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Summary 

Whole crop rice plants were made by the supplementations of 5ppm CJJIkuso 1 and 496 wasted syrup 

into ric巴 plantsthat these growing stages were yellow ripe and overripe stage， and were opened at April 

(short t巴rmstorage) and September (long term storage) in next y巴ar.By thεuse of supplementations， the 

fermentation quality was improved at both growing stag巴sand term storages. Especially， th巴 improvement

eff日ctof the fermentation quality appeared remarkably when the supplementations were utilized for the 

overripe stage. The digestibility by using cattl日 tendedto ris日 whenthe supplem巴ntationswer巴 utiliz記d，but 

its affect was weak. By the nylon bag method， the improvem巴nteffect of degradability by the utilization 

of supplementations appeared on dry matter in the initial stagεof cultur巴. s -Carot巴n巴 conc巴ntrationwas 

remarkably higher in overripe stage than in y巴1I0wripe stage. From these results， there is a potential powεr 

which produces high-quality beef cattle when the ric巴 plantwas harvested for thεovernpe growmg stage 

for the preparing in thεsilage. 

Key words : beef cattle. digestibility， fermentation quality， vitamins， whole crop rice plant 

緒

我が医iの絹料自給率は26%と低い水i，主となっており，

2015年ーまでに鰐料自給率を 35%に上昇させる目標が医l

策として設定されている.このような状況で，水出に銅

料イネを栽培し家音用主計j字!として利用することが扱奨さ

れているが，濃厚飼料として籾と粗鋼料として茎葉を用

いてサイレージにする稲WCS(Whol巴CropSilage) と

飼料用米の利用が増加し 2011年にはその栽培面接が

50，000haを突破した 良質な稲WCSを牛の銅料ーとして

l'現在:日夜ベスト(株) (Nitto Best Co.， Ltd.， Sagae 991-8610， Japan) 
:z)現夜:JA L1IJ彩(JA Yamagata， Yamagata 990心038，Japan) 
キーワード ビタミン類，発酵品質稲 WCS. I対tl二，消化率
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期年安定して利用することは意義深いことであると考え

られ，特に，良質な牛肉生産を百指した稲WCSの調製

と給与は大きな課題であると思われる.

禁ら (2003)は，ホモ型で耐酸性が強い稲WCS用乳

酸t't¥i(官主主 l号 Lactobacillusplantarum) を選抜し

会問各地で広く利用されていることを報告している.

方，我々は乳識の基質になるnJ溶性糖類を含む糖蜜に替

わる地域未利用資源として廃シロップに注目しており，

畜草 1号と併用して用いた場合，その相乗効果が期待さ

れる.特に，稲WCSの周年安定手IJ毘を図るために，調

製した翌年の議熱を経過した設の高品質保持が課題とさ

れる.12fら (2009)は，乳酸発酵が進んだ発群TMR(Tota! 

Mixed Ration :完全混合飼料)はInsItuによる乾物消

失率を己主蓄することを示したまた，茎葉と籾を含み稲

は黄熟知jから完熟期までサイレージとして調製設， LI二の

飼IIとして利用されている.干i1iの熟期が進んだ;場合，一

般的に茎葉のリグニン化が進み消化率が低下するため，

籾も含めた稲WCSの沼化率(栄養旬Ii)の低下が懸念さ

れるところである

脂肪交雑にむ良質の牛肉を生産するためには低Fー

カロテン稲WCSの龍製が必要であり，黄熟知jに収穫し

た揺を 2日間二子乾すると著しいF…カロテンの低減効果

がある(金谷 2007.2008)ことを示した.しかし東

北地方 EI 本海j奇岸ーでは混)立がi~:îいためこの時期の予乾処

理Ilは秘めて|長!日Ii'である.また司抗酸化作用があり給与す

ると肉の鮮)立保持効果がある日ートコフエロール， --

本 1995)は，熟WJが進むと徐々に減少する(全国館料

増産行動会議 2009)が，黄熟期の稲を 1El :J三I足後部

WCS に調製しても稲ワラの 5H~含まれている(金谷

2007， 2008) ことカfラ子ヵ、った

このような状況で日本j拡j合岸地n&;における収諮時期が

異なる稲に乳蔽発酵を促進する添加物を利用して稲

WCSを前製し，短期保存と擬製後翌年の暑熱を経た

期保存した稲WCSの発酵品質の改善と品質の保持効果

と午における消化率，およびピタミン類に与える影響を

諦査することを研究の目的とした併せて，ビタミン

と乳酸含量の関係について検討した.

本研究は，平成 18年度~21 年度の農林水産省委託プ

ロジ、エクト「羽l飼料多給による日本lli家畜飼養技術の開

発(えさプロ)Jで再委託された研究成果の一部である
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材料および方法

1.稲wcsの調裂と開封時期

山形大学農学部l制誌やまがたフイール科学センターの

イネ(品穣・はえぬき)を 2008年9月12日(黄熟期)

と悶年10月20日(過熟知)に収穫したそれぞれの刈

り取り時に無添加イネを対日夜にしてまし披菌製剤(畜草 l

号:雪印種苗;~Iと i好道) 5ppm (W/W) とパイナップル

廃シロップ(ブルボン;111形)4% (W/W) を添加する

計4処理の稲 WCSを設定した.サイレージの昔話製は，

随i場から運搬したイネ約40kgを計最し吉本 l号と廃

シロップを添加l後ミニロールベーラ (SE…510;タカキタ:

でロールにし小型ラッピングマシーン (WM-

510E;タカキタ，三重)を用いてラッピングして稲発

酵粗飼料を鵡裂した.稲発行i子治団i!J料は. 2009:IF 4月(短

期保存)と同年の暑熱を経た 9)j (長期保存)に関長jし

て稲WCSの発群品賞と化学成分(一般成分)を調査した

2009年度に3種のイネ(はえぬき，ふくひびき，べこ

あおば)を呉なる施肥条{午下で栽培し黄熟知jと過熟知j

にJI又穫した50検体の試料をパウチ法により稲WCSを龍

製した.調製1ヵ月夜間封して乳般合法とどタミン類 (s

カロテンと日…トコフェロール)を調査した.

2. 肉牛を供試した消化試験およびナイロンバッグ法に

よる人工消化試験

黒毛利HiHJ!(雌;1m Mill寺平均体重:458土 40kg)をf共

試して消化試験TliJに10日!日!のWJII致拐を設け，ずU:::¥)呪

過熟期の]11i'iに予備期71:1n号 本!t耳5EI [1¥]からなる 2x2の

反転法により実施した.そのj祭，籾飼料には揺 WCS，

ilJ&J字飼料ーにはやnH!反配合前半，1- (のびのび親子，北区本くみ

あい餌料;;守城)を)存いた 事[1飼料と濃厚師料の給与比

を2・8(i!iはおよと) とし は日本朗義標準の 113当

たりの増体重0.8kgを満たす乾物;ジ -食品産業技

術総合研究機構 2009)を1El2匝等量に分けて09:00 

と16:00に給与した 水および鋭識は，それぞれ自由

欽水，自由摂lr~ とした.消化試[1険は識不ìß:tl:灰分 (AIA)

を襟識物質とする襟識it~ (須藤まどか 2001)により

施したーその諮，本試験期間i111， ~-iJ J と夕方 21ml宣腸から

約500gを採取して60tで乾燥して分析に供した 本試

験最終日に第一間カテーテルを別いて第一胃内容液をI汚j

の飼料給与前と給与411す間後に採取した.

短期保存稲WCSを600

Cで3E11I.lji!(l:燥後2mmに粉砕し

てナイロンバッグ OOcmx 20cm， 280メッシュ:三料i
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;神奈川)に 5g詰めた.ルーメンブイステル装着

牛(黒毛利種雌) 2NJlの第一間に投入し， O~72I時間]一

定時開培養して乾物，粗タンパク質および中性デタージ、エ

ント繊維 (NDF)消失率を調査した反諜数は4反復と

した.得られたそれぞれの出失率をのrskov(1976)の

式p= a + b (1 -e -ct) (p 各成分の消失率(%)， a : 

直ちに溶解される区分， b: 不溶性であるが分解がTjJíì~

な区分， c bの分解速度， t 培養時間)に当てはめ

たまた，有効分解率 (ED)は，のrskov'McDonald (1979) 

の式ED=a十bx c/ (c+r)をjねいて計算した その|段

流出速度係数 (r) は，維持主~:21出まを給与したときに

相当する 0，05h -1 (のrskov' McDonald 1979) を用いて

算出した.

3.稲wcsの発欝品質，銅料と糞の一般成分およびビ

タミン類の分析方法

|沼会!したロール 4IJ~ に試Jl475g と蒸留水30mL を電動ミ

キサーで30秒背皮ifH*して4
0

CT24時間j放議後4重ガー

ゼ、で法過して NO.5Aの憾紙で諸過して分析に供した.

pH は， pHメーター(D-21;場場製作さ所，東京)で測

定?を，化学成分を分析するまで一 20tで冷凍保存した.

化学成分のうち，稲WCSの乳酸はBarker. Summerson 

(1941)の方法，揮発性塩基態議素 (VBN) はConway

(1962)の方法， ;fiHWCSと第一胃内容液の揮発性脂肪酸

(VFA) は柾木・大山(1971)の方法に従いガスクロマ

トグラフイー (G-5000A:日立製作所;茨域)に従って

測定した また，飼料と糞の一般成分は常法(椀井ら

1971)およびNDFと般性デタージェント識*m(ADF) 

はデタージェント法 (VanSoest 1991)に準じてそれぞ

れ分析した 稲WCSのF カロテンと αートコブエロー

jしは， r白6速ìl~1本クロマトグラフィー (}asco UV…970型;

日本分光;東京)を用いて向11守ヲ主量したそのl緊，カラム

はInertsilODS-3 (5μm， pq{歪4.6mmx長さ 250mm:

GL Sciences ;東京)を用い 展 I~話器媒(移動層)はア

セトニトリル:メタノール=75 : 25 (V /V)をアスピレー

ターで脱気後龍汗jし，カラム溢度40t，流速 1.0ml/

min，測定波長はFカロテン 450nm，日一トコフエロー

ル280nmの条件下で分析した.

得られた結果はSAS(1995) により二元配援による

分散分析を行い， 5%水準で、有意差が認められた場合

Tukeyの多量検定を実施した

結果および考察

添加物の廃シロップの'fIr号類組成は，フルクトース 6.1%，

グルコース 5.8%およびスクロース 1.3%t-.::、った.短期保

存と長期保存の稲WCSとも黄熟知]に斎草 1号と廃シロッ

プを添加しても発群品衰の改善効果は少なかったが，過

熟JtJJに添加iすると pHは1lJ:く字し酸はおくフリーク市勺立と

V-スコアは高くなり，品質の改善効果が著しかった(表

1，表2).高率 I号と廃シロップを併用して利用した

場合，発酵品賞に及lます相乗効染の影響は調閉会j時期と

も黄熟期に添加物による発醇品質の改善効果は弱いが，

i品熟期は祁乗効果が強く現れたと判断された 郎ち，菜

に可溶性糖類が多いfit熟期で、は乳綾発酵を促進させる

添加物は特に不安で、あり，過熟期などの茎禁に可溶性糖

類が少ない収穫!時期には極めて有効であることが分かっ

た.また，暑熱を経ても良質な品設は低下しなく，品質

が良い稲WCSを肉牛館料として周年安定利用できるこ

Table 1. Fem1entation qulity ofwhole crop rice silage supplemented with Chikuso 1 and wasted syrup at yellow ripe and overripe 
stages (short term storage). 

Yellow ripe stage Overripe stag.:-:----SEM Stage SUDDlement StagexSuDDl t註geSupplement StagexSupplement 
Non supplement Supplement Non supplement Supplement 

Moisture (%) 64.7" 63.6" 48.8
C 

52.8
b 0.6 ** ** 

pH 4.69
b 

4.22
C 6.49" 4.58

b 0.07 ** ** ** 
L呂cticacid (%FM) 0.44" 0.61" 0.04

b 0.46" 0.07 ** *ネ ** 
Acetic acid (%FM) 0.36" 0.4" 0.13

b 
0.36

a 0.04 *ネ ネ* ネヰc

Propionic Acid (%FM) 0.02" O.OI"b O.OOb O.OOb 0.00 ** ** 
Bytiric acid (%FM) 0.18" 0.05

b 0.01 bc O.OOC 0.01 ** ** ** 
VBN/T-N (%) 6.40" 3.26

b 
1.30

C 1.47
C 0.33 ** ** ** 

Frieg's mark 18" 42"b 29
b 66" 8 ** * 

V-score 81
b 94" 100

a 99" ** ** ** 
SEM: standard error ofmeans， FM: fresh matter， VBN: volatile basic nitirogen， T-N: totalni廿ogen.

* ， * * Significant at pく0.05andpく0.01，respectively 

".b，cValues with different superscript letters differ (Pく0.05).
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Table 2. Fennentation qulity ofwhole crop rice silage supplemented with Chikllso 1 and wasted syrup at yellow ripe and overripe 
stages (long term storage). 

Yellow rip記stage Overripe stag巴
SEM Stage 

Nonsupplem巴ntSupplement Non supplement Supplement 

Moisture (%) 66.8a 63.7b 51.9c 53.9c 0.6 林

pH 4.29b 4.20b 5.93a 4.21 b 0.05 林

Lactic acid (%FM) 0.79a 0.69a 0.04b 0.63b 0.03 料

Acetic acid (%FM) 0.39b 0.58a 0.17c 0.61 a 0.02 料

Propionic Acid (%FM) O.Ola 0.01" O.OOb O.OOb 0.00 ** 
Bytiric acid (%FM) 0.28a 0.05b 0.01 b O.OOb 0.01 料

VBN/T-N (%) 8.04a 7.90ab 2.66c 4.25bc 0.67 料

Frieg's mark 32bc 42b 16c 65a 4 

V-score 74c 87b 99a 97a 2 林

SEM: standard error of means， FM: fresh ma仕er，VBN: volatile basic nitirogen， T-N: total nitrogen. 
* ， * * Significant at pく0.05andpく0.01，respectively. 

ゅ.cValueswith different superscript lett己rsdiffer (Pく0.05)ー

Supplement StagexSupplement 

*

*

*

 

*

*

*

 

本

*

*

*

*

*

 
** 

** ** 

**ミ*

* * 

Table 3. Digestibilities and nutritive value at the feeding ofwhole crop rice silage supplemented with Chikllso 1 and wasted syrup 
at yeIlow ripe and overripe stages in beef cattle (short ter・mstor.棺e).

Yellow ripe stage Overripe stag'-:"--SEM Stage 
Non supplement Supplement Non su認定lementSupplement ;:'blVl ;:，mg 

Digestibilities (%) 。Iγmatter 80.4
a 

82.6
ab 

82.7ab 84.1a 0.6 * 
Crude protein 80.4" 82.4"b 83.3

ab 
84.1a 0.8 * 

Ether extract 83.7 84.7 86.1 88.2 1.3 * 
NFE 86.7

b 
88.5

ab 
88.6

ab 89.5" 0.5 ネ*

Crude fiber 67.3 69.7 67.8 70.6 1.9 
NDF 65.2 68.7 67.6 70.2 1.7 
ADF 64.5 67.8 65.9 69.4 1.7 

Supplement StagexSupplement 

ヰz ** 
* 

* ** 

Nutritive value (%DM) 
DCP 13.2 13.4 13.4 13.6 0.1 

TDN 79.3
b 

81.2
ab 

81.4
ab 

82.8
a 

0.6 ** * ** 
SEM: standard error of means， NFE: nitrogen fr四 extract，NDF: neutral detergent fiber， ADF: acid detergent fiber， DM: dry ma社沼r，
DCP: digestible crude prひt冶in，TDN: total digestible nutrients. 

* ， * * Significant at pく0.05andpく0.01，respectively. 
a，b 

Table 4. Digestibilities and nutritive value at the feeding of whole crop rice silage supplemented with Chikuso 1 and wasted syrup 
at y巴llowripe and overripe stages in beef cattle (long tenn storage). 

Yellow ripe stage Overripe stagβ 
SEM Stage Supplement StagβxSupplement 

Non supplement Supplement Non supplement Supplement 

Digestibilities (%) 
Dry matter 75.0 76.0 79.7 78.3 1.2 * 
Crude protein 74.8 77.1 81.2 78.8 1.7 * 
Ether extract 82.1 82.2 85.7 84.0 1.8 
NFE 83.0 83.5 86.4 85.3 0.8 料

Crude fiber 53.4 53.5 56.4 55.0 2.6 
NDF 50.3 52.3 58.1 54.7 2.4 
ADF 51.0 52.3 56.6 53.1 2.2 
Nutritive value (%DM) 
DCP 11.8 12.1 12.6 12.2 0.3 * 
TDN 75.1 75.9 79.1 77.9 1.1 * 
SEM: standard巴汀orof means， NFE: nitrogen会eeextract， NDF: neutral detergent fiber， ADF: ac司司etergentfiber， D抗:dryma抗:er，
DCP: digestible crude protein， TDN: total digestible nutrients. 
* ， * * Significant at pく0.05andpく0.01，resp巴ctively.
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Figure 1. Changes in ruminal degradability of dry matter， 
crude protein and neutral detergent fiber for whole 

crop rice silage supplemented with Chikuso 1 and 
wasted syrup. 

DM: dry matter. 

とを示唆した

消化試験による 1flV1VOによる消化率と栄養価の結果

4に示した.その結果，短期保存した稲

wcsに添加物を利用すると乾物と可溶無窒素物の法化

率および可消化養分総長 (TDN) を有意に改善したが，

3とを

その差は抵かった.また，長期保存した稲wcsでは添

加物利用による消化率と栄養価の改善効果はみられなかっ

これらのことから，稲wcsを乾物比で20%給与すた.
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る場合，消化率に及ぼす影響は小さいと判断された.飼

料沼専用穂では，完熟期は黄熟期より TDN含量が若子

低下する(農業・食品産業技術総合研究機構 2010)が，

はえぬきは短稗な品種で、あるため全重量に占める籾重の

割合が高いので過熱期の栄養価が高くなったと忠われる

罰表に示さなかったが，間関封時期の飼料給与4時間後

の第一胃内容iaの酢酸/プロヒオン酸比は，添加物の有

無では差がなかったが過熟期で高くなる傾向を示した.

過熱期の繊維性成分が少ない結果と矛盾するが， この原

回は分からなかった.

短期保存した稲wcsの第一胃フイステルを装着した

牛を利用したナイロンバッグ法による乾物，粗タンパク

質およびNDF消失率の経時変化を図 1，それぞれのパ

ラメーターを表Sに示した.その結染，乾物と粒タンパ

ク質の消失率は，ゃを使用した1flV1VOの消化率とは違っ

て黄熟期が過熱期より高くなった 黄熟期は過熱期より

繊維性成分が高かったので，過熟期が高いことが予想さ

れたが，過熟知の乾物消失率が黄熟期より低くなった

予想に反するこの結果の原因は，分からなかった しか

し， b区分の分解速度を示すc値は品熟期が黄熟期よ

り高い値になっていることから，過熱期の穀実部が第一

胃内で急速に分解していることが伺えた.また，いずれ

の成分の消失率とも添加物を利用した場合，培養初期の

治失率が高く推移する傾向を示した特に，過熱期に添

加物を利用した場合，NDFi持失Z容が著しく高かった.

曹ら (2009)は良質サイレージの出化率が高くなる原因

として，十分量の乳鼓菌数を確保することで他殺微生物

の活動期を短縮させ，サイレージの法化可能な乾物残存

法の減少を抑えると指摘している.なお，黄熟期の無添

加NDF?詩失率は， iijiJi近凶婦にならなかったので，パラメー

ターを求めることが出来なかった.

短期と長期保存した場合の稲wcsのF カロテンと

α…トコブエロー jレ合最を表6に示した F カロテン

合長は，黄熟期より過熱jmが少なかった また，時収穫

時期とも添加物科用により s-カロテン含i音に影響を与

えなかった. 日…トコフエロール含量は，過熟期で黄熟

期より減少する傾向を示したが，s …カロテンに比較し

て黄熟期から過熟期までの減少111];¥は小さかった また，

畜主主 1号A と廃シロップを添加すると ιートコフエロール

含量は高くなる傾向を示した.山形大学農学部1;付属やま

がたフィールド科学センタ で、栽培した3品種 (50検体)

のs-カロテン含量および日ートコフエロール と乳
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酸合長の相i謁図を図2に示した.その結果.いずれのビ

タミン類と乳酸含量とは有意な正の相関が得られた今

後，乳酸含量が多い例数を増やして更に検討する必要が

あると忠われるが，黄熟期などの茎楽部に可溶性糖類が

多い稲wcsにはPーカロテン含量が多いことが容易に

予想される. βーカロテン含量は刈り取り時期や予乾の

有無および稲の品種により変動巾が大きく. 2.7~ 

75.4mg/kg (乾物)となっており，稲ワラとほとんど

変わらないものもあり. 20mg/kg (乾物)以下が推奨さ

れている(全国飼料増産行動会議 2009) 本実験におけ

る過熱販の βーカロテン含量は 3~8mg/kg (乾物)であ

るので，推奨範囲を十分満たしている稲wcsを調製出

来たと判断される.一般的にはロートコフエロール含量

が多い稲wcsはFカロテン含量も多い傾向があり，

良質な稲wcsは日ートコブエロールを 100mg/kg(乾物)

以上含むこともあり(会問飼料増産行動会議 2009).こ

の傾向は本実験結果と同様だ、った

jよ}、ヒの結果から，稲wcsを肉牛の粗鋼料として給与

する場合，過熱期に収穫して乳酸菌(畜草 l号)と廃シ

ロップを併用して添加することにより，毘年安定した皇

好な品質を保持出来て高品賞牛肉を生産する稲wcsに

調製出来る可能性があることを示唆した 今後，廃シロッ

プ単味を添加した本実験と同様の試験および実用レベル

での稲wcsの調製と肉牛への長期間の給与試験の実施

が望まれる

Table 5. Ruminal degradation eharaeteristies for whole erop riee silage supplemented with Chikllso 1 and wasted syrup at yellow 
ripe and overripe stages in beef eattle (short t巴rmstorag巴).

Yellow ripe stage Overripe stage__ SEM 
Non supp1ement Supp1ement Non supp1ement Supp1ement 

Stage Supp1ement StagexSupp1日ment

Dry matter 

a 41.6" 38.8
b 

28.7
0 

28.1C 0.4 ネネ ** ** 
b 40.5 35.0 37.9 40.8 3.3 

c 0.0244b 0.0395b 0.0707" 0.0798" 0.0051 ** * *ネ

a+b 82.1" 73.8"b 66.6
b 

68.0
b 3.1 *ネ * 

ED 53.8 53.7 50.9 53.1 0.8 * 
Crud巴protem

a 54.1b 57.5" 36.8
d 

48.2
C 0.6 ** ** ** 

b 30.3
b 

25.9
C 39.8" 33.6b 0.8 *ネ ** ** 

c 0.0499c 0.0629bc 0.0961 "b 0.1087" 0.0089 *ネ ** 
a+b 84.4" 83.4" 76.7

b 
81.7" 1.0 ** *ネ

ED 68.4b 71.8" 62.9
C 71.2" 0.4 ** ** ** 

N巴utra1detergent fiber 

a 5.1
b 

6.1
b 

10.3" 0.9 * ** 
b 16.5 54.9 44.2 30.ヲ

c 0.0079 0.0099 0.0216 0.0045 
昌+b 21町5 61.0 54.5 31.0 

ED 16.2b 14.Sb 22.6' 1.7 * * 
SEM: stand乱rd巴rrorofmeans， a: rapid soluble fraction (%)， b・slowlydegradable fraction， c: rate constant of disappear昌ncefor b fraction 

(/h)， ED: effective degradability a十bxc/(c十r)，r: rate of passage assumed at 0.05/h. 

* ，* * Significant at pく0.05and p <0.01， respectiv巴Jy.
b.c.dYalues with different superscript Jetters differ (P<0.05). 

Table 6. s-earotene and α-tocopherol contents in whole erひprice silagβsupplemented with 
c'hikllso 1 and wasted syrup at yellow ripe and overripe stages. 

Yellow ripe sta只e Overripe stage 

Non supplement Supplement Non supplel11ent Supplement 

Short tenn storag巴

持-carotene(mg/kgDM) 25.2 34.0 3.3 7.9 

日-tocopherol(mglkgDM) 69.6 94.9 35.2 53.7 

Long tenn storage 
s-carotene(mglkgDM) 53.3 41.1 5.7 6.1 

α-tocopherol(mg/k皇DM) 34.5 120.5 33 61.5 

DM: dry matter. 
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Figure 2. Correlation between lactic acid and vitamins 
(担-caroteneand a-tocopherol) in whole crop 
rice silages. 
FM: fresh matter， DM : dry matter. 

捕 要

黄熟期とi晶熟期のはえぬき品種稲を用いて吉宮本 1号

5ppmと廃シロップ4%稲添加して秘WCSを調製して，

翌年4月(短期保存)と 9月(長期保存)に開封した

いずれの生育時期および保存期間とも添加物を利用する

と発酵品費が改義された.特に，過熟期に添加物を利用

すると，発酵品賓の改善効果が強かった また牛を使っ

た泊fヒネは，添加物を利用すると高くなる傾向を示した

が，その効果は弱かった.ナイロンバッグ法による乾物

消失率は，培養初期に添加物の利用による改善効果が現

れた過熟知jは黄熟知]に比較してF…カロテン濃度が著

しく;衣少した これらの結采，過熟期に収穫した稲をサ

イレージに鵡製すると，高品質牛肉を

あることを示した
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