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日本における主な飼料作物(1 ) 

一飼料イネー

吉田宣夫*

まえが き

配合飼料，輸入粗飼料の価格高騰のなかで，飼料

イネ(サイレージ調製したものを「稲発酵粗飼料J

と呼ぶ)への期待がますます大きくなっている。平

成 12年から稲発酵粗飼料に仕向けられるイネ生産

が始まり，平成 18年度の作付面積は 5，212haまで

伸び， 20年度は大幅に広がる勢いである。

飼料イネは，大家畜向けの飼料用として育成さ

れた品種を指す。広義には，多収かっ地域の稲作慣

行に沿った食用品種を飼料用に栽培したものも含

め，地上部全体を活用するホールクロップ利用，

玄米を利用するものを総称することがある。飼料イ

ネ品種の育成は， 1980年代から開始され，初期の

品種として「はまさり J，くさなみJ，ホシア

オパJ， iクサノホシ」などがある。 2000年代から

本格的な育成が行われ， (独)農業・食品産業技術総

合研究機構(以下，農研機構) ，県，民間企業に

よって 10品種余りが登場し，自給飼料増産の高ま

りのなかで広く栽培されるようになった。今回，取

り上げる飼料イネはホーノレクロップ (WCS)利用を

目的とした品種を中心に紹介する。

1飼料イネ品種の紹介

口絵(写真1)に示した飼料イネ(夢あおば)と

食用イネの比較のように，稗長が高く，地上部乾

物収量が高くなっている。この他，飼料イネが具備

すべき特性として，大家畜の噌好性に優れること

は勿論， TDN (可消化養分総量)収量が高く，耐倒

伏性に優れ，耐病虫害性を持ち，家畜ふん堆肥を

施用した多肥栽培でも倒伏せずに生産力を発揮す

ることが期待される。育成された品種は，現在のと

ころ大きく 3類型あり，長稗穂重型，茎葉型，中間

型に分けられる。農研機構が育成した 10品種，県 ・

民聞が育成した 5品種を紹介する。

'~I虫立行政法人農業 ・ 食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所

(Norio Yoshida) 

ベこごのみ (口絵写真 3):東北農業研究センター

が育成し， 2007年に命名登録された新品種で，出穂

は「アキヒカリ Jより 4日早い極早生の梗品種であ

る。東北地域中北部の食用品種よりも早く収穫でき

るため，食用品種の前に本品種，以後に「べこあお

ばjを収穫することによって，作業分散を図ること

ができる。玄米は中粒で，外観品質が劣るため識別

性がある。

リーフスター (口絵写真 4) 作物研究所，東京

農工大が育成し， 2006年に命名登録された極晩生

の糎品種で，茎葉収量が高く，玄米収量の少ない

品種である。 しかし， TDN収量は 10a当たり1.17t 

と高い。この理由の lつに茎葉部に蓄積するデ‘ンプ

ン含量が高いことがあり，良質組飼料を多給する

乳牛に適した品種と考えられている。

タチアオパ (口絵写真 5) 九州、|沖縄農業研究セ

ンターが育成し， 2006年に命名登録された新品種

で，出穂は「ミナミヒカリ」より 5日遅く，九州地

域では極晩生の梗品種である。根が非常に太く耐倒

伏性に優れ，直播栽培が可能で地上部全重が高く，

サイレージに適している。栽培適地は九州全域でイ

タリアンライグラス等の後作として早植で多収が

得られる。

ベこあおぱ (口絵写真 2):東北農業研究センター

が育成し， 2005年に命名登録された品種で，出穂

は「ふくひびき」より 4日遅い中生の綬品種である。

東北中南部，北陸，中部での栽培に適している。耐

倒伏性が高く，直播き栽培にも向き乾物収量が「ふ

くひびきJより 10%多い品種であり，玄米重では

「ふくひびき」より 6%多収となっている。玄米千

粒重が 30gを越える大粒種で，かっ玄米品質が悪い

ため一般飯米品種との識別性が高い。

夢あおぱ (口絵写真 1)・ 2004年に中央農業総合

研究センター北陸センターで育成された品種で，

写真 1左側の「ふくひびきJより出穂期は 2日遅い

早生の梗品種である。東北中南部，北陸，中部での
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栽培に適している。玄米は大粒で一般飯米品種との

識別性があり .wcsとして乳牛に給与した場合で

も牧乾草と比べて噌好性に問題はない。

ニシアオパ:2004年に九州沖縄農業研究センター

が育成した品種で，出穂、期は「ニ、ンホマレj より約

2日早く，成熟期は約 2日遅い中生の晩で，稗長は

「ニシホマレ」より約 12cm長い。玄米は大粒で識

別性が高く. TDN収量の高い，九州|地域に適した

wcs用品種である。

クサホナミ :2003年に作物研究所が育成した品種

ではまさり Jより出穂期が 6日早い極晩生の綬

種で，関東から中国 ・四国での栽培に適する。稗長

は「日本晴」より長く ，耐倒伏性に優れており .rは
まさり Jより地上部全重で約 14%収量が優っている。

玄米の大きさは一般飯米品種と差がないが，色は

濃く，腹自，心白，乳自が多く識別性がある。栽培

面積が大きい品種である。

クサユタカ :2002年に中央農業総合研究センター

北陸センターが育成した品種で，出穂期は「キヌヒ

カリ」並みの中生の早の綬品種である。地上部全重

および TDN収量が高く wcs用に適し，冷害の危

険性の少ない東北南部，北陸および関東以西である。

クサノホシ :1987年，中国農業試験場(現 ・近畿

中国四国農業研究センター)で育成された品種で，

出穂期が「ホシユタカ」よりやや早い晩生の梗種で，

関東以西の平坦地に適する。稗長は「日本晴Jより

長く，耐倒伏性はやや優れている。いもち病の真性

抵抗性は Pita-2とPibと推定されているが，いもち

病圃場抵抗性は不明である。栽培面積が大きい品種

である。

ホシアオパ :1987年，中国農業試験場(現 ・近畿

中国四国農業研究センター)で育成された品種で，

出穂期が「日本晴」並かやや早生で，成熟期は約 6

日晩生の綬種である。東北南部から九州まで広い地

域で栽培されており，栽培面積が大きい品種である。

県および民間育成品種として，埼玉県育成でわ

品種

(比較品種)
試験場所

表 1 主な飼料イネ品種の出穂および収量関連特性

出穂期成熟期 手早長風乾金重乾物重 玄米重推定TDN含量推定TDN収量推定TDN収量率

(月日) (月日 (cm) (t/l0a) (t/l0a) (t/l0a) (%) (t/l0a) (%) 

夢あおば 新潟県

(ふくひびき) 上越市

ベこあおぱ 秋田県

(ふくひびき) 大仙市

クサユタカ
新潟県

(オオチカラ) 上越市

7.29 9.10 86 

7.27 9.07 78 

8.07 9.24 70 

804 9.12 72 

8.05 9.26 87 1.71 

8.06 9.23 88 1.70 

8.06 9.21 85 1.64 

8.14 10.02 90 1.72 

8.15 9.26 87 1.53 

8.19 10.08 105 

8.21 10.08 93 

8.28 10.10 101 1.47 

8.28 10.16 104 1.37 

(コシヒカリ)

ホシアオパ 広島県

(日本晴) 福山市

ニシアオパ 福岡県

(ニシホマレ) 筑後市

ミナミュタカ

(モーれつ)

(ユメヒカリ)

クサホナミ

(はまさり)

(日本晴)

クサノホシ

(日本晴)

宮崎県
佐土原町

8.30 

8.24 

8.30 

8.15 

8.28 

8.15 

引

一
日出

m引
∞
∞

一
m出
町
山

1.38 

2.14 

1.87 

1.80 

1.88 

1.57 

2.14 

1.92 

2.41 

1.95 

山

一

間

川

間

一
山

間

茨城県
つくば市

広島県

福山市

リーブスター 茨城県 8.31 

(はまさり) つくばみらい市 8.31 

タチアオパ 福岡県 8.29 

(ミナミヒカリ) 筑後市 8.25 

ベこごのみ 秋田県 7.25 

(アキヒカリ) 大仙市 7.29 

10.16 109 

10.08 96 

10.03 106 

9.23 86 

8.31 79 

9.01 75 

1.52 0.72 

1.44 0.74 

1.37 0.73 

1.23 0.69 

0.73 

0.70 

0.63 

0.69 

0.54 

1.97 0.65 

1. 72 0.56 

0.31 

0.27 

0.40 

0.70 

0.52 

0.52 

0.67 

0.53 

0.42 

0.51 

0.66 

0.56 

0.69 

0.65 

61.2 

61.6 

61.9 

62.9 

58.1 

58.9 

0.93 

0.89 

0.85 

0.72 

0.94 

0.91 

105 

100 

118 

100 

103 

100 

60.9 

61.1 

59.3 

59.1 

1.17 

1.01 

115 

100 

60.4 

59.7 

1.09 

0.97 

112 

100 

58.5 

61.1 

61.0 

60.7 

55.7 

55.4 

62.1 

62.0 

1.92 

1.73 

2.13 

1.69 

1.17 

1.11 

1.17 

1.05 

1.19 

0.93 

0.73 

0.69 

111 

100 

127 

100 

106 

100 
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が国初の飼料イネ品種である「はまさり(1984

年)， rうしもえJ (2007年)，兵庫県育成の「兵

庫牛若丸J (2006年)がある。キリンビール株式会

社が育成した「モーれつJ (2003年)は耐倒伏性に

優れ，わら収量の高い品種で九州地域を中心に広

く栽培されているが，脱粒性極易のため収穫時の

脱粒と漏生イネの多発が懸念されていた。これらの

課題を解決するために，宮崎県では γ線を照射し，

他の特性はほぼ同じで脱粒性難とした突然変異系

統の「ミナミユタカJ(2007育成)を育成している。

この他，秋田県，山形県，新潟県などの良食味米

生産地域では，一般飯米品種を飼料イネとして栽

培している事例が多い。

以上の品種のなかで，農研機構育成品種を中心

に種子増殖が行われ， (社)日本草地畜産種子協会

から販売されている。飼料情勢急変のなかで，飼料

米品種への期待が広がっており，農研機構では

wcs用イネ育成と合わせて超多収米品種の育成も

行われている。飼料米品種の紹介は今後に譲るが，

表lに示した飼料イネ品種のうち，玄米収量の高い

ものから選択することもできる。

2 栽培・ 収 穫 ・調製および

給与のポイン卜

1)栽培のポイント

栽培のポイントは低コス トで行う必要がある。飼

料イネは収穫が黄熟期に早まるので，品種選定や

作期決定が食用イネより柔軟に行うことができる。

栽培の基本は食用イネと変わらないが，栽培の目

標は，わらを含む全乾物の多収と飼料の栄養価や

サイレージ品質を高めることである。また，省力 ・

低コスト化のために，多肥栽培や耕種農家と畜産

農家の連携による堆肥の活用，直播栽培などを積

極的に導入し，地上部の全乾物収量の増加に努め

なければならない。

飼料イネの生産には，堆肥の積極的な還元が有

効であり，連年施用により高い乾物収量を確保し

つつ，窒素肥料を削減することができる。黄熟期に

収穫することにより，硝酸態窒素やカリウムの含

量は安心して給与できる水準となる。

病害虫や雑草の防除は，使用可能な薬剤が限ら

れているので，農薬だけに依らない環境保全的な

病害虫管理，耕種的な防除法を組み合わせて効果

的な防除を行う必要がある。雑草が飼料イネに混入

した場合の飼料品質の低下，漏生苗(落下再生種

子)対策に留意したい。品種選定から栽培管理の具

体的な指針として，全国飼料増産行動会議， (社)日

本草地音産種子協会，農水省生産局によって「稲発

酵粗飼料生産 ・給与技術マニュアノレ」発行されて

いるので参考となる。

2)収穫時期のポイント

これまで，飼料イネの収穫適期は黄熟期(出穂、か

ら 30~35 日後)とされてきた。 しかし，現実には

面積拡大とともに適期を過ぎる事例も多数散見さ

れ，泌乳牛への適応性が課題となっている。この理

由は，表 2のとおり登熟とともに未消化籾排出率が

高まることが指摘されている。肉用牛と比べて日乾

物給与量 5~6kg と多給することからエネルギー不

足を招くため，図 l のように出穂から 20~35 日後

程度(糊熟~黄熱前期)に収穫調製する必要がある。

加えて，問11致の仕方，飼料分析に基づく適正な飼料

設計，健康状態のモニタリングなど日常的な基本技

術を徹底することが大切である。

+従来の収穫適期ー静

出穂期乳熟期 糊熟期 黄熟期

・E ・・E ・・E ・-司・

←旦主旦t..
肥育牛向け

図l 収穫適期と仕向け家畜の考え方

表 2 籾消化率に及ぼす熟期と破砕処理の影響
(東北農業研究センター)

項目 収穫時期

乳熟期 糊熟期 黄熟期 完熟期

籾消化率(%) 12.8 6.1 1.0 0.0 

※各熟期の完全籾をメッシュ袋に入れて96時間，去勢牛の
反容司胃内に浸漬

項目
処理

完全籾 圧片籾粗挽き籾 粉砕籾

籾消化率(%) 0.0 34.0 45.3 66.6 

※各処理の籾をメッシュ袋に入れて24時間，去勢牛の反須
胃内に浸漬

※完全籾の106時間後の籾消化率は5.9%，籾消化率は4
熟期の平均値

繁殖牛は泌乳牛と同様に多給できるが，これに対

して肥育牛は日乾物給与量 2kg以下，さらに肉質を

重視するビタミン A 制御給与法から稲発酵粗飼料

中の3カロテン含量が低いものが求められている。
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登熟とともに飼料イネ中の 8カロテン含量が低下

することが知られており ，収穫適期は黄熟期以降

(出穂から 35.......50日後)のものの適応性が高いこ

とが明らかにされてきた。

利用家畜に応じた収穫が行われていることを

チェックし，畜産農家と収穫作業を行う集団と十分

な話し合いをすることが大切となる。

3)サ イレ ージ調製のポイント

品質の優れた稲発酵粗飼料を収穫調製すること

は，幅広いユーザーの要求に応えることになり，地

域での耕畜連携を強化することに繋がる。このため，

前項で示した仕向け家畜に応じた収穫時期を遵守

し，高い発酵品質のサイレージを調製しなければな

らない。しかし，気象条件，収穫機種や調製後の管

理等によって品質は大いに左右される。ダイレクト

カットサイレージの指標として，①カビの発生がな

く，②水分含量65%以下，③pH4.2以下が目標とな

り，このようなサイレージは長期貯蔵性が期待でき

まる。そのために取るべき対策として，①降雨中の

作業を避け，発酵品質を確保するための安全策とし

て，②切断長が長くなる作業機では，乳酸菌添加を

行うことを推奨する。しかし，乳酸菌添加を行って

も搬送中のフィルム破損等で、嫌気的条件が損なわ

れるとサイレージ品質は必ず低下するので，基本技

術を守った取り扱いが必要である。

3飼料イネ生産組織の役割

(社)日本草地畜産種子協会によって，平成 18

年度に飼料稲高収量・低コスト生産技術実態調査が

行われた。この調査は稲発酵粗飼料に取り組んでい

る全国 9県の個人，生産組織を対象に行われたもの

である。現地での生産実態の現状と到達点がわかる

ので，栽培場面についてその特徴点を紹介する。

飼料イネの栽培は同一圃場で連年栽培するか，ブ

ロックローテーションのなかで単年栽培するかの 2

つに大別される。前者では堆肥利用などが可能にな

るが，後者は収穫時の漏生籾によるコンタミネー

ション，堆肥施用による窒素過多が次年作の食用イ

ネへ影響を及ぼすとされる。現状の栽培動向では，

同一園場の連年栽培とブロックローテーションの

害IJ合が， 80:20と食用イネ栽培への影響を避けるた

め同一圃場で栽培を続ける事例が多くなっている。

なかでも 5年以上にわたって同一園場で栽培されて

いるものが 43%となっている。10a当たりの堆肥お

よび化成肥料(窒素含量の明記あったもの)の施用

量を回答した 46事例のうち，化成肥料の単独施用

(17事例)の多くはブロ ック ローテーションの場合

と想像される。堆肥と組み合わせた肥培管理 (29

事例)が耕畜連携のもとで‘着実に広がっている。同

様に，この肥培管理の平均値を見ると，前述の「稲

発酵粗飼料生産 ・給与技術マニュアル」に示され

ている値に近い 10a当たり堆肥 3.......5t，窒素 2.......6kg

の施用によって，食用イネに比べて多肥栽培で比

較的多収が得られていた。

各地域では普及機関， JA組織，市町村ほかの関係

者によって，多年にわたる地道な努力が行われ，

10a当たりの現物実収量 5，500kgを実現する地域も

散見される。収量増と品質向上は収益，取引価格に

反映できるので，コントラクター組織の運営上も

大きなメリットとなる。

稲発酵粗飼料の品質向上のための方策づくりと

して，栽培履歴のトレースパック，品質に対する

ユーザー調査，クレーム管理など，コントラク

ター組織としてチェックポイントを作成すること

が大切である。供給側の義務部分となるこれらの方

策を取ったうえで，ローノレベール単価の再設定を

行うこともできる。その場合，①購入乾草の実勢価

格， ②飼料価値等を勘案し，供給側とユーザーの

双方に稲発酵粗飼料の利用メリットが出るような

協議も必要である。

食料

農業生産物の直緩和Ijm

農業生産物の
他用途利用

拡大傾向

Tsutaya (2006 AAAP) 

図 2 イネ活用の考え方
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おわり に

飼料イネの生産と利用が広がり，着実な技術革

新の努力によって定着してきた。図2にイネ活用の

考え方を示した。本図は蔦谷栄一氏(農林中金総合

研究所)が一昨年，韓国で行われたアジア大洋州畜

産学会議の飼料イネ国際シンポジウムで示された

ものを改編させていただいた。主食用米の生産を基

本に置きつつ，飼料利用など非主食米 ・飼料イネを

区分する「水田利活用ビジョンJを構築することが

3 カロチン配合ソフトベレット

A飼 料 牛 用混合飼料

重要になっている。畜産を巡る飼料問題は未曾有の

事態にあるが，冷静な試算と展望に立った力強し、計

画と実行を望みたい。

謝 辞
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1)全国飼料増産行動会議， (社)日本草地畜産種子協会，農水省生

産局 (2006) 稲発酵粗飼料 生産 ・給与技術マニュアル

新製品紹介

ベータブリード SP

2月8日に発売となりました「ベータブリードSPJ

は，既存品「ベータブリードミックス」をソフトベ

レット化した混合飼料です。牛のルーメン内で、はつ

くることが出来ない必須の脂溶性ビタミンである

ビタミン A，D3， Eに加えて，繁殖生理に独自の機

能を有する s-カロチンを配合しています。

さらに，亜鉛，マンガン，鉄，銅といった必須ミ

ネラノレを体内利用性に優れたペプチドミネラルと

して配合しています。

特長

.ビタミンの安定性や噌好性に優れたソフトベ

レットタイプの混合飼料です。

・ミネラルは体内での利用性に優れたペプチドミ

ネラノレを使用しています。

.牛のルーメンでは合成することができないビタ

ミンを豊富に含んでいます。

包装 :5 kgアルミ袋

発売日 :平成 20年 2月 8日(金)

A'町

.;l凶

輸入発売元:日本全薬工業(株)

お問い合わせ:日本全薬工業(株)PA事業部:

TEL 024-945-2319 (ダイヤノレイン)

URL : www.zenoaq.jp 
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