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さとうきび葉（トップ)のサイレージについて

藤井道宝

（鹿児島県農業試験場徳之島糖業支場）

奄美における和牛飼料の一般的な状況は１月～４月は

さとうきび葉，５月～９月はネーピアグラス，山野草で

10月～12月は青草端境期となっていろ．現在，奄美群島

におけるさとうきび作面積は第１表のとおり，1966/６７

年期において9,374haで，その副産物であるきび葉の量

は総生産量14万ｔと推定される．うち，出穂葉を除外し

て６８万ｔの収量が得られ，さとうきび収穫期の１月～

４月までは殆んどこれだけを給与している現状である。

しかし，奄美群島の和牛飼養頭数は15,427頭（1967年

12月末現在）で’さとうきび収穫期間の１月～４月の４

カ月間に生草で投与されるきび葉の量は概ね，53,000ｔ

程螂度と推定され，残りの約27,000t位は貯蔵して家畜に

給与されることもなく推肥材料としあるいは圃場で焼却

されている現状である．このようなきび葉を貯蔵してさ

とうきび収穫期以後も有効に活用できれば有畜経営を前

進させるに大きく役立つものと思料される．このような

見地から当場においてはきび葉の貯蔵法を検討中である

が，４０年からサイレージ調製試験を実施し，一応の試験

結果を得たのでその成績概要の一部を紹介し参考に供し

たい．

はじめに

奄美群島の畜産業は島喚農業における防災的見地から

また，四季温暖多雨で比較的山野草に恵まれているこ

と，更に群島農作物総作付面積の51.9％を占める基幹作

物たるさとうきびの茎葉はもっとも貴重な草資源である

ことなどから，その年間生産額は農産物総生産額の21.3

％を占め，奄美農業においては極めて大きな役割をもつ

ものである．さとうきびは国内甘味資源自給力強化対策

に即応した諸施策の実施により，日本復帰（Ｓ28年）以

来10年間に急進的に増産された（約４倍）が，畜産なか

んづく和牛は農業の機械化等日本農業の一般的傾向にも

れず一時その飼養頭数は停帯を辿っていたが，近年奄美

農業における和牛増殖の重要性からその振興対策が強力

に推進され，1967年度末には前年に比し20％の増頭を見

た．また，今後ともその経営的合理性やさとうきび増産

に伴う地力維持対策の一環として和牛は累進的増殖が計

画され，1973年度には30,000頭1967年度対比200％の目

標が樹立されていろ．

第１表奄美群島におけるきび葉生産量

項目’1966/67年期きび

収極面積（ha）
作型別，

夏値’1,620

きび葉生産量（t）’未出穂きぴ葉生産量（t）

ha当たり総生産量出穂率(%）ｈａ当たり｜総生産量

1４．０ 22,680 1６．１

▲
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ●

（皿】・》 14,742

株出

春値

7,066 1５．５1109,523 31.7 8.3 58,647

1０．４688 1７．４ 11,936 6.3 7,134

144,139計 9,374 80,523

注１）出穂率は1964～65年の３か年平均

２）未出穂きび葉生産量はα当たり収かく茎数×（１００－出穂率）×未出穂茎平均２本葉重で算出した．
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第２表きび収穫面積および和牛飼養頭数の推移｜
鵬
薊

年度
１９６２

ｈａ

5,033.03

1965 19671963 1966
区分~～

きび作面積

漁。
9,416 ､０6,251 9９ 9,756.0

頭
12,667和牛飼養頭数 11,641 15,42712,797

’

第３表きび葉の飼料成分

その１原物百分中（％）

’一

為罎濠具1＊引粗舶
株出未出穂葉■Ⅲ’’８，
株出出穂葉１Ｍ棚

粗脂肪i裏窒素霧|Ⅷ
＝－－－－二一

維|粗灰分’ 摘 要

Ｍｌ
ＭＩ

鹿児島県農業試験場大島12.320.50 1.95

支場分析による0.47 ､8２6.29

その２消化率及び可消化成分ロ朧｜

｛｜ 小 可消化成分 (％）化 率（％）
滴 要

粗脂肪|裏窒素蕩粗繊維|Ｄ
－．－－－－－－－－－－

「
‐

ＴＤＮＣＰ

ﾄ１ M|鱸下巻斉藤道雄…
きび葉（生）

43.0 ０55.8 35.3
(株出未出穂）

コンクリートサイロによるきび葉サイレージ調製

調製方法の概要

1．材料収穫中のきび葉（出穂葉は除外写真１）

2．切断カッターで４～５噸に切断

3．詰め込み方法サイロに直接カッターで切込むのであるが，第４表のＡＢＤの小型サイロは１回量約100kg，

Ｃサイロは200kg宛切込んで都度，踏圧して詰め込みを完ろ．

材料の水分調節についてはきび葉水分が75％前後であり，収穫直後，サイロに詰め込t,場合は

水の添加は不要であるが，第４表Ａ,Ｂ,Ｃサイロの詰め込みきび葉は収穫後約１週間経過して

いたためそれぞれ水を添加した．

4．仕上げ詰め込み完了後ビニール（厚さ0.07繩透明）を敷き，１５～20cﾌﾟﾘz程度に士を入れ，更に詰め込み

重量の15～20％の重石をかけた．

I
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第４表成績概要

|鰯ごl諄込孟鰍

サ
イ
ロ
別

詰込み量（kg）Ｉ出来上りサイレージ
ｐＨ｜品質概要

きび葉|薑添加|計｜上質|腐敗｜計|欠減

小型’'965年
Ⅷ×２”'４月13日

蝉繍’
た．，

1965年

５月27日
～6.24 刑に二１

4８６１４５ 461502.0 2９Ａ

㈲』ﾛ± 棚田妬 農鰯蕊｜
かつだ．’

〃

495 51.61414.5 80.5362.9

(73.3％）

Ｂ

6号§元Ｉ

IiI芯:１
|同 上’28.0'1065.07511,075 1０785.0

(73.0％）

Ｃ

479.71

帆M’
1.01480.7 4.0～｜淡緑色，水分，

5.381臭良好
500 1９．３，

註：出来上りサイレージの上質欄中（）内は詰め込み量に対する上質歩合である．

出来上りサイレージは上質歩合73％以上で品質も水

分，色，臭，触感概ね良好であった．

利用期間については上記試験の外に1967年３月詰め込

み，１年目の1968年３月取出し開始，現在給与中のサイ

レージによると詰め込み量に対して上面の給与不能部分

が6.7％で品質は水分，色，臭も良好でｐＨ4.4であった

この点からして通年貯蔵が可能であり，相当長期間利

用できることが判明した．

第５表牛の噛好性

１日当粗飼料（青草）給与
量に対するきび葉サイレー
ジ給与率

項目|菅与調蟇 サイレージ給与量に対する｜傭
摂取率，

考
供試牛

若令肥育牛７頭

(平均体重)169.4kg） １５％1０ 99.2％ 肥育前期の牛

〃

(平均体重177.1kg） １０ 2０ 9７．９ 〃

〃

(平均体重440.9kg） 2０ 1５ 72.1 肥育後期の牛

雌成牛１頭

（体重386kg） ５ 5０ 64.4
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牛の嗜好性は個体差も大きく，また調査例数も少な

く，更に現在調査継続中であるが，第５表の当場飼養の

若令肥育牛による調査の１例で云えることは，継続して

給与する場合粗飼料給与量の20％前後の摂取量であり，

嗜好性はあまりよくないようである．

しかし，豊富にあるきび葉を長期間利用できることは

青草端境期対策として，また多頭飼育者にとっては極め

て利用度の高いものとなろう．

給与について，サイレージを初めての牛は最初食いつ

きがわるいのであるが，濃厚飼料を振りかけろと徐々に

食い慣れて約１０日間では濃厚飼料を振りかけなくても摂

取するようになる．

今後の問題点

きび葉はパサパサしているので踏圧に難点があるが切

断を短くすることや，他の作物と混ぜて詰め込み踏圧を

容易にする方法と共に，牛の嗜好性を増す方法を研究す

る必要がある．

]［トレンチサイロによるきび葉サイレ

ージ調製（予備試験の概要）

和牛多頭飼育者はサイレージの重要性を認めながらも

コンクリートサイロは建設費の面から敬遠される場合が

多いが，圃場あるいは畜舎周辺の一角に素堀bしてビニ

ールを利用したトレンチサイロは農家全般的に取り入れ

易い方法と思考されるので，トレンチサイロによるきび

葉の貯蔵法を検討中である．まだ充分な成績ではないが

1967年４月詰め込んだ予備試験の結果を参考までに紹介

する．

調整方法の概要

1）供試サイロの規格

2）使用ビニール農用ポリ巾180”厚き0.07”透明

便用量20腕単価23円価格460円

3）詰め込み時期1967年４月１９日

4）詰め込み材量きび葉（出穂葉除外）800kｇ・

5）材料の切断カッター利用４～５噸

6）詰め込み方法第１図のように堀ったサイロの内面に

ビニールを敷き材料を１回量300kg程度投入して踏

圧する．これ老繰返して詰め込み完了となる．詰め

込み後ビニールで被覆しその上に掘出した土をカマ

ポコ型に盛上し，更に雨水防止にビニールを被覆し

た．

トレンチサイロはふつう屋根を造らなければならな

いが，このサイロの場合取出し開始時においてビニ

ールトンネル枠老造って降雨防止とした．

第２図仕上げ図

第６表出来上りサイレージ

出来上りサイ
ぴ葉

め込み
（kg）

取出し

1利用期間
品質概要

腐敗上質

|両三 水分，
色，臭，
触感良好
であった

800 534.0 '１．７１

|雛
摘要出来上りサイレージの上質量，腐敗量共に９月

２０日まで取出した分の量で，９月20日以降は供

用中の移動によって取出しを中止した．
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取出し時の状態

仕上げにカマポコ型であったものが約30醜沈下し，平面

の状態であったがサイロ内に雨水の浸透はなかった．

成績概要

本サイロ詰込み量800kgは不足状趨であったが，盛上げ

て詰め込むと1,000～1,200ｋｇ程度は詰められるようで

あり，100α分のきび葉が詰められろ．詰め込み量に対す

る上質歩合は最終まで調査してないので明らかでない

が，出来上りサイレージは腐敗も少く品質も概ね良好で

あった．

また，牛の嗜好性もコンクリートサイロのサイレージと

何等差がないものと観察している．

以上予備試験の概要であるがコンクリートサイロに劣

らないサイレージができる点，なおサイロ建設費が多額

を要せず農家が簡便にきび葉が貯蔵できる方法として今

後強力に奨めたい貯蔵法である．

むすび

きび葉サイレージは調製の際踏圧の省力化と牛の嗜好

性を増す方法，その他今後残された問題点はあるが，貯

蔵して長期間の利用，可能であることが一応判明したの

で，農家が積極的に取入れ今後の家畜飼養にきび葉が有

利に活かされることを期待していろ．
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