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飼料用籾米サイレージ調製試験

福井弘之・横石'和也

要約

飼料用籾米サイレージの長期保存における品質保持技術の確立を目的に、乳酸菌、プロピオン酸

の添加試験を行った。

サイレージのpHは乳酸菌添加区で4.17........4.60と低い値となり、貯蔵日数が長くなるほど低下した。

プロピオン酸添加区、無添加区も貯蔵日数が長くなるほど低下したが5.97......，5.02と高い値となった。

サイレージのVBN/T-Nは全体にかなり低い値であった。乳酸含量は、全区で貯蔵日数が長くなるほ

ど値が増加した。その中で乳酸菌添加区が他の区よりも含量が多く、サイマスター、サイレート添

加区の300日貯蔵で0.6%以上となった。酢酸含量は.、 llGFT添加区の300日貯蔵で0.59%と他の

試験区より高い値となった。全ての区で300日保存してもサイレージ品質は良好で、カピ、虫の発

生はなかった。

目的

平成21年度より農業者戸別補償制度が実施さ

れ、県内の飼料用米の栽培面積も年々増加し、平

成23年度は392haで栽培されている。現在、飼料

用米の生産は収穫後、乾燥、籾摺り処理後、大半

は農協経由で飼料会社に出荷されている。

飼料用米はトウモロコシ等の代替え飼料として

利用でき、特に養鶏、養豚においては地元産の飼

料用米を供与した畜産生産物としてアピールでき

ることから、地域内流通のシステムを構築したい。

しかし、収穫した籾米を乾燥すれば、安定した

保存が可能であるが、本県では米の貯蔵に適する

温度と湿度を管理したカントリーエレベータが普

及しておらず、倉庫での常温保存では、春から夏

にかけてカピや虫の発生が懸念される。

そこで、飼料用籾米サイレージ化による保存を

検討し、長期保存における品質保持技術の確立を

目的に、乳酸菌、プロピオン酸の添加試験を行つ

たo

材料および方法

試験期間は平成24年9月~平成25年7月。材料米

はホシアオパを成熟期で機械収穫し、無乾燥籾米

(水分23%)を用いた。供試添加資材と添加量は、

①畜草 l号(乳酸菌)材料kgに資材5mgをlOmlの

水で溶かせて散布。②サイマスターLPパウダー

(乳酸菌)材料1kgに資材5gを散布o ③サイレー

ト(乳酸菌)材料lkgに資材0.2gを散布。④llG

FT(乳酸菌)材料lkgに資材lmgを10mlの水で溶

かせて散布。⑤パイムスピリット(プロピオン酸)

材料lkgに資材0.2mlを散布。調製方法は、資材を

添加した無乾燥飼料用籾米300gを田中ら 1)の報

告にあったパウチ法を用いた小規模サイレージ発

酵試験法に基づき、パウチで脱気密封処理を行い、

e室内で保存。各区3反復。対照区は資材無添加と

した。調査日(貯蔵日数)は90、180、300目。調

査項目は発酵品質 (pH、VBN/T-N、有機酸組成)、

カビの発生程度、虫の発生程度を調査した。
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結果および考察

貯蔵日数別のサイレージpHを図1に示した。乳

酸菌添加区は4.17.........4.60と低い値となり、貯蔵日

数が長くなるほど低下した。プロピオン酸添加区、

無添加区も貯蔵日数が長くなるほど低下したが、

は5.97.........5.02と乳酸菌添加区より高い値となっ

た。
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畜草1号 すイマスト ザイトト IlsFT fI'{J，.JJ:~hト 無添加

四90日図180日日300日

図1 貯蔵日数別サイレージ品質(PH)

貯蔵日数別のサイレージVBN/T-'-Nを図2に示し

た。乳酸菌添加でllGFT添加区が他の添加剤よ

り高い値を示したが、サイレージの品質評価v-sc

oreでは5%以下が良好とされており、全体的にか

なり低い値であった。プロピオン酸添加区、無添

加区もllGFT添加区以外の乳酸菌添加と同じよ

うな値であったo
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畜草1号 制マスト 噌イトト llsFT fI~イ以印ヲト無湖日

図90自国180日目300日

図2貯蔵日数別サイレージ品質(VBN/I-N)

貯蔵日数別のサイレージ乳酸含量を図3に示し

た。全区で貯蔵日数が長くなるほど値が増加した。

その中で乳酸菌添加区が他の区よりも含量が多

く、 300日貯蔵でサイマスター区0.62%、サイレ
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ート区0.62%であった。
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畜草1号 サイマZト 申イトト llGFT fI'守以t~ト然澗目

回90日図180日日300日

図3 貯蔵日数別サイレージ品質(乳酸含量〉

貯蔵日数別のサイレージ酢酸含量を図4に示し

た。 90、 ~80 日保存では0.1%以下であったが、 30

0日保存では畜草1号、サイマスター、パイムスピ

リット添加区で0.11%となり、 llGFT区は0.59

%と他の試験区より高い値となった。 11GFTは

ホモ型発酵とヘテロ型発酵の乳酸菌が混合されて

いる資材であることから、ヘテロ型乳酸菌が酢酸

を産生したと考えられる。
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畜耳[1号 ザイマスト 桝Ir-ト llGFT fI'{.以t~hト 無添加

国90日図180日日300日

図4 貯蔵日数別サイレージ品質(酢酸含量)

全ての区において、表lのとおり 300日保存しで

もサイレージ品質は良好で、カビ、虫の発生はなー

かったo

i衰1 貯蔵300自のサイレ」ジ品質

十添加区分 水分(%) v-s∞市r m1∞ ザイマス?- 22.9 100 

tj11r-ト 22.4 1∞ 
;11G円 22.9. 97 
ilいイムスヒ'1)1卜 23.7 100 
!無添加 23.7 100 

力ピ有無 f 虫発生有無

無無 、
無無

無無
無無
無無
無無

以上の結果から、脱気、密封処理をすれば無添
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加でも長期貯蔵は可能であることがわかったが、

実際に現地で処理を行う場合、完全な脱気、密封

処理は難しく、添加剤の利用が必要となるo

亀岡2)は、籾米を未乾燥のまま貯蔵する場合は

低水分サイレージ調製を推奨している。また、農

林水産省のガイドライン3)において、収穫直後の

籾米は水分を含み、カピが生育しやすいので、速

やかに水分14.5%以下に乾燥するように推奨して

いる。

藤井ら 4)は、プラスチックドラム缶を用いた貯

蔵では乳酸菌添加なしても 6ヶ月の貯蔵が可能と

報告している。また、ポリ袋での調製では 6ヶ月

程度を目安に保存することが望ましいとしてい

る。

抗菌効果はpHの低下につれて高まる 5)ことや、

サイレージのpHが5.0以上あると開封後に糸状菌

が増殖しやすいことから、給与を考えると乳酸菌

の添加が望ましいと考える。

また、今回供試した乳酸菌は、ノミウダータイプ

(サイマスター、サイレート)とスプレータイプ

(畜草1号、 11GF T)があり、どちらも効果が

見られたことから、散布方法の選択が広がった。

今後は、現地において実証規模で添加試験を実

施し、添加剤の散布方法を検討を加え、技術確立

を図つでいく。
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