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自給サイレージの収穫・調製・給与技術 

 

北海道農業研究センター    

自給飼料酪農研究チーム 

大下 友子   

 

１．はじめに 

 2007-2008 年に起こった輸入穀物価格の高騰がわが国の畜産経営を直撃したことは記憶

に新しい。わが国の畜産を今後も発展させていくには、環境負荷の少ない資源循環型の家

畜生産体系への転換が必要不可欠であり、そのためには、現在、海外依存割合の高い濃厚

飼料を含めた飼料を安定的に自給生産できる体制を早急に確立する必要がある。家畜に給

与する濃厚飼料を削減するのに有効な方策としては主に、１）自給粗飼料の高品質化と、

２）輸入穀物の代替となる濃厚飼料資源の開発がある。本稿では、自給粗飼料の高品質化

の意味と、でんぷん粕等の地域未利用資源の飼料化やとうもろこし雌穂（イアコーン）の

サイレージ調製技術とその濃厚飼料利用の可能性、自給飼料の流通化に向けた取り組み等

について、当センターで行ったサイレージ調製および乳牛への給与試験の成果をもとに紹

介する。 
 

２．“自給粗飼料の高品質化”について 
（１）サイレージ発酵品質の改善 

自給粗飼料の高品質化という言葉をよく耳にするが、この言葉は主に 2 つの意味合いで

使われることが多い。その 1 つとしては、サイレージ発酵を改善することである。高温多

湿であるわが国では、水分含量を

15％以下まで低下させ、雨に当たら

ず乾草を調製することが難しいこと

から、自給粗飼料についてはサイレ

ージ生産が主流となっている。牧草

やとうもろこしなど飼料作物のサイ

レージ発酵は表 1 に示すように進行

する。このため、できる限り速やか

にサイロ内の空気を排除して嫌気的

にすることが良質なサイレージを調

製するポイントである。このような

理由から、原材料の細切・踏圧と密封をすることが重要なのである。一方で、嫌気的条件

を確保しても牧草を無予乾で高水分のまま調製すると、材料草のタンパク質の分解が進み、

VBN/TN（総窒素に対する揮発性塩基態窒素の割合）が 10％を超え、酪酸等の有機酸が認

められるサイレージとなってしまうケースがしばしば見受けられる。これがいわゆる品質

の悪いサイレージである。この対策としては、乳酸菌やその発酵基質である糖類を添加し

て乳酸発酵を優勢にするか、もしくは、酪酸菌の活動を抑えるために予乾することが有効

である。近年、北海道では、自走式ハーベスタやバンカーサイロ利用による牧草やとうも

表１．サイレージができるまでの変化

段階 環境条件 変化の主役 主な変化（ｐHの変化） 期間

1 好気的 植物細胞 細胞の呼吸による酸素と糖の消
費 （6.0）

1日目

2 好気的 好気性細菌 酸素の消費と酢酸の生成

（5.0）

2日目

3 嫌気的 乳酸菌 乳酸の産生開始（4.2） 3-6日

4 嫌気的 乳酸菌 発酵の安定（21日目で4.0以下） 7-21日

5* 嫌気的 酪酸菌 糖や乳酸が酪酸へ、アミノ酸がア
ンモニアに分解される

21日以降

＊乳酸の生成が十分であれば、４で発酵が安定するが、不十分な場合、5段階へ進む。

（Barnette,1954）
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ろこしサイレージの大量調製体系（図 1）が普及してきているが、作業効率を優先するあ

まり、予乾をせずにサイレージ調製を行うと、不良発酵を招きやすい。図 2 に示したよう

に、サイレージの品質は、軽予乾で大きく改善されることから、排汁量を減らし、酪酸発

酵させないためにも一定程度の予乾は行うべきであろう。 
 

 
 
 
一方、原料草の水分含量が 70%以下になると、サイレージ中に空気が残存しやすくなり、

開封後に好気的変敗が起こる危険性が高くなる傾向がある。開封後の好気的変敗を防止す

るには、踏圧をしっかり行い、空気を排除することが大切である。 
このように、サイレージの発酵品質を改善することは、家畜の採食性の改善と、調製時

の排汁等ロスを減少することができる。 
 

（２）栄養価の改善 

１）イネ科単播草地へのマメ科牧草の混播 

自給粗飼料の高品質化の持つもう一つの意味合いは、“栄養価を改善すること”がある。

牧草類の栄養価は主な成分である繊維成分の消化性が大きく影響し、収穫時期や季節によ

って大きく異なる。チモシー等のイネ

科牧草は、出穂期以降急激に CP や

TDN 含量が低下するために、乳牛の採

食性が著しく低下する。そこで、草地

の生産性を落とすことなく自給粗飼料

の栄養的な品質を改善する方法として、

イネ科単播草地にマメ科牧草を混播す

ることで、いかに飼料費を削減できる

かについて検討した。マメ科牧草を追

播して、牧草の栄養価を改善すること

によって、１頭あたりの自給粗飼料の

採食量が増え、濃厚飼料給与量を約

2kg 削減できることが明らかとなった（表 2）。この結果は、自給粗飼料の品質改善が飼料

費削減に大きく貢献することを示している。北海道には約 60 万 ha の牧草地があるが、そ

チモシー単播区 チモシー・アカク
ローバ混播区

栄養成分(%DM)

粗タンパク質（CP) 8.7 13.2

NDF 69.6 54.1
TDN 58.6 63.8

濃厚飼料給与量(kg/日） 13.8 11.6
4％FCM乳量（kg/日） 34.5 35.7

牛乳1kgあたり飼料費(円/kg) 29 24

表２ マメ科混播による自給粗飼料の品質改善効果

（大下ら 1998）
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の大部分が造成から年数が経ち、イネ科単播草地に変遷している。乳生産をより安価な粗

飼料を 大限利用して行うために、マメ科牧草の混播は、一つの有効な方法と考えられる。 
 
２）とうもろこしサイレージの多給利用 

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

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

約1.8倍）、③良質なサイレージが調製しやすく、家畜の嗜好性が高い等の特長がある

が、安価な濃厚飼料の入手が容易であったことに加え、①気象条件による収量性の変

動、②投資額の増加（機械や種子・肥料代）、③多頭化による労働力不足、④開封後

の好気的変敗等によるロス、⑤ホールクロップサイレージ給与と高泌乳牛の疾病との

関連の懸念等の理由から、作付面積は牧草の1/10以下に止まっていた。しかしながら、

近年、寒冷地向け品種（ぱ

ぴりか、デュカス等極早生

品種）が開発・導入された

こと、栽培・調製作業を請

け負う外部支援組織（コン

トラクタ、TMRセンター）

が各地域に設立されたこと、

新たな調製技術（破砕処理、

細断型ロールベールサイレ

ージ、ヘテロ型乳酸菌添加

剤）が導入されたこと、ま

た、泌乳 盛期以降におい

てホールクロップサイレー

ジを多給利用すれば、濃厚

飼料が削減でき、圃場面積あたりの乳生産量を増やすことができることが実証された

こと（表3）等により、北海道では作付面積が2005年以降増加に転じたと考えられる。

一方で、乾乳期にサイレージ主体飼料を飽食給与した場合、とうもろこしサイレージ

を混合給与すると分娩後に

ケトーシスの危険性が高ま

ることが明らかとなった

（図3）。粗飼料としての黄

熟期刈トウモロコシのホー

ルクロップサイレージを見

ると、その繊維の消化性や

物理性は牧草サイレージや

乾草と大きく異なり、第一

胃容積が減少している移行

期の場合は、特に影響が大

きいと考えられる。分娩後

のケトーシスを避け、泌乳

表３ 圃場面積あたりの飼養可能頭数と産乳可能量

併給
(CS36%)

多給
(CS92%)

収量 (ton/ha）

トウモロコシ 14.65 14.65
混播牧草 9.04
チモシー 7.45

1頭あたり必要なほ場面積 (ha）

トウモロコシサイレージ 0.18 0.45
牧草サイレージ 0.53
乾草 0.06

ほ場面積あたり飼養可能頭数 （頭/ha） 1.41 1.96
ほ場面積あたり産乳可能量 (kg/ha/年） 20,740 27,829
乳代 （万円/ha） 153.1 205.4
総飼料費 （万円/ha) 49.8 74.3
ほ場面積あたり飼料費差し引き乳代（万円/ha） 103.3 131.1

（大下ら 1999）
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期のとうもろこしサイレージ多給につなげていくためには、乾乳期にとうもろこしサ

イレージをならし給与する際は、栄養濃度の低い牧乾草と組み合わせて、過肥になら

ないようにすることに留意すべきであろう。 
 

（３）粗飼料の品質評価の課題 

 以上のように一口に“粗飼料の品質”と言っても、発酵品質（サイレージの場合）、栄養

価および家畜の採食性等の様々な意味を含んでいる。今まで発酵品質や栄養価について、

客観評価できる評価基準の開発に様々な取り組みがなされてきた。現在、サイレージの発

酵品質については、化学分析に基づく一定の評価基準が広く利用されている。また、粗飼

料の栄養価（エネルギー価）は、実際に消化試験を行い全糞採取法により算出することを

基本としているものの、消化試験は多大な労力と施設を必要とすることから、簡易な推定

方法として、飼料成分値からの推定式（NRC 2001）や NIRS による推定法等が提案されて

いる。しかし残念ながら、これらの基準を用いて評価した粗飼料の品質が必ずしも家畜の

採食性と一致しないことが見受けられる。今後、家畜（特に反芻家畜）の採食性を反映し

た品質評価基準を策定することも必要であろう。 
近年、家畜による消化性や乾物摂取量のほか、咀嚼活動を通じて反芻家畜の第一胃発酵

の安定性維持に影響を及ぼす重要な要因として飼料の粒度（切断長）が着目され、これを

客観的に評価しようとする動きがある。その一つの方法がペンステート・パーティクルセ

パレータ(Nasco 社製)を利用した篩い分け法で、TMR 給与の飼養現場で急速に普及しつつ

ある。泌乳初期の乳牛に対する給与飼料のガイドラインとしては、表 4 に示した範囲が示

されている。その他、有効繊維（Mertens 1997）等の概念も提唱されており、今後の研究

の進展が期待される。 
 

表４．泌乳初期牛への給与飼料の粒度分布の推奨値
（パーティクル・セパレータ利用）

（Heinrichs とKononoff   2002）

ふるい 目開き
（cm）

粒子サイズ
(cm)

トウモロコシ
サイレージ

予乾牧草
サイレージ

TMR

上段 1.91 >1.91 3 – 8 10 – 20 2 – 8

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

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

通過受け皿 <0.18 <5 <5 <20

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

**予乾サイレージは原典ではアルファルファ利用
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圧片とうもろこしでん粉粕サイレージ

図４．でん粉粕サイレージの栄養特性

 

３．自給濃厚飼料資源の確保に向けて 

（１）バレイショでんぷん粕等農産副産物資源の有効活用 

 今まで述べてきたように、飼料自給率の向上には自給粗飼料の高品質化は重要な方策で

あるが、一方で、家畜は、栄養

価の高い濃厚飼料給与が欠かせ

ない。このことから、輸入穀物

の代替と飼料資源を自給する体

制を早急に確立することが求め

られている。近年、食品・農産

副産物の飼料化研究が進めら

れ、北海道でも、年間 10 万トン

排出されるバレイショでんぷん

粕の飼料化技術の開発に取り組

んできた。バレイショでんぷん

粕は水分が 80%と高いものの、

密封することによって良質なサイレージが調製できることが明らかとなった。図 4 に示し

たようにでんぷん粕サイレージの飼料成分の特徴としては、デンプン含量は圧片とうもろ

こしの 1/2 以下で水溶性繊維のペクチンを多く含む特徴があり、TDN 含量は 70％程度あっ

た。泌乳牛の飼養試験では、

圧片とうもろこし給与量の約

2kg を代替することが可能で

あった（表 5）。 
このように食品あるいは農

産副産物の飼料利用は飼料費

の削減と飼料自給率の向上に

つながると同時に、地域内で

発生する廃棄物の削減にも有

効である。現在、未利用であ

る地域資源を飼料として有効

活用する技術開発が、資源循

環型畜産の体系化に不可欠と

考えられる。 
 

（２）耕畜連携によるイアコーンサイレージの調製・利用技術 
 自給濃厚飼料資源としては、未利用資源であるエコフィードや飼料用米については精力

的な研究が進められており、これに続く第 3 の国産濃厚飼料資源として期待されるのが、

飼料用トウモロコシの雌穂（イアコーン）のみをサイレージとして利用するイアコーンサ

イレージである。本稿では、イアコーン収穫およびサイレージの機械体系を紹介するとと

もに、自給濃厚飼料資源としての可能性について展望する。 
 

0%2) 8% 16%
摂取量 (kg/日) 20.8 20.5 19.7

乳量（kg/日) 36.1 36.3 34.1

乳成分

タンパク質(%) 3.39 3.33 3.34
脂肪(%) 4.05 4.08 4.10
SNF(%) 9.10 9.12 9.08

1)粗飼料としてイネ科牧草サイレージを給与（粗濃比5：5）

2)でん粉粕サイレージの混合割合（乾物中％）

表５．でん粉粕サイレージの混合割合1）が乳量、乳成分に及ぼす影響

（大下ら 2006）
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イアコーン ホールクロップ

（参考値）※
ハーベスタ 台 1 1
ダンプトラック 台 2 2

作業能率

作業人数 人 3 3

圃場作業投下労働量 人時/ha 1.7 1.9
実作業効率 ％ 85.1
圃場作業量 ha/h 1.7 1.6

圃場損失率 % 2.4
※は北海道農業生産技術体系第３版をもとに算出。

作業機械

 
 １）イアコーンサイレージ収穫・調製の機械化体系 

イアコーンサイレージは、海外ではHMECやCCM等の略称で呼ばれ（表6）、自給濃

厚飼料資源として古くから利用されてきた。わが国での研究は70年代後半に一時行わ

れたものの、雌穂収穫の作業

効率が低かったことや輸入穀

類に比べコストが高かったた

め、実用化に至らなかった。

しかしながら、海外の事例か

ら、雌穂収穫専用ヘッダであ

るイアスナッパヘッドがあれ

ば、近年、TMRセンター等を

中心に導入されている自走式

ハーベスタと細断型ロールベ

ーラを組み合わせることによ

って、実用的な作業能率でイ

アコーン収穫とサイレージ調

製ができる可能性があると考え、その作業性について検証を行った。その結果、ホー

ルクロップサイレージ並の作業能率で収穫できることが明らかとなった。 
 

 
表７．収穫作業能率と損失率 (大津ら 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

表６. 海外におけるイアコーンの名称と利用部位

名称 利用部位 NEL
1）

HMSC（High moisture shelled corn） 子実 0.92

HMEC（High moisture ear corn） 芯+子実 0.89

CCM（Corn cob mix) 2） 芯+子実 0.89

Snaplage 芯+子実+外皮 0.72

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

写真1 スナッパヘッド（左）とイアコーン収穫風景（右） 写真２ 細断型ベールラッパによるイアコーン梱包風景

－ 6 －



美瑛 音更 清水 帯広 圧片とうもろこし3）

（参考）
収穫日 9/23 10/11 10/22 10/22
乾物(%) 53.7 51.9 57.3 60.2 86.2
粗タンパク質(％乾物） 8.1 8.3 7.7 7.9 9
NDF（％乾物） 30.1 26.4 26.7 31.5 12.8
デンプン（％乾物） 52.7 53.3 61.9 53.6 63.7

TDN（％乾物）
2) 79.4 75.8 92.2

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

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

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

 
表８．十勝・道央地方で機械収穫1）したイアコーンの飼料成分 （大津ら 2010） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

イレージの発酵品質はホールクロップサイレージよりも有機酸の生成は少ないものの、V
スコアでは満点に近い。また、乳牛や育成牛の嗜好性もすこぶる良好であることを確認し

ている。今後、飼料用とうもろこしの収穫時期、品種がサイレージの発酵品質や栄養価に

及ぼす影響や乳肉用牛への給与限界を検討していく予定である。 
 

２）イアコーンサイレージを自給濃厚飼料資源として定着させるには？ 

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

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

なイアコーンサイレージ生産技術として普及が可能と考えられる。 

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

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

酪農家や畜産農家の持つ飼料畑は、粗飼料の生産で手一杯の状態であり、濃厚飼料生

産を行う土地資源を新たに確保する必要がある。一方、耕種農家では、新たなキャッ

シュクロップや地力

回復のための緑肥栽

培の要望があり、イア

コーン用の飼料用ト

ウモロコシの栽培を

耕種農家が行うこと

は、狭隘なわが国にお

ける土地資源の有効

利用と国産濃厚飼料

供給の両方に役立つ

と考えられる。栽培を

耕種農家が、収穫・調

製を地域のTMRセン

ターやコントラクタ

図５．耕畜連携によるイアコーンサイレージの生産利用体系

コントラ組織
（収穫・調製）

畑作農家（栽培）

畜産農家（給与）

ｲｱｺｰﾝｻｲﾚｰｼﾞ

流通

緑肥として
畑地還元

茎葉残渣

消
費
者

ｲｱｺｰﾝ

安全安心な畜産物
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ーなど外部支援組織が、利用を畜産農家が行う耕畜連携によるイアコーンサイレージ

の低コスト生産・利用体系（図5)が構築できれば、飼料用米やエコフィードに次ぐ第3
の国産濃厚飼料資源の安定供給に結びつくと考えられる。 
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自給飼料の収穫･調製・加工技術 

 
生物系特定産業技術研究支援センター 

畜産工学研究部 
 橘 保宏 

１．はじめに 

輸入飼料価格の高騰・高止まりが畜産経営を圧迫するなど、飼料の自給率向上が重要な

課題となっている。飼料自給率を高めるためには、粗飼料の安定的な生産が必要であるも

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

技術革新による省力化と低コスト化に期待が寄せられている。また、酪農家の飼料生産と

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

る。 
本稿では、農研機構生研センターが、トウモロコシ生産を省力化するために開発した細

断型ロールベーラ、府県コントラクター向けに開発した汎用型飼料収穫機、TMR センター

向けに開発中の可変径式 TMR 成形密封装置を中心に、粗飼料の収穫調製用機械、発酵 TMR
の調製用機械について紹介する。 

 

２．粗飼料の収穫調製用機械 

（１）細断型ロールベーラ（トウモロコシの収穫調製） 

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

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

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

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

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

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

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

れ、平成 22 年 7 月現在約 400 台が普及している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 細断型ロールベーラ（左：バーチェーン式、右：ローラ式） 
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１）細断型ロールベーラの構造と仕様 

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

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

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

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

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

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

表 1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図２ バーチェーン式の構造図       図３ ローラ式の構造図 

表１ 細断型ロールベーラの主要諸元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２）作業精度と作業能率 

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

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

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

なった。この密度は、5～6ｍの縦型サイロの底部の密度に相当する。 
作業能率は、①34aの圃場で、トラクタの横に1条刈りハーベスタを装着すると同時に細断

細断型ベーラ 
バーチェーン式 

（MR-810） 

ローラ式 

（TSB0920） 

全 長  （mm） 4,760 4,950 

全 幅  （mm） 1,960 1,850 

全 高  （mm） 2,860 2,850 

質 量  （kg） 1,590 2,000 

成形室寸法  （mm） φ800×850 φ860×860 

ホッパ容量  （m３） 2.0 1.7＊ 

ネ ット幅  （mm） 1,200または,1000 1,060 

所 要動力  （kW） 15 20 

＊定置作業用は2.2m3 
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型ロールベーラを同じトラクタでけん引しPTO駆動する形態（ワンマン作業）でのロール成

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

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

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

作業体系と収穫から成形・密封までの延べ労働時間を比較すると、ワンマン作業では44％、

定置作業では半分に削減できることが分かった（細断型ロールベーラ利用研究会2008）。 
 

３）サイレージ品質 

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

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

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

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

高水分材料の発酵品質への影響を調べた結果、貯蔵2～12ヶ月間貯蔵後も発酵品質は良好で

あり、土の付着した部分は乳酸が少なく、酢酸量が多くなったものの不良発酵とは認められ

なかった。また、水分含量が多く内部に排汁がたまっていた場合でも発酵品質は良好であっ

た。 
 

４）トウモロコシ以外の作物への適応性 

①ソルガム 

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

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

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

カビの発生は見られなかったことを報告した。 
  ②予乾牧草 

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

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

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

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

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

よるベールの1.7～2.1倍に高まった。 
  ③飼料イネ 

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

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

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

べ、現物比1.5倍の高密度であり、良好な発酵品質が得られることを報告した。 

 

（２）汎用型飼料収穫機（トウモロコシ、飼料イネ、牧草の収穫調製） 

１）開発の背景、目的 

農林水産省（2008）によれば、全国のコントラクターの数は平成 18 年に 400 組織を超え、
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10 年間に 4 倍に増加しているものの、北海道や九州などの大規模生産地が約 3 分の 1 を占

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

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

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

ればならず、機械費が大きな負担になることが上げられる。 
そこで、農研機構生研センターは、株式会社タカキタおよび株式会社ヤンマーと共同で、

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

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

れた。 
 

２）主な特徴 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

図４．汎用型飼料収穫機の概念図 

 

 

 

 

飼料イネ用アタッチ 
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表２．汎用型飼料収穫機の主要諸元 

 トウモロコシ収穫時 飼料イネ収穫時 予乾牧草収穫時 

全  長     （mm） 6,500 6,810 6,180 

全  幅     （mm） 2,000 2,340 2,000 

全  高＊   （mm） 3,460 3,460 3,460 

機体の 

大きさ 

重  量    （ k g） 4,990 5,220 4,920 

細断方式 ユニット型シリンダ式 

アタッチメント種類 ロークロップ式 リール式 ピックアップ式 収穫部 

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

ホッパ 容  量    （m３） 1 

形  式 特殊バーチェーン式 
成形室 

直径×内幅  （mm） φ1,000×850 

形 式 クローラ式 
走行部 

接地圧     (kPa) 26.4 27.6 26.0 

機関出力         ( k W） 72.1（98PS） 

＊全高は作業時の寸法 

 
 

３）汎用型飼料収穫機による作物別収穫調製作業 

① トウモロコシ 

トウモロコシの収穫作業風景を図5に示す。トウモロコシ用収穫アタッチメントは、2
条刈りのロークロップ式であり、枕地処理も中割もできる。牛の食べ残しを減らし、ロー

ルベールの密度を上げ、サイレージ品質を高めるため、切断長は1cmに設定する。 
作業能率は、圃場面積が30a程度であれば30～40a/hであった。圃場面積が同じでも、収

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

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

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

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

 
図５ トウモロコシの収穫作業風景 

② 飼料イネ 

飼料イネの収穫作業風景を図6に示す。汎用型飼料収穫機による飼料イネの収穫では、

汎用コンバインで採用されているリール式の飼料イネ用アタッチメントを装着する。作業

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

消化籾の排せつ量を低減できる長さとして3cm（新出ら2008）に設定する。 
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作業能率は、乾物収量0.8t/10a、面積25aの圃場で 29a/h、5a程度の小さな圃場でも14a/h
であった。人が何とか歩ける程度の軟弱圃場でも作業は可能である。長稈品種も草丈が140
～150cm程度までなら収穫できる。倒伏した圃場では、アタッチメントや収穫部での詰ま

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

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

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

の重さは，含水率59～72%の条件では平均320kgであった。 

 

図６ 飼料イネの収穫作業風景 

③ 予乾牧草 

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

を拾い上げるピックアップ式である。集草列を作るまでの刈り取り、転草、集草作業は、

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

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

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

集草作業の巧拙による含水率のムラが生じやすい特徴がある。汎用型飼料収穫機の性能は、

こうした影響を強く受けるので、圃場面積の大小だけで圃場作業量を推定するのは困難な

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

乾物処理量は約5t/hであるが、集草列含水率が70％を超えると毎時乾物処理量は3t/h以下

と著しく低下する（図8）。一般に含水率70％以上の牧草サイレージは、密封後のラップ

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

い。作業能率の低下を抑え、飼料の栄養価を確保するためにも、集草列の含水率は50～60％
程度に予乾させた後に作業することが望ましい。 
ロールベールの重さは、含水率50～60%の条件では平均390kgであった。なお、石が多

い草地での作業は、収穫部の切断刃を破損する危険があり、8°以上の傾斜地での作業も安

全上避けることが望ましい。また、クローラ式であるため旋回時に草をはがす恐れがある

ので、永年草地には不向きであり、転換畑の裏作での牧草を主に対象としている。 
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図７ 予乾牧草の収穫作業風景    図８ 集草列含水率と毎時乾物処理量の関係 

 

４）サイレージ品質 

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

177kg/m3、予乾牧草で233kg/m3で高い品質のまま長期間保存できる。各飼料作物のサイレー

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

った。 
 

表３ 汎用型飼料収穫機で収穫調製したトウモロコシ、飼料イネおよび牧草の 

サイレージ発酵品質の例 

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

 

５）導入の目安（試算結果） 

汎用型飼料収穫機と市販の自走式ベールラッパとの組み合わせ作業による現地試験の結

果から、中山間地域でトウモロコシと飼料イネの収穫調製作業を受託するコントラクター

への導入を想定した。圃場面積が平均11aと狭く，一日当たりの作業面積がトウモロコシで

1.02ha，飼料イネで0.76haの条件で収穫調製費が受託作業量を上回らないための負担面積を

試算した（図9）。なお、補助金による購入費用の圧縮は行っていない。 
10a当たりの収穫調製費は、年間の作業負担面積の増加に従って低減する。また、トウモ

ロコシだけ、あるいは、飼料イネだけに利用するよりも、双方に併用することで低くなる。

例えば、収穫からロールベール密封までの作業受託料金を10a当たり3万円と想定すると、ト

ウモロコシと飼料イネをそれぞれ約13ha、合計約26ha以上の収穫作業を請け負うことができ

れば、利益を出すことができるとの結果となった。なお、これは一例であり、実際の導入

に当たっては、各地域において想定される数値で試算する必要がある。 

現物割合（FM%） VBN/TN  
 

含水率
(％) 

pH 
乳酸 酢酸 酪酸 （％） 

V-score

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

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

イタリアン 

ライグラス＊3 
54 5.09 1.31  0.26  0.00  8.00  99 
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図９．汎用型飼料収穫機と自走式ベールラッパ体系の負担面積と収穫調製費の関係の一例 

 

３．発酵TMR調製用機械 

（１）発酵TMRについて 

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

外部化が進んでいる。牛の餌の給食センターとも言えるTMRセンターは、平成20年には85
組織となり、5年で2倍以上に増加している（農林水産省2009）。 

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

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

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

の特徴を持つため、今後の普及拡大が期待されている。 
 

（２）トランスバッグと細断型ロールベーラの利用 

発酵TMRは、トランスバッグによる梱包（図10）が一般的であるが、トランスバッグを

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

カビの発生が見られるなど品質面でも課題がある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜左記の試算条件＞ 

収穫調製費＝（減価償却費＋修繕費）／負担面積 

＋10aあたり資材費＋同動力光熱費＋同労働費＋同機械運搬費 

・償却期間５年、残存なし 

・修繕費は機械価格の４％ 

・ネット代34,650円/本、フィルム代11,550円/本 

・軽油単価123円/L、ガソリン単価145円/L 

・賃金単価1,000円/h 

・平均圃場面積：トウモロコシ11.4a、飼料イネ11.6a 

・平均乾物収量：トウモロコシ1.4t/10a、飼料イネ1.1t/10a 

・一日あたり作業面積：トウモロコシ1.02ha、飼料イネ0.76ha 

・ 大負担可能面積：トウモロコシ33.8ha、飼料イネ25.6ha 

・機械運搬方法と条件：8tトラック(中古)、2tトラック、片道移動
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図10 トランスバッグ詰め作業 
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その対策として、細断型ロールべーラを利用した発酵TMRの調製が試みられ、細断型ロ

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

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

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

れること（平岡ら2006）、調製にかかる延べ労働時間が大幅に削減されること（増田ら2007）、
調製後の発酵ガスによるベールの膨張、変型はごく僅かで、2段積みによる貯蔵も可能であ

ること（増田ら2009）が報告されている。 近では、細断型ロールベーラとベールラッパ

が一体化し、成形から密封まで自動運転が可能なモデルも登場してきており（図11）、既

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

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

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

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

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

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

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

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

梱包機があるが、数千万円の設備投資が必要なことが課題となっている。今後、TMRセン

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

模や泌乳牛、乾乳牛、育成牛等のメニューの違いなどのニーズに即した餌作りへの対応が

必要になると予想される。 
 

     

図11 ベールラッパ一体式細断型ロールベーラ 

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

 

 

（３）可変径式TMR成形密封装置の開発 

農研機構生研センターでは、TMRを直径が異なるロールベールに成形密封できる可変径

式TMR成形密封装置の開発を進めている。完成予想図を図12に、TMRセンターへの導入イ

メージを図13に示す。可変径式TMR成形密封装置は、TMRを投入する荷受部、投入量に応

じた直径にロール成形できる成形部、ロールの大きさに対応してラップフィルムの巻き付

け位置を自動調節できる密封部、こぼれたTMRを荷受部へ戻す材料還元コンベアで構成す

る。成形室の幅は86cm、成形できるロールの直径の範囲は85～110cm（含水率50％程度の
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TMRの場合、質量範囲は約400～700kg）、毎時処理量12t/h、価格は既存の圧縮梱包機の半

額程度を目標としている。 
可変径式TMR成形密封装置の実用化によって、荷受けから密封放出までの作業の全自動

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

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

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

る。 
 

 

図12 可変径式TMR成形密封装置の完成予想図 

 

 

 

図13 可変径式TMR成形密封装置のTMRセンターへの導入イメージ 

 

材料投入

濃厚飼料、 
食品加工副産物 

サイレージ 
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ル) 

TMRミキサ 

(既存機械)
開発機 

流 通 

TMRロール 

注文に合わせたサイ

ズに成形・密封 
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４．おわりに 

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

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

7 月に公表された「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」では、畜産経営

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

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

林水産省 2010b）。TMR センター向けに開発中の可変径式 TMR 成形密封装置の完成を急ぐ

とともに、粗飼料の生産調製用機械のより一層の技術革新に向けた取り組みを加速したい

と考えている。 
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飼料用稲等の長期安定貯蔵・流通技術 

 

畜産草地研究所 
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 

アメリカによるバイオエタノール生産、干ばつ・豪雨の気候要因等に端を発し、

投資対象も伴って穀類を始めとする配合飼料や輸入牧乾草の価格が急激に高騰し、

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 年になってよ

うやく価格は下がってきたものの、飼料価格が不安定な状況に変わりはない。自給

飼料の増産は食料自給率の向上だけでなく、国土の有効利用、資源循環型畜産の確

立を図るためにも極めて重要な課題であり、水田を活用した飼料生産を推進するた

めに、畜産草地研究所を始めとして日本の各地域の研究機関において、稲発酵粗飼

料（イネ WCS）に関する研究が行われ、作付面積は 2000 年の 502ha から 2009 年に

は 10,306ha にまで拡大した。さらに国産穀類の自給率の向上を目的として飼料用米

も推進され、2005 年では 45ha の作付面積が 2009 年には 4,019ha まで拡大した（参

考資料）。 
水稲を家畜飼料として利用することの利点は、水田の機能を維持したまま米の生

産調整を行い、さらに飼料自給率の向上を図れることにある。今後 WCS 用イネの

面積拡大を図り、より多くの畜産農家が利用できるような体制を構築するためには、

特に飼料生産基盤が脆弱な畜産地帯への流通が重要な課題である。一方、畜産農家

を支援する組織としてコントラクターや TMR センターも年々増加傾向にあり（参

考資料）、収穫調製に要する経費や流通経費の削減を図ることが重要であり、コント

ラクター等が効率的に収穫調製作業を行うとともに、自給飼料（国産飼料）や食品

製造副産物を活用し、高付加価値を付けて流通させることで、流通経費の削減を図

ることも必要である。そこで、これまで以上に耕畜連携体制を強化して、イネ WCS

や発酵 TMR を安定して貯蔵し、流通させることが必要である。本稿では、WCS 用

イネの収穫調製体系や飼料用米の加工技術、さらにイネ WCS やロール発酵 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．WCS 用イネの収穫調製体系 

WCS 用イネの収穫調製体系にはフォ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 WCS
用イネの収穫調製体系はロールベールサイレージ体系が中心である。ロールベール

サイレージ体系においても、牧草用機械（牽引式ロールベーラ）を利用した体系と
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イネ WCS 専用収穫機械による体系に分けられる（図 1）。但し、牧草用機械体系

では乾田や収穫時期に大型機械での作業が可能な圃場に限定される。 
 

 

（１）牧草用ロールベール体系 

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

有している牧草用収穫機械（図 2）を活用することで、専用収穫機などの新たな機

械資本の投資を必要とせずに WCS 用イネの収穫調製作業を行うことができることに

ある。また、特に大区画圃場においては高能率で WCS 用イネをロールベールサイレ

ージとして収穫調製できることも牧草用収穫機械体系の特徴である。 
 牧草用機械体系では、まず立毛状態の WCS 用イネの刈り落し作業が必要であり、

収穫時期の WCS 用イネの水分含量によっては、その後の予乾作業（反転）を省略す

ることが望ましい。また、水分含量が高く予乾を必要とする場合でも、土砂の混入に

よる発酵品質や籾の脱粒による栄養価の低下を防止するためには、過度の反転作業は

控えることが必要である。一方、ビタミン A 制御型の肥育牛にイネ WCS を給与する

場合には、予乾処理を行うことで、β－カロテン含量が減少し、専用収穫機のダイレ

クト収穫体系よりもβ－カロテン含量の低いイネ WCS を生産できる。このようなこ

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

するかを選択することも考慮する必要がある。 

 

 

 

図１． WCS 用イネのロールベール作業体系 

モーア テッダ・レーキ ロールベーラ ベールラッパ

図２． 牧草用収穫機を利用した飼料イネのロールベール作業体系 

（トラクタ直送式や牽引式作業機械の体系） 

[ 牧草用収穫機体系 ]

刈取り 集草 梱包 密封

モーア レーキ ロールベーラ

[ 専用収穫機体系  ]

密封

（ダイレクト収穫）

ベールラッパ

刈取り・梱包

専用収穫機 自走式ベールラッパ
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（２）専用収穫機体系 

 立毛状態の WCS 用イネの刈取りと梱包作業を行うための専用収穫機は、コンバイ

ン型とフレール型と呼ばれる 2 つの機種の自走式ダイレクト収穫方式のロールベー

ラが実用化されている。フレール型専用収穫機は、刈取部をフレール式として脱穀

部の替わりにベール成形室を搭載しており、コンビネーションベーラと呼ばれてい

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

部を採用していることから、コンバイン型専用機と比較して籾に傷が付きやすく、

超多収で長稈の飼料イネにも対応でき、専用収穫機と呼ばれているもののソルガム

等の収穫も行えることも特徴の一つである。 

 
 コンバイン型専用機（三重県畜産研究所 開発）については、2008 年に従来機（切

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

た。新しいタイプのコンバイン型専用機（細断型ホールクロップ収穫機）は、従来

機と同様に自脱型コンバインの刈取部と走行部を利用しているが、従来機よりも切

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

で穂部と茎部を混合する機能を有している。さらに細断型ロールベーラのネット繰

出し装置とロール成形部を搭載することで、細断されたイネでも少ない損失率で高

密度なロールが成形できるようになっている（図 4）。 

 

搬送部

ベール成形室

フレールモーア

 

レシプロモーア

ベール成形室
自脱型コンバイン
刈取り・搬送部

ネット繰出し装置

攪拌装置 搬送部

ディスクカッタ（３cm）

自脱型コンバイン
刈取り・搬送部 ベール成形室

（ダブルディスク）
レシプロモーア

ディスクカッタ（15cm）

図３． フレール型飼料イネ専用収穫機の概略図と作業状況 

図４． コンバイン専用収穫機の概略図（左：従来機、右：細断型）  
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専用収穫機は両機とも走行部はゴム履帯を利用しており、平均接地圧も小さいこ

とから軟弱圃場でも安定した作業を行うことができる。両タイプとも専用収穫機の

作業時間は WCS 用イネの収量や圃場条件等にも影響されるものの約 20～30 分/10

ａである。また発酵品質の安定化を図るために両機とも乳酸菌を添加できるように

なっている。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る（図 6）。 
 

 
 
 

 

図５． コンバイン収穫機（細断型）の作業状況 

（中央農研 開発）

図６． 自走式ベールラッパの概略図と作業状況 

（三重県畜産研究所 開発）

ターンテーブル

テーブルリフト

フィルム繰出し装置積載・荷降し用アーム
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（４）飼料イネ専用収穫機と自走式ベールラッパの組み作業 

自走式ベールラッパは専用収穫機の収穫作業能率より密封作業の能率が劣ること

から、圃場内で連続して密封作業を行う場合は、多くのロールベールが未ラップの

状態で残されることになる。そのため圃場条件が良好な場合では、専用収穫機は結

束時間を利用して農道方向へ移動してロールを放出すると自走式ベールラッパの移

動距離が短くなり、全体の作業時間の短縮につながる。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 7）。 
 

 
 

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）が開発されている（中央農研）。この装置は収穫機から放出されたロールベ

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

装置の特徴としては、軽量・簡易な構造で動作のために油圧等の外部動力を必要と

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

収穫機本体に特別な加工を行わずに容易に取り付けと着脱ができること等が挙げら

れる。また、成形・結束済みのロールベールを機体外に保持するため、運搬をしな

がら同時に刈り取り（刈り取り同時運搬）が可能である。このため、収穫機が本来

図７．飼料イネ（WCS 用イネ）専用収穫機と自走式ベールラッパの効率的組み作業

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
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の作業行程から外れることなくロールベールを農道近くへ運搬できる。ロールキャ

リアによる 適な運搬方法はほ場の大きさや形状、単位面積収量、ロールベール質

量、刈り取り経路、ロールベール集積方法等の条件によって異なるものの、収穫機

が満量になる都度その位置に放出して後から回収する方法と比較すると、全てのロ

ールベールを密封してほ場外に搬出するまでの作業時間は、ロールキャリアによっ

て 大 35％短縮される（図 8）。 

 
 
 

（５）その他の飼料イネ収穫作業 

（汎用型飼料収穫機と自脱型コンバインを改良した飼料イネの刈り落とし機） 

 専用収穫機と呼ばれている 2 機種（コンバイン型、フレール型）の他に、WCS 用

イネを収穫できる自走式作業機として、汎用型飼料収穫機が開発された（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、WCS 用イネを収穫することができる。WCS

用イネの収穫を行う場合には、刈取部に飼料イネ用イネアタッチメント（リールア

タッチ）を装着することで専用収穫機と同様に立毛状態の WCS 用イネを収穫し、

べール成形室

収獲部

ホッパ

ピックアップ
アタッチ

リールアタッチ

（飼料イネ用アタッチ）

ゴム履帯
..

ロークロップ

アタッチ

 

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８．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）

図９．汎用型飼料収穫機の概略図と WCS 用イネの収穫作業状況 

（生研センター 開発）
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ホッパに収穫した WCS 用イネを一時貯留できることから、ロールの結束・放出の

間もノンストップで作業を行うことができる（図 9）。このように本機は WCS 用イ

ネだけでなく、多様な飼料作物の収穫と高密度な梱包作業が行えることから、今後

の飼料作物生産を担うコントラクター組織への導入が期待されている。 
また、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、 

WCS 用イネ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 WCS 用イネの収穫作業を行うことができる（但し、自脱型コンバイン

の改良は自己責任において行う）。 

 
 
３．WCS 用イネの安定貯蔵技術 

（１）土砂の混入防止対策 

WCS 用イネは当然、水田で作付され、天候や圃場条件に品質が大きく影響され

る。収穫時に圃場条件が良好な場合の作業では図７で示したような作業で行うこと

ができる。しかし、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、図 11 に示したように自走式ベールラッパは直接荷受けをして密封作

業を行い、圃場外への搬出までの作業を行うことができる（注：現在、改良された

専用収穫機や汎用型飼料収穫機と自走式ベールラッパの組作業では、ロールベール

の直接荷受け作業は困難であり、自走式ベールラッパを改良中である）。 

 

 

 また、このような作業体系では、自走式ベールラッパの圃場内移動時間が遅く、

収穫機との作業時間に大きな差が生じ、作業効率が悪くなる。そこで、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

図 10．ウィンドロワーを装着した自脱型コンバイン（左）と梱包作業 

（東北農研  開発）

図 11. 軟弱な圃場でのロールベールの直接荷受け作業 

－ 27 －



 

 

図 12. パレットフォークを用いた荷受け 

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、

土砂の混入を防ぐことができ、良質なイネ

WCS 用の収穫調製を行うことができる（図

12、13）。 

 

（２）乳酸菌の利用 

WCS 用イネは黄熟期で収穫すると立毛状態でも水分含量が 65％程度となり、良

質発酵に適する水分範囲となる。一方、WCS 用イネの茎は堅い中空構造であり、ト

ウモロコシなどの飼料作物に比べ、サイロ内に残存する酸素量が多いため、嫌気的

条件にするのが困難であり、さらに WCS 用イネには不良菌である好気性細菌、カ

ビおよび酵母菌が多く付着しており、良質発酵には重要な乳酸菌の数は少ない。ま

た、WCS 用イネは乳酸菌の栄養源となる可溶性糖類であるサッカロース、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。従っ

て、収穫時の作物条件や圃場条件によっては、確実に良質サイレージを調製するた

めに、乳酸菌（図 14）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 15）。なお、調製 10
ヵ月後は夏期の高温時にも関わらず、巻き数を増やすことにより、高温による品質

低下防止にもつながる。このように、フィルムの巻き数を増やすと安定して長期保

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

 

図 14．WCS 用イネの専用乳酸菌（畜草１号）

 

図 13. パレットフォークを用いたロールベールの直接荷受け作業と圃場外への搬出作業の 

概略図 
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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。 

４．飼料用米の加工処理技術 

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

払い出し利用が中心であったが（表 1）、穀物価格の高騰により国産穀類としての飼

料用米が注目を集め、作付当初から畜産利用目的で栽培し、収穫される新規需要米

としての飼料用米の作付面積の拡大が期待される（参考資料）。 

 

 

図 15. イネ WCS ロールベールのフィルムの巻き数と廃棄率の関係 

（千葉県畜総研，2005）

表１. 飼料用米の利用状況の推定 

輸入 玄米 4
輸入 精白米 453
輸入 破砕米 111

古米 国産 玄米 15％程度

自給飼料用米 国産 玄米
国産 籾米 **

自給飼料用米サイレージ 国産 籾米 30～35％

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

乾燥処理後

15％程度13 試験段階

MA米
* 15％程度 配合飼料材料

として利用

産地 形態
使用量
(千ｔ）

-

利用実態水分
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（１）MA 米、古米利用について 

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

ており、平成 20 年は MA 米が 64 万 t 利用されている。これらは輸入穀物価格とほ

ぼ同等の価格で飼料工場に払い出しされ、破砕処理後に鶏・豚用途の配合飼料原料

として利用されている。 

 

（２）自給飼料用米について 

自給飼料用米の収穫調製は、食用米と同様に自脱型コンバインによる収穫が主体

である。収穫時の水分は 20％程度と高く、長期保存のためには食用米と同様に乾燥

処理が必要となる（米麦共同乾燥施設等）。一方、他に低コストの収穫技術として、

収穫期を遅らせて圃場にて立毛状態で籾部の水分を低下させてから刈り取る立毛乾

燥処理が報告されているが、鳥害や収穫ロスの増加、穂発芽の発生等の問題が懸念

される。また、乾燥処理のコストを低減するために 30％以上の水分で収穫した籾を

密閉貯蔵して、サイレージ発酵させるソフトグレインサイレージ(SGS)調製が検討

されてきたが、残留農薬の関係から SGS 調製においても完熟期の籾を利用すること

が必要である。国産穀類としての飼料用米は、これまでは殆どが鶏や豚への給与に

使われており、牛に対する取り組みはまだ試験的なものが多いのが現状であり、今

後の研究開発に期待したい。 
 

（３）調製加工技術について 

 飼料用米の利用は豚・鳥への利用が大半で、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、飼料用米の生育ステージとは関係なく、

飼料用米の消化性を改善するために行われてきた処理方法や現在検討されている処

理技術について主なものを紹介する。 

１）粉砕処理 

 ハンマミルに投入した材料を回転するハンマによる衝撃と粉砕室内壁面への衝突

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

る方式である、籾・玄米ともに粉砕可能である。 

 

２）圧ペん処理 

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

加湿した後に圧砕する蒸気圧ぺん処理（図 16）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
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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 17）。籾、玄米、イネ WCS を破砕も可能であるが、茎葉部を含

むイネ WCS 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 18）。一方、籾殻膨潤処理装置（ダブルプレス：図 19）はダブルスク

リュー型で、プレスパンダに比べてスクリューや内部ケースの摩耗は少なく、耐久

性に優れているが、飼料用米の加工処理程度はプレスパンダよりも劣る。今後、ダ

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

る施設型処理装置として活用できるような改良と体制を検討する予定である。 

 その他にも、飼料用米の加工処理装置として様々な装置が利用され、また既存機

の改良がおこなわれており、省力的でコンタミのない SGS 調製技術の開発が望まれ

ている。また、SGS 調製においても、完熟期の籾を使用することから、従来の自脱

型コンバインが活用できるとも考えられるが、低コスト生産において、食用米より

遥かに多収な専用品種の育成や耐倒伏性に優れた品種では、稈が太くなることも想

定されることから、既存の自脱型コンバインの排わら処理装置の改良等も検討が必

要になってくるものと想定される。 

蒸気処理

粉砕ローラ

蒸気処理

粉砕ローラ
粉砕ローラ

ホッパ

粉砕ローラ

ホッパ

図 16. 蒸気圧ぺん処理機        図 17. 飼料用米破砕機 
          （トーバク）           （農研機構、デリカ） 
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５）その他の飼料用米破砕装置 

国産穀類として飼料用米が注目されつつある中、農研機構を始めとする各地域の

研究機関でも、積極的に飼料用米の加工技術について検討が行われつつある。これ

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

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

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

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

蔵方法の検討も始められている。 

 
５．耕畜連携によるイネ WCS の流通技術 

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

産農家が自ら栽培して収穫調製までの全ての作業を行う体系よりも、耕種農家が栽

培管理を行い畜産農家やコントラクターが収穫調製を行うような体系が中心である。

さらに、組織化された耕種農家やコントラクターが WCS 用イネの栽培管理から収

穫調製までの全ての作業を行う体系も増加しつつある。つまり、耕種農家と畜産農

家が連携してイネ WCS を生産して、畜産農家へ流通する体系である（耕畜連携体制）。

このような耕畜連携体制も新たな展開を迎えようとしており、現在、各地域で行われ

ている耕畜連携体制の概略を図 20 に示す。 

プレスパンダ

圧縮部
ダブルプレス

圧縮部

図 18. 籾殻膨軟処理装置   図 19. 籾殻膨潤処理装置 

   （プレスパンダ）  （ダブルプレス：(株)関西産業） 
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（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イネ WCS を生産する場合、輸送作業が重要となっ

てくる。一般的なロールベールのハンドリング作業にはベールハンドラ（ベールグラ

ブ）を用いて、トラック等の運搬車に積み込んで輸送する。近距離輸送用に用いられて

いる運搬車は 2t ダンプ等が多く、複数台の運搬車を利用して畜産農家へピストン輸送を

行いながら配送されている。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テ

ナ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となった（図 21、22）。 

 
 
 

[ 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 ]

図 20. 地域内流通における耕畜連携体制 

図 21．脱着ボデートラック用に開発した国産飼料運搬用の各種コンテナ 

（未ラップのロールベール、密封したロールベール、粕類などのバラ物、軽車両用）
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さらに、イネ WCS の取引（売買）は、1 ロール当たりの価格で行われているのが

一般的であるが、今後、重量取引になることを想定して、ロールベール 1 個毎の計量

を行って輸送を行うことができる計量器付きコンテナの開発を試みている。 

  
 イネ WCS の流通形態はロールベールサイレージが中心であり、そのハンドリング

作業にはベールハンドラ等の専用機器が用いられている。しかし、ロールベールの流

通においては、耕種農家ではベールハンドラを保有していない場合も多く、またロー

ルベールのハンドリング作業に不慣れな場合、フィルムを破損させることもある。そ

こで、ベールハンドラ等を用いずに簡易にロールベールを運搬車（トラック）に積載

するための簡易な機器を畜産草地研究所では開発し、実用化されている（図 23）。 

 また、ロールベールの把持作業における変形はカビ等の発生要因になることが

懸念されている。一方、ロールベールの広域流通を行うためには、耕種農家や

コントラクターが自ら輸送作業を行うことは困難であることから、ロールベー

ルの輸送作業は専門の運送業者へ委託することを前提に、軽量で低コストかつ

折り畳みが可能なロールベール用荷役具も開発し、実用化した。この荷役具は

ポリプロピレン繊維を編みこんだ素材で、ラップサイロの吊り上げ時の主荷重

を担う 4 本の吊りベルトとラップサイロを吊るベルトの位置を固定するための

図 22. 脱着ボデートラックを活用したロールベールの地域内流通 

（密封したロールベールの輸送用コンテナ、計量器付きコンテナを開発中） 

（畜草研 開発）

図 23. ユニック付きトラックやフォークリフト用の簡易ロールベール用クランプ 

（畜草研 開発）

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
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保定ロープおよびベルト側方からのラップサイロの横転・落下防止のための胴

巻きベルト（異径ロールベールに対応）によって構成されている（図 24）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６．国産飼料の広域流通と今後の展開 
 イネ WCS は耕種農家と畜産農家が得意分野の作業を分担する体制から始まり、

コントラクターや土地利用型農業法人、集落営農組合などがイネ WCS を生産し、

近隣の畜産農家へ販売する体制へと移行してきた（図 20）。今後、さらに水田を有

効に活用して、WCS 用イネの作付面積を拡大し、飼料自給率を向上させるためには、

飼料生産基盤が脆弱な畜産地帯へも流通範囲を拡大させることが必要である。つま

り、イネ WCS を国産飼料として位置付け、地域内における近距離流通から広域流通

体制を推進することが必要であり、その場合に重要な施設となるのがストックヤー

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。そこで広域流通を行う場合

では、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。この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。一方、広域流通にお

いては生産者（耕種農家やコントラクターが、イネ WCS を輸送するのではなく、

輸送業務を専門業者に委託し、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て、フィルムの破損

や変形による品質劣化を防ぎ、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（図 25）。さらに流通コストの削

減のためには、帰り便の有効活用等に加えて、ロールベールサイレージは開封しな

いと品質の評価ができないことから、新規包装資材等を活用した品質の長期安定貯

図 24. ユニック付きトラックやフォークリフト用の簡易ロールベール用荷役具 

（写真右は広域流通を前提とした運送業者による大型トラックへの荷役作業） 

（畜草研 開発）

保定ロープ

保定ロープストッパ

吊りベルト

胴巻きベルト
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蔵技術の開発により、劣化サイレージの輸送を回避することも、輸送コストの削減

には重要な課題である。また、イネ WCS 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 WCS 等の国産飼料を混合して再梱包し、発酵 TMR として高付加価値を付けた

高栄養な国産飼料として流通させることも重要である。 

 
 
 
 以上のようなコントラクターと TMR センターを基軸とした体制においては、これ

までのような地域内における耕種農家と畜産農家が、お互いに「顔の見える取引」か

ら、「顔の見えない取引」になることから、イネ WCS 等の国産飼料の生産履歴を明

確にし、安全で安心な国産飼料として流通させることが、海外の経済情勢や気候要

因等に影響されることなく、消費者に対しても安全で安心な畜産物の安定的な供給

へとつながることになる（図 26）。 

TMRセンター

コントラクター

運送業者
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畜産地帯

WCS

ストックヤード
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食品製造副産物
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平坦水田地帯（飼料生産地帯）

TMR

 

 

図 26. コントラクターと TMR センターを基軸とした国産飼料の広域流通の概念図 

図 25．現在行われているロール発酵 TMR の荷役具（ベールグラブで持ち上げて装着）

（左：ベルト方式、右：荷受けネット方式） 

東日本くみあい飼料
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飼料用稲等の乳牛への給与技術 

 
畜産草地研究所 

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、飼料用稲の生産、利用が全国で取り組まれており、そのうち稲発酵粗飼料（以下、

イネ WCS と略記）の作付面積は 2000 年の 502ha から 2009 年の 10,306ha（見込み）へと

拡大している。その背景として、畜産経営では輸入粗飼料に依存した体質からの脱却に向

けて、生産履歴の分かる国内産飼料を利用したいとの要望があり、耕種経営では生産調整

を円滑に進める方策として、従来の機械体系が利用できる飼料用稲の栽培に魅力があった

と考える。さらにイネ WCS の生産、利用に対する様々な支援（助成）制度の拡充も普及

を支えている。このようにイネ WCS の生産量が増加したことによって、新たに利用を始

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

もたれる方も多いと思われる。そこで本研修では、これまで全国の試験研究機関で実施さ

れた研究成果に基づいて、イネ WCS の飼料特性、乳牛に対する適正給与技術について紹

介する。 
 
２．飼料特性 

（１）飼料成分と栄養価 

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

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

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

とを念頭に置く必要がある（図 2–1）。図 2–2 に熟期別のイネ WCS の可消化成分含量の推

移を示す。稲は出穂期以降、登熟が進むにつれて子実部にデンプンが蓄積するため、全体

では非構造性炭水化物が増加し、相対的に構造性炭水化物が減少する。さらに可消化の粗

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

その他 その他
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図2-2．熟期別の稲WCSの可消化成分の推移

日本標準飼料成分表(2009)

注1) 棒グラフ頭上は可消化養分総量(TDN)．

注2) CF：粗繊維，NFE：可溶無窒素物．

稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル（2009） 
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繊維（CF）とデンプンが含まれる可消化の可溶無窒素物（NFE）の割合は、出穂期ではど

ちらも 20%程度であるが、糊熟期以降は可消化 CF が 12～14%に対して可消化 NFE が 33
～35%である。糊熟期以降の可消化養分総量（TDN）に占める割合（%）の平均は、可消

化 CF が 24.6%、可消化 NFE が 63.2%であり、イネ WCS の TDN は NFE に分画されるデン

プンの寄与が大きいことがわかる。また、TDN 含量は熟期の進行にともなって増加するが

糊熟期以降は微増に留まり、完熟期では未消化子実量の増加や繊維成分の消化率の低下に

より微減する。したがって、イネ WCS の収穫適期は、乾物収量とサイレージ調製に適当

な水分含量も考慮すると“糊熟期～黄熟期”となる。 
 表 2–1 は各飼料における消化率、栄養価を示す。イネ WCS の粗脂肪、NFE の消化率は

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

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

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

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

ことが予想されるので、注意が必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イネ WCS の TDN 含量に影響を及ぼす要因は、品種、栽培方法、収穫時期、収穫方法、

調製方法など多岐にわたる。全国の試験研究機関で実施された去勢牛、乾乳牛による消化

試験の結果によると、黄熟期のイネ WCS の TDN 含量は 40.6～61.5%と非常に幅のある数

値であった。特に TDN 含量が低くなる事例としては、収穫前に倒伏したもの、収穫時期

が非常に遅くなったもの（刈遅れ）、病害虫の被害に遭ったもの、雑草が混入しているも

の、発酵品質が著しく悪いもの等が挙げられる。これらの多くは、各要因に適した手段を

講じることにより改善が図れるものであるため、早急に取り組まれることが望まれる。 
 
（２）飼料成分と栄養価の推定 

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

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

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

するため、飼料分析の重要性は高い。イネ WCS の各化学成分の含量においては、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レージテストが実施されている。 

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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 イネ WCS の TDN 含量は、各化学成分の含量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、イネ WCS を去勢牛や乾乳牛に給与して実施し

た消化試験の結果を基に作成された式である。ちなみに a 式で採用されている高消化性繊

維（Oa）、低消化性繊維（Ob）含量は、近赤外分析法を利用して精度良く推定できる成分

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

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

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

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

乾草とサイレージを給与した消化試験の結果を基に作成された推定式であるが、イネ WCS
の推定にも利用できることが確認されている（服部ら 2005）。d 式（深川ら 2007）は、イ

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

の TDN を簡易的に求める際には有効である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）自由採食量 

 イネ WCS の自由採食量は収穫時期（熟期）の影響を受ける。肉用種繁殖牛（黒毛和種、

日本短角種）を用いた幾つかの試験の結果では、出穂期以降、熟期が進むと自由採食量

が増していき、糊熟期以降はほぼ平衡状態となる。それらの結果によるとイネ WCS（水

分含量 60%）を単味で給与した際の自由採食量は一日当たり原物 20～25kg（乾物 8kg～
10kg)であった。泌乳牛におけるイネ WCS の自由採食量は、給与飼料中に占める濃厚飼

料の割合や泌乳ステージの違い等に影響を受ける。給与飼料中の濃厚飼料の割合を変え

て、各泌乳ステージ（泌乳前期、中期および後期）での自由採食量を測定した試験の結

果（Islam ら 2004）では、品種「はまさり」で調製したイネ WCS（水分含量 60%）を一

日当たり原物 12.5～30.5kg（乾物 5.0～12.2kg）を摂取しており、平均で原物 21.5kg（乾

物 8.6kg）、泌乳前期においても採食可能であった。 
 
（４）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

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

(n=8, R2=0.73) 

(n=16, R2=0.82) 

(n=89, R2=0.61) 

(n=13, r2=0.67) 
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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。イネ WCS の

RVI は 82 分であり、チモシー乾草、スーダングラ

ス乾草と同程度、アルファルファ乾草やトウモロコ

シサイレージよりも多い。したがって、イネ WCS
の物理性は粗飼料の中でも高いと言える。 
 泌乳牛では RVI と乳脂肪率が深く関係しており、

乳脂肪率 3.5％を維持するためには、給与飼料の

RVI が 30.5 分以上は必要であると試算されている

（Sudweek ら 1984）。イネ WCS、トウモロコシサイレージおよびイタリアンライグラ

スサイレージを 30%ずつ配合した 3 種類の TMR を調製し、泌乳牛に給与した試験の結果

（新出ら 2008d）では、それぞれの RVI が 34.3、27.3 および 36.9 分であった。この結果

からするとイネ WCS の RVI はトウモロコシサイレージより高く、イタリアンライグラ

スサイレージと同程度と言える。一般に NDF 含量が高いほど RVI も高くなると言われて

いるが、イネ WCS の NDF 含量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。 
 
（５）子実の消化性 

 イネ WCS を給与すると糞中に散見される未消化子実がしばしば問題視されるが、これ

はイネ WCS に特有の現象ではなく、他の飼料作物と同様、子実ごと利用する“ホールク

ロップサイレージ”に共通するものである。一般に子実は、登熟するにつれて子実外皮

ならびに子実そのものが硬化するため、消化が難しくなる。イネ WCS の子実は、全粒の

状態で第一胃内に浸漬しても、ほとんど消化されず、アルカリ処理、酵素や乳酸菌を添

加した処理を施しても 48 時間後の第一胃内消失率は 10～15%に留まる（名久井ら 1986、
表 2–4）。しかし、粉砕処理や半切処理では 65%（名久井ら 1986、表 2–4）であること

から、イネ WCS の子実の消化を阻むものは、難消化性の籾殻であることが分かる。 
 
 
 
 
 
 
 

イネ WCS における未消化子実の排泄割合（%）は、飼料の摂取量や給与飼料に占める

イネ WCS の割合、併給する飼料の種類などに影響を受ける。育成牛や乾乳牛では平均

10%程度であるが、泌乳牛では 10～50%と変動幅が大きい。泌乳牛では乾物摂取量（DMI）
が多いため飼料の消化管通過速度が速くなり、未消化のまま糞に排出される子実が多く

なると考える。改善策としては、イネ WCS も含んだ粗飼料の給与割合、それらの切断長

を調整して、適切な咀嚼時間（採食時や反芻時）を確保することで未消化子実の排泄を

低減することが重要となる。 

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

乳熟期 糊熟期 黄熟期 完熟期 対照(無) 圧片 粗挽き 粉砕

  子実分解率(%) 12.8 6.1 1.0 0.0 0.0 34.0 45.3 66.6

表2-4．子実の第一胃内分解性

項目
試験1(熟期の比較)

注2) 試験2：各処理の子実をメッシュ袋に入れて24時間，去勢牛の第一胃内に浸漬した.

注3) 試験2：各熟期(乳熟期・糊熟期・黄熟期・完熟期)の平均値である.

試験２(物理的処理の比較)

注1) 試験1：各熟期の子実(籾殻のある完全粒)をメッシュ袋に入れて96時間，去勢牛の第一胃内に浸漬した．

東北農業試験場(1986)
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２．泌乳牛への給与技術 

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

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

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

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

紹介する。 
 
（１）各泌乳ステージにおける給与量の上限値 

イネ WCS における泌乳牛への給与技術に関する初期の研究は、各泌乳ステージにおけ

るイネ WCS の給与量の上限値が検討された。飼料設計上、イネ WCS は給与飼料の 30%
程度まで給与可能と推測された。そこで、泌乳初期、前期の給与量の上限値を検討する

ため、イネ WCS の配合割合を変えた 2 種類の TMR（25％、30％）を分娩後 1～15 週ま

で給与する試験が実施された（新出ら 2008e、図 3–1）。イネ WCS を 25％配合した TMR
に比べて 30％配合した TMR は、分娩後 1 週目から DMI が抑制される傾向にあり、それ

と同時に乳量も低く推移した。しかし、分娩後 10 週目以降は、徐々に両 TMR の DMI、
乳量の差が小さくなった。 

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

を変えた試験（新出ら 2008a、表 3–1）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。イネ WCS に含まれる繊維成

分の消化性は、イネ科牧草の乾草に比

べると低く、第一胃内通過速度も遅い

傾向にある。したがって、十分な DMI
が得られない泌乳初期においては、イ

ネ WCS の給与量、配合割合によって

は DMI を抑制する可能性がある。こ

れまでの結果を踏まえると、泌乳牛に

おけるイネ WCS の給与量の上限値

は、泌乳初期、前期では給与飼料の

25%、泌乳中期以降は 30%と考える。 
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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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（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は、良好な発酵品質のイネ WCS を用い

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

給与できることはない。また、泌乳牛用の飼料では、様々な飼料資源を活用するため、

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

までの試験研究で得られたイネ WCSの最大摂取量の 5割程度を泌乳牛における実用的給

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、イネ WCS の給

与量は変えてある。また、様々な泌乳ステージ、乳量を持つ牛群に同一飼料を給与する

場合では、表 3–2 の最小値である 3kg 程度にイネ WCS の給与量を留める。繰り返しにな

るが、イネ WCS の発酵品質、切断長、併給飼料の種類などにより嗜好性や摂取量が左右

されることから、実際にイネ WCS の給与を進めるにあたってはボディコンディションス

コア（BCS）や残飼量に注意しながら適宜、イネ WCS の給与量を調整する必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）子実の消化性の改善 

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

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

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

析値）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、飼料分析で求められる栄養価も消化試験の結果を反映しているため、その分析値

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

の改善方法が検討されている。表 3–3
は粗飼料の配合割合が異なる TMR が

イネ WCS の子実の消化性に及ぼす影

響を検討した結果である（山本ら

2008b）。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 含量

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

量が高まることで反芻などの咀嚼時

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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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。 
 表 3–4 はイネ WCS と併給する粗飼料の種類を変えることで、子実の消化性に及ぼす影

響を検討した試験の結果である（山本ら 2008a）。併給する粗飼料として第一胃内通過速

度の異なるアルファルファ乾草

とチモシー乾草で検討された。事

前に乾乳牛で測定した第一胃内

通過速度は、1 時間当たりアルフ

ァルファ乾草で 2.6%、チモシー

乾草で 1.9%であった。DMI、乳

量に差は認められなかったが、

RVI はチモシー乾草の給与で多

くなり、その結果、未消化子実排

泄率もアルファルファ乾草に比

べて、チモシー乾草を併給するこ

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

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

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

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

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

アシドーシスなどを発症する危険もある。表 3–5 はイネ WCS の最適な切断長を検討する

ために実施した給与試験である

（新出ら 2008b、2008c）。1cm と

5cm の比較において、5cm に切断

すると採食にともなう咀嚼時間

の増加で未消化子実の排泄量が

減少する傾向にあるが、DMI も抑

制される。1cm と 3cm の比較にお

いて、3cm は 1cm と同程度の

DMI、乳量であることに加えて、

未消化子実の排泄量も少ない。し

たがって、イネ WCS の切断長は

3cm 程度が最適であることがわ

かる。 
 
３．乾乳牛への給与技術 

 ここでは乾乳期間を 2 ヵ月（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成否は、周産期病の

アルファルファ チモシー

乾物摂取量(kg) 25.8 25.7

乳量(kg) 35.4 36.4

RVI(分/乾物1kg当たり) 31.6 34.1

未消化子実排泄率(乾物中%) 40.5 32.1

注3) RVI：粗飼料価指数．

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

三重県科学技術振興センター(2008)

表3-4．併給する粗飼料の違いが子実の消化性に及ぼす影響

併給する粗飼料(乾草)
項目

注1) 稲WCSの配合割合は，どちらも約20%(乾物換算)である．

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3-5．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

－ 45 －



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

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

ンディションスコア（BCS）は 3.5 程度（3.25～3.75）を維持することが推奨されており、

これが乾乳期の飼養管理の指針となる。ただし、この BCS の調整は乾乳期に入る前まで

に済ませておき、乾乳期中は BCS の変化幅を少なくするよう努めることが望ましい。 
 
（１）乾乳前期（乾乳直後～分娩前 4 週） 

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

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

給して、給与飼料全体の CP 含量を経産牛では 12％程度、初妊牛では乳腺の発達を促す

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

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

がある。 
 
（２）乾乳後期（分娩前 4 週～分娩） 

 乾乳後期から濃厚飼料や泌乳用 TMR の給与量を徐々に増やし、分娩直前までには TDN
充足率を 120％程度まで高めた飼養管理を心掛ける。この時期は胎子の急激な成長による

消化管の圧迫や分娩や泌乳に係わるホルモン分泌によりホルモンバランスが崩れること

から来る食欲減退が原因となり、著しく DMI が低下する。そのため、給与する飼料の栄

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

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

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

がって、乾乳後期では濃厚飼料の増量に合わせてイネ WCS の給与量を徐々に減らす。 
 
（３）乾乳期における給与量の上限値 

 表 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イネ WCS
（水分含量 65％程度）を自由採食させた試験の結果である（新出 2008e）。この結果に

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

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

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

した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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（４）乾乳期における実用的給与量 

 表 4–2 に乾乳期におけるイネ WCS の最大摂取量と実用的給与量の目安を示す（新出 
2008e）。イネ WCS はチモシー乾草などのイネ科牧草に比べて NDF 含量は低いが、その

NDF 消化率が低いため、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 の試験で得られたイネ WCS
の最大摂取量の 6 割に留めた量を目安とした。したがって、残りの粗飼料は消化性の良

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

様、イネ WCS の給与を進めるにあたっては BCS や残飼量に注意しながら適宜、イネ WCS
の給与量を調整する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．おわりに 

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

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

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

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

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

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

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

ある。 
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飼料用稲等の肉用牛への給与技術 

 

畜産草地研究所    

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（イネ WCS）は、自給飼料増産の重要な柱の一つとして位置付けられてい

る。平成 12 年から本格的に生産を開始された WCS 用稲は、平成 21 年度には作付面積が

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。イネ WCS の特徴とし

て、稲ワラやチモシー乾草などの一般的に肉牛へ給与される粗飼料に比べビタミン E（α-
トコフェロール）が豊富に含まれていることが挙げられる。従ってイネ WCS を肥育牛に

給与することによって、牛肉中にビタミン E が蓄積することが期待される。ビタミン E は

抗酸化機能を有することから、牛肉中へのビタミン E 蓄積によって肉色の退色や脂質の酸

化が抑制され、イネ WCS を給与した牛肉の付加価値の向上に繋がると考えられる。一方、

イネ WCS にはビタミン A の前駆体である β-カロテンも豊富に含まれていることから、ビ

タミン A を制御した肥育が行われている現状では肉質への影響が懸念される。そこで本項

では、これまで各試験研究機関で行われた肥育試験の結果をもとに、イネ WCS の肉用牛

への給与及びイネ WCS を給与した牛肉の特徴について紹介する。 
 
２．イネ WCS の飼料特性 

イネ WCS は、イタリアンライグラスなどの牧草と比較すると、ケイ酸含量が多い影響

で灰分が多く、粗蛋白質がやや少なく 7％程度である。栄養価は、品種や熟期などで異な

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

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

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

上の注意が必要である。イネ WCS の物理性としては、粗飼料価指数（乾物摂取量当たり

の総咀嚼時間）に関するデータが黒毛和種繁殖牛で出されており、稲ワラ 77.6 分、イネ

WCS70.7 分、チモシー乾草 63.5 分という結果であった（古澤ら、2004）。したがって飼料

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

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

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

保つためにも給与量が極端に少なくならないように注意する必要がある。 
図 1 に示したように、良質なイネ WCS は一般に肉牛に給与される稲ワラやチモシー乾

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

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

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

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

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

る。β-カロテン含量は飼料イネの品種や熟期によって異なり、乳熟期から完熟期にかけて
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急激に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、

イネ WCS の β-カロテン含量を減少させることが可能である。黄熟期に刈り取り後、1 日

予乾してサイレージ調製すれば、β-カロテン含量が刈り取り時の約 7 割に減少し、この際

α-トコフェロールも減少するものの、稲ワラより高い含量を保つことが報告されている（図

2）。したがって予乾処理を行い飼料中の β-カロテン含量を十分低減させることが出来れば、

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

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

現在、肉用牛の肥育においては肉質向上のためビタミン A を制御する肥育方法が広く行

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

えた方が良いと考えられる。 
 

 

表 1. イネ WCS 給与が交雑種肥育牛の枝肉成績に及ぼす影響 

 枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪 歩留基

準値 

ＢＭ

Ｓ 

No. 

肉質 

等級 

 (kg) cm2 cm cm ％   

全期間区 521 43.6 7.9 3.3 68.8 2.7 2.3 

前後期区 486 46.3 7.9 3.4 69.5 3.0 2.3 

慣行区 511 55.7 8.1 2.9 71.0 4.0 3.0 

（稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル 2009） 

 

 

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

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

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

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

れなかったという結果が得られている（表 2）。一方、前項で述べた様にイネ WCS 中の β-
カロテン及びビタミン E 含量は刈取時期や予乾処理の影響を大きく受けるため、実際に給

与するイネ WCS の品質を十分に把握することが望ましい。 
 

 

－ 51 －



 

表２. 肥育後期のイネ WCS 給与量が枝肉成績に及ぼす影響 

 枝肉重量 ロース

芯 

皮下脂

肪 

筋間脂

肪 

ＢＭＳ ＢＣＳ ＢＦＳ 

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

8kg 給与区 391.2 46.0 1.6 6.8 4.3 2.6 2.6 

5kg 給与区 373.6 55.4 1.8 6.7 5.3 3.3 2.3 

2kg 給与区 385.6 50.2 2.1 6.8 4.0 2.6 2.3 

（山田ら、２００７） 

 

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

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

ける肥育後期のイネ WCS の給与量は、イネ WCS の乾物中 β-カロテン含量を 20mg/kg とし

て計算した。イネ WCS の β-カロテン含量がこれより少ないとイネ WCS の給与量を増やす

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

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

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

がある。 
 

表３ 黒毛和種去勢牛へのイネ WCS 給与例－１日当たり給与量（原物） 

 全期間給与肥育 ビタミンA制御型肥育 

肥育ｽﾃｰｼﾞ 前期 中期 後期 前期 中期 後期 

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

イネWCS(kg) ６ ４ ４ ６  ２ 

稲ワラ(kg)     １～２  

濃厚飼料(kg) ７ ８ ８ ７ ９ ９ 

 

 後期給与型肥育  

肥育ｽﾃｰｼﾞ 前期 中期 後期 

月齢(ヵ月) 10～14 15～22 23～29 

イネWCS(kg)   ２～５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲ワラ(kg) ２～３ 1～２     

濃厚飼料(kg) ７～８ ９ ８～９    

（稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル 2009） 

 

－ 52 －



４．イネ WCS を用いた牛肉の高付加価値化 

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

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

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

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

させることができれば、牛肉の付加価値向上に繋がることが期待される。 
交雑種去勢牛を用いた試験において、イネ WCS を肥育の全期間に給与した区、肥育の

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

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

び前後期区のビタミンE含量は抗酸化作用発揮に必要とされる 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 ヵ月間、イ

ネ WCS を原物で 8kg、5kg、2kg をそれぞれ給与した試験によると、肥育後期にイネ WCS
を原物で 5kg 以上給与することによって、牛肉 1kg 当たり 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）。 
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図 3. 交雑種牛肉中のビタミン E 含量 

（稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル 2009） 

 

図 4. 黒毛和種牛肉中のビタミン E 含量 

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

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

ることによって牛肉中の脂質の酸化が抑制されるという結果が得られた（図 5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

て大きく減少する点に留意する必要がある。従って牛肉中へビタミン E を蓄積させて高付

加価値化を図る場合は、実際に給与するイネ WCS の品質を十分に把握することが望まし

い。 

0

1

2

3

１日目 ７日目

T
B
A
R
S
（
m

g 
M

D
A
/
kg

 m
e
at

）
8ｋｇ区
5ｋｇ区
2ｋｇ区

ａ

ｂ

ｂ

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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５．繁殖牛へのイネ WCS の給与 

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

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

発情までの日数や、分娩から受胎までの日数が伸び、授精回数も増加することが報告され

ている（表 4）。したがって、繁殖牛ではイネ WCS の単味給与は避け、適切に他の飼料を

給与して蛋白質不足にならないように注意する必要がある。 
 
表 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 

イネ WCS 単味 286.5 26.4 77.8 114.5 2.3 

大豆粕区：ｲﾈ WCS に大豆粕を補給する区、ｲﾀﾘｱﾝ乾草区：TDN 要求量の 40%はｲﾈ WCS、60%は

ｲﾀﾘｱﾝ乾草                             (中西ら、2005) 

 

 表 5、表 6、表 7 にイネ WCS を肉用繁殖牛に多給する場合、良質乾草と併用給与する場

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

る。なお、イネ WCS の乾物率は 38％、乾物中の CP 含量は 7％、TDN 含量は 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 肉用繁殖牛へのイネ WCS の多給例 （原物 kg） 

 

  

妊娠期 

（分娩前2～3ヵ月）

授乳期 

 

維持期 

（離乳後） 

  イネWCS  １７～２０ １７～２０ １７～２０ 

   大豆粕 １～１.５   

   配合飼料  ２.５～３.５  

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

（稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル 2009） 

 

   表６ 肉用繁殖牛へのイネ WCS と良質乾草との併用給与例 （原物 kg） 

 

  

妊娠期 

（分娩前2～3ヵ月）

授乳期 

 

維持期 

（離乳後） 

  イネWCS １０～１３ １０～１３ ７～１０ 

  良質乾草 ４～５ ４～５ ３～４ 

  配合飼料  ２～３  

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

（稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル 2009） 
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   表７ 肉用繁殖牛へのイネ WCS と低品質乾草との併用給与例 （原物 kg） 

 

  

妊娠期 

（分娩前2～3ヵ月）

授乳期 

 

維持期 

（離乳後） 

  イネWCS ７～１０ ７～１０ ７～１０ 

   低品質乾草 ４～５ ４～５ ４～５ 

   配合飼料 １.５～２ ３～４  

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

（稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル 2009） 

 

６．育成牛へのイネ WCS の給与 

育成牛へのイネ WCS の給与では、肥育牛の様に β-カロテン含量を制御する必要はない。

表 8 に 4 ヵ月齢から 108 日間交雑種肥育素牛へイネ WCS を給与した結果を示した。イネ

WCS の飼料摂取量はチモシ－乾草と同様であり、試験期間の増体量もイネ WCS 区とチモ

シー区で差は認められなかった。表 9 に育成牛へのイネ WCS の給与例を示した。イネ WCS
は蛋白質含量が少ないので、成長のため蛋白質の要求量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 イネ WCS 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   

  イネ WCS 1.12  

  チモシー乾草  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イネ WCS 給与例       （単位：原物 kg/日・頭） 

 月齢 

  ４ ５ ６ ７ ８ 

イネ WCS 1）  1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 

濃厚飼料 2）  3 3.5 4 4.5 5 

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

2）DM88％、TDN68％、CP15％とした。 
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７．今後の展望 

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

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

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

育成牛に対しても十分利用可能である。今後、わが国の飼料自給率を向上させるために

イネ WCS の一層の利用拡大を目指していきたい。 
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飼料用米や発酵ＴＭＲの調製・給与技術 

 
畜産草地研究所 

 飼料調製給与研究チーム 
野中 和久 

 
１．はじめに 

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

料用米研究は 1980 年代から行われてきたが、2008～2009 年に行われた農林水産省委託プロ

ジェクト「粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発（通称：えさプロ）」において研究

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

レインサイレージなどの調製・貯蔵・流通方法、畜種別の給与上限の検討、組み合わせる

蛋白質飼料の分解特性などの研究が進展した。現状では、飼料用米を鶏や豚に給与して高

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

畜に対してもトウモロコシ穀実などデンプン源の代替物として利用が進むものと考えられ

る。今後は、農林水産省の補助事業も相まって、生産量・利用量の増加が期待される。 
発酵 TMR については、コントラクターや TMR センターといった外部委託化の進展によ

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

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

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

り、採食量が増えるなど、これまでの飼料調製給与面での問題点が克服されつつあり、農

業現場でも発酵 TMR の有利性が認識され始めている。 
ここでは、日本における乳牛向け飼料として普及が始まった飼料用米と発酵 TMR につ

いて研究事例を紹介し、今後の展望について述べる。 
 

２．飼料用米の調製・加工・利用 

（１）飼料用米の飼料特性 

 飼料用米の成分を表 1 に示した。玄米はトウモロコシ子実と比較して、粗繊維、粗脂肪

はやや低いものの、TDN、粗蛋白質および NFE 含量はほぼ同等である。 
 

表 1 もみ米、玄米およびトウモロコシ（子実）の化学成分組成（値は原物中％） 

 水分 粗灰分 粗蛋白 粗脂肪 粗繊維 NFE TDN 

もみ米 13.7 5.4 8.9 2.2 8.6 61.2 66.3 

玄米 13.8 1.4 7.9 2.3 0.9 73.7 81.3 

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

（日本標準飼料成分表 2009） 

 

一方、もみ米は粗灰分、粗繊維含量が高く、TDN 含量が低い。これはイネ WCS の子実の

消化性と同様に、もみの消化性が著しく低いことに起因する。従って、もみ米をそのまま
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給与することは避けるべきであり、牛への給与に当たっては、圧ぺん、粉砕といった物理

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

 

（２）加工処理による化学成分の変化 

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

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

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

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

えられる。 
 

表 2 飼料用米（もみ米）の加工処理別化学成分組成

有機物 粗蛋白質 粗脂肪 粗繊維 NDF ADF デンプン アミロース

ホシアオバ 無処理 95.3 7.1 1.9 8.2 18.3 11.4 63.6 23.5

オシアオバ 蒸気圧ぺん 95.7 7.1 2.0 6.4 16.8 9.6 66.7 25.5

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

ホシアオバ 発芽処理 97.0 6.1 2.5 8.8 18.1 12.4 65.6 23.5

品種 加工法 化学成分組成 （乾物中%）

 

（宮地ら 2010） 

 

（３）飼料用米の加工法別ルーメン内分解特性 

①もみ米（無処理、2mm 粉砕、蒸気圧ぺん、挽き割り）の比較 

「ホシアオバ（もみ米）」について、加工処理別のルーメン内有効分解率（ナイロンバッ

グ試験結果）を表 3 に示した。乾物およびデンプン分解率は蒸気圧ぺんと 2mm 粉砕が高く、

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

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

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

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

られる。以上、飼料用米（もみ米）において主成分であるデンプンを 大限利用するため

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

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

には加工処理が必須となる。 
 

表 3 加工処理別ルーメン内有効分解率

乾物 64.8 a 68.4 a 48.4 b 1.3 c

デンプン 80.2 a 87.5 a 63.9 b 0.1 c

粗蛋白質 75.4 a 67.2 b 59.1 c 0.0 d

ホシアオバ
2mm粉砕 蒸気圧ぺん 挽き割り 無処理

 

注）異符号の付いた数値間に 5％水準の有意差あり．   （宮地ら 2010） 
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なお、もみ殻を剥離した玄米や、もみ殻の一部を剥離した発芽処理においても DM の有

効分解率は 10％程度と低いという試験結果が畜草研（宮地ら 2010）や大阪府（平康ら 未
発表）で得られている。そのため、反すう家畜への給与時には玄米表皮を破砕するような

物理的処理が必要と考えられる。 
 
②もみ米（ソフトグレインサイレージ、圧ぺん）の比較 

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

器内でもみ米を乳酸発酵させる SGS もある。福島県では SGS と圧ぺん処理したもみ米を、

それぞれ、粒のまま（原形）、乾燥して 2mm 粉砕、生で 2mm 粉砕し、ルーメン内分解性を

比較している。結果を図 1に示した。

SGS は原形、2mm 粉砕とも、ルー

メン内投入直後に 60％以上が消失

し、特に 2mm 粉砕は 6 時間以内に

80％以上が消失した。一方、圧ぺん

は原形が 96 時間かけて緩やかに消

失し、2mm 粉砕は 48 時間かけて消

失した。このことから、SGS は圧ぺ

んに比較してルーメン内の分解速

度が速く、易分解性画分が増加する

ことが伺える。また、両処理とも 2mm
粉砕することで分解速度はさらに速

まった。 
 
③飼料用米の TMR への混合割合 

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

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

惧されることが理由とされている。しかしながら、わが国でこれまで実施された乳牛の給

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

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

証された。その結果、表 4 に示すように泌乳中～後期牛では、TDN 換算で濃厚飼料中の 30
～40％を代替（トウモロコシの完全代替）しても、泌乳牛の健康を損なうことなく、乳量、 

 
表 4 乳牛における飼料用米の濃厚飼料代替可能量（えさプロ成果より） 

担当 ステージ 品種 形態 代替率 

福島県 泌乳中期 ふくひびき SGS 

もみ米（圧ぺん） 

TDN で 30％ 

TDN で 15％ 

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

福岡県 泌乳中～後期 ミズホチカラ もみ米（圧ぺん） 乾物で 20％ 

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

 

図 1 SGS および圧ペン処理したもみ米のルーメン内

乾物分解率 （福島県 2008） 
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乳質を維持しながら飼養できることが明らかになった。 
現在は、えさプロの後継プロジェクトにおいて、泌乳前期牛への飼料用米の 大可能給

与量と、エネルギー・蛋白バランスを考慮した 適給与量を検討中である。 
なお、飼料用米の大きな問題として挙げられるのは、その加工コストと入手可能量であ

り、コストをいかに低減させ収穫量を増やすかが解決すべき課題といえる。 
 

３．乳牛用ＴＭＲに利用される飼料の特徴 

（１）各種飼料の分類と特徴 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

の他、規格外ニンジンをエネルギー＋β-カロテン源として利用したり、トウモロコシ蒸留

粕（Distiller’s Dried Grain with Solubles: DDGS）をエネルギー＋蛋白源として利用する事例

が出ている。また、トウモロコシ穀実の代替として飼料用米の活用が検討されている。 
 
（２）低・未利用資源の特徴 

わが国で利用されている主な低・未利用資源の飼料特性を紹介する。 
①製造粕類 

●ビール粕：粗飼料と濃厚飼料の中間的な飼料。乾物中の CP 含量が 27％と高く、EE 含量

9％、TDN 含量 71％で、脂肪を多く含む蛋白質飼料である。泌乳牛には飼料中乾物で 15％
程度給与できる。近年はビール生産量が減少しているため入手困難な状況である。 
●発泡酒粕：発泡酒の製造には米やデンプンを多く使

用しているため、繊維の持つ物理性は期待できない。

発泡酒粕は工場により成分が大きく異なるので利用に

際しては成分分析が必要。 
●醤油粕：水分含量約 30％で 1 割程度の塩分を含むが、

水分、塩分とも工場により異なるため成分分析が必要。

乾物中の CP 含量は 31％、EE 含量が 12％、TDN 含量

が 71％で、脂肪を多く含む蛋白質飼料に分類できる。

乳牛の食塩要求量は飼料乾物中 1％なので、原物 2～3 写真 トウフ粕サイレージ 
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kg が給与上限とされている。 
●トウフ粕：水分は 80％と高いが、TDN 含量が 91％と高く、嗜好性も良好。生トウフ粕は

品質劣化が早いので、排出元でサイレージ化するなどの工夫が必要である。 
●デンプン粕：乾物中の CP 含量が低く（6％）、TDN 含量が 76％の高エネルギー飼料であ

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

しやすいため、サイレージ調製して保存する。 
●ミカンジュース粕：生の粕は水分含量が 82％と高いため、ワラ、ヘイキューブ、ビート

パルプ、ヌカ類などと混合し、サイレージにすれば良質なものができる。TDN 含量が 79％
と高く、エネルギー飼料として利用できる。また、β-カロテンなど機能性成分を含む。生粕

を多量に給与すると軟便になったり牛乳や肉が黄色くなる場合がある。 
●リンゴジュース粕：生産地は長野県や東北各県に限定される。嗜好性は良いものの水分

含量が高く変質しやすいので、ワラ、ヘイキューブ、ビートパルプ、ヌカ類などと混合し、

サイレージにすれば良質なものができる。 
●茶がら類：カテキンやビタミンなどの生理活性物質が豊富な飼料である。緑茶がらは乾

物中の CP 含量が 30％、TDN 含量 71％の高蛋白高エネルギー飼料として注目されている。

麦茶がらは、蛋白質の 4 割が消化しにくい熱変性蛋白質であるが、デンプンが多く残って

いるためエネルギー飼料として利用可能である。茶がら類はタンニンやカフェイン類を含

むため単独では家畜の嗜好性が低いものの、TMR（乾物で 5％混合）や発酵 TMR（乾物で

15％混合）の材料にすることで嗜好性を改善することができる。 
●アン粕：こしアンを作る際に小豆や白小豆を煮て漉した残りがアン粕である。乾物中の

NDF 含量が約 75％と高いが、繊維はルーメン内で分解されやすい性質である。TDN 含量が

高くエネルギー飼料として利用される。水分含量が 80％以上あるため米ヌカやフスマと混

ぜてサイレージにしたり、TMR に 8％程度まで混合して利用する。 
●スィートコーンパルプ：スイートコーン（食用）の加工工程で出る包葉、芯、一部子実

（雌穂重の約 50％）がスイートコーンパルプになる。水分含量は 80％以上あるが、排汁処

理のできるサイロに詰め込むと良質サイレージになる。成分は乳熟期のトウモロコシサイ

レージと同等で TDN 含量は 63～69％である。 
●DDGS：Distillers dryed grain with solubles の略で、バイオエタノールの生産時に出る副産

物である。原料は主にトウモロコシや米。水分含量 11％、乾物中の CP 含量 27％、TDN 含

量 84％の高蛋白高エネルギー飼料である。蛋白質はバイパス蛋白として注目されている。 
●きのこ廃菌床：ブナシメジ、エノキダケなどを人工栽培するときに使用した菌床の残さ

（トウモロコシの芯など）である。水分は 50～80％で工場により差がある。繊維は多いが、

粒度が小さいので反すう刺激効果は低く、嗜好性もあまり良くないため、飼料への混合率

は乾物で 5％程度にする。 
 

②ヌカ類 

●米ヌカ：生米ヌカは乾物中の脂肪含量が 22％と高いため高温期には酸化に留意する。ま

た、脂肪の過剰給与に注意が必要である。脱脂米ヌカは高水分粕類の水分調整に利用でき

る。 
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●フスマ：小麦の製粉時に出る果皮、種皮、外胚乳など。製粉の歩留まりで成分が変動す

るため成分分析が必要である。トウモロコシや大麦等の穀類に比較してリン、マグネシウ

ム含量が高く、多給すると尿石症の原因となる。 
 

③農産副産物 

●マメガラ：子実収穫後の大豆ガラや小豆ガラ（桿とサヤ）は飼料として利用可能である。

桿とサヤの水分含量は 20%未満と低く、粗繊維含量は乾物中に 36～45%、TDN 含量は 42～
55%程度。サヤは消化性が高いため、なるべくサヤを落とさずに利用する。高水分材料と混

合してサイレージ調製などに用いる。 
●生食用トウモロコシ茎葉：サイレージ利用が可能。サイレージの水分含量は 84%で、乾

物中の CP 含量 9%、NDF 含量 62%で、TDN 含量は 59%あり、黄熟期に収穫したデントコ

ーン茎葉サイレージと同等の栄養価である。粗飼料として利用される。 
●ニンジン茎葉：TDN 含量は 59%であるが、水分含量が 88%と高く、サイレージ調製する

際には予乾等の水分調整が必要である。高水分で調製した場合、水分含量 78%、乾物中の

CP 含量 13%、NDF 含量 36%と出穂期刈り高水分牧草サイレージ並の成分組成であるが、発

酵品質は pH が 5.4 と高く、酢酸が多く生成される。 
●その他の根菜類葉部：生の TDN 含量は、ビートトップが 72％、ダイコン葉が 79％、カ

ブ葉が 65％と高く、サイレージにするとトウモロコシホールクロップサイレージに匹敵す

る栄養価がある。しかしながら水分含量が 83～90%と高いため、サイレージ調製時には留

意が必要。また、ビートトップは硝酸態窒素を多く含むことがあるため、給与に際しては

成分分析を行い、高濃度の場合は他の飼料と混合して飼料全体の硝酸態窒素含量が乾物当

たり 0.1％未満になるよう調整する必要がある。 
●カンショツル：水分含量が 87%と高いが、CP 含量は乾物中 13%、TDN 含量 58%で牧草

と同程度の栄養価である。高水分のため、サイレージ調製時には予乾するか、ヌカやワラ

など水分含量の低い他作物と混合調製する。細切したカンショと混合すると発酵品質が良

好になるという報告もある。 
 
④規格外農産物 

●米：屑米や飼料用米などはモミ米で給与すると大部分が消化されず糞に排泄されるため、

圧ぺん、粉砕等の加工処理を行う必要がある。玄米は乾物中の CP 含量が 9%、TDN 含量が

94%でトウモロコシ穀実の完全代替が可能。 
●小麦・大麦：小麦は乾物中の CP 含量が 13%、TDN 含量は 89%である。また、大麦は乾

物中の CP 含量が 12%、TDN 含量は 84%である。加工したものは濃厚飼料として利用され

る。 
●大豆：屑大豆は乾物中の CP 含量が 41%、粗脂肪含量が 21%と高く、TDN 含量は 103%。

加工処理したものを家畜用飼料として利用する。なお、大豆には植物エストロジェンのイ

ソフラボンが多く含まれるため、多給すると卵胞嚢腫になる場合がある。そのため過剰給

与は避ける。 
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●ながいも：ながいもは糖分よりもデンプンを多く含む。サイレージにする場合には乳酸

菌製剤を添加するか、乾燥ビートパルプのような糖分の多い乾いた材料を加えて水分含量

を下げると良質になる。 
●ニンジン：生ニンジンは水分含量が 90%と高く、乾物中の CP 含量は 10%、ADF 及び NDF
含量はともに 16%で、β-カロテンを約 900mg/kg 含む。これをサイレージにしても β-カロテ

ンは 2/3 程度が残る。サイレージにする場合、生ニンジンの泥を落とした後に切断せずに詰

め込んだ方が発酵は良質である。また、刈り遅れ

トウモロコシやフスマ、乾燥ビートパルプ等と混

合すれば良いサイレージになる。β-カロテン源と

する場合、1 日に原物で 10kg 程度を給与すれば

充分である。 
●ダイコン：ダイコンは外観重視の流通体制の中

で規格外品が 15～20%発生する。ダイコンは乾物

中に CP を 15%、粗繊維を 9%含むが、水分含量

が 94%と高いため、ヌカなど水分含量の低い物と 
混合調製する。 
●キャベツ：乾物中の CP 含量は 11％、TDN 含量は 64％であるが、水分含量が 80％以上と

高く、サイレージ調製には水分含量の低い作物と混合するか、TMR の材料として利用する。

硝酸態窒素が数％含有されているため、給与に際しては、他の飼料と混合し、飼料全体の

硝酸態窒素含量が乾物当たり 0.1％未満になるよう調整する必要がある。 

●カボチャ：カボチャは 1 蔓に数個結実するが、商品として流通するのは 1～2 個で、残り

は廃棄される。この廃棄部分は水分含量が約 67%で、乾物中に CP を 13%、ADF 及び NDF
を 16%、非構造性炭水化物を 57%含む。カボチャ果肉部の嗜好性は良いが、皮が固いため

細切が難しく、生で給与する際、あるいはサイレージ化する際の労力が大きいという欠点

がある。 
 

４．ＴＭＲ調製技術の変遷 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

写真 ニンジンサイレージ 
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（１）トランスバッグ 

ポリエチレン製内袋をトランスバッグに入れて、その中に TMR を詰め込む。密封する

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

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

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

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

きをする必要はある。                                      
 

（２）細断型ロールベーラ 

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

TMR をロールベールに梱包する方式である。梱包密度（図 2）はトランスバッグに比べ

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

細断型ロールベーラ・ラッピングマシンを連結したシステムを導入する TMR センターが

増えている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）六面梱包 

 TMR の新しい梱包形態として、六面梱包ベールが開発され実用化されている（写真 3）。

写真 1 トランスバッグでの梱包

（那須 TMR 株式会社） 

写真 2 細断型ロールベーラでの梱包 

（浦川 2005） 

図 2 発酵 TMR の梱包密度の比較 

（喜田ら 未発表） 
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六面梱包ベールは梱包密度が 390kg/m3DM とトランスバッグ（200 kg/m3 DM：いずれも

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

く広域輸送に適したタイプの発酵 TMR といえる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．発酵ＴＭＲの特徴 

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

持つことが明らかになってきた。以下に列記する。 
（１） 品質の安定性 
 発酵 TMR は嫌気貯蔵されているため保存性の高い事が特徴であり、特に細断型ロール

ベーラで梱包したものはトランスバッグに比較して梱包密度が 23％高く（図 2）、発酵品

質も良好で、夏場に調製した場合でも 1 年間は良質なまま保存が可能であった（表 5）。 
 

表 5 梱包形態の異なる発酵 TMR の発酵品質の推移（喜田ら 未発表）

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

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

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

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

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

トランス
バッグ

細断型
ロール
ベール

 
 

 
（２）低・未利用資源の活用 

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

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

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

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

写真 3 六面梱包ベール 

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

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

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

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

 サイレージ調製が困難な高水分原料草は、発酵 TMR 調製時に濃厚飼料や乾燥した粗飼

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

発酵 TMR は、通常の TMR に比較して開封後の好気的変敗（二次発酵）が起きにくい。

三重県で行われた試験（平岡ら 2005）では、フレッシュタイプの通常 TMR では調製後す

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

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

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

好気的変敗は認められなかった（表 6）。 
 

表 6 好気的条件下での通常 TMR と発酵 TMR の特性推移（平岡ら 2005）

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

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

12h 41.8 5.3 0.9 0.2 0.0 2.0 106 106 105 6.4
24h 44.0 5.3 0.9 0.1 0.1 2.8 106 106 105 10.0
0h 40.8 4.0 4.3 0.5 0.0 2.1 106 < 102 < 102 -
3h 40.9 4.0 4.1 0.5 0.0 2.0 107 < 102 < 102 0.2
6h 42.1 4.0 4.2 0.5 0.0 1.8 107 < 102 < 102 2.1

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

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

乾物損失
率（％）

通常TMR

発酵TMR

微生物数（cfu/gFM）開封後
経過時間

 

 
さらに王ら（2008）は、ビール粕あるいはトウフ粕を主原料（原物重量比 50％）とし、

これに 7 種類の他原料を混合して発酵 TMR を調製した結果、開封後 1 週間経過しても発

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

酵 TMR は好気的変敗しにくいのか、今後、メカニズムの解明が必要であるが、現象とし
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て発酵 TMR は開封後の品質劣化がフレッシュタイプより遅いため、飼槽内に残っている

エサの変敗や嗜好性の低下が危惧される夏季の飼料としても有効と考えられる。 
 

６．今後の展望 

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

トを低減できる。しかしながら、これら資源の多くは品質保持のため一旦サイレージ化す

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

ている。一方、TMR センターでは、一括購入・発酵 TMR 調製・品質検査・流通という体

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

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

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

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

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

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

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

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

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

向けた技術構築を共に進めて行く必要性は高い。 
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エコフィードの飼料特性とそれを活用した 

乳牛向け飼料設計 

畜産草地研究所 

畜産温暖化研究チーム 

永西 修 

 

１．はじめに 

 平成 13 年に食品リサイクル法（食品循環資源の再利用等の促進に関する法律、平成 19
年には一部が改正）が施行され、食品を製造する際に発生する食品廃棄物の抑制、減量化、

再生利用の促進が求められている。そのため、食品廃棄物をエコフィードとして活用する

ことができれば、飼料費の節減や飼料自給率の向上のほか、環境保全型畜産を構築する上

でも有意義である。しかし、エコフィードの発生量は季節性があり、蛋白質や脂肪が多く

含まれ栄養価が高いものの、一定品質のものが安定供給され難いことなどの課題がある。

また、多くのエコフィードは高水分で保存中に変敗し易いことから、保存や運搬時での品

質の保持が重要な課題である。さらに、エコフィードの発生後に乾燥、脱水、発酵、サイ

レージ化などの処理を受けることで飼料特性が大きく変化している可能性があるため、飼

料とする場合には予めその特性を把握し、適正な給与を図る必要がある。そこで、本稿で

はエコフィードの飼料特性を紹介するとともに、乳牛の飼養標準に基づいた飼料設計につ

いて記載する。 
 

２．主なエコフィードの飼料特性 

（１）蛋白質源としてのエコフィード 

１）ビール粕 

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

る。日本標準飼料成分表 2009 年版によると新鮮ビール粕の水分含量は約 72％で、乾物当

たりの粗蛋白質（CP）含量は 24.8％、粗脂肪（EE）含有率は 10.1％と記載されている。ま

た、乾燥ビール粕は脱水ビール粕を乾燥機で水分含量を 10％程度まで低下させたもので、

一部は配合飼料の原料として用いられている。そのほか、乳酸菌や糖を添加してトランス

バックに詰め込み、密封、貯蔵した発酵ビール粕が流通している。 
 

２）豆乳粕・豆腐粕 

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

乾燥豆乳粕を写真 1 に示したが、その外観は豆腐粕とほぼ同じである。図 1 に豆乳および

豆腐の製造工程を示したが、豆乳粕は大豆を浸漬・摩砕した後に分離する際の副産物であ

るのに対し、豆腐粕は大豆蛋白質を凝固し易くするために生呉（なまご）を加熱する工程

が入る。日本標準飼料成分表 2009 年版には、脱脂大豆を原料とした豆腐粕や豆乳粕の飼料

成分が記載されているが、CP 含量は豆乳粕が豆腐粕より全体的に高く、EE 含量は豆腐粕

が約 12％、豆乳粕が約 14％で同程度であるのに対し、原料が脱脂大豆の場合には順に

0.6％、0.4％と大幅に少ない値となっている。 
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写真１． 豆乳粕 
                    図 1．豆乳および豆腐の製造工程 
 

３）茶系飲料粕 

 主な茶系飲料粕としては、緑茶粕、烏龍茶粕、麦茶粕があげられる。緑茶は摘採した生

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

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

るため、茶系飲料の飼料特性はその種類により大きく異なる。 
茶系飲料残さの飼料成分と栄養価を表 1 に示した。CP 含量は緑茶粕が 32％、烏龍茶粕

が 23％と高いのに対し、麦茶粕は 13％である。また、CP の第一胃内有効分解率は緑茶粕

が 72％、烏龍茶粕が 49％、麦茶粕が 66％、下部消化管での CP 消化率は緑茶粕が 88％、

烏龍茶粕が 53％と茶系飲料粕の種類によって大きく異なる。緑茶と烏龍茶は同じ生茶葉を

原料にしているが、一般に発酵を伴ったエコフィードは酸性デタージェント不溶性蛋白質

が多く、蛋白質の分解率の違いに関係していると考えられる。一方、ヤギを用いて測定し

た麦茶粕の CP 消化率は 33％で、大麦の 72％（日本標準飼料成分表 2009 年版）に比べ大

幅に低い結果を得たが、麦茶の製造工程の焙煎処理により蛋白質がメイラード反応や変性

を受け消化率が低下したものと考えられる。 
緑茶粕や烏龍茶粕には CP が多く含まれ蛋白質飼料として期待できるが、茶系飲料粕の

種類によって大きく異なることに留意する必要がある。 
 

       表 1． 茶系飲料の飼料成分および栄養価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑茶残さとウーロン茶残さは永西ら(2004b)と永西ら(2005)より引用、
麦茶残さは永西ら(2000)より引用、緑茶残さの可消化養分総量と可消
化エネルギーは徐ら(2003)より引用

緑茶粕 烏龍茶粕 麦茶粕

乾物(%) 22.0 32.8 48.5

有機物(%乾物) 97.0 96.3 97.5

粗蛋白質(%乾物) 32.0 22.6 13.1

粗脂肪(%乾物) 6.6 3.5 2.5

総繊維（%乾物） 64.8 75.7 29.8

デンプン(%乾物） 0.2 0.1 60.2

可消化養分総量（%乾物） 71.1 - 71.0

可消化ｴﾈﾙｷﾞｰ（MJ/乾物kg) 13.40 - 12.85

豆 乳の 製 造法 (一例 ）

大 豆を浸 漬・摩砕 （常温水 また は

熱水）

分 離（素豆 乳）

調 合

殺 菌

豆 乳

豆 乳 粕

豆腐 の製 造 法(一 例）

大 豆を浸 漬・摩砕

生 呉（磨 砕 大豆 ）

加 熱

搾 り

豆 乳豆腐 粕

凝固 ・包 装
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（２）エネルギー源としてのエコフィード 

１）無洗米ヌカ 

 近年、飼料用米の利用が注目されているが、玄米のとう精時には米ヌカが副産物として

発生（生米ヌカ）し、米ヌカ油を搾取した脱脂米ヌカが飼料として流通している。特に生

米ヌカは高温・高湿条件下ではリパーゼの作用により脂質が加水分解し、劣化する可能性

があるため、保存には注意する必要がある。一方、米を洗わないで炊飯できる利便性から

外食産業のほか、一般家庭でも無洗米が注目されている。従来のとう精方法では玄米のヌ

カ層のほとんどは除去されるものの、保存中に残留したヌカ層の脂質が酸化し食味が低下

する問題があった。そこで、精白米表面のヌカをさらに除去することで洗米の必要がなく

炊飯できるようにしたものが無洗米である。写真 2 に生米ヌカと無洗米ヌカを示したが、

無洗米ヌカは玄米表面をさらに削るため生米ヌカに比べ白っぽい色調となっている。米ヌ

カの飼料成分と栄養価を表 2 に示した。無洗米ヌカは粗蛋白質、粗脂肪およびデンプンを

多く含有し、TDN95.4％、可消化エネルギー17.72MJ/kg、代謝エネルギー15.34MJ/kgJ/kg の

高エネルギー飼料である。飼料成分からも無洗米製造時に玄米の表面が削られ、生米ヌカ

よりもデンプンが多く含まれる結果となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

       写真 2. 生米ヌカ（左）と無洗米ヌカ（右） 

 

        表 2．ヌカの飼料成分と栄養価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）その他 

 その他のエコフィードとしては、ジュース粕（野菜ジュース粕、ニンジンジュース粕、

ケールジュース粕など）、アン粕、醤油粕、ブドウ酒粕などがある。健康への関心の高ま

りから野菜ジュースが注目されているが、野菜ジュースの主原料はニンジンジュースであ

無洗米ヌカの飼料成分と栄養価は永西・川島(2003)より引用、
脱脂米ヌカの飼料成分と栄養価は日本標準飼料成分表(2009)より引用

無洗米ヌカ 生米ヌカ 脱脂米ヌカ

乾物(%) 91.4 89.8 88.0

有機物(%乾物) 89.2 89.9 85.6

粗蛋白質(%乾物) 17.7 16.0 21.1

粗脂肪(%乾物) 17.7 21.8 2.3

総繊維（%乾物） 16.7 38.9 -

デンプン(%乾物） 21.9 13.3 -

可消化養分総量（%乾物） 95.4 91.5 63.3

可消化ｴﾈﾙｷﾞｰ（MJ/乾物kg) 17.72 16.89 11.68
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る。ニンジンジュース粕の含水率は約 15％と高水分で、CP 含量は 7.7％、非繊維性炭水化

物含量は 54.7％である。また、ニンジンジュース粕の可消化養分総量（TDN）は 93.0％、

可消化エネルギーは 15.66MJ/kg、代謝エネルギーは 14.11MJ/kg で高エネルギー飼料に位置

付けられる。ニンジンジュース粕の特徴はβ-カロテン含量が 168.5mg/乾物 kg と高いこと

で、これは生草に匹敵する含量である（永西 2004a）。一方、家木ら（2006）はケールジ

ュース粕の飼料特性を調べ、CP 含量は 18％前後、可消化養分総量は約 70％であることを

示している。 
 ニンジンジュースの製造に関しては、搾汁の前にグレーダーやミルでニンジンを破砕処

理し、従来の遠心分離機に代わってフレッシュスクイーザーを用いた新しい製造法が導入

されている。ナイロンバック法を用いて第一胃内でのニンジンジュース粕の消失率を調べ

ると、投入後 48 時間目の乾物と CP 消失率はほぼ 100％を示したように（永西 2004a）、 

ニンジンジュース粕の繊維構造がさらに脆弱となり、第一胃内微生物による分解・発酵を

受け易くなっていると考えられる。後述するが、エコフィードの繊維含量は高いものの、

物理的効果が低いといった特徴に留意する必要がある。 
 
   表 3．その他のエコフィードの飼料成分と栄養価 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．物理化学的特性 

 飼料の物理的特性の評価法としては、家畜での咀しゃく行動や第一胃内容液 pH などの

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

に家畜を用いることで絶対値が得られるものの、測定に労力や手間がかかることから多点

数の飼料の物理的効果を測定する場合には適していない。そのため、物理化学的パラメー

タ（比重、保水力、浸透圧、緩衝能など）に基づいた簡易な評価法が提案されている。例

えばニンジンジュース粕の NDF 含量はチモシ－乾草の約半分であるが、繊維内に水を蓄え

る保水力が約 2.5 倍と高く、第一胃内微生物の分解・発酵作用を受け易いと考えられる。

また、酸（pH の変化）に対する拮抗力を示す緩衝能は穀類などでは低いが、醤油粕やブド

ウ酒粕などでは高いことが明らかになっている（永西 2004b）。 
飼料の物理的有効性の指標として飼料の粒度と NDF 含量を一体化した peNDF（物理的

有効 NDF）が考案されている。粗飼料や飼料の peNDF 含有率の最適な測定法はまだ明ら

ニンジンジュース粕とカボチャは永西(2004a)より引用
カカオ皮、赤アン粕、白アン粕、ブドウ酒粕の成分組成は永西ら(2004b)と永西ら(2005)より引用、
可消化養分総量と可消化エネルギーは日本標準飼料成分表2001年版より引用

ニンジン
ジュース粕

かぼちゃ カカオ皮 赤アン粕 白アン粕 ブドウ酒粕

乾物(%) 15.3 24.7 91.4 39.0 37.6 66.5

有機物(%乾物) 94.6 93.0 92.6 98.5 98.4 95.3

粗蛋白質(%乾物) 9.4 7.7 16.9 13.7 9.9 12.4

粗脂肪(%乾物) 6.2 0.9 14.5 1.2 0.6 10.2

総繊維（%乾物） 23.9 54.6 64.8 78.8 76.1 78.5

デンプン(%乾物） - - - 5.1 9.5 0.1

可消化養分総量
（%乾物）

97.3 93.0 44.1  73.5 81.3 52.9

可消化ｴﾈﾙｷﾞｰ
（MJ/乾物kg)

16.90 15.66 8.14 13.56 15.00 9.76
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かになっていないが、実験的な方法として Mertens（1997）は飼料をふるい分けし、1.18mm
のふるい上の残った飼料の乾物重比率に NDF 含有率を乗じたものを peNDF としている。

また、Lammers ら（1996）は日常的に農場で用いることができるペンシルバニア州立大学

パーティクルセパレーター（PSPS）を考案している。咀しゃくやルーメン内の pH の推定

に有効な peNDF の測定（推定）システムについてはまだ明らかになってはいないが、飼料

摂取量、消化率、産乳性、乳成分に対する peNDF の影響について解明が進められていると

ころである。一般にエコフィード由来の繊維は消化速度が速くかつ粒度が小さいため、物

理的な効果としては粗飼料由来の繊維の 1/2～1/3 と考えられている。 

 

４．乳牛へのエコフィードの給与 

 乳牛への飼料給与では、エネルギーと蛋白質要求量をいかに適正に充足させるかがポ

イントになる。乳牛への蛋白質給与システムとして、日本飼養標準乳牛 2006 年版では有効

分解性蛋白質（ECPD）給与が記載されている。飼料の蛋白質は第一胃内で速やかに溶解

する溶解性蛋白質、ゆっくりと分解する分解性蛋白質、第一胃内で分解しない非分解性蛋

白質に分画することができる（図 2）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        図 2．飼料蛋白質の第一胃内分解モデル 

 
 飼料の ECPD はナイロンバック法を用いて、飼料を第一胃内に投入し、各投入時間（例

えば第一胃内へ投入後、0、3、6、12、24、48 および 72 時間）の飼料の CP 分解率をそれ

ぞれ求め、以下の式を用いて計算する。 
各時間での CP の分解率（％）＝a+b×（1－e-ct）  
a、b、c はパラメータで、a は第一胃内で速やかに消失する区分、b は第一胃内で分解す

る区分、c は b 区分の消化速度を意味する。また、t は投入後時間です。第一胃内への投入

時間（時間）と各時間での CP 分解率を上記の式に代入し、SAS などのソフトを用い a、b、
c を求める。 

 また、飼料の分解性蛋白質と非分解蛋白質の割合は、図 3 に示すように飼料に起因す

る第一胃内分解率と分解速度の違いのほか、採食レベルに基づく第一胃内通過速度によっ

ても影響を受ける（図 3）。すなわち、維持レベルの給与に比べて飼料摂取量が多いと第

第一胃内への投入時間

飼料Cの非分解性蛋白質（％）

飼料A：第一胃内投入後急速に分解する。
飼料B:投入直後の分解率は低いが、その後急速に分解する。
飼料C:全体的に分解率が低く、分解速度が遅い。

飼料A

飼料B
飼料C

飼料Cの分解性蛋白質（％）

飼料Cの溶解性蛋白質（％）

１００％

０％
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一胃内の通過速度は速くなり、非分解性蛋白質の割合が増加する。このように、第一胃内

での飼料蛋白質の分解率を動物側と飼料側で考慮して求めた分解率を ECPD（有効分解性

蛋白質）と言う。ルーメン微生物の CP 要求量とルーメンに供給される分解可能な CP 量を

一致させることが重要になる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     図 3．分解性蛋白質と非分解性蛋白質割合に及ぼす要因 

 
 なお、ECPD（％）は次の式で求めることができる。 
 ECPD（％）＝a+b×（c/c+kp） kp は飼料の通過速度（％/時間）で、日本飼養標準乳

牛 2006 年版では国内外の文献値から、kp（％/時間）=0.1649×乾物摂取量（kg/日）+1.071
の式が記載されている。 

表 4 に主なエコフィードの ECPD（％）を示した。ECPD は無洗米ヌカやニンジンジュ

ース粕で高く、ビール粕、カカオ皮、烏龍茶粕、赤アン粕で低く、ECPD（％）はエコフ

ィードの種類により大きく異なる。 
 
      表 4．主なエコフィードの有効分解性蛋白質(%) 

 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溶 解 性
蛋 白 質 (%)

分 解 性
蛋 白 質 (%)

分 解 速度
(%/時 間）

有 効 分 解性
蛋 白 質 (%)

ビール粕 16 .4 74 .3 3 .03 44 .4

カカオ 皮 28 .2 32 .9 15 .09 52 .9

緑茶粕 22 .3 74 .3 10 .23 72 .2

烏龍茶粕 18 .2 80 .3 3 .10 48 .9

麦茶粕 36 .8 39 .3 17 .20 65 .5

赤アン粕 27 .9 76 .6 2 .75 55 .1

白アン粕 22 .4 78 .1 6 .00 65 .0

ブドウ酒粕 16 .0 75 .0 8 .64 63 .5

無洗米ヌカ 65 .8 29 .4 41 .25 94 .1

生米ヌカ 53 .2 30 .2 10 .30 73 .3

ニンジンジュース粕 58 .5 33 .9 11 .11 81 .9

ニンジンジュース粕とカボチャは永西 (2004a)より引用、麦茶粕は 永西ら(2000)より引用
無洗 米ヌカと生米ヌカは永 西ら(2003)より引用、そ の他は永西 ら(2005)より引用

分解性
蛋白質
CPｄ

非分解性
蛋白質
CPu

速い

高い・速い

○第一胃内での飼料タンパク質の分解率は，飼料そのものの分解率のほか、
消化管内の通過速度（飼料摂取量の増加）によっても影響を受ける。

○飼料の要因と動物の要因を考慮した飼料タンパク質の分解率を
有効分解性蛋白質という。

飼料の要因
飼料蛋白質の第一胃内での
分解率と分解速度

動物の要因
第一胃内の通過速度
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 乳牛が必要とする ECPD の適正含量は、 
ECPD（乾物中%）＝0.131×TDN（乾物中%）＋0.00106×乳量（kg/日）＋0.577 とし

て計算する。例えば、飼料の TDN が 70％で、乳量が 30kg/日の乳牛には、0.131×70＋
0.00106×30＋0.577、すなわち飼料中の ECPD％が 9.77％になるように飼料設計を行なう。

エコフィードの ECPD（％）は、種類に加えて加工・調製法によっても異なることから、

乳牛への蛋白質給与を適正に行うためには ECPD（％）の把握が重要な課題と考えられ

る。 
 また、エコフィードは粗脂肪含量が高いものが多く、乳牛飼料の粗脂肪含量の上限は 5
～6％であることから、飼料中への混合割合について留意する必要がある。   

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

の飼料での NDF の物理的効果を 1/2 としている。つまり、飼料の NDF 含量の推奨値を

25～28％に設定するとともに、粗飼料由来の NDF 含量を 19％とし、粗飼料由来の NDF
含量が 1 ポイント減少するごとに、飼料の NDF 含量を 2 ポイント増加することになりま

す。それに対し、日本飼養標準乳牛 2006 年版ではわが国の飼養形態に基づき乳牛飼料で

の NDF 含量の指標は 35％となっている。 
乳牛の飼料設計では、エネルギー含量、蛋白質含量、繊維含量、脂肪含量など多くの

要因を考慮し、飼料を組み合わせる必要があるが、エコフィードは飼料成分や栄養価の

変動や偏りが大きいため、その混合割合は最大でも 1 割程度とすることが望ましいと考

えられる。 
 

５．おわりに 

 エコフィードの利用は乳牛農家にとっては飼料コスト低減、食品製造業者にとっては廃

棄物の低減や資源リサイクルの観点から重要な課題である。近年、TMR センターが各地に

建設され、飼料供給基地として重要な役割を果たしている。エコフィードの特徴である飼

料成分の変動や偏りに対し、いくつかの飼料を組み合わせて飼料成分のバランスを整え、

飼料の利用性や嗜好性を改善し、乳牛の健康維持と生産性向上が期待できる TMR はエコ

フィードの利用促進を図る有望な給与技術と考えられる。特に精密な栄養管理が求められ

る生産性の高い乳牛では、ECPD や繊維の物理性といった従来よりもより精密な飼料設計

が必要となる。そのため、TMR 製造時にこれらの測定項目を予め把握し、飼料設計に反映

させていくかが今後の課題である。 
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