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土奇道5試研幸長 22 : 96～98, 日制

オオタサキピ、のサイレージ調製

lζ閲する試験

吉田日主J 1:r m ~花見!J 高橋哲二 井［±j

約

て、

転ff'作物であるオオグ匂守どのサイレーュリす徒卜の技術的知見を得るため、 fJ:X'.11系統：の大分糸を片山、

した。

材料中の水分は、ゃー育U〕滋千？と止もに低7したが、いずれの熟期とも関係以上の必；｝；分であった。逆

に、サイ lノーシ発博の蒸rl:LなるヨI溶性炭水化物WSC令盈及びWS C/0 P比は上外し、件長期から

出穂、邦jでの増加が瀕j当ーであ ，j;ι。サイレ ヂの発防品質は、無予乾ではit脊進行とともに、予殺処J!]lで

はその強茂に伴ってi向上した。

以上の約来から、河オク吋キヒサイレーワのi引退i士出穏期以降にメ1j取れ材料水分80%以下をil穏に

平日以上の予乾処理'/J；，必姿ξ行えられる。

緒

転fL＇れ斗勿 J：して オLてしミらオ寸クサ

は9月25汀であ－ ' / c 

2 メ!Ji；収、予乾反；びザイレ ジ，Jij'J¥:!

サイレージ材料の刈tfx,予告E支：件及び予乾時

キピは斉メiJ、殺は及びザイル ジプ：止しaくつ；j＞の な、涙条f十会長 lkノJ；しk，材料の刈i仮りu、伸長WJ

調製利；lj方訟が二i与えられ心。そとてよ1,hザイ l一一 (9月13日）、出穏期（ 9 JJ :rn 1 i；出村～rmret拐）及

三／ Fゐため、刈：泌ス7 ジ HひVZ: Cftlil熟期（ 10月17!1: Ll fj ) vcそれぞ

］，供；え材料の子教； t－件 J:5-'lj 1.k i十

守車
ゆf'Z及川

f~る，iE'i をI）天候
期ま月契 H

立与 19白＜［13 9:00 , 
1申

(20) ]4.30 快時

H:l穏期 9 30 
85.9 812 78日 ヲ：00

空襲( 4 O) (7 5) 1ι：：10 

者努熟期
850 78 I 75.4 9:0り、J うす受

JO 17 
(13) ( 7 o) 16:00 匂 5青

予乾；if＼！えと発簿品宍とのほi計三ー』いて校itL／や心〉

で、そ 持；1,±_r-tふ。

材料及び方法

1 材料-'f'(Gつ絞jti 

系統H晩生。大分不をjjj し •fr'> 19830;: 5 

wn Hに汚tff4fiAぅf：り＇.：：＼.0 9子i"1H1tノ、 7Jl 11げに

障をi比50ι7耳、枝問；lOι'Illの 24-="Lママ写本較し i-.. ，初、 a
t土 8}jl·~21j十：：う寸？て ffr玄（ ff〉 ι人、 t±:H計三lj

れ行い、各ff当期の什オく分サイレーシ ifj刈マ絞り直後

ド畑、中＠低水分サバレ… Jにコいては兵、 1の5'(,fj：で

にプス j ・r Jレト J:'CJ~ fl…いもしfこ＂ ,Jij殺り；カッ

ターで10～17況が司最i自民rrし、 I.::・ -1レハッグザノいヨ

に各々 20kg-fコ材料請J力ilEfしなカハぷめ込み、性J

汁後はばV3に忘れlし？。

l サイレーシのよi'i'lci'F1rlti 

ゾ守ピ l1Jl25li（行サ 1I一一シの

灯、 iおよな議j日ら行、 樹主主期3911

平均気 ヂ勾it& fl J被止を
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評価VCi!毛LIていすイレ…ジの乾物問収率lIトF プ

スポイレーシ及び他の変敗部分合除いたIij

調製fi、J0~＇ lie :f'で除、l〆、乾物の百分本でえ示した。

イキ；~＇.＼ J~Iの j¥Kよ成分及ひW80＇；｝；去な杓； Jすゐ

f：＿ め、メIJl&Ti:絞t-go ℃ 1611~1γ開乾除後ち分布一if( 1Jtし

7亡。

各；／＇／／；ト心JJ分秒）7f.Iミは惨イ久式材料の－－－般fムサは；；l

'f):~6 ）、 ロJがti/;;J:；上イヒf勿wsuK上rン y、口／＇＇：！； !l）投：

Jア水分tijiJJ'i¥,¥1；，ぷ総長代ょった。ナイレージの m後

般市:llliZHil1 }:j ；－／）のガスク口マトクノアド： .t＇計 i[

！！~ゐ定，b亡、で、 十1.t'fi';f~ ii¥U主jたベそ素（ VおN)

ノミj叡，!;7）及び pliはガラスペ磁 pH・' ♂ーかに仁

') 供三〈材料の化

E主え ;til /_, F、 J上
F; 

fヰ1トガj 抗出り l:J.ヲ '34 :Eo 

ti', I"! 101 <3).9 13.持 :u no 
者切 ;!1 JYI <35.0 lゴ9 e、l、ι少？ 37.1 

VJ、 う二f:",trvcつfl".f :jくとり、 ピのぷ

wsc ／（）！》 lUL u.!i:l仇。日tふ、び Oti<> r Ni 1J111;if111 "" 
f どっ I ・O •tJ.f'l .. 1 リミ（〉与た 3オークツ＼＇ ＼＇のすイレ

ジ主！＂l什、／：，＇； if＜千1vc1t子 ）水介，1）減少iよか料f

)¥WS(: JxCJ WけC:VCPJヒが ！1'l・ ？、，.1L'kぢi!JUよい

行 ＇SぃJ: ；が i.'.fめられ ！•• 0 しれし、 wsc汁J

(1 lf 1クザ J,・ l：択おいて~）キ i 正、~－ J!'.L'" （’l )1~ 

fl) !HJ ) c i 』百九 'tv!;s5) ' トわ、 ゴilノ

）｝，~ ♂！ド：人f ・，；の rl,'i' F、力込牧ii創主店：Jc

しW行｛） 1.'1th 7・ そ；；；減＇＇ i（＇考...' c）す1

:j・ i• 1；；対けの］＇ ~（）：： V<: .J:η刀：分1f：干 し、）:i；も

式I]在ぞう j 9) 3：上七沢iノマ7 ) !・/}; 

？告 彩j
f』、 J , 

i’H 
i守も1

｛中 際！ 十，~、’J 時Qら 5.4 （）ヲ1 O.O:J 

3G.7 日，1) 0.titi 。03

1I~， 持三ワ •I.Ii 0.34 

/H機具j t主，•ぇj 87.2 ,1.7 o.;;5 0 02 

斗1 討2.5 4日 02ヲ tξ 

ff¥ fl（）。之 11.4 (J:l2 tr. 

納育現？手j 諸行。 4 2 0.:12 001 

79.'7 1.0 ムq ・' r、 tr. 

世え 76 8 11 0 23 

てそれぷオL'4i)[,, , 

成繍投び

イ刻、 A；し穴づナクサヤビのイヒ完成分（i，！な l<2仁

？ものの、 1it1伝子切かし糊熟期の問VC3.持労り侭下

十七 J どをり、－＇.jf,i：仁川水分でがii~ した。粗メttUヨn

D今－：，＇.・ 仁、 本分J[1ヨィー去にさt汗主主行K伴って低下し、

：泡ドご NF'Bvt斗
民／、 WSCγ；,cも

1・.コサイド…ジ港湾のがきミと

ぷ木3）、阿部1）らの報ffの土

t'v 

3 .! H.li t1 。町立g

:l3,0 E ヨ '/ ;j 0.51 

五3.0 l:l, ~j 7.行 o.首。

1: で

十ら八）10) ; . l J ホl¥'.frNγ刈7られよう。

2 サイし w叩ジの ~ii';'{

什イレ叩ーシ）治詳の品質J:j勺！i：たる水介、 pH_ 

Yワク）f-伝!ifo.「FVBN/TN 当2を

中7lく〆＜~~で

j子主計！ i} ; も一ナノiI ＇ーヅ fど二号[Jさや’f；していf二〉

まによセ1[,;]J＼及、 r1・ 長者jc はいデれも、 ムi,¥ 

.0'.'・ ＂：＇~J＿＇＇.＇一的 1暗号撃級
~1. 機 3平点
。。。 0 91 20 Fお 24ろ 76 2 

0.1持 1）乃8 ：~o 守3 2('2 75.2 

0 17 。堵1 69 lit 持。 86 2 

0 2日 。司五 九汚 20.2 84.2 

。ヲ再 l.27 ョ。 骨建 63 91•1 
（｝ヲ5 128 ヮ；i 号警 丹 1 ヲ13

守会2 91 係 11 5 リ22.

113 LH  守9 僚 時1 919 

I 07 uo  9トl 日l ヲ2.fl



水分で今々に 76.2～86.2%と在守ったか、 カビ7"1/1二

は少なかった。 pHは熟期が巡りと低下す乙作［j[i可

が泌められたが、水分指様との関連では出穏期以

降K去が少なかった。有機殴合法(rC-）いては、統、

酸主l：が出穏期中;k分以降、で:WI加したの従；米子宮正処

理κよゐ水分除去は発酵そのものをfJ.{J制す心4）と

され、本舵染との泣いがq認められたが、とれは子

乾粍！乏がまjく依然として70%以上の水分を縦士3し
のと推察 3れにc とのう tフ／LI唆~：

JともK主汚加し、 i胡熟期仁十：I•雨水sそヨ1 

場FM
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1.0 
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。

VB!¥",,; 
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。

悶 1. 有機駿組成と VBN/T--N比の

に］問鵬首 告 酸 口 乳 慾 …VBN/J:'-1¥;

分では I字詰以しとなった。

行：＆び子乾強j交の高まりと 1：もK低下し、司、：J.!.活

酵の指j'；？（となゐ賂酸生成はも V<J処月Kよ J寸：抑

制～された。 VBN/T-Nl七（¢）は、科熟期の刊；｝く

分（然；~－~；主 j で比較すると、々ごすの迩行K伴って

低下すみが、概ね良好合サイレ シ」されX:>lO労

を下まわらたか》 7た9 しかし、

とKよ〉一亡、伸長期低水介、

の＇t'.低水分でi土いずれも10%上よF止：まっ f".,

とれ らアワーク汗1r話会fIヲ土、 pH 

をやWSC/CP 上~は生育が進むと :t\"1加したが、てき

水率は全般(IL？白Jく推移Tると止から、出稼WJ以北

の詰いステージKなける〆イレクトカソト調裂は

刷費ffi と；；~ろう。しかし、三の工うた高水分材制。

場介、一般K子乾処理によって不iえな賂機先簿を

抑制できるとともま11られ4｝、いずれの熟期でも予

認による品質向上が，;?ii,、められた。阿部らい

ーミ統の川合系をmいて、いくつかの熟期になける

子流拠l｛患がサイレι シ11,,'/iJ:VC及ぼす効来i.;:;f丸、jし、

｝にどの強いもので己主主～きれたと報れし、 方？？らめ

H ,・t刈稲サイレ ジで材料の水分と子治手品三re>

iHJ(rC高い相模カ； ；；：！，められたと被告してい勺。／i(・l¥

の結果校、械か 4てれらの結果とのー汝を；主7てがも

wso 九日ーの必主んあ総定j後三31ヨij （識をさ：onで

t士、 80~~以 jーの凡水分であっ f：が、れ究サ｛レ－

) ；）＇得られj主［！大れた。
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