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実用記事

ラッピングマシンを用いた穀実のサイレージ調製技術

魚住順＊．鐙野英子・宮路広武• 河本英憲・出口 新・内野宙

農研機構東北農業研究センター (020-0198岩手県盛岡市下厨川赤平4)
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Processing Procedure of Grain Silage Using Wrapping Machine 

Sunao Uozumi*, Eiko Touno, Hirotake Miyaji, Hidenori Kawamoto, Shin Deguchi and Hiroshi Uchino 

Tohoku Agricultural Research Center, NARO, Morioka, Iwate 020-0198, Japan 
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1. はじめに

近年，新たな転作作物として飼料用米やトウモロコシ子実

などの飼料用穀実作物の作付けが拡大している。穀実のサイ

レージ化は，乾燥コストを削減するための技術として飼料用

米において多くの取り組みが行われてきた。その結果すでに，

内袋を挿入したフレキシブルコンテナ（フレコン）で密封す

る手法が確立され（矢内ら 2004;土井ら 2011;金谷ら

2011; 渡邊ら 2012;渡邊ら 2013;福島県 2015;農研機構

2015; 浦川ら 2015;丹 2017), 基本的にはすべての穀実はこ

の手法でサイレージ化が可能と考えられる。しかしながらこ

の手法は，米の集出荷組織等が，図 1に示すようなプラント

型の体系を組んだうえで，天井クレーン等の搬送システムを

利用することを前提に開発されているため，施設を持たない

畜産農家が，屋外で短期集中的に調製する手法としては，効

率が悪く導入しづらい。著者らは，この問題を解決するため，

畜産農家が所有する作業機を活用して，屋外で迅速にサイ

レージ化する新たな調製法を考案したので紹介する。なお，

本報告の一部は，農研機構生物系特定産業技術研究支援セン

ター「革新的技術開発・緊急展開事業（うち地域戦略プロジェ

クト）」および農林水産省委託プロジェクト「高栄養飼料プロ」

の支援により実施した試験の成果にもとづいて執筆した。

2. 新調製法の概略

既存の調製法では，フレコンの内部にポリエチレン製の内

袋を挿入して，その中に料材を詰め込んだ後，吸引脱気して

結束・密封し，最後にフレコンの投入口を結束するが，軟弱

な内袋を広げて形良くフレコンに納め，さらにこれをスタン

ドにセットする作業および詰め込み後に内袋を吸引脱気し

て完全に密封する作業は，人力に依存するところが大きいう

＊連絡著者 (correspondingauthor) : sunao@affrc.go.jp 

え，風雨の影響を受けやすい屋外作業にも適さない。著者ら

は．屋外での調製作業には，この工程の省力化が不可欠であ

ると考え，フレコンの投入口を簡易に結束しただけでフレコ

ン全体をラッピングして密封する手法を考案した。以下，フ

レコンをラッピングしたものをフレコンラップと称し．フレ

コンラップを調製する手法をフレコンラップ法と称する。フ

レコンラップ法は，ラッピングマシン，フォークリフト，ホ

イルローダ， トラクタなど，畜産農家が所有する機械を組み

合わせて体系を組み立てることができるため，新規投資を低

く抑えることができる。フレコンラップ法を組み入れた調製

体系のうち，実規模での調製試験を経て，支障なく作業でき

ることを確認した 3種の体系を図 2に示した。

体系 Iは，フレコンラップ法の導入が期待される最も主要

な体系である。トラクタ駆動式の大型破砕機とこれに取り付

けた加水機を用いて破砕・加水しながら，スタンドにセット

したフレコン（内袋無し）に破砕物を詰め込んだあとホイル

ローダで抜き取り，フレコンの投入口を結束し，ラッピング

マシンを用いて密封する体系である（證野ら 2017;魚住ら

2017)。乳酸菌の添加は，加水機のタンクに製剤を溶かし込

む（濃度は．製品の規程添加量に基づき．加水量と出来上が

りのサイレージ重量を考慮して算出）。人力への依存度が高

い「内袋の挿入と整形」，「内袋の吸引」．「内袋の結束」を省

略できる。また，内袋がないためフレコンをスタンドにセッ

トする作業も容易である。ただし，詰め込み・密封作業が速

くてもその前に実施する破砕作業が遅ければ，調製作業全

体の効率化にはつながらない。したがって，体系 Iでは．高

能力な大型破砕機の導入が不可欠である。著者らは．既存の

調製体系で広く用いられている破砕機 (DHC-4020,デリカ，

長野）の約 6倍の破砕速度（実測）の破砕機 (U500T, タカ

キタ．三重）を用いて，体系 Iを現地農家の庭先で実証した。

2016年度日本草地学会石川大会 (2016年3月）， 2017年度日本草地学会弘前大会 (2017年3月）において一部発表。
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搬送手段 ：天井クレーン＋コンベアシステム

投入

亨ざ
内袋装着 吸引

疇 破砕 疇フレコン装着 疇内袋結束
加水，詰め込み フレコン結束

？手段 ： フォークリも~

笠＂疇 一次集 疇屋内貯蔵
積

図 1. 既存のサイレージ調製体系．

系体
ー

投入疇破砕疇フレコン装着 吟フレコン
加水，詰め込み抜き取り，

結束

巴

体系m

投入疇 破砕＊フレコン装着 ＊フレコン フレコン
加水，詰め込み抜き取り， ＊ 漫漬 ＊ ＊ 排水終了抜き取り，

結束 (5分） 排水開始

ざ宣：；邑塁了
図 2. フレコンラップ法を組み入れた調製体系の例．

その作業性等については後述する。

体系IIは，設置調整操作に精度が求められる加水装置

を用いずに簡便に加水することを 目的とした体系である。ま

ず，加水なしで破砕物をフ レコ ン（内袋なし）に詰め込んで

結束したあと， 側面に牧草用フォーク等で小穴を 20-30カ所

開け，大型水槽に 5分程度浸漬（水没するまで） して引 き上

げ，土が付着しない舗装地や草地などで，1時間程度静置 ・

排水し，その後フ レコンラップ化する体系である （證野ら

2016)。乳酸菌を添加する場合は水槽内に製剤を溶かし込む

（濃度は，製品の規程添加量に基づき，推定吸水量と出来上

がりのサイレー ジ重最を考慮して算出）。

体系mは，無破砕の穀実をサイレージ化するための体系で

ある。体系 Iと体系IIでは，フレ コンラップ法の省力性を生

かすために大型破砕機を導入するが，高額な大型破砕機を導
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入できる農家は多くはない。一方，作業が集中する収穫時の

破砕を省略して丸粒のままサイレージ化することができれ

ば，破砕は給与時に少量ずつ行えば済むので，小型の破砕機

でもフレコンラップ法の省力性を生かすことが可能となる。

しかしながらこのためには，無破砕の穀実に吸水させて発酵

に必要な 31-35%程度の水分含量に調整しなければならない

（上垣ら 2010;金谷ら 2011; Inoueら2013)。破砕済みの穀

実の場合は，必要量の水を噴霧しながら詰め込め込む手法が

用いられるが無破砕の穀実にこの手法を用いても，水の大

半は吸収されずに内袋の底に貯まるだけである（土井ら

2011; 農研機構 2015)。これまで，この問題を克服する技術

は提示されていなかったが，体系皿では，内袋を一時的な水

槽として用い，これに穀実を漬け込むことにより吸水させる。

手順は，まず，内袋付きのフレコンに穀実を詰め込んだあと，

フレコンの投入口を結束する（内袋の口は折りたたんでフレ

コン内に納める）。次に，上部に穴をあけて満水になるまで

注水して 12時間程度静置して吸水させる。その後，フレコ

ンの下部に 4カ所程度の穴を開けて 1時間程度静置・排水し，

体系 I, IIと同様にラッピングして密封を行う。なお，穀実

が吸水を始めるとフレコン内の水位が下がってくるため，フ

レコン最上部の穀実の吸水量は下部より少なくなるが，フレ

コンラップ化した後に，フレコンの上部を下にして貯蔵すれ

ば，余剰水が反転し，徐々に下降してくるため，フレコン上

部の穀実にも十分に吸水させることができる。なお，注水し

たフレコンは安定性が低下するため，注水前にフレコンを結

束しておかないと転倒する恐れがある。また，注水前に結束

することにより，吸水した穀実が膨張して内圧が高まり固く

締まったフレコンに仕上がり，グラブで掴みやすくなるとい

う利点も生じる。乳酸菌を添加する場合は，上部に開けた注

水口内に製剤を挿入したあと注水する（量は，製品の規程添

加量に基づき，推定吸水量，注水量，出来上がりのサイレー

ジ重量を考慮して算出）。

サイレージの品質については，現在データを蓄積中である

が， 100例程度の調査を終えた時点で，ネズミによる損壊以

外の理由で不良な発酵やカビの発生が認められた事例はな

い。各体系の発酵品質の一例を表 1に示した。いずれも良好

な発酵品質が得られている。なお，体系皿のトウモロコシの

水分含量は， 38.4%と，ハイモイスチャーシェルドコーンの

適水分とされる 30%程度 (Hoffman・Muck2011 ; 大下ら

2016) より明確に高くなった。名久井ら (1974) は水分32-

38%のトウモロコシ子実を，また高野ら (1971) は水分

39%のトウモロコシ子実をサイレージ調製した結果，いずれ

も良好な発酵品質が得られたことを報告している。これらの

報告と，本データとを併せみると， トウモロコシに関しては

38%程度の高水分でも発酵品質への悪影響はないと考えられ

る。しかしながら，これほどの高水分である必要もないので，

体系皿については， 30%程度の水分に納めるための浸漬時間

について今後検討が必要と考えられる。

なお，体系IIと皿については，運用上いくつかの問題点が

あることが明らかになっている。両体系とも大量の水を必要

とするため，農業用水や地下水を利用できる場所以外での運

用は難しい。また，破砕物を浸漬する体系IIでは，水槽内の

水やフレコンから排出される水が汚濁しているため，汚水処

理が必要な場合も想定される。さらに体系mでは，給与時に

高水分の穀実を破砕する必要があるが，破砕機の種類によっ

ては効率的な破砕ができない場合がある。高水分の籾米は，

DHC-4020 (デリカ，長野）のようなローラ圧砕式の破砕機

で破砕すると，糊状になった破砕物がローラの周辺に張り付

いて作業効率が低下する現象が観察されている。同じ破砕機

を使用してもトウモロコシ子実では，このような現象はみら

れず，高水分でもきわめて効率よく破砕できる。また，メッ

シュの網目で破砕粒度を調整する方式の破砕機では，水分が

高くなるほどメッシュの通過抵抗が高くなり破砕速度が低下

するとともに，破砕粒度が想定より小さくなる現象が観察さ

れている。

3. フレコンラップ法を組み入れた調製体系の作業速度

飼料用米とトウモロコシ子実を材料として，体系 Iの作業

を畜産農家の庭先で実証した。以下にその概要を紹介する。

(1)方法

①飼料用米： 2016年 10月 18日に，岩手県雫石町にある

肥育農家庭先のアスファルト敷の仮設作業場において，当該

農家および近隣農家において当日に収穫した籾米（水分含量

21.4%) 6.0tを用いて試験を実施した。使用作業機は表2に

表 1. 各体系における発酵品質．

フレコン 水分 VBN/TN1 有機酸含量 (%FM)
体系 材料

サイズ
貯蔵期間

（％） 
pH 

(% FM) 
V-スコア

乳酸 酢酸 プロピオン酸 酪酸

I 
飼料用米 5001 6ヶ月 31.5 4.5 2.61 97 0.52 0.47 0.01 0.01 

トウモロコシ 5001 9ヶ月 32.1 4.1 2.45 100 0.73 0.21 ND2 ND 

II 飼料用米 lOOL 6ヶ月 32 4.4 3.04 86 0.46 0.19 ND 0.18 

ill 
飼料用米 500L 6ヶ月 33.5 4.1 0.14 98 0.25 0.05 ND 0.02 

トウモロコシ 500L 7ヶ月 38.4 4 1.37 100 0.55 0.11 ND ND 

いずれも調査したフレコンラップは 1個のみ．

]全窒素に対する揮発性塩基態窒素の割合．

2NDは未検出であることを示す．
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表 2. 実証試験で用いた作業機．
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作業機名 雫石町（飼料用米） 一戸町（ トウモロコ シ子実） 備考

定格2.5tフォークリフト { 8FG25: トヨタ L&F, 愛知

6FG15: トヨタ L&F, 愛知 定格 1.5t

フレコン吊り具 NFH20: ノプタ農機，北海道 フォークリフト用

搬送オーガ

破砕機 U500T: タカキタ，三重

DHR-1500: デリカ，長野

同左

三相 200V, 1.5 kws 

78HP以上のトラクタ対応

加水機

ホイルローダ

台車付き

フレコンスタンド

手動結束機

自作

V4: ヤンマー，大阪

自作

MK15: ヘラマンタイトン，東京

ラッピングマシン 1051AW: タカキタ，三重

トラクタ MF382: AGCO, Dallas, アメリカ

振り分け器具

同左

同左

同左

同左

同左

同左

135Wポンプ2台+500Lローリータンク

ベールグラブ付， 39.6ps, 常用加重 860kg

耐荷重 500kg台車使用，

500Lフレコン対応

</>90cm-100cm対応

SOHS, 破砕機・ ラッビングマシン駆動用

図 3. ダクト切り替え器具と加水機のノズル．

示した。破砕機の放出ダクトには，図 3に示すような自作の

ダクト切り替え器具と加水機のノズルを取り付けた。加水機

は，ポンプと 500Lローリータンクを組み合わせた構成とし，

ローリータンクの水には乳酸菌 （畜草 2号）を 72ppm濃度

で溶かし込んだ。破砕物を投入するフレコンの保定には，耐

加重 500kgの台車に L字アングルで自作した保定スタ ンド

を取り付けたもの（以下，台車と称す）を用いた（図 4)。

まず， 1300L容の自立フレコン 9袋に分割・集積した籾

米 6.0tを，フォークリフト（吊り下げアタッチメント装着）

で吊り下げ，破砕機 (10mmメッシュ使用 ・540回転定速）

に投入後加水と乳酸菌添加を行いながら 500L容のフレコ

ンに破砕物を詰め込んだ。フレコンヘの破砕物の投入は，台

車を図 5に示す手順により随時入れ替えながら実施した。ま

ず，破砕機の放出ダクトの下に 2台の台車を並列配置し，台

車の一方が満載になった時点で放出ダクトを空の台車側に

切り替えたうえで，満載の台車をダクト下から搬出し，その

場所に新たに空の台車を挿入した。この作業を繰り返すこと

により，破砕作業を中断せずに詰め込み作業を行った。ダク

ト下から引き出した台車上の満載フレコンは，ホイルローダ

で吊り下げて搬出し，一次集積した。以上の工程（以下破砕

工程と称す）は 6名で実施した。各作業の人員の配置は，

「フォークリフ ト操作」に 1名，「トラクタの動力管理，破砕

機への投入補助」に 1名，「加水機の管理，破砕機のダクト

操作」に 1名，「台車への 500Lフレコンのセット，台車の

入れ替え，台車からの 500Lフレコンの抜き取り補助」に 2名，

「ホイルローダの操作」に 1名とした。以上の破砕工程がす

べて終了した後に，次の工程（以下ラッピング工程と称す）

を開始した。ラッビング工程では，まず，一次集積場におい

てフレコンの投入口を手動結束機で結束し，これをホイル

ローダのグラプで掴んでラッピングマシンに載せてラ ッピン

グ (6層巻き）した後に，地面に放出した。放出されたラッ

ピング済みのフレコン（＝フレコンラップ）は，グラプで掴

んで二次集積した。このラッピング工程は 3名で実施した。

各作業の人員の配置は，「フレコンの結束」に 1名，「ホイル

ローダの操作」に 1名，「ラッ ピングマシンの操作」に 1名

とした。

作業速度のデータとして，「破砕の速度」，「破砕工程の速

度」，「ラッピングの速度」および「ラッビング工程の速度」

の4項目を計測した。「破砕の速度」は，破砕機への籾米の

投入開始から破砕終了までの時間を 4袋の 1300L(籾米入り）
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I投入口を1/2程度折り返す

l,Aフック装着位 '

置（差 し込む）

〗⇒
図 4. 台車付きフレコンタンド (500L用）．

固 5. 台車の入れ替え手順

フレコンのそれぞれについて測定し，これを平均することに

より求めた。「破砕工程の速度」は最初の 1300Lフレコン

の吊り下げ作業の開始から，最後の 500Lフレコン （破砕物

入り ）の一次集積終了までの時間を計測することにより求め

た。「ラッピングの速度」は，ラッビングマシン上に 500L

フレコンが載せられてから，ラッピングマシンからフレコン

ラップが放出・ 落下するまでの時間を 10袋の 500Lフレコ

ンのそれぞれについて計測し，これを平均することにより求

めた。「ラ ッピング工程の速度」は最初の 500Lフレコン

の結束開始から，最後のフレコンラップの二次集積終了まで

の時間を計測することにより求めた。

② トウモロコシ子実： 2016年 10月26日に，岩手県一戸

町にある酪農家の庭先のコンクリート敷の仮設作業場におい

て，当該農家および近隣農家で当日に収穫した トウモロコシ

子実（水分含量 28.8%)約 5.8tを， 1300L容自立フレコン 6

袋に分割 ・集積して試験を開始した。使用作業機の詳細は表

2に示した。作業工程調査項目ともに飼料用米の実証試験

に準じたが破砕機のメッシュは 13mmを用いた。また，

フォー クリフトの揚力不足により，高所への吊り下げ作業が

できなかったため， 1300Lフレコンから破砕機への直接の

投入は行わず，搬送オーガを仲介して投入した。

(2) 結果と考察

できあがったフレコンラップの数と 1袋当たりの平均重量

は，飼料用米が24袋， 290kg, トウモロコシ子実が 16袋，

380kgとなった。原材料の水分含量と，加水量から推定した

サイレージの水分含量は，飼科用米が 29.1%, トウモロコシ

が32.1%となった。いずれもトラプルによる作業の中断はな

かった。

作業速度を表 3に示した。飼料用米では，「破砕の速度」

が7.2t/h(乾物換算 5.7t/h),「破砕工程の速度」が7.0t/h(乾

物換算 5.5t/h)となり「破砕の速度」に近い速度で破砕工

程を実施することができたのに対し，ト ウモロコシ子実では，

「破砕の速度」が 10.2t/h(乾物換算 7.3t/h). 「破砕工程の

速度」が 6.9t/h(乾物換算 4.9t/h)と，「破砕工程の速度」
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表 3. 作業速度 (t/h).

材料名
破砕の 破砕工程

速度 の速度

飼料用米 7.2 (5.7) 7.0 (5.5) 

トウモロコシ子実 10.2 (7.3) 6.9 (4.9) 

括弧内の数値は，乾物換算値．

が「破砕の速度」を大きく下回った。トウモロコシにおいて

「破砕工程の速度」が「破砕の速度」を下回った理由は，「材

料の集積場所」と「破砕機の設置場所」の間の動線の長さと

経路が，長く複雑であったためである。この結果は，作業効

率の向上を目指すには，導線の設定にも十分に留意する必要

があることを示している。

「ラッピングの速度」は，飼料用米が 10.3t/h(乾物換算 7.3t/

h). トウモロコシ子実が 16.1t/h (乾物換算 10.9t/h) と，

トウモロコシ子実の方が早かった。ラッピング作業に関して

は，飼料用米とトウモロコシの導線に大きな差がなかったた

め，「ラッピング工程の速度」も同様に，飼料用米が5.9t/h

(4.2t/h), トウモロコシ子実が 7.9t/h (5.4 t/h) と， トウモ

ロコシ子実の方が早かった。穀実間にこのような差をもたら

した要因は明確である。すなわち，フレコンラップの 1個の

重量は，飼料用米が290kg(乾物換算 205kg) であったの

に対し， トウモロコシ子実は 380kg(乾物換算 258kg) と，

トウモロコシの方が明確に高密度に仕上がったが， 1個当た

りの「ラッピングの速度」にはほとんど差がなかったため（飼

料用米， トウモロコシ共に約 1.5分），密度の高いトウモロ

コシ子実の方が重量当たりの処理速度が早くなったものであ

る。なお，「ラッピング工程の速度」は，飼料米， トウモロ

コシ子実ともに「ラッピングの速度」を大きく下回ったこと

から，ホイルローダ2台でハンドリングを行えば，「ラッピ

ング工程の速度」は，大幅に向上できると考えられる。本試

験では，破砕工程における 1300Lフレコンの吊り下げ作業

をフォークリフトで行ったが，これをホイルローダで置き換

え，調製体系のすべてをホイルローダ2台で対応すれば，作

業機数や人員の増加なしに効率化できると考えられる。

「破砕工程の速度」と「ラッピング工程の速度」から算出

した調製体系全体の作業速度は，飼料用米が 3.2t/h(乾物換

算 2.5t/h), トウモロコシ子実が3.7t/h(乾物換算 2.6t/h)

であった。現在広く普及している飼料用米破砕機の中で最も

処理能力の高い機種は DHC-4020(デリカ，長野）である（農

研機構 2015)。伊藤 (2014)は， この機種を組み入れた施設

利用型の調製体系により， 19tの籾米を， lOOOL容フレコン

を用いてサイレージ化した結果 19時間を要したことを報

告している。処理速度を算出すると約 l.Ot/hとなる。また，

飼料用米ソフトグレインサイレージの調製・販売の先進的な

経営体である真室）II農業協同組合では，籾殻を蒸砕膨軟化す

る装置であるプレスパンダーを流用した施設利用型の調製体

系を構築し， 500kgフレコンで年間 400t(2016年）以上を

出荷しているが（丹2017). その処理速度は 3t/hとされて

いる（鵜川 2013)。

ラッピングの ラッピング 調製体系全体

速度 工程の速度 の速度

10.3 (7.3) 5.9 (4.2) 3.2 (2.5) 

16.1 (10.9) 7.9 (5.4) 3.7 (2.6) 

本試験では，野外においで恒久施設を使用せずに，普及型

破砕機を組み入れた体系の 3倍程度，また，先進大規模経営

の体系と同程度以上の速度で，これらよりも容積が小さく個

数が多い 500Lフレコン (270kg) に調製できたことから，

フレコンラップ法は，飼料用米調製の効率化に十分貢献でき

る技術であると考えられる。

トウモロコシ子実については，まだ国内での調製実績が少

なく，データ比較に基づく評価はできないが，岩手県内にあ

るトウモロコシ子実生産の先進農家の事例をあげると， 2016

年に内袋入りフレコンを用いた既存の調製法を屋外で試みた

ものの，作業が過酷であったため， 2017年はサイレージ調

製を見送る意向を示している（魚住 私信）。このことから

判断すると， トウモロコシ子実においても密封の省力化が課

題となる可能性は高く，フレコンラップ法の有利性は，十分

に発揮できると考えている。

本試験の調製速度を乾物に換算すると，飼料用米は 2.5t/h,

トウモロコシ子実は 2.6t/hになる。このことから， 1日当た

りに処理可能な量は，飼料用米， トウモロコシ子実共に乾物

で15t程度と考えられる。一方，乾物収量は，飼料用米が

470kg/10a程度（農林水産省 2016), トウロコシ子実が

700kg/10a程度（出口ら 2017) なので，調製作業が対応で

きる 1日の収穫面積は，飼料用米が3ha, トウモロコシが

2ha程度と考えられる。

4. フレコンラップ法を円滑に実施するための要素技術

フレコンをラッピングするには，グラブでフレコンを掴む

こと，およびラッピングマシン上でフレコンが回転すること

が必要である。このためには，材料を詰め込んだフレコンが，

可能な限り固く締まった円筒形に仕上がることが望ましい。

無破砕の体系IIIでは，詰め込み後に一旦吊り下げてフレコ

ンのたるみを除去した後に，フレコンの投入口を結束して注

水すれば，穀実が吸水・膨張して内圧が高まり，形の整った

固いフレコンができあがるので，グラブ操作，ラッピング操

作とも支障なく行うことができる。

一方，破砕物を詰め込む体系 IとIIでは，フレコンが柔ら

かいので，フレコンヘの詰め込み時から，ラッピングを考慮

した作業を行うことが望ましい。著者等が実施した体系 Iと

IIにおけるフレコンのセットー結束の手順を図 6に示した。

空のフレコンは，台車から 20cm程度浮いた状態になるよう

にスタンドにセットする。このような状態で詰め込みを始め

ることにより，フレコンの側面が常に上に引き上げられた状

態となるので，フレコンに歪みや緩みを生じることなく破砕

物が貯まっていく。当然ながらフレコンスタンドの支柱，フ
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20cm程度浮

かしてセット

・,. ー一ーがヽ

本体上端の20cm程

度上まで詰める

i、 -•、、

吊り下げて抜き取り， PPバンドで結束
フレコンの弛みを除去

~ 
図 6. フレコンのセットー結束の手順（体系 I. II). 

レコンを保定するフ ック，フックを吊すゴム紐などは，フレ

コンを強く引き上げておくのに十分な強度が必要である。ま

た，図 5(一番上）のように破砕物を斜め上方から投入する

際には，フレコンの中心部に落とし込むように調整しないと ，

フレコンが変形してしまう 。一旦変形したフレコンは，吊り

下げ作業では修正できない。

破砕物はフレコン本体の最上部よりも 20cm程度上まで詰

めておく必要がある。これは，フレコンをスタンドから抜き

取る際に行う「吊り下げ作業」により，詰め込まれた破砕物

がフレコン内で大きく沈み込むためである。 したがって，本

体上部につながる投入口 （本来フレコンの蓋として使用する

円筒形の蓮い布の部分）も上方に引き上げながら，その中に

も破砕物を詰めていく必要がある。図4でみると Aフック

がその役割を果たす。なお Aフックは， フレコンの生地に

刺し込めるように先端を研ぐ必要があるが，市販のフ ックの

形状のまま先端を研ぐときわめて危険であるため，固 7に示

す様な形状に整形する必要がある。フレコンを抜き取った後，

地面に置いた時の材料の高さは，フレコン本体の上端より

5cm程度上が最良である。

フレコンの結束は，手縛りでも可能であるが，大量のフレ

コンを扱う場合は作業者の負担が大きいので，結束機と PP

バンドを用いた方が良い。いずれの場合も投入口のたるみを

可能な限り除去しながら結束する。結束機の結束強度は

30kg程度あれば，グラプ操作時に抜けることはない。慣れ

れば， 1分程度で結束できる。なお，フレコンの吊り紐は，ラッ

ピングの際に，機械等に引っかからないように 2本を繋いで

おく必要があるが （図6右端）， フレコンの投入口には，投

入口を簡易結束するための縛り紐が必ず取り付けてあるの

で，これを流用して吊り紐を簡単に縛っておくだけでよい。

フレコンの生地は滑りやすく ，ま た破砕物から油分や水分

が染み出てくるので，上記のような対応を行っても通常の牧

草ロールように，フレコンを立てたまま垂直に持ち上げたの

では，フレコンがずれ落ちてしまうことがあるので（図8左），

一旦押し倒して上から抱えるように掴み，そのまま移送する

必要がある（図 8中央）。グラブで掴むことができたフレコ

ンは，ベルト式のラッピングマシンであれば問題なくラ ッピ

ングすることができる。フレコンラップに仕上げてしまえば

グラプ操作は，通常の牧草と同じように自由に行うことがで

きるが形状の可塑性が牧草ロールより高いので，図 8右の

ような掴みかたをすると，ラップと 内容物の間に空洞が生じ，

その状態のまま発酵することになる。空洞がもたらす弊害を

市販品

図 7. フレコンスタンド用 Aフックの形状

確認したわけではないがサイレージ発酵にとって最良の状

態とは言いがたいので出来上がったフレコンラップについ

ても可能な限り抱え込むように掴んだ方が良いと考えてい

る。また，フレコンラ ップは，一般の牧草ラップのようにき

れいな円筒形には仕上がらないので，積み重ね貯蔵はできな

い。また，屋外貯蔵においては，ネズミの被害が想定される

が，河本 (2011)が提唱した広々配置を行ったうえで，フレ

コンラ ップの下に金網を敷くか，ネズミが潜り込めない砂利

の上やアスファルトの上に置けば被害はほとんどみられな

v'o 

5. おわりに

フレコンラップ法は，穀実飼料の迅速なサイレージ調製を

目的に開発したが調製後の移送・貯蔵においても以下のよ

うな利点がある。

(1)移送効率の向上 ：既存の調製法では，最終貯蔵場への

移送やトラ ック等への積み込みは，フォークリフトによる吊

り下げ作業で行う必要があるが，この作業は 2人組が基本と

なるうえ，走行速度が遅く ，不整地での作業も不可能である。

一方，フ レコ ンラップは，グラプを装着したホイルローダに

よるワンマンオペレーションが可能で，不整地を含む移送を

迅速に行うことができる。また，ラップを除去すればフレコ

ンがそのまま出てくるので，給与時には小回りの利くフォー

クリフトでの吊り作業も可能となる。

(2) ガス抜き作業の省略：既存の調製体系では，内袋の破

裂を防ぐため発酵初期にガス抜き作業が必要な場合があるが
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フレコンを立てたまま持ち
上げる と滑って握れない。

フレコンを一旦押し倒して
持ち上げる。

フレコンラップにグラブが食い
込むと，内部に空洞が生じる

図 8. フレコンおよびフレコンラ ップの掴み方．

（加藤 2014;農研機構 2015;浦川ら 2015;丹 2017), フレコ

ンラップでは，ラップフィルムの特性により発生ガスが自然

に排出されるため，この作業は不要である。

(3)屋外貯蔵化：サイレージ調製に使える安価なフレコン

には紫外線耐性がないため，既存の調製法では，屋内で貯蔵

するか，プルーシー ト等で貯蔵場全体を遮蔽する必要がある。

屋内貯蔵はコストの大幅な上昇をもたらす。また，シートで

遮蔽すると，給与時の取り出しに手間がかかるうえ，ネズミ

の隠れ場所を提供することになり被害を拡大する恐れもあ

る （河本 2011)。さらに， フレコンがシートに隠れていると

破損状況を見回ることも難しくなる。ラップフィルムには紫

外線耐性があるので，フレコンラップは露天での長期貯蔵が

可能である。

(4)破損箇所の発見と補修の容易さ ：既存の調製法では，

丈夫なフレコンの生地の下に薄い内袋が隠されているため，

外観に異常がな くても内袋が破損していることがあるが，そ

の発見は不可能である。また，外観上の明確な破損を発見し

ても，テープの貼付で済むラップのように補修は簡単ではな

い。フレコンラップは，破損箇所の発見とその補修のいずれ

においても ，既存の調製法よりも容易である。

(5)砂利場での保管：保管場所に砂利を敷くことは廃水

対策やネズミ被害防止対策として有効だが（河本 2011), 既

存の調製法では，内袋に穴が開いてしまうので砂利を敷くこ

とはできない。一方，フ レコンラップの底面はラップの重複

部分にあたるためラップの層が厚 く，整地してあれば砂利で

穴があくことはない。

(6) 発酵 TMRへの応用：フレコンラ ップ法は発酵

TMRにも応用できることを確認している。現在，発酵

TMRの調製には，内袋入りフレコンを用いた密封法が導入

されているが，飼料用米ソフトグレインサイレージと同様に，

人力に依存するところが大きいうえ，ガス抜き作業の手間や

保管場所の確保も問題となっている。密封作業の省力化，ガ

ス抜きの省略，屋外貯蔵を可能とするフレコンラップ法は，

発酵 TMR調製の技術としても有望と考えている。

フレコンラップ法は，多くの人員を要する組作業となるた

め，畜産農家の営蔑集団での運用が基本となるが，上述の様

な付帯的な利点を併せみると，コントラクターや TMRセン

ター等でも広く利用できる技術になりうると考えられる。

謝 辞

東北農業研究センター業務第 2科の澤瀬純一氏には，フレ

コンラ ップ法の開発のきっかけ とな ったフ レコンをラ ッピン

グするというアイデアを発案・提供していただいた。また，

同研究センター業務第1科ならびに第2科の科員の皆様には，

具体的な技術の組み立てにあたり多くのご支援を頂いた。

ここに謹んで深謝の意を表する。

引用文 献

出口 新・内野宙・魚住順・鐙野英子・河本英憲 (2017)岩手

県での子実用トウモロコシの収巌性． 日本草地学会誌（別）

63: 96 

土井伸也 • 北川貴志・山田隆史・安藤和登 (2011) 完熟期籾米サイレー

ジの調製と和牛肥育後期での利用.2011年度（平成 23年度）

近畿中国四国農業研究成果情報，蔑研機構，茨城， https://

www.naro.affrc.go.jp/org/warc/research_results/h23/pdf/l0_ 

chikusan/64_0801 %20.pdf [2017年7月5日参照］

福島県 (2015)飼料用米給与マニュアル Vol.l.福島県・農林水産部，

福島 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/

201325.pdf#search=%27%E9%A3%BC%E6%96%99%E7%94%A 

8%E7%Bl %B3%E3%82%AC%E3%82%B9%27 [2017年7月5日

参照］

Hoffman P, Muck R (2011) Inoculating High Moisture Corn. Focus 

on forage 1 (3), University of Wisconsin-Extension Team For-

age, Wisconsin, http://fyi.uwex.edu/forage/inoculating-high-

moisture-corn/ [cited 5 July 2017] 

Inoue H, Tohno M, Kobayashi H, Matsuo M, Kojima Y, Ibuki T, 

Uegaki R (2013) Effect of moisture control, addition of glicouse, 

inoculation of lactioc acid bacteria and crushing process on the 

fermentation quality of rice grain silage. Grassl Sci 59: 63-72 

伊藤 舞 (2014)稲 SGS製造の取り組みを開始！！．普及情報2014

年度島根県島根， http://www.pref.shimane.lg.jp/industry I 

norin/ gijutsu/nougyo_tech/fukyui/fukyu-jyouhou/2014menu 

data/14144mas042.pdf [2017年7月5日参照］

金谷千津子・大川内康郎・国吉 誠• 吉野英治 ・丸山冨美子 (2011)

イネ穀実サイレージの実用的調製法．富山畜研研報20:23-26 

加藤康明 (2014)飼料用米ソフトグレインサイレージ調製にチャレ

ンジ！！．畜産茨城26年度 3月号．茨城県畜産協会，茨城，

http:/ /ibaraki.lin.gr.jp/chikusan-ibaraki/27-03/02.html [2017年

7月5日参照］

河本英憲 (2011)皿ネズ ミ類によるラップサイレージの被害と被

害の軽減 ・防止対策．グラス＆シード 28: 20-28 



188 日本草地学会誌第 64巻第3号 (2018)

名久井 忠・岩崎薫・八幡林芳 (1974) とうもろこしグレーンサ

イレージの調製と利用一収穫・調製機械のちがいによる品質，

飼料成分，栄養価への影響ー．畜産技術， 234:1-7 

農研機構 (2015)飼料用米の生産・給与技術マニュアル〈2015年度版〉．

農研機構，茨城， p114-121 

農林水産省 (2016)飼料用米の推進について農林水産省，東京，

http:/ /www.maff.go.jp/j/ chikusan/ sinko/lin/l_siryo/ attach/pelf/ 

index-39.pdf [2017年7月5日参照］

大下友子・青木康浩・根本英子・上田靖子• 青木真理 (2016) トウ

モロコシ子実主体サイレージ (HMSCおよびCCM)の飼料成

分組成，発酵品質および栄養価．日畜会報87: 125-131 

高野信雄・山下良弘・金子幸司・熊谷 健・北村方男 (1971)穀実

サイレージとその調製法．畜産の研究25:976-980 

丹康之 (2017)籾米サイレージ（稲 SGS)の製造・販売について．

畜産コンサルタント 631:45-49 

鐙野英子・魚住順・出口新・内野宙 (2016)飼料用米サイレー

ジのラッビングマシーンを用いた簡易調製技術．日草誌62(別）：

61 

鐙野英子・魚住 順• 河本英憲 (2017) フレコンラップ法を用いた

SGS調製体系の実証 (2) トウモロコシ． 日草誌63(別）： 62 

上垣隆一•重田一人・小川増弘・小林寿美・遠藤雅徳・察 義民 (2010)

飼料米の調製貯蔵時の処理がソフトグレインサイレージの発酵

品質に及ぽす要因の解析． 日畜会報81: 353-362 

鵜川洋樹 (2013) 飼料用米（籾米サイレージ）の栽培・加工• 利用

の実態と課題畜産の情報2013年2月号： 1-8, http:/ /lin.alic. 

go.jp/ alic/month/ domefore/2013/feb/spe-02.htm [2017年 7月

5日参照］

魚住 順・證野英子・河本英憲 (2017) フレコンラップ法を用いた

SGS調製体系の実証 (1)籾米． 日草誌63(別） 61 

浦川修司•井上秀彦・齋野弘・石山徹 (2015) 既存の穀物用施

設を活した既存の穀物用施設を活した籾米サイレージ調製技術

マニュアル第 2版農研機構・ 畜産草地研究所，栃木，

https://www.naro.affrc.go.jp/publicity _report/publication/files/ 

momimai-manual立01505.pdf[2017年7月5日参照］

渡邊 潤・佐藤寛子・加藤真姫子・酒出淳ー・植村鉄矢 (2012)完

熟期収穫籾米サイレージの破砕処理が第一胃内消化性に与える

影響．秋田畜試研報26:1-6 

渡邊 潤•佐藤寛子・加藤真姫子・酒出淳一 (2013) 秋田県で給与

されているイネソフトグレインサイレージの飼料特性．秋田畜

試研報27:1-6 

矢内清恭・大槻健治・柳田和弘• 佐藤茂治 (2004) イネソフトグレ

インサイレージの高品質収穫調製技術.2004年度（平成 16年度）

東北農業研究成果情報，農研機構，茨城， http://www.naro. 

affrc.go.jp/ org/tarc/ seika/jyouhou/Hl6/ chikusan/hl6chikusan 

14.html [2017年7月5日参照］

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

