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飼料用飼料用飼料用飼料用とうもろこしとうもろこしとうもろこしとうもろこし作付作付作付作付けけけけ増加増加増加増加のののの切札切札切札切札となるかとなるかとなるかとなるか？？？？    
「「「「細断型細断型細断型細断型ロールベーラロールベーラロールベーラロールベーラ」」」」についてについてについてについて 

    

    

近年開発された細断型ロールベーラについて、皆様方からの問合せ
が多く寄せられておりますので、昨年 10 月 19～20 日に(独)家畜改良
センター本所で開催された現地検討会で得られた細断型ロールベーラ
に関する情報をお届けします。 

    

１１１１    なぜなぜなぜなぜ、、、、飼料用飼料用飼料用飼料用とうもろこしのとうもろこしのとうもろこしのとうもろこしの作付面積作付面積作付面積作付面積はははは減少減少減少減少

したのかしたのかしたのかしたのか。。。。    

  わが国の飼料用とうもろこしの作付面積は昭

和 62 年の 127 千 ha をピークに年々減少し、平

成 14 年は 91 千 ha となり、飼料作物作付面積の

減少の大きな要因の一つとなっています。 

  これまで、飼料用とうもろこしサイレージの

収穫調製作業は、コーンハーベスターによる刈

取、細断、吹上に１人（トラクターオペレータ

ー）、収穫物の運搬に２～3 人（運搬車オペレー

ター）、サイロ詰めに数人（ローダー等のオペレ

ーター１人を含む）の組作業で行ってきました。

まさに近隣の酪農家が総出で収穫調製作業に当

たっていました。 

 しかし、酪農家の減少、孤立点在化により、

この組作業が実施できなくなってきたのが、飼

料用とうもろこしの作付け減少の要因の一つと

考えられます。 

  ご紹介する細断型ロールベーラは、場合によ

ってはワンマンオペレーションでとうもろこし

のラップサイレージ調製が可能となり、酪農家

が孤立点在化している状況にあって、今後は酪

農家の飼料用とうもろこしの作付け拡大の要望

に応えてくれるのではないかと考えています。 

 

２２２２    細細細細断型断型断型断型ロールベーラロールベーラロールベーラロールベーラによるによるによるによる飼料用飼料用飼料用飼料用とうもろとうもろとうもろとうもろ

こしのこしのこしのこしの収穫収穫収穫収穫調製調製調製調製作業体作業体作業体作業体系系系系    

  細断型ロールベーラは細断されたとうもろこ

しを直径 85cm、重量 350kg 程度に成型する機械 

 

で、ロール密度は非常に高い。とうもろこしの

ラップサイレージを調製するためには、細断型

ロールベーラの他にコーンハーベスター（刈取、

細断、吹上）、ラッピングマシーン、ベールハン

ドラー（宮崎県畜産試験場が考案したバケット

の改造でも可）が必要となります。既存のコー

ンハーベスター、ラッピングマシーン等との間

ではある程度適合性が確保されていますが、現

在保有しているコーンハーベスター等と適合す

るか否かは確認が必要です。 

   ワンマンオペレーションの場合は、トラクタ

ー1 台によって刈取、細断、吹上、成型まで行

うことができますが、この場合、トラクターの

馬力は 60ps 以上が必要となります。コーンハ

ーベスターを１台のトラクター、細断型ロール

ベーラを 1 台のトラクターと２台のトラクター

を２人のオペレーターで刈取、細断、吹上、成

型する場合のトラクターの馬力数は各々30ps

以上あれば可能です。 

  成型まで行った後は、ほ場に落ちているロー

ルを拾い上げラッピングマシーンによるラッピ

ングとベールハンドラーによる移動、収納で収

穫調製作業を終了します。 

 

３３３３    細断型細断型細断型細断型ロールベーラロールベーラロールベーラロールベーラのののの特徴特徴特徴特徴    

（１）本体は比較的小型であるので小区画ほ場で

も稼働が可能であり、内地の個別農家、飼料

生産組合、小規模のコントラクターに適して

います。一方、北海道の大規模作付け農家、

(独）農畜産業振興機構

畜 産 業 振 興 事 業



大規模のコントラクターへの適用は作業能率

の面から慎重な検討が必要です。 

（２）１ha 当たりの収穫作業能率は約 140 分、ロ

ール数 122 本、１本当たり成型時間は 68 秒で

した。 

（３）コーンハーベスターの刈取部をグラス用に

替えることによって、ソルガム、えん麦、ロ

ーズグラス等も細断型ロールベールでの調製

が可能と見込まれます。 

（４）ほ場での収穫ロスは約２％と低い結果が得

られています。 

（５）１梱包 350kg 程度なのでロールは１日の給

与で使い切り、二次発酵による給与ロスが少

ない。また、密度が高いので、ラップ破損に

よるサイレージの損耗は少なく、開封後、１

週間経過してもサイレージ品質の低下はない

という試験結果もあります。 

（６）高密度のため排汁は増加しやすいが、収穫

を適期に行うことによって減らすことができ

ます。（現物乾物率が 30％以上になると排汁

がでにくくなります。） 

排汁が多いと予想される場合は、給与前日

にラップの底に穴を開け、排汁を排出します。 

（７）長期保存（１年間）も可能という試験結果

もあります。 

 

４４４４    経済性経済性経済性経済性（（（（試算試算試算試算））））    

（１）本体だけの機械償却費はＴＤＮ1kg 当たり

３円程度（本体価格は１台 345 万円） 

（２）資材費はネットが１本 38,000 円、フィル

ムが１本 10,000 円でロール１本当たり 500

円程度。ＴＤＮ１kg 当たり７円程度 

（３）機械償却費＋資材費はＴＤＮ１kg 当たり

10 円程度（コーンハーベスター、ラッピン

グマシーン、ベールハンドラーの償却費等は

含まない。） 

（４）ha 当たり生産コスト ７～８万円程度（コ

ーンハーベスター、ラッピングマシーン、ベ

ールハンドラーの償却費等は含まない。） 

（５）ロール１個の価値（配合飼料換算） 4,000

～5,000 円程度 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２条刈コーンハーベスターと細断型ロールベ

ーラを１台のトラクターで牽引し、ワンマンオペ

レーションで刈取、細断、吹上、成型まで行える。

 ２条刈コーンハーベスターによる刈取、細断、

吹上を１台、細断型ロールベーラを１台の計２台

のトラクターの組作業で刈取、細断、吹上、成型
を行っている。 

 成型された細断とうもろこし（ロールにはネット

が巻かれている。）をラッピングマシーンでラッピ
ングする。 



有限会社有限会社有限会社有限会社デイリーサポートデイリーサポートデイリーサポートデイリーサポート別海別海別海別海のののの活動活動活動活動    

    
飼料作物部門を個々の経営から完全に分離したコントラクタ

ーの活動について、北海道根室支庁南根室地区農業改良普及セ

ンター田隅係長からご紹介いただきました。 

 

１１１１    組織構成組織構成組織構成組織構成    

平成 13 年７月  法人設立 ・・・ 酪農家７戸 

平成 14 年６月  本格稼動開始 

    

２２２２    システムシステムシステムシステム概要概要概要概要    

デイリーサポート別海は草地管理に必要な機械を一

括所有し、構成員の所有する牧草地の管理全てを請け

負う。収穫された牧草はバンカーサイロに一括貯蔵す

る。一括貯蔵した牧草サイレージに配合飼料・ミネラル等

を加え、TMR 飼料として構成員の牛舎まで配送する。 

  構成員には TMR 代金（草地管理料含む）の支払い、

及びデイリーサポート別海の運営に必要な労働力の提

供を義務付けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３３３    取組状況取組状況取組状況取組状況    

飼料作物部門を個々の経営から完全に分離し、共同

化した組織「（有）デイリーサポート別海」が別海町別海

地域に設立された。この組織は「経営の安定化と労働

の軽減化」を目的とし、平成 13 年７月に７戸の酪農家に

よって設立された。その後、機械・施設の整備等の準備

を進め、平成 14 年より本格的な業務を開始している。 

平成１４年度は１番草サイレージ２８０ha を１０日間で

収穫し、品質的には良質なものとなった。良質粗飼料の

安定した供給により、構成員個々の乳量、乳成分共に

伸びてきている。 

 

平成 15 年度の作業としては、施肥が 800ha(延面積、

以下同じ)、スラリー散布 700ha、堆肥散布 80ha、牧草収

穫（ロール、乾草）400ha、グラスサイレージ 400ha となっ

ている。 

労働面では夫婦二人の作業から組織での作業にな

り、男性のみの出役で賄われるようになった。従って女

性の労働時間は草地管理への出役が無くなった分、減

少した。 

その他にも経費の節減、突発的な機械トラブルや修

理費の対応、ふん尿処理問題、後継者不在農家への
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作業委託
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収穫物の買い取り

ＴＭＲ、ロール、乾草代金の支払い
（代金には作業委託料含む）

作業受託

労働報酬の支払い

ＴＭＲ、ロール、乾草の販売

収穫物代金の支払い

（（（（有有有有））））デイリーサポートデイリーサポートデイリーサポートデイリーサポート別海別海別海別海

飼料供給センター（購買部）

①ﾊﾞﾝｶﾞｰｻｲﾛに

ｻｲﾚｰｼﾞ一括貯蔵

飼料調整庫 ②配合等を混合し、

ＴＭＲとして配送

機械作業部
飼料メーカー

取り引き

機械メーカー

肥料メーカー取り引き

資材メーカー

構成員構成員構成員構成員

・牧草収穫作業

・糞尿散布作業

・肥料散布作業

・草地更新作業

・年間計画作成

管理部

・経理全般

・各種交渉

・雇用契約

常時雇用者

季節雇用者

パート

雇用契約

（（（（有有有有））））デイリーサポートデイリーサポートデイリーサポートデイリーサポート別海別海別海別海　　　　システムシステムシステムシステム概要図概要図概要図概要図

関係機関関係機関関係機関関係機関・・・・支援組織支援組織支援組織支援組織サポート

南根室地区農業改良普及南根室地区農業改良普及南根室地区農業改良普及南根室地区農業改良普及センターセンターセンターセンター

別海農業協同組合別海農業協同組合別海農業協同組合別海農業協同組合

　ﾄｰﾀﾙﾊｰﾄﾄｰﾀﾙﾊｰﾄﾄｰﾀﾙﾊｰﾄﾄｰﾀﾙﾊｰﾄﾞ゙゙゙ﾏﾈｰｼﾏﾈｰｼﾏﾈｰｼﾏﾈｰｼﾞ゙゙゙ﾒﾝﾄｻｰﾋﾒﾝﾄｻｰﾋﾒﾝﾄｻｰﾋﾒﾝﾄｻｰﾋﾞ゙゙゙ｽｽｽｽ

福田経営福田経営福田経営福田経営センターセンターセンターセンター

南根室地区農業改良普及南根室地区農業改良普及南根室地区農業改良普及南根室地区農業改良普及センターセンターセンターセンター

別海農業協同組合別海農業協同組合別海農業協同組合別海農業協同組合

　ﾄｰﾀﾙﾊｰﾄﾄｰﾀﾙﾊｰﾄﾄｰﾀﾙﾊｰﾄﾄｰﾀﾙﾊｰﾄﾞ゙゙゙ﾏﾈｰｼﾏﾈｰｼﾏﾈｰｼﾏﾈｰｼﾞ゙゙゙ﾒﾝﾄｻｰﾋﾒﾝﾄｻｰﾋﾒﾝﾄｻｰﾋﾒﾝﾄｻｰﾋﾞ゙゙゙ｽｽｽｽ

福田経営福田経営福田経営福田経営センターセンターセンターセンター



支援、事故や病気時の対応等、地域が抱える課題に対

応した取り組みとして注目されている。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

４４４４        取組取組取組取組のののの効果効果効果効果    

アアアア        農作業農作業農作業農作業のののの効率化効率化効率化効率化 

・ ほ場区画の撤去により、草地一区画当たり面積

が大きくなり、大型機械の作業効率が向上する。 

・ ふん尿散布、草地更新を計画的に行うことがで

きる。 

イイイイ        良質粗飼料良質粗飼料良質粗飼料良質粗飼料のののの確保確保確保確保 

・ １回のサイレージ取り出し量が多くなるため、飼

料ロスが減少する。 

・ １番草と２番草の同時給与が可能となり、通年で

飼料の品質が安定する。 

ウウウウ        経産牛経産牛経産牛経産牛１１１１頭当頭当頭当頭当たりたりたりたり乳量乳量乳量乳量のののの増加増加増加増加 

・ ＴＭＲ給与に移行することで、安定した飼料が常

に給与できるため乳量が増加する。 

エエエエ        経費経費経費経費のののの節減節減節減節減 

・ 個々で所有していた作業機械を会社で一括して

所有するので、全体の台数が減少し、機械費、修

理費、減価償却費が節減できる。 

・ 購入飼料、資材、肥料等の大量購入により、割安

で仕入れすることができる。 

・ 生乳生産コストは、７戸平均で参加前 63.3 円/kg

から参加後 59.6 円に約 6％減。 

オオオオ        労働力労働力労働力労働力のののの節減節減節減節減 

・ 毎日宅配される TMR 飼料を給与するので、飼料

給与時間が減少する。 

・ 大型機械の導入及び共同作業により、収穫期間

や草地管理の時間が短縮される。 

・ 農繁期の女性１日当労働時間は約１．３時間（約１

割）短縮。 

カカカカ        担担担担いいいい手手手手のののの確保確保確保確保 

・ 新規就農者でも酪農経営が可能となる。 

・後継者育成の環境が整ってくる。 

キキキキ        そのそのそのその他他他他 

・ 突発的な機械トラブルや修理費の対応が容易とな

る。 

・ 後継者不在の農家であってもこのシステムに参加

することで、営農継続が可能である。 

・ 収穫時期に構成員が１～２名不在でも収穫に支障

がでない。 

 

事務局より： 

【【【【コントラクターコントラクターコントラクターコントラクター指導者育成研修指導者育成研修指導者育成研修指導者育成研修のごのごのごのご案内案内案内案内】】】】 
 農林水産省ではコントラクターの立ち上げ、運営指導にあたる指導者の育成研修を行います。受講
希望者は平成17年1月28日まで中央畜産研修施設（TEL 0248-25-7060）へ直接申し込んで下さい。詳し
くは農林水産省生産局畜産振興課（TEL 03-3502-8111 内線 3947,3948 中島、桑名）へ問い合わせて
下さい。 
【【【【シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム「「「「人人人人とととと牛牛牛牛とのふれあいとのふれあいとのふれあいとのふれあい(自然自然自然自然・・・・生活体験生活体験生活体験生活体験へのへのへのへの誘誘誘誘いいいい)」」」」のののの開催開催開催開催案内案内案内案内】】】】  
 草地に立脚した大家畜生産現場がもつ機能、たとえば「命を育む場」等の教育的側面に着目した自
然体験学習の重要性とそのあり方やその健全な発展方向等について、自由な意見交換を行うシンポジ
ウムを開催いたしますので、多くの方の参加をお待ちしております。（入場無料） 
 １ 開 催 日 時：平成17年2月1日（火） 13：00～17：00 
 ２ 開 催 場 所：東京農業大学百周年記念講堂（東京都世田谷区桜丘１－１－１） 
 ３ 特別基調講演：演題「あなたの遺伝子が目覚めるとき」 
            筑波大学名誉教授 村上和雄先生 
 ４ 問合先・申込先：当協会 垂石・飯山（TEL 03-3562-7032） 
 
全国各地の飼料増産の取り組み事例をお寄せください。 E-mail  tanno@souti-fsa.or.jp 


