向上、良質イネＷＣＳの生産などである。

コントラクタ－ N 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

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

kg 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

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－ N を中心

とした取り組みは、畜産側の TMR センタ－利用者懇談会をベ－スに発足し、運営に TMR

写真 細断型収穫機による収穫(コントラクタ－N)
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センタ－も協力してきたこともあり、イネＷＣＳ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イ

ネＷＣＳ生産が期待出来る細断型収穫機を導入し、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、イネＷＣＳ生産

ではなく、耕種、畜産双方及びコントラクタ－ N が継続して取り組める生産利用方式を

模索している。

これまでの課題として、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、イネＷＣＳ品質の低下が起

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、イネＷＣＳ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。

これらの課題や制度、体制変更等も考慮し、2009 年からは、買い取り方式等の一部変

更を行っている。2010 年には、受託作業料金(30,000 円/10a)を設定し、湿地等の圃場条件、

面的集約条件、倒伏状況により加算・減算が行われる方式となった。生産されたイネＷ

ＣＳは、雑草の混入等の条件に基づき、原物１ kg 当たり 16 円から買い取り不可までの４

段階で耕種農家から買い取られる。

また、畜産農家への販売価格は、優・良・可の３段階を設定し、2010 年は原物１ kg 当

たり 19 ～ 15 円であった。なお、2009 年の実績では、90 ％以上が優であった。2010 年に

おいても国産粗飼料増産対策事業(給与確立他・10,000 円/10a)が実施されており、助成を

考慮すると、優品質で原物１ kg 当たり 15.4 円、乾物１ kg 当たり 40.5 円程度となる。

コントラクタ－ N では、長期的な視点に立ち、これまで畜産農家が買い支える形でイ

ネＷＣＳ生産・利用を実現してきたが、助成制度の変更やコントラクタ－の作業性等を

考慮し、関係各者の負担調整を行うことで、生産・利用の継続を行っている。この点は、

定着、継続を考える上で重要な点であり、またコントラクタ－が調整機能を担うことで、

円滑な調整が実現されている。

４．飼料用米生産による耕畜連携

飼料用米生産・利用への先駆的取り組み事例を見ると、給与畜種では、豚、鶏への給

与が主であり、地域内での資源循環生産体系の構築に取り組んでいる事例が多い。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。

これまでイネＷＣＳ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。 本節では、これらの点を踏まえ、岩手県A地区と養豚業者の取り組みを通して、飼

料用米生産による耕畜連携を経営的観点から検討する。
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A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

合経営が多く、その殆どは零細経営である。A地区の水田は、小区画水田で湿田が多く麦

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。

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、A

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。A地区では、役場、養豚

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、2003年から試

験的に取り組みを開始した。2008年には、トウモロコシに代替して飼料用米を15%給与し

た豚肉の差別化販売を関東・関西のス－パ－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。

A地区での飼料用米生産は、2003年の12aの試験栽培からスタートし、飼料用米給与豚

肉の販売が開始された2008年には20.5ha、2009年には29.3haまで増加し、制度変更の行

われた2010年では、約43haと大きく増加している。

品種は、一部試験栽培を除き「ふくひびき」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。10a当たりの飼料用米収量(屑米を含む玄米収量)は、

2006年・619kg、2007年・558kgとなり一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2008年には476kgとなり、当該地域の食用米の平均単収480kg程度にまで低減

した。2009年には533kgにまで回復したが、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A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、A地区で

生産された飼料用米を地区内で決められた１ヶ所のライスセンタ－に搬入し、乾燥調製

の後、フレコンバッグに詰める。隣接県の飼料工場近くにある倉庫に運搬・保管後、飼

料工場に搬入、粉砕して配合飼料に15％混合する。その後、A地区内にある養豚場に搬入

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

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

隣接県倉庫

時期により低温保管

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

図１ A地区における飼料用米生産・利用体系(2009年)
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大都市圏のス－パ－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。A地区においても試験的に直播栽培が取り組ま

れたが、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。

A地区での飼料用米販売価格は玄米(屑米含む)１kg当たり63円で開始され、代替飼料穀

物より高価での飼料用米販売を実現してきた。飼料用米販売価格は、助成金等も考慮し

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た根本には、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。制度変更の行われた2010年も飼料用米販

売価格維持の方向での検討も行ったが、 終的には50円台への調整となった。

以前は、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、2009

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。

表２は、2007年の助成体系などに基づきA地区での飼料用米生産による収入等について

示したものである。2006～2007年の平均単収程度である600kgでの飼料用米販売額は37，

800円となる。産地づくり交付金が10a当たり45，000円助成された為、諸経費を差し引い

た後の助成金を含めた飼料用米生産による総収入は、10a当たり収量600kgの場合で81，2

46円となる。

飼料用米生産では、単収の向上が求められるが、飼料用米単収が増加した場合を想定

すると、総収入は700kgの場合で87，287円、800kgの場合で93，328円となり、単収が100

kg増加する毎に6,041円、総収入が増加する。しかし、A地区の取引方式では、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整費も増加する為、単収100kg

の増加に伴い3,866円の所得増加に低減してしまう。

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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この様に、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考えられる飼料用米価格30円の場合

も示した。飼料用米価格30円の場合では、単収100kgの増加に伴い、わずか665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耕種側の単収増へのインセンティ

ブは、非常に小さいものであり、単収増の実現に向けては、乾燥調製費自体の低減と共

に費用負担方式等の検討も必要である。

このように、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、費用負担方式等を実現・確立していくことが

必要と考えられる。

現在、A地区では、JAライスセンタ－を利用して乾燥調製を行っており、2008年には、

生籾水分含量20％以下と20.1%以上で料金が異なっていたが、耕種側の負担も考慮し、20

09年からは、飼料用米の乾燥調製費は、水分に関係なく16.8円/生籾１kgに変更するなど飼

料用米生産の定着に向けて費用負担方式等の改定を行っている。

A地区では、飼料用米生産・利用の定着を考慮し、関係各者が費用負担、取引方式等の

調整を行い、定着に向けて生産・利用システムの検討を行っている。

５．むすび

水田利活用自給力向上事業の実施に伴い、イネＷＣＳ、飼料用米生産は大きく増加し、

その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。

また、制度変更時においても耕畜双方及び関係各者が一体となり調整を行い、継続可能

な生産・利用体系を模索していく必要がある。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、改善が求められる。
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