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はじめに

農林水産統計(農林水産省 2005，2008a)によると，北海道

における飼料用トウモロコシの栽培面積は， 2005年以降の 2

年間で 8%近く増加しており， 問時期に都府県で約 4%減少

したのと対照的である。北海道におけるこの増加傾向には，

コントラクターや TMRセンターといった飼料生産の外部支

援組織の充実が寄与したと考えられる。自給飼料増産の重要

性に対する認識が拡大するにつれて，外部支援紹織を活用し

た大型パンカーサイロなどによるトウモロコシサイレージの

大量調製が展開している。

このような北海道における飼料用トウモロコシ増産の気運

を後押しする上で， トウモロコシサイレージの貯蔵および給

与技術の充実，新技術の開発は必須であるO 本稿では，①破

砕処理，(2)細断型ロールベーラ，③雌穏サイレージをキー

ワードとして，北海道におけるトウモロコシサイレージの利

用拡大に寄与する貯蔵および給与技術について紹介するとと

もに今後の活用方法を展望する。

1. 破砕処理

最近，カーネルプロセッサー，コーンクラッシャー，コーン

クラッカーなどと呼ばれる破砕処理機構を備えた自走式コー

ンハーベスターの導入がコントラクターや TMRセンターを

中心に増えている。

破砕処理は，収穫，椙断された材料が，細かい溝のついた

2本のローラーの間を通る際にすりつぶされることにより，子

実や芯が縮かく砕かれるものである。登熟が進むにつれて子

実の表皮は硬くなるので，未法化のまま排池されるものの割

合が高まる。そのような子実でも破砕処理によって治化され

やすくなり，とくに子実中のデンプンの消化率が向上し栄養

* yOaoki@nlbc.go.jp 

価は高まることが知られている CWeiss'Wyatt 2000 ; John-

sonら2002a，2002b)。近年の穀類をめぐる事情から，デンプ

ン含量の高い登熟の進んだトウモロコシの利用に対する関心

が高まっており，破砕処理はその上で有効な技術といえる。

破砕処理により芯まで細かくなるので，選択的採食が回避

され，残飼が少なくなる利点もある。これにより，実際に牛

の摂取する養分が飼料設計における想定とかけ離れてしまう

ことが回避できる。さらに，サイレージの詰め込み密度が高

まることも利点として挙げられる。登熟が進んだ材料は水分

合量が低いため，貯蔵密度も低くなる傾向がある。このこと

は発酵品質の低下や開封後の好気的変敗の発生につながりや

すい。破砕処理によって高密度調製が可能になれば， これら

の問題が解消できる。

反努を促す組飼料の物理的効果をトウモロコシサイレージ

に発揮させる上で，切断長はある程度長くすることが望まし

い。しかしながら従来は，登熟の進んだ子実に損傷を与えて

消化されやすくするため，設定切断長を短くすることが求め

られてきた。破砕処理を施す材料は切断長を長くできるの

で，この点でも有効である。ただし消北率と乳生産を維持す

るためには，切断長を長くするにつれてローラー幅をより短

くする必要があると指摘されている CCooke . Bernard 2005)。

谷川ら (2006)は現地実証試験を含む道内における一連の研

究成果から，収穫時期5JiJの適切な破砕処理条件を提唱してい

る。すなわち①糊熟期に収穫する場合，切断長は 19mmと

し破砕処理は不要である，②黄熟期では切断長およびロー

ラ一間痛をそれぞれ 19mmおよび 5mmとする，③完熟期

ではそれぞれ 19mmおよび 3mmにするとしている。これ

らの条件は，破砕処理の導入に際して有用な指針となる。

乳牛の健康状態を維持し，繁殖成績に悪影響を及ぼさない

でトウモロコシサイレージを多給する上でも，破砕処理の予言
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表1. 黄熟期の破砕処理トウモロコシサイレージ (CS)のー乳期給与試験成績1(谷川ら 2006). 

CS2乾物 総乾物 濃厚飼料 乳量 乳脂肪率手L蛋白率
TDN3 ~胎 代謝病

摂取蜜 摂取量 給与量 自給率 日数 発生
(kg/日) (kg/Iヨ) (kg/305臼) (kg/日) (kg/305 E3) 

(%) (%) 
(%) (日) OilD 

未破砕区 19.3 22.5 1262 27.4 8355 3.90 3.11 82.6 100 1 (乳熱)

破砕区 19.9 23.3 1257 27.9 8526 3.78 3.02 81.7 72 。
北海道乳検成績4 3140 29.9 9108 4.02 3.25 54.9' 150 

1各区 5頭. 2CS:トウモロコシサイレージ. 3TDN 可消化養分総量. 42003年度成績農林水産省調べ (2003年度).

用性が示唆されている。谷川ら (2006)は，一乳期にわたり

トウモロコシサイレージが TDNベースで 82%を占める飼

養条件で，破砕処理の有無にかかわらず約 8，500kgの乳生産

が得られ，とくに破砕処理サイレージ給与群は無破砕処理サ

イレージ給与群に比べて，分娩後における体重の間復が速や

かで，空胎臼数が短い傾向を見出した(表1)。

現在のところ，破砕処理装置はもともと大面積園場に適す

る大型の自走式ハーベスタに装備されている。その点で破砕

処理は，大規模経営の多い北海道での利用に好適といえる。

それに加えて，冷涼な気候のため収穫適期の綬いことが問題

とされる北海道においても，完熟期材料であっても有効に利

用できる破砕処理を採り入れることで，収穫期の延長が期待

される。

2. 細断型ロールベーラ

細断型ロールベーラは， もともと中ノト規模酪農家における

トウモロコシサイレージ調製作業を主な対象として開発され

た。 2004年の市販開始以降，①過酷なサイロ詰め作業からの

開放，②高品質サイレージの容易な調製，③必要なロールだ

けを使い切ることによる開封後の品質低下の回避，などの手IJ

点が広く認識されており，より大規模な経営に適する大型機

種の開発に対する期待が高まった。こうして，北海道での使

用にも適する国産大型機が 2007年から市販されるように

なった(図。。これらの機種には，従来別々の専用機で行わ

れていたロールの成形と摘包が一台で、行えるという特徴もあ

る。道内を中心lこ，すでに数十台が利用されている。

大型機種によるロールの大きさは， 臨径が 100または 115

cm，幅が 100cmである。ロールの容積は 0.8または 1m3程

度，重量は材料の水分含量により変動するが 600kgから重

いもので 800kg程度と，従来機種によるロールのおおむね 2

(音の大きさである O

細断型ロールベーラの北海道における新たな活用法とし

て，次のようなことが挙け、られる。

(1) 広域流通

北海道北部のように， トウモロコシの栽埼に適さない地域

でもトウモロコシサイレージ利用に対する需要が高い。ある

いは充分な闇場をもたない肉牛農家でトウモロコシサイレー

ジを利用したいという要望がある。細断ロールベールサイ

レージは， トウモロコシの非生産地帯あるいは非生産農家へ

トウモロコシサイレージを流通させるための一手法となる。

北海道中央部地方で水沼転作として飼料用トウモロコシを栽

培し，縮断ロールベールサイレージを調製，流通させる事例

図1. 大型の国産細建IT型ロールベーラ.

がある。

また放牧を導入した酪農経営において，夏季のエネルギー

不足が問題となりやすい時期の補助飼料としてトウモロコシ

サイレージが有望視されている。その一つの給与体系とし

て，細断ロールベールサイレージの活用が考えられる。

(2) 混合論製

細断型ロールベーラの特徴として，大型水平サイロでは困

難な複数材料の混合調製が比較的容易に行えることが挙げら

れる O この利点の活用開として，発酵 TMRが広く認識され

ている。発際 TMRは， TMRを密封して発酵を促し貯蔵性

を向上させるもので， TMRセンターの展開に伴ってその利

用は拡大する傾向にある。

発酵 TMRだけでなく，混合調製はトウモロコシの収穫時

に行うことも可能である。北海道のような寒冷地では，収穫

期の冷涼な天候により登熟が不充分なまま収穫せざるを得な

い場合もあるO そのような高水分材料をサイレージ調製する

と排汁が多量に生じ，養分の損失だけでなく，周辺環境の汚

染も懸念される。また高水分トウモロコシを原料とするサイ

レージは，道内では冬季に凍結して給与が臨難になる場合も

多い。それに対して，高水分トウモロコシの収穫時に濃厚鱈
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治化率(%)

乾物 71.9 73.5 72.8 0.624 

有機物 73.6 75.5 74.8 0.512 

組蛋白質 76.4 78.6 77.1 0.661 

粗脂肪 88.6a5 86.6ab 80.3b 0.018 

NDF6 47.4 55.4 52.1 0.098 
10 20 30 40 50 60 ADF7 46.2 53.9 51.8 0.106 

貯蔵期1M](1::1) TDN(%) 74.1 75.7 73.9 0.435 

料などとi混合すると，水分が適切な水準にまで低下し，排汁

損失や冬季の凍結といった問題が回避できると期待される。

また，このようにして調製された細断ロールベールサイレー

ジは，開封して直ちに給与可能な飼料となる。青木ら (2006，

2007， 2008)は，この調製法の特徴について検討し，①排汁

が著しく抑制され(図 2)冬でも凍結せず作業性に優れる，②

翌夏まで良好な発酵品質が保たれ，貯蔵中の栄養価の損失は

小さい(表 2)，③開封後に発熱しにくい(図 3)，などの利点

をE在5忍した。

(3) 一時養鹿への応用

道内では，エゾシカ個体数の急激な増加に対応するため個

体数調整が行われ，生体捕獲後に短期間肥育する一時養鹿の

システムが構築されている(増子ら 2008)。一時養鹿では粗

問料を購入する牧場が多く， 高 TDN含量を有し流通性に優

れたサイレージの活用が求められている。その給与体系に細

断ロールベールサイレージとロールベール乾草の組合せが有

効と考えられ，給与試験が行われている。
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図 2. トウモロコシの細断ロールベールサイレージからの

排汁量の推移(青木ら 2006).

対照区 (n=3) は水分 78%の材料のみで， 混合区

(n 3)は際物璽で 15%程度の配合銀料を混合して

認製. 値は排汁累積量の梱包持ロール重量に対する

比率.縦棒は標準偏差.

20 
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3. J峰穂サイレージ

トウモロコシサイレージに対する関心の高さは，近年の穀

類をめぐる情勢により高デンプン，高エネルギー飼料を自給

しようという動機による。飼料用トウモロコシにそのような

特性を期待する場合，可能であればホールクロップよりむし

ろ子実主体の利用体系に興味がもたれる。

雌穏 (ear)，すなわち子実 (grain)と穏軸(芯， cob)のみ

をサイレージ調製したものを雌穏サイレージ，穀穂サイレー

ジ，イア(イヤー)コーンサイレージなどと呼ぶ。一般に苗

(ほう)葉を含む。雌穂、の収穫はイアスナッパヘッドと呼ばれ

る専用のアタッチメントを取り付けたハーベスタなどで行

う。雌穂サイレージではホールクロップサイレージに比べて

微弱ながら乳酸発酵が生じ， TDN含震は 80-85%程度で

ホールクロップサイレージより高いとされる(名久井 1996)。

表 2. 混合調製した細断ロールベールサイレージの翌夏

(貯蔵 280臼)開封時における消化率および栄養価1

(青木ら 2008). 

対照i玄2+配合配合i混合区3 配合・大豆粕
+大豆粕 +大豆粕 混合区1

P 

1去勢ヒツジ 4頭を 1群とする 3X3ラテン方格法による対

照区は水分 75%のトウモロコシのみ配合混合IZ:はその材

料と市販乳牛用配合飼料を混合自己合・大豆粕混合区はさら

に大E粕も混合. 51i内の異文字問に有意差 (p<0.05)のあ

ることを示す. 6NDF:中性デタージェン卜繊維. 7ADF:酸

性デタージェン卜繊維
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図 3. 混合認裂の有無による好気的安定性の相違(青木ら 2006). 

貯蔵後 300日で開封し，プラスチック製コンテナに採り入れた試料を 280C設定気温下に放置し

た際の品iJfuの変化を気温との差で示す.対照区および混合区は図 2と問じ処理.対照区十配合.

供試直前に混合区と同一組成で配合銅料と混合.各処理とも n=3. 一点鎖線:十20C.
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ハイモイスチャーイア(イヤー)コーンと呼ばれるものは，

芯に子実がついた状態で乾燥させずに切断，貯蔵したもの

で，サイロで嫌気的に貯蔵するものと，有機酸を添加して微

生物の発生を抑制するものとがある。前者は萄葉を除去した

雌穂サイレージとほぼ同義である。ハイモイスチャー(高水

分)は，乾燥させた穀類と対比させる意味合いがあり，乾燥

に要する経費や労力を節減したものであることを示す。な

お，脱穀した子実のみをサイレージ調製したものは，子実サ

イレージ，穀実サイレージ，ハイモイスチャーシェルドコー

ンなどと呼ばれる。

急速に関心がもたれるようになっているが，雌穏サイレー

ジの乳牛用飼料としての評価に関する知見は必ずしも多くな

い。大下ら (2008) は， ドラム缶サイロで調製した雌穏サイ

レージについて発酵品質が良く搾乳牛による稽好俊もおおむ

ね良好であることを報告するとともに，安定的な調製貯蔵技

術の開発が急務であることを指摘している。適切な品種の選

定を含め，今後の課題も多い。芯の食べ残しを減らすために

破砕してから調製する手法や，発酵品質を向上させるために

細断型ロールベーラを組み入れた調製法など，技術開発が求

められる。さらに畑作部門に対する委託栽培により雌穏サイ

レージを調製するという新たな耕畜連携パターンの出現も期

待され，その確立に向けた技術開発も求められよう。

課題は残されているものの，現在利用できる雌穂収穫機が

大型であることから，やはり規模の大きい北海道に適した技

術であると思われる。またこの飼料を給与する擦は，繊維質

飼料を別途用意する必要があることから考えても，牧草など

の自給が比較的容易な北海道に向いた飼料生産技術と考えら

れる。

まとめ

全国的にみて強固な粗飼料生産基盤を有する北i毎道では，

錦料自給率の向上が一層求められる。その点で，単位面積あ

たり栄養収量が高く家畜の晴好性が良好な飼料用トウモロコ

シに対する照待は大きし、。

北海道で飼養されている搾乳牛頭数は， 2008年 2月 1B時

点で 410.7千頭である(農林水産省 2008b)o2007年における

道内トウモロコシ栽培面積 38.3千 ha(農林水産省 2008a)を

すべてこれら搾乳牛に仕向けると仮定すると，搾乳牛 1頭当

たり 9.3a程に相当する。 2006年について同様に計算すると

8.9aとなるので頭当たり栽培面積も 5%近く増加したこ

とになる。しかしながら，この臣積は必ずしも多くない。 9.3

aでの原物収量， すなわち搾乳牛 1頭 l年当たりに仕向ける

ことのできるトウモロコシ量は 4，600kg程度頭 1日当た

りでは 13kg程度と見込まれる。乾物E容を 28%とすると 3.5

kg程度の乾物量である。実際には収穫，調製，給与にともな

うロスがあり，飼料用トウモロコシは搾乳牛以外にも仕向け

られるので，搾乳牛 l頭 1日当たり給与可能量はこれより相

当少ない。十勝管内におけるトウモロコシサイレージ多給農

家での実績(谷JlIら2006)から，乾物で約 9kgを給与するこ

とは可能と考えられる。この量は，単純計算で約 24aの踊場

における収穫量に相当する。すなわち近年増加傾向といって

も，現状でのトウモロコシ栽培面積はまだ充分な水準ではな

いことがわかる。

したがって，北海道におけるトウモロコシ増産は，これか

ら本腰を入れる段階といえよう。ここで述べた技術の更なる

展開が，その動きをより一層促す推進力となることが期待さ

れる。
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