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技術論文 農業食料工学会誌 79(2) : 186-196, 2017 

循環式乾燥機を利用した飼料用米の高温熱風による

効率的乾燥に関する研究＊

土師健*l• 野田崇啓*l• 日高靖之*lt

要 旨

飼料用米の効率的な乾燥手段となる高温・高速乾燥を循環式乾燥機で実現することを目的に，燃焼バー

ナの毎時灯油燃焼量を市販機よりも多いものに交換した試作機を作成の上，熱風温度別の籾乾燥試験を

行った。平均熱風温度は 60-100℃まで 10℃ごとに設定し，水分計による乾燥速度制御は行わず，熱風温

度を一定とした。対照区として市販機の標準モード (40℃)を設定した。その結果，熱風温度を高くした

ことで，乾燥速度は対照区の約 2-4倍となり，乾減除水量 1kg当たりのエネルギーは対照区よりも約

10-25%少なくなった。また，熱風温度を高くしても栄養成分は減少せず，粗たんぱく質の消化性が高

まる可能性があった。乾燥コストは，熱風温度が高いほど下がる傾向になり，乾減除水量 1kg当たり 1.6

（熱風温度 60℃時）-4.6円（熱風温度 100℃時）低減した。

平均熱風温度 80℃以上で効率やコストの面で顕著な効果が確認されたが，籾が過乾燥になる傾向であ

るため，高温熱風時においても適正水分 (14.5% w.b.)に仕上がる制御法や運転方法の検討の必要性を認

めた。

［キーワード］循環式乾燥機，飼料用米，高温熱風，省エネ，飼料栄養価，乾燥コスト

Study on High Temperature Conventional Drying for Forage Rice 

Using Recirculation Type Dryer* 

Takeshi HAJI*1, Takahiro NODA *1. Yasuyuki HIDAKA *It 

Abstract 

We developed a prototype of a heated air (HA) recirculation type dryer to dry forage rice economically 

and efficiently. In this dryer, we replaced a kerosene burner of standard performance with one having 

superior performance to generate HA at a higher temperature than that commercially available. We 

conducted experiments to verify the suitability of the developed dryer. We set the average temperature of 

60℃, 70℃, 80℃, 90℃, and 100℃ • We also set the standard drying mode of a commercially available 

recirculation type dryer (HA was at 40℃) as a control. When the HA temperature was raised above 60℃ 

in our prototype, the drying rate increased by about two to four times, and the energy consumption per 

kilogram of evaporated water decreased by approximately 10 % to 25 %. Additionally, raising the HA 

temperature above 60℃ retained the feeding value (nutritional quality) and indicated the possibility of 

improving the pepsin digestibility. Furthermore, with the increase in HA temperature, the reduction of 

the drying cost per kilogram of evaporated water varied from 1.6 JPY (HA was at 60℃) to 4.6 JPY (HA 

was at 100℃). 

We found the raising the average temperature of the HA above 80℃ was very effective in drying forage 

rice economically and efficiently. However, examining the operating system of our prototype against the 
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moisture content of dried forage rice that fell below the standard moisture content (14.5%w.b.) was 

necessary. 

[Keywords] recirculation type dryer, forage rice, energy saving, high temperature, feeding value. drying cost 

I緒言

輸入飼料の価格高騰や安全性といった観点から国産飼

料へのニーズが高まっている（川村， 1991;農林水産省，

2014)。他方では，主食用米の需要減少による米価の下

落が続いており，これらに対応するため平成 20年度か

ら新規需要米の拡大に向けた取り組みがなされている。

新規需要米の作付面積は年々増加し，平成 27年度は

12.5万haであり，そのうち飼料用米8万ha,WCS用稲

3.8万 ha,合計 11.8万 haと飼料用が大部分を占めてお

り，飼料用米生産量は約 42万tとなっている（農林水産

省， 2015a)。一方，平成 27年度の主食用米作付面積は

140.6万 haであり生産数量目標の 141.9万 haを1.3万

ha下回った（農林水産省， 2015a)。新規需要米の作付面

積の増加と食用米の作付面積の減少により，平成 27年

産の全銘柄平均米価格は 13176円160kgと前年から約

10%上昇した（農林水産省， 2016)ことから，食用米価

格形成維持の機能は実証されている。

平成 27年3月に閣議決定された食料・農業・農村基本

計画では，平成 37年の目標生産量が飼料用米 110万 t

で飼料自給率の 40%に設定されている（農林水産省，

2015d)。配合飼料原料として米を家畜の生理や生産物

に影響なく利用できる量，すなわち潜在需要量は 450万

tと試算されており，今後も飼料用米の生産拡大が見込

まれる（農林水産省， 2015a)。この目標を達成し，飼料

用米の安定的な利用を図るには，低価格での供給や長期

的，計画的な供給の取り組みが課題である。そこで，多

収性の飼料用品種，直播等による低コスト生産技術が普

及しつつある（農林水産省， 2015b)。しかしながら，飼

料用米に適した乾燥・調製技術は依然として研究開発段

階にある。

飼料用米の給餌方法は，生籾のまま収穫ラッピングし

発酵飼料とする SGS(Soft Grain Silage)もあるが，その

多くは乾燥工程を経た飼料であり，食用米と同じ乾燥工

程が採られている。しかしながら，飼料用米の取引価格

は低い（農林水産省， 2015a)ため，食用米と同じ乾燥工

程では，取引価格に対して乾燥調製費の割合が大きく

なってしまうことが課題となっている。乾燥調製費削減

の1つの手段として立毛乾燥が提案されており出穂後

の積算気温 1400-1500℃を収穫の目安としている（農林

水産省， 2015b)。ほ場でなるべく水分を落とせば燃池

代の低減に大きく貢献する理にかなった技術である。し

かしながら，輪作体系の地域では作業スケジュールヘの

影響長期間の稲放置による鳥獣害の助長，雨や水分ム

ラによる品質低下等の問題が挙げられ，特に日本海側に

おいては，前述の積算気温を目安とした場合，籾水分20

%w.b. を切るのは難しいと言われている。このように立

毛乾燥は，気候，生産体系，土地条件等の制約を受ける

ため，利用可能な地域は限られる。したがって，飼料用

米についてもコンバイン収穫を前提にしている以上，人

工乾燥は避けられず，現状は循環式乾燥機を利用せざる

を得ない状況が多いと推察される。

循環式乾燥機における食用米の乾燥では，胴割れ等が

発生しないよう穀温上昇を抑制し，食味等の品質を優先

させる制御方法が構築されてきた。一方，飼料用米は食

味よりもエネルギー効率および作業効率を優先すべきで

ある。ここで穀物乾燥においては，穀温が高いほど乾燥

速度は大きくなり，さらに水分の蒸発潜熱は小さくなる

（村田ら， 1988)。よって，飼料用米は食用米よりも高温

の熱風を用いた高速乾燥法が適すると考えられる。

このような高温・高速乾燥法の研究として，流動層乾

燥による高温大風量（熱風温度 130℃，穀物風量比 5m3

/s-lOOkg)の超高速乾燥が試みられ（農機研， 1977;農機

研， 1978;農機研 1981),乾燥後の籾は単胃家畜の豚に

おいて飼料価値が高まったと報告されている（農機研，

1982; 農機研， 1983)。しかしながら，米を家畜の餌にす

るという時代ではなく（阿部， 2010), また，食用米への

横流し等の懸念があったため（参議院事務局 1980),そ

の後の発展は無かった。同様の研究として，近年では田

中ら (2013)により，穀温を高くして高効率乾燥を目指

す基礎的な研究例があり，やはり，熱風温度が高い方が

効率良く，乾燥コストも抑制できる可能性があると報告

されている。しかしながら，これらの研究はいずれも循

環式乾燥機の利用を前提としたものではない。

循環式乾燥機の利用を前提とした飼料用米の低コスト

乾燥技術の開発は，機械経費の抑制や既存設備の有効利

用も可能となる。そのため，平成 37年までに飼料用米

をllO万 tまで増産する政策目標を掲げた現在では，有

望な解決手段となりうる。また，高温・高速乾燥による

コスト低減効果や米の品質ならびにその後の調製作業に

及ぼす影響を明らかにすることは，先行研究のような新

たな機械化体系の必要性を検討する上でも重要な意味を

持つ。

そこで本研究では，飼料用米の効率的な乾燥手段とな

る高温・高速乾燥を循環式乾燥機で実現すること，いわ

ば「飼料用米乾燥モード」を循環式乾燥機へ追加するこ

とを目的に，市販の循環乾燥機を高温熱風仕様に改造

し，熱風温度別の乾燥試験を行い，この時の乾燥速度，

消費エネルギー，乾燥した米の飼料的品質および乾燥コ

ストを調査したので，その結果を報告する。
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II 装置および試験方法

1. 試験機の概要

試作した高温・高速乾燥機（以下，試作機）および対

照区の仕様を表 lに示す。試作機は市販の循環式乾燥

(STAllO-B, 最大張込量 1100kg, 金子農機（株）製）を

ベースに，平均熱風温度を 40℃から 100℃まで 10℃ごと

に設定できるよう，燃焼バーナの毎時灯油燃焼量を 2倍

のものに交換した。この燃焼バーナは中型の循環式乾燥

機 (SEBシリ ーズ，最大張込量 1700-3000kg, 金子農機

（株）製） に搭載されており，本試験のために特別に作製

されたものではない。また，上述した通り市販の乾燥機

は胴割れ防止のため，水分計による乾燥速度制御（熱風

温度制御）を行っているが，試作機はその制御を行わず

乾燥中の熱風温度は一定とした。乾燥終了時の自動停止

および風量は対照機と同じ設定とした。なお，試作機は

穀温を高い状態に維持して乾燥を促進するため，乾燥終

表 l 供試機の主要諸元

Table 1 Specification of recirculation type dryers for 

experiments 

型式

全長 mm 

大きさ 全幅 mm 

全高 mm 

最大張込醤 (560kg/m3時） kg 

形式

送風機 常用回転数 rpm 

吐出口直径 mm 

燃焼パーナ
形式

燃焼最 L/h 

乾燥制御
熱風温度

運転停止

電源

熱すのこ

棧風すのこ

試作機 対照区

STAllO-B 

2805 

1109 

2412 

1100 

遠心式

1900 

273 

ロータリー式

1 1-4 5 0.6-2 2 

定温式 乾燥速度制御

水分自動検出停止制御

前面

3相交流 200V50Hz 

燃燎バーナ
ダクト

棧風すのこ

了後も通常の乾燥機と比較して長時間高温状態となり ，

機内で結露する可能性が懸念された。そのため，従来の

5分よりも長い 1時間の通風冷却運転 （通風温度は雰囲

気温度） を乾燥終了後に追加した。

2. 乾燥試験

乾燥試験は 2015年に生研センター（現革新工学セン

ター）附属農場で栽培された食用米（品種：朝の光，彩

のかがやき）を飼料用米の代用品として用いた。初期水

分 19.7~24.2%w.b.の試料を約 800kg張込んだ。試作

機の平均熱風温度は， 60,70, 80, 90, 100℃とし，穀物

循環量は 16石 (1493kg/h, 籾容積重 560kg/m3時）と

した。乾燥停止水分はいずれも 15.0%w.b.とし，乾燥機

付属の電気抵抗式水分計で自動停止するものとした。対

照区は標準モード（熱風温度 40℃)，穀物循環最を 11石

(1027kg/h, 同容積重時），乾燥停止水分を 15.0%w.b.に

設定し，乾燥した。また，参考として，現行の循環式乾

燥機で設定可能な高温モード，すなわち小麦モード（熱

風温度 60℃，停止水分を 12.5%w.b.)に設定した試験も

行った。両供試機は空調設備のない建物内に設置し，熱

風温度および穀物温度を測定するため，それぞれ熱風路

内20点テンパリング層内2点 （図 1)にT熱電対（（株）

チノー製 GT6およびVT6)を取り付け，雰囲気温度・湿

度は両乾燥機の間に温湿度計（株）チノー製 R220-30W)

と湿度演算器 （（株）チノ ー製 HN-GRBFlN)を設置し，

試験中 5分おきにデータロガー （グラフテック （株）製

GL820)に自動的に取り込んだ。穀物質量は乾燥開始前

と終了後にフレキシプルコンテナに投入・排出した籾を

トラックスケール （田中衡機工業所製 TD-80A) により

計測した。なお，排出時の機内残留籾は各掃除口から回

収し，加算した。試験の様子を図 2に示す。

乾燥に要したエネルギーを求めるため，灯油タンクの

下に質量計（ザルトリウス・インテック（株）製 IW2Pl-

60ED-L)を設置して灯油消費量 (kg)を電力供給部に

普通電力量計（三菱電機（株）製 M8UM-S33R)を設置し

て電力消費量 (kWh)を計測した。乾燥機のエネルギー

670mm 

1070mm 

側面

図 l 穀物温度測定用熱電対取付位置

Fig. 1 Mounting position of thermocouple sensors for measuring the grain temperature in tempering tank 
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（灯油消費量）

図 2 循環式乾燥機による高温熱風乾燥試験の様子

Fig. 2 Outline of high temperature conventional drying examination using recirculation type dryer 

効率は乾減除水量 1kg当たりのエネルギー（以下，所要

エネルギー） [MJ/kg-H幻］を用いることとし，式 (1)で

求めた。所要エネルギーの算出には灯油と電力の消費量

に，灯油は 43.SMJ/kg(日本冷凍空調学会 2016),電力

は3.6MJ/kWhを乗じ計算した。

所要エネルギー(MJ/kg-H心）＝

43.5(MJ/kg) X灯油消費巌(kg)+3.6(MJ/k Wh) x電力消費景(kWh)
乾燥前穀物質醤(kg)一乾燥後穀物質量(kg)

(1) 

試料は穀物張込時と排出時に時間等間隔に 10回，各

200gずつを採取し，水分測定，胴割れ率測定，品質試験

に用いた。水分は定温乾燥法 (10g粒ー135℃-24時間法

により測定し， 5g粉砕ー105℃-5時間法に換算）で求め

た。

3. 品質試験

平均熱風温度の高低による飼料価値への影響および取

扱性を把握するため，栄養価，消化性，胴割れ率および

籾摺歩留について調査した。

栄養価は可消化養分総量 (TDN,Total Digestible Nutri-

ents). 消化性はペプシン消化率により評価することと

した。

TDNは日本標準飼料成分表 (2009年版）（農業 ・食品

産業技術総合研究機構， 2009)に基づき，式 (2)により

求めた。式 (2)における，各栄養成分の消化率は同表の

牛の値を引用し，各栄養分の可消化分を計算した。各栄

養成分は飼料分析法 ・解説（飼料分析基準研究会， 2004)

に基づき，以下の方法により求めた。

1)粗たんぱく質 (CP, Crude Protein) : ケルダール法

（ほう酸溶液に吸収させる方法）

2)粗脂肪 (EE,Ether Extract) : ジエチルエーテル抽

出法

3)粗繊維 (CF,Crude Fiber) : ろ過法（ステンレス金

網をガラスろ過器るつぼ型に変更）

4)粗灰分 (CA, Crude Ash) : 加熱灰化法

5)可溶性無窒素物 (NFE, Nitrogen Free Extracts) : 

分析より求めた CP,EE, CF, CAの値を用いて式

(3) より算出した。

TDN(%DM) = DCP(%DM) +2.25 x DEE(%DM) 

+ DNFE(%DM) + DCF(%DM) (2) 

DCP: 可消化粗たんばく質(%DM)= CP(%DM) 

XCP消化率(%)/100

DEE: 可消化粗脂肪(%DM)= EE(%DM) 

XEE消化率(%)/100

DNFE: 可消化可溶性無窒素物(%DM)=NFE(%DM)

XNFE消化率(%)/100

DCF: 可消化粗繊維(%DM)= CF(%DM) 

XCF消化率(%)/100

NFE(%DM)=l00-(CP(%DM)+EE(%DM) 

+CF(%DM)+CA(%DM)) (3) 

ペプシン消化率は飼料分析法 ・解説ー2009-I (2009) 
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乾燥室 穀物温度測定用T熱電対

熱風温度測定用T熱電対 電気式熱風発生機
TSK-18 

図 3 フィチン酸含有率予備調査用試験装置の概要

Fig. 3 Schematic diagram of the flat bed type dryer for the preliminary survey of the physic acid 

第 20章第 3節 6に記載の滴定法（ペプシンカ価 (1: 

10000) 2gをペプシンカ価 (l:5000)4gに変更）により

求めた。また，ペプシン消化率に関連して，玄米などの

穀類に含まれるフィチン酸は消化酵素ペプシンの阻害物

質であるとされているため（金谷ら， 1976),平成 27年

宮崎県産コシヒカリを用いて，フィチン酸含有量の調査

を実施した。調査に用いた乾燥装置の概要を図 3に示

す。乾燥室には循環式乾燥機の穀層厚である 25cm程

度になるように約 4kgの籾を張込み，電気式熱風発生

機による熱風を下側から常時供給した。この時穀物風

量比が循環式乾燥機の平均値である 0.3m切kg-lOOkgに

なるように風量を設定した。乾燥室下部（熱風供給部），

穀層中央付近に T熱電対を取り付け，熱風温度および

穀物温度を測定した。乾燥装置は空調設備の無い屋内に

設置し，熱風温度，穀物温度の値を 1分おきにデータロ

ガーに記録した。乾燥後の籾を籾摺しフィチン酸含有量

を調査した。フィチン酸含有量はトリクロロ酢酸で抽出

し，ろ過・分離を経て，沈殿物に硝酸，硫酸を加えて加

熱分解した後バナドモリブデン酸吸光光度法により，

メソイノシットヘキサリン酸として求めた。

胴割れ率は，乾燥後48時間以上経過した籾を 1000粒

手剥きし，玄米透視器（静岡製機（株）製 DC-50)を用

い，目視により胴割れを判定し，その粒数割合で求めた。

重胴割れの判定は，農業食料工学会の基準（山下， 1992)

に従った。

籾摺歩留および砕粒割合は式(4),(5)により算出する

こととし，算出に必要な各項目を以下の手順により求め

た。

1) ロール式籾摺機（ヤンマー（株）製ST-50)のロール

間隙を 1mmに固定した状態で 1kg程度籾摺した。

2)一番口（玄米回収口）および籾殻口（排塵口）の試

料を全量回収し，質量を測定した。

3)一番口および籾殻口の試料を数回均分して（一番口

250g程度籾殻口 60g程度），整粒，砕粒（くず米

を含む），籾，籾殻しいなに選別し組成割合を調査

した。

4) この組成割合をもって，一番口および籾殻口の各組

成質量を決定した。

籾摺歩留（％）＝

(1-籾殻口整粒質量(g)+籾殻口砕粒質量(g)
一番口回収質量(g) ) 

X 100 (4) 

砕粒割合（％）＝
砕粒質量(g)

整粒質量(g)+砕粒質量(g)
X 100 (5) 

4. 乾燥コスト試算

消費電力量と灯油使用量から稼働中（冷却通風も含む）

の費用を算出し，合計費用を乾減除水量で除して乾燥に

要したランニングコストを試算した。なお，灯袖の密度

は0.79g/cm3 (石油連盟， 2016),単価は灯油 85円/L,

電力 22円/kWhを用いた。

III 結果及び考察

1. 乾燥試験

乾燥試験条件および結果を表2に示す。乾燥試験の結

果，乾燥速度は熱風温度を高くするほど大きく，対照区

の約 2~4倍であった。所要エネルギーは熱風温度を高

くするほど小さく，対照機の約 10~25%効率が向上し

た。乾燥後の水分は熱風温度を高くするほど低い傾向と

なった。これは，乾燥機が停止した後も穀温が高いため

通風冷却時に乾燥が進んだと考えられた。水分が低いこ

とは貯蔵性を高めるが取引は乾物重ではないため，飼

料用米の適正水分(14.5~15.5%w.b.)(農林水産省， 2001)

を下回るとその分質量が減り，また，無駄なエネルギー

を消費する。したがって，適正水分で仕上がる制御や運

転方法を追加する等の必要性が考えられた。

テンパリング層内に取り付けた 2つの熱電対の平均値

の時系列変化（乾燥開始時基準）を図 4に示す。平均熱

風温度 100℃を除いて，各試験区とも乾燥開始直後は一

時的に温度が下降しており，供給された熱量を蒸発潜熱

が上回ったものと考えられた。その後設定熱風温度に

より差があるものの急激に上昇し，徐々に上昇幅が小さ

くなった。対照区では乾燥開始時から乾燥終了前までに

4℃程度しか上昇しなかったのに対し，熱風温度を高く

すると開始 1時間後に約 6~15℃, 2時間後に約 9~18

℃，乾燥終了前には約 11~22℃上昇した。以上のことか
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表 2 試験条件および結果

Table 2 Experimental conditions and results 

供試機

設定熱風温度

試作機

試験日

℃ 

月／日

品種

STA-llOB 

対照区 小麦モード

40 60 

10/5 10/ 13 

朝の光 朝の光

70 80 90 100 

10 / 13 10 / 6 10 / 15 10 / 5 

朝の光 朝の光 彩のかがやき 朝の光

穀物質量
乾燥前

乾燥後
kg 

乾燥前

水分 %w.b. 

乾燥後

乾燥開始時刻

乾燥時間

雰囲気温度

時：分

h
 

℃
 

雰囲気湿度 %R.H. 

乾燥速度

灯油消費量

%w.b./h 

kg 

電力消費量 kWh 

所要エネルギー

平均熱風温度

平均穀物温度

MJ/kg-

恥〇

℃ 

℃
 

797 

703 

23.5 
(0.15) 

14.1 
(0 .17) 

17: 00 

14.43 
[14. 52] 

16.8 
(1.2) 

69.3 
(5.0) 

0.65 
[0.65] 

10.4 

13.7 
[13 .8] 

5.33 
[5.33] 

39.7 
(2.9) 

23.9 
(3.7) 

781 

709 

19.7 
(0.26) 

12.5 
(0.07) 

19: 00 

6.23 
[6.32] 

16.9 
(1.2) 

55.5 
(2.4) 

1.16 
[1.14] 

8.0 

6.1 
[6.2] 

5.15 
[5.16] 

58.8 
(9.3) 

28.6 
(5.7) 

60 

10/7 

朝の光

806 

716 

21.2 
(0.37) 

12.8 
(0.53) 

17: 50 

6.52 
[7 .52] 

16.2 
(1.0) 

55.6 
(4.5) 

1.29 
[1.12] 

9.5 

7.7 
[8.7] 

4.90 
[ 4. 93] 

63.2 
(8.6) 

31.2 
(5.3) 

781 

710 

20.1 
(0.31) 

13.1 
(0.06) 

19: 00 

3.87 
[ 4.87] 

17.6 
(0.9) 

53.9 
(1.4) 

1.81 
[1.44] 

6.7 

4.9 
[5.9] 

4.33 
[4.38] 

73.3 
(10.8) 

32.7 
(5.4) 

841 

723 

23.6 
(0.45) 

12.3 
(0.27) 

17: 10 

5.20 
[6.20] 

17.8 
(0.8) 

64.6 
(3.0) 

2.17 
[1.82] 

10.6 

6.3 
[7 .3] 

4.10 
[ 4.13] 

84.5 
(12.2) 

35.2 
(6.1) 

774 

660 

24.2 
(0.94) 

12.2 
(0.07) 

19: 00 

4.35 
[5.35] 

18.1 
(0.4) 

73.0 
(1. 7) 

2.76 
[2.24] 

10.2 

5.4 
[6.4) 

4.06 
[4.09] 

92.1 
(17 .8) 

36.3 
(7.2) 

791 

676 

23.7 
(0.67) 

11.7 
(0.07) 

17: 00 

3.68 
[ 4.68] 

18.3 
(0.5) 

64.0 
(3.0) 

3.26 
[2.56] 

10.1 

4.8 
[5.8] 

3.96 
[3. 99] 

105.4 
(17.0) 

38.1 
(8.0) 

（ ）内は標準偏差

［ ］内は冷却運転終了まで考慮した値

ら，消費エネルギーを少なく，かつ，乾燥速度を大きく

するという本研究の目的を達成する方法として穀温上昇

を積極的に促すこと，そのために高温の熱風を供給する

という手段は循環式乾燥機においても有効と考えられ

た。

2. 品質試験

品質分析結果を表3に示す。栄養成分は熱風温度を高

くしても減少せず，また， 日本標準飼料成分表 (2009)

に記載されている玄米の値と比較しても同程度と考えら

れ， TDNも同程度であった。

ペプシン消化率は平均熱風温度を高くするとやや増加

する傾向となり，粗たんぱく質の消化性が高まる可能性

が確認された。ペプシンの阻害物質であるフィチン酸含

有量は熱風温度を高くするに従い減少する結果となった

（図 5)。しかしながら，木村 (1967)はフィチン酸には熱

安定性があり 120℃以下では分解しないと報告してお

り，実際の穀温は 100℃以下であったため（図 6)' 熱分

解ではないことが考えられる。そのため，関連酵素の活

性や失活によるものと推察された。

胴割れ率は熱風温度を高くするのに伴って増加し，熱

風温度 80℃で 60%, 100℃で 80%の胴割れが発生した

（図 7)。食用米にとって胴割れ率の増加は食味低下に繋

がるものの，飼料として用いる場合は全く問題なく，そ

のため胴割れ率は飼料用米の検査基準から外れている

（農林水産省， 2015c)。胴割れは乾燥速度の向上に繋が

るため，飼料用米の乾燥モードでは胴割れを促進する方

が望ましいと考える。

籾摺による砕粒割合は，熱風温度 80℃で 10%, 100℃ 

で25%と増加する傾向となり，その結果，籾摺歩留は

l.0~2.5%減少した（図 8)。重田 (2010)によると，飼料

用米を圧ぺんや粉砕することにより，家畜の消化器官で

の栄養吸収が高まるとされ，実際に飼料用米粉砕機が実

用化されて，普及している。今回は籾摺機のロール間隙

を1mmに固定して試験を行ったが，ロール間隙を狭め

るとさらに砕粒割合が増える可能性があり，粉砕工程の

簡素化に期待ができる。しかしながら，砕粒割合が高ま

ると籾摺歩留は減少する可能性があるため，風選別の風

量を検討する必要があった。また，揺動選別板上での損

失も増加する可能性があるため，調査の必要性が示唆さ

れた。
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図 4 設定熱風温度別穀物温度の経時変化 （循環式乾燥機）

Fig. 4 Change of the grain temperature with the passage of time according to the drying temperature 

(recirculation type dryer) 

表 3 栄養価およびペプシン消化率の分析結果

Table 3 Results of analyses of the nutritional quality and the pepsin digestibility 

設定熱風温度 粗たんばく質 粗脂肪 粗繊維 可溶性無窒素物 粗灰分 可消化菱分総拭
ペプシン消化率

品種 CP EE CF NFE CA TDN 

℃ %DM %DM %DM %DM %DM 96DM 0/ 10 

対照機 朝の光 40 8.2 3.7 0 4 86.6 1.1 96 1 87 2 

朝の光 60 7 6 2.7 0 4 88.4 0.9 95.6 87 6 

朝の光 70 8.0 3.1 0 2 87 7 1.0 95.8 88 1 

試作機 朝の光 80 7.9 3.1 0.2 87 6 1.2 95.6 90 6 

彩のかがやき 90 7.7 3 3 0.5 87 4 1.1 95.9 85 1 

朝の光 100 8.3 3 4 0.3 86 8 1.2 95.8 88.7 

（参考） 8.8 3 2 0.8 85 6 94.9 

TDNの算出には日本標準飼料成分表から牛の消化率を引用した。

参考の値は 日本標準飼料成分表から玄米の値を転記した。
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Fig. 5 Relationship between the drying temperature, the pepsin digestibility and the physic acid 
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図 6 設定熱風温度別穀物温度の経時変化（平形通風乾燥機）

Fig. 6 Change of the grain temperature with the passage of time according to the drying temperature (flat bed type dryer) 

3. 乾燥コスト

乾燥コストの試算結果を図 9に示す。熱風温度を高く

すると乾燥コストは，乾減除水量 1kg当たり 1.6~4.6

円低減した。前述したように，熱風温度を高くすると乾

燥後水分が低くなるため，高温乾燥においても 15.0%w.b.

に仕上がる制御法や運転方法を確立すればさらなるコ

ストの低減に期待できる。また，高温乾燥では乾燥速度

が大きいため，これを共乾施設の乾燥機に適用できれば，

施設の総処理量が増え，全体的なコスト低減が期待でき

る。

以上．乾燥速度．消費エネルギー，およびコストの面

から平均熱風温度 80℃以上で顕著な効果が確認された。

熱風温度が高温になれば籾殻の被覆による抵抗が小さく

なり，玄米自体の乾燥速度が急速に進むことが報告され

ており（豊田. 1994). 田中ら (2013) はモデル実験で

70~80℃にかけて，乾燥速度の差がほとんどみられなく
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図 7 設定熱風温度と胴割れ率の関係

Relationship between the drying temperature and the cracked rice ratio 
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図 8 設定熱風温度と籾摺歩留および砕粒割合

Relationship between the drying temperature, the husking yield ratio and the shattered rice ratio 

16 

14 

2

0

 

1

1

 

(
O
N
H
,
8
エl
圧
）上
k
n
咲
溢

8
 

6
 

4
 

2
 

゜

Fig. 9 

■灯油口 電気（乾燥） ■電気（冷却）日ー'

40 

（対照区）
60 

（小麦モード）
60 70 80 90 100 

設定熱風温度（℃）

図 9 設定熱風温度と乾燥コストの関係

Relationship between the drying temperature and estimation of the drying cost 
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なることを報告している。これらのことから，実際の循

環式乾燥機を用いた今回の試験においても同様の傾向に

なったと考える。ただし，平均熱風温度を 100℃以上に

すると，無駄なエネルギーの消費および高温熱風による

区体鉄板の歪みや耐久性低下等の機械的破損が懸念され

るため，熱風温度は 80℃から 100℃未満が適切ではない

かと考えられる。また，高温乾燥では仕上がり水分が低

くなる傾向であったため，高温熱風時における乾燥機の

制御法や運転方法の検討の必要性を認めた。

IV 摘要

飼料用米の高効率な乾燥を目指し，既存設備の有効利

用をも考慮して，市販の循環式乾燥機をベースに高温・

高速乾燥機を試作した。また，乾燥試験を行い，以下の

結果を得た。

1)試作した高温・高速乾燥機は，燃焼バーナの毎時灯油

燃焼量を市販の乾燥機の 2倍のものに交換し，水分

計による乾燥速度制御（熱風温度制御）を行わず，乾

燥中の熱風温度は一定とした。

2)乾燥試験の結果，熱風温度を高くすると，対照区であ

る市販機の標準モードと比較して，乾燥速度は約

2~4倍となり，所要エネルギーは約 10~25%少なく

なった。

3)栄養成分調査の結果熱風温度を高くしても栄養成

分は減少することなく， TDNも標準飼料を下回るこ

とはなかった。また，ペプシン消化率がやや増加し，

粗たんぱく質の消化性が高まる可能性があった。

4)胴割れ率は，熱風温度を高くするのに伴って増加し，

80℃以上では 50%以上の胴割れが発生した。胴割れ

率の増加は食味低下に繋がるものの，飼料として用

いるため問題ない。しかしながら，籾摺歩留が若干

低下したことから，風選別の風量の調整および揺動

選別板上での損失を考慮し，選別部の調整を検討す

る必要性が考えられた。

5)乾燥コストは，熱風温度を高くするほど下がる傾向

となり，乾減除水量 1kg当たり 1.6~4.6円低減した。

6)乾燥速度エネルギーやコストの観点から，平均熱風

温度 80℃以上で顕著な効果が確認されたが，仕上が

り水分が低くなる傾向になるため，高温熱風時にお

いても適正水分に仕上がる制御法や運転方法の検討

の必要性を認めた。
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