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１．長大飼料作物の栽培の意義

農林水産省生産局畜産部畜産振興課 山内 洋志

１．はじめに

とうもろこし、ソルガムに代表される長大飼料作物は、夏季に高温となるわが国の気

象条件を活かし、高収量・高栄養を実現することができる優良な飼料作物である。

また、家畜の嗜好性も高く、ホールクロップ・サイレージとしての調製法も確立され

ていることから、長大飼料作物の安定的生産を通じ、畜産経営の安定化にも寄与するも

のである。

一方で、長大飼料作物の生産は、その高収量がゆえの扱いづらさも併せ持っており、

特に収穫時に多大な労力を要することにより、これまで期待されたほどの生産の拡大が

図られなかった状況にある。

さらには、酪農主産地たる道東・道北地域では、冷涼な気候条件による積算温度の低

さから十分な生育量を確保できず、近年まで長大飼料作物が導入されてこなかった。

本稿では、長大飼料作物栽培の意義として、自給飼料生産における長大飼料作物生産

の位置付け・重要性を改めて確認するとともに、生産状況の現状と課題、生産拡大に向

け期待される技術やこれを支援する制度について述べ、長大飼料作物栽培の今後のある

べき展開方向を示したい。

２．飼料増産運動について

食料・農業・農村基本計画（以下 「基本計画」という ）においては、具体的な数、 。

値目標として食料自給率の向上を掲げ、現状（平成15年度。以下、基本計画の記述に

おいて同じ ）40％（熱量ベース。以下同じ ）を平成27年度までに45％に向上させる。 。

ことを目標としている。これに基づき、主な作物について品目別の自給率目標が設定

され、飼料についても現状24％を平成27年度目標として、35％まで向上させることと

している。また、このうち粗飼料については、現状76％を平成27年度には100％まで向

上させ、完全自給を目指している （表１）。

表１ 基本計画に定める平成27年度生産努力目標（関係部分抜粋）

項 目 現状（平成15年度） 目標

食料自給率 ％ ４０ ４５

飼料自給率 ％ ２４ ３５

うち粗飼料 ％ ７６ １００

うち濃厚飼料 ％ １０ １４

ところで、基本計画において数値目標を掲げる理由は、この自給率の数値的目標を

達成することにより、食料・農業・農村基本法に定める四つの基本理念（食料の安定



供給の確保、多面的機能の発揮、農業の持続的発展及び農村の振興）の実現に通じる

ものとして挙げているものである。すなわち、基本計画目標は、現在からの趨勢見通

しをもとに、関係者の最大限の努力が図られた際に達成可能な目標として定められて

おり、これは決して達成不可能なものではない。飼料自給率の目標に関しては、家畜

への理想的な粗飼料給与量から考え、導き出したものであり、例えば酪農経営におけ

る粗飼料給与率は現状48.6％を58％に、繁殖肉用牛経営においては同67.0％を71.0％

に引き上げることとしているが、これは現在の生産性のレベルを落とすことなく、達

成可能な数値である。

このようにして設定された平成27年度の国内産粗飼料の生産量目標は、590万TDNｔ

（現状：352万TDNｔ）であり、これを達成するために必要となる飼料作物面積を110万

ha（現状：93万ha 、平均単収を4.53ｔ/10a（現状：3.80ｔ/10a）と定めており、長大）

飼料作物をはじめ、各牧草・飼料作物の作付拡大や単収増による生産量の底上げが必

要である（表２ 。）

表２ 基本計画における粗飼料の需要・生産見通し（関係部分抜粋）

項 目 現状（平成15年度） 目標

粗飼料給与率 ％

酪農経営 48.6 58.0

肉用牛繁殖経営 67.0 71.0

国内産粗飼料生産量 万TDNｔ 352 590

飼料作物作付面積 万ha 93 110

平均単収 ｔ/10a 3.80 4.53

以上に挙げた目標達成を目指し、平成17年度から自給飼料増産行動会議等による飼

料増産運動を展開しており、特にとうもろこしについては、期待される収量の高さと

家畜の要求する栄養分を高いレベルで満たすことが相まって、飼料増産運動において

も重点取組事項として挙げられているところである。

３．長大飼料作物生産の現状と課題

表３に、とうもろこしとソルガムの作付面積の推移を示す。長大作物全般では、こ

こ10年間、漸減傾向で推移している。

個別に見てみると、とうもろこしについては、北海道は年次により増減が見られる

、 （ 、 ）、 、 、ものの 漸減傾向 平成18年は 対前年微増 都府県については 一貫して漸減傾向

結果、全国で見た場合漸減傾向で推移している。

ソルガムの作付は都府県のみであり、平成10年に増加が見られたほかは、漸減傾向

で推移している。

この結果、直近の10カ年間でとうもろこしは2万ha、ソルガムは7千haそれぞれ作付

面積を減じている状況にある。



一方、単収について見てみると、年による増減が見られるものの、ここ10年間につ

いては横ばい傾向で推移している（図１ 。詳細を見てみると、とうもろこしは、最低）

でも10ａ当たり5ｔの単収は確保しつつも、高収量の年でも５ｔ半ばを超えていない状

況である。また、ソルガムについては、高収量の年で6ｔ半ば、低収量の年で5ｔ半ば

の範囲で推移している。

図１ 主要飼料作物単収の推移
資料：農林水産省「作物統計」

いずれも、生育期間の好天に恵まれた年には高収量、低温や台風の影響を受けた年

には低収量と、天候次第の状況にあり、新品種や生育技術の改良が収量の劇的な向上

には結びついておらず、伸び悩みの状況にある。

このように、長大飼料作物の生産量が伸び悩み、漸減傾向で推移している原因とし

表３　青刈りとうもろこしとソルガムの作付状況の推移

全国 都府県 北海道 全国 都府県 北海道

平成 8 年 104,600 67,500 37,200 26,900 26,900 ―

9 103,000 65,200 37,800 26,300 26,300 ―

10 101,100 63,700 37,400 26,800 26,800 ―

11 99,000 61,400 37,700 25,800 25,800 ―

12 95,900 59,000 36,900 24,800 24,800 ―

13 93,100 56,900 36,200 24,200 24,200 ―

14 91,300 54,800 36,500 23,100 23,100 ―

15 90,100 53,100 37,000 21,600 21,600 ―

16 87,400 50,700 36,600 20,800 20,800 ―

17 85,300 49,700 35,600 20,100 20,100 ―

18 84,400 48,500 35,900 19,100 19,100 ―

　資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」

青刈りとうもろこし ソルガム
区分

0 .00

1 .00

2 .00

3 .00

4 .00

5 .00

6 .00

7 .00

平
成

 8
年 9 10 11 12 13 14 1 5 16 1 7 18

（単位：トン／10ａ）

牧　草

青刈り
とうもろこし

ソルガム



ては、以下が考えられる。

① 畜産経営において、頭数規模拡大に飼料作物の作付が追いつかない。つまり、

飼料生産に労力を割けない （これは、自給飼料に共通する原因）。

② 都府県においては、飼料生産自体を全く行わない経営も存在 （飼料生産を拡大。

するベース自体がない）

③ 牧草類と比べ 作業労力が過大である 特に 毎年の播種管理 収穫・調製 サ、 。 、 、 （

イロ詰）に手間。特に、牧草類でロールベールラップ・サイレージ体系が確立さ

れてからは、収穫・調製の労力差は顕著。

④ 台風常襲地帯においては、甚大な台風被害に遭うことにより、以後の長大飼料

作物作付を断念する例も見られる。

⑤ 中山間地域における鳥獣害の拡大による作付断念 （これは、飼料作物に限らず。

各作物共通）

さらに、

⑥ ソルガムにおいては、栄養収量の高い子実型やソルゴー型からスーダン型への

切り替えがみられ、単収伸び悩みの要因となっている。

以上のような課題に対し、近年、新たな技術開発による成果が得られているところ

、 、 。 、であり 問題を解決し 長大飼料作物を増産に転じる期待が高まっている 次節では

新たな技術開発とその普及状況について触れていく。

４．新たな技術開発と普及状況

長大飼料作物を栽培する上で、最も大きな課題となるのが労働力不足の問題である。

平成16年より現場レベルでも普及が始まった細断型ロールベーラ体系は、長大飼料作物

収穫時の労力軽減策として効果的で

ある（写真１ 。この体系は、収穫か）

らロールベーラ形成までの一連の作

業をワンマン・オペレーションで可

能としたものであり、これをラップ

サイレージ化して調製することに

より、調製作業の軽減、サイレージ

品質の安定化にも寄与している。

今後の普及のための課題としては、

機械の低価格化が求められるととも

写真１ 細断型ロールベーラに、機械の効率的な活用や収穫量・品

質の確保のため、作業の共同化、飼料生産受託組織（コントラクター）の活用も重要で

ある。特に、前節で取り上げたように、飼料生産用の機械を手放してしまった都府県の

農家へ自給飼料を供給するためには、コントラクターの設立・展開は必須である。



また、飼料生産のさらなる効率化を見据え、汎用型飼料収穫機も開発されたところで

ある。この機械は、収穫アタッチメントの交換だけで、牧草・長大飼料作物・飼料稲の

収穫が可能となるものであり、今後、実証を兼ねた先進優良事例の展開によるコストパ

フォーマンス向上、普及の進展が期待される。

一方、栽培地域の拡大を目指した品種開発として、

これまで積算温度の限界により、とうもろこしの作

付けが見られなかった地域（道東、道北等）への対

応品種が開発されたところである。代表的なものと

して平成17年に品種登録された「ぱぴりか」が挙げ

られ（写真２ 、平成18年の北海道におけるとうもろ）

こしの作付増は、この品種の作付展開が反映された

ものと思われる。今後、さらなる適応品種の開発に

より、畜産主産地である北海道でのとうもろこし作

付の増加が期待される。

また、西南暖地におけるとうもろこし栽培に対し

写真２ 「ぱぴりか」の草姿ては、九州等二期作可能地域を念頭にした品種開発と

不耕起栽培の改良等の技術を組み合わせることにより、

、 。作付・収穫量の向上とともに労力軽減が達成されることから 今後の普及が求められる

ソルガムについては、耐倒伏品種の開発とともに、耐倒伏－多収品種の混播による倒

伏回避と収量向上を両立させた技術開発が進展しつつあり、こちらも今後の生産現場へ

の普及推進が求められる。

５．主な支援対策について

ここでは、前節で触れた新

たな技術等の普及に当たり、

これを支援するための各種補

助制度等について示していき

たい。飼料増産運動において

は、各種事業連携の下、飼料

増産のための重点事項に係る

施策を展開しているところで

あるが、このうち長大飼料作

物の生産拡大に係るものを表

４に抜粋した。

労働力問題の解決策の一つ

として取り上げた、細断型ロ

１９年度施 策

表４ 平成１９年度行動計画の実行に向けて（抜粋）

トウモロコシの
作付拡大

・交付金・助成金

・トウモロコシ細断型ロールベーラ体系等の導入支援
（強い農業づくり交付金１／２、１／３ 補助）

・草地更新時にトウモロコシ等高収量作物に転換
（国産飼料資源活用促進総合対策 6万円/１ｈａ）

飼料生産の外
部化（コントラク

ター、ＴＭＲセンター）

の推進
・交付金・助成金
・条件整備
・人づくり

・機械・施設の整備支援 （強い農業づくり交付金１／２、１／３補助）
・先進的な取組を行うＴＭＲセンターへの支援（未来志向型技術革新対策、直接採
択補助金 １／２補助）
・コントラクター(耕種農家で構成する集団を含む)の受託作業面積に応じた面積当

たり助成 （国産飼料資源活用促進総合対策（農畜産業振興機構事業）
飼料作付、飼料収穫、稲わら収穫、稲WCS収穫、

堆肥処理、草地更新作業等：定額助成

・コントラクターアドバイザーの育成 （中央畜産研修の充実・強化）

作業受委託需給マップ・ネットワーク
の充実・強化

飼料生産基盤
の確保（基盤整備、
利用集積）

・助成金
・交付金
・制度

・草地及び飼料畑の造成・整備改良、担い手への土地利用集積を伴う飼料基盤の
整備、公共牧場の草地基盤と施設との一体的整備、草地林地等の整備
・耕種農家等が円滑に畜産を導入できるよう支援を行いつつ、飼料基盤と施設を
一体的に整備（草地畜産基盤整備事業(公共) 50％、55％以内等補助）
・畜産主産地等で一定規模要件をもって実施する飼料基盤整備等を補完しながら、
地域の実情に対応した飼料基盤整備（強い農業づくり交付金（飼料基盤活用の促
進）１／２等補助）
・家畜排せつ物処理施設とたい肥の還元用草地等の一体的な整備（畜産環境総
合整備事業（公共）50％以内等補助）
・農地の有効利用を促進するため、耕作放棄地に対して自治体が強制的に利用
権を設定し、株式会社を含めた利用者へ貸し出すことが可能 （農地法と農業経営
基盤強化法）



ールベーラ等機械・施設の整備支援として「強い農業づくり交付金」の活用が可能であ

る。

また、飼料生産の外部化の推進を支援するものとして、コントラクターの受託面積に

応じた面積当たり助成を農畜産業振興機構事業により実施している。特に、長大作物の

作付作業については他の飼料作物の場合よりも助成単価を増額して対応している。加え

て、コントラクターの持続的・安定的な展開促進のための人材育成対策として、中央畜

産研修においてコントラクターアドバイザーを育成しているところである。

長大飼料作物の作付拡大に係る支援としては、草地更新時にとうもろこし等の高収量

作物に転換する際の助成も農畜産業振興機構事業により実施している。また、長大飼料

作物を含む飼料生産基盤の確保として、基盤整備や利用集積に対する支援を、草地畜産

基盤整備事業等により実施している。

さらに鳥獣害対策については、飼料作物に限らず各作物共通の課題であるため、農水

省では「野生鳥獣害防止マニュアル」を取りまとめるとともに、具体的な防止対策技術

等の実用化に向け、公募型の鳥獣害防止対策事業を展開する等の対策を講じているとこ

ろである。

これら各々の施策展開と合わせ、各地域において飼料増産行動会議が実施されている

ところであり、特に平成19年度の各地域での現地検討会においては、最断型ロールベー

ラの実証、新品種導入、コントラクターの展開等が他の重点項目とともにテーマとして

設定され、関係者の意識向上・技術の普及に寄与してきたところである。これら具体的

な支援策を通じ、今後とも長大型飼料作物の生産振興に資する施策を展開していく予定

である。

６．おわりに

、 、 、昨今 輸入穀物飼料の価格高騰の流れを受け 飼料増産運動がクローズアップされ

中でも粗飼料としての特徴を持ちつつ高い栄養収量も確保し得る長大飼料作物の生産

が見直されつつある。

しかしながら、自給飼料生産に係る関係者、そして誰よりも農業者自身が意識しな

ければならないのは、輸入飼料高騰の時勢だから自給飼料の増産に励まなければなら

ないのではなく、元々、大家畜経営に必要となる自給飼料生産をわが国において完結

することは当然のことだということである。

関係者諸氏には、もはや耳慣れた言葉ではあろうが 「土－草－牛」とつながり、そ、

してまた牛から土へと物質が循環することにより大家畜畜産経営を発展させていくこ

とこそが、我々自給飼料増産に関わる者がこだわるべき目標であり、この目標の成就

のための大きな原動力となり得るのが長大飼料作物の生産増大であると言えよう。



２．最近のトウモロコシ、ソルガムの品種特性 

１）トウモロコシ 

(１) 北海道向き品種 

 

（独）農業・食品産業技術総合研究機構北海道農業研究センター 

寒地飼料作物育種研究チーム 濃沼圭一 

 

１．はじめに 

 北海道におけるサイレージ用トウモロコシの栽培面積は約３万６千 haで、飼料作物

全体に占める割合は約６％である。1980年の５万４千haをピークに減少が続いたが、

1995 年以降はほぼ横ばいの傾向となっている。トウモロコシは乾物生産力が高く、子

実を多く含み高栄養であることから、単位面積当たりでは牧草の２倍程度の TDN 収量

が得られる。そのため、限られた飼料畑を有効に活用して飼料自給率の向上を図る上

できわめて重要な作物となっている。近年の穀物相場の高騰による購入飼料費の上昇

を抑えるためにも、一層の利用拡大が望まれる。 

 現在、外国品種を中心に特性の異なる多数の品種が市販されているが、どの品種を

栽培するかによって、栽培条件が同じであっても得られる栄養収量が大きく違ってく

ることもある。高品質自給飼料の安定生産を実現するためには、栽培環境に合った品

種を選択することが重要である。 

 

２．品種選定のポイント 

 サイレージ用トウモロコシの収穫適期は黄熟中～後期である。この時期にはホール

クロップ中の TDN 含量が最も高まるとともに、乾物率がサイレージ調製に好適な 30%

前後となる。したがって、品種選定にあたっては、まず、栽培地で安定して黄熟期に

達する適正熟期の品種を選択することが重要である。その上で、収量性、耐倒伏性、

病害抵抗性、耐冷性などの特性を考えて品種を選定する。 

収量性については、生収量ではなく乾物収量に基づいて判断する必要がある。生育

量の大きな晩生品種では生収量は高いが、早生の品種に比べて乾物率が低いため乾物

収量が早生品種より低くなることが多い。栄養価に大きく影響する乾物中の雌穂割合

にも品種間で差がある。また、晩生な品種を早刈りすると雌穂重割合は低くなる。 

耐倒伏性は、収量、収穫時の作業能率や収穫ロスの多少、収穫物の飼料品質という

３つの点で重要な特性である。すなわち、生育期間中の早い時期での倒伏の発生は受

光体勢を悪化させるとともに稔実を低下させて収量低下を招く。また、収穫時に倒伏

していると収穫作業の能率を低下させ、収穫ロスが増えるだけでなく、収穫物への土

砂の混入によってサイレージの栄養価や家畜の嗜好性を低下させる。 

病害に関しては、北海道ではすす紋病が最も重要で、常発地帯やトウモロコシの連



作圃場ではではすす紋病抵抗性の強い品種を栽培する必要がある。すす紋病に激しく

罹病すると、雌穂収量や茎葉の飼料品質が低下する。 

耐冷性に関しては、低温下での発芽性と初期生育性に大きな品種間差がある。トウ

モロコシの冷害被害は生育が遅延して初霜前に黄熟期まで達しないという遅延型冷害

がほとんどであるが、最近、根釧地域では生育初期の低温により雄穂の発達が不十分

となって花粉の飛散量が減少し稔実障害につながるという事例が報告されている。し

かし、耐冷性に優れる北海道の在来品種を親としている国産品種では低温発芽性や初

期生育性が優れており、低温年にも稔実障害の発生は報告されていない。 

 

３．北海道優良品種 

 北海道優良品種は、北海道内の複数の試験場における３年間の試験と現地での２年

間の試験の成績からその優秀性が確認されたもので、現在は表１に示す 27品種が登録

されている。優良品種の熟期は、早生、中生、晩生の各熟期をさらに早、中、晩の３

つに分けた「早生の早」から「晩生の晩」までの９つの熟期帯に区分され、「晩生の晩」

を除く８つの熟期区分について優良品種が選定されている。各熟期帯と種苗会社等の

カタログに掲載されている相対熟度(RM)とのおおよその関係は、表１に示すとおりで

ある。これらの品種の概要は北海道牧草・飼料作物優良品種一覧表にまとめられてお

り、北海道農政部の HP（HP アドレス： http://www.agri.pref. hokkaido.jp/center/ 

syuppan/siryo/ ）に掲載されている。 

 表１に示した優良品種のうち種苗会社等のカタログに掲載されている品種について、

それらの主な特性を表 2にまとめた。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表１.　北海道優良品種の熟期区分と優良品種

熟期区分
相対熟度(RM)

の目安
優良品種

早 75～80 エマ (1986)、 ぱぴりか (2005)、 デュカス (2006)

早生 中 80～85
ビスカ (2003)、リッチモンド (2003)、チベリウス (2004)、
39F83 (2005)、39H32 (2005)、シンシア90 (2005)

晩 85～90
ピヤシリ85 (1996)、LG2290 (1996)、ディアHT (1997)、
ピリカ90 (1998)、モノポル85 (2001)、ネオ85 (2004)

早 90
ブリザック (2005)、KD417 (2005)、SH1353 (2005)、
きたちから (2005)

中生 中 95
クラリカ (1998)、おおぞら (2002)、TH058 (2006)、
DKC34-20 (2007)

晩 100 36A43 (2002)、36B08 (2004)、KD500 (2007)

早 105 35G86 (2001)

中 110

　注： 優良品種の（　）内の数字は登録年次

晩生



１）道東・道北地域向きの品種 

 根釧地域向きの「ぱぴりか」は雌穂割合が高く耐冷性に優れる。道北および根釧地

域向きの「デュカス」は「ぱぴりか」に比べてやや晩性で耐倒伏性が強く多収だが、

すす紋病抵抗性がやや弱く、耐冷性が「ぱぴりか」よりやや劣る傾向にある。 

 十勝、網走および道央北部地域向きの品種では、「チベリウス」の収量が極めて高い

が、本品種はすす紋病抵抗性がやや弱いので、本病の常発地や連作圃場での栽培には

抵抗性の強い「39H32」、「リッチモンド」、「シンシア 90」、「ビスカ」などが適する。

また、「39F83」や「39H32」は雌穂収量と雌穂割合が高い。「ブリザック」と「KD417」

は互いに似た特性をもち、いずれも収量性、耐倒伏性、すす紋病抵抗性が優れている。 

２）道央・道南地域向きの品種 

 「DKC34-20」、「おおぞら」、「TH058」はいずれも耐倒伏性に優れ多収である。「DKC34-20」

と「TH058」はすす紋病抵抗性が強く雌穂重割合が高く、「おおぞら」は初期生育に優

れ低温年にも登熟が安定して早い。「KD500」は初期生育に優れ多収で、「36B08」は多

収ですす紋病抵抗性が極強である。 

 

表 2 北海道優良品種の主要特性 

 品 種 名 
熟期 

区分 

乾物 

収量 

 雌穂重 

 割合 

初期 

生育 

耐倒 

伏性 

 すす紋 

 病抵抗 

 性 

 適  地 

 ぱぴりか 早-早 やや多収 高 良 中 やや強 根釧地域 

 デュカス 〃 多収 やや高 良 強 やや弱 道北および根釧地域 

 39F83 早-中 多収 高 中 やや強 中 

 チベリウス 〃 極多収 やや高 良 やや強 やや弱 

 39H32 〃 多収 高 やや良 強 やや強 

 リッチモンド 〃 やや多収 やや高 やや良 強 やや強 

 シンシア 90 〃 多収 やや高 やや良 強 強 

 ビスカ 〃 多収 やや高 やや良 やや強 強 

道央北部、十勝および

網走地域 

 ネオ 85 早-晩 多収 やや高 中 やや強 強 
道央北部、十勝中部お

よび網走内陸地域 

 ブリザック 中-早 多収 やや高 やや良 やや強 強 

 KD417 〃 多収 やや高 やや良 やや強 強 

道央北部、十勝中部お

よび網走内陸の気象

条件の良好な地域 

 DKC34-20 中-中 多収 やや高 やや良 強 強 

 おおぞら 〃 多収 中 良 強 中 

北部を除く道央地域

と道南地域 

 TH058 〃 多収 高 やや良 強 強 北部を除く道央地域 

 KD500 中-晩 多収 やや高 良 やや強 強 

 36B08 〃 多収 やや高 中 やや強 極強 

北部を除く道央地域

と道南地域 

注）北海道優良品種のうち各社のカタログに掲載されているものを記載 



（２）本州向き品種 

長野県中信農業試験場 畑作育種部 
とうもろこし育種指定試験地 三木一嘉 

 
１． はじめに 
トウモロコシは単位面積当たりのエネルギー収

量が高く、家畜の嗜好性にも優れるため、自給飼

料生産の基幹作物として、平成 18 年には本州で

約3万1000ヘクタールの栽培が行われています。 
本州向けに市販されている品種は RM(相対熟

度)90 前後の極早生から、RM135 程度の晩播・二

期作栽培用の晩生種まで広範で、品種数は 80 以

上に及び、その特性も様々です。このため、地域

に適した優良品種の選定が特に重要となります。 
 
 

２． 本州向き主要品種の特性 
本州のとうもろこし栽培は、温度条件の厳しい

東北地方や中部高冷地から、温暖地の西日本まで広域で行われています。このため、品種

に要求される特性は、収量性、耐倒伏性および雌穂割合のほか、極早生では低温伸長性や

すす紋病抵抗性、中晩生以降ではごま葉枯病抵抗性や晩播適性も重要となります。 
現在、飼料作物奨励品種選定・普及促進協議会の作成したサイレージ用とうもろこしの

関東・東海・北陸地域版ナショナルリストには下記の品種が掲載されています。 
 

表１ 本州（関東・東海・北陸地域）向け優良品種（極早生～中生） 
品種名  商品名          RM     熟期        乾物   雌穂     耐倒    すす   ごま葉 

 収量    割合      伏性    紋病     枯病 
    抵抗性   抵抗性 

36B08    ﾊﾟｵﾆｱ106日    106  極早生～早生  多収*   高     中～強   強     中 

35Y65    ﾊﾟｵﾆｱ108日    108  極早生～早生   多収*   高      強    －     中 

TX201    ﾛｲﾔﾙﾃﾞﾝﾄ110    110   早生      多収   中     強   中～強  中～強 

33J24    ﾊﾟｵﾆｱ112日    112   早生      多収   高     強    －   中～強 

タカネスター       113   早生      多収**  中     強～極強  極強    極強 

KD640    ｺﾞｰﾙﾄﾃﾞﾝﾄKD640  114   早生      多収   中     強    －   中～強 

セシリア  ﾊﾟｵﾆｱ115日    115     早生        多収    高      強    －     中 

KD670    ｺﾞｰﾙﾄﾃﾞﾝﾄKD670  117  早生～中生    多収 中～やや低   強     －      強 

DKC61-24 ｽﾉｰﾃﾞﾝﾄ118      118  早生～中生    多収    中     中～強    －      強 

ZX7605   Z-Corn120      120  早生～中生    多収     中       強      －       強 

*：極早生～早生品種として多収である。**：茎葉消化性が高い。 

タカネスター 



表２ 本州（関東・東海・北陸地域）向け優良品種（中生～晩生） 
品種名   商品名          RM     熟期        乾物     雌穂     耐倒      ごま葉 

  収量      割合      伏性       枯病 
    抵抗性 

32K61      ﾊﾟｵﾆｱ122日     122     中生       多収     やや高 やや強～強  中～やや強 

GX5006     ｸﾐｱｲﾃﾞﾝﾄ123     123     中生       多収       中      強     強～極強 

31N27     ﾊﾟｵﾆｱ125日      125    中晩生     多収     極高  やや強～強      強 

ゆめそだち                 125    中晩生     多収     極高      強       強～極強 

NS446      ｻｲﾚｰｼﾞｺｰﾝNS99A  126  中生～晩生    多収*   やや低    強       強 

KD777      ｺﾞｰﾙﾄﾞﾃﾞﾝﾄKD777  127     晩生       多収    やや高    強    強～極強 

*：特に茎葉収量が高い。 

 
このうちタカネスターは長野県中信農試

で育成された新品種で、茎葉消化性が高く、

東北から九州までの広域に適応する早生種

です。また、ゆめそだちは九州沖縄農研セ

ンターで育成された中生種で、雌穂割合が

極めて高い特徴をもちます。 
また、上記以外に、本州地域の複数の県

で奨励品種に指定されているものとして、

RM100以下の極早生では北海道農研センター育成のおおぞら、37D25、RM115以下の早

生では34N43、KD620、ｸﾐｱｲﾃﾞﾝﾄ113、九州沖縄農研センター育成のゆめちから、晩生や

晩播用品種では3470、KD772ｽｰﾊﾟｰなどがあります。 

 

 

３． 近年の市販品種の特性 
長野県中信農業試験場では平成18年度に35品種を供試して優良品種の選定と特性の把

握を行いました（表３）。その結果、以下の品種が 2 ヶ年以上継続して選抜されました。 
 

表３ 長野県で試験中の優良品種候補 
品種名   商品名       RM     熟期      乾物    雌穂   耐倒  すす  ごま葉   茎葉 

   収量     割合   伏性   紋病    枯病   消化性 
  抵抗性  抵抗性 

DKC34-20  ﾆｭｰﾃﾞﾝﾄ95日  95   極早生     多収*    高    －     中     －     高 

ZX5198    Z-Corn115   115    早生      多収     中    －    －   強     － 

34B39     ﾊﾟｵﾆｱ115日  115    早生     極多収     高    －    －   強     高 

ｻｲﾚｰｼﾞｺｰﾝNS118         118  早～中生   極多収    中    －    －      強     高 

ｸﾐｱｲﾃﾞﾝﾄ125N           125   中晩生     多収      中    強    －     強     － 

32F27     ﾊﾟｵﾆｱ126日  126   中晩生    極多収    高    強    －     強     高 
*：極早生～早生品種として多収である。 

ゆめそだち雌穂 



また、本試験の結果から、近年の市販品種の特性には下記のような品種間の差異が認め

られ、優良品種選定の重要性が再確認されました。 
１）早晩性と収量：熟期毎に収穫調査を 4 回行った結果、晩生になるほど乾物収量は向上

しましたが、極早生、晩生品種では品種間差も大きくなりました。また TDN 収量に影響

する雌穂重割合には、いずれの熟期にも大きな品種間差が認められました（図 1）。 
２）雌穂中の子実割合：雌穂中の子実割合は極早生、晩生に比べ早生、中生で高い傾向に

ありましたが、同熟期の品種間にも各 3～5 ポイント程度の差異が認められました。 
３）茎葉およびホールクロップ TDN 含量：近赤外分光計で推定した茎葉 TDN 含量には

約 14 ポイントの品種間差が認められ、一方、雌穂中の子実割合の品種間差により、雌穂

TDN 含量には約 4 ポイントの品種間差が認められました。そして、雌穂重割合の差異も

考慮した結果、ホールクロップの TDN 含量には約 9 ポイントの品種間差が認められまし

た（図 2）。一般に、茎葉消化性の高い品種は雌穂割合が低くなる傾向にありますが、表３

のとおり、近年の品種には、茎葉消化性と雌穂割合を両立した、高 TDN 含量の品種もみ

られるようになりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現在、本州地域の各県では延べ90品種以上が奨励品種に指定されていますが、種子が市

販されているのはこのうち30品種程度です。とうもろこしは他の飼料作物と比べて品種の

改廃速度が早いため、自給飼料の増産のためには、今後も積極的に優良品種の選定を行っ

ていく必要があります。 

図 1．カタログ RM と乾雌穂重割合       図 2．ﾎｰﾙｸﾛｯﾌﾟ TDN 含量および乾物総重 

注:ﾎｰﾙｸﾛｯﾌﾟ TDN 含量は、茎葉 TDN含量を近赤外分

光計により、雌穂 TDN含量を雌穂中子実割合により

推定し、乾雌穂重割合をもとに算出。 
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（３）九州向き品種 

 

（独）農業・食品産業技術総合研究機構九州沖縄農業研究センター 

周年放牧研究チーム 澤井 晃 

 

１．九州向きトウモロコシ品種に必要な特性 

 九州の温暖な気候条件には、トウモロコシの相対熟度（RM）110～130 程度の品種が

適している。前作の収穫期によって、３～６月に播種されるので、晩播する場合には

RM125 以上で南方さび病抵抗性の品種が適している。地域により、早生の品種を３月

下旬に播種すれば、８月に二期作目を播種し、11 月の降霜時までに収穫することも可

能である。二期作目には、近年被害地域が広がっているワラビー萎縮症に抵抗性の品

種が必要である。 

以上の一般的な特性に加えて、ロールベーラ収穫体系に適した特性としては、乾物

率が高いこと、茎葉の消化性低下が緩やかで収穫適期が長いこと、圃場周辺からの収

穫作業を中断しても圃場中央部に位置する株が倒れない耐倒伏性も必要である。 

品種名 商品名
RM（春播き）

または
播種期

乾物
収量

雌穂
割合

耐倒伏性
ごま葉
枯病

抵抗性

TDN
含量

ＴＸ２０１ ロイヤルデント１１０ 110 極多収 高 強 中 極高

３３Ｊ２４　* パイオニア１１２日 112 多収 極高 強～極強 強 高

ゆめちから 114 やや多収 高 極強 強 極高

ＫＤ６４０ ゴールドデントＫＤ６４０ 114 多収 極高 極強 強 高

セシリア パイオニア１１５日 115 多収 極高 強～極強 中 高

ＪＧ７００８ グリーンデント１１５ 115 多収 高 極強 強 高

３４Ｂ３９ パイオニア１１５日 115 極多収 高 強 強 極高

ＫＤ６７０　* ゴールドデントＫＤ６７０ 117 極多収 高 強～極強 やや強 高

ＤＫC６１-２４スノーデント１１８ 118 多収 高 強～極強 中 高

ＫＤ７２０　* ゴールドデントＫＤ７２０ 122 多収 高 極強 極強 高

３２Ｋ６１ パイオニア１２２日 122 多収 高 強 中 高

ＧＸ５００６ クミアイデント１２３ 123 極多収 極高 極強 強 高

ＪＧ８００８ グリーンデント１２５ 125 極多収 極高 極強 強 極高

ゆめそだち 125 極多収 極高 強 やや強 極高

３１Ｎ２７ パイオニア１２５日 125 極多収 高 強 強 高

ＮＳ９９Ａ サイレージコーンＮＳ９９Ａ 126 極多収 やや高 強 極強 高

ゆめつよし 127 多収 高 強 強 高

ＫＤ７７７ ゴールドデントKD777 127 多収 やや高 強～極強 強 高

3470 パイオニア１２７日 晩播用 中 高 強 強 やや高

３０Ｄ４４ パイオニア１３５日 二期作用 極多収 高 強 中 やや高

ＫＤ８５０ ゴールドデントＫＤ８５０ 晩播・二期作用 多収 高 強 やや強 やや高

ＳＨ９９０４ スノーデント王夏 フルシーズン用 多収 中 強 やや強 やや高

*：　ワンホープ乳剤に感受性

表１．九州地域における奨励品種の主要特性

 



２．九州向きの主要品種 

 現在流通している多数の品種のうち、九州地域のいずれかの県で奨励品種として採

用されている品種の特性を表１に示した。奨励品種は各県で３カ年の試験を経て優秀

な特性が認められた品種である。このほかにも毎年新しい品種が販売されている。 

 

１）早生品種 

 RM115 までの早生品種で、耐倒伏性に優れる

「ゆめちから」のほか、ごま葉枯病に強い品種

としては、「３３Ｊ２４」「ＫＤ６４０」「Ｊ

Ｇ７００８」「３４Ｂ３９」がある。「ＫＤ６

４０」「ＪＧ７００８」は耐倒伏性に優れ、「３

４Ｂ３９」は TDN 含量が極めて高い。「ＴＸ２

０１」も TDN 含量が極めて高く多収であるが、

ごま葉枯病抵抗性は中程度である。 

 「ゆめちから」は、倒伏に極めて強く、茎葉

の緑度保持に優れた「Mi47」が片親であ

るため、300mm/日の降水量で風速 30m/s

の強風でもほとんど倒伏しない。現在流

通している品種のなかで、耐倒伏性に最

も優れる。 

 また、通常は生育段階が進むにつれて、

雌穂の充実が進む反面、茎葉の栄養価が

低下するが、「ゆめちから」の茎葉栄養

価は、もともと高いうえ、成熟に伴う低

下が緩やかである（図１）。そのため、

収穫適期を過ぎても同熟期の他の品種よ

り、茎葉の栄養価が高く、収穫適期が長

くなる。これらの特性により、収穫作業

を分散することが可能となるため、細断型ロールベールによる収穫調製に適した品種

である。 

 奨励品種以外の品種では、RM110 の「３４Ｎ４３」「３４Ｎ８４」は、乾物収量が

極めて高く、ごま葉枯病に強い。RM115 の「ＺＸ５１９８」「３４Ｂ３９」や、RM117

の「３３Ｙ４５」、RM118 の「ＮＳ７４５」も乾物収量が極めて高い。「ＳＨ４６８

１」は耐倒伏性が極めて強い。 

写真１．風速 30m/s の台風直後の 

  「ゆめちから」（左）と対照品種 

図１．「ゆめちから」の茎葉栄養価推移
(1999-2001年）
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２）中生品種 

RM117～125 までの中生品種では、「Ｇ

Ｘ５００６」「ＪＧ８００８」「ゆめそだ

ち」「３１Ｎ２７」は、乾物収量が極めて

高い。「ＫＤ７２０」「ＧＸ５００６」「Ｊ

Ｇ８００８」は耐倒伏性に優れ、「ＫＤ７

２０」はごま葉枯病にも強い。「ＧＸ５０

０６」「ＪＧ８００８」「ゆめそだち」は、

雌穂重割合が高い。「ゆめそだち」は、天

候不順年でも常に雌穂重割合が高く、安定

した多収が見込める品種である（図２）。「ＧＸ５００６」「ＪＧ８００８」は、耐

倒伏性にも優れる。 

 奨励品種以外では、RM120 の「ＺＸ７６０５」、RM125 の「ＳＨ３８１５」「ＫＤ７

５０」は乾物収量が極めて高い。「ＺＸ７６０５」「ＳＨ３８１５」は、耐倒伏性・

ごま葉枯病抵抗性ともに極めて強い。 

 

３）中晩生品種 

 RM127 前後の品種のなかでは、「ゆめつよし」「ＫＤ７７７」が耐倒伏性に優れる。 

 

４）晩播・二期作用品種 

 晩播・二期作用では、「ＫＤ８５０」「ＳＨ９９０４」が多収で耐倒伏性に優れる。

晩播では、南方さび病による被害が大きくなるが、「ＳＨ９９０４」は、南方さび病

に強いので、晩播にも向く品種である。「３４７０」は、ごま葉枯病には強いが、他

の品種に比べてやや収量が低い。 

 二期作目の品種には、ワラビー萎縮症が発生す

ることがあり、葉の生長が著しく抑制されるため、

症状が著しいと収穫量が激減する。この症状は、

これまで熊本県菊池郡のほか、鹿児島県、宮崎県

などの一部で確認されている。これらの地域では、

抵抗性の品種「３０Ｄ４４」を使うことを推奨す

る。しかし、「３０Ｄ４４」も、フタテンチビヨ

コバイの密度が高い場合は、幼苗時には生育が抑

制されるので、播種をできるだけ早めることが必

要である。九州沖縄農業研究センターでは、ワラ

ビー萎縮症に高度抵抗性の品種を開発中である。 

 

  写真２．ワラビー萎縮症の症状 

（九州沖縄農業研究センター松村正哉氏提供） 

図２．「ゆめそだち」の乾雌穂重割合の
年次推移
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２）ソルガム

長野県畜産試験場 飼料環境部 後藤和美

はじめに

ソルガムは形態的・生態的特性と利用形態から 子実型ソルガム 兼用型ソルガム ソ、 、 、

ルゴー型ソルガム、スーダン型ソルガムおよびスーダングラスに分類されている。

牧草 青刈り サイレージ 子実
ホールクロップ

サイレージ

スーダングラス

スーダン型ソルガム

ソルゴー型ソルガム

兼用型ソルガム

子実型ソルガム

子実型ソルガムは短稈で倒伏には強い 穂や子実の割合が高く 分げつは少なく 再生。 、 、

。 、 、力は強くない 日本では子実生産を目的とした栽培はほとんどないが 耐倒伏性に優れ

、 。穂重割合が高いため 栄養価の高いホールクロップサイレージ用として利用されている

兼用型ソルガムは稈長２ｍ前後の中稈で 穂も大きく 分げつは少なく 再生力は強くな、 、 、

い 早生～中生の品種が多い 穂重割合が高く 糊熟期刈りによるホールクロップサイレ。 。 、

。 、 。ージ用に適する ソルゴー型ソルガムは２.４ｍ以上の長稈で茎が太く 茎葉収量が多い

。 、 。中生～極晩生まで品種がある 穂重割合は低いが 青刈りおよびサイレージ用に適する

スーダングラスは茎は細く 分げつは多く 再生力が強く 多回刈りに適する このため、 、 、 。

ロールベールを用いた乾草およびサイレージ利用が多い すす紋病の発生が多い スーダ。 。

ン型ソルガムはソルガムの雄性不稔系統にスーダングラスを交配したF1品種群である 中。

、 、 、 。 、～長稈で 茎はやや細く 分げつは比較的多く 再生力は強い 青刈り利用に適するが

サイレージでも利用できる。

一般的特性として ソルガムの乾物生産性は高温条件下で高く 環境適応性では 特に、 、 、

耐干性に優れ 耐湿性も水田転換畑での作付けに支障のない程度に持っている 播種適期、 。

は日平均気温15℃以上となる時期で 暖地である九州を中心に東北地方まで栽培されてい、

る。ここでは各タイプ別に主要品種の特性を紹介する。



１．子実型ソルガム

子実型ソルガムについては 熟期は品種により２０日程度の違いが見られるが 全般に、 、

早生種が多い。子実型という特性上、鳥害が問題となるが 「ＢＲ４８」は子実にタンニ、

ン 苦味成分 が含まれるため鳥害は少ない 短稈であるため一般に倒伏に強く 乾物収（ ） 。 、

。 、量中に占める穂重の割合が５０～６０％と高い 短稈で労力的に取り扱いが容易なため

高齢化の進んだ小規模農家では青刈り給与する例もみられる。

表 ソルガム主要品種の主な特性

品種・系統名 タイプ 主な特性

ＢＲ４８ 子実型 早生、短稈、 耐倒伏性、鳥害抵抗性

ＧＳ４０７ 子実型 早生、短稈、 耐倒伏性

ＫＣＳ４０４ 兼用型 早～中生、中稈、 高消化性

スズホ 兼用型 早生、 中稈、 初期生育良好、乾物穂重割合が高い

葉月 兼用型 早生、 中稈、 収量性は中位、高消化性、嗜好性良

ＦＳ５ ソルゴー型 中生、やや長稈、 茎は汁性で糖含量が高い

ＳＧ－１Ａ ソルゴー型 晩生、長稈、 茎は汁性で糖含量が高い

ＫＣＳ－１０５ ソルゴー型 晩生、長稈、 茎は汁性、収量性は安定している

ＦＳ５０１ ソルゴー型 晩生、長稈、 茎は汁性で糖含量が高い

Suger Graze ソルゴー型 晩生、長稈、 茎は汁性、収量性は安定している

秋立 ソルゴー型 晩生、やや長稈、 高消化性

ＦＳ９０２ ソルゴー型 極晩生、長稈、 極多収、乾物穂重割合は低い

Ｘ８３６１Ａ ソルゴー型 極晩生、長稈、 極多収、乾物穂重割合は低い

天高 ソルゴー型 極晩生でほとんど出穂しない、長稈、 極多収

風立 ソルゴー型 極晩生でほとんど出穂しない、 耐倒伏性極強

ＳＸ１１ スーダン型 中生、 収量性はスーダン型としては中位

ＳＸ１７ スーダン型 中生の晩、 茎は汁性、収量性は高い、

ＳＳＲ４ スーダン型 中生、 茎は汁性、高消化性

ＨＳ９４０１ ｽｰﾀﾞﾝｸﾞﾗｽ 中生、 再生良好、ロールベール向き

ＨＳＫ－１ ｽｰﾀﾞﾝｸﾞﾗｽ 早生、初期生育良好、 再生良好、ロールベール向き

ＰＣ３０７９ ｽｰﾀﾞﾝｸﾞﾗｽ 晩生、初期生育良好、 再生良好、ロールベール向き

２．兼用型ソルガム

兼用型ソルガムは全般に早生～中生に属する品種が多い 「スズホ」は初期生育が極め。

て良好で 倒伏にも比較的強い 乾物穂重割合が高いので 糊熟期に収穫し 穂も茎葉も、 。 、 、

利用するホールクロップサイレージ用に適する 「ＫＣＳ４０４ 「葉月」はｂｍｒ（b。 」、



rown midrib：褐色中肋）と呼ばれる家畜が消化できない繊維成分を少なくする効果を持

つ高消化性遺伝子を有しており 消化性および嗜好性が向上している 一般に兼用型ソル、 。

ガムはホールクロップサイレージとして利用される場面が多いが 「葉月」は密植条件下、

でも比較的倒伏に強く 茎は乾性で乾物率が高いことから 散播・密植や密条播によるロ、 、

ールベール・ラッピング体系に対応した栽培が可能である また 散播・密植栽培は雑草。 、

抑制効果があり 生育初期に問題となる雑草の対策としても有効である さらに 再生茎、 。 、

による２番草利用も可能である 病害については紫斑点病に罹病性であり 激発地での栽。 、

培は避けることが望ましい。

３．ソルゴー型ソルガム

ソルゴー型ソルガムは全般に晩生で 乾物収量は高い 一方 乾物穂重割合は低いので、 。 、

子実利用については期待できない 茎は汁性の品種がほとんどで 茎汁のブリックス糖度。 、

、 、 、 。は 子実型 兼用型ソルガム比べて高く いわゆるシュガータイプと呼ばれる品種が多い

表に示した「ＦＳ５ 「ＳＧ－１Ａ 「ＫＣＳ－１０５ 「ＦＳ５０１ 「Suger Graz」、 」、 」、 」、

e などはいずれも汁性で糖含量が高く 青刈り サイレージ用として利用されている 秋」 、 、 。「

立 は兼用型の 葉月 ＫＣＳ４０４ と同様にｂｍｒ遺伝子を持つ高消化性品種であ」 「 」、「 」

る 乾物収量は同熟期のソルゴー型品種と比べてやや劣るが ソルゴー型全体の中では中。 、

程度である 「葉月」同様、茎葉部の消化性は優れ、嗜好性も良好である。ホールクロッ。

プサイレージは消化性、ＴＤＮ含量、嗜好性、発酵品質ともに良好である。

ＦＳ９０２ Ｘ８３６１Ａ 天高 風立 はソルゴー型ソルガムの中でも 極「 」、「 」、「 」、「 」 、

晩生に位置付けられる。特に 「天高 「風立」は本州ではほとんど出穂することはなく、 」、

未出穂型とも呼ばれる 「ＦＳ９０２ 「Ｘ８３６１Ａ 「天高」は乾物収量が多いが、。 」、 」、

４ｍを超える長稈のため、台風等による折損、倒伏が多い。一方 「風立」は、収量性は、

ソルゴー型としては中位であるが 稈径が太く 出穂せず重心が低いため 耐倒伏性は既、 、 、

存の品種の中では最も強い部類に属し 台風並の強風でもほとんど倒伏しない 降霜後の、 。

立毛貯蔵も可能である 風立 と 天高 を混播栽培することにより 天高 の倒伏を。「 」 「 」 、「 」

軽減し、収量性を「風立」の単独栽培より向上させることができる。

４．スーダン型ソルガム・スーダングラス

スーダン型ソルガムは スーダングラスに比べて分げつはやや少なく 稈はやや太いた、 、

、 、 。め 乾草としては利用しにくく 青刈りまたはロールベールとして利用される場面が多い

「 」 。 「 」、「 」ＳＳＲ４ はスーダン型の高消化性品種である 収量性では ＳＸ１１ ＳＸ１７

等の既存品種にやや及ばないが、消化性、嗜好性でメリットが期待できる。

スーダングラスは細茎で夏場の乾草として またロールベールとして利用される 再生、 。

力が強いので暖地では３番草利用も可能である。全般にスーダングラスはすす紋病に弱

い。
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３．細断型ロールベーラについて

１）細断型ロールベーラによるトウモロコシ収穫調製技術の普及定着

島根県農業技術センター技術普及部

畜産技術普及グループ課長 山根宣秋

１ はじめに

畜産経営の規模拡大が進む一方で、粗飼料自給率の低下や家畜ふん尿処理が経営上の

大きな課題になっている。これは、粗飼料が比較的安価で簡単に入手出来ることや粗飼

料生産に係わる土地や人的・機械施設的問題等が関連して、購入粗飼料への依存度が高

まった結果と考えられる。

ところが最近、地球温暖化や原油価格高騰を背景にバイオエタノール生産の取り組み

や異常気象による小麦生産の不作等により粗飼料を含めた飼料価格が急騰し、粗飼料自

給率の向上だけでなく、安全・安心や転作対応の視点からも飼料イネやトウモロコシ等

の長大作物への関心が急速に高まりつつある。なかでもトウモロコシを収穫と同時にロ

ール成形してラッピングする細断型ロールベーラによる収穫調製作業体系が注目されて

いる。

そこで、平成１６年度から(社)全国農業改良普及支援協会が主催する全国農業システ

ム化研究会の現地実証調査事業の一環として「トウモロコシ等の長大作物の収穫調製技

術の確立と普及定着」を実証課題に取り上げて、３カ年で全国６県（岩手県、秋田県、

群馬県、鳥取県、島根県、宮崎県）１０カ所で現地実証調査圃を設置し、その作業性、

経済性及びサイレージ品質等についての実証調査を行ったので結果の概要を紹介する。

２ 細断型ロールベーラによる収穫調製作業体系 －３つのタイプ－

牧草や飼料作物の中で、トウモロコシが最も乾物収量や栄養収量が高い作物であるに

も拘わらず作付面積は図１のように一貫して減少している。

これは、種々の要因が考えられる

が、図２の要因が大きく影響してい

ると考えられる。

これらの問題を少しでも解決する

ため、既存のサイレージ方式（タワ

ー型気密サイロ、バンカーサイロ等）

に対して、新しく開発された細断型

ロールベーラによるラップサイレー

図１．青刈りトウモロコシ作付面積の推移ジ方式について比較検討を行った。

（千ha）
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図２．青刈りトウモロコシ作付面積の減少要因細断型ロールベーラによるラップ

作業的要因：収穫調製作業が重労働、かつ組作業が難しいサイレージ方式は、土地条件、労働

経済的要因：機械施設費が嵩み、意外と生産費が高い条件及び機械装備状況等ににより刈

品質的要因：サイロ開封時の二次発酵等の変敗ロスが多い取り・細断・梱包を１人で行うワン

環境的要因：イノシシ等の鳥獣被害の拡大等々マン作業方式（写真１ 、刈取り・）

細断と梱包を別々に行い細断型ロー

ルベーラを伴走させる伴走作業方式（写真２）及び細断型ロールベーラを固定する定置

作業方式の３方式が選択出来る。

これらの収穫調製作業体系の主要作業の流れをワンマン作業方式を例に概略的に図示

すると、図３のとおりである。ワンマン作業によるラップサイレージ方式は、既存サイ

レージ方式に比較して作業が各々独立し、組作業が少ない作業方式で省力的かつ省人化

が見込まれる。

写真１．ワンマン作業方式 写真２．伴走作業方式

図３．収穫調製作業体系の概要

３ 作業性、経済性及び品質に優れたラップサイレージ方式

トウモロコシの収穫調製方式別に作業性、経済性及びサイレージ品質等について比較

すると次のとおりであった。

（１）作業性

収穫調製方法別の１０ａ当たり作業時間及び組作業人員は、表１のとおりであった。

作業時間は、トウモロコシ栽培圃場とサイレージ貯蔵施設との距離によってかなり差が

 ラップサイレージ方式（細断型ロールベーラ：ワンマン作業体系）　　　　   　　○中の数字は組作業人員

　　 ＊作業方式（ﾜﾝﾏﾝ作業・伴走作業・定置作業）は、作業条件・土地条件・機械装備状況等で選択

 既存サイレージ方式（タワー型気密サイロ等）

刈取り・細断・梱包 ① 密封（ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ）① 運搬（ｸﾞﾘｯﾊﾟ）① 貯蔵（現　地）

刈取り・細断・収穫 ② 運搬（ワゴン）① 荷降・吹上げ② 貯蔵（サイロ）
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でるが、今回の実証調査では殆どの県で牛舎や貯蔵施設の周辺にトウモロコシ栽培圃場

があり作業条件の差は少なかった。

ロールラップサイレージ方式は、バンカーサイロやスタックサイロ以外の既存のサイ

レージ方式と比較して、作業時間及び人員とも大幅な省力、省人化が図られるとともに

殆どの作業が機械化により軽作業化されることが実証された。

（２）作業精度

作業性の向上に伴い作業（機械）精度の低下が懸念されたが、作業精度を収穫率や収

穫調製時の損失率でみると表２のとおりであった。

収穫率を坪刈り生草収量に対する製品量でみると、坪刈り地点の選定やコーンハーベ

スターによる刈取り高（平均刈取り高２２ ）等により７３．５％であった。cm

収穫調製時のロスとして、ロール梱包時やラッピング時に発生するが、製品収量に対

して１．７％と僅かであった。また、作業中のトラブルとしてロール形状の不安定、ロ

ール崩れ等が初年度に一部発生したが、その後改良がなされ殆ど発生しなかった。

サイレージ開封時に見られる変敗ロスは、既存サイレージでは取り出し時に青カビや

白カビが塊となってかなり見られるが、ラップサイレージでは全く見られなかった。

（３）サイレージ品質

サイレージの品質を発酵品質や栄養価でみると表３、４のとおりであった。

先ず、発酵品質をサイレージ発酵で産出される有機酸組成でみると、ラップサイレー

ジは乳酸優位の発酵で、ＰＨは低く、既存サイレージより品質的にも優れ、家畜の嗜好

性も大変良好であった。

これは、ラップサイレージとはいえ容積重が１立方メートル当たり６７６ （乾物換kg

算２２４ ）の高密度梱包によるものと推察される。kg

次に、栄養価を一般飼料成分でみると、どのサイレージも大差なく、日本標準飼料成

分表にほぼ近い栄養価であった。

　表２．サイレージ製品量と損失率

生草収量 収穫率

（kg/10a） ﾛｰﾙ重量 ﾛｰﾙ個数 製品量 （％） 梱包時 調製時

5,373 326 12.1 3,939 73.5 1.3 0.4

１０ａ当たり製品量（kg ・個）

ラップサイレージ方式

区　　　分
損失率（％）

　表１．収穫調製方式別の１０ａ当たり作業時間

調査事例 収  穫 運  搬 調製貯蔵 計 作業人員

ﾜﾝﾏﾝ作業 3 58 28 22 108 3.0

伴走作業 5 57 18 38 113 3.0

定置作業 4 47 61 33 141 3.8

ﾀﾜｰｻｲﾛ 6 78 47 73 198 6.0

ﾊﾞﾝｶｰｻｲﾛ 4 26 17 57 100 4.3

ラップサイレージ方式

既存サイレージ方式

区　　　　分

（単位：件・分・人）
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このように、ラップサイレージは発酵品質、栄養価及び家畜の嗜好性の三拍子揃った

サイレージであるとともに、高密度かつ個別梱包であるため、長期貯蔵性や二次発酵対

策としてもメリットがある調製貯蔵方法である。特に、夏期の二次発酵対策としても注

目されている。

写真３．トウモロコシロール（重量326kg） 写真４．自走式ラッピングマシーン

（４）経済性

サイレージの経済性評価として、２２調査事例についてサイレージ方式別に１０ａ当

たり生産費を相対比較すると、タワー型サイロ＞ラップサイレージ＞バンカーサイロ＞

スタックサイロの順であった。その中で、平成１７年度島根県での実証調査事例をもと

に１０ａ当たり生産費及び製品単価をみると、表５のとおりであった。

１０ａ当たり生産費はラップサイレージ方式（ワンマン作業方式）が既存サイレージ

方式（タワー型気密サイロ）より１０，０３５円安く、製品１ 当たり単価は１５．３kg

円であった。

この生産費の内訳をみると、両方式とも減価償却費が占める割合がかなり高く、ラップ

　表３．有機酸組成からみた品質評価

経過日数 フリーク

（日後） 乳  酸 酢  酸 ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸 酪  酸 評　価

68 3.76 3.15 0.74 0.08 0.01 92（優）

65 3.94 1.84 0.36 0.17 0.03 86（優）

ラップサイレージ方式

既存サイレージ方式

乾　物　中　（％）
Ｐ Ｈ区　　　分

　表４．一般飼料成分

水　分 Ｔ Ｄ Ｎ

（％） 粗蛋白 粗脂肪 ＮＦＥ 粗繊維 粗灰分 （推定）

66.8 7.5 2.9 51.9 34.3 5.5 65.1

70.8 7.7 2.7 48.4 41.8 7.1 62.1

72.4 8.0 2.9 60.9 22.5 6.8 65.9

乾　物　中　（％）

既存サイレージ方式

日本標準飼料成分表

区　　　分

ラップサイレージ方式
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サイレージ方式で４７．％、既存サイレージ方式で５８．５％であった。次いで、肥料

費でラップサイレージ方式１９．２％、既存サイレージ方式１７．０％であったが、そ

の殆どは１ｔ当たり２，０００円の自給堆肥代が占めている。なお、ラップサイレージ

のネット及びラップフィルムの諸材料費は８．２％を占め、ロール１個当たり４５９円

であった。

、 、なお 参考までにラップサイレージの飼料成分と生産費から経済性を評価するために

主要な流通粗飼料の最近価格と比較したものが表６である。

これをみると、飼料成分的にも価格的にも流通粗飼料価格と比較して遜色がなく、無

市価物である自給堆肥代を除くとＴＤＮ単価はかなり有利となっている。従って、トウ

モロコシサイレージは流通飼料と十分対抗できる自給粗飼料である。

４ 細断型ロールベーラ体系の普及性と課題

細断型ロールベーラによるトウモロコシ等の長大作物の収穫調製技術の作業性、経済

性及びサイレージ品質等の実証調査結果や実証農家の意見を踏まえて、総合的に次のよ

うに評価出来る。

細断型ロールベーラによる収穫調製作業は、収穫から調製・貯蔵までの作業工程が単

、 、 、純かつ機械化され省力 省人そして軽労化が図られるとともに 飼料的評価も発酵品質

栄養価及び家畜の嗜好性の三拍子揃ったサイレージに仕上がるだけでなく、長期保存性

や二次発酵対策に有効で評価は高く、今後普及定着が期待される。

しかし、タワーサイロやバンカーサイロで調製・貯蔵する代わりにラップフィルムで

行うため、ネットやフィルム代が嵩むこと、トウモロコシの作付け減少による機械稼働

率が低いこと等に対する生産費低減対策、現地保管中の鳥獣被害対策、さらには今後飼

料生産を拡大推進する上で集落営農組織やコントラクター組織を介した耕畜連携による

生産利用システム等の構築が今後の課題である。

　表６．飼料成分と生産費からみた価格比較

流通価格 水  分 ＴＤＮ単価

（円/kg） （％） 粗蛋白 粗脂肪 ＮＦＥ 粗繊維 ＴＤＮ （円/kg）

50 10.3 8.6 1.7 47.9 32.6 52.2 106.8

55 10.2 7.5 2.1 50.8 33.1 62.8 97.5

45 12.0 6.4 1.7 53.4 32.2 55.3 92.5

15.3 73.5 8.8 3.1 45.9 30.2 60.0 96.2

チモシー乾草

ﾄｳﾓﾛｺｼﾗｯﾌﾟｻｲﾚ ｼーﾞ

オーツヘイ

飼　料　成　分　（乾物中％）
飼　料　区　分

スーダン乾草

　表５．収穫調製方法別の生産費（平成１７年度島根県実証調査事例）

製品量

（kg/10a） 栽  培 収穫調製 計

5,078.0 49,837 27,616 77,453 15.3

ー 48,754 38,734 87,488 ー

製品単価（円／kg）

自給堆肥代を除く

13.2

ー既存サイレージ方式

１０ａ当たり生産費　（円）
区　　　分

ラップサイレージ方式



２）細断型ロールベーラの使用方法及び留意点 

 

農業・食品産業技術総合研究機構 生物系特定産業技術研究支援センター 

畜産工学研究部 志藤博克 

 

はじめに 

 細断型ロールベーラ（以下、細断型ベーラ）はコーンハーベスタで収穫・細断され

たトウモロコシを高密度にロールベール成形できる作業機として、生研センターと農

機メーカーによって共同開発された。平成 16 年度の市販化以来、府県の家族経営の酪

農家を中心に普及が進んでいる。それに伴って様々なニーズも生まれており、これに

応えるためにシリーズ機種の普及も始まった。本稿では、細断型ベーラの各バリエー

ションについて紹介するとともに、利用上の留意点について述べる。 

１．従来体系別に見た細断型ベーラの使い方 

 細断型ベーラは、次の３通りの使い方ができる。１つめは、コーンハーベスタを装

着したトラクタとは別のトラクタで細断

型ベーラをけん引し、圃場の隅等でロー

ダーバケット等から細断材料を荷受けす

る「定置作業」である（写真１）。２つめ

は、ハーベスタに併走して作業を行う「伴

走作業」である（写真２）。３つめは、コ

ーンハーベスタを右横に装着したトラク

タの後方に細断型ベーラをけん引して作

業する「ワンマン収穫作業」（写真３）で

ある。 

府県では、２条刈コーンハーベスタを

トラクタの後部に装着して、後進しなが

ら収穫し、トラクタ前方に取付けたバケ

ットに一時貯留した材料をダンプトラッ

クに荷下ろしする方法（バック刈りある

いはリバース作業と呼ばれる）で行って

いるケースが多い。こうした場合は、も

う１台のトラクタ（22kW（30PS）クラス

で可能）で細断型ベーラをけん引し、ダ

ンプトラックの代わりに材料を荷受する

「定置作業」が適している。細断型ベー

 
写真１ 定置作業 

 
写真２ 伴走作業 



ラのホッパ容量は 2m３でローダーバケット一杯分の細断物が積載できる。この方法は、

枕地開けや比較的小規模な圃場での作業に適している。また、比較的圃場が広い場合

は、定置作業による枕地開けの後、コーンハーベスタに併走して材料を直接荷受する「伴

走作業」に移行すれば、能率的な作業が可能である。なお、普及している細断型ベーラ

は「定置作業」で使用されていることが多く、さらには細断型ベーラでＴＭＲをラッ

プサイロに調製する試みも行われている。 

既存体系が１条刈ハーベスタを右横に

装着したトラクタでフォレージワゴンを

けん引しながら収穫する方法ならば、フ

ォレージワゴンをそのまま細断型ベーラ

に置き換えた「ワンマン収穫作業」が適

している。ベールラッパと同時作業を行

えばサイレージ調製はこれまで以上に迅

速に行うことができる。1 条刈ハーベス

タを使ったワンマン収穫作業は 44kW

（60PS）のトラクタで可能である。広い

圃場であれば、「定置作業」で枕地開けを行った後、２条刈コーンハーベスタを右横

に装着し直して、「ワンマン収穫作業」を行えば 30a/h の作業能率（100m×30m 圃場

での試験結果）で作業可能となる。２条刈ハーベスタを使う場合は 59kW（80PS）以上

のトラクタで対応できる。 

２．拡がる適応範囲 

細断型ベーラの普及が進むに連れ、北海道や九州の大規模生産地からは、大きいサ

イズのロールベールができるタイプへの要望が寄せられた。これに応えて細断型ベー

ラの共同開発メーカーが直径 1.15m、幅

1m、重さが約 800kg のロールベールがで

き、ベールラッパを一体化することによ

ってロール成形から密封までを自動で一

気に行える定置作業専用機を開発した

（写真４）。この機械を畜舎周辺に置いて、

圃場から運搬してきた材料をホッパに投

入すれば、ラップされたロールベールを

ローダなどで積んでゆくだけの省力的な

作業が可能となる。また、一旦バンカー

サイロに詰めたサイレージを翌春、二次

発酵が進む前に本機で再調製してしまえ

写真３ ワンマン作業 

写真４ ベールラッパ一体型の定置作業専用機 



ば、発酵品質を損なわずに少ないロスで長期間利用することができる。この他、直径

1m、幅 85cm のロールベールができる中型の定置作業専用機と、ベールラッパが付いて

いない代わりに細断型ベーラと同様にワンマン収穫作業や伴走作業も可能な中型細断

型ベーラも同時に開発された。これらは平成 19 年度から普及が始まっている。 

２．サイレージ調製上の留意点 

細断型ベーラで調製したロールベール（以下、細断ベール）は、170～250kg/m3とい

う高い乾物密度になる。従って、その発酵品質も高く、１年間貯蔵した後でも品質の

低下がほとんど無い。また、二次発酵等によって生じるロスも極めて少ない。これは、

収穫時の熟期等、サイレージ調製の基本を遵守することにより得られる。しかし、台

風の接近等によりやむを得ず高水分の状態であっても急いで収穫せざるを得ない場合

もある。乳熟期（含水率 77～79％）のトウモロコシを細断型ベーラで収穫調製して２

ヶ月間及び６ヶ月間貯蔵したサイレージは、排汁がフィルムの隙間から外部へしみ出

し、ベール内部にも排汁が大量に溜まる状態であったが、発酵品質は黄熟期（含水率

70％）に収穫調製した細断ベールと比較してもほとんど変わらず良好であった（表）。

また、２ヶ月間貯蔵したものと６ヶ月間貯蔵したものにも発酵品質に大きな相違はな

かった。ただし、発酵品質が良好でも含水率が 80％近いサイレージをそのまま給与し

ても嗜好性が劣る問題がある。これについては、給与する前日に細断ベールの底部近

くにいくつか穴を開けて排汁を抜いておけば、翌日には給与が可能となる。 

収穫時期が早い材料でも発酵品質は保たれるが、排汁による栄養ロスは避けられな

い。従って、なるべく適期収穫を心がけることが重要であることには変わりはない。 

 

表 高水分材料の発酵品質 

現物割合（FM%） 
 

含水率

（％） 
pH 

乳酸 酢酸 酪酸 

VBN/TN

（％） 
フリーク評点 

77 3.8 3.70 0.65 0.00 13.30 100 
貯蔵2ヶ月後 

70 3.7 2.66 0.60 0.00 7.60 98 

貯蔵6ヶ月後 79 3.8 2.33 0.76 0.00 6.47 93 

 

さいごに 

 細断型ベーラの導入に際しては、経済性の検討が重要となる。これは経営形態、作

業方法、作付面積、収量などの条件によって導入後のサイレージ生産費はまちまちに

なる。現行の作付面積や収量で導入すると生産費はどうなるか、あるいは生産費を現

行と同等以下にするためには作付面積や収量、作業方法をどの様にすればよいのかに

ついて検討する必要がある。導入前には普及部局の協力を得ながら検討して頂きたい。 



 



 

 

４．コントラクタ一利用によるトウモロコシの二期作栽培 

 

                         熊本県農業技術課 圓山繁 

１．はじめに 

トウモロコシは多収・高栄養で、サイレージの品質も良く、嗜好性も優れており、

夏季における主要飼料作物として広く全国各地で栽培されています。熊本県でもイタ

リアンライグラスを４月に収穫した後、５月にトウモロコシを播種し、８月下旬～９

月上旬に収穫する栽培体系が一般的でした。このため、収穫時期と台風の襲来時期が

重なる事と収穫機械の二重投資が必要になる事が問題でした。一方、暑熱ストレスの

厳しい夏期にも乳が出る飼料として容認されているコーンサイレージ給与への強い願

望がありました。このため、本県の平坦地域では、温暖な気候風土を活用し、昭和 50

年頃から３月下旬～４月上旬に１回目の播種を行い、７月下旬に収穫すると同時に２

回目の耕起播種を行い、１１月に２回目の収穫を行うトウモロコシの二期作栽培の取

り組みが始まりました。 

トウモロコシの二期作栽培によって、収穫時期と台風襲来の最悪のバッティングも

ある程度解消できました。この結果、土地生産性は向上し、夏期にもコーンサイレー

ジの多給が可能になりました 。しかし、反面では炎天下における長時間の収穫・播種

作業の重労働の連続は、家族労働の範疇の越えると共に、大事な夏期の家畜管理にも

支障を生じ、人も家畜も体調を崩し、乳量や乳成分が低下したり、発情が弱くなった

り、発情を見逃したりする結果になっていました。このため、平成８年以降コントラ

クター組織の設立を通じて、超大型の収穫機械や省力播種機が活用できるようになり、

超低コスト・高品質のコーンサイレージ生産体制が整いつつあります。 

 

２．一期作目の栽培 

１）播種期 

 トウモロコシは気温 10℃以上で生育しま 

す。熊本県では、３月下旬になれば平均気

温は 10℃を上回り播種が可能になります。

一方、台風の過去 30 年間における九州上陸

数は８～９月が最も多く、次いで７月が多

くなっており、６月と 10 月はほとんど上陸

していません。 

 このため、熊本県においては３月になる

と堆肥散布や耕起等の播種準備が始まり、

発芽が可能になる３月下旬には播種が始ま

ります。そこで、３月下旬に早生種か中生

早晩性毎のコーンの１０ａ乾物収量（熊本県畜産研究所）
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１２年 187 192 .7 211 .3 194.6 158

１３年 180.5 198 .7 215 .7 198.4 156.4

１４年 185.9 179 .7 184 .7 181.3 118.2

１５年 131.6 149 .3 159 .9 162.1 144.3

１６年 199.9 210 .5 209 .2 216.8 97.9

１７年 165.3 189 .1 187 .5 218.9 145.5

１８年 167.1 170 .5 184 179 147.4

１期早生 １期中早生 １期中生 １期中晩 ２期

図１ 熊本県畜産研究所の品種比較試験 



 

 

種の早を播種すれば、７月下旬には十分収穫適期を迎えることが出来、引き続き二期

作専用品種の播種を８月５日までに行うことが出来ます。 

 

２）品種 

 熊本県畜産研究所が行った品種比較試験の結果（図 1）、一期作目の早生種や中生種

の早の絶対収量は中生種や中晩種に劣りますが、最も重要な年間収量では中生種の早

と二期作専用品種の組み合わせが最大になります。また、この組み合わせは台風災害

を極力回避する体系（一期作目をなるべく早く収穫して、二期作目をなるべく遅く収

穫する。）となっています。なお、各県とも品種比較試験の結果等を基に奨励品種・

有望品種の選定を行っています。 

 

３）栽培基準 

植栽本数は 7000～8000 本（畝巾 70 ㎝で株間 18～20 ㎝）。施肥（10a 当たり）は堆

肥３トンと化成肥料（成分）をチッソ 12ｋｇ、リン酸５ｋｇを施用。 

 除草剤は播種直後に表面処理を行うことが一般的ですが、強害雑草の多い飼料畑で

は５～６葉期に生育期処理を行います。 

 

４）収穫・調整の時期と方法 

雄穂開花・絹糸抽出後 35 日前後でミルクラインが形成される黄熟期になり、早い圃

場では７月 20 日頃から収穫・調製作業が始まります。収穫作業は 400～500 馬力で６

条刈りの自走式ハーベスターと２トンダンプ３～５台がセットになって行われます。 

コントラ集団に収穫作業を委託した酪農家の役割はバンガーサイロでの鎮圧・密封

作業のみです。このため、酪農家は１人体制で丁寧な鎮圧作業がゆとりを持って出来

るとともに、２日間程度の短期間に済ませることができ、良質なコーンサイレージ調

製と大事な夏場の家畜管理が可能になっています。収穫作業は、５人体制で、全面刈

り取りが可能な自走式ハーベスターを利用して１日当たり５ha 程度の収穫作業が行わ

れています。 

  

３．二期作目の栽培 

１）播種期 

一期作の収穫後、堆肥や尿を散布し、その日のうちに不耕起播種機（写真１。コー

ンプランターに円盤型の溝切り機と除草剤散布装置が一体的に設置されている。）で

10ｈａ程度の播種・施肥・除草剤散布を同時に行なう体系が主流になりつつあります。

播種は７月 25 日～８月 10 日の間に行われます。 

 

２）品種 



 

 

 二期作目の専用品種が市販されており、収量も図１示したように一期作の 80％程度

の収量があります。特に、二期作目では耐倒伏性と病虫害の抵抗性がある品種を利用

します。 

 

３）栽培基準 

 植栽本数や施肥量は１期作目に準じますが、除草剤は不耕起播種時における非選択

性除草剤の散布が一般的です。 

 

４）収穫・調整の時期と方法 

 収穫は１１月に行ないますが、収穫適期の黄熟期に達していない圃場では水分調整

を兼ねて霜に当ててから収穫されています。 

        

４．コントラクターによる栽培・収穫・調整 

１）組織  

コントラクタ一利用によるトウモロコシの二期作栽培が行われている熊本県菊池郡

市には、現在７組織が稼働しており、平成１８年度には図２に示したように 1000ha の

収穫と 300ha の不耕起播種が行われています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）作業体系          

 収穫作業は前述したように400～500馬力で６条刈りの自走式ハーベスターと２トン

ダンプ３～５台がセットになって行われます（写真２）。オペレーターは７組織それ

ぞれ少しづつ異なりますが、耕種農家や畜産後継者、従業員が主体となって稼働して

おり、経営主はバンガーサイロによる鎮圧・密封のみの２日間の対応で済み、暑熱対

策・繁殖管理等の大事な夏場の家畜管理が支障なくできています。 

コントラの収穫と播種面積の推移
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図２ コントラクターによる収穫面積と

不耕起播種面積 写真１ 不耕起播種機による二期作目

の播種 



 

 

３）作業効率           

 家族総出で２０日間程かかっていた炎天

下での収穫・播種作業が、経営主を含めて

６人体制で１日当たり５ha 程度の効率的な

収穫作業が行われることによって、２日間

で済んでおり、飛躍的な作業効率のアッ

プ・軽労化が達成されています。 

   

４）コスト   

  コーンサイレージの 10ａ当たり総生産費

用を統調の牛乳生産費調査と比較したのが図３で、人件費や償却費が大幅に削減され

ています。また、ＴＤＮ１ｋｇ当たりの生産費を比較したのが図４で、コントラによ

る効果が出ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）メリット         

①収穫機械の償却費や管理費よりも収穫委託費のほうが安い低コスト生産である。 

②大型機械による適期収穫播種とバンガーサイロでの十分な鎮圧により、収量や品

質が向上している。  

③家畜と飼料畑のバランスが改善され、飼料の品質やふん尿農地還元に効果が高い。 

 ④経営主が家畜管理に専念できるため、家畜の事故が減少し成績が向上している。 

 ⑤家族が夏季の過酷な収穫作業から開放されている。 

 

 

５．畜産農家での給与 

  酪農家における搾乳牛への飼料給与プログラムを図５に示しています。一般的酪農

図３ コーンサイレージの 10a 当たりの生

産費 

 
コーンの生産コスト比較
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写真２ 二期作目の刈取作業 



 

 

家のコーンサイレージの給与量は 10～

15ｋｇですが、トウモロコシ二期作をコ

ントラに委託している酪農家は２倍量

のコーンサイレージを給与することが

可能になっており、購入飼料費の低減を

通して、高い収益性を達成されていま

す。また、適期収穫やふん尿の適正施用

によって硝酸態Ｎの心配も解消されて

います。 

 

６．終わりに 

先駆的コントラ集団の有志によってＴＭＲセンターの建設が進んでおり、共同サイ

ロの利用、エコフィードの活用、グラスサイレージの併用等を視野に入れた、更なる

省力化、低コスト化、飼料自給率のアップに取り組む計画です。このように栽培面だ

けでなく利活用における効率的な取り組みも大事です。また、取り組みが遅れている

繁殖牛や肥育牛農家の取り組みが期待されます。 

 

 

 

 

 

 
農林登録品種  
 
べこごのみ（奥羽飼３９５号） 
 
特徴 
① 「アキヒカリ」より早い極早生熟期で、東北中北部以南向き。 
② 子実収量と TDN 収量が多収。 
③ 草型は穂重型。 
④ 倒伏に強く、直播栽培にも適す。 

 
利用 
① 基幹食用品種（あきたこまち等）の収穫前に

黄熟期収穫が可能。 
② 稲発酵粗飼料として牛の飼料に、 

また飼料米として豚、鶏の飼料に利用が可 
能。 
 

栽培のポイント 
① 多肥栽培が適するが、極端な多肥栽培は避ける。 
② いもち病には強いが、抵抗性の変化には注意を要する。 

搾乳牛への給与量
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図５ トウモロコシニ期作を利用している

酪農家の乳牛への給与量 

２０年度播種用飼料用イネ新品種のご紹介（その１） 
（独）東北農業研究センター 育成品種 



５．トウモロコシ栽培面積の拡大とＴＭＲセンターの関わり

（北海道根釧地域の事例）

北海道立根釧農業試験場 作物科 佐藤 尚親

１.はじめに

温暖化によると思われる海外の穀倉地帯の干ばつや、バイオエタノール生産の影響等で

輸入穀物価格が高騰したことから、飼料用トウモロコシ生産に注目が集まっている。

北海道における飼料用トウモロコシは、１９７０年代後半から８０年代前半にピークを

迎えたが、１９８３年の大冷害の影響や輸入穀物価格が安価であったこと等により、飼料

用トウモロコシの栽培栽培面積は減少し、最近の１０年ほどは３万７千ｈａ程度の面積で

推移してきた。それでも、十勝・網走地域等では、比較的気象条件も良好であったこと等

から栽培され続け、両地域で２万７千ｈａ程度を占めていた。

一方、冷害の影響が大きかった

根釧地域では、栽培面積が大きく

落ち込み、根室支庁管内では栽培

面積が３００ｈａ程度で推移して

きた。その間、マルチ栽培でかろ

うじて栽培を続ける農家グループ

が数グループという状況であった

が、近年、最大面積時の1/3程度

（1044 ha)まで回復し、次年度も面積増加の傾向である（図１ 。）

２．トウモロコシ栽培面積拡大の戦術

根釧地域における飼料用トウモロコシ面積の拡大には、輸入穀物価格の上昇という世界

的情勢の影響が大きい事は間違いないが、輸入穀物価格上昇を予測して、取り組んできた

以下の３つの効果の現れでもある。

①耐冷性品種「ぱぴりか」の育成

根釧地域は極めて冷涼な地域で、夏期間の気温が低いために、黄熟まで登熟した子実を

得るためには、ＲＭ（相対熟度）が７５日前後の極早生品種を栽培する必要がある。さら

に、根釧地域の飼料用トウモロコシ面積が、１９８３年の大冷害により激減したことは、

前述したが、数年に一度は冷害が発生する。根釧地域の冷害は、単に遅延型の冷害だけで

はなく、生育の初期段階（７月上旬：８葉期頃）に、１０℃以下の低温が数日続くことに

より、雄穂の形態障害および花粉不足による不稔等が起こる、障害型の冷害も発生する

（写真１ ２００４、林ら 。）
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図 １ 北 海 道 根 室 支 庁 管 内 に お け る

飼 料 用 と う も ろ こ し 栽 培 面 積 の 推 移
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写真１ 冷害による雄穂の生理障害(左)と花粉不足による不念の雌穂(右)

この問題を解決するため、北農研セン

ターと根釧農試が共同で、２００４年に

耐冷性品種「ぱぴりか」を育成した。

「ぱぴりか」はＲＭ７５日クラスの早生品種

で、耐冷性が非常に高く、生育の初期段階に

おける低温に曝されても、雄穂の障害や雌穂

の不稔が発生することはなかった。

「ぱぴりか」の育成と普及は、トウモロコ

シ栽培面積の拡大に、２つの波及効果を与え

ることとなった。１つは、民間の種苗会社が

「 」海外から極早生品種品種を導入する 呼び水

となった事である 「ぱぴりか」の育成以前。

「 」のＲＭ７５日クラスの北海道優良品種は、 写真２ 耐冷性品種 ぱぴりか

１９８６年に優良品種に認定された「エマ」

のみで、近年は 「エマ」の種子も十分に供給はされておらず、やむを得ず、少し晩生の、

品種を品種を栽培せざるを得ない状況であった。このことは、栽培の不安定さに対する生

産者の不安を生じさせ、トウモロコシ栽培にブレーキをかけてしまっていたことは否めな

い 「ぱぴりか」の育成・普及は、民間の種苗会社に「限界地帯におけるトウモロコシ栽。

培の拡大」という 「新たなビジネスフィールド」を提示するものであり、ほぼ同時期か、

ら、海外からの極早生品種の導入が盛んになり始めた。２つ目の波及効果は②に述べる。

②新たな栽培法の開発（マルチ栽培から狭畦露地栽培への転換）

「ぱぴりか」の育成以前の根釧地域におけるトウモロコシ栽培は、その殆どがマルチ栽

培であった。マルチ栽培は、地温を上昇させて初期生育を促進。抽雄・抽糸期を早め、乾

物重の増加、登熟を早める技術として普及した。しかし、連作による崩壊性マルチフィル

ムの圃場蓄積が環境への影響が懸念されたり（写真３ 、原油価格の高騰にによりマルチ）

フィルム価格も値上がりし、生産コストが高くなってしまう等の問題が生じるようになっ

た。さらに、マルチ栽培は播種床造成の作業行程が多く、播種スピードも１日に５～１０
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ha程度と遅い。そのため、５月中旬～

５月末までの短い播種適期内に播種作業を

終える必要がある根釧地域では、マルチ栽

培によるトウモロコシの大面積の栽培は難

しい。

耐冷性品種「ぱぴりか」の育成・普及に

より根釧地域にでも露地栽培が可能に

なった。露地栽培ができるようになると、

根釧地域においても省力栽培の可能性が期 写真３ マルチフィルムの圃場蓄積

待された。しかし、ただ単に露地で省力栽

培しただけでは、従来のマルチ栽培からの

推定TDN収量(kg/10a)収量の減少が大きいので、よりマルチ栽培

に近い収量を確保できる露地栽培法を考え

る必要が生じた。

１個体が小さな、極早生～早生の早の品

種を用いて、収量を増加させるには、面積

当たりの個体数を増やす「密植」を行うの

が近道であるが、普通に密植をすると、株

間が狭くなり、個体間で競合が発生し、茎 図２ 狭畦露地栽培の生産性

が細くなるために生じる倒伏や、雌穂の矮

小化が発生する。そこで、株間を通常栽培

と同程度の17～20cm程度に維持し、畦間を

50～56cm程度まで狭くすることで（通常は

畦幅72～75cm 、生育に影響のないように）

個体数を増やし(8929～11765本/10a)、空

間を有効に活用し、露地栽培でもマルチ栽

培に近い収量を確保することができた（図

２ 。播種機は十勝で普及している、不耕）

起対応タイプの播種機を導入し、播種床を

簡易耕起で造成することで、播種スピード

が向上し（５０ha／日程度 、大面積栽培が可能となった（図３ 。若干、草丈が低くな） ）

ることから、倒伏が減少するという、効果もあった。

一方、同時期に導入されてきた、民間のＲＭ７３～８０日クラスの早生品種は、耐冷性

は「ぱぴりか」ほどではないが、収量性・耐倒伏性に優れていた。現地では、限界地帯で

も更なる収量向上・耐倒伏性向上の追求と同時に、冷害年にも安定して栽培できる技術が

求められた。そこで、根釧農試では「ぱぴりか」と民間の多収・耐倒伏性品種を交互に条

図３ 栽培法の変化 （限界地帯：RM75日ｸﾗｽの栽培）

従来の栽培法(ﾏﾙﾁ)
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。 、 「 」 、播する技術を開発した その結果 冷害年には耐冷性品種 ぱぴりか が花粉を飛ばして

不稔を防ぎ、通常年・温暖年は民間品種の多収で増収を狙い、さらに、台風等の強風時に

は、耐倒伏性の品種が耐冷性品種を支えるという「良いトコ取り」を実現することができ

た。

図４ 「ぱぴりか」を用いた狭畦交互条播栽培における品種

構成別収量調査結果（狭畦単品種栽培との比較）

③ＴＭＲセンターへの大規模栽培の導入

飼料用トウモロコシの栽培・利用には強力な機械力を必要とする。播種床の造成はもち

ろんのことであるが、狭畦露地栽培用の播種機、収穫用ダイレクトカットヘッド付きの自

走ハーベスタ等を導入する為に数千万円の投資が必要となる。これら、作業機の導入を中

小規模の個別経営農家が負担することは現実的ではない。これら効能力作業機は１日に数

十haの作業を行うことができるが、１年間のうちで播種や収穫適期の数週間しか稼働しな

い。稼働できる数週間にフル作業できる栽培面積の農家で共有することが効率的であるこ

とは容易に理解できる。ところが、冷害等で生育が左右されやすいトウモロコシでは、機

、 。 、械利用組合等でよく問題にされる 播種順番・収穫順番の不公平感が顕著に現れる また

近年、離農が増えたことによる農地の飛び地割合の増加や、家畜伝染病に関する防疫の問

題等により、複数の個別農家のトウモロコシ畑について、大面積の作業を行うのは様々な

写真４ 狭畦露地栽培用の不耕起対応型播種機（左）および

ダイレクトカットヘッド付きの自走ハーベスタ（右）
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苦労が予想される。そこで 「自給飼料生産型ＴＭＲセンター」等の地域システムに飼料、

用トウモロコシの大規模栽培を導入することにした。自給飼料生産型ＴＭＲセンターは、

農地を共有し、収穫してサイレージを調製する場所もＴＭＲセンターに設置した共有の大

型バンカーサイロである。そのため、播種順番・収穫順番の不公平の問題や飛び地問題、

農地の一括管理により防疫の問題等も解決できると考えた。

トウモロコシサイレージの生産費はグラスサイレージや放牧等の生産費用に比べて、コ

スト高であることは今更言うまでもない。従って、トウモロコシサイレージの調整・利用

場面においてロスを減らすことが非常に重要となってくる 「ロスの低減」という点にお。

いても、ＴＭＲセンターでトウモロコシサイレージの調整・利用することにメリットが見

いだされる。個別経営では、小面積で栽培するケースが多く、スタックサイロ等で調製す

るケースが未だに多い。この場合、十分な踏圧が出来ずに良好な発酵ができなかった部分

を廃棄したり、底部が泥濘して廃棄するロスが生じる場合が多い。ＴＭＲセンターでは、

大型のバンカーサイロにおいて、大型のホイルローダで十分な踏圧を行い、サイレージの

品質も安定する（写真５ 。）

写真５ バンカサイロの詰め込み風景（左）およびスタックサイロ（右）

また、トウモロコシサイレージは、夏期間に変敗し易い特性を有しているので、個別経

営での利用（農家戸数分のサイロが開封）に比べて、共有のバンカーサイロが１本開封さ

れるにとどまるＴＭＲセンターでのトウモロコシサイレージの調整・利用は、ロスが生じ

る機会が激減する。すなわち、ＴＭＲセンター参画農家の飼養頭数分を１つのバンカーサ

イロから取り出すので、個別経営での利用に比べて、取り出しスピードが極めて早い。こ

のことは、空気に触れて、変敗が進んでいくスピードをはるかに上回るので、取り出した

サイレージの品質が安定している。

３．ＴＭＲセンターの地域への貢献

ＴＭＲセンターは大型作業機を有し、その強力な機械力をもって、効率的にトウモロコ

シ栽培に必要な作業を行うことが出来る。作業機械がＴＭＲセンターの予定作付面積以上

の作業能力を有する場合は、ＴＭＲセンター以外の近隣の個別経営農家圃場の、播種や収

穫作業を請け負っている。作業を委託した個別経営農家は、作業面積当たりの費用を



ＴＭＲセンターに支払う。ＴＭＲセンターはその収入を、作業機械の更新費用に充てるこ

とができる。このように、大型作業機械を有しない個別経営農家においても、トウモロコ

シサイレージを栽培・利用することができる。

また、ＴＭＲセンターではトウモコロシサイレージに限らず、グラスサイレージでもロ

スが減少するので、個別経営の時と同程度の面積で粗飼料を生産・調製していた場合は余

剰が生じることになる。調製したサイレージに余剰が生じたＴＭＲセンターでは、余剰サ

イレージを用いたＴＭＲの販売が始まっている。ＴＭＲの販売には、近隣の農家に販売す

る場合は、ダンプで配送する場合もあるが、遠距離の場合や、数日分をまとめて配送する

場合は、細断型ロールベールでＴＭＲをパックした形で販売されたり、圧縮ビニールパッ

クで販売されたりしている。

このように、ＴＭＲセンターに参画している農家に限らず、中小規模の個別経営農家が

ＴＭＲセンターの機械力や余剰飼料を活用することで、地域で生産された粗飼料を効率的

に活用することが可能になる。

飼料用トウモロコシの大規模栽培・利用は、自給飼料生産型ＴＭＲセンターをコアにす

ることで、地域全体に効果を発揮することができると考えている。

 
 
 
 

 
農林登録品種 
タチアオバ（西海飼２５３号） 

  特徴 
１． 極晩生熟期で九州向き。 
２． 極長桿にもかかわらず倒伏には極めて強い。 
３． 直播栽培にも適する。 
４． 全乾物収量が高く（2 ㌧／10a 以上）、 

子実収量も比較的多収。 
利用 

① 九州平坦地での早植え（イタリアン後作等）で 
特に多収である。 

② 普通期（麦後作）植えや直播にも適する。 
③ 基幹食用品種（ヒノヒカリ）の収穫後に黄熟期 

（出穂後４０日）を迎える。 
栽培のポイント 

① 白葉枯病の常発地帯では作付けを避ける。 
② 登熟を確保するために、落水時期に注意する。 
③ 多肥栽培が適する。 

 

２０年度播種用飼料用イネ新品種のご紹介（その２） 
（独）九州沖縄農業研究センター 育成品種 



 

 

６．国内育成品種を用いたソルガム類の新栽培技術 

「耐倒伏性を高める混播栽培」と「散播・密植による雑草の耕種的防除」 

 

                                         長野県畜産試験場 飼料環境部 水流正裕 

 

 

はじめに 

 これまで夏の飼料作物として、多くの場合トウモロコシが栽培されてきました。し

かし近年、中山間地帯を中心にシカ、イノシシ等による獣害の発生からトウモロコシ

の作付けが困難となっている地域も多く、ソルガム類へ切り替える地域や経営体も多

くなっています。ソルガム類は遺伝的変異が大きく、近年、多様な特徴を持つ飼料用

ソルガムの新品種が数多く育成されています。例えば、ソルガム「風立（かぜたち）」

と「天高（てんたか）」は、ともに未出穂タイプの極晩性ソルガムで、草型には大き

な違いがあります。「風立」の草丈は 2.5m 程度と短稈ですが、耐倒伏性が極めて強い

特徴を持ちます。一方、「天高」は、草丈 4m 以上の超多収のソルガムです。 

従来の飼料用ソルガムは、栄養価が低く、嗜好性が悪いイメージがありましたが、

高消化性遺伝子"bmr-18"を持ち消化性・嗜好性に優れたソルガム品種が育成されまし

た。その代表的な品種が、「葉月（はづき）」です。本品種は、従来のソルガムに比

較して TDN 含量が 10%以上高く、密植栽培しても耐倒伏性が高いのが特徴です。この

ため、それまで利用がされなかった酪農部門での普及が急速に進んでいます。本品種

の栽培法としては、散播・密植栽培して、ロールベールサイレージ体系で利用する省

力的な方式が普及しています。 

 本稿では、これらソルガム新品種を用いた栽培法として、①「風立」の耐倒伏性を

維持したまま、収量性の向上を図る”「風立」と「天高」の混播による超多収栽培法

（二八（にはち）のソルガム混播栽培）”と、②”高消化性ソルガム「葉月」の散播・

密植栽培による雑草の耕種的防除法”を紹介します。 

 

１．「風立」と「天高」を混播すると耐倒伏性が高く超多収 

 「天高」は、草丈が４ｍ以上となり、１回刈りの飼料作物としては、他品種と比べ

最も多い乾物収量が得られますが、倒れやすい欠点があります。一方、「風立」は短

稈で収量性は劣りますが、既存ソルガム品種の中では耐倒伏性が最も優れる特徴があ

ります。本栽培法は、この両者を混播栽培することで、「風立」の耐倒伏性を維持し

たまま、収量性を改善する安定超多収栽培法です。 

 

 

【栽培のポイント】 



 

 

写真１ 二八（にはち）のソルガム混播栽培（８

月上旬の生育状況） 

 事前にふたつの種子を十分に混合し

て一般の単播栽培と同様に播種します。

両者の種子は重さ、形状とも類似してい

るため、播種前にしっかり混合すれば、

均一播種が可能です。混合比率は重量比

で、「天高」：「風立」＝2:8（機械収

穫の場合は 1:9）です。「天高」の割合

を20%以上に高めると倒伏の原因となり

ます。播種適期は平均気温が 15℃に達

した頃（寒冷地南部では 5 月下旬～6 月

上旬）です。 播種量の 

目安は、100g/a、栽植密度は 2,500～ 

3,000 本/a です。畝間は 70～80cm、株 

間は 8～12cm とします。茎を太く作るのがポイントです。 

  両品種はいずれも極晩生品種のため、収穫適期が一致し、その収穫適期が長いため、

秋雨や他の農作業との競合を避けて収穫できます。収穫時期は 9 月から 12 月が目安で

す。カッター等で細断して家畜に給与する青刈り利用やコーンハーベスター体系によ

るサイレージ利用が可能です。サイレージ利用の場合は、１～２回の降霜後にサイレ

ージ調製を行います。また、冬期間の立毛貯蔵が可能です。ただし、機械で収穫する

場合は、種子の混合割合を「1:9」とし、温暖年で出穂した場合はすみやかに収穫しま

す。 

 

【混播栽培の効果】 

 当場の試験結果では、混播栽培の収量は、「風立」単播に比較して生草で 12～21%、

乾物で 16～36%増加しました。また、台風

通過時の状況から「1:9」の混播割合で「風

立」単播並の耐倒伏性が得られることが明

らかとなりました。 

 また、混播栽培時の個体重量を比較する

と、「風立」は混合比率を高めると個体重

量は増加して乾物率も高まりますが、反対

に「天高」は混合比率を高めると個体重量

は減少して乾物率も低下しました。従っ

て、「天高」は、混合比率を高めると収量

は増加しますが、「風立」の生育が抑制さ
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図１．「天高」と「風立」種子混合比率の違いが乾物収量
　　　 および個体乾物重量に及ぼす影響（渡辺ら 1998）．

 
 
 

写真１ 



 

 

れ、耐倒伏性は低下しますので、「天高」は、混合比率を高めすぎるのは危険です。

（図 1） 

 

２．高消化性ソルガム「葉月」の散播・密植栽培によって雑草の耕種的防除が可能 

 ロールベール・ラッピング体系に対応した

ソルガムの栽培法としては、ドリルシーダ等

による密条播、もしくは、ブロードキャスタ

や手動の散粒機を利用した散播栽培があり

ます。散播栽培は、中山間地帯の小区画・不

成型圃場でも既存の作業機の利用が可能な

ため、低コストかつ省力的です。本栽培では、

ラッピング時のピンホールを防ぐため、密植

して稈を細く仕上げるのがポイントです。一

般にソルガムの栽培では、トウモロコシと比

較して初期生育が劣るため雑草対策が課題

となりますが、散播・密植すると雑草が抑制

でき、耕種的な雑草防除が可能となります。 

 

【栽培のポイント】 

 施肥は全量基肥、耕起前に全面施用し、耕起して播種床を作ります。ブロードキャ

スタや手動の散粒機を利用して耕起後ただちに播種します。播種適期は、平均気温が

15℃に達した頃（寒冷地南部では 5 月下旬～6 月上旬）です。播種量は、1m2あたり 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個体以上を確保するよう播種量を決定します。目安は 5～8kg/10a です（図 2）。播種

図2．無除草剤栽培における１番草収穫時のソルガム茎数と雑草重量および乾物収量の関係（1999～  2001年）．
　　　 1) 供試品種は「葉月」．
        2) ○：5月下旬・2kg，□：5月下旬・5kg，△：5月下旬・8kg，●：6月中旬，2kg，■：6月中旬，5kg，
　          ▲：6月中旬，8kg（播種日・播種量( /10a））
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写真２ 高消化性ソルガム「葉月」の散播・密

植栽培収穫状況 

 
 



 

 

が遅れると雑草防除

ができないことがあ

ります。播種後は、

種子と土壌を混和す

る目的で、ロータリ

による表層撹拌やデ

ィスクハローによる

表土切削を行い、カ

ルチパッカやトラク

タの車輪により鎮圧

します。ソルガム類

の最適播種深度は 3cm 前後、深度が 7cm 以上になると出芽率は急激に低下するので、

ロータリ表層撹拌は、深耕 5cm 程度を目安として、深くならないよう注意します。圃

場の土質にもよりますが、多湿の場合は弱い鎮圧を、乾燥している場合は、強い鎮圧

を十分行います。ロータリ表層撹拌が強い（深い）場合、強い鎮圧を行うと出芽率は

著しく低下するので、鎮圧しないか均平程度の軽い鎮圧とします（図 3）。除草剤は

原則として使用しません。圃場の状態によりどうしても必要な時は、播種直後にアト

ラジン水和剤を１回のみ土壌処理します。 

 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、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。刈取り

は、ディスクモアを用います。モアコンディ

ショナーを用いた場合は、ソルガムの繁茂状

況によっては、機械に負荷をかけることもあ

ります。刈取り後は予乾を行います。１番草、

２番草とも１日程度の予乾で、水分は 70%近

くまで低下します。予乾時には、必要に応

じて反転を１～２度行いますが、土壌が混

入しないよう十分注意します。 

 

【葉月とライムギを組合せると周年ロールベール・ラッピング利用が可能】 

「葉月」の収穫後、冬作飼料作物として「ライムギ」栽培が可能です。「ライムギ」

を作付けることで①自給飼料の生産量増加、 ②ロールベーラーとラップマシーンの稼

働率向上、③家畜ふん堆肥の圃場還元量の増加が図れます。散播栽培におけるライム

ギの適正播種量は、収穫時直前の倒伏に伴う収穫ロスを軽減するため厚播きせず、10a

あたり 4～6kg 程度にします。収穫適期は、出穂始とします。これ以前の収穫は、ロー

　　図3.　土壌撹拌および鎮圧強度が出芽率に及ぼす影響.

土壌撹拌：無は、ﾛｰﾀﾘ攪拌なし, 軽は、浅耕(5cm)ﾛｰﾀﾘ, 強は、深耕(15cm)ﾛｰﾀﾘ 

鎮圧：無は、鎮圧なし, 弱は、ｶﾙﾁﾊﾟｯｶ(接地圧0.18kg/cm
2
), 中は、乗用ﾄﾗｸﾀ（1.4t, 接地圧0.47kg/cm

2
）

強は、ﾎｲﾙﾛｰﾀﾞ（4.7t, 接地圧0.88kg/cm
2
)

2002年： 5月下旬播種, 播種量8kg/10a,　2003年：5月下旬および6月中旬播種,　播種量8kg/10a

異符号間に有意差あり p<0.05, 棒上の数字は出芽密度（個体/m2）を示す.
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写真３ 散播・密植栽培した高消化性ソルガム

「葉月」のロールベールサイレージ 

 
 
 

写真３ 



 

 

ルベールサイレージの品質低下を招きます。反対に、出穂以降の収穫は、茎が硬化す

るため家畜の嗜好性が低下します。ロールベーラとラップマシーンによる収穫・調製

法はソルガム「葉月」に準じますが、「葉月」は、予乾が不十分な高水分条件下で収

穫・調製しても良好な発酵品質のサイレージができる場合が多いのに対し、ライムギ

の場合は、高水分状態でサイレージ調製すると発酵品質が著しく低下するため、水分

が 70%以下になるまで予乾してから梱包・ラッピングします。 

 長野県準高冷地帯における「葉月（ソルガム）」と「春一番（ライムギ）」の組み

合わせ作付け体系の作業工程とおおまかな日程を表 1 に示しました。本体系により、

10a あたり 2.6～2.7t の乾物生産が可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おわりに 

 中山間地帯では獣害のためトウモロコシの栽培が難しくなっています。一方、ソル

ガムの「風立」、「天高」及び「葉月」は、これまでのソルガムの欠点を克服し、ト

ウモロコシの代わりになりうる素質を持っています。今回、これら素質を十分に発揮

させた新しい栽培法を紹介しました。この栽培法を活用して、中山間地帯で再び長大

飼料作物が栽培され、粗飼料を十分活用した家畜生産が行なわれることを望んでいま

す。 

 

 
 

表1.　長野県準高冷地におけるソルガム「葉月」とライムギ「春一番」

　　　 を組合せた周年ロールベール.ラッピング利用体系．

時期             作業

5月上旬 ライムギ「春一番」収穫

↓

5月下旬 ソルガム「葉月」播種（播種量：5～8kg/10a）

↓

7月下旬　 ソルガム「葉月」1番草収穫

↓

9月下旬 ソルガム「葉月」2番草収穫

↓

10月下旬 ライムギ「春一番」播種（播種量：4～6kg/10



７．トウモロコシへの獣害を防止するために 
 

独立行政法人 農業食品産業技術総合研究機構 中央農業総合研究センター 
 鳥獣害研究サブチーム 竹内正彦 

 
 日本では今、トウモロコシへの獣害を個人的、場当たり的に防いでいる。その主流は電

気柵で、適切に設置されれば有効である。しかし現実は設置や管理が難しく突破されてい

る。Conover. M（2002）「Resolving Human-Wildlife Conflicts」（LEWIS PUBLISHERS）は

海外の対策事例を紹介し、トウモロコシについてはコストが収益に見合わず放置されるこ

とが多く、決定打はないとしている。鳥による被害が多いが、こうした被害は農地の周辺

部だけに留まることが多いため、米、豪の大規模農場では、放置しても生産全体への打撃

は容認されてしまうようだ。しかし、トウモロコシ畑の内部に入り込み、餌として強く執

着するクマ類にこれは当てはまらない。 

 国内のトウモロコシへの被害は、こうした執念深いヒグマやツキノワグマによるものが

深刻であると、板垣 悟（2005）は「クマの畑」を作りました（地人書館）に記している。

北海道では最近アライグマによる被害も多いと、池田 透（2006）「果実日本」 61 巻 11

号に報告されている。また全国ではカラス類やハト類、また本州以南ではイノシシによる

食害がひどく、畑単位であればタヌキ、ハクビシンなどによって全滅という事態もある。 

 近年、バイオ燃料の材料として飼料作トウモロコシの価格が世界的に高騰し、これに伴

って国内での増産が急務と考えられるようになっている。さらに全国の約半数を占める

中・小規模畜産家は飼料の自給を望んでいる（生物系特定産業技術研究推進機構農業機械

化研究所（2002）「トウモロコシ収穫調整作業の省力化に関する意向調査 調査結果概要」

より）。こうした畜産家は中山間地域で飼料を生産しており、鳥獣害の頻発、壊滅的な被害

が危ぶまれる。一方で小規模飼料畑という特徴から、今回紹介する簡易な金網柵の設置も

現実的となり、イノシシに対しての防護効果が十分期待できる。そこで、この柵を使った

農地管理による飼料用トウモロコシへのイノシシからの防護法や電気柵を有効にする設置

後の管理法を紹介する。農地管理の基本的な考え方は大規模圃場においても共通する部分

があり、これがヒントとなって全体の被害が減ること期待する。 

 

１．飼料作トウモロコシへの鳥獣害 

 農林水産省生産局（巻末資料）は野生鳥獣による農作物被害状況を毎年公表しているが、

飼料作トウモロコシに限った集計はなく、トウモロコシ、ソルガム、エンバク、さらには

牧草も加えた飼料作物全体への被害統計から推測するしかない。鳥類による牧草への加害

は多くないため、飼料作物への加害指標をそのまま使った（表１）。一方、哺乳類による被

害おいてはシカによるものが群を抜いているが（表２）、その大部分は牧草の食害である。

一部トウモロコシの柔らかい若芽は食べること、さらに部分不稔やアワヨトウの被害を受



けた不良雌穂をまとめて捨てるような残さ処理でシカによるトウモロコシ食害を助長して

いると、井上雅央・金森弘樹（2006）「山の田畑をシカから守る」（農山漁村文化協会）は

指摘している。それでもトウモロコシへのシカによる被害は牧草に比べればわずかであろ

う。これはウサギ、カモシカも同様と考えられ、またモグラによる被害は草地の掘り起こ

しであることから、この４種を除いた獣類による飼料作物への被害がトウモロコシの被害

を示す指標になるだろう（表１）。 

 平成 17年度まで３年間の指標で鳥類と哺乳類（除４種）を比較すると、被害面積は鳥類

の方が多いが、被害量、金額は哺乳類の方が多く、面積あたりでは哺乳類の方が激しい被

害（５割り増しから3倍）を起こしていることが分かる（表１）。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 同じ３年間の指標を動物別に見ると、被害面積はカラスが一番多く、クマやイノシシの

２倍から３倍であった。また、他の鳥類ではハトの被害が多かった（表２）。吉田保志子 

(2006) 農業技術61巻、同氏(2007) 圃場と土壌 39 巻 8号は、カラスは播種期、結実期の

両方で加害するが（図１）、ハトは播種直後の地上にある種子や出芽後の種子が見えている

芽を種子ごとついばむこと、そのため５㎝以上深播することで播種期の被害は軽減できる

表２．　飼料作物への加害鳥獣別被害指標の状況（平成17（2005）～15（2003）年度，農林水産省生産局公表資料より作成）．

鳥類

被害指標＼動物名 カラス ハト キジ

会計年度 17 16 15 17 16 15 17 16 15

面積（ha） 527 950 1,210 329 251 376 8 9 6

量（ｔ） 4,684 5,799 14,484 1,137 826 1,198 166 147 8

金額（万円） 4,971 5,223 11,954 1,558 1,753 2,417 134 109 9

量／面積 8.9 6.1 12.0 3.5 3.3 3.2 20.8 16.3 1.3

金額／面積 9.4 5.5 9.9 4.7 7.0 6.4 16.8 12.1 1.5

キジについては他種との誤認が多く含まれているものと思われる．

哺乳類

被害指標＼動物名 クマ イノシシ サル シカ

会計年度 17 16 15 17 16 15 17 16 15 17 16 15

面積（ha） 278 331 343 481 538 622 43 105 37 25,629 25,584 20,117

量（ｔ） 9,450 7,898 9,222 5,531 6,534 6,900 417 620 304 177,591 165,885 183,905

金額（万円） 9,650 8,620 8,567 8,905 12,337 7,836 721 1,332 531 151,846 142,425 147,400

量／面積 34.0 23.9 26.9 11.5 12.1 11.1 9.7 5.9 8.2 6.9 6.5 9.1

金額／面積 34.7 26.0 25.0 18.5 22.9 12.6 16.8 12.7 14.4 5.9 5.6 7.3

シカによる被害は主に牧草に対するものである．動物名は集計で用いられた名称を使用．

表１．　全国における飼料作物への鳥獣害の状況（平成17（2005）～15（2003）年度，農林水産省生産局公表資料より作成）．

被害指標＼動物名 鳥類計 獣類計 合計

会計年度 17 16 15 　　17　　（除４種） 　　16　　（除４種） 　　15　　（除４種） 17 16 15

面積（ha） 995 1,432 1,762 26,571 865 26,738 1,061 21,564 1,172 27,566 28,170 23,325

量（ｔ） 7,091 8,634 17,821 194,549 16,472 181,953 15,714 201,588 17,057 201,639 190,586 219,409

金額（万円） 8,533 12,549 16,403 173,281 20,848 165,946 23,399 165,635 17,717 181,814 178,495 182,038

量／面積 7.1 6.0 10.1 7.3 19.0 6.8 14.8 9.3 14.6 7.3 6.8 9.4

金額／面積 8.6 8.8 9.3 6.5 24.1 6.2 22.1 7.7 15.1 6.6 6.3 7.8

除いた哺乳類４種は主に牧草へ加害する、シカ、カモシカ、ウサギおよびモグラである。



と指摘する。この対策は不耕起栽培の場合でも播種機械の調整で可能であろう。ただし、

不耕起での被覆植物がシカの餌となるなど（井上・金森, 前出）、農作業への野生動物の反

応、関係は複雑である。場所によって利用できる技術や条件が異なることを十分考慮し、

試しながら改良することが成功の鍵である。 

 哺乳類においては被害量、金額ともクマが最も多く、面積ではイノシシが多い（表 2）。

また、これにサルが次ぐ。鳥類と哺乳類の被害で際だった違いは、被害面積に対する被害

量、金額の大きさである。この差はクマとイノシシの間にも見られる。その理由はクマの

臭いが付着した飼料はウシが食べないとして避けられることや、食害コーンの混入による

カビの発生等で、その飼料や使った場合に生産物の価格が下がるためである（板垣,前出, 

栃木県県民の森管理事務所担当者への聞き取り）。つまり、クマが圃場に入ればそれが被害

となる。アライグマもラップロールを破損し（池田, 前出）、尿の臭いでウシが食べなくな

るという。イノシシによる被害には食害だけでなく倒伏、掘り起こしによる収穫能率の低

下もある。また、キジ類や雑食の哺乳類（タヌキ、ハクビシン、アナグマなど）による食

害が確認されているが、誤認や隠れた被害となっていて統計量は現実を反映していないだ

ろう。しかし、矮小な畑において、これらの動物やサルが、伸長期からの茎を食害したり

（図2）、子実を全滅させたりする甚大な被害もある。ちなみに生食用トウモロコシの自家

消費的な混植畑については、圃場の内側に作付けし、点植を避けることで加害されにくく

なるという栽培方法が提案されている（井上・金森, 前出）。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    図 1．カラスに食害された子実        図２．サルに食害された茎（生食用） 

 
２．中山間地域のトウモロコシ畑を守るために 

 鳥獣害を受けやすい中山間地域の田畑でイノシシからの被害を防ぐための方法として、

「金網忍び返し柵」を用いた方法が竹内正彦・江口祐輔 (2006) 農耕と園藝 61巻 1号に

掲載されている。また、防護方法の概要は添付のリーフレットを見ていただきたい（近畿

中国四国農業研究センター,巻末資料）。一方、電気柵の上手な使い方については江口祐輔

（2003）「イノシシから田畑を守る」（農山漁村文化協会）に書かれている。ここでは、こ



れら方法の要点を解説するので、現在の被害対策へ組み入れたり、既にされている対策の

改良に役立てていただきたい。 

 

「金網忍び返し柵」 

 材料の溶接金網（別名：ワイヤーメッシュ）は10㎝格子、線径４㎜が良い。建設資材店

で手に入るが、取り扱いは100枚単位となる。地域によってはホームセンターやJAでも手

に入り、農業資材として補助の対象にもなっている。折り返すと図３のようになり、これ

は角材を当て木にして手で引き上げれば自分で細工できる（図４）。 

 設置は添付のリーフレットにあるように鋼材で支柱を打ち、金網を針金や結束帯などで

３ヵ所程度固定する。支柱にはビニールハウス用パイプの廃材が代用できる。イノシシに

掘り起こされないように地面に沿わせ、土が軟らかく掘られやすい場所には折り曲げてい

ない金網を柵の下に平置きすると潜り込みを防ぐことができる。必要に応じて筋交の支柱

を入れるなどして補強する。 

 餌付けによって実験施設に誘き寄せた野生のイノシシは、助走なしに高さ 1.2ｍの柵を

飛び越えられるが、１ｍの「金網忍び返し柵」は200回の実験で１度も飛び越えられなか

った。江口らはこの効果が、イノシシが助走なしに飛び越える時に踏切位置を慎重に見定

めることによるとし、竹内正彦 (2007) 「果実日本」62巻 6号は、イノシシの視点からこ

の柵を見ると錯覚で高く見えることが加わると解説している（添付リーフレットを参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図３．「金網忍び返し」の構造            図４．折り返し方 

 

「電気柵の管理」 

 電気柵の種類は多く、農地の規模や地形、電源などによって選択できるようになってい

る。適正な規格の製品を使えばよい。取扱いメーカーも多く、各社で解説資料を作ってい

るので導入する際の検討材料としてほしい。使い方でよくある失敗は、明け方に電源が切

れ、夕方に再び電源が入るタイプの昼夜タイマー付の電気柵では、明け方早くに電源が切

れ侵入されている農地が多い。昼夜を問わず常に通電するのが正しいやり方である。設置



方法は自然環境研究センター（1997）「クマ被害防除のための電気牧柵システム設置マニュ

アル」やメーカーの資料に詳しく解説されている。また、メーカーが設置指導をしている。 

 電気柵は設置直後には効果がある。しかし、ほとんどの場合ですぐにその効果が失われ、

侵入を許している。それは、イノシシの場合には電牧線を30cmと 60cmの高さに設置する

ので、管理を怠ると草が伸び、漏電して効果が失われるからである。最も重要なのは草刈

り、見回りといった日常の管理で電気柵の性能ではない。とにもかくにも管理の不徹底が

原因である。この重要性は金網柵でも共通である。 

 「金網忍び返し柵」や電気柵は軽量で安価なことが利点であり、土木工事によって設置

される恒久柵のような強度はない。長い間放置すると藪に飲み込まれてしまって、いずれ

壊されたり潜られたりしてしまう。効果を長続きさせるためには柵の管理が重要である。

そのために管理道として外周を幅２ｍほど草刈りし、この道を常に確保する。イノシシは

この見通しのよいベルト地帯に身をさらすことを嫌がる。イノシシは本当は警戒心の強い

動物だからだ。そこにイヌをつれての見回りなどを頻繁に行えば、いっそう警戒し、侵入

を一歩踏みとどまらせることができる。 

金網柵はチップソーで切れてしまうことがあり、また逆に草刈り機の歯を痛めてしまう。

柵の直下の雑草を抑えるのにはマルチシートを利用すると良い。金網柵は通電性を気にす

る必要がないのでゴム製のシートも使える。電気柵では科学繊維系のシートを用いる。ま

た、土壌モルタルなどの硬化剤も有効である。農地に使える硬化剤としてはマグホワイト

がある（農村工学研究所水田汎用化システム研究チーム，巻末資料）。 

 

３．飼料畑への防護柵の導入 

中山間地域の飼料畑は山際や山中に多く、イノシシが山中にいる時と変わらない心理状

態で侵入してくる。警戒心を起こさせ、侵入しにくい畑と思わせるためには、山林との間

に一歩踏みとどまらせる境界を作る必要がある。草刈りによる柵の管理道はその役割を果

たす。草刈り、柵の管理によって警戒心をあおる心理的防護効果は非常に大きく、柵によ

る物理的防護効果をいっそう高める。警戒心という意味で農地周辺での追い払いや捕獲は

人間との緊張関係を保つために大きな役割を果たしている。一時的な個体数の減少よりも

この効果の方が大きいのかも知れない。 

 忍び返し柵は市販の建築資材を流用したものであり、自前で細工すれば安く作ることが

できる。金網（１ｍ×２ｍ）は１枚 500〜1000 円、支柱、針金も含めた 100ｍあたりの資

材費は３〜６万円とトタン柵と変わらない（表３）。電気柵と比べると高いが、設置後の

草刈りの頻度や補修などの労力が減らせ有利である。また、耐久性は５年から10年が期待

できる。電気柵は線の補修、交換は毎年必ずしなければ効果は保てない。使用中の見回り

も頻繁にしなければ、すぐ漏電する。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「金網忍び返し柵」は飼料畑に導入した例がない。現在は果樹園や竹林（タケノコ畑）、

さらには中規模の牧草地で、地形や農地特性にあった設置方法、新たな工夫を試している

ところである。こうした試験例を踏まえ、飼料畑に合った管理方法の工夫など、まだ技術

改良が必要な段階である。飼料畑で効果的、確実に使える技術に進化を遂げるよう、現場

と協力して改良していきたいと思う。また、現段階では大規模農地の防護法を提示できな

い。人間には見回りが不可能な広大な畑の防護方法として、訓練されたイヌによる野生動

物への威嚇、制御が確立できないか検討を始めているところである。 

「金網忍び返し柵」の活用方法については近畿中国四国農業研究センターのホームペー

ジで、また鳥類の被害防止対策については中央農業総合研究センターのホームページに掲

載し、頻繁に更新している。また、総合的なイノシシ被害対策とその考え方については江

口祐輔（2003）「イノシシから田畑を守る」（農山漁村文化協会）に網羅されているので、

これらを紹介して終わりとしたい。 

 

参考ホームページ 

農村工学研究所水田汎用化システム研究チーム（2007） 

http://nkk.naro.affrc.go.jp/kenkyu/section/sougou/suiden04.pdf 

農林水産省生産局（2007）農林水産省ホームページ鳥獣害対策コーナー 

http://www.maff.go.jp/soshiki/seisan/cyoju/index.htm） 

近畿中国四国農業研究センター 

http://wenarc.naro.affrc.go.jp/seika/seika_print/poster2006/seikaposter_200610b.

html 

中央農業総合研究センター 

http://narc.naro.affrc.go.jp/kouchi/chougai 

 

表３．各種防護柵の設置コストと留意点．

柵名 必要資材 100ｍあたりの資材費 有効性要素 留意点

金網忍び返し柵 溶接金網・支柱・針金 3～6万円＊

物理的遮断
心理的効果（錯覚）

実証試験で侵入無し．作物が見えるた
め、執ような攻撃を受けるおそれ．
→トタンとの組合せでより有効に。

金網柵
（折り返し無し）

溶接金網・支柱・針金 3～6万円＊ 物理的遮断
侵入事例あり。作物が見えるため、
執ような攻撃を受けるおそれあり。
→トタンとの組合せでより有効に。

トタン柵 トタン（60cm高）・支柱 廃材利用～6万円＊ 視覚的遮断
資材には廃材等が利用可能。
強度不十分。侵入事例多数。

電気柵 電牧器・支柱・ワイヤー 2～6万円 電気刺激

電牧器の種類で値段に格差。
真夏に草刈りが必要。
単独では侵入される事例あり。
→トタンとの組合せを推奨。

＊JA販売価格、地域によっては1/2補助が受けられる.



イノシシから農地を守る「金網忍び返し柵」

・高さ1mの金網柵に「忍び返し」状の折り返しをつけ、イノシシの跳躍侵入を防ぎます。

・市販の建築資材を利用します。角材を当て、手で引き上げれば簡単に細工できます。

・設置コストは約６万円/100mでトタンと変わらず、電気柵より草刈りが少なくて済みます。

・15cm格子の金網ではウリ坊がすり抜けます（トタンと併用すれば大丈夫です）。
・有効な防護柵も放置は禁物！柵の外側に幅１m以上の管理道を作り、こまめに
点検してください。出穂直前と収穫直前には草刈りをしましょう。
・補強のための置石は掘り返しを誘い逆効果です。
・共同設置で大きく囲えば、個々の圃場を囲うより設置距離・コストを減らせます。
・資材に自治体等の補助がある地域もあります。

忍び返し柵の構造
　10cm格子、線径４mmの金
網を用い、その上部30cmを
外側へ 20～30°折り返す。

資材が軽く、傾斜地での設置も簡単です。

こうした習性から忍び返し柵の前でイノシシは

トタンとの二重柵　ウリ坊の侵入
や鼻による持ち上げも防げます。
既存のトタンを有効利用！

近畿中国四国農業研究センター　鳥獣害研究チーム （TEL 0854-82-0060）

①能力的には越えら
れる１ｍの柵だが
30°の折り返しで
頂点がおおいかぶ
さるため、柵にあた
ることに気づく。

②そのため、イノシシは踏切位置を
後ろにずらす。

③本当は柵が低くなっており、そこで
飛べば柵を越えられるが、イノシシ
の視点から仰ぎ見ると、錯覚で高く
見える（上の写真） 。さらに柵との
距離は本当に遠くなっている。

④これによりイノシシは迷い、跳び越
すことをあきらめてしまう。

イノシシはジャンプをする時、助走を付けずその場から踏み切ります。また、ジャンプの前には何度も柵の頂点と壁面を見
て、踏み切り位置を見定めます。　【　猪突猛進なんかじゃありません。慎重なんです。　】

イノシシの感覚・運動能力の分析に基づいた、効果的な侵入防護柵を開発しました。

この成果の公表年月　2004.  3.
この資料の更新年月  2007.  9.

折り返しの効果
　折り返し30°で、イノシシ
の視点の高さ（70cm）、柵と
の距離50cmから仰角50°
で見上げると、折り返さない
柵より20cm高く見えます。

設置作業　 鋼材やビニールハウスの廃パイプなどを２m間隔で支柱に打ち、
　金網を針金等で固定します。支柱の間は折り曲げた鋼線などで補強します。
　柵の下を掘り返される場合は地面にも金網を敷くと効果的です。

折り返したもの 返してないもの

写真・協力　島根県西部農林振興センター益田事務所

圧迫感を感じて後ずさりす
る。本来は跳び越えられる
はずが、奥行きがあると錯
覚し、跳び越せないと判断
してしまう。

柵を折り曲げると、い
つもの踏切位置では柵
にあたってしまう
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飼料増産に係わる研修会の実施について 

 
（社）日本草地畜産種子協会は、平成１９年度において下表のような飼料増産のため

の様々な研修会を実施しています。（詳細は、日本草地畜産種子協会のホームページを

ご覧ください。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

このうち、現在までに実施した研修会の概要を以下の通りお知らせいたします。な

お、これらの研修会は原則的には来年も開催を予定しています。 
 

１．平成１９年度北海道ブロック公共牧場利用体制整備推進等研修会（公共牧場長研

修会） 

 開催日時：平成１９年１０月１０日～１１日 
 開催場所：帯広市「帯広東急イン」 
現地研修場所：十勝郡浦幌町「浦幌町模範牧場」 

 参加者：５１名 
公共牧場の有効活用と地域畜産の活性化に意欲をもって取組んでいる牧場の管理者

（牧場長等）を対象に草地の管理技術、預託牛の育成技術、牧場の運営改善技術等に

ついて研修を行いました。 

お知らせ 

研修名 ブロック、開催地域 開催月日 場所

北海道ブロック １０月１０日～１１日 帯広市、浦幌町

東北ブロック １１月１４日～１５日 山形市

中部ブロック １１月２８日～２９日 金沢市、能美市

西部ブロック １２月５日～６日 福岡市

乳用牛集約放牧
技術研修会

１０月１７日～１８日
帯広市、芽室町、清
水町

放牧に係わる専
門指導者（放牧
伝道師）養成講
座

１０月２３日～２５日
独立行政法人家畜改
良センター、棚倉
町、鮫川村

北海道・東北 １０月３１日～１１月２日 岩手県葛巻町

関東・北陸・東海 １１月７日～９日 山梨県富士河口湖町

近畿・中国・四国・九
州・沖縄

１１月２０日～２２日 岡山県美咲町

コントラクター
養成研修

１２月６日～７日 熊本市

ふれあい交流牧
場サポーター
「牧場案内人」
養成講座

公共牧場利用体
制整備推進等研
修会（公共牧場
長研修会）



講師は、赤字の牧場を見事に黒字牧場

に立て直した北海道浦幌町模範牧場長の

三宅英彰氏、哺乳子牛の育成管理につい

て巡回指導を行なっている獣医師秋山和

夫氏、草種品種に詳しい北海道農業研究

センターの田瀬和浩氏、当協会の放牧ア

ドバイザー落合一彦氏が勤めました。ま

た、講義の後、「公共牧場活性化のために

取組むべきこと」と題してグループデス

カッションが行なわれ、予定時間を大幅

に超えた活発な討論のなかで、参加者か

らは「そうだったのか、わかった。」、「目

からウロコがおちた。」、「それでも半信半疑だ。」等の様々な感想が聞かれました。 
 現地研修は浦幌町模範牧場で行い、草地及び放牧管理手法並びに経営改善のための

ノウハウを場長から直に聞くことができ、非常に有益な現地研修会であったという意

見が多く聞かれました。 
 
２．平成１９年度乳用牛集約放牧技術研修会 

 開催日時：平成１９年１０月１７日～１８日 
 開催場所：帯広市「帯広東急イン」 
現地研修場所：河西郡芽室町「桜井康博牧場」、上川郡清水町「橋本晃明牧場」 

 参加者：４５名 
放牧酪農は国産飼料資源を有効活用する

ため飼料費の低減効果が高く、更に、飼養

管理等の労働時間の短縮により、ゆとりあ

る酪農経営が可能となるので積極的に推進

する必要があります。このため、搾乳放牧

技術の指導者を対象に、搾乳放牧の講義と

実技講習を行ないました。 
初日目の、現地研修および実技講習は、

放牧開始１年目の河西郡芽室町「桜井牧場」

と放牧開始１７年目の上川郡清水町「橋

本牧場」で行ないました。講習では、高

張力線の電気牧柵の設置を行ない、その後、実際にスコップで草地を掘り起こし、土

の状態を確認したり、短草利用を行なう意義、牧区のきり方など、具体的な草地管理・

利用のあり方について、現地で討議を交えて意見交換を行ないました。 

活発なグループデスカッションが行なわ

れた。 

桜井牧場における牧柵設置実技実習 
 



２日目は、搾乳放牧が経営にプラスになること、集約放牧用草地の管理と家畜にど

のように採食させれば良いのか、など基本技術について当協会の放牧アドバイザーの

落合一彦氏が、放牧導入に当たっての経営、草地のレイアウト、施設、放牧方法など

についてどのような点に注意すべきか、十勝農業改良普及センター北部支所の鬼頭邦

典氏が具体例をあげて解説を行ないました。 
その後、放牧導入によってどの程度飼料費が節約できるか、集約放牧時の飼料給与

等について実際の農家のデータを利用して、北海道農業研究センターの須藤賢司主任

研究員の指導のもとに、パソコンを使用して演習を行いました。 
  

３．放牧に係る専門指導者（放牧伝道師）養成講座 

開催日時：平成１９年１０月２３日～２５日 
 開催場所：独立行政法人家畜改良センター中央研修施設 
現地研修場所：福島県東白川郡棚倉町「沼野牧場」及び東白川郡鮫川村「船木牧場」 

 参加者：６０名 
 水田・耕作放棄地等を活用した放牧は肉用牛を主体

に全国的に拡大していますが、地域によっては専門指

導者の不足等により十分な推進が図られていない現

状にあります。そこで、地域において放牧を推進する

指導的立場の人を対象に、電気牧柵の設置等の実技研

修を中心に放牧の基本技術等に係る講義・実習等を行

いました。 
 初日は、放牧の基本技術について、当協会放牧アド

バイザーの落合一彦氏と岩手県の宮古農業改良セン

ター岩泉普及サブセンターの川村輝雄主任農業普及

員が講義を行ないました。 
 講義の後、牧柵メーカー３社等による最新の牧柵や

施設の展示説明と設置の実技研修・指導が行なわれま

した。 
 ２日目は、好天の下、牛の放牧・電牧への馴致、水飲み場の設置、高張力線及び電

気牧柵設置の実技研修を行いました。 
 ３日目の現地研修は、「遊休桑園を活用した和牛一貫生産」を行なっている福島県棚

倉町の沼野博さんと「遊休水田を活用したホルスタインの育成」を行なっている鮫川

村の船木久さんの放牧地で、放牧を活用した和牛の一貫生産やホルスタインに放牧育

成について研修とデスカッションが行われました。各参加者からは実技中心の現場指

導に役立つ研修であるという意見が多く聞かれました。 
 

耕作放棄地を対象とした 
電気牧柵の設置研修 




