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＜語句の解説＞ 

本テキストにおいては、 
１．ホールクロップサイレージとして利用する稲を飼料イネ、ＷＣＳ用イネ、稲発酵粗飼

料として表現する。 
２．稲を籾米、玄米として利用する場合を飼料用米、飼料米とする。 
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飼料用稲専用品種の特性と育種の現状 

 作物研究所 

低コスト稲育種研究チーム 

加藤 浩 

 

１．はじめに 

日本の米の消費量は 2007 年を除き一貫して減少を続けており、加工用新規需要米等を含む

水稲作付面積は 162 万 ha（2009 年）で、このうち食用の稲品種を生産する水田の作付面積は

159 万 ha である。2008 年度に比べ食用の稲品種の作付面積は僅かに減少しているが水稲の作

付面積は前年度とほぼ同じである。長期的には、1960 年代には 300 万 ha 以上であった水稲

の作付面積は現在約半分に減少しており、全国で約 100 万 ha の生産調整水田が存在する。ま

た耕作放棄地も急速に拡大し、38 万 ha（2005 年）である。一方で、トウモロコシや牧草等

の飼料は、国内の肉・卵・牛乳などの畜産物の消費の伸びにより長期的に需要が増大してい

る。日本では家畜に与える飼料の大部分を輸入に頼り、畜産業全体では飼料自給率が 25％

（2007 年）である。家畜に与える飼料は栄養価の高い濃厚飼料と低い粗飼料に分けられる、

粗飼料の自給率は 78％で、濃厚飼料の自給率はさらに低く 10％である。濃厚飼料はアメリカ

のトウモロコシを中心に 2007 年には約 1400 万トン輸入されている。これは日本の年間の米

の生産量の 800 万トンに比べれば莫大な量であることが理解できる。この背景には、日本人

の所得が向上し、穀物中心の食生活から肉・乳製品を中心とした食生活に変化してきたこと

がある。 

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

近年の経済的な発展が著しい。これらの国では所得の向上により、近年一人当たりの米の消

費量が一様に減少している。韓国ではすでに米の生産が過剰である。中国でも飼料の大量の

輸入が始まっているが、近い将来、急激な所得の向上と肉製品に対する嗜好性により輸入量

が増大することが予想される。アメリカのバイオエタノール振興政策による飼料価格の高騰

とその後の安定化は記憶に新しいが、一時的でない飼料供給の逼迫も予想されるので、日本

の畜産業の安定化を図るため、日本の国内産の飼料の自給率をできるだけ向上させておく必

要がある。 

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

ば良いのであるが、トウモロコシ等の飼料作物は畑作物である場合が多く、夏に降水量が多

く水分の多い日本の湿田での栽培に適さないことも多い。これらの飼料作物を水田転作作物

として栽培するのには限界がある。この点でイネは本来湿地の作物であり、低湿地での栽培

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

使用するので水田の機能の維持が容易であり、稲発酵粗飼料用の収穫機械以外は使用する機

械もほぼ同じであるので、世界的な食料供給が逼迫した状況になれば、容易に食用の稲品種

の栽培への切り替えが可能である。近年は、こぼれ種子を枯らす除草剤もあり、飼料用イネ

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

も、食味や玄米品質は劣るが緊急時の人間の食用とすることは可能であり、水田の機能を維

持しながら需要の高い飼料を生産する飼料用のイネの生産は、食料安全保障の面からも大き
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な意味を持つ。 

 

２．稲発酵粗飼料・飼料米向け多収専用品種の特徴と改良の目標 

飼料用として用いられるイネは飼料米と稲発酵粗飼料向け品種に分けられる。飼料米とし

て用いられるイネの品種は、玄米や籾が多収であり、牛、豚、鶏の濃厚飼料として用いられ

る。これらの品種で も重要なことは、玄米の収量が高いことである。稲発酵粗飼料として

用いられる品種は、イネの茎葉と穂の地上部全体を黄熟期（登熟の 10 日から 20 日前）に専

用のロールベーラを用いて収穫し、ラップして発酵させて牛の粗飼料として用いる。これら

の品種で も重要なのは、牛に給与して消化される養分の総量である可消化養分総量（Total 

digestible nutrients, TDN）が高いことが も重要である。 

飼料米向けの品種は、籾の収量が高いので茎葉を含む全重も大きく稲発酵粗飼料として利

用することができる。稲発酵粗飼料・飼料米向け多収専用品種では、食用の稲品種とは異な

り良食味性や玄米品質は重視されない。また、稲発酵粗飼料・飼料米向け多収専用品種の

も重要な特性は、家畜に給与する玄米、籾または全重の収量が高いことであるが、多収専用

品種の栽培では高い玄米または全重収量を達成するため多肥栽培が一般的と考えられ、大量

の窒素投入に耐える高度の耐倒伏性が重要である。耐倒伏性の強化は、直播栽培による生産

コスト低減でも重要な特性となる。さらに、多肥栽培により玄米の蛋白質含量を高めること

も可能である。草型の改良や登熟期間の長期化等によりさらに玄米または全重収量の向上を

図っていく必要がある。また、農薬コストを削減するため、広範囲な耐病虫性の付与も食用

の稲品種以上に重要である。 

 

３．育成された稲発酵粗飼料・飼料米向け多収専用品種の特性 

表１に、全国どこでも種子の入手が可能な稲発酵粗飼料・飼料米向け多収専用の 23 品種の

特性を示した。茨城県で普通期栽培を行った場合の出穂時期をもとに、早生から晩生になる

ように上から下に品種を並べている。表２には、表１の品種から飼料米向けの品種を抜き出

し育成地での玄米収量を示した。表３には、表１の品種から稲発酵粗飼料向けの品種を抜き

出し、同じく育成地での TDN 収量を示した。 

（１） 稲発酵粗飼料・飼料米向け多収専用品種の耐倒伏性 

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

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

あおば」を除き“やや強”以上の品種が多い。食用の稲品種の場合、窒素施肥量は、地域や

場所により異なるが、全国的には平均で 10a あたり窒素成分７～８kg 程度である。「コシヒ

カリ」の場合はこの程度の施肥量で倒伏が起こるが、稲発酵粗飼料・飼料米向けの多収専用

品種では、強い耐倒伏性を持つので、「コシヒカリ」の 1.5 倍から 2 倍程度の施肥量でも倒伏

しにくい茎の太い強稈性の品種が選抜されている。ただし、栽培にあたっては中干しは確実

に行い倒伏を防止する必要がある。また、緩効性肥料を使わず分施肥にする場合は、食用の

稲品種では通常行わない実肥でも問題はない。 

（２） 稲発酵粗飼料・飼料米向け多収専用品種の草型 

これまで育成されてきた飼料米向け品種（表２に抜き出した品種）には、特徴的な草型が

ある。草型は穂数と穂重の割合を示すもので、面積当たりの穂の数が増えたことにより多収
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になる穂数型と、穂の数は増えないが、籾が密に着く、一つ一つの籾が大きくなる、穂が長

くなることによる穂重型がある。飼料米向け品種では“やや穂重型”～“極穂重型”であり、

食用の稲品種に比べて単位面積当たりの穂数が増えるのではなく、穂の重量が増えることで

穂が重くなり収量が増える“穂重型”が多い。穂重型のうち籾が大きくなる型は、栽培上注

意が必要である。表１の玄米千粒重でみると、「コシヒカリ」「日本晴」では 20ｇ程度である

が 35g のものもあり、1 粒の重さが２倍近い品種もある。このような品種では、発芽苗立ち

数を確保するため苗箱への播種では、播種種子の重量を増やす必要がある。 

稲発酵粗飼料向けの品種（表３に抜き出した品種）では、穂重型とは限らず穂数型も含ま

れる。特に、表２に無く表３にのみ記載されている稲発酵粗飼料専用品種の「たちすがた」

「まきみずほ」「ミナミユタカ」「ニシアオバ」「ルリアオバ」「はまさり」「リーフスター」「タ

チアオバ」は、穂重に対して茎葉の割合が高く、玄米収量は低いが、全重が大きくなるタイ

プである。これらの品種は、玄米収量が低いので飼料米としては不適である。 

 

表１　稲発酵粗飼料・飼料米向け品種の諸特性

縞葉枯 障害型 玄米千 粒重比

真性抵抗性 圃場抵抗性 病耐病性 耐冷性 粒重ｇ (％)

きたあおば やや弱 不明 難 + 弱 不明 やや強 やや円 下上 穂重型 21.7 105 有

みなゆたか 強 やや難 難 Pii やや強 不明 極強 中 中上 穂重型 22.1 107 有

べこごのみ 強 易 難 Pib,Pik 強 罹病性 やや弱 中 下上 穂重型 22.0 107 有

ふくひびき 強 やや易 難 Pia,Pib やや強 罹病性 やや弱 やや円 中中 穂重型 23.2 113 有

べこあおば 強 やや易 難 Pita-2 or Pita やや弱 罹病性 弱 やや細長 下上 穂重型 30.6 149 有

夢あおば 極強 中 難 Pita-2,Pib 不明 抵抗性 やや弱 中 下上 穂重型 26.5 129 有

クサユタカ 強 やや易 難 Pia,Pik 中 罹病性 弱 やや細長 下下 穂重型 35.0 170 有

タカナリ 極強 極難 やや難 不明 弱 抵抗性 弱 やや細長 下上 極穂重型 21.0 102 有

ホシアオバ やや強 やや易 やや難 Pita-2,Pib 不明 抵抗性 不明 やや細長 下上 極穂重型 29.4 143 有

北陸193号 極強 やや難 やや難 不明 不明 抵抗性 中 やや細長 中下 極穂重型 22.9 111 有

たちすがた 強 難 難 Pib 不明 抵抗性 中 やや細長 中上 穂重型 25.1 122 有

まきみずほ やや強 中 難 不明 不明 抵抗性 不明 中 下上 極穂重型 36.5 177 有

モミロマン 極強 やや易 難 不明 不明 罹病性 中 やや細長 下中 極穂重型 24.1 117 有

ミズホチカラ 極強 やや易 難 不明 不明 罹病性 不明 中 下上 穂重型 23.0 112 有

モグモグあおば 強 やや易 難 不明 不明 抵抗性 不明 やや細長 下上 極穂重型 31.1 151 有

ミナミユタカ 強 易 難 不明 不明 抵抗性 不明 極長 中下 穂重型 17.2 83 有

ニシアオバ 中 易 難 Pia,Pikm 中 罹病性 不明 やや細長 下上 穂重型 29.3 142 有

クサホナミ 強 やや易 難 Pia,Pii,Pik+α 不明 抵抗性 不明 やや円 下上 極穂重型 21.7 105 無

クサノホシ やや強 難 難 Pita-2,Pib 不明 抵抗性 不明 やや円 下上 極穂重型 24.3 118 有

ルリアオバ 弱 不明 難 不明 不明 抵抗性 不明 長 不明        やや穂数型 不明 不明 有

はまさり 強 難 難 Pia,Pish やや強 抵抗性 不明 やや細長 中中        やや穂数型 18.4 89 無

リーフスター 強 やや易 難 不明 不明 罹病性 不明 やや細長 中中 穂重型 20.3 99 無

タチアオバ 極強 中 難 Pia,Pii 中 抵抗性 不明 中 下中 穂重型 22.2 108 有

食用の稲品種　（比較）

日本晴 やや強 難 難 Pia 中 罹病性 極弱 中 上下        やや穂数型 20.4 99 有

コシヒカリ 極弱 極難 難 　＋ 弱 罹病性 強 中 中上 中間型 20.6 100 有

毛茸
葉いもち

品種名 耐倒伏性 穂発芽性 脱粒性 玄米の形 玄米品質 草型

 

 

（３） 稲発酵粗飼料・飼料米向け多収専用品種のいもち病抵抗性 

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

は新潟県で使われているマルチライン品種を除けば、現状では Pii,Pia に限定されるとみな

すことができる。日本で一般的に存在するいもち病菌は、これら Pii と Pia に対しては罹病

性であり、日本の食用の稲品種は、条件が整えばいもち病にかかる。一方、稲発酵粗飼料・

飼料米向け多収専用品種のいもち病真性抵抗性については、食用の稲品種が持つ Pii,Pia 以

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

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

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

長期にわたって栽培されると、いもち病菌が変異し、稲発酵粗飼料・飼料米品種の持つ真性
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抵抗性を打ち破ることが起こる。これを親和性菌の出現（抵抗性のブレークダウン）と呼ぶ。

親和性菌が出現すると、圃場抵抗性が強いことが重要であるが、稲発酵粗飼料・飼料米向け

多収専用品種のいもち病圃場抵抗性は、食用の稲品種より強いとは限らない。さらに、真性

抵抗性があるため圃場抵抗性がマスクされて評価できず不明であるものも多いが、このよう

な品種は親和性菌が出現すると、育種過程での圃場抵抗性が無選抜であったため、弱い場合

が多く注意が必要である。いずれ親和性菌が出現したら、稲発酵粗飼料・飼料米向け品種で

も、罹病性の食用の稲品種と同様の薬剤防除を行う必要がある。 

（４）稲発酵粗飼料・飼料米向け多収専用品種の耐冷性、脱粒性、縞葉枯抵抗性 

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

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

は、“やや難”か“難”であり食用の稲品種と大差はないので、稲発酵粗飼料・飼料米だから

といって、こぼれ種子が増えることはないが、脱粒性が“やや難”の品種の場合には、刈り

遅れると脱粒しやすくなるので、立毛乾燥を目指す場合は脱粒による収量の損失が多くなら

ないように注意する。縞葉枯病については、稲発酵粗飼料・飼料米品種の多くが部分的にイ

ンド型の親を持つ場合が多いので、インド型由来の抵抗性を持つ品種が多い。 

（５）稲発酵粗飼料・飼料米向け多収専用品種の玄米品質 

稲発酵粗飼料・飼料米向け多収専用品種の玄米品質は食用の稲品種に比べて劣る品種が多

い。作物研で飼料米として育成した「モミロマン」では、ほとんど全ての玄米で腹白、心白、

乳白が見られる。家畜の飼料として用いる場合は品質が低いことは問題にならず、むしろ玄

米品質の低さを食用の稲品種との識別に利用することが可能である。稲発酵粗飼料・飼料米

向け多収専用品種は、品質以外でも長粒性、大粒性などにより、食用の稲品種との識別が可

能である。 

 

４．地域別推奨品種 

（１）各地域に適した品種の選定 

図１に、全国どこでも種子の入手が可能な稲発酵粗飼料・飼料米向け多収専用品種の大ま

かな栽培適地を示した。表２は、飼料米向け多収専用品種の出穂日、成熟期、稈長、玄米収

量を示している。数値は、各品種の育成地での成績を並べたものである。表３は、稲発酵粗

飼料向け品種の育成地での出穂日、成熟期、稈長、玄米収量、TDN 収量を示している。表の

先頭にある北海道の「きたあおば」は（独）農業・食品産業技術総合研究機構北海道農業研

究センターで育成され、同センターの圃場で行った数年間の栽培試験の結果が平均値で示さ

れている。カッコで示した比較品種（「きたあおば」の場合は「きらら 397」）以外とは、厳

密な比較はできないが、品種の傾向は見ることができる。稲の出穂日は、北海道や東北向け

の品種は７月下旬から８月上旬の時期に集中している。この地域ではこの時期に出穂しない

と、秋の低温が早く来るので十分に成熟することができない。関東から九州向けに育成され

た品種は、９月初旬までの幅がある。北海道の品種を東北以南で栽培すると極端な早生とな

り、十分に生育せず収量は極めて低い。東北の品種は、関東以南で栽培すると早生になるの

で利用できる場合もある。ただし、その地域の他の食用の稲品種より極端に早生になると、

地域一帯からスズメが集まってきて集中的に被害を受けることがあるので注意を要する。 
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みなゆたか

タカナリ, ホシアオバ, 北陸193号,
たちすがた, モミロマン, クサホナミ,
クサノホシ, はまさり, リーフスター

まきみずほ, ミズホチカラ, モグモグあおば,
ミナミユタカ,  ニシアオバ, ルリアオバ, タチアオバ

べこごのみ, ふくひびき,

べこあおば, 夢あおば ,

クサユタカ

きたあおば

 
図１ 稲発酵粗飼料・飼料米向け多収専用品種の栽培適地 

 

成熟期は８割から９割の籾が黄化した日のことで、収穫の適期を示している。出穂日から

成熟日まで期間は登熟期間と呼ばれ、食用稲品種の「日本晴」や「ニシホマレ」では約 40

日であるが、専用品種の「モミロマン」や「ミズホチカラ」では 60 日程度と長い特徴を持つ。

稈長は、地表面から穂首の部分までの長さで、食用の稲品種より高めの品種もあるがそれほ

ど大きは違わない。これは、多収を達成するために育種的に稈を長くする（稲を大きくする）

と、稈を太くして強化しても倒伏を防ぐことができないためである。 

収量は、粗玄米収重と精玄米重で示しているが、精玄米重は砕けた屑米や未熟米を篩（ふ

るい）で除いたのもで、人の食用とする場合はこれを玄米収量とみなしている。飼料米の場

合は、砕け米や未熟米も利用可能であるので、粗玄米重を玄米収量とみなすことができる。

表には、参考として精玄米重も示している。家畜の飼料として用いる場合は粗玄米重がより

重要であるが、食用の稲品種では粗玄米重と精玄米重の差は通常は 5％以下と小さい。しか

し、飼料米向け多収専用品種の「きたあおば」、「モミロマン」、「ミズホチカラ」ではその差

が大きく、屑米歩合が 10％程度と高いので、確実な利用を心がける必要がある（図２）。屑

米が多いのは、玄米品質が低いため砕け米が生じやすいことによると考えられる。 

飼料米向け多収専用品種の選定に当たっては、各地で小区画の収量試験を実施する必要が

あるが、多収を目指すため食用稲品種に比べて 1.5～2 倍程度の多肥栽培を行う必要がある。

また、品種の早晩性に注意し、十分に登熟する品種を選定することが重要である。表１では、

一般的な栽培を行ったときに早生から晩生になるように上から下に品種を並べている。適す

る熟期の品種を選定するには大きな面積に栽培する前に、品種をいくつか選んで予備的に供

試し、地域ごとの耐病虫性・耐冷性も含めた総合的な適応性や収量性を調査する。各県の農
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業試験場、普及センター等で専用品種の過去の栽培試験データがある場合にはできるだけ活

用し、選定の参考とする。 

 

表２　飼料米向け多収米品種の育成地での移植栽培による玄米収量

品種名 育成地所在地 出穂期 成熟期 稈長 粗玄米重 粗玄米重 精玄米重 精玄米重

比較品種 (月．日） (月．日） （cm） (kg/10a) 比率（%） (kg/10a) 比率（%）

きたあおば 北海道 8.01 9.27 79 825 126 727 122

(きらら397） 札幌市 8.01 9.20 69 653 100 595 100

みなゆたか 青森県 8.06 9.26 78 663 111 612 111

（むつほまれ） 十和田市 8.06 9.23 73 598 100 553 100

べこごのみ 秋田県 7.25 8.31 79 713 106 686 105

(アキヒカリ) 大仙市 7.29 9.01 75 670 100 652 100

べこあおば 秋田県 8.07 9.24 70 753 107 732 106

ふくひびき 大仙市 8.04 9.12 72 703 100 689 100

夢あおば 新潟県 7.29 9.10 86 725 96 722 98

ふくひびき 上越市 7.27 9.07 78 753 100 739 100

クサユタカ 新潟県 8.05 9.26 87 735 116 729 116

（キヌヒカリ) 上越市 8.06 9.21 85 633 100 628 100

タカナリ 茨城県 8.13 10.01 74 751 122 732 122

ハバタキ つくばみらい市 8.09 9.26 80 616 100 598 100

ホシアオバ 広島県 8.14 10.02 90 - - 694 129

（日本晴） 福山市 8.15 9.26 87 - - 538 100

北陸193号 新潟県 8.16 10.04 80 780 118 767 117

（日本晴） 上越市 8.15 9.27 83 663 100 657 100

モミロマン 茨城県 8.15 10.09 89 823 138 765 132

(日本晴) つくばみらい市 8.17 9.27 90 596 100 581 100

ミズホチカラ 福岡県 9.02 10.31 76 725 120 669 117

(ニシホマレ) 筑後市 9.03 10.22 91 606 100 571 100

モグモグあおば 福岡県 9.05 未達 101 724 134 - -

(ニシホマレ) 筑後市 9.06 10.14 96 542 100 - -

クサホナミ 茨城県 8.24 10.16 93 727 92 699 94

タカナリ つくばみらい市 8.08 9.26 73 787 100 742 100

クサノホシ 広島県 8.28 10.17 93 - - 670 119

クサホナミ 福山市 8.31 10.18 87 - - 565 100

新品種決定に関する参考成績書による。

（）内は食用の稲品種の比較品種。粗玄米重比率と精玄米重比率は、比較品種を100とした。  

 

図２．日本晴（左）、タカナリ（中央）、モミロマン（右）の玄米（上段）と籾（下段） 

「モミロマン」の玄米は腹白、心白、乳白が極端に多く、識別性が高いが砕けやすい。 
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表３　稲発酵粗飼料向け品種の育成地での移植栽培による成績

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

（比較品種） 育成地所在地 乾物全重 風乾全重

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

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

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

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

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

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

クサホナミ 福山市 8.24 10.13 96 1.50 1.86 0.61 58.3 0.88 100
北陸193号 新潟県 8.19 - 84 1.71 - - 65.0 1.12 115
ホシアオバ 上越市 8.10 - 87 1.44 - - 65.0 0.98 100
たちすがた 茨城県 8.11 10.05 109 2.02 2.19 0.60 59.6 1.20 118
(日本晴) つくばみらい市 8.16 9.27 90 1.75 1.85 0.56 58.0 1.01 100
まきみずほ 福岡県 8.04 9.26 103 1.75 - - 56.6 0.99 115
(日本晴) 筑後市 8.07 9.17 83 1.39 - - 58.2 0.86 100
モミロマン 茨城県 8.15 10.09 89 1.80 2.12 0.82 61.0 1.10 108
(日本晴) つくばみらい市 8.17 9.27 90 1.76 1.87 0.60 57.9 1.02 100

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

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

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

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

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

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

（クサホナミ 福山市 8.24 10.13 96 1.50 1.86 0.61 58.3 0.88 100

ルリアオバ 福岡県 8.05 - - 2.28*6 - - 46.5*7 1.06 110

タチアオバ 筑後市 8.12 - - 1.98*6 - - 48.4*7 0.96 100

リーフスター 茨城県 8.31 10.16 109 1.92 2.14 0.42 61.0 1.17 111
はまさり つくばみらい市 8.31 10.08 96 1.73 1.92 0.51 60.7 1.05 100
タチアオバ 福岡県 8.29 10.19 106 2.13 2.41 0.66 59.5 1.27 127
（ミナミヒカリ） 筑後市 8.25 10.09 86 1.69 1.95 0.56 59.5 1.00 100

ホシアオバ、クサホナミ、クサンホシ以外は新品種決定に関する参考成績書による。（）内は食用の稲品種の比較品種。

*1：畜産草地研究所の推定式による。*2：籾重。*3：育成地におけるH15-19の平均値。なおTDNの測定はH16-H19の平均値。
*4：育成地におけるH11-12、H14-16、H18-19の平均値。なおTDNの測定はH14-16,H19の平均値。
なおTDNの測定はH14-16,H19の平均値。*5：風乾での水分含量を12%とした成熟期の推定値。
*6：2回刈りの合計。*7九州沖縄農業研究センターの推定式。  

（２）北海道地域向け品種：「きたあおば」 

食用の稲品種の「きらら 397」より粗玄米重が 26％高く、TDN 収量が 22％高い稲発酵粗飼

料・飼料米の両方に向く品種である。出穂は「きらら 397」と同じ中生であるが、成熟は７

日遅い晩生である。図１に示すように北海道の広い範囲で栽培可能である。ただし、生育期

間に低温に長期に遭遇する場合は、穂重型の特性から収量が確保しにくい場合がある。耐冷

性は食用稲品種に比べて弱いので、冷害危険期の深水管理等十分な対策を講じる必要がある。

耐倒伏性は“やや弱”であるので通常の 1.5 倍以上の極端な多肥にしない。北海道で初の稲

発酵粗飼料・飼料米用の専用品種である。 

 

（３）東北地域向け品種：「みなゆたか」、「べこごのみ」、「ふくひびき」、「べこあおば」、「夢

あおば」、「クサユタカ」 

東北地域では、早生の「みなゆたか」と「べこごのみ」から中晩生の「ふくひびき」、「べ

こあおば」、「夢あおば」、「クサユタカ」まで熟期の異なる品種がそろっているので、栽培方

法（移植栽培、直播栽培）に合わせてその地域に適した熟期の品種を選定する必要がある。
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青森県向けの「みなゆたか」は食用の稲品種「むつほまれ」より 11％粗玄米重が高く、耐冷

性も強い飼料米向け品種である。「べこごのみ」、「ふくひびき」、「べこあおば」、「クサユタカ」

は、7000kg/10a 以上の粗玄米重があり収量性が高く、TDN 収量も 0.73～0.93t/10a と高い。

しかし、同熟期の食用の稲品種「あきたこまち」が“やや強”の耐冷性なのに対して、これ

ら品種の耐冷性は“弱”または“やや弱”であり、冷害の発生しやすい北東北（青森・岩手

北部）、やませの常襲地帯や中山間地には作付けしない。「べこあおば」と「夢あおば」は大

粒品種であり、箱あたりの播種する種子の重量を、表１の粒重比に応じてそれぞれ 50％、30％

程度増やすことにより十分な数の発芽苗数を確保する必要がある。 

 

（４）北陸・関東地域～近畿・中国・四国地域向け品種：「タカナリ」、「ホシアオバ」、「北

陸 193 号」、「たちすがた」、「モミロマン」、「クサホナミ」、「クサノホシ」、「はまさり」、「リ

ーフスター」 

「たちすがた」、「はまさり」、「リーフスター」は、稲発酵粗飼料向けの専用品種で、玄米

重量が食用の稲品種と同じ程度がそれよりも低く、稈長が高いことによって、茎葉を含めた

全重が多収となる品種である。これらの品種は、鶏、豚、鶏や牛の濃厚飼料とする飼料米と

しては不適である。しかし、これら品種の TDN 収量は、「はまさり」で 1.05t/10a、「たちす

がた」、「リーフスター」では 1.2t/10a 近く、玄米収量が高いタイプより高い TDN 収量を達成

している。加えて、これら品種の茎葉を含むロールは玄米収量が高い品種に比べて籾の割合

が少なく、乳牛で問題視されることがある未消化で排泄される籾の量が少ない。これらの品

種では、茎葉のデンプンの含量が高く、籾からのデンプンが少なくても茎葉のデンプンによ

って、TDN の含量は同等となっている。むしろ、穂が小さいことにより耐倒伏性が強くでき

るので、これら稲発酵粗飼料向けの専用品種は、稲発酵粗飼料としては、玄米収量が高いタ

イプより優れている。加えて、「リーフスター」の場合には、リグニンの含量が低いことが知

られており（図３）、これが消化性の向上に貢献している可能性もある。この低リグニン性に

よる消化性の向上については今後さらに研究が必要であり、どれぐらいの消化性の向上が見

込めるかについて明らかにする必要がある。 

図３ 低リグニン性を有するリーフスターは褐色を呈する 

（左：クサホナミ、右：リーフスター） 
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「タカナリ」、「ホシアオバ」、「北陸 193 号」、「モミロマン」、「クサホナミ」、「クサノホシ」

は、稲発酵粗飼料・飼料米の両用向けの品種である。「ホシアオバ」、「クサノホシ」では、品

種育成時に飼料米としての利用が想定されていなかったので粗玄米重のデータがないが、そ

の精玄米重は 700kg/10a 近いので、粗玄米重は 700kg/10a を超えていると推定される。この

地域向けの全ての飼料米向け多収専用品種で粗玄米重が 700kg/10a を超えている。「タカナ

リ」では育成時に想定されていなかった TDN 収量のデータが取られていないが、それ以外の

５品種では、0.91～1.12t/10a の TDN 収量が得られており、稲発酵粗飼料向け品種としても

十分な収量性がある。早生から晩生まで多収で熟期の大きく異なる品種がそろっているので、

栽培方法（移植栽培、直播栽培）に合わせてその地域に適した熟期の品種を選定する。 

選定にあたっての留意点としては、「タカナリ」と「北陸 193 号」では休眠性が強く、育苗

箱の苗数や直播きでの十分な苗立ちやを確保するのが難しい場合がある。対策としては、種

子を十分に乾燥した後、50℃で 5 日間の乾熱処理により休眠を打破することが可能である。

大量の種子の加熱処理をする施設がない場合には、前々年度産の種子を貯蔵しておき、休眠

が弱くなってから使用する。また、休眠の程度が弱い場合には、播種前の浸種の期間を長め

にとることにより対応することが可能である。本田用の育苗・播種を行う前に少量の種子を

用いて発芽試験することが望ましい。 

「クサユタカ」、「ホシアオバ」、「モミロマン」、「クサノホシ」は粒が大きく表１の玄米の

粒重比に応じて播種する種子の重量を増やし、十分な数の発芽苗数を確保する。いもち病真

性抵抗性については、食用の稲品種が持つ Pii,Pia 以外の真性抵抗性を複数持つと推定され

る稲発酵粗飼料・飼料米向け多収専用品種が多い。どの真性抵抗性遺伝子を持つかは不明で

あるが、真性抵抗性を有するので親和性のある菌系が出現するまでは、いもち病には罹病し

ないので有利である。しかし、親和性菌の出現により罹病化が始まると、圃場抵抗性が弱い

場合は急激に発病するので、飼料米向け多収専用品種のいもち病の発生情報があれば、罹病

性の食用稲品種と同様の薬剤防除を行う必要がある。 

「タカナリ」、「モミロマン」は、水稲用除草剤成分ベンゾビシクロンに対して感受性で、

白化・枯死を伴う薬害の発生が確認されたことから、これらの品種を作付する場合には、当

該成分を含有する除草剤を使用しないよう注意が必要である（図４）。「タカナリ」、「ホシア

オバ」、「北陸 193 号」については、食用の他の品種の脱粒性が“難”であるのに対して“や

や難”であり、刈り遅れによる脱粒が起こることがあるので、特に立毛乾燥を行う場合には、

イネの状態をよく観察し脱粒による収量の損失を大きくしないようにする。また「モミロマ

ン」の場合には、出穂から登熟まで 55 日かかり、通常の食用の稲品種（比較の「日本晴」）

より１４日間長いので、灌漑用水をその分長く確保し、早刈りしないで十分に登熟させてか

ら収穫する必要がある。 

 

（５）九州地域向け品種：「まきみずほ」、「ミズホチカラ」、「モグモグあおば」、「ミナミユ

タカ」、「ニシアオバ」、「ルリアオバ」、「タチアオバ」 

「まきみずほ」、「ミナミユタカ」、「ニシアオバ」、「ルリアオバ」、「タチアオバ」は、稲発

酵粗飼料向けの専用品種であり、玄米収量は低いので飼料米としては用いないように注意す

る必要がある。「ミナミユタカ」は TDN 収量のデータがないが、宮崎県での栽培面積が大きく、

今後熊本県でも栽培面積を増やす予定であり、九州での栽培面積が大幅に伸びることが予想
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される。「まきみずほ」は九州の早生品種であり、1t/10a の TDN 収量がある。耐倒伏性は強

くないが「ニシアオバ」も一部で栽培されている。「ルリアオバ」は九州の早植で栽培し、1

回目の刈取を出穂期前後に行い、2 回目の刈取を再生稲が黄熟期に達したころに行う 2 回刈

り専用品種である。「タチアオバ」は紹介している全品種中で も出穂が遅く、九州の早植栽

培で、TDN 収量 1.27t/10a を達成し 多収である。アメリカの品種由来の太根性を有してお

り、長稈でも倒れにくい。 

図４．「タナカリ」、「モミロマン」、「おどろきもちに」の水稲用除草剤ベンゾビシクロンによ

る苗の枯死（波板の上側に除草剤施用）。これらの品種以外に、「ミズホチカラ」、「ルリアオ

バ」、「ハバタキ」には同様の枯死が生じる。また、本稿で紹介した品種のうちこれらの品種

以外では、同剤による薬害は生じない。 

 

「ミズホチカラ」、「モグモグあおば」は、稲発酵粗飼料・飼料米両用向けの品種である。

玄米品質は劣るが、「ニシホマレ」に対して粗玄米重がそれぞれ 20％、34％が高い。九州地

域では、北陸・関東～近畿・中国・四国向けの品種でも、早植栽培では、「ミズホチカラ」、

「モグモグあおば」よりも早生になるものと晩生になるものがあり、九州地域向け品種のみ

でなく、必要に応じてそれらも検討する価値がある。 

「モグモグあおば」は大粒品種であり、箱あたりの播種量を増やすことにより十分な数の

発芽苗数を確保する必要がある。「ミズホチカラ」は、除草剤成分ベンゾビシクロンに対して

感受性で、白化・枯死を伴う薬害の発生が確認されたことから、作付する場合には、当該成

分を含有する除草剤を使用しないよう注意が必要である。また、「ミズホチカラ」は、登熟日

数が長いので、早刈りしないで十分に登熟してから収穫する。 

 

５．稲発酵粗飼料・飼料米向け多収品種の来歴 

 表４に、稲発酵粗飼料・飼料米向け品種（一部）の交配組み合わせを示している。イネの

品種は世界的にみるとインド型と日本型に分かれ、大まかには温帯地域には日本型が栽培さ

れ、熱帯や亜熱帯地域にはインド型が栽培されている。「きたあおば」の場合には、「北陸 187

号」（後に「夢あおば」となった系統）を母親として、「初雫」を父親（花粉をかける）とし

て交配し、その F１株にさらに「空育 163 号」（後に「ななつぼし」となった系統）を父親と

して交配して、その後代を 10 世代自殖させて遺伝的に固定してから品種登録を行っている。

北陸 187 号はその来歴の一部にインド型品種を持つので、「北陸 187 号」の「北」の字にのみ
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アンダーラインを引いている。「きたおあば」の他の親品種にはインド型品種が含まれておら

ず、「きたあおば」は親のほとんどは日本型で、インド型に由来する部分は極めて限られてい

ることが分かる。ほとんどの飼料米向けの多収品種は、純粋な日本型かあるいは、極限られ

たインド型品種を親にしている。「タカナリ」と「北陸 193 号」は、ほぼ完全なインド型品種

である。インド型品種は日本型品種に比べて玄米の粒が細長い傾向があるが、中国のインド

型品種は長粒とは限らない。 も大きな差は、その栽培地域を見れば分かるが 適温度域の

差であると考えられ、インド型は高めの温度に適し、日本型は低めの温度でも多収を維持す

ることができる。「タカナリ」と「北陸 193 号」は、インド型品種なので平均的には多収を達

成可能であるが、生育期間が比較的低温の年は、収量が上がらないことがある。例えば、1993

年に茨城県で加工原料用として導入された「タカナリ」は冷害の被害を受け、１年で生産が

中断されたことがあるので、その点は注意しておく必要がある。 

 

表４　稲発酵粗飼料・飼料米向け品種の親品種と親系統

品種名

きたあおば 北陸187号（夢あおば）/初雫//空育163号（ななつぼし）

みなゆたか 青系135号（ふゆげしき）/ふ系186号

べこごのみ ふくひびき/97UK-46（奧羽342号/山形22号）

べこあおば

夢あおば

クサユタカ

タカナリ 密陽42号/密陽25号

ホシアオバ

北陸193号 上344（水原258号/北陸133号）/桂朝2号

モミロマン 西海203号（ミズホチカラ）*3//IR65598-112-2/西海203号

ミズホチカラ 奥羽326号//（水原258号/台農67号）F6

モグモグあおば ホシアオバ/西海203号

クサホナミ

クサノホシ

品種・系統名の下にあるアンダーラインはその品種・系統のインド型の程度を示しており、

アンダーラインの部分の長さはその品種のインド型の祖先の割合を示している。

多収系175（水原258号/オオセト//中国69号）/アケノホシ（中国55号/ＫＣ89）

組合せ

オオチカラ（BG1/収3116）/西海203号（奥羽326号//水原258号(水原232号/IR24)/台農67）

上321（アキヒカリ//水原258号/アキヒカリ）/ふくひびき（コチヒビキ/奥羽316号）

中国１０５号（中国８０号/関東ＰＬ３）/オオチカラ（ＢＧ１/収3116）

中国113号（水原258号/オオセト//中国69号）/オオチカラ（ＢＧ1/収3116）

アケノホシ（中国55号/ＫＣ89）/中国113号（水原258号/オオセト//中国69号）

 

 

６．稲発酵粗飼料・飼料米向け多収品種の今後の育種方向 

 飼料米向けと稲発酵粗飼料向けの品種があるが、飼料米向けの品種は、穂の収量だけでな

く全重も必然的に大きくなるので、両方の兼用品種として利用可能である。ただし、これま

で育成されてきた品種の TDN 収量を見ると、稲発酵飼料向けの専用品種で穂が小さい長稈品

種は TDN 収量が高い傾向にあると思われる。稲発酵粗飼料の専用品種については、さらに長

稈化し茎葉の多収化を目指すのが有望と思われる。その場合に、低リグニン性を組合せるこ

とで、消化性の改良も図っていく必要がある。長稈品種用の収穫機械については、食用の稲

品種の刈取パーツを持つタイプでは、問題が生じることがあった。現在、汎用型の収穫機で

は刈取パーツの改良も進んでおり、長稈の品種でも刈り取ることができる。長稈で小穂また

は不稔とした場合には、農家の利用する種子の採種が問題になる。種子の生産量が少なくな

るので、この場合は種子の値段を上げる必要があるが、環境感応型の雄性不稔を利用して、

採種のときにのみ稔実し、稲発酵粗飼料として利用するときには不稔となるような性質を導

入したイネの改良も将来的には有望である。 
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飼料米向けの品種改良では、既存の多収品種では穂の数が多いことではなく穂そのものが

大きいことにより多収を達成する穂重型の品種が多く、その重い穂を支える強い稈を有する

特徴がある。この穂重型品種の育成は、今後も有効であると考えれ、北海道の初期生育を確

保しにくいような場所を除き、より穂が重く大きく、それを支える強い稈を持たせる育種が

有効であると考えられる。既存の多収品種の稈長は食用の稲品種より少し高めか同程度であ

る。これは、稈が長くなり重い穂が先端についている状態では、茎の基部にかかるモーメン

ト（穂の重さと稈の長さの積として現わされる荷重）が大きくなり、倒伏しやすくなるのを

防ぐためである。しかし、長稈化した稲発酵粗飼料品種の全重の収量が高いことや、小麦の

長稈品種で収量が上昇するという研究報告、飼料作物として収量の高い飼料用トウモロコシ

の稈長が２ｍ以上に達することを考えれば、長稈化による多収の可能性はあると考えられる。

ただし、茎葉を含めた地上部全体を用いる穂が小さくてもよい稲発酵粗飼料で長稈化した場

合に必要な稈の強化よりも、さらに稈を強化しないと穂の大きい飼料米向けの多収品種では、

稈の基部にかかるモーメントが大きくなり倒伏が起こりやすくなると考えられる。これまで

に利用されていない広い遺伝資源を用いて交配し関連遺伝子を集積することにより、既存品

種の稈の強度を大きく超える大幅な稈の強化を図る必要がある。 

 稲発酵粗飼料・飼料米に適する品種の育成では、低コストでの栽培が前提となるので、い

もち病、縞葉枯病の抵抗性の強化も必要である。トビイロウンカには感受性のため、発生動

向に気を配る必要がある。また、イネツトムシやコブノメイガ、フタオビコヤガ、ニカメイ

チュウなどの鱗翅目害虫の食害を受けることもあるので、十分な防除を行う必要がある。加

えて、北海道や東北地域では耐冷性の強化が必要である。「みなゆたか」は耐冷性が強いが、

「べこごのみ」、「ふくひびき」、「べこあおば」、「夢あおば」、「クサユタカ」の耐冷性は弱く、

「きたあおば」の“やや強”も北海道の食用の稲品種に比べれば、冷害に弱い。これらの品

種を冷害の常発地域に稲発酵粗飼料・飼料米向け多収専用品種を導入する場合には、移植時

期をずらす、深水灌漑を実施する等の対策が必要である。 

立毛乾燥をし易くするために脱粒性を“難”にすることも必要である。また、日本では飼

料米は輸入飼料との価格差があるため補助金があることが前提となるが、その場合は食用の

稲品種との識別性が必要である。「タカナリ」、「北陸 193 号」、「ホシユタカ」等は玄米の形、

「モミロマン」は玄米の品質、「べこあおば」、「クサユタカ」、「ホシアオバ」等玄米の大きさ

（玄米千粒重）により食用の稲品種と識別できる。また、「クサホナミ」は毛茸（葉身の表面

の毛が少なくザラザラしない。表１）で、他の品種との識別が可能である。「モミロマン」、

「タカナリ」、「ミズホチカラ」は、除草剤ベンゾビシクロン感受性による識別も可能で、こ

ぼれ種子からの漏生苗を水稲用除草剤で枯らすことにも利用できると思われる。 

飼料米の育成では必要な特性も多いが、育種の操作を考えると、玄米品質や良食味性が求

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

特性で、育成過程において食味性の評価に多大の労力と時間を費やしているが、飼料米向け

品種では、収量試験で多肥でも倒れず多収を達成するかどうかが、 も重要な評価項目であ

る。稲発酵粗飼料・飼料米に適する多収品種の品種改良は、歴史をたどれば、農林水産省の

イネの「超多収品種」の開発を目標とした 1982 年からプロジェクト研究から始まっている。

その後、形を変えながらこのプロジェクトは 1994 年まで継続した。1995 年以降は多収米育

種の予算は途絶えたが、2000 年頃に農水省のプロジェクトで、全重の多収を目指す稲発酵粗
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飼料用品種の育成が行われるようになって、数年間のブランクはあったものの多収育種が継

続してきた。その頃は、米の消費低迷によるコメ余りで、良食味一辺倒の状況が続いた。と

ころが、3 年前にアメリカのバイオエタノールブームにより濃厚飼料の国際価格が急騰し、

国産濃厚飼料の自給率向上に関する日本の関心が一気に高まったことにより、状況は一変し

た。この流れに乗って 近、「きたあおば」「みなゆたか」「北陸 193 号」「モミロマン」「ミズ

ホチカラ」「モグモグあおば」が品種登録された。親の世代を含めれば、1980 年代から何と

か継続して育成してきた系統を、 近品種登録したのがこれらの品種である。飼料向けの多

収品種の日本の社会的なニーズが出てきたのはここ２～３年のことであるが、社会的なニー

ズの高まりを受けて、さらに多収な品種の育成が本格的に進むと予想される。 

所得の上場により中国、韓国、台湾等では米の消費が減少し、畜産物の消費が増加してい

る。これにより、既に始まっている中国の飼料の輸入は増大することが予想され、一時的な

ものではない飼料の国際価格の上昇が危惧される。この状況を考慮すれば、25％程度と低い

国内の自給率を出来るだけ向上させることが重要であり、そのための長期的な稲発酵粗飼

料・飼料米向けの多収品種の育成が継続されるべきである。これからの育成には、単に収量

の向上だけでなく、食用の稲品種との識別性や、餌として栄養価や機能性に優れた特性を具

備させることも重要である。 

 

７．稲発酵粗飼料・飼料米向け品種の種子の入手先 

現在、飼料用米向けに使用される多収米品種の栽培用種子については、一部の県において

供給を行っているほか、供給体制の整備に向けた検討が行われている。また、(社)日本草地

畜産種子協会(〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町 8 番地 アセンド神田紺屋町ビル４

階 TEL03-3251-6507)においても種子を供給している（22 年配布品種：べこごのみ、べこあ

おば、夢あおば、ホシアオバ、たちすがた、クサホナミ、クサノホシ、モミロマン、ミズホ

チカラ、はまさり、リーフスター、タチアオバ）。 

これらの種子の入手にあたっては、各都道府県の畜産・農産担当課を通じて行う。  

上記により入手ができない場合については、それぞれの品種の育成地に問い合わせる。 

 

「きたあおば」：農研機構 北海道農業研究センター 〒062-8555 北海道札幌市豊平区羊ヶ

岡 1 TEL 011-857-9311 

「みなゆたか」：青森県産業技術センター 農林総合研究所 藤坂稲作研究部 〒034-0041 

青森県十和田市大字相坂字相坂 183 TEL 0176-23-2165 

「べこごのみ」「べこあおば」「ふくひびき」：農研機構 東北農業研究センター 〒014-0102 

秋田県大仙市四ツ屋字下古道３ TEL 0187-66-2773 

「夢あおば」「クサユタカ」、「北陸 193 号」：農研機構 中央農業総合研究センター北陸セン

ター 〒943-0193 新潟県上越市稲田 1-2-1 TEL 025-526-3239 

「タカナリ」「モミロマン」「クサホナミ」：農研機構 作物研究所 〒茨城県つくば市観音台

2-1-18 TEL 029-838-8860 

「ホシアオバ」「クサノホシ」：農研機構 近畿中国四国農業研究センター 〒721-8514 広

島県福山市西深津町 6-12-1 TEL 084-923-4100 

「まきみずほ」「ルリアオバ」「ミズホチカラ」、「モグモグあおば」：農研機構 九州沖縄農業
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研究センター〒861-1192 熊本県合志市須屋 2421 TEL 096-242-1150 

「ミナミユタカ」：宮崎県総合農業試験場作物部 〒880-0212 宮崎県宮崎市佐土原町下那加

5851 TEL 0985-73-2126 
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飼料用稲等の低コスト多収生産技術 

                             畜産草地研究所 

                                       飼料調製給与研究チーム  

小林 良次 

１．はじめに －低コスト化・多収化の意味－ 

 搾乳牛の通年換算１頭当たりの生産費（副産物価額差引）は全国平均で約 70 万円となっ

ている（2008 度）。うち飼料費が約 35 万円と半分を占め、そのなかでも流通飼料費が約

28 万円と大部分を占める。自給飼料にかかる物材費（牧草・放牧・採草費）は約７万２千

円でしかない。一方、約 17 万円の労働費のうち、自給飼料生産にかかる労働費は約 1 万円

となっている。これらから、飼料自給に関わる費用は合計で約８万２千円と全体の約 12％

にすぎないことがわかる。つまり、自給飼料の総生産量を増やさない限り、面積当たりの

低コスト化や多収化にいくら努力しても、その効果が及ぶのはこの８万２千円の枠内にと

どまる。例えば、自給飼料生産にかかる労働費（労働時間）を半分に短縮できる省力技術

を開発したとしても、１万円の労働費が５千円になるだけで、全体の 70 万円と比べれば

微々たる額でしかない。経営を目に見えるほど改善するには、自給飼料を増産して流通飼

料と置き換えることにより、経営努力の及ぶ範囲を 35 万円の飼料費枠の全体にまで拡大す

るという考え方が必要になる。 

飼料の大幅な増産には栽培面積の拡大が必要であるが、それには大別して 2 つの方策が

ある。1 つ目は新たな飼料基盤で飼料生産を拡大することであり、稲発酵粗飼料（イネ WCS）

や飼料用米の水田での生産がこれに当たる。2 つ目は省力技術によってより多くの作業面

積をこなすことである。この例としては、トウモロコシ等の従来の飼料作物では不耕起栽

培や簡易耕栽培、飼料用イネでは直播栽培等が挙げられる。なお、誤解のないよう付け加

えれば、面積当たりの低コスト化・多収化を軽視しているのではなく、むしろ生産量の増

大と並び極めて重要である（特に飼料用イネ）。なぜなら、これまで述べたことは自給飼

料が流通飼料より安いことを前提にしており、また、自給飼料が安価で多収なほど両者の

置き換えにより飼料費が低下するからである。さらに、省力化（低コスト化）なしには栽

培面積の拡大も実現するのは難しい。肉牛生産でも状況は同じだと思う。 

こうして考えると、現在は飼料用イネが他と比べて特に大きく注目されているが、要す

るに重要なのは、自給飼料の増産とその低コスト化だという考えに行き着く。これを踏ま

え本稿では、イネ WCS、飼料用米及びトウモロコシを取り上げ、それぞれの生産技術につ

いて解説することとした。研究・技術の深化程度に合わせ、イネ WCS は低コスト生産等

に関わる近年の研究を中心に紹介し、飼料用米では生産の全般について基礎的事項を説明

する。トウモロコシに関しては、不耕起栽培等の省力栽培について長所・短所を整理し、

畜草研での研究を一部紹介する。 

 

２．イネ WCS 生産 

（１）栽培 

１）施肥・堆肥施用：WCS 用イネの栽培には、食用米の栽培技術を一部改変して適用でき

る。主な改変部分は施肥管理であり、多収を確保する上で重要である。専用品種の多収性
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を活かすには、食用品種と比べて施肥量を 1.5～２倍に増やすことが推奨されている。その

一方、イネ WCS 生産では、過剰施肥によりいったん倒伏すれば、収量・品質や作業能率

の面で大きな損害が生じる。このようなことから、より詳細な施肥理論と技術体系の構築

が求められている。 

肥料的効果を期待した堆肥施用が一般的に行われているが、その時期は、窒素の効率的

利用の観点からは代かきの直前がよいことが示されている（原 2007a）。関東で行われた

試験では、牛糞おが屑堆肥等を年に２t/10a 連用し、３年目の湛水直播栽培において窒素施

肥量を２kg/10a 減肥することができたとしている（石川ら 2005）。また、堆肥を連用した

圃場において WCS 用イネを無化学肥料で移植栽培しても有意な減収がなかったことが報

告されている（石川ら 2006）。 

これらの結果は、堆肥施用が化学肥料削減に有効であることを示しており、コスト低減

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

で注意が必要である。一般に WCS 用イネ中のカリウム含量は低いと認識されているが、

土壌中の蓄積濃度が極端に高まった場合には、イネでも注意が必要と考えられる（原

2007b）。草ら（2009）は、牛糞堆肥２t/10a と窒素肥料 12kg/10a（硫安２+被覆尿素 10kg/10a）

を施用してリーフスターを移植栽培したとき、土壌からの窒素収奪と過剰な養分蓄積が生

じず、しかも 1.9t/10a の乾物収量が得られ、カリウム濃度は２％以下となることを示した。 

２）直播栽培：直播栽培には多

くの方式があるが、個々の圃

場条件に合った方式を採用す

ることが肝要である。現状で

は、削減した労働費の大部分

は機械費や除草剤代、減収に

よって相殺されてしまうこと

が多い。低コスト生産の視点

からは、コストへの影響が特に大きい機械費の節減が重要であるが、その方法として背負

い式動力散布機による散播直播がある。ただし、この場合、出芽の安定性や耐倒伏性等は

必ずしも十分でない点に留意が必要である。 近注目されている鉄コーティング直播では

（山内 2008）（図 1）、コーティングに用いる鉄粉が酸素発生剤に比べて安価で済む。ま

た、コーティング作業が時間に余裕のある時期にまとめて行える点は労力平準化に有効で

あり、規模拡大を通じたコスト低減に好都合である。 

３)２回刈り栽培：実施可能な地域は九州中部以南に限られるが、堆肥を施用したうえで多

収と倒伏回避を両立する栽培技術として２回刈り栽培技術というものがある（図２）。長

稈品種の「多肥栽培」と「密植栽培」（小林ら 2006a、2006b）を 3t/10a の堆肥を投入した

農家圃場において実施した結果（表１）から、３t/10a の堆肥施用条件下における目標収量

水準ごとの施肥量と栽植密度の基準が作成されている（小林ら 2007a）。 近では、生育

期間の長い大型の品種「Taporuri」を供試することにより、鹿児島県の農家水田における現

地試験において乾物 1.8～ 1.9t/10a の実収量が得られている（中野ら 2008）。
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（２）収穫調製 

 WCS 用イネではサイロ内部を嫌気条件にするのが比較的難しく、天然に付着している乳

酸菌数が少なく、乳酸菌の栄養源となる可溶性糖類もトウモロコシ等に比べ著しく少ない。

そのため、乳酸菌等の添加が有効であり（図３）、現在はホモ発酵型乳酸菌の一種である

「畜草 1 号」（ラクトバチルス・プランタラム）（蔡ら 2003）が広く普及している。添加

費用は、安定性と高品質のためのコストとして評価する必要がある。 

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

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

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

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

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

た。また、汎用型飼料収穫機は３種類のアタッチメントが用意されており、その付け替え

によって多様な草種の収穫に対応できる（志藤ら 2008）（図４）。

合計

草丈 茎数 乾物収量 草丈 茎数 乾物収量 乾物収量

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

標肥 27株 126 312 1078 72 246 469 1547
40株 122 253 1125 76 319 605 1730

多肥 27株 131 320 1217 73 254 510 1727
40株 138 248 1336 71 331 551 1887

分散分析1

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

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

1圃場をブロックとした乱塊法で施肥体系の違いと栽植密度の違いを要因とする2元分散分析を
行った．

表1．栽植密度と施肥量が飼料イネ2回刈り栽培の乾物収量に及ぼす影響（2000-2002年）．

1番草 2番草
処理区

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

飼料イネ

堆
肥
・
耕
耘

施
肥
・
移
植

間
断
灌
水

落
水

1
番
草
収
穫
・
追
肥

落
水

2
番
草
収
穫

冬作（イタ
リアンライ
グラス等）

冬
作
の
収
穫

耕
耘

冬
作
の
播
種

9月 10月1月 2月 3月 4月

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

11月 12月5月 6月 7月 8月

湛
水

湛
水
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３．飼料用米生産 

（１）飼料用米栽培の要点 

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

関係する成分と外観品質、例えば玄米中のタンパク質含量やデンプン組成、米粒の充実

度やカメムシの吸汁痕等を食用米ほど気にしなくて良い。したがって、多肥栽培や薬剤

散布等により、多収とコスト削減に徹底して取り組むことが飼料用米栽培の要点となる。 

（２）飼料用米栽培の基本的考え方 

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

般的な食用米の収量を 500kg/10a とすれば６割の増収となり、このことは kg 当たりコス

トの低減に大きく貢献する。 

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

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

育苗作業の一部を省略する栽培法として、乳苗栽培、疎植栽培等がある。 

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

食用米栽培においても作付面積の規模により生産費が大きく異なることが知られてい

る。 

（３）栽培技術の基本 

 飼料用米栽培も WCS と同様に食用米向け技術を改変して行う。主な改変部分は播種量

と施肥管理（堆肥等の施用を含む）であり、栽培に使用する機械体系は食用米と同じであ

る。 

１）作付け計画の策定：適切な作付け計画は、低コスト・多収栽培にとって必須である。

手持ちの圃場の条件をよく把握した上で、圃場選定、適切な作期・作型の設定、品種の

選定等を行う。 

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

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

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

りも慎重に圃場選定を行う。 

図4．汎用型飼料収穫機．（志藤氏提供）
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品種名 玄米千粒重
一般食用品種に対

する倍率

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

表2．主な多収米品種の玄米千粒重②作期・作型の設定：立毛乾燥をするかどう

か、登熟期間の長短を考慮に入れて作期を

設定する。また、労力平準化と異品種混入

防止の観点から、食用米との作業競合が起

こらないよう注意する。 

２）播種（移植栽培）：飼料用米品種には、

食用米と比べて種子の大きな品種が多い。

食用米と同じ設定で播種すると、苗箱にお

ける苗密度が低くなり、本田移植時に欠株が生じる原因となる。そのため、大粒品種を

移植栽培する場合は、播種量を割り増しする必要がある（表２）。 

３）直播栽培：湛水直播、乾田直播とも食用米や WCS の栽培で用いられる技術を準用で

きる。移植栽培と組み合わせることで作業競合や天候不順等により減収リスクを分散で

きる。食用米や稲 WCS 栽培と同様に、①条件にあった播種法式の選定、②出芽・苗立

ちと初期生育の安定確保、③的確な雑草防除の３点がポイントであるが、玄米の多収を

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

該地域の試験研究機関や指導機関に相談する。 

４）施肥管理 

①多肥：玄米収量を 500kg から 800kg に増やそうとする場合、少なくとも 300kg の玄米に

含まれるだけの窒素量を多く吸収させる必要がある。多収品種は通常の施肥量でも食用

品種に比べて窒素吸収量が多くなる。その分を差し引いても３kg/10a 程度は食用米より

多く窒素を吸収させる必要がある。飼料用イネによる施肥窒素の利用率を 5 割と仮定し

た場合、食用米栽培と比べて６kg/10a の窒素増施が必要と計算される。このように飼料

用米の多収栽培では多量の窒素施肥が必要であり、食用米栽培を基準とした場合にその

適正量が 1.6～2.0 倍になることが経験的に認められている。 

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

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

をもとに製造した堆肥を耕畜連携により安価に入手し、施用するのがコスト面から得策

である。これは資源循環の促進の観点からも望ましい。松山ら（2003）は施肥窒素削減

量の目安を例示している。 

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

が濃い場合等は、追肥を控えるなどして適宜施肥量を減らす。 適な施肥管理は種々の

条件により異なるため、葉色と草姿を入念に観察しながら施肥量を調節する。 

５）雑草および病害虫の防除：雑草防除については、直播栽培では苗と雑草の生育が競合

しやすく、特に乾田直播では雑草が繁茂しやすいため、適期の除草剤散布が重要である。

水田が傾斜していたり、凹凸が多いと除草剤の効果にムラが出るので播種前の圃場の均

平作業を徹底しておくことが重要である。品種によっては特定の除草剤で薬害が出るの

で注意が必要である。 

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

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

除を行うなど、農薬使用量を節減し、防除コストを抑えることが重要である。これらの
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防除にあたっては、登録がある農薬を用いることとし、そのラベルに記載されている薬

剤の使用方法、使用量等農薬使用基準を遵守しなければならない。また、①出穂以降（圃

場において出穂した個体が初めて確認される時点以降）に農薬の散布を行う場合には、

家畜へは籾すりをして玄米で給餌する。②籾米のまま、もしくは籾殻を含めて家畜に給

与する場合は、出穂以降の農薬の散布は控える。ただし、BMPC 剤等の 17 の農薬成分で

は上記①②の措置は要しない。 

（４）収穫・乾燥技術の基本 

飼料用米収穫の作業・機械は食用米と同じである。多収をねらう飼料用米品種は食用

米品種と比べて籾とわらが多く、茎も固くて太いことから、食用米と同じ作業方法では

コンバインへの負荷が大きくなるためうまく収穫作業ができないことがある。この場合

はコンバインの走行速度を低くしたり刈取条数を減らすことで対応する。玄米の状態で

長期貯蔵する場合は籾水分を 15%以下とする必要があるため、脱粒や倒伏に問題のない

範囲で立毛乾燥を行ってから収穫することが望ましい。 

 

４．トウモロコシ生産 

トウモロコシサイレージを生産するための所要時間は播種と収穫・詰め込みがそれぞ

れ全体の 35％、53％と多くを占めている。このうち収穫については細断型ロールベーラ

が 近普及しつつあり、作業時間の短縮や労力分散の効果について検討されている。一

方、栽培面での省力化のアプローチとしては、耕耘を簡略化する不耕起栽培・簡易耕栽

培が有望と考えられる。ここでは、技術や機械を導入する上での参考となるよう、不耕

起栽培等の長所と短所を解説する。 

（１）不耕起栽培の長所 

１）省力性：慣行耕耘栽培では、反転、砕土、整地、施肥・播種、鎮圧、除草剤散布と

多くの作業工程が必要である。一方、不耕起栽培では施肥・播種、鎮圧までを１工程で

完了できる。坂井ら（1987a）はデントコーンについて慣行耕耘と不耕起で比較を行い、

不耕起では全作業時間で慣行より 37％短縮され、播種までの所要時間は不耕起が慣

行耕耘の 24％であった。柿原ら（1996）の報告では、耕起から播種に要する時間は不

耕起が慣行の 41％であった。伊与田ら（2003）も同様に不耕起が慣行の 20％であった

と報告した。矢吹ら（1991）は全作業時間では不耕起が慣行の 70％、播種までの作業時

間では 53％に短縮されるとした。以上のように、不耕起や部分耕は、播種に要する時間

を慣行の概ね 1/5～1/2 に短縮できると考えられる。 

２）適期の作業：省力性は適期作業の実現にも有効である。前作の収穫と後作の播種の

適期が連続している場合、後作の播種時に行う耕耘を省略することで、より早い時期に

播種を行える。舘野ら（1999）によれば、春播きスーダングラスの現地試験において部

分耕栽培の収量が農家慣行栽培より高かった原因は、播種を約 10 日早く完了したために

スーダングラスの生育期間を長く確保できたためであった。春原ら（1985）は不耕起播

種による播種日の繰り上げ効果は圃場１ha 当たり１日弱に達するとし、大面積の播種で

は生育期間確保に大きな効果を示すとした。 

  慣行耕耘栽培では、降雨があるとトラクタによる後続作業が一定期間不可能となる。

不耕起播種では土壌の排水性と地耐力が高く維持され、その期間が短くて済む。柿原ら
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写真1．試験に使用された不耕起播種機

（1996）は圃場表面水を排水するための溝を掘り、その破砕土を用いて不耕起部に播種

する不耕起作溝栽培法を考案し、降雨後の速やかな作業再開に有効であった。 

３）省エネルギー：耕耘の省略は圃場作業で消費する化石燃料の節減に直結する。アメリ

カでの穀実用トウモロコシの不耕起栽培では、耕起に要するエネルギーが全所要エネルギー

の 7％を占めており、不耕起栽培の導入によってこれを全て削減できると試算されている

（Frye1984）。我が国では耕耘時に用いるトラクタの馬力が小さい上、消費エネルギーの

大きいロータリハローを用いることが多いので、海外で報告されている省エネ効果よりも大

きな効果が期待できると考えられている（魚住 2007）。坂井ら（1987a）はデントコーンに

ついて慣行耕耘と不耕起で比較を行い、不耕起では慣行耕耘より燃料消費量が 49％削減さ

れたと報告した。矢吹ら（1991）は燃料消費量が全作業では不耕起が慣行の 70％、播種ま

での作業では同じく38％に低減できたと報告した。 

４）環境保全 

①除草剤使用量の低減：不耕起栽培は除草剤の

使用を前提に発展してきた農法であるが、被

覆作物を用いる場合は除草剤使用量を減ら

すことができる。Fisk ら（2001）はマメ科

被覆作物が不耕起トウモロコシ栽培におい

て慣行栽培の約 7 割の雑草抑制効果がある

とした。国内でもシロクローバのリビングマ

ルチが飼料用トウモロコシの無除草剤栽培

に有効との報告がある（魚住ら 2004)。 

  我が国では飼料畑をより高度に利用する

ため、被覆作物として冬作物を栽培し、それが飼料にもなる作付体系が望ましい。小林

ら（2006c）は、アルファルファを収穫し、その再生草をリビングマルチとして利用する

除草剤使用量の少ないトウモロコシ不耕起栽培法を開発している（図５、写真１）。森

田ら（2005）はアルファルファ収穫後にトウモロコシを不耕起播種し、初期生育時にト

ウモロコシの葉先が切れる程度の高さで群落全体を刈り払うことにより、一定のトウモ

ロコシ収量を除草剤無しで確保できることを示した。 

 

②施肥量節減：被覆作物を用いた場合は、その残さから肥料成分が作物に移譲され、化学肥料

を節減できる。魚住（2007）は総説で海外の報告を数多く取り上げ、ヘアリーベッチを不耕

起栽培の被覆作物に用いた場合の施肥窒素の節減可能量が 7.5～13.5kg/10a であったと紹

不耕起播種
アルファルファ１ 再生 茎葉処理剤

図5．アルファルファ収穫跡でのトウモロコシの不耕起栽培の手順．

およそ10日前 播種時～直後播種当日

（５月下旬）

前日～直前

※茎葉処理剤帯状散布：標準濃度で希釈したニコスルフロンを条部の幅約30cm（全

面積の40％に相当）に散布．
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介している。小松崎（2004）はマメ科被覆作物が後作物へ移譲する窒素量は一般的には6～

10kg/10a の報告が多いと総説で述べた。南雲（2007）は、ヘアリーベッチ作付後のトウモ

ロコシ不耕起栽培において、標準量の施肥（10kg/10a）をした慣行栽培に匹敵する収量が

得られたと報告している。これらのことから、マメ科被覆作物による後作トウモロコシへの

窒素の移譲量は10kg/10a 前後になると思われる。被覆作物の利用や不耕起栽培はリン施肥

の面でも好影響をもたらす。シロクローバを被覆作物に用いたトウモロコシの不耕起栽培に

おいて、一般にリンの利用を促進するアーバスキュラー菌根の形成率と生育が増大した

（Deguchi ら 2005）。また、不耕起栽培を前年から継続するとロータリ耕による栽培と比

べて生育初期におけるトウモロコシのリン吸収量と乾物重が増加したと報告されている（臼

木ら2005）。 

  被覆尿素肥料を用いて接触施肥・全量基肥栽培を行うと、肥料やけによって出芽率を

低下させることなく、施肥窒素の利用率の向上と追肥労力を節減できることが示されて

いる（伊藤ら 2000；井上ら 2000a）。 

５）耐倒伏性：不耕起栽培により耐倒伏性が向上するとの報告がある（井上ら 2000b；前

田ら 2004；原田ら 2007；谷本ら 2007）。その原因は、耕されていない硬い土壌をトウ

モロコシの根が保持することと考えられる（井上ら 2000b）が、不耕起と機械踏圧によ

って土壌の硬度や容積重は増大し、それによって作物の根量は減少するのが一般的であ

り、国内の報告でも不耕起によって根が表層に偏在したことが認められている（坂井ら

1988a；矢吹ら 1991；渡辺ら 1987）。高い耐倒伏性が安定して得られるための環境条件

や栽培上の留意点が何であるのか、今後の検討が待たれる。 

（２）不耕起栽培の短所  

１）収量の変化：一般に降雨が少なく土壌水分が不足するような地域では不耕起により収

量は増大するが、そうでない湿潤な地域では減少することが多い（Unger ら 1980）。降

雨の多い我が国では、入念な施肥管理や雑草管理を怠ると収量が低下しやすいとの意味

で本稿では収量性を短所に含めた。国内では、不耕起栽培と耕起栽培で収量が同等であ

った（矢吹ら 1991；井上ら 2000a、200b；伊与田ら 2003；臼木ら 2005；加藤ら 2007a、

2007b；谷本ら 2007；）、もしくは不耕起栽培が耕起栽培よりやや低かった（坂井ら 1987b；

小林ら 2004a、2004b、2004c；原田ら 2007；平久保ら 2007；森田 2007b；南雲 2007）と

する報告が多い。不耕起栽培が耕起栽培より高かったという報告は（渡辺ら 1987；柿原

ら 1996；中村 2005）それらよりも少ないようである。 

  坂井（1988b）は、不耕起栽培の減収の理由は①出芽不安定による個体数の減少、②雑

草との競合、③地温上昇の遅れ（特に早播き）④湿害、⑤土壌の硬度と容積重の増大に

よる根の生育抑制などに大きく整理されるという。森田ら（2006、2007b）は、前作草種

の違い、再生草の刈り払いの有無、茎葉処理除草剤散布の有無、播種日が不耕起トウモ

ロコシの生育と収量に及ぼす影響を重み付けし、前作をイタリアンライグラスとするこ

とが収量の低下に大きく影響していることを明らかにした。また、減収要因を回避でき

る温暖地向けのトウモロコシ不耕起播種を組み入れた作付体系を提案している（森田ら

2007a）。 

２）家畜排泄物の土壌中還元：不耕起栽培条件における家畜排泄物由来の堆肥あるいはス

ラリーの還元方法については研究報告が少ない。不耕起播種では、堆肥やスラリーを播
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写真2．簡易耕された土壌での播種

種前に土壌中に還元・混和する機会を失ってしまう。佐藤ら（2001）は、スーダングラ

ス栽培において生育期にインジェクターを用いてスラリーを条間に注入し、収量成績が

良好であったと報告した。小林ら（2007b）は、冬作の播種前に年間３作分に相当する堆

肥を施用し、その代わりに翌春からの２作のトウモロコシへの化学肥料を低減する栽培

法の可能性を示した。 

  堆肥の利用では細粒化した臭いの少ない完熟良質堆肥を表面散布する方法、スラリー

の利用ではインジェクターを用いた方法についても研究を深化させる必要がある。また

完全な不耕起ではなく、堆肥やスラリーの表面散布後に土壌全面を軽度に撹拌する簡易

耕も有効と考えられる。 

３）機械の導入：不耕起栽培を導入する際に、不耕起播種機の購入費用が一時的に大きな

負担となることは避けられない。しかし、従来播種機の老朽化による更新時に合わせて

導入したり、面積を拡大することによってコスト上昇は回避できると考えられる。 

 一例としてオーストラリア製Ｊ社の不耕起播種機は 4 条式で定価が約 400 万円であった

（2004 年時点）。一般的なバキュームシーダの定価を 260 万円程度と仮定すれば、1.5

倍と大きな価格の開きがある。しかし、借地などで播種面積を 1.5 倍に増やすことがで

きれば、単純計算では機械費は変わらず、不耕起の省力性により労働費が削減される。

上述したように不耕起播種の能率は慣行播種の２倍以上とする報告が多いので、1.5 倍の

作付拡大は技術的には可能と考えられる。舘野ら（1999）はスーダングラスの実用的な

部分耕栽培技術を開発したが、機械投資を伴うためコスト低減効果は必ずしも十分では

なかったとした。しかし、北海道では、簡易耕栽培の栽培面積（124ha）が慣行栽培（25ha）

の約 5 倍の場合に簡易耕の生産コストが慣行の 91％にまで低下したという普及事例が報

告されている（谷本ら 2007）。 

（３）畜草研（那須）の取り組み 

  二毛作地帯で不耕起栽培を導入する場合、冬作の収穫跡地でトウモロコシを栽培す

ることとなる。この場合、圃場が収穫機械によって締め固められている上、残株や拾い

残し等が存在するため、播種溝の形成と覆土がうまくいかないことが多い。そこで我々

は、次善の策としてディスクハロー2 回

がけにより土壌を攪乱する作業を追加

し、その後に不耕起播種機を用いて播種

することを考えた（写真２）。このような

簡易耕栽培は、数十アールから 1ha 規模

の実証試験では、プラウから始まる慣行

耕耘栽培より約 1 週間早く播種した条件

において慣行と同等かそれ以上の乾物収

量を示した（小林ら未発表）（図６）。ま

た、播種関連作業を慣行の５割程度に短

縮できるとともに、堆肥を土壌中に浅く

混和できるため悪臭や流出の心配もほぼ

ない。 
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５．おわりに 

 イネ WCS の TDN 含量は高くないものの、牛の第一胃を刺激する物理性に富む粗飼料で

あり、飼料用米は多量のデンプンを含有した高 TDN の濃厚飼料として特徴づけられる。

トウモロコシは、TDN 含量、発酵品質、嗜好性、収量性など多くの面で優れた自給飼料

である。繊維だけでも濃厚飼料だけでも牛の飼養はできない。飼料用イネとトウモロ

コシは、生産基盤こそ水田と畑で異なるが、都合のいいことに飼料としての性質を相

補い合う関係にある。それぞれが適地適作で生産量を伸ばしていくことが、飼料自給

率の高い、安定した我が国の畜産業の確立につながるものと考える。 

 

引用文献 

蔡義民ら（2003）飼料イネサイレージ調製への乳酸菌 (Lactobacillus plantarum 畜草 1 号)

の利用．日草誌 49：477-485 

Deguchi S et al. (2005) Living mulch with white clover improves phosphorus nutrition 

of maize of early growth stage.Soil Sci Plant Nutr 51:573-576 

Fisk JW et al. (2001) Weed supression by annual legume cover crops in no-tillage corn. 

Agron J 93:319-325 

Frye WW(1984) Energy requirement in no-tillage.In No-tillage Agriculture 、 

Principles and Practices(Eds Phillips RE、 Phillips SH)、 Van Nostrand Reinhold、 

New York、 p127-151 

原嘉隆（2007a）成型たい肥を利用した飼料イネ栽培．畜産コンサルタント No510：27-33 

原嘉隆（2007b）飼料イネ栽培における成型牛糞堆肥の肥効と跡地土壌への影響．圃場と土

壌 39（10、11）：25-31 

原田直人ら（2007）不耕起栽培がトウモロコシの耐倒伏性に及ぼす影響．日草誌 53（別）

240-241 

服部育男ら（2006）フレール型ロールベーラで収穫したイネ科飼料作物サイレージの発酵

品質．日草誌 52：161-165  

平久保友美ら（2007）飼料用トウモロコシの連年不耕起栽培における収量性．日草誌 53（別）

238-239 

井上博道ら（2000a）全量基肥・接触施肥・不耕起栽培におけるデントコーンの養分吸収と

- 24 -



 

 

収量性．土肥誌 71：674-681 

井上博道ら（2000b）不耕起栽培における栽植密度および窒素施肥量がデントコーンの倒伏

および収量に与える影響．日草誌 46：249-253 

石川哲也ら（2005）堆肥施用と窒素施肥法が飼料イネ品種「ホシアオバ」の湛水直播栽培

における生育に及ぼす影響．日本作物学会関東支部会報 20：42-43 

石川哲也ら（2006）牛糞堆肥を連用した農家圃場における飼料イネ品種「クサホナミ」の

生育と収量．日本作物学会関東支部会報 21：44-45  

伊藤豊彰ら（2000）耕起法と窒素肥料種が全量基肥・接触施肥栽培におけるデントコーン

の出芽に及ぼす影響．土肥誌 71：187-193 

伊与田まやら（2003）サイレージ用とうもろこしの不耕起栽培．1．栽培の省力化に関する

検討．北草研報 37：74 

柿原孝彦ら（1996）転換畑における青刈りトウモロコシの不耕起作溝栽培法の開発．日草

誌 42：52-56 

加藤直樹ら（2007a）改良播種機を用いたトウモロコシ不耕起栽培．日草九支 36（2）37（1）

合併号：27-29 

加藤直樹ら（2007b）飼料用トウモロコシ不耕起栽培におけるグリホサートアンモニウム塩

剤およびニコスルフロン剤処理が収量および雑草量に与える影響．日草九支 37（2）：

1-4 

菅野勉（2007）飼料用トウモロコシの不耕起播種技術に関する研究の現状．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」平成 19 年度 1 系現地検

討会資料：37-40 

小林良次ら（2004a）前作収穫跡におけるスラリーを追肥利用するトウモロコシ部分耕栽培．

日草誌 50：154-158 

小林良次ら（2004b）部分耕播種機によりイタリアンライグラス 1 番草収穫跡地に播種した

トウモロコシの収量に及ぼす耕種的制御の影響．日草誌 50：159-163 

小林良次ら（2004c）トウモロコシ部分耕栽培における前作イタリアンライグラスの抑制方

法．日草誌 50：164-168 

小林良次ら（2006a）飼料イネ中晩生品種「スプライス」の 2 回刈り再生稲栽培における適

性．日草誌 52：133-137  

小林良次ら（2006b）再生を利用する飼料イネ 2 回刈り栽培における 適な施肥量、栽植密

度および刈取時期．日草誌 52：138-143 

小林良次ら（2006c）アルファルファ収穫跡地における除草剤使用量の少ないトウモロコシ

不耕起栽培法．畜産草地研究成果情報 5：37-38 

小林良次ら（2007a）九州中部地域の水田における 2 回刈り飼料イネ栽培の 適密度および

施肥量の実証的解明．日草誌 53：208-214 

小林良次ら（2007b）イタリアンライグラスと部分耕トウモロコシ 2 期作を組み合わせた年

3 作体系において年間分の堆肥を一括施用する場合の適切な施肥体系．日草誌 53：

114-121 

小松崎将一（2004）畑作でのカバークロップ利用．農作業研究 39：157-163 

草佳那子ら（2009）飼料イネ「リーフスター」の乾物生産と品質に対する牛糞堆肥と窒素

- 25 -



 

 

施肥の影響．平成 21 年度関東東海北陸農業研究成果情報

http://www.naro.affrc.go.jp/top/seika/2009/01narc/narc09-23.html 

前田浩貴ら（2004）サイレージ用とうもろこしの不耕起栽培．3．耐倒伏性に関する検討．

北草研報 38：74 

松山稔ら（2003） 施用有機物由来窒素の５年間にわたる水稲への吸収利用．土肥誌 74、 

533-537 

森田聡一郎ら（2005）リビングマルチ利用マメ科再生草の刈払い処理によるトウモロコシ

の増収効果．畜産草地研究成果情報 4：83-84 

森田聡一郎ら（2006）不耕起播種トウモロコシ作付体系に適する冬作草種の選定と再生草

処理法．畜産草地研究成果情報 5：91-92 

森田聡一郎ら（2007a）作業工程の削減と作期分散が可能な温暖地向け不耕起-夏秋二毛作

体系．畜産草地研究成果情報 http://www.naro.affrc.go.jp/top/seika/2006/nilgs/ch06012.html 

森田聡一郎（2007b）飼料作物の二毛作における不耕起播種導入要件の検討．畜産技術 620：

37-40 

守谷直子ら（2008）飼料イネ専用収穫機で調製したコムギホールクロップサイレージの発

酵品質．日草誌 54：144-147  

中野洋ら（2008）飼料イネ品種 Taporuri の 2 回刈り乾物多収栽培技術の現地実証試験．日

作紀 77（別 1）：44-45  

南雲不二男（2007）アフリカの農業生産性向上を目指して：多くの利点を有するマメ科カ

バークロップ作付け後の不耕起栽培．農業技術 62（10）：21-25 

中村克己（2005）トウモロコシの省力生産の試みと栽培拡大．北草研報 39：10-11 

小畑寿ら（2004）自給飼料生産の機械化体系確立試験．（2）二期作トウモロコシ簡易播種

技術の検討．宮崎畜試研報 17：65-69 

坂井直樹ら（1987a）不耕起栽培の評価．第 2 報 圃場への直接投入エネルギー．農作業研

究 22：113-119 

坂井直樹ら（1987b）不耕起栽培の評価．第 3 報 作物収量と投入エネルギー．農作業研究

22：229-235 

坂井直樹ら（1988a）不耕起栽培の評価．第 4 報 土壌の変化と作物根系．農作業研究 23：

25-32 

坂井直樹（1988b）不耕起栽培の研究状況（Ⅰ）-作物収量への影響-．農作業研究 23（3）：

179-188 

佐藤健次ら（2001）スーダングラスの再生に及ぼすスラリーの土中注入時期および施用距

離．九農研 63：128 

佐藤健次ら（2002）飼料作物用の作溝型播種機の開発．日草九支報 31（2）：57-59 

澤田嘉昭・中村克己（2004）十勝地域におけるサイレージ用とうもろこしの不耕起・簡易

耕栽培の現状と栽培上の問題点．北草研報 38：89 

志藤博克ら（2008）多様な飼料作物に１台で対応できる汎用型飼料収穫機の開発．日草誌

54 （別）：162-163  

春原亘ら（1985）不耕起栽培の評価．第 1 報 作業体系と省力効果．農作業研究 24：37-50 

谷本憲治ら（2007）飼料用とうもろこし栽培省力化の実証的調査研究と普及．北海道草地

- 26 -



 

 

研究会報 41：6-9 

舘野宏司ら（1999）部分耕播種を組み入れたスーダングラスの省力栽培体系の確立．日草

誌 44：360-367 

魚住順ら（2004）シロクローバを用いたリビングマルチ栽培における飼料用トウモロコシ

の播種適期．東北農研研報 102：93-100 

魚住順（2007）トウモロコシの不耕起栽培の環境保全機能．日草誌 53：244-248 

浦川修司ら（2003）飼料イネ用ロールベーラのライムギ(Secale cereale L.) オオムギ

(Hordeum vulgare L.) ライコムギ(Triticum sp.×Secale sp.)への適応性．日草誌 49：510-513 

臼木一英ら（2005）耕起法の違いがアーバスキュラー菌根菌の感染およびトウモロコシと

エンバクの生育・収量に及ぼす影響．日作紀 74：417-421 

Unger PW、 TM McCalla (1980) Conservation tillage systems. Advances in Agronomy 33:1-58  

渡辺治郎ら（1987）重粘性土壌における簡易耕の導入．北海道農試研報 148：139-156 

矢吹勝利ら（1991）川渡黒ボク土におけるデントコーンの不耕起栽培試験．川渡農場報告

7：83-88 

山内 稔（2008）鉄コーティング湛水直播マニュアル 2008．近畿中国四国農業研究センタ

ー．pp26 

参考文献 

小林良次（2008）トウモロコシの低コスト不耕起栽培．飼料自給・ 前線、p84-92．酪農

学園大学エクステンションセンター． 

小林良次（2008）飼料用米の生産コスト低減技術と今後の展望．グラス＆シード 第 23

号：17-22 

小林良次（2009）飼料用米栽培のポイント．飼料用米の生産・給与技術マニュアル、農研

機構．（http://www.nilgs.affrc.go.jp/project/esapro/esa-data/r-manual/r-manual.pdf） 

小林良次（2009）飼料イネの栽培・調製・給与技術．地域資源を活用した家畜生産システ

ム．日本草地学会編、学会出版センター、東京．p54-70 

- 27 -



 

 

飼料用稲の調製・加工技術 

 畜産草地研究所 

関東飼料イネ家畜飼養研究サブチーム 

 浦川 修司 

１．はじめに 

2008 年に起きた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により、畜

産農家はこれまでに経験したことのない経営的危機に陥った。2009 年になって飼料価格は

下がってきたものの、現在でも高止まり傾向にあり、飼料価格は国際情勢や世界的な気象

変動によって大きく影響される構造に変わりはなく、国内自給飼料の増産は、食料自給率

の向上に貢献するだけでなく、国土の有効利用、資源循環型畜産の確立、国土生産力を

次世代に引き継ぐためにも極めて重要な課題である。また、水田はわが国の重要な作物生

産の基盤であり、飼料作物においても同様である。水田における飼料作物生産の一つとし

て、これまで稲発酵粗飼料（以下、飼料イネ）が推進されてきた。 

このような状況において、2010 年３月に新たな「食料・農業・農村基本計画」が閣議決定

された。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ることになった。一方、研究面では 2010 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）」研究が新たに開始され、飼料イネ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も計画され、一層の飼料イネ、飼料用米

の生産と利用の拡大に結び付くことが期待されている。本稿では、飼料用稲の収穫調製技

術と飼料用米の加工技術を中心にロール発酵 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。 

 

２．飼料イネと飼料用米の面積の推移 

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

きている。2008 年に行った全国の各市町村（水田協議会）を対象とした今後の面積動向調

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

り飼料イネの作付面積は 2008 年度には約 8、900ha から 2009 年には 1 万 ha に拡大した（図

１）。しかし、この１万 ha という面積は全国の生産調整面積の１％程度にしかすぎず、大家畜

への利用率も７％未満であるのが現状である。しかし、地域によっては、需要と供給のバラン

スが崩れ、地域内では飼料イネは過剰に生産されている地域もみられる。その一方で、飼

料イネの利用を希望しても、入手できない畜産農家も存在するのも現実である。そこで平坦

な水田地帯から飼料生産基盤の脆弱な畜産地帯への良質な飼料イネをロールベールサイ

レージとして広域流通を推進することを検討することが急務である。一方、飼料用穀物の高

騰を背景に国産穀類の増産を目的に、飼料イネに加えて飼料用米が注目され、2009 年の

作付面積は 4、000ha にまで拡大した。前述のように新たな行政的支援やプロジェクト研究
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により、今後、一層の面積拡大が期待される。 

 

３．飼料イネの収穫調製体系 

飼料イネの収穫調製体系にはフォーレージハーベスタにより収穫し、固定サイロに

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

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

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

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飼料イネ専用

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 

 飼料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飼料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飼料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、まず立毛状態の飼料イネの刈り落し作業が必要であり、収

穫時期の飼料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飼料イネを給与する場

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飼料イネを生産できる。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。 
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図２．飼料用イネの収穫調製体系

 [ 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

 

 

 

（２）専用収穫機体系 

 立毛状態の飼料イネの刈取りと梱包作業を行うための専用収穫機は、コンバイン

型とフレール型と呼ばれる２つの機種の自走式ダイレクト収穫方式のロールベーラ

が実用化されている。コンバイン型専用機（三重県畜産研究所 開発）については、

自脱型コンバインの刈取・搬送部をそのまま利用していることから、穂部と茎葉部

が分離したロールベールが成形されることが問題点であったことから、2008 年に大

きく改良された（図４）。   

モーア テッダ・レーキ ロールベーラ ベールラッパ

図３．牧草用収穫調製体系の作業状況

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

図４．新たに改良されたコンバイン型（細断型）専用収穫機の概要
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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、ディスクカッタの

切断刃間隔を短く設定し、３cm に材料イネ切断し、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）。 

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

 

フレール型専用収穫機は、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。本機については、2010 年にエンジン出力の向上、ロールサイズ

についても直径が 90cm から 100cm に大きくし、さらにネットで結束するように改

良された（図６）。 

 

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飼料イネの収量や圃場条件等にも影響されるものの約 20～

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

図６．フレール型専用収穫機の概略（ネット結束装置に改良）

搬送部

ベール成形室

フレールモーア
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きるようになっている。これらの 2008 年の調査においては、専用収穫機は全国

の生産組織の約半数に導入されている。  
 
（３）自走式ベールラッパ 

専用収穫機は自走式ベールラッパと組み合わせて作業を行うことが多く、軟弱な

圃場条件でも作業を行うことができ、しかもテーブルリフトを利用して、密封後の

ロールを直接運搬車へ積載することもでき、専用収穫機の改良とともに重いロール

ベールも容易に持ち上げることができるように改良された（図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獲作業能率より密封作業の能率が劣ること

から、圃場内で連続して密封作業を行う場合は、多くのロールベールが未ラップの

状態で残されることになる。そのため圃場条件が良好な場合では、専用収穫機は結

束時間を利用して農道方向へ移動してロールを放出すると自走式ベールラッパの移

動距離が短くなり、全体の作業時間の短縮につながる。専用収穫機は、まず自走式

ベールラッパの作業スペースを確保し、その後は自脱型コンバインの作業法と同じ

ように回り刈りを行い、２方向刈りで作業を進め、作業スペースにベールを荷降ろ

しておくと、後の搬出作業が効率的に行うことができる（図８）。 
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

リアによる最適な運搬方法はほ場の大きさや形状、単位面積収量、ロールベール質

 

 
図７．自走式ベールラッパの概略図と作業状況



 

 

量、刈り取り経路、ロールベール集積方法等の条件によって異なるものの、収穫機

が満量になる都度その位置に放出して後から回収する方法と比較すると、全てのロ

ールベールを密封して圃場外に搬出するまでの作業時間は、ロールキャリアによっ

て 大 35％短縮される（図８）。 

 

 

（５）その他の飼料イネ収穫作業 

（自脱型コンバインを改良した飼料イネの刈り落とし機と汎用型飼料収穫機） 

自脱型コンバインに簡易な装置（ウインドロワー）を装着することで、飼料イネ

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８．専用収穫機を用いた効率的な作業方法の例

 

0 25 50 75 100 125

 

0 25 50 75 100 125

ロールキャリアを用いない場合のロール放出位置

ロールキャリアを用いた場合のロール放出位置

図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）
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の予乾体系においても牧草用のモーアを用いずに刈り落とし作業を行うことができ

（図 10：東北農研）、その後、自走式ロールベーラで梱包することで、良質な予乾

飼料イネの収穫作業を行うことができる（但し、自脱型コンバインの改良は自己責

任において行う）。 

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、飼料イ

ネを収穫できる自走式作業機として、汎用型飼料収穫機が開発された（生研センタ

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

ウモロコシや刈り落とした予乾牧草、飼料イネを収穫することができる（図 11）。 

 

図10．自脱型コンバインを改良した刈り落とし方法と梱包
東北農研

ベールチャンバ

ホッパー

ゴム履帯

イネWCS用アタッチ

コーンアタッチ

予乾牧草アタッチ

収獲部

図11．各種飼料作物への対応が可能な汎用型飼料収穫機
生研センター



 

 

飼料イネの収穫を行う場合には、刈取部に飼料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飼料イネを収穫し、ホッパ

に収穫した飼料イネを一時貯留できることから、ロールの結束・放出の間もノンス

トップで作業を行うことができる（トウモロコシ、予乾牧草の作業も同様）。この

ように本機は飼料イネだけでなく、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、表１に示したようにコントラクターやＴＭＲセンターの増加ととも

に、今後の飼料作物生産を担う大規模コントラクター組織を基軸として、生産され

た飼料作物（国産粗飼料）を活用したＴＭＲへの利用が期待される。 

 

 

項　　目 平成15年 平成20年

　コントラクター 317 522

　ＴＭＲセンター
　（内、北海道）

34
（７）

85
（35）

表１．コントラクターＴＭＲセンターの組織数

図12．汎用型飼料収穫機による各種飼料作物の作業状況

青刈りとうもろこし収穫時 予乾牧草収穫時 飼料用稲収穫時

全 長 （mm） 6,500 6,180 6,810

全 幅 （mm） 2,000 2,000 2,340

全 高 （mm） 3,460 3,460 3,460

質 量 （kg） 4,990 4,920 5,220

種 類 ロークロップアタッチメント ピックアップアタッチメント リールアタッチメント

作業幅 （mｍ） 1,500 1,600 2,000

ホッパ 容 量 （m３）

形 式

直径×内幅（mm）

形 式

接地圧 (kPa) 28.8 28.4 30.1

機関出力 (kW） 72.1

成形室

走行部

収穫部

表２．汎用型飼料収穫機の主要諸元

機体の
大きさ

1

特殊バーチェーン式

φ1,000×850

クローラ式
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４．飼料イネの安定貯蔵技術 

（１）土砂の混入防止対策 

飼料イネは当然、水田で作付され、天候や圃場条件に品質が大きく影響される。

収穫時に圃場条件が良好な場合では、特に問題はないものの、圃場が軟弱でロール

を圃場内に放出すると土砂の混入が懸念される場合には、土砂の混入を防ぐことが、

良質サイレージの も基本的事項である。従来方式のコンバイン型飼料イネ専用機

と自走式ベールラッパでは、ロールベーラから放出するロールを自走式ベールラッ

パで直接荷受けを行うことができたが、改良された細断方式のコンバイン型専用収

穫機や汎用型飼料収穫機と自走式ベールラッパの組作業においては、ロールベール

の直接荷受け作業は困難であり、今後、土砂の混入を防ぐ体系を検討中である。現

在、軟弱圃場においては、４輪駆動のトラクタが作業できる程度の圃場においては、

パレットフォークを用いて飼料イネ用ロールベーラから放出されるロールベールを

直接荷受けし、圃場外へ搬出し、農道またはロールロールベールの一時保管場所で

密封する体系で作業を行うことにより、土砂の混入を防ぐ方法で行われている（図

13、14）。 

 

 

（２）乳酸菌の利用 

飼料イネの茎は堅い中空構造であり、トウモロコシなどの飼料作物に比べ、サイ

ロ内に残存する酸素量が多いため、嫌気的条件にするのが困難であり、さらに飼料

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、飼料イネは乳酸菌の栄養源となる可

溶性糖類であるサッカロース、グルコースおよびフルクトースの含量がトウモロコ

シと比較して低いのが特徴である。しかし、新たに改良された細断方式のコンバイ

ン型飼料イネ専用収穫機やフレー

ル型飼料イネ専用収穫機、汎用型

飼料収穫機については、気象条件

や圃場条件が良好な場合では、黄

熟期で収穫すると立毛状態でも水

 

図13．パレットフォークを用いたロールの直接荷受け方式の概略図

図14．パレットフォークや自前の簡易フォークを用いたロールの直接荷受け方

パレットフォークを用いた体系 自前の簡易フォークを活用した体系

図15．飼料イネ用イネの専用乳酸菌（畜草１号）
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分含量が 65％程度となり、良質なロールベールサイレージが調製できるようになっ

た。しかし、朝梅雨が残っている場合や軟弱な圃場条件での作業において、安定し

て確実に良質サイレージを調製するために、乳酸菌（図 15）などを添加することも

必要である。なお、専用収穫機には乳酸菌などの添加装置が装備されている。 

 

（３）フィルムの巻き数 

フィルムの巻き数の違いは、その後のロールベールの長期貯蔵性に大きく影響を

及ぼす。保管中にフィルムの破損がなくても、長期保管を行う場合ではフィルムの

劣化や密着のゆるみから気密性が低下するため、フィルムの巻き数の設定は非常に

重要である。フィルムの巻き数を４層巻き、６層巻き、８層巻きに変えて保管した

場合、４層巻きでは比較的早い段階から廃棄率が高くなるが、６層巻きでは調製後

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

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

ヵ月後は夏期の高温時にも関わらず、巻き数を増やすことにより、高温による品質

低下防止にもつながる。このように、フィルムの巻き数を増やすと安定して長期保

存が可能となるが、フィルムの現在の価格は約 12,000 円/本であり、４層巻きでは

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

経済性や作業性等を考慮して巻き数を設定することが重要であり、６層巻きを基本

として、長期間保管するロールベールについては８層巻きにするなど、品質保持と

経済性を勘案して保管期間に応じて巻き数を変えるなど、安定した品質のロールベ

ールを通年給与できるようにすることが重要である。 
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図16．飼料イネのロールベールのフィルムの巻き数と廃棄率の関係
千葉県畜総研
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５．耕畜連携による飼料イネの地域内での流通技術 

（１）これまで行われてきた耕畜連携体制  

 飼料イネは日本の米政策と密接な関係があり、牧草やトウモロコシのように畜産

農家が自ら栽培して収穫調製までの全ての作業を行う体系よりも、耕種農家が栽培

管理を行い畜産農家やコントラクターが収穫調製を行うような体系が中心である。

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

ラクターが飼料イネの栽培管理から収穫調製までの全ての作業を行う体系も増加し

つつある。つまり、耕種農家と畜産農家が連携して飼料イネを生産して、畜産農家

へ流通する体系である（耕畜連携体制）。このような耕畜連携体制も新たな展開を迎

えようとしており、図 17 には、現在、各地域で行われている耕畜連携の主な体制を

示す。 

 

（２）地域内流通（近距離流通）  

耕種農家と畜産農家が連携して飼料イネを生産する場合、特に考慮すべき課題が

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

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

られている運搬車は２t ダンプや軽トラック等を複数台利用し、畜産農家へピストン輸

送を行い配送されている。このような場合、運搬車の台数だけオペレータを必要とする

ことから、畜産草地研究所では、輸送コストを削減するために脱着ボデートラック（ト

ラックのボデーとコンテナ部が分離でき、主に建設現場等にコンテナだけを設置してお

いて廃材等を詰め込み、満量になると新たなコンテナと交換することで、１台のトラッ

ク（ボデー）に対して複数個のコンテナを活用できる）を活用したロールベール等を始

めとする飼料の輸送技術の開発を行っている。特に、ベースとなるフラットコンベアに

多様なサイドゲートとテールゲートを取り替えるだけで、フィルムで密封する前のロー

ルベールや密封されたロールベールの輸送、TMRの素材となる食品副産物などのバラ物、

さらに自走式ベールラッパなどの軽車両の輸送が可能である。（図 18）。さらに、飼料イ

ネの取引（売買）は、１ロール当たりの価格で行われているのが一般的であるが、今

後、重量取引になることを想定し、ロールベール１個毎の計量を行って輸送を行うこ

図17．現在行われている飼料イネの生産体制の概略図

[ 基本的な耕畜連携体制 ]

栽培・管理収穫 / 利用

耕種農家

収穫・調製

畜産農家コントラクター

利用

耕種農家 畜産農家

栽培・管理

[ コントラクターを介した耕畜連携体制 ]
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とができる計量器付きコンテナの開発（図 19）やベールクランプを用いた計量・輸

送技術を開発した（図 19）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図18．脱着ボデートラックを活用した飼料および軽車両の近距離輸送

図19．脱着ボデートラックによるロールベールの計量・輸送

掴み幅：115cm

ストッパ

000.0

ホイスト秤

フック

取手

把持部

接触板

シャックル

接触板

図20．ロールベールクランプによる計量・輸送
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６．飼料イネの今後の取り組み方向（広域流通） 

 飼料イネの今後の取り組みについての見解としては、現在、取り組んでいる市町

村の 44％が今後とも面積の拡大が見込まれるか、もしくは拡大のための推進を行っ

ていくとの意見である（図 21）。その要因については、飼料価格の高騰対策や麦・

大豆不敵作地における水田の維持・管理に有効であるなどの意見、その他には、広

域流通が行えるようになれば一層の面積拡大が見込まれるとの意見も多い。現在の

状況では飼料イネの流通範囲は同一市町村内が約 88％であり、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において

は、広域流通で販路拡大を図ることが求められている。 

 

 

（１）広域流通のためのハード面の課題 

広域流通を推進する場合の重要な施設が、ストックヤード（ロールベールの一時

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

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

効率的な作業が行えなくなる。団地化された圃場の近隣にストックヤードを設け、

輸送は後日集中的に行う体制を検討すべきである。ストックヤードの設置場所とし

て留意することは、雨水等の水が溜まらない場所を選ぶこと、鳥獣害には十分に気

を付けること、さらに、ストックヤードでは多くのロールベールが保管されること

から、サイレージ臭に対する近隣の住民への配慮も忘れてはならないことである。

また、飼料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

空き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21．飼料イネの今後の取り組みに関する意見
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ストックヤードで一時保管された飼料イネは、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、イネ飼料イネ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飼料イネ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飼料イネのロールベールのハンドリング

作業においては、特に発酵が進んだロールベールサイレージでは、フィルムの破損

を起こさないようにすることは当然のことであるが、強度な把持作業によるロール

ベールの変形は品質の劣化を招き易くなる。特に密封直後のロールベールではスト

レッチフィルムの粘着性も高く、把持作業後の変形に対して形状も復元するが、密

封後の日数の経過とともに粘着性も低くなり、把持作業により変形したロールベー

ルは復元しにくくなるため、空気が侵入し把持部を中心にカビの発生や品質の低下

を招くことが懸念される。従って、ベールグラブによる把持作業ではロールベール

の変形をできるだけ避ける必要がある（図 22）。 

特に広域流通においては輸送業務を専門業者に委託する場合では、大型トラック

による大量輸送体制を検討することが必要である。そのためには、ベールハンドラ

等の特殊な機器を用いずに、運送業界や物流業界で も多く利用されているフォー

クリフトを利用した簡易にハンドリングを行うことのできるロールベール用荷役具

等の活用を検討することも必要である。そのために開発したのが簡易ロールベール

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

業者が操作に熟練したフォークリフトで簡易に大型トラックへ荷積みと荷降ろしが

できることにある。 



 

 

（２）広域流通のためのソフト面の課題 

 広域流通において、ソフト面での重要な課題の一つとして検討すべき事項は、

これまでのような地域内流通では耕種農家と畜産農家が、お互いの「顔の見える

取引」であったが、広域流通においては「顔の見えない取引」になることから、

品種の情報や刈取り時期の情報を畜産農家へ的確に提示することも必要である。

つまり、自給飼料としてではなく、国産飼料として国内に流通させていくために

は情報開示が必要となってくる。現在、行われている生産履歴を管理する体制は、

ロールベールごとに通し番号を付けたり、ラベルを貼付したりする方法が行われ

ている（図 24）。 

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

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

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

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

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

ような生産履歴管理システムは、畜産農家にとって、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に対応できるとともに、

今後の良質なサイレージを調製するために役立てることができる。このようなシステ

ムの構築は、広域流通に限らず、面積拡大にともなって、これまで以上に多くの畜産

農家が安心して国産粗飼料を利用できる体制作りにも必要なことである。 



 

 

また、広域流通を推進するにあたって、 も問題となるのが輸送コストである。

前述のように広域流通においては、生産者自らが輸送することは困難であり、専門

運送業者への委託を考えた場合に、流通コストを削減するためには、帰り便の有効

活用や回り便等を活用することで、できる限り輸送コストの削減に努める必要があ

る。さらに、ロールベールサイレージは開封しないと品質が分からないことから、

新規包装資材等を活用した品質の長期安定貯蔵技術の開発等により、劣化サイレー

ジの輸送を回避することで、無駄な物（劣化サイレージ）は作らない、運ばないこ

とが生産コストや輸送コストの削減にとって極めて重要なことである。 

その他、飼料イネをそのままのサイレージとして流通させるだけでなく、TMR セン

ターを基軸として食品製造副産物等の未利用資源や飼料用米、イネ飼料イネ等の国

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

として流通させることも今後の課題である。 

 

 

７．飼料用米の加工処理技術 

 飼料用米の利用は古くは古米の利用に始まり、これまでは政府備蓄米（ミニマム

アクセス米（MA 米）主体）の払い出し利用が中心であったが（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の目的

で栽培し、飼料イネと同様に新規需要米としての飼料用米の作付面積の拡大が期待

されている。 

 

 

（１）MA 米、古米利用について 

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

おり、2008 年は MA 米が 64 万 t 利用されている。これらは輸入穀物価格とほぼ同等

の価格で飼料工場に払い出しされ、破砕処理後に鶏・豚用途の配合飼料原料として

利用されている。 

 

 

輸入 玄米 4
輸入 精白米 453
輸入 破砕米 111

古米 国産 玄米 15％程度

自給飼料用米 国産 玄米
国産 籾米 **

自給飼料用米サイレージ 国産 籾米 30～35％

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

乾燥処理後

15％程度13 試験段階

MA米
* 15％程度 配合飼料材料

として利用

産地 形態
使用量
(千ｔ）

-

利用実態水分

表３. 飼料用米の利用状況の推定



 

 

（２)自給飼料用米について 

飼料用米（自給飼料用米）の利点は飼料イネとは異なり、栽培管理から収穫調製

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

特に収穫調製は、畜産農家の牧草用収穫機械や専用収穫機を必要とせず、食用米と

同様に自脱型コンバインによる収穫が可能であると言われている。但し、飼料用米

の低コスト生産には多収が必要であり、そのための育種目標としては穀粒が大きく

粒数を多くする必要があり、稈の太い耐倒伏性の強い品種となる。また、飼料用米

の長期保存のためには食用米と同様な乾燥処理を行うか、ソフトグレンサイレージ

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

収穫期を遅らせて圃場にて立毛状態で籾部の水分を低下させてから刈り取る立毛乾

燥処理を行う報告もあるが、鳥害の増加、穂発芽の発生等の他に、収穫ロスの低減

のために、耐脱粒性の高い品種が要求される。このように稈が太く、籾が大きくて

粒数が多く、しかも耐脱粒性の高い品種は、現在の自脱型コンバインにとっては非

常に過酷な条件になり、コンタミ防止のための自脱型コンバインの清掃も非常に労

力を要することも懸念される。しかし、そのための飼料用米専用収穫機の開発は、

本来の目的から離脱すると考えられ、飼料用米の安定的で高能率な収穫体系の確立

は、今後の重要な課題の一つになってくるであろう。一方、乾燥処理のコスト低減

化を図ることを目的に 30％以上の水分で収穫した籾を密閉貯蔵して、サイレージ発

酵させる SGS 調製においては、残留農薬の関係から完熟期の籾を利用することが必

要であることから、水分が低下した籾に加水処理を行うことで、籾全体が均一に吸

水し、安定した発酵が促進されるかを検討することも今後の課題と考えられる。何

れにしても、国産穀類としての飼料用米は、これまでは殆どが鶏や豚への給与に使

われており、収穫機や SGS 調製技術等を含めて、牛に対する取り組みはまだ試験的

なものが多く、今後の研究開発に期待したい。 

 

（３）調製加工技術について 

 飼料用米の利用は豚・鳥への利用が大半で、現在では牛への給与は殆ど行われて

いない。その要因の一つとして、牛の場合では鶏と異なり、籾米・玄米を無処理の

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

調製においては、これまでの報告は黄熟期が主体であり、完熟期に収穫した籾米の

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

れてきた処理方法や現在検討されている処理技術について主なものを紹介する。 

 

 

 

 

 

 



 

 

１）粉砕処理 

 ハンマミルに投入した材料を回転するハンマによる衝撃と粉砕室内壁面への衝突

により粉砕しながら、スクリーン(4.5mm メッシュ程度の篩)を通過するまで粉砕す

る方式である、籾・玄米ともに粉砕可能である（図 26）。 

 

２）圧ペん処理 

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

加湿した後に圧砕する蒸気圧ぺん処理（図 27）も精麦工場等で行われている。蒸気

圧ぺん処理では材料のデンプン質がα化されるため、消化性が改善される。特に飼

料用米ではデンプン質含量が高いため、圧ぺん処理による消化性の向上が期待され

る。ただし、材料水分が高いと粉砕ローラ部でつまる可能性があるため、適性水分

域は 12～15％程度とされており、収穫後の乾燥処理が必要となる。 

 



 

 

３）飼料用米破砕機（専用モミ砕機） 

 Ｖ字型の溝を有する粉砕ローラ間を通過させることで、剪断力によって籾を破砕

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

が、茎葉部を含む飼料イネでは籾の破砕程度は低くなると考えられる。籾や玄米の

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

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

 

４）籾殻膨軟処理装置と籾殻膨潤処理装置 

両装置とも米麦共同乾燥施設（米麦共乾施設）等に導入されており、本装置の本

来の目的は籾殻を強制的に圧縮し、加水することで籾殻の組織を破壊してヌカ状に

し、吸水性を高めることで家畜の敷料として利用したり、直接堆肥の原料として利



 

 

用するための装置である。特に籾殻膨軟処理装置（プレスパンダ：現在は販売中止）

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（図 29）。一方、籾殻膨潤処理装置（ダブルプレス：図 29）はダブルスク

リュー型で、プレスパンダに比べてスクリューや内部ケースの摩耗は少なく、耐久

性に優れているが、飼料用米の加工処理程度はダブルプレスよりも劣る。今後、プ

レスパンダの後継機であるダブルプレスを飼料用米の破砕処理に活用するには、今

後の改良が必要である。 

 

５）その他の飼料用米破砕装置 

国産穀類として飼料用米が注目されつつある中、農研機構を始めとする各地域の

研究機関でも、積極的に飼料用米の加工技術について検討が行われつつある。これ

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

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

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

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

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

 

畜産草地研究所 

関東飼料イネ家畜飼養研究サブチーム 

松山 裕城 

 

１．はじめに 

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

と略記）の生産が年々拡大しており、2009 年の作付面積は 10,306ha（見込み）であった。

稲 WCS の生産拡大に伴って利用する酪農経営も増えており、2007 年の調査では都府県で

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

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

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

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

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

究成果に基づいて、稲 WCS の飼料特性、乳牛に対する適正給与技術、さらに給与効果の

可能性について紹介する。 

 

２．泌乳牛用飼料としての特性 

（１）飼料成分と栄養価 

 稲 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２–１）。稲 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２–２）。したがって、泌乳牛に給与する稲 WCS

図2-1．稲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
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図2-2．稲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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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。 

 表２–１は各飼料における消化率、栄養価を示す。稲 WCS の粗脂肪、NFE の消化率はイ

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

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

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

に多くの稲 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稲 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。稲 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。稲 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。 

 稲 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２–２）。a 式（服部ら 2005）は、稲 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）も稲 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、稲 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、

稲 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2-1．各飼料における消化率と栄養価

消化率(乾物中%)
飼料名

 稲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。表２–３は各飼料の RVI を示す。稲 WCS の

RVI は 82 分であり、チモシー乾草、スーダングラ

ス乾草と同程度、アルファルファ乾草やトウモロコ

シサイレージよりも多い。したがって、稲 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）。稲 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

すると稲 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、稲 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、稲 WCS に関しても泌乳ステージを分けて紹

介する。 

 

粗飼料価指数

(分/乾物1kg)

稲WCS 82

チモシー乾草(輸入) 79

スーダングラス乾草(輸入) 77

アルファルファ乾草(輸入) 47

トウモロコシサイレージ 66

表2-3．各飼料の粗飼料価指数(RVI)

日本飼養標準・乳牛(2006)

飼料名

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2-2．稲WCSのTDN含有率に関する推定式

a式

b式

c式
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（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、稲発酵粗飼料の給与量（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稲発酵

粗飼料の自由採食量を測定した試験結果（Islam ら 2004）では、稲発酵粗飼料（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稲発酵粗飼料の割

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、稲 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３–１）。稲 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 中の稲 WCS の配合割合（26、30 および 35％）

を変えた試験（新出ら 2008a、表３–１）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。稲 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、稲 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、良好な発酵品質の稲 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稲 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、稲
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図3-1．稲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)

26% 30% 35%

乾物摂取量(kg) 23.0 21.6 21.9

稲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3-1．稲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)
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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稲 WCS の 大摂取量の５割程度を泌乳牛における稲 WCS の実用

的給与量の目安として表３–２に示す。なお、泌乳ステージと乳量水準により、稲 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３–２の 小値である３kg 程度に稲 WCS の給与量を留める。繰り返し

になるが、稲 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、実際に稲 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、稲 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 

稲 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 3–3 は粗飼料の配合割合が異なる

TMRが稲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) 稲WCSの水分含有率は65%として算出した．

表3-2．各泌乳ステージにおける稲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)

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3-3．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) 稲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．
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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3-4．切断長の異なる稲WCSの比較

稲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

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、茎葉部からなる稲

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３–４は稲 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５

cm 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、稲 WCS の切断長は３

cm 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。稲 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、稲 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 に注意しながら稲 WCS の給与量を制限する必要が

ある。 

 

（２）乾乳後期（分娩前 4 週～分娩） 

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

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

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

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

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

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

がって、乾乳後期では濃厚飼料の増量に合わせて稲 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４–１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稲 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、一日当たり稲 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週では稲 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４–２に乾乳期における稲 WCS の 大摂取量と実用的給与量の目安を示す（新出 

2008e）。稲 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４–１の試験で得られた稲 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、稲 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、稲 WCS

の給与量を調整する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲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週から稲WCSの単味と供にTMR(乾物中CP17%，TDN75%，稲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4-1．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) 乾物は稲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4-1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4-2．乾乳期における稲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稲 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、稲 WCS の給与により生産物である生乳に新たな価値を加えたり、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、輸入乾草に比べ稲 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、

肥育牛では稲 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、泌乳牛も稲

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稲 WCS

を約１ヶ月にわたり給与した。稲 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、稲 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５–１）。その後、

稲 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、稲 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、稲 WCS の給与終了時まで

高位で推移した（図５–２）。

これらの結果は、稲 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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図5-1．血清中α-トコフェロール濃度の推移
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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、稲 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、分娩前から稲 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、稲 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、稲 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。 

 

５．おわりに 

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

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

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

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

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

る。今後、稲 WCS の取り組みが地域農業を支える柱の１つとして定着することを期待し、

本研修がその一助になれば幸いである。 
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飼料用稲の肉牛への給与技術 

 

畜産草地研究所    

飼料調製給与研究チーム 

山田 知哉       

 

１．はじめに 

 稲発酵粗飼料（稲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。2000 年から本格的に生産を開始されたＷＣＳ用稲は、2009 度には作付面積が約１万

ha まで増加し、今後も更なる広がりを見せようとしている。稲発酵粗飼料の特徴として、

稲ワラやチモシー乾草などの一般的に肉牛へ給与される粗飼料に比べビタミンＥ（α-トコ

フェロール）が豊富に含まれていることが挙げられる。従って稲発酵粗飼料を肥育牛に給

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、稲発酵粗飼料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、

稲発酵粗飼料にはビタミン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、稲発酵粗飼料

の肉用牛への給与及び稲発酵粗飼料を給与した牛肉の特徴について紹介する。 

 

２．稲発酵粗飼料の飼料特性 

稲発酵粗飼料は、イタリアンライグラスなどの牧草と比較すると、ケイ酸含量が多い影

響で灰分が多く、粗蛋白質がやや少なく７％程度である。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、稲発酵粗飼料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。稲発酵粗飼料の物理性としては、粗飼料価指数（乾物摂取量

当たりの総咀嚼時間）に関するデータが黒毛和種繁殖牛で出されており、稲ワラ 77.6 分、

稲発酵粗飼料 70.7 分、チモシー乾草 63.5 分という結果であった（古澤ら、2004）。したが

って飼料の物理性からみると、稲発酵粗飼料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。また稲発酵粗飼料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、特に肥育後期に稲発酵粗飼料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、良質な稲発酵粗飼料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

高い良質な稲発酵粗飼料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制御型肥育に稲発酵粗

飼料を用いるためには、稲発酵粗飼料中のβ－カロテン含量の把握と、その低減技術が必

要となってくる。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
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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。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、稲発酵粗飼料の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制御型肥育へ稲発酵粗飼

料を用いることも可能である。 
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図１．稲発酵粗飼料中のβ－カロテン含量とビタミンＥ含量の関係 

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

現在、肉用牛の肥育においては肉質向上のためビタミンＡを制御する肥育方法が広く行

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

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

れている。稲発酵粗飼料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、稲発酵粗飼料を肥育の全期間に給与した区、稲発酵粗飼料を肥育の

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、枝肉重量は稲発酵

粗飼料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、稲発酵粗飼料をビタミン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. 稲発酵粗飼料給与が交雑種肥育牛の枝肉成績に及ぼす影響 

 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 歩留基

準値 

ＢＭＳ 

No. 

肉質 

等級 

 (kg) cm2 cm cm ％   

全期間区 521 43.6 7.9 3.3 68.8 2.7 2.3 

前後期区 486 46.3 7.9 3.4 69.5 3.0 2.3 

慣行区 511 55.7 8.1 2.9 71.0 4.0 3.0 

（稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル 2009） 

 

 

一方、肥育の後期のみに稲発酵粗飼料を給与し、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、稲発酵

粗飼料はビタミン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 ヶ月齢に稲発酵粗

飼料を原物でそれぞれ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

稲発酵粗飼料中の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、実際に給与する稲発酵粗飼料の品質を十分に把握することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

- 65 -



表２. 肥育後期の稲発酵粗飼料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稲発酵粗飼料の現物給与量の目安を表３に示す。稲発酵

粗飼料の水分含量は、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

用いる稲発酵粗飼料の水分含量にしたがって給与量を増減させる。またビタミンＡ制御型

肥育における肥育後期の稲発酵粗飼料の給与量は、稲発酵粗飼料の乾物中β-カロテン含量

を 20mg/kg として計算した。稲発酵粗飼料のβ-カロテン含量がこれより少ないと稲発酵粗

飼料の給与量を増やすかビタミン剤の添加が必要となる。後期給与型の稲発酵粗飼料の給

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、給与する稲発酵粗飼料

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稲発酵粗飼料給与例－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

稲発酵粗飼料(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 

稲発酵粗飼料(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） 

 

４．稲発酵粗飼料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
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Ｅを 3.5mg 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、稲発酵粗飼料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、稲発酵粗飼料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 3.5mg/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、稲

発酵粗飼料を原物で８kg、５kg、２kg をそれぞれ給与した試験によると、肥育後期に稲発

酵粗飼料を原物で５kg 以上給与することによって、牛肉１kg 当たり 3.5mg 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）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、肥育後期に稲発酵粗飼料を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）。 
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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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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、肥育後期の稲発酵粗飼料の給与量

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）、稲発酵粗飼料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、稲発酵粗飼料の給与により牛肉中へビタミンＥ（α-トコフェロ

ール）が 3.5mg 以上蓄積された場合は、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、稲発酵粗飼料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、実際に給与する稲発酵粗飼料の品質を十分に把握することが望ま

しい。 

５．繁殖牛への稲発酵粗飼料の給与 

稲発酵粗飼料は粗蛋白質含量が７％程度と良質乾草より少ないので，稲発酵粗飼料を単

味給与した場合、繁殖牛の蛋白質不足が懸念される。稲発酵粗飼料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
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図５． 牛肉の TBARS 値に及ぼす影響 

（山田ら、2007） 
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（稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル 2009） 
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告されている（表４）。したがって、繁殖牛では稲発酵粗飼料の単味給与は避け、適切に他

の飼料を給与して蛋白質不足にならないように注意する必要がある。 

 

表４．繁殖機能および子牛生産性 

 妊娠期間 

（日） 

生時体重

(kg) 

分娩―発情

（日） 

分娩－受胎 

（日） 

授精回数 

（回） 

大豆粕区 288.5 33.1 57.5 68.3 1.5 

イタリアン乾草 289.5 33.9 52.0 57.3 1.3 

稲発酵粗飼料単味 286.5 26.4 77.8 114.5 2.3 

大豆粕区：ｲﾈ WCS に大豆粕を補給する区、ｲﾀﾘｱﾝ乾草区：TDN 要求量の 40%はｲﾈ WCS、60%は

ｲﾀﾘｱﾝ乾草                             (中西ら、2005) 

 

 表５，表６，表７に稲発酵粗飼料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、稲発酵粗飼料の乾物率は 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５．肉用繁殖牛への稲発酵粗飼料の多給例 （原物 kg） 

 

  

     妊娠期 

（分娩前2～3ヶ月）

     授乳期  

 

    維持期  

  （離乳後） 

  稲発酵粗飼料     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６．肉用繁殖牛への稲発酵粗飼料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） 

  稲発酵粗飼料    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） 
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   表７．肉用繁殖牛への稲発酵粗飼料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） 

  稲発酵粗飼料     ７～１０     ７～１０     ７～１０ 

   低品質乾草      ４～５      ４～５     ４～５ 

   配合飼料      1.5～２      ３～４    

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

（稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル 2009） 

 

６．育成牛への稲発酵粗飼料の給与 

育成牛への稲発酵粗飼料の給与では、β―カロテン含量は肥育牛の様に問題とならない。

表８に４ヵ月齢から 108 日間交雑種肥育素牛へ稲発酵粗飼料を給与した結果を示した。稲

発酵粗飼料の飼料摂取量はチモシ－乾草と同様であり、試験期間の増体量も稲発酵粗飼料

区とチモシ－区で差は認められなかった。表９に育成牛への稲発酵粗飼料の給与例を示し

た。稲発酵粗飼料は蛋白質含量が少ないので、体成長のため蛋白質の要求率が高い育成期

においては、蛋白質不足にならないよう配合飼料や大豆粕を適切量給与する点に留意する

必要がある。 

 

表８．育成牛への飼料イネＷＣＳ給与試験 

試験区 稲発酵粗飼

料区 

ﾁﾓｼｰ乾草

区 

供試頭数 5 5 

開始体重 111 108 

終了体重 259 248 

飼料摂取量、乾物 kg／日   

  稲発酵粗飼料 1.12  

  チモシ－乾草  1.17 

  濃厚飼料 3.82 3.81 

日増体量、kg／日 1.37 1.30 

（森山ら、 2003） 

 

表９．黒毛和種育成牛への稲発酵粗飼料給与例       （単位：原物ｋｇ/日・頭） 

 月齢 

  ４ ５ ６ ７ ８ 

稲 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。 
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７．今後の展望 

稲発酵粗飼料は稲ワラと比較し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。また稲発酵

粗飼料にビタミン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、我が国の飼料自給率向上のために

稲発酵粗飼料の一層の利用向上を目指していきたい。 
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飼料用米の豚への給与技術 
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1. はじめに 

2005 年に策定された旧食料・農業・農村基本計画では、2015 年までに飼料自給率を 35％

にまで高めることが目標とされ、われわれ家畜栄養に関わる研究部門は、さらに緊張感を

持って仕事に臨むことになった。しかし、農政からのこの要請に緊張はしたものの、輸入

穀物の価格が高騰することまではまったく予想できず、この間、日本国内の畜産生産者に

とっては、大変難しい情勢となった。このような背景から、飼料用米が配合飼料の原料と

して注目されるようになった。後述するように、コメの栄養価はトウモロコシと比較して

も遜色はないので、配合飼料原料として組み込んでいくのは比較的容易である。しかし、

コメを活用するとき、コストの問題は当然考慮しなければならないが、さらに安全性が担

保され、飼養成績や枝肉成績も良好なことが前提となる。欲を言えば、コメの給与によっ

て、高品質で特徴のある畜産物生産が可能ということになれば、消費者からの支持も得や

すくなる。 

本テキストでは、コメの栄養価を確認した上で、飼料用米の給与が肥育豚の発育と脂肪

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

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

産システムの確立」で得られた成果を中心に紹介する。 

 

２. コメの栄養価 

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

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

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

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

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

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

シンが不足することはないだろう。 

次に消化性を検討する。2001年版の日本標準飼料成分表に示されている一般成分の消化

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

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

もみ米の粗繊維の消化率が0％となっているのは少々極端だと思われるが、森山ら(1985)の

報告では、もみ米の粗繊維の消化率は5～10％程度となっている。したがって、もみ米は消

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

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

検討中なので、その結果が待たれる。いずれにしても、肥育豚の飼料として玄米を利用す 



 

一方で、コメの栄養価の変動については留意しておく必要がある。飼料用米は品種や施

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

て考えられた。 
表 1．コメに含まれる一般成分ならびに主要必須アミノ
酸含量(%) 

  もみ米  玄米 トウモロコシ

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

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

 もみ米 玄米 トウモロコシ

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

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

アミノ酸の消化率は回腸末端における真の消化率 

 



 

３．農水省プロジェクト実用技術開発事業「超多収米」の成果 

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

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

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

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

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

は抑えたい。本課題では、環境負荷物質の排せつ量低減で、すでに実績を積んでいる富山

県農林水産総合研究センター畜産研究所によって、飼料用米を給与したときの窒素排せつ

量低減について、精密な試験が実施されている。さらに、このときの、皮下脂肪内層の脂

肪酸組成の変化についても検討されている（新山ら 2008）。 

 

表 3．試験区分と低 CP 飼料の概要 

 飼料用米 
配合割合(%)

 
肥育前期 

  
肥育後期 

 

試験   リジン 0.92%   リジン 0.75%  
区分  CP(%) 飼料原料由来 添加量 CP(%) 飼料原料由来 添加量
 30 15.0 0.67 0.25 10.9 0.42 0.33 
低 CP 15 15.0 0.66 0.26 10.9 0.41 0.34 
 0 15.0 0.64 0.28 10.9 0.40 0.35 
高 CP 0 18.5 0.92  16.0 0.75  

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

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

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

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

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

肥育後期にも４日間、糞と尿を採取し、窒素排せつ量を計算した。 

 肥育試験では、70、110kg 到達日齢、日増体量、飼料要求率に試験区分の影響はなかっ

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

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

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

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

りの結果となった。環境負荷を抑えつつ、飼料用米を給与できることを意味している。 

 飼料用米の配合割合が 30％の実証試験と 15％の実証試験を、岩手県一関市大東地区のフ

リーデン大東農場で実施した（勝俣ら 2009）。２つの試験の概要を表４に示す。いずれの

試験でもトウモロコシの代替で飼料用米を配合している。使った飼料用米は、岩手県一関

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

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

総エネルギー、脂肪酸組成の分析値を示した。飼料用米を配合すると、オレイン酸の割合

が高く、リノール酸の割合が低くなる。 



 

表 4．現場実証試験の概要 

飼料用米 
配合割合(%) 

出荷前の給与期間 開始時体重 出荷体重 供試頭数 

0 および 30％ 45 日 67kg 117kg 64 頭 

0 および 15％ 60 日 60kg 120kg 1159 頭 

 

表 5．慣行飼料ならびに飼料用米を 30％配合した飼料

の成分分析値 

 慣行飼料 飼料用米配合

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

 

この飼料を出荷までの 45 日間給与したときの飼養成績と枝肉成績を調査した（表６）。

日増体量は、慣行飼料給与、飼料用米配合飼料給与に関らず、1000g/d を上回っており良

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

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

発育と枝肉成績がえられることがわかる。 

 

表 6 飼料用米 30％配合飼料を給与した肥育豚 

の飼養成績と枝肉成績 

 慣行飼料 飼料用米配合

日増体量(g/d) 1053 1135 

飼料摂取量(g/d) 3.7 3.8 

枝肉重量(kg) 76.4 77.1 

枝肉歩留まり(%) 65.5 65.7 

背脂肪厚(cm) 2.2 2.8 

  

次に、ロース部位皮下脂肪内層の脂肪酸組成を調査した（表７）。パルミチン酸とステア

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

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



 

の脂肪酸組成の変化、すなわち飼料用米の配合によってオレイン酸が高く、リノール酸が

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

合が低くなったことから、飼料用米給与で融点が高くなることを期待したが、分析したと

ころ、融点への影響は無かった。 

 

表 7．飼料用米配合飼料を給与した肥育豚の皮下 

脂肪内層の脂肪酸組成(%) 

 慣行飼料 飼料用米配合  

30％配合    

パルミチン酸 28.0 28.3  

ステアリン酸 17.2 17.7  

 オレイン酸 41.3 42.7 * 

 リノール酸 11.2 9.1 * 

    

15％配合    

パルミチン酸 26.7 27.5  

ステアリン酸 14.6 15.3  

 オレイン酸 42.6 43.6 * 

 リノール酸 9.3 7.9 **

         *：P<0.05、**：P<0.01 

 

表 8．慣行飼料ならびに飼料用米を 15％配合した飼料

の成分分析値 

 慣行飼料 飼料用米配合

一般成分(%)   
乾物 89.5 89.7 
粗タンパク質 12.6 14.8 
粗脂肪 2.5 2.9 
粗灰分 3.4 4.7 
   
総エネルギー(kcal/kg) 3894 3923 
   
脂肪酸組成(%)   
パルミチン酸 15.0 15.1 
ステアリン酸 2.9 2.6 
オレイン酸 28.6 30.4 
リノール酸 51.1 49.7 
α－リノレン酸 2.0 1.9 

 

表８に、慣行飼料と飼料用米を 15％配合した飼料の一般成分、総エネルギー、脂肪酸組

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

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



 

 

 

表 9．飼料用米 15％配合飼料を給与した肥育豚の 

日増体量と枝肉成績 

 慣行飼料 飼料用米配合

日増体量(g/d) 978 958 

枝肉重量(kg) 82.3 80.1 

枝肉歩留まり(%) 67.3 66.0 

背脂肪厚(cm) 2.8 2.8 

 

 

量、枝肉成績とも、飼料用米給与の影響は無かった（表９）。飼料用米 15％配合飼料を出

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

部位の皮下脂肪内層の脂肪酸組成を調査したところ、飼料用米 30％配合試験とほぼ同様の

結果となった。パルミチン酸とステアリン酸は、飼料用米給与で平均値が高くなったが、

有意差は無かった。オレイン酸は飼料用米給与で高く、リノール酸は低くなった（表７）。

これらの結果を反映し、脂肪酸のトータルの不飽和度の指標となるヨウ素価は、飼料用米

給与で低くなった。しかし、ここでも脂肪組織の融点には影響は無かった。 

 

４．まとめ 

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

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

しかし、一般の生産現場で生産した飼料用米の栄養価は一定ではないことも事実である。

自給飼料である飼料用米を養豚用飼料として活用する際、「品質管理をどうするか」という

課題が残されている。肥育豚への給与では、いずれの試験でも、飼養成績、枝肉成績とも

に良好だった。トウモロコシの代替として飼料用米を配合すると、飼料中のオレイン酸の

割合が高くなり、リノール酸の割合が低くなった。この変化を反映して、枝肉脂肪中のオ

レイン酸もその割合は高くなり、リノール酸の割合は低くなった。豚の体脂肪に含まれる

リノール酸の割合が高くなると、その融点が低くなる(Suzuki ら 2003)。したがって、われ

われの成績のように、リノール酸の割合が低くなると、融点は高くなることが期待できる。

このことは、飼料用米利用による特徴ある豚肉生産の可能性を示唆しているが、残念なが

ら、融点が高くなるなどの成績は今までのところ得られていない。しかし、飼料用米を給

与しても、肥育豚は問題なく発育し、良好な枝肉成績が得られることを確認できた。この

ことの意義は大きいとわれわれは考えている。 

本年度から開始された農水省の委託プロジェクト「国産飼料」では、4 系が「豚への飼

料用米の給与」を担当している。飼料用米の多給や飼料用米の機能性を活用した課題が含

まれており、新たな知見が得られるとともに、技術の普及に貢献すると期待できる。 
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飼料用稲を利用した耕畜連携の経営的評価

畜産草地研究所

山地畜産研究チ－ム

宮路 広武

１．はじめに

本年度から開始された水田利活用自給力向上事業の下、新規需要米生産は大幅に増加し

ている。稲発酵粗飼料生産は、昨年度の作付け面積で１位、２位を占め3,793haの作付が

あった熊本、宮崎を含む南九州４県が未集計の段階で8,450haとなっており、昨年の作付

け面積を上回るものと推測される。

また、飼料用米生産の増加は特に大きく、昨年の4,123haから9千ha以上増加し、13,379

ha(南九州４県は未集計)となっている。この様な増加は、過去の稲発酵粗飼料生産の増加

速度を大幅に凌ぐものであり、改めて飼料用米生産への取り組みやすさが伺える。

稲発酵粗飼料生産は、2000年に開始された水田農業経営確立対策下において本格的な生

産が開始され、助成制度の変更に伴い、一時、生産面積が減少した時期もあるが、その後

は増加を続けている。

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

に向けて様々な検討が行われたが、経済的要因を主に実現するには至らなかった。その後、

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

の定着が注目されている。

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

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

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

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

識、利用されている場合が多いと言う異なった面もある。

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

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

めていくことが求められている。実際にはこの溝を助成金で埋めることで生産・利用が実

現している。

この様に、助成制度に支えられての取り組みと言う側面もあるが、その定着に向けての

期待は非常に大きなものである。本稿では、これらの点を踏まえ、耕畜連携による稲発酵

粗飼料、飼料用米生産について経営的観点から検討する。

２．稲発酵粗飼料、飼料用米生産・利用に関連する制度、政策

(１)助成制度

稲発酵粗飼料、飼料用米生産に対する助成制度の中心をなすのが、今年度から新たに開

始された水田利活用自給力向上事業である。昨年まで実施された産地確立対策からの大き

な変更点は、全国一律の助成体系に戻った点、交付要件から食用米の生産数量目標の達成



が除外された点である。この事業では、

稲発酵粗飼料、飼料用米を含む新規需要

米には、10a 当たり８万円の手厚い助成

が実施される(表１)。

昨年まで実施された産地確立対策で

は、地域自らが作成した地域水田農業ビ

ジョンに基づき、地域毎に助成単価、助

成作物等の助成体系を構築出来た点に特

徴があった。地域毎の具体的な助成単価、

助成作物等の助成体系は、市町村区域を基本に設置される地域水田農業推進協議会におい

て決定され、産地確立交付金の助成体系は、地域毎に異なっていた。

また、近年では食用米生産調整の拡大・定着を図る目的で生産調整拡大分に対して支払

われる地域水田農業活性化緊急対策や水田等有効活用促進交付金の他、飼料用米導入定着

化緊急対策事業、需要即応型生産流通体制緊急整備事業など様々な助成が実施され、複雑

な助成体系となっていたが、今年度からは、地域により激変緩和調整はあるものの全国一

律のシンプルな助成体系となった。

また、従来から実施されている耕畜連携対策では、飼料用米の稲藁利用に対して助成が

行われる他、国産粗飼料増産対策事業(給与確立他)も実施される。

これらの助成金は、耕種側、畜産側、それぞれに対する助成との理解も出来るが、実際

的には、これらの助成制度全体を考慮して、稲発酵粗飼料、飼料用米販売価格等が決定さ

れており、稲発酵粗飼料、飼料用米生産・利用の実現に大きな影響を与えている。

(２)政策との関連

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

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

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

近年の国内産飼料用米生産量は、2008 年が 0.9 万トン、2009 年が 2.3 万トンであるが、

2008 米穀年度には MA 米 66 万玄米トン、2009 米穀年度には MA 米 25 万玄米トンが飼料

用に放出されており、国内産飼料用米を大幅に上回る量である。

また、現在、食用米の備蓄制度について従来までの回転備蓄(主として主食用に放出)か

ら、棚上げ備蓄(非主食用に放出)への変更が議論されている。この議論のなかでは、将来

的なモデルケ－スとして国内産飼料用米供給量 15 万トン、国産備蓄米飼料用供給量 20 万

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

料用米以上の国産備蓄米、MA 米が飼料用に放出されることも想定されている(農林水産

省 2010b)。

これまで先駆的に国内産飼料用米生産・利用に取り組んできた事例を見ると、地域で生

産された飼料用米を地域の畜産業者の家畜に給与し、そこから排出される堆肥等を飼料用

米生産圃場などに還元するという、地域内での資源循環生産体系の構築に取り組んでいる

事例が多い。この様な取り組みにより、地域の遊休水田の解消、飼料自給率の向上に貢献

しようというものである。

表１　水田利活用自給力向上事業

作　物 単価(10a)

新規需要米 80,000円
(飼料用米、稲発酵粗飼料等)

飼料作物、麦、大豆 35,000円
加工用米、そば、なたね 20,000円

その他作物(地域で単価設定可) 10,000円
二毛作助成 15,000円

注；地域により激変緩和調整を実施．



また、この点を積極的に示し、飼料用米給与生産物の差別化を行い販売する事例も多い。

この様な取り組みを通して、これら、先駆事例の多くでは、代替飼料であるトウモロコシ

価格より高価での飼料用米販売を実現している。

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

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

輸入穀物価格と同程度で実施されている。

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

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

来る。この様な２つの流れの存在は、既存の飼料用米販売価格、生産・利用システムに影

響を与える可能性があるものであり、改めて飼料用米生産・利用システムの検討が求めら

れている現状にある。

３．稲発酵粗飼料による耕畜連携

稲発酵粗飼料生産は、本格的な取り組みから既に 10 年が経過し、様々な生産利用体系

が存在する。現状の稲発酵粗飼料生産・利用を経済性から見ると、生産コストと稲発酵粗

飼料販売による収益には、まだ大きな乖離があり、より一層の改善が求められている。

この点に対する具体的な対処法としては、規模拡大、収量の増大、稲発酵粗飼料販売価

格の向上(飼料評価の向上)などがあげられる。この様な観点から、経済性の改善策の検討

を行った報告(千田 2010)を見ると、専用品種や収穫ロスの少ない細断型収穫機の導入に

伴う多収により、一定の改善が期待出来るが、稲発酵粗飼料販売価格が低い場合には、そ

の効果が縮小してしまうことが示されている。

近年では、農業公社等の収穫調整組織が中心となり、大規模に取り組む事例も増加して

いる。また、この様な収穫調整組織の存在自体が、大規模な取り組みによるスケ－ルメリ

ットの発揮ととも、耕畜連携による稲発酵粗飼料生産の実現に大きな影響を与えている。

本節では、先の視点に基づき栃木県那須地域に展開するコントラクタ－ N を中心とし

た取り組みを通して稲発酵粗飼料生産による耕畜連携を経営的観点から検討する。

コントラクタ－ N は、2007 年に耕種農家、畜産農家、関連企業の出資により設立され

た株式会社である。コントラクタ－ N では、2008 年に細断型専用収穫機、自走式ラップ

マシン等を導入し、本格的に稲発酵粗飼料収穫調製・販売組織として稼働を始めた。2008

年の収穫調製面積は約 44ha で、2009 年には 61ha(他作物を含めると 88ha)の収穫調製を担

っている。

コントラクタ－ N 設立の背景には、畜産側には堆肥処理、耕種側には転作作物である

麦・大豆の連作障害という問題があり、双方のこの様な問題意識の下、普及機関や関連企

業等の協力もあり設立に至った。

コントラクタ－ N は、購入者である畜産側が TMR センタ－の利用者懇談会をベ－スに

取り組みを開始した特徴があり、組織運営にもこの TMR センタ－が大きな協力を行って

いる。稲発酵粗飼料購入農家の堆肥散布については、一部取り組んではいるが、距離等の

問題もあり、今後の検討課題である。

専用収穫機等、新たな機械導入を伴う場合、その導入費用を賄い、生産コストの低減を

図るには、一定の収穫調製面積を確保する必要がある。また、同時に稲発酵粗飼料の販売



先を確保する必要がある。コントラ

クタ－ N では、稼働当初からこの点

を意識し、取り組んでいる。作業性

を考えると当然、圃場条件を考慮す

る必要があるが、コントラクタ－ N

では、収穫調製面積確保をまず優先

し、小規模圃場なども引き受ける方

針をとった。また、販売先確保に対

しては、収穫調製面積を越える購入

希望に対し、断るのではなく、他地

域の稲発酵粗飼料も購入・供給し、

将来的な販売先確保に努めた。

コントラクタ－ N を中心とした取り組みの稲発酵粗飼料生産利用方式は、耕種農家が

飼料イネ栽培を行い、立毛状態でコントラクタ－ N に販売する。コントラクタ－ N は、

立毛状態で買い取った飼料イネを収穫調製し畜産農家に販売すると言う方式で開始され

た。2008 年の立毛状態での耕種農家からの買い取り価格は、雑草の混入具合を考慮し、

原物１ kg 当たり９円、７円、５円、購入不可の４段階を設定したが、９円での買い取り

が殆どであった。

コントラクタ－ N は、耕種農家から立毛状態で購入した稲発酵粗飼料原料費に収穫調

製・運搬費用を負荷して畜産農家に販売する。畜産農家への稲発酵粗飼料販売価格は、庭

先渡し価格で原物１ kg 当たり 22.8 円、乾物１ kg 当たり 60 円程度(乾物率 38 ％換算)で

あるが、給与実証助成金を考慮すると原物１ kg 当たり 19.2 円、乾物１ kg 当たり 50.5 円

程度の購入価格であった。

稲発酵粗飼料生産においては生産コストの低減と販売価格の向上により、生産コストと

販売収入の溝を少しでも埋めていくことが求められている。その具体的な方法は、面積当

たり生産費用の低下、単収(実収穫量)の向上、良質稲発酵粗飼料の生産などである。

コントラクタ－ N を中心とした取り組みでは、まず単収向上へのインセンティブを与

える為に、面積当たりの取引ではなく、収量に応じて耕種側の収入が増えるように原物１

kg 当たりの取引を行っている。さらに、捨てづくりや品質低下に繋がらないよう、その

取引価格も雑草の混入度合いを考慮して設定している。また、コントラクタ－ N を中心

とした取り組みは、畜産側の TMR センタ－利用者懇談会をベ－スに発足し、運営に TMR

センタ－も協力していることもあり、稲発酵粗飼料を単なる低価な飼料として捉えるので

はなく、良質粗飼料として利用しようという意識もある。機械導入に際しても良質な稲発

酵粗飼料生産が期待出来る細断型専用収穫機を導入し、乳酸菌添加も行っている。

これらの取り組みを通して、単なる助成制度に支えられた耕畜連携、稲発酵粗飼料生産

ではなく、耕種、畜産双方及びコントラクタ－ N が継続して取り組める生産利用方式を

模索している。

これまでの課題として、当初は、収穫調製面積確保の観点から、小規模圃場等、作業性

の悪い圃場についても対応してきたが、面積増加に伴う作業量の増加を考慮すると、やは

り、作業性を重視した対応を取る必要もある。この点は、実際の作業を行った中でも課題

写真 細断型収穫機による収穫(コントラクタ－N)



点として認識されている。また、収穫調製面積増大に伴う、稲発酵粗飼料品質の低価が起

こらないよう対応する必要もある。この点は、継続的需要者の確保と共に、販売価格の維

持という点でも重要であり、稲発酵粗飼料生産を通した耕畜連携そのものの継続・定着に

も大きな影響を与える点である。

これらの課題や各種制度変更等も考慮し、2009 年からは、買い取り方式等の一部変更

を行っている。2010 年からは、受託作業料金(30,000 円/10a)を設定し、湿地等の圃場条件、

面的集約条件、倒伏状況により加算・減算が行われる。生産された稲発酵粗飼料は、雑草

の混入等の条件に基づき、原物１ kg 当たり 16 円から買い取り不可までの４段階で耕種農

家から買い取る。

また、畜産農家への販売価格は、優・良・可の３段階を設定し、2010 年は原物１ kg 当

たり 19 ～ 15 円で販売される。なお、2009 年の実績では、90 ％以上が優であった。本年

度においても国産粗飼料増産対策事業(給与確立他・10,000 円/10a)が継続されており、助

成を考慮すると、優品質で原物１ kg 当たり 15.4 円、乾物１ kg 当たり 40.5 円程度となる。

コントラクタ－ N では、長期的な視点に立ち、これまで畜産農家が買い支える形で稲

発酵粗飼料生産・利用を実現してきたが、助成制度の変更やコントラクタ－の作業性等を

考慮し、関係各者の負担調整を行うことで、生産・利用の継続を行っている。この点は、

定着、継続を考える上で重要な点であり、またコントラクタ－が調整機能を担うことで、

円滑な調整が実現されている。

４．飼料用米生産による耕畜連携

飼料用米生産・利用への先駆的取り組み事例を見ると、給与畜種では、豚、鶏への給与

が主であり、地域内での資源循環生産体系の構築に取り組んでいる事例が多い。また、こ

の点を積極的に示し、飼料用米給与生産物の差別化を行い販売する事例も多い。この様な

取り組みは、飼料用米給与による生産物品質の変化と共に、この様な取り組みを消費者が

評価し、購入価格の上昇として費用の一部を負担してくれる可能性をもつものと考えられ

期待される。

これまで稲発酵粗飼料などの生産を通して大家畜を中心に行われてきた耕畜連携への取

り組みが、飼料用米生産を契機に中小家畜でも行われるようになってきた点は注目される。

本節では、これらの点を踏まえ、岩手県A地区と養豚業者の取り組みを通して、飼料用

米生産による耕畜連携を経営的観点から検討する。

A地区は、岩手県南部の典型的な中山間地域で、水稲、畜産及び園芸を組み合わせた複

合経営が多く、その殆どは零細経営である。A地区の水田は、小区画水田で湿田が多く麦

や大豆等の畑作物の栽培に不向きな地域であり、食用米の生産調整実施による転作拡大は

水田の遊休化を招いた。農業者の高齢化や労働力不足もその一因であるが、遊休水田の増

加は、地域農業にとって大きな課題の一つであった。

この様な状況の中、遊休水田の有効活用を図る手段として飼料用米の生産に着目し、A

地区に農場のある養豚会社とともに飼料用米生産に取り組んだ。A地区では、役場、養豚

会社、大学、農協、飼料会社が参加したプロジェクト委員会を発足させ、2003年から試験

的に取り組みを開始した。2008年には、トウモロコシに代替して飼料用米を15%給与した

豚肉の差別化販売を関東・関西のス－パ－店頭で開始し、飼料用米生産・利用に本格的に



取り組んでいる。

A地区での飼料用米生産は、2003年の12aの試験栽培からスタートし、飼料用米給与豚肉

の販売が開始された2008年には20.5ha、2009年には29.3haまで増加し、制度変更の行われ

た2010年では、計画段階で約46haと大きく増加している。

品種は、一部試験栽培を除き「ふくひびき」である。生産は移植栽培で行われ収穫まで

食用米とほぼ同じ生産方式である。10a当たりの飼料用米収量(屑米を含む玄米収量)は、2

006年・619kg、2007年・558kgとなり一定の多収を実現出来たかに思えたが、生産面積が

倍増した2008年には476kgとなり、当該地域の食用米の平均単収480kg程度にまで低減した。

品種、施肥法等も含めより一層の多収技術の確立と普及が待たれる状況にある。

図１はA地区での飼料用米生産・利用方式について示したものである。まず、A地区で生

産された飼料用米を地区内で決められた１ヶ所のライスセンタ－に搬入し、乾燥調製の後、

フレコンバッグに詰める。隣接県の飼料工場近くにある倉庫に運搬・保管後、飼料工場に

搬入、粉砕して配合飼料に15％混合する。その後、A地区内にある養豚場に搬入して給与

するという方式である。飼料用米を給与した豚肉は、差別化され関東・関西の大都市圏の

ス－パ－店頭で販売されている。

飼料用米生産の定着に向けての 大の課題は、飼料穀物としての販売収入と食用米とほ

ぼ同じ方式で生産される費用の大きな乖離であり、この幅を少しでも縮めていくことが求

められている。その方法は、代替飼料穀物より高価での飼料用米販売、単収の向上、面積

当たり生産費用の低減などである。このうち面積当たり生産費用の低減方策として期待さ

れるのが、直播による栽培である。A地区においても試験的に直播栽培が取り組まれたが、

結果は芳しくなく、基本的には、今後も移植栽培で生産が行われる予定である。

A地区での飼料用米販売価格は玄米(屑米含む)１kg当たり63円で、代替飼料穀物より高

価での飼料用米販売を実現している。飼料用米販売価格は、助成金等も考慮して、行政、

耕種側、畜産側等、各者の話し合いの下で決められた価格であるが、代替飼料穀物より高

価での飼料用米販売を実現出来ている根本には、飼料用米を軸とした地域内での資源循環

生産体系構築への取り組みがある。制度変更の行われた2010年も飼料用米販売価格維持の

飼料用米生産

A地区耕種農家
２営農組合・個別農家数戸

移植栽培

飼料用米乾燥調製

JAのRC(１ヶ所)

飼料用米保管

隣接県倉庫

時期により低温保管

飼料用米加工・配合

隣接県飼料工場
粉砕しトウモロコシ

に代替して15％配合

豚糞堆肥

飼料用米利用

A地区養豚業者

肥育後期60日間給与

生産物販売

関東・関西の

ス－パ－店頭販売

飼料用米給与生産物

として差別化販売

図１ A地区における飼料用米生産・利用体系(2009年)



方向で検討してきたが、 終的には50円台に調整される予定である。

以前は、全ての飼料用米生産圃場に豚糞堆肥が施用されていたわけではないが、2009年

産米からは、豚糞堆肥施用面積も大きく増加している。豚糞堆肥施用圃場では、リン、カ

リ成分が高い堆肥の特性を活かし、通常の化成肥料より安価な単味肥料(尿素等)を利用す

るなどの取り組みも広がってきており、無償で提供される豚糞堆肥の施用と合わせ、肥料

費の低減効果も期待される。

表２は、2007年の助成体系などに基づきA地区での飼料用米生産による収入等について

示したものである。2006～2007年の平均単収程度である600kgでの飼料用米販売額は37，8

00円となる。産地づくり交付金が10a当たり45，000円助成される為、諸経費を差し引いた

後の助成金を含めた飼料用米生産による総収入は、10a当たり収量600kgの場合で81，246

円となる。

飼料用米生産では、単収の向上が求められるが、飼料用米単収が増加した場合を想定す

ると、総収入は700kgの場合で87，287円、800kgの場合で93，328円となり、単収が100kg

増加する毎に6,041円、総収入が増加する。しかし、A地区の取引方式では、乾燥調製費は

耕種側が負担している。従って、単収増に伴い乾燥調整費も増加する為、単収100kgの増

加に伴い3,866円の所得増加に低減してしまう。

この様に、単収の向上に伴い乾燥調製費も増加してしまい、単収増による所得の増加を

小さなものにしてしまう。この様な傾向は、飼料用米販売価格が低い場合にはより顕著に

なる。表２には、代替飼料穀物価格と同程度と考えられる飼料用米価格30円の場合も示し

た。飼料用米価格30円の場合では、単収100kgの増加に伴い、わずか665円の所得増加しか

見込めないことになる。この様な条件下での耕種側の単収増へのインセンティブは、非常

に小さいものであり、単収増の実現に向けては、乾燥調製費自体の低減と共に費用負担方

式等の検討も必要である。

この様に、生産現場で単収増を実現する為には、単収増に伴い一定の所得増が望めるよ

うな、飼料用米販売価格、助成体系、費用負担方式等を実現・確立していくことが必要と

考えられる。

A地区では、JAライスセンタ－を利用して乾燥調製を行っており、2008年には、生籾水

分含量20％以下と20.1%以上で料金が異なっていたが、耕種側の負担も考慮し、2009年か

らは、飼料用米の乾燥調製費は、水分に関係なく16円/生籾１kgに変更している。また、2

表２　飼料用米価格・単収の変化による収入等の比較(10a)
単位：円

飼料米(63円/kg) 飼料米(30円/kg)

(600kg/10a) (700kg/10a) (800kg/10a) (600kg/10a) (700kg/10a) (800kg/10a)
販売額 37,800       44,100       50,400       18,000       21,000       24,000       
諸経費 1,554         1,813        2,072         960           1,120         1,280         

差引収入 36,246       42,287       48,328       17,040       19,880       22,720       
産地づくり交付金 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       

総収入(a) 81,246       87,287       93,328       62,040       64,880       67,720       
乾燥調製費用(b) 13,050       15,225       17,400       13,050       15,225       17,400       

a-b 68,196       72,062       75,928       48,990       49,655       50,320       
単収増効果 - 3,866        3,866         - 665           665           

注：1)諸経費は手数料３%、出荷経費0.7円/kg．

    2)乾燥調製費は21.75円/kg(2007年時の料金)である．



009年からは、飼料用米に対する手数料の徴収も中止するなど、飼料用米生産の定着に向

けて費用負担方式等の改定を行っている。

この様に、A地区では、飼料用米生産・利用の定着を考慮し、関係各者が費用負担、取

引方式等の調整を行い、定着に向けて生産・利用システムの検討を行っている。

５．むすび

水田利活用自給力向上事業の実施に伴い、稲発酵粗飼料、飼料用米生産は大きく増加し、

その定着への期待は大きなものである。何れも耕畜連携を前提とした取り組みであり、耕

種、畜産双方にメリットがもたらされる方式を模索していく必要がある。何れにも求めら

れるのは、生産コストの低減と飼料販売収入の向上などであるが、そのためには、技術的

側面の改善の他、助成体系、取引方式など、生産から運搬・流通、給与、生産物販売、堆

肥利用に至る、一連のシステムとして検討する必要がある。

また、制度変更時においても耕畜双方及び関係各者が一体となり調整を行い、継続可能

な生産・利用体系を模索していく必要がある。今後も、その定着に向けて技術的側面及び

経営経済的側面からのより一層の検討、改善が求められる。
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