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イアコーン等の収穫・調製・給与技術 

 

   北海道農業研究センター 

酪農研究領域 

                                                   大下 友子 

１．はじめに 

 2007-2008 年に高騰した輸入穀物価格はいったん低下したものの、昨年度後半より再び

上昇に転じ、畜産経営に深刻な影響を及ぼしている。輸入穀物価格が今後どのように推移

するかは不透明であるが、輸入穀物を安価でかつ安定的に入手するのは、かなり難しいと

考えられる。このため、わが国の畜産を今後も持続的に発展させていくには、現在、海外

依存割合の高い輸入濃厚飼料の代替となる自給飼料の生産体制を作り上げる必要がある。

輸入穀物への依存度を減らす方策としては、自給粗飼料の品質を高めることや輸入穀物の

代替となる濃厚飼料資源を自給生産することが有効と考えられる。 

C4 植物である（飼料用）トウモロコシは、ホールクロップ、子実のいずれにおいても圃

場生産性が高く、その効率的活用は購入飼料費の削減につながると期待され、道内では栽

培面積が4万haまで回復した。飼料用トウモロコシ利用が改めて見直された理由としては、

大型機械+バンカーサイロの大量調製貯蔵技術や細断型ロールベーラを利用した省力的調

製技術の普及が進みつつあること、飼料調製をコントラクター等の外部支援組織が担う体

制が整いつつあること、今まで栽培できないとされてきた地域向けの極早生品種が開発さ

れたこと等があげられる。本研修では、飼料用トウモロコシを効率的に生産利用するため

に、トウモロコシの有する飼料特性を整理し、1）粗飼料としてホールクロップサイレージ

利用する場合、2）濃厚飼料として雌穂（イアコーン）のみを利用する場合に分け、各利用

目的に応じた収穫調製給与技術について紹介する。 

 

２．飼料用トウモロコシの生育時期別飼料特成分の変動 

飼料用トウモロコシは、繊維含量の高い茎・葉・芯・穂皮と繊維含量の低い子実から構

成され（表 1）、その各部位別の構成割合は、品種、収穫時期によって異なるが、ホールク

ロップサイレージの収穫適期とされ

ている黄熟後期では、子実割合が 4-5

割となる。図 1 に収穫時期別の部位

別の生産量を示したが、この図から

トウモロコシでは、絹糸抽出期以降、

茎葉の生産量はほぼ一定で、乳熟期

以降急速に雌穂の生産量が増加する

ことがわかる。子実の乾物率の上昇

に伴い、ホールクロップの乾物率は

水熟期で 20％以下であったものが

黄熟後期には 30%を超えるようにな

り、また、生育に伴い子実にでんぷ

んが蓄積され、ホールクロップの繊

表１ 黄熟期刈りトウモロコシ各部位の成分

乾物
（DM)

粗タンパク質（CP) NDF

トウモロコシ

ホールクロップ 28.7 8.6 36.2

茎 17.9 4.8 59.4

葉 19.5 15.0 56.3

穂皮 18.9 4.8 72.3

柄 15.4 2.9 46.1

芯 43.1 2.5 82.4

子実 53.1 9.3 12.5

圧片トウモロコシ 87.1 9.0 12.8

チモシーサイレージ 25.0 12.0 65.0

アルファルファサイレージ 40.0 18.0 45.0

＊チモシーサイレージは穂ばらみ～出穂期刈り

＊アルファルファサイレージは着蕾後期刈り
＊NDF=中性デタージェント繊維
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維含量は相対的に低下する。このよ

うに、飼料用トウモロコシのホール

クロップサイレージは熟期が進むに

つれ、粗飼料と濃厚飼料の両方の性

格を持つ飼料となる。 

 

 

３．ホールクロップサイレージ利用

における収穫調製給与技術 

（１）収穫適期 

 現在、わが国で栽培されている飼

料用トウモロコシはそのほとんどが

ホールクロップサイレージとして利

用されている。飼料用トウモロコシ

はいずれの時期においても糖含量が

高いため、ダイレクトカットで調製

しても pH が低く、良質なサイレー

ジを調製することができるが、乾物

率が低いものほど、より多くの排汁

が発生する。未熟なトウモロコシで

は、詰め込み量の１割以上が排汁と

して流出してしまい、乾物回収率は

黄熟後期を 100 とすると乳熟期から黄熟

初期までの乾物回収率は約 1 割減少する

（図 2）。養分回収率を見ると、粗タン

パク質では黄熟後期を 100 とした場合、

乳熟期で 73、糊熟期で 84、完熟期で 95

となり、また、可消化養分（TDN）含量

は黄熟後期を 100とすれば、乳熟期で 78、

糊熟期で 85、完熟期で 92 となる。この

ように、乾物で 1 割程度の損失であって

も、消化性の高い成分の損失が多いため、

可消化養分の損失は 2－3 割にも達するこ

とになる（図 3）。 

表2に、乾物率の高いサイレージが低いサ

イレージよりも、泌乳牛の採食性が高く、

濃厚飼料給与量を低減できることを示した

（大下ら 2007）。原物収量（がさ）が欲

しいとの理由から原物収量が少ない早生品

種よりも登熟の遅い中生あるいは晩生タイ

プの品種を選ぶ場合もあるかと思うが、登
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図２ 黄熟後期を１００とした時の収穫期別乾物回収率
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品種

早生 中生

ほ場面積あたりの原物収量（ton/ha) 57.57 70.68

乾物率 28.0 25.1

排汁割合2), % 1.66 7.69

サイレージの原物収量 (ton /ha) 56.61 65.24

サイレージの乾物収量（ton DM/ha） 15.45 15.98

泌乳牛の摂取量（kg/頭） 10.1 9.1

濃厚飼料給与量（kg/頭） 10.4 11.0

4％FCM乳量 41.1 41.6

乳脂肪率 3.73 3.76

表２ 品種の早晩性がサイレージ収量、乳生産量に及ぼす影響

（大下ら 2007）
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熟に達することがサイレージ生産量から、また泌乳牛の採食性からも有利と言える。 

 

（２）大量調製貯蔵技術 

現在、北海道では、コントラクター組織やＴＭＲセンター等の外部支援組織が飼料調製

作業の主要な担い手となっている。これらの組織では、自走式フォレージハーベスタ（写

真 1）等の大型機械を有し、圃場からダ

ンプカーで原材料草を運搬し、大型バン

カーサイロにショベルやローダーで鎮圧

作業を行う作業体系が一般的である。近

年普及が進んできた技術として、トウモ

ロコシサイレージの破砕処理技術があげ

られます。破砕処理は、自走式フォレー

ジハーベスタで細切した源材料をクラッ

シャーと呼ばれる装置ですり潰す処理の

ことである。すり潰しの程度はクラッシ

ャーのローラ幅で加減でき、現在、利用

されているローラ幅は、3-5mm 程度であ

る。クラッシャー利用時の切断長は、破

砕処理なしのハーベスタで推奨されてい

る 9mm の切断長よりも長い 16-19mm が

適当とされている（谷川ら 2008）。 

破砕処理を行うメリットとして、1）堅

い芯や茎が潰され、選び食いをなくし残

飼が減ることや、2）未消化子実の割合が

減少することが確認されており、また、

サイレージの詰め込み密度が高まり、開

封後の好気的変敗が起こりにくくなる事

も報告されている（Johnson et al. 2003）。ただし、破砕処理をしたホールクロップサイレー

ジに含まれるでんぷんは、圧片トウモロコシに比べ、より速く第一胃内で消化される特徴

があるので、ルーメンアシドーシスにならないような飼養管理を行う必要がある。 

 

（３）開封後の変敗対策 

  バンカーサイロ等の水平型サイロでは、

詰め込み密度が低くなると、開封後の好気

的変敗が起こるリスクが高まることが知ら

れている。図 5 に示したように、密度が低

い部位ほどサイレージの品温が高く、密度

が低くなりやすい壁面付近の踏圧を十分に

行うことが変敗防止の第一歩であり、トウ

モロコシホールクロップサイレージは、開

封後の変敗が起こりやすくこれに対する対

図４ 破砕処理の有無がトウモロコシサイレージの密度と

バンクライフにおよぼす影響（Johnsonら 2003）
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策が求められている。 近のサイレージ添加剤に関する研究から、ヘテロ型発酵を行う乳

酸菌の変敗防止効果が明らかになって

い る （ 表 3 ）。 ヘ テ ロ 型 乳 酸 菌

（L.Buchnrei）を添加すると、乳酸含量

が減り、酢酸含量が増加し、開封後の

バンクライフを保つのに有効と報告さ

れている（Kung 2003）。ただし、先に

述べたように、踏圧をきちんと行うこ

とや十分な取り出し量を確保すること

が重要であることは言うまでもない。 

 近年、普及が進んでいる細断型ロー

ルベーラによって再梱包することで、

サイレージの好気的変敗を予防するこ

ともできる。気温の上昇とともに、サイロ内のトウモロコシサイレージは変敗しやすくな

る。そこで、バンカーやスタックサイロで貯蔵したものを細断型ロールベーラで再梱包す

ることで、取り出し量を増やし、変敗による廃棄量を減らすことができる。再梱包によっ

て、有機酸の生成量が増加することが確認されており、ロールベールのラップフィルムに

傷がつかなければ、長期貯蔵も可能であり、変敗防止法の一つの対策と言える。 

 

（４）ホールクロップサイレージの多給利用 

トウモロコシホールクロップサイレージは、①牧草サイレージ（出穂期刈）に比べ、栄

養価が高い（黄熟期刈）、②圃場生産性が高い（TDN収量としてイネ科主体牧草の約1.8

倍）、③良質なサイレージが調製しやすく、家畜の嗜好性が高い等の特長がある。トウモ

ロコシサイレージを利用した場合、泌乳牛の乾物採食量は約14kgとなり、泌乳 盛期でも

TDN自給率は約50％となるが、特に多給利用すると圃場面積あたりの飼養頭数を約0.5頭程

度増やすことが可能になり、

圃場収益性を高めることがで

きる。牧草サイレージとトウ

モロコシサイレージを粗飼料

源とした給与試験データを基

にして購入飼料費が安価であ

った2001年と価格が高騰した

2008年における試算結果（図6）

を見ると、いずれの時期にお

いても、トウモロコシサイレ

ージの多給利用は収益性を高

める効果があると言える(大

塚 2010)。 

 

 

表４ 圃場面積あたりの飼養可能頭数と産乳可能量

併給
(CS36%)

多給
(CS92%)

収量 (ton/ha）

トウモロコシ 14.65 14.65

混播牧草 9.04

チモシー 7.45

1頭あたり必要なほ場面積 (ha）

トウモロコシサイレージ 0.18 0.45

牧草サイレージ 0.53

乾草 0.06

ほ場面積あたり飼養可能頭数 （頭/ha） 1.41 1.96

ほ場面積あたり産乳可能量 (kg/ha/年） 20,740 27,829

乳代 （万円/ha） 153.1 205.4

総飼料費 （万円/ha) 49.8 74.3

ほ場面積あたり飼料費差し引き乳代（万円/ha） 103.3 131.1

（大下ら 1999）

表３ ヘテロ型乳酸菌添加の影響（Kungら、2003）

無添加 L.ｂuchneri添加

発酵品質

DM、％ 43.4 41.5

pH 4.36b 4.66a

乳酸、％DM 6.58a 5.25b

酢酸、％DM 3.35b 5.67a

TMRの変敗までの時間
（好気的安定度）

68b 100a

泌乳試験結果

採食量、kg/日 25.1 25.4

乳量、kg/日 39.9b 40.7a
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一方で、乾乳期におけるトウモロコシサイレージの利用は、栄養濃度のコントロールが

必要であり、特にサイレージ主体飼料を飽食給与した場合に、トウモロコシサイレージを

混合給与すると分娩後にケトーシスの危険性が高まることが指摘されている（図7）。ただ

し、乾乳後期にトウモロコシ

サイレージを利用しても、ト

ラブルなく移行期を乗り切っ

ているケースも多いことから、

ケトーシス発生とトウモロコ

シホールクロップサイレージ

の化学性や繊維の消化性や物

理性等の関係を今後明らかに

する必要がある。いずれにせ

よ、分娩後のケトーシスを避

け、泌乳期のトウモロコシサ

イレージ多給につなげていく

ための乾乳期におけるトウモ

ロコシサイレージならし給与時は、栄養濃度の低い牧乾草と組み合わせて、過肥にならな

いようにすることが重要である。 

 

（５）ホールクロップサイレージ

の物理性 

トウモロコシホールクロップサ

イレージの給与時に考慮すべき事

項としてその物理性がある。破砕

処理をしていないトウモロコシサ

イレージの切断長が 9mm 以下に

なると咀嚼時間が短くなることが

指摘されている（岡本ら 1979）。 

ab異符号間に有意差あり
（P<0.05）
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図８ トウモロコシサイレージの切断長による乳牛の摂取量と
反芻時間（岡本ら 1979)
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近年、家畜による消化性や乾物

摂取量のほか、咀嚼活動を通じて

反芻家畜の第一胃発酵の安定性維

持に影響を及ぼす重要な要因とし

て飼料の粒度（切断長）が着目さ

れ、これを客観的に評価しようと

する動きがあり、その簡便な一つ

の方法としてペンステート・パー

ティクルセパレータ(Nasco 社製)

を利用した篩い分け法があり、

TMR 給与の飼養現場で急速に普

及しつつある。泌乳初期の乳牛に

対する給与飼料のガイドラインとしては、表に示した範囲が示されている。この他に、有

効繊維（Mertens 1997）等の概念も提唱されており、今後の研究の進展が期待されている。 

 

４．濃厚飼料（イアコーンサイレージ）利用における収穫調製給与技術 

（１）イアコーンサイレージ収

穫・調製の機械化体系 

イアコーンサイレージは、海外

ではHMECやCCM等の略称で呼

ばれ（表5）、自給濃厚飼料資源と

して古くから利用されてきた。わ

が国での研究は70年代後半に一時

行われたものの、雌穂収穫の作業

効率が低かったことや輸入穀類に

比べコストが高かったため、当時

は実用化までに至らなかった。し

かしながら、海外の事例から、雌

穂収穫専用ヘッダであるイアスナ

ッパヘッドがあれば、近年、TMR

センター等を中心に導入されてい

る自走式フォレージハーベスタと

細断型ロールベーラを組み合わせ

ることによって、実用的な作業能

率でイアコーン収穫とサイレージ

調製ができる可能性があると考え、

その作業性について検証を行った。

その結果、ホールクロップサイレ

ージ並の作業能率で収穫できるこ

とが明らかとなり（表７）、現在、

北海道ではその実用化に向けた研究に取り組んでいる。 

写真2 スナッパヘッド（左）とイアコーン収穫風景（右）

表６. 海外におけるイアコーンの名称と利用部位

名称 利用部位 NEL
1）

HMSC（High moisture shelled corn） 子実 0.92

HMEC（High moisture ear corn） 芯+子実 0.89

CCM（Corn cob mix) 2） 芯+子実 0.89

Snaplage 芯+子実+外皮 0.72

注1）出典：NRC（2001）
注2）わが国では、一部husk（外皮）を含む

表５．泌乳初期牛への給与飼料の粒度分布の推奨値
（パーティクル・セパレータ利用）

（Heinrichs とKononoff 2002）

ふるい 目開き
（cm）

粒子サイズ
(cm)

トウモロコシ
サイレージ

予乾牧草
サイレージ

TMR

上段 1.91 >1.91 3 – 8 10 – 20 2 – 8

中段 0.79 0.79 - 1.91 45 – 65 45 – 75 30 – 50

下段 0.13* 0.18* - 0.79 30 – 40 20 – 30 30 – 50

通過受け皿 <0.18 <5 <5 <20

*下段の目開きは0.13cmであるが、通過可能な粒子サイズは0.18cmであること
から、この値を採用している。

**予乾サイレージは原典ではアルファルファ利用
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イアコーン ホールクロップ

（参考値）※
ハーベスタ 台 1 1

ダンプトラック 台 2 2

作業能率

作業人数 人 3 3

圃場作業投下労働量 人時/ha 1.7 1.9

実作業効率 ％ 85.1

圃場作業量 ha/h 1.7 1.6

圃場損失率 % 2.4

※は北海道農業生産技術体系第３版をもとに算出。

作業機械

美瑛 音更 清水 帯広 圧片とうもろこし3）

（参考）
収穫日 9/23 10/11 10/22 10/22

乾物(%) 53.7 51.9 57.3 60.2 86.2

粗タンパク質(％乾物） 8.1 8.3 7.7 7.9 9

NDF（％乾物） 30.1 26.4 26.7 31.5 12.8

デンプン（％乾物） 52.7 53.3 61.9 53.6 63.7

TDN（％乾物）
2) 79.4 75.8 92.2

3）圧片とうもろこしは市販品の分析値。TDN値は日本飼料標準成分表（2001）より抜粋

2）TDNはサイレージとして去勢ヒツジ(n=12）に給与し、全糞採取法で測定。

1）いずれの地域も供試品種はRM75日型品種を供し、ハーベスタの切断長は5mm、ローラ幅は
2mmとして黄熟後期～完熟期に収穫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表７．収穫作業能率と損失率 (大津ら 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 8 には、2008 年度に収穫したイアコーンサイレージの飼料成分と栄養価を示した。サ

イレージの発酵品質はホールクロップサイレージよりも有機酸の生成は少ないものの、V

スコアでは満点に近く、乳牛や肉用育成牛の嗜好性もすこぶる良好であることを確認して

いる。現在、飼料用トウモロコシの収穫時期、品種がサイレージの発酵品質や栄養価に及

ぼす影響や乳肉用牛への給与限界を検討しており、雌穂の登熟とホールクロップの登熟に

は、品種間差があること、細断型ロールベーラで梱包したイアコーンサイレージは長期貯

蔵が可能なこと等が明らかになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 細断型ベールラッパによるイアコーン梱包風景

表８．十勝・道央地方で機械収穫 1）したイアコーンの飼料成分 （大津ら 2010） 
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（２）イアコーンサイレージの自給濃厚飼料資源として定着させるには？ 

 以上のように、自走式ハーベスタや細断型ロールベーラといったすでに国内で普及しつ

つある既存の機械と雌穂収穫用のスナッパヘッドと組み合わせることで、実用的なイアコ

ーンサイレージ生産技術として普及が可能と考えられる。 

 欧米では、飼養規模に見合った飼料畑を確保しており、粗飼料、濃厚飼料とも自給を基

本としているが、わが国では、飼料基盤が比較的豊かな北海道においてさえも、酪農家や

畜産農家の持つ飼料畑は、粗飼料の生産で手一杯の状態であり、濃厚飼料生産を行う土地

資源を新たに確保する必要がある。一方、耕種農家では、新たなキャッシュクロップや地

力回復のための緑肥栽培の要望があり、イアコーン用の飼料用トウモロコシの栽培を耕種

農家が行うことは、狭隘なわが国における土地資源の有効利用と国産濃厚飼料供給の両方

に役立つと考えられる。イアコーン用トウモロコシの栽培を耕種農家が、収穫・調製を地

域のTMRセンターやコントラクターなど外部支援組織が、利用を畜産農家が行う耕畜連携

によるイアコーンサイレージの低コスト生産・利用体系（図9）が構築できれば、飼料米や

エコフィードに次ぐ第3の国産濃厚飼料資源の安定供給に結びつくと考えられる。今後、イ

アコーンサイレージの流通化に対応した研究なども進めていく予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

図９．耕畜連携によるイアコーンサイレージの生産利用体系
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自給飼料の収穫･調製技術 

 

生物系特定産業技術研究支援センター 

畜産工学研究部 飼料生産工学研究 

 橘 保宏 

 
１．はじめに 

 輸入飼料価格の高騰が畜産経営を圧迫するなど、飼料の自給率向上が重要な課題となっ

ている。飼料自給率を高めるためには、粗飼料の安定的な生産が必要であるものの、酪農

家においては、飼養規模の拡大や高齢化による労働力不足が課題となっており、技術革新

による省力化と低コスト化に期待が寄せられている。また、酪農家の飼料生産を請け負う

コントラクターと毎日の飼料調製作業を肩代わりする TMR センターに注目が集まってい

る。 

 本稿では、農研機構生研センター（以下、生研センター）が、トウモロコシ生産を省力

化するために開発した細断型ロールベーラ、府県コントラクター向けに開発した汎用型飼

料収穫機、TMR センター向けに開発中の可変径式 TMR 成形密封装置を中心に、粗飼料の

収穫調製用機械、発酵 TMR の調製用機械について紹介する。 

 

２．粗飼料の収穫調製用機械 

（１）細断型ロールベーラ（トウモロコシの収穫調製用） 

 青刈りトウモロコシ（以下、トウモロコシ）は、栄養価が高く、濃厚飼料の一部を代替

えできるため飼料自給率の向上に重要な作物であるものの、その作付面積は、平成 2 年度

の 12 万 6 千 ha をピークに減少を続けていた。その要因は、トウモロコシの収穫調製を能

率的に行うには人手が必要であり、また、重労働なサイロ詰めを伴うことであった。そこ

で、生研センターでは、トウモロコシの収穫調製作業を省力化するため、府県の中規模酪

農家を主な対象として、株式会社 IHI スターと株式会社タカキタと共同で細断型ロールベ

ーラ（図 1）を開発した。細断型ロールベーラは、平成 16 年にメーカーから市販化され、

平成 23 年 7 月現在 534 台が普及している。 

 １）細断型ロールベーラの構造と仕様 

 細断型ロールベーラは、トラクタ PTO 軸で駆動するけん引式の作業機であり、フォレ

ージハーベスタで細断されたトウモロコシをホッパに受け、ロールベールに成形すること

ができる。成形されたロールベールを自走式又はけん引式のベールラッパで密封すること

により、誰でも簡単にトウモロコシを高品質なサイレージに調製することができる。これ

まで重労働であった人手によるサイロ詰め作業を必要としない。細断型ロールベーラは、

成形室の構造の違いからバーチェーン式とローラ式の 2 通りがある（図 2、3）。主要諸元

を表 1 に示す。 
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図１ 細断型ロールベーラ（左：バーチェーン式、右：ローラ式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図２ バーチェーン式の構造図          図３ ローラ式の構造図 

表１ 細断型ロールベーラの主要諸元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細断型ベーラ 
バーチェーン式 

（MR-810） 

ローラ式 

（TSB0920） 

全 長  （mm） 4,760 4,950 

全 幅  （mm） 1,960 1,850 

全 高  （mm） 2,860 2,850 

質 量  （kg） 1,590 2,000 

成形室寸法  （mm） φ800×850 φ860×860 

ホッパ容量  （m３） 2.0 1.7＊ 

ネ ット幅  （mm） 1,200または,1000 1,060 

所 要動力  （kW） 15 20 

＊定置作業用は2.2m3 
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 ２）作業精度と作業能率 

 平均含水率72％（65～81％）、設定切断長8～11mmのトウモロコシをロール成形した結

果、放出時に生じたロスは平均1.2％、密封時に生じたロスは0.2％であった。ロールの平均

質量は336kg（271～396kg）、平均乾物密度は183kg/m3であり、含水率が低くなるほど高

くなった。この密度は、5～6ｍの縦型サイロの底部の密度に相当する。 

 作業能率は、①34aの圃場で、トラクタの横に1条刈りハーベスタを装着すると同時に細

断型ロールベーラを同じトラクタでけん引しPTO駆動する形態（ワンマン作業）でのロー

ル成形作業では15.9a/h、②20aの圃場で、2条刈りハーベスタに併走した作業（伴走作業）

では38.7a/h、③32aの圃場で、２条刈ハーベスタをトラクタ後部に直装して後進収穫する

リバース作業を組み合わせた作業（定置作業）では11.4a/hであった。いずれも、慣行のサ

イロ詰め作業体系と収穫から成形・密封までの延べ労働時間を比較すると、ワンマン作業

では44％、定置作業では半分に削減できることが分かった（細断型ロールベーラ利用研究

会2008）。 

 ３）サイレージ品質 

 細断型ロールベーラでトウモロコシを調製したサイレージの発酵品質調査結果が多数報

告されている。野中ら（2005）は、約100個のロールベールを約2～3ヶ月貯蔵した後に品

質調査した結果、不良発酵の指標である酪酸含有が0％で、VBN/TN比は7％と低く良質で

あり、大きな品質のばらつきは認められなかった。志藤ら（2005）が、貯蔵期間と土の付

着および高水分材料の発酵品質への影響を調べた結果、貯蔵2～12ヶ月間貯蔵後も発酵品質

は良好であり、土の付着した部分は乳酸が少なく、酢酸量が多くなったものの不良発酵と

は認められなかった。また、水分含量が多く内部に排汁がたまっていた場合でも発酵品質

は良好であった。 

 ４）トウモロコシ以外の作物への適応性 

 ①ソルガム 

 村上ら（2006）は、細断型ロールベーラによるソルガムの収穫調製技術への適応を試み、

収穫機械は、フレール式ハーベスタよりもコーンハーベスタが優れていること、ロール成

形後24時間以内に密封すれば発酵品質を確保できること、さらに、12ヶ月の長期保管後も

カビの発生は見られなかったことを報告した。 

 ②予乾牧草 

 志藤ら（2003）は、イタリアンライグラス、スーダングラスをディスクモアで刈取り予

乾した後に集草し、フォレージハーベスタで収穫作業を行い、細断型ロールベーラで調製

する体系とカッティング機構のない牧草用ロールベーラによる収穫調製体系と比較する試

験を行った。その結果、細断型ロールベーラによるベールの乾物密度は、イタリアンライ

グラスで平均175kg/m3、スーダングラスで平均163kg/m3となり、牧草用ロールベーラによ

るベールの1.7～2.1倍に高まった。 

 ③飼料イネ 

 喜田ら（2005）は、細断型ロールべーラを利用して、フォレージハーベスタで細断収穫

された飼料イネを成形密封することが可能であること、このときの乾物密度は200kg/m3、

現物密度は500kg/m3で飼料イネ専用収穫機（Y社製フレールタイプ）のロールベールに比

べ、現物比1.5倍の高密度であり、良好な発酵品質が得られることを報告した。 
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（２）汎用型飼料収穫機（トウモロコシ、飼料イネ、牧草の収穫調製用） 

 １）開発の背景、目的 

農林水産省（2008）によれば、全国のコントラクター数は平成 18 年に 400 組織を超え、

10 年間に４倍に増加しているものの、北海道や九州などの大規模生産地が約 3 分の 1 を占

め、都府県ではその普及が伸び悩んでいる。その理由は、圃場が狭小で分散しており、地

盤が軟弱な水田や転作田が多いため、大型機械による効率的な作業を難しくしていること、

さまざまな飼料作物の収穫調製を請け負う場合は、作物毎に異なる専用の機械を揃えなけ

ればならず、機械費が大きな負担になることが上げられる。 

 そこで、生研センターは、株式会社タカキタおよび株式会社ヤンマーと共同で、狭く小

さな圃場や軟弱な圃場に強く、1 台でトウモロコシ、飼料イネ、牧草などの飼料作物を収

穫、細断、ロール成形できる汎用型飼料収穫機を開発し、平成 21 年 7 月に市販化された。 

 ２）主な特徴 

 汎用型飼料収穫機の概念図を図 4 に、主要諸元を表 2 に示す。汎用型飼料収穫機は、走

行部にホッパと細断型ロールベーラの成形室を搭載し、機体前方に収穫部を装備している。

走行部はゴムクローラ式を採用し、その場での旋回もできるので進入路が狭い圃場や小さ

な圃場でも小回りを効かせた作業が可能である。また、接地圧が小さいので、トラクタが

入れない軟弱な圃場でも作業ができる。収穫部は、フォレージハーベスタとアタッチメン

トで構成され、アタッチメントは、トウモロコシ用、飼料イネ用、予乾牧草用の 3 種類が

ある。フォレージハーベスタは、ユニット型シリンダ式カッタヘッドを搭載し、切断長を

1cm 又は 3cm に設定できる。成形室は、幅 85cm、直径 1ｍであり、特殊バーチェーン方

式を採用している。また、ホッパに細断した材料を一時貯留することができるので、ネッ

ト結束中およびロール放出中も、停止することなく収穫作業を継続することができる。 

 

 

 

 

図４．汎用型飼料収穫機の概念図 

 

 

飼料イネ用アタッチ 
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表２．汎用型飼料収穫機の主要諸元 

 トウモロコシ収穫時 飼料イネ収穫時 予乾牧草収穫時 

機体の 

大きさ 

全  長     （mm） 6,500 6,810 6,180 

全  幅     （mm） 2,000 2,340 2,000 

全  高＊   （mm） 3,460 3,460 3,460 

重  量    （ k g） 4,990 5,220 4,920 

収穫部 

細断方式 ユニット型シリンダ式 

アタッチメント種類 ロークロップ式 リール式 ピックアップ式 

作業幅     （mm） 1,500（２条刈） 2,060（６条刈） 1,600 

ホッパ 容  量    （m３） 1 

成形室 
形  式 特殊バーチェーン式 

直径×内幅  （mm） φ1,000×850 

走行部 
形 式 クローラ式 

接地圧     (kPa) 26.4 27.6 26.0 

機関出力         ( k W） 72.1（98PS） 

＊全高は作業時の寸法 

 

 

 ３）汎用型飼料収穫機による作物別収穫調製作業 

 ① トウモロコシ 

 トウモロコシの収穫作業風景を図５に示す。トウモロコシ用収穫アタッチメントは、2条

刈りのロークロップ式であり、枕地処理も中割もできる。牛の食べ残しを減らし、ロール

ベールの密度を上げ、サイレージ品質を高めるため、切断長は1cmに設定する。 

 作業能率は、圃場面積が30a程度であれば30～40a/hであった。圃場面積が同じでも、収

量が多い場合や圃場の形状が不整形な場合は、圃場作業量は低下する。ロールベールの重

さは、含水率68～77％の条件では約480kgとなった。ソルガムも条間75cm程度で播種する

ことによってトウモロコシ用アタッチメントで収穫できた。ロール放出時のこぼれによる

ロスは1％以内であった（飼料イネ、牧草収穫時も同様に放出時ロスは1％以内）。 

 

 

図５ トウモロコシの収穫作業風景 

 ② 飼料イネ 

 飼料イネの収穫作業風景を図6に示す。汎用型飼料収穫機による飼料イネの収穫では、汎
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用コンバインで採用されているリール式の飼料イネ用アタッチメントを装着する。作業幅

は2mで枕地処理も中割作業も可能である。切断長は、乳牛の採食量を確保しつつ、未消化

籾の排せつ量を低減できる長さとして3cm（新出ら2008）に設定する。 

 作業能率は、乾物収量0.8t/10a、面積25aの圃場で 29a/h、5a前後の圃場でも11a/hであ

った。人が何とか歩ける程度の軟弱圃場でも作業は可能である。長稈品種も草丈が160cm

程度までなら収穫できる。ただし、倒伏した圃場では、アタッチメントや収穫部での詰ま

りを避けるため、速度を落とし，株元側から追い刈りを行う。逆に穂先からアタッチメン

ト内に入る収穫方法を行うと草丈が長い場合は、株元を切断する前に穂先が収穫部に引き

込まれるため、株を根本から引き抜き、土を混入させてしまうことになる。ロールベール

の重さは，含水率58～72%の条件では平均328kgであった（橘ら2011a）。 

 

 

図６ 飼料イネの収穫作業風景 

 

 ③ 予乾牧草 

 予乾牧草の収穫作業風景を図7に示す。予乾牧草用アタッチメントは、タインで集草列を

拾い上げるピックアップ式である。集草列を作るまでの刈り取り、転草、集草作業は、従

来の予乾牧草収穫用機械（ディスクモア、モアコンディショナ、テッダ・レーキなど）を

利用する。切断長は、飼料イネと同様3cmに設定する。予乾牧草は、トウモロコシや飼料イ

ネのような立毛状態で直接収穫する作物よりも含水率の経時的変化が大きく、転草や集草

作業の巧拙による含水率のムラが生じやすい。汎用型飼料収穫機の性能は、こうした影響

を強く受けるので、圃場面積の大小だけで圃場作業量を推定するのは困難なため、毎時乾

物処理量で作業能率を判断する。集草列含水率が60％以下の条件では、毎時乾物処理量は

約5t/hであるが、集草列含水率が70％を超えると毎時乾物処理量は3t/h以下と著しく低下す

る（図8）（橘ら2011b）。一般に含水率70％以上の牧草サイレージは、密封後のラップサ

イロ内に汁液が溜まり、牛の嗜好性を低下させる上、汁液の廃棄による栄養ロスが大きい。

作業能率の低下を抑え、飼料の栄養価を確保するためにも、集草列の含水率は50～60％程

度に予乾させた後に作業することが望ましい。 

 ベールの放出時損失率は平均0.9％（0.6-1.4％）、ロールベールの重さは、含水率50～60%

の条件では平均390kgであった。石の多い草地での作業は、収穫部の切断刃を破損する危険

があり、8°以上の傾斜地での作業も安全上避けることが望ましい。また、クローラ式である

ため旋回時に草をはがす恐れがあるので、永年草地には不向きであり、転換畑の裏作での
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牧草を主に対象としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図７ 予乾牧草の収穫作業風景    図８ 集草列含水率と毎時乾物処理量の関係 

 

 ４）サイレージ品質 

 成形されたロールベールの平均乾物密度は、トウモロコシで197kg/m3、飼料イネで

168kg/m3、予乾牧草で232kg/m3で高い品質のまま長期間保存できる。各飼料作物のサイレ

ージ発酵品質の例を表3に示す。なお、いずれのサイレージも乳酸菌等の添加物は使用しな

かった。 

 

表３ 汎用型飼料収穫機で収穫調製したトウモロコシ、飼料イネおよび牧草の 

サイレージ発酵品質の例 

＊1 調製４ヵ月後の発酵品質、＊2 調製12カ月後の発酵品質、＊3 調製7カ月後の発酵品質 

 

 

 ５）飼料イネ・長大作物兼用アタッチメント（開発中） 

 汎用型飼料収穫機の青刈りトウモロコシ用のロークロップアタッチメントと飼料イネ用

のリールアタッチメントを1つに統合することで、汎用型飼料収穫機のさらなる低コスト運

用が可能となる。そこで、生研センターでは、草丈1.5mを超す長桿品種を含む飼料イネや、

草丈3mを超すトウモロコシなどの長大作物を青刈り収穫できる、小型軽量な次世代型アタ

ッチメントのための株元切断・搬送機構の開発を進めている。 
 

 
含水率
(％) 

pH 
現物割合（FM%） VBN/TN  

V-score
乳酸 酢酸 酪酸 （％） 

トウモロコシ＊1 74 3.84 1.55 0.31 0.00 9.4 90 

飼料イネ＊2 59 4.01 1.16 0.26 0.00 1.96 100 

イタリアン 

ライグラス＊3 
54 5.09 1.31  0.26  0.00  8.00  94 
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３．発酵TMR調製用機械 

（１）発酵TMRについて 

 酪農家の労働力不足を解決し経営の効率化を図る手段として、飼料混合等餌作り作業の

外部化が進んでいる。牛の餌の給食センターとも言えるTMRセンターは、平成20年には85

組織となり、5年で2倍以上に増加している（農林水産省2009）。 

 TMRの中でも発酵TMRは、フレッシュタイプに比べて作り置きが利くため、運搬距離が

長い酪農家への配送回数を減らすことができる、開封後に品質が低下しにくい、エコフィ

ード等食品副産物の利用がしやすい、ドライタイプに比べて嗜好性、採食性に優れるなど

の特徴を持つため、今後の普及拡大が期待されている。 

（２）フレコンバッグと細断型ロールベーラの利用 

 発酵TMRは、フレコンバッグによる梱包（図9）が一般的であるが、フレコンバッグを利

用する場合は、袋詰め作業に2～3名の人員が必要であり、梱包密度が低いため夏場にはカ

ビの発生が見られるなど品質面でも課題がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その対策として、細断型ロールべーラを利用した発酵TMRの調製が試みられ、細断型ロ

ールベーラを利用することによって、発酵TMRの高品質化、大幅な省力化、貯蔵性の改善

が確認されつつある。これまでに、乾物密度350kg/m3と高密度にロール成形でき、長期保

存しても品質は安定していること（福井ら2007）、発酵TMRは開封後の好気的変敗が抑制

されること（平岡ら2006）、調製にかかる延べ労働時間は大幅に削減されること（増田ら

2007）、調製後の発酵ガスによるベールの膨張、変型はごく僅かで、２段積みによる貯蔵

も可能であること（増田ら2009）が報告されている。 近では、細断型ロールベーラとベ

ールラッパが一体化し、成形から密封まで自動運転が可能なモデルも登場してきており（図

10）、既にいくつかのTMRセンターで導入が進んでいる。しかし、細断型ロールベーラの

成形室は定径であるため、質量・大きさが違う発酵ロールTMRを品揃えするためには、成

形室の大きさが異なる複数の細断型ロールベーラを導入する必要がある。また、成形室が

満量になった時点で材料供給を止める方式であるため、ロールを目標質量（400kg、500kg

など）に合わせることが難しい。さらに、TMR材料の組成や水分の違いによって圧密成形

後の密度が異なるため、同じ質量に合わせようとすると成形室に入りきらない、逆に満量

にするための材料が足りずに梱包密度が低下するという問題が生じる。これを解決するた

めに、材料投入後に上からピストンで圧縮する方式の圧縮梱包機や材料を角形に成形梱包

図９ フレコンバッグ詰め作業 
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する角形梱包機があるが、数千万円の設備投資が必要なことが課題となっている。今後、

TMRセンターが経営の安定化を図るためには顧客の拡大が重要なポイントとなり、酪農家

の頭数規模や泌乳牛、乾乳牛、育成牛等のメニューの違いなどのニーズに即した餌作りへ

の対応が必要になると予想される。 

 

     

図10 ベールラッパ一体式細断型ロールベーラ 

 （左：Ｉ社製・直径1m×幅1m、中：Ｔ社製・直径1.15m×幅1m、右：Ｔ社製・直径1m×幅0.85m） 

 

（３）可変径式TMR成形密封装置の開発（開発中） 

 生研センターでは、株式会社IHIスターと共同で、TMRを直径が異なるロールベールに成

形密封できる可変径式TMR成形密封装置の開発を進めている。完成予想図を図11に、TMR

センターへの導入イメージを図12に示す。可変径式TMR成形密封装置は、TMRを投入する

荷受部、投入量に応じた直径にロール成形できる成形部、ロールの大きさに対応してラッ

プフィルムの巻き付け位置を自動調節できる密封部、こぼれたTMRを荷受部へ戻す材料還

元コンベアで構成する。成形室の幅は86cm、成形できるロールの直径の範囲は85～110cm

（含水率50％程度のTMRの場合、質量範囲は約400～700kg）、毎時処理量12t/h、価格は

既存の圧縮梱包機の半額程度を目標としている。 

 可変径式TMR成形密封装置の実用化によって、荷受けから密封放出までの作業の全自動

化が可能となり、作業者の労働負担は大幅に軽減されるとともに、発酵TMRロールの品質

を高位安定化させることが可能となる。合わせて、顧客の幅広いニーズにきめ細かく対応

できる餌のメニュー揃えと飼養規模に応じた大きさのロールを品揃えすることが可能とな

る。 
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図11 可変径式TMR成形密封装置の完成予想図 

 

 

 

 

図12 可変径式TMR成形密封装置のTMRセンターへの導入イメージ 

 

４．粗飼料含水率の簡易測定技術（開発中） 

 乳牛等大家畜の飼養管理や粗飼料の流通促進を図る上で、粗飼料の乾物質量の把握が重

要である。しかし現状では、中高水分域（30～80％）の粗飼料を簡易に測定できる含水率

計がないため、生産現場で簡易に含水率を測定する方法が求められている。そこで生研セ

ンターでは、粗飼料の収穫調製時や給餌等の際に、短時間で中高水分域の粗飼料の含水率

材料投入 

濃厚飼料、 
食品加工副産物 

サイレージ 
(サイロまたは細断ロー

ル) 

TMRミキサ 開発機 

流 通

TMRロール 

注文に合わせたサ

イズに成形・密封 
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を測定する技術を開発している。 

 

５．さいごに 

 平成 22 年 3 月閣議決定された「新たな食料・農業・農村基本計画」では、10 年後の飼

料自給率の目標を 38％（平成 22 年 26％）としている（農林水産省 2010a）。これを受け

て同年 7 月に発表された「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」では、畜

産経営の労働負担の軽減と自給飼料の生産性向上のため、コントラクターや TMR センタ

ー等の飼料生産支援組織への飼料生産の外部化を一層推進することが重要であるとしてい

る（農林水産省 2010b）。TMR センター向けに開発中の可変径式 TMR 成形密封装置の実

用化を急ぐとともに、引き続き自給飼料生産調製用機械の技術革新に取り組んでいきたい

と考えている。 
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飼料用稲等の長期安定貯蔵・流通技術 

畜産草地研究所 

家畜飼養技術研究領域 

 浦川 修司 

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、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

等を国産流通粗飼料と位置づけ、水田機能が崩壊した地域への広域的な流通技術が

益々重要になってきている。これらの現状において、コントラクター等が効率的なイ

ネ・ムギ WCS、飼料用米の生産（加工・貯蔵・流通技術を含む）を行うとともに、

TMR センターを活用して飼料用米等の国産穀類や国産粗飼料（イネ・ムギ WCS 等）、

さらに食品製造副産物を活用し、高付加価値を付けて自給飼料活用型 TMR として

流通させる技術の必要性も高まってきている。そこで、本稿では、耕畜連携体制を

一層強化し、イネ・ムギ WCS 等の国産粗飼料の収穫調製体系や飼料用米の加工技

術、国産粗飼料や TMR センターで再調製されたロール発酵 TMR 等の流通技術に

ついての概要と今後の展望を解説する。 

 

１．WCS 用イネの収穫調製体系  

WCS 用イネの収穫調製体系にはフォ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
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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 WCS 用イ

ネ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１）。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  

 WCS 用イネ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）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 WCS 用イネをロールベールサ

イレージ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用イネの刈り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、その後の予乾作業（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制御型の肥育牛にイネ 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し、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 を生産できる。このようなこ

とから、供給先の畜産農家によって牧草用体系を導入するか、専用収穫機体系を導入

するかを選択することも考慮する必要がある。 

 

図１． WCS 用イネのロールベール作業体系 

モーア テッダ・レーキ ロールベーラ ベールラッパ

図２．牧草用収穫機を利用した飼料イネのロールベール作業体系 

[ 牧草用収穫機体系 ]

刈取り 集草 梱包 密封

モーア レーキ ロールベーラ

[ 専用収穫機体系  ]

密封

（ダイレクト収穫）

ベールラッパ

刈取り・梱包

専用収穫機 自走式ベールラッパ
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（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。フレール型専用収穫機は、刈取部をフレール式として脱

穀部の替わりにベール成形室を搭載しており、コンビネーションベーラと呼ばれて

いるものである（図 3）。このタイプの専用収穫機は収穫装置にフレール式刈り取

り部を採用していることから、コンバイン型専用機と比較して籾に傷が付きやすく、

超多収で長稈の飼料イネにも対応でき、専用収穫機と呼ばれているもののソルガム

等の収穫も行えることも特徴の一つである。 

 

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 4）。 

 

搬送部

ベール成形室

フレールモーア

図３． フレール型飼料専用収穫機の概略図と作業状況 

図４．フレール型飼料イネ専用収穫機の新機種の概略 

注）刈幅、ロール寸法、エンジン出力の向上、ネット結束、詰まり防止対策等 
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 コンバイン型専用機（三重県畜産研究所 開発）については、2008 年に従来機（切

断：15cm、穂部と茎部が分離したロールベールが成形）と比較して大きく改良され

た。新しいタイプの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、従来機よりも切

断長が短く設定され（3cm）、その直下に 2 枚のディスクを水平に回転させること

で穂部と茎部を混合する機能を有している。さらに細断型ロールベーラのネット繰

出し装置とロール成形部を搭載することで、細断されたイネでも少ない損失率で高

密度なロールが成形できるようになっている（図 5）。 

刈取部 搬送部

細断装置

自脱型コンバイン部 ロールベールアタッチ部

ネット装置

攪拌装置 搬送装置

ベール成形室

 

 

 

コンバイン型専用収穫機（細断型）は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。 

 

 
 

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

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

図６．23 年度から販売予定の長稈品種対応に改良されたコンバイン型専用収穫機 

注）縦パイプをなくすことで、長稈品種での搬送時の障害がなくなった。 

図５． コンバイン収穫機（細断型）の概略図と作業状況 

（中央農研 開発）
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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る（図 7）。 

 

 

（４）飼料イネ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とともに、後の搬出作業が効率

的に行うことができる（図 8）。 

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７． 自走式ベールラッパの概略図と作業状況 

図８．専用収穫機と自走式ベールラッパの効率的組み作業法の例 

26



 

 

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

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ほ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 9）。但し、改良されたフレール型専用収穫機は、機体

やロール寸法が大きくなり、現在のロールキャリアは装着することができない。今

後、新機種への装着が可能な改良に期待したい。 

 
 

（５）その他の飼料イネ収穫作業 

（汎用型飼料収穫機と自脱型コンバインを改良した飼料イネの刈り落とし機） 

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ている（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、WCS 用イネを収穫することができる。

WCS 用イネの収穫を行う場合には、刈取部に飼料イネ用イネアタッチメント（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

図９．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）

 

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
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し、ホッパに収穫した WCS 用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（図 10）。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、

今後の飼料作物生産を担うコントラクター組織への導入が期待されている。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WCS 用イネの予乾体系において、専用収穫機や汎用型飼料収穫機の他に、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、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 11：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 WCS 用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）。 

 

２．WCS 用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

るが、収穫時の圃場条件が良好な場合は土砂が混入することは少ないが、軟弱圃場

での作業には細心の注意が必要である。特に圃場が軟弱でロールを圃場内に放出す

図 10．汎用型飼料収穫機の概略図と WCS 用イネの収穫作業状況 

（生研センター 開発）

べール成形室

収獲部

ホッパ

ピックアップ
アタッチ

リールアタッチ

（飼料イネ用アタッチ）

ゴム履帯
..

ロークロップ

アタッチ

図 11．ウィンドロワーを装着した自脱型コンバイン（左）と梱包作業 

（東北農研  開発）
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ると土砂が混入し、長期保存に限らず発酵品質の低下を招く。従来型のコンバイン

型収穫機と旧型のベールラッパの体系では、図 12 に示したように自走式ベールラ

ッパは直接荷受けをして密封作業を行い、圃場外への搬出までの作業を行うことが

できたが、現在、改良された専用収穫機や汎用型飼料収穫機と自走式ベールラッパ

の組作業では、ロールベールの直接荷受け作業は困難である。 

 

 

 軟弱圃場における土砂の混入防止対策の一つとして、4 輪駆動等のトラクタが作

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専用収穫機から放出さ

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（ストックヤード）で密封する体系で作業を行う。このような体

制により、土砂の混入を防止し、良質なイネ WCS が収穫調製できる（図 13）。 

 

 

 

 

（２）乳酸菌の利用  

WCS 用イネ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

質発酵に適する水分範囲となる。一方、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養源となる可溶性糖類であるスクロース、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。専用

収穫機の改良によって、圃場および作物が好条件下においては、良質な品質が確保

できるようになった。しかし、圃場条件が悪い場合や朝露がある条件等において、

確実に良質サイレージを調製するためには、WCS 用イネ専用の乳酸菌（図 14）な

どを添加することも必要である。なお、現在、市販されている専用収穫機には乳酸

図 12. 軟弱な圃場でのロールベールの直接荷受け作業 

 

図 13. パレットフォークを用いた荷受け作業の概略図の作業状況 
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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  

フィルムの巻き数は長期安定貯蔵には重要な要因である。特に保管中に鳥害や獣

害対策を行うことは当然のことであるが、長期保管にともないフィルムの劣化や粘

着性が低下して気密性が劣ることから、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の研

究では、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 15）。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

保存が可能となるが、フィルムの価格を約 12,000 円/本とすると、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/個程度になり、作業時間（密

封作業時間）の増加にもつながる。従って、経済性や作業性と保存期間等を考慮し

て巻き数を設定することも検討すべきことである。一般的イネ WCS の場合では 6

層巻きを基本としているが、特に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。 

図 14．WCS 用イネの専用乳酸菌（畜草１号） 

図 15. イネ WCS 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，2005）
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３．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が、

イネ・ムギ二毛作地帯でもイネ 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 16）。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。 

 

 

４．耕畜連携によるイネＷＣＳ用等の流通技術  

（１）広域流通を推進するための課題  

 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

図 16. 専用収穫機を活用した飼料ムギの収穫作業 
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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

系やコントラクターが耕種農家から立毛状態で WCS 用イネ等を購入し、収穫調製

を行う体制も増加しつつある。このように耕畜連携体制も新たな展開を迎えようと

しており、これまでのような地域内流通だけでなく、冒頭で既述したような地域や県

域を超えた広域流通も視野にいれた体制づくりが必要になってくる。現在ではイネ

WCS は同一市町村内での流通が中心であるが、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や、さらに平成 23 年 3 月に発生した東北大震災に

よって、これまでイネ WCS を利用していた畜産農家が、地域内から供給ができな

い状況にあり、本格的な広域流通を検討する必要があろう。 

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（図 17）。 

 

 

図 17. 広域流通のためのストックヤード設置場所の事例 
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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イネ 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 18）。  

 

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ことも検討すべき課題で

ある。輸送業務の外部委託では、大型トラックによる大量輸送体制が前提となるが、

運送業界で不慣れなベールハンドラ等の特殊な機器を用いずに、運送業界で 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する技術が必要に

なってくる。畜産草地研究所では、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大型トラックへ荷積みと荷降ろしができる簡易荷役具

を開発した（図 19）。  

 

 

図 18. ベールグラブによる強度な把持作業によるカビの発生状況 

図 19.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 
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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 20）。 

   

 

畜産草地研究所においては、今後、生産者（コントラクター等）が保有する圃場台

帳に収穫調製時にしか得られない情報として、収穫時の熟度、圃場の状態、雑草病害

虫の被害程度等を、1 圃場を 1 ロットとして考えて、収穫時に得られる情報をオペレ

ータが簡易に取得し、ラベル印刷しロールベールに貼付するとともに圃場台帳と統合

することでイネ・ムギ WCS 等の国産流通粗飼料の生産履歴を明確にし、必要に応じ

て供給者である畜産農家や TMR センターへ情報提供ができる生産履歴管理システム

を開発中である（図 21）。 

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

通信・印刷

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

２

ハンディーターミナル
（ＨＴ）

圃場
台帳

黄熟期糊熟期

 
 

 

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とは異なり国産流通粗飼料として、生産履歴が明確な安全で

図 20.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） 

図 21.イネＷＣＳ等の国産流通粗飼料の生産履歴管理システムのイメージ図 
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安心な飼料として流通することが重要である。そのためのも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。またフィルムの巻き数を表示することによ

って、早期に給与するロールと、長期間保管してから給与するロールの識別にも活用

することができる。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、WCS

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長期的に利用できる体制作りには必要なことである。 

前述のように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。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、流通コストを削減が重要であり、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、品質劣化

防止のためのハンドリング技術や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、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。 

 

４．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

払い出し利用が中心であったが（表 1）、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目的で栽培し、収穫される新規需要米

としての飼料用米の作付面積の拡大が期待される。 

 

産地 形態
使用量
（千ｔ）

水分
（％）

利用形態

ＭＡ*
輸入
輸入
輸入

玄米
精白米
破砕米

4
453
111

15％程度
配合飼料の材料

古米 国産 玄米 － 15％程度 として利用

飼料用米（自給）
国産
国産

籾米
玄米 104**

乾燥処理後
15％程度 成熟期収穫の

飼料用米サイレージ 国産 籾米 20～25％ SGSは試験段階

* ：農林水産省資料より抜粋（戸別所得補償モデル対策の加入申請面積
** ：飼料用米の収量を700kg/10ａで2010年度の見込み面積14,914haから推算出

 

 

（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

表１. 飼料用米の利用状況の推定 
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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（飼料用米）について  

栽培当初から飼料用として栽培されているイネの子実のみを利用するイネを自給

飼料用米（飼料用米）と呼ばれるようになった。飼料用米はイネ WCS とは異なり、

収穫作業も食用米と同様に自脱型コンバインが利用できる。収穫時（成熟期）の水

分は 20％-25％程度であることから、長期保存のためには食用米と同様に乾燥処理

が必要となる（米麦共同乾燥施設等）。一方、他に低コスト生産技術として、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。

また、長期保存のためには低温庫で保管する必要があることも、低コスト生産を妨

げる要因となる。一方、乾燥処理のコストを低減するために 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ソフトグレインサイレージ（SGS）

調製が検討されてきたが、残留農薬の関係から SGS 調製においても完熟期の籾を利

用することが必要となった。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、牛に対する取り組みはまだ試験的なものが多いのが現

状であり、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、これまで実際の生産現場では牛への

給与は殆ど行われていなかった。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、これまで多くの報告があるが、収穫時期は

黄熟期の水分が高い状態で調製された研究であり、完熟期に収穫した籾米の SGS

調製に関する少ない。ここでは、飼料用米の生育ステージとは関係なく、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。 

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
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～15％程度とされており、収穫後の乾燥処理が必要となる（図 22）。 

３）飼料用米破砕機  

 畜産草地研究所で開発された破砕機であり、V 字型の溝を有する粉砕ローラ間に

籾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 23）。籾米、

玄米の破砕処理ができ、その後の SGS 調製も可能である。また軽トラック等の荷台

上で処理作業を行うことができるため、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：図 24（写真左））

は、多くの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

れている。一方、籾殻膨潤処理装置（ダブルプレス：図 24（写真右））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ダブルプレスよりも劣る。今後、

ダブルプレスをベースとして米麦共乾施設を基軸とした飼料用米の SGS 調製にお

ける施設型処理装置として活用できるような改良と体制を検討する予定である。 

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、新たな貯

蔵方法の検討も始められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 22. 蒸気圧ぺん処理機        図 23. 飼料用米破砕機 

          （トーバク）           （農研機構、デリカ） 
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５．ＴＭＲセンターの利用と今後の展望  

イネ WCS 等の国産流通粗飼料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（図 25、26）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、イネ 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必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレスパンダ

圧縮部
ダブルプレス

圧縮部

図 24. 籾殻膨軟処理装置（プレスパンダ：左）籾殻膨潤処理装置（ダブルプレス：右） 

ダブルプレスは飼料用米の破砕に用いるための改良を検討中 

図 25. ＴＭＲセンターにおけるロール型発酵ＴＭＲ（東日本くみあい飼料） 

図 26. ＴＭＲセンターにおける角型発酵ＴＭＲ（那須 TMR センター） 
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発酵 TMR の利点はフレッシュ TMR と比較して好気的安定性に優れていることで

あるが、発酵 TMR についても、調製後に熟成・保管されてから出荷される。この出

荷作業時にも、梱包を変形させることは、その後の品質劣化につながる。畜産草地研

究所では図 19 に示したロールベール用簡易荷役具の簡易バージョンを開発し、ロー

ル型発酵 TMR センターへ導入されている（図 27） 

 

以上のような畜産農家を支援する組織として、コントラクターと TMR センタ

ーを基軸とし、イネ WCS、ムギ WCS、飼料用米、さらに地域の未利用資源を有

効に活用し、このような体制において、地域内における耕種農家と畜産農家が、

お互いに「顔の見える」耕畜連携体制から、「顔の見えない」体制になってくる。

そのために、イネ WCS 等の国産飼料の生産履歴を明確にした安全で安心な国産

飼料の生産と流通体制の構築が、海外の経済情勢や気候要因等に影響されることな

く、安全で安心な畜産物の安定的な消費者へ供給することにつながる（図 28） 

 

図 27. ロール発酵ＴＭＲの荷役作業に活用されている簡易版荷役具（畜草研開発）

図 28. コントラクターとＴＭＲセンターを基軸とした国産飼料流通のイメージ図 
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飼料用稲等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、飼料用稲の生産、利用が全国で取り組まれており、そのうち稲ホールクロップサ

イレージ（以下、イネ WCS と略記）の作付面積は 2000 年の 502ha から 2010 年の 15,939haha

（見込み）へと拡大している。その背景として、畜産経営では輸入粗飼料に依存した体質

からの脱却に向けて、生産履歴の分かる国内産飼料を利用したいとの要望があり、耕種経

営では生産調整を円滑に進める方策として、従来の機械体系が利用できる飼料用稲の栽培

に魅力があったと考える。さらにイネ WCS の生産、利用に対する様々な支援（助成）制

度の拡充も普及を支えている。このようにイネ WCS の生産量が増加したことによって、

新たに利用を始める畜産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。そこで本研修では、これまで全国の試験研

究機関で実施された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

中性デター

ジェント

繊維

中性デター

ジェント

繊維

デンプン

デンプン
粗タンパク質 粗タンパク質

0

20

40

60

80

100

イネWCS チモシー乾草

各
化

学
成

分
の

割
合

(%
)

46 

49 

52 

55 

0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

乳熟期 糊熟期 黄熟期 完熟期

T
DN
(乾

物
中
%)

乾
物
収
量
(t
/1
0a
)

乾物収量

栄養価(TDN)

水分含有率

75

60

65

70

水
分
含
有
率
(新

鮮
物
中
%)

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、可溶無窒素物（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、粗繊維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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（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。イネ WCS の RVI は 82 分と言われており（日本飼養標準・乳牛 2006）、輸入チ

モシー乾草（79 分）、輸入スーダングラス乾草（77 分）と同程度、輸入アルファルファ

乾草（47 分）やトウモロコシサイレージ（66 分）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 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。 

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

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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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ボディコ

ンディションスコア（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

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

1cm 3cm 5cm

試験1(1cm vs 5cm)

乾物摂取量(kg) 23.2 21.3 †

採食時間(分/乾物1kg当たり) 14.8 16.6 *

未消化子実排泄率(%) 41.6 34.9 †

試験2(1cm vs 3cm)

乾物摂取量(kg) 20.2 20.3 差なし

乳量(kg) 29.9 29.5 差なし

RVI(分/乾物1kg当たり) 37.1 38.6 差なし

未消化子実排泄率(%) 49.6 42.6 *

表6．切断長の異なるイネWCSの比較

イネWCSの切断長

注2) *：P<0.05，†：P<0.10.

広島県立畜産技術センター(2008)

注1) RVI：粗飼料価指数.

項目 有意差
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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 

国際的な穀物価格の高騰や異常気象が続く近年では、食料自給率の向上が重要な課題

となっている。その中で畜産物は、良質なタンパク質等を供給する食品として日本の食

卓には欠かせないものであり、その生産を支える飼料自給率の向上を図ることは、今後

の豊かな食を保証する筋道である。このような状況の下、飼料用稲（イネ WCS、飼料用

米および稲ワラ）は、水田の機能を保持しつつ飼料自給率の向上に寄与する取り組みと

して、ますます重要になると考える。将来の日本の食文化を形成する方策の一つとして

イネ WCS の生産、利用に取り組まれることを期待し、本研修がその一助になれば幸いで

ある。 
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飼料用稲等の肉用牛への給与技術 

 

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。

従ってイネ 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、稲ワラ 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－カロテン含量は飼料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 WCS

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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３．ビタミンＡ制御型肥育へのイネＷＣＳ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 

ＢＭ

Ｓ 

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

肪 

筋間脂

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

ける肥育後期のイネ WCS 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 WCS

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。 
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図 5. 牛肉の TBARS 値に及ぼす影響 

（山田ら、2007） 

 

0

20

40

60

１日目 ７日目

メ
ト
ミ
オ

グ
ロ

ビ
ン

割
合

（
％

） 8ｋｇ区
5ｋｇ区
2ｋｇ区

ａ

ａｂ

ｂ

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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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

イネ WCS 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 
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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%、TDN 

78%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 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。イネ

WCS 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。 
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表９ 育成牛への飼料イネＷＣＳ給与試験 

試験区 イネ WCS 区 チモシー乾草区 

供試頭数 5 5 

開始体重 (kg) 111 108 

終了体重 (kg) 259 248 

飼料摂取量、乾物 kg／日   

  イネ WCS 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 

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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飼料用米や発酵 TMR の調製・給与技術 

 
畜産草地研究所 

 家畜飼養技術研究領域 

野中 和久 

 

１．はじめに 

トウモロコシ穀実に変わるエネルギー飼料として飼料用米の利用が検討されている。飼

料用米研究は 1980 年代から行われてきたが、2008～2009 年に行われた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（通称：えさプロ）」において研究

が加速し、新たな品種の開発やデンプンの第一胃分解性、加工形態別の消化性、ソフトグ

レインサイレージ（SGS）などの調製・貯蔵・流通方法、畜種別の給与上限の検討、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た。現状では、飼料用米を鶏や豚に給与

して高付加価値畜産物を生産する事例が多く取り上げられているが、量の確保ができれば

反芻家畜に対して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考

えられる。今後は、農林水産省の補助事業も相まって生産量・利用量の増加が期待される。 

発酵 TMR は、コントラクターや TMR センターといった外部委託化の進展により調製量

が増加しており、飼料調製から混合・給与まで作業の省力化が可能となってきた。発酵 TMR

の普及により、個々の農家における飼料混合用機械・設備などの調達が不要になり、悪天

候下での飼料混合調製作業が回避され、夏場の餌槽内残飼の変敗・廃棄量が減り、採食量

が増えるなど、これまでの飼料調製給与面での問題点が克服されつつあり、農業現場でも

発酵 TMR の有利性が認識され始めている。 

ここでは、牛向けの飼料として普及が始まった飼料用米や発酵 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．飼料用米の調製・加工・利用 

（１）飼料用米の飼料特性 

 飼料用米の成分を表 1 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。 

 

表 1 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 2009） 

 

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
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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、圧ぺん、粉砕といった物理

的処理を行うか、破砕後に SGS に調製するといった加工を行う必要がある。 

 

（２）加工処理による化学成分の変化 

飼料用米（「ホシアオバ」（もみ米））を蒸気圧ぺん、挽き割りおよび発芽処理した際の化

学成分組成を表 2 に示した。各処理を施しても繊維成分以外の粗蛋白質やデンプン含量は

変動しないことが伺える。一方、繊維含量は蒸気圧ぺん処理を施すと無処理や他の処理よ

りも顕著に低下する。これは、蒸気圧ぺん処理の過程でもみ殻の一部が剥離するためと考

えられる。 

 

表 2 飼料用米（もみ米）の加工処理別化学成分組成

有機物 粗蛋白質 粗脂肪 粗繊維 NDF ADF デンプン アミロース

ホシアオバ 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

ホシアオバ 挽き割り 95.6 7.1 1.9 7.6 18.3 11.1 66.0 23.1

ホシアオバ 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 化学成分組成 （乾物中%）

 

（宮地ら 2010） 

 

（３）飼料用米の加工法別ルーメン内分解特性 

①もみ米（無処理、2mm 粉砕、蒸気圧ぺん、挽き割り）の比較 

「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率（ナイロンバッ

グ試験結果）を表 3 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、飼料用米（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、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 3 加工処理別ルーメン内有効分解率

乾物 64.8 a 68.4 a 48.4 b 1.3 c

デンプン 80.2 a 87.5 a 63.9 b 0.1 c

粗蛋白質 75.4 a 67.2 b 59.1 c 0.0 d

ホシアオバ
2mm粉砕 蒸気圧ぺん 挽き割り 無処理

 

注）異符号の付いた数値間に 5％水準の有意差あり．   （宮地ら 2010） 

 

64



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 2010）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

物理的処理が必要と考えられる。 

 

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

器内でもみ米を乳酸発酵させる 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1に示した。

SGS は原形、2mm 粉砕とも、ルー

メン内投入直後に 60％以上が消失

し、特に 2mm 粉砕は 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。 

 

③飼料用米の TMR への混合割合 

これまで、乳牛飼料中への飼料用米の混合量は、原物で配合飼料の 10％代替を安定給与

可能な水準としてきた。これは、飼料用米を多給するとルーメンアシドーシスの発症が危

惧されるこ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

与試験（配合飼料を乾物あたり 10～20％飼料用米で代替した）では、アシドーシスが発症

したという報告例はなく、20～30％までは代替可能であるという仮説が「えさプロ」で検

証された。その結果、表 4 に示すように泌乳中～後期牛では、TDN 換算で濃厚飼料中の 30

～40％を代替（トウモロコシの完全代替）しても、泌乳牛の健康を損なうことなく、乳量、 

 

表 4 乳牛における飼料用米の濃厚飼料代替可能量（えさプロ成果より） 

担当 ステージ 品種 形態 代替率 

福島県 泌乳中期 ふくひびき SGS 

もみ米（圧ぺん） 

TDN で 30％ 

TDN で 15％ 

岐阜県 泌乳中～後期 ホシアオバ もみ米（粗挽き、破砕） TDN で 30～40％ 

福岡県 泌乳中～後期 ミズホチカラ もみ米（圧ぺん） 乾物で 20％ 

宮崎県 泌乳中～後期 北陸 193 号 もみ米（粉砕、圧ぺん） 乾物で 22％ 

 

図 1 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） 
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乳質を維持しながら飼養できることが明らかになった。 

現在は、えさプロの後継プロジェクト（国産飼料プロ）において、泌乳前期牛への飼料

用米の 大可能給与量や、エネルギー・蛋白バランスを考慮した 適給与量を検討中であ

る。なお、飼料用米の大きな問題として挙げられるのは、その加工コストと入手可能量で

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課題といえる。 

 

３．ＴＭＲに利用される飼料の特徴 

（１）各種飼料の分類と特徴 

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、焼酎粕は蛋白質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、トウモロコシ蒸留

粕（Distiller’s Dried Grain with Solubles: 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用米の活用が検討されている。 

 

（２）エコフィードの有効活用 

わが国の畜産は、濃厚飼料の 89％、粗飼料の 22％を海外に依存し、大多数の経営体が一

様な飼料給与を行っている構造といえる。平成 20 年をピークにした輸入穀物価格高騰は、

このような輸入飼料依存型の畜産経営を直撃し、厳しい状況を引き起こした。その後、輸

入穀物価格は落ち着きをみせたかに思えたが、今年に入りトウモロコシの国際価格は再び

上昇し過去 高値を示したため、濃厚飼料価格の再高騰が危惧される。このようなリスク

を回避して足腰の強い酪農を営んでいくため、輸入飼料の代替となるエコフィードなど地

域に存在する飼料資源の活用をこれまで以上に進める必要がある。 

エコフィードの利用を進めていくため、その可能性や留意点などについて項目ごとに個

別事例を挙げて述べる。なお、「エコフィード」という単語は「食品製造副産物、食品卸売・

小売業からの排出食品残さ、外食産業からの排出食品残さから製造される飼料」と定義さ

れるが（平成 19 年に商標登録）、ここでは、野菜くずの様な農産副産物等も含めた広い意

味での食品副産物を「エコフィード」と記載する。 

 個々のエコフィードは成分的に偏りのある飼料であり、利用に当たっては成分と特徴を

しっかり把握し、どの飼料の代替として使うか（エネルギー源か？タンパク源か？繊維源
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か？サプリメントか？）を明確にする必要がある。そして、代替しようとする濃厚飼料等

とのコストや乾物換算の栄養価を比較し、安全で且つ安ければ使うという姿勢が重要とな

る。 

 １）エコフィードの購入コスト 

エコフィードの 大のメリットは価格が安いことである。農水省が全国 255 件のエコフ

ィード製造業者を対象にした調査では、乾燥物の平均で 25 円/kg（配合飼料のおよそ半分）、

サイレージ（トウフ粕等）で 18 円/kg という結果であった（農林水産省資料 2010）。しか

しながらここで注意すべきは、全てのエコフィードが安い訳ではなく、また、需要と供給

のアンバランスにより入手が難しいものもあるという点である。以下に例を示す。 

●ビール粕：粗飼料と濃厚飼料の中間的な飼料で、乾物中の粗タンパク質（CP）含量が

27％と高く、粗脂肪（EE）含量 9％、TDN 含量 71％で、脂肪を含むタンパク質飼料であ

る。反すうに有効な NDF も 25％含む乳牛向け飼料といえる。しかしながら、近年は発泡

酒や第 3 のビールに押され生産量が減少している。また、ビール会社も独自にサイレージ

調製したものを販売し始めており、生粕の個人入手は困難な状況で、価格も上昇傾向にあ

る。 

●発泡酒粕：発泡酒粕は米やデンプン原料を多く使用しているため、可溶性糖類が多く、

繊維の持つ物理性はあまり期待できない。発生量もビールの 1/3 程度と少なく、供給量が

少ない現状である。ちなみに第 3 のビールは、製造方法がビールや発泡酒と異なり粕がほ

とんど発生しない。 

●醤油粕：水分約 30％で 1 割程度の塩分を含むが、水分、塩分とも製造会社により異な

るため入荷時の成分分析が必要となる。平均値で CP 含量 31％、EE 含量 12％、TDN 含

量 71％で、脂肪を多く含むタンパク質飼料に分類できる。乳牛の食塩要求量は飼料乾物中

1％なので、原物 2～3kg が給与上限とされている。国内の醤油需要量は減少傾向にあるた

め、発生量も減少し価格は上昇しつつある。大規模メーカーの醤油粕は発生量が安定して

いるため、TMR センター等で良く利用されている。一方、地域の小規模メーカーの醤油

粕は発生量が少なく、運搬・貯蔵コストとの兼ね合いから取り扱いが難しいため、産廃処

理になりがちな現状である。 

 ２）地域性・季節性のあるエコフィード 

 わが国で反すう動物用飼料（A 飼料）として利用できるエコフィードの中には地域毎に

特色のあるものが存在する。北海道や東北などでは農産加工副産物（ビート、にんじん、

馬鈴薯等）が、九州などの暖地では焼酎粕等が多く取り扱われている。これらの多くは高

水分で腐敗しやすく、輸送にはコストがかかるため地域内で利用されることがほとんどで

ある。また、これらの生産には季節性があり、通年大量消費には向かない短所があるが、

サイレージ化を行い、酪農家の共同 TMR 施設や TMR センターで利用することにより、

安価な飼料として利用可能である。中にはコストと栄養価の問題がクリアできれば広域流

通可能な飼料もあるため（関東で焼酎粕を使っている TMR センターもある）、他の地域で

も利用を検討する余地はある。 

＜北海道・東北の例＞ 

 ●生ビートパルプ：製糖工程で出る絞り粕。一部は糖蜜と混ぜて乾燥成形し乾燥ビート

パルプになるが、生は乾燥に比べて安価なため工場近郊で利用されている。水分含量 83％
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であるが、良質サイレージに調製可能。NDF 含量 66％、TDN 含量 72％で、良質繊維を

含むエネルギー飼料といえる。 

 ●デンプン粕：CP 含量が低く（6％）、TDN 含量 76％の高エネルギー飼料である。デ

ンプン工場周辺の畑作地帯で良く利用されるが、水分を多く含み空気に触れると腐敗しや

すいため、サイレージ調製して保存する。 

●ポテトピール：バレイショの加工工場から出る皮は、サイレージ利用することにより

繊維源・エネルギー源（TDN69％）として利用可能である。泌乳牛向け濃厚飼料中に 20％

まで混合できる。光に当たって緑化した部分はポテトグリコアルカロイド（毒性物質）を

含むため、原料の保存の良いものを放置せずすぐにサイレージ化する。 

●スィートコーンパルプ：スイートコーンの加工工程で出る包葉、芯、一部子実（雌穂

重の約 50％）。水分を 80％以上含むが、排汁処理のできるサイロに詰め込むと良質サイレ

ージになる。成分は乳熟期のトウモロコシサイレージと同等で TDN 含量は 63～69％。 

 ●リンゴジュース粕：生産地は東北各県の他、長野県に限定される。嗜好性は良いもの

の水分含量が多く変質しやすいので、ワラ、ヘイキューブ、ビートパルプ、ヌカ類などと

混合し、サイレージにすれば良質なものができる。 

●ながいも（先端部分）：ながいもは糖分よりもデンプンを多く含む。サイレージにする

場合には乳酸菌製剤を添加するか、乾燥ビートパルプのような糖分の多い乾いた材料を加

えて水分を調整すると良質な飼料になる。 

 ●ニンジン：生ニンジンは水分含量が 90%と高

く、乾物中の CP 含量は 10%、ADF 及び NDF 含

量はともに 16%で、β-カロテンを約 900mg/kg 含

む。これをサイレージにしても β-カロテンは 2/3

程度が残る。サイレージにする場合、生ニンジン

の泥を落とした後に切断せずに詰め込んだ方が

発酵は良質である。また、刈り遅れトウモロコシ

やフスマ、乾燥ビートパルプ等と混合すれば良い

サイレージになる。β-カロテン源とする場合、1

日に原物で 10kg 程度を給与すれば充分である。 

＜暖地の例＞ 

●焼酎粕：麦や米、芋などを糖化・発酵させ蒸留した残さ。固形物は乾燥、液状部は濃

縮することで保存性が向上する。CP 含量が高く、TDN 含量は材料により異なるが 66～92％

の範囲にある。濃縮液の pH は 4 程度と低く、TMR 材料として良く利用される。 

●ミカンジュース粕：生の粕は水分含量が 82％と高いため、ワラ、ヘイキューブ、ビー

トパルプ、ヌカ類などと混合し、サイレージにすれば良質なものができる。TDN 含量が

79％と高く、エネルギー飼料として利用可能。β－カロテンなどの機能性成分も含んでい

る。生粕を多量に給与すると軟便になったり牛乳や肉が黄色くなったりする場合があるの

で注意が必要。 

●カンショツル：主に暖地で発生する。水分含量が 87%と高いが、CP 含量は乾物中 13%、

TDN 含量 58%で牧草と同程度の栄養価といえる。高水分のため、サイレージ調製時には

予乾するか、ヌカやワラなど水分含量の低い他作物と混合調製する。細切したカンショと

写真 1 ニンジンサイレージ 
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混合すると発酵品質が良好になるという報告がある。 

 ３）今後、需要拡大の可能性があるエコフィード 

 エコフィードは、乳牛用飼料として古くから利用されている。表 5 に現在までに利用さ

れたことのあるエコフィードの例を示すが、A 飼料としての利用が想像できる物は既に多

かれ少なかれ利用されている。 

 

表 5 A 飼料として利用されたことのある主なエコフィード 

食品循環資源
ビール粕、発泡酒粕、豆腐粕、醤油粕、DDGS、焼酎粕、ウィスキー粕、デンプン
粕、ミカンジュース粕、リンゴジュース粕、ケールジュース粕、トマト搾り粕、タケノ
コ皮、茶がら類、生ビートパルプ、アン粕、スィートコーンパルプ、ブドウ酒粕、梅
酒漬け粕、廃糖蜜、コーングルテンフィード、タマリ粕、クエン酸発酵粕、パイナッ
プル粕、等

大豆粕、綿実粕、ナタネ粕、ラッカセイ粕、アマニ粕、ゴマ粕、ヤシ粕、ヒマワリ
粕、サフラワー粕、パーム核粕、カポック粕、シャーナット粕、等

米ヌカ、麦ヌカ、フスマ、等

パン屑、菓子屑、炊飯米、うどん、そば、等

農産副産物
稲ワラ、麦ワラ、ソバワラ、トウモロコシ桿、マメ桿、バガス、ダイコン葉、カブ葉、
カンショツル、ビートトップ、ダイコン葉、ニンジン茎葉、カブ葉、ルタバガ葉、バレ
イショ茎葉、ラッカセイ茎葉、等

米、小麦、大麦、エンバク、ライ麦、大豆、アワ、キビ、ソバ、ソラマメ、エンドウ、
ルーピン、綿実、カンショ、ナガイモ、ニンジン、ダイコン、キャベツ、ハクサイ、カ
ボチャ、等

その他 ビール酵母、キノコ廃菌床、バレイショ皮、ミカン皮、竹材、等

規格外農産物

製造粕類

油粕類

ヌカ類

デンプン食品関連

作物副産茎葉類

 
 

 今後需要が伸びそうな飼料資源は、エネルギー（デンプン）源として飼料用米（屑米含

む）が、タンパク質源として焼酎粕および DDGS のようなアルコール蒸留粕や大豆（屑大

豆や飼料用大豆）、トウフ粕が、繊維源として竹材やキャベツ・ハクサイといった葉菜残さ

などが挙げられる。 

●飼料用米：コメは籾米で給与すると大部分が消化されず糞に排泄されるため、加工処

理を行う必要がある（前述）。玄米は乾物中の CP 含量が 9％、TDN 含量が 94％でトウモ

ロコシ穀実の完全代替が可能。平成 22 年度の栽培面積は、国の補助事業の効果もあり前

年の約 4 千 ha から 15 千 ha に伸びている。 

●DDGS（Distillers Dried Grains with Solubles）：バイオエタノール生産に伴い発生

する副産物で、原料は主にトウモロコシや米が使われる。固形物と濃縮蒸留残さを混合し

乾燥した製品であるが、水分を吸収しやすいため冷暗所で保管する。CP 含量が 27％、TDN

含量が 84％と高く、タンパク質はルーメンバイパス性を持つということで注目されている。 

●大豆：大豆は乾物中に CP を 41％、EE を 21％含み、加工処理したものを飼料利用す

る。現状は輸入大豆の一部代替として屑大豆が利用されているが、東北農研や岩手県農業

研究センターにおいて飼料用大豆の栽培・利用研究が開始された。 

 ●トウフ粕：水分は 80％と高いが、TDN 含量が 91％と高く、嗜好性も良好。生トウフ粕

は品質劣化が早いので、排出元でサイレージ化するなどの工夫が必要である。 
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●竹材：放任竹林対策として、粉末化やペレット化、解繊処理等で飼料化する研究が進

められているが、加工費がかかる。解繊処理竹材は稲ワラと同程度の TDN 含量で TMR

の粗飼料素材として利用可能。焼酎粕やヌカ類と混合しサイレージ化した事例もある。 

 ●キャベツ・ハクサイ：葉菜の外葉などを中心とした残さは卸売市場や外食産業などか

ら大量に排出されるが、現在は主に産廃処理や堆肥化処理が行われている。CP 含量はキ

ャベツが 11％、ハクサイが 26％であり、TDN 含量も 65％程度はある。葉菜類は硝酸態

窒素を多く含むため、反すう家畜への給与に際しては、他の飼料と混合し、飼料全体の硝

酸態窒素含量が乾物当たり 0.1％未満になるよう調整する。なお、畜草研では葉菜の硝酸

態窒素を低減する微生物製剤を開発したが（特許出願中）、まだ市販化には至っていない。 

 ４）エコフィード利用に際しての留意点 

 エコフィードの利用に当たり、 も留意すべき点は安全性の確保であり、飼料安全法（「飼

料の安全性の確保及び品質の化以前に関する法律」）に基づく安全基準の遵守が重要である。 

 ＜A 飼料に関する留意点＞ 

 わが国で牛、めん羊、山羊およびしか（鹿）を対象とした A 飼料は、牛海綿状脳症（BSE）

の発生防止のため、飼料安全法により牛乳や卵などを除く動物由来タンパク質などを含ん

ではならないと規定されている。そのため、①原料として動物由来タンパク質を使用しな

い食品副産物などのうち、製造後も施設内や保管、輸送などの過程で動物由来タンパク質

などの混入が起こらないよう管理されたものしか利用できない。また、②スーパーマーケ

ット、コンビニなどから回収された弁当などを原料とするもの、レストラン、ホテル、給

食、家庭などの調理残さや食べ残しは利用できない。一方、海産副産物などの重金属汚染

がニュースで取り上げられることがあるが、A 飼料の原料として魚介類は使用できないの

で、それらによる重金属汚染の危険性はさほど高くないと考えられる。なお、農産副産物

等を利用する場合は、飼料としての利用を前提とした農薬の選定、用法、容量が守られな

ければならない。 

＜夏季の貯蔵や混合に関する留意点＞ 

 エコフィードを混合した TMR を高温条件下で保管すると、内部の微生物叢（かびや大

腸菌など）が変化し牛の健康に影響を及ぼす場合があ

る。そのため、特に夏季に加水・調製した TMR や高

水分の TMR は、①長期保管を避け調製後 6 時間以内

に摂取させる、②TMR への加水を抑制する、③乳酸

菌製剤やプロピオン酸などを添加する、といった対策

が効果的である。また、④TMR を再密封し貯蔵する

「発酵 TMR」も有効である。なお、エコフィードは

高水分のものが多いため、TMR と同様にかび等の

発生が危惧される。給与までの期間、これらを単味

で保管する場合には、乳酸菌製剤等を添加して完全

密封しサイレージ化することがより良い対処法といえる。 

＜嫌気性病原菌、かびの増殖防止＞ 

 嫌気性細菌には、大腸菌、サルモネラ、カンピロバクターなどの通性嫌気性菌やクロス

トリジウムなどの偏性嫌気性菌が含まれる。特に、サルモネラは飲食物を介して経口感染

写真 2 乳酸菌を添加してサイレ

ージ化した豆腐粕 
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する人畜共通の病原菌であり、家畜の疾病や畜産物を通じて人の食中毒の原因となるため、

「飼料製造に係わるサルモネラ対策ガイドライン」に基づいた管理が必要となる。原料段

階では、汚染のない飼料原料を入荷すること（原料製造者の衛生管理状況の確認、専用容

器などによる輸送）が必須である。これを飼料化する際には、製造施設や施設周辺のハト、

ネズミ、ゴキブリ、ハエ、ホコリ、こぼれなどの防除・除去を行い、清潔な環境を維持す

る。かびは、一般に高水分飼料や高温・高湿条件下で発生しやすいため、原料の水分管理

や雨水、結露などを避けるといった保管時の工夫が必要である。防かび剤としては、飼料

添加物に指定されているプロピオン酸、プロピオン酸カルシウム、プロピオン酸アンモニ

ウムがあり、必要に応じてこれらの添加を行う。 

 

４．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 3）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 4）、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。 

 

   

  

 

  

（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て、その中に TMR を詰め込む。密封する

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。

写真 3 トランスバッグでの梱包

（株式会社 那須の農） 

写真 4 細断型ロールベーラでの梱包 

（浦川 2005） 
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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。                                      

 

（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 2）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

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 5）。

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5 六面梱包ベール 

（株式会社 那須の農） 

図 2 発酵 TMR の梱包密度の比較 

（喜田ら 未発表） 
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５．発酵ＴＭＲの特徴 

これまでの研究から、発酵 TMR はフレッシュタイプ TMR に比較して様々なメリットを

持つことが明らかになってきた。以下に列記する。 

（１） 品質の安定性 

 発酵 TMR は嫌気貯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

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 2）、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 6）。 

 

表 6 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）

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

 
 

 

（２）低・未利用資源の活用 

 品質の安定した TMR をいかに低価格で調製するかは大切な視点である。そこで、各地

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、発酵 TMR 調製時に濃厚飼料や乾燥した粗飼

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
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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 に比較して開封後の好気的変敗（二次発酵）が起きにくい。

三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 7）。 

 

表 7 好気的条件下での通常 TMR と発酵 TMR の特性推移（平岡ら 2005）

項目 水分 pH 乳酸 酢酸 酪酸 VBN/TN
（％） （％） （％） （％） （％） 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．

乾物損失
率（％）

通常TMR

発酵TMR

微生物数（cfu/gFM）開封後
経過時間

 

 

さらに王ら（2008）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、

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。 

 

６．今後の展望 

発酵 TMR は、前述のように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保持のため一旦サイレージ化する必要性がある上、

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ている。一方、TMR

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
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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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焼酎粕等を活用した発酵 TMR の調製・給与技術 

 

九州沖縄農業研究センター 

畜産草地研究領域 

服部 育男・神谷 充・鈴木 知之* 

                                                （*現在：農研機構） 

１．はじめに 

近年、資源循環の意識の高まりや輸入濃厚飼料価格の高騰を背景に未利用資源の飼料化

が注目されている。九州地域を中心に生産される焼酎は、 近の焼酎ブームにより、生産

量が年々増加し、平成 20 年度では九州地域において約 53 万 kl の焼酎が生産された（国

税庁 2009）。それに伴って排出される焼酎粕は、宮崎県を例にとると焼酎 13 万 kl にた

いして 23.3 万 t 発生している（甲斐 2007）ことから、原料や処理工程によって割合が多

少異なるとしても、九州地域だけで少なくとも約 95 万 t／年と推定される。従来、焼酎粕

は産業廃棄物として処分されていた。しかし、ロンドン海洋投棄条約批准に伴う国内法の

改正により、2006 年 4 月 1 日より海洋投棄が原則禁止となったことから、焼酎メーカは

処理プラントを建設し、処理を行っている。九州沖縄農業研究センターイネ発酵 TMR 研究

チームでは処理プラントから排出される焼酎粕濃縮液の飼料化について、調製・給与面か

ら検討を行ってきた。ここでは発酵 TMR 原料としての焼酎粕濃縮液の適性と利用技術につ

いて紹介する。 

 

２．焼酎粕の処理と排出量 

処理プラントの処理方法の一例をあげてみると、まず焼酎粕原液をスクリーンによって

固液分離し、ろ液部分の一部あるいは全部については加熱による濃縮処理を行い、固形部

分と一緒に乾燥され、飼料原料となり、配合飼料原料として利用されている。しかし、液

体部分については乾燥化までに多くの化石エネルギーが必要なことから、1／4 程度のコス

トで処理可能な濃縮液での飼料利用をメーカとしても検討してきた。現在稼働している処

理プラントは大きなもので 10 施設程度があり、全体の焼酎粕処理量は 1、190t／日である

（西岡 2010）。原料や時期によって変動はあるが、排出される焼酎粕濃縮液はおおよそ

200t／日と推定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生焼酎粕 固液分離

脱水ケーキ

濃縮 濃縮液

副資材
（フスマなど）

乾燥 乾燥品

図１ 焼酎粕の処理工程
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３．焼酎粕の栄養価 

焼酎粕の栄養価は原料によって大きく異なる。また、原料が同じでも生焼酎粕、濃縮液、

脱水ケーキ、乾燥品では栄養構成が異なる。飼料としての特性は原料別にみると麦、米由

来の焼酎粕は粗タンパク質含量が 32－34％と大豆粕の 7 割程度含有している。イモ由来の

焼酎粕は粗タンパク質含量が 20％前後で大豆粕の 5 割程度である。また、粗灰分含量が麦、

米と比較して高い値となっている。処理別にみると、麦、米由来の焼酎粕では生焼酎粕と

比較して濃縮液は粗タンパク質が高いが、その他の成分は同程度である。脱水ケーキは粗

脂肪含量が特異的に高い値になっている。イモ焼酎粕では濃縮液の粗脂肪含量が低く、繊

維が分離されているのでほとんどなく NFE が高い値になっている。逆に脱水ケーキは粗繊

維含量が高い値である。乾燥品は副資材の種類、混合割合によっても異なるので、分析例

として示す。い

ずれも飼料とし

ての利用はタン

パク質飼料の代

替として検討さ

れている。 

焼酎粕濃縮

液の栄養価につ

いて年間の変動

を明らかにする

ために、原料が

異なる 4 工場か

ら経時的にサンプリングし、飼料成分の変動を調査した（服部ら 2010a）。A 工場はほと

んどが米が原料であった。B 工場は麦とカンショが原料で、処理時期によってその比率は

大きく異なった。年間を通じて C 工場はカンショ、D 工場は麦のみを原料としていた（表

2）。 

原料が単一の場合、年間で

変動が比較的大きいのは乾物

率で、含量が多い粗タンパク

質、可溶性無窒素物は変動が

小さかったことから、飼料成

分は原料と乾物率を確認する

ことで、ほぼ特定できること

が明らかになった。一方、原

料が単一でない場合は粗タン

パク質は含量も多く、変動も

大きいこと、乾物率も変動が

大きいこと、また他の成分も

比較的変動係数が大きかった

表1　焼酎粕の飼料成分

乾物中(%) 水分 粗蛋白質 粗脂肪 NFE 粗繊維 粗灰分

麦 生 92.7 34.1 3.4 51.5 3.7 7.4 堤ら（1992）

濃縮液 56.8 44.8 0.7 49.3 0.5 4.7 服部ら(2010b)

脱水ケーキ 68.3 24.8 16.3 37.2 6.3 2.8 鮫島(2008)

乾燥品 4.4 32.2 4.8 46.8 7 4.7 大分畜試(1996)

米 生 94.2 59.4 10.9 - - 2.3 鈴木ら(2011)

濃縮液 72.5 41.1 3.3 51.4 0.7 3.6 服部ら(2010b)

脱水ケーキ 71.8 38.7 10.6 36.9 10.9 2.9 鮫島(2008)

乾燥品 5 33.4 5.6 53.3 3.4 4.4 西岡(2008)

イモ 生 94.5 23.1 7.3 48.2 10 11.5 犬童ら1976

濃縮液 62.5 20.3 0.5 64.7 0 14.5 服部ら(2010b)

脱水ケーキ 75.4 19.8 6.3 40.6 28.7 4.6 鮫島(2008)

乾燥品 4.5 20.4 2.3 61.3 8.7 7.3 西岡(2008)

大豆粕 11.7 52.2 1.5 33.3 6.3 6.7 農研機構編(2001)

表2　原料構成

工場 A B C D

5月 米 麦 イモ -

6月 麦2：米98 麦 イモ 麦

7月 米 - イモ 麦

8月 米 - イモ 麦

9月 米 イモ40：麦60 イモ 麦

10月 米 イモ イモ 麦

11月 米 イモ90：麦10 イモ 麦

12月 米 - イモ 麦

1月 麦10：米90 イモ10：麦90 イモ 麦

2月 米 - イモ 麦

3月 米 - イモ 麦

4月 大豆2：麦2：米96 イモ13：麦87 イモ 麦

注：－,　未稼働等によりサンプル無し． 服部ら(2010a)
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ことから、原料構成の確認と成分分析が必要であると考えられた（表 3）。 

 

４．焼酎粕の保存性 

焼酎の発酵はもろみ（酵母）によるアルコール発酵であり、その副産物としてクエン酸

が生産される（玉岡ら 1971）。そのため、その残渣である焼酎粕はクエン酸を含み、pH

は 4 前後である。生焼酎粕の水分は 93－95％であるため、そのままでは保存性が劣ること

が知られている。ギ酸を添加することで、保存性の改善が可能であるとの報告がある（川

島ら 2005）。一方、脱水ケーキについては pH が低く、水分が 85.7－66.1％であることか

ら密封することで発酵は微弱であるが良質なサイレージとなり、長期保存が可能である。

濃縮液についても同様に pH は 4 前後であり、かつ水分が 69－46％となる結果、水分活性

が 0.83－0.97 まで低下し、長期にわたる保存が可能である。米焼酎粕濃縮液を供試して、

濃縮度が異なる濃縮液（設定水分含量 80、 70 および 60％）を異なる温度条件（30℃ある

いは 5℃）および異なる環境（嫌気あるいは好気条件）で 14 週間貯蔵したところ、設定水

分 60％および 70％の濃縮液では、pH、有機酸組成および微生物相の貯蔵中における変動

表3　焼酎粕濃縮液の飼料成分

工場 原料 乾物率 粗蛋白質 粗脂肪 粗繊維 NFE 粗灰分 NDFom ADFom ADL NDICP ADICP 推定TDN

(%) (%DM) (%DM) (%DM) (%DM) (%DM) (%DM) (%DM) (%DM) (%DM) (%DM) (%DM)

A 米 42.1 b 50.5 c 2.2 b 0.6 b 42.9 a 3.8 a 6.6 b 1.8 b 0.0 1.1 b 1.5 b 85.7 b

(7.7) (6.6) (39.2) (80.7) (8.5) (11.2) (34.8) (107.0) (104.6) (81.6) (1.8)

B イモ・麦 33.1 a 35.0 b 1.0 a 0.0 a 56.6 c 7.3 b 0.4 a 0.4 a 0.0 0.0 a 0.0 a 84.1 b

(5.4) (25.7) (59.6) (9.6) (58.7) (90.6) (76.8) (5.2)

C イモ 48.6 c 20.4 a 0.4 a 0.0 a 65.2 d 14.0 c 0.0 a 0.0 a 0.0 0.0 a 0.0 a 77.3 a

(9.4) (7.6) (47.8) (4.0) (7.9) (1.5)

D 麦 38.0 ab 44.5 c 1.1 a 0.3 ab 49.3 b 4.8 ab 6.8 b 3.0 b 0.0 0.2 ab 0.1 a 84.8 b

(11.5) (4.7) (29.8) (97.0) (4.0) (5.3) (46.0) (60.2) (282.8) (219.2) (1.1)

注：同項目において異符号間に有意差あり(p<0.05, Tukey). 括弧内の数値は変動係数(%)を表す.

NFE;可溶性無窒素物，NDFom；中性デタージェント繊維,ADFom；酸性デタージェント繊維，ADL；酸性デタージェントリグニン，
NDICP；中性デタージェント繊維中の蛋白質，ADICP；酸性デタージェント繊維中の蛋白質，推定TDN；Weiss(1992).                         服部ら(2010a)

Lact. Acet. Prop. n-But. i-But N-Val. i-Val.

60% 0日 4.8 11.40 2.22 0.00 0.15 0.06 0.00 0.00

30℃ 嫌気 14 週 4.8 9.58 1.66 0.00 0.11 0.03 0.00 0.03

好気 14 週 4.9 9.39 1.68 0.00 0.11 0.05 0.00 0.05

5℃ 嫌気 14 週 4.9 9.51 1.71 0.00 0.12 0.02 0.00 0.00

好気 14 週 4.9 9.90 1.74 0.00 0.11 0.02 0.00 0.06

70% 0日 4.7 14.53 3.21 0.00 0.15 0.05 0.00 0.00

30℃ 嫌気 14 週 4.8 10.04 2.18 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00

好気 14 週 4.8 10.66 2.24 0.00 0.29 0.04 0.00 0.00

5℃ 嫌気 14 週 4.8 10.81 2.22 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00

好気 14 週 4.8 11.32 2.27 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00

80% 0日 4.6 15.08 3.61 0.08 0.15 0.08 0.00 0.04

30℃ 嫌気 14 週 5.5 1.93 10.48 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00

好気 14 週 5.5 0.63 9.66 2.88 0.38 0.35 0.00 0.00

5℃ 嫌気 14 週 4.6 13.75 3.28 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00

好気 14 週 4.7 22.53 5.48 0.00 0.25 0.08 0.00 0.07

(鈴木ら　2011)

表4　貯蔵条件が米焼酎粕濃縮液のpH、有機酸組成に及ぼす影響

水分 温度 条件 貯蔵期間 pH
有機酸組成(%DM)
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はみられず一定した品質を保っていた。一方、水分 80％の濃縮液では 30℃で貯蔵した場合、

乳酸の減少、酪酸等の VFA が生成し pH が上昇した。また、5℃貯蔵においても、酵母あ

るいは糸状菌の増殖が認められた（表 4、5）。以上の結果から、米焼酎粕濃縮液は水分 70

％以下まで濃縮されれば、3 ヵ月程度は安定して貯蔵できることが明らかとなった（鈴木

ら 2011）。 

 

５．焼酎粕混合発酵 TMR の発酵品質 

焼酎粕濃縮液のサイレージ発酵に影響すると考えられる成分についてみると、緩衝能は

いずれもきわめて高い値であった。したがって、発酵 TMR の原料として用いる場合、発

酵による pH の低下を緩慢にさせる可能性があった。しかし、pH はいずれも 4.0 以下であ

り、発酵品質を改善する酸添加剤のような働きも期待できると考えられた。単少糖含量は

9.0－23％DM と高く、発酵 TMR の原料として用いた場合、発酵基質の供給源としての利

用ができると

考えられた。

しかし、その

組成をみると

5 炭糖のアラ

ビノースがほ

とんどであ

り、5 炭糖は

サイレージ発

酵では乳酸菌

一般細菌 大腸菌
大腸菌

群
酵母 糸状菌

ホモ
乳酸菌

ヘテロ
乳酸菌

60% 0日 4.3 -
1 - - - 3.2 3.1

30℃ 嫌気 14 週 4.4 - - - - 3.9 2.0

好気 14 週 4.3 - - - - 4.0 3.0

5℃ 嫌気 14 週 4.5 - - - - 4.7 3.6

好気 14 週 4.3 - - 2.3 - 4.3 2.6

70% 0日 4.3 - - - - 3.2 4.2

30℃ 嫌気 14 週 4.2 2.0 - - - 5.0 6.5

好気 14 週 4.7 - - 2.0 - 4.7 5.7

5℃ 嫌気 14 週 4.5 - - - - 4.1 3.3

好気 14 週 4.2 4.0 - 4.5 - 4.4 3.0

80% 0日 4.4 - - - - 4.1 4.1

30℃ 嫌気 14 週 4.7 - - 2.8 - 5.9 5.6

好気 14 週 4.4 - - 3.0 - 7.2 6.0

5℃ 嫌気 14 週 4.8 - - 4.1 - 5.0 4.5

好気 14 週 4.3 - - 5.4 4.8 5.0 5.3
1未検出 (鈴木ら　2011)

表5　貯蔵条件が米焼酎粕濃縮液の微生物相に及ぼす影響

水分 温度 条件 貯蔵期間
生菌数( LogCFU/gFM)

表6　焼酎粕濃縮液の緩衝能、水分活性、pHおよび単少糖含量

工場 A B C D

原料 米 イモ・麦 イモ 麦

緩衝能(mE/kg DM) 1041 a 1112 ab 1358 b 1288 ab

水分活性 0.94 b 0.95 b 0.88 a 0.94 b

pH 3.9 a 3.9 a 3.9 a 4.0 a

単少糖(% DM) 18.7 b 23.0 c 22.5 c 9.0 a

シュクロース(% DM) 0.6 a 3.3 c 1.9 b 0.2 a

グルコース(% DM) 1.7 b 3.0 c 1.5 b 0.2 a

キシロース(% DM) 1.7 a 3.5 b 3.6 b 1.2 a

アラビノース(% DM) 14.8 b 13.2 b 15.5 b 7.4 a

注：同項目において異符号間に有意差あり(p<0.05, Tukey). 服部ら(2010a)
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によって乳酸と酢酸に変換さ

れ、望ましくない有機酸組成と

なる可能性がある（表 6）（服

部ら 2010a）。これらのことか

ら、実際に発酵 TMR に焼酎粕

濃縮液を混合して、調製試験を

実施した（服部ら 2010b）。米、

麦およびイモ由来の濃縮液とイ

ネ WCS、オーツ乾草および濃厚

飼料類を混合して TMR を調製

した（表 7）。TMR 調製時の緩

衝能と VBN は濃縮液の混合に

より濃縮液を混合しない対照区

と比較して高まり、pH は濃縮液

の混合により低下した（表

7）。貯蔵期間中の品温の推移

をみると、対照区では詰め込

み直後から上昇し、貯蔵 4 日

目にピークに達した。一方、

濃縮液を混合した区の品温は

外気温より高く推移したもの

の、その上昇は緩やかでほぼ

一定で推移した（図 2）。発

酵品質についてみると対照区

と比較して米、麦濃縮液混合

区の pH は低く、乳酸含量は

高まる傾向があった。一方、

イモ濃縮液混合区では対照区と比較して乳酸含量が低く、C2＋C3 含量が高くなった。そ

の結果、Flieg's score は対照区より低くなった。乾物回収率は対照区と比較して、米、麦濃

縮液混合区は高い値を示し、イモ濃縮液混合区は低い値となった。以上の結果、米、麦濃

縮液を発酵 TMR の原料として用いた場合、発酵初期の発熱が抑制され、発酵品質は対照

対照区 米濃縮液区 麦濃縮液区 イモ濃縮液区

飼料イネWCS 16 16 16 16

オーツ乾草 16 16 16 16

トウモロコシ 24 23 23 23

ビートパルプ 8 8 8 8

大麦 12 12 12 12

大豆粕 22 4 4 4

炭酸ｶﾙｼｳﾑ 1 1 1 1

濃縮液 - 20 20 20

TDN2(%DM) 75.4 75.3 75.9 74.0

CP3(%DM) 18.3 18.3 16.5 13.1

WSC4(%DM) 9.5 8.7 8.1 13.9

緩衝能(mEq/DMkg） 226 336 300 382

ｐH 5.8 4.9 4.4 4.7

VBN(mg/100gFM) 9.4 75.3 78.7 25.2

表7.　発酵前TMRの組成（％DM)と緩衝能，pH，VBN1

1Volatile Basic Nitrogen. 2Total digestible nutrient（設計値）. 3Crude

protein(設計値）.  4Water soluble carbohydrate.      服部ら(2010b）

服部ら(2010b)
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図2． 貯蔵中における発酵TMRの品温と外気温の推移
米濃縮液区 麦濃縮液区 イモ濃縮液区 外気温対照区

処理  水分  VBN3 乾物回収率

(%) (mg/100
)

(%)

対照区 51.7 3.8 b4 4.37 b 1.15 b 0.23 a 51 a 72 a 良 94.1 b

麦濃縮液区 51.1 3.7 a 4.65 b 0.73 a 0.15 a 125 c 82 a 優 96.6 a

米濃縮液区 52.4 3.7 a 4.95 c 0.86 a 0.20 a 123 c 78 a 良 97.1 a

イモ濃縮液区 52.8 3.9 c 2.72 a 1.62 c 0.24 a 66 b 44 b 可 92.0 c

1酢酸＋プロピオン酸．2酪酸，カプロン酸，吉草酸の合計（異性体含む）.
3Volatile Basic Nitrogen. 4同列内で異符号間に有意差あり(p<0.05 Tukey法).

服部ら(2010b)

表8.発酵TMRの発酵品質と乾物回収率

 ｐH
Flieg's
score

評価
有機酸組成(%FM)

乳酸  C2+C31 C4-2
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区と同等か優れており、乾物回収率が高まることが明らかとなった。一方、イモ濃縮液の

混合は発酵初期の発熱は対照区より抑制されるものの、発酵品質が劣り、乾物回収率が低

下するなど他と異なる様相を示した（表 8）。イモ濃縮液は処理プラントの処理方式が数

種あり、その処理方式によって、濃縮液の性状、組成が異なることから、イモ濃縮液につ

いては今後詳細に検討する必要がある。 

６．乳牛への焼酎粕濃縮液給与 

鈴木ら（2010b）は泌乳牛において TMR 中に 20％混合されている大豆粕を米焼酎粕濃

縮液で置き換えた場合（TMR の TDN および CP 含量は同じ）、乾物摂取量、乳生産量お

よび乳成分は同じであるが、CP 消化率の低下と、血中および乳中尿素態窒素濃度の低下

を観察している。米焼酎粕濃縮液の結合性 CP（不消化の CP）含量は大豆粕に比べて高か

ったことから（CP あたりそれぞれ、4.5％および 1.3％）、米焼酎粕濃縮液は大豆粕並み

の CP 含量であるが、その消化性は大豆粕よりも低いことを報告している。田中ら（2010b）

はやはり米焼酎粕濃縮液を 20％含む TMR あるいは米焼酎粕濃縮液を含まない TMR を泌

乳牛に給与し、生産された牛乳のにおいに差はないことを報告している。 

 麦焼酎粕濃縮液については福岡県農業総合試験場で研究が行われており、麦焼酎粕濃縮

液を 0、10 および 20％含む TMR の発酵品質、および乾乳牛における嗜好性に差がみられ

ないことが示された（横山ら  2009）。また、TDN および CP 含量が同じで、麦焼酎粕

濃縮液を 0、10 および 20％含む TMR を泌乳牛に給与したところ、乾物摂取量、乳量およ

び乳成分に処理間差はみられなかったが、0 および 10％混合した場合に比べ、20％混合し

た場合、CP 消化率が低下が認められた（森永ら  2010）。また、このときの牛乳の官能

検査では、20％混合した場合のみ微発酵臭が認められた。田中ら（2010a）もやはり麦焼

酎粕濃縮液を TMR に 20％混合した場合、牛乳の風味に変化が認められる可能性を示して

いる。これらの結果から、麦焼酎粕濃縮液では CP 消化率および牛乳への風味の影響がネ

ックとなり、飼料への混合割合の上限は 10％とすべきであろう。 

イモ焼酎粕濃縮液について鈴木ら（2010a）は乾物比 20％含む発酵 TMR あるいは、これ

を含まないが TDN と CP 含量が等しい TMR を泌乳牛に給与している。その結果、乾物摂

取量および 4％脂肪補正乳量に差はみられず、CP 消化率も同程度であったが、イモ濃縮液

TMR を摂取した乳牛では尿量が約 2 倍に増えることを観察している。これはイモ焼酎粕

の高いカリウム含量によるもので、実際、イモ焼酎粕濃縮液を含む TMR のカリウム含量

は 2.37％と、日本飼養標準乳牛（農業・食品産業技術総合研究機構  2007）で示されてい

る上限値 3％を下回っていたが、イモ焼酎粕濃縮液を含まない TMR（1.50％）よりも高い

値であった。日本の自給粗飼料は一般的にカリウム含量が高いため、イモ焼酎粕濃縮液を

利用する場合は特に全体のカリウム含量に注意して飼料設計する必要がある。イモ焼酎粕

濃縮液が牛乳の風味への影響について、鈴木ら（2010c）はパネルテストおよび味センサ

ーによる検討を行い、給与飼料中の 20％までイモ焼酎粕濃縮液が混合されていても、これ

らに影響は認められないことを報告している。イモ焼酎粕については脱水ケーキの排出割

合が高い。九沖農研の分析結果では、濃縮液に比べて繊維および粗脂肪が高いが濃縮液で

問題となるカリウム含量が低いことが示されている。今後は脱水ケーキについても利用技

術の検討を行っていく予定である。 
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７．肉牛への焼酎粕濃縮液の給与 

 肉牛への焼酎粕原液や乾燥焼酎粕の給与事例はあるが、濃縮液の給与事例は報告されて

いない。イモ焼酎粕濃縮液は麦や米焼酎粕濃縮液と比較して CP 含量が低く、肥育牛への

多給が可能と考えられる。一方で、イモ焼酎粕濃縮液の TDN 含量は、肥育牛用の配合飼

料よりも低いため、イモ焼酎粕濃縮液を配合する場合は他の TDN 含量の高い飼料原料で

成分を調整する必要がある。特に自給飼料で調整する場合、食品残さでは豆腐粕や米ヌカ

など、飼料作物では飼料米（玄米）などが適している。神谷ら（2010b）はイモ焼酎粕濃縮

液を乾物ベースで 30％配合し、玄米、フスマ、乾燥豆腐粕等で調製した発酵 TMR を黒毛

和種肥育牛の仕上げ期 5 ヵ月間に乾物ベースで配合飼料の 60％程度（イモ焼酎粕濃縮液で

18％程度）代替給与しても飼養成績に問題なく、良好な枝肉成績が得られることを明らか

にしている（（有）錦江ファームで実施）。また、胸 長筋の脂肪酸組成や血液性状にも

問題は認められず、肥育牛用飼料として利用可能であることを示している（神谷ら 2010a）。

今後は黒毛和種肥育牛に対してイモ焼酎粕濃縮液など自給飼料で、肥育前後期を含めてど

の程度代替可能か明らかにしていく予定である。 

 

８．まとめ 

焼酎粕は資源量も豊富で、濃縮することで従来より格段に扱いやすい飼料資源となって

いる。しかし、廃棄物であることから、厳密な衛生管理や、エコフィード認証、あるいは

飼料登録などの法的な管理が一層重要である。さらに輸送方法やコストなども含めた利用

システムの構築が今後の課題である。 

焼酎粕濃縮液はウシ用飼料として栄養価が高く、濃厚飼料の一部を代替することができ

るが、その原料やウシの用途によって給与上限や給与上の注意点は異なる。すなわち、乳

牛において、米焼酎粕濃縮液は大豆粕並みの栄養価を持つが、タンパク質の消化性は低い

ことに注意が必要である。麦焼酎粕濃縮液はタンパク質消化性の低さに加え、牛乳への風

味の移行が認められる。イモ焼酎粕濃縮液はカリウム含量が高く、カリウム含量が給与上

のボトルネックとなる。肥育牛ではイモ焼酎粕濃縮液を配合飼料中 18％程度の代替実績が

あり、飼料原料としての利用が期待される。 

粕類は一般的に高栄養であるが、保存性、ハンドリングあるいは栄養上の特異性を持つ

場合が多い。本報告で示した焼酎粕濃縮液のように、その特徴を理解して発酵 TMR 原料

としての利用が進めば、生産費の抑制、飼料自給率や畜産物の安全性向上に寄与できるだ

けでなく、粕類の有効利用を通して、畜産業が地域産業に不可欠な存在になることにも貢

献できるであろう。 
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エコフィードの飼料特性とそれを活用した 

乳牛向け飼料設計 

畜産草地研究所 

家畜生理栄養研究領域 

永西 修 

 

１．はじめに 

 日本標準飼料成分表 2009 年版では新規掲載飼料の多くがヌカ類および製造粕類、植物性

油脂類および植物性蛋白質類で、農業資材審議会飼料分科会家畜栄養部会で承認された暫

定値あるいは暫定値に新たなデータを加えた飼料成分値や栄養価が記載されている（図

1）。この背景として、平成 13 年の食品リサイクル法（食品循環資源の再利用等の促進に

関する法律、平成 19 年には一部が改正）が施行され、食品を製造する際に発生する食品廃

棄物の抑制、減量化および再生利用の促進が求められ、エコフィードに対する取り組みが

推進されてきたためと考えられるが、近年ではとうもろこしの代替としてバイオエタノー

ル製造残渣であるジスチラーズグレインあるいはジスチラーズグレインソリュブルの飼料

利用も増加している。表 1 に新たに掲載された飼料一覧を示したが、このほかに改訂スケ

ジュールの関係で日本標準飼料成分表 2009 年版には掲載されていないが、小麦ジスチラー

ズグレインソリュブル（牛、豚、鶏）、小麦・とうもろこしジスチラーズグレインソリュ

ブル（豚）、エクストルーダー処理なたね油かす（牛）、加糖加熱処理なたね油かす（牛）、

ココナツミルクかす（牛）、食品副産物（豚：熱風間接型乾燥装置、粗蛋白質約 13％、粗

脂肪 7％）、ぶどう酒かす（豚：赤ぶどう酒粕乾燥）、糖蜜ジスチラーズグレイン（牛）

などの成分値や栄養価が暫定的に定められている。 

 エコフィードの特徴としては、1）産出量が少ないものや季節性があるものまでを含める

と多種多様であること、2）一般に蛋白質や脂肪が多く含まれ栄養価が高いものの、高水分  

のため保存が難しく変敗し易いこと、3）一定品質のものが安定供給され難く、品質がばら

つくことが挙げられる。また、エコ

フィードの発生後に乾燥、脱水、発

酵、サイレージ化などの処理を受け

ることで飼料特性が大きく変化する

ため、飼料として適正な給与を図る

ためには予めその飼料特性を把握

し、飼料設計を行う必要がある。そ

こで、本稿ではエコフィードの飼料

特性を紹介するとともに、乳牛飼養

標準に基づいた飼料設計について紹

介する。 

 

  図１．日本標準飼料成分表 2009 年度版の      

  新規飼料掲載数              
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表１．日本標準飼料成分表 2009 年版に新たに掲載された主な飼料（○：給与対象家畜） 

※動物性飼料の牛への給与は禁止されている。 

農林水産省：農業資材審議会飼料分科会栄養部会資料より作成 
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２．主なエコフィードの飼料特性 

（１）蛋白質源としてのエコフィード 

 １）ジスチラーズグレイン、ジスチラーズグレインソリュブル 

 トウモロコシなど粉砕発酵し、燃料用エタノールに転換した後の残余部分（ジスチラー

ズグレイン）である。これを乾燥したものを DDG（Dried distiller Grain）と呼び、水分を

蒸発させた後のシロップ状のものを DDG に添加したものがジスチラーズグレインソリュ

ブルである（図 2）。DDGS は工場、原料および製造方法により飼料成分、栄養価および

利用性にバラツキがあることが知られているが、一般的にはとうもろこしに比べ蛋白質含

量、粗脂肪含量および栄養価（TDN）が高く（表 2）、さらにリン、メチオニン、リジン

含量も高い。ウイスキー醸造に比べ燃料用アルコールの製造工程で産出する DDGS の粗蛋

白質含量は全体的に高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

          図２．とうもろこし DDGS の製造工程 

 

          表２ 醸造副産物の成分および栄養価 

                   日本標準飼料成分表 2009 年度版より作成 

 

 また、ルーメン内での乾物や粗蛋白質の有効分解率（詳細は４．に記載）であるが、中

性デタージェント繊維含量と関係があることが報告されており（梶川 2009）、報告値から

乾物および粗蛋白質の有効分解率を計算してみると、乾物が 43.4～54.4％、粗蛋白質が
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35.2-53.6％の範囲にあり、比較的高い蛋白質のバイパス率を示し、中性デタージェント繊

維含量の高いもので有効分解率が低い傾向にある（図 3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図３．ジスチラーズグレインソリュブルの中性デタージェント 

    繊維含量と有効分解率の関係 梶川(2010)の報告より作成 

 

 ２）ビール粕 

 飼料向けのビール粕としては、新鮮（生）ビール粕、脱水ビール粕、乾燥ビール粕で、

日本標準飼料成分表 2009 年版では新鮮ビール粕の水分含量は約 72％、乾物当たりの粗蛋

白質含量は 24.8％、粗脂肪含量は 10.1％である。また、麦芽や副原料の使用割合により発

泡酒や第３のビールなどが登場しており、発泡酒粕はビール粕に比べ糖類が多く含まれる

ものの粗蛋白質含量や酸性デタージェント繊維含量に違いはなく、製造ロットによる変動

の方が大きいと指摘されている（西野ら 2003）。 

 

 ３）豆乳粕・豆腐粕 

 豆乳粕や豆腐粕の飼料成分は原材料や製造法により大きく異なることが知られている。

乾燥豆乳粕（写真 1）の外観は豆腐粕とほぼ同じであるが、豆乳粕は大豆を浸漬・摩砕し

た後に分離する際の副産物であるのに対し、豆腐粕は大豆蛋白質を凝固し易くするために

生呉を加熱する工程が入る（図 4）。日本標準飼料成分表 2009 年版には、脱脂大豆を原料

とした豆腐粕や豆乳粕の飼料成分が記載されているが、粗蛋白質含量は豆乳粕が豆腐粕よ

り全体的に高く、粗脂肪含量は豆腐粕が約 12％、豆乳粕が約 14％で同程度であるのに対し、

脱脂大豆を原料として用いた場合には粗脂肪含量は順に 0.6％、0.4％と大幅に少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

   

写真１． 豆乳粕         図４．豆乳および豆腐の製造工程 

88



 ４）茶系飲料粕 

 主な茶系飲料粕としては、緑茶粕、烏龍茶粕、麦茶粕があり、緑茶は摘採した生茶葉を

蒸気や釜で加熱処理し、柔揉、乾燥したものであるのに対し、烏龍茶は萎凋処理や発酵処

理を行った半発酵茶である。また、麦茶は焙煎した大麦を熱水で抽出したものである。 

茶系飲料残さの飼料成分と栄養価を表 3 に示した。粗蛋白質含量は緑茶粕が 32％＞烏龍

茶粕23％＞麦茶粕13％で、粗蛋白質の第一胃内有効分解率は緑茶粕が72％、烏龍茶粕49％、

麦茶粕 66％である。一方、下部消化管での粗蛋白質の消化率は緑茶粕 88％、烏龍茶粕 53％

で、同じ生茶葉を原料にしているものの発酵を伴った烏龍茶の粗蛋白質の消化率が低い。

これは烏龍茶粕に蛋白質の消化率に影響する酸性デタージェント不溶性蛋白質（ADIP）が

多く含まれるためと考えられる。一方、ヤギを用いて測定した麦茶粕の粗蛋白質消化率は

約 33％で、大麦の 72％（日本標準飼料成分表 2009 年版）に比べ大幅に低いが、これは麦

茶の製造工程の焙煎処理により蛋白質がメイラード反応や変性を受け消化率が低下したも

のと考えられる。   
 

        表３． 茶系飲料の飼料成分および栄養価      

 

（２）エネルギー源としてのエコフィード 

 ５）無洗米ヌカ 

 玄米のとう精時には（生）米ヌカが副産物として産生する。しかし、生米ヌカは高温・

高湿条件下でリパーゼの作用により脂質が加水分解し、劣化する可能性があるため、保存

性に留意する必要がある。そのため、一般に米ヌカ油を搾取した脱脂米ヌカが飼料として

流通している。近年、洗米しないで炊飯できる無洗米が外食産業のほか、一般家庭でも普

及している。従来のとう精方法では玄米のヌカ層のほとんどは除去されるものの、残留す

るヌカの脂質が保存中に酸化し食味が低下する問題があった。精白米表面のヌカをさらに

除去することで脂質の酸化がなく、洗米の必要がなく炊飯できるようにしたものが無洗米

で、その工程で産出するのが無洗米ヌカである（日本標準飼料成分表 2009 年版では加熱は

く離米ヌカと記載）。無洗米ヌカは玄米表面をさらに削るため一般の生米ヌカに比べ白っ

ぽい色調を示し（写真 2 右）、粗蛋白質、粗脂肪およびデンプンを多く含有し、TDN95.4％、

89



可消化エネルギー17.72MJ/kg、代謝エネルギー15.34MJ/kgJ/kg の高エネルギー飼料である

（表 4）。 

 

 

 

 

 

 

 

          写真 2. 生米ヌカ（左）と無洗米ヌカ（右） 

 

            表４．ヌカの飼料成分と栄養価 

 

３．物理化学的特性 

 飼料の物理的特性の評価法としては、家畜での咀しゃく行動やルーメン内容液 pH など

の測定、生産物である乳脂率などの測定が行われている。しかし、これらの評価法では実

際に家畜を用いるため絶対値は得られるものの、測定に労力や手間がかかることから多点

数の飼料についての物理的効

果の測定には適していない。

そのため、物理化学的パラメ

ータ（比重、保水力、浸透圧、

緩衝能など）に基づいた簡易

な評価法が提案されている

（図 5）。例えばニンジンジ

ュース粕の中性デタージェン

ト繊維含量はチモシー乾草の  

    図５．飼料の物理化学的特性評価の内容    約半分であるが、逆に繊維内に
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水を蓄える保水力は約 2.5 倍と高く、第一胃内微生物の分解・発酵作用を受け易いと考え

られる。また、酸（pH の変化）に対する拮抗力を示す緩衝能は穀類などでは低いが、醤

油粕やブドウ酒粕などでは高いことが明らかになっている（永西 2004b）。緩衝能が高い

と pH 低下に対する拮抗力が強く、サイレージの調製過程での pH の低下が緩慢となる。

一方、飼料の物理的有効性の指標として飼料の粒度と中性デタージェント繊維含量を一体

化した physically effective NDF（peNDF）が考案されている。粗飼料や飼料の peNDF

含量の 適な測定法はまだ明らかになっていないが、実験的な方法として Mertens（1997）

は飼料をふるい分けし、1.18mm のふるい上の残った飼料の乾物重比率に中性デタージェ

ント繊維含量を乗じたものを peNDF としている。また、Lammers ら（1996）は日常的

に農場で用いることができるペンシルバニア州立大学パーティクルセパレーター（PSPS）

を考案している。咀しゃくやルーメン内の pH の推定に有効な peNDF の測定（推定）シ

ステムについてはまだ検討すべきことが残されてはいるが、飼料摂取量、消化率、産乳性、

乳成分に対する peNDF の影響について解明が進められているところである。一般にエコ

フィード由来の繊維は消化速度が速くかつ粒度が小さいため、物理的な効果は一般の粗飼

料由来の繊維の 1/2～1/3 であると考えられている。 

 

４．乳牛へのエコフィードの給与 

乳牛への飼料設計で重要なパラメーターは乾物摂取量、エネルギー摂取量、粗蛋白質摂

取量、飼料の粗蛋白質、粗脂肪、中性デタージェント繊維、カルシウムおよびリン含量な

どである。中でもエネルギーとタンパク質要求量を適正に供給させるかがポイントになる

が、ここでは蛋白質給与について記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       図６．乳牛での蛋白質給与の考え方 

 

乳牛へのタンパク質給与システムとして、日本飼養標準乳牛 2006 年版では有効分解性蛋

白質（ECPD）給与が記載されている。飼料の蛋白質はルーメンで分解する分解性蛋白質
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と分解しない非分解性蛋白質に分けることができる（図 6）。しかし、ルーメン内での蛋

白質の分解率は飼料の種類や飼料の摂取量（通過速度）により異なることから、飼料側と

動物側の要因を考慮した蛋白質分解率が有効分解性蛋白質である（図 7）。すなわち、飼

料の分解性蛋白質と非分解蛋白質の割合は、図 7 に示すように飼料に起因するルーメン内

分解率と分解速度の違いのほか、採食レベルに基づくルーメン内通過速度によっても影響

を受ける。例えば、維持レベルの給与に比べて飼料摂取量が多いとルーメン内の通過速度

は速くなり、非分解性蛋白質の割合が増加する。ルーメン微生物の粗蛋白要求量とルーメ

ンに供給される分解可能な粗蛋白質量を一致させることが重要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       図７．飼料蛋白質の第一胃内分解率に及ぼす要因 

 

飼料の蛋白質はルーメン内で速やかに溶解する溶解性蛋白質、ゆっくりと分解する分解

性蛋白質、ルーメン内では分解しない非分解性蛋白質に分画することができる。飼料の有

効分解性蛋白質含量はナイロンバック法を用いて求めることが多い。すなわち飼料をルー

メン内に投入し、各投入時間（例えば第一胃内へ投入後、0、3、6、12、24、48 および 72

時間）の飼料の蛋白質分解率をそれぞれ求め、以下の式を用いて計算する。 

各時間での蛋白質の分解率（％）＝a +b×（1－e-kdt）  

a、b、kd はパラメーターで、a はルーメン内で速やかに消失する区分（％）、b はルー

メン内で分解する区分（％）、kd（％/時間）は b 区分の消化速度を意味し、t は投入後時

間（時間）である。ルーメン内への投入時間（時間）と各時間での蛋白質分解率を上記の

式に代入し、SAS などのソフトを用い a、b、kd を求める。さらに、有効分解率は以下の

式に a、b、kd を代入し計算するが（図 8）、飼料の通過速度 kp（％/時間）は、日本飼養

標準乳牛 2006 年版では国内外の文献値から、 

kp（％/時間）=0.1649×乾物摂取量（kg/日）+1.071 の式が記載されている。例えば、乳

牛の乾物摂取量が 8kg、16kg、24kg の場合の kp（％/時間）は順に 2.39、3.71、5.03 と計算

できる。また、kp の単位が（ /時間）の場合は 0.0239、0.0371、0.0503 と表記する。 
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        図８．飼料蛋白質の有効分解率の求め方 

 

乳牛が必要とする有効分解性蛋白質の適正含有率は、有効分解性蛋白質（乾物中%）

＝0.131×TDN（乾物中%）＋0.00106×乳量（kg/日）＋0.577 として求める。例えば、

飼料の TDN が 70％で、乳量が 30kg/日の乳牛には、0.131×70＋0.00106×30＋0.577、す

なわち飼料中の有効分解性蛋白質％が 9.77％になるように飼料設計を行なう。エコフィ

ードの有効分解性蛋白質（％）は、エコフィードの種類に加えて加工・調製法によって

も異なることから、乳牛へ蛋白質給与を適正に行うためには有効分解性蛋白質（％）の

把握が重要な課題と考えられる。 

 また、エコフィードは粗脂肪含量が高いものが多いものの、乳牛飼料の粗脂肪含量の

上限は 5～6％であるため、飼料中への混合割合について留意する必要がある。   

一方、エコフィードの繊維は脆弱な物理性であるため、NRC2001 年版では粗飼料以外

の飼料での中性デタージェント繊維の物理的効果を粗飼料の 1/2 としています。つまり、

飼料の中性デタージェント繊維含量の推奨値を 25～28％に設定するとともに、粗飼料由

来の中性デタージェント繊維含量を 19％とし、粗飼料由来の中性デタージェント繊維含

量が 1 ポイント減少するごとに、飼料の中性デタージェント繊維含量を 2 ポイント増加

することになる。一方、エコフィードが多く使われるわが国の乳牛の飼養形態に基づき

中性デタージェント繊維含量の給与指標は 35％となっている。なお、乳牛の飼料設計で

は、エネルギー、タンパク質、繊維、脂肪など多くの要因を考慮し、飼料を組み合わせ

る必要があり、エコフィードは飼料成分や栄養価の変動や偏りが大きいため、その混合

割合は 大でも 1 割程度とすることが望ましいと考えられる。 

 

５．おわりに 

 エコフィードの飼料化推進は乳牛農家にとっては飼料コスト低減、食品製造業者にとっ

ては廃棄物の低減や資源のリサイクルの観点から重要な課題である。しかし、エコフィー

ドの飼料成分は変動し易くかつ偏りがあることから、いくつかのエコフィードを組み合わ

せて飼料成分のバランスを整えることが重要である。また、近年、TMR センターが各地に

建設され、飼料供給基地として重要な役割を果たしている。特に精密な栄養管理が求めら

れる生産性の高い乳牛では、有効分解性蛋白質や繊維の物理性といった従来よりもさらに

細かな飼料設計が必要となっている。そのため、TMR 製造時にこれらの測定項目を予め把

握し、飼料設計に反映させていくかが今後の課題である。 
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