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は　じ　め　に

先に定められた、新たな「食料・農業・農村基本計画」や「酪農及び肉用牛生産の近
代化を図るための基本方針」では飼料自給率の向上を図るため、平成３２年度までに飼料
自給率を３８％に、粗飼料自給率を１００％に引き上げるという目標が設定されている。

こうした目標を達成するために、官民が一体となった飼料増産運動を推進しているところで
あり、とりわけ、水田を利用した稲発酵粗飼料の作付け拡大及び流通の円滑化の推進を図
ることは重要である。

稲発酵粗飼料については、平成１１年頃より専用品種の改良、生産及び給与技術の研究
が急速に進められ、これらの研究成果や技術情報を体系的に整理し、その生産・利用推進
のための技術指針となる稲発酵粗飼料生産給与・技術マニュアルが平成１３年１月に初めて
社団法人  日本草地畜産種子協会により取りまとめられた。

稲発酵粗飼料の作付面積は現場における実証試験や現地検討会を通じ着実に拡大し、
平成１２年度からの水田農業経営確立対策等の実施により、平成１２年の５０２ｈａから平成
２３年には約２３，０００ｈａまで拡大するとともに、栽培地域の拡大、コントラクター利用等の取り
扱いの多様化も見られる。現在、政府におかれては水田の有効活用による食料自給力・自
給率の向上を推進することとされており、稲発酵粗飼料等の飼料作物は自給力・自給率向
上のための戦略作物と位置付けられ、こういった政策に対応するためにも、その振興は喫緊
の課題となっている。

稲発酵粗飼料の栽培技術は、食用稲のそれと大きく異なっており、また、その家畜への
給与についても他の粗飼料と違った特性を有しており、これら特徴の十分な把握なしでの振
興は期待できない。

本マニュアルは、稲発酵粗飼料の作付けが急激に拡大する中、これまでの技術開発の進
展や専用品種の開発をはじめ、地域での取り組みの広がり、推奨農薬の見直し、支援施策
の見直し等を反映させ、社団法人日本草地畜産種子協会が平成２１年度から日本中央競馬
会特別振興資金助成事業の助成を受けて実施した「粗飼料生産流通拡大調査研究事業」
の成果としてまとめたものであり、平成１４年、１８年及び２０年につぐ４回目の改訂であり、改
訂に当たっては、現場での使いやすさにも留意して編集した。

今後、本マニュアルの活用によって、稲発酵粗飼料の生産がより一層拡大され、飼料自
給率及び粗飼料自給率の向上に貢献できれば幸いである。

社団法人  日本草地畜産種子協会
会　長　　信　國　卓　史
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Ⅰ 稲発酵粗飼料の取り組みのポイント

稲発酵粗飼料の作付拡大及び流通の円滑化の推進は、飼料自給率向上につ

ながる取り組みとして重要な柱となっている。近年、WCS 用イネの専用品種

の開発をはじめ、栽培、収穫・調製・輸送及び給与にわたる広範な技術開発

が進められているが、これらの新技術を活用し、単収の向上や品質の改善、

生産コストの低減に努めていくことも重要である。

また、WCS 用イネは耕種農家でも栽培が可能であるため、生産ほ場の団地

化や保有している農機具の有効利用、堆肥の活用等の観点からも、耕種部門

と畜産部門が密接に連携することが地域での取り組みにおいて重要となる。

これらの取り組みを一体的に行い、低コストでの稲発酵粗飼料の生産利用

を進めるためには、耕畜連携及び適切な稲発酵粗飼料の生産と家畜への給与

が大切であり、ホールクロップとしての収量及び品質向上のための栽培方法

の選択と栽培管理、サイレージ調製・保管、流通及び家畜への適切な給与が

ポイントになる。

１ 耕畜連携のポイント

(1) ほ場の団地化

WCS 用イネの栽培においては、収穫前の落水を始め水管理の時期が食用イ

ネと異なるとともに、収穫・調製に重量の重い機械を効率的に稼働させる必

要があること等から、用排水系等を考慮した団地化を行うこと。

(2) 機械等の有効活用

ほ場条件や収穫時期等の労力の状況、地域内における既存機械の利用状況

等を踏まえ、収穫・調製作業に使用する機械、実施方法を検討し、効率的か

つ低コストに稲発酵粗飼料の収穫・調製作業等を実施すること。

条件によっては、コントラクター等の組織活用を図ること。

(3) 堆肥の活用

WCS 用イネを生産したほ場からはイネの茎葉部も含めて収穫されることか

ら、有機物の供給が不十分となるため、稲作農家と畜産農家の間で連携を図

りつつ、堆肥施用により循環型農業の確立に努めること。
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２ 栽培管理のポイント

(1) 品種の選定等

WCS 用イネ専用品種の育成が進み、北海道から九州までの地域で専用品

種の栽培が可能となった。栽培地域の自然条件や対象品種の生育特性を十

分考慮し、仕向け家畜に応じた適切な品種を選定するとともに他作物との

間に作業競合が生じないような作期・作型を設定すること。

(2) 栽培

WCS用イネ専用品種は、食用イネ品種に比べ穀粒が大きい場合が多いため、

千粒重に応じて播種量を増やし、欠株の発生や苗立不足を防ぐこと。

また、食用イネ品種より茎葉・子実の生長、肥大能力が高く、その多収能

力を生かすために多肥栽培とし、TDN 収量を上げるため早植えし、生育期間

をできるだけ長くとること。

(3) 施肥

WCS 用イネは茎葉を含めた収穫が行われ、土壌養分が水田外へ持ち出され

るため、有機物の供給を十分に行うようつとめる。低コスト栽培にとっては

化成肥料の施用を極力抑え、家畜糞尿の施用につとめることが重要である。

ただし、堆肥から受ける窒素の効果は、施用当年に少ないため、連年施用

することが望まれる。

(4) 病害虫防除、雑草防除

病害虫抵抗性を持つ WCS 用イネ専用品種の作付け、予め発生を予測した

対策が基本である。本マニュアルに記載されている農薬の適切な使用により

防除することが望ましい。

３ 収穫・調製・流通のポイント
(1) 収穫

TDN 収量を上げるため、収穫を黄熟期に実施すること。さらに、早期落水

を実施して機械による収穫作業を容易にできるようにすること。

(2) 調製

品質の良い稲発酵粗飼料を生産するためには、収穫時の天候を見極めて収

穫・調製作業を正しく実施し、適切な水分含量や梱包密度、密封の確保等サ
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イレージ調製の基本を徹底すること。場合によっては乳酸菌の添加等を行う

ことも重要である。仕向ける家畜に応じ適切な収穫時期を設定すること。

(3) 流通

稲発酵粗飼料の流通を行う場合は、飼料の来歴を表示してトレーサビリテ

ィにつとめること。

４ 給与のポイント
(1) 乳牛への給与

乾乳牛に対しては、稲発酵粗飼料が他の自給飼料に比べ、カリウム含量が

低いので、産後の代謝性疾患を防ぐ意味から適量を給与することが望ましい。

また、泌乳中後期の乳牛では、分娩後に比べて十分量の飼料を摂取できる

ようになるので、泌乳前期に比べ給与量を多くすること。実用給与量の目安

は、本マニュアルの第Ⅲ章第２項「乳用牛への給与」（9 頁～10 頁）を参考に

すること。

(2) 肉牛への給与

粗タンパク質含量が低いため、育成牛及び繁殖牛に多給する場合は、大豆

粕等の補給が必要となる。肥育牛に対しては、嗜好性が良く、物理性も稲わ

らに近いことから肥育用粗飼料として給与する。また、良質の稲発酵粗飼料

は稲わらよりビタミンＥを多く含んでいるため牛肉の退色が抑制されるとい

う効果が期待できるので、特色を生かした給与を実践する。実用給与量の目

安は、本マニュアルの第Ⅲ章第３項「肉用牛への給与」（10 頁～126 頁）を参考

にすること。
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Ⅱ 稲発酵粗飼料の生産 

１ 品 種 

日本全国で利用できるように、稲発酵粗飼料用品種（WCS 用イネ品種）として、以下の

24 品種が育成された。早生から晩生の順で、「きたあおば」、「たちじょうぶ」、「みなゆたか」

「べこごのみ」、「なつあおば」、「ふくひびき」、「べこあおば」、「夢あおば」、「ゆめさかり」

「まきみずほ」、「ホシアオバ」、「たちすがた」、「もちだわら」、「北陸 193 号」、「モミロマン」

「ミナミユタカ」、「モグモグあおば」、「クサホナミ」、「クサノホシ」、「はまさり」、「リーフ

スター」、「たちすずか」、「ルリアオバ」、「タチアオバ」である。これらは、北海道から九州

まで各地域に適した WCS 用イネ品種である。これらの WCS 用イネ品種は食用イネ品種と

比べ稲株全体の乾物収量と可消化養分総量（TDN）収量が高く、多肥栽培でも倒伏しにくい

特性を有する。WCS 用イネ品種には株全体に占める子実の割合が高い玄米多収型と茎葉の

割合が高い茎葉多収型がある。寒地寒冷地では子実多収型の品種が多いが、関東から近畿中

国四国、九州の温暖地及び暖地では、長稈でモミの割合が少ない茎葉多収型品種も選択可能

である。 
 

(1) ＷＣＳ用イネ品種に求められる特性 

WCS 用イネ品種と食用イネ品種では，求められる特性が異なる。WCS 用イネ品種の最も

重要な特性は、収穫した地上部を牛に給与して、消化される部分の収量を示す可消化養分総

量（TDN）収量が高いことである。育成地での坪刈り収量によると、食用イネ品種の風乾全

重が 10a 当り最大で 1.95t、TDN 収量が 1.02t であるのに対して、開発された WCS 用イネ

品種では、風乾全重が 10a 当り最大で 2.41t、TDN 収量が 1.27t まで向上している。また、

WCS 用イネの栽培では高い TDN 収量を達成するために、多肥栽培が一般的であり、大量の

窒素投入に耐える高度の耐倒伏性が重要である。WCS 用イネの栽培では食用イネ以上に低

コスト生産が求められる。耐倒伏性の強化は、直播栽培による生産コストの低減でも重要な

特性となる。また、農薬コストを削減するために、広範囲な耐病虫性の付与も食用イネ品種

以上に重要である。 
 

(2) 育成されたＷＣＳ用イネ品種の特性 

① 収量性 

表 1－1 と 1－2 はこれまでに育成された WCS 用イネ品種の特性を示す。表 1－1 の数値 
は、各品種の育成地での成績を並べたもので、カッコで示した比較品種以外とは、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。WCS 用イネ品種で最も重要な TDN 収量

は、「たちすがた」、「もちだわら」、「リーフスター」、「タチアオバ」でそれぞれ 1.20 
t/10a、1.18t/10a、1.17 t/10a、1.27t/10a であり、WCS 用イネ品種の中で最も高い。このう

ち「もちだわら」以外は、稈長が 1m 以上ありモミの割合は少ないが茎葉が多く株全体とし

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

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

27％高い。その他の茎葉多収型としては、「ミナミユタカ」、「たちすずか」、「はまさり」
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がある。一般に茎葉多収型品種には稈長が長い品種が多いため、その利用にあたっては、長

稈に対応した新型の WCS 用イネ収穫機が必要な場合もある。 
茎葉多収型に対して、玄米収量が高く、それによって高い風乾全重と TDN 収量を達成し 

ているのが、「きたあおば」、「べこごのみ」、「夢あおば」、「べこあおば」、「もちだ

わら」、「北陸 193 号」、「モミロマン」などの玄米多収型品種である。「きたあおば」は

玄米収量で 0.83t/10a、TDN 収量で 0.89t/10a で「きらら 397」より TDN 収量が 22％高い。

「モミロマン」は玄米重で 0.82t/10a で、TDN 収量は 1.10t/10a で「日本晴」より TDN 収

量が 8％高い。「ホシアオバ」、「クサホナミ」、「クサノホシ」、「まきみずほ」、「モ

グモグあおば」は、玄米収量も高く稈長が長い。これらは、茎葉と玄米の両方で高い TDN
収量を達成する中間型である。中間型と玄米多収型の WCS 用イネ品種は、玄米収量が多収

で飼料米品種としての適性も合わせ持つ(表 1－3)。 
 

② 耐倒伏性及びその他の形質 

茎葉多収型品種の「たちすがた」、「リーフスター」、「タチアオバ」、「ミナミユタカ」、

「はまさり」では、稈長が 90cm 以上あるが、玄米多収型の稈長はそれよりも低い。どちら

の WCS 用イネ品種とも、稈が強く、食用イネ品種の「コシヒカリ」が耐倒伏性“極弱”なの

に対して、耐倒伏性が“やや強”から“極強”の品種が多い（表 1－2）。例外的に台風の少ない

北海道向けの品種「きたあおば」と、2 回刈り用品種「ルリアオバ」は耐倒伏性が弱い。脱

粒性は、「やや難」か「難」であり食用イネ品種と大差はないが、刈り遅れると脱粒しやす

くなる品種もあり、注意が必要である。 
 

(3) 地域別推奨品種 

図 1－1 は WCS 用イネ品種の栽培適地を示す。図 1－2 は WCS 用イネ品種の熟期区分を

地域：寒地（北海道）、寒冷地北部（青森県、岩手県、秋田県）、寒冷地中部（宮城県、山

形県、福島県）、寒冷地南部（北陸）、温暖地（関東、東山、東海、近畿、中国、四国）、

暖地（九州）ごとに示す。表 1－1～3 は、各品種を作物研究所の圃場（茨城県つくばみらい

市）で栽培した場合の早晩性に基づいて、早生から晩生の順に配列している。例えば、「ホ

シアオバ」は温暖地では中生で、寒冷地南部では晩生、暖地では早生になる。九州の「ミナ

ミユタカ」は九州の普通期の作付体系では６月中下旬に移植されるが、関東で多くみられる

５月中下旬の移植では、「クサホナミ」よりも早生である。一方、関東の極晩生品種である

「クサノホシ」、「はまさり」、「リーフスター」は九州の普通期でも晩生である。初めて

WCS 用イネを導入する場合は、数品種を小区画で試験栽培し、出穂性や収量性の地域適応

性を確認することが必要である。ただし、北海道の品種は北海道に特化した出穂性を持つの

で、通常は寒冷地中部以南には適さない。 
 

① 北海道地域向け品種：「きたあおば」、「たちじょうぶ」 

これまでに北海道向け品種としては、中生の「きたあおば」と晩生の「たちじょうぶ」が

育成されている。両品種とも子実と茎葉の両方が多収の WCS・飼料用米兼用品種である。       

ア きたあおば 

出穂期は“中生の早”で「きらら 397」並であり、稲作限界地帯を除く北海道稲作地帯の
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広い範囲で栽培可能である。稈長は「きらら 397」より長く、「ななつぼし」と同程度か

らやや長い。穂長は「きらら 397」より長く、穂数は「きらら 397」より少ない。一穂籾

数は「きらら 397」より大幅に多い。草型は“穂重型”である。黄熟期のホールクロップ TDN
収量は、多肥区では 0.89t/10a で、「きらら 397」より 22%高い。いもち病抵抗性は「き

らら 397」より弱く、葉いもちが“やや弱”、穂いもちが“弱”であるため適切な防除を行う必

要がある。障害型耐冷性は「きらら 397」と同ランクの“やや強”であるもののやや不十分

であるため、冷害年には深水管理を行うことが望ましく、冷害の発生の多い地帯には適さ

ない。耐倒伏性は“やや弱”なので、極多肥栽培や直播栽培では倒伏のおそれがあり注意が

必要である。 
イ たちじょうぶ 

北海道での出穂期は“晩生の晩”で、「きたあおば」「きらら 397」より 6～7 日遅い。黄

熟期は「きたあおば」より 10 日程度遅い。東北地域北部では“早生”に属すると推定され、

栽培可能であると考えられる。稈長は「きらら 397」より長く、「きたあおば」よりやや

短い。穂長は「きらら 397」よりやや長く「きたあおば」並、穂数は「きらら 397」より

少なく「きたあおば」並からやや少ない。一穂籾数は「きらら 397」より大幅に多く、「き

たあおば」よりやや少ない。草型は“偏穂重型”である。黄熟期のホールクロップ TDN 収

量は多肥区では 0.91t/10a で、「きらら 397」より 24%高く、「きたあおば」よりやや高

い。いもち病抵抗性は「きらら 397」より強く、葉いもち、穂いもちともに“やや強”であ

る。障害型耐冷性は“やや強～強”であり、晩生種であることもあって不稔の発生は少ない。

耐倒伏性は強いため、極多肥栽培にも適し、直播栽培でも倒伏しにくい。直播栽培では移

植栽培より出穂期が遅くなり、北海道では成熟期には達しない場合が多い。黄熟期収穫で

ある WCS 用としての直播栽培は可能であるが、播種期が遅くなりすぎないように注意す

る必要がある。直播栽培の苗立率は食用品種と大差なく問題はない。 
以上のように、「たちじょうぶ」は「きたあおば」よりいもち病抵抗性や耐倒伏性に優

れ、不稔の発生も少ないので栽培しやすい。WCS 用としては、北海道の稲作地帯のほぼ

全域で栽培可能と考えられるが、晩生種であるため、播種期や移植期が遅くなりすぎない

ように注意する必要がある。 
 
② 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」 

東北地域では、早生（むつほまれ熟期）の「みなゆたか」、「べこごのみ」、中生（あきたこ

まち熟期より遅い熟期）の「ふくひびき」、中生の晩（ひとめぼれ熟期）の「べこあおば」、

「夢あおば」まで熟期の異なる品種が揃っている。そのため各地域での栽培方法（移植栽培、

直播栽培）や収穫等の作業の競合を考慮しながら、適した熟期の品種を選定する必要がある。 
早生で北東北向けの「みなゆたか」は玄米多収品種であるが、食用の多収品種「むつほま

れ」より全重が４％多いことから WCS 用としても有望である。「べこごのみ」は黄熟期乾物

収量が食用の多収品種「アキヒカリ」より移植栽培では６％、直播栽培では９％高く、熟期

が早いため東北地域中北部において、直播栽培でも基幹食用イネ品種の「あきたこまち」の

収穫より先に黄熟期収穫が可能である。中生の「ふくひびき」は安定して食用イネ品種より

も黄熟期乾物収量が高く、「べこごのみ」より６％多収である。「べこあおば」と「夢あおば」

の黄熟期乾物収量は「ふくひびき」よりそれぞれ 11％、５％多収である。特に「べこあおば」
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は耐倒伏性が強く、堆肥を投入した極多肥条件でも倒伏せず、収量が高くなるため多肥栽培

に適する。また、「べこごのみ」、「ふくひびき」、「べこあおば」は食用イネ品種と比較して、

玄米収量も高いためいずれも飼料米にも適する。 
玄米の識別性について、「みなゆたか」は玄米千粒重、玄米品質が「まっしぐら」と同程度

で食用イネ品種との識別性がないことに注意する必要がある。「べこごのみ」、「ふくひびき」

は食用イネ品種並の千粒重であるが、玄米品質が劣り識別可能である。「べこあおば」と「夢

あおば」は玄米千粒重がそれぞれ 30.6g、26.5g と大粒であり、品質も劣るため食用イネ品種

と識別できる。 
耐冷性については、「みなゆたか」は“極強”と強いため冷害年でも不稔発生が少ないが、「べ

こごのみ」「ふくひびき」「べこあおば」「夢あおば」は食用イネ品種「あきたこまち」の“中”
や「ひとめぼれ」の“極強”に対して“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への作付けは注意する必要がある。 
いもち病真性抵抗性については、「みなゆたか」は食用品種が持つ Pii のみを持ち圃場抵抗

性は“やや強”であるため、食用イネ品種と同様の防除を行う必要がある。その他の品種は食

用イネ品種が持つ Pii,Pia 以外の真性抵抗性を有するため、親和性の菌系が出現するまでは

いもち病に罹病しないが、発生を確認した場合は、食用イネ品種と同様に薬剤防除を行う必

要がある。 
育苗する際の注意点として、「べこあおば」と「夢あおば」は大粒品種であり、育苗箱あた

りの播種する種子の重量をそれぞれ 50％、30％程度増やすことにより十分な数の苗数を確保

する必要がある。また、「べこあおば」の種子は高温で登熟した際に、発芽率が低下する事例

がいくつか報告されていることから、播種前に発芽率を確認することにより十分な苗数を確

保する必要がある。さらに、「べこあおば」は 6℃のように極端に低い水温で浸種すると発芽

率が大きく低下することがあるため、浸種温度を十分に確保する必要がある。 
 

③ 北陸・関東地域～中国・四国地域向け品種：「なつあおば」「夢あおば」「ゆめさかり」「北 

陸 193 号」「たちすがた」「もちだわら」「モミロマン」「クサホナミ」「はまさり」「リーフ 

スター」「ホシアオバ」「クサノホシ」「たちすずか」 

WCS 用イネ品種の条件としては、北陸地域では主力品種である中生の「コシヒカリ」が、

ほぼ作付けの 8 割近くを占めるため、「コシヒカリ」の収穫と収穫作業の競合が避けられる

極早生、早生、および晩生の品種が求められる。新潟県は「コシヒカリ BL」と同じ外国稲

由来のいもち病真性抵抗性遺伝子を有する品種の栽培を制限する方針を示しているため、「コ

シヒカリ BL3 号」（Pita-2 を持つ）、「コシヒカリ BL10 号」（Pib を持つ）と同じいもち病真

性抵抗性遺伝子を持つ「夢あおば」と「なつあおば」は、新潟県では栽培できない。 
北陸・関東東海～近畿・中国・四国地域は、日本海・瀬戸内海・太平洋の沿岸部に広がる

平野部から、山地周辺の盆地や中山間地域など多様な気候風土を内包しており、食用イネ品

種も「あきたこまち」等の北東北地域に適するものから「アケボノ」・「山田錦」等の晩生種

まで多様である。これは飼料用の品種についても当てはまる。すなわち、地域における食用

イネ品種の早晩性を勘案しつつ、他の地域向けとして育成された品種であっても選択肢に加

え、幅広いメニューの中から品種を選ぶことが必要と言える（図 1－2）。 
ア なつあおば 
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出穂期は「アキヒカリ」並みで、極早生に属する稲発酵粗飼料向き品種。乾物収量が「ア

キヒカリ」に優る多収で、耐倒伏性が極めて強く、湛水直播栽培に適する。いもち病真性

抵抗性遺伝子型は Pib と推定される。縞葉枯病抵抗性である。熟期の異なる WCS 用品種

との作期分散により、刈り遅れによるサイレージ品質の低下を防ぎ、WCS 用イネ収穫機

械の効率的運用が可能になることから埼玉県で普及予定。 
イ 夢あおば 

出穂期は「ふくひびき」並みで、早生の晩に属する WCS 用イネ向き品種。乾物収量が

「ふくひびき」に優る多収で、耐倒伏性が極めて強く、湛水直播栽培に適する。いもち病

真性抵抗性遺伝子型は Pita-2、Pib と推定される。縞葉枯病抵抗性である。2007 年度より

宮城県、大分県で飼料作物奨励品種に採用。 
ウ ゆめさかり 

出穂期は「ひとめぼれ」よりやや遅い、早生の晩に属する粳種。乾物収量は「夢あおば」

とほぼ同等である。いもち病真性抵抗性遺伝子型は Pia と推定され、我が国の主要ないも

ち病菌のレースに侵害されるため、当品種から外国稲由来の真性抵抗性遺伝子を侵害する

新たなレースが発生する恐れはない。 
エ 北陸 193 号 

出穂期は「日本晴」よりやや遅い、晩生の晩のインド型粳品種。耐倒伏性が極めて強く、

草型は極穂重型である。乾物収量は「ホシアオバ」に優る多収である。粗玄米重は「日本

晴」より 2 割程増収し、2008 年度における農家の最高実収量事例として 1094kg/10a、平

均実収量が 781kg/10a の成績を示した。現在、新潟県において全国農業協同組合連合会に

よるバイオエタノール用契約栽培で約 300ha の作付けがあり、2010 年より熊本県で認定

品種となった。 
オ たちすがた 

出穂期は「日本晴」より 5 日程度早く、関東地域では“中生の中”に属する。黄熟期は「日

本晴」並で、成熟期は「日本晴」より 8 日ほど遅い。長稈でありながら強稈で倒伏しにく

い特性を備え、かつ、稲発酵粗飼料に必要な全重が多収で、TDN 収量で 1.20t/10a を達成

している。また、茎葉型であることから、未消化籾の排泄量が少ないと考えられ、実用上

高い飼料適性を備えている。「たちすがた」は稈が太く、冠根が太いことが長稈でありなが

ら倒伏しにくい特性の一因と考えられる。「たちすがた」の全重については、稈長が 100cm
を超える施肥条件で栽培を行うことによって、より多収性が発揮できると考えられる。 
カ もちだわら 

育成地の出穂期では「日本晴」より 3 日早い“中生の早”で、成熟期では「日本晴」より

9 日遅い“晩生の早”であり、登熟期間が長い。関東以西の広い範囲に適する。玄米収量も

高いが、TDN 収量も高く 1.18t/10 であり、「おどろきもち」より 17％高い。稈質が強く、

耐倒伏性は“極強”で、直播栽培でも「タカナリ」と同程度の多収である。温暖地における

晩植えでは、減収につながることがあるので注意する。脱粒は“やや難”で、刈遅れや天候

により脱粒しやすいこともあるので注意する。また、種子の休眠性が強いため苗立ちが悪

い時があり、催芽前の浸漬を十分に行う。いもち病には不明の真性抵抗性を有するが、病

原菌のレースの変化によって抵抗性が大きく変化する恐れがあり注意を要する。食用イネ

品種と比較して、セジロウンカに対する抵抗性が弱いため、注意が必要である。 
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キ モミロマン 

育成地では出穂期は中生に属するが、登熟期間が長く成熟期では晩生に属する。稈長は

「日本晴」並みで、穂数は少なく、草型は“極穂重型”である。耐倒伏性は極めて強く直播

栽培にも適する。ただし、極端な多肥では倒伏することもあるので、施肥レベルには留意

する。玄米収量も高いが、TDN 収量も 1.10t/10a と高く、「日本晴」より 8％高く、「タカ

ナリ」よりも高い多収品種である。登熟期間が長いので、良好な生育を確保するための水

管理と肥培管理が必要である。玄米の外観品質と米飯食味は著しく不良で、食用イネ品種

と識別できる。「タカナリ」と同様の除草剤感受性を有するので、使用する除草剤には注意

を要する。縞葉枯病には罹病性であるので、常発地での作付は避ける。また白葉枯病に弱

いので、常発地での作付は避ける。いもち病真性抵抗性が不明であるので、病原菌のレー

スの変化に注意する。 
ク クサホナミ 

育成地では晩生に属する品種で、稈長は「日本晴」より長く、穂が大きい“極穂重型”の
品種である。TDN 収量は 1.10t/10a と高く、「はまさり」より 5％高い。耐倒伏性は強く、

高い収量を得るためには多肥栽培する必要があるが、極端な多肥栽培では倒伏する場合も

あるため、極端な多肥は避け、中干し等により倒伏防止に努める必要がある。登熟期間が

長いので、良好な生育を確保するための水管理と肥培管理が必要である。いもち病に対し

ては真性抵抗性 Pia、Pii、Pik および不明因子を持つため侵害菌が存在しない地域では通

常は感染しないが、いもち病菌の新レースの出現による発病に注意する必要がある。縞葉

枯病には抵抗性である。 
ケ はまさり 

出穂期は「日本晴」より 20 日程度遅い極晩生である。稈長は高いが耐倒伏性は強い。

縞葉枯病には抵抗性であり、麦後での栽培されることが多い。玄米の収量が少ないが、茎

葉が多収な茎葉型品種である。葉身ならびに籾には毛茸がなく無毛性で、食用イネ品種と

識別性がある。 
コ リーフスター 

育成地における早植え栽培での出穂期は、「クサホナミ」より遅く、「はまさり」並の極

晩生である。黄熟期は「はまさり」より 5 日、成熟期は 8 日遅い。稈長は１ｍを超える極

長稈で、穂長は「はまさり」より長い。穂数は少なく、着粒密度は“中”で、飼料用として

の草型は茎葉の割合が大きいことにより全重が多収となる“茎葉型”である。葉身ならびに

籾には毛茸がなく無毛性で、食用イネ品種と識別性がある。子実の収量性は「はまさり」

より劣るが、地上部全重は「はまさり」、「クサホナミ」より多収である。地上部の可消化

養分総量（TDN）収量は「はまさり」、「クサホナミ」より高い。未消化籾の排泄量は「ク

サホナミ」の半分以下である。玄米の外観品質は「はまさり」並である。いもち病真性抵

抗性遺伝子は Pia を保有すると推定される。長稈で地上部が重いが籾重が小さく、また稈

が粗剛で太く極強稈であるため、耐倒伏性は“強”である。湛水直播栽培では発芽苗立性は

良いが、転び型倒伏が生じる場合がある。 
サ ホシアオバ 

 子実と茎葉の両方が多収で飼料米や米粉用にも適する兼用品種。育成地では「日本晴」

並の中生で、東北中南部以南の広い範囲に適する。早期栽培では出穂期がやや早く、晩植
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栽培では遅くなる傾向がある。耐倒伏性は比較的強いが稈長が長く、極端な多肥や密植、

刈り遅れの条件では倒伏することがあるため注意が必要。草型は“極穂重型”で、玄米千粒

重 30g 程度の極大粒であり、食用イネ品種と容易に識別できる。穂発芽性は“やや易”、脱

粒性は“やや難”。縞葉枯病に抵抗性を持つ。いもち病に対しては不明の真性抵抗性遺伝子

を持つため侵害菌が存在しない地域では通常は感染しないが、いもち病菌の新レースの出

現による発病に注意する必要がある。 
シ クサノホシ 

 子実と茎葉の両方が多収で飼料米や米粉用にも適する兼用品種。育成地では「アケボノ」

並の晩生で、関東以西に適する。耐倒伏性は比較的強いが稈長が長く、極端な多肥や密植、

刈り遅れの条件では挫折型倒伏をすることがあるため注意が必要。穂発芽性は難”、脱粒性

は“難”。縞葉枯病に抵抗性を持つ。いもち病に対しては真性抵抗性 Pita-2、Pib および

Pi20(t)を持つため侵害菌が存在しない地域では通常は感染しないが、圃場抵抗性は弱いの

でいもち病菌の新レースの出現による発病に注意する必要がある。 
ス たちすずか 

 籾の収量が従来の品種より大幅に低く、茎葉が多収となる WCS 専用品種。炭水化物を

消化されやすい茎葉中に蓄積するためホールクロップでの可消化養分総量（TDN）が高く、

広島県立総合技術研究所畜産技術センターによる給与試験では泌乳中期牛において乳量を

向上させる傾向が確認された。また、中性デタージェント繊維の消化性も高い。また、発

酵の際に乳酸菌のエネルギー源となる糖の含量が飛躍的に向上している。育成地では「ア

ケボノ」よりやや晩生の極晩生で、関東以西に適する。重心が低いため耐倒伏性は「極強」

である。また黄熟期を二ヶ月以上過ぎても高い耐倒伏性を維持するため刈り遅れに強い。

穂発芽性は“難”、脱粒性は“難”。縞葉枯病には罹病性のため常発地での作付けは避ける。

いもち病に対しては真性抵抗性 Pita-2、Pib および Pi20(t)を持つため侵害菌が存在しない

地域では通常は感染しないが、圃場抵抗性は弱いのでいもち病菌の新レースの出現による

発病に注意する必要がある。採種栽培においては効率が低いため面積・価格について事前

に充分な検討が必要である。最近、「たちすずか」は栽培法によって種子の収量が大きく変

動すること、また変動のしかたが他の品種とは大きく異なることが明らかになりつつある。

「たちすずか」を活用するためには栽培目的（WCS 用・採種用）にあわせた栽培法を選

択することが必要と言える。 
 

④ 九州地域向け品種：「まきみずほ」「ミナミユタカ」「モグモグあおば」「ルリアオバ」「タ 

チアオバ」 

ア まきみずほ：幅広い作期に適する早生のＷＣＳ用品種 

「まきみずほ」は多作期で栽培可能な早生の WCS 用品種である。九州の麦跡作に相当

する普通期栽培における「まきみずほ」の出穂期は、「ホシアオバ」と同じ”早生の晩”に

属する。黄熟期は９月下旬であり、食用イネ品種「ヒノヒカリ」より早くサイレージが収

穫できる。耐倒伏性は「ホシアオバ」並の”やや強”である。早植、普通期、晩植栽培の

どの作型でも地上部乾物全重が「日本晴」より 20～30％上回り、多作期で栽培可能である。

「日本晴」と比較して、とくに作期が晩化したときの減収が少なく収量を確保しやすいた

め、二毛作体系で利用可能と考えられる。TDN 含量は「日本晴」「ホシアオバ」とほぼ同
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等で、早植栽培においては約 1t/10a の TDN 収量が得られる。子実が極大粒で食用イネ品

種との識別が可能である。 
イ ミナミユタカ 

宮崎県総合農業試験場で「モーれつ」のγ線照射による突然変異育種で育成された。出

穂は、「ユメヒカリ」より 2 日早い晩生種である。稈長は 100cm を超える長稈品種である

が、稈質が剛であり、耐倒伏性は“極強”である。玄米収量は低いが茎葉重が大きい茎葉

多収型品種である。玄米の形状は細長く、玄米にはバスマティ米の特有の香りがある。 
ウ モグモグあおば：強稈でＷＣＳ と飼料米の両方に使える 

「モグモグあおば」は強稈で地上部乾物全重と子実重がともに多収の WCS・飼料用米

兼用品種である。出穂期が WCS 用品種「ニシアオバ」とほぼ同じ“中生の晩”に属する。

稈は太く、稈質は“剛”で耐倒伏性は「ニシアオバ」より明らかに強い“強”である。地

上部乾物全重は「ニシアオバ」と比較して、早植栽培では 16%、普通期栽培では 18%多収

である。TDN 含量は「ニシアオバ」と同等で、早植多肥栽培では 1.1ｔ/10a の TDN 収量

が得られる。また、普通期栽培における粗玄米収量は 724kg/10a と多収であり、飼料米と

しての利用も可能と考えられる。子実は極大粒で食用イネ品種との識別が可能である。耐

倒伏性に特に優れる事から肥沃な平坦部での栽培に適する。 
エ ルリアオバ：2 回刈り栽培により多収が得られる茎葉型ＷＣＳ用品種 

「ルリアオバ」は再生稲を利用した 2 回刈り栽培で多収が得られる WCS 用品種である。

「ルリアオバ」は台湾の陸稲もち品種「Taporuri」に γ 線を照射した後代から難脱粒性

の個体を選抜し育成された。出穂期は１番草で「タチアオバ」より７日早く、２番草で９

日遅く、いずれも「Taporuri」並である。耐倒伏性は「Taporuri」並の弱であり、１回刈

りでは乳熟期以降に倒伏リスクが高くなる。穂揃期に１番草を収穫した刈株からの再生は

「Taporuri」並に旺盛であり、１番草、２番草を合わせた総収量は 2.28t/10a に達し、

「Taporuri」並で「タチアオバ」を 10%以上優る。「ルリアオバ」の栽培適地は、気温が

高く生育期間の長い九州南部である。 
オ タチアオバ：強稈・多収の晩生品種 

「タチアオバ」は強稈で地上部乾物全重が多収の WCS 用品種である。出穂期は「ミナ

ミヒカリ」よりやや遅い“晩生の晩”に属する。「タチアオバ」の根は「ミナミヒカリ」と

比較して明らかに太く、強稈で耐倒伏性は“極強”である。地上部乾物全重は早植栽培で

2t/10a を上回る多収である。TDN 含量は「ミナミヒカリ」と同等で、早植多肥栽培では

1.27t/10a の TDN 収量が得られる。耐倒伏性に特に優れる事から肥沃な平坦部での栽培に

適する。 
 

(4) 栽培上の留意点 

① 水稲用除草剤感受性品種の栽培においては、本文 45 頁～46 頁の④水稲用除草剤に対して

高い感受性を示すＷＣＳ用および飼料米品種の項目を参考にすること。 
 
② WCS 用イネ品種にはいもち病に対する真性抵抗性（Pita-2、Pita、Pib、Pik、Pikm は

日本の優先菌に対して真性抵抗性になる場合が多く、Pia、Pii は通常は優先菌により真性抵

抗性を発揮しない）を持つものが多く、圃場抵抗性が不明の場合が多い。真性抵抗性を持つ
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品種は、通常は発病が見られないが、いもち病菌のレースの変化によって抵抗性が大きく変

化し、数年間のうちに、いもち病が発病するようになることがある。圃場で病斑を見た場合

や、罹病化の情報があれば防除を行う必要がある。 
 
③ 脱粒性は“難”の品種が収穫時の脱粒による収穫ロスが少なく優れている。脱粒性が“やや

難”の品種については、種子のこぼれモミを増やさないため、刈り遅れないように注意する。

また、穂発芽性は“易”の品種が、こぼれたモミが当年中に圃場で発芽し、翌年の漏生苗にな

りにくい。次年度の食用イネ品種の栽培は移植栽培で行いこぼれ種子からの漏生苗を除草剤

で枯らす。圃場で漏生株が見られた場合は鎌で刈り取り除去する。 
 
④ 「夢あおば」、「べこあおば」、「クサユタカ」の耐冷性は弱く、「きたあおば」「たちじょう

ぶ」の“やや強”も北海道の食用イネ品種に比べれば、冷害に弱い。それ以外の品種の耐冷

性は不明であり、冷害の常発地域に WCS 用イネ品種を導入する場合には注意が必要である。 
 
⑤ これまでに育成された WCS 用イネ品種は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、イネツトムシやニカメイチュウ、コブノメイガ、フタオビコヤ

ガ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。 
 
⑥ 玄米の形、千粒重、毛茸の有無は立毛状態やモミ、玄米での品種の識別に有用である。 
 
⑦ WCS 用イネでも食用イネ品種でもイネの交雑率は通常 1％以下と低く、それぞれが隣り

合った圃場に栽培されていても通常は問題ない。なお、WCS 用イネ品種も食用イネ品種同

様に毎年種子を購入して更新し、種子の取り扱いに注意を払うことが、生産物の純度を保つ

上では重要である。 
 

(5) 種子の入手先・問い合わせ先 

現在、多収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 TEL03-3251-6501)においても、協会会員もしくは県段階の指定された組織へ栽

培用種子を供給している（平成 2３年配布品種：「べこごのみ」、「べこあおば」、「夢あおば」、「ホシア

オバ」、「クサホナミ」、「クサノホシ」、「モミロマン」、「モグモグあおば」、「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」、「たちじょうぶ」：（独）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」、「ふくひびき」、「べこあおば」：（独）農研機構 東北農業研究センター  
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〒014-0102 秋田県大仙市四ツ屋字下古道３ TEL 0187-66-2773 

「なつあおば」、「夢あおば」、「ゆめさかり」、「北陸 193 号」：（独）農研機構 中央農業総合研究

センター北陸研究センター 管理チーム長  

〒943-0193 新潟県上越市稲田 1-2-1 TEL 025-526-4203 

「たちすがた」「もちだわら」、「モミロマン」、「クサホナミ」「リーフスター」： 

（独）農研機構 作物研究所 企画チーム  

〒305-8518 茨城県つくば市観音台 2-1-18 TEL 029-838-8880 

「ホシアオバ」、「クサノホシ」、「たちすずか」： 

（独）農研機構 近畿中国四国農業研究センター 企画管理部  

〒721-8514 広島県福山市西深津町 6-12-1 TEL 084-923-5252 

「まきみずほ」、「モグモグあおば」、「ルリアオバ」、「タチアオバ」： 

（独）農研機構 九州沖縄農業研究センター 

〒833-0041 福岡県筑後市和泉 496  TEL 0942-52-0647 

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

5851 TEL 0985-73-2126 

 
（参考文献等１） 

1) 保科 亨・上藤満宏 （2011） イネ発酵粗飼料用品種「たちすずか」の収量および収量構成要素

に及ぼす施肥の影響 日本作物学会紀事 第 80 巻 別号 1 

http://www.jstage.jst.go.jp/article/jcsproc/231/0/260/_pdf/-char/ja/ 

2) 藤本寛・佐々木良治・松下景 （2011） 極短穂高糖分飼料イネ「たちすずか」の種子生産に適 

した栽培法 2010 年度（平成 22 年度）近畿中国四国農業研究成果情報 

   http://wenarc.naro.affrc.go.jp/seika/seika_nendo/h22/pdf/01_sakumotu/04_0104.pdf 
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表 1－1 WCS 用イネ品種の育成地での移植栽培による成績 

表１‐１　WCS用イネ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 黄熟期 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）(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 9.12 79 1.42 1.76 0.83 60.9 0.89 122
(きらら397） 札幌市 8.01 9.20 9.07 69 1.22 1.45 0.65 59.3 0.73 100
たちじょうぶ 北海道 8.09 10.10 9.24 77 1.53 2.11 0.76 59.0 0.91 124
(きらら397） 札幌市 8.02 9.21 9.08 67 1.23 1.53 0.56 59.4 0.73 100
みなゆたか 青森県 8.06 9.26 - 78 - 1.70 0.66 - - -
（むつほまれ） 十和田市 8.06 9.23 - 73 - 1.63 0.60 - - -
べこごのみ 秋田県 7.25 8.31 8.27 79 1.17 1.55 0.69 62.1 0.73 106
(アキヒカリ) 大仙市 7.29 9.01 8.27 75 1.10 1.49 0.65 62.5 0.69 100
なつあおば 新潟県 7.27 - 8.23 96 1.59 - 0.67 59.4 0.96 120
(アキヒカリ) 上越市 7.28 - 8.28 84 1.35 - 0.64 59.6 0.80 100
べこあおば 秋田県 8.07 9.24 9.14 70 1.37 1.77 0.73 61.9 0.85 110
ふくひびき 大仙市 8.04 9.12 9.04 72 1.23 1.54 0.69 62.9 0.77 100
夢あおば 新潟県 7.29 9.10 8.27 86 1.52 1.73 0.72 61.2 0.93 105
ふくひびき 上越市 7.27 9.07 8.27 78 1.44 1.61 0.74 61.6 0.89 100
ゆめさかり 新潟県 8.02 9.15 9.07 82 1.48 1.76 0.78 63.3 0.93 101
夢あおば 上越市 7.31 9.12 9.01 83 1.46 1.76 0.73 61.9 0.92 100
まきみずほ 福岡県 8.04 9.26 9.08 103 1.75 - - 56.6 0.99 115
(日本晴) 筑後市 8.07 9.17 9.05 83 1.39 - - 58.2 0.86 100

ホシアオバ*3 広島県 8.13 9.31 - 101 1.52 1.91 0.71 58.6 0.91 103
クサホナミ 福山市 8.24 10.13 - 96 1.50 1.86 0.61 58.3 0.88 100
たちすがた 茨城県 8.11 10.05 9.15 109 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 9.17 90 1.75 1.85 0.56 58.0 1.01 100
もちだわら 茨城県 8.11 10.05 9.14 90 1.99 2.25 0.89 57.6 1.18 117
おどろきもち つくばみらい市 8.08 9.26 9.06 77 1.72 1.96 0.77 57.4 1.01 100
北陸193号 新潟県 8.19 - 9.23 84 1.71 - - 65.0 1.12 115
ホシアオバ 上越市 8.10 - 9.11 87 1.44 - - 65.0 0.98 100
モミロマン 茨城県 8.15 10.09 9.15 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 9.17 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） 宮崎市 8.30 10.10 - 71 1.21*5 1.38 0.40 - - -

モグモグあおば 福岡県 8.17 10.08 9.20 104 1.92 2.16 0.75*2 57.3 1.10 121

(ニシホマレ) 筑後市 8.18 10.01 9.20 93 1.53 1.73 0.60*2 56.8 0.91 100

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

クサノホシ*3 広島県 8.28 10.18 - 104 1.63 2.06 0.65 57.1 0.94 107
クサホナミ 福山市 8.24 10.13 - 96 1.50 1.86 0.61 58.3 0.88 100
リーフスター 茨城県 8.31 10.16 10.05 109 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 9.30 96 1.73 1.92 0.51 60.7 1.05 100
たちすずか 広島県 9.02 10.12 10.04 121 1.87 - 0.23*2 52.7 0.99 98

クサノホシ 福山市 8.29 11.03 10.05 110 1.78 - 0.72*2 56.8 1.01 100

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

タチアオバ 筑後市 8.12 - - - 1.98*6 - - 48.4*7 0.96*6 100
タチアオバ 福岡県 8.29 10.19 10.03 106 2.13 2.41 0.66 59.5 1.27 127
（ミナミヒカリ） 筑後市 8.25 10.09 9.23 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。
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表 1－2 WCS 用イネ品種の特性 

品種名 耐倒伏性 穂発芽性 脱粒性 縞葉枯 障害型 玄米の形 玄米千

真性抵抗性 圃場抵抗性 病耐病性 耐冷性 粒重ｇ

きたあおば やや弱 不明 難 + やや弱 不明 やや強 やや円 下上 21.7 有

たちじょうぶ 強 不明 難 Pia,Pii やや強 不明 やや強 やや円 下上 21.8 有

みなゆたか 強 やや難 難 Pii やや強 不明 極強 やや円 中上 22.1 有

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

なつあおば 強 やや易 難 Pib 強 抵抗性 弱 やや円 下上 23.9 有

べこあおば 強 やや易 難 Pita-2, (Pia) やや弱 罹病性 弱 やや細長 下上 30.6 有

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

ゆめさかり 強 やや易 難 Pia やや強 罹病性 やや弱 やや円 下上 26.1 有

まきみずほ やや強 やや易 難 不明 不明 抵抗性 中 やや円 下上 36.5 有

ホシアオバ やや強 やや易 やや難 不明 不明 抵抗性 不明 やや細長 下上 29.4 有

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

もちだわら 極強 難 やや難 不明 不明 抵抗性 不明 やや細長 中下 22.7 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 22.9 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 24.1 有

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

モグモグあおば 強 やや易 難 不明 不明 抵抗性 不明 やや円 下上 29.1 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 21.7 無

クサノホシ やや強 難 難 Pita,Pib,Pi20(t) 弱 抵抗性 不明 やや円 下上 24.3 有

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

リーフスター 強 やや易 難 Pia 中 罹病性 不明 やや細長 中中 20.3 無

たちすずか 極強 難 難 Pita,Pib,Pi20(t) 弱 罹病性 不明 やや円 中中 21.5 有

ルリアオバ 弱 不明 難 不明 不明 抵抗性 不明 やや細長 不明 不明 有

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

食用水稲（比較）

日本晴 やや強 難 難 Pia 中 罹病性 極弱 中 上下 20.4 有

ニシホマレ やや強 やや易 やや易 Pia 中 罹病性 不明 やや細長 上下 21.2 有

コシヒカリ 極弱 極難 難 　＋ 弱 罹病性 強 中 中上 20.6 有

葉いもち
玄米品質 毛茸

 

 

004稲発酵粗飼料_Ⅱ.indd   17 2012/03/13   17:42:28



- 18 -

- 18 - 
 

表 1－3 WCS 用イネ品種の概要 

品種名　　 長所 短所 飼料米適性

乾物収量が高い いもち病抵抗性が不十分

玄米収量が高い 耐冷性が不十分
乾物収量が高い 晩生で北海道での適地が限られる
耐倒伏性が強く、いもち病抵抗性も強い
玄米収量が高い 白葉枯病に弱い
耐冷性が強い 食用品種との識別性が低い
乾物収量が高い 耐冷性が弱い
熟期が早い
乾物収量が高い 耐冷性が弱い
早生である
玄米収量が高い 耐冷性がやや弱い

乾物収量が高い いもち病抵抗性が弱い
耐倒伏性が強く、湛水直播栽培に適する 耐冷性が弱い
大粒で識別性がある
乾物収量が高い 耐冷性がやや弱い
耐倒伏性が強く、湛水直播栽培に適する
大粒で識別性がある
玄米収量が高い 耐冷性がやや弱い
大粒で識別性がある
晩植で乾物収量が高い
大粒で識別性がある
乾物収量が高い ニカメイガに対する抵抗性が弱い
縞葉枯病に抵抗性がある
大粒で識別性がある 　
乾物収量が高い
耐倒伏性が強い
縞葉枯病に抵抗性がある
玄米収量が高い 脱粒性がやや難である
乾物収量が高い
玄米収量が高い 脱粒性がやや難である
乾物収量が高い
玄米収量が高い 縞葉枯病に罹病性である
耐倒伏性が強い 白葉枯病に弱い
乾物収量が高い
耐倒伏性が強い
玄米が長粒で識別性がある
乾物収量が高い
大粒で識別性がある
乾物収量が高い ニカメイガに対する抵抗性が弱い
縞葉枯病に抵抗性がある
乾物収量が高い ニカメイガに対する抵抗性が弱い
縞葉枯病に抵抗性がある
茎葉部分が大きく、乾物収量が高い 紋枯病にやや弱い
耐倒伏性が強い
やや長粒で識別性がある
茎葉部分が大きく、乾物収量が高い 直播での耐倒伏性が不十分である
未消化籾の排泄量が少ない 縞葉枯病に罹病性である
乾物収量が高い 籾の収量が低く種子生産効率が低い
糖含量が高い
2回刈りの乾物収量が高い 極長稈で通常栽培では倒伏に弱い
難脱粒である
乾物収量が高い いもち病・白葉枯病にやや弱い
耐倒伏性が強い

タチアオバ

たちじょうぶ

みなゆたか

なつあおば

ふくひびき

ゆめさかり

たちすがた

モミロマン

ミナミユタカ

モグモグあおば

クサホナミ

ホシアオバ

たちすずか

ルリアオバ

もちだわら

北陸193号

きたあおば

べこごのみ

夢あおば

べこあおば

まきみずほ

クサノホシ

はまさり

リーフスター

高い

高い

高い

高い

やや低い

高い

高い

やや高い

高い

高い

高い

高い

高い

やや低い

低い

やや低い

高い

高い

高い

低い

やや高い

低い

低い

低い
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図 1－1 WCS 用イネ品種の栽培適地 
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寒冷地北部 早 中 みなゆたか 晩

寒冷地中部 早 べこごのみ中 晩
極
晩

寒冷地南部 早 中 晩
極
晩

温暖地
極
早 早 中

ホシアオバ・たちすが
た・モミロマン 晩 クサホナミ

極
晩

たちすずか・リーフ
スター・はまさり

暖地
極
早

早 まきみずほ 中 晩
モグモグあお

ば
ミナミ タカ

極
晩

タチアオバ
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夢あおば
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図１－2 WCS 用イネ品種の熟期区分 
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２．低コスト栽培

WCS 用イネの収穫は最適期である黄熟期を中心として作業等の都合に応じ乳熟期～

完熟期までの比較的幅広い期間に行うことができるので作期の選択・組み合わせが食用

イネより柔軟である。栽培の基本は食用水稲と同じだが、栽培の目標は TDN 多収と飼

料栄養価やサイレージ品質を高めることにある。省力・低コスト化のために、多肥栽培

や耕畜連携による堆肥の活用、直播栽培などを積極的に導入し多収とコスト削減に努め

る。

WCS 用イネの生産には堆肥の積極的活用が有効であり、連年施用により多収を確保

しつつ窒素肥料を節減できる。病害虫や雑草の防除は使用可能な薬剤が限られているの

で、農薬だけによらない環境保全的な病害虫管理、耕種的な防除法を組み合わせた効果

的な防除を行う。雑草が WCS 用イネに混入した場合の飼料品質の低下、漏生苗対策を

行う。

（１）栽培管理

① 作期・作型の設定

WCS 用イネは、米品質を考慮する必要が無いので比較的柔軟な作期・作型設定が可能

であるが、下記の点に留意する。

ア 収穫時期が黄熟期に早まることと品種の熟期を勘案した上で、食用水稲や他作目

と作業競合が生じないようにする。直播は移植より生育が遅れる点も考慮する（図 2－
1）。

イ 栽培可能期間が長い暖地・温暖地では水利が保証される限り柔軟に設定しやすい

が、寒地・寒冷地、高標高地など冷涼な地域では設定の自由度が比較的小さいので注意

する。

ウ 収穫期を多雨時期に設定すると作業性が悪くなり、雨濡れや泥混入によりサイレ

ージ品質も低下するのでできるだけ避ける。

エ 食用水稲と水管理が異なることや収穫作業の効率化を踏まえ、作付ほ場はできる

限り団地化を図る。団地化にって病害虫防除回数を削減しても周辺ほ場への影響は小さ

くなる。

オ 落下種子の食用イネへの再生混入が心配される場合、雑草管理の項に記した対策

を行う。

② 各栽培方式共通の留意点

栽培法の基本は、移植・直播栽培とも地域の食用水稲に準じるが、WCS 用イネは多く

の面で食用水稲と異なる場合がある。とくに近年育成の飼料イネ専用品種を用いる場合、

従来の食用品種と品種特性がかなり違うので注意する。

ア 栽培期間が短い寒地・寒冷地や高標高地では出穂が遅れ過ぎないよう移植や直播

播種はできるだけ早い時期に行う。
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イ WCS 用イネ専用品種は、食用イネと玄米が識別できるように大粒～極大粒として

ある場合が多い（表 2 － 1）。このような品種を利用する場合は必ず千粒重を確認し、

苗数不足とならないよう苗箱当たり播種量の割り増しを行う。

ウ 充分に休眠打破された種籾であっても、種子浸漬の水温が低かったり浸漬期間が

長すぎたりした場合には、一度打破されたはずの休眠性が再び戻ってしまうことがある。

これを２次休眠性とよぶが、その程度は品種や採種時の登熟温条件により異なる。従来

の研究から、インド型品種には２次休眠性を誘導しやすいものが比較的多いこと、コシ

ヒカリやあきたこまち等の日本型品種でも 10 ℃以下の低温浸漬条件、長期浸漬条件で

は２次休眠が生じやすいこと、全般に高温登熟年の種籾は 2 次休眠しやすいことなど

が明らかにされている。このため、種籾の発芽揃いを良くしようとして浸漬期間を長く

とるなどした場合に２次休眠を誘導させ、かえって発芽率・発芽揃いを悪くし逆効果と

なることがある。WCS 用イネの品種ごとの最適浸漬条件についてはまだ明らかにされ

ていないが、浸漬水温は 10 ～ 15 ℃の範囲内とし、浸漬日数も 4 ～ 6 日程度と食用水

稲よりもやや短めとした方が良い（積算温度で 60～ 80℃）。

直播・夢あおば

直播・クサユタカ

移植・夢あおば

移植・クサユタカ

移植・こしいぶき

移植・コシヒカリ

直播・コシヒカリ

5月10日移植・播種

5月16日移植・播種

移植・直播播種 出穂期

WCS用イネ黄熟期

8/2

7/26

7/29

8/4

8/10

8/2

8/7

9/1

9/8

8/25

9/2

9/6

9/15

9/23
食用イネ成熟期

Ｗ
Ｃ
Ｓ
用
イ
ネ

食
用
イ
ネ

収
穫
競
合

図２－１ 新潟県におけるWCS用イネと食用水稲の作期例（中央農研・栽培生理研）

表2-1　主な飼料イネ専用品種の玄米千粒重

品　種　名 玄米千粒重(g)
一般食用品種
に対する倍率

ク サ ユ タ カ 35.0 1.5 ～ 1.8

べ こ あ お ば 30.6 1.5 ～ 1.3

ホ シ ア オ バ 29.4 1.3 ～ 1.5

ニ シ ア オ バ 29.3 1.3 ～ 1.5

夢 あ お ば 26.5 1.2 ～ 1.3

ク サ ノ ホ シ 24.3 1.1 ～ 1.2

な つ あ お ば 23.9 1.0 ～ 1.2

ク サ ホ ナ ミ 21.7 0.9 ～ 1.1

リ ー フ ス タ ー 20.3 0.9 ～ 1.0

は ま さ り 18.5 0.8 ～ 0.9

一般食用品種 20～23 －
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エ 茎葉を含む全乾物多収を目標とする WCS 用イネでは、倒伏を生じない限り増肥に

よる多肥栽培を行う。各生育時期の葉色は品種によって異なるが、地域の食用品種の葉

色標準値よりも高い水準に保つ必要がある。表 2 － 2 に示したように、WCS 用イネ専

用品種は食用品種に比べ多肥栽培で全乾物収量が増加しやすい特性を持つ。なお、多肥

条件下ではいもち病等に対する抵抗性が下がるので、このような病害の常発地帯では避

ける。WCS 用イネは耕畜連携で生産されることが多いが、家畜糞尿を堆肥や液肥とし

て活用することが資源循環と水田地力の維持・増強の点から望ましい。

オ 育苗にかかる資材・施設・労力等コストが節減される疎植栽培は、WCS 用イネで

も暖地を中心に有力な技術であるが、生育量の確保が不安定な寒地や高標高地での実施

は避ける。

カ 収穫を効率的に行うには作業時の地耐力を高く保つ必要があり、中干しの徹底や

早期落水などを行う。落水時期はほ場の透水性や天候条件により千差万別なので一律に

いえないが、食用よりも早い出穂後 10 日ころでも、その後過乾燥にならない限り収量

への影響は小さい。ほ場乾燥は、実はイネ自身による水の吸い上げ蒸散の寄与が大きく、

直播栽培で苗立ち不良のため稲株がまばらになると乾燥が進まない。苗立ち不良箇所が

目立つようであれば早期に追い播きを行う。

キ 「リーフスター」や「たちすずか」の品種は、穂に蓄積しきれない光合成産物を

デンプンや糖の形態で茎や葉鞘に蓄積する特性を持つ。このような品種は糖分が発酵時

に有利に働くことから高品質なサイレージを得やすく、また、茎葉蓄積デンプンは籾デ

ンプンよりも消化・利用されやすいなどの利点がある。種子価格がやや高いことが難点

であるが、高品質サイレージ生産のためにこれらの品種を利用することができる。「夢

あおば」や「ホシアオバ」も上記２品種ほどではないが同じような性質を持つ。

③ 直播栽培

省力・低コスト性が高い直播栽培は WCS 用イネ栽培に適している。直播栽培は播種前

に湛水する湛水直播と湛水しない乾田直播に大別されるが、基本技術は食用水稲に準ずる

表2-2　窒素施肥と飼料イネ品種の全乾物収量（kg/10a)

窒素施肥 夢あおば
1)

クサユタカ
1)

クサホナミ
2)

ホシアオバ
2)

ニシアオバ
3) コシヒカリ（参考）

標肥
1450
(100)

1499
(100)

1610
(100)

1664
(100)

1490
(100)

1396
(100)

多肥
1711
(118)

1799
(120)

1790
(111)

1774
(107)

1530
(103)

1466
(105)倒伏

極多肥
1827
(126)

1934
(129)

2020
(125)

1843
(111)

1660
(111)

1550
(111)倒伏

注）　かっこ内は各品種とも標肥収量を100とした値。1)中央農研・栽培生理研、2)中央農研・総研３チーム、3)九州
沖縄農研・栽培生理研。ホシアオバは湛水直播、それ以外は移植栽培。総窒素施肥量は試験場所により5～
27kg/10aの範囲で異なる。
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ので、各地域別に整備されている直播栽培技術マニュアルや県等で定めた栽培基準を参考

にしつつ（参考文献等１）、表 2 － 3 の特徴等をふまえて方式を選定し実施する。移植栽

培とはかなり異なる技術が必要となるので、導入・実施に当たっては上記マニュアル等を

参考にするほか、ＪＡや農業改良普及センター、農業試験場に指導協力を依頼することが

望ましい。要点について以下に示すが、①条件に合った播種方式の選定、②出芽・苗立ち

と初期生育の安定確保、②雑草防除の３点が成功のための大きなポイントである。

（参考文献等１）

○直播栽培技術全般について

１）「水稲直播栽培の現状について」（農林水産省 HP、直播栽培普及状況、技術の現状と内容紹介、

都道府県でのマニュアル整備状況（HP アドレス付き）などについて紹介されており、全体像を理

解するため最適）http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/zikamaki/z_genzyo/index.html

２）「水稲直播研究会」（農水省 HP 内に掲載、湛水直播の基本技術についてのマニュアルが掲載さ

れている）http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/zikamaki/z_kenkyu_kai/index.html

３）「鳥種別の生態と防除の概要」（中央農研 HP、カモ類やスズメなど種類別の防除情報あり）

http://narc.naro.affrc.go.jp/kouchi/chougai/wildlife/howto_j.htm#birds

○主な飼料用イネ向け等直播栽培技術マニュアルおよび技術情報等のダウンロード・サイト

１）「北の国の直播」（北海道農研）、http://cryo.naro.affrc.go.jp/chokuhan/04chokuhan/index_04.htm

「寒冷地における飼料イネ栽培マニュアル－東北地域における低コスト飼料イネ生産マニュ

アル」（東北農研、2011）、http://tohoku.naro.affrc.go.jp/periodical/pamphlet/list.html

２）「乾田直播栽培マニュアル－プラウ耕・グレーンドリル播種体系」（東北農研、2010）、上記と同

サイト。

３）「稲発酵粗飼料・大麦生産利用技術マニュアル 1 ～ 10」（中央農研・北陸研究センター、2008）

※栽培～機械作業、乳牛への給与、経営までの 10巻構成

http://narc.naro.affrc.go.jp/inada/wcs/manual/manual.htm

４）「不耕起 V溝直播栽培の手引き」（愛知県農業総合試験場）

http://www.pref.aichi.jp/nososi/seika/singijutu/singijiyutu74-4-7.pdf

５）「鉄コーティング湛水直播マニュアル 2010」（近畿中四国農研、2010）、

http://wenarc.naro.affrc.go.jp/tech-i/iron_coating_seed/iron_coating_seed.pdf

６）「飼料用イネ生産技術マニュアル」(近畿中四国農研、2007）

※湛水直播、乾田直播、乾田不耕起直播など複数

http://wenarc.naro.affrc.go.jp/tech-i/tech_index.html

７）「ショットガン直播栽培技術のポイント」（九州沖縄農研、2008）

http://konarc.naro.affrc.go.jp/topics/shotgun/manual/H20_manual.pdf

８）「稲発酵粗飼料品種「ルリアオバ」の２回刈栽培マニュアル」（九州沖縄農研、2011）

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/009576.html
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表２－３ 播種様式別の特徴

図2－2 大区画ほ場での点播直播の播種作業

④ 移植栽培

直播栽培の導入が困難な場合には移植栽培を行うが、低コスト化を図るため、育苗期間

が短く本田 10a 当たり必要箱苗数の少ない乳苗、同じく本田 10a 当たり必要箱苗数の少

ない疎植栽培、育苗から移植まで一貫して省力化が可能なロングマット水耕育苗等の技術

から、地域と営農条件に適合するものをＪＡや農業改良普及センターの指導を受けつつ導

入する。

移植栽培は、直播栽培に比べて①本田生育期間が短く二毛作など作付体系への導入や、

晩生品種の利用が容易、②倒伏の危険性が小さく多肥栽培が容易、③気象による収量変動

が小さい、③雑草防除が容易などの利点がある。WCS 用イネ栽培を実施するに際し、直

項目 湛水直播 乾田直播

降雨
　播種時期に降雨の多い地域でも導入が可能であ
る。

　播種時期に降雨が多いと、播種作業ができず、苗
立率も低下しやすい。
【適地の条件】
　播種時期の旬別降雨量が30mm以下（砂壌土で排水
性が良い場合でも30mm～60mm程度）

土壌
　土壌条件による影響は少ないが、播種機により
播種作業を行う場合には、湛水状態での十分な地
耐力が必要である。

　排水が良好であるとともに、播種後乾燥しても硬
くならない、または亀裂の多くできる土質であるこ
とが必要である。

漏水・地力 　漏水や養分の流亡は少ない。
　代かきを行わないため、漏水や養分の流亡が多
い。このため、湛水後、漏水が少ないこと（日減水
深30mm以下）が必要である。

水利
　播種前にほ場に用水の供給ができ、かつ湛水が
可能であることが必要である。

　春先に用水が不足する地域でも導入が可能であ
る。ただし、乾田期間中に周辺の水田も乾田状態に
あるとともに、播種後の入水時に十分な用水の供給
が可能であることが必要である。

省力性
　代かきが必要であり、乾田直播と比べて省力性
は劣る。

　代かきが不要であり、湛水直播よりも省力性は高
い。耕起を省略した不耕起乾田直播ではさらに高
い。

耐倒伏性 　表面播種では、転び型倒伏を生じやすい。
　湛水直播と比べて播種深度が深く、比較的耐倒伏
性が高い。

鳥害・雑草害等
　ほ場の均平度、播種深度にもよるが、鳥害を受
けやすい。また、暖地ではスクミリンゴガイによ
る被害を受けやすい。

　湛水直播と比べて播種深度が深く、鳥害を受けに
くい。また、苗立ちまでに時間がかかり、乾田状態
の期間が長いため、雑草害を受けやすい。

004稲発酵粗飼料_Ⅱ.indd   24 2012/03/13   17:42:29



- 25 -

播栽培の実践経験が全くない場合は、技術習熟までの期間、直播と移植を組み合わせて作

付全体の危険分散を図る。作付規模が大きい場合、直播と移植の組み合わせで WCS 用イ

ネ内部での作期分散を行うことも可能である。

⑤ 麦類あと栽培の留意点

麦類との二毛作体系における飼料イネ栽培では一般に移植時期が遅くなることから以下

のような注意が必要である。

ア 生育期間を少しでも確保するため、麦収穫後は速やかに飼料イネ栽培を行う。

イ 麦わらすき込みでは、代掻きを浅水条件で行い、すき込み精度を高める。なお、排

水不良田では、異常還元によりイネに障害を生じるので、麦わらは搬出する。

ウ 黄化苗や老化苗は、活着や初期生育が劣ることから生育期間の短い麦あと栽培では

収量が低下しやすい。このため、播種時期の設定など麦類の生育に応じた育苗を実施す

る。

エ 麦あとの晩植では生育量が小さくなりやすいので通常は疎植栽培は適さない。1株

本数は増やさず、栽植密度をやや高めると良い。

オ 極晩生品種の晩植は、収穫の遅れから麦の播種作業に影響を及ぼすので、避ける。

カ 直播きは、省力的であるが、麦あと栽培では収量が劣る。

⑥ 暖地での２回刈り栽培

九州などの暖地では２回刈りも可能であり、九州中南部向けの栽培マニュアルが作成さ

れており、最近では南九州向けの２回刈り栽培専用品種「ルリアオバ」が育成されその栽

培マニュアルも整備された（参考文献等２）。２回刈りは倒伏の回避、不作時の危険分散、

異なる栄養価の飼料生産、作業競合の緩和等の利点があり、品種・気象・栽培条件によっ

ては１回刈りより多収となる。２回刈り専用品種「ルリアオバ」の場合、基肥を多量に施

用した水田において、移植栽培では４月中旬、直播栽培では４月上旬に播種する。７月上

旬にウンカ類の増殖に合わせて殺虫剤を散布したのち、１回目イネの収穫に備えて落水し、

７月下旬の穂揃期に１回目イネを収穫する。収穫後発生した「ひこばえ」に窒素追肥して

入水し、10月上旬に２回目イネの収穫に備えて落水し 10月下旬の黄熟期に２回目イネを

収穫する。これにより、実証試験では２回刈り合計で 1.9t/10a の極めて高い全刈り

（2.5t/10aの坪刈り）乾物収量を得ている。

２回刈りが可能な条件として、４月からの利水が可能な暖地水田でかんがい水が潤沢で

あること、１番草収穫後に漏水が多くなる傾向があるので漏水の少ないほ場であること等

があげられる。

（参考文献等２）

１）2回刈り関連の栽培・品種利用マニュアル

２）「飼料イネの栽培・給与技術マニュアル（九州中南部版）」（九州沖縄農研・熊本県・大分県・

宮崎県・鹿児島県、2004）

３）「稲発酵粗飼料品種「ルリアオバ」の２回刈栽培マニュアル」（九州沖縄農研、2011） 下記
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農研機構のホームページから PDFファイルをダウンロード可能。

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/009576.html

⑦ 水田輪作への導入

WCS 用イネ栽培の特徴を活かすことにより、以下のような水田作経営全体の発展が期

待できる。寒地・寒冷地では食用水稲や転換畑作物とのブロックローテーションを中心と

した活用、暖地や温暖地ではこれに加えて二毛作での活用が考えられる。

ア 食用水稲との施設・機械共用によるコスト低減

イ 田畑輪換の輪換田初年目、転換畑復元田初年目への導入

ウ クリーニングクロップ的活用による畑作物の連作障害回避（例：南九州地域での

タバコあと栽培）

エ 転作ほ場の地力低下防止

オ 食用品種の高温登熟品質被害回避のための作付体系（北陸地域では高温登熟によ

る品質低下を回避するため食用イネの移植時期を遅らせており、この空いた早い時期に

WCS用イネを移植することで作期分散を図ることができる）

004稲発酵粗飼料_Ⅱ.indd   26 2012/03/13   17:42:29



- 27 -

(2) 堆肥等活用

① 堆肥施用の基本

WCS用イネは、茎葉も含めて収穫が行われ、ほ場への有機物の供給が不十分となるため、

稲作農家と畜産農家との連携を図りつつ、堆肥等の有機物の施用に努める。地力の低い水田

では、10a当たり2トン程度の堆肥施用が必要である。資源循環の観点から、稲発酵粗飼料を

利用している畜産農家で生産された堆肥を施用することが望まれるが、輸送・散布作業の担

当について、十分協議する必要がある。

堆肥からの窒素の発現は、施用当年には少なく、連用することによって次第に増大する。

寒冷地の水田では、３年間施用された牛ふん堆肥の窒素のうち、70%以上が土壌に残存し、次

年度以降の窒素供給源になる。したがって、WCS用イネの作付ほ場を固定して、連年施用す

ることが望ましい。やむを得ずWCS用イネの後に食用イネを作付する場合は、耐倒伏性の高

い食用イネ品種を選定するとともに、窒素施肥量を削減するか、無肥料で栽培し、倒伏や食

味の低下を回避する必要がある。

なお、堆肥を施用しても、湛水状態で栽培するWCS用イネについては、硝酸態窒素含量が、

多窒素条件下で乾物当たり2,000ppmを超えるイタリアンライグラスやスーダングラスなどの

イネ科牧草と異なり、200ppm以下と極めて低い（図2－3）。また、黄熟期の収穫では子実部

分の比率が高くなるので、カリウム含量も乾物当たり２%を下回り（図2－4）、畜産農家にと

って安心して利用できる粗飼料である。

② 施肥

WCS 用イネの生産においては、子実だけでなく茎葉も含めた収量の向上を図るため、堆肥

施用が困難な場合には、食用水稲に比べて多肥とする必要がある。クサホナミ等の穂重型品種

では、適切な時期の追肥（穂肥）により子実部分の収量が向上し、全体の収量も増加して稲作

農家の粗収入は増加するが、労力競合にも留意する必要があり、基肥に重点をおいた施肥法が

基本である。

堆肥を連用することにより、基肥として施用する緩効性窒素量を削減しても、黄熟期の乾

物収量が維持できる（図 2－5）。

図2－3 黄熟期収穫時における硝酸態窒素含有量（埼玉農総研 1999）
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図2－4 堆肥を施用して移植栽培したWCS用イネの黄熟期収穫時における

カリウム含有量（中央農研 2003）

注１）稲わら施用は2002年、牛ふん施用は2003年、いずれも５月中旬移植

注２）窒素施肥量は2002年が10kg/10a、2003年が8.3kg/10a、カリ肥料は施用していない

なお、WCS用イネ専用品種は、食用イネ品種より耐倒伏性の強いものが多い。しかし、極

端な多肥条件では、草丈が徒長したり、穂数が過剰となる場合もあり、倒伏が生じる危険性

がある。倒伏により、収穫作業能率が低下するとともに、飼料品質の低下をきたす場合があ

るため、堆肥施用量も考慮して適切な窒素施肥量を決定するとともに、生育状況によっては、

中干しなど水管理による生育制御技術を実施すべきである。

図2-5 堆肥連用と施肥法の違いによる黄熟期の乾物収量（中央農研 2005）

供試品種：ホシアオバ、湛水直播栽培（５月中旬播種）、緩効性窒素肥料の施用量は

標準区8.3kg、減肥区6.3kg/10a、堆肥連用区は牛ふん堆肥約2t/10aを３年連用、

残効区は１年施用したのち２年間無施用

③ 堆肥化による雑草対策

WCS用イネ栽培では、耕畜連携による家畜ふん尿の利用技術として水田に牛ふん堆肥が施

用される事例があり、水田における新たな帰化雑草の発生が懸念される。堆肥中の雑草種子

は発酵温度が約60℃以上になると死滅することが知られており、牛ふん堆肥を利用する場合
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は切り返しなどを行い、十分に発酵させ、新たな帰化雑草の発生を未然に防止する。

（参考文献等３）

1) 西田瑞彦・加藤直人・住田弘一・関矢博幸(2005) 寒冷地水田に施用した重窒素標識有機物の窒素収支(第

2報) 稲わら堆肥と家畜ふん堆肥の連用開始から3作の経過 日本土壌肥料学会講演要旨集 51

2) 春日政夫・山井英喜・青山達也・吉田宣夫(2002) 飼料イネの栽培・調製の省力化と飼料加工技術の確立

1．堆肥活用ならびに効率的な予乾技術 埼玉県農林総合研究センター研究報告 第2号

3) 中央農業総合研究センター編(2003) 平成15年度 共通基盤研究成果情報

4) 石川哲也・草佳那子・三枝貴代・石田元彦・阿部薫(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 第20号

④ 暖地二毛作地帯における牛ふん堆肥の腐熟度と施用法

水稲を栽培する際、牛ふん堆肥を 1t/10a も施用すればリンやカリウムは十分足りるが、窒

素については不足する場合が多い。このため、水稲栽培における牛ふん堆肥の利用では堆肥

中窒素を効率よく効かせることが重要である。

水稲が利用する主な窒素形態はアンモニウム態である。アンモニウム態窒素は好気的条件

で硝酸態窒素に変化し、水稲にとって吸収しにくくなる。牛ふん堆肥は窒素発現が遅く、水

稲が利用できる窒素としてアンモニウム態の寄与が高いため、アンモニウム態窒素が多い牛

ふん堆肥を利用することで、併用する窒素肥料を削減できる。硝酸態窒素が利用されにくい

ことは、硝酸態窒素を利用する畑作物の場合と大きく異なる点である。

一般に、堆肥の腐熟過程でアンモニウム態窒素が生成するが、アンモニウム態窒素は気化

したり、二次発酵など好気的な条件が長くなると硝酸態窒素に変化する。このため、生育障

害や病害虫および雑草の蔓延を防ぐ点から高温となる一次発酵は必要であるものの、水稲に

施用する場合、施用する堆肥の腐熟を過度に進めない方が良い。

また、土壌が乾きやすい二毛作地帯では、堆肥施用から代かきまでの期間が長いと、堆肥

由来のアンモニウム態窒素が硝酸態窒素に変化し、堆肥の窒素肥料効果が低くなる（図 2 －

6）。このため、堆肥の窒素肥料的効果を活用するにはできるだけ代かき直前に堆肥を施用す

ることが望ましい。一般に、栽培直前に堆肥を施用すると、堆肥の易分解性有機物による窒

素飢餓等による生育障害やその後の急激な窒素発現による過繁茂によって、子実を収穫する

食用水稲では収量や品質が低下する。しかし、水稲は畑作物に比べて生育障害が生じにくい

上に、茎葉を含めた全体を収穫する WCS 用イネでは、急激な窒素発現による過繁茂がむしろ

収量の増大につながるため、問題となりにくい。また、窒素肥料的効果が高い条件で堆肥を

施用すれば、堆肥の施用量を削減できるため、上記のような堆肥施用による問題自体が発生

しにくくなる。

以上のことから、WCS 用イネに対しては一次発酵後の牛ふん堆肥をできるだけ代かき直前

に施用することで、窒素肥料を削減できる。試験結果によれば、乾物換算 2t/10a の堆肥を施

用すると窒素肥料は不要となるが、この条件ではリンやカリウムが過剰施用となるため、周

辺環境の富栄養化の回避のために、堆肥の施用量を減らし、その代わりに硫安などの初期に

効く窒素肥料を併用することが望ましい。
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図2-6 堆肥中の窒素のうち水稲に吸収された割合に対する施用時期の影響

同じ記号は同じ堆肥の結果を示す。

（参考文献等４）

1) 「牛ふん堆肥の施用時期が飼料イネの窒素利用率に与える影響」（2007 年度九州沖縄農業研究成果情報

（生産環境)、http://www.naro.affrc.go.jp/top/seika/2007/14konarc/konarc07-45.htmlから閲覧可能）

2) 原嘉隆(2010) 飼料用水稲大麦二毛作における窒素肥料としての牛糞堆肥の効率的利

用農業および園芸 85、723-735

⑤ 牛の尿液肥の基肥、追肥への利用

WCS用イネ栽培では、畜産農家や堆肥処理施設から排出される牛尿や牛ふん尿分離液など

を液肥として利用することで肥料コストが節減できる。牛尿や牛ふん尿分離液は、曝気処理

により臭気と粘性を低減でき、尿液肥として水口施肥などに利用しやすくなる。尿液肥は、

窒素成分中のアンモニア態窒素の割合が高く（表2－5）、化成肥料と同様に速効性の養分補給

が期待できる。WCS用イネ栽培で基肥、追肥に利用することにより、高い黄熟期乾物収量が

確保できる（図2－7）。WCS用イネ中の硝酸態窒素含量、カリ含量も低く、跡地土壌への窒素

蓄積が少ないなど、牛の尿液肥は、扱いやすく安心して利用できる肥料といえる。

牛の尿液肥で水口施肥を行う場合、作業性からバキュームカーではなく大型ポリタンクを

設置し、用水とともに尿液肥を施用する。施肥ムラ軽減のため、ほ場の均平化に努める。運

搬・施肥に伴い生活環境の保全に配慮し、民家近隣で施用を控える必要がある。

表2－4 尿液肥の成分値 （2003. 須藤・福田）

尿液肥 pH EC NH4-N

窒素 (N) リン (P2O5) カリ (K2O)

豚尿 8.13 23.9 3469.3 0.41 0.12 0.14

(85.0%)* (4.1kg/t) (1.2kg/t) (1.4kg/t)

牛尿 8.5 36.7 94.7 0.59 0.01 0.46

(94.7%)* (5.9kg/t) (0.1kg/t) (4.6kg/t)

注）*：全窒素の対するアンモニ態窒素の割合

組成割合 (w/w％)
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図2－7 牛尿液肥の水田水口施用によるWCS用イネの収量

（須藤・福田 2003 より作図）

注1) 品種：クサホナミ、栽培法：条播湛水直播、播種量：4kg/10a

注2) 播種日：平成14年6月23日、収穫日：10月15日（出穂後34日、全区とも乳熟後期）

注3) 液肥施用時期 （基肥） 1-2t区・2-2t区：代かき時、5-0t区・2-3t区：イネ4～5葉期

（追肥） 全区：イネ幼穂形成期前（播種後58日）

⑥ 豚ぷん・鶏ふん堆肥などの牛ふん堆肥以外の畜産堆肥の利用

WCS 用イネ栽培では、化学肥料の価格高騰に対応し、牛ふん堆肥以外の豚ぷん堆肥、鶏ふ

ん堆肥などの地域内で利用できる有機資源を積極的に利用して化学肥料施用量を削減してい

きたい。表 2 － 5 に家畜ふん堆肥の成分特性例を示した。豚ぷん堆肥・鶏ふん堆肥は、牛ふ

ん堆肥よりＣ／Ｎ比が低く、全窒素含量が高い傾向にある。堆肥で化学肥料を代替えするに

あたり、堆肥に含まれる全肥料成分中で作物が化学肥料と同等に利用できる肥料成分の割合

の指標である肥効率（作物の化学肥料養分利用率に対する堆肥中養分の利用率の割合を百分

率で示した数値）を考慮する必要がある。家畜ふん堆肥の窒素成分の肥効率は、畜種、窒素

含量に応じて変動する。特に窒素含量が高い堆肥では肥効率が高くなることに注意が必要で

ある。

現在、地域ごとに堆肥の成分特性に応じた肥料養分の肥効率の目安が示されている（表 2
－ 6)。

堆肥施用による化学肥料の削減量は、次式で示される。

化学肥料養分の削減可能量＝【堆肥の養分総量】×【肥効率】／ 100
これらの肥効率と生産流通している家畜ふん堆肥の成分特性のデータベースに基づき、肥料

的効果を考慮した施用量を簡単に算出できるソフトが開発されている。

一方、家畜ふん堆肥に含まれる窒素肥効パターンは、原料や堆肥化の方法により様々であ

る。この窒素肥効パターンを簡便に診断する方法として、圧力鍋を用いた簡易デタージェン

ト分析による緩効性窒素分析方法が開発されている。詳細は「家畜ふん堆肥の肥料成分・窒

素肥効マニュアル」を参考にされたい。

0

500

1000

1500

2000

１－２ t
(17.8)

２－２ t
( 23.7 )

５－０ t
( 29.6 )

２－３ t
( 29.6 )

無施肥
( 0 )

地
上

部
収

量
　

(k
g/

1
0a

)

乾物重

可消化養分総量

液肥施用量　(t/10a)
 基肥－追肥
()内は施用窒素量(kg/10a)

004稲発酵粗飼料_Ⅱ.indd   31 2012/03/13   17:42:30



- 32 -

表2-5 千葉県で生産流通する家畜ふん堆肥の成分特性 （2004.牛尾ら）

表2-6 家畜ふん堆肥利用促進ナビゲーションシステムにおける堆肥の肥効率の目安

（牛尾ら 2004）

（参考文献等５）

１） 須藤和久・福田博文(2003) 牛・豚尿液肥の水田水口施用による稲発酵粗飼料用イネの生産特性

平成14年度 共通基盤研究成果情報

２）牛尾進吾・吉村直美・齋藤研二・安西徹郎(2004) 家畜ふん堆肥の成分特性と肥料的効果を考慮

した施用量を示す「堆肥利用促進ナビシステム」 日本土壌肥料学雑誌 第75号

３）石岡巌・小柳渉・加藤直人・棚橋寿彦・平柳恵子・村上圭一（実用技術開発事業18053マニュアル

委員会） (2010) 家畜ふん堆肥の肥料成分・窒素肥効マニュアル

水分 全窒素 全リン酸 全カリ 全石灰 全苦土 EC

g kg-1 g kg-1 g kg-1 g kg-1 g kg-1 g kg-1 dS m－1（25℃）

牛ふん堆肥 (n=229)

平均値 507 23.1 25.5 31.9 36.0 14.6 15.3 3.3

ｓ 164 7.0 10.0 17.8 17.1 5.5 6.9 2.1

豚ぷん堆肥 (n=122)

平均値 407 34.5 62.7 27.3 60.5 19.7 11.5 4.1

ｓ 152 12.6 26.1 10.8 41.5 12.3 4.9 1.7

鶏ふん堆肥 (n=77)

平均値 294 27.1 72.2 33.8 189.7 16.0 8.8 5.4

ｓ 176 9.8 18.5 14.5 61.9 4.4 2.1 2.5

注 1) 肥料成分は乾物当たりの値．

注 2) EC測定条件，現物：水＝１：10．

注 3) ｓは標本標準偏差．

C/N比

堆肥の全窒素含量 (g kg-1)

乾物当たり 窒素 リン酸 カリ 石灰 苦土

鶏ふん堆肥 20未満 10 80 90 90 90

20～40 50 80 90 90 90

40以上 60 80 90 90 90

豚ぷん堆肥・牛ふん堆肥 20未満 10 80 90 90 90

20～40 30 80 90 90 90

40以上 40 80 90 90 90

注 1) 肥効率は化学肥料の肥効を100とした場合の堆肥の肥料成分の肥効の割合．

注 4) 乾物あたりの全カリ含量が15g kg
-1

未満の堆肥の肥効率は50％．

家畜ふん堆肥の
種類

堆肥の肥効率（％）

注 2) 窒素の肥効率は，黒ボク土における夏期堆肥施用後,コマツナ３連作栽培による堆肥の肥効試験
　　　　と，同時期のガラス繊維ろ紙埋設法による施用堆肥の窒素分解率を参考にして設定．

注 3) 窒素以外の肥料成分の肥効率は，堆肥の全リン酸含量に対するク溶性リン酸含量の割合，全カ
　　　　リ含量に対する水溶性カリ含量の割合，全石灰及び全苦土含量に対する可溶性石灰及び可溶
　　　　性苦土含量の割合を参考にして設定．
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(3) 病害虫防除 

① 病害虫防除の基本的な考え方 

 WCS 用イネ栽培は病害虫発生リスクを高める要因が多い一方で、防除は最小限とする 
ことが前提となっている。病害虫の被害許容水準は、高品質を求められる食用イネ栽培に 
比べて高く設定可能と考えられるが、周辺ほ場に対する病害虫の伝染源となってはならな 
い。これまでの調査から、WCS 用イネ栽培で問題となる病害虫は基本的に食用イネと共 
通することが明らかになっているが、防除対策は研究途上にある。このため、普及指導機 
関との連携を密にし、食用イネ栽培における総合的病害虫管理技術（IPM）を参考としな 
がら防除対策に取り組むことが重要である。一方、食用イネ品種とは異なる遺伝的背景を

持つ品種が多いことから、マイナーな病害虫が栽培上問題になる可能性もあり研究が続け

られている。WCS 用イネ栽培の普及過程で問題となった病害虫の発生事例を取りまとめ

た(表 2－7)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 抵抗性品種の活用 

 品種の持つ病害虫抵抗性を利用することは、最も効果的かつ低コストな防除対策である。

食用イネ栽培では食味や品質を最優先した品種選択が行われるのに対して、WCS 用イネ栽

培では病害虫抵抗性の積極的な利活用が可能である。主要病害虫のすべてに抵抗性を持つ

品種は無いが、新たに育成された WCS 用イネ品種については、いもち病真性抵抗性遺伝

子型をはじめ病害虫抵抗性に関する特性が示されている（表 1－2～3 参照）ので、栽培地

域で問題となる病害虫に応じて品種選択の参考にする。今後は、病害虫複合抵抗性の付与

が WCS 用イネ品種育成の大きな課題と考えられる。特に暖地では害虫の被害が深刻であ

るが、現状の主要品種にウンカ類やコブノメイガに対して明確な抵抗性を示す品種は認め

られない(表 2－8）ことから、食用イネに準じた防除対策が必要となる。 

 

 

 

 

表2－7　　飼料用イネ栽培の普及過程で問題となった病害の例　(荒井2009を改変)

病害虫名 発生地域 考えられる発生要因

いもち病 九州(全国)
晩植，育苗期間中の感染，抵抗性弱品種の選択，病原性レースの分

布，薬剤耐性菌の分布と薬剤選択ミス

ばか苗病
北陸、九州

（全国）

薬剤耐性菌の分布と薬剤選択ミス，高保菌率種子による温湯処理効果

不安定

白葉枯病 九州 台風被害，品種抵抗性

稲こうじ病 全国 晩生品種，晩植，伝染源量，品種特性

葉しょう腐敗病 九州 （伝染源量），（品種特性）

心枯線虫病 九州、中国
イネシンガレセンチュウ高汚染種子の使用，高汚染種子による温湯処

理効果不安定

南方黒すじ萎

縮病
九州 新病害，ウイルスを保毒したセジロウンカの海外飛来，品種抵抗性
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③ 健全種子の使用と種子消毒 

  いもち病やばか苗病等の糸状菌病、もみ枯細菌病等の細菌病およびイネシンガレセンチ

ュウなどのイネ主要病害虫はいずれも種子伝染性である。このため、健全種子の使用を基

本とし、塩水選の実施と種子消毒の徹底により、本田に持ち込む伝染源量を低減すること

が防除のポイントになる。種子消毒は化学薬剤の使用が一般的であるが、薬剤耐性菌によ

るばか苗病多発事例等もあることから、薬剤の選択に当たっては普及指導機関に相談する。 

物理的な方法として温湯種子消毒が有効であり、近年では温度制御が正確な専用機が市販

されている。使用に当たっては取扱い説明書を熟読し、病原汚染率の高い種子、古い種子

など発芽勢の劣る種子の使用は避ける。58℃・20 分あるいは 60℃・10 分処理により化学

薬剤とほぼ同等の効果が得られる。なお、温湯処理により発芽率が低下しやすい品種があ

ることから、予め発芽への影響を確認しておく。特に糯品種には高温に弱いものがあるこ

とから、食用糯品種を WCS 用に栽培する場合には注意する。WCS 用イネ栽培では、本田

での薬剤使用が難しい場合が多いことから、食用イネにも増して健全種子の生産と供給体

制の確立が重要である。病原汚染率が高い場合には、薬剤および温湯処理のいずれも効果

が不安定となることから、種子生産ほ場での防除対策に手抜きがあってはならない。 

 

④ 病害虫発生リスク・耕種的防除法と薬剤の効果的な使用 

  イネの栽培条件と病害虫の発生には密接な関係があり、病害の多くは多肥栽培による過

繁茂状態で発生が助長される。また、作型の影響も大きく、暖地においては晩植により高

温多湿で発生し易い紋枯病は抑制されるが、冷涼な条件で発生し易いいもち病は発生リス

クが高まる。稲こうじ病も多肥や晩植栽培が発生を助長する。イネツトムシやコブノメイ

ガをはじめ害虫の多くは、葉色の濃いイネを選好することから、多肥栽培や晩植のイネが

集中加害を受ける場合がある。このように、多肥栽培により高収量を目指す WCS 用イネ

栽培は、基本的に病害虫の発生リスクが高いものと考えられる。食用イネの発生予察情報

を参考にほ場での発生に留意し、窒素発現量の多い転作復元田では施肥量を調節する。   
  イネ用として多様な薬剤が市販されていることから、農薬は本マニュアルに従い（(5)

農薬使用の項参照）WCS 用イネに使用可能な薬剤の選択に留意し必要に応じ適切に使用

する。イネドロオイムシやイネミズゾウムシなどの移動性の低い害虫の発生が多い地域で

は、広域的な箱施用剤の隔年使用、ほ場周縁部への額縁散布等の工夫により薬剤使用量の

表2－8　主要飼料イネ品種におけるトビイロウンカの発育・増殖特性 b) (松村　2006)

品種名

モーれつ 82.5 ± 2.3 ns 100.0 ns 68.1 ± 8.2 ns

クサユタカ 84.4 ± 3.6 ns 100.0 ns 64.4 ± 7.3 ns

クサホナミ 94.4 ± 2.2 ns 100.0 ns 51.1 ± 4.4 ns

ホシアオバ 84.3 ± 2.5 ns 100.0 ns 59.9 ± 4.8 ns

クサノホシ 88.8 ± 3.9 ns 100.0 ns 87.3 ± 6.3 ns

ニシアオバ 84.4 ± 3.8 ns 100.0 ns 50.5 ± 4.7 ns

スプライス 86.3 ± 3.1 ns 100.0 ns 90.5 ± 10.2 ns

タチアオバ 85.0 ± 4.1 ns 100.0 ns 74.1 ± 8.8 ns

ヒノヒカリ a) 84.3 ± 2.5 100.0 75.4 ± 7.0

a)
 対照の食用品種．

b)
 数値は平均値±S.E.，

ns: 「ヒノヒカリ」と比較していずれも有意差なし（P<0.05, Dunnettの検定）．

幼虫期生存率(%) 短翅雌率(%) 産卵数（個/雌/2日）
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削減が可能である。西南暖地ではウンカ類やコブノメイガなどの海外飛来性害虫の発生リ

スクが高い。使用基準を厳守して長期持続型の箱施用剤を使用すれば、生育初～中期の被

害を大きく軽減できる。なお、ウンカ類では、薬剤抵抗性の発達が問題化してきているの

で、薬剤の選択にあたっては普及指導機関の指導を受けて欲しい。 

 平成 18 年 5 月に残留農薬のポジティブリスト制が導入されたことから、農薬散布を行

う際には飛散（ドリフト）による近隣作物への影響にも留意する必要がある。病害虫防除

の面からも、WCS 用イネを作付する場合には団地化が望ましい。農薬使用については、

食用イネ栽培農家も含めて地域の関係者で十分な協議を行うことが、WCS 用イネの普及

推進に欠かせない。 

 
⑤ 本田における主要病害の発生生態と防除 

ア いもち病 

イネの最重要病害である。全国的に発生するが、低温や日照不足、多雨条件が発生を促

すことから、特に冷害年に多発生して大きな被害をもたらすことが多い。イネの全生育期

間を通して発生し、発生部位により大きく葉いもちと穂いもちに分けられる。葉いもちで

は紡錘形の病斑を生じ、激しい場合には枯死してしまう。穂いもちでは籾や枝梗が侵され

稔実不良となり、穂首が侵されると養水分の吸収が著しく阻害されて大きく減収する。第

一次伝染源は罹病種子や乾燥状態で保存されたワラであることから、種子消毒と圃場衛生

が防除の基本であり、必要に応じて薬剤防除で補完する。いもち病菌には品種に対する

病原性が異なるレースが存在することから、品種の持つ真性抵抗性遺伝子型と栽培地

域に分布するレースとの関係を把握しておくことも大切である。WCS 用品種の多くは、

交配親となった外国品種由来の抵抗性遺伝子を有しているためにいもち病の発生を認めな

いが、抵抗性品種の作付にも関わらず発病した場合には、いもち病菌レースの分布変動が

疑われることから、速やかに普及指導機関の指導を仰ぐ。罹病性品種を作付けする場合に

は、食用イネ品種に準じて基本的な防除を徹底する。 

 

イ 紋枯病 

 高温多湿条件を好む糸状菌病害で、西南暖地を中心に全国的に発生する。密植や多

肥栽培による過繁茂条件で多発生しやすいことから、植物体全体の繁茂量を大きくす

る必要がある WCS 用イネでは必然的に発生リスクは高く、温暖化に伴なって被害増加

が懸念される。伝染源は罹病イネ上に形成された菌核で、刈株内や土壌中で越年し、

代かき時に水面に浮き上がって浮遊する。イネの葉鞘に付着した菌核は 隣接茎や隣

接株に水平進展し、出穂期頃からは上位葉鞘に病斑を形成しながら垂直進展する。上

位葉鞘に進展するほど減収率が高く、激しい場合には止葉葉鞘や穂にまで病斑を生じ

る。代かき時の浮遊残渣の撤去やプラウ耕、輪作等により圃場内の菌核量を減らすこ

と、出穂期が高温時期と重ならないように品種や作型を検討する等の耕種的な防除を

基本として、多発生時には薬剤防除で補完する。 

 

ウ 稲こうじ病 

  本病に罹るともみが黒い団子のようになることから被害が目立ち、WCS 用イネでも発
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生が多い病害である。罹病穂では不稔粒が増加するとともに千粒重低下などにより玄米収

量が低下する。さらに、病もみの混入や厚壁胞子の付着による種子汚染により、WCS 用

イネ種子生産の阻害要因ともなる。 
伝染源：病もみに形成される菌核と厚壁胞子が越冬し、翌年の伝染源になると考えられ

ている。このうち菌核の形成率は通常数％以下であり、野外の水田中では腐敗することも

多い。これに対して、厚壁胞子は病もみに多数形成され、収穫期までにその多くが圃場に

落下して翌年まで生存していること、前年の秋に厚壁胞子を散布した圃場では翌年の発病

が著しく多くなることから（表 2－9）、主要な伝染源は野外で越年した厚壁胞子と考えら

れる。厚壁胞子および菌核に生じる子のう胞子は、いずれも発芽すると直ちに分生子を形

成する。実験的にイネ葉鞘内へ分生子を注入すると容易に発病するが、厚壁胞子や子のう

胞子を注入しても発病することは少ないことから、感染は分生子によって起こると考えら

れる（図 2－8）。すなわち、野外で越冬した厚壁胞子が翌年発芽して分生子を形成し、何

らかの経路で穂ばらみ期のイネ葉鞘内に侵入すると考えられる。このほか、WCS 用イネ

は晩生種が多いことから、周囲の早生品種や早期栽培稲に形成された厚壁胞子によって二

次感染する可能性もある。また、発芽直後の幼芽期の感染によって成熟期のもみが発病す

る幼芽期感染も報告されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

表2-9　　圃場で越年した厚壁胞子（病籾)が稲こうじ病の発生に及ぼす影響
（八重樫ら1989）

処理 発病株率（％） 株当たり病籾数(個)
厚壁胞子散布 58.2 2.6

無散布 1.6 0.1

注)前年の11月4日に病籾78g/㎡を圃場に散布

注)供試品種は南京11号(出穂期8月18日)

表2-10　稲こうじ病に対する薬剤の散布時期と防除効果
(八重樫ら1989を改変)

処理 散布時期 病籾形成数
(出穂前後日数) (個/30株)

銅粉剤散布 8月　3日(26日前) 151
8月10日(19日前) 10
8月17日(12日前) 13
8月24日(　5日前) 163
8月31日(　2日後) 193

無散布 285

注)供試品種は「とりで1号」(出穂期：8月29日)

注)3反復の平均値

004稲発酵粗飼料_Ⅱ.indd   36 2012/03/13   17:42:30



- 37 -

- 37 - 
 

稲こうじ粒 菌核
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（穂ばらみ期
に感染）

幼芽期

感染？
厚膜胞子

子実体

子のう胞子分生子

 
図 2－8  稲こうじ病の伝染環 （園田 1996 を改変） 

 
発病条件と防除：出穂の遅い晩生品種や晩植栽培、窒素肥料の多用、日陰や水口などで

の発病が多い。また、穂ばらみ期に低温で降雨が多い年や場所、とりわけ出穂前 10～20
日間に低温に遭遇すると発病が多くなる。これまでの調査では、まったく発病を認めない

品種はなかったが、インディカ系もしくはそれを交配した品種・系統に発病が多く、品種

間差異が認められる。WCS 用イネは多肥栽培によって多収を目指すことから、発病が多

くなるリスクが高く、各地で多発事例が認められている。耕種的防除として、多発生しや

すい場所での栽培や晩期追肥を避けるようにする。幼芽期感染の重要性については不明だ

が、発病圃場からの採種を避け、健全な種子を利用する。さらに、防除薬剤としては銅粉

剤があり、出穂 12～20 日前に散布すると高い防除効果が得られる（表 2－10）。近年、本

病菌の DNA 解析が進み、土壌中の伝染源量を定量する技術が確立された。本技術を利用

することにより、稲こうじ病菌の動態解析が可能になるとともに、伝染源量や気象経過を

もとに発生量の予測や防除要否を判断するプログラムが開発中である。 
罹病籾の給与による牛への影響：稲こうじ病菌はウスチロキシン類などのかび毒（マイ

コトキシン）を産生することが知られている。ただし、１穂当たり平均 2 個の罹病籾を生

じている稲こうじ病罹病イネから調製した WCS を牛に給与しても、生産性にはほとんど

影響が無いことが試験的に確かめられている。 
 

エ ばか苗病 

 育苗箱や本田で徒長的な生育を示し、黄化・枯死してしまう糸状菌病害である。枯死株

上には多量の分生子が形成されて飛散し、籾に感染して翌年の伝染源となる。このため、

本田で本病が発生した場合には周辺の食用イネ圃場の伝染源となってしまう。特に採種栽

培圃場ではばか苗病の発生が許されないことから、発生には注意が必要である。健全種子

の使用と種子消毒の励行が防除の大原則である。温湯種子消毒は本病に対する効果がやや

不安定であることから、微生物種子消毒剤との併用が推奨される。 
 
オ 縞葉枯病 

 ヒメトビウンカによって媒介されるウイルス病である。生育初期に発病すると、抽出中

の葉が黄緑色ないし黄白色になり、こより状に巻いて徒長し、曲がって垂れ下がる。この
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ような症状から、「ゆうれい病」とも呼ばれ、発病株の多くは出穂することなく枯死してし

まう。やや遅れて感染した場合には、新葉の葉脈に沿って黄緑色ないし黄白色の縞模様が

現れ、激しくなると全体が黄化する。罹病株は草丈が低く、分げつも少なく、全体に萎縮

症状を示し、のちに枯死する。症状が軽い場合には出穂するが、穂は出すくみ、奇形ある

いは不稔となる。発病株が多い場合には著しく減収する。第 1 次伝染源はウイルスを保毒

したヒメトビウンカであり、本病の発生は媒介虫の発生経過と密接な関係がある。縞葉枯

病ウイルスは、保毒したヒメトビウンカによって経卵伝染する。近年、縞葉枯病が多発傾

向にあるが、その要因として①暖冬によるウンカの越冬生存率の上昇、②稲麦二毛作によ

る稲作開始前までのウンカ発生密度の上昇、③海外からのウンカ飛来、などが考えられる。

防除方法としては、第 1 に抵抗性品種の利用がある。WCS 用品種についても抵抗性が明

らかにされているので、品種選択の参考にする。また、早期・早植え栽培や多肥栽培は本

病の発生を助長する。発生リスクの高い地域では発生予察情報に留意し、ウンカの密度や

保毒虫割合の情報に応じて、薬剤によるヒメトビウンカの防除も検討する。WCS 用イネ

栽培、特に西南暖地における本病の発生動向には、十分注意する必要がある。 
 
カ 南方黒すじ萎縮病（仮称） 

 本病は 2001 年に中国広東省で発生が初めて報告され、2008 年にセジロウンカが媒介す

る新たなウイルス病であることが明らかになった。その後、中国南部やベトナム北部にお

いて発生が拡大し、深刻な被害を生じている。セジロウンカはこれら地域を飛来源として

日本に毎年飛来していることから、国内への侵入が懸念されていたが、2010 年に九州地域

を中心に本病の発生が確認された。本病の症状は、イネ株の萎縮、葉先のねじれ、葉脈の

隆起等であり、症状が激しい場合には茎葉および子実ともに著しく減収する。新しいウイ

ルス病であるために、ウンカ類による媒介特性などについては不明な点が多く、九州沖縄

農業研究センターを中心に研究が進められている。特に西南暖地では、本病の発生動向に

注意する必要がある。なお、疑わしい病徴が見つかった場合には、直ちに普及指導機関に

報告していただきたい（口絵参照）。 
 
キ 心枯線虫病（イネシンガレセンチュウ） 

 葉の先端がこより状に枯れる心枯れ症状を示すとともに、登熟歩合低下による減収や黒

点米の原因となる。これまでに汚染種子由来と推察される WCS 用イネでの多発事例が報

告されている。健全種子の使用と種子消毒が防除の基本である。なお、高汚染種子では温

湯種子消毒の効果が不安定となりやすいことに留意する。 
 
ク その他の病害 

 WCS 用イネの栽培が盛んな九州地域をはじめとする西南暖地では、白葉枯病やもみ枯

細菌病などの細菌性病害の発生が懸念される。集中豪雨や台風による冠水、茎葉の損傷に

よって白葉枯病が突発的に多発生する場合がある。もみ枯細菌病は高温性で、出穂期前後

の高気温と降雨により発生が助長され、不稔や登熟不良を引き起こす。その他、葉しょう

腐敗病も高温性の糸状菌病で、穂の出すくみや不稔を生じることから、減収や種子生産阻

害要因となる。 
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⑥ 本田における主要害虫の発生生態と防除 

ア トビイロウンカ 

西南暖地における水稲作の最重要害虫である。中国南部からベトナム北部が飛来源と推

定される海外飛来性のウンカであるため、発生量は飛来個体数やその後の気温などの条件

によって異なり、年次や地域による変化が大きい。吸汁によって生育が著しく阻害され、

多発生した場合には株全体が枯れ上がり、坪枯れや全面枯れ症状を呈する。発生リスクの

高い地域では、育苗箱施用剤の使用や本田での薬剤散布も必要となる。日本に飛来するト

ビイロウンカは、平成 17 年以降、イミダクロプリド剤に対する感受性が低下しているこ

とが明らかになっているので、薬剤の選択に留意する。 
 

イ セジロウンカ 

本種も海外飛来性のウンカである。これまでウイルス病は媒介しないとされていたが、

2010 年に九州地域を中心に初確認されたイネ南方黒すじ萎縮病の病原ウイルスを媒介す

ることが明らかになった。また、近年は南九州地域の一部において、インディカ品種の血

を引く WCS 用イネで、セジロウンカの吸汁による坪枯れや全面枯れが発生している。ジ

ャポニカ品種の多くはセジロウンカの産卵によって生態防御反応が誘導され、イネが生成

する物質によってウンカの卵死亡率が高まる。一方、インディカ系の品種では生態防御反

応が鈍い。このことが、一部の WCS 用品種でセジロウンカの被害が多発する要因となっ

ていると考えられる。なお、セジロウンカではフィプロニル剤に対する感受性低下傾向が

続いているため、薬剤選択に留意する。セジロウンカの今後の発生動向には注意を要する。 
 
ウ ヒメトビウンカ 

 近年、西日本を中心に関東以西の広い範囲で、ヒメトビウンカの発生密度と本種が媒介

するイネ縞葉枯病の発生面積が増加している。ヒメトビウンカは国内での越冬が可能で、

これまでは海外からは多飛来しないとされていた。しかし、中国江蘇省を中心に多発生し

ているヒメトビウンカが、平成 18 年に西日本に多数飛来したことが確認されたことから、

海外飛来性ウンカとしても発生動向に注意が必要である。本種についても、薬剤抵抗性の

発達に留意する。 
 
エ イチモンジセセリ（イネツトムシ） 

 発生生態と防除：成虫は茶褐色の中型のチョウである。幼虫はイネの葉を綴り合せてツ

トを作り潜んでいて、曇天時や夜間にツトから這い出してイネの葉を食害する。遅植え田

や過繁茂で軟弱に育ったイネ、集落の周辺や山間部などの通風の悪い水田で発生が多い。

WCS 用イネは、食用イネに比較して移植時期が遅くなる場合が多く施肥量も多いため、

葉色の濃いイネを好んで産卵するイネツトムシの集中的な被害を受けやすい。特に第 2 世

代幼虫は、イネの生育盛期に当たる 7 月下旬～8 月中旬に発生することから、激しい食害

によって茎葉重が大きく低下する事例が認められる。さらに、食害によって上位葉が欠損

することにより登熟歩合が低下して、子実の大幅な減収も招く。また、イネツトムシによ

り食害を受けた WCS 用イネは、消化率や栄養価も低下する。このため、多発生時には適

期防除により収量および品質の低下を防止する必要がある。各都道府県から発表される発
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生予察情報を参考に、本田での見回りを行う。なお、常発地域や晩植等の発生リスクが高

い栽培条件では、育苗箱施用剤の利用も検討する。 

 発生予察技術：イネツトムシの防除適期は、葉の食害がまだ軽微な若齢～中齢幼虫の時

期であるが、初期の被害を確認するには注意深く観察する必要がある。このため、害虫捕

獲用の粘着シート（青色、黄色）や昆虫誘引捕獲器などのトラップを用いて成虫の発生消

長を調査することが有用であり（図 2－9）、防除時期を予測することができる。トラップ

を水田に設置して日毎に誘殺された成虫数をグラフにすると、図 2－10 のような山型の発

生消長となる。発生ピークの 10～14 日後が幼虫の若齢～中齢期にあたり、この時期に薬

剤散布を行うと防除効果が高く、収量の低下を防止できる。幼虫が老齢になると急激に摂

食量が多くなり、被害が一気に進むので防除時期を逃さないようにする。この他に、埼玉

県農林総合研究センターが開発したイネツトムシ発生時期予測プログラム「グッタータ」

のように、イネツトムシの発育零点および有効積算温度を用いて気象データから防除時期

を計算する方法がある。 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－9 昆虫誘引捕獲器 

 （原図：横須賀知之） 

 

 
成虫の発生消長

7 月 上 旬      7 月 中 旬      7 月 下 旬      8 月 上 旬      8 月 中 旬

図2－10  トラップを用いたイネツトムシ防除適期の予測法  
      注）発生時期は年次により変動する     （原図：横須賀知之） 

卵  若齢  中齢  老齢  
幼虫の成育ステージ 

発生ピーク 

防除適期  

（約1週間） 

10～14日後  
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オ コブノメイガ 

ウンカ類と同様、中国南部などからの海外飛来性害虫であることから、西南暖地を中心

に被害が多いが、飛来量の年次変動が大きい。飛来虫が葉色の濃いイネを好んで産卵する

ことから、周辺圃場よりも移植時期の遅いイネや施肥量の多いイネに被害が集中しやすい。

幼虫はイネの葉を縦に綴り合せて内側を食害し、次々に新しい葉に移動して食い荒らす。

被害葉は白変し、多発生時には水田全体が真っ白になって目を引く。このため、WCS 用

イネで多発生したばあいには、周辺食用イネ圃場への発生源となる懸念がある。発生リス

クの高い西南暖地では、育苗箱施用剤の利用や本田防除が必要となる場合がある。 
 
カ フタオビコヤガ（イネアオムシ） 

 成虫は小型のガで、幼虫は淡緑色でシャクトリ状に歩行する。近年、全国的に増加傾向

にある。弱齢幼虫はイネの葉をすじ状にかじり、白い食痕がかすり状にできる。老齢幼虫

になると食害量が急速に増加し、イネの葉の中肋のみを残して食害しイネの生育を大きく

阻害する。中山間部の風通しの悪い水田、遅植えや過繁茂で軟弱に生育したイネ、曇雨天

の多い年に発生が多いとされる。葉色の濃い品種や過繁茂となりやすい品種、もち品種の

一部で発生が多い傾向がある。発生予察情報に注意し、本田での見回りを行う。薬剤によ

る防除適期は、発蛾最盛期から幼虫発生初期にある。 
 
キ ニカメイガ（ニカメイチュウ） 

イネの茎内部を食害し、芯枯れ茎の発生による穂数減少、登熟不良や倒伏の助長により

生育を著しく阻害する。近年、食用イネでの発生は少発生傾向が続いているが、茎の太い

品種や葉色の濃いイネを好むことから、WCS 用イネでの発生動向には注意が必要である。 
 
ク 斑点米カメムシ類 

 斑点米を発生させるカメムシは多数の種が知られているが、北日本と西日本地域では水

田内で優先する種類が異なるとともに、その発生生態や被害様相も異なる。これらカメム

シ類は、主に水田周辺の雑草の種子を餌としており、イネ出穂期になると水田に徐々に侵

入してイネの穂を吸汁加害する。吸汁痕が黒変して斑点米を生じ、食用米では規定以上の

斑点米が混入した場合には検査等級が下がってしまい、経済的な損失が大きい。このため、

WCS 用イネそのものでの被害が問題になることは少ないと考えられるが、食用イネでの

斑点米発生には充分に注意する必要がある。特に食用イネ水田と隣接している場合には、

水田内のイネ科雑草や畦畔雑草の管理に注意を払い、WCS 用イネがカメムシ類の発生源

とならないようにすることが大切である。 
 
ケ スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ） 

九州などの西南暖地、特に湛水直播栽培ではスクミリンゴガイによる食害が著しい。こ

のため、スクミリンゴガイ生息地域では、田畑輪換、侵入防止網による水路から本田への

侵入防止、ロータリー耕耘による貝の機械的な破砕等により貝の密度を低下させる。さら

に、落水出芽や浅水管理を組み合わせて食害を耕種的に回避する。平成 20 年にメタアル

デヒド剤によるスクミリンゴガイの防除が可能となったが、食用イネに対する農薬登録で
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あり WCS 用イネには使用できないことに注意する。なお、スクミリンゴガイの生態と防

除対策については、九州沖縄農業研究センターのスクミリンゴガイのホームページに詳し

い。 

 

コ その他の害虫 

 北日本では、イネクビホソハムシ（ドロオイムシ）が多発生する場合がある。その他、

ツマグロヨコバイ、イネミズゾウムシ、イネヒメハモグリバエ、イナゴ類などが主要害虫

として上げられる。 
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(4) 雑草管理 

① 雑草害と雑草管理の重要性 

 WCS 用イネ栽培では、収穫物に混入した雑草も飼料として利用できるので、雑草も含め 
た地上部生産量を確保すれば良いとする考えがある。しかし、雑草が繁茂するとイネの地

上部収量が低下するだけでなく、雑草が病害虫の寄主となってその発生を助長し、収穫作 
業の妨げになるなどの雑草害が生じる。また、収穫物への雑草の混入は、水分含量の違い 
による稲発酵粗飼料の栄養価や発酵品質の低下を招き、牛の嗜好性の低下や雑草の種類に 
よっては有毒物質による家畜の中毒も懸念される。さらには、残存した雑草より脱落した 
多量の雑草種子は翌年以降の雑草多発の原因となる。したがって、WCS 用イネ栽培であっ 
ても、食用イネの栽培と同様に、被害が生じない程度に残草量を低く抑える適正な雑草管 
理が重要である。 

 
② 問題となる雑草 

WCS 用イネ栽培において特に問題となる雑草には、収穫物への混入によって稲発酵粗飼

料の栄養価や発酵品質を低下させる雑草（表 2－11）や水稲栽培で防除困難とされる雑草な

どがある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

表2－11　イネWCSへの混入によって飼料価値を低下させる雑草

栄養

価１）

発酵

品質２）

硝酸態

窒素３）

栄養

価１）

発酵

品質２）

硝酸態

窒素３）

栄養価を低下させる雑草

アゼガヤ × △ ○ コナギ △ △ △

チョウジタデ × ○ △

ヒメミソハギ類 × ○ △ タマガヤツリ △ ○ △

クサネム × ○ ○ ヒレタゴボウ △ ○ △

発酵品質及び安全性を低下させる雑草

イボクサ ○ × × ヒメタイヌビエ ○ ○ ○

発酵品質を低下させる雑草 イヌホタルイ ○ ○ ○

タウコギ ○ × － クログワイ ○ ○ ○

安全性を低下させる雑草 ヤナギタデ ○ ○ ○

タカサブロウ △ ○ × ミズガヤツリ ○ － ○

アメリカセンダングサ ○ ○ × コウキヤガラ － － ○

1)

2)

3)

生重換算で10%混入した場合にＴＤＮ含量が５ポイント以上低下する草種は×，30%混入した場合にＴＤＮ含量が５ポイント

以上低下する草種は△,それ以外の草種は○で示した。－は，調査なし。

生重換算で30%混入した場合にV-SCOREが60点以下になる草種は×，80点以下になる草種は△，それ以外の草種は○で示し

た。－は，調査なし。

生重換算で10%混入した場合に硝酸態質素含量が1000ppm以上となる可能性がある草種は×，100ppm以上となる草種は△，そ

れ以外の草種は○で示した。－は，調査なし。また，雑草中の硝酸態窒素含量は施肥条件，水管理，生育ステージなど環境

条件によって著しく変動する。

草　　種 草　　種

栄養価、発行品質及び安全性に対する影響が懸念される雑草

栄養価及び安全性に対する影響が懸念される雑草

栄養価、発酵品質及び安全性に対する影響が小さい雑草
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アメリカセンダングサやタウコギなどは湛水条件よりも落水条件でよく出芽するので、

できる限り湛水条件を保つなど、水管理に注意して発生を防ぐことが重要となる。コナギ、

ヒメミソハギ類、タマガヤツリなどは代かき後の湛水条件で一斉に出芽するので、初期の

土壌処理型除草剤によって防除する。 
 ノビエ、イヌホタルイ、クログワイは WCS 用イネへの混入による飼料価値への影響は小

さく、タイヌビエでは WCS 用イネに混入してもみかけの収量（イネと雑草の合計乾物重）

や発酵品質に大きな影響は無いとされる。しかし、これらはいずれも水稲栽培における難

防除最強害雑草であることから、適正な防除によって次年度以降の埋土種子や塊茎を増や

さないことが大切である。 
 
③ 雑草防除法 

丁寧な代かき、除草剤（農薬使用の項に掲載）の利用および適正な水管理が WCS 用イネ

栽培における雑草防除の基本となる。省力・低コストが求められる WCS 用イネ栽培では、

より簡便な除草体系や除草剤の使用量の削減が望まれる。WCS 用イネをできるだけ旺盛に

育てることも雑草抑制に有効である。 
 湛水直播栽培では、イネ出芽後に土壌処理剤を湛水処理する。その後、必要に応じて、茎

葉処理剤を処理する。暖地、温暖地などでスクミリンゴガイによる食害回避のためにイネ

出芽後も長期間落水管理する場合は、播種後、初期剤を湛水処理し、その後自然落水によ

る落水管理を行う。必要に応じて、再入水前に茎葉処理剤を処理し、再入水後、減水深が

安定したら土壌処理剤を湛水処理する。 
乾田直播栽培では、乾田期間に発生した雑草は乾田期に土壌処理剤や茎葉処理剤により

防除し、入水後に土壌処理剤を湛水処理する。直播栽培では移植栽培に比べて一般に除草

剤の使用回数が多くなる。少しでも除草剤の使用回数を増やさないために、適正な肥培管

理や水管理により WCS 用イネの生育を旺盛にするとともに除草剤の効果を高く保つよう

心がける。 
クログワイやオモダカなどの難防除多年生雑草やスルホニルウレア系除草剤（SU 剤）抵

抗性雑草（SU 剤抵抗性イヌホタルイや SU 剤抵抗性コナギなど）が発生する水田では、そ

れらの防除が難しい直播栽培は避け、移植栽培でそれらに有効な初・中期一発処理剤とベ

ンタゾンを含む茎葉処理剤を組合せた体系処理により防除する。WCS 用イネ栽培では難防

除雑草の発生密度を低く抑えておくことが重要であり、田畑輪換や秋～冬の耕耘などが難

防除多年生雑草の密度低減に有効とされる。SU 剤抵抗性雑草は SU 剤を含む同じ一発処理

剤を毎年使い続けると発生しやすいことが知られているので、非 SU 剤や抵抗性雑草に効果

がある対策剤とのローテーションを心がける。難防除雑草が繁茂することが事前に分って

いる水田では、できるだけ WCS 用イネ栽培は避け、田畑輪換や食用イネ栽培を行なって徹

底防除を行い、これら雑草の発生密度を低減してから WCS 用イネを栽培することが望まし

い。 
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雑草防除法には、除草剤の他に、（１）品種、耕起法、移植時期、栽植（播種）密度、水

管理、作付体系などの耕種的手段を用いて雑草の発生・生育に不利な条件を作り、雑草を

防除する生態的（耕種的）防除法、（２）水田除草機を利用した機械的防除法、（３）再生

紙あるいはアゾーラを利用したマルチによる物理的防除法などがある。WCS 用イネ栽培に

おける生態的防除法としては、雑草に対する生育抑制力が大きい WCS 用イネ専用品種の利

用や、暖地で行われている刈取り後の再生が旺盛な WCS 用イネ専用品種を用いた２回刈り

栽培の利用などがある。しかし、これらの防除法は、単独で化学的防除法を代替するほど

効果の高いものではなく、また、必ずしも省力・低コストな雑草管理法とはならないが、

化学的防除にこれらを併用することによって除草剤使用量の低減が期待される。 
 

④ 水稲用除草剤に対して高い感受性を示すＷＣＳ用イネおよび飼料米品種 

WCS用あるいは飼料米用品種である「ルリアオバ」、「ミズホチカラ」、「モミロマン」、

「タカナリ」、「ハバタキ」、「おどろきもち」、「兵庫牛若丸」は、トリケトン系 4-ヒドロ

キシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ（4-HPPD）阻害型除草成分であるベンゾビ

除草効果 除草効果

タイヌビエ × ヒメミソハギ ○

ヒメタイヌビエ × ホソバヒメミソハギ ○

イヌビエ ×

アゼガヤ × アメリカセンダングサ ×

タカサブロウ ×

イヌホタルイ ● タウコギ ×

タマガヤツリ ○

ミズガヤツリ ○ イボクサ ×

クログワイ ○

クサネム ×

ミズアオイ ●

コナギ ● チョウジタデ ×

ヒレタゴボウ ×

オモダカ ●

１）

２）

表2－12　WCS用イネ栽培において問題となる主要水田雑草と
　　　　　　 スルホニルウレア系除草成分による防除効果

スルホニルウレア系除草成分は、カヤツリグサ科および広葉雑草に対して広い殺草

スペクトラムを持つ除草剤である。

ミソハギ科

キク科

ツユクサ科

イネ科

カヤツリグサ科

○：防除効果のある草種、●：抵抗性生物型が存在する草種、×：生理的あるいは

生態的な要因により防除効果が期待できない草種

マメ科

アカバナ科

オモダカ科

ミズアオイ科

草　　種 草　　種
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シクロン、テフリルトリオン、メソトリオンにより、場合によっては枯死に至る強い薬

害が生じるので、この除草成分を含む除草剤は使用しないよう、使用前にラベルに表示

されている有効成分を確認する。なお、本マニュアルの次項の『農薬使用』には、トリケ

トン系 4-HPPD 阻害型除草成分を含有する除草剤は記載されていない。 

 

⑤ 漏生イネ対策 

WCS 用イネ栽培では、収穫作業時に多くの種子がほ場内に落下するので、翌年以降にこ 
の落下種子からイネが発生する場合がある （図 2－11）。このような漏生イネが食用イネを

栽培するほ場で多発すると、WCS 用イネ由来の玄米の混入による品質・等級の低下や生育

期の養分や光環境の競合による収量低下といった問題が生じる。 
WCS 用イネを栽培した翌年は、食用イネの栽培は避け、大豆や麦などの畑作物を栽培し

て慣行の除草体系で防除することが望ましい。食用イネの栽培が避けられない場合には、

漏生イネを防除しやすい移植栽培を行なう。やむを得ず直播栽培を行なう場合は、代かき

を丁寧に行って土壌を嫌気化させ、漏生イネの発生を極力低下させる。漏水が激しいほ場

では、代かき後に土壌の嫌気化が進まず、漏生イネが発生しやすくなるので、あらかじめ

漏水対策を施す。 
「ルリアオバ」などのトリケトン系 4-HPPD 阻害型除草成分に感受性を示す WCS 用イ

ネ品種を前年に栽培し、それらが漏生イネとして発生することが予測される水田では、メ

ソトリオンなどのトリケトン系 4-HPPD 阻害型除草成分を含む土壌処理型除草剤を使用し

て防除する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図 2-11 漏生イネの発生状況   

a：乾田直播栽培：播種後43日目  
条間に大量の漏生イネが発生。   

b：移植栽培：移植後14日目   
条間に漏生イネが発生。  

c：湛水直播栽培：出穂期 

食用イネよりも稈長の高い飼 
料イネの穂が多数確認できる 。   

a  b 

c  
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ア 温暖地･暖地の落下種子対策 

WCS 用イネ収穫後は、速やかに耕起して落下種子を土中に埋没させる。適度な水分と温

度があると、落下種子は発芽して冬季に枯死するので、翌春の漏生イネの発生を抑制する

ことができる。その際、湛水を併用するとより効果的である。ただし、耕起後の秋季に有

効積算気温で 100℃・日 (下限温度：平均気温 10.0℃) 以上の温度条件が必要となる。また、

漏生イネの多くは春季の有効積算温度が 480℃・日（下限温度：平均気温 10.0℃）程度に

達する時期までに出芽することから、移植時期を遅くすることによって漏生イネを十分に

発生させ、それをロータリー耕や非選択性除草剤などによって防除する。水稲移植後は、

漏生イネの出芽前にプレチラクロールやブタクロールなどを含む初期剤を代かき後または

移植後に散布して防除する。 
 

イ 寒地・寒冷地・高冷地の落下種子対策 

冬季・春季の気温が低い寒地･寒冷地・高冷地では、埋土によるイネ種子の死滅効果は小

さいことから、WCS 用イネ収穫後は耕起せずに冬季の低温による落下種子の死滅と鳥類等

による落下種子の摂食を促すことが望ましい。しかし、土壌表面種子が死滅や鳥類による

食害ですべて無くなることはない。また移植時期の気温が低く、晩植によって移植前の漏

生イネの発生を助長する効果も小さい。したがって、漏生イネ出芽前の水稲移植前後に、

プレチラクロールやブタクロールなどを含む初期剤を散布するとともに、最終的には、手

取りによる異品種の完全な除去が必要となる。 
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(5) 農薬使用

① 病害虫防除

抵抗性品種の導入や病害虫発生予察を活用した的確な防除対策を基本とし、病害虫の発生が

周辺の食用イネに影響をおよぼさないように配慮しつつ、航空防除の実施地域では作付の団地

化を行うなど、防除対策について地域の関係者で十分な協議を行う必要がある。

その際、コスト低減を図るため、病害虫の発生状況を的確に把握し、必要最小限の防除に努

めることが重要である。

なお、稲用に登録されている農薬のうち、①登録時のデータから稲わらへの残留性が十分に

低いと認められる農薬や稲わらに残留しても牛の乳汁に検出されないことが確認されている農

薬、②平成 15 年度以降に実施した WCS 用イネでの残留性試験や乳汁移行試験により残留性

がないと確認された農薬は、以下のとおりである。

農薬による病害虫防除が必要な場合には、これらの中から、都道府県の稲作指導指針等に記

載されている農薬を、地域の農業改良普及センターの指導に従って作型や病害虫の発生動向等

を踏まえて選定する。農薬の使用に当たっては、当該農薬のラベルに記載されている「収穫○

日前まで」という使用時期の「収穫」を WCS 用イネの収穫（黄熟期）にそのまま適用するた

め、防除可能な期間が食用イネより 1週間～ 10日程度早まることに留意する必要がある。

また、立毛中の稲を利用した放牧についても、本マニュアルに記載された農薬の種類・使用

方法に従うこと。

殺虫剤

農 薬 の 種 類 農 薬 の 種 類

イミダクロプリド水和剤 テブフェノジド・ブプロフェジン水和剤

イミダクロプリド粒剤 フィプロニル粒剤

カルタップ水溶剤 ブプロフェジン水和剤

カルタップ粒剤 ブプロフェジン粉剤

カルボスルファンマイクロカプセル剤 ベンフラカルブ粒剤

カルボスルファン粒剤 ＢＰＭＣ乳剤

ジノテフラン液剤 ※ ＢＰＭＣ粉剤

ジノテフラン水溶剤 ＢＰＭＣ・ＭＥＰ粉剤

ジノテフラン粉剤 ＭＥＰ乳剤

ジノテフラン粒剤 ※ ＭＥＰ粉剤

スピノサド粒剤 ＭＥＰマイクロカプセル剤

チアメトキサム粒剤 ＭＩＰＣ粒剤

テブフェノジド水和剤 ＭＰＰ粉剤

注）※については平成23年12月追加。
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殺菌剤

農 薬 の 種 類 農 薬 の 種 類

アゾキシストロビン水和剤 フェノキサニル粉剤

アゾキシストロビン粒剤 フェノキサニルマイクロカプセル剤

イソプロチオラン水和剤 フサライド水和剤（フロアブル剤に限る。地

イソプロチオラン乳剤 上散布は1000～1500倍に限る）

イソプロチオラン粉剤 フラメトピル粒剤 ※

イプコナゾール水和剤 フラメトピル・プロベナゾール粒剤 ※

イプコナゾール乳剤 フルジオキソニル水和剤

イプコナゾール･銅水和剤 フルジオキソニル･ペフラゾエート乳剤

オキソリニック酸水和剤 フルトラニル水和剤（フロアブルは除く）

オキソリニック酸･フルジオキソニル水和剤 フルトラニル乳剤

オキソリニック酸･ペフラゾエート水和剤 フルトラニル粉剤

タラロマイセス フラバス水和剤 フルトラニル粒剤

チウラム･ベノミル水和剤 プロクロラズ乳剤

チウラム・ペフラゾエート水和剤 プロベナゾール粒剤

銅粉剤 プロベナゾール粉粒剤

銅･フルジオキソニル･ペフラゾエート水和剤 プロベナゾール水和剤

トリコデルマ アトロビリデ水和剤 ベノミル水和剤

バチルス シンプレクス水和剤 ペフラゾエート水和剤

バチルス ズブチリス水和剤 ペフラゾエート乳剤

ヒドロキシイソキサゾール液剤 メプロニル水和剤（ただし地上通常散布に限る）※

ヒドロキシイソキサゾール粉剤 ※ ＴＰＮ水和剤

ピロキロン粒剤 ＴＰＮ粉剤

注）※については平成23年12月追加。

殺虫殺菌剤

農 薬 の 種 類 農 薬 の 種 類

イミダクロプリド・カルプロパミド・チフルザ チアメトキサム・ピロキロン粒剤

ミド・ダイムロン粒剤 フィプロニル・アゾキシストロビン粒剤

カルボスルファン・プロベナゾール粒剤 フィプロニル・イソプロチオラン粒剤

ジノテフラン・フィプロニル・プロベナゾール フィプロニル・イソプロチオラン・ピロキロ

粒剤 ン粒剤

ジノテフラン・プロベナゾール粒剤 フィプロニル・プロベナゾール粒剤

ジノテフラン・プロベナゾール水和剤

農薬肥料

農 薬 の 種 類 農 薬 の 種 類

ウニコナゾールＰ複合肥料 プロベナゾール複合肥料

植物成長調整剤

農 薬 の 種 類 農 薬 の 種 類

ウニコナゾールＰ液剤 過酸化カルシウム粉粒剤

ウニコナゾールＰ粒剤
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② 雑草防除

WCS用イネにノビエ等の雑草が混入した場合、水分含量の相違等から品質が低下するため、

雑草防除を的確に行う必要がある。特に、直播栽培を導入する場合には、雑草が繁茂しやすい

ので、初期の雑草防除が重要である。

稲用に登録されている農薬のうち、直播水稲への適用があり、①登録時のデータから稲わら

への残留性が十分低いことが認められる農薬、②平成 15 年度以降に実施した WCS 用イネで

の残留性試験等により残留性がないと確認されている農薬は以下のとおりである。

除草剤を使用する場合には、これらの中から、都道府県の稲作指導指針等に記載されている

農薬を、地域の農業改良普及センターの指導に従って作型や雑草の発生動向等を踏まえて選定

する。除草剤の使用に当たっては、病害虫防除と同様に、農薬のラベルに記載されている「収

穫○日前まで」という使用時期の「収穫」を WCS 用イネの収穫（黄熟期）にそのまま適用す

るため、防除可能な期間が食用イネより１週間～ 10日程度早まることに留意する必要がある。

また、立毛中の稲を利用した放牧についても、本マニュアルに記載された農薬の種類・使用

方法に従うこと。

除草剤（直播栽培に適用できるもの）

農 薬 の 種 類 農 薬 の 種 類

イマゾスルフロン･エトベンザニド･ダイムロン シハロホップブチル･ベンタゾン液剤

粒剤 ダイムロン･ベンスルフロンメチル･メフェナ

エトベンザニド･ピラゾスルフロンエチル粒剤 セット粒剤

オキサジクロメホン･クロメプロップ･ベンスル トリフルラリン乳剤

フロンメチル水和剤 トリフルラリン粒剤

グリホサートアンモニウム塩液剤 ビスピリバックナトリウム塩液剤

グリホサートイソプロピルアミン塩液剤 ピラゾキシフェン粒剤

グリホサートカリウム塩液剤（ただし、水田畦 ピラゾスルフロンエチル･フェントラザミド粒剤

畔での使用は除く） ピラゾレート粒剤

シハロホップブチル乳剤 ピリミノバックメチル･ベンスルフロンメチ

シハロホップブチル粒剤 ル･メフェナセット粒剤

シハロホップブチル･ピラゾスルフロンエチル･ ペノキススラム水和剤

メフェナセット粒剤 ベンタゾン液剤

稲用に登録されている農薬のうち、移植水稲への適用があり、平成 15 年度以降に実施した

WCS 用イネでの残留性試験等により残留性がないと確認されている農薬は以下のとおりであ

る。

除草剤を使用する場合には、これらの中から、都道府県の稲作指導指針等に記載されている

農薬を、地域の農業改良普及センターの指導に従って作型や雑草の発生動向等を踏まえて選定

する。
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除草剤（移植栽培に適用できるもの）

農 薬 の 種 類 農 薬 の 種 類

イマゾスルフロン・エトベンザニド・ダイムロ シハロホップブチル･ベンタゾン液剤

ン粒剤 ダイムロン・ベンスルフロンメチル・メフェ

イマゾスルフロン･オキサジクロメホン･ダイム ナセット粒剤（有効成分含有量がダイムロン

ロン水和剤 4.5％、ベンスルフロンメチル0.51％、 メフ

インダノファン・クロメプロップ・ベンスルフ ェナセット10％の農薬に限る）

ロンメチル粒剤 ドレクスレラ モノセラス剤

オキサジクロメホン･クロメプロップ･ピリミノ ビスピリバックナトリウム塩液剤

バックメチル･ベンスルフロンメチル剤 ピラゾスルフロンエチル粒剤

オキサジクロメホン･クロメプロップ･ベンスル ピラゾスルフロンエチル･フェントラザミド

フロンメチル水和剤 水和剤

カフェンストロール・シハロホップブチル・ダ ピラゾスルフロンエチル･フェントラザミド

イムロン･ベンスルフロンメチル水和剤 粒剤

グリホサートカリウム塩液剤（ただし、水田畦 プレチラクロール粒剤

畔での使用は除く） ペノキススラム水和剤

シハロホップブチル乳剤 ベンタゾン液剤

シハロホップブチル粒剤 ベンタゾン粒剤

シハロホップブチル･ピラゾスルフロンエチル･ ペントキサゾン水和剤

メフェナセット粒剤
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３ 収穫・調製・輸送 

 WCS用イネはTDN含量やモミの消化性を考慮すると黄熟期が収穫適期である。WCS用イ

ネは主にロールベールサイレージとして収穫調製され、その体系には牧草用作業機械を利用

した体系（予乾体系）と専用収穫機（コンバイン型とフレール型）や汎用型飼料収穫機のダ

イレクト収穫体系がある。WCS用イネの収穫作業をどのように行うかは、各地域の条件を考

慮して作業体系や機種選定を行うことが重要である。専用収穫機体系においてほ場内で自走

式ベールラッパを用いる場合、密封作業が全体の作業量の制約要因となる。また面積の拡大

にともない刈り遅れ等による適期収穫ができなくなるため、刈り遅れにならないように早晩

性の異なる品種を組み合わせるか、同じ品種でも作型を変えることで収穫に幅を持たせるこ

とが必要である。 
WCS用イネのロールベールサイレージ調製のために必要な梱包密度は150kg/ｍ3以上とし、

安定した発酵品質を保つには乳酸菌の添加が効果的である。フィルムの巻き数は６層巻を基

本とし、長期保存を行うためには８層巻き以上とする。また保管場所での鳥獣害対策を行い

フィルムの破損防止に留意する。 

 

(1) 機械作業 

 WCS 用イネの収穫体系にはフォレージハーベスタにより収穫し、固定サイロに調製する方法

とロールベールサイレージとして調製する方法がある。また新たな体系としてフォレージハーベ

スタで収穫・細断した材料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。

何れにしても現在のような流通をともなう 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。さらにロールベールサイレージ体系においても、牧草用機械を利用した体

系と専用収穫機による体系に分けられる（図 3－1）。特に牧草用機械体系では乾田や地耐力が

十分で収穫時期に大型機械での作業が可能なほ場に限定される。 
 

【牧草用機械体系】

刈取り 集草（反転） 梱　包 （搬出・輸送）

モーア テッダ・レーキ
牽引式

ロールベーラ

密　封 搬出・輸送

〃

【専用機械体系】

（搬出・輸送）

注）専用機械体系における刈取り・梱包作業の機械には、汎用型飼料収穫機（リールヘッダ装着時）を含む。

　　自走式ベールラッパは、リフト機能を利用して梱包の圃場外への搬出と運搬車への積載もできる。

　　　　  　は未ラップの梱包を搬出・輸送して保管場所で密封してから保管する体系を示す。

ベールグラブ等

保
　
管

ベールグラブ等

ベールラッパ
（自走式、牽引式）

刈取り・梱包

ＷＣＳ用イネ専用ロールベーラ
（ダイレクットカット方式）

 

 
図 3－1 ＷＣＳ用イネのロールベールサイレージ収穫調製体系 
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① 牧草用機械体系（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、畜産農家の現有する機械

を活用することで、専用収穫機などの新たな資本投資を必要とせず、特に大区画ほ場において

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にある。牧草用

機械体系では、まず立毛状態のイネの刈り落し作業が必要であるが、収穫時期の WCS 用イネ

の水分によっては予乾作業（反転）を省略することが望ましい。水分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モミの脱粒による栄養価の低下を防止するため、過度の反

転作業は控える。一方、ビタミンＡ制御型の肥育牛に給与する場合は、予乾処理を行うことで、

低 β－カロテン含量の稲発酵粗飼料を生産できる。 
 

② 専用収穫機体系 

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

レール型と呼ばれる２つの機種の自走式ダイレクト収穫方式のロールベーラが実用化され、両

機種とも改良を加えて作業能率や作業性等の向上が図られてきた。コンバイン型専用収穫機に

ついては、特に 2008 年に従来機と比較して大きく改良された。改良されたコンバイン型専用

収穫機（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。さらに細断型ロールベーラのネット装置

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を成形

できるようになっている（図 3－2）。さらに長稈で多収な WCS 用イネ専用品種にも対応でき

るように、細断部（ディスクカッタ）への搬送チェーンの角度を変えるとともに、搬送部の縦パ

イプをなくし、コンバイン型専用収穫機の欠点であった長稈品種にも対応できるようになった。 
 もう１つのタイプは、刈取部にフレール式ハーベスタを装備しベール成形室を搭載したフレ

ール型専用収穫機（コンビネーションベーラ、飼料コンバインベーラ）と呼ばれているもので

ある。このタイプの専用収穫機はコンバイン型専用収穫機と比較してモミに傷が付きやすく、

多収で長稈の WCS 用イネにも対応でき、専用収穫機と呼ばれているもののソルガム等の収穫

や予乾したワラの拾い上げと梱包にも利用できることも特徴の一つである（図 3－2）。また、

フレール型専用収穫機はコンバイン型専用収穫機と比較して、刈幅やロール寸法が小さく、作

業能率がやや劣っていたが、2010 年度販売機種からは刈幅を 140cm から 150cm にし、ロール

寸法も大きくすることで（表 3－1）、作業能率の向上が図られた。さらにフレール型専用収穫

機は、収穫時の損失率がコンバイン型よりも大きいことが欠点であったが、成形部のローラに

平ベルトを装着することによって損失率の低減化も図られた。 
 専用収穫機は両機とも走行部はゴム履帯を利用しており、平均接地圧も小さいことから軟弱

ほ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

ネの収量やほ場条件等にも影響されるものの約 20 分/10ａである。また発酵品質の安定化を図

るために両機種とも乳酸菌を添加できるようになっている。 
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刈取・搬送部

刈取部刈取部
細断・攪拌部

ベール成形部 ベール成形部

（フレール式）

刈取・搬送部 ネット装置
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

エンジン出力（ｋＷ/rpm）

 幅×接地長 （mm）

 平均設置圧 （ｋＰａ）

－

  注）両機の主要諸元は各メーカのカタログより抜粋した。

ネット 

ディスクカッタ（30mm） 100-150mm （平均）切断方式

スチールローラ方式＋平ベルト

 ベール寸法  （mm） 直径 1,000×幅 850 直径 1,000×幅 860 

混合方式

刈
取
部

自脱型コンバインの刈取部を利用

梱
包
部

 ベール方式 チェーンバー方式

 結束方式 ネット

５

ダブルディスク

フレール方式 
1,650～1,725 1,500

 刈取条数 （条） 

 刈取方式

 刈 幅   （mm） 
５ (30cm 条間）

行
部

履
帯

500×1,760 450×1,700 
23.6 24.1

 変速方式 ＨＳＴ式 ＨＳＴ式

 機体質量 （kg） 4,200 3,770

62.8/2600 61.0/2500

機
体
寸
法

 全  長   （mm） 5,200 4,435

 全  幅   （mm） 2,030 2,335

 全  高   （mm） 2,650 2,375

表 3-1 実用化されているＷＣＳ用イネ専用収穫機の主要諸元

項  目 コンバイン型専用収穫機 フレール型専用収穫機

走

図 3－2 実用化されているＷＣＳ用イネ専用収穫機の概念図 

左：コンバイン型専用収穫機、右：フレール型専用収穫機 
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これら専用収穫機と呼ばれる 2 機種の他に、WCS 用イネを収穫できる自走式作業機として、

汎用型飼料収穫機が開発されている。本機は専用収穫機と異なり、収穫部のアタッチメントを

取り換えることで青刈りトウモロコシや予乾牧草、WCS 用イネを収穫することができる（図 3
－3）。WCS 用イネの収穫を行う場合には、収穫部にリール式のアタッチメントを装着する。

走行部はクローラ式であるため、人が何とか歩ける程度の軟弱な水田ほ場でも作業が可能であ

り、ネット結束時もホッパに一時的に貯留できるため、ロールベールのネット結束・放出の間

もノンストップで作業できる。30a 程度のほ場の場合、1 時間当たりのほ場作業量は 20～30a
であり、5a 前後の小さなほ場でも 1 時間当たり 10a 程度の作業が可能である。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 に設定する。ロー

ルベールの質量は，含水率 59~70%の条件では平均 330kg 程度になる。本機は WCS 用イネだ

けでなく、多様な飼料作物の収穫と高密度な梱包作業が行えることから、コントラクター組織

への導入が進んでいる。 

青刈りとうもろこし収穫時 ・｣牧草収穫時 WCS用イネ収穫時

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

アタッチメント種類 ロークロップ式 ピックアップ式 リール式

作業幅 （mｍ） 1,500（２条） 1,600 2,060（６条）

ホッパ 容 量 （m ３ ）

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3-2 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

 

 
 

図 3－3 ＷＣＳ用イネにも対応できる汎用型飼料収穫機の概念図とＷＣＳ用イネの収穫 
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牧草用収穫機（ロールベーラ）や専用収穫機、あるいは汎用型飼料収穫機で梱包したロール

はベールラッパを用いて密封する。この場合、牧草用のトラクタ牽引式ベールラッパでも密封

作業を行うこともできるが、軟弱なほ場条件では自走式ベールラッパで密封処理を行って直接、

ほ場外へ搬出する体系が望ましい。また、専用収穫機や汎用型飼料収穫機は高密度な梱包が行

えるようになったことから、重いロールベールが成形されるようになり（300kg/個以上）、自

走式ベールラッパについても 300kg 以上のロールベールにも対応できるように改良されてい

る。一方、輸送時のフィルムの破損防止から、未ラップの状態で輸送して畜産農家の庭先やス

トックヤードで密封して保管する体系もあるがフィルムの破損率は低減化されるものの輸送時

の損失率は大きくなる。 
 
③ 収穫作業の効率化のための簡易運搬装置 

 WCS 用イネの刈り取りから梱包までを連続で行う専用収穫機は自走式ベールラッパと組み

合わせることが多いが、刈り取りから密封・ほ場内運搬作業までを含めると 1ha 当たり 5～6
時間を要しているのが実状である。しかし、WCS 用イネは主に転作作物として栽培されるた

め、一般水稲との作業競合を低減するためにも、作業能率の向上に対する要求は高い。そこで、

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。 
 ロールキャリアは収穫機の後部に着脱可能な運搬装置で、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

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最大 35％短縮される。なお、ロ

ールキャリアは現在、初期型のフレール型専用収穫機に対応したモデルが市販されているほか、

新型収穫機や他のタイプのロールベーラへの対応も検討されている。 
 

0 25 50 75 100 125  

 (a)ロールキャリア無しの場合 

0 25 50 75 100 125  

 (b)ロールキャリアを使って両側に搬出する場合  

 
図 3－4 ロールキャリアを用いた刈り取り同時運搬作業（左）とロールベール分布の例（右） 
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④ 品種と栽培法を組み合わせたＷＣＳ用イネ収穫適期拡大技術 

 WCS 用イネの生産拡大にともなって、単一品種を同じ作型（移植・播種時期）で栽培する

地域では、収穫適期である黄熟期に作業を完了できずに刈り遅れとなる事例が見受けられるよ

うになった。そこで、早晩性の異なる品種を組み合わせたり、同じ品種の作型を変えることに

より、出穂期や黄熟期に幅を持たせる技術が開発されている。耕種農家が個別に作業を行い、

地域の作型がほぼ単一である地域では、基幹品種の黄熟期との差が 10 日程度確保できる品種

を選定し、必要に応じてより早生・晩生品種も選定する。また、同じ品種を用いる場合でも、

移植・播種時期を 4 週間程度遅らせると、黄熟期を 2 週間程度遅らせることができるため、代

かき作業が制約要因となるような大規模経営では有効な対策となる（図 3－5）。なお、品種や

作型の配置に当たっては、収穫作業の能率が向上するように、ほ場をまとめて団地化すること

が望ましい。 

 

図 3－5 品種・栽培法の組み合わせ例（2008 年、茨城県結城市） 

注）■から■までの実線の期間に移植・播種作業を行い、●から●までの実線 

の期間に収穫作業を実施した。 
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(2) サイレージ調製 
① 材料草の条件 

黄熟期で収穫する WCS 用イネは水分 65％以下のものが多く、比較的良質発酵できる適 
当な水分範囲であり、ダイレクト収穫も可能である。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、

嫌気的条件を作るのが難しい。また WCS 用イネには付着する不良菌である好気性細菌、カ

ビおよび酵母菌の数が多く、発酵品質の決め手である乳酸菌の数は少ない。乳酸菌の栄養

源となる可溶性糖類をみると、WCS 用イネ乾物中のサッカロース、グルコースおよびフル

クトースの含量は、トウモロコシに比べ遥かに低い。従って確実に良質サイレージを調製

するため、乳酸菌などを添加することが必要である。 
 
② 稲発酵粗飼料の調製 

ア 収穫時期の把握  

WCS 用イネの TDN 含量は完熟期で高いが、生育が進むとモミのふんへの排出率は高 
くなる（図 3－6）。ふんへ排出されるモミの養分を勘案しても、TDN 収量が最大になるの

は、黄熟期である（図 3－7）。モミの消化性と収穫時の脱粒性を考慮すると、黄熟期（出穂

後 30 日頃）に収穫するのが最も適当である。ダイレクト収穫の専用収穫機を利用する場合

は必ずこの黄熟期に収穫する。それに対して、2～3 日予乾を行う体系の場合は、刈り落と

し後に水分を下げること（予乾）ができるので、収穫適期は糊熟期～黄熟期と幅をもたせ

ることができる。熟期の判定にあたっては、出穂後の日数、穂の状態を目安とする（表 3
－3）。ただし、稲の登熟は、高温多照条件下では促進され、低温少照条件下では遅延する

ので、登熟期の気象経過に注意する。 
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図 3－6 稲の熟期とモミの排出率    図 3－7 稲の熟期と収量、栄養価との関係   

（東北農試 1981、1988、愛媛大学 1979、                  （東北農試 1988） 

     新得畜試 1986 の平均値） 
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熟　期 出穂後の目安
黄化籾の割

合
稲の状態

乳熟期 10日後 0% 穎は黄緑色で、穀粒は葉緑素が存在し緑色。胚乳は乳状。

糊熟期 10～25日後 0%
穎は黄緑色で、穀粒は葉緑素が残っており、黄緑色。胚乳は糊
状。

黄熟期 25～40日後 50～75%
穎は黄緑または褐色で、穀粒は葉緑素が消失し黄色。胚乳はロ
ウ状。穀粒は爪で容易に破砕できる。

完熟期 40～50日後 95% 穀物は乾燥して固くなり、爪で破砕できない。

注１） 各熟期の日数は、茨城県つくば市で栽培されたクサホナミを指標とした目安であり、品種の早晩性（早生品種では

登熟は早まる）や登熟期の気温（気温が低いと遅れる）によって変動する。  
 
降雨直後の収穫では高水分サイレージとなり、発酵品質が低下するので避けることが望

ましい。特に予乾を伴う作業体系の場合、気象予報で 2～4 日間程度の晴天を見込んで収穫

を開始する。なお、脱粒しやすい品種の場合には、刈り取りを早めて（糊熟期）、脱粒を防

止するとともに、強度な反転作業は避ける。 

 

イ 梱包密度 

専用収穫機や牧草用収穫機の体系とも、乳酸発酵を促進するために材料中の空気を排除

して成形の良いロールを作ると同時に、ロールの梱包密度を高める必要がある。梱包密度

の目標値は 150kg/m3以上であり、作業前には収穫機のベルトの緩みなどがないように作業

前の点検を行い、密度が低くならないように十分に注意する。また収穫する際には、土砂

が材料に混入しないように心がける。 

改良されたコンバイン型専用収穫機は細断・攪拌機構を有していることから、梱包密度

は従来型の 1.5 倍以上の高密度となる。そのため、サイレージ発酵品質も良好でカビ等の発

生も少ない。 

 
ウ 密封  

梱包後に空気に長期間さらされていると、好気性微生物は材料草中の単少糖を消費す 
るため、梱包後はできるだけ短時間で密封作業を行う。フィルムの巻き数は多くするほど

長期保存に適するが、収穫翌年の夏を越えるような長期保管では 8 層巻き以上が望ましい。

また保管場所へ輸送後に再ラッピングすることも品質の安定化のためには有効的な方法で

ある。 

 
③ 添加物の利用 

 降雨の後や早刈りで予乾が困難な場合など調製時の条件が良くない場合には、添加剤

を利用すると貯蔵性の改善に効果がある。 

 

ア 乳酸菌添加 

現在、乳酸発酵能力に優れ、稲発酵粗飼料の品質改善に高い効果を有する優良菌株とし 

表 3－3  ＷＣＳ用イネの熟期の判定方法 
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て凍結乾燥添加剤「畜草1号」が商品化されている（図3－8）。「畜草1号」は水溶・噴霧

タイプで、調製現場での添加量はWCS用イネの新鮮材料草1トン当たり5ｇである。「畜草１

号」は水道水で溶かして添加することもできるので、ロール20個分の添加液調整時間は5分
程度である。 
牧草用収穫機（トラクタけん引式ロールベーラ）における添加は、ピックアップ装置で

拾い上げる時に噴霧する方法であり、専用収穫機の場合は刈取と同時に噴霧する方法であ

る。 
「畜草1号」を添加した稲発酵粗飼料では無添加区に比べ、乳酸菌数が高まり、不良菌で

ある好気性細菌、酪酸菌およびカビの菌数が減少する。また、乳酸菌を添加した稲発酵粗

飼料はｐＨが低下し、乳酸が多く作られ、その発酵品質は向上するとともに、その長期貯

蔵性も改善される（図3－9）。   
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 その他サイレージ用として市販されている乳酸菌製剤、農家が自家製でできる事前発酵

乳酸菌（FJLB)はいずれも使用可能であるが、特にFJLB を用いる場合には、文献等を参

考にして使用前にpHや有機酸組成を十分に調査し、不良菌が繁殖しないような条件で用い

ることが重要である。 

図 3－9 専用収穫機による乳酸菌の添加状況（左：操作部下のポリタンク）と発酵品質（右）

図 3－8 乳酸菌「畜草１号」添加剤（左）と凍結乾燥粉末（右） 
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④ フォレージハーベスタの活用によるサイレージ調製 
大区画ほ場において効率的に WCS 用イネを収穫する方法の一つとして、フォレージハー 

ベスタと細断型ロールベーラを組み合わせた体系がある。本体系で用いた収穫用機械はロ

ータリ式ロークロップアタッチ装着（刈取幅：2.28ｍ）のハーベスタであり、国内でも販売

されている（図 3－10）。本機はクローラ型のトラクタに装着することで湿田でも作業を行

うことができ、WCS 用イネの収穫にも活用することができる。さらに収穫物（細断物）を

細断型ロールベーラへ投入することで高密度なロールベールサイレージとして調製がで

き、フレール型の専用収穫機を用いた体系での発酵品質と同等の品質が得られる（表 3－4）。
なお、本体系は小区画ほ場での作業はやや不向きであるものの、大区画ほ場においては効

率的に作業を行うことができる（図 3－11）。また、ピックアップアタッチメントを装着す

ることで、予乾体系にも対応できる（図 3－12）。 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表3-4　フレール型体系とフォレージハーベスタ体系で収穫調製した発酵品質

区分 処理 水分 ｐH VBN V2-score 評価

（％） Lact C2+C3 C4～ mg/100g現物 点

１番草 フレール型 74.0 4.4 0.19 0.72 0.64 23.9 56 可

細断型 74.9 4.8 0.04 0.70 1.30 52.6 47 可

2番草 フレール型 72.1 4.0 1.12 0.24 0.03 26.0 96 良

細断型 67.8 4.0 1.96 0.23 0.00 20.2 100 良

有機酸組成（現物％）

 
 
 
 
 

図 3－10 ロータリ式ロークロップアタッチ装着のフォレージハーベスタ 

注）処理のフレール型はフレール型専用収穫機を用いた体系、 細断型はフォレージハーベ

スタ＋細断型ロールベーラの体系を示す。 

  品種はＴＨＳ１であり、１番草の生育ステージは乳熟期、２番草は黄熟期である。 
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図 3-11 作用機械体系ごとの作業時間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3－12 ピックアップアタッチメントを装着したフォレージハーベスタ 

注 1)２回刈り栽培（THS1）における１回目の収穫調査結果（鹿児島県・鹿屋市、2008 年 7 月）。ほ場

区画：フレール区 9.6a、ハーベスタ区 20.5a。 

 2）使用機械：①フレール型専用機、自走式ベールラッパー等、②ハーベスタ、細断型ロールベーラ、

自走式ベールラッパー等。 

 3）ハーベスタの刈取作業時間にはロールベーラ（定置）間の移動および荷渡時間は含まれない。 

 4）10a 当たり収穫ロール数・収量（全刈）：フレール区 17 個・3,160kg、ハーベスタ区・10 個・3,180kg。
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(3) 予乾収穫 

① 牧草用収穫機を用いた体系 

稲発酵粗飼料の収穫法には、専用収穫機を用いるダイレクトカット体系（専用収穫機

体系）と、牧草用収穫機を利用する予乾収穫体系があり、両体系には一長一短がある。高

価な専用収穫機を必要とするダイレクトカット体系に比べ、畜産農家が所有する牧草用収

穫機を用いる予乾体系は（図3－13）、新たな機械投資が不要で機械コストの面で有利で

ある。しかし、予乾体系では一般に車輪トラクタが使われ、地耐力の高いほ場に限定され

る。このため、予乾収穫は排水が良好なほ場に限られ、早い時期から落水して地耐力を高

めておく必要がある。  

   

 

 

 

 

   

   モーア                レーキ              牽引型ロールベーラ 

図3－13 牧草用収穫機を用いる予乾収穫体系 

 

② 自脱コンバイン等を汎用利用した予乾体系 

自脱型コンバインを汎用利用するためには、自脱コンバインの刈取り部とこぎ胴の間

の刈り稈搬送用部品の一部を取り外し、脱穀選別部のフィードチェーンに簡単なカバーを

装着する。このような簡易な改良によって稲の刈倒し作業に利用できる。稲を刈倒して予

乾した後、梱包作業に稲わら収集用の自走ロールベーラを用いれば、レーキによる集草作

業を行なわず、自脱コンバインで刈倒したウィンドローのまま拾い上げ・梱包が可能であ

り、土壌硬度（深さ0～15cm平均）が0.4MPa程度の地耐力の低いほ場にも適応可能であ

る（図3－14）。  

自脱コンバインの部品交換はユーザーの責任で行なうことになる。詳細は、以下ホー  

ムページに掲載されている（http://tohoku.naro.affrc.go.jp/periodical/pamphlet/file/wcs.pdf）。  

 

   

 

 

 

 

 

自脱コンバイン      自走ロールベーラ      ラッピングマシン  

図3－14 自脱コンバインと自走ロールベーラ用いた予乾収穫体系 

             

③ 予乾した飼料イネの梱包密度および発酵品質 

図3－15にウィンドローの予乾による水分変化を示す。供試ほ場の乾物収量（地上5cm 

刈倒し 集草 梱包 

刈倒し 梱包 ラッピング 
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以上）は「夢あおば」（乳熟期）で983kg、「べこごのみ」（黄熟期）で958kg/10aであ

る。自脱コンバインで刈倒したウィンドローの乾燥速度は、晴天で乾物収量が1ｔ /10a程
度の場合、2.5～3.5％/hであり、3～4時間の予乾で10％程度水分が低下する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予乾して材料水分を下げることで、図3－16に示すようにロールベールの乾物見掛け密

度は上昇する。例えば、水分65％の乾物見掛け密度は140kg・DM/m3程度であるが、50
％まで予乾した場合には190 kg・DM/m3程度まで高密化する。このように、水分を15％
程度下げることで、ロールベールの密度の上昇によって、ベール個数を7割程度に減らす

ことができる。ベール個数の低減によって搬送・貯蔵コストやラップフィルムなどの資材

コストが低減する。 
予乾処理がサイレージ品質に及ぼす効果について、対照区は予乾無しで刈倒し直後に梱

包し、予乾区は3～4時間の予乾を実施した場合、両区を比較すると、8ヶ月貯蔵後の発酵

品質において、V－スコアで両区に顕著な差が認められる（表3－5）。このように、水分

の高い乳熟期においても、3～4時間の予乾で水分を10％程度下げることで、高品質なサ

イレージ調製が可能である。 
 

  

水分 乳酸 酢酸
ﾌﾟﾛﾋﾟｵ
ﾝ酸

ｎ酪酸
VBN/T

N

(%) (%)

対照区 66.6 5.2 0.11 0.57 0.01 0.42 11.4 34

予乾区 55.2 5.8
*

0.20 0.27
*

ND 0.02
**

4.7
**

92
**

注１）対照区は、・体系で刈倒し直後に梱包（平17.9.8）

注２）・｣区は、・体系で刈倒し後３～4時間で梱包（平17.9.9）

注３）品種「べこあおば」乳熟期、ベール径1.2m

注４）ND:検出されず、*：P <0.05、**：P<0.01

ｐH Ｖ-ｽｺｱ

(新鮮物中%)

  

 

 

 

乾物収量（地上5cm上）は、夢あおば（乳熟期）：983kg/10a、 

べこごのみ(黄熟期）：958kg/10a 

図3－15  自脱コンバインで刈倒した稲の水分変化（2007，盛岡） 
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図3－16 ロールベールの乾物見掛け密度 
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表3-5 サイレージの発酵品質（8ヶ月貯蔵） 
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④ ＷＣＳ用イネのβ－カロテンおよびビタミンＥ（α－トコフェロール）含量 

  植物に含まれるカロテン類のひとつである β－カロテンは、生体内でビタミンＡに変換 
される（1mg の β－カロテンは 400 国際単位（IU）のビタミン A に変換される）。 
 ビタミンＥは、生物的抗酸化剤として脂質の酸化防止や肉質（肉色）の保持に関与し、

植物中には α－、β－、γ－、δ－トコフェロールと、それらの立体異性体の計 8 種類（同

族体）が存在している。その中でも、α－トコフェロールは生理活性が最も高く、生草中

に多く含まれている。 
  立毛中のイネに含まれる β－カロテンは、乳熟期から黄熟期に急激に減少する。β－カ

ロテン含量を部位別でみると葉部が最も高く、次いで茎部、穂部の順である。しかし、品

種や栽培条件等の影響を受けその含量は大きく変化し、黄熟期でも牧草サイレージと同程

度の含量を示すことがある。また、α－トコフェロールは、乾草や稲わらに比べ豊富に含

まれており、生育にともなう低下が β－カロテンに比較して緩慢である（図 3－17）。 

      図 3－17 WCS 用イネの生育ステージ別β－カロテンおよび 

ビタミン E(α－トコフェロール)含量（６試験研究場所のデータ集計値） 

 

  刈取りと同時に梱包し調製された稲発酵粗飼料中の β－カロテンとビタミン E 含量は、

貯蔵中に徐々に減少する。しかし、特に β－カロテンの減少程度は調製時の条件等により

一様ではなく、高い含量が維持される場合（図 3－18）や稲わら並に低下する場合もある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 3－18 稲発酵粗飼料貯蔵中のビタミンＥ（α－トコフェロール）、β－カロテン含量 

の変化（中西ら 2005）収穫はフレール型専用収穫機、供試品種「はまさり」 
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⑤ 予乾処理によるβ－カロテン含量の低減化 

  β－カロテンは、空気（酸素）や光（紫外線）により酸化分解されることから、予乾処

理を組込んだサイレージ調製が β－カロテン含量の低減化に有効である。 
図 3－19、20 に示したとおり、WCS 用イネの β-カロテン含量は予乾処理を行うことで低

下する。また、乾物中の β－カロテン含量が 20mg／kg 以下の黄熟期の WCS 用イネの場

合、1 日予乾後に調製することで稲わら並みに低減できる。一方、この場合の α－トコフ

ェロール含量は、刈取り時に比べ減少するものの、乾草や稲わらより高い含量を維持する

（図 3－21）。 

     図 3－19 天日乾燥に伴う WCS 用イネのβ－カロテン含量の推移（大宅ら 2005） 

       凡例の( )内の数値は刈取り月日を示す． 

供試品種「モーれつ」、モアコンで刈取り反転を実施. 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－20 熟期の WCS 用イネの予乾日数とβ－カロテン含量（金谷ら 2006） 
刈取り 2003 年 8 月 21 日、供試品種「クサユタカ」、モアで刈取り反転なし、 

サイレージは 120cm 径で１ヶ月貯蔵． 
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図 3－21 黄熟期における 1 日の予乾処理が WCS 用イネのβ－カロテンおよび 
ビタミンＥ（α－トコフェロール）含量に及ぼす影響（金谷ら 2006） 

刈取り 2005 年 9 月 8 日、供試品種「どんとこい」、モアで刈取り反転なし、 
サイレージは 120cm 径で１ヶ月貯蔵  
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⑥ 葉緑素計を用いたβ－カロテン含量の簡易推定法 

  一般に、β－カロテンの測定は、高速液体クロマトグラフィー（HPLC）を用いて行わ

れるが、前処理等の準備が煩雑で測定に時間を要することから生産現場では迅速な対応が

できない場合もある。そこで、SPAD-502 を用いた簡易な β－カロテンの測定法が開発さ

れている（SPAD 法）。なお、SPAD-502 とは、イネの葉緑素（クロロフィル）を測定す

るハンディタイプの計測器で施肥設計等に利用されている機器である。 
    SPAD－502 と高速液体クロマトグラフィーを用いた β－カロテン含量の測定値を比較

した結果（図 3－22）、WCS 用イネ（ホシアオバ）の止葉の SPAD 値とイネ全体の β－

カロテン含量との間には高い相関が認められた。このことから、SPAD－502 を用いて β

－カロテン含量を推定することができるものと考えられる。 
  ただし、SPAD 法は、あくまでも収穫前の立毛イネの β－カロテン含量を簡易に推定す

る方法であり、サイレージ中の β－カロテン含量の推定には利用できない。また、図 3－
22 に示した SPAD 値と β-カロテン含量の回帰式は、品種や栽培条件、気象条件等により

異なることが予測されるため、実際の給与設計に利用する場合には、高速液体クロマトグ

ラフィー（HPLC）を用いて化学分析を実施し正確な値を把握することが望ましい。 

図 3－22 ホシアオバの SPAD 値とβ－カロテン含量との関係（平岡ら 2003） 

       注）SPAD 値は止葉の値、β－カロテン含量はイネ全体乾物当たりの値を示す。 
            2002 年および 2003 年の両推定式の係数の間には、傾きと回帰定数ともに有意差なし。 

両推定式を併合した結果、新たに得られた推定式は、ｙ＝2.068ｘ－30.62 となる。 

（参考） 
  SPAD-502 を用いて β－カロテン含量を推定する手順は以下のとおりである。  

１）生育が平均的な地点を 3 カ所程度選ぶ（坪刈り収量調査の対象となる地点）。  

２）各地点から健全な止葉を選び、葉身全長を約 5 等分した後、SPAD－502 を用いて測定する。  

得られた数値の平均値を SPAD 値とする（葉身 5 カ所の平均）。  

３）策定された推定式のｘにSPAD値を代入してイネ乾物当たりのβ－カロテン含量を推定する。  
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(4) 輸送と長期保管技術 

① 輸 送 

ほ場で密封されたロールベールはベールグラブ等で運搬車に積載し、保管場所まで輸送

して荷降ろして給与まで保管する。この輸送作業においてはラップフィルムの破損だけで

なく、ベールグラブ等で密封後のロールベールを強く把持するとロールが変形し、材料草

とフィルムの間に空気が侵入し、糸状菌が増殖して腐敗し、給与できなくなり多大な損失

となる場合がある。そのため、把持作業においてはロールを変形させないように丁寧に扱

うことが必要である。なお、輸送時のフィルムの破損防止のため、損失率は大きくなるも

のの、未ラップの状態で輸送して保管場所で密封する体系もある。  

輸送されてきた多数のロールベールは安定的に長期間保管しなければならない。多くの

要因でフィルムの破損、劣化、ゆるみ等が発生するが、最も重視すべき点はサイレージの

嫌気的条件を給与まで確保することであり、保管場所の選定、鳥獣害対策を施した貯蔵管

理法が不可欠である。  

  

② 保管場所の選定 

  保管場所は台風などで冠水が予想される場所は避け、排水良好な平坦な場所を選定する。

屋外保管ではコンクリート盤上がもっともネズミの食害を受けにくく、砂利を敷いた場所

も有効である。保管は縦置き、2段積み程度とする。貯蔵期間中は定期的に点検を行い、

フィルム破損を発見したら速やかに補修するか、早期に給与する。フィルムの破損したロ

ール数が多く、給与するまでに長期貯蔵せざるを得ない場合は再ラッピングすることが望

ましい。 

 

③ ラップフィルムの巻き数による貯蔵対策 

 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層巻きにかえて保管した場合、4層巻きでは

比較的早い段階から廃棄率が高くなる（図3－23）。しかし、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。なお、図3－23における調製10ヵ月後は夏

期の高温時となり、巻き数を増やすことで高温による品質低下への耐性に違いがあると解

釈できる。このように、経済性や作業性等を考慮すると、貯蔵期間の長短にかかわらず6
層巻きを基本として、収穫翌年の夏を越えるような長期的に保管するロールベールについ

ては8層巻き以上にすることが望ましい。  

 

004稲発酵粗飼料_Ⅱ.indd   68 2012/03/13   17:42:34



- 69 -
- 69 - 

 

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15

4層巻 6層巻 8層巻廃
棄
率
（％/

現
物
）

貯蔵期間（ヵ月）

４層巻

６層巻

８層巻

 
 
 
 

 

④ 鳥獣害対策 

   稲発酵粗飼料のロールベールを長期保管する場合、鳥害対策を施すことが基本であるが、

場合によってはネズミやタヌキ、イノシシなどの獣害対策も必要となる。鳥害にはテグス

をロールベールの上50cmの高さに50cm間隔で張ると、防鳥ネットで周囲を完全に覆うの

と同様の高い効果が得られるが、テグスの間隔を２mに広げると効果が低下する。その他

に鳥害対策の留意点として、防鳥ネットや網等で完全に覆うと捕食者の出入りも阻止して

しまうため、ネズミ害を助長することから防鳥ネットよりもテグスを利用することが望ま

しい。  

細断・攪拌機能のない従来型のコンバイン型専用収穫機で梱包したロールベールの場

合、下段ベールは穂を上向きに、上段ベールは穂を下に向けて上下で「穂合わせ」して定

置すると鳥害に加えて野ネズミ類（アカネズミやハタネズミ）による被害にも有効である

（図3－24）。穂の位置はロールベールをベールラッパのターンテーブルに載せる際、常

に一定方向にする（例えばラップフィルムの切断機構側に穂部がくるように載せる）と、

密封後のフィルムの切れ端からロールベール内の穂部方向が確認できる。  

穂合わせ保管でもネズミ害が収まらない場合は、家ネズミ類（クマネズミやドブネズ

ミ）による被害と考えられるため別の対策が必要となる。家ネズミ類は、稲発酵粗飼料を

牧草ロール上に待避させた場合でさえ被害が発生する。また、細断・攪拌機能を有する専

用収穫機や汎用型飼料収穫機で調製されたロールベールは穂が一方に偏ることがないため、

穂合わせ保管以外の対策が必要となる。推奨される対策は、ネズミが常に捕食者（イタチ、

猛禽類、ヘビ、猫等）を警戒しつつエサを探す習性を利用し、ロールベールを密集させて

堆積するのではなく、間隔を空けて隠れ場所を作らないように広々と配置する(広々配置、

図3－23 ラップフィルムの巻き数とかび発生による廃棄率 

（千葉畜総研 2005）

 注）コンバイン型専用収穫機による尿素処理したロールベール55個を供試，2004年10月２日収穫 
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図3－25）。もともとラップフィルムへの負担を避けるため、ロールベールは密着させな

いことが推奨されているが、広々配置のロールベール間隔は50cm以上（小型のミニロー

ルは30cm以上）とし見通しを確保する。このようにロールベールの間隔を空けることに

よって人が保管状況を見回ることができ、フィルム破損等への対応も行いやすい。また、

2段積みの広々配置では3列以内にとどめる．このような広々配置を行う場合では、設置面

積が大幅に増加することから、保管場所が十分に確保できる場合や保管場所を分散させる

ことができる場合など、貯蔵スペースが十分に確保できることが必要条件となる。積雪地

帯においては、特に間隔が狭いとロールベール間に雪のブリッジが架かかってしまいネズ

ミによる被害を防ぐことができない。このため、広々配置する場合には、ロールベールの

間隔が十分に空けられるように、保管場所を選定する場合には、敷地内や近隣地域等の様

々な舗装地に分散して保管するなどの工夫が必要となる。また、裸地に長期間保管する場

合は特別な注意が必要である。例えば、裸地で保管する場合では、広々配置を行っても、

野ネズミが地面下にトンネルを掘って底部から食害をおよぼす被害が発生するため、網目

1cm程度の金網（線径1mm程度のビニール被覆亀甲金網を推奨）を敷いて底部を守る必要

がある。金網を用いずにパレット、スノコやタイヤ等を敷くと、ロールベールの下にネズ

ミの隠れ場所を作ることになり、逆に被害を助長してしまうことからパレット等をロール

ベールの下に敷くことは避ける。その他にもロールベール間の除草は定期的に行うことも

必要である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

中山間地においてはイノシシ、タヌキ等による被害も発生する。これらの獣害防止に

は市販されている電気牧柵等を設置する。イノシシは図3－26のように高さ30～40cmとし、

図3－24 コンバイン型専用収穫機（従来型）の 

   ロールベールの「穂合わせ」保管 

写真3－25 広々配置（左)と２段積みの広々配置(右） 
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2段の電牧線間隔を15～20cmにすると効果的である。タヌキ被害を防止するためには、電

牧線間隔を10cm程度に狭めて3段とする。電源はソーラー式もしくは電池式とし、定期的

に漏電がないかを管理する。放牧地の近くではイノシシ等の獣害が少ないとの報告がある

ので、保管場所を放牧地に隣接させるのも獣害対策には効果的である。  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

以上のように、WCS用イネの栽培、収穫、調製、貯蔵など各工程において、栄養分の

損失をできるだけ少なくすることは、嗜好性のよい稲発酵粗飼料作りのポイントである。

稲発酵粗飼料の調製においても、添加物を上手に利用するのみならず、適期収穫、密度条

件を十分に確保し、適切なラッピングおよび保管ロールの徹底管理を行うなどサイレージ

調製の基本と保管時の留意点を遵守することが欠かせない。そして、ラップフィルの破損

は再ラッピングによる補修を基本とし、フィルムの破損等によって開封後に変敗やカビ発

生が認められた稲発酵粗飼料は、家畜への給与を行わないことを徹底する。 

 

図3－26 イノシシ対策の電気牧柵の設置法 

（タヌキ対策は電牧線間隔を10cm程度にして3段にする） 
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(5) 広域流通 

① スットクヤードの必要性 

稲発酵粗飼料の生産は、一般的な飼料作物とは異なり、畜産農家が栽培管理から収穫調

製までの全ての作業を行う自己完結的な体系ではなく、耕畜農家が栽培管理を行い、畜産

農家へ流通する粗飼料である。WCS 用イネの作付面積の拡大にともない、栽培管理を耕

種農家が行い、収穫調製については飼料イネ生産組織やコントラクター等が行って畜産農

家へ流通する体系が中心となってきている。また、土地利用型農業法人等が栽培管理から

収穫調製までの全ての作業を行う体系もある。このように、大規模な請負組織等が稲発酵

粗飼料を生産する場合においては、面積拡大を図りながら供給先の畜産農家の戸数も多く

なってくる。また、大区画水田に WCS 用イネを導入する場合などでは、生産ほ場が平坦

部で流通先の畜産農家が中山間部に位置することも多く、地域内流通が基本ではあるもの

の、生産ほ場周辺に畜産農家が存在しない場合や飼料生産基盤が脆弱な畜産地帯でも稲発

酵粗飼料が利用できるようにするためには、地域や県域を超えた広域流通を行うことも必

要になってくる。特に広域流通を行う場合では、収穫調製の作業と同時にロールベールを

畜産農家へ輸送していると輸送効率が非常に悪くなる。このような場合には、WCS 用イ

ネの生産ほ場の近くに一時保管場所（スットクヤード）を設け、後日、集中的に畜産農家

へ輸送することが効率的である（図 3－27）。ストックヤードの設置条件としては生産ほ場

周辺に位置すること、浸水しない場所を選定することは当然のことであるが、非常に多く

の稲発酵粗飼料が保管されることから、サイレージ臭等にも配慮して民家の隣接地は避け

ることも必要である。なお、ストックヤードにおける保管についても、前述の鳥獣害対策

を行って安定した品質を維持することが必要である。また、一般的な飼料作物のように利

用農家（畜産農家）が自ら栽培管理から収穫調製までを行い、その飼料を利用する場合で

は、品質の良否も畜産農家が個々の責任として処理されていたが、耕種農家が栽培管理を

行い、大規模コントラクター等が収穫調製して流通（特に広域）する場合においては、生

産物（稲発酵粗飼料）の品質を保持しながら畜産農家まで届ける流通システムを構築する

ことが必要である。 

 
 

 

 

図 3－27 ストックヤードでのロールの一時保管状況 
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② 輸送業務の外部委託化 

 ストックヤードを流通拠点として、稲発酵粗飼料をロールベールの形態で広域流通させ

る場合、地域内流通とは異なり生産者が自ら輸送業務を担うことは困難である。そのため、

輸送業務を専門の運送業社に外部委託することも検討する必要がある。運送業務の外部委

託化の利点は大型トッラク等による多量輸送ができることにある。その一方で、輸送経費

の低減化を図ることが重要な課題である。 
 まず、運送業社によるロールベールの多量輸送を行うためには、ストックヤード設置条

件の一つとして、大型トラックが進入でき、ロールベールの荷積み作業が行える場所を選

定することが必要である。また、帰り便や他の業務の空期間を利用することも必要になっ

てくる。稲発酵粗飼料（ロールベールサイレージ）は、生鮮食品とは異なり、発注から納

品までの期間（リードタイム）が長く取れることが特徴であり、輸送時期を打合せて少し

でも経費の削減を図れるように運送業社との連携を十分に図るようにする。また、運送業

社のドライバーはフォークリフトの操作には熟練しているものの、ロールベールのハンド

リング作業に用いるベールグラブの取扱いに不慣れである。そのため、ロールベールの荷

積み、荷降ろし作業時にフィルムを破損させないことは当然のことながら、さらにストッ

クヤードで発酵が進んだロールベールは、密封直後よりもフィルムの粘着性や復元能力も

劣っていることから、強度な把持作業はロールの変形を招き、嫌気状態が保たれなくなり、

その後の保存期間中にカビ発生のリスクが高まる。そのため、運送業界で広く用いられて

いるフォークリフトを用いて、しかもロールを変形させない簡易荷役具が開発されている

（図 3－28）。 

 
 

 

 
 

輸送業務の外部委託化にとって、もう一つ検討すべきことは、荷降ろし場所での大型ト

ッラクの進入と作業スペースの確保である。畜産農家の庭先まで大型トラックで輸送する

ことは困難な場合が多く、荷降ろし場所を確保することで、運送業社へは拠点から拠点ま

でを委託し、荷降ろし場所から各畜産農家までは自ら運搬する等の体制を検討することも

必要である。また、この簡易荷役具は広域流通におけるフォークリフトを用いた作業に限

らず、クレーン付トラック（ユニック車）で農道から吊り上げて圃場内からロールを搬出

図 3－28 ロールベール簡易荷役具の概略図とフォークリフトを用いたトラック荷積み作業 
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できることから、地域内流通においても、ベールグラブを装着したトラクタが進入できな

い軟弱なほ場からのロールベールの搬出作業にも活用できる（図 3－29）。 
 

 
 
 

③ 稲発酵粗飼料の流通基準 

 広域流通になると、これまでのような地域内流通のような耕種農家と畜産農家の相対取

引（顔の見える関係）とは異なり、両者の顔が見えない関係での取引となる。そこで、利

用者側の畜産農家にとっては飼料の安全性や品質の確保、生産者側にとっては一層の品質

や生産コスト低減のための収量の向上につなげるために必要となるのが流通基準である。

そのため、（社）日本草地畜産種子協会から「稲発酵粗飼料の流通基準」が公表されている

（詳細は日本草地畜産種子協会のＨＰ（http://souchi.lin.gr.jp/）を参照））。 
この流通基準においては、飼料安全法等の関係法令及び「稲発酵粗飼料生産・給与技術

マニュアル」に記載されている農薬等の使用を遵守して生産することを基本とし、今後、

稲発酵粗飼料を流通する場合には、この流通基準に基づいて流通させるように心がける。 
 

ア イネＷＣＳの流通におけるロットと荷姿の考え方  
流通基準におけるロットの考え方は、１圃場１ロットを基本としているが、隣接した圃

場で同一品種、同じ圃場条件で、同じ栽培管理を行い、同一日に同一条件で収穫調製を行

った圃場は同一ロットとみなす。流通にあたっての取引時の荷姿としては、立毛取引の場

合では「原料イネ」、収穫密封直後に畜産農家へ流通したものは「ロールベール（原料）」、

ストックヤード等で保管・発酵させてから流通させる場合には「ロールベール（サイレー

ジ）」として、以下の表示票に必要事項を記載して提示する。 
 

イ 原料イネ管理表示票 

 原料イネ管理表示票は全ての流通における全ての荷姿の場合でも記載・提示するもので

図 3－29 クレーン付トラックと簡易荷役具を用いた作業 
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ある。本票は販売者情報、圃場（ロット）情報、栽培管理情報、収穫調製情報から構成さ

れている。まず圃場情報については圃場名（ロット番号）と生産地を記載し、栽培管理情

報としては、栽培農家名、品種名、移植（直播）月日、堆肥、基肥、追肥施用月日の他に、

除草剤および殺虫殺菌剤についても散布月日と使用薬剤名を記載する。一方、収穫調製情

報としては、収穫調製農家名（生産組織名）の他に、WCS 用イネの収穫期の熟度を記載

する。収穫適期は糊熟期から黄熟期であるが、面積拡大にともない、糊熟期前の収穫や β
－カロテンの低減を目的に黄熟期以降の収穫も考えられることから、収穫期の熟度につい

ては乳熟期から過熟期までの 5 段階で表示する。さらに WCS 用イネは水田で栽培される

ことから圃場の状態によっては土砂が付着する可能性もあり、土砂の混入が発酵品質に大

きく影響を及ぼすことから、圃場の状態について極良好、良好、不良の 3 段階で記載する。

また収穫機械については、ダイレクトカット方式の専用収穫機（汎用型飼料収穫機、ロー

タリ式ハーベスタを含む）の他に牧草用収穫機で行われている場合も多く、ダイレクト収

穫機の機種の他に、牧草用収穫機体系の場合においては、予乾の有無と予乾日数を記載す

る。その他に、発酵品質や保管期間にも影響を及ぼすと考えられるフィルムの巻数や添加

剤使用の有無と添加剤名も記載し、作物の状態についても、発酵品質や栄養価に大きく影

響を及ぼすことから、雑草、病害虫、倒伏の程度についても 3 段階で記載する。なお、可

能な限りロット内のロールの平均質量や収穫調製時の平均水分を記載する。 
稲発酵粗飼料の場合では、栽培管理を行うのは耕種農家、収穫調製を行うのはコントラ

クター等の生産組織が中心であり、栽培管理者と収穫調製者が異なる場合が多い。特に面

積拡大にともない、多くの耕種農家（栽培組織）が栽培管理を行い、収穫調製農家（生産

組織）に収穫調製作業を委託することになり、各耕種農家が栽培管理情報を正確に記載し

て、収穫調製を行う生産組織等へ栽培管理情報を報告することが必要となってくる。この

ように耕種農家が正確な情報の記載と、その情報を伝達する必要があるが、稲発酵粗飼料

を国産流通粗飼料として位置づけた場合、その安全性を確保するためには重要なことであ

る。一方、収穫調製を行う生産組織が販売者である場合が多いが、栽培農家が販売者であ

る場合もあり、さらに広域流通にともなって収穫調製者が第 3 者を介して販売することも

想定して、本票の最上段に販売者名と住所、連絡先等を記載するようになっている。これ

は、販売先（畜産農家）からのクレーム等の問合せ先を明確にしておき、迅速なクレーム

対応ができる体制を整えておくためである。 
 

ウ サイレージ品質表示票 

 サイレージ品質表示票では水分、TDN、粗蛋白質、NDF、pH、V－スコアの推奨値の他

に、ビタミン A 制御型肥育牛へ給与する場合のために、乾物中の β－カロテン含量の参考

値を記載してある。これらの成分分析については、同一ロット内から無作為に 3 点以上抽

出して分析し、その結果を記載する。なお、本票は荷姿がロールベールサイレージの場合

にのみ記載・提示する。 
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エ ロールベール表示票 

 本票は原料およびサイレージともロールベールの荷姿で流通する場合において、表示票

をラベル印刷してロールベールに貼付して販売する（図 3－30）。なお、貼付ラベルは 1
年間経過しても、記載されている情報（文字等）が読み取れるように耐水耐光性の用紙を

用いる（ラベル紙の型番等については、（社）日本草地畜産種子協会に問合せのこと）。 
 

備考

※１： 「生産地」は市町村名または地域名などを記載する。　

※３： 全国的な流通体制になった時に記載する。

※２： １圃場１ロットを基本とするが、隣接した圃場で同一品種、同じ圃場条件で、同じ栽培管理、
　　　  収穫調製を行った圃場は同一ロットとみなすことができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　期

 収穫年月日

 圃場名（ロット番号）　 ※２

 品　種　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　層巻き

　　年　　  　　　　月　　　　　　日　

 収穫時の熟期

 フィルムの巻数

 シリアル番号　 ※３

稲発酵粗飼料のロールベール表示票

ロールベールの情報項    目

 販　売　者　名

 生  産  地　※１

 
 
 
 以上のように、稲発酵粗飼料の流通基準が策定され、今後、本基準が流通するための基

本となるが、各表示票に記載する項目等については、取引の当事者間で協議して決定する。 
 
④ 生産履歴の管理 

 生産履歴の管理については、既に大規模コントラクターや広域流通を行っている生産組

織等で行われている。生産履歴を管理しているほとんどの組織ではロールベールに通し番

号や日付・ほ場番号をロールベールに直接記載したり、事前に生産組織名や品種等の既知

情報を印刷したラベル紙に、収穫調製後に日付や番号を記載したりして、圃場台帳と統合

している。何れの場合も手作業で行われており、人的な記載ミスや作業の煩雑さを解消す

ることが課題である（図 3－31）  

 
 

 
 

図 3－30 稲発酵粗飼料のロールベールに貼付するラベル（ロールベール表示票） 

図 3－31 現在行われている生産履歴を管理する方法（手作業で情報を記載している） 
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このような生産履歴を管理するための各情報の取得と手作業による記載等の作業の煩

雑さを回避し、人的作業ミスを防止するため、ハンディーターミナルとラベルプリンター

を用いた生産履歴管理システムが開発されつつある。このシステムは、コントラクター等

の生産組織が保有している圃場台帳が入力されているパソコンとハンディーターミナル、

ラベルプリンター、ＱＲコード付きの入力補助シートから構成されている。本システムの

作業の流れとしては、生産組織の保有するほ場台帳から１日に作業を行うほ場情報をハン

ディーターミナルに転送するとともに、流通基準の収穫調製情報に対応した項目と、その

項目のＱＲコードを入力補助シートとして印刷する。作業者はハンディーターミナルと入

力補助シート、ラベルプリンターを持って作業に向かい、ほ場に到着後に該当する項目を

ハンディーターミナルでスキャニングする。ほ場での作業終了後にハンディーターミナル

からラベルプリンターへ無線で印刷の指示を送り、ラベル印刷してロールベールに貼付す

る。１日の作業終了後には、事務所に戻ってからハンディーターミナルで得た情報を事務

所のＰＣに転送し、圃場台帳と統合して作業が終了する（図 3－32）。このように、ハンデ

ィーターミナルと入力補助シートを用いることで、キーボード操作が不要になり、屋外で

の入力作業の煩雑さが回避できるとともに入力ミスの防止にもつながる。本システムは開

発途中であり、栽培管理情報との統合やロールベールの出荷台帳等との連携も含めた総合

的なシステムとして実用化の予定である。 
 

圃場
台帳

USB通信

圃場台帳へ登録

１日分の作業圃場の情報をＨＴへ転送
ＨＴから圃場で取得した情報の

圃場台帳へ転送

作業開始前の事務所での作業

通信

USB通信

乳熟期

極良好 良好 不良

ＱＲコード付入力補助シート

ハンディーターミナル
（ＨＴ）

圃場
台帳

黄熟期糊熟期

ほ場での情報取得作業 作業終了後の事務所での作業

9
8
7

１ ２

 
 
 
 
 
 

図 3－32 開発中のハンディーターミナルとラベルプリンターによる生産履歴管理システム 
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Ⅲ 稲発酵粗飼料の給与

１ 稲発酵粗飼料の飼料特性とＴＭＲ調製

稲発酵粗飼料も他の飼料作物と同様、サイレージ調製の基本を守ることで良質なサイレ

ージ調製が可能である。また、調製条件に応じて添加剤などを利用することで品質の高い

稲発酵粗飼料の調製が期待できる。なお、発酵品質の化学的評価法としては V －スコア法

が適している。

稲発酵粗飼料は熟期の進行にともなってデンプン含有率が高まる。粗繊維の消化率は輸

入乾草に比べて低い。可消化養分総量（TDN）含有率は輸入乾草のチモシー、スーダング

ラス、バミューダグラスと同程度である。また、稲発酵粗飼料の化学成分や栄養価を推定

する方法が提案されているため、積極的な活用が望ましい。

稲発酵粗飼料の嗜好性は高く、粗飼料価指数（RVI）による物理性の評価値も、チモシー

乾草やスーダングラス乾草と同程度である。

稲発酵粗飼料の硝酸態窒素濃度は、トウモロコシ、ソルガムサイレージよりも低い。ま

た、β －カロテンやビタミン E（α －トコフェロール）を多く含むが、熟期の進行やサイレ

ージ調製の際の予乾処理により低下する。

稲発酵粗飼料は単味で給与するよりも、栄養のバランスを取るために飼料特性を考慮し

て、穀類などの飼料と混合し完全混合飼料（TMR）に調製 給与するのが望ましい。

(1) 発酵特性

稲発酵粗飼料はサイレージであり、サイレージとは材料草（イネ、牧草、トウモロコシな

どの飼料作物）をサイロやロールベール内に封入して嫌気状態を作り、乳酸発酵させた飼料

である。サイレージは好気発酵期（詰め込み後 3 日まで）、乳酸発酵期（詰め込み後 4 ～ 13
日）、安定期（詰め込み後 14 ～ 25 日）の 3 段階の発酵過程を経る。一般的には、材料草とし

てのイネ（特に、子実型イネ）には乳酸菌や可溶性糖類（単少糖類）が少ないため、サイレ

ージ化すると乳酸含有量が低く、酢酸や酪酸含有量が高くなること 多い。一方、茎葉型のイ

ネには乾物中糖含量を 10 ～ 15 ％含むものもあり、サイレージ発酵の様相も子実型イネと異

なる場合がある。なお、茎葉型イネについては、2 ‐(4）で紹介する。いずれにしても、サイ

レージ発酵は化学的、物理的、微生物的な要因に影響を受けることから、良質な稲発酵粗飼

料を調製するためには、次のポイントに留意する必要がある。

① 密封

好気的発酵を抑えるため、梱包密度を高め、早期に密封してサイロ（ロールベール）内

を嫌気状態にする。

② 水分含有率

稲発酵粗飼料の水分含有量は熟期の進行にともない減少し、糊熟期から黄熟期では水分含

し

が
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有率が 70 ％以下に低下する。稲発酵粗飼料は専用収穫機によりダイレクト収穫する場合も多

いため、降雨直後の収穫を避けたり、可能な限り露などの付着が少ない時間帯に収穫するこ

とが望ましい。ダイレクト収穫において目標となる水分含有率は 65 ％程度である。予乾処理

を行うことで材料草の低水分化が可能であり、この場合、乳酸発酵は抑えられるが、酪酸菌

の増殖も抑制することができる。

③ その他

材料草の水分含量が高いなど、サイレージ調製に必ずしも最適な条件でない場合は、乳酸

菌製剤などの添加剤を使用することで良質な稲発酵粗飼料の調製が可能となる。

(2) 発酵品質の評価法

サイレージの発酵品質の評価法には、外観（色、臭い、感触など）から発酵品質を判断す

る官能法の他に、サイレージ中の酢酸、酪酸などの揮発性脂肪酸（VFA）と乳酸の組成から

求めるフリーク法がある。しかし、フリーク法は本来、高水分サイレージ用の評価法であり、

乳酸発酵が促進されていることを前提としているため、低水分サイレージや発酵が抑制され

たサイレージの品質は過小評価される傾向がある。このような欠点を補うために全窒素（TN）

に占める揮発性塩基態窒素（VBN）の割合と各 VFA 含有率を指標としたV スコア法（表 1
－ 1）が提唱されている。稲発酵粗飼料の品質を評価する場合にも、このV スコア法を用い

ることが望ましい。

稲発酵粗飼料の給与にあたっては、事前に発酵品質や飼料成分を把握することが重要であ

る。ロールベールから試料を採取する（サンプリング）場合、穂部と茎葉部が偏ったロール

ベールもあるため、ロールベールの上部から下部にかけて 5～ 6ヶ所を採取する必要がある。

採取した試料はよく混合した後、速やかに分析機関に送付する。なお、ロールベールから試

料を採取する際には、刃先の付いたドリル式の機器（フィードサンプラー、100 の写真2－ 4
参照。藤原製作所：http://www.fujiwara-sc.co.jp/）等を利用すると便利である。

VBN/TN=a a≦5 5～10 10～20 20<

点数(A) 50 60-2×a 80-4×a 0

酢酸+プロピオン酸=b b≦0.2 1.5<

点数(B) 10 0

酪酸以上のVFA=c c=0 0.5<

点数(C) 40 0

V-スコア A+B+C

注2)VBN：揮発性塩基態窒素，TN：総窒素，VFA：揮発性脂肪酸．

注1)各成分の数値は新鮮物中の含有率(%)．

表1-1 V-スコア法によるサイレージの品質評価基準

粗飼料の品質評価ガイドブック　2009

40-80×c

(80点≦：良，80～60点：可，60点≧：不良)

0.2～0.5

(150-100×b)/13

0～0.5

－

－

頁
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(3) 化学的成分組成と栄養価

稲発酵粗飼料は、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

ジであり、イネ科乾草とは異なる化

学成分、消化性を持つことを念頭に

置く必要がある（図 1－ 1）。
WCS 用イネは開花期以降、登熟が

進むにともない化学的成分の組成が

大きく変化する。

穂部ではデンプンが蓄積するため

非構造性炭水化物（NSC）が著しく

増加し、相対的に中性デタージェン

ト繊維（NDF）が減少する（図 1－ 2）。
一方、茎葉部では蓄積されていたデン

プンが穂部に転流するため NSC は徐

々に減少し、また NDF もケイ酸など

が増加することで微減する（図 1－ 2）。
図 1 － 3 は稲発酵粗飼料の穂部、茎葉

部に含まれる有機物の消化率を in
vitro試験により測定した結果である。

上述したように稲発酵粗飼料の化学的

成分組成のうち特に炭水化物の含有量

の変化は大きく、そのため有機物の消

化率は穂部で高まっていくのに対し、

茎葉部では徐々に低下していく。その

結果、稲発酵粗飼料の可消化養分総量

（TDN）は、熟期の進行にともなって

穂部の割合が高まるため増加していく

（図 1 － 4）。しかし、完熟期まで達

すると未消化子実の排せつ量の増加や

繊維成分の消化率の低下により、黄熟

期の TDN と比べて同程度、もしくは

微減する（図 1 － 4）。したがって、乾物収量と水分含有率も考慮した稲発酵粗飼料の収穫適

期は、糊熟期～黄熟期である。
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表 1－ 2に各飼料における消化率、栄養価を示す。稲発酵粗飼料の粗タンパク質、粗脂肪、

可溶無窒素物（NFE）の消化率はイネ科乾草より高い。これは穂部に含まれる易消化性の NSC
の影響と考えられる。しかし、粗繊維の消化率はイネ科乾草より低く、第一胃内の通過速度

もやや遅い傾向であることが報告されている。したがって、特に泌乳牛に対して極端に多く

稲発酵粗飼料を給与した場合などは、乾物摂取量を抑制する原因になることが予想されるの

で、特に泌乳牛においては、注意が必要である。一方、茎葉型イネは子実型イネに比較して、

茎葉中のリグニン含量が少なく、粗繊維や NDF 消化率が 8 ～ 10 ポイント高いものも作出さ

れており乾物摂取量増加に寄与することが期待されている。

稲発酵粗飼料の TDN に及ぼす要因は、品種、栽培方法、収穫時期、収穫方法、調製方法な

ど、多種多様である。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、黄熟期の稲発酵粗飼料の TDNは 40.6～ 61.5%と非常に幅のある数値であった。

それらの要因は現在、研究中であるが、栄養価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、各地域に適し

た手段を講じることにより改善を図ることができるので早急に取り組まれることが望まれる。
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(4) 化学的成分組成、栄養価の推定

稲発酵粗飼料に限らず自給飼料は、様々な要因によって化学成分、TDN が大きく変動する

ため家畜に給与する前には、それらの含有量を把握する必要がある。稲発酵粗飼料の化学成

分は、他の飼料と同様、近赤外分析法による推定方法が考案されており、すでに各地のフォ

レージテストに利用されている。

稲発酵粗飼料の TDN は、 化学的成分組成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 1 － 3）。a 式は、稲発酵粗飼料を去勢牛や乾乳牛に給与して実施した消化試

験の結果を基に作成された式であり、供試された品種は「はまさり」、「夢十色」、「北陸 184
号」、「ふくひびき」、「西海 203 号」、「スプライス」で、収穫時期は出穂前～完熟期である。

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）の含有率は、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。b 式は a 式同様、牛による消化試験の結

果を基に作成されている。b式の特徴は、牛によって測定される消化率と相関の高い in vitro
乾物消化率（IVDMD）を採用していることである。IVDMD とは酵素を使用するペプシン・

セルラーゼ法（Goto・Minson 1977）により定量した数値である。供試した品種は「ホシアオ

バ」、「クサノホシ」、「スプライス」、「かりの舞」、「クスタマモチ」、「ヒノヒカリ」、「ニシア

オバ」、「西海飼 253 号」で、収穫時期は開花期～黄熟期である。c 式は、イネ科牧草（マメ科

混播含む）の乾草とサイレージの消化試験の結果を基に作成された推定式であるが、稲発酵

粗飼料の推定にも利用できることが確認されている。d 式は、稲発酵粗飼料の穂重割合から

TDN が推定できる式であり、おおよその TDN を生産現場で簡易的に求める際には有効であ

る。

栄養価(乾物中%)

粗タンパク質 粗脂肪 NFE 粗繊維 TDN

51 61 70 48 54.5

  チモシー 51 50 58 57 54.9

  イタリアンライグラス 46 48 58 59 59.0

  オーチャードグラス 56 45 58 58 54.6

  アルファルファ 74 41 70 45 56.8

表1-2 各飼料における消化率

日本標準飼料成分表  2001

乾草

消化率(乾物中%)

注2)アルファルファは輸入，CP含有率17～20%の数値である．

注1)NFE：可溶無窒素物，CP：粗タンパク質，TDN：可消化養分総量．

飼料名

稲発酵粗飼料(黄熟期)

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

これまでの試験結果によると、稲発酵粗飼料の嗜好性は牧草のサイレージや乾草と比べて

同程度か、それよりも良いとの報告が多いが、品種、収穫時期（熟期）、収穫、調製方法など

により嗜好性が異なるとの報告もあり、一様な結果は得られていない。総じて言えることは、

他の飼料作物のサイレージと同様に発酵品質の違いが嗜好性に強く影響を及ぼすことである。

すなわち、良好な発酵品質を示す稲発酵粗飼料は嗜好性も良いということである。さらに発

酵品質が良好なサイレージは嗜好性が良いだけでなく、栄養分の損失も少ない。一方、不良

な発酵品質を示す稲発酵粗飼料の場合、嗜好性が悪いだけでなく、カビの発生（カビ毒）、異

物の混入などが疑われ、家畜の健康に対して悪影響を及ぼすことも懸念される。したがって、

サイレージ調製の基本をしっかりと遵守し、収穫条件に応じて乳酸菌製剤などの添加剤も利

用するなど、良質な発酵品質を目指すことが、嗜好性に関しても重要となる。

(6) 自由採食量

稲発酵粗飼料の自由採食量は収穫時期（熟期）により影響を受けることが報告されている。

肉用種繁殖牛（黒毛和種、日本短角種）で実施した試験の結果では、開花期以降、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。その結果によると、稲発

酵粗飼料（水分含有率 60％）を単体で給与した際の自由採食量は一日当たり原物で 20～ 25kg
（乾物で 8kg ～ 10kg)であり、イタリアンライグラスやソルガムのサイレージと比較しても遜

色ないとの報告もある。

泌乳牛における稲発酵粗飼料の自由採食量は、給与飼料中に占める濃厚飼料の割合や泌乳

ステージの違いにより影響を受ける。給与飼料中の濃厚飼料の割合を変えて、各泌乳ステー

ジでの自由採食量を測定した試験の結果では、稲発酵粗飼料（品種「はまさり」、水分含有率 60
％）を一日当たり原物で 12.5 ～ 30.5kg（乾物で 5.0 ～ 12.2kg）を摂取しており、いずれの条

件においても原物 20kg程度（乾物で 8kg程度）は採食可能であった。

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)

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，

　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

表1－3  稲発酵粗飼料のTDNに関する推定式

a式

b式

c式

d式

注1)各成分の数値は乾物中の含有率(%)．
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(7) 飼料の物理性

粗飼料としての物理性を示す指標としては、粗飼料価指数（Roughage value index：RVI）
がある。これは、対象とする飼料の咀嚼時間（採食時間と反芻時間の合計）を牛により測定

して、乾物摂取量 1kg 当たりの咀嚼時間に換算した単位である。この咀嚼時間は、第一胃内

環境の恒常性維持に関連が深い。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 1 － 4 は各飼料の RVI を示す。稲

発酵粗飼料の 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、稲発酵粗飼料の物理性は粗飼

料の中でも高いと言える。

泌乳牛では、RVI で示される咀嚼時間が

乳脂率と深く関係しており、乳脂率 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。

稲発酵粗飼料、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 を泌乳牛に

給与した試験結果では、それぞれの RVI が

34.3、27.3 および 36.9 分であった。これに

より稲発酵粗飼料の RVI はトウモロコシサ

イレージよりも高く、イタリアンライグラ

スサイレージに近いと言える。一般には繊維成分（NDF）の含有率が高いほど RVI も高くな

ると言われているが、稲発酵粗飼料の 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。

また、RVI は飼料の形状（切断長）にも影響を受けるが、稲発酵粗飼料では切断長が長く

なるほど RVI が増加して、その咀嚼の効果で未消化子実の排せつ量は減少する。しかし、切

断長が長くなると乾物摂取量が抑制されることから、乳量の低下を招く。これまで報告され

た試験報告によると、適切な RVI を確保し、乾物摂取量、未消化子実の排せつ量も考慮に入

れた、稲発酵粗飼料の最適な切断長は 3.0cm程度である。

(8) 子実の消化性

稲発酵粗飼料に限らず、飼料作物のホールクロップ利用において、未消化子実の排せつは

栄養価の損失であり、しばしば問題となる。一般に子実は、登熟にともなって子実外皮およ

び子実そのものが硬化するため、消化が難しくなる。稲発酵粗飼料の子実は、牛の口を通さ

ず（咀嚼されずに）全粒の状態で第一胃内に浸漬した場合、ほとんどが消化されず、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 ％程

度に留まる。しかし、粉砕処理や細切処理では 65%、籾殻を除く玄米のみでは 80%を超える。

このことから稲発酵粗飼料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。

稲発酵粗飼料における未消化子実の排せつ割合は、全体の給与量と、その給与飼料に占め

る稲発酵粗飼料の割合による。肉用牛繁殖雌牛、肥育牛、育成牛においては平均すると 10%
程度、泌乳牛では 10 ～ 50 ％と変動幅が大きいことが報告されている。泌乳牛では乾物摂取

粗飼料価指数

(分/乾物1kg)

稲発酵粗飼料 82

チモシー乾草(輸入) 79

スーダングラス乾草(輸入) 77

アルファルファ乾草(輸入) 47

トウモロコシサイレージ 66

表1－4　各飼料の粗飼料価指数(ＲＶＩ)

日本飼養標準・乳牛  2006

飼料名
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量が多いため、飼料の消化管通過速度が速くなり、未消化のままふんに排出される子実が多

くなる。

改善策としては、稲発酵粗飼料を含む粗飼料の給与量と、その切断長を調整して、適切な

咀嚼時間を確保することで不要な未消化子実の排せつを低減することが重要となる。また、

子実の大きい品種では咀嚼時に破砕される機会が増えることから、子実の小さい品種に比べ

て未消化子実が少なくなるとの報告もある。現在、これら子実の排せつによる栄養的な損失

を抑制するために、子実付着割合の少ない茎葉型イネ（｢たちすずか｣など）も作出されてい

る。

(9) 粗タンパク質の第一胃内分解率

ECPd（CP 中の％）＝ a ＋ b × kd ／（kd ／ kp）
また、kp は乾物摂取量から推定することが可能である。

kp（％／時間）＝ 0.1649 ×乾物摂取量（ kg ／日）＋ 1.071

a(CP中%) b(CP中%) kd(%/1時間)

53 19 5 62

チモシー(開花期) 21 71 7 61

イタリアンライグラス 35 54 9 67

スーダングラス 24 61 6 55

トウモロコシ 57 25 10 73

8534444ムガルソ

注3)ECPd(CP中の%)=a+b×kd／(kd／kp)．

稲発酵粗飼料

飼料名

注2)ECPd：有効分解性タンパク質(Effective Crude Protein degradable)．

注4)ECPdは乳量30kg，乾物摂取量21.1kg，飼料通過速度5.5%/1時間として算出．

注1)a：可溶性画分，b：分解性画分，kd：bの分解速度．

表1－5　各飼料の第一胃内における有効分解性タンパク質含有率

日本飼養標準・乳牛  2006

乾草

サイレージ

分解パラメータ ECPd
(CP中%)

　飼料中粗タンパク質（CP）の第一胃内での分解率は、家畜への CP 供給を効率的に行うた

めに重要な項目である。一般にはナイロンバッグに封入した飼料を一定時間、第一胃内に浸

漬することで可溶性画分（a）、分解性画分（b）および b の分解速度（kd）からなる分解パラメー

ターを測定し、第一胃での飼料の通過速度（kp）を考慮することで有効分解率（ECPd）を

算出する。

　表 1－5 に各飼料の第一胃内における有効分解性タンパク質含有率を示す。稲発酵粗飼料の

CP は、他の乾草類に比べると a 画分の割合が多く、b 画分が少ない。ECPd はスーダングラ

ス乾草より高く、チモシー乾草と同程度である。分解パラメータやECPdは、品種、収穫時期（熟

期）、サイレージの水分等によって変動することが予想されるので注意が必要である。
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(10) その他（無機物、硝酸態窒素、β－カロテン、ビタミンE）

表 1 － 6 は各飼料の無機物含有率と硝酸態窒素濃度を示す。稲発酵粗飼料のカリウム含有

率は他の乾草やサイレージに比べて低い水準である。乾乳期の乳牛においては、カリウム含

有量の高い飼料を給与すると、分娩時、低カルシウム血症（乳熱）を発症しやすいと言われ

るが、それは、カチオン・アニオンバランスによる考え方に準ずる。カチオン・アニオンバ

ランスは陽イオン、陰イオンの当量の差で示され、分娩時のカルシウム代謝に影響を与える。

一般に乳熱の予防にはこの数値が小さいほど良いとされている。したがって、カリウム含有

率の低い稲発酵粗飼料は、乾乳牛の粗飼料として最適と言える。

また、稲発酵粗飼料の硝酸態窒素濃度は、スーダングラス乾草や他のサイレージ類に比べ

て低い水準である。硝酸塩を多く含む飼料を摂取すると、硝酸塩が第一胃内で還元されて亜

硝酸となり、その亜硝酸が血液中に移行後、ヘモグロビンと反応してメトヘモグロビンを形

成する。その結果、酸素や二酸化炭素の運搬、交換能の低下により酸素欠乏状態を引き起こ

す（硝酸中毒）。WCS 用イネは硝酸塩を蓄積しにくい環境で栽培されること、また WCS 用イ

ネ自身、硝酸塩を蓄積しにくい特性を持っていることから、稲発酵粗飼料の硝酸態窒素濃度

も低いと言われている。

輸入乾草に比べて稲発酵粗飼料にはビタミン E（α －トコフェロール）が豊富に含まれ

ている。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、肥育牛では稲発酵粗飼料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（表 1
－ 7）。稲発酵粗飼料に含まれる α －トコフェロールや β －カロテンは葉部に多く含まれて

おり、熟期が進むと徐々に減少していく（表 1 － 8）。サイレージに調製すると最初の数日間

は減少していくが、その後は一定の水準で推移する。α －トコフェロール、β －カロテンとも

に光（紫外線）や酸素により容易に分解するため、予乾処理により著しく減少し、2 日間以上

の予乾処理を行った稲発酵粗飼料の β カロテン含有量は稲わらと同程度になる。したがって、

最近、ビタミン A 制御型の肥育牛に給与するため、予乾処理や収穫時期を遅らせるなどによ

り β－カロテン含有量を低減させた稲発酵粗飼料の生産に取り組んでいる事例もある。

(ppm)

1.35 0.17 0.13 0.17 80

  チモシー 1.50 0.34 0.15 0.19 157

  スーダングラス 2.25 0.43 0.34 0.21 1109

  エンバク 1.44 0.20 0.15 0.15 185

  トウモロコシ 1.97 0.28 0.16 0.27 369

  ソルガム 2.72 0.47 0.37 0.23 1343

表1－6　各飼料の無機物含有率と硝酸態窒素濃度

日本標準飼料成分表 2001，畜産草地研究所 2006

乾草(輸入)

サイレージ

P
(リン)

HNO3-N

(硝酸態窒素)

無機物(% 乾物中)

K
(カリウム)

Ca
(カルシウ

ム)

Mg
(マグネシウム)

飼料名

稲発酵粗飼料

注1)稲発酵粗飼料のミネラルは材料草(生草)を分析した．

－
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(11) ＴＭＲ調製

栄養のバランスがとれた飼料として牛に与えるために、稲発酵粗飼料は穀類などの飼料と

混合し、完全混合飼料（TMR）に調製するのが望ましい。この調製法は乳牛に与える飼料と

して採用される場合が多いが、最近は肥育牛でも用いられている。乳用牛や肥育牛の飼養に

おいて群飼した場合、粗飼料と濃厚飼料を分離給与すると、強い牛だけが濃厚飼料を多く食

べることが多い。そのような場合に個体ごとの飼料摂取のかたよりを防ぐのに TMR は有効で

ある。

TMR は、調製後すぐに給与するフレッシュ TMR と、調製後 20 ～ 30 日程度発酵させた後

に給与する発酵 TMRのタイプがある。

前者は、夏場に発熱しやすく、嗜好性の低下と乾物摂取量が低下することがある。これら

を改善するために、プロピオン酸やギ酸を主成分とした 2 次発酵防止剤を添加する場合もあ

るが、家畜への馴致が不可欠である。一方、後者は、混合後にフレコンバッグ内で脱気密封

して乳酸発酵させることにより、夏期にも貯蔵性や嗜好性を確保できる利点がある。密封す

る方法として混合した飼料を細断型ロールベーラで成形・ラッピングすることもできる。ま

32(9.6～144) 154(17～618)

  チモシー 9(2.6～20) 13.5

  オーチャードグラス 13(5.3～20) 39.6

  バミューダグラス 15(0.8～36) 30.8

  稲ワラ 4(0.5～9.3) 21.1

  トウモロコシ 42 38.5

  ソルガム 46 -----

α-トコフェロール
(mg/kg DM)

日本標準飼料成分表  2009、畜産草地研究所  未発表

表1-7．各飼料のβ-カロテンとα-トコフェロール含有量

稲発酵粗飼料(飼料用品種・黄熟期)

乾草

サイレージ

β-カロテン
(mg/kg DM)

飼料名

乳熟期 36(7.3～92) 145(20～385)

糊熟期 51(2.1～100) -----

黄熟期 32(9.6～144) 154(17～618)

完熟期 ----- 50(6～154)

β-カロテン
(mg/kg DM)
β-カロテン
(mg/kg DM)

表1-8．稲発酵粗飼料(飼料用品種・予乾なし)の
　　　β-カロテンとα-トコフェロール含有量

熟期
α-トコフェロール

(mg/kg DM)

日本標準飼料成分表  2009
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た、角型のベールに調製する方法も開発されている。

図1－ 5は 30日貯蔵した発酵 TMRを開封後、外気に放置し、品温の推移を調査したもので

あるが、20 日間以上にわたり品質は安定している。そのため、貯蔵性に優れる発酵 TMR は

流通飼料として利点があり、発酵 TMRを調製している TMRセンターも多くなっている。

発酵 TMR は、貯蔵発酵中に飼料中の粗タンパク質や易発酵性炭水化物の含量が変化するこ

とが予想されたが、フレッシュ TMR と栄養的な差は認められていない（表1－9）。また、乳

牛への給与においては良好な採食量や乳生産が確保できる（表1－10）。

図1-5　30日貯蔵TMR開封後の発酵TMR品温推移
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34
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開封後日数（日）

外
気

温
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よ
び

T
M

R
品

温
（
℃

）

乳酸菌Ａ

乳酸菌Ｂ

無添加

外気温

表1－9

項  目 フレッシュTMR 発酵TMR

消化率％

DM 乾物 70.8 70.9

OM 有機物 73.7 73.6

CP 粗タンパク質 75.2 75.5

EE 粗脂肪 83.6 83.8

NDF 中性デタージェント 62.4 64.4

NFC 非繊維性炭水化物 85.6 85.3

GE 総エネルギー 73 72.5

DE（Mcal／kg） 可消化エネルギー 3.46 3.34

TDN（％） 可消化養分総量 71.4 71.2

TDN＝可消化OM量＋可消化EE含量×1.25

稲発酵粗飼料を用いたフレッシュTMRと発酵TMRの
消化率および栄養価（山本ら  2005）
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TMRの調製は、図 1－ 6に示す手順で行われる。刃の

付いた飼料混合機であれば、稲発酵粗飼料のロールベー

ルをそのままほぐしながら投入しても攪拌の過程で切断

され、他の飼料と混ざる。刃の付いていない混合機では、

あらかじめ 1.5 ～ 3.0cm 程度に細断して投入するのが混

合精度を高める。一般に切断長が長いと乾物摂取量が抑

制される。乾物摂取量は稲発酵粗飼料の切断長の長短に

影響を受け、切断長が短い方が、乾物摂取量、乳量が高

い傾向にある（図1－7、図1－8）。切断長の短い稲発酵粗

飼料の給与では、子実排せつ率が高くなる問題がある（新

出・岩水、2008）が、3cm 前後の切断長であれば乾物摂

取量の抑制を是正でき、子実排せつ率を低下できる（新

出ら、2008）。現在、生産されている細断型収穫機は、3.0cm
程度に細断できるため、TMR原料として望ましい。

図1-7　乾物摂取量の推移
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図1-8　乳量の推移
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表1－10．発酵TMRの採食性、乳生産および第一胃内性状（山本ら 2005）

通常 発酵

平 均 体 重 (kg) 634   636  

体重増減量 (kg) 5  7

乾物摂取量 (kg/日)   21.8   22.4

乳量 (kg/日)   29.0   30.7

FCM　量 (kg/日)   28.1   29.9

乳成分量 (kg/日)

乳脂肪量      1.12      1.18

乳蛋白質量      0.92        0.99 *

乳糖量      1.27      1.37

無脂固形分量      2.46      2.66

第一胃内溶液性状

揮発性脂肪酸(mM/dl)     9.0      9.2

Ａ／Ｐ比     3.9         3.6 *

項　　目

　1) 試験期間中はミスト噴霧と送風機による暑熱対策を実施．
　2) ＊：区間に有意差あり（P<0.05）．
　3) ＦＣＭ：4%脂肪補正乳、A/P：酢酸/プロピオン酸
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発酵 TMR の発酵の進み方は、外気温に左右されるが、炎天下における温度上昇による熱変

性などの TMR の変質を回避するためには、室内あるいは屋外の木の下などの気温の上昇が少

ない場所に保管するのが望ましい。注意することは、一般のサイレージと同様であるが、TMR
の嫌気状態を維持する必要があり、取り扱いの失宜や鳥獣害などにより穴が開かないように

することが大切である。

また、夏期は発酵スピードが速いことから、TMR を入れたビニール内袋が大きく膨らみ、

包装した留め金具が脱落したり、ビニールが暴発する場合がある。これに対して、フレコン

バッグの包装をきちんすること、フレコンバッグの吊り下げ紐を結ぶこと（図 1 － 9）、3 段

積み以上にしないことなどに注意する必要がある。場合によっては、暴発を抑制するために、

ビニール袋内で発生したガスを抜く逆支弁パッチを 1 ～ 2 個程度を側面に取り付ける（図 1
－ 10）こともある。

通常、発酵 TMR は 20 ～ 30 日程度貯蔵した後、給与を開始するが、TMR センターでこれ

らを保管、貯留するスペースがない場合には、農家庭先に搬入するなどの方法もある。

図1－9 フレコンバッグの結び方 図1－10 ガス抜きの逆支弁パッチ
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２ 乳用牛への給与

(1)育成牛

育成牛に稲発酵粗飼料を給与する場合は、限られた乾物摂取量の中で発育および妊娠

に要する養分を充足させるよう飼料設計を行う。実際の給与では、本文中の実用的給与

量を目安に、以下の点に留意して給与する。

① 水分、飼料成分含量、栄養価を把握し、必要養分をバランスよく充足させる。

② 発育状況をモニタリングしながら給与量を調節し、適正に発育させる。

(2)乾乳牛

乾乳期は、胎児の発育、母体の休息、乳腺組織の再生、ルーメン絨毛の形成を促す時

期である。稲発酵粗飼料は、他の自給粗飼料に比べ K 含量が低いことから、粗飼料とし

ての有効性が期待される。産後の代謝性疾患（低 Ca 血症による乳熱や起立不能など）

を防ぐために、この時期の粗飼料として利点がある。実際の給与では、本文中の実用的

給与量を目安に、以下の点に留意して給与する。

① ボディコンディションの変動に注意する。

② 稲発酵粗飼料への馴致は乾乳前期（分娩前 30日）までに済ませる。

③ 給与飼料中の CP 含量は 12 ％程度（初任牛は 14 ％程度）になるように調整する。

なお、稲発酵粗飼料の単味給与は CP不足になるため行わない。

(3)泌乳牛

分娩後は、急激な泌乳量の増加に伴い、血漿中 Ca 濃度の減少、エネルギー不足等に

より、各種代謝病が発生しやすい。また、泌乳最盛期にむかって乾物摂取量が増大する

ことから、高品質な飼料の給与が求められる。また、泌乳中後期の乳牛では、十分量の

飼料を摂取できるようになるので、泌乳前期に比べて稲発酵粗飼料の給与量を多めにす

ることができる。実際の給与では、本文中の実用的給与量を目安に、以下の点に留意し

て給与する。

① 飼料の急変を避ける：分娩 3週間前から泌乳牛用飼料に慣れさせる。

② 適正な飼料設計：栽培、収穫、調製条件等で異なるので飼料分析が必須である。

③ 健康状態のモニタリング：大幅な体重増減は各種代謝病の原因となる。ボディーコ

ンデションの観察、牛群検定データや代謝プロファイルにより、健康度をモニターする。

(1) 育成牛への給与

乳用種育成牛への稲発酵粗飼料の給与は、現場では既に実施されているものの、試験成績

は極めて少ない状況にある。ここでは、日本飼養標準・乳牛（2006 年版）に示される TDN
要求量をもとに稲発酵粗飼料の給与可能量を例示したので、これらを参考に、水分含量、飼

料成分含量、栄養価を把握し、牛の発育状況を把握しながら、必要養分を充足させる。

① 育成牛に対する給与可能量

5 ヶ月齢から 17 ヶ月齢までの育成牛に、適度な発育をさせるためには、給与飼料に含ませ
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る TDN 含量を 72 ％から 55 ％まで漸減させる。したがって、若齢の育成牛に対しては、粗飼

料の給与量をある程度制限しながら、育成牛用の配合飼料を適量給与し、TDN と CP が充足

するように給与する必要がある。ここでは、標準的な日増体量を得るための必要 TDN 量を満

たすように稲発酵粗飼料（水分含有率 65 ％、乾物中 TDN 含有率 55%）を最大限給与する場

合の育成牛用配合飼料（乾物中 TDN 含有率 78%）との給与量を表 2 － 1 に示す。なお、12
ヶ月齢頃より、CP充足率が不足するため、大豆粕などで CPを補給する必要がある。

表2－1 育成牛への稲発酵粗飼料給与の一例

② 初妊牛に対する分娩前の給与

分娩前１ヶ月間の給与事例を表 2 － 2 に示した。分娩直前は、胎児の発育に要する養分量

が加算されるため、養分要求量が増加する。反面、成長する胎児により腹腔内での第一胃容

積が狭められるため、乾物摂取量も制限される。しかし、表 2 － 2 に示したように、摂取で

きる範囲の乾物量を採食させることにより TDNや CPを充足することが可能である。

表2－2 分娩前４週～１週までの未経産牛への給与事例（２頭の平均）

③ 実用的給与量

良好に調製・保管された稲発酵粗飼料は、泌乳牛においてチモシー乾草などの流通乾草と

遜色ない摂取量や乳生産を示すことが確認されている。また、広島県立総合技術研究所畜産

技術センター（2006）では、12～ 13ヵ月齢の育成牛 5頭を用いて、濃厚飼料を定量給与（2.5
～ 3.0kg／日）し、粗飼料としてイタリアンライグラスヘイレージと乾草を併給する慣行区と、

粗飼料を稲発酵粗飼料に全量代替する試験区を設定し、1 週間毎に粗飼料を切り替える 4 期の

試験が実施されている。その試験の中では、粗飼料の切り替え時に摂取拒否は観察されず、

粗飼料の摂取量は 1 期の慣行区 5.77kg ／日に対して、試験区の 2 期（6.48kg ／日）と 4 期

月
齢

体重
(kg)

日増体量
(kg/日)

推定乾物摂
取量(kg/日)

育成用配合飼
料乾物重量

(kg)

CP充足
率(%)

5 168 0.92 4.3 1.1 (3.0) 3.7 103

9 270 0.78 6.0 2.5 (7.1) 4.0 112

13 355 0.65 7.4 4.9 (14.0) 2.8 89

17 443 0.81 9.1 8.4 (24.1) 0.6 63

※ 体重は日本飼養標準乳牛2006年版で採用した日齢と妊娠日齢を変数とする発育曲線を適応。

※ 稲発酵粗飼料は必要TDN量をもとに最大限給与できる乾物および現物重量を示した。

稲発酵粗飼料(kg)
乾物　（原物）

分娩前
稲発酵粗飼
料乾物摂取
量（kg/日）

濃厚飼料
乾物摂取
量（kg/日）

乾物摂取量
（kg/日）

乾物充足
率（%）

TDN充足率
（%）

CP充足
率（%）

4週 5.6 3.4 9.0 83 105 79

3週 4.6 5.2 9.8 91 113 104

2週 3.7 6.0 9.7 89 114 112

1週 3.6 6.2 9.8 90 116 115

（新潟畜産研　　2003）
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（6.46kg ／日）の稲発酵粗飼料の摂取量が有意に高い結果（P<0.05）を得ている。これらの

ことから、稲発酵粗飼料は、育成牛の粗飼料として、十分使えるものと考えられる。なお、

発酵品質の良し悪しなどにより嗜好性や摂取量が左右されることから、稲発酵粗飼料の給与

量は表 2 － 1 の半量程度とし、残る半量をイネ科牧草などで代替するとよい。水分含量以外

にも各成分含量、栄養価を把握するとともに、牛の発育状況を把握しながら、必要養分を充

足させる給与を行う。

(2) 乾乳牛への給与

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 3週

以降を乾乳後期として説明する。

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、次の繁殖成績にも重大な影響が及ぶため、常に各個体の栄養状態を把握しておくこ

とが重要である。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。また、近年、繁殖性に係わる物質として β－カロテン、ビタ

ミン E（α －トコフェロール）の機能が見直されているが、稲発酵粗飼料は収穫時期や調製方

法により差異はあるものの、それらを豊富に含んでいるため、その給与効果 期待される。

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。稲発酵粗飼料のみ

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 含有量の多い飼料を併給

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、稲発酵粗飼料を飽食（自由採食）させる飼養では、過肥になる懸

念もあることから、BCSに注意しながら給与量を制限する必要がある。

乾乳後期（分娩前3週～分娩）

乾乳後期から濃厚飼料や稲発酵粗飼料を含む TMR の給与量を徐々に増加させていき、分娩

直前までには TDN 充足率を 120 ％程度まで高めた飼料設計を心掛ける。この時期は胎子や子

宮の急激な成長による消化管の圧迫や分娩、泌乳に係わるホルモン分泌によってホルモンバ

ランスが崩れることなどが原因の食欲減退により、著しく乾物摂取量が低下するため、給与

する飼料の栄養濃度を徐々に高めていく（濃厚飼料を増給する）必要がある。その他、乾乳

前期に実施した粗飼料主体の飼料給与により退行した第一胃内絨毛の発達促進、分娩後の飼

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、乾乳後期においては濃厚飼料の増量に合わせて稲発酵粗飼料の給与量を徐々に減らして

いく。なお、乾乳期に給与する稲発酵粗飼料の子実排せつ率は、その乾物摂取量から考える

と 10％程度であるため問題にすることはない。

① 乾乳期における給与の上限

表 2 － 3 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発酵粗

が
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飼料（水分含有率 65％程度）を自由採食させた試験の結果である。この結果によると分娩前 4
週の乾乳牛では、一日当たり稲発酵粗飼料を原物で約 20kg（乾物で 6.9kg）を摂取すること

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

増量していったが、分娩前１週では稲発酵粗飼料を原物で約 9kg（乾物で 3.1kg）を摂取した。

② 実用的給与量

表 2－ 4は、乾乳期における稲発酵粗飼料の最大乾物摂取量と実用的給与量の目安を示す。

稲発酵粗飼料は、チモシー乾草などのイネ科牧草に比べて中性デタージェント繊維（NDF）
含有率は低いが、その NDF 消化率は低いため、給与量によっては乾物摂取量を抑制する原因

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 2 － 3 の試

験で得られた最大摂取量の 6 割に留めた量を目安とした。したがって、残りの粗飼料として

は、消化性の良いイネ科乾草やアルファルファ乾草（ヘイキューブ）などの給与を推奨する。

また、泌乳牛と同様、稲発酵粗飼料の発酵品質、切断長などにより嗜好性や摂取量が左右さ

れることから、実際に稲発酵粗飼料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、稲発酵粗飼料の給与量を調整する必要がある。

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)乾物は稲発酵粗飼料の水分含有率を65%として算出した．

注2)最大摂取量は表2-3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2－4　乾乳期における稲発酵粗飼料の実用的給与量の目安

時期

近畿中国四国農業研究センター(2008)一部改変

最大摂取量(kg/日/頭) 実用的給与量(kg/日/頭)

稲発酵粗飼料 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

広島県畜産技術センター　2002を一部改変

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．

注2)分娩4週から稲発酵粗飼料の単体と供にTMR(乾物中CP17%，TDN75%，稲発酵粗飼料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2－3　分娩前4週～1週に稲発酵粗飼料を給与した試験(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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(3) 泌乳牛への給与

① 分娩後～泌乳最盛期

ア 給与の上限

表 2 － 5 は、新潟、群馬、広島の 3 県協定泌乳

試験（2003）の結果を示している。この試験では、

それぞれ黄熟期の稲発酵粗飼料を乾物割合で 30%混合

した TMR（混合飼料）を分娩前 4週から分娩後 21週

まで給与している。対照区には、チモシー乾草を稲発

酵粗飼料と同じ比率で混合している。3 県を平均する

と、乳成分には、明瞭な差は認められず、正しい飼料設計を行えば、乳成分に対する影響は

ないといえる。しかし、DMI（乾物摂取量）および乳量はイネ区でやや少ない傾向がみられ

た。ただし、新潟と群馬の 2 県では、両項目ともに差が見られなかった。この試験では、稲

発酵粗飼料以外の飼料は同等のものを使用したが、新潟県では出穂後 15 日の糊熟期刈り、群

馬県は WCS 用イネの移植が 6 月上旬であり刈取時に未登熟、広島県は出穂後 30 日の黄熟期

刈りの稲発酵粗飼料であり、各県で使用した稲発酵粗飼料の違いにより異なる反応がみられ

たものと考えられる。

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

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

た場合、乾物摂取量、乳量とも分娩後 10 週までは 25 ％区が高く、乾物摂取量の回復した分

娩後 10週以降は差が認められていない（図 2－ 1、図 2－ 2）。
以上のことから、泌乳初期から泌乳中期にかけて稲発酵粗飼料を利用する場合、刈取時期

は出穂後 30 日（黄熟期）よりも早いものが望ましく、刈遅れのものは用いるべきでない。出

穂後 30 日よりも早刈りのものや、稲発酵粗飼料の品質が良好なものは乾物中に 30 ％程度ま

で給与できるが、WCS 用イネの栽培条件や調製条件によっては要求量を満たせない場合があ

る。そのため、泌乳初期の分娩後 10週程度までは、代謝病の発生しやすいステージでもあり、

乾物中に 30%以下での利用が推奨される。また、TMR の調製の項目でも記述したが、切断長

が 1.5～ 3.0cm程度であれば、乾物摂取量、乳量が高く維持されることから稲発酵粗飼料は細

切したものを用いるのが望ましい。

項目 （単位） イネ区 チモシー区
ＤＭＩ （kg/日）   22.0   23.5 
体重 （kg） 623.0 650.0
乳量 （kg/日）   36.7   41.9 
乳脂率 （%）      4.14     4.01
ＳＮＦ率 （%）      8.79     8.80
DMI：乾物摂取量、SNF：無脂固形分

（新潟農総研畜研セ、群馬畜試、広島畜技セ　2003）

表2－5　分娩～泌乳中期における泌乳成績
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イ 稲発酵粗飼料に求められる品質

（ア）適期収穫とモミの消化性

これまでの研究において、搾乳牛で

は 10 ～ 50 ％のモミが未消化のままふ

んに排せつされることが明らかとなっ

ている。原因は、子実が難消化性の籾

殻に覆われているためであり、熟期が

進むほど消化性が低下する（図 2－ 3）。
これは稲発酵粗飼料に特有の問題で

はなく、穀実ごとサイレージにするホ

ールクロップ作物に共通する問題とい

える。トウモロコシでは黄熟期以降に

は 10 ～ 20 ％の穀実が未消化のままふ

んに排出される現象が観察されている。

しかし、稲発酵粗飼料のモミの第一胃内乾物分解速度は非常に遅く（新出ら、2004）、し

かも比重が大きいために、反芻時に反芻食塊として口腔内に吐出されにくく、反芻による

破砕を受けず、第一胃から早く第三胃以降に流出してしまうことが考えられる。刈取期別

の子実排せつ率は黄熟期以降で 40 ％を超えることから、繊維の消化性も考慮すれば、糊熟

期（出穂後 15 日）～黄熟期（出穂後 30 日）での収穫が望ましい。特に、完熟したモミは

脱粒しやすいことから、子実排せつの傾向が強まると考えられる。泌乳初期は、必要な乾

物量が摂取できにくく、エネルギーバランスがマイナスになっていることから、配合飼料 1kg
程度のエネルギーを増給し補う必要があり、黄熟期までの収穫が必須となる。

一方、子実排せつによる栄養的な損失を抑制するために、子実付着割合の少ない茎葉型

イネの育種も進んできている（2－（4）茎葉型イネ品種の活用で紹介）。

（イ）発酵品質、カビ

発酵品質やカビの有無は採食性に影響を及ぼす。不良発酵に伴うアンモニアや酪酸は第

一胃内の微生物に悪影響を及ぼし、第一胃の良好な発酵を阻害し、飼料の消化性や乳成分

の低下を招く。そのため、管理不全等により不良発酵した稲発酵粗飼料の給与は控えるべ

きである。また、近年ではカビ毒の危険性が指摘されている。わが国における発生実態は、

まだ十分に明らかになっていないが、カビ毒の有無は色、臭い等の官能検査では判別でき

ないことから、カビた部分の給与は避けるべきである。

ウ 飼料設計

以下では、経産牛（3 産、体重 650kg）を例に、日本飼養標準・乳牛（2006 年版）を基

にした飼料設計の手順を示すが、詳しくは添付ソフトウエアの利用法を参照されたい。

（ア）養分要求量の算出

日本飼養標準・乳牛（2006 年版）付属 CD にある養分要求量計算プログラムを用い、環

境温度を 20℃、産次を 3産以降とし、体重を 650kg、乳量、乳脂率を入力すると、表 2－ 6

図2-3　刈取期別子実排せつ量と排せつ率

　異符号間に有意差(abc:P<0.05)

                                    広島畜技セ（2001）
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のようにそれぞれの養分要求量が算出される。

（イ）飼料の選択

次に、飼料診断プログラムの入力フォームに用いる飼料を飼料リストボックスから選び、

飼料セルにドラッグ＆ペーストする。その際、成分表にない飼料も分析データがあればそ

の値を入力できる。また、成分表から選択したデータも、修正可能である。

以下では、都府県で一般的な自給粗飼料であるトウモロコシサイレージと稲発酵粗飼料

を組み合わせた飼料メニューを作成してみる。飼料設計に用いた飼料を表 2 － 7 に示す。

表2-7　飼料設計に用いた飼料の化学的成分組成（原物中％）　
水分 乾物 CP ADF NDF NFC TDN Ca P

稲発酵粗飼料（黄熟期） 62.7 37.3 2.6 11.6 18.1 10.7 20.8 0.062 0.063
トウモロコシサイレージ（黄熟期・全国） 73.6 26.4 2.1 7.7 12.6 9.3 17.4 0.04 0.05
アルファルファヘイキューブ（普通品） 10.8 89.2 14.7 32.9 40.7 19.7 49.4 1.16 0.25
ビートパルプ 13.4 86.6 10.9 22.8 43.3 26.4 64.6 0.51 0.08
乳牛用基礎配合２ 12.1 87.9 16.8 10.5 22.0 40.9 70.6 0.279 0.118
綿実 8.3 91.7 19.8 32.0 41.6 7.7 80.9 0.18 0.38
大豆粕 11.7 88.3 46.1 7.9 12.6 22.4 76.6 0.29 0.62
第三リン酸カルシウム 0.5 99.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.83 18.47
注）日本飼養標準乳牛（2006年版）に添付されたファイルの『飼料設計体験プログラム』に数値を追加

表2－6　泌乳牛の養分要求量(体重650kg、平均環境温度20℃、産次3産以降）

乳量（kg/日） 50 45 40 35 30 25 20

乳脂率（％） 3.3 3.4 3.5 3.5 3.8 4.0 4.5

DMI（kg/日） 27.0 25.5 23.9 22.0 20.7 19.0 17.6

TDN（kg/日） 21.6 19.9 18.2 16.3 14.8 13.1 11.7

CP（kg/日） 4.50 4.11 3.72 3.29 2.96 2.58 2.25

Ca（g/日） 190 174 158 141 128 112 99

P （g/日） 112 103 94 84 77 68 60

ＤＭＩ：乾物摂取量、ＴＤＮ：可消化養分総量、ＣＰ：粗蛋白質、Ca：カルシウム、P：リン

005稲発酵粗飼料_Ⅲ.indd   99 2012/03/12   19:05:50



- 100 -

（ウ）給与メニューの作成

飼料計算セルに、表 2 － 7 の全飼料の成分値が記入できたら、各飼料の給与量を入力す

る。その際、全項目の充足率が満足するように給与量を調整して給与メニューを求めるこ

とができる。表２－７下段では、上記の手順で求めた飼料メニューの例を示している。

（エ）飼料設計の留意点

稲発酵粗飼料を飼料設計に組み入れる場合、以下の点に留意する必要がある。

稲発酵粗飼料を含め粗飼料の成分、栄養価は熟期、収穫

方法、調製方法などにより異なることから、飼料設計に先

立ち飼料分析を行うことが必要となる。同一ほ場産の飼料

でも、収穫日が異なったり、保管方法が異なった場合には

分析を依頼することが望ましい。

ロールから代表サンプルを得る方法は様々あるが、ドリ

ルを用いたフィードサンプラー（特願 2007-268581）が容

易である（図 2 － 4）。TMR センターなどに搬入される稲

発酵粗飼料全体を代表する値を得るためには、5 個のロール

ベールを無作為に選び、各稲発酵粗飼料ロールの縦列 5 ヶ

所からサンプリング後、混合し、分析することで、乾物、

粗蛋白質、繊維、灰分含量を誤差± 2.5 ％以内の高い精度 図2－4 フィードサンプラー

で測定できる（石田 2007）。
乳量の多い泌乳前期では、乾物中 TDN 含量が 75%程度のエネルギー含量の高い飼料が必

要となる。綿実や脂肪酸カルシウムなどの油脂類はエネルギー含量を高めるために有用で

あるが、多すぎると第一胃内微生物の増殖を抑えてしまうので、飼料中の脂肪含量を５％

以下にする。

粗蛋白質が要求量通りに給与されている場合でも、粗蛋白質の第一胃内での分解性が早

い場合、また、非繊維性炭水化物などのエネルギーが不足する場合はアンモニアが微生物

に利用されないばかりか、中毒や肝機能の低下を招く場合がある。第一胃内微生物の合成

量を最大にするには、エネルギーと分解性粗蛋白質のバランスが重要となる。特に、乳生

産量の多い泌乳初期では、両者のバランスへの配慮が求められる。日本飼養標準・乳牛（2006
年版）では、第一胃における粗蛋白質の利用は乾物摂取量のみを変数とした通過速度（kp
％/時間）により可変するものとして有効分解性蛋白質（ECPd）が示されている（1-（9）
粗タンパク質の第一胃内分解率参照）。しかし、通過速度には、繊維含量、飼料粒度、飼料

構成など多くの要因が関与するため、さらにデータの蓄積が待たれる。

稲発酵粗飼料、特に、子実型イネ品種は、他のイネ科牧草に比べて非繊維性炭水化物に

富む子実を含むため総繊維は少ないものの低消化性繊維の割合が高いのが特徴であり、物

理的効果が高い。そこで、通常の考え方で繊維の推奨値に合わせて必要量を計算すると、

他のイネ科牧草に比べてより多くの稲発酵粗飼料を給与することになり、乾物摂取量を抑

制してしまうことになる。よって、NDF 等の繊維の推奨値は、乳成分の安定のために必要

な物理性を確保するための目安と考え、物理性の面から必要量を決定する。物理性につい

ては、他のイネ科牧草と同等の価値を有することから、繊維の成分含量は他のイネ科牧草
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と同等（NDF で 65%程度）として計算する方法がある。つまり、表 2 － 7 で示されている

NDF 含量（原物中 18.1 ％）の代わりに、24.2 ％（乾物中で 65%に相当）を用いる方法で

ある。表 2－ 8には補正した NDF 含量もあわせて示した。

飼料中の稲発酵粗飼料の給与割合が乾物 20 ％以上になる場合の注意点は、①稲発酵粗飼

料の繊維は物理性に富むが、NDF の消化率は低いため、乾物摂取量の維持には、飼料中の

NDF 含量は乾物 31 ～ 33 ％（NDF 含量を日本標準飼料成分表の値とした場合）とする、

②子実排せつによるエネルギー損失があるため、飼料中の NFC 含量は乾物 38 ～ 40 ％とす

る、③飼料全体の粗飼料割合は 5 ％程度やや低めに設定する、④稲発酵粗飼料に組合わせ

る粗飼料はアルファルファ乾草や刈取時期の早い NDF 含量の低いものを使用する、などを

考慮するとよい。

（オ） モニタリング

飼料設計に万全を期しても、各飼料成分のわずかなズレや計量の誤差が集積すると、設

計と異なる栄養価の飼料になる場合がある。また、牛の状態や飼槽・牛舎環境等の影響に

より、牛が予定通りに食べない場合もある。そこで、飼料設計と実際の養分摂取状態に違

いがないかチェックする必要がある。特に、飼料を切り替えた時は注意を要する。

具体的には、牛個体あるいは群として想定した乾物量を摂取しているかを確認し、摂取

していない場合、① NDF 含量、② NFC 含量、③切断長（飼料片粒度）などを確認し、乳

表2－8　稲発酵粗飼料とトウモロコシサイレージを用いた飼料メニューと養分充足率（％）

乳量（kg） 50 45 40 35 30 25 20

乳脂率（％） 3.3 3.4 3.5 3.5 3.8 4.0 4.5
体重（kg） 650 650 650 650 650 650 650
給与量（原物kg/日）
稲発酵粗飼料（黄熟期） 6.0 6.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0
トウモロコシサイレージ（黄熟期・全国） 20.0 20.0 15.0 15.0 17.0 17.0 17.0
アルファルファヘイキューブ（普通品） 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
ビートパルプ 　　- 　　- 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
乳牛用基礎配合２ 18.0 16.0 15.0 14.0 12.0 11.0 9.0
綿実 3.0 3.0 2.0 　　- 　　- 　　- 　　-
大豆粕 1.5 1.5 1.0 1.0 0.5 　　- 　　-
第三リン酸カルシウム 0.3 0.3 0.3 0.25 0.25 0.25 0.3
養分充足率
DM充足率（％） 105.8 105.3 104.2 104.0 102.5 104.5 103.0
CP充足率（％） 111.8 114.2 111.8 110.6 105.5 105.4 106.1
TDN充足率（％） 99.6 101.1 101.3 101.4 101.6 106.2 107.4
Ca充足率（％） 94.1 99.3 108.2 107.0 112.9 124.6 135.4
P充足率（％） 101.1 107.6 109.0 102.3 106.4 113.9 124.1

粗飼料割合（％）　1) 29.4 31.3 31.5 37.5 42.9 45.8 50.2

NDF含量　2) 32.9 33.4 33.9 33.8 35.3 36.3 37.3
補正したNDF含量　3) 34.2 34.8 35.8 36.5 38.2 39.4 40.7
NFC含量 37.2 36.5 37.0 38.8 38.3 38.3 37.5
1）稲発酵粗飼料、トウモロコシサイレージ、ヘイキューブを粗飼料とした
2）日本標準飼料成分表の稲発酵粗飼料（黄熟期）のNDF含量値（18.1％）を用いた場合の値
3) 日本標準飼料成分表の稲発酵粗飼料（黄熟期）のNDF含量値を
　  乾物で65％相当（24.2％）に補正した値

005稲発酵粗飼料_Ⅲ.indd   101 2012/03/12   19:05:51



- 102 -

量、乳成分の値をみながら給与設計を微調整する必要がある。また、牛の栄養状態は反芻

などのそしゃく行動、ふんの性状、ボディコンディション、乳成分や血液成分などをモニ

タリングして診断する。さらに、牛群検定では、個体別の乳量、乳成分等を基に、泌乳期

毎の養分摂取状況を診断するプログラムが開発されており、作成されたグラフにより、問

題点の把握が容易となる。このような診断を活用することは極めて有用である。

（カ） 実用的給与量

現状での稲発酵粗飼料の生産量や現地事例を参考にすると、泌乳初期における実用的給

与量は、乳量 20～ 30、30～ 40および 40kg以上でそれぞれ原物で 8～ 10kg、6～ 8kgお

よび 3～ 6kg程度となる。

② 泌乳中期～後期

ア 給与の留意点

これまで行われてきた給与試験の多くは、他の飼料と比較するため、安定した乳量推移

を示す泌乳中～後期の泌乳牛が用いられている。それらのデータの一例を表 2 － 9 に示し

た。

泌乳中～後期の牛では、飼料乾物中に 30%程度まで給与しても乾物摂取量、乳量、乳成

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

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

っているためと考えられる。しかし、乳量が減っても食欲は旺盛な時期なので、エネルギ

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

イ 実用的給与量

泌乳中～後期の牛に対する稲発酵粗飼料の飼料メニューについては、乳量に応じて、表 2
－ 8を参照されたい。

現状での稲発酵粗飼料の生産量や現地事例を参考にすると、泌乳中～後期における実用

的給与量は、乳量 35kg以上および 35kg以下でそれぞれ原物で 6～ 8kgおよび 8～ 10kg
程度となる。

表2－9　稲発酵粗飼料を用いた泌乳試験成績
乳量

ｻｲﾚｰｼﾞ （％） 飼料全体 (kg/日) 乳脂肪 SNF
稲発酵粗飼料 7.0 (26) 26.6 36.1 3.77 8.14 三重県
輸入ｽｰﾀﾞﾝ乾草 5.6 (21) 26.7 37.5 3.87 8.23 (2001)
稲発酵粗飼料 6.1 (26) 23.4 25.0 4.08 8.71 埼玉県
輸入ﾁﾓｼｰ乾草 6.3 (27) 23.0 26.7 4.12 8.79 (2001)
稲発酵粗飼料 6.0 (29) 20.8 30.0 4.02 8.96 新潟県
輸入ﾁﾓｼｰ乾草 6.1 (29) 21.3 31.1 3.91 8.95 (2001)

乾物摂取量(kg/日) 乳成分(%)
出典

SNF：無脂固形分、( )の数値は飼料全体に占めるｻｲﾚｰｼﾞの割合。
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(4) 茎葉型イネ品種の活用

稲発酵粗飼料（現在普及している子実型品種）の

家畜への給与では、一般的に、稲発酵粗飼料の給与

割合が増加すると、乾物摂取量が抑制され、泌乳成

績が悪化する。これは、前述したように、子実排せ

つ量が増加すること、繊維の消化性が悪いことなど

が関係している。現在、多量給与が可能となるよう

な稲発酵粗飼料の作出が試みられ、茎葉型イネ品種

について試験が行われている。

以下には、子実型のイネ品種｢クサノホシ｣と比較

しながら、茎葉型のイネ品種｢たちすずか｣の飼料特

性や給与について紹介する。

① 茎葉型品種の化学的成分組成と第一胃内分解度

茎葉型品種の｢たちすずか｣は、従来普及種の子実型品種「クサノホシ」に比較して、子実

の付着が 1/3 ～ 1/5 程度であり、稲体全体の重心が低く、耐倒伏性が高い。子実が少ないこと

から、ふん中への子実排せつ量が抑制される（図 2－ 5）。
「たちすずか」の化学的成分組成値は、子実型品種｢クサノホシ｣と差はほとんどない。一

方、子実割合が 1/5と少ないにも関わらず非繊維性炭水化物（NFC）含量は高い値であり、茎

葉中の糖含量は乾物

中 10 ～ 15 ％で顕著

に高い。30 日間サ

イレージ貯蔵したそ

れぞれのイネ品種の

発酵品質を図 2 － 6
に示した。「たちす

ずか」サイレージの

pH値は有意に低く、

乳酸生成量が多く、

「クサノホシ」の発

酵品質の様相とは異

なった。サイレージ

中の残存糖のうち、

「たちすずか」では

グルコース、フルクトースが有意に高かった。また、めん羊を用いた消化試験では、粗繊維

や NDF の消化率が普及品種の｢クサノホシ｣よりも 8 ～ 10 ポイント程度改善され、TDN 含量

は 59.0％と高い（表 2-10）。
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また、刈取時期を出穂後 0日、30日 60日としたイネ茎葉部の第一胃内乾物分解度の調査で

は、「クサノホシ」は出穂後日数の経過と共に分解度が大きく低下するが、「たちすずか」は

出穂後 60 日程度まで分解度に変化は認められない（図 2 － 7）。 このことは、家畜の利用性

向上に有利であり、収穫時期、機械利用や労働力を分散できる利点がある。

表2-10　メンヨウを用いた各品種稲発酵粗飼料の成分値（乾物中％）及び消化率（％）

粗脂肪 NFE 灰分 NFC

成分値 38.7 4.0 2.5 57.6 27.2 8.6 49.2 35.7 5.5

消化率 40.8 62.9 68.3 60.6 ａ - 53.1 ａ - 59.0

成分値 40.5 4.6 2.9 56.8 26.9 8.8 49.9 33.8 25.6

消化率 37.9 64.4 65.9 50.0 b - 45.1 b - 55.5

　　異符号間に有意差あり（ab：P<0.05）

　　NFE：可溶無窒素物、NDF：中性ﾃﾞﾀｰｼﾞｪﾝﾄ繊維、TDN：可消化養分総量

TDN

（広島総技研畜産技術センター　2008）

たちすずか

クサノホシ

子実割
合（％）粗ﾀﾝﾊﾟｸ質 粗繊維 NDF

乾物
成分
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② 乳牛への給与効果

濃厚飼料の組成は同一とし乾物 70 ％、粗飼料はそれぞれ稲発酵粗飼料のみを乾物 30 ％混

合した TMR（表 2－ 11）による泌乳中期牛への給与試験の結果を表 2－ 12に示す。

泌乳成績では、乳成分は差が認められなかったが、「たちすずか」を用いた TMRは乳量、FCM
量が多く、ＭＵＮ（乳汁中尿素窒素）が低かった。また、増体成績も優れ、「たちすずか」の

飼料価値は高いことが明らかになった。

乳脂率 3.5 ％の牛乳 1kg 生産に要する TDN 量は 0.31kg であり、たちすずか TMR の計算上

の TDN 摂取量を基準とした場合、乳量差 2.7kg から算出されるクサノホシ TMR の TDN 損

失量は 0.837kgと推定された。

以上のことから、「たちすずか」は、子実割合が少ないものの NFC 含量が高く、一般的に

稲発酵粗飼料給与で問題となる子実排せつ（高泌乳牛では 40 ～ 50 ％の子実排せつ率）の栄

養損失が抑制できる。また、繊維の消化率が高く、泌乳成績に好影響を与えており、多給可

能な稲発酵粗飼料の品種として今後の活用が期待される。現在、「たちすずか」の多給による

泌乳前期牛への試験が行われている。

表2-12　TMRごとの乾物摂取量、泌乳成績および体重
たちすずかTMR クサノホシTMR 差の有意性

乾物摂取量 （kg） 22.8 23.1 ns
乳量 （kg） 41.6 38.9 P＝0.06
FCM量 （kg） 38.5 36.3 P＝0.06
乳成分
　　乳脂率 （％） 3.51 3.56 ns
　　乳タンパク質率（％） 3.25 3.21 ns
　　乳糖率 （％） 4.57 4.56 ns
　　無脂固形分率 （％） 8.82 8.76 ns
MUN (mg/dl) 12.6 14.9 P<0.05
体重 （kg） 611 591 P<0.05
FCM量：4％脂肪補正乳量、MUN：乳汁中尿素窒素
ns：有意差なし

（広島総技研畜産技術センター　2009）

表2-11　TMRの養分含量（乾物）
たちすずかTMR クサノホシTMR

稲発酵粗飼料割合 （％） 30.0 30.0
濃厚飼料割合 （％） 70.0 70.0
DM（乾物） （％） 55.2 55.3
CP（粗タンパク質） （％） 15.9 16.1
EE（粗脂肪） （％） 5.1 5.2
NDF（中性デタージェント繊維） （％） 32.6 32.9
NFC（非繊維性炭水化物） （％） 40.3 39.8
TDN（可消化養分総量） （％） 76.9 75.8

(広島総技研畜産技術センター　2009）

005稲発酵粗飼料_Ⅲ.indd   105 2012/03/12   19:05:51



- 106 -

３ 肉用牛への給与

(1) 育成牛

(2) 繁殖牛

(3) 肥育牛

稲発酵粗飼料中のビタミン含量は、刈取時期や予乾の有無により大きな影響を受ける

ため、肥育に用いる際は、給与する稲発酵粗飼料の刈取熟期や調製法に十分注意する必

要がある。実際の給与では、本文中の実用的給与量を目安に、以下の点に留意して給与

する。

① 飼料の急変は避け、十分な馴致期間を設ける。

② 稲発酵粗飼料は刈取熟期や調製法の違いによって β －カロテン含量が大きく変動する

ので、特にビタミンＡ制御型の肥育へ用いる場合は、β －カロテン含量を把握することが

望ましい。

③ ビタミン A 制御型の肥育では、稲発酵粗飼料の給与は肥育前期と後期とし、中期は給

与を控える。

④ 後期給与型の肥育では、肥育中期までは慣行の稲わら給与による肥育を行い、肥育後

期に稲発酵粗飼料を給与する。

(1) 育成牛への給与

① 養分要求量と飼料設計

肉用子牛を育成する場合は、市場での価値を高めるために十分な発育が重要となる。また、

成長期の子牛の養分要求量が多いため十分な栄養分の摂取が必要となる。そのため稲発酵粗

飼料を肉用子牛に給与する場合には、濃厚飼料を補給しなければならない。給与試験の結果

を踏まえ、表 3 － 1 に黒毛和種子牛への稲発酵粗飼料給与例として標準的な給与体系と、多

給体系との 2 つの給与例を示した。黒毛和種子牛育成での給与量（原物）は、標準的な給与

体系で給与開始時（４ヶ月齢）が 1.5 ～ 2.0 ㎏、育成終了時（9 ヶ月齢）が 5 ～ 5.5 ㎏程度給

与可能であり、多給する体系では育成終了時（9 ヶ月齢）で 6 ～ 6.5 ㎏程度給与が必要となる。

　肉用子牛を育成する場合は、市場での価値をたかめるために十分な発育が重要で、成長

期の子牛の養分要求量に見合った栄養が必要となる。稲発酵粗飼料は粗蛋白質（CP)が低い

ため、多給する場合は大豆粕等を補給する。稲発酵粗飼料のTDN含量も子牛の発育に影響

を与えるので注意する。実際の給与では、本文中の実用的給与量を目安にする。

　肉用繁殖牛は稲発酵粗飼料を自由摂取した場合、原物で24～25kg（乾物6～10kg）採食

可能であるが、稲発酵粗飼料はCP及びアミノ酸含量が低いので妊娠期に単味給与は避

け、大豆粕を補給する。牧乾草と併用給与する場合は、稲発酵粗飼料を乾物割合で50%
まで給与可能であるが、低質な牧乾草の場合は配合飼料を1.0～1.5kg補給した方がよい。

実際の給与では、本文中の実用的給与量を目安にする。
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表3－1 黒毛和種子牛へのイネWCS給与例 単位：原物kg/日・頭

月齢

体系 飼料 4 5 6 7 8

標準型 稲発酵粗飼料1) 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5

濃厚飼料2) 3 3.5 4 4.5 5

多給型 稲発酵粗飼料1) 2 3.5 4.5 5.5 6.5

濃厚飼料3) 2.5 3 3.5 4 4.5

1)DM45.0%，TDN51.0%，CP6.0%とした。また，給与量は目安であり不断給餌とする．

2)DM88.0%，TDN68.0%，CP15.0%とした。

3)DM88.0%、TDN68.7%，CP17.5%とした。大豆粕を濃厚飼料給与量の8%添加しCP割合を高めた．

交雑種育成牛への給与例を表 3 － 2 に示した。稲発酵粗飼料の給与は出生後 3 ～ 8 ヵ月齢

未満の 5 ヵ月間で、原物あたり 1 ～ 6kg 給与し、肥育移行時の粗飼料の急変を避けるためチ

モシー乾草 1kg を定量給与するとともに、粗蛋白質の充足率を向上させるためルーサンペレ

ットを給与する。

稲発酵粗飼料の採食性は良好で、育成試験期間の 5ヵ月間で原物約 410kg（乾物で約140kg）

の採食が認められ、チモシー乾草の給与量を約 200kg 減らすことが可能となる。また、1 日

当たり増体量（DG）0.97kg/日と発育も良好で、稲発酵粗飼料を交雑種の育成期用粗飼料とし

て利用することにより、血漿中のビタミン E 濃度は約 2 倍となる。その後の肥育成績も良好

で、発育停滞を引きおこす疾病も認められなかったことから、健康で飼料利用性の高い子牛

を育成できるものと考えられる。また、一般的に育成時期の粗飼料は不断給餌であるが、稲

発酵粗飼料も不断給餌が可能である。

② 給与上の注意点

肉用子牛の育成において飼料中のタンパク質が重要となることは広く知られている。稲発

酵粗飼料を子牛育成期に給与する場合は、粗蛋白質（CP）が充足できない時期があるため、

大豆粕等で CP を補給する必要があると思われる。特に粗飼料多給による子牛育成体系ではよ

り一層注意が必要となる。また、CP 濃度と同様に TDN の摂取量も子牛の発育に大きく影響

を及ぼすため、粗飼料の栄養価を十分に把握し給与することが重要である。

100 125 150 175 200 225 250

稲発酵粗飼料１） 1 1 2 4 4 5 6

ルーサンペレット２） 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2

チモシー乾草３） 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

育成用配合飼料４） 2.5 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5

1)DM37.3％、TDN20.8％、CP2.6％　　2)DM90.6％、TDN50.3％、CP15.9％

3)DM85.2％、TDN46.8％、CP6.8％　　4)DM88.0％、TDN69.0％、CP16.0％（原物中％）

表3－2　交雑種子牛へのイネWCS給与例　　　　　単位：原物kg/日・頭

養分要求量は日本飼養標準・肉用牛（2000年版）黒毛和種去勢牛、１日増体量１kgを適用

体　　重　（ｋｇ）
飼　　料
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肉用牛では稲発酵粗飼料への馴致の問題は少ないとされているが、発酵品質には十分留意

する。また、稲発酵粗飼料を給与した肥育もと牛を市場出荷する場合は、その後肥育農家で

粗飼料の成分が大きく変化することが考えられることから、市場出荷に伴い粗飼料変更が予

想される場合は、他の粗飼料への十分な馴致や肥育農家への周知が必要と思われる。

稲発酵粗飼料の水分含量は種々の条件によって変わるので、利用しようとする稲発酵粗飼

料の乾物率を測定し、乾物としての摂取量を把握しておくことが重要とされているが、子牛

育成においても同様である。

(2) 繁殖牛への給与

① ２回刈り稲発酵粗飼料の栄養価および採食量

2回刈りした稲発酵粗飼料（品種スプライス）の栄養価は、1番刈が DCP 6.9％、TDN 46.1
％、2番刈が DCP 3.9％、TDN 52.9％である。これらのサイレー ジを肉用繁殖牛（空胎牛）

に自由採食(60 日間)させた場合の採食量は、1 番刈で原物 25kg 程度（乾物で 6 ～ 11kg）で

あり、体重比（乾物）では１番刈で 1.2 ％、2 番刈で 2.0 ％の採食が可能である。なお、稲発

酵粗飼料は、イタリアンライグラスに比べると粗蛋白質含量及び各アミノ酸含量が低い（表 3
－ 3）。

表3－3 WCS用イネのアミノ酸組成（乾物中）

リジン スレオニン ヒスチジン イソロイシン アルギニン

（％） （％） （％） （％） （％）

イネ１番刈 0.31 0.30 0.16 0.31 0.23

イネ２番刈 0.25 0.23 0.12 0.24 0.23

イタリアン乾草 0.61 0.60 0.33 0.66 0.66

② 稲発酵粗飼料への大豆粕の補給効果

稲発酵粗飼料に大豆粕を 1kg 程度補給することにより、血漿総蛋白は正常に推移し（図 3
－ 1）、胎子発育及び分娩後の繁殖機能も良好で、哺乳量及び分娩後の子牛の発育も良好であ

る（表 3－ 4）。
表3－4 稲発酵粗飼料の給与における繁殖成績および子牛生産性

妊娠期間 生時体重 分娩－発情 分娩－受胎 授精回数 哺乳量 離乳時体重 日増体量

（日） (kg） （日） （日） （回） (kg/日) (kg/日) (kg/日)

単味区 286.8 27.9 77.8 114.5 2.3 5.9 144.3 0.97
大豆区 288.5 33.1 57.5 68.3 1.5 6.0 156.0 1.02
55%区 292.5 30.5 60.5 81.5 2.0 5.4 138.9 0.90
45%区 289.3 33.9 52.0 57.3 1.3 5.9 154.8 1.01

単味区：飼料イネサイレージのみ 、大豆区：飼料イネサイレージ＋大豆粕１kg/日

55% 区：飼料イネサイレージ 55% 、イタリアンライグラス乾草 45% (乾物比)

45% 区：飼料イネサイレージ 45% 、イタリアンライグラス乾草 55% (乾物比)

離 乳：４カ月齢
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稲発酵粗飼料は粗蛋白質含量が低いが、それ以上にアミノ酸含量が低く（表 3 － 3）、繁殖

成績も必ずしも良くないことから単味給与は避ける。

③ 稲発酵粗飼料と牧乾草の併用給与

肉用繁殖牛の妊娠期に稲発酵粗飼料を良質な牧乾草（CP12%、TDN60%程度）と併用給与

する場合、稲発酵粗飼料を飼料中に乾物割合で約 50％給与しても血液性状は正常に推移し（図

3－ 2）、子牛生産性も良好であり問題ない。ただし、併用給与する乾草の粗蛋白質（CP）が 10
％以下の低品質の牧乾草では、胎子発育の低下を防ぐために配合飼料を 1.0 ～ 1.5kg 補給した

方がよい。

④ 黒毛和種繁殖牛への通年給与

基本飼料として稲発酵粗飼料 10kg を上限として通年給与する飼養方法で、繁殖ステージ別

飼料給与例を表 3－ 5に示した。稲発酵粗飼料の乾物率は 34％、乾物中の CPは 5％、TDN54
％で体重別に日本飼養標準・肉用牛の TDN 充足率が 100 ％となるように飼料給与量を設定し

てある。また、表 3 － 5 で乾草の給与量が表 3 － 8 ～ 10 と比較して少ないのは、乾草の CP
が 7.5％と低いため、ヘイキューブと配合飼料で CPの充足を図ったためである。

繁殖ステージ

体重（ｋｇ） 400 450 500 400 450 500 400 450 500

稲発酵粗飼料 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

チモシー乾草 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.8 1.0 1.5 1.5

ヘイキューブ 1.0 1.0 1.0 1.5 1.3 1.5 1.0 1.0 1.5

繁殖用配合飼料 2.0 1.3 1.6 3.0 3.0 3.0 1.1 0.0 0.0

授乳期 維持期

チモシー乾草は乾物中CP7.5％、TDN63％とした。配合飼料は乾物中CP17％、TDN77％とした。

（原物kg）表3－5　稲発酵粗飼料を利用した繁殖ステージ別給与例

妊娠末期

図 3-1  大豆粕給与時の血漿総蛋白
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図 3－2  牧草併用時の血漿総蛋白
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減少するが、その後は分娩直後のレベルを維持し、分娩後 5 ヵ月から増加に転じている。さ

らに、9ヵ月後には分娩前の体重まで回復している（図 3 － 3）ので、表 3 － 5 の繁殖ステー

ジ別給与例に基づいて飼養を行えば、エネルギーの過不足はないと考えられる。

繁殖についても 3 年間の連産性に問題はなく、分娩間隔 351 日で 1 年 1 産が可能である。

また、産子の生時体重は 36kg、3ヵ月後の離乳時体重 123kg、DG0.97kg/日で子牛の発育も

良好である（表 3 － 6）。さらに、血液生化学成分値については、稲発酵粗飼料を通年給与す

ることにより、血漿中のビタミン E 濃度が 500μg/dl 以上となり慣行給与に比べ 3 ～ 4 倍、β
－カロテン濃度も 300μg/dl 程度で 1.5 倍と高い値を示したが、他の血液生化学成分値につい

ては慣行給与と同程度で正常に推移している。

⑤ 飼料給与の目安

表 3－ 7～ 9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た。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。飼料給与例に従

って繁殖牛へ飼料給与するとき重要なのは、飼料の利用性は牛により異なるので、ボディコ

図3－3　分 娩 前 後 の 体 重 の 推 移

420
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500

520

540

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
分娩後経過月数

体

重

通年給与（ｎ=１２）

慣行給与（ｎ=１２）

(kg)

通年給与 12 54.3 ±16.0 66.4 ±18.6 1.3 ±0.5 351 ±18.6

慣行給与 12 54.8 ±21.0 72.8 ±24.6 1.3 ±0.5 358 ±24.6

通年給与 12 293 ±3.8 36.0 ±8.5 122.8 ±22.5 0.97 ±0.19

慣行給与 12 291 ±6.3 35.3 ±7.9 122.5 ±21.8 0.96 ±0.16

表3－6　　繁殖成績と子牛の発育

給与区分 ｎ
初回発情までの 受胎までの 平均授精 分娩間隔
分 娩 後 日 数

＊子牛の数値は通年給与（雄７雌５）、慣行給与（雄６雌６）の平均値

（日）

給与区分 ｎ
妊娠期間 生時体重 離乳時体重

（kg） （kg）

１日増体重

（日）

分娩後日数 回　　数

（kg）

稲発酵粗飼料を 3 年間通年給与した黒毛和種繁殖雌牛 4 頭の体重は、分娩により 60kg 程度

005稲発酵粗飼料_Ⅲ.indd   110 2012/03/12   19:05:52



- 111 -

ンディション等により栄養状態を把握することである。また、稲発酵粗飼料は肉用繁殖牛の

主たる粗飼料として通年利用できるが、乾物中の TDN は 50 ％以上と高いので、過剰な給与

は過肥による繁殖成績の低下が心配されるので避ける。さらに、稲発酵粗飼料は飼料成分分

析を実施したうえで利用することとし、発酵品質の悪い稲発酵粗飼料の給与は、採食量の低

下が懸念されるので利用は避けるべきである。

表3－7 肉用繁殖牛への稲発酵粗飼料の多給例 （原物 kg）

妊娠期 授乳期 維持期

（分娩前2～3ヶ月） （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。

表3－8 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 授乳期 維持期

（分娩前2～3ヶ月） （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。

表3－9 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 授乳期 維持期

（分娩前2～3ヶ月） （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。
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① 黒毛和種

ア 稲発酵粗飼料の肉用牛用飼料としての特性

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、CP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 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 CP
含量や TDN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、

稲発酵粗飼料を多給する際には蛋白質やエネルギー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、稲わら 77.6 分/kgDM、稲発酵

粗飼料 70.7 分/kgDM、チモシー乾草 63.5 分/kgDM という結果であった。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わらに近いが、稲わら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。

稲発酵粗飼料中のビタミン含量は、刈取時期や、予乾の有無により大きな影響を受ける（図

3 － 4）。ビタミンＥ含量の高い稲発酵粗飼料は、β －カロテン含量も高い傾向にある。β －

カロテンはビタミン A の前駆体であり、消化管より吸収され体内でビタミン A に変換され

る。1mg の β －カロテンは、体内で 400IU のビタミン A に転換される。したがって、特に

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、完熟期には β－カロテン含量が大きく低下することが明らかになってい

る。一方、β －カロテンは酸素や紫外線によって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。黄熟期に刈取後、1 日予乾してサイレージ調製すれば、β －カロテ

ン含量が刈取時の約７割に減少することが報告されている。したがって、完熟期に収穫調

製を行なったり、刈取後に予乾処理を行うことによって飼料中の 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。一方、完熟期に収穫を行なったり予乾処理を行なうと、ビタミン E の一種である α －

トコフェロール含量も減少するので、牛肉中にビタミン E を蓄積させ、高付加価値化を図

ることを目的とする肥育の場合は、給与する稲発酵粗飼料の刈取時期や予乾の有無に留意

する必要がある。

(3) 肥育牛への給与
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図3－4 稲発酵粗飼料中のβ-カロテンとビタミンＥ含量の関係

イ 給与試験における産肉性

（ア）摂取量と日増体量

これまでに行われた 10 例の稲発酵粗飼料を用いた黒毛和種去勢牛の肥育試験成績を取

りまとめ、表 3 － 10 に示す。肥育前期は稲発酵粗飼料が多給され乾物で 2.2kg の稲発酵粗

飼料が摂取されている。濃厚飼料の給与量が制限される場合が多いために濃厚飼料の摂取

量は乾物で 5.7kgであるが、肥育前期の日増体量（DG）は 0.98kgと良好である。肥育中期

では稲発酵粗飼料の給与を行わない試験が多く、稲発酵粗飼料を給与する場合でも、この

時期は濃厚飼料を多給するために、稲発酵粗飼料の摂取量は少なく、摂取量は乾物で 1.4kg
である。濃厚飼料の摂取量は乾物で 6.8kg、DGは 0.69kgである。肥育後期の稲発酵粗飼料

の摂取量は乾物で 1.3kg、濃厚飼料は乾物で 7.1kg、DGは 0.66kgである。

（イ）枝肉成績

稲発酵粗飼料を肥育中に給与した牛の枝肉格付けは、肉質等級で 2 ～ 4 等級の範囲を示

し平均 3.2であり、BMSナンバーは 5.2（2.8～ 6.8）である。黒毛和種の BMSナンバーの

全国平均と比較しても肉質的には良好なものが得られたと言える。また肥育終了時の平均

月齢は 27.4ヵ月、体重は 719kgと黒毛和種去勢牛の全国平均を上回る増体を示すことから、

黒毛和種去勢牛に稲発酵粗飼料を給与しても増体、肉質の両面で稲わらを中心とした従来

の肥育法と同等の肥育成績が得られている。

脂肪の色（BFS ナンバー）に関しては、稲発酵粗飼料を給与してもほとんどの試験で 3.0
程度であり、平均でも 3.1（3.0 ～ 3.5）と黒毛和種去勢牛の全国平均と差がない結果が得ら

れている。

（ウ）稲発酵粗飼料のβ－カロテン含量と血液中のビタミンＡ濃度

黄熟期に収穫調製を行なった稲発酵粗飼料を給与している期間の血液中のビタミン A 濃

度は、稲発酵粗飼料中の β －カロテン含量を反映し 80IU/dlを越える値で推移した。一方、

稲発酵粗飼料の β －カロテン含量が平均で乾物 1kgあたり 10.3mgと低い場合や、あるいは
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稲発酵粗飼料の摂取量が少ない場合、血液中のビタミン A 濃度は肥育の進行に伴い低下す

る。β －カロテン 1mg はビタミン A で 400IU に換算できるので、今回肥育前期の稲発酵粗

飼料の平均摂取量は 2.2kg であるが、β カロテン含量が10.3mg/kgでは、ビタミン A の摂

取量に換算して 9000IU 程度にしかならず、稲発酵粗飼料のみでビタミン A の要求量を満

たすことはない。逆に β －カロテンが高い稲発酵粗飼料では、β －カロテン含量が乾物当た

り 50mg程度含まれているが、この場合は稲発酵粗飼料を乾物で 2.2kg給与すると、稲発酵

粗飼料だけで 44000IU とビタミン A の黒毛和種去勢牛要求量の 2 倍近くを摂取することに

なる。したがって、特にビタミン A制御型肥育を行う場合は、給与する稲発酵粗飼料中の β
－カロテン含量を把握しておく必要がある。

表3－10 稲発酵粗飼料を給与した黒毛和種去勢牛の肥育期ごとの飼料摂取量とDG 単位(kg)

肥育前期(15) 肥育中期(3) 肥育後期(10)

9～14ヵ月齢 15～21ヵ月齢 22～28ヵ月齢

稲発酵粗飼料 2.2±0.7 1.4±0.9 1.3±1.0

濃厚飼料 5.7±1.4 6.8±0.5 7.1±1.0

摂取飼料合計 7.9±2.1 8.2±0.6 8.4±0.6

ＤＧ 0.98±0.15 0.69±0.09 0.66±0.09

( )の数字は試験区の数。飼料摂取量は1日当たりの乾物摂取量。

ウ ビタミンＡ制御型肥育における肥育前期及び後期の稲発酵粗飼料の給与

現在、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。稲発酵粗飼料はイナワラよりも β －カロテン含量が高いため、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、肥育中期は確実に血漿中のビタミン A 濃度を目標値ま

で低下させるため稲発酵粗飼料の給与を控えた方が安全である。肥育の前期及び後期に稲

発酵粗飼料を給与する場合、肥育前期は長期肥育に対応して良質の粗飼料を給与する必要

があるので、稲発酵粗飼料を多給してもよい。肥育後期では稲発酵粗飼料の給与は可能で

あるが、一日当たり 5000 ～ 8000IU 程度のビタミン A の給与量が推奨されているので、肥

育前期よりは稲発酵粗飼料の給与量は少なくなる。

エ 肥育後期型の稲発酵粗飼料の給与

後期給与型の肥育では、肥育中期までは稲わら給与による慣行の肥育を行い、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に稲発酵粗飼料を給与する。これまでに行わ

れた肥育後期の給与事例では、稲発酵粗飼料を肥育後期に原物で 5kg 程度給与しても増体

や枝肉成績は低下せず、ビタミン E の蓄積により牛肉の脂質酸化や肉色の退色が抑制され

るという結果が得られている。一方、稲発酵粗飼料中のビタミン E 含量が乾物で 300mg/kg
と非常に高い場合は、ビタミン A 制御型肥育の後期の給与量である原物 2kg を肥育後期の

みに給与しても、牛肉中に抗酸化作用発揮に必要な量のビタミン E が蓄積されるという事

例も報告されている。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、

刈取時期や予乾の有無等、実際に給与する稲発酵粗飼料の品質及び調製方法を十分に把握

することが望ましい。

－
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オ 稲発酵粗飼料を用いた発酵TMR給与

発酵 TMR はフレッシュタイプの TMR を数週間嫌気発酵させたもので、長期保存が可能で

あり、開封後の変敗も起こりにくいという特徴を有している。従って発酵 TMR の利用促進を

図ることにより、地域で産生される稲発酵粗飼料や食品副産物等の自給飼料の一層の有効活

用が可能となると考えられる。黒毛和種去勢牛を 10 ヶ月齢から 30 ヶ月齢までの肥育全期間

に食品副産物と稲発酵粗飼料を用いた発酵 TMR を給与した TMR 区と、乾草と配合飼料を給

与した対照区を設けて飼養した試験が報告されている。発酵 TMR の原料割合は、肥育前期用

TMR（10ヶ月から 20ヶ月齢時に給与）は原物当り稲発酵粗飼料 30％、食品副産物 40％（発

酵ビール粕及び発酵トウフ粕混合品）、配合飼料 30％であり、肥育後期用 TMR（21ヶ月から 30
ヶ月齢時に給与）は原物当り稲発酵粗飼料 20 ％、食品副産物（同上）30 ％、配合飼料 50 ％

であった（表 3－ 11）。その結果、枝肉重量や BMS No.等に TMR区と対照区の差は認められ

なかった（表 3－ 12）。また TMR区は、牛肉中へのビタミン Eの蓄積により、牛肉の脂質酸

化や肉色の退色が抑制された。従って、稲発酵粗飼料を用いた発酵 TMR を黒毛和種去勢牛に

肥育全期間給与すことにより、牛肉中のビタミン E 含量が増加し、冷蔵保存中の牛肉色素の

変色防止および脂質酸化の抑制に効果があると考えられた。一方、発酵 TMR に用いられてい

る自給飼料の中には、果汁粕や野菜屑等 β－カロテン含量が非常に高いため、肥育牛に大量に

給与すると脂肪が黄色化する可能性がある原材料も存在する。従って、肉牛肥育用発酵 TMR
は用いる自給飼料の特性や飼料設計等に十分留意する必要がある。

表3－11 稲発酵粗飼料を用いた発酵TMRの飼料成分

肥育前期TMR 肥育後期TMR 配合飼料 乾草

乾物率 (%) 56 57 87 88

粗蛋白質 (%DM) 13 14 15 8

ＮＤＦ(%DM) 43 31 14 62

ＡＤＦ (%DM) 24 17 5 37

粗灰分 (%DM) 7 6 4 9

ＴＤＮ (%DM) 72 77 86 55

β-カロテン (mg/kgDM) 16 7 0.1 0.5

α-トコフェロール(mg/kgDM) 60 22 2 3

表3－12 発酵TMR給与が枝肉成績に及ぼす影響

枝肉重量 皮下脂肪 筋間脂肪 バラ厚 胸最長筋 ＢＭＳ ＢＣＳ ＢＦＳ

粗脂肪

(kg) cm cm cm ％ No. No. No.

対照区 428 2.3 6.5 7.4 29.0 6.7 3.5 2.2

TMR区 440 2.1 7.5 7.5 28.7 6.5 3.3 2.2

畜産草地研究所 山田ら（2010）
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カ 飼料給与量

稲発酵粗飼料の給与量の目安を表 3 － 13 に示す。稲発酵粗飼料の水分含量は、予乾の有

無や刈り取り熟期によって異なってくるので、それぞれの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、β －カロテン含量が稲わらとほとんど変わらない場合もあるので、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3－13 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) 4 4 4 6 2

稲わら(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

稲わら(kg) 2～3 1～2

濃厚飼料(kg) 7～8 9 8～9

キ 稲発酵粗飼料のビタミンＥにもとづく牛肉の品質保持

稲発酵粗飼料を積極的に利用した肥育法として、稲発酵粗飼料中に含まれるビタミン E
が高い点を活用し、牛肉の高付加価値化を図る肥育体系が考えられる。実際、稲発酵粗飼

料を給与した牛肉についてブランド化を検討する事例が増えてきている。ビタミン E は、

抗酸化作用を有することから、稲発酵粗飼料の給与によりビタミン E が牛肉中に蓄積され

ると、牛肉の酸化を抑制する効果が期待される。黄熟期に収穫調製を行なった良質な稲発

酵粗飼料はビタミン E を乾物当たり 100mg/kg 以上含んでいる。これまでの牛肉中へのビ

タミン E 蓄積と酸化抑制効果を検討した研究の結果から、抗酸化能を発揮するためには牛

肉 1kg 当たり約 3mg 程度のビタミンＥを蓄積させることが必要であることが明らかになっ

ている。従って稲発酵粗飼料の給与により、牛肉中のビタミン E 含量が十分増加すると、

肉色の褐色化や脂質の酸化が抑制され、牛肉に機能性を付加することが可能となる。実際

に、稲発酵粗飼料の給与により、冷蔵保存中の牛肉のメトミオグロビン割合（牛肉の褐色

化度合いの指標）の増加が対照区より抑制され（図 3 － 5）、牛肉脂質酸化度合いの指標で

ある TBARS値も、稲発酵粗飼料の給与区が対照区より低く抑えられる（図 3－ 6）。
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図3-5 稲発酵粗飼料の給与が牛肉のメトミオグロビン割合に

及ぼす影響

畜産草地研究所 山田ら（2010）
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図3-6 稲発酵粗飼料の給与が牛肉のTBARS値に及ぼす影響
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② 交雑種（黒毛和種×ホルスタイン種）

ア 飼料給与量

交雑種去勢肥育牛へ肥育前期の 8 ～ 15 ヵ月齢に、稲発酵粗飼料を原物で 6 ～ 8kg（乾物

で 2.5 ～ 3kg）、濃厚飼料を 4 ～ 6kg 給与することにより、肥育前期では一日当たり 0.8 ～

1.0kg 増体する。肥育中後期は稲発酵粗飼料を 2 ～ 3kg（乾物で 1kg 程度）、濃厚飼料を 8
～ 10kg 程度給与することにより、一日当たり 0.7 ～ 1.0kg 程度増体する。黒毛和種と比較

して、稲発酵粗飼料の摂取量は交雑種の方が多く、増体は交雑種が優れている。枝肉格付

けでは黒毛和種より劣るが、交雑種の肉質等級は 3程度となる。

肥育前期の濃厚飼料給与量を体重の 1.5%に制限して稲発酵粗飼料またはチモシー乾草を

自由採食させると、稲発酵粗飼料を給与した交雑種去勢牛の増体は、チモシー乾草より大

きくなった。したがって、稲発酵粗飼料は肥育前期の良質粗飼料として給与できる。

稲発酵粗飼料の給与量の目安を表 3 － 12 に示す。稲発酵粗飼料を全期間給与する肥育で

は、肥育前期の濃厚飼料の給与量を制限して稲発酵粗飼料を多給する。肥育中後期は濃厚

飼料を多給するので稲発酵粗飼料の給与量は少なくなる。

ビタミン A 制御型肥育では、黒毛和種の項で示されているように稲発酵粗飼料の β －カ

ロテン含量をあらかじめ把握しておくことが望ましい。肥育前期は稲発酵粗飼料の給与量

を多くすることが可能であるが、肥育中期（15～ 21ヵ月齢）は黒毛和種と同様に、交雑種

でも稲発酵粗飼料の給与を控える。またビタミン A制御型肥育では、肥育後期のビタミン A
給与量を 5000 ～ 8000IU 程度に制限した方がよいとされているので、稲発酵粗飼料中の β
－カロテン含量を 20mg/乾物 kgとして稲発酵粗飼料の給与量を算出し表 3－ 12に示す。β
－カロテン含量が低い稲発酵粗飼料では給与量を増やすかビタミン A 剤の添加が必要とな

る。表 3 － 14 に示した値は給与量の目安であり、実際の給与量は稲発酵粗飼料の乾物割合

によっても増減させる必要がある。

表3－14 交雑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) 8～14 15～21 22～27 8～14 15～21 22～27

稲発酵粗飼料(kg) 8 5 4 8 3

稲わら(kg) 1～2

濃厚飼料(kg) 5～8 8.5～11 11 5～8 8.5～11 11

イ 交雑種雌牛への稲発酵粗飼料の全期間、前後期給与

（ア）全期間、前後期給与例と給与飼料成分

表 3 － 15 に交雑種雌牛への稲発酵粗飼料の全期間、前後期給与例を示した。粗飼料とし

て全期間給与は、稲発酵粗飼料を肥育前期に 7kg（乾物で 2.4kg 程度）、中後期に 5kg（乾

物で 1.7kg 程度）定量給与し、ビタミン A 制御を目的とした前後期給与は、中期に稲わら

1.5kg を定量給与する。さらに、配合飼料の給与量は体重の 1.7 ～ 1.8 ％で肥育中後期は飽

食状態で飼養するが、粗飼料の乾物給与割合が、配合飼料の 10 ％以下にならないように注

意する。また、肥育期間は 20 ヵ月（前・中期 7 ヵ月、後期 6 ヵ月）とし、28 ヵ月齢の目
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標体重を 760kgに設定した。

表 3 － 16 に給与飼料の成分値を示した。稲発酵粗飼料の乾物率は 34 ％、乾物中のビタ

ミン E含量は 329mg/kgでチモシー乾草の約 38倍、稲わらの約 14倍量に相当する。また、β
－カロテン含量は 37.2mg/kgでチモシー乾草の 2.4倍、稲わらの約 29倍である。

（イ）摂取量と日増体量

交雑種雌牛の発育と飼料摂取量を表 3 － 17 に示した。稲発酵粗飼料の原物摂取量は、全

期間給与で約 2.6t（乾物で 900kg程度）、前後期給与で約 1.9t（乾物で 650kg程度）の採食

が認められ採食性は良好である。また、配合飼料の摂取量は、全期間給与が原物で約 5.2t
と前後期給与に比べ 420kg程度多く採食する。

肥育開始時（8 ヵ月齢）体重は、平均 255kg で、全期間給与は肥育期間中に停滞するこ

となく発育し、肥育終了時体重および肥育期間中の１日当たり増体量（DG）は各々 854kg、
1.0kg/日で、発育は良好である。また、前後期給与は全期間給与に比べ肥育終了時体重で 50kg
程小さかったが、肥育期間中の DG は 0.9kg/日以上であり、終了時体重 800kg 以上と目標

体重に比べ 40kg 以上大きく、順調に発育する。しかし、肥育中期へ移行する時に嗜好性の

良い稲発酵粗飼料から稲わらへの切換を慎重に行わないと発育停滞を招くおそれがあるの

で注意が必要である。

肥育ステージ

生後月齢（月）

目標体重（kg）

全期間給与 稲発酵粗飼料

稲発酵粗飼料

稲　わ　ら

チモシー乾草

稲　わ　ら

配合飼料

ﾙｰｻﾝﾍﾟﾚｯﾄ
共通飼料

4.5～8.5 8.5～11.5 11.5～13.0

0.2 - -

慣行給与
3.0 - -

- 1.5 1.5

前後期給与
7.0 - 5.0

- 1.5 -

7.0 5.0 5.0

表3－15　　交雑種肥育牛への稲発酵粗飼料給与例 （原物kg）

給与区分

肥育前期 肥育中期 肥育後期

8～15 15～22 22～28

250～480 480～630 630～760

（乾物）

粗蛋 βカロ

白質 テン

（％） （％） （％） （％） （％） （％） （mg/kg） （mg/kg）

稲発酵粗飼料 65.9 5.0 2.1 49.0 27.3 54.0 37.2 329.4

稲　わ　ら 12.2 5.4 2.1 42.8 32.3 42.8 1.3 23.8

ﾁﾓｼｰ乾草 10.2 7.5 2.1 50.8 33.1 62.7 15.6 8.6

配合飼料 12.3 14.5 3.4 71.4 5.0 82.5 0.2 11.5

ﾙｰｻﾝﾍﾟﾚｯﾄ 9.4 17.5 2.5 41.8 26.8 55.4 64.9 51.8

αトコフェ
ロール

表3－16　　給与飼料の成分値

飼料名
水分 粗脂肪 ＮＦＥ 粗繊維 ＴＤＮ
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（ウ）血液生化学成分

血漿中のビタミン E含量は、稲発酵粗飼料を全期間、前後期給与することにより 450μg/dl
以上となる（図 3－ 7）。また、ビタミン A含量については、前後期給与で肥育中期に 50
～ 60IU/dl 以下まで低下したのに対し、全期間給与では肥育期間を通して 60IU/dl 以上で推

移する（図 3 － 8）。さらに、肝機能障害の指標となる GOT は 60IU/l 以下で正常値の範囲

内であり、T-Cho（全コレステロール）も差はない。

（エ）枝肉成績

枝肉成績について表 3－ 18に示した。稲発酵粗飼料を肥育全期間にわたって給与すると、

肥育中期に稲わらを給与した前後期給与、慣行給与に比べ増体が良くなり、枝肉重量が大

きくなる。しかし、脂肪交雑、ロース芯面積および肉質等級についてはいずれも慣行給与

が優れる傾向にあり、前後期給与は両区の中間に位置する。従って、枝肉重量をねらうな

ら表 3－ 13の全期間給与、肉質をねらうなら前後期給与の選択が良いと考える。

また、肉質系産子の場合、稲発酵粗飼料を育成期から肥育全期間を通して給与すると、

枝肉重量は 500kg 以上となり、増体系産子の慣行給与と比較して脂肪交雑が同程度、ロー

ス芯面積および肉質等級についてはいずれも優れる傾向にある。

稲発酵 チモシー ﾙｰｻﾝ １日

粗飼料 乾　草 ペレット 増体重

全期間

給  与

前後期

給　与

（原物ｋｇ）
表3－17　交雑種肥育牛の飼料摂取量と発育

肥育開
始体重

253

給与区分
肥育終
了体重

854 1.005,177

稲わら

慣行給与 0 514 476 255

1,878

4,938

4,759

42

802

配合飼料

256 0.91

821 0.94

2,589 0

0

0 42

283 42
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（オ）稲発酵粗飼料のビタミンＥにもとづく牛肉の品質保持

稲発酵粗飼料を給与して生産された牛肉は、ビタミン E含量が 4mg/kg以上となり慣行給

与に比べ 1.5 ～ 1.7 倍と高く、肉色を退色させる原因物質であるメトミオグロビン割合の増

加を抑えるとともに、脂質の酸化を抑制することが認められる（図 3－ 9、3－ 10）。

ウ 給与上の注意

交雑種および黒毛和種は、ともに種雄牛である黒毛和種雄牛の系統によって、かなり発

育能力が異なるので、発育能力に応じて濃厚飼料と稲発酵粗飼料の給与量を増減する必要

がある。また、粗飼料の切り替えに際しては、粗飼料の馴致に２週間程度かける必要があ

る。さらに、肥育後期は、稲発酵粗飼料の β －カロテン含量によっては、ビタミン A 欠乏

と思われる症状が見られた事例もあるので、稲発酵粗飼料のビタミン含量の把握に努める。

③ 乳用種去勢牛

稲発酵粗飼料は、エンバク乾草やスーダン乾草並みの飼料価値があり、輸入乾草や稲わら

の代替として利用できる。利用農家での実際の給与量は、1日 1頭あたり原物で 3～ 9kg程度

まで様々であるが、嗜好性が良く摂取量が多い。

ビタミンＥ

(mg/kg)

全期間給与

（肉質系産子）
4.243.6 70.8 3.7 3.3510 60.7 7.9

表3－18　交雑種肥育牛の枝肉成績

給与区分
枝　肉
重　量
（ｋｇ）

ロース芯
面積

（cm2）

バラの
厚　さ
（ｃｍ）

皮下脂
肪の厚さ

（㎝）

歩留基
準　値
（％）

脂　肪
交　雑
(BMS)

肉　質
等　級

3.0

全期間給与 521 43.6 7.9 3.3 68.8

3.0

2.7 2.3 4.71

前後期給与 486 46.3 7.9 3.4 69.5

慣 行 給 与 511 55.7 8.1

2.3 4.01

2.722.9 71.0 4.0
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ア 飼料給与量

表 3 － 19 に稲発酵粗飼料を全期間給与する場合の給与量の目安を示した。稲発酵粗飼料

を肥育前期 6 ～ 8kg、後期 3 ～ 4kg 給与する。発育や肉質に悪影響なく肥育用粗飼料とし

て十分利用できる。稲発酵粗飼料の嗜好性は高いが、濃厚飼料飽食時には 3～ 4kg、夏期の

暑熱時には摂取量が低下し 2kg 程度となることもあるため、肥育牛の採食状況や稲発酵粗

飼料の乾物率等で給与量を調整する。

ビタミン A コントロールについては乳用種肥育については黒毛和種ほどの厳格な管理は

必要ないと思われる。稲発酵粗飼料を全期間給与した乳用種去勢肥育牛の調査では稲発酵

粗飼料を 3 ～ 4kg 程度摂取すれば、稲発酵粗飼料に含まれる β －カロテンと配合飼料中の

ビタミン Aによって肥育牛の血中ビタミン A濃度は 130～ 150IU/mlの高い値で推移する。

イ 給与上の注意

稲発酵粗飼料はロールによって発酵品質のバラツキがあるために摂取量に変動が見られ

ることがある。この場合は稲発酵粗飼料の品質のバラツキを補完する意味合いで、他の粗

飼料と組み合わせて給与することを推奨する。現場で利用されている他の粗飼料と組み合

わせた場合の給与例を表 3－ 20に示す。

ウ ＴＭＲ給与例

表 3－ 21及び表 3－ 22に稲発酵粗飼料を利用した乳用種去勢牛への TMR給与例を示し

た。乾物中稲発酵粗飼料を 26、16、10％混合した 3種類の TMRを調製し、①肥育前期に 26
％の TMR、後期に 16％の TMRを給与（26－ 16％区）、②前期に 16％の TMR、後期に 10
％の TMR を給与（16 － 10 ％区）したところ、26 － 16 ％区が発育及び肉質に優れ、稲発

酵粗飼料混合 TMR調製における混合割合として十分活用が可能であることが示された。

表3－20　　他の粗飼料と組み合わせた場合の給与例 （現物kg／日・頭）

肥　育　期
肥　育　月　数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
生　後　月　齢 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
目　標　体　重 300 500 650 800
チモシー乾草 2.0 1.5 1.0 0.5

稲ＷＣＳ 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 3.5 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
ウィートストロー 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
配合飼料Ａ 7.0 8.0 8.5 5.0 2.0 0.0
配合飼料Ｂ 0.5 5.0 8.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

前　　　　　　　　　　期 中　　　　　　　　期 後　　　　　　　　　　期

肥育ｽﾃｰｼﾞ 前期 後期

月　　　齢 7～13 14～21

稲発酵粗飼料 6～8 3～4

濃厚飼料 7～10 10～12

表3－19　乳用種去勢肥育牛への
          給与の目安（原物kg/日･頭)

005稲発酵粗飼料_Ⅲ.indd   122 2012/03/12   19:05:53



- 123 -

エ ＴＭＲ給与上の留意点

稲発酵粗飼料を混合した TMR は濃厚飼料との選り食いが見られることがあるため、

TMR調製時に稲発酵粗飼料を 3cm程度に細切することが望ましい。

表3－21　乳用種去勢肥育牛へのTMR組成例(％)

飼　料　名 DM CP TDN 26% 16% 10%

稲発酵粗飼料 37.3 2.6 20.9 45.2 30.9 20.7

配合飼料 87.6 13.2 73.3 54.8 69.1 79.3

計 100.0 100.0 100.0

DM 64.9 72.1 77.2

CP 8.4 9.9 11.0

TDN 49.6 57.1 62.5
CP 13.0 13.8 14.3
TDN 76.4 79.2 80.9

混合割合

飼料成分
原物中

乾物中

飼料成分

表3－22　乳用種去勢肥育牛への稲発酵粗飼料混合TMR給与例（原物kg/日･頭)

区　　　分

肥育ｽﾃｰｼﾞ 前期 後期 前期 後期

月　　　齢 7～13 14～21 7～13 14～21

　T　M　R 15～16 17 12～13 12～13

　うち稲発酵粗飼料 7 5 4 2.5

　うち濃厚飼料 8～9 12 8～9 10

26-16％区 16-10％区

開 始 出 荷 枝 肉 ﾛｰｽ芯 皮　下

体 重 体 重 重 量 面　積 脂肪厚

26 - 16%区 254 765 1.24 420.5 43.0 6.0 2.1 2.5 B-3､C-3､B-2､B-2

16 - 10%区 254 701 1.09 378.8 35.5 5.5 2.0 2.3 B-3､B-2､C-2､C-1

枝肉格付バラ厚

表3－23　TMR給与牛の発育及び枝肉成績

試験区分 BMSDG
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Ⅳ 地域の取り組み事例 

１ 上川地域における稲発酵粗飼料生産と広域流通 

 

１ 地域名および生産組織名 

北海道上川郡愛別町：愛別町稲発酵粗飼料生産部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地域の概要 

愛別町は、北海道のほぼ中央に位置する上川盆地の東北端、北海道の屋根と呼ばれる雄

大な大雪山連峰の麓にあり、町内を石狩川が横断している。耕地面積は 1,840ha、農業が

基幹産業で、水稲を主体として、きのこ、畜産が中心となっており、特にきのこは道内有

数の生産量を誇る産地である。  
水稲は、平野部を中心としたうるち米作付け地域と山間部を中心としたもち米作付け地

域に大きく分かれ、WCS 用イネの作付けは両地域にまたがっている。  
 

３ 稲発酵粗飼料の取り組みの経緯および概要 

(1) 取り組みの契機とこれまでの経緯 

愛別町では、水田転作品目として牧草、麦、大小豆が多く作付けされてきた。しかし、

水田転作の中ではほ場の排水性の悪さなど問題も多く生産性が低いため、稲作農家が取り

組みやすい品目が長年求められていた。WCS 用イネ栽培の取り組みの契機としては、全国

的には既に取り組みが始まっている地域があったこと、他の道内の水田地帯と比べ畜産業

が近くで取り組まれていたことに加え、平成 13、14 年に米需給対策として行われた稲の

青刈り処理も一つのきっかけとなり、水稲農家の持つ既存の栽培技術、機械施設を有効に

活用できる転作品目として、平成 15 年より WCS 用イネの栽培が始まった。  
開始 2 年間は試験栽培の位置づけで 3 戸程度の作付けだったが、平成 17 年より収穫機

械一式を導入して本格栽培が始まった。その後数年間作付面積は、収穫機械の能力と適期

収穫を考慮して 20～25ha の間で推移し、収穫物を近隣の畜産農家へ供給してきた（表 1）。  
平成 21 年から出荷していた町内の畜産農家の紹介により、十勝地方の畜産農家への出

荷が始まり、翌年より出荷先が増えたことで、農業者戸別所得補償制度に移行し WCS 用

イネの作付け希望が増えたことから、さらに収穫機械一式を導入して面積の増加に対応し

ている。  
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平成 23 年からは、隣町での作付け希望があり、収穫作業の受託対応に取り組み始めた。

また、試験的に稲ソフトグレインサイレージの作付け、調製、供給も始める予定である。  
表１ これまでの取り組みの推移（愛別町内） 

年 度 栽培面積(ha) 作付戸数 備 考 

１５ ２．１ １ 試験栽培 

１６ ６．７ ３ 試験栽培 

１７ ８．３ ６ 収穫機導入 

１８ ２４．２ １２  

１９ ２１．４ １１  

２０ ２５．５ １４  

２１ ２０．６ １１ 十勝地方への出荷開始 

２２ ３５．７ １７ 収穫機導入 

２３ ４９．８ １８ 町外での作付け５戸 7.6ha、胆振地方への出荷開始

 

(2) 生産組織（構成農家数と役割分担） 

稲発酵粗飼料生産部会は平成 17 年に設立され、愛別町内の WCS 用イネ作付け農家で構

成されている。生産部会では WCS 用イネの収穫調製、運搬、保管および販売と、共通経

費の清算業務を行っている。収穫調製は 2 組の収穫機械を導入し、1 組 4 人体制で構成員

が収穫作業に携わり、畜産農家に供給する体制ができている。  
 

(3) 市町村や農協等の支援組織等の概要 

ＪＡ上川中央は、生産部会と協力して収穫物の販売先確保と販売契約業務、需要量と作

付面積の調整を行っている。近年は作付け希望が増えたため新たな販売先の開拓が必要だ

が、逆に需要量が多すぎて作付面積との調整が図れないケースもある。町内の作付けも限

界があることから、今後は需要に対して他町村も含めた広域的な供給体制の構築も考慮す

る必要がある。  
愛別町は、農業振興計画で稲発酵粗飼料の普及を位置づけ、使用する種子に対して一定

額の補助を行ってきた。また、生産部会で使用している最初の収穫機械は、町を通じて強

い農業づくり交付金（生産振興総合対策事業）を利用して導入された。  
上川農業改良普及センターは、WCS 用イネ栽培における肥培管理や病害虫防除、および

収穫調製について、生産部会を通し支援を行っている。平成 20 年からは低コスト化へ向

けて湛水直播栽培に取り組み始め、栽培体系の確立に向けた支援を行っている。  
 

４ 栽培・管理、収穫・調製の役割分担及びその条件 

(1) 役割分担 

 

 

 

 

作付農家 
 
飼料稲の作付・ 
栽培管理 

畜産農家 
 
収穫物の保管 
給与 
収 穫 物 搬 送 ( 一
部) 

愛別町稲発酵粗飼料生産部会 
 
収穫作業受託 
収穫物の保管 
育苗・移植作業受託(一部) 
収穫物搬送(一部) 
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(2) 条件（収支と助成金） 

表２ 平成２２年度収支                                     （単位：円/10a） 

 稲作農家 生産部会 畜産農家 

収入① 

水田利活用 80,000 作業受託料 13,000
ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ稲発酵粗飼

料利活用促進型助成 
10,000

販売代金 
18,200～ 

20,000 
  

  計 
98,200～ 

100,000 
  計 13,000   計 10,000

支出② 

作業委託料※ 13,000 作業経費 13,000 購入代金 
18,200～

20,000

資材･出荷費 5,150   

 計 18,150  計 13,000  計 
18,200～

20,000

収支 ①-② 
80,050～ 

81,850 
 0  

-8,200～

-10,000

※ 収穫調製作業のみ 

 

５ 栽培・管理体系 

(1) 種子       

  表３ 利用品種および播種量 

品 種 入手先 価 格 播種量 

たちじょうぶ 北海道農業研究センター 630 円/kg 2.5kg/10a 

ななつぼし ＪＡ上川中央 440 円/kg 〃 

きらら３９７ 〃 〃 〃 

大地の星 〃 〃 〃 

はくちょうもち 〃 480 円/kg 〃 

風の子もち 〃 〃 〃 

しろくまもち 〃 〃 〃 

(2) 栽培・管理体系 

  表４ 栽培～収穫の概要 

        作 業     時 期      使用機械       備 考 

 種子予措・育苗 ４月上～５月下旬   

 耕起作業 ４月下旬～５月中旬 ﾛｰﾀﾘｰ  

 代かき ５月中旬 ﾊﾛｰ  

 移植 ５月下旬～６月中旬 乗用田植機  

      （中略）    

 収穫調製・搬出運搬 ８月中～10 月中旬 飼料稲専用収穫機、ラッピン

グマシン、ロールグラブ等 

刈取期：糊熟～黄

熟期 
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(3) 栽培・管理体系のポイント 

平成 20 年より、収穫期間の拡大、収量

向上のため、WCS 用イネ品種「たちじょう

ぶ」の試験栽培を始めた。本品種は極晩生

で、主食用稲の収穫後に WCS 用イネとし

ての収穫が可能なため、収穫期が拡がり作

付面積が拡大した。  
作業の省力化、低コスト化へ向けて、平

成 20 年より湛水直播栽培に取り組み始め

た。初年度 1.8ha の取り組みだったが、労

働時間が大幅に削減できること、経費の面

でも有利なことから、平成 23 年には町内

で稲ソフトグレインサイレージ用の作付け

も含めて 15.3ha に栽培面積は拡大した。移植栽培と比べ収量はやや劣るが、施肥改善に

より取り組み当初と比べ収量は向上してきた。  
 

(4) 栽培面積 

 

図２ 栽培面積の推移 

６ 収穫調製体系 

  表５ 収穫調製の概要 

 品 種 収穫面積 収量 総収量 水分 乾物収量  

 たちじょうぶ 

きらら３９７ 

ななつぼし 

大地の星 

はくちょうもち 

風の子もち 

しろくまもち 

35.7 ha 1,457kg/10a 520 t 65% 510kg/10a 

 

                                                                                

 ｻｲﾚｰｼﾞ態様 ﾍﾞｰﾙ直径 ﾍﾞｰﾙ重量 総個数 総重量 収穫機（面積）  

 ﾗｯﾌﾟｻｲﾚｰｼﾞ 100 cm 320 kg 1,625 個 520 t ｺﾝﾊﾞｲﾝ型(35.7ha)  

収穫物の品質向上対策として、稲専用の乳酸菌添加を取り組み当初より行ってきた。ま
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た、ラップフィルムを 8 層巻きにし、収穫機を細断混合型に転換することにより、高密度

なロール形成、気密性の高いラッピングを実現し、安定した品質のサイレージを年間通し

て供給できるよう努めている。  
 

７ 輸送・保管体系 

(1) 輸送方法 

 ロールは収穫を行った当日あるいは後日に、予め用意されたストックヤードにトラック

で運搬される。  
(2) 保管場所  

ストックヤードは屋外で、ロールは 2 段積みで静置し、収穫約 1 ヵ月後から発酵状態を

確認し、使用できるものから順次出荷している。  
(3) 輸送・保管にかかる責任体制 

生産組合では、収穫後ロールごとに、収穫日、生産者番号を記載している。  
輸送については、近隣の畜産農家へは生産部会で輸送しているが、遠隔地の畜産農家は

ストックヤードまでロールを取りに来ている。  
飼料分析を出荷時期に合わせて実施しており、分析結果を畜産農家へ開示している。  

 

８ 給与事例 

(1) 給与実態 

 愛別町で生産・調製されている稲発酵粗飼料は町内の１戸と１法人、上川町１戸、上川

管外１法人の肉牛牧場に販売・給与されており、いずれも乳用種（ホルスタイン種）の素

牛育成農家と肥育農家である。  
 飼料としての品質は年々向上していること、嗜好性も良いことから、各牧場における年

間の給与体系に組み込まれており、飼養管理には欠くことが出来ない粗飼料として確立し

ている。また、保管場所は屋外で厳冬期は凍結するため、牧場によっては給与前にロール

を牛舎内に移動し解凍してから給与する、あるいは冬期間の給与は避けるなどの工夫をし

ている。  
  表６ 牧場別の給与量  （平成２２年度実績） 

市町村
 
牧 場 名

 
飼 養 形 態 （月 齢）

飼 養

頭 数

給 与 量

（㎏/頭/日）

給 与 期

間（日） 

年間給与量

（ｔ） 

愛別町 Ａ（法人）  

肉

 

牛

 

素牛育成（５～７） 616 2.0 91 112.0 

愛別町 Ｂ（個人） 素牛育成（５～７） 101 2.0 238 48.0 

上川町 Ｃ（個人） 素牛育成（４～７） 100 2.0 192 38.4 

足寄町
 
Ｄ（法人）

 素牛育成（６～７）

肥  育（８～18）
618 

1.2～ 

   1.5 
365 325.9 

  

(2) 栄養価 

 生産部会では稲の収穫・調製から約 60 日経過した後、ランダムに 2～3 個程度のロール

を抽出し成分分析を行っている。また、分析結果は各牧場に提示している。  
 分析値はほ場により差はあるが、TDN はおおむね 60％以下、CP で７％未満が一般的で
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ある。しかし、表 7 の NO.1 のように、高品質なものも存在する。  
 表７ 稲発酵粗飼料の飼料分析値 （平成 22 年産）        （単位：％） 

サンプル
 

水 分
 乾 物（ＤＭ）中 

ＴＤＮ ＣＰ ＡＤＦ ＮＤＦ ＮＦＣ デンプン 

ＮＯ．１ ５６．０ ６５．０ ８．２ ２５．６ ３８．６ ４５．７ ３２．４ 

ＮＯ．２ ５２．４ ６０．２ ６．６ ２６．６ ４０．６ ４１．８ ３１．８ 

 

 

 

 

 

 

図-3 開封による品質確認  図-4 給与前のイネＷＣＳ    図-5 給与の様子 

 

９ 栽培・管理および収穫・調製にかかるコスト 

表８ 生産コスト                                         （単位：円/10a） 

        項 目    金 額      備 考（内訳等）  

栽培・管理 資材費 15,002   

   種苗費 1,205 種子 2.5kg/10a  

   肥料費 5,478 化成肥料代  

   農薬費 3,872 除草剤、殺虫剤等  

   その他 4,447 育苗用資材等  

農機具・光熱動力費 12,493 軽油等、減価償却、リース料  

労働費 12,100 1 時間 1,000 円で計算  

   小 計 39,595   

収穫・調製 収穫利用料 13,000   

 資材費 5,150   

   小 計 18,150   

    合 計 57,745   

通常の共通管理作業、諸負担金は算入していない 

 

10 その他 

北海道内では水田地帯と畜産地帯が大きく分かれており、稲発酵粗飼料の拡大のために

は両地帯間での流通が欠かせない。畜産地帯での稲発酵粗飼料の認知度がやや低いが、本

事例では畜産農家のネットワークや流通業者の仲介により両者がうまく結びついた。  
北海道内では畜産農家の規模が大きいため、1 戸のニーズが大きい場合が多い。水田農

家の転作の範囲では小面積のため、大きなニーズへ対応するにはまとまった戸数の取り組

みが必要となる。そのため、飼料生産側も市町村間にまたがった広域的なネットワークで

ニーズに対応する体制を作ることが、今後更なる広がりのための課題となる。  
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２ イネＷＣＳを活用して飼料自給率向上！ 

１ 地域名及び生産組織名 

  岡山県岡山市東区松新町 
  松崎牧場 
 
２ 地域の概要 

当牧場がある地域は、岡山市内中心部からほど近く、かつては

農業従事者が大半の農村地域であったが、近年では市街化が進み、

農地の減少とともに専業農家数が減少し、現在では、数戸あった

酪農家も松崎牧場１戸だけとなっている。 
 

３ 稲発酵粗飼料（以下イネＷＣＳ）の取り組みの経緯及び概要 

松崎牧場がある岡山地域における稲発酵粗飼料用稲（以下 WCS 用イネ）の生産は、平成 13 年から始ま

り、徐々に栽培面積が拡大、本年度は 70ha を超えている。 
当牧場では、昭和 58 年から昭和 60 年の３年間、青刈りイネをカッティング、糖蜜を混ぜてサイレージ

化し利用していたが、品質の問題から利用を休止していた。その後、経営方針について自給飼料を中心とし

た資源循環型へ転換し、平成 13 年度 38 戸の耕種農家から農地 11.2ha を借り受け、イタリアンライグラス

などの栽培を開始した。 
WCS 用イネの品質が向上されたことを受けて、平成 19 年度から再び生産、利用を開始した。これによ

り、乳牛１頭あたり飼料生産面積が 41.3ａとなり、乳飼比が 40％と低く抑えられており、自給飼料を中心

とした低コスト経営を目指し、乳質、繁殖性向上に努力している。 
自作した WCS 用イネの収穫については、これまで県内の津山地域飼料生産コントラクター組合から専用

収穫機を借り受け作業を行ってきたが、品質向上と作業効率化を目的に、今年度、新たに瀬戸内稲ＷＣＳ生

産組合を設立（酪農家 6 戸で構成）、専用機械を共同で利用する体制を築いた。 
松崎牧場の牧場主である松崎隆さんは本組合の構成員として、生産、収穫調製に携わっている。 

 
４ 栽培・管理、収穫・調整の役割分担及びその条件 

(1) 役割分担 

農地提供者
（地区稲作農家）

３０戸

松崎牧場
　構成員：４名
　作付け面積：
　　イタリアンライグラス　　11ha
　　スーダングラス　　　　　  ６ha
　　WCS用イネ　　　　　　　 3.7ha
　栽培様式：乾田直播栽培
　収穫調製：専用機（コンバイン型）
　供給先戸数：なし

水田貸出

地代支払

 
   図１ 松崎牧場の栽培・管理等にかかる役割分担 
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(2) 条件（収支と助成金） 

  表１ 平成２２年度収支           （単位：円/10a） 

 地権者 松崎牧場（栽培・利用者） 
収入 ① 土地代 17,500 所得補償交付金 80,000 

  二毛作助成    15,000 
  耕畜連携助成    13,000 
  国産粗飼料増産対策    10,000 
計  17,500    118,000 

支出 ②   生産経費    56,709 
収支 ①－②       61,291 

 

５ 栽培・管理体系 

(1) 種子 

 表２ 利用品種及び播種量 

品 種 名 入 手 先 価 格 播 種 量 
ヒノヒカリ ＪＡ岡山   431 円／kg    ６kg／10a 
アケボノ ＪＡ岡山   442 円／kg    ６kg／10a 
食用米の収穫も重なることから、作業分散させ、確実に適期収穫できるように中生品種の 
ヒノヒカリと、晩生品種のアケボノを組み合わせている。 
 

(2) 栽培・管理体系 

表３ 栽培～収穫の概要 

   作 業   時 期   使用機械 備 考 
収穫 ５月上旬 ロールベーラー等 ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ（前作） 
除草剤散布  〃 動力噴霧機 ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ 
播種＆元肥 ～５月下旬 不耕起直播機 品種：ｱｹﾎﾞﾉ、ﾋﾉﾋｶﾘ 

元肥：LP 化成(20～40kg/10a)

施肥 ５月下旬 マニュアスプレッダー 堆肥：2ｔ/10a 
播種と併せて施用。 

第１回除草剤 ６月上旬 動力噴霧機 ｸﾘﾝﾁｬｰ EW 
発芽してから散布。 

第２回除草剤 ６月下旬 動力噴霧機 ｸﾘﾝﾁｬｰﾊﾞｽ(+ﾉﾐﾆｰ液剤) 

追肥 ～８月上旬  硫安 
第３回除草剤 ８月 動力噴霧機 ﾜｲﾄﾞｱｯﾀｸ SC 
収穫・調製 10 月上旬～中旬 細断型ﾎｰﾙｸﾛｯﾌﾟ収穫 

機、ﾛｰﾙｸﾞﾗﾌﾞ、ﾕﾆｯｸ 
、軽ﾄﾗ 

10 月 16～19 日 
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(3) 栽培・管理体系のポイント 

低コスト化、省力化を目的に不耕起栽培を行っている。 

除草剤は、クサネムが散見されるほ場にはノミニー液剤を加えて散布している。 

住宅周辺のほ場には、堆肥散布を行わず、元肥を 60kg／10a 施肥している。 

 

(3) 栽培面積の推移               

表４ 栽培面積の推移                    （単位：ha） 
平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

2.9 3.5 3.4 4.0 3.7 

  206 ﾛｰﾙ   301 ﾛｰﾙ  299 ﾛｰﾙ 340 ﾛｰﾙ 道路拡張工事の

ため面積減 

 

６ 収穫・調製体系 

   表５ 平成 22 年度収穫調製の概要 

  品種  収穫面積   反収 総収量   水分 

ｱｹﾎﾞﾉ・ﾋﾉﾋｶﾘ 400.8a 2,544kg／10a 102t     63.8% 

 

ｼﾚｰｼﾞ態様 ﾍﾞｰﾙ直径 ﾍﾞｰﾙ重量 総個数 

ﾗｯﾌﾟｻｲﾚｰｼﾞ 100 ㎝ 300kg   340 ﾛｰﾙ 

  細断型ﾎｰﾙｸﾛｯﾌﾟ

収穫機 
 

 

７ 輸送・保管体系 

(1) 輸送方法 

栽培ほ場は全て牧場周辺であるため、ユニック 1台と、ベールグラブ装着トラクター1台、軽トラック 

4 台と 2ｔ車 1台で直接牧場へ搬送している。 

収穫、運搬作業は牧場の 4名の他、アルバイトなどを利用して短期間に作業を終了させている。 

 

(2) 保管場所 

ほ場における鳥獣害を防ぐため、収穫・ラッピング後、すぐに牧場へ搬入し保管している。 

保管場所における、鳥獣害対策はネットを活用しているが、人間の出入りが多い場所なので、鳥獣の被害

はない。 
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８ 給与体系 

(1) 給与実態                    

給与の実態は、下表のとおりである。 

 

表６ 給与実態            （単位：頭、kg／頭・日、月） 

 乳用牛 
  合 計 搾乳牛 乾乳牛 育成牛 

給与頭数    83 49    7    27 
給与量      5   飽食   飽食 
給与期間           7 ヶ月間 

※ 1 日 1 ロール（300kg）使い切り 
 
 

表７ 経産牛への給与メニュー           （ｋｇ） 
飼料名／ステージ 泌乳期 乾乳期 育成牛 
イネＷＣＳ ５  飽食   飽食 
ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽｻｲﾚｰｼﾞ   飽食  飽食   飽食 
ｽｰﾀﾞﾝｸﾞﾗｽｻｲﾚｰｼﾞ －    飽食   飽食 
ルーサン ３   －  １～２  
ビートパルプ ３ ２  １～２ 
配合飼料 ８～12 ２  １～２ 
ビール粕  ４～５   －   － 
重曹 0.1   －   － 
カルシウム剤   0.1   0.1   － 
オーツヘイ※   適量   －   － 

     ※オーツヘイは、分娩直後に適量を給与 
   イネＷＣＳは、7 月以降品質が低下しやすいので、利用は 6 月一杯までとしている。 

  従って、イネ WCS 生産は給与期間の 7 か月分としている。 
 
(2) 栄養価 

表８ 黄熟期におけるイネＷＣＳの栄養価（平成２２年度） 

刈取 
ステージ 

水分 乾物率 
     乾   物   中 

 ＣＰ  ＴＤＮ  ＮＤＦ 

黄熟期  63.8%  36.2%   5.1%    45.5%    52.1% 
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９ 栽培・管理及び収穫・調整にかかるコスト 

    表９ １０アール当たり生産コスト 

     項  目   金額（円）   備  考 
 
 
 
 栽培・管理費 

資材費 20,376  
光熱水費  774  
農機具費  832  
労働費 2,300  
土地改良水利費  250  
支払地代 17,500  
小計 42,032  

 
 
 収穫・調整費 

資材費 3,600  
光熱動力費 1,177  
労働費 2,900  
賃貸料 7,000 収穫機械リース 
小計 14,677  

 合計 56,709  
 
 

１０ その他 

なお、松崎牧場は飼料イネ等の自給飼料生産の取り組みをはじめ高品質生乳生産および第六次産業化へ

の取り組みが高く評価され、平成 22 年度の農林水産祭天皇賞および全農酪農体験発表最優秀賞を受賞し

ている。 
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３ 耕畜連携で稲発酵粗飼料の生産拡大
１ 地域名及び生産組織名

岡山県津山市、鏡野町、久米南町、美咲町：津山地域飼料稲生産利用研究会

：津山地域飼料生産コントラクター組合

２ 地域の概要

津山地域は、岡山県の北東部に位置し、津山盆地を中心に北は中国山地から南は吉備高

原に至る広範囲で変化に富んだ自然条件を有している中山間地域である。津山地域は、津

山市（平成 17 年に旧津山市と加茂町、阿波村、勝北町及び久米町が合併）、鏡野町（平

成 17 年に旧鏡野町、奥津町、富村、上斎原村が合併）、久米南町、美咲町（平成 17 年に

中央町、柵原町、旭町が合併 )の１市３町からなっている。

農業は水稲を主体に、トマト、きゅうり、アスパラガス等の野菜栽培やぶどう等の果樹

栽培、リンドウ等の花き栽培が行われている。畜産では乳用牛、肉用牛、採卵鶏、豚が飼

育されており、特に酪農と肉用牛（繁殖、肥育）経営が盛んである。

３ 稲発酵粗飼料の取組の経緯及び概要

(1) 取り組みのきっかけからこれまでの経緯

稲発酵粗飼料への取り組みは、津山市で、平成 12 年に青刈りイネからの転換という形

で試験的に始まった。その後、WCS 用イネに理解を示した耕種農家が生産し、酪農家が

既存の牧草収穫機械で収穫するという耕畜連携型の体制で栽培が広がった。しかし、水田

での収穫作業の困難さや収量や品質が安定しないなど問題が多かった。

平成 15 年に、おかやま酪農業協同組合（以下おかやま酪農協）が、県内で第１号とな

る WCS 用イネ専用収穫機（細断長 15cm）を導入したことから、収穫の作業性が改善され、

収量や品質の安定した稲発酵粗飼料が生産できるようになった。収穫作業を津山地域飼料

生産コントラクター組合（おかやま酪農協が事務局、以下津山コントラ）が行うこととな

り、収穫が手軽に取り組めるようになったことから栽培面積が拡大した。さらに、旧津山

市や旧久米町内など地域ごとにリーダーが誕生し、市町の支援事業を受けて、推進体制も

確立し、安定した生産が行われるようになった。また、利用者では、酪農家以外にも肉用

牛（繁殖、肥育）農家へも利用が拡大した。

津山地域の WCS 用イネ栽培面積が 20ha を超えた平成 19 年に、生産農家と利用農家に

よる組織である津山地域飼料稲生産利用研究会（事務局は津山農業普及指導センターで、

平成 23 年から津山コントラへ移行）が設立された。この研究会は、関係機関の支援を受

けて、栽培や利用技術の研さんや流通などの課題解決の活動を行っている。

平成 20 年にはおかやま酪農協が２台目の細断型ホールクロップ収穫機（細断長 3cm）

を、平成 21 年には津山市の酪農家が起こした作業受託組織（株）アグリアシストシステ

ムが汎用型飼料収穫機をそれぞれ導入し、収穫作業体系が充実してきた。栽培面積は、平

成 20 年 39.3ha、平成 21 年 56.4ha と大幅に拡大し、平成 23 年度には 81.7ha となっている。

栽培している品種は、食用品種の「ヒノヒカリ」が主体であるが、平成 14 年ごろから

多収で、倒伏に強く、たい肥の活用が可能な品種の選定に取り組み、専用品種の「ホシア

オバ」を平成 17 年から本格的に導入している。
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(2) 生産組織（構成農家数と役割分担）

津山地域飼料稲生産利用研究会の会員は、津山市、鏡野町、久米南町、美咲町の生産者

(耕種農家や組合組織)と利用者（酪農家、肉用牛（繁殖、肥育）農家）で構成されている。

主な事業は、耕畜連携システムに関して、津山コントラとの収穫作業の日程調整や運搬経

費の相互負担などを協議している。研究会活動では、新品種の研究、栽培技術や利用技術

向上のための研修会、関係機関と合同での巡回研修、会員相互の情報交換などを行ってい

る。

(3) 市町村や農協等の支援組織等の概要

WCS 用イネの生産振興は、各地域の水田農業推進協議会（市町、農協）が主体で、新

規栽培希望者の情報収集や栽培計画のとりまとめ、津山コントラと連携した収穫作業援助

などを行っている。平成 22 年度から、新規栽培希望者と畜産農家とのマッチング会議も

開催している。

津山コントラでは、生産者からの作業委託を受付け、収穫作業計画を立て、日程調整を

ライフ岡山（岡山市の耕種農家運営の作業受託組織）への再委託により実施している。

普及指導センターでは、研究会設立当時から事務局として支援しており、栽培指導や収

穫調製技術指導、給与管理指導、栽培暦やマニュアルの作成支援などを行っている。

県民局、市町、農協、おかやま酪農協、家畜衛生保健所、普及指導センターなどの関係

機関で組織している津山地域農業振興技術者連絡協議会の活動の中で、情報の共有化や指

導の徹底を図っている。特に WCS 用イネの生育期と出穂期には、研究会員と研究会未加

入者 (自己完結型で生産利用している畜産農家など )を対象に、ほ場巡回による栽培管理（雑

草防除など）の徹底や適期収穫指導を行い、稲発酵粗飼料の品質向上対策に努めている。

図-2 汎用型飼料収穫機図-1 細断型ホールクロップ収穫機
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図-3 津山地域の飼料稲推進体制

４ 栽培・管理、収穫・調製の役割分担及びその条件

(1) 役割分担

図-4 稲発酵粗飼料の生産利用と管理責任
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図-5 稲発酵粗飼料の生産にかかる役割分担

(2) 条件（収支と助成金）

表１ 平成２２年度収支

５ 栽培・管理体系

(1) 種子

表２ 利用品種及び播種量

この他に、作期拡大を目的に、食用品種の「アケボノ」や高糖分 WCS 用イネの新品種

「たちすずか」の利用も始めている。

収入　①

生産者（耕種農家） 利用者（畜産農家）

自給率向上事業（水田利活用
自給力向上事業）

収支①－②

80,000

10,000

計

支出　②

計 66,849

購入代金
(4,000円×８個)

13,000

国産粗飼料増産対策

32,000

112,000

収穫作業委託料 28,014

耕畜連携粗飼料増産対策
事業

計

38,835

23,000

販売代金
（4,000円×８個）

計

生産経費 32,000

△9,000

32,000

45,151

品種名

3.0kg／10aホシアオバ 日本草地畜産種子協会

3.5kg／10a

播種量価格

津山農業協同組合 470円／kg

入手先

ヒノヒカリ

525円／kg
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(2) 栽培・管理体系

表３ 栽培から収穫までの概要

(3) 栽培・管理体系のポイント

津山市綾部地区を中心に、鉄コーティング種子を用いた湛水直播栽培による省力生産が

行われている。これは、鉄粉をコーティングした乾燥種子（鉄コーティング比 0.3）を、10a
あたり 4kg 程度（乾燥籾重量）を播種するもので、本田管理は、基本的に移植栽培とほぼ

同じである。苗立ちの安定と雑草対策のためには、耕起・整地と代かきを丁寧に行い、播

種～イネ本葉１葉期以降の入水までの水管理を徹底することにより移植栽培と変わらない

成績を上げている。津山市の集落営農組織では、鉄コーティング種子の大量製造を行って

おり、地域への普及を図っている。

また、作期の拡大（収穫期の遅い品種の導入）と良質粗飼料の増収を目的に、高糖分 WCS
用イネの新品種「たちすずか」の導入も始めている。まだ品種登録前の「中国飼 198 号」

の段階から津山市綾部で試験栽培を始め、地域での適応性や牛への嗜好性等を現地実証し、

平成 23 年には種子生産にも取り組んで、栽培面積の拡大を目指している。

図-7 「たちすずか」の穂図-6 湛水直播栽培(播種)

（中略） （中略） （中略） （中略）

使　用　機　械

 5月中旬

収穫期：黄熟期

品種：ヒノヒカリ
　　　ホシアオバ

たい肥：1～2ｔ
/10a前年施用

作　　　　業 時　　期 備　　考

移植  5月下旬～6月上旬

収穫・調製  9月中旬から10月上旬

育苗施設(農協、個人)

基肥施用・代かき
トラクター、ロータリー、ハ
ロー

播種・育苗  5月上旬

田植機

飼料稲専用収穫機、汎用型飼料
収穫機、ラッピングマシン、グ
ラブ等
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(4) 栽培面積

表４ 栽培面積の推移 （単位:ha）

６ 収穫調製体系

表５ 収穫調製の概要

７ 輸送・保管体系

稲発酵粗飼料は、収穫作業終了後、ほ場渡しで畜産農家やコントラ組織、運送業者が輸

送し、畜産農家が保管する。

栽培からほ場での保管までが生産農家の責任で、輸送からは利用農家の責任としている。

津山地域飼料稲生産利用研究会では、利用者が負担しているこの輸送経費を生産者と利用

者で相互負担することを提案し、生産者から輸送経費の一部を徴収（平成 22 年度：1 ロ

ール当たり 300 円）して利用者の負担を軽減している。

また、ロールごとに収穫の日付、ほ場番号、ロール番号を記載し、利用時点で問題があ

った場合、生産状況までさかのぼって把握できるシステムを取っている。

８ 給与体系

(1) 給与実態

表６ 畜種別の給与量（平成２２年度） （単位：戸、頭、kg/頭・日、月）

平成22年度 平成23年度

12.9

平成20年度

2.3

平成21年度

39.3 56.4

平成13年度 平成14年度 平成17年度

15.812.6 12.24.9

68.4 81.722.3

平成19年度

平成16年度 平成18年度平成15年度

品種 ｻｲﾚｰｼﾞ態様収穫面積

1,972個 710t

収量 総収量

総重量総個数

641t2,003個

ﾍﾞｰﾙの重量

320kg／個

360kg／個

水分 乾物収量

 ヒノヒカリ

 ホシアオバ
6,704ａ 2,466kg／10a 1,653.6t 66.5% 826kg／10a ﾗｯﾌﾟｻｲﾚｰｼﾞ

280kg／個 1,081個 303t

備　考

飼料稲専用収穫機(15cm)

細断型飼料稲専用収穫機

汎用型飼料収穫機

ﾍﾞｰﾙ直径×幅

100cm×85cm

100cm×85cm

100cm×85cm

育成牛 搾乳牛肥育牛
乳用牛

8

肉用牛
育成牛 繁殖牛

6
給与頭数

給与量

給与期間

給与戸数

19925
2 22

2,548

6 6
48

6
5

6

1,049 430 619
5

6
10
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(2) 栄養価

表７ 稲発酵粗飼料の飼料成分と栄養価（実測値） （単位：％）

９ 栽培・管理及び収穫・調製にかかるコスト

表８ 生産コスト （単位：円/10a）

10 その他

津山地域は、県下に先駆けて WCS 用イネ栽培に取り組んでおり、取り組み当初から耕

種農家と畜産農家の連携による生産利用体系を行っていた。これに、市町の支援事業や農

協の推進指導、普及センターなどの技術指導が後押しをすることで推進体制が確立した。

そして、この耕畜連携体系や推進体制は、他地域で推進する場合の手本となっている。

今後の課題として、肉用牛農家への利用が拡大していることから、乳用牛、肉用牛のそ

れぞれの畜種にあった収穫適期や給与方法の確立、「たちすずか」などの新品種の導入と

利用方法の研究などが始まっている。また、TMR への利用拡大などにより、稲発酵粗飼

料の国産粗飼料としての定着が期待されている。

水分 乾物率
ＣＰ ＴＤＮ

33.5 7.1 57.0

刈取ｽﾃｰｼﾞ

黄熟期

乾　　　物　　　中

ＮＤＦ

52.066.5

収穫・調製
作業委託料

(10a当たりロール
生産８個で計算）

項　　　　目 金　　　　額

15,018

2,819 ガソリン、軽油、潤滑油、水

栽培・管理経費

資材費

光熱動力費

15,700 一般管理作業

諸材料費 4,098 育苗培土、育苗箱ほか

38,835

労働費

土地改良水利費 1,200 水利費

備　　考　（内　訳）

種子、肥料、農薬費

2,184 乳酸菌添加費用
273円×8個

15,750 10ａ当たり収穫調製作業料

10,080 ラップフィルム、ネット代金他
1,260円×8個

28,014

合計 66,849生産費

小計

添加剤費

基本料金

小計

材料費
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４ 地域型コントラクターによるＷＣＳ用イネ・飼料用
オオムギの二毛作体系の取組み 

 
１ 地域名及び生産組織名 

  群馬県前橋市 
  荒砥北部粗飼料生産機械化組合 

 
前橋市荒砥地域の位置         赤城山を望む荒砥地区飼料用イネ圃場 

 

２ 地域の概要 

前橋市は、関東平野の北西端で赤城山南麓に位置し、東京から北西約 100 ㎞にある。市 
北部は赤城山に至り、平野の開ける南東側に向かって緩やかな傾斜となっている。年平均

気温は 14～15 度であるが、夏季は高温と激しい雷雨、冬季は「上州のからっ風」と呼ばれ

る強風があり、年間の寒暖差が大きい内陸性気候の強い地域である。 
農業生産は、大消費地を控え、野菜、果樹栽培など多彩に展開され、なかでも畜産は赤 

城山南麓を中心に戸数・飼養規模が群馬県内で最も多い地帯である。前橋市の農業産出額

は 310 億円で群馬県内の農業産出額に占める割合は約 14％であり、特に畜産は約 200 億円

の産出額となっている(平成 18 年統計)。 
また水田の利用は、米麦二毛作が多く行われ、近年では飼料用イネの作付けも拡大し、 

平成 23 年には 166.9ha で県内作付面積の 40％以上を占めている（表１）。 
 
 表１ ＷＣＳ用イネ作付面積の推移                （単位：ha） 

年度 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 
前橋市 47.3 51.3 26.4 26.8 34.6 58.3 118.2 166.9 
群馬県 124.5 131.8 150.9 164.6 177.7 204.6 289.2 391.2 

荒砥地域荒砥地域
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３ 稲発酵粗飼料の取組の経緯及び概要 

(1) 取組の経緯 

荒砥北部粗飼料生産機械化組合長の山田氏は、平成 18 年に建設業からの U ターンで就農 
し、米麦を中心にエダマメやホウレンソウなどを栽培する農家として、近隣の酪農家で生

産された堆肥を利用した土作りや農産物の品質向上に努めていた。 
同じ頃、地域では農家の高齢化や後継者不足により耕作放棄地が増え、土地の有効活用 

が課題となり、また輸入飼料価格の高騰で近隣の畜産農家では安定した自給飼料確保が必

要であった。そこで山田氏は、酪農家の堆肥を活用した飼料用イネ－飼料用オオムギの二

毛作生産について受託作業を検討し、市や県などの助言により集落営農組織の推進体制や

導入機械の選定などの方向性が整った。そして、平成 20 年に組合が設立され、県内初の地

域型コントラクターとして飼料用イネ専用収穫機等の必要機械を導入し飼料作物生産に向

けた取り組みを開始した。 
平成 23 年度には、飼料用イネ 43ha、飼料用オオムギ 7ha の収穫作業を受託した。年々 

受託面積が増加したため、9 月下旬～10 月の繁忙期には藤岡市を拠点とする農業コントラ

クターと共同して収穫調製作業を行い適期収穫に努めている。 
荒砥北部粗飼料生産機械化組合は、水田の有効活用と畜産農家への自給飼料供給および 

堆肥の利用など、地域の耕畜連携に大きな役割を果たしている。 
 

(2) 生産組織 

  ①組織形態：任意組織（平成 20 年 11 月設立） 
  ②代 表 者：組合長 山田 高則 
  ③構成員数：3 戸（耕種農家 2、酪農家 1） 
  ④作業機械：フレール型専用収穫機（YWH1400A）  1 台（市補助事業） 
         ラッピングマシーン（牽引式）    1 台（市補助事業） 
               トラクター（75ps）           1 台 
        ベールハンドラー          1 台 
               汎用トレーラ（3.5ｔ）        1 台 
 

(3)市町村や農協等の支援 

前橋市では、関係機関一体となった農業振興を図るため、前橋市農林課・前橋市農業委 
員会事務局・JA 前橋市・県普及指導課等で組織する「前橋市担い手育成総合支援協議会」

を設置し、定期的な検討会を開催している。 
この協議会の中で、「耕畜連携プロジェクト」を設置し耕畜連携による自給飼料生産の 

推進を図るため検討を行い、JA 前橋市荒砥支所営農課長を中心に重点地区内の推進・調整

を図っている。 
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４ 栽培・管理、収穫・調製の役割分担及びその条件 

(1) 役割分担 

荒砥北部粗飼料生産機械化組合

耕種農家
２集落
２戸

畜産農家
酪農６戸
肉牛１戸

堆肥供給
（堆肥＋運搬＋散布＝5,000円/2t)

ロール販売、運搬
（ｲﾈWCS：3,000円/個/200㎏、
ﾑｷﾞWCS： 3,500円/個/240㎏ ）

ロ
ー
ル
運
搬

飼
料
用
イ
ネ
・
ム
ギ
栽
培

収
穫
調
製
受
託
、

外
部
作
業
委
託

（作業料金：
25,000円/10a）

 

図１ 事業役割体制 

(2) 条件 

表２ 平成２２年度収支             （ＷＣＳ用イネ、単位：円/10a） 

  機械化組合 生産者（集落営農等）   利用者（畜産農家）   

収入 ① 受託費 25,000 戸別所得補償制度 80,000 国産粗飼料増産対策 10,000

     耕畜連携推進対策 13,000 堆肥販売 5,000

     ロール販売費 30,000 地域独自の助成 5,000

  計 25,000   123,000   20,000

支出 ② 資材、燃

料 他 

24,000 生産経費 57,300 購入代金 30,000

作業委託 25,000

計 24,000 82,300 30,000

収支 ①－② 1,000   40,700   △10,000

 

５ 栽培・管理体系 

(1) 種子 

表３ ＷＣＳイネ利用種子（平成２３年播種） 

品 種 入手先 価 格 播種量 

夢あおば JA前橋市 380円/㎏ 3Kg/10a 
表４ 飼料用オオムギ利用種子（平成２２年播種） 

種 類 入手先 価 格 播種量 

二条オオムギ 種苗会社 560円/㎏ 10kg/10a 
六条オオムギ JA前橋市 380円/㎏ 〃 

※二条オオムギは飼料用品種、六条オオムギは食用品種を用いている。 
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(2) 栽培・管理体系 

 

表５ ＷＣＳ用イネ（二毛作水田、移植栽培） 

作 業 時 期 使用機械 備 考 

種子予借・育苗 5 月上旬   品種：夢あおば 
耕起・堆肥・代かき 5 月下旬 ﾛｰﾀﾘｰ、ﾊﾛｰ、ﾏﾆｭｱｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ 堆肥 2t/10a 
移植、除草剤 6 月上旬～下旬 移植機   
水管理 随時   中干し実施 
落水 8 月上旬～9 月中旬     

収穫・調製 
8 月下旬～10 月中

旬 
ﾌﾚｰﾙ型専用収穫機、ﾍﾞｰﾙﾗ

ｯﾊﾟ、ﾍﾞｰﾙﾊﾝﾄﾞﾗｰ 
収穫時期：糊熟～黄熟期

搬出・運搬 10 月下旬 ﾍﾞｰﾙﾊﾝﾄﾞﾗｰ、軽トラック   
 

 表６ 飼料用オオムギ（二毛作水田） 

作 業 時 期 使用機械 備 考 
堆肥・耕起 10 月下旬～11 月上旬 ﾛｰﾀﾘｰ、ﾏﾆｭｱｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ 堆肥 2t/10a 
播種 11 月下旬 ﾄﾞﾘﾙｼｰﾀﾞｰ 条播 
麦踏み １月 鎮圧ﾛｰﾗｰ 

収穫調製 5 月中～下旬 
ﾌﾚｰﾙ型専用収穫機、ﾍﾞｰ

ﾙﾗｯﾊﾟ、ﾍﾞｰﾙﾊﾝﾄﾞﾗｰ 
収穫時期：乳熟～糊熟期

 

 

(3) 栽培・管理体系のポイント 

① WCS 用イネ 
  ア 堆肥を有効活用した栽培を実施し、化成肥料は使用しない。 
  イ 収穫作業の幅を広げるため、品種選択や移植時期をずらした管理を行う。 

      ウ 効率的な収穫調製作業とサイレージ品質向上のため、強めの中干しと早めの落

水を行う。 
エ すべてのロールに乳酸菌添加を行い、廃棄ロスの低減を図る。 
オ 土地の集積（団地化）により、効率的な作業体系を図る。 

② 飼料用オオムギ 
ア 堆肥を有効活用した栽培を実施し、化成肥料は使用しない。 
イ 除草剤を使用しないため、播種は適期（11 月下旬）に行い雑草を抑える。 
ウ 播種量を多めにして収量を確保する。麦踏みにより土砂の飛散を防ぎ、耐寒性

を高める。 
エ 排水不良の水田では、二条オオムギよりも比較的耐湿性の高い六条オオムギを
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栽培する。また二条オオムギの方が登熟は早く、約 1 週間遅れて六条オオムギの

収穫適期となるため、品種による収穫時期の調整を行う。 
③ 栽培面積の推移 
表７ 作目別の栽培面積推移       （単位：ha） 

作目／年 H21 年 H22 年 H23 年 
飼料用イネ 12.5 37.0 43.0 
飼料用ｵｵﾑｷﾞ  4.0  4.0  7.0 

 

６ 収穫・調製体系 

(1) ＷＣＳ用イネ 

表８ Ｈ２３年実績 

品種 収穫面積 収量 総収量 水分含量 乾物収量 ｻｲﾚｰｼﾞ態様

夢あおば 4,300a 4,100 ㎏/10a 1,763t 66.3% 1,382 ㎏/10a ﾗｯﾌﾟｻｲﾚｰｼﾞ

 

ﾍﾞｰﾙ直径 ﾍﾞｰﾙ重量 総個数 総重量 備考 
88 ㎝ 200 ㎏/個  5,160 個  1,032t 畜草１号添加

※収量調査は 1 ㎡あたり 3 箇所行った。 
(2) 飼料用オオムギ 

表８－２ Ｈ２３年実績 

品種 収穫面積 収量 総収量 水分含量 乾物収量 ｻｲﾚｰｼﾞ態様

ハヤドリ２ 700a 4,940 ㎏/10a 345.8t 73.2% 1,324 ㎏/10a ﾗｯﾌﾟｻｲﾚｰｼﾞ

 
ﾍﾞｰﾙ直径 ﾍﾞｰﾙ重量 総個数 総重量 備考 

88 ㎝ 240 ㎏/個 819 個  196.6ｔ 乳熟後期～糊熟期収穫 
※収量調査は 1 ㎡あたり 3 箇所行った。 
 

７ 輸送・保管体系 

(1)輸送方法 

収穫した順に給与ができるような保管管理のため、すべての圃場の収穫調製が終了した 

後、各畜産農家の指定場所へ運搬する。 

(2) 保管場所 

  収穫調製後は圃場で保管（１段静置）し、運搬後は各畜産農家のストック場所での保管 

となる。 

(3) 輸送・保管にかかる責任体制 

指定場所への運搬までが集落営農組織等の責任、その後の保管管理に関しては畜産農家 
側が責任を持つ体制となっている。 
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荒砥北部粗飼料生産機械化組合では、1圃場を1ロットとし、各ロールに、ロットナン 
バー、収穫日、圃場地番、品種、ロール重量および添加剤の種類を記載し、栽培管理や収

穫調製などを確認できるトレーサビリティーシステムを構築している。 
 

８ 給与体系 

(1) 給与実態 

稲発酵粗飼料は、輸入乾草の代替として利用している。個々の畜産農家により、給与は 
分離方式、TMR 方式など異なる。WCS 用イネ－オオムギ WCS の利用により、年間を通

して良質な自給粗飼料を給与することが可能である。 
表９－１ イネＷＣＳ給与    （単位：戸、頭、㎏/頭・日、月） 

  肉用牛 乳用牛育成牛 繁殖牛 肥育牛 育成牛 搾乳牛 
給与戸数 1 1 6   6 
給与頭数 150   220 
給与量 6   5～7 
給与期間 通年    通年 
表９－２ 飼料用オオムギＷＣＳ（単位：戸、頭、㎏/頭・日、月） 

  乳用牛 育成牛 搾乳牛 
給与戸数 1   １ 
給与頭数     80 
給与量     3 
給与期間     通年 

※飼料用オオムギ給与は H23 年まで 1 戸、今後拡大の見込み。 
(2) 栄養価 

 表 10-1 イネＷＣＳ一般成分分析値（Ｈ２２年度産）    （乾物中％） 

ｻﾝﾌﾟﾙ 乾物率 CP EE NFE CF CA ADF-om NDF-om TDN
ｲﾈ WCS 30.2 6.5 2.1 52.7 25.1 13.6 28.2 41.3 55.2
※成分分析は群馬県畜産試験場で実施 
※ｻﾝﾌﾟﾙは夢あおばを糊熟期に調製したﾛｰﾙﾍﾞｰﾙからｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞした 
※TDN の計算はイネ（飼料用品種・糊熟期）の消化率から算出（日本標準飼料成分表･2009 年版） 
 

表 10-2 飼料用オオムギ一般成分分析値（Ｈ２１年度産）    （乾物中％） 

ｻﾝﾌﾟﾙ 乾物率 CP EE NFE CF CA ADF-om NDF-om TDN
ｵｵﾑｷﾞ

WCS 
30.6 8.3  3.4 56.3 24.6 7.4 28.5 45.4  59.6

※成分分析は群馬県畜産試験場で実施 
※ｻﾝﾌﾟﾙはハヤドリ 2 を糊熟期に調製したﾛｰﾙﾍﾞｰﾙからｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞした 
※TDN の計算は大麦（糊熟期）の消化率から算出（日本標準飼料成分表･2009 年版） 
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 表 11 オオムギＷＣＳ発酵品質（Ｈ２１年度産） 

ｻﾝﾌﾟﾙ 
水分 

pH 
有機酸量（原物中％） ﾌﾘｰｸ評点 VBN/T-N V-score

％ 乳酸 酢酸 ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸 n-酪酸 点 ％ 点 
ｵｵﾑｷﾞ

WCS 
69.4 3.61 4.41  0.48 0.00  0.00 100 6.7 91 

※分析は群馬県畜産試験場で実施 
※ｻﾝﾌﾟﾙはハヤドリ 2 を糊熟期に調製したﾛｰﾙﾍﾞｰﾙからｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞした 
 

飼料用オオムギは、乳熟後期以降にフレール型専用収穫機でダイレクト収穫調製するこ 
とが可能であり、表 11 に示すとおり発酵品質は乳酸発酵により pH が充分に低下し非常に

良質である。 

 

図-2 飼料用オオムギの収穫       図-3 飼料用オオムギのロールベール 

 

９ 栽培・管理及び収穫調製にかかるコスト 

 表 12 ＷＣＳ用イネにおけるコスト             （円/10ａ） 

項 目 金 額 備 考 （内 訳） 
栽培・管理 育苗費  2,800 種子、土改剤等 
  光熱動力費  5,000 軽油・ガソリン代等 
  農機具費  5,000    移植機使用他 
  労働費 37,200 一般管理作業 
  資材費  7,300 農薬費他 
  小計 57,300   
収穫・調製 資材費  9,000 ﾗｯﾌﾟ、ﾄﾜｲﾝ代金等 
  光熱動力費  1,600 軽油・ガソリン代等 
  農機具費  9,000 収穫機械の減価償却費等 
  労働費  2,400 収穫・ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ作業料等 
  その他  2,000 収穫調製機等修繕 
  小 計 24,000   
  合 計 81,300   
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            表 13 飼料用オオムギにおけるコスト   （円/10ａ） 

10 その他 

(1)  耕畜連携による

堆肥活用 

前橋市は畜産経営が

多くさらに野菜の生産

地でもあるが、地域内で

堆肥の活用が十分でな

かった。しかし、地域型

コントラクターの設立

によって、自給飼料生産

を基盤とした水田二毛

作体系による堆肥の流

通と利用がスムーズと

なった。 

 

(2) 「商品」としての

稲発酵粗飼料 

荒砥北部粗飼料生産機械化組合では、稲発酵粗飼料および飼料用オオムギ WCS を「商 
品」として生産し、取り扱いには特に留意している。例えば、成形が完了しロールがフレ

ール収穫機から排出される際には、必ずシートを敷いた「排出場」で排出し、圃場の土砂

がロールに付着しないような作業体系を徹底している。またラップフィルムの巻き数を早

めに給与するロールでは６層巻き、翌年春に給与するロールについては８層巻きで梱包し、

保存性の向上と品質保持に努めている。 

            

図-4 シート上の排出で土砂を防ぐ       図-5 ロールごとにラベルを貼付 

(3) 今後の取組と目標 

WCS 用イネの作付けは、今後も拡大すると思われる。このため、複数品種の組み合わせ 
や移植時期の調整による収穫期の分散化などを検討し、効率的な収穫作業の推進を図り、

地域の飼料用イネ作付けを 100ha 程度まで拡大できる体系づくりを行う。さらに飼料用オ

オムギについても作付けを増やし、収穫機の有効利用および二毛作水田における堆肥利用

を促進した飼料作物栽培を更に推進していく予定である。 

項 目 金 額 備 考 （内 訳） 
栽培・管理 資材費  5,600 種子代金(二条) 
  光熱動力費  2,600 軽油・ガソリン代等 
  農機具費  7,800 播種機減価償却費等 
  労働費 10,100 一般管理作業 
  作業委託費  7,800 作業委託料金 
  その他 
  小計 33,900 
収穫・調製 資材費  9,000 ﾗｯﾌﾟ、ﾄﾜｲﾝ代金等 
  光熱動力費  1,600 軽油・ガソリン代等 
  農機具費  9,000 収穫機械の減価償却費等

  労働費  2,400 収穫・ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ作業料金等

  その他  2,000 収穫調製機等修繕 
  小計 24,000   
  合計 57,900   
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５ 耕作放棄地解消に向けた取り組み 

１ 地域名及び生産組織名 

千葉県香取市新里地区（にっさとちく, 以下同） 

  （農）新里営農組合 
 
２ 地域の概要 

（農）新里営農組合がある香取市の地形は、北部の 
低地帯と南部の丘陵地帯に大別できる。 
北部は、利根川の堆積作用によって形成された砂 

壌土を主体とする低湿地帯で、土地改良事業により 
比較的大きなほ場を有する区域で、古くから、早場 
米の産地として有名である。この区域が旧佐原市、旧 
小見川町であった。 

南部は、緩やかに起伏した海抜 20～40ｍの北総台地   図１ 千葉県香取市新里地区の位置 
が広がり、関東ローム層に覆われていて、食用かんしょの産地として有名である。この区域が、旧栗源町、

旧山田町、旧佐原市の一部であった。 
香取市の水田は、利根川とその支流域と栗山川流域に 7,963ha あり、千葉県全体の 10.3％を占め、県内

一の米産地となっている。しかしながら、昭和 10 年代から 40 年代前半に耕地整理として整備された小区

画の排水不良の水田が多く、標準区画 30a 規模で基盤整備が行われた凡用化水田の整備率は 39.4％で、県

平均の 53.5％を大きく下回っている。香取市は県下最大の水田を有しているが、未整備の水田が多く、効

率的な営農に支障が生じている。 
近年、谷津間の耕作条件の悪い農用地を中心に耕作放棄地が目立ってきた。耕作放棄地の比率は、田 4.2％、

畑 4.5％、合計で 4.3％となっている。 
香取市においても、耕作放棄地の増加は、農業後継者不足、農業経営者の高齢化など農業情勢の悪化に

歯止めがかからない状況とあいまって、より深刻な問題となっている。香取市はそれを解消するため、農

地利用集積円滑化事業による担い手の掘り起こし及び農地の集積と有効利用に取り組んでおり、併せて耕

作放棄地を再生し、有効活用する活動を実施している（表 1～表 4 参照）。また、地域の農業環境整備を目

的とした集落営農への取組支援を積極的に実施している。近年、農業集落の取り組みとして、耕作放棄地

を解消して農用地の健全な利用と地域の営農体制の整備に取り組もうとする活動が高まりつつある。その

代表的な集落が新里地区である。 
 

表１ 香取市の農用地面積 

地　　目 筆　　数

田 97,818

畑 49,460

合　計 147,278

8,492

面　　積（ｈａ）

4,033

12,525  
（内、農業振興地域内農地面積 9,817ha） 

 

新里

地区
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表２ 香取市の耕作放棄地 

筆数 面積（㎡） 筆数 面積（㎡） 筆数 面積（㎡） 筆数 面積（㎡）

田 2,513 1,800,015.99 2,805 1,740,162.24 58 22,899.00 5,376 3,563,077.23

畑 895 724,278.54 1,188 903,311.76 337 167,740.73 2,420 1,795,331.03

合　計 3,408 2,524,294.53 3,993 2,643,474.00 395 190,639.73 7,796 5,358,408.26

合　　計
地　目

草刈等により農地復元可 基盤整備後農地復元可 森林原野化非農地決定

 

表３ 香取市の需給調整の推移                    単位；ha 

作物名 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

麦・大豆 40.7 40.8 43.7 45.2

ＷＣＳ 12.8 47.6 80.9 92.9

飼料作物 8 8.5 2.2 27.2

飼料用米 6.9 6.9 7.2 45.3

米粉用米 － 8.7 8.7 0

加工用米 3.5 7.4 29.2 27.7

その他 1.5 2.7 1.3 131.2

73.4 122.6 173.2 369.5

数組織

１組織

出荷農家

実施農家

実施者名

７組織

３組織

数組織

計
 

表４ 香取市の農業者戸別所得補償対策申請状況         単位；ha 

申請者数 申請者数 ４１６件 申請者数 ４件

麦・大豆 45.2

ＷＣＳ 92.9

飼料作物 27.2

飼料用米 45.3

米粉用米 0 交付対象面積

加工用米 27.7 (麦）

その他 131.2 交付対象面積

369.5 (大豆）

畑作物の戸別所得補償対策

４９９件

米の戸別所得補償対策

交付対象面積 770.8

計

面積（大豆） 45.2

43.5

45.2

主食用米面積

面積（麦） 43.5

加入申請書提出者数

水田利活用自給力向上事業

２８３件

作物名

814.4

 
 
３ 新里地区の稲発酵粗飼料の取り組みの経緯及び概要 

新里地区は、山田地区（旧山田町）内の地域で、地目別での田の面積約 103ha、畑の面積約 128ha とな

っている。畑作、養豚、酪農が盛んで、水田は小規模な水田が多く、谷津間の耕作条件や日照条件が悪い圃
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場の割合が高くなっている。この集落内に農地の維持管理事業を行う団体として、北総東部土地改良区があ

る。香取市、旭市、東庄町、匝瑳市、成田市、多古町、神崎町にまたがる県下でも有数の受益地を持つ土地

改良区である。17 の工区・支区を有しており、その工区の一つである新里地区にある大久保工区は、田で

65 ha の受益地を有している。その内、7.6 ha の耕作放棄地があった。工区内水田全体の 11.7％にも達して

おり、その一部は荒廃し、竹が圃場を侵食するなど、原野に近い状況となっている農地も見受けられていた。     

これは畑作や畜産に重点を置く地域でもあるため、谷津田では規模拡大が図りにくく、所得率の低い水稲

栽培（谷津田で、日照条件等が悪く、平均単収で、400 ㎏/10ａ程度）に見切りをつける農業者が多くなっ

た事や、担い手不足や農業経営者の高齢化もあいまって、耕作放棄地が増加したと推測されている。その結

果、耕作地の有効活用を図る点だけではなく、生活環境上においても、集落内で深刻な問題となっていた。 
 平成 19 年より、地域内の農業者と北総東部土地改良区が中心となって、耕作放棄地解消に向けた活動を

開始し、平成 20 年７月の「アンケート調査を踏まえた集落営農の説明会」を開催したことを契機に、集落

内での耕作放棄地解消の具体的計画や集落営農体制確立に向けて活動が活性化された。その後、市や関係機

関を交えて数回の説明会等を実施し、具体的な体制整備を行っていった。これにより、耕作放棄地の解消及

び「戸別所得補償モデル対策」への取り組み、集落営農体制の核となる営農組織（法人）設立に向けて協議、

調整が行われ、WCS 用イネ栽培の取り組みにつながった。これは、集落内での意思の疎通がもたらした優

良事例である。しかし、ここまでの体制を確立させるまでの過程は、集落内の農業者の代表や土地改良区の

役員の方々の努力あっての結果であることは、確かなことである。なお、WCS 用イネ栽培の取り組みは、

再生した耕作放棄地を含め、団地化した農地を、農地保有合理化事業（現在の農地利用集積円滑化事業）を

活用して、香取市がすべて借上げ、この設立した法人に貸付けることにより取り組んでいる。実施した活動

の概要等は下記のとおりである。 
 
１）活動の経過 

(1) 平成 19 年４月 「農地・水・環境保全向上対策」に取り組むため、新里資源保全会を設立。地域の農

業環境を維持する活動が開始された。 
(2) 平成 20 年３月 農林振興センター（現農業事務所）が主体となって新里地区の今後の農業と営農組合

についてのアンケートを実施した。 
(3) 平成 20 年７月 アンケートの調査結果を踏まえた集落営農の説明会の開催。併せて、「戸別所得補償

モデル対策」の事業内容の説明及び市が実施する「農地保有合理化事業」（現農地利用集積円滑化事業）

の事業内容の説明を市が実施。 
(4) 平成 21 年１月 農事組合法人（農）新里営農組合の設立。（組合員数 56 名、内理事数 9 名） 

この法人は、「戸別所得補償モデル対策」を実施するに当たり、WCS 用イネ栽培への取組み等、集

落営農を実施するうえでの核とするため、設立された。農業生産法人としての申請も設立後、速やか

に行っている。 
 

２）利用した事業 

(1) 遊休農地リフレッシュ活用支援事業（県事業・平成 20 年度実施） 
① 事業実施区域 
ア 香取市新里さゆう地区 （5,964 ㎡） 
イ 香取市新里ヨナミシヤ地区 （5,266 ㎡） 
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ウ 香取市新里炭焼地区（5,484 ㎡）         合  計 16,714 ㎡ 
② 事業内容；長年耕作放棄され、荒廃した圃場の除草、伐根、整地作業 

(2)  耕作放棄地リフレッシュ活用支援事業（県事業・平成２１年度実施） 
① 事業実施区域；香取市新里全地区 （20,972 ㎡） 
② 事業内容 
ア 団地化している耕作放棄地を中心に事業を実施した。 
イ 平成 20 年度同様、耕作放棄された圃場の除草、伐根、整地作業を行った。 

事業主体は、平成 2１年１月に設立された「農事組合法人（農）新里営農組合」となっている。 
 

◎市から法人へ貸付けている農地面積： 27.3ha （内、WCS 用イネ栽培実施面積 25.9ha） 
   その地主数： 105 名 

   農地筆数： 226 筆 

 

 

図２ 施工前の耕作放棄地         図３ 施工後のＷＣＳ用イネ栽培水田 

 

４ 耕畜連携及びイネＷＣＳの利用等 

平成 22 年度に香取市耕畜連携農業推進協議会を設立し、生産者、畜産農家、コントラク

ターと関係機関が一体となって良質飼料生産に取り組んでいる。その一方で、資源循環の取

り組みは皆無であった。そこには、香取市の水田には超湿田が多く酪農家の持つ堆肥散布機

械では作業が困難であり、谷津田の道路は狭く 2ｔ車も通行がままならない点があげられる。

また、主たる WCS 用イネ生産地区の佐原香北地区と酪農の多い山田栗源地区が 20ｋｍ近

く離れて運搬に時間がかかる点。そして、かつては厩肥を利用して稲作をした方々も、化学

肥料の栽培に慣れてしまい、厩肥成分や利用量に不安を持っていた点があった。 
そこで、平成 22 年にクローラー型の堆肥散布機を借り、デモ散布をした。香北地区（3.2ha）

への堆肥は 500ｋｇのフレコンバッグに詰め、イネ WCS の酪農家への配達の帰り荷として

水田近くまで運んだ。フレコンバッグ堆肥は袋詰めに労力が掛かるが、運搬は普通トラック

で可能なこと。ストック場所では堆肥が露出せず見た目も良く。何よりも水田を荒らさない、

道路を汚さない点が好評であった。また、雪印種苗㈱・県農業事務所の協力により土壌分析・
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堆肥分析を実施し、施肥設計を作り稲作農家の不安払拭に努めた。 
また、新里地区は典型的な谷津田で堆肥搬入が困難であるので、イネ WCS 生産水田付近

の、酪農家の自給飼料畑（デントコーン）刈り取り後をストックヤードにし、そこから同じ

くクローラー型堆肥散布機で自走し散布した。（平成 22 年は 12.5ha） 
平成 23 年は、クローラー型堆肥散布機・フレコンバッグ堆肥運搬兼散布機移動用トラッ

ク・バケットローダー・堆肥舎を導入し、71.9ha に取り組んでいる。堆肥散布作業は、新

里地区にある長嶋牧場がイネ WCS 利用畜産農家から堆肥を引き受け実施している。香取市

における WCS 用イネ作付面積の推移は表５のとおりで、平成 22 年度は前年より約 1.7 倍

の伸びであった。作付け品種は表６のとおり、専用種のリーフスターと水稲品種である。         

また、生産されたイネ WCS は、平成 22 年度、酪農経営者で構成する香取市酪農組合 34
戸のうち 15 戸へ、肉用牛経営者で構成する香取市肉牛組合 16 戸のうち 12 戸へ 6,935 ロー

ル供給している（表７参照）。 
刈り取り収穫及び運搬は、コントラクター数組織が請け負っている（表８）。その作業料

金は表９に示したとおりである。 
 
 
表５ 香取市におけるＷＣＳ用イネ作付け面積の推移      単位；ha 

年　度 19 20 21 22

作付面積 4.86 12.78 47.58 80.7
 

 
表６ 平成２２年度品種別作付状況           単位：ha 

区 分 品種名 作付面積 備 考 
専用種 リーフスター 23.6  

一般種 
あきたこまち、コシヒカリ、ふさ

おとめ、ちば 28 号等  
57.1  

計 5,740 80.7  
 

表７ 平成２２年度給与先（引受先）実績       単位：ロール 

引受先 酪農組合（15 戸） 肉牛組合（12 戸） 計 
専用種 4,056 1,165 5,221 
一般種 1,684 30 1,714 

計 5,740 1,195 6,935 
＊1 ロール当たり平均重量（専用種：196kg～234kg、一般種：186kg～267kg） 
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表８ 平成２２年度コントラクター作業面積            
コントラクター名 受託先 受託面積 備考 

Ｋコントラクター     4 組織 35.8ha             H21 実績     

   専用種：13.3ha    20.69ha 
    一般種：22.5ha   
Ａコントラクター     3 組織 44.9ha         H21 実績     

Ｂコントラクター   専用種：10.3ha     26.56ha（Ｄ組織） 

    一般種：34.6ha  
 
表９ コントラクター作業料金                 単位：円/10a 

名称/年度 21 22 作業内容 
Ｋコントラクター    30,000 円 一般種 収穫・調製・運搬 
 （税抜き） 35,000 円   
Ａコントラクター 
Ｂコントラクター 35,000 円 専用種 収穫（Ａコントラクター）

（Ｃコントラクター） （税抜き） 37,500 円 調製・運搬 
    （税込み）  （Ｂコントラクター） 

 

 ＊製品価格  一般種、専用種共通   13 円/kg 
 

５ まとめ 

香取市の耕作放棄地解消に向けた基本的な考え方は、農振地区の優良農地を第一優先に考えていること

である。本来なら、市内全農地の耕作放棄地を解消していくべきであるが、どうしても限界が生じる。特

に、優良農地区域での耕作放棄地は、近隣農地に著しく悪影響を与えるからである。また、荒廃した農地

を草刈等での維持管理だけではなく、営農再開まで考えている集落及び団体を積極的に支援したいと考え

ている。 
本来の耕作放棄地解消事業として、国の「耕作放棄地再生利用緊急対策」や県事業で多くの補助事業が

あるが、「農業者戸別所得補償制度」の中でも耕作放棄地を再生し、効率的な活用を行う活動に対しての

補助事業（再生利用加算）もある。国としても、「農業者戸別所得補償制度」の中で、耕作放棄地の解消

から農地を効率的に活用して行こうとした集落営農への取り組みを支援するといった趣旨がみえる。まさ

に（農）新里営農組合は、その発想の先進的な取り組みを行った事例である。新里集落の耕作放棄地解消

気運の高まりから始まった活動は、実際の耕作放棄地解消に進み、戸別所得補償制度加入による主食用米

から、稲発酵粗飼料（イネＷＣＳ）への転換、安定需給できる耕畜連携体制の構築など、しっかりした営

農体制確立に向かって進んでいる。新里地区の取り組みは、行政や各農業関係機関も各々の立場からのサ

ポートも大きな力となっている。やる気のある集落が、関係機関と一体となって取り組んでいった一事例

である。 
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Ⅴ 参考資料

１ ＷＣＳ用イネ品種の異なる地域における特性

WCS 用イネ品種の栽培・利用は育成地のみに止まらない。食用イネ品種の作業との関

係で、移植あるいは直播時期が早まったり遅くなったりするばかりでなく、麦類や冬作牧

草等との２毛作との組合せ等で早晩性の異なる WCS 用イネ品種の選択が必要とされる。

このように多様な栽培利用に適した品種の選択の一助にするため、日本草地畜産種子協会

では代表的な WCS 用イネ品種を用いて東北（平成 21 年山形県酒田市、平成 22、23 年宮

城県登米市）、関東（栃木県那須塩原市）及び九州（平成 21 年熊本県合志市、平成 22 年

熊本県菊池郡大津町）の 5 箇所で品種比較試験を行った。

(1)平成２１年度の全国３場所におけるＷＣＳ用イネ品種比較試験結果

表－１に示したように寒冷地の山形では中生品種の「北陸 193 号」及び早生品種の

「夢あおば」の風乾収量が多く、早生品種の「べこごのみ」と晩生品種の「クサホナミ」

及び「クサノホシ」は収量が低かった。温暖地の栃木でも中生品種の「北陸 193 号」は

最も多収で、次いで晩生品種の「ミナミユタカ」が多収を示し、極晩生の「はまさり」の

風乾収量が少なく、中生品種の「モミロマン」もかなり低収であった。一方、暖地の熊本

では９月中旬にトビイロウンカが大発生し、多肥区が壊滅的被害を受けたため、収量調査

は標肥区のみとなったが、「ニシアオバ」が多収で、「たちすがた」は低収であった。一

方、TDN 収量は 3 場所とも各品種の風乾収量を反映した傾向にあった。

P164

007稲発酵粗飼料_Ⅴ.indd   160 2012/03/13   17:45:51



- 161 -

表－１ 平成２１年度 全国３場所におけるWCS用イネ品種比較試験結果

注①：表中の山形と栃木の数値は各品種の多肥区と標肥区の平均値。熊本の数値は標肥区のみ。

注②：山形の 10a 当たり施肥量；堆肥 2.0 ﾄﾝ（窒素で 11.0kg 相当）、液肥と化成肥料の基肥と追肥の合計窒素量で多

肥区が 19.3kg、標肥区が 13.2kg 施用。

栃木の 10a 当たり施肥量；堆肥 2.0 ﾄﾝ（窒素で 11.0kg 相当）、化成肥料の基肥と追肥の合計窒素量で多肥区が

20.0kg、標肥区が 14.0kg 施用。

熊本の 10a 当たり施肥量；堆肥 2.0 ﾄﾝ、化成肥料の基肥と追肥の合計窒素量で 13.0kg 施用。

注③：表中共通のアルファベットを付した形質はその場所の品種間に有意差（５％）がないことを示す。

図－１ 栃木県那須塩原市における品種比較試験の生育調査風景

(2)平成２２年度の全国３場所におけるＷＣＳ用イネ品種比較試験結果

表－２に示したように寒冷地の宮城における風乾収量は全体に低収であったが、その中

では中生品種の「北陸 193 号」が多収で、早生品種の「べこごのみ」と「北陸飼 209
号」は低収であった。また、温暖地の栃木でも中生品種の「北陸 193 号」は最も多収で、

次いで中生品種の「たちすがた」が多収を示し、早生品種の「北陸 184 号」は低収であ

った。さらに、暖地の熊本では「ミナミユタカ」が多収で、「クサホナミ」と「ミズホチ

カラ」は低収であった。一方、TDN 収量は３場所とも各品種の風乾収量を反映した傾向

にあった。

山形 栃木 熊本 山形 栃木 熊本 山形 栃木 熊本

　べこごのみ 9月8日 708 d 440 c

　ふくひびき 9月25日 932 bc 566 ab

　はえぬき 9月25日 918 bc 560 ab

　夢あおば 9月25日 9月22日 1,083 ab 1,554 ab 663 a 941 ab

　タカナリ 9月24日 9月15日 1,591 ab 1,619 943 ab 829

　べこあおば 9月25日 929 bc 590 ab

　ホシアオバ 10月16日 9月24日 9月14日 991 abc 1,637 ab 1,458 598 ab 1,000 ab 787

　北陸193号 10月16日 10月5日 1,118 a 1,756 a 689 a 1,049 a

　モミロマン 10月1日 9月25日 1,311 bc 1,513 775 bc 787

　たちすがた 10月1日 9月14日 1,513 ab 1,332 853 abc 597

　ミナミユタカ 10月5日 9月25日 1,686 a 985 ab

　クサホナミ 10月16日 10月12日 9月25日 878 bc 1,461 abc 1,638 516 bc 861 abc 873

　ニシアオバ 10月1日 1,799 990

　クサノホシ 10月16日 10月23日 10月1日 860 c 1,549 ab 1,697 504 bc 890 abc 883

　はまさり 10月23日 1,228 c 730 c

　リーフスター 10月23日 1,585 ab 992 ab

　タチアオバ 10月6日 1,680 859

935 1,534 1,592 568 911 826

品種・系統

　　場所平均

収穫日 風乾収量　kg/10a TDN収量　kg/10a
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表－２ 平成２２年度 全国３場所におけるWCS用イネ品種比較試験結果

注①：表中の宮城と栃木の数値は各品種の多肥区と標肥区の平均値。熊本の数値は普通植区と晩植区の平均値。

注②：宮城の 10a 当たり施肥量；堆肥 1.5 ﾄﾝ（窒素で 18.0kg 相当）、液肥と化成肥料の基肥と追肥の合計窒素量が

12.8kg、少肥区が堆肥 0.5 ﾄﾝ（窒素で 6kg 相当）、化成肥料として窒素成分量で 2.8kg を基肥として施用。

栃木の 10a 当たり施肥量；堆肥 2.0 ﾄﾝ（窒素で 11.0kg 相当）、化成肥料の基肥と追肥の合計窒素量で多肥区が

20.0kg、標肥区が 14.0kg 施用。

熊本の 10a 当たり施肥量；堆肥 2.0 ﾄﾝ、化成肥料として窒素成分量で 3.0kg を追肥として施用。

注③：表中共通のアルファベットを付した形質はその場所の品種間に有意差（５％）がないことを示す。

(3)平成23年度の全国３場所におけるＷＣＳ用イネ品種比較試験結果

表－３及び図－２に示したように寒冷地の宮城における風乾収量は中生品種の「北陸

193 号」と「たちすがた」が多収で、早生品種の「べこごのみ」と「夢あおば」は低収で

あった。温暖地の栃木では中生品種の「たちすがた」、「ミナミユタカ」及び「北陸 193
号」が多収で、早生品種の「べこあおば」と極晩生品種の「クサノホシ」は低収であった。

一方、暖地の熊本では「タチアオバ」、「モグモグあおば」が多収で、「ミズホチカラ」

と「クサホナミ」は低収であった。

表－３ 平成２３年度 全国３場所におけるWCS用イネ品種比較試験結果

宮城 栃木 熊本 宮城 栃木 熊本 宮城 栃木 熊本

　べこごのみ 8月27日 857 c 432

　北陸飼209号 8月27日 9月9日 975 b 1,381 b 562 837 b

　ふくひびき 9月16日 9月9日 1,260 ab 1,426 b 764 857 b

　北陸184号 9月16日 9月14日 1,268 ab 1,292 b 770 777 b

　ひとめぼれ 9月16日 1,149 abc 649

　夢あおば 9月16日 9月14日 1,330 ab 1,348 b 727 765 b

　べこあおば 9月16日 1,038 ab 628

　ホシアオバ 10月5日 9月16日 1,234 abc 1,495 b 700 882 b

　たちすがた 9月16日 10月22日 1,580 b 1,401 882 b 684

　モミロマン 9月29日 10月25日 1,420 b 1,595 813 b 822

　北陸193号 10月5日 10月1日 1,443 a 1,786 a 798 1,035 a

　ミナミユタカ 10月1日 10月24日 1,485 b 1,809 827 b 872

　クサホナミ 10月5日 10月7日 10月15日 1,153 abc 1,506 b 1,231 626 851 b 608

　ニシアオバ 10月15日 1,481 832

　クサノホシ 10月13日 10月15日 1,364 b 1,391 721 b 696

　モグモグあおば 10月15日 1,447 701

　まきみずほ 10月22日 1,553 830

　ミズホチカラ 10月22日 1,238 612

　タチアオバ 10月24日 1,405 687

1171 1,462 1,455 672 841 734

品種・系統
収穫日 風乾収量　kg/10a TDN収量　kg/10a

　　場所平均

宮城 栃木 熊本 宮城 栃木 熊本 宮城 栃木 熊本

　べこごのみ 9月5日 124.2 de 1,205 b

　ひとめぼれ 9月22日 128.1 cd 1466 ab

　夢あおば 9月22日 9月13日 134.5 bc 129.0 b 1,249 b 1,646

　べこあおば 9月22日 9月13日 110.0 f 107.7 c 1,588 ab 1,481

　ホシアオバ 10月6日 9月26日 152.8 a 146.0 a 1,613 ab 1,752

　たちすがた 10月6日 9月26日 9月28日 154.2 a 154.6 a 138.0 1,958 a 1,851 1,608

　北陸193号 10月6日 9月26日 132.3 cd 123.0 b 1,964 a 1,812

　モミロマン 10月13日 9月26日 10月3日 141.9 b 128.9 b 124.0 1,863 ab 1,607 1,701

　ミナミユタカ 9月26日 10月7日 154.8 a 155.5 1,844 1,661

　モグモグあおば 10月4日 10月7日 154.3 a 147.0 1,617 1,750

　ミズホチカラ 10月13日 10月4日 10月3日 118.2 e 108.3 c 108.5 1,575 ab 1,514 1,562

　クサホナミ 10月13日 10月11日 9月28日 142.5 b 141.2 a 119.0 1,606 ab 1,714 1,581

　クサノホシ 10月11日 10月3日 154.0 a 130.0 1,437 1,663

　タチアオバ 10月11日 133.5 1,810

133.9 136.5 131.9 1608 1,661 1,667

品種・系統
収穫日 収穫時草丈　ｃｍ 風乾収量　kg/10a

　　場所平均
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注①：表中の宮城、栃木および熊本の数値は各品種の多肥区と標肥区の平均値。

注②：宮城の 10a 当たり施肥量；堆肥 0.5 ﾄﾝ（窒素で 6.0kg 相当）、液肥と化成肥料の基肥と追肥の合計窒素量が

多肥区が 18.8kg、標肥区が堆肥 0.5 ﾄﾝ（窒素で 6.0kg 相当）、液肥と化成肥料の基肥と追肥として合計窒素

量で 15.8kg を施用。

栃木の 10a 当たり施肥量；堆肥 2.0 ﾄﾝ（窒素で 11.0kg 相当）、化成肥料の基肥と追肥の合計窒素量で多肥区が

24.0kg、標肥区が 14.0kg 施用。

熊本の 10a 当たり施肥量；堆肥 2.0 ﾄﾝ、化成肥料の基肥と追肥の合計窒素量で多肥区が 10.0kg、標肥区が 8.0kg
施用。

注③：表中共通のアルファベットを付した形質はその場所の品種間に有意差（５％）がないことを示す。

図－２ 宮城県及び栃木県における平成２３年度ＷＣＳ用イネ品種の風乾収量

(4)台風等の風雨による倒伏が風乾収量等に及ぼす影響

平成 23 年 9 月の台風 15 号の風雨により栃木県那須塩原市の飼料イネの品種比較試験

地でも倒伏が発生した。表４には供試 11 品種の倒伏程度と他形質との相関を、図－ 3 に

は飼料イネ品種「ホシアオバ」の施肥量の違いによる倒伏状況を示した。倒伏に強いとさ

れる飼料イネでも品種間差が顕著に認められ、施肥量によっても倒伏程度が大きく異なり、

化成肥料で 24 kg/10a 施用した多肥区の倒伏程度は 14 kg/10a 施用した標肥区より倒伏が

顕著で、中でも草丈の高い中生～極晩生品種の多肥区の倒伏が著しかった。しかしながら、

中生品種でも「北陸 193 号」や「モミロマン」のように草丈があまり高くない品種には

倒伏はみられず、飼料イネの必須要素である多肥栽培でも倒伏しないという重要な特性が

明らかになった。

表－４ 飼料イネ品種の倒伏程度と異なる収穫期・施肥量における諸形質との相関

注：表中の*及び**付した相関係数は５％及び１％水準で有意であることを示す。

施肥処理

多肥区倒伏（％）

標肥区倒伏（％）

収穫時期・施肥量 出穂期 収穫日 草丈 茎数 風乾率 風乾収量 モミ割合 モミ収量

黄熟期・多肥相関 0.56 0.53 0.86 **  -0.74**  -0.74** 0.23  -0.88**  -0.84**

黄熟期・標肥相関 -0.04 -0.02 0.52 -0.44 -0.25 0.48 -0.18 0.14

完熟期・多肥相関 0.56 0.47 0.86**  -0.74**  -0.70 *  -0.76**  -0.65 *  -0.81**

完熟期・標肥相関 -0.04 0.00 0.52 -0.44 -0.33 0.40 -0.41 -0.27

  夢あお　 べこあ   ミズホ　 ﾓｸﾞﾓｸﾞ   ホシア 　 たちす　 北　陸　  モミロ　  ミナミ 　 クサホ 　 クサノ
 　 ば　　　 　ば     チカラ 　 あおば　　オバ　　  がた　 　193号　 　マン　  ユタカ　　 ナミ　　　 ホシ

     0            0          0          90        100        80           0            0         90         90        90

     0            0          0          10          50          0           0            0         40          0         0
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図－３ ＷＣＳ用イネ品種「ホシアオバ」の倒伏状況」（上段写真）と倒伏しなか

った北陸193号及びモミロマン（下段写真）

上段左：多肥条件で 100 ％倒伏した「ホシアオバ」

上段右：標肥条件で 50 ％倒伏した「ホシアオバ」

下段：多肥条件で倒伏しなかった「北陸 193 号」及び「モミロマン」

(5)品種比較試験結果のまとめ

平成 21 ～ 23 年に実施した飼料イネ品種比較試験の結果を各地域別に概括的にみると、

WCS 用イネを栽培する場合は寒冷地では中生品種の「北陸 193 号」が年次をまたがって

安定した多収を示した。また、温暖地では中生品種の「北陸 193 号」と「たちすがた」

が多収で、特に「北陸 193 号」は年次をまたがって安定した多収を示した。さらに、暖

地では「タチアオバ」、「ニシアオバ」、最近育成の「モグモグあおば」が多収を示したが、

暖地では多肥にすると虫害が甚大になる等、病虫害や年次変動により安定性に問題がある

ことが示された。

一方、地域、年次をまたがる広域適応性、安定性の観点からみると、寒冷地・温暖地で

は「北陸 193 号」が安定して多収を示し、温暖地・暖地では「タチアオバ」が安定した

多収を示し、広域適応性、安定性の観点から優れた品種であることが示された。
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２ 国内３場所におけるＷＣＳ用イネの多収実証栽培

WCS 用イネの多収栽培を目指して、平成 21 年度は寒冷地の山形県酒田市、温暖地の栃

木県大田原市及び西南暖地の熊本県菊池市の国内３箇所で、平成 22 年度及び 23 年度は宮

城県登米市、栃木県大田原市及び熊本県菊池地域（菊池市、菊池郡大津町）の国内３カ所

で多収実証栽培試験を行った。この実証試験に供試した WCS 用イネ品種、施肥様式等の

諸条件が年度により異なるため、年度ごとにそれぞれ別個に紹介する。

(1) 平成２１年度におけるＷＣＳ用イネの多収実証栽培試験

表－１に山形県酒田市、栃木県大田原市及び熊本県菊池市における移植日、収穫日及び

諸特性を示した。

表１ 平成２１年度 山形・栃木・熊本県における多収実証栽培試験

注①：山形の 10a 当たり施肥量；多肥区が堆肥 2.0 ﾄﾝ（窒素 11.0kg 相当）、液肥（豚尿）窒素成分量で 5.0kg、化成

肥料を窒素成分量で 6.1kg、追肥として液肥で窒素成分量で 8.2kg、窒素の年間合計施用量は 30.3kg。標肥区が

堆肥 2.0 ﾄﾝ、基肥として液肥で窒素 3.4kg、化成肥料で窒素成分量 4.0kg、追肥として液肥で窒素 6.8kg 施用。窒

素の年間合計施用量は 25.2kg。
注②：栃木の 10a 当たり施肥量；多肥区が堆肥 3.0 ﾄﾝ（窒素 16.5kg 相当）、基肥として化成肥料で窒素 2.5kg、液肥で

窒素 26.9kg、追肥として窒素 16.4kg 施用。年間合計施用量は 62.3kg。標肥区は堆肥 2.5 ﾄﾝ(窒素 13.7kg 相当）

基肥として化成肥料で窒素 2.5kg、液肥として窒素で 13.5kg、追肥として液肥で窒素 18.5kg 施用。年間合計窒

素量は 48.2kg。
注③：熊本における施肥量は堆肥 3.0 ﾄﾝ/10aのみ施用。

山形県酒田市における「べこあおば」を用いた液肥活用による多収実証栽培試験におい

多肥区 5月18日 9月25日 91.5 19.9 41.0 1,135 727 2,790
標肥区 5月18日 9月25日 92.9 19.4 42.4 1,164 726 2,490

多肥区 5月15日 10月7日 132 32.8 22.6 1,967 1,014 3,657

標肥区 5月15日 10月7日 131 27.9 22.0 1,885 989 3,634
熊本県菊池市
ニシアオバ

堆肥のみ 6月13日 9月24日 130 22.8 35.1 1,788 907 2,570

収穫時
草丈 cm

風乾率
　％

風乾収量

kg/10a
収穫時茎
数　本/株

TDN収量

kg/10a
ｻｲﾚｰｼﾞ収量

kg/10a試験場所・品種 移植日 収穫日施肥処理

山形県酒田市
　べこあおば

栃木県大田原市
はまさり
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ては、収穫時の草丈、茎数、風乾

収量及び TDN収量は施肥量間にほ

とんど差がなく、風乾率は多肥区

は標肥区より幾分低い。この山形

の実証栽培試験地は鳥海山の麓に

近くて標高がかなり高いため、

WCS用イネの生育は抑制ぎみで、

風乾収量、TDN収量とも期待した

程の収量は得られなかった。

図１ 山形県酒田市の多収実証栽培試験風景

栃木県大田原市における「はまさり」を用いた液肥活用による多収実証栽培試験におい

ては、収穫時の草丈は多肥区と少肥区間にほとんど差がなかったが、茎数は多肥区が少肥

区より１株あたり 5本程度多かった。風乾率は両施肥量間に殆ど差が見られなかったが、

風乾収量及び TDN 収量は多肥区が標肥区より多く、多肥区の風乾収量は 1.967 ﾄﾝ/10a と

実証栽培試験の目標値とした 2トン/10aをほぼクリアーできている。

熊本県菊池市における「ニシアオバ」を用いた堆肥活用による多収実証栽培試験におい

ては、風乾率は 35.1％と適正で風乾収量も 1.8 ﾄﾝ/10aとかなりの多収が得られている。

(2) 平成２２年度におけるＷＣＳ用イネの多収実証栽培試験

表 2に宮城県登米市、栃木県大田原市及び熊本県菊池市における移植日、収穫日及び諸

特性を示した。

宮城県登米市における「夢あおば」と「北陸 193 号」を用いた液肥活用による多収実証

試験においては、「夢あおば」の少肥区の収穫時の草丈および茎数が「夢あおば」の多肥

区及び「北陸 193 号」の両施肥区と比較して草丈が低く、茎数も少なかった。逆に「夢あ

おば」の少肥区の風乾率は「夢あおば」の多肥区及び「北陸 193 号」の両施肥区と比較し

て高かった。風乾収量及び TDN収量は「北陸 193号」の多肥区が多かった。

栃木県大田原市における「北陸 193 号」及び「はまさり」を用いた液肥活用による多収

実証栽培試験においては、「北陸 193 号」の少肥区の収穫時の草丈は他の区と比較して低

く、茎数は「はまさり」の多肥区が他の区より多かった。風乾率は「北陸 193 号」の少肥

区が高く、「はまさり」の多肥区が低かった。「北陸 193 号」の多肥区の風乾収量は 2.67
トン/10a と極めて多収で、ついで「北陸 193 号」の少肥区が 2.12 トン/10a の多収を示し

た。これら両区の風乾収量はいずれも目標とした 10 ｱｰﾙ当たり２トンを上回った。一方、

「はまさり」の多肥区の風乾収量は 1.68トン/10aで液肥を多給した前年より少なかった。

また、「北陸 193号」の多肥区の TDN収量は 1.59トン/10aと極めて多収を示した。

熊本県菊池市における「アキマサリ」を用いた堆肥と液肥活用による多収実証栽培試験

においては、堆肥と液肥を施用した区と堆肥のみの対照区の間に調査形質の大きな差は認

められなかった。この試験の風乾収量は両区とも 1.5 ～ 1.6 トン程度の収量であったが、

風乾率が高く TDN 含量が高かったためか TDN 収量は 0.9 ﾄﾝ強のかなり高い収量を示し

た。

007稲発酵粗飼料_Ⅴ.indd   166 2012/03/13   17:45:53



- 167 -

表２ 平成２２年度 宮城・栃木・熊本県における多収実証栽培試験

注①：宮城の 10a当たり施肥量；多肥区が堆肥 1.5トン（窒素 18.0kg相当）、基肥として化成肥料を窒素成分量で 2.8kg施用。

追肥として液肥を窒素成分量で 10kg 施用し、年間合計窒素施用量は 30.8kg。少肥区は堆肥 0.5 ﾄﾝ(窒素 6.0kg 相当）に

基肥として化成肥料で窒素成分量 2.8kg施用。追肥はなく、窒素の年間合計施用量は 8.8kg。
注②：栃木の 10a当たり施肥量；多肥区が堆肥 3.5 ﾄﾝ（窒素 19.3kg相当）、基肥として化成肥料で窒素 2.0kg、液肥が窒素 9.0kg

施用。年間合計窒素施用量は 30.3kg。少肥区は堆肥 2.5 ﾄﾝ(窒素 13.7kg 相当）基肥として化成肥料を窒素成分量で 2.0kg
施用し、追肥はなし。年間合計窒素量は 15.7kg。

注③：熊本の 10a 当たり施肥量；液肥区が堆肥 2.0 ﾄﾝに液肥として豚尿（窒素成分量 3.4kg 相当）を施用。対照区は堆肥 2.0 ﾄ

ﾝのみ施用。

注④：表中の形質値に共通のｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄを付したものはその場所の形質において品種間に有意差（５％）がないことを示す。

(3) 平成２３年度におけるＷＣＳ用イネの多収実証栽培試験

表 3に宮城県登米市、栃木県大田原市及び熊本県菊池郡大津町における移植日、収穫日

及び諸特性を示した。

宮城県登米市における「夢あおば」、「べこあおば」、「モミロマン」及び「北陸 193号」

を用いた液肥活用による多収実証栽培試験においては、「モミロマン」と「夢あおば」の

収穫時の草丈が高く、「べこあおば」が低かったが、逆に茎数は「べこあおば」が多く、

「夢あおば」と「モミロマン」が少なかった。生草収量は「北陸 193 号」が多く、他の３

品種間には有意差は認められなかった。風乾率は収穫時が雨天であったためどの品種も低

かったが、その中では「べこあおば」が幾分高い風乾率を示した。風乾収量は「北陸 193
号」が 2.439 トン/10aと著しい多収を示し、他の３品種間には有意差は認められなかった。

一方、栃木県大田原市における「夢あおば」、「モミロマン」及び「北陸 193号」を用い

た液肥活用による多収実証栽培試験においては、「北陸 193号」の草丈が高く、「夢あおば」

は低かった。また茎数も草丈と同様の傾向にあった。生草収量は「北陸 193 号」が多く、

「夢あおば」が少なかった。風乾率は「夢あおば」がかなり高い値を示したが、「北陸 193
号」の風乾率は低かった。風乾収量は「北陸 193 号」が 2.383 トン/10a と著しい多収を示

し、他の 2品種間には有意差は認められなかった。

多肥区 6月5日 9月23日 115 a 12.0 ab 30.9 b 972 b 479 b 2,520
少肥区 6月5日 9月23日 103 b 9.4 b 34.1 a 860 b 390 c 1,484
多肥区 6月5日 9月23日 121 a 14.5 a 26.2 c 1,330 a 652 a 3,080
少肥区 6月5日 9月23日 112 a 14.2 a 28.0 c 1,023 b 499 b 2,800

多肥区 5月22日 10月27日 139 a 18.0 b 31.2 b 2,671 a 1,586 a 3,212

少肥区 5月22日 10月27日 126 b 16.6 b 34.2 a 2,120 b ＿ ＿

栃木県大田原市
はまさり

多肥区 5月22日 10月27日 134 a 24.7 a 21.7 c 1,681 c 933 b 3,278

液肥区 6月26日 10月15日 103 19.0 43.9 1537 931 籾収量
681

対照区 6月26日 10月15日 107 21.0 44.6 1596 916 籾収量
688

試験場所・品種 施肥処理 移植日 収穫日
収穫時
草丈 cm

収穫時茎
数　本/株

風乾率
　％

風乾収量

kg/10a
TDN収量

kg/10a
ｻｲﾚｰｼﾞ収量

kg/10a

宮城県登米市
　夢あおば

宮城県登米市
北陸193号

栃木県大田原市
北陸193号

熊本県菊池市
アキマサリ
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表３ 平成２３年度 宮城・栃木・熊本県における多収実証栽培試験

注①：宮城の施肥量は 10a 当たり堆肥 0.5 トン（窒素 6kg 相当）、基肥として化成肥料を窒素成分量で 2.8kg 施用。追肥として

液肥を窒素成分量で 10kg施用し、年間合計窒素施用量は 18.8kg。
注②：栃木の施肥量は 10a 当たり堆肥 3.5 ﾄﾝ（窒素 19.3kg 相当）、基肥として化成肥料で窒素 2.0kg、液肥が窒素 8.7kg 施用。

年間合計窒素施用量は 30.0kg。
注③：熊本の 10a当たり施肥量；堆肥 2.0 ﾄﾝに基肥として化成肥料で窒素 6kg相当、追肥として窒素 3kg相当を施用。

注④：表中の形質値に共通のｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄを付したものはその場所の形質において品種間に有意差（5%）がないことを示す。

また、＊を付した品種は同一場所内の他品種と比較して有意差があることを示す。

図２ 栃木県大田原市における多収実証栽培試験の液肥施用風景

さらに、熊本県菊池郡大津町における「ミナミユタカ」と「タチアオバ」を用いた堆肥

と化成肥料の組合わせによる多収実証栽培試験においては、「ミナミユタカ」の草丈が「タ

チアオバ」より高く、逆に茎数は「タチアオバ」が「ミナミユタカ」より多かった。生草

収量、風乾収量及びサイレージ収量はいずれも「ミナミユタカ」が「タチアオバ」より多

かった。

夢あおば 6月10日 9月22日 134 a 17.0 c 7,119 b 20.8 b 1,476 b 2,427

べこあおば 6月10日 9月22日 108 c 24.8 a 7,321 b 24.3 a 1,777 b 3,013

モミロマン 6月10日 10月6日 137 a 18.0 c 7,992 b 21.7 b 1,737 b 3,733

北陸193号 6月10日 10月6日 132 b 20.4 b 11,239 a 21.6 b 2,439 a 3,760

夢あおば 5月27日 9月16日 118 c 14.6 c 3,943 c 42.5 a 1,673 b 2,385

モミロマン 5月27日 10月27日 124 b 16.5 b 5,004 b 36.7 b 1.830 b 2,613

北陸193号 5月27日 10月27日 131 a 18.4 a 7,432 a 32.1 c 2,383 a 3,360

ミナミユタカ 6月18日 9月28日 142 * 16.0 5405 33.3 1800 * 2,770

タチアオバ 6月18日 9月28日 126 21.0 * 5137 32.9 1,690 2670

試験場所
品種・施
肥処理

移植日 収穫日
収穫時
草丈 cm

収穫時茎
数　本/株

生草収量
kg/10a

風乾率
　％

風乾収量
kg/10a

宮城県登米市

栃木県大田原
市

ｻｲﾚｰｼﾞ収量
kg/10a

熊本県菊池郡
大津町
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(4) 平成２１～２３年度におけるＷＣＳ用イネの多収実証栽培試験結果のまとめ

3カ年の結果を地域別に概括的にみると、温暖地では堆肥と液肥を主体に栽培しても「北

陸 193 号」のようなその地域に好適な品種を使うことにより、2 ﾄﾝ超の風乾収量、1.5 ト

ン超の TDN 収量が得られることが実証された（図 3）。特に栃木県の実証水田は酪農家の

水田で、堆肥と牛尿が連年多給されており、高い地力と耐倒伏性の優れた WCS 用イネ品

種の組み合わせにより高収量が実現できたものと考えられる。また、宮城県登米市でも平

成 23 年度の「北陸 193 号」は 2.4 トン強の多収を示したが、この水田は前年のデントコ

ーン栽培時に堆肥が７ﾄﾝ施用されており、堆肥の連用効果により地力が高かったものと考

えられる（図 4）。さらに、熊本県菊池郡大津町等の多収実証栽培試験では、多肥にする

と倒伏や病虫害の発生が顕著になることが懸念されたため、堆肥、液肥、化成肥料等の施

用量を抑制ぎみに試験した結果、目標とした 10アール当たり 2トン超の収量は得られず、

暖地における多収栽培の難しさが示された。

図3 平成22年栃木県大田原市の多収実証 図4 平成23年宮城県登米市・栃木県大
試験における風乾収量とTDN収量 田原市 の多収実証試験における風

乾収量

以上のように、全国３地域において実施した多収実証栽培試験の結果から、家畜糞尿を

有効活用することにより多収が得られることが示され、特に寒冷地、温暖地においては２

ﾄﾝ超の高乾物収量が得られることが実証された意義は大きい。これらの結果が今後の飼料

イネの低コスト多収栽培の普及・拡大に寄与することを期待したい。

夢あおば 6月10日 9月22日 134 a 17.0 c 7,119 b 20.8 b 1,476 b 2,427

べこあおば 6月10日 9月22日 108 c 24.8 a 7,321 b 24.3 a 1,777 b 3,013

モミロマン 6月10日 10月6日 137 a 18.0 c 7,992 b 21.7 b 1,737 b 3,733

北陸193号 6月10日 10月6日 132 b 20.4 b 11,239 a 21.6 b 2,439 a 3,760

夢あおば 5月27日 9月16日 118 c 14.6 c 3,943 c 42.5 a 1,673 b 2,385

モミロマン 5月27日 10月27日 124 b 16.5 b 5,004 b 36.7 b 1.830 b 2,613

北陸193号 5月27日 10月27日 131 a 18.4 a 7,432 a 32.1 c 2,383 a 3,360

ミナミユタカ 6月18日 9月28日 142 * 16.0 5405 33.3 1800 * 2,770

タチアオバ 6月18日 9月28日 126 21.0 * 5137 32.9 1,690 2670

試験場所
品種・施
肥処理

移植日 収穫日
収穫時
草丈 cm

収穫時茎
数　本/株

生草収量
kg/10a

風乾率
　％

風乾収量
kg/10a

宮城県登米市

栃木県大田原
市

ｻｲﾚｰｼﾞ収量
kg/10a

熊本県菊池郡
大津町
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３ 飼料イネ専用品種｢タチアオバ｣の立毛放牧技術と

イネWCSの冬季屋外利用技術、および水田周年放牧

モデルについて

１．飼料イネを利用した水田周年放牧モデル開発のねらいと概要

世界の穀物とエネルギー需給が逼迫するなかで、畜産経営では、国内にある未利用飼料

資源の活用が喫緊の課題となっている。他方、米消費の低下、耕作放棄地増加のなかで米

以外の用途に農地を利用し、国土保全をはかることも重要な課題である。これらの課題解

決にむけて水田において飼料イネ栽培（収穫物は稲発酵粗飼料、略称イネ WCS）や放牧

などの畜産利用が推進されている。しかし、イネ WCS 生産は、栽培や収穫調製、運搬、

給与に掛かる経費や労働負担が大きい。他方、放牧は家畜飼養の省力化をもたらすが、牧

草に依存した季節放牧では冬期飼養の制約から規模拡大がはかれないなど経営改善効果は

限定的である。そこで、飼料イネを活用した秋冬の放牧技術を開発し、牧草放牧と組み合

わせて、繁殖牛の周年放牧モデルを営農現場の水田において開発した。

この周年放牧モデルは、水田を飼料基盤として利用し、繁殖牛を、春から夏は牧草を利

用して放牧飼養し、牧草の少なくなる晩秋～初冬は飼料イネを立毛状態のまま放牧給餌し、

冬は収穫したイネ WCS を収穫圃場または周囲の放牧地で給与する（図 1）。この水田周

年放牧により、耕種農家では耕作放棄地を含め農地管理面積の拡大が可能になり、畜産農

家では家畜飼養の省力化と飼養頭数の増加が図れる。以下では、飼料イネの立毛放牧技術

とイネ WCS の冬季屋外利用技術を紹介するとともに、牧草と組み合わせた水田周年放牧

モデルの導入による営農効果を茨城県常総市の実例にもとづいて紹介する。

春～初秋：牧草放牧 晩秋～初冬：飼料イネ立毛放牧 冬：イネWCSの屋外利用

図１ 水田を活用した繁殖牛の周年放牧モデル

２．飼料イネ専用品種「タチアオバ」の立毛放牧技術

(1)栽培のポイント

①圃場の選定：草丈の高い飼料イネの採草効率を高めるためには、牧草放牧のように圃場

全面に放牧するのではなく、採食範囲を制限する。しかし、放牧開始時の放牧空間は限ら

れるため、バックヤードが必要になる。そこで、放牧利用する飼料イネの作付圃場は、牧

草放牧地や平地林に隣接する水田を対象とする。

②品種の選定と移植時期：牧草の少ない晩秋～初冬に放牧利用するために、茎葉タイプの
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極晩生の飼料イネ専用品種「タチアオバ」などを使用し、6 月以降に移植する。茎葉タイ

プを使用する理由は、倒伏防止、鳥害による損失の防止、籾の多食による牛の食滞防止、

茎葉部の飼料成分（炭水化物等）の向上をはかるためである。

③肥培管理：圃場の土壌水分が多かったり、イネの根張りが弱いと、放牧時にイネ株が土

壌で汚染されたり、イネ株が牛に引き抜かれ残草が多くなる。このため、中干しを強めに

行い早めに落水する。また、イネの蛋白成分を維持するため、出穂期に追肥を行う。

図 2 に、出穂時に窒素成分で 4kg/10a の追肥を行った｢タチアオバ｣の生育時期ごとの

乾物生産量と飼料成分の推移を、籾部と茎葉部に分けて示す。また、慣行栽培の「タチア

オバ」と穂重タイプの「モミロマン」のデータも併記する。追肥を行った「タチアオバ」

は黄熟期以降全体で乾物 1900g/㎡前後の生産量(慣行の「タチアオバ」は 1448g、「モミ

ロマン」は 1381g）が得られ、1月になってもほとんど低下しなかった。穂の重量比は「タ

チアオバ｣は 33 ％前後と少ないが、「モミロマン」は約 50 ％と高い。籾部の飼料成分の

差はあまり見られないが、茎葉部の飼料成分は生育時期と品種で異なる。「タチアオバ」

は WCS 用イネの収穫適期とされている黄熟期(図 3 では 10 月 13 日）以降、茎葉部の非

消化性炭水化物（NFC)の含量が増加し、降霜後の 1 月で最も高い値を示した。これに対

して、穂重タイプの｢モミロマン｣の茎葉部の NFCは低く、茎葉部の 11月の TDNは「タ

チアオバ」の 55 ％に対して、｢モミロマン｣は 45 ％と低い。このため、「モミロマン」の

立毛放牧では、茎葉の嗜好性が低く、籾の採食に偏るため放牧牛が食滞を起こすこともあ

る。また、飼料イネは籾、茎葉ともに蛋白成分が低く、飼料イネのみの給与では、牛の栄

養要求量を満たすことが難しい。とくに茎葉部の蛋白量は施肥量により異なるが、図２の

ように出穂時の追肥により、蛋白量を高めることは可能である。
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(2)立毛放牧のポイント

①ストリップ放牧：牛を飼料イネ圃場全面に放牧すると、牛は穂から好んで食べるため食

滞を起こしやすく、また、イネが牛により踏み倒されたり、排せつ物で汚染されるため、

残草が多くなる。草丈の高い飼料イネの採草効率を高める（残草を減らす）ためには、電

気牧柵を活用しストリップ(帯状)方式で放牧牛に飼料イネを制限採食させる。圃場周囲の

牧柵（外柵）に加えて、立毛イネ列の手前に地面から約 70cm の高さに、移設可能な電気

牧柵（内柵、フロントフェンス）を設置し、牛の採食範囲を制限する。フロントフェンス

は牛同志が争わないように長く確保する。また、脱柵を防ぐため、フロントフェンスは支

柱をしっかり立て、弛まないように張り電圧を高くする。フロントフェンスを角で前方へ

押し広げる牛がいる場合は２段線とする（70cm ､ 100cm）。そして、フロントフェンスの

下から飼料イネを放牧牛に採食させる（図１中）。この高さだと放牧牛は３条先（70cm先）

のイネまで採食する。放牧牛が飼料イネの株元まで採食したら、フロントフェンスを未採

食の立毛イネの手前まで前進させる。

②採食率と牧養力：ストリップ方式で飼料イネを採食させると、地際から数 cm の高さま

で飼料イネを採食させることができる。ただし、圃場の状態や品種により採食効率は異な

る。表１は、常総市の営農現場で実施した近年の立毛放牧の実績であるが、多湿田（圃場

番号③⑥）では、放牧時にイネの株元が泥等で汚染されるため採食ロスが多くなる。また、

穂重タイプの｢モミロマン｣の完熟期以降の放牧（圃場番号⑦）では、前述のように茎葉の

嗜好性が低く残食が多くなると共に、籾の過剰採食により食滞を起こしたため、途中で放

牧を中止した。茎葉タイプの｢タチアオバ｣の立毛放牧の採食ロスは乾田では 15 ％以下で

ある。圃場番号④では、12 月 9 日から 2 月 1 日の初冬の放牧にもかかわらず、放牧牛は

良く採食し、10aあたり 191日頭の非常に高い牧養力を示すことが実証された。

専用収穫機による WCS 用イネの実収量は、圃場生産量（地際からの坪刈り収量)より

も 20 ～ 30 ％も減少し、運搬や保管時、給与時のロスも少なくない。これに対して、乾田

圃場における専用品種｢タチアオバ｣の立毛放牧では、圃場生産量に対する採草ロス(残草)

を 15％以下に抑え、120CD/10a（CD；カウデイ）以上の高い牧養力を確保できる。また、

立毛放牧では、機械収穫のように天候に左右されないで飼料イネを利用できること、収穫

機械を保有しない農家でも飼料イネを利用できる利点がある。
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(3)立毛放牧時の牛の栄養状態

表 1の圃場番号④で放牧飼養した牛の放牧開始時（12月 9日）と 1か月後（1月 12日）

の体重及び血液性状値を表 2 に示す。平均体重は 413kg から 435kg に 22kg 増加し、血液

中の総コレステロール（Tch）値は 96mg/dl から 128mg/dl に増加した。飼料イネの蛋白成

分が低いため、総蛋白（）値は、7.6g/dl から 7.4g/dl にやや低下したが、基準値の範囲内

に納まっている。1 月になっても｢タチアオバ｣の茎葉も含めて NFC や TDN が高かったこ

とが、放牧牛の高い栄養状態を維持できたと考えられる。

(4)立毛放牧の経済的利点

飼料イネの立毛放牧では、牧柵資材の調達と設置、牧柵の移動などの経費と労働を要す

るが、高額の機械による飼料イネの収穫調製、イネ WCS の畜舎への運搬、給餌、排せつ

物処理、堆肥の運搬散布作業が削減されるため、これらの作業に必要な機械や資材･燃料、

労働が著しく低減される。

図 4 は、飼料イネを栽培する耕種農家が、収穫調製を委託してイネ WCS として販売す

るケースと畜産農家の牛を預託放牧し料金を受け取るケースで、生産量に応じた収益を比

較している。飼料イネの栽培に関わる経費は省いてある。預託放牧では放牧管理の労働を

必要とするが、イネ WCS 販売よりも収益は 10a あたり 3 万円ほど高くなる。また、飼料

イネの圃場生産量が多いほど、放牧預託の収益がより多くなり、飼料増産（単収増加）の

インセンティブも沸きやすい。ただし、現行の個別所得補償制度のもとでは、飼料イネを

WCS 用に収穫する場合は 10a あたり 8 万円の助成が交付されるのに対して、立毛放牧で

は 4.8 万円（一般作物 3.5 万円＋水田放牧 1.3 万円）の交付にとどまるため、農家にとっ

ては導入し難い状況にある。表 3は、畜産農家から見た飼料イネ立毛放牧の費用負担等を

示す。イネ WCS の購入と比べて、立毛放牧委託の方が費用を要するが、給餌や排せつ物

処理作業が削減される。これらの費用を労賃単価を 1500 円/時で計算すると、立毛放牧委

託の方が経済的に有利になる。また、秋～初冬にも牛舎に空きが生じるため、家畜の増頭

など経営発展の可能性が高まる。

表２　飼料稲立毛放牧時の牛の体重と血液性状の変化

測定項目･測定日

個体番号 A B C D E F G 平均

12月9日 489 382 437 436 388 339 421 413

1月12日 504 405 458 474 409 350 443 435

増減 15 23 21 38 21 11 22 22

12月9日 104 125 87 133 74 63 86 96

1月12日 178 154 190 139 76 82 74 128

増減 74 29 103 6 2 19 -12 32

12月9日 7.3 6.9 7.2 6.8 8.3 8.1 8.5 7.6

1月12日 7.1 7.1 7.8 6.6 8.1 7.4 7.9 7.4

増減 -0.2 0.2 0.6 -0.2 -0.2 -0.7 -0.6 -0.2

分娩月日 3月13日 4月11日 2月17日 5月4日

子牛生時体重(kg) 38 30 36 36

体重
(kg)

Tch
(mg/dl)

TP
(g/dl)

肉専用種繁殖雌牛 ジャージー種経産牛
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(5)飼料イネ立毛放牧留意点

①寄生虫：肝蛭などの汚染地域では寄生虫検査を行い、感染が確認された場合は駆虫薬を

処方する。

②耕畜連携：イネ WCS 生産と比べた交付金の格差に留意し、費用負担等について耕種農

家と畜産農家の間で十分な協議を行う。

３．稲発酵粗飼料（イネＷＣＳ)の冬期放牧利用技術

イネ WCS は水分が多いため、運搬や給餌の負担が小さくなく、保管場所の確保も必要

になる。そこで、収穫したイネ WCS を牛舎へ運ばす、牛を圃場に連れてきて給餌し、冬

季屋外で牛を飼養する方法を紹介する。

① イネ WCS の放牧給与は、WCS 用イネの収穫圃場または周囲の放牧地に、秋期に収穫

したイネ WCS を置き、冬期に開封し放牧牛に給与する。イネ WCS に不足する蛋白成分

表３　イネWCS購入と立毛放牧委託の収益比較
　　(畜産農家、繁殖牛100頭分)
　 イネWCS購入利用 立毛放牧委託

イネWCS購入費用(円) 16,000
補助飼料(円) 10,800
放牧委託料(円) 40,000
費用計(円） 26,800 40,000
給餌排せつ物処理作業(時間) 15 　
家畜運搬作業(時間)  1
注：１）イネWCS購入利用時の給与量は，イネWCS4kg(@40円/kg）とヘ
イキューブ2kg(@54円/kg)とする。２）畜舎、堆肥舎の償却費は含めて
いない。
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を補うため、できれば圃場にイタリアンライグラスやムギ類を播種する。

② 放牧牛の採食に無理が生じないように、イネ WCS の間隔を開けて圃場に並べ、放牧

牛によるイネ WCS の盗食、フィルムの破損防止のため、未開封のイネ WCS は周囲に電

気牧柵を張り牛が近づかないようにする。

③ 1群の放牧頭数はイネWCS１個を 4～ 5日以内に食べきれる頭数とする。

④牛同士の争いやイネ WCS へのふん尿排せつによる残食を削減するため、電気牧柵（図

１右）や給餌柵（図 5）を利用して放牧牛の採食行動を制限する。

⑤フレール型専用機で収穫した調製品は、帯状に展開可能なため、図 1 のように、展開

したイネ WCS の上に電気柵を張り、飼料を牛が踏みつけたり、排せつすることを防ぐ。

細断型専用機で収穫した調製品は、図４の給餌柵を被せて給餌する。このような採食行動

を制限しない場合、約 30 ％の残食が発生するが、電気牧柵や給餌柵を利用することによ

り、残食を５％程度に抑えることが可能である。

⑥図４の給餌柵は幅 20～ 30mmのステンレスの角材を溶接したものであり、1辺 200cm、

高さ 100cm の大きさである。このサイズは成牛が給餌柵の間に頭を入れて、成牛の舌が

給餌柵の中心まで届く最大の大きさである。重さは 20kg ～ 30kg で転がして移動させる

ことが可能である。価格は資材費込みで約 20万円である。

⑦放牧地でのイネ WCS の給与により、畜産農家では新規放牧牛の放牧馴致が円滑にはか

れる。また、備蓄飼料を放牧地に置くことにより、

早春など牧草の少ない時期、平地林など飼料の少

ない場所での放牧を安心して行え、放牧時期、放

牧用地の拡大と未利用飼料資源の活用を図ること

ができる。そして、春から秋の牧草等の放牧、晩

秋から初冬の飼料イネの立毛放牧、イネ WCS を利

用した冬季屋外飼養を組み合わせることにより、

周年放牧が可能になり、牛舎を増設することなく

規模拡大をはかることもできる。

図5 ステンレス製の給餌柵

４．水田周年放牧の実績と営農効果

(1)放牧実績と繁殖への影響

この水田周年放牧モデルにより、茨城県常総市の営農試験地では、約 18ha の転作田等

で周年 45 頭前後、年間延べ 16,704 日頭の繁殖牛を放牧飼養できた。放牧飼料の内訳は、

牧草 8,037日頭(11ha）、飼料イネ 2,372日頭(2ha）、イネ WCS5,515日頭(5ha)、野草等 780
日頭であった。この結果、周年放牧に必要な 1 頭当たり農地面積は、牧草地 25a(4 月～ 9
月放牧用)、飼料イネ栽培面積 5a（10 月～ 11 月放牧用)、イネ WCS 面積 11a（12 月～ 3
月放牧用）と計算される。圃場周囲の畦畔や里山の野草の放牧利用を含めると、繁殖牛 1
頭当たり 40a の水田を牧草と飼料イネに計画的に作付けすることにより周年放牧が可能で

ある。

過去 3 年間に放牧飼養した繁殖牛 178 頭の繁殖成績は、平均放牧日数 206日、退牧から

分娩までの日数 21 日、子牛生産頭数 170 頭(生産率 95.5 ％）、子牛の生時体重 33.6kg、次
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の分娩予定日までの分娩間隔 366日であり、放牧飼養により繁殖成績は向上している。

(2)周年放牧モデルの効果

畜産経営ではほとんどの繁殖牛を年間約 200日間放牧飼養できるため、繁殖牛の給餌、

家畜排せつ物処理作業が軽減され、飼料生産を含め 1頭あたり労働時間は 78時間から 41
時間に減少した（図 5）。また、牛舎施設にも周年ゆとりが生じた結果、繁殖牛を 2005年

の 51 頭から 2008年の 85頭まで増加することができた。舎飼頭数が減少する一方、飼料

基盤が拡大したため、繁殖牛の飼料自給率は 63％から 81％に向上した。

他方、耕種農家では、飼料イネ栽培と比べて放牧は労力や経費を要しないため、農林地

管理面積を 9ha から 20ha に増やすことができた。放牧地の中には、10 年以上放棄され

ていた約 8ha の耕作放棄地や里山もある。このほかに、放牧利用圃場の周囲にある畦畔

や農道、作閑期の畑の野草の除草作業が放牧により軽減されるとともに、これらの未利用

資源が飼料として活用され始めている（図 5）。
管理面積が 2 倍以上に増え、放牧牛の管理が加わったにもかかわらず、耕種農家の労

働時間は 990 時間から 1,543 時間の増加にとどまり、10a あたり 7.7 時間の労働で 20ha
の農林地の管理と延べ約 17千日頭の繁殖牛の飼養管理を実現している。

このように飼料イネを活用した水田周年放牧モデルは、畜産経営の発展に資するととも

に、周囲の耕作放棄地や里山も含めた水田の省力的管理が可能である。

参考文献

1)水田周年放牧の高い生産力と豊かな展望：千田雅之、農文協、水田活用新時代、291-347 ､ 2010
2)飼料イネを活用した水田周年放牧システム：千田雅之、農研機構発農業新技術シリーズ第 2 巻、家畜

の生産性向上と安全を守る新技術、30-33、2011
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４ 肝蛭症について
肝蛭（かんてつ）症は吸虫の 1 種、肝蛭の肝臓内寄生によって惹き起こされる消化器

障害を主徴としたウシ、ヒツジ、ヤギなどの疾病で世界に広く分布している。肝蛭はヒト

を含むすべての哺乳動物に感染するので、経済的損失に加えて、公衆衛生上重要な疾病で

もある。わが国では家畜衛生の向上や飼育環境の変化からウシの肝蛭寄生率は年々低下し、

一種の地方病的存在になりつつある。肝蛭は、水田、小川、池などに生息するヒメモノア

ラガイを中間宿主として増殖し、イネなどに付着するため、かつては、稲わらを通しての

感染が多かったことから、稲発酵粗飼料の給与において不安視する声もある。

そこで、肝蛭について稲発酵粗飼料の給与との関係について調査された事例があるので

紹介する。

平成 18 年7月～平成 19 年 2 月に、東広島家畜診療所管内に飼育されている 360 頭（和

牛：173 頭、F1：97 頭、乳牛：90 頭）の虫卵検査（濾過法）を実施した結果、肝蛭虫卵

が 26 頭に認められている。給与飼料別には、稲発酵粗飼料を継続して給与していた乳牛 29
頭には症例は認めらず、稲わらを給与した和牛 110 頭中 23 頭、その他の飼料を給与した

221 頭中で 3 頭を認めたという（森下、2007）。
稲発酵粗飼料の摂取と肝蛭の関係は認められていないが、肝蛭はつぎのような条件で死

滅したり不活化することが知られており、稲わらに比べてその危険性は低いと考えられる。

(1) 肝蛭の死滅、不活化の条件

① 低温に弱く、－ 3 ℃に 20 分間暴露で死滅する。

② サイレージ貯蔵における有機酸による pH 低下で殺滅される。

③ サイレージ調製後 14 ～ 60 日で感染力を失う。

④ 2 ％（イネ重量に対し）のアルカリ処理により、1 週間で感染力が消失する（ただし、

この方法は、家畜に毒性のある 4-メチルイミダゾールが生じる可能性があり望ましくな

い）。

しかし、刈遅れ等により十分なサイレージ発酵が期待できない場合もあり、また、水田

での放牧利用も増えると考えられることから、肝蛭症発生地域での稲発酵粗飼料の利用に

あたっては、以下の対策を状況に応じて講じる必要がある。

(2) 肝蛭への対策

① WCS 用イネを 1.5 ～ 3.0cm 程度に細断し、詰込密度を高めて（乾物 150 ～ 200kg/ｍ３

以上）、発酵品質の優れた WCS を調製する。

② 刈取時期を早めとし、サイレージ発酵を促す。刈遅れたものは冬期以降に給与する。

③ サイレージ調製後 60 日以降に給与開始する。

④ 稲発酵粗飼料を用いた発酵 TMR に調製し、30 日程度の貯蔵後に給与する。

⑤ サイレージ給与後 3 ヶ月程度に寄生虫卵検査を実施する。

⑥ 定期的に駆虫を行う。

詳しくは、下記動物衛生研究所の HP または、以下の文献を参照されたい。

（http://niah.naro.affrc.go.jp/disease/kantetu/kantetu.html）
1) 稲わら付着肝てつ ﾒﾀ ｾ ﾙ ｶ ﾘ ｱの感染力保持期間とその殺滅効果：佐藤裕一他、畜産の研究

34(1),73-75,1980.
2) 稲わらのアンモニア処理による牛肝蛭対策：昭和 60 年度新潟県家畜保健衛生業績発表会集録
,66-72,1985.
3) 牛肝蛭の実態調査：第 30 回 NOSAI 広島技術研究発表会発表，森下政憲，2007.
4) MORGAN,SE.and EDWARDS,WC：Pilot studies in cattle and mice to determine the presence of

4-metylimidazole in milk after oral ingestion. Vet.Hum.Toxicol.28,240-242,1986.
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５ 稲発酵粗飼料給与が畜産物の品質に及ぼす影響

稲発酵粗飼料は、稲わらやチモシー乾草などの粗飼料に比べ、抗酸化能を有するビタミン E
（α －トコフェロール）が豊富に含まれていることが特徴として挙げられる。α －トコフェロ

ールは脂溶性の物質であり、消化管から吸収された後、血中から牛肉や牛乳中へ移行し、これ

ら畜産物中に蓄積される。従って、稲発酵粗飼料を給与することにより、肉牛、乳牛ともに生

産物の高付加価値化が可能となると考えられる。

肉牛では、稲発酵粗飼料の給与による牛肉の高付加価値化が期待される。消費者が牛肉を購

入する際、肉の色合いは大きな判断基準となる。冷蔵保存中に肉の色は徐々に褐色に変色して

いくが、これは牛肉の赤い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褐

色の色素に変化することによって生じる。また消費者に好まれる牛肉は、食べた時の風味が良

いという特徴を有しているが、牛肉の脂質が酸化すると酸化臭が生じ、風味が悪化する。黒毛

和種肥育牛に稲発酵粗飼料を給与した研究の結果、慣行肥育を行った対照牛と比べて、稲発酵

粗飼料を給与した牛では牛肉中のビタミン E 含量が増加し、肉色の褐色化の原因であるメト

ミオグロビン割合の冷蔵保存中の上昇が抑制されるとともに、牛肉酸化の指標である TBARS
値の上昇が対照区の牛肉よりも低く抑制されることが示されている。実際に官能評価を行なっ

た結果でも、牛肉酸化臭などに関連するオフフレーバーの値が、解凍後 1 日および 12 日とも

に対照区がもっとも高い値を示したことから、稲発酵粗飼料の給与によって冷蔵保存中の牛肉

の酸化が抑えられていると考えられた（図 1）。加えて、稲発酵粗飼料を給与した牛肉は、慣

行肥育した牛肉に比較してうま味の点で優れており、実際にうまみに影響を与えるグルタミン

酸とイノシン酸の合計量が慣行肥育の牛肉よりも多かったという結果も報告されている。また

一般消費者を対象としたアンケート結果でも、稲発酵粗飼料を給与した牛肉は、「やわらかい」、

「さっぱり」、「ジューシー」であるとの評価も得られている。このように稲発酵粗飼料を肥

育牛へ給与することにより、牛肉に抗酸化能という機能性を付加することが可能となることが

示されている。今後、稲発酵粗飼料の肥育現場での利用が更に拡大し、国産牛肉のブランド化

に繋がることが期待される。

図１ 肥育後期の稲発酵粗飼料給与がオフフレーバーの経時的変化に与える影響

（家畜改良センター、畜草研）
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乳牛では、稲発酵粗飼料の給与による牛乳の高付加価値化が期待される。ビタミン E 製剤

を泌乳牛に投与した試験において、ビタミン投与区では生乳中のビタミン E 濃度が増加し、

乳脂肪の酸化や牛乳の酸化臭が抑制されることが報告されている。実際にホルスタイン種泌乳

牛に稲発酵粗飼料を給与した研究の結果においても、稲発酵粗飼料給与によって生乳中の α
－トコフェロール濃度が給与前と比較し有意に上昇することが示されている（図 2）。更に泌

乳牛においては、ビタミン E 製剤の投与によって免疫機能の上昇や、周産期病の予防効果が

認められたとの報告があることから、稲発酵粗飼料の給与が高泌乳牛における繁殖性等の改善

に影響を及ぼす可能性が考えられている。今後、稲発酵粗飼料の給与が牛乳品質や繁殖性に及

ぼす影響が明らかにされ、国産牛乳の高付加価値化に繋がることが期待される。

図2 生乳中のα-トコフェロール濃度の推移

（畜草研、茨城県、埼玉県）
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６ 発酵ＴＭＲについて 

 わが国で、現在利用されている完全混合飼料（Total mixed ration：TMR）は、フ

レッシュ TMR と発酵 TMR の 2 つに大きく分類される。フレッシュ TMR は、粗飼料

や粕類と濃厚飼料などを混合調製後、そのまま給与するタイプの飼料であるが、カビ

や酵母の発生など好気的変敗が起きやすいため、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 TMR 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 TMR をサイロなど密封容器内で数週間嫌気発酵さ

せた混合飼料で、わが国において 1980 年代から研究開発が行われており、以前はオ

ールインサイレージと呼ばれていた。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（図 1）や、細断型ロールベーラでの梱包およびラップ被

覆（図 2）など搬送可能な形態での貯蔵技術が格段に進歩したため流通が容易になり、

TMR センター等の増加と相まって利用が拡大している。  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
(1) 発酵ＴＭＲの梱包方法 

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。その後、

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

図 1 トランスバッグでの梱包  

（株式会社 那須の農）  

図 2 細断型ロールベーラでの梱

包（JA 東日本くみあい飼料株式会

社）  
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1）はトランスバッグに比べて約 1.23 倍に

なり嫌気性が高まる上、密封後の脱気作業

が不要となる。現在ではミキサ・細断型ロ

ールベーラ・ラッピングマシンを連結した

システムを導入する TMR センターが増え

ている。  

③六面梱包ベール：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（図 3）。我々の調査では、

梱包密度が 390kg/m3DM で、トランスバ

ッグ（200 kg/m3 DM）の約 2 倍あり発酵

品質や貯蔵性が高かった。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。  

 
(2) 発酵ＴＭＲのメリット 

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高く、

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

 
 

 

図 3 発酵 TMR の梱包密度の比較

（喜田ら 2007） 

図 4 六面梱包ベール（株式会社 

那須の農） 

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

表 1 梱包形態の異なる発酵 TMR の貯蔵中の発酵品質の推移（喜田ら 2007） 
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② 低・未利用飼料資源の活用：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、各地域で発生するエコフィードや農産副産物といった

低・未利用飼料資源の利用が想定される。ところがフレッシュ 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低い飼

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 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。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

TMR 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：発酵 TMR はフレッシュ 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。稲発酵粗飼料主体 TMR の比較試験（平岡ら 2005）
では、フレッシュ TMR は調製直後から発熱が始まり、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 時間後でも糸状菌や酵母が増加せ

ず、pH や有機酸含量も安定しており、好気的変敗は認められなかった（表 2）。  

表 2 好気的条件下でのフレッシュ TMR と発酵 TMR の発酵品質・微生物数の経

時変化（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（％）

フレッシュ
TMR

発酵TMR

微生物数（cfu/gFM）開封後
経過時間
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 なぜ発酵 TMR は好気的変敗しにくいのか、現在、メカニズムの解明を行っている

が、現象として発酵 TMR はフレッシュ TMR より開封後の好気的変敗に至る速度が遅

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。  

 
(4) 発酵ＴＭＲの今後の展望 

発酵 TMR は、エコフィードなどを有効活用してコストを低減できる飼料調製技術

である。しかしながら、これら TMR 素材の多くは品質保持のため単味のまま一旦サ

イレージ化する必要がある上、近年ではビール粕のように品薄で入手困難な材料もあ

り、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、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、都府県では稲発酵粗飼料や麦サイ

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、輸入飼料価格の高止まりや、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。  
そのための研究課題として、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が取り組まれている。  
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１　略語等解説

A1～A5
B1～B5
C1～C5

： 枝肉等級。A～Cは歩留等級で黒毛和種はAの割合が多く、交雑種、乳用種はBの割合
が多い。1～5は肉質等級で、数字が大きいほど市場評価が高い。

ADF ： 酸性デタージェント繊維。酸性デタージェント溶液に不溶な飼料画分でNDFからヘ
ミセルロースを除いた部分。

BCS ： ボディコンディションスコア。乳用牛や肉用牛における体脂肪蓄積の程度を表現す
る指標。外観で判断するためのスコアリングシステムを採用する。

BFS ： 牛脂肪色基準。脂肪の黄色度を表す基準。１～７の段階に区分され数字が大きいほ
ど脂肪の黄色味が強い。BFSは2～3の割合が多い。

BMS ： 牛脂肪交雑基準。ロースの脂肪交雑（サシ）の程度を表す基準。１～12の段階に区
分され数字が大きいほど脂肪交雑が多い。

CD ： 草地の家畜飼養能力を示す指標として牧養力がある。CD（カウデイ）とは、体重

500kgの牛を１日放牧した場合を１CDとし、面積当たりで示す。

CP ： 粗蛋白質。主に蛋白質を主とする飼料の画分。他にアンモニア、アミノ酸などが含
まれる。

DG ： １日当たりの体重増加で、一般にg/日で示す。家畜の発育や肥育の進行状況の指
標。この数値が大きいほど発育の速度が速いことを意味する。

DM ： 乾物。試料を乾燥して水分を完全に除いたもの。原物－水分。

ECPd ： 有効分解性タンパク質。飼料中のタンパク質のうち、消化吸収されて利用可能と考
えられるタンパク質。消化管内におけるタンパク質の分解速度と通過速度により算
出される。

in vitro ： 生体外（実験室など）で生体内に似た条件を作りだし、種々の実験を行う手法や条
件のこと。

IPM ： 総合的病害虫管理。経済性を考慮しながら、化学農薬だけに頼らず、品種抵抗性や
生物的防除などの複数の防除手段を調和的に組み合わせて病害虫を管理するシステ
ム。

NDF ： 中性デタージェント繊維。中性デタージェント溶液に不溶な飼料画分で細胞壁を構
成する。繊維と熱変性蛋白質が含まれる。

NFC ： 非繊維性炭水化物。中性デタージェント溶出部分に含まれる炭水化物の総称。
NFC=100-（NDF+CP+EE+粗灰分）

NFE ： 可溶性無窒素物。食品でいう糖質に相当する飼料の画分・乾物から粗蛋白質、粗脂
肪、粗繊維、粗灰分を減じる。

NSC ： 非構造性炭水化物。細胞内に含まれる炭水化物のことで、単少糖類やデンプンなど
ルーメン内で分解の速い成分。非繊維性炭水化物（NFC）とほぼ同義。

Ⅵ　その他
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Oa ： 高消化性繊維。牛の第一胃内で速く分解される繊維。

Ob ： 低消化性繊維。Oaに比べて消化性の低い繊維。OCW－Oa。

OCC ： 細胞内容物の有機物部分。有機物からOCWを除いた分画。蛋白質、可溶性無窒素
物、脂肪などが含まれる。

OCW ： 総繊維。繊維（セルロース、ヘミセルロース、リグニン）を含む飼料画分。

RVI ： 粗飼料因子指数。飼料乾物１kg当たりの咀嚼（採食＋反芻）時間で表した飼料が有
する物理性の指標。咀嚼は牛の第一胃発酵の安定に必要な唾液分泌を促す。

TBARS ： 牛肉は、貯蔵により脂質が酸化されると酸化臭が発生する。脂質酸化の程度をみる
ために、過酸化脂質が分解して生じるＭＤＡが酸性化でＴＢＡ（２－チオバルビ
ツール酸）と反応してできる赤色物質を定量する。過酸化脂質からはＭＤＡ以外に
もＴＢＡと反応して赤色を呈する物質が産生することから、現在はＴＢＡ反応物質
（ＴＢＡＲＳ）値と表現される。

TDN ： 可消化養分総量。飼料のエネルギー含量を表す単位。

TMR ： 完全混合飼料。牛の飼料として各種の粗飼料と濃厚飼料を適正な割合で混合し、牛
が必要とする物理性と養分を摂取できるようにした飼料。

VBN ： 揮発性塩基態窒素。微生物によりタンパク質が分解されたときに生成されるアンモ
ニアや低級アミンの総称。

VFA ： 揮発性脂肪酸。飼料が消化管内の微生物により分解、代謝されたときに生成する炭
素数6以下の低級脂肪酸の総称。酢酸、プロピオン酸、酪酸など。

WCS ： ホールクロップサイレージ。子実～茎葉の植物体全体をサイレージ調製する方法。

α－トコフェ
ロール

： ビタミンＥの一種。
生体内における抗酸化作用は、ビタミンＥの中で最も高いとされている。

ビタミンA ： レチノール、レチナール、およびレチノイン酸からなる脂溶性ビタミン。
肥育牛では体内のビタミンＡ濃度を制御することで脂肪交雑が向上するとされてい
るが、過度に行うと筋肉水腫を発症する。熱や光によって容易に分解する。

ビタミンE ： トコフェロール、トコトリエノールからなる脂溶性ビタミン。
抗酸化作用を持つ物質であり、牛では不足すると筋萎縮症、後産停滞および繁殖障
害を起こす。熱や光によって容易に分解する。

フォレージ
テスト

： 個々の農家で生産された粗飼料の各成分について、各試験研究機関で分析するこ
と。粗飼料分析と同義。

β－カロテン ： 天然に存在する色素（カロテノイド）の一種。
生体内でビタミンＡとなり、同様の生理作用を示すため、プロビタミンＡとも呼ば
れる。熱や光によって容易に分解する。

ミオグ
ロビン

： 食肉の色調に大きな影響を与える色素である。食肉の内部および新鮮肉の断面は紫
赤色であり、還元型ミオグロビンで占められている。この断面が空気に触れると、
還元型ミオグロビンが酸素と結合して酸素型ミオグロビンに変わり鮮紅色を示す。
その後ミオグロビン分子中の２価の鉄イオンが酸化されて３価の鉄イオンの酸化型
ミオグロビン （メトミオグロビン）に変わり茶色になる。
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２　「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」執筆者

所　　              属

荒　井 治　喜 （独）農研機構　中央農業総合研究センター　北陸研究センター

石　井 博　和 埼玉県農林総合研究センター水田農業研究所

石　川 和　人 岡山県備前県民局農林水産事業部

石　川 哲　也 （独）農研機構　中央農業総合研究センター

井　出 忠　彦 長野県畜産試験場

浦　川 修　司 （独）農研機構　畜産草地研究所

大　谷 隆　二 （独）農研機構　東北農業研究センター

加　藤 浩 （独）農研機構　作物研究所

河　本 英　憲 （独）農研機構　東北農業研究センター

小荒井 晃 （独）農研機構　九州沖縄農業研究センター

清　水 博　之 （独）農研機構　北海道農業研究センター

白　井 淳 上川総合振興局上川農業改良普及センター

新　出 昭　吾 広島県立総合技術研究所・畜産技術センター

杉　信 賢 一 社団法人日本草地畜産種子協会

関 誠 新潟県農業総合研究所・畜産研究センター

関　矢 博　幸 （独）農研機構　東北農業研究センター

田　村 泰　章 （独）農研機構　九州沖縄農業研究センター

千　田 雅　之 （独）農研機構　中央農業総合研究センター

土　屋 一　成 （独）農研機構　東北農業研究センター

橘 保　宏 （独）生物系特定産業技術研究支援センター

中　込 弘　二 （独）農研機構　東北農業研究センター

中　野 洋 （独）農研機構　九州沖縄農業研究センター

野　中 和　久 （独）農研機構　畜産草地研究所

服　部 育　男 （独）農研機構　九州沖縄農業研究センター

原 嘉　隆 （独）農研機構　九州沖縄農業研究センター

福　田 孝　彦 鳥取県農林総合研究所・畜産試験場

松　下 景 （独）農研機構　近畿中国四国農業研究センター

松　村 　修 （独）農研機構　中央農業総合研究センター　北陸研究センター

松　山 裕　城 （独）農研機構　畜産草地研究所

三　浦 清　之 （独）農研機構　中央農業総合研究センター北陸研究センター　

三  浦 優　一 社団法人日本草地畜産種子協会

三　宅 清 岡山県美作県民局農林水産事業部

元　林 浩　太 （独）農研機構　中央農業総合研究センター

山　田 知　哉 （独）農研機構　畜産草地研究所

横　澤 将　美 群馬県畜産試験場

　（独）農研機構：独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

あいうえお順
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３　「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」編集責任者

所　　              属

荒　井 治　喜 （独）農研機構　中央農業総合研究センター　北陸研究センター

浦　川 修　司 （独）農研機構　畜産草地研究所

加  藤 浩 （独）農研機構　作物研究所

塩　谷 繁 （独）農研機構　畜産草地研究所

新　出 昭　吾 広島県立総合技術研究所・畜産技術センター

杉　信 賢　一 社団法人日本草地畜産種子協会

野　中 和　久 （独）農研機構　畜産草地研究所

松　村 修 （独）農研機構　中央農業総合研究センター　北陸研究センター

吉　田 宣　夫 国立大学法人  山形大学農学部附属やまがたフィールド科学センター

渡　邊 寛　明 （独）農研機構　中央農業総合研究センター

　（独）農研機構：独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

あいうえお順

４　「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」編集委員

所　　              属

荒　井 治　喜 （独）農研機構　中央農業総合研究センター　北陸研究センター

浦　川 修　司 （独）農研機構　畜産草地研究所

塩　谷 繁 （独）農研機構　畜産草地研究所

松　村 修 （独）農研機構　中央農業総合研究センター　北陸研究センター

吉　田 宣　夫 国立大学法人  山形大学農学部附属やまがたフィールド科学センター

　（独）農研機構：独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

あいうえお順

氏　　　名

氏　　　名
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背 12m/m

本マニュアルにおいて用語の使い方は次のとおりとする。

1. 子実及び茎葉を同時に収穫し、サイレージに調製した飼料 ( ホー

ルクロップサイレージ :ＷＣＳ) のうち稲によるものを「稲発酵粗

飼料」と表記する。

　なお、図表中においては簡略化し、「イネＷＣＳ」と表記する。

2.「稲発酵粗飼料」に仕向ける「稲」を指すときは、「ＷＣＳ用イネ」

と表記する。

3. 稲発酵粗飼料及び飼料用米の総称を、「飼料用イネ」または

「飼料イネ」と標記する。

稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル＜平成２３年度版＞

平成２４年 ３月

社団法人 日本草地畜産種子協会

お問い合わせ先

社団法人 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アセンド神田紺屋町ビル

TEL；03-3251-6501 FAX；03-3251-6507

編集協力

農林水産省生産局畜産部畜産振興課草地整備推進室

〒 100-8950 東京都千代田区霞が関 1-2-1


