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緒 百

稲発酵粗飼料(イネ WCS)の作付面積は 2000年頃から増

加し， 2013年度には 26，600haにまで拡大した(農林水産省

2014)。これは，食用米の栽培を行っていない休耕田や耕作

放棄地の有効利用を図ることが可能であること，安定的に粗

飼料が確保できること等の理由から，耕種農家および畜産農

家の双方に利点のある取り組みの結果であると考えられる

(神田 2012)。

イネ WCSの取引は，地域内における耕種農家と畜産農家

の間での取引が中心であるが 中山間地など自給飼料生産基

盤が脆弱な畜産農家においてもイネ WCSが利用できるよう

に，長距離での流通(広域流通)が始まっており，飼料自給

率の向上を目指すうえで重要な取り組みとなっている。三重

県における広域流通の事例として，県北部の水田地帯から県

南部の大規模酪農家 (A農家)までの約 200km近い広域流

通を行っている(川原田 2010)。

一方で、，イネ WCSの広域流通では，輸送費の削減が重要

な課題であり，不良品を輸送しないことが輸送費の低減につ

ながることから(浦川 2012)，かび等が発生して変敗したロー

ルベール(ロール)は畜産農家へ出荷する前に排除すること

が重要である。広域流通においては，単位当たりの輸送経費

を削減するためには，一回の輸送で数日分のイネ WCSを出

荷することが必要であり，出荷時点では，ロールのラップフィ

ルムは開封できない。そのため，変敗が発生したロールなど

の不良品が畜産農家へ出荷される事例も発生しており，耕種

農家は栽培・収穫・調製・保管作業においてイネ WCSの品

質を低下させないよう注意を払う必要がある。イネ WCSの

*連絡著者 (correspondingauthor) : kawamj03@pref.mie.j 

荷積みには，ベールグラブ等を利用したハンドリング作業が

必要となる。ハンドリング作業においては，過度の圧力でロー

ルを把持することで，ラップフィルムの破損やロールの形状

に変形が生じ，ロール内部に空気が侵入することで変敗の発

生要因になると考えられる。そのため，出来る限り，把持圧

を小さくする必要がある(細谷ら 2009)。

また，出荷時においては， 目視によるフィルムの破損を検

査しているが，ラップフィルムの破損が目視では簡単に発見

できないほど微小な場合でも変敗が起こっていることもあ

り， 目視によってイネ WCSの品質劣化を判断するには限界

がある。そのため，非破壊によるイネ WCSの品質検査方法

が生産現場から求められている。

今回は，出荷時にイネ WCSの不良品を発見するための取

り組みとして，サーモグラフィを用いた品質管理技術(本手

法)を紹介する。

1. 耕種農家によるイネ WCSの品質管理の例

有限会社ドリームファームスズカ (DF) は，三重県鈴鹿

市で，水稲や小麦，大豆を栽培する土地利用型農業法人であっ

たが平成 19年には，飼料イネ専用収穫機を導入し， A農家

をはじめ，県内酪農家へイネ WCSを出荷している。

DFでは不良品を抑えるため，以下の対策を行っている。

①ストックヤードにおける防鳥ネットの設置

②生産履歴(栽培閏場No.，品種名，使用添加剤等)ラベ

ル(縦 6.8cmx横 9.9cm)のロールへの貼付(図 1)

③ストックヤードにおける定期的な巡回および出荷前の

ロールの点検

DFでは，このような対策を行っているものの，出荷した

イネ WCSの 1%程度で不良品がみられる。 DF以外の生産
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者では， 1%以上の不良品が発生している場合もあり，イネ

WCSの非破壊検査を方法の開発を望む声があった。

2. サーモグラフィを利用したイネ wcsの非破壊検査

イネ WCSのラップフィルムを開封することなく内部の変

敗状況を把握する手段として，変敗部分の好気的微生物が発

生する熱に着目し，これをサーモグラフイで捉えることで変

敗したロールを抽出，廃棄することを目標に試験を行った。

サーモグラフイの仕様としては ストックヤードの屋外へ手

軽に持ち運べること，好気的微生物が発する小さな発熱も捉

える解像度の高さを備えるものを選定した。

柵ドリームフアてらスズカ

平成.25年 10.)陶製途
生産地 : 三.!IIf:鈴鹿市

&樋名 稲wcsたちすずか
添加剤 : サイロ猛r ド

陶 6?a. 

図1.生産j程度、ラベル

図 2. #正処理区とlOmm穴区(試験開始直後)
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材料と方法

1. イタリアンライグラスサイレージによる調査

本手法の有効性を検討するため，イタリアンライグラスサ

イレージを用いた予備試験を実施した。なお，イタリアンラ

イグラスを供試した理由は，収穫時期が5月から 6月で，収

穫・調製後には季節的に気温が高温になるため，好気的微生

物の活動が活発になり，発熱の様子を観察しやすいと考えら

れたためである。

三重県畜産研究所 (三重県松阪市，畜産研究所)試験園場

において栽培されたイタリアンライグラス 2番草(播種目

平成 22年 10月6日，収穫日平成 23年6月 15日，普通種.

含水率 5l.3%) をロールベーラ (RB1060W，タカキタ， 三重)

でロール成形し，ベールラッパ (SWllOOW，タカキタ， 三重)

で密封して試験に供した。試験区は，①無処理区， ②

lOmm穴区 (ロールのラップフィルムにlOmmの穴を 1カ

所あけたもの)の 2区 (試験ロール)を設定し，各区 3反復

で調査を実施した。供試したイタリアンライグラスサイレー

ジは，サーモグラフィ (testo875.テストー，神奈川)を使

用し，試験開始日(平成 23年7月 4日)と開始 20日後に撮

影を行った。試験ロールは，畜産研究所ストックヤードに設

置し，無処理区は事前に設定した任意の箇所. lOmm穴区

は 10mm穴を中心とした箇所の各 lか所を撮影箇所と定め，

サーモグラフィで撮影した。

撮影時間帯は，太陽光からの熱の影響で，好気的微生物か
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図 3. 無処理区と 10mm穴区(試験開始後 20日)



川村ら:ロールベールサイレージの品質管理技術 277 

ら発生する熱を判別することが難しい日中を避け，日没後(20

時前後)に行った。撮影は. 1ロールにつき l枚撮影し薗

f象を比較した。

試験ロールは，試験開始 50日後に開封し，各区の変敗の

様子を確認した。

2. イネ wcsによる調査

本手法がイネ WCSを用いた場合でも活用できるか確認す

るため，以下の試験を行った。特に，ハンドリングの把持圧

力の違いによって発生すると考えられる変敗に対し，本手法

によって判別できるかを検討した。

土地利用型農業法人(三重県鈴鹿市)において栽培された

WCS用イネ(品種「たちすずかJ) を平成 24年 10月にコン

パイン型専用収穫機 (WB101O.タカキタ， 三重)で収穫し，

自走式ベールラッパ (SW101OW.タカキタ，三重)によって，

フィルムを 8層巻でロールベールサイレージに調製して試験

にf共した。

試験では，供試したイネ WCSを試験開始日(平成 25年 8

月7日)と試験開始 20日後にサーモグラフィ (E40.FLIR. 

東京)により撮影を行った。撮影箇所は畜産研究所のス トッ

クヤードとした。撮影時間は，イタリアンライグラスを用い

た予備試験の結果をふまえ 日出直前(午前4時頃)に行っ

た。

試験区は，①lOmm穴区(ロールのラップフィルムに

lOmmの穴を lカ所あけたもの).②穴補修区(ロールのラッ

プフィルムに 10mmの穴を lカ所あけたものに，ガムテー

プで穴を補修したもの)の 2区を設定した。また，ハンドリ

ング用機械 (FG20・16. コマツ，東京)を使用し，③把持

Ocm区(運搬時にロールの変形が Ocmで運搬したもの)• 

④把持 40cm区 (運搬時にロールの変形が 40cmになるよう

把持して運搬したもの)の 2区を設定した。これら各区を 3

反復で調査を実施した。

なお，把持 Ocm区のロールは，実際には数 cmの変形が

生じていたが，変形が極めて小さいことから，把持 Ocmと

した。試験期間終了後(平成 25年 10月 14日).各区のロー

図 4 無処理区(開封時)

ルを開封し変敗の発生した部位を採取し，重量を計測した。

結果と考察

1. イタリアンライグラスサイレージによる調査

撮影した画像は，試験開始直後において両区に大きな違い

は見られなかったものの(図 2).試験開始後 20日目には，

無処理区と比較して lOmm穴区はlOmm穴を中心に，周囲

よりも 2'C程度高温になっていることが確認された(図 3)。

50日経過後，供試ロールを開封した結果，無処理区(図 4)

では，変敗が見られなかったのに対し. 10mm穴区(図 5)

では，サーモグラフイで発熱が確認された部位において，か

びの発生等の変敗が確認された。

以上のことから.lOmm穴区における発熱は，かび等の

好気的微生物によるものであり 太陽光の影響のない夜間で

あれば，サーモグラフィを利用したロールベールサイレージ

の非破壊検査が可能であることが示唆された。一方，撮影時

間について. 20時前後では条件によっては太陽光の蓄熱の

影響により ，発熱を判別しにくいことがあったため，太陽光

の蓄熱の影響を最小限にするための撮影時間は， 日出直前が

望ましいと考えられた。

2. イネ WCSによる調査

イネ WCSを用いた調査において，試験開始 20日後にお

けるサーモグラフイの観察では 10mm穴区および穴補修

区(図 6)で発熱が確認された。一方，把持 Ocm区および

把持 40cm区 (図7)では発熱が確認されなかった。なお，

最も発熱の大きかった 10mm穴区 (図 6) においては，周

囲より 1-1.5'C.穴補修区(図 6)においては 1'C程度周囲

よりも高j昆であったものの イタリアンライグラスを用いた

予備試験と比較して，発熱は小さい傾向であった。これは，

試験を行った時期の違いによる気温の違いや，イタリアンラ

イグラスサイレージは収穫調製後 1か月以内のものを供試し

たが，イネ WCSは収穫調製後 l年近く経ったものを供試し

たため，好気的微生物の利用できる呼吸基質の量が，イタリ

図 5.lOmm穴区(開封時)
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図 6. 10mm穴区と穴補修区 (試験開始後 20日)• 
(ロール番号カードは撮影者が触ったため高温になって

いる.) 

図 8.10mm穴区(開封時)• 

アンライグラスサイレージの方に多く含まれていたためであ

ると考えられた。

試験開始 50日後に各区のロールを開封し，変敗部位の重

量(変敗量)を計浪IJしたところ，変敗量は lOmm穴区，穴

補修区の順に多く，把持 Ocm，40cmでは変敗の発生がほと

んどみられなかった(図 8-12)0lOmm穴区と穴補修区の

18.1 

把持40cm区

18.0 

図 7.把持Ocm区と把持40cm区(試験開始後 20日)

(ロール番号カ ードは撮影者が触ったため高温になってい

る)

図 9 穴補修区(開封時)

変敗量は約 6kgの差があった。これは，穴補修区では，補

修テープによって空気の供給が少なくなったため， 10mm 

穴区と比較して変敗量に差が出たと考えられた。発熱におい

ては， 10mm穴区および穴補修区の最も高い個所で， 0.5 -1 "c 

程度の温度差が発生しており，発生する熱量が高いほど，変
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図 10 把持 Ocm区(開封時)

図 11 把持40cm区(開封時)

010mm穴区 穴補修区把持Ocm区 把 持40cm区

試験区

図 12 開封時の lロールあたりの廃棄重量 (kg)

敗量が多い傾向が示唆された。

把持 Ocm区および40cm区について，明確な発熱が発生

せず，変敗もほとんどみられなかったため，ハンドリング方

法の違いによる変敗発生の機序を検討する必要があった。

本調査の結果，イネ wcsにおいても，サーモグラフイで

発熱を観測したロールは，内部で変敗が進行している可能性

が高いことから，本手法によ って，ラップフィルムを開封す

ることなく， ロールベール内のかび発生の有無を判別するの

に使用できる ことが示唆された。

今後の課題

本手法は，ストックヤードで 2段積み， 3段積みになった

イネ wcsに，サーモグラフイで観測できない部分ができる

ため，ロールに発熱が発生していても，見落としてしまう可

能性がある。また，本手法は，ロールベールサイレージの変

敗部位が発熱していることが前提である。そのため，変敗が

進行したものの，出荷までの期聞が長かった等の理由で，好

気的微生物の活性が落ちて発熱しなくなったロールをサーモ

グラフィによって判別することはできないと考えられ，変敗

の発熱時期と調査時期が合致しなければ，変敗したロールを

判別できない可能性がある。

今後，本手法も含めてイネ wcsの非破壊検査方法を体系

的に開発し，より確実で，生産現場で使い易い技術へと発展

させる予定である。
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