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鉄コーティング直播を利用した飼料米生産の可能性の実証

-滋賀県大津市の家族経営農家を事例に一

山野 薫(京都大学大学院農学研究科)

Feed Rice Production using Direct Seeding with Iron-coated Seeds: 
A Case study of Family-managed Farming in Otsu City 

Kaoru Yamano (Graduate School of Agriculture， Kyoto University) 

In this case study， a farmer in Otsu city produces 

rice for use as feed. He uses iron剛coatedrice seeds 

sown directly into a paddy field， and the study com-

pares the results of this method to that of transplan-町

tation， in terms of costs， work plan， and profitability. 

Direct seeding with iron-coated seeds reduced the 

number of working hours and evened out the amount 

of work during busier times. In addition， it was found 

1. はじめに

飼料米の生産量が年々増加している.全国の作付

面積は 2004年には 44haだったが， 2011年には約

34，000 haと7年間で 770倍になっている(農林水

産省 [3J).大半を輸入に頼る，飼料用トウモロコシ

の代替品として大きな期待が寄せられているが，農

家経営の側面から見れば国の補助金なしでの生産は

難しい(信岡 [lJ).

飼料米生産の代表的な課題には生産コストの削減

や省力化などが挙げられるが，鉄コーティング種子

を用いた直播(以下，鉄コーティング直播とする)

を行うと苗作りの必要がないために移植時と比べて

播種時期が分散できることや，単位面積当たりの労

働時聞が短縮できる.従って，主食用米など並行生

産する他の品目の圃場管理が徹底できるとされてい

る(農林水産省 [2J).飼料米生産を行うには魅力

的だが，技術的な不安要素がある 1) こともあり，

実施に踏み切れない農家も多いのが現状である.

鉄コーティング直播による水稲生産の研究は増加

しているが，農家経営の実態に即したものや主食用

米など主要作物との関連など経営体全体を考慮した

研究成果はほとんど見られない.

本稿では，滋賀県大津市北部で水稲生産を専門に

( 68) 

that if chicken droppings were used as fertilizer， the 

overall costs would decrease: both chicken drop-

pings and one-shot fertilizer made a big difference， 

in terms of harvest yield. Seeding with an unmanned 

helicopter was also found to minimize working hours 

effectively. In this case study， the use of chicken 

droppings was found to promote efficient and profit-

able farm management. 

行っている N氏を事例に，移植栽培と鉄コーティ

ング直橋を利用した 4つの栽培方法で飼料米生産を

行った場合に見られる作業時間や生産費，収益性の

差異を整理する.鉄コーティング直播の利用に最も

効果的な施肥体系を模索し，鉄コーティング直播を

新規導入する際の課題を提示する.

2. 方法

(1 )事例の概要

調査地は水団地帯であるが，琵琶湖と比良山地に

挟まれた傾斜地で、ある.秋から春にかけて降水・降

積雪が多く，気候が不安定なことが多い.圃場整備

はほぼ完了しているが l筆あたり 10~ 30a程度の

小規模な水田が多く，団地化が進んで、いないために

ブロックローテーションによる麦・大豆転作は行わ

れていない 2) 前述の気象条件に加えて，排水不良

国が多いこともあり，転作作物に飼料米を選ぶ農家

が増えている.

N氏は 30代後半の青年農業者である. 2011年現

在の経営面積は 17haで，そのうちの 5haで飼料米

を生産しているが，周囲の高齢農家が廃業や規模縮

小をするのに伴って年々管理面積が増加している.

約 15a/筆の圃場が4集落に 105筆と点在している
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図 1. 飼料米の生産工程と作業者

出所:山野ら [5Jをもとに筆者が改変

ため，作業の効準化が難しい上に，傾斜地が多いの

で畦畔の面積が大きく，除草にかける労力が大きい.

繁忙期は実父や妻の協力を得ているが，実質的な労

働力はほぼl人である.自らが行う水稲生産のほか，

水稲苗の販売(春)や乾燥・調製(秋)など作業受

託も行っているが，近年は米価の低迷や獣害による

収量低下の影響を受け，経営のために作業受託を優

先せざるを得ない状況になっている.特に春・秋に

作業が集中しているため，これ以上経営面積が増加

した場合は，用途に関わらず圃場管理が困難になる

と想定されるおため，収量は維持しつつ，省力化

や作業時期の分散を図るために，優先度の低い飼料

米生産に鉄コーティング直播を導入した.

N氏は 2008年より飼料米の生産を行っているが，

これは近隣で養鶏を営む農家Rに飼料米の利用意

向があり，生産調製の観点でも需要と供給が一致し

たために生産を開始した.養鶏農家 Rは採卵鶏を

10，000羽飼養しており，自身が営む直売所で鶏卵

や加工品を販売するほかは生協への出荷が中心であ

る.図 1Vこは作付から採卵鶏へ給与するまでの工程

を示した.また，養鶏農家 Rで発生する鶏糞はN

氏の圃場で堆肥として散布されているが，譲渡と散

布作業は無償で養鶏農家Rが行っている.

(2)実証圃場の概要

今回用いたのは全て湛水圃場である. i移植区」

(29 a) では基肥として鶏糞を散布した圃場に，水

稲生産では一般的な稚苗を機械移植し，夏期に穂肥

を施肥した 主食用米とほぼ同じ作業工程である.

以下の 3圃場ではいずれも鉄コーティング直播を

行ったが「基肥鶏糞区J(16 a) では鉄コーティン

グ種子を直播用田植え機で点播した以外は施肥体系

も移植区と同じである.鶏糞利用によるコスト削減

を目的としている. i一発型肥料区J(28 a)では鉄

コーティング種子を直播用田植え機で点播すること

に加えて，一発型肥料を散布することで基肥と穂肥

を省略した.肥料の性能を利用した作業工程の短縮

表 1. 圃場概要

圃場区分

撤き方

面積 (a)

種 コーティング施工

子 苗作り

基肥(鶏糞)散布
肥
料 一発型肥料散布

穂肥(硫安}散布

= 

鉄コーティング直播
移植区

基肥鶏糞区一発型肥料区無人へリ区

移植 点播 点播 散播
29 16 28 30 

0 00  
0 
0 。 。 。。 O

一0
0

。。。 。
出所:筆者作成

が目的である. i無人ヘリ区J(30 a)では鉄コーティ

ング種子を無人ヘリコプターで散播し，直播用一発

型肥料も散布した.作業工程・時間の両方を短縮す

ることが目的である(表 1).

用いたのは一般用多収品種で、ある.N氏はほとん

どの資材を主食用米と共用しているため，多収に特

化した飼料用専用品種は使用していない.

3.結果

(1 )圃場区分と作業時期

表 2は圃場区分ごとの作業カレンダーである. こ

こでは比較のために主食用米についても示した.

コーティング後の種子は長期保存できるため，主食

用米の作業が始まる前の 3月中旬までにコーティン

グ施工を行った 4) 4月初~中旬に移植区(主食用

米も含む)と基肥鶏糞区では基肥として鶏糞を散布

し，移植用の育苗を始めた. 4 月中旬~5 月下旬に

は代かきと播種を行う.播種時には全ての闘場で除

草剤を散布したが，一発型肥料区と無人へリ区では，

加えて一発型肥料も散布した. 6 月 ~7 月初旬にか

けて除草剤散布 (2回目)を行い， 7月下旬までに

基肥鶏糞区と移植区では穂肥の施肥を行った. 9月

中旬より主食用米は刈り取り・乾燥調製を行う. 9 

月下旬以降，全ての飼料米国場では立毛乾燥を行い，

10月初旬に刈り取り・乾燥調製を行った.

このように同じ飼料米生産でも，鉄コーティング

直播の導入により移植区と比べて特に，春から初夏

の作業分散に成功した.主食用・飼料用と用途別に

見た場合，飼料米は刈り取り時期も遅いので，主食

用米生産と飼料米生産を並行して行うことは容易で

あり，加えて播種時期も分散できる鉄コーティング

直播の導入は飼料米生産への負担軽減を可能にした.

(2)作業工程と作業時間

表 3には圃場ごとのlOaあたりの作業時聞を工

( 69 ) 
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表 2. 圃場ごとの作業カレンダー

用途 主食用米 飼料用米

園場区分 移植区 移植区 基肥鶏糞区 | 一発型肥料区 | 無人ヘリ区

~3月中旬 鉄コーティング

4月初旬 基肥(鶏糞)散布

4月中旬 基肥(鶏糞)散布 代かき
育

基肥(鶏糞)散布|
首

GWごろ |育 田植え・除草剤 代かき

5月中旬 代かき 播種・除草剤散布|播種・直播用一発型肥料・除草剤散布

5月下旬 田植え・除草剤

6月初旬 除草剤散布 (2回目)

7月初旬 穂肥(硫安)散布

7月下旬 穂肥(硫安)散布 穂肥(硫安)散布|

9月中旬 刈り取り・乾燥調製

9月下旬 立毛乾燥 立毛乾燥

10月初旬 刈り取り・乾燥調製 刈り取り・乾燥調製

出所・聞き取り調査より筆者作成

表 3. 圃場ごとの 10aあたり工程別作業時間

(単位・分)

間場区分 移植区 基肥鶏糞区 一発型肥料区 無人ヘリ区 備考

撒き方 移植 点播 点播 散播

鉄コーテイング施工 10 10 10 

水噴霧 2 2 2 

代掻き 44.4 44.4 44.4 44.4 2回

鶏糞散布 30 30 

種子消毒 10 温湯消毒

播種 12 15.6 17.4 10 

育苗管理 100 

ハウス搬出 7.2 

移植 20 田植同時除草

除草剤散布 5 5 10 10 

穂肥施用 5 5 硫安

収穫 30 35 30 35 

闘場からの乾燥機へ
10.7 10.7 10.7 10.7 

の運搬・張り込み

搬出 5.25 5.25 5.25 5.25 フレコン出荷

合計 279.55 162.95 129.75 127.35 

合計(時間) 4.66 2.72 2.16 2.12 

対慣行比(%) 100 58.3 46.4 45.6 

出所:聞き取り調査より筆者作成

注:1)水噴霧とは鉄粉でコーティング加工を施した種子の酸化を促進させるために，霧吹きで水を

加える作業を指す.

2)移植区における播種とは苗箱の作成に要する時間を指し，田植えに要する時間は移植として

区別している.

3)出荷用のフレコン袋は養鶏農家Rからの無償貸与.

4)本田水管理と畦畔管理の時間は除く.

(70 ) 
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図2. 10 a当たり時期別作業時間の推移

出所筆者作成
注 ここでは鉄コーティング直播を用いたものを代表し

て基肥鶏糞区のみを示す

程ごとに示した 5)

鉄コーティング直播を行う場合， コーティング施

工に 10分程度必要だが，移植と比べて種子消毒，

育商管理，ハウス搬出，移植の工程は不要になった.

圃場区分で比較すると，同じ鉄コーティング直播

を利用した場合でも鶏糞散布，播種，穂肥施用，収

穫の 4工程では作業時間に差が出た.一発型肥料を

表4. 圃場別生育経過と収量

測定日
移植区基肥鶏糞区一発型肥料区無人ヘリ区

草 6月13日

丈 6月30日

(cm) 7月11日

茎 6月13日

数 6月初日

(本1rr1) 7月11日

穂数
9月20日

(本1rr1)

籾数1rr1一 日月 20日(千粒 ー一

実収縮籾)(kgllO.) 

倒伏の程度(目視)

対慣行比(実収)(%)

移植 点播

26.2 20.9 

43.1 42.6 

60.3 62.8 

78 170 

246 464 

324 563 

302 435 

296 284 

698 699 

なし 少
100 100.1 

出所 闘場調査結果より筆者作成

注 1)倒伏の程度は目視による.

点播

20.3 

42.4 

61.1 

119 

355 

522 

341 

218 

718 

なし
102.9 

2)実収測定時の水分含量は 18~ 19%程度

散播

22.9 

44.9 

59.7 

184 

563 

580 

483 

355 

605 

中
86.7 

散布した分，一発型肥料区の播種時聞は基肥鶏糞区

よりも長くなったが，無人ヘリを利用すると，肥料

散布も含めて 10分程度と大きく作業時聞が短縮で

きた.収穫時聞は基肥鶏糞区と無人へリ区で長く

なったが，これは稲の倒伏により，刈取りに支障が

あったためである.無人へリ区で、は散播を行ったこ

とが原因だと思われたが，基肥鶏糞区では鶏糞散布

表5. 圃場ごとの 10aあたり生産費と純収益

(単位円)

移植区 基肥鶏糞区 一発型肥料区 無人ヘリ区

収籾売上 27，920 27，960 28，720 24，200 

益助成金 80，000 80，000 80，000 80，000 

粗収益 107，920 107，960 108，720 104，200 

種苗費 1，245 1，245 1，245 1，245 

動力光熱費 1，140 771 771 771 

肥料費 1，200 1，200 3，980 3，980 z農業薬剤費 4，260 6，725 6，725 6，725 

費利用料金 。 。 。 5，000 

その他 1，349 967 967 967 

減価償却費 5，887 4，283 4，283 414 

物財費合計 15，081 15，191 17，971 19，102 

労働費 (1，000円Ihr) 4，659 2，799 2，163 2，123 

費用合計 19，740 17，990 20，134 21，225 

対慣行比 100 91 102 108 

純収益① 92，839 92，769 90，749 85，098 

純収益② 88，180 89，970 88，587 82，976 

対慣行比 100 102 100 94 

出所:聞き取り調査より筆者作成

注:1)純収益①は費用に労働費を含めておらず，純収益②では費用に労働費を含む.

2)減価償却費には用途，播種方法の違いが影響するもののみを含んでいる.従っ

てコーティングマシン，鉄コーティング種子直播機，多目的田植え機，湯温消

毒機，育苗播種機，育苗箱，育商機，苗箱並べ機，育苗ノ、ウスのみである

( 71 ) 
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量の多かった部分 6)で特に倒伏したので，鶏糞の

散布量を再考する必要がある.

合計作業時聞は移植区が4.66時間だったのに対

し，無人へリ区では 2.12時間と 55%も作業時聞を

削減することができた.倒伏対策は今後の課題であ

るが，一発型肥料と無人へリの併用は作業時閣の大

幅な短縮になっている.鉄コーティング直播の利用

で作業時聞は大幅に削減できた.

図20こは時期別の作業時聞を圃場区分ごとに示し

た.主食・飼料用別にみると，作業時期がずれて同

一時期への作業集中を回避で、きている.また鉄コー

ティング直播を利用すると積雪時の有効利用や年聞

を通した作業時間の均平化， 4~5 月の繁忙期の負

担軽減ができている.また，一発型肥料区では特に

4月を中心に繁忙期聞が短縮でき，無人へリ区では

4， 5月の作業時聞を著しく減少できた 7)

以上のように，鉄コーティング直播の導入は圃場

区分に関わらず，作業時期の分散と作業時間の削減

につながり，飼料米生産の負担を軽くすることに大

きく貢献している. とりわけN氏のように作業従

事者が l人の場合，転作対応への作業時間の短縮は

農家経営を考える上でも大きな魅力になる.

(3)生育経過，収益性と生産コスト

一般的に直播の場合，移植と比較した生育状態が

懸念されるが，今回の圃場では6月下旬に移植区と

ほぼ同じ， 7月中旬には移植区を大きく上回り，十

分な生育が確保で、きた.しかし基肥鶏糞区と無人

へリ区では倒伏によって脱粒し，刈り取り前に想定

された程も実収が得られなかったが(表4)，鶏糞

の散布は収量増加につながっていた 8)

表 5には lua当たりの組収益と生産コスト，純収

益を示した.N氏から養鶏農家 Rへの飼料米の販

売価格は 40円/kgであるため 9) 10 aあたりの籾売

上げは 24，000 ~ 29， 000円程度となる.

基肥鶏糞区では実収・売り上げは移植区と大きな

差はなかったが，無償譲渡される鶏糞と単価の安い

穂肥を利用したことで生産費が削減できたため，純

収益が最も多かった.一発型肥料区は実収が最も多

く高収益だったが，一発型肥料が高価なために肥料

費が高額になり，純収益は移植区よりも少なくなっ

た.無人へリ区では刈り取り前の茎数や籾数が移植

区よりかなり多く，多収が期待されたが倒伏・脱粒

で実収は最も少なく，収益にはあまりつながらな

(72 ) 

かった. しかし，倒伏が改善できた場合は移植区と

同程度の純収益が見込める.

4. まとめと今後の課題

本研究では鉄コーティング直播を含む4種類の栽

培方法で飼料米生産を行い，作業時期・時間や収益

性の差異を比較した.

飼料米生産への鉄コーティング直搭の導入は，施

肥体系に関わらず，移植と比較して特に春と秋の作

業の分散と作業時聞を削減させることに成功した.

鉄コーティング直播による飼料米生産は，主食用米

との並行生産に効果的だといえる.

鶏糞の利用は生産費用の削減になり，一発型肥料，

無人へリの利用は作業時聞は短縮できても，生産費

が高額になった.

収量と粗収益を慣行区と比較した場合，基肥鶏糞

区では同程度，一発型肥料区では技術的な不安を最

も回避できたために微増，無人ヘリ区では倒伏した

ため減少した.

基肥鶏糞区では費用合計の安さから慣行区以上の

純収益が得られた.一発型肥料区では慣行区以上の

粗収益があったが，純収益は同程度だった.無人ヘ

リ区では，高額な生産費と低収量のために純収益は

慣行区以下だった.無人へリの利用は圧倒的な作業

時間の削減と多収が期待できるが 10) 散播そのも

のが技術的に倒伏の可能性が高いため，今後の技術

的確立も待たれる.

今回の実証では省力化，作業分散，収益維持の同

時実現は難しく，特に鉄コーティング直播の利用は

純収益の維持という点には必ずしもつながっていな

かった.それぞれの生産方法への評価も別れるとこ

ろだが，今回の調査では収益性の向上とある程度の

作業時間削減ができた基肥鶏糞区が最も効率的な方

法だったといえる.倒伏を防止できれば増収も見込

める.

また，今回は飼料米生産を行ったが，鉄コーティ

ング直播の技術自体は用途を限定したものではな

い.食味や見た目などを十分に満たせば主食用米へ

の適用も考えられるが，これにはさらなる議論が必

要となるであろう.

今後の改善点は大きく 2点挙げることができる.

1点目は倒伏の防止である.鶏糞の散布量や播種量

を改善すれば，基肥鶏糞区や無人へリ区でも増収の
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可能性がある. 2点目は畦畔，水の管理についてで

ある.今回はほとんど触れていないが， どの圃場区

分もある程度の畦畔・水管理は避けられなかった.

今回の実証では課題も見られたものの，鉄コー

ティング直播を行うことによる一定の成果は得られ

た.しかし条件的にかなり恵まれた部分があった

ため，鉄コーティング直播を新規導入するために考

慮すべき点を挙げておく lつ目は，鉄コーティン

グ直播に適した環境であるかどうかである.圃場条

件や農業者の技量，平行生産する品目などの内部環

境や，近隣に畜産農家が存在し，鶏糞授受の有無，

散布作業の代行といった関係性，気候条件や鳥獣害

の程度などの外部環境が重要になってくる. 2つ目

は新技術を導入するためのパックアップ体制が整っ

ているかどうかである.新規導入にはコーティング

マシンや直播用の田植機オプションなど最低限の資

材購入を要する.無人ヘリコプターの操縦には免許

が必要なため， N氏の場合は近隣農家数名とともに

農機具メーカーへ委託している 11)

今回は 10aあたり 8万円の補助金の獲得を前提

として試算を行ったが，特に労働費を考慮した純収

益を見た場合，補助金が廃止あるいは削減されると

いずれの施肥体系であっても生産が困難になる可能

性が高いことも指摘しておきたい.
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注1)主な不安要素として出芽率，苗立ち率・生育状態，

鳥害，倒伏などが挙げられる

2) 滋賀県は麦・大豆転作が一般的で，特に琵琶湖の

東側を中心に行われている.

3) N氏の現在の経営状況では雇用によって作業従事

者を増やすことは難しい.

4) この地域では3月下旬に積雪が残る年も多く，こ

の時期以前に圃場での作業は難しい.

5) 本来で、あれば鶏糞散布は養鶏農家が行っているた

め， N氏の作業時間には含まれないが， この表で

(73 ) 

は単位面積あたりの作業時間を示すために， N氏

の作業時間としている.

6)鶏糞は投げ込み散布を行ったので，園場内で効果

が均一にならなかったと思われる.

7) 刈取り時期に作業が集中しているが，品質を問わ

ない飼料米は 10月中旬にも作業の一部を行う.

8)今回は倒伏以外の技術的不安は見られなかった

9) 取引価格は養鶏農家 Rからの提示によって毎年決

めているが，生産者によって取引価格は異なり，

近年は作付けを行う農家が増加したために価格を

下落させる傾向にある.N氏はRとの取引を行う

農家の中で最も早く飼料米生産に着手したため，

比較的高水準での取引となっている.

10)集積圃場であれば無人ヘリの利用で，より一層作

業効率を向上させることができる

11) 作業中に立ち会いをしているため，表2では無人

へリ区の播種作業にも時間を記載している.
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