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Feed Characteristic of Rice Plant (Oryza sativa) as Whole Crop Silage with Insect Damage by Straight Swifts (Parnara guttata) 
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緒 言

現在，飼料用途のイネ(飼料イネ)は，休耕田や転作田で

生産可能な飼料として普及が進められている(吉田 2004)。

その飼料イネの栽培における課題のひとつに，イチモンジセ

セリ (Parnαraguttata)の幼虫(イネットムシ)による食害

が挙げられる。イネットムシは大きいもので 40mmに達す

る紡錘型のイモムシで，昼間は数枚の葉をまとめて綴った「直

(っと )Jに潜み夜間に這い出て葉を食害する(平井 2003)。

その被害は，出穂前後が最盛期となるため収量に及ぼす影響

も大きく，特に葉色が濃く葉が軟らかくなる品種，多肥栽培

および晩期栽培のイネで被害が多い(平井 2003)。したがっ

て，収穫期聞を分散するための晩生品種の利用や高収量を目

指して多肥栽培を実施する飼料イネにおいて，その被害に遭

う可能性は高い。

2004年に千葉県香取郡干潟町(現在の旭市)で実施した

飼料イネ栽培試験の圃場においてイネットムシによる被害が

発生しその収量が著しく減少した。これは，周辺圃場で栽

培されていた食用品種 (1コシヒカリ J，1ふさおとめj等)

より晩生の飼料用品種を用いたこと，周辺圃場では航空防除

を実施しており，除外された試験圃場に被害が集中したこと

などが理由として考えられる。飼料イネの栽培においては，

低コストを実現するため可能な限り農薬の散布を抑えること

や使用できる農薬も食用のイネとは異なり限定されている

*連絡著者 (Correspondingauthor) : mhiroki@affrc.go.jp 

大要は日本草地学会第 63回発表会 (2007年3月)において発表。

(日本草地畜産種子協会 2012) ことから，実際に様々な地域

でイネットムシの被害が見受けられる。

そこで本研究では， 2004年に干潟町の試験園場において

イネットムシにより食害を受けた飼料イネ(食害イネ)を対

象に，その収量や食害イネで調製したホールクロップサイ

レージ (WCS)の化学成分，消化率および栄養価を測定し

イネットムシの食害が及ぼす影響の一端を明らかにすること

を目的とした。

材料と方法

1. 供試試料

供試飼料の食害イネ(品種名「ホシアオパJ) は，千葉県

香取郡干潟町の栽培圃場において乾田直播(2004年4月7日)

で栽培後，完熟期に達した 10月2日にコンパイン型専用収

穫機 (WB10l0，タカキタ，三重)によりロールベールサイレー

ジに調製した。調製後約 10ヶ月日に合計5個のロールベー

ルを開封し，消化試験等に供試した。

2. 食害イネの栽培成績

食害イネの栽培成績に関する調査は，出穂期 (8月9日)，

黄熟期 (9月 14日)に実施した。調査は 80cmx3条の範囲

を4箇所，地際刈りして茎数，穂数および乾物 (DM)重量

を測定した。

3. 食害イネ wcsの消化率，栄養価および岨鴫行動

本研究の動物試験は，畜産草地研究所動物実験指針に基づ
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いて実施した。

供試動物にはホルスタイン種去勢雄牛 4頭(平均体重

449.6 :t 9.2 kg) を用い，温度 20
0

Cに設定した調温試験室内の

個別ストールにスタンチョンで係留した。食害イネ WCSは

開封後，飼料用カッター (D-25S，山本製作所，山形)で

2cm程度に切断してから給与した。給与量は日本飼養標準・

乳牛 1999年版(農林水産省農林水産技術会議事務局 1999)

に基づいて維持に必要な代謝エネルギー (ME)量と し 日

本標準飼料成分表 2001年版(独立行政法人農業技術研究機

構 2001) に掲載のイネ(サイレージ，黄熟期)の 8.50MJ/

kg DMを用いて算出した。また，繊維成分の消化性への影

響を考慮して粗タンパク質 (CP)含有率 12%を超えるよう

大豆粕を給与した(農林水産省農林水産技術会議事務局

1999)。また，混合ミネラル剤(スーパーマグ 100，東洋電

化工業，高知)，混合ビタミン剤(ピタガード E20ペレット，

ロシュ・ビタミン・ジャパン，東京)および食塩(粉砕天然

塩， 日塩，東京)も，それぞれの要求量(農林水産省農林水

産技術会議事務局 1999) を満たすように給与した。

消化試験の期間は予備期 14日間，本期 7日間の合計 21日

間とした。本期中には 5日間の糞尿全量を回収する消化試験

(松山ら 2005) と2日間のフード式開放型呼吸試験装置を用

いた呼吸試験(松山ら 2005) を実施した。飼料，糞および

尿の採取と分析，阻勝行動の測定は，既報(松山ら 2005)

と同様に行った。

結果と考察

1. 栽培成績，化学成分および発酵品質

食害イネの栽培成績，食害イネ WCSの化学成分と発酵品

質を表 lに示す。過去の「ホシアオパ」の栽培成績によると，

深川ら (2004)が長崎県で乾田直播栽培を 2年間 (2001年，

2002年)実施した際の収量は 1455kg/lO a， 1470kg/lOa (い

ずれも DM換算，黄熟期)であり， 2002年の穂部重量は

781kg/lOaであった。また，前田ら (2003)が広島県で乾

田直播栽培を 7年間 (1995年一2001年)実施した際の平均収

Table 1. Effects of insect damage on yield of rice plant and ch巴micalcomposition and fermented 
quality of whole crop rice silage 

Item 

Yield surv巴y

Heading stage (August 9) 

Dry matter weight (kg/10 a) 

Number of panicles (N/m2) 

Yellow-rip巴stage(September 14) 

Dry matter weight (kg/lO a) 

Number of panicles (N/m2) 

Panicle weight (kg DM'/10 a) 

Straw weight (kg DM/lO a) 

Chemical composition 

Dry matter (%) 

Organic matt巴r(% ofDM) 

Crude protein (% of DM) 

Ether extract (% of DM) 

Nitrogen fr巴eextracts (%) 

Crud巴五ber(%) 

Neutral detergent fiber (% of DM) 

Non fibrous carbohydrates (% of DM) 

Starch (% of DM) 

Ferm巴ntedquality 

pH 

Lactic acid (% of FMd
) 

Acetic acid (% of FM) 

Propionic acid (% of FM) 

Butyric acid (% of FM) 

VBN / TN e (%) 

Normalb 

Insect damagea 

Yellow目ripestage Full-ripe stage 

641 

228 

1075 

261 

423 

652 

27.7 39.0 41.0 

78.8 85.4 85.7 

7.0 5.8 5.4 

2.2 2.4 2.6 

45.3 51.2 53.2 

24.3 26.0 24.5 

47.1 48.3 

22.5 28.9 

15.7 

4.91 

0.57 

2.91 

0.12 

0.57 

25.2 

a Insect damage whole crop ric巴silagewas added urea liquid at th巴timeof a silage preparation. 
b Standard Table of Feed Composition in ]apan (却09).
'Dry matter 

d Fresh matter 

e Volatile basic nitrogen/total nitrog巴n
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量は 1720kg/lO a (風乾物換算，完熟期)，また穂数は 258

本1m2
であったことを報告している。本研究の食害イネの

収量は 1075kg/lO a (DM換算，黄熟期)，穂部重量は

423kg/lOaであり，栽培地域や熟期等は異なるが過去の報

告に比べて著しく低かったことから，イネットムシによる被

害の大きさがうかがえる。一方，食害イネの穂数は 261本/

m
2
であり，分げつにイネットムシの食害が及ぼした影響は

小さかったと考える。イネットムシは通常，葉身のみを採食

し穏や梓を加害することは希であり，子実の減収主因は葉

面積の減少による登熟阻害(吉沢 1996)と考えられている。

したがって，葉部の食害によって子実収量も減少してしまう

ことは，全植物体を利用するイネ WCSでは被害の深刻さが

増すと考える。

食害イネ WCSのOM含有率 78.8%は， 日本標準飼料成分

表2009年版(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機

構 2009)に掲載の黄熟期のイネ(飼料用品種)に比べて 6.6

ポイント，完熟期のイネ(飼料用品種)に比べて 6.9ポイン

ト低かった。黄熟期の「ホシアオパ」の化学成分を分析した

過去の報告(深川ら 2004;細田ら 2005;樋口ら 2009)の

OM含有率はいずれも 80%より高かった。上述した報告の

多くは黄熟期であり食害イネの完熟期とは熟期が異なるが，

8種類の品種・系統の飼料イネを熟期別に WCSに調製した

Islamら (2004)の報告によると 黄熟期と完熟期の粗灰分

含有率の違いは平均 0.4ポイント (0.1-3.0ポイント)と大き

くない。したがって，食害イネ WCSのOM含有率が日本標

準飼料成分表(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機

構 2009)や過去の報告(深川ら 2004;細田ら 2005;樋口ら

2009)に比べて低かったのは熟期の違いによる影響より，イ

ネットムシの食害によって同化器官である葉部が減少したこ

とで光合成産物の生産が抑制されたこと， さらに子実部への

転流が減った結果，子実部で粗灰分を多く含む籾殻の割合が

高まったことが主な原因と考える。さらに食害イネ WCSの

粗繊維 (CF)含有率は， 日本標準飼料成分表2009年版の完

熟期のイネ(飼料用品種)と比べて同程度であったが，可溶

性無窒素物 (NFE)含有率では 7.9ポイント低かった。熟期

は黄熟期と異なるが日本標準飼料成分表2009年版のイネ(飼

料用品種)の非繊維性炭水化物 (NFC)含有率と比較する

と6.4ポイント，樋口ら (2009)のNFC含有率とは 6.7ポイ

ント低かった。この食害イネの NFEやNFCが低かったこ

とは，上述した葉部の食害によって光合成産物の生産が抑制

されたことを裏付ける結果と考える。

また，食害イネ WCSはサイレージ調製時に DM重量の

1%に相当する量の尿素液を添加している。食害イネを栽培

した地域では，カピの抑制を目的として尿素液を添加してお

り，その結果，食害イネ WCSのCP含有率，揮発性塩基態

窒素濃度が高まった。吉田 (2002)によると 1%の尿素添加

では貯蔵性は高まるが繊維成分の消化性や栄養価の改善効果

までは見込まれないため，本研究の食害イネ WCSに施した

尿素処理では CP消化率を除く各成分消化率や栄養価に及ぼ

した影響は小さかったと考える。

2. 消化率，栄養価および岨晴行動

食害イネ WCSの各成分消化率，栄養価および岨暢行動を

表2に示す。なお，一部の成分消化率や栄養価については，

日本標準飼料成分表2009年版に掲載の大豆粕の数値を基に

した間接法により食害イネ WCS単体の数値を算出した。

食害イネ WCS単体の各成分消化率は，日本標準飼料成分

表2009年版の完熟期のイネ(飼料用品種)に比べていずれ

も低く，その結果，可消化養分総量 (TDN)では 17.1ポイ

ント低くなり，可消化エネルギーおよびMEは7割程度に

留まる結果となった。黄熟期における日本標準飼料成分表

2009年版のイネ(飼料用品種)や既報(深川ら 2004;樋口

ら2009)の「ホシアオパ」と比較しでも， TDNは17.5-18.6

ポイント低い結果となった。日本標準飼料成分表2009年版

に掲載の稲ワラ(サイレージ)の TDN含有率は 42.1%，稲

ワラ(乾草)が42.9%である。食害イネ WCS単体の成分消

化率，栄養価は間接法で算出しているため過小評価している

可能性もあるが，大豆粕を含めた数値で比較しでも稲ワラと

同程度である。 17点のイネ WCSを用いた消化試験成績を報

告した深川ら (2007)によると，台風により株のほとんどが

倒伏したことで生育障害による登熟不良のあった黄熟期の

「クサノホシjのTDN含有率が40.6%であった。したがって，

今回のようにイネットムシによる食害やそれにともなう生育

不良を起こしたイネで調製した WCSでは，収量だけでなく

成分消化率や栄養価も著しく低下することが示唆された。

黄熟期の「ホシアオパ」の岨鴫行動を調査した樋口ら (2009)

の報告によると， DM1kg当たりの採食時間は 16分，反努

時間は 63分，総眠瞬時間は 79分であった。食害イネ WCS

と比較すると採食時間は一緒であったが，反努時間，総岨瞬

時間は 17分長い結果となった。今回のイネットムシによる

食害においては，飼料の粗剛性に係わる CFや中性デター

ジェント繊維で示される構造性炭水化物の含有率が大きく減

少することはなかったため阻鴫行動への影響は小さく，食害

イネ WCSの粗|別性は維持されたと考える。
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Table 2. Effects of insect damage on digestibility， nutritive value， and chewing activity of whole crop ric巴 silage.

Item 

Insect damagea Normalb 

WCRS'+ 
Soybean m巴al

Yellow-ripe stage Full-ripe stage WCRS onlyd 

Digestibility 

Dry matter (%) 

Organic matter (% of DMe) 

Crude prot巴in(% ofDM) 

Ether extract (% of DM) 

Nitrogen free extracts (% of DM) 

Crude fiber (% of DM) 

日

H
d
n
u
v
F
h
u
戸
内
υ

0

内

U
ハ
同

d

3

2

2

1

4

8

 

4
q

ロd
ρ
h
u
p
h
U
F
h
u
q
J

Neutral detergent fiber (% of DM) 34.9 

Non fibrous carbohydrates (% of DM) 73.8 

Starch (% of DM) 75.3 

Nutritive value 

Total digestible nutrients (% of DM) 

Digestible energy (MJ/DM kg) 

Metabolizable energy (MJ/DM kg) 

Chewing activity 

Eating time (min/DM kg) 

Ruminating time (min/DM kg) 

Chewing timef (min/DM kg) 

ケ
a
F
b
ヴ

t

3

9

A

 

A
A
O凸
ウ

t

4
5
Q
d
 

FhU

ハ
Y

に
u

t
Eム
巧

J
・

円

切

d

44.3 

27.6 

58.8 

49.5 

37.6 

1
1
A
A

ハU
ρ
h
u
q
U

F

O

F

b

n

b

n

b

5

 

60 

50 

60 

66 

50 

36.5 

6.95 

5.70 

54.0 

9.96 

8.16 

53.6 

9.89 

8.10 

a Insect damage whol巴croprice silage was added urea liquid at th巴timeof a silage preparation 

b Standard Table of Feed Composition in J apan (2009) 

， Whole crop rice silage 

d Digestibility and nutritive value of only WCRS were indirectly computed from the values of soybean meal in 

Standard Table for F巴edComposition in J apan (2009) 

e Dry matter. 

f Chewing time= Eating time+ Ruminating time. 
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SynopsIs 

This study was conducted to examine feed characteristics of 

rice plant (Oryza sativa) as whole crop silage (whole crop rice 

silage ; WCRS) after receiving insect damage by Straight swifts 

(P的 -naragu(t，αtα). The rice plant variety was Hoshiaoba， har. 

vested at full.ripe stage and prepared in round baled silage with 

urea liquid. The ingredient digestibility and nutritive value were 

evaluated in four Holstein steers (average weight : 449.6土9.2kg).

Dry matter weight in 10 a of insect-damaged rice plant at the 

yellow-ripe stage was less than approximately 30% that of a 

normal rice plant of same variety (Fukagawa et al. 2004). All 

chemical compositions except crude protein of insect-damaged 

WCRS were less than those of normal WCRS in the Standard 

Table of Feed Composition in Japan (2009). Additionally， all in-

gredient digestibility of insect-damaged WCRS showed a similar 

tendency. Results show that total digestible nutrients and metabo-

lizable energy of insect-damaged WCRS were， respectively， 36.5% 

and 5.70 MJ/kg DM， exhibiting a very low value. Results suggest 

that insect damage during rice plant cultivation not only decreas-

es yield ; it also decreases all chemical compositions except crude 

protein， all ingredient digestibility， and all nutritive values of 

WCRS. 
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