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1． はじめに

（社）日本草地畜産種子協会は、自給飼料、国産飼料についてのわが国唯一の団体であり、全国飼

料増産戦略会議の事務局も勤め、飼料自給率向上に向けた種々の事業活動を通じてシンクタンクと推

進母体の役割を果たしております。

ここでは、畜産現場から見た活動の一端をご紹介し、本協会へのご理解と各事業へのご支援、ご協

力を賜れば幸いに存じます。

2． 第3回放牧サミットの開催

平成15年8月27～28日、帯広市と周辺町村を舞台に第3回放牧サミットが開催されました。本協会と

（独）農業技術研究機構（現農業・生物系特定産業技術研究機構）畜産草地研究所による共催で、北

海道から沖縄までの酪農家、研究者、関連機関・団体・企業関係者など300名を越える参加者が集い、

放牧酪農の推進に向けた熱気あふれる内容となりました。

東京大学の八坂助教授による基調講演や米国ペンシルベニア大学のローレンス・D・ミュラー教授

による特別講演、個別牧場・公共牧場6件の放牧事例報告とシンポジュームが行われ、懇親会へと続

きました。翌日は、放牧を積極的に取り入れた酪農家2戸と、帯広市八千代公共育成牧場の見学・視

察が行われました。

3． 持続型草地畜産展示牧場

足寄町芽登の佐藤智好牧場さんの入口には、「持続型草地畜産展示牧場」という大きな立派な看板

が立っています。そこには、「日本草地畜産種子協会指定（日草種協第2号）」という文字も添えられ、

さらにその下には、「放牧地配置モデル」という配置図も掲げられています。

佐藤さんの息子さんのお話では、春の施肥量や、土壌分析、放牧草の栄養分析など、協会との連携

の下に進めているとのこと。又、放牧の導入・定着によって「心にゆとりを持って酪農経営に当たる

ことができるようになった」と、その成果をお話いただいております。

本協会では、このような持続型草地畜産展示牧場を全国37ヶ所に設置し、地域性を加味したモデル

事業として展開しており、そのいくつかは研修の受け入れも行っています。
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１．はじめに

「食料・農業・農村基本計画」においては、食料

の安定供給を図るため、国内農業生産の増大を図

ることを基本としており、特に、食料自給率の向

上を図る上で、自給飼料の生産拡大が重要な課題

となっている。経営面からは、国際化の進展等を

背景として経営体質の一層の強化が求められてお

り、こうした中で、合理的な自給飼料の生産拡大

を通じ、生産コストの低減、飼料価格の変動等経

営外の要因に左右されない経営体の育成、さらに

畜産環境問題への適切な対応を図ることにより、

土地基盤に立脚した効率的かつ安定的な経営構造

の確立を図ることが重要である。

また、耕作放棄地の増大等農業生産構造の急速な

変化の中で、今後の地域農業の展開はもとより、中

山間地域等農山村地域の活性化、地域資源の循環、

さらに国土・自然環境の保全を図る上からも、畜産

を核とした土地利用の拡大を図ることが重要であ

る。

ここ2、3年、輸入飼料が原因とみられる口蹄疫や

BSEの発生により、畜産物の安全性に国民の関心が

高まる中、畜産物の安全と安心を確保するために

も、大家畜について、輸入飼料に大きく依存した生

産構造から、自給飼料に立脚した資源循環型の生産

構造に転換していくことが求められてきている。

食料・農業・農村基本計画 

自給飼料生産の拡大 

合理的な自給飼料の生産拡大 畜産環境問題への適切な対応 

中山間地域等農山村地域の活性化 

地域資源の循環 国土自然環境の保全 

畜産物の安全と 安心を 確保 

○畜産を 核と し た 土地利用の拡大 
○土・ 草 ・ 家 畜の資源循環に よ る 土 地基盤に立脚 
　  し た 国産粗飼料主体の畜産経営の確立 

国内農業生産の増大 

食 料の安定供給の確保 

4． 基礎種子生産の圃場検査

これは、一般の方々には目に付きにくい業務ですが、私ども種苗事業に係わるものにとっては種子

増殖のスタートであり、又、品質管理の原点ともなる非常に神経を使う重要な仕事の一つです。

本協会にとっては、飼料作物種子証明事業の一部であり、私ども（雪印種苗）は、本年、3草種5品

種7ほ場（560アール）の検査をお願いいたしました。牧草のほとんどが他花受精であり、厳密な隔離

条件が満たされているか、雑草の混入がないかなど、慎重な検査を受けます。圃場検査に合格して収

穫し、種子の精選作業が完了した時点で、種子検査用のサンプルが採られ、ただちに封印されます。

なお、一般流通種子は海外で増殖されますが、上記のような基礎種子が輸出され、本協会の封印と

タッグ保証によって生産が行われます。さらに、相手国の圃場検査をパスしたロットのみが輸入され、

流通種子検査を経て皆様の手元に届くことになります。本協会が圃場検査を実施するのは、OECDに

登録される前の段階までで、登録が完了した品種は、農林水産省の検査を受けることになります。

5． ホームページの充実

情報の提供という業務の一環として、本誌「グラス＆シード」を発行し、また、ホームページ

（http://group.lin.go.jp/souchi/index.html）でのタイムリーな情報提供と内容充実にも努めておりま

す。このホームページには、「グラス＆シード」の記事を含め、本協会に関わるほとんどの情報が網

羅されておりますので、ぜひご活用くださいますようご案内いたします。

6． むすび

わが国は、カロリーベースの総合食糧自給率が約40％と主要先進国の中では最低水準で、世界最大

の農産物純輸入国であります。こうした輸入への過度の依存は、地球規模での環境悪化の要因となる

可能性も指摘されております。

一方、国内においては、BSE問題に端を発する消費者の「食」の「安全・安心」に対する関心が、

ますます高まるものと予想されます。このような変化に対応する上でも、国産農産物の増産による食

糧自給率の向上が重要でありますが、飼料作物の増産なくして食糧自給率の向上は達成し得ません。

飼料作物の増産には、飼料基盤の整備・拡大とその生産の担い手となるコントラクターの育成等が

急務であります。ここに本協会が果たすべき責務は重大であり、関係各位の更なるご理解とご協力を

賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。



てコスト面で優位であるものの、畜産経営におい

ては、利便性、労働力の負担等の要因により、輸

入粗飼料に依存する傾向にある。（表4）

（5）家畜排せつ物の処理・利用の現状

畜産農家にとって大量の家畜排せつ物の処理は、手

間とコストが掛かり、直接的には利益に結びつかない

ため、常に頭を悩ます問題となっている。

現在、1年間に発生する家畜排せつ物中の窒素の

総量は約74万t、リンは約12万tと試算されており、

窒素は化学肥料として1年間に消費される窒素の約

1.2倍、リンは約4割に及んでいる。

平成11年には「家畜排せつ物の管理の適正化及び

利用促進に関する法律」（家畜排せつ物法）が施行さ

れ、施設の整備が農家に義務付けられた。施設整備

のために5年間の猶予期間が設けられているが、その

期限が1年後に迫っている。畜産農家にはふん尿処理

の義務が課せられ、資源循

環によるふん尿の土壌還元

等畜産排せつ物の適正な

処理が求められる。

また、畜産の発展、規

模拡大、高齢化による労

働力不足等から輸入飼料

に依存する畜産経営が増

えてきているが、家畜排

せつ物の資源としての有

効利用を一層促進

する必要があるこ

とから、畜産物の

安全・安心を確保

するとともに、現在

抱えている畜産排

せつ物の問題を解

決していくため、

大家畜について

は、自給飼料に立

脚した資源循環型

の生産構造に転換

していくことが重

要となってくる。

3 長大作物の生産拡大に向けて

（1）長大型作物生産の優位性

①飼料価値

単位面積当たりの収量は、青刈りとうもろこし

は4.8トン～5.5トン／10a、ソルガムは5.8トン～6.6

トン／10aであり、牧草の3.8トン～4.1トン／10aに

比べ、多収である。

青刈りとうもろこし、ソルガム及び牧草の単位

面積当たりの栄養収量を試算した結果、単位面積

当たりのTDN（可消化養分総量）収量は、青刈り

とうもろこしは1，018TDNkg／10a、ソルガムは

877TDNkg／10aで、牧草のそれと比較して約2倍

程度であり、単位面積当たりの栄養収量は高い。

このように長大型作物は、収量や栄養面で非常

に有効な飼料であり、自給飼料に立脚した畜産経

営の確立にはかかせないものと考える。

2 自給飼料生産の現状

（1）飼料自給率

近年、飼料の需要量は、家畜の飼養頭羽数の減

少等を反映して、減少傾向で推移している。平成

14年度は、2，553万トン（対前年度比0．6％増）

となる見込みである。

飼料自給率をみると、平成14年度においては、

純国内産飼料自給率は24．1％（対前年度0．9％減）、

粗飼料自給率は77．1％（対前年度比1．0％減）、

濃厚飼料自給率は9．5％（対前年度比0．6％減）

となっている。（表1）

（2）飼料作物の作付面積

自給飼料生産の現状を見ると、畜産農家の労働

力不足、円高に伴う輸入粗飼料の割安感の強まり、

濃厚飼料多給等から作付面積の減少が見られ、生

産はやや減少する傾向にある。

全国の飼料作物の作付面積は平成14年は93．5万

ha（対前年比99．4％）で平成10年以降減少傾向で推

移している。特に青刈りとうもろこし及びソルガムとい

った長大型作物の作付面積の減少は著しく、青刈りと

うもろこしは前年比1．9％減の9．1万ha、ソルガムは

前年比4．5％減の2．3万haとなっている。（表2）

（3）飼料作物の単位

面積当たり収量

単位面積当たりの

収量は、牧草に比較

し多収であるものの

栽培収穫作業等に労

力を必要とする青刈

りとうもろこし等の

長大型作物の作付け

割合の減少等によ

り、横ばい傾向で推

移している。平成14

年は、収穫期の天候

不順等により、わず

かに減少し、4．00

トン／10aの見込み

である。（表3）

（4）自給飼料の生産

コスト

自給飼料の生産コ

ストは、飼料生産作

業の機械化等による

生産性の向上等によ

り低下傾向であった

が、近年は横ばいで

推移している。

自給飼料は、輸入

粗飼料価格と比較し



5 おわりに

畜産農家の労働力不足等により作付けが減少し

てきた青刈りとうもろこし等長大型作物は、自給

飼料を生産する上で最も単収水準の高い作物であ

り、家畜排せつ物の有効利用をより一層促進する

上で重要な作物である。土地資源を活用し、自給

飼料の低コスト生産を図る上で青刈りとうもろこ

し等長大型作物の作付け拡大は重要である。優良

品種も開発されてきており、また、とうもろこし

をロールベールに調製する機械の開発もされて、

作付け拡大に向けた状況が整いつつある。労働力

不足に対してはコントラクター組織の活用等作業

の分業化がなされ、地域によってはコントラクタ

ー組織を活用して、とうもろこし等長大型作物を

活用した自給飼料生産を取り組んでいるところが

ある。大型ハーベスターによるとうもろこしのサ

イレージ収穫・調製作業、不耕起追は機による2期

作目のとうもろこしは種作業等非常に効率よく自

給飼料生産を行っている地域がある。そういう地

域を参考にしていきながら、自給飼料増産に向け

たとうもろこし等長大型作物の作付け・利用拡大

を図られることを期待する。

写真1 自走式ハーベスターによる収穫
（熊本県菊池地域のコントラクター）

写真3 不耕起播種機による2期作目のは種 写真4 1期作目収穫後不耕起は種機による
は種後の状況

写真2 バンカーサイロへのホイールローダーによる
詰め込み

写真1から4

（平成12年度日本草地学会九州支部シンポジウムの現地検討会で熊本県菊池郡にて7月28日に撮影）

②生産コストの低減

飼料作物の作付け拡大と単収向上は、自給飼料の

増産という量的拡大の面のみならず、生産コスト低減

等の質的向上の面で大きな効果が期待できる。

自給飼料の生産コスト（平成13年、都府県酪農）

はTDNkg当たり60円であり、輸入乾牧草や輸入稲

わらに比べても安価となっている。また、単収のば

らつきが大きいことや土地集積等により作付けの拡

大が可能であることから、技術の向上や作付規模や

生産単位の大型化によって飼料生産コストの低減の余

地もあり、飼料の増産がコストダウンにつながる。「自

給飼料増産こそ、コストダウン、経営安定の近道」との

意識に立って再度自給飼料を見直し、自給飼料増産

に取り組むことが重要である。

特に、青刈りとうもろこし等長大型作物は、単

位面積当たり収量が大きいことから、自給飼料の

増産、低コスト化を図る上では大変有効であり、

長大型作物の作付け拡大を進めていくことが重要

である。

③土－牛－草の資源循環

平成11年に「家畜排せつ物法」が制定され、家

畜排せつ物の適正な管理と資源としての有効利用

を一層促進する必要がある。

畜産環境問題の解決のためには、輸入飼料への

安易な依存から自給飼料生産への転換を図ること

が重要である。

特に、長大型作物は、たい肥を多くほ場へ還元

できることから、非常に有利である。ぜひとも作

付け拡大していきたい作物である。

（2）省力生産の取組

コントラクターについては、現在、約200組織、

受託面積で約7万haと大きく成長してきている。ま

た、最近では、コントラクター等を核に、飼料生

産部門にとどまらず、地域の土地利用から、TMR

の調製・配送、さらには堆肥の散布等をトータル

でマネージメントする組織も芽生えてきている。

今後はこうした地域のコントラクター組織を活用

し、畜産経営における飼料生産の省力化を図るこ

とが重要である。

青刈りとうもろこし等長大型作物については、

高い収量性等にもかかわらず収穫作業等の多労性

のゆえに作付面積が減少しているが、コントラク

ター等の受託組織の育成・活用により、その再生

に向け取り組むことが必要である。

また、近年、とうもろこし用のロールベーラが

開発され、ワンマンオペレーターでとうもろこし

のサイレージ収穫・調製が可能な体系ができた。

規模拡大等により組み作業が困難になってきてい

る中、青刈りとうもろこしの作付け拡大に向け期

待するところは大きい。

4 とうもろこし等作付け拡大のための
主な事業

自給飼料増産総合対策事業

○　既耕地等の活用による畜産的利用並びに飼

料生産の組織化及び外部化を促進するととも

に、流通粗飼料及びTMRの生産、流通及び供

給システムの確立を図るための作付条件整備

並びに飼料作物等生産利用施設機械、混合飼

料調製施設機械、流通粗飼料調製施設機械

等の整備を行う（リース事業含む）。

○　奨励品種等の展示ほ等を使った技術指導

畜産経営等に対し、設置した展示ほ等を使

って行う奨励品種の栽培、収穫、調製等の

技術指導。サイレージ向けとうもろこし及び

ソルガムについては、遺伝子組換え体でな

い国内育成品種であれば展示及び技術指導の

対象とする。

○　単収の向上、土地利用の高度化等の技術及び

営農実証を行うのに必要な経費を助成する。

単 
収 
水 
準 

作付面積 

単 
収 
向 
上 

作付拡大 

牧草 

青刈りとうもろ 
こし等長大型 
作物 

作付規模の拡大によって 
コスト及び労働時間の低 
減が図れます 

技術水準の向上によって 
単収の向上・コストの低減 
が図れます 



で求められる。Tr／Twの比の小数点以下は切り

上げて台数換算する。

これでも明らかなように、効率的な作業を行うた

めには最低2台のワゴン（ティッピングワゴン等荷

受け用のワゴンを含む）と運搬作業のためのオペレ

ータ1名が必須である。少ない運搬車で作業をすま

すには、容積の大きい運搬車や、高速運搬できる運

搬車を利用する事が必要になる。一般に距離が2km

を超えるとワゴンよりも高速走行できるトラックで

の運搬が有利であるが、フォレージハーベスタによ

る収穫作業はごく低速での作業となるため、トラッ

クで伴走する場合はトラックのエンジン冷却水温度

等に十分注意を払わなければならない。

最近注目を浴びている機械として、細断型ロール

ベーラ（図3）がある。これについては、詳細等が

既に志藤の報告1)や本号などでも触れられているた

めここでは省略するが、少ない人数で安定した高品

質サイレージ調製を行うことができる。この体系で

はハーベスタの後方に細断型ベーラをけん引したワ

ンマン作業、ハーベスタ伴走作業、ワゴンからの荷

受けをして梱包する定置作業の3つの作業方法が選

定可能であり1)、本稿の区分で示すと上記の①②③

に相当するいずれの体系にも対応可能と言うことに

なる。これからの長大型作物収穫作業を大きく変え

る新しい作業方法として期待されている。

3．フォレージハーベスタ

長大型作物の収穫に用いられるフォレージハーベ

スタを表1に示した。直装式、半直装式のフォレー

ジハーベスタはけん引式に比べて全体をコンパクト

に構成することができ、回行しやすい特徴がある。

とうもろこし収穫作業では、古くから枕地処理が

問題視されてきた。30a（30m×100m区画）の圃場

で、長辺に沿って両側各2m、短辺に沿って両側各

3mを枕地として設定すると、その面積は全体の18％

になる。人力での刈取作業能率は1a／h・人程度と

推定されるので、これを元にすると1人で5時間以上

を要することになる。枕地となる部分には播種をし

ない方法もあるが、圃場が狭くなればなるほど枕地

の占める割合は大きくなり、広くなれば枕地の面積

も大きくなる。

半直装式フォレージハーベスタでは、トラクタ右

側方にオフセットマウントして作業を行うが、トラ

クタ後方に装着し、トラクタを後進させながら作業

図３　試験中の細断型ロールベーラ

特 集　 

長大型作物収穫の機械化体系 
（独）農業・生物系特定産業技術研究機構 
生物系特定産業技術研究支援センター 

畜産工学研究部長　山名　伸樹 

１．はじめに

昔、鎌で刈り倒した飼料用とうもろこしを集めて

トラクタに装着したカッタに供給して細断し、トラ

ックに吹き込んで運搬してサイロ詰めした記憶があ

る。作業がきつかったせいか、太陽がジリジリと照

りつけていたような気がする。30年ほど昔になる。

その時代の青刈トウモロコシの作付面積は7.7万ha

であった。それから約10年が経過して昭和も50年代

後半に入った頃、1条刈の青刈とうもろこし専用フ

ォレージハーベスタ（コーンハーべスタ）が目覚ま

しい勢いで普及を始めた。それに符合してとうもろ

こしの作付面積も増え始め、昭和62年には12.7万ha

にまでなった。ソルガムの3.7万haをあわせると長

大型作物で16.4万haになる。

平成14年における青刈とうもろこしの作付面積9.1

万haとソルガム2.3万haをあわせると11.4万haにな

る。トラクタにエアコンが装備され、大型高性能機

械も導入され、収穫作業は快適になった。なのに、

昭和62年と比較すると長大型作物の作付面積は約

70％に減少したことになる。ちなみに牧草の作付け

面積は4％減である。炎天下でのとうもろこしのサ

イロ詰め作業は依然大変な作業である。また、地域

によっては収穫・調製作業に必須な組作業もだんだ

んと成り立ちにくくなってきていることも、作付け

面積減少の原因と言われている。

長大型作物の作付け面積増は我が国酪農の将来を

考える上で欠かす事のできない目標である。ひいて

は食料自給率の向上にも繋がる。それを支える柱で

ある機械化体系はどうなっているのか、生まれつつ

ある技術も含めて機械の概要をここで整理してみる

こととする。

2．収穫作業体系

長大型作物の収穫体系を図１に示した。長大型作

物特に青刈とうもろこしの収穫作業ではフォレージ

ハーベスタがベースになる。これにワゴン等の運搬

車を組み合わせて一連の作業が構成される。フォレー

ジハーベスタで収穫された材料の荷受けの方法には、

①トラクタボンネットの上に搭載したワゴン　（ボ

ンネットワゴンとも呼ばれる）やローダバケット

等に吹き込む方法

②ハーベスタ後方にけん引したワゴンに吹き込む方法

③ハーベスタの側方に伴走させた運搬車に吹き込む

方法

がある。

①では運搬車への積み替えが必須になる。②のワ

ゴンを後方にけん引して作業を行う方法は作業者1

名で刈取・収穫作業を行うことができる。ワゴンに

荷台を高い位置でダンプして高速積み替えができる

ティッピングワゴン（図2）を用いて荷受けし、高

速運搬できるトラックに積み替えることにより、作

業の効率化を図ることができる。③の伴走は、ハー

ベスタと運搬車の走行速度の同調、間隔の確保等に

熟練を要し、また、枕地も他の方法に比べて多く必

要である。

作業に必要な運搬車の台数Nは

Tr
N＝ ── ＋1

Tw

Tr：運搬車が運搬のためにハーベスタのとこ

ろから離れ始めてから再び戻るまでの時間

Tw：ワゴン1台を一杯にする時間

図２　ティッピングワゴンを使用した収穫風景
（スター農機カタログより）



着したものもある（図7）。ギャザリングチェーンや

ベルトに換えて回転する大径のディスクやドラムで

搬送等を行う。ギャザリングチェーンやベルト方式

が条に沿った作業しかできないのに対し、ロータリ

式ではディスク等に接する部分は作業範囲と見なす

ことができるので、条に直行する方向での刈取作業

も可能である。

フォレージハーベスタの一般的な作業速度を表2

に示した。

4．運搬車

2でも紹介したように、運搬車あるいは荷受けす

るワゴンには、ローダバケット、ボンネットワゴ

ン、ハイダンプワゴンやフォレージワゴン、トラッ

クなどがある。ローダバケットはトラクタフロント

ローダに装着し、ボンネットワゴンはトラクタボン

ネットの上に搭載することからその名前（通称）が

付けられている。1名のオペレータで刈取細断から

吹き込みまでを行い、ワゴンが満杯になると他の運

搬車に積み替える。容積はローダバケットで2m3程

度、ボンネットワゴンで2.5～4.5m3程度である。小

区画圃場での荷受けに多く用いられる。ティッピン

グワゴンになると容積は大きくなり10～17m3、フォ

レージワゴンでは30～40m3程度になる。

5．長大型作物のラップサイレージ化

牧草の収穫作業はロールベーラとベールラッパの

登場により作業の大幅な省力化が実現し、ロールベ

ールラップサイレージ体系として広く普及するに至

っている。とうもろこしでも同様な体系で作業でき

るようにならないか、長年議論されてきた課題であ

った。とうもろこしの収穫作業では材料を細断する

ことが必須となる。細断した材料をロールベール化

することは至難の業と思われた。生研センターでは

畜産草地研究所の委託を受けてこの問題と取り組

み、ロールベール化が可能であることを立証した。

そして、そこで得られた基礎的な蓄積を元にメーカ

と共同して開発してきたのが細断型ロールベーラと

細断したロールベールを少ないロスでしっかりと密

封できるベールラッパである。現在各地で試験が重

ねられており、平成16年春には市販化される予定で

ある。乾物密度200kg/m3の高密度ロールベールが

成形でき、従来のサイロにない高品質サイレージが

安定して調製できる。

また、細断した材料のロール成形が可能な定置式

ロールベーラ（図8）が輸入されている。ベールサ

イズが直径で1.15mであるので、材料の含水率を

70％とすると、ベールの質量は約1.2tになるのでは

ないかと思われる。トラクタでけん引して移動す

る。最低120PS（90kW）程度のトラクタが必要であ

る。ベーラ後方にはベールラッパが取り付けられて

いる。

細断された長大型作物のロールベールサイレージ

化は単に作業の改善に止まらず、サイレージの流通

も可能になるなど、飼料作物の栽培・利用に新しい

風を吹き込むことになると思われる。

参考資料

1)志藤博克；グラス＆シード，第8号，17-21，2003.3

2)(社)日本農業機械化協会，2003/2004農業機械・施

設便覧，2003

作業速度（km/h）
コーンハーベスタ 
ユニット型フォレージハーベスタ 

（けん引式） 
（自走式） 

表２　フォレージハーベスタの作業速度 

～５ 

～７ 
～９ 

ハーベスタの種類 

図８　定置式ロールベーラ

を行うものがある。リバースタイプとも呼ばれてい

るが、一般のトラクタにリバースタイプのハーベス

タを装着して行う連続作業は、オペレータに後ろを

振り返ったままの不自然な姿勢を長時間強いること

になる。このような場合、オペレータが作業方向

（トラクタ後方）に正対して作業できるように運転

席やハンドル等をリバース作業用にセットできるト

ラクタを利用すると良い。また、フレームに設けた

支点を中心にハーベスタの方向を180度切り換え

（図4）、枕地処理や中割り作業をリバースタイプと

して行い、それが終わるとサイドマウントに切り換

えて作業を行う事ができる機種もある（サイド・リ

バース兼用型）。リバース作業時は、運搬車はトラ

クタとインラインの状態で作業を行う（図5）。

コーンハーベスタや半直装式フォレージハーベス

タおよびけん引式フォレージハーベスタの刈取条数

は1～3条で、適応トラクタは30～190PSであるが、

自走式フォレージハーベスタでは刈取条数3、4、5、

6、8条と大型化する。従って搭載エンジンも大き

く、200PS程度から600PSを上回るものまである2)。

自走式は幅の広い作業部が前装されているので、中

割り作業も無理なくできる。刈取条数が増えると高

能率作業が可能になるが、一方では機体幅が広くな

り、移動に困難を来す場合も出てくる。このような

時の対策として、アタッチメントの両端を折り畳む

ことにより機体幅を狭くすることができる配慮もな

されている（図6）。切断長は4～20mm前後の間で設

定できるものが多い。

ロークロップアタッチメントによる収穫作業では

クロップデバイダにより条あわせを行い、デバイダ

に組み込まれたギャザリングチェーンやベルトによ

ってかき込みとフィードローラまでの搬送を行う方

式が古くからが採用されれている。現在でも主流を

占めているが、自走式フォレージハーベスタではロ

ータリ式搬送部のロークロップアタッチメントを装

図４　サイドマウントとリバースタイプへの切り換え
（FERABOLI社カタログに加筆）

図６　アタッチメントの折り畳みと移動時の風景
（CLAAS社カタログに加筆）

図７　ロータリ式搬送部を採用したロークロップアタッチメント
（CLAAS社カタログに加筆）

図５　リバース作業とサイドマウントでの作業
（FERABOLI社カタログに加筆）



収穫を担っている。

表１の(2)の二期作トウモロコシの播種適期であ

る８月上旬は、(1)のトウモロコシ＋イタリアンラ

イグラス体系のトウモロコシの収穫と重なる。こ

の真夏の過酷な過重労働の中で、二期作トウモロ

コシを慣行播種法で適期に播種することは困難で

あった。そこで短期間に省力的に適期播種できる

不耕起播種機を導入し、不耕起栽培を行っている。

２）不耕起播種機の例

熊本県菊池地域のコーンズコントラクターで使

用している不耕起播種機を紹介する。表２のよう

な諸元で、60馬力以上のトラクターで作業を行え

る。作業時間は、慣行法の５分の１である。

不耕起播種機（２条タイプ）の側面からの状態

を写真１に示した。上部には肥料ホッパー、中央

部にトラクターとの連結部、下部には２個の車輪

がある。肥料と種子は後方下部に落下する。種子

はダブルディスクオープナーで作られたＶ字型の

溝に播種し、肥料は肥料ホッパーからのパイプで

落下させる。その後Ｖ字状の鎮圧ホイールで種子

への覆土と鎮圧を確実に行う。

表２．不耕起播種機（２条タイプ）の主要な諸元
本　体　重　量　　　　　 ６００kg  
全　　　　　高 １８０cm  
全　　　　　幅 ２０７cm 
全　　　　　長 １９５cm 
条 数 ２　条
条　　間　　幅 ７５cm 
肥料ホッパー１ ２４０kg  
種子ホッパー２ ４０kg  

注）適応トラクター馬力は、６０HP

３）不耕起栽培での収穫

不耕起栽培されたトウモロコシは、大型の４条

刈収穫機で収穫し、ダンプトラックに積み込み、

バンカーサイロに搬入される。良質なトウモロコ

シサイレージができる。

北海道の十勝管内では、本年度からトウモロコシの

不耕起栽培の試験が本格化し、今後の展開が期待で

きる状況にある。地域に適合した省力的な栽培技術と

して、活用できる技術のひとつと考えられる。

３．トウモロコシ収穫とチューブバッ
ク詰込機によるサイレージ調製

この技術は、平成15年度九州地域飼料増産検討

会・自給飼料生産新機械化体系シンポジウムで発

表された（独）家畜改良センター宮崎牧場　川原

隆二氏の資料を中心に紹介する。

１）収穫とチューブバック詰込機との関係　

圃場で収穫・細断され、ダンプトラックで搬入さ

れたトウモロコシをチューブバック詰込機のベルト

コンベアーテーブルに乗せて、チューブバック内に送

り込む。写真２の手前がベルトコンベアー部分で、奥

の筒状の部分がチューブバックである。

２）チューブバック詰込機の概要

チューブバッガー（機械本体）は、日本国内で

２機種導入されており、いずれも幅2.4ｍのチュー

ブバッグを装着できる。アメリカでは3.6ｍのチュ

ーブバッグ装着型が主流である。

基本的な構造は、①細断したサイレージ材料を

送り込むためのベルトコンベヤーテーブル、②サ

イレージ材料をチューブバッグ内へ詰め込むため

の回転爪、③詰め込み密度を一定に保つためのバ

ックストップとワイヤーからなる。構造はシンプ

ルであり，故障が少ないのでメンテナンスは比較

的簡単である。トラクターで牽引移動する際は，

ベルトコンベヤ・テーブルを折り畳み，幅を2.45

ｍに狭くする。

チューブバッグは、紫外線防止効果がある三重構造

のビニールフィルムで、大変丈夫に作られている。鳥

獣による被害があった場合、ロールベールサイレージ

と同様にテープによる補修が必要である。

３）チューブバッグの詰め込み作業の流れ

写真１　熊本県菊池地域で使用されている外国製の不
耕起播種機（２条タイプ）

（大村　誠：平成14年度九州地域飼料増産検討会・自給飼料
生産新機械化体系シンポジウム資料）

飼料自給率の向上に期待できるトウモロコシの栽培収穫技術 

九州沖縄農業研究センター畜産飼料作研究部 

飼料生産研究室長　佐藤　健次 

１．はじめに

最近、我が国の食料自給率を向上しようとする施

策の中、各地域で大家畜の自給飼料を前向きに生産

する機運が高まっている。例えば、北海道のデント

コーンの平成14年度作面積が前年実績を上回った。

熊本県菊池地域の一部でもトウモロコシの作付面積

がコントラクターの運営によって伸びている。この

背景には、消費者に対して安全・安心な畜産物を供

給するために、生産者が責任を持って自給飼料を生

産しようという姿勢が伺える。根底には、輸入飼料

に起因する家畜の病気の問題等を排除し、安定的な

土地利用型畜産を確立しようとする健全な考え方が

あると思う。

この自給飼料生産には、当然のごとく、生産者

の省力的かつ低コストな個別的な生産技術の裏付

けがあり、地域に適合した技術体系が必要である。

そこで、九州地域飼料増産検討会で実施している

自給飼料生産新機械化体系シンポジウム資料の一部

を活用しながら、トウモロコシの技術体系に重要と

考えられるものとして、栽培では不耕起栽培技術、収

穫ではチューブバック詰込機の技術を紹介したい。

２．不耕起栽培技術

不耕起栽培とは：プラウでの耕起やロータリ耕

耘をしないで、不耕起播種機で播種・施肥・覆

土・鎮圧の播種作業を一工程で行い、省力的にト

ウモロコシを栽培管理する技術である。この技術

は、プラウで圃場の全面を耕起し、その後ロータ

リでの耕耘、整地、施肥、コーンプランタでの条

点播などの播種作業と栽培管理が行われる慣行栽

培よりも省力的である。

この不耕起播種機を用いた不耕起栽培が、熊本県

菊池地域のトウモロコシの二期作栽培地帯で行われ

ている。九州地域における土地利用型酪農を確立す

るために導入された積極的な例であり、特に、低コ

ストで効率的な栽培を目指した典型的な例である。

１）熊本県菊池地域の栽培体系と不耕起栽培の導入

当地域では、表１のように２体系でトウモロコ

シが栽培され、コントラクターが効率的な播種や

表１．トウモロコシ栽培体系での播種と収穫 

121110987654321

（1）トウモロコシ＋イタリアンライグラス体系 
トウモロコシ                 　　　← 播 種 →            ← 収 穫 → 
イタリアンライグラス          　　　←収 穫→                          ←播 種→ 

 
 （2）二期作トウモロコシ体系 

一期作トウモロコシ           ←  →             　  ←  → 
                       　　　　　　 播種                     収穫 

二期作トウモロコシ                                   ←  →             　    ←  → 
                                              　　　　　　  播種                        収穫 



４）チューブバック詰込機の導入　

現在、日本国内では、北海道を中心に

２８台導入（平成14年度現在，西日本で

は宮崎牧場のみ）されている。

特に、北海道東部の酪農家が先進的

に牧草類用にチューブバッグを導入でき

た。タワーサイロを利用するためのフォ

ーレージハーベスター等の収穫機械を既

に装備していたことが大きな要因である。

既存の機械を引き続き活用でき、チュー

ブバッガーとチューブバッグを購入す

るだけで容易にタワーサイロからチュ

ーブバッグに移行することができた。

最小の投資でトウモロコシサイレー

ジの収穫・調製技術体系の変更を行う場合、大変

参考になる例と考える。

今後、数戸の農家による共同利用やコントラク

ター等での作業受委託を行う場合、本技術の導入

を検討することも一案と考える。但し、現在流通

している機種は、前述のようにチューブが2.4ｍ幅

であり、給与時の二次発酵などを無くすためにも

適正な飼養規模が必要である。

４．おわりに

以上、トウモロコシの技術体系において、栽培で

は不耕起栽培技術、収穫ではチューブバック詰込機の

技術を紹介した。技術の地域的な流れは、前者は九

州地域から北上し、後者のチューブバック詰込機の

技術は北海道地域から南下していると考えられる。

今、我が国のトウモロコシの栽培・収穫技術は新た

な技術体系に向けて発展しているようにみえる。両

技術ともに、外国の技術を導入し始めた段階であ

り、今後、我が国の各地域に適合した技術の研究・

開発が必要な時期と考える。当研究室では、トウモ

ロコシの播種をダイズ用の不耕起播種機（Ｍ社）を

用いて行う栽培研究に着手しているが、我が国の風

土に適用できる多数の技術が世に提案・活用され、

自給飼料に基づいた畜産が地域社会を再構築できる

起爆剤となることを期待したい。

チューブバッグへの詰め込みは、巨大なソーセ

ージを作るような作業に似ている。

①フォーレージハーベスターで収穫・細断した

サイレージ材料をダンプトラック等で運搬し、ベ

ルトコンベヤーテーブルに一定量づつ投入する。

②テーブル上のベルトコンベヤでサイレージ材料

をチューブバック入り口へ送り込む。③送り込ま

れたサイレージ材料は、チューブバッガーの回転

爪で後方に取り付けられたチューブバッグの中へ

強制的に詰め込められる。④チューブバッグは、

詰め込まれたサイレージ材料の重さにより固定さ

れるので、チューブバッグへ詰め込んだ量に応じ

て少しづつアグバッガーが前方に移動し，同時に

折り畳んで取り付けてあったチューブバッグが引

き伸ばされる。必要量が詰め込まれたら密閉し、

サイレージ調製する。サイレージの調製の基本は

一般的な技術に準じる。

おける消化性（乾物消失率）では開花期および糊

熟期にそれぞれ15.1％および12.7％高いです。また、

ホールクロップサイレージは、消化性・嗜好性と

もに「スズホ」に比べ優れ、発酵品質も良好です。

石田ら(2002)の「葉月」のロールベールサイレー

ジを乳用種去勢牛および搾乳牛を用いた報告によ

ると、「葉月」は粗飼料としての役割はスーダング

ラス「ヘイスーダン」と変わらないにもかかわら

ソルガム類は遺伝的な変異が大きく、乾物生産

性、環境適応性、再生力などに優れているため、

西南暖地を中心に作付けが多く、その利用は比較

的小規模な繁殖和牛経営が中心です。利用方法と

しては青刈り、サイレージおよびロールベールサ

イレージなどであり、近年は低コスト・省力化な

どの利点からロールベール・ラッピング体系によ

る利用が急増しています。このため、ソルガム類

のタイプとしては、細茎で多回刈りが可能なスー

ダングラスの栽培・利用が多くなっており、また、

栽培方法も従来の条播から散播・密植による栽培

への転換も行われています。こうした状況のなか

で、ソルガム類の品種には、従来の主要な育種目

標である多収性、耐倒伏性、病害虫抵抗性などの

特性に加え、飼料品質の向上とロールベール体系

などへの機械化適性が求められています。

そこで、こうした育種目標に対応して近年育成

された新品種「葉月」と「秋立」を中心に、繁殖

和牛経営ばかりではなく酪農経営も視野に入れて、

ロールベール・ラッピング体系における栽培収穫

体系について述べます。

１．高消化性遺伝子bmrを導入した新品種「葉月」

および「秋立」の特性

「葉月」は「スズホ」並の早生の兼用型ソルガム

で、収量性は「スズホ」に比べやや劣るものの、

現在流通しているホールクロップサイレージ用品

種のなかでは中程度です。耐倒伏性は「スズホ」

より強く、特に4,000本/a以上の密植栽培で優れた

耐倒伏性を示します。一方、サイレージ原料草の

茎葉の消化率は、「スズホ」に比べ牛の第１胃内に

ロールベール・ラッピング体系によるソルガムの栽培収穫体系 

信州大学農学部附属アルプス圏　 
フィールド科学教育研究センター 

助教授　春日　重光 
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─ソルガム新品種「葉月」及び「秋立」を中心に─ 

図１　ヘイスーダンサイレージと葉月サイレージの消
化率と栄養価の比較
*: P<0.05  (畜産草地研究所　石田ら,2002)
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表１　異なる栽植密度における「葉月」原料草(開花期)
の第１胃内乾物消失率（%）

図１　収穫搬入するダンプとチューブバック詰込機

写真２　チューブバック詰込機



一方、播種時における雑草防除については、散

播・密植栽培そのものが雑草の生態的防除であり、

雑草の発生を抑えるための「葉月」の適性播種量

の検討が水流ら(2002)によって検討されています。

それによると、「葉月」の収量性や雑草の発生量を

考慮すると、栽植密度が200本/㎡を確保できれば

除草剤を使用しなくても栽培が可能です。これは、

環境に配慮した持続的農業、と言う観点からも重

要なポイントです。しかし、散播・密植栽培によ

っても雑草防除が難しい場合は、播種直後及び生

育初期であれば適切な除草剤の生育期処理が有効

です。（図３）

収穫時期は出穂始期以降であれば糊熟期まで可

能ですが、兼用型としては再生力に優れている

「葉月」でも、年２回刈りを行う場合は１番草は開

花期までに収穫します（ただし寒冷地域南部では

７月下旬）。糊熟期以降の刈り取りでは、収穫調製

作業における穀実のロスも多くなります。刈り取

りは、モーアを用いますが、モーアコンディショ

ナを用いる場合はソルガムの収量によっては機械

に著しい負荷が掛かる場合もあります。「葉月」の

乾燥特性は「ヘイスーダン」並と考えられるため、

刈り取り後の予乾は、出穂期刈りであっても、夏

季ならば１日程度で十分であり、刈り取り後、集

草・ロールラップするまでにソルガムの草量に応

じて１～２回反転します。一方、「秋立」は晩生で、

再生力は劣るため年１回刈りで利用し、「葉月」の

１番草より１ヶ月～１ヶ月半後に収穫します。予

乾は水分の程度をみて１～２日程度行います。以

上のように「葉月」および「秋立」をロールベー

ル・ラッピング体系によって利用する場合、［ ｢葉

月」の１番草(出穂～開花期刈り)→「秋立」の１

番草(出穂～乳熟期刈り)→「葉月」の２番草 ］の

体系なども労力分散の上からも効率的であると思

われます。（図４）

３．ライ麦とソルガムの組合せによるロールベー

ル・ラッピング体系

ロールベール・ラッピング体系の効率的な利用、

年間を通じた生産性の向上、さらには家畜糞尿の

高度利用などの観点から、長野県畜産試験場にお

いてライ麦「春一番」とソルガム「葉月」を組み

合わせた作付け体系が検討されています。作業と

しては①５月上旬のライ麦のロールベール収穫、

②５月下旬の「葉月」播種(５～８kg/10a:散播)、

③７月下旬「葉月」１番草ロールベール収穫(出穂

始)、④９月下旬「葉月」２番草ロールベール収穫

(出穂始)、⑤ライ麦「春一番」播種(４～６kg/10a:

散播)です。その結果、年間乾物生産量は10ａ当た

り２.６ｔを得ています。こうした体系は、今後さ

らに検討は必要ですが、圃場環境の保全や持続的

生産あるいは雑草防除などの視点から一層重要に

なってくると思われます。

おわりに

畜産を取りまく状況は、家畜ふん尿をはじめと

する環境問題、飼料および生産物の安全性の問題、

さらには経営コスト・労働力の問題など極めて厳

しい状況にあることは確かです。しかし、こうし

た状況のなかでも、既に所有している圃場や機械

施設の効率的な利用を図ることで今後の見通しも

開かれることと思います。ただ最先端の機械・施

設ばかりに追い回されるばかりではなく、既存の

機械・施設に対応可能な飼料作物の選択や栽培法

の検討は今後さらに重要な点になると思われます。

そうした観点から、今回紹介した高消化性遺伝子

bmrを持つ新品種「葉月」および「秋立」のロー

ルベール・ラッピング体系による栽培・利用につ

いて、一つの事例として見ていただけたら幸いで

す。（写真１）

図4 収穫時乾物率と収穫後乾物率20％到達日数の関係
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ルベールサイレージ体系での利用が十分可能かつ

有効であると考えられます。

２．ロールベール・ラッピング体系に対応した栽

培・収穫体系

ロールベール・ラッピング体系に対応した栽培方

法としては、通常、散播・密植栽培が省力的です。

播種時の作業としては、施肥は全量基肥、耕起前全

面施用とし、播種は散粒機やブロードキャスタを用

い散播したのち、浅いロータリによる覆土を行い、

さらに、パッカ等で鎮圧を行うと発芽揃いが良くな

ります。覆土・鎮圧の方法については、土壌水分や

土質などの影響も大きいため、栽培地域・圃場によ

って異なりますが、覆土深が５～６cmを以上にな

らないよう留意します。多湿の場合、覆土は薄く鎮

圧は少なくし、乾燥している場合は覆土は３cm程

度で、鎮圧を十分に行います。発芽を揃えること

は、発芽時の鳥害やその後の栽培管理を行う上で極

めて重要なポイントになります。

ず、「ヘイスーダン」に比べＴＤＮ含量が10％高く、

糊熟期のトウモロコシサイレージに匹敵し、「葉月」

の搾乳牛による自由採食量は乾物重量で１日当た

り6～10kgであることが明らかになっています。さ

らに、病害虫抵抗性については総じて「スズホ」

よりやや劣り紫斑点病には罹病性ですが、実用レ

ベルでの抵抗性は備えています。（表１,図１）

一方、「秋立」は出穂期は「スーパーシュガー」

より遅い晩生のソルゴー型ソルガムです。サイレ

ージの発酵品質は良好で、その消化性、嗜好性お

よび栄養価は「スーパーシュガー」より優れ、「葉

月」並です。育成期間中の推定ＴＤＮ収量は、「ス

ーパーシュガー」並で「葉月」より多収ですが、

乾物穂重割合は「葉月」より20％低いです。茎は

汁性で、耐倒伏性は「スーパーシュガー」、「葉月」

より優れています。病害虫抵抗性では、「葉月」と

同じ紫斑点病に罹病性ですが、総じて「葉月」よ

り優れています。また、穂重割合が低いこともあ

り、中山間地域における鳥獣害の軽減の可能性も

指摘されています。（図２）

以上、２つの新品種は、高消化性遺伝子bmrを

導入し繊維の消化性向上によって茎葉部の消化性

を改良したもので、共通する特性としては① bmr

遺伝子により消化性・嗜好性の向上のほかに茎葉

部が比較的柔軟になっていること、②密植栽培で

の耐倒伏性が優れていること、③密植による茎葉

部消化性の低下が認められないこと、などが上げ

られます。これら諸特性から、「葉月」および「秋

立」は、散播・密植により細茎化することでロー

図２「秋立」推定TDN収量の対標準・比較品種比（％）

図3 散播・密植栽培による無除草・無除草剤栽培の可能性
（長野県畜試　水流ら,2002）
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１．はじめに

トウモロコシの収穫調製作業の省力・軽労化と
省人化を目的に開発された「細断型ロールベーラ」
を早期に普及実用化するための一つのキーポイン
トとして、給与利用における評価が重要である。
そこで、農家現場の利用時における「細断ベー
ルサイレージ」の解体、給餌の取扱性、品質評価
等について給与実証を実施した。
農家の選定方法は、生研センターが実施した需
要予測の酪農家アンケートで「細断型ロールベー
ラ」について興味があると回答し、平成14年10月
当畜試で行った実演会に出席した農家の中から給
与実証を募った。条件は①細断ベールの受取り②
給与の自己責任③結果報告とし、希望した11戸の
農家で平成15年1月下旬に、また同農家のうち6戸
で平成15年8月下旬に給与実証を行った。
さらに、同農家を対象に当畜試の圃場において、
平成15年10月に「細断型ロールベーラ」と「対応
ベールラッパ」の作業実証を行った。

２．給与実証における評価

農家の給与実証では、ロールのサイズや発酵品
質の評価点、ロール解体の一例等を示し、報告書
にはロールの解体法や給餌方法、現行サイロ名、
項目毎にコメントを書いて頂き、５段階で評価を
得た。現行サイロは、スタックが主で、他にバン
カー4戸、地下サイロ1戸であり、ロールは牧草や
飼料イネで多くの農家が取り扱っていた。
ロール調製後3.5～4ヶ月の冬季における農家11戸

の評価平均は、ラップの解体易さ4.4、ネットの解体易さ
3.5、給餌の取扱い易さ4.1、給餌ロスの現行サイロとの
比較4.4、採食嗜好性4.0、品質評価4.1で、翌日繰り越

細断ロールベールの給与利用事例 

群馬県畜産試験場　自給飼料グループ 

主任研究員　新井　一博 

生産現場の紹介 

し5戸すべて変敗なしであり、満足な評価を受けた。
意見では、細断されたトウモロコシがロールになるこ
と、そして、良品質のサイレージであることに感激され、
1日の給与量に適切で、二次発酵の心配が無いこと、
そして、サイロ出しが無くて腰が疲れず非常に楽であ
ったことが歓迎された。
次に、ロール調製後10.5～11ヶ月の長期保存後
の夏季における農家6戸の評価及び講評は表のとお
りである。評価平均は、ラップの解体易さ4.5、ネ
ットの解体易さ3.2、給餌の取扱い易さ4.0、給餌ロ
ス4.3、採食嗜好性4.0、品質評価4.0で、全体講評
では取扱性4.2、軽労化4.8であった。
同農家6戸の冬季給与時の評価と比べ、ラップの
解体易さは＋0.2、給餌の扱い易さ±0であったが、
給餌ロス・採食嗜好性△0.2、品質評価△0.3、ネッ
トの解体易さ△0.5となった。評価の変化は、2回
目の給与実証で細断ベールの取扱いに慣れた反面、
良質サイレージに対する期待が大きくなったとも
推察される。ネットはコーンサイレージの中で1年
近く経過して張力がやや弱くなっているようなの
で、ロール肩部に巻き込まないネット幅100mmの
利用価値も大きいと考えられる。
また、サイロ詰めを共同作業等で効率的に行ってい

る場合に夏の二次発酵防止のために、サイレージ発酵
が安定期に入り圃場の作業が一段落する冬季に、バ
ンカーやスタックサイロからロールに再調製し、『サマ
ーロール』として利用する観点から、再調製ロールの
給与実証も一緒に行った。7月に入ってからの再調製
となったため材料の品質が落ち評価は3.2となったが、
共同で機械を使い易くなることや二次発酵防止、そし
て給与時の軽労化になることで、再調製の利用価値は
認められるとともに、適期作業により品質面での評価
は向上するものと思われた。
さらに、ラップの破損による変敗は、ピンホー
ルはもちろん大きな穴であっても、その穴の部分

モーアによる刈取り（開花期）

テッダによる反転・集草作業

ラッピング前のロールベール

写真１　

「葉月」のロールベール調製作業



１．はじめに

愛媛県におけるソルガムの作付面積は、

280ha(平成14年度)であり、本種はトウモロコシに

次いで栽培が盛んな夏作飼料作物です。その人気

の理由は、年２～３回の刈取りによりトウモロコ

シと同程度の収量が望めることが第1の理由です。

さらに、イノシシ等の獣害を受けにくく、台風に

よる倒伏後でも起き上がる力が強く、湿害にも強

い等の多くの利点があります。反面、トウモロコ

シと同様に真夏の炎天下で収穫調製作業が行われ

るため、作業者への労働負荷は大きなものとなっ

ています。

一方、牧草類で普及しているロ

ールベール体系は、刈取り後の集

草からラッピング作業を少人数で

行うことができ、省力的な作業体

系が確立されています。しかし、

現行のロールベール体系のままで

は、草種の特性からソルガムへの

導入は困難なものとなっていまし

た。

この度、当試験場では、生研機

構が開発した新たな収穫調製機械

である「細断型ロールベーラ」を

使ってソルガムに適した収穫調製

体系を実証することができたので、

紹介します。

２．現行の収穫調製と問題点

ソルガムの収穫調製は、図１の

ような作業体系で行われています。ここで問題と

なるのは、現行のサイロ詰作業は、１基のサイロ

を封入するまで連続して作業をしなければならな

いため、天候の急変による対応が難しいほか、刈

取りと運搬、詰め込みの各作業に多くの人数を必

要とします。また、既存のロールベーラを用いた

収穫調製では、無細断で調製していることから開

封後に鎌等で細断し給餌しなければならず、飼料

給与時にも多大の作業時間がかかることになりま

す。このように従来の作業体系では、多くの機械

を必要とするほか、予乾を含めたベール形成まで

最低２日間を要し、天候を気にしながらの作業と

なっていました。

細断型ロールベーラによるソルガムの収穫調製について 

愛媛県畜産試験場 

主任研究員　村上　恭彦 

生産現場の紹介 

図１　現行の収穫調製と細断型ロールベーラを使った収穫調製の比較

に限定されて（20cm四方でも厚1～1.5㎝程度)、高
密度梱包の優位性が証明された。

３．作業実証における評価

当畜試で行った作業実証3戸の現行作業は、1条
または2条刈ハーベスタで刈取り、ローダーバケッ
トやフォレージワゴン・ボンネットワゴンで受け、
スタックサイロにホイールローダやフロントロー
ダで詰め込みを行っている。
「細断型ロールベーラ」では５段階評価平均で、
ロールサイズ・ロール重量・ワンマン/定置/伴走
の作業対応・ノンストップ作業の4項目で5.0、ロ
ール形状・作業能率・コントローラの取扱で4.7、
ロス率4.3と、総合して満足度の高い評価を得た。
「対応ベールラッパ」では、ラップ形状・フィル
ムカット4.7、フィルムホールド4.3、作業能率4.2、
コントローラの取扱・ロス率4.0、拾い上げ時の位

置合わせ3.7で、機械に慣れてしまえば操作に問題
はないが、後ろ向きの作業時間が多いため首が疲
れる等の意見が出された。

４．おわりに

「細断型ロールベーラ」の利用形態として、次の
三つが考えられる。①作付トウモロコシすべてを
収穫時にロール調製する。②サイロとロールの両
用で、ロールはサマーロールや農繁期・荒天時用
として使用する。③収穫時はサイロを主とし、冬
季にロールに再調製する。
牧草の収穫調製にロール体系が急速に普及した

ように、トウモロコシの収穫体系に大きな革命を
もたらすであろう「細断型ロールベーラ」の評価
試験に携われたことを、生研センター始め関係各
位に深謝し、飼料作機械の『プロジェクトＸ』に
なることを願って現場からの報告とする。



４．おわりに

今回はワンマン作業を紹介しましたが、細断型

ロールベーラを使った多様な作業体系により、そ

れぞれの農家の事情に合った現行の作業体系から

の移行もスムーズに行えるものと考えられます。

また、既存サイロでは、夏場に2次発酵によって

発酵品質が低下してしまうことが多いのですが、

ロールベールはその日に必要な個数のみ開封する

ことが出来るため発酵品質の低下もなく、常に良

質な粗飼料給与が行えることも大きなメリットで

す。

以上のように、細断型ロールベーラを使った収

穫調製は、天候や作業に柔軟な対応ができるほか、

高品質な粗飼料保存技術であることから今後の利

用拡大が期待されます。

写真３

写真４

ル成型時のネット結束が固いため、刈り株上に落

下した際にもネットが裂けることはありませんで

した。これらベールの平均重量は､出穂初期で

355kg、乳熟期で332kgした。（乾物重量で、出穂初

期が73.8kg、乳熟期で79.6kgです。）

ラッピング後のベールは露天で保管し、2ヶ月後

にベールを開封した時の状態は写真3のようにネッ

トをはずしてもすぐに崩れることもなく、結束時

に高密度に成形されていることが分かりました。

またベール開封時の状態は表２に示すとおり、ラ

ップの下部に排汁が10～15kg程度と、ベール中の

乾物損失は極めて少量です。また、今回の２水準

で行った試験結果から、ベールの乾物重量を高め

るためには、乳熟期の刈取りの方が良好でした。

なお、サイレージ発酵品質は表3のとおり、両区共、

ｐHは4.0以下、V-SCOREも90以上と良好なサイレ

ージ発酵であり品質は安定していました。

作業に必要な人数は、細断型ロールベーラとベ

ールラッパの両オペレータとして最低2名いれば充

分可能です。また、刈取り時にダイレクトにベー

ルの形成ができるため、天候の急変や突然の作業

中断にも柔軟に対応ができます。また、ベールの

保管は、牛舎周辺や圃場などの露天に置くことも

可能となり、給餌(写真4)の際にも、既に細断がで

きているため、開封してそのまま給餌することが

できるなど、給与作業の大幅な省力化になりまし

た。

３．「細断型ロールベーラ」を導入した
新しい収穫調製体系

それでは、細断型ロールベーラを導入した新し

い収穫調製方法について説明します。図1に示すと

おり、細断型ロールベーラの作業には、1台のトラ

クタで収穫から調製まで行う「ワンマン作業」、ベ

ーラを固定し別の収穫機で収穫し投入する「定置

作業」、コーンハーベスタの横をベーラが伴走する

「伴走作業」とがあります。その用途によっても使

い分けが出来るようになっており、従来使用して

きたフォーレージハーベスタや自走式多用途農作

業車等をそのまま利用できるなど、初期投資を低

く抑えることができます。

今回は、そのうちのワンマン作業（写真１）に

よるソルガムの収穫調製についてご紹介します。

この作業には、52ps のトラクタでS社製の１条刈

りフォーレージハーベスタと細断型ロールベーラ

を牽引して行い、ラッピングは細断型ロールベー

ラ用に改良したS社製のベールラッパ（写真２）を

33psのトラクタで伴走させ行ないました。

播種は、ソルゴー型ソルガムをジェットシーダ

により条間70cmで条播し、収穫は２番草の出穂初

期と乳熟期の２水準で実施しました。なお、ラッ

ピングは３回巻きとし、刈取り調製時のベール形

状とロス割合は表1のとおりで、ベールの結束をネ

ットで行うため細断物がこぼれ落ちることが少な

く、調製ロスは1%以下と少量でした。また、ベー

写真１

写真２



★ゲノム解析とは

作物の細胞に含まれる染色体の一組、または、その

中のDNAに含まれる全ての遺伝に関する情報をゲノ

ムという。ゲノムには、遺伝子と遺伝子の発現を制御

する情報などが含まれている。これらを明らかにする

ことにより、生命現象を把握したり、遺伝子の位置を示

す目印（DNAマーカー）を特定して、目的とする形質を

選抜することができる。このように、ゲノムを実際の育

種に利用するような研究を含めてゲノム解析という。

○遺伝子

作物を特徴づける因子である遺伝子とは、各タン

パク質のアミノ酸の配列を指定するもので、その構

成要素にはアデニン(A)、チミン(T)、シトシン(C)、

グアニン(G)の4種類の分子（塩基）が存在する。こ

れらの塩基は3個一組の順列で1つのアミノ酸を指定

している。生物の体には通常数千～数十万種類のタ

ンパク質が存在しているが、そのアミノ酸配列は僅

か4種類の塩基配列によって決定されていることに

なる。この遺伝子の全貌が明らかになれば、生物の

中で働いている全てのタンパク質のアミノ酸配列が

把握できることになる。

○遺伝子連鎖地図

染色体地図とほぼ同義語であり、どのような遺伝

子が同じ染色体上にあり連鎖群を形成しているか、

同じ連鎖群に属する遺伝子がどのように配列してい

るかなどを示す地図のことをいう。ある特定の形質に

対応する遺伝子が占有している染色体上の場所のこ

とを遺伝子座といい、2つの異なる表現形質やDNAが

同一染色体上にある場合、その距離が遠ければ遠い

ほど組み換えが起こりやすく、近ければ近いほど起こ

りにくい。この現象を利用し、表現形質やDNAマーカ

ーが一緒に遺伝する頻度を調べ、遺伝子の染色体上

の相対的な位置と組み換え価に基づく距離を示した

ものを遺伝子連鎖地図という。距離は組み換え価（％）

またはセンチモルガン（cM）で表す。

○ QTL解析

遺伝子の地図上のおおまかな位置と形質への寄与

率等を解析する手法で、近年のDNAマーカー利用の

～ゲノム解析とDNAマーカー～ 
サイレージ用とうもろこしの新品種「おおぞら」 新品種

解説 

～初期生育が優れ、耐倒伏性が強くて多収のサイレージ用中生品種～ 
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対「KSC-105」比 対「葉月」比 

「秋立」の地域別乾物収量

【品種の特徴】

◆高消化性遺伝子'bmr-18’を持ち、消化性・嗜好性及び栄養価が優れる
◆乾物収量は「葉月」の145％で、bmr遺伝子を持つ品種としては多収
◆耐倒伏性は「KCS-105」及び「葉月」より優れる
◆すす紋病、紋枯病抵抗性は「KCS-105」並かやや劣り、「葉月」
より優れる

進歩により、草丈や収量等量的形質の遺伝子座

（Quantitative Trait Locus）の解析が進展している。

★ DNAマーカー

個体または系統のDNA塩基配列の違い（DNA多

型）を利用して、目的とする形質を持つ個体また

は系統を選抜したり、識別することができ、主に

次のような手法が用いられる。

○ RFLP

Restriction Fragment Length Polymorphismの略

で、制限酵素で処理して得られるDNA断片の長さ

の多型。ゲノム解析のツールの１つ。遺伝的に特

徴的なパターンを持つことから犯罪捜査時に「指

紋」の代わりに用いられることもある。単一の生

物種内であっても、遺伝子DNAの塩基配列の一部

には種々の個体差が存在する。遺伝子上にはこう

した種内の違いが集積した部位があり、個体特有

の変異パターンを形作っている。この変異パター

ンがRFLPの原因となる。

○ AFLP

Amplified Fragment Length Polymorphismの略。

ゲノム解析のツールの１つで、PCRにより増幅された制

限酵素断片の長さの違いを検出する手法である。解析

に使用するDNAサンプルが少量でよく、１回の解析で

数多くのDNA断片（数十～百数十）を解析できる。プロ

ーブとなるDNAクローンや塩基配列情報の準備も不要

である。このため、DNAマーカー作出に要する時間が

大幅に短縮され、連鎖地図の作成やフィンガープリンテ

ィングによる品種識別だけでなく、遺伝子単離等を目的

とした特定染色体領域のマーカー作製にも有効である。

○ SSR

Simple Sequence Repeatの略で、ゲノム解析のツ

ールの１つであり、ゲノム上のDNA配列の中の数

塩基の繰り返しの配列のことをいう。それらは染

色体上に分散して存在している。こうした配列は、

繰り返される数が品種間によって異なることがあ

る。このDNA断片の長さの違いで品種の違いを判

断できる。また、マーカー作製にも有効である。

（飼料作物研究所　矢崎聖二） 「秋立」の草姿



氷点下１０度を超えると、頬がピリピリ痛い。厳しい朝の労働が始まる。薄闇の中に牛の糞が凍りついて
石のように固まっていたのだ。つまずいて危うく転ぶところ、よろめきながら東の空を仰ぐと真っ赤な太陽
が上ってきた。牛飼の逞しさ、その賛歌である。

G & S 俳壇 太田土男　選

入　選

敷つめられし紅葉をザクとゆく 台東区 山　住　眞　子
破調ながら、「ザクと」に勢いがある。気迫が感じられる。

稔りなき稲穂に農夫肩落とす 習志野市 小　池　純　一
冷害の惨状が「肩落とす」に具象化されている。山田氏の「重き足」も、
冷害を重ねて味わいたい。「十三夜凶作の田の毛ばだてり」は選者吟。

秋高し牧草刈の三日晴　　　 横浜市 垂　石　征　一
乾草の匂いまでもが漂い、読むものを爽快にする。「三日晴」がよい。

曲り家の角に一輪小菊かな 西那須野町 及　川　房　子
印象鮮明、簡潔にして、勘所を掴んでいる。曲り家に調和し、可憐。

一陣の風が押し出す葛の花 府中市 智　田　喜久雄
「押し出す」が写生。花がクローズアップされている。ここが句の眼目。

佳　作

棚田稲背負ひて下る重き足 川崎市 山　田　　　茂
残月に葛の花散る朝の道　　　 逗子市　 根　岸　左　行
やうやくに稲架け終へて星月夜 浦和市　 谷　口　　　俊
里の秋貨物列車の長きかな　 北区　 堀　　　美　和
秋ともし皿の触れ合ふ音のして 蕨市　　 赤　沢　方　子
柘榴
ざくろ

喰ぶ宝石とまごふ種のあり　　　 西那須野町　　及　川　棟　雄
並木道銀杏黄葉

もみじ

に緩急差 北京市　 山　下　憲　博
松茸や約束やめて一人酒 世田谷区 亀　山　久美子
時忘れ色づく木々に足を止め 江東区　　　　望　月　てる美

島根県西ノ島町後山牧

会員だより ホクレン農業協同組合連合会 

『良質自給飼料生産への取り組み』 『良質自給飼料生産への取り組み』 
１．はじめに

北海道酪農は年々規模拡大と高乳量化が進み、

酪農経営において飼料費の占める割合が高まって

おり、良質自給飼料を安定的に低コストで生産す

ることがますます重要となっています。

一方で、草地更新に係る補助事業の予算削減や、

機械・労力・費用面の制約による自力更新の停滞

により、年々草地更新面積は減少し（図１）、自給

飼料生産基盤の弱体化が危惧されています。

本会は、良質自給飼料の重要性を啓蒙し、自給

飼料生産基盤を強化するために様々な取り組みを

行っており、その一部をご紹介します。

２．良質自給飼料の優位性

本会は、ホクレン畜産技術研究所において、良

質自給飼料の経済性を実証する様々な給与試験を

行ってきました。その試験の一つは、イネ科単播

サイレージとマメ科混播サイレージの1番草・2番

草をそれぞれ高泌乳牛に給与し、飼料費や産乳量

から経済性を比較したものです。

その結果は、マメ科混播区はイネ科単播区に比

べ、産乳量が高く購入飼料費が低かったため、生

乳1kgあたりの飼料費は4円も安くなるというデー

タも出ております。このことは、マメ科牧草が栄

養価に優れ、生乳生産コストの大幅削減を可能に

することを実証しています。

３．新マメ科牧草「ガレガ」の導入

このような試験の結果から、草地更新にはマメ

科混播を普及・推奨してきましたが、既存のアカ

クローバやアルファルファなどのマメ科牧草は永

続性や越冬性など栽培上の制限要因もあります。

そこで、本会が注目したのが新マメ科牧草「ガレ

ガ」です（写真：下）。

この「ガレガ」はコーカサス山脈を原産地とし、

エストニア農業試験場で開発された越冬性・永続

性に非常に優れる栄養価の高いマメ科牧草です。

また、競合力が緩やかなので、チモシーとの混播

に適する草種として期待しています。

４．簡易更新技術の普及

本会は、マメ科牧草が消失した牧草地を耕起す

ることなく、アカクローバなどのマメ科牧草を追

播するために、追播専用機の貸し出しや技術指導

を行っています。この機械は作業性が良く作業能

率に優れるため、現在はマメ科牧草追播だけでな

く、イネ科牧草の追播や簡易更新など広範囲に利

用されています。

５．おわりに

BSEの発生や食の安全性、家畜排泄物などの面

からも自給飼料に対する期待はますます大きくな

っていくと思われます。本会は、自給飼料に関わ

る情報の提供や技術指導などを通じて自給飼料生

産基盤の強化に貢献したいと考えております。

 図１．草地更新面積の推移 
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協会だより  協会だより  

第３回放牧サミットの開催

第３回放牧サミットは全国から約330名の参集を得て平成１５年８月２７日～２８日の２日間にわたって

北海道十勝管内で開かれた。昨年までは当協会単独の主催で行われたが、今年は（独）農業技術研究機構

（現（独）農業・生物系特定産業技術研究機構）畜産草地研究所との共催で開催された。

１日目は帯広市内のホテルでの座学による研修で、續省三当協会会長の主催者挨拶、原田英男農林水産省

草地整備推進室長、平岩裕規北海道農政部次長の来賓挨拶の後、東京大学矢坂助教授ほか２氏による基調講

演、北海道浦幌町模範牧場三宅牧場長ほか５氏による事例発表、畜産草地研究所落合飼料資源研究官を座長

として「放牧酪農の展望と課題」をテーマにパネルディスカッションがおこなわれた。

基調講演

①　日本の放牧酪農の展開と意義　講師：東京大学助教授　矢坂雅充氏

②　消費者の立場からみた放牧について　講師：ジャーナリスト　増田淳子氏

③　米国における放牧酪農及び放牧酪農の栄養管理　講師：ペンシルバニア州立大学教授　ローレンスD．

ミラー氏（通訳：帯広畜産大学助教授　花田正明氏）

事例発表

①　浦幌町模範牧場における公共牧場の活性化について　発表者：同牧場長　三宅英彰氏

②　橋本牧場における放牧酪農について　発表者：清水町酪農家　橋本晃明氏

③　足寄町における放牧振興について　発表者：足寄町農林課係長　寺地優氏

④　府県における小面積放牧のメリットを生かす牛群管理　発表者：静岡県富士宮市酪農家　中島邦造氏

⑤　十和田地区における肉用牛振興について　発表者：青森県十和田市畜産課　矢吹弘氏

⑥　放牧場の生産性と疾病について　発表者：（独）農業技術研究機構　動物衛生研究所主任研究官　山

根逸郎氏

パネルディスカッション

テーマ：放牧酪農の課題と展望　

座長：（独）農業技術研究機構　畜産草地研究所飼料資源研究官　落合一彦氏

２日目は現地検討会で、十勝管内清水町の橋本牧場及び境野牧場を視察、牧場主の橋本氏、境野氏の説明、

ローレンスD．ミラー氏らのアドバイス、参加者らの質疑応答がなされた。

最後に帯広市の八千代公共育成牧場を訪れ、帯広市営農課長（兼牧場長）の米倉進氏から牧場の概要につ

いて説明を受けた。牧場内のふれあい施設を視察し、カウベルハウス前の野外施設で豪快にバーベキューの

昼食をし、２日間にわたる放牧サミットの全日程を盛会裏に終了した。

今回のサミットは初めての試みとして畜産草地研究所との共催で行ったことに加え、最近放牧が見直され

てきたこともあり、参加者もこれまでで最も多い３３０名にのぼり、参加者からも大変有意義だったとの感

想も寄せられている。

参加者等の要望もあり、講演、事例発表などの概要については、今後発刊予定のグラス＆シードで特集を

組み報告する予定である。
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○家畜排泄物対応→完全追求型「沃野システム」 

　　　　　　　　　簡易・低コスト型「エコエバー（貯蔵槽専用止水シート）」 

○微生物対応→サイレージ用乳酸菌、稲発酵粗飼料用乳酸菌、 

　　　　　　　悪臭軽減混合飼料 

　環境　→「有効活用」の拡大へ 
○家畜排泄物対応→完全追求型「沃野システム」 

　　　　　　　　　簡易・低コスト型「エコエバー（貯蔵槽専用止水シート）」 

○微生物対応→サイレージ用乳酸菌、稲発酵粗飼料用乳酸菌、 

　　　　　　　悪臭軽減混合飼料 

《環境保全型農業》 

 


