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サイレージ用トウモロコシ (ZeαmαysL.) 2品種の乾物収量
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SynopsIs 

Noritoshi Sumida， Soichiro Morita， Toshihiko Ibuki， Hidehiko 

Inoue， Setsuro Sato， Tsutomu Kanno (2013) Dry Matter Yields 

of Two Silage Corn (Zeαmα:ys L.) Cultivars Sown with a 

Ridge-making Seeder and Applied with Controlled-release 

Fertilizer on Upland Paddy Fields. Jpn J Grassl Sci 59 : 1-7 

Two on-farm experiments (experiments 1 and 2) were 

conducted to evaluate the suitability of ridge-making seeding 

and controlled-release fertilizer in alleviating excessive soil 

moisture stress on silage corn. Two corn cultivars， Cecilia 

and 31N27 were examined in the study because they were 

evaluated as flooding-tolerant and flooding-susceptible， 

respectively， in a previous report. In Experiment 1， a 2・week

period of artificial waterlogging treatment using irrigation 

water was implemented starting 10 weeks after planting. The 

number of days when a dairy average of underground water 

table exceeded 200 mm below ground surface was 26 days and 

39 days among the growth period of 132 days in Experiment 

1 and that of 133 days in Experiment 2， respectively. In both 

experiments. the application of ridge開makingseeding and 

controlled-release fertilizer increased the dry matter yield of 

the two cultivars， although the effects in Experiment 2 were 

not statistically significant because of large variance in dry 

matter yields among the replications. Comparing the dry 

matter yields of the two cultivars shows that the results of 

Experiment 2 were consistent with the flooding tolerances of 

both types， while those of Experiment 1 showed an opposite 

pattern. 

Key words : Controlled-release fertilizer， Ridge-making seed-

er， Upland paddy field， Z詮αmα:ysL. 

緒 言

現在，我が国のサイレージ用トウモロコシの作付面積は

92，200haで，そのうちの 8，900haが転作田における作付け

である(農林水産省 2012)。特に，都府県における転作田の
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トウモロコシ作付けは 7，81Ohaと都府県全体のトウモロコシ

作付け面積の 22%を占めており，転換畑はトウモロコシサ

イレージの重要な生産基盤となっている(農林水産省

2012)。しかしながら， トウモロコシは飼料作物の中でも耐

湿性が劣る作物の一つであり(青田・星野 1978;青田ら

1985 ;魚住 2002)，転換畑におけるトウモロコシ生産ではし

ばしば湿害が発生し，収量低下の大きな要因となっている(飯

田 1981a)。トウモロコシの湿害対策技術としては，耐湿性

に優れたトウモロコシ品種の活用(飯田 1981a，1981b;熊

井ら 1989;福見ら 1990;魚住・清水 1994;吉村ら 2000;間

野ら 2002，菅野ら 2010)，播種法の改善(柿原ら 1996)お

よび施肥方法の改善(飯田 1981a;福田ら 1986)等がこれま

で検討されてきた。

耐湿性に優れたトウモロコシ品種の選定については，我が

固で市販されているトウモロコシ品種においても耐湿性に品

種間差があることが報告されている(飯田 1981b;熊井ら

1989 ;福見ら 1990;魚住・清水 1994;吉村ら 2000;間野ら

2002 ;菅野ら 2010)。今後は 耐湿性が高いと考えられる品

種を活用していくとともに，圃場レベルでの品種の耐湿性に

ついて知見を蓄積していく必要がある。

トウモロコシの湿害を回避する播種法としては，柿原ら

(1996)によって不耕起作溝栽培法が開発されているが，近年，

ダイズ等の湿害回避技術として耕うん同時畝立て播種法が注

目されている(細川 2004)。この播種法ではアップカットロー

タリと施肥播種機を連結して用い アップカットロータリの

爪の並びを変えることで土が畝中央に移動するように設定さ

れている。そして，ロータリ耕つんを行いながら畝を形成し，

同時に施肥播種機により播種・鎮圧を行う仕組みとなってい

る。最近の研究により，この耕うん同時畝立て播種法が， ト

ウモロコシにも適用可能なことが分かつてきており(細川ら

2009)，今後，広範な条件下において，この技術の湿害軽減

効果を明らかにしていく必要がある。

湿害を軽減する施肥法としては， トウモロコシでは窒素の

追肥により湿害が軽減できることが明らかにされており(飯

一部は日本草地学会第 67回発表会講演要旨集 (2011年3月)にて公表。

本研究は農林水産省委託プロジ、エクト研究「粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発Jの一部として実施した。
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田 1981a;福田ら 1986; Sandhuら1986)，湿害が発生した

場合には排水後に窒素を中心とした追肥を行うことが望まし

いとされている。しかしながら，梅雨期の追肥作業は現実的

には困難であり，湿害が予想される場合には，あらかじめ湿

害発生後の肥効が期待できる肥効調節型肥料が有効と考えら

れる(福田ら 1986)。既にダイズにおいては，肥効調節型肥

料の湿害軽減効果が明らかにされており(松崎ら 2006)， ト

ウモロコシにおいてもその活用を検討-していくべきであろ

つ。

こうしたことから，本研究ではトウモロコシの湿害軽減技

術としての耐湿性の高い品種の利用，畝立て播種技術および

肥効調節型肥料の効果を明らかにすることを目的としそれ

らの技術の適用がトウモロコシの乾物収量に及ぼす効果を明

らかにするための二つの現地試験を実施したので，その結果

について報告する。

材料と方法

1) 試験 1

試験1は栃木県塩谷郡塩谷町大宮地区の水田園場におい

て， 2009年4月 10日から 8月20日にかけて実施した。ト

ウモロコシ品種2水準(品種セシリア， 3lN27)，播種法 2

水準(慣行播種法，畝立て播種法)，および肥料種類2水準(化

成肥料，肥効調節型肥料)の 3要因を組み合わせた 8種の処

理区について， 15m2 (幅 L5mx畦長 10m) の試験区を 3

反復で設置した。供試したトウモロコシ品種のセシリアおよ

び31N27は幼苗期の耐湿性がそれぞれ強および弱の品種で

あり(菅野ら 2010)，相対熟度はそれぞれ 115および 125で

あった。播種は 4月 10日に行い，アップカットロータリ

(APUl61OH-OSY，作業l幅1，61Omm，松山株式会社製，上

田市)と施肥播種機 (TFR-2CE，1条用，アグリテクノ矢崎

株式会社製，姫路市)2台を組み合わせた 2条用の耕うん同

時畝立て播種機により，条間 75cmX株間 20cmの設定で畝

立て播種を行った。対照区となる慣行播種区についても同ー

の耕うん同時畝立て播種機を用い，ロータリの後部カバーを

下げて平畝を形成するとともに 播種機をその土壌面に合わ

せて播種を行った。施肥は，化成肥料区では高度化成 (17

17-17)を，肥効調節型肥料区ではクミアイ LPコート入り

複合444-D80号 (LPコート 100，各成分 14%) を供試し， N， 

P205， K20の各成分が20kg/10aとなるよう施用した。本試

験では，これらの肥料は全量基肥とし耕うん・播種の直前

に施用した。また，除草剤として，播種直後にアトラジン水

和剤およびアラクロール乳剤を標準使用量で散布した。

播種直後に圃場内の測量を行い 各試験区の畝の高さを計

測した。圃場内の地表面が最も低いと想定される地点を測量

基点とし，各処理区 3地点における畝の高さを測定し，その

平均値を畝の高さとした。出芽数の調査は 5月25日に行い，

各区 2畝の中央 5mにおいて出芽数を測定した。播種深度に

ついては播種された種子の堀取り調査は行わず， 6月29日

に各区 5個体について畝の土壌表面から各個体の茎の下端

(地中の茎基部)までの距離を測定しその距離より播種深

度を推定した(茎基部の直下に種子が存在したと仮定)。地

下水位については，圃場 2か所に地下水位計 (SE-TR/

WT500， Trutrack社製， Canterbury) を設置し 1時間ご

との水位を記録しそのデータをもとに日平均の地下水位を

算出した。刈取り調査はセシリアについては 8月 17日に，

31N27については 8月20日に行い，各区 l条の中央付近

2mに出現する全個体を地際で刈り取り，全新鮮重を測定後，

任意の 5個体につき，草丈および個体ごとの新鮮重を測定し

た。さらに，個体ごとのサンプルを 70
0

Cで4日間乾燥し

乾物重を測定した。

試験 lの供試圃場では前年までの予備的な試験により湿害

発生が軽微であることが分かつていたため， 6月 18日から 7

月1日までの夜間に断続的に潅淑用の水路から入水し，過湿

処理を行った。さらに，過湿処理開始時の両品種の生育状況

を明らかにするため，播種後からおよそ 1か月ごとに各調査

区の任意の 5個体について継続的に葉数および草丈の調査を

行った。

なお，供試圃場の土壌は淡色黒ボク土であり，播種前に圃

場内の 10地点よりハンド式オーガーにより直径約 5cm，深

さ18cmで採取・混合した土壌の理化学性は以下のとおりで

あった pH5，6，有効態リン酸，交換性カリ，交換性苦土お

よび交換性石灰は乾土 100g当たりそれぞれ 14，9mg，

23，3 mg， 152 mg，および 11L4mg，全窒素 025%，硝酸態

窒素およびアンモニア態窒素は乾土 100g当たりそれぞ、れ

2，42mgおよび4，S9mg。

2) 試験2

試験2は，栃木県那須塩原市高阿津地区の水田園場におい

て， 2009年4月9日から 8月20日にかけて実施した。トウ

モロコシ品種，播種法および肥料種類を組み合わせた試験区

の設置方法および播種後の調査方法は試験 lと同様とした。

また，刈取り調査も試験 1と同様な方法により，セシリアに

ついては 8月 17日に， 31N27については 8月20日に調査を

行った。ただし，試験2の供試圃場は排水不良園場であった

ため，人為的な過湿処理は行わなかった。

供試圃場の土壌は灰色低地土であり，播種前の土壌の理化

学性は以下のとおりであった pH5，8，有効態リン酸，交換

性カリ，交換性苦土および交換性石灰は乾士 100g当たりそ

れぞれ 23.3mg， 44.4 mg， 28.l mg，および 159.8mg，全窒

素0.20%，硝酸態窒素およびアンモニア態窒素は乾土 100g

当たりそれぞれ L06mgおよび3.76mgo

結果

図 1に試験Iにおける降水量および圃場の地下水位の推移

を示した。地下水位は圃場内 2地点の測定値の日平均値とし

て示した。降水量の多寡により地下水位が変動したほか，人

工的な過湿処理を行った 6月 18日から 7月 1日にかけて顕

著に地下水位が上昇した。 132日の試験期間中において，地

下水位の日平均値が200mmを越えた日数は 26日間であり，

試験期間に占める割合は 20%であった。なお、過湿処理前

の6月 16日時の生育状況は、セシリア、 31N27とも 12葉期

であり、草丈は各処理区平均でセシリアが 115cm、31N27

が98cmであった。
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表 1に，試験 lにおける要因ごとの畝の高さ，推定播種深

度，出芽数および収穫時の乾物収量と草丈の平均値，ならび

に分散分析の解析結果を示した。畝の高さは慣行播穂区に比

較し畝立て播種区で有意に高く (P<O.Ol)，その差は

43.lmmであった。品種聞に推定播種深度の違いが認められ

たが，その差は 3.7mmと低い値であった。出芽数は，処理

区間に違いが認められなかったが，各処理区とも出芽数は施

肥播種機の設定(lm当たり 5粒)から想定される値よりも

大きな値となった。乾物収量は肥料処理区間では 1%水準で，

播種方法 (p= 0.08)および品種間 (p= 0.0502) については

10%水準で有意な差が認められた。畝立て播種および肥効

調節型肥料により乾物収量はそれぞれ 14%および26%向上

し， 31N27の乾物収量はセシリアよりも 15%高かった。草

丈についてはいずれの要因も有意な効果を示さなかった。

図2に試験 lの乾物収量に対する各処理の組み合わせ効果
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図 1 試験lにおける降水量および地下水位の経時的変化
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を示した。播種法と肥料種類の聞に 10%水準で、交互作用が

認められ(図 2a)，化成肥料区では慣行播種1，226kg/lO a， 

畝立て播種1，632kg/lO aと畝立て播種により乾物収量が

33%向上したのに対して，肥効調節型肥料区では慣行播種

1，801 kg/lO a，畝立て播種 1，803kg/lO aとほぼ同水準であり，

畝立て播種による効果は肥効調節型肥料区よりも化成肥料区

で顕著で、あった。播種法と品種と組み合わせについては交互

作用が認められなかったが(図 2b)，畝立て播種による増収

効果はセシリアで 11%，31N27で 16%と， 3lN27において

やや高い値を示した。肥料種類と品種の聞にも 10%水準で

交互作用が認められ(図 2c)，セシリアでは化成肥料区

1，411 kg/lO a，肥効調節型肥料区1，588kg/10 aと肥効調節型

肥料により 13%向上したのに対して， 31N27では化成肥料

区1，447kg/lO a，肥効調節型肥料区 2，016kg/10 aと肥効調節

型肥料により 39%向上し，肥効調節型肥料の効果はセシリ

アよりも 31N27で顕著であった。

図3に試験 2における降水量および圃場の地下水位の推移

を示した。試験2の供試圃場は排水不良圃場であり， 4月下旬，

6月下旬から 7月上旬および7月下旬から 8月中旬の降雨に

より地下水位が顕著に上昇した。 133日の試験期間中におい

て，地下水位の日平均値が 200mmを越えた日数は 39日間

であり，試験期間に占める割合は 29%であった。

表2に，試験2における要因ごとの畝の高さ，推定播種深

度，出芽数および収穫時の乾物収量と草丈の平均値，ならび

に分散分析の解析結果を示した。畝の高さは慣行播種区に比

較し畝立て播種区で有意に高く (P<O.Ol)，その差は

38.lmmであった。推定播種深度には各処理とも違いが認め

られなかった。出芽数も処理区間に違いが認められなかった

表 l 試験 11における要因ごと畝の高ざ推定播種深度，出芽数及び収穫時の乾物収量と草丈ならびに分散分析

解析結果

要因 畝の高さ 2 推定播種深度 3 出芽数 4 乾物収量 草丈

(mm) (mm) (個体1m) (kg/10a) (cm) 

播種法 慣行播種 45.8 45.3 5.7 1513 277 

畝立て播種 88.9 47.6 5.7 1717 275 

肥料種類 化成肥料区 68.8 46.4 5.7 1429 275 

肥効調節型肥料区 65.9 46.6 5.7 1802 277 

品種 セシリア 65.5 44.6 5.9 1499 273 

31N27 69.3 48.3 5.5 1732 279 

分散分析 5 播種法 ** ns ns T ns 

肥料種類 ns ns ns ** ns 

品種 ns * ns T ns 

播種法×肥料種類 ns ns ns T ns 

播種法×品種 ns ns ns ns ns 

肥料種類×品種 ns ns ns T T 

播種法×肥料種類×品種 ns ns ns ns ns 

l試験は栃木県塩谷郡塩谷町大宮地区の水田園場で、 2009年 4月10日-8月20日に実施

2畝の高さは圃場内の地表面最下部(基点)から播種直後の畝上部(地表面)までの距離.

3播種深度は，畝上部(地表面)からトウモロコシの茎下端(地中の茎基部)までの距離より推定

4出芽数は畝 1m当たりに出芽した個体数.

5 * *， *およびTの記号はそれぞれ， 1%， 5%および 10%水準で有意で、あることを示す，



(c)肥料種類×品種
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試験lの乾物収量に対する 2要因ごとの組み合わせ効果.

(p値は交互作用についての値 図中のエラーバーは標準偏差を示す.) 
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本研究ではトウモロコシの湿害軽減技術として耐湿性の高

い品種の利用，畝立て播種技術および肥効調節型肥料の効果

を明らかにしようとしたが，これらの 3つの技術要素のうち，

畝立て播種技術および肥効調節型肥料については，試験 lと

試験2で同様に乾物収量が増加する傾向が認められたが. 2 

つの品種の乾物収量については試験 lと試験2で異なる傾向

が得られている。

まず，畝立て播種の効果について検討すると，試験 lでは

10%水準で有意な効果が認められ，また，試験2でも，統

計的に有意とならなかったものの 畝立て播種による増収効

果が認められている。表 lおよび2で示された畝の高さから

推定播種深度を差し引くことにより圃場の地表面最下部(測

量基点)を基準面とした種子の高さを推定できる。この値は，

試験 1では慣行播種区が 0.5mm. 畝立て播種区が 41.4mm

と推定され，その差は 40.9mmと算出される。試験2にお

ける種子の高さは，慣行播種区が-8.2mm，畝立て播種区

が 31.9mmと推定され，その差は 40.2mmと算出される。

このように，両試験とも畝立て播種による種子位置の上昇は

およそ 40mmに過ぎなかったものの，このわずかな種子位

置の上昇により，試験 1では 14%，試験2では 16%の増収

効果が得られたことになる。これまでの報告と比較すると，

桂・高橋 (1981) はトウモロコシ栽培時の地下水位が

200mmから 350mmに下降することで， トウモロコシの個

体当たり乾物重が約 30%向上することを報告しているが，

本研究では生育期間中で地下水位が200mmよりも上昇する

日数が20%-29%の条件下で種子位置を約 40mm上昇させる

ことで 14%一16%の乾物収量の増加効果が得られたことにな

る。

以上のように，本研究では，湿害軽減技術としての畝立て

播種の効果が確認されたものの，これまでに行われた予備的

な試験結果も踏まえて考えると，①畝立て播種では，圃場の

鎮圧を行わないため除草剤の効果が慣行播種法よりも劣る場

察考

の方が高かった。

制 50

5汁 !
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i降水量

試験2における降水量および地下水位の経時的変化.

が，試験 lと同様に各処理区とも出芽数は施肥播種機の設定

から想定される値よりも大きな値となった。乾物収量は反復

聞の変動が大きく，播種法，肥料種類，品種のいずれの処理

も有意な効果が認められなかった。しかし乾物収量は畝立

て播種および肥効調節型肥料によりそれぞれ 16%および

19%向上した。またセシリアの乾物収量は 3lN27よりも 8%

高い値となった。草丈については，いずれの処理も有意な効

果を示さなかったが，処理区間の草丈の大小の傾向は，乾物

収量の大小の傾向に一致していた。

図4に試験2の乾物収量に対する各処理の組み合わせ効果

を示した。各処理の組み合わせに有意な交互作用は認められ

なかったが，播種法と肥料種類の組み合わせについては，試

験 1と同様の傾向を示し(図 4a)，化成肥料区では畝立て播

種により 38%向上したのに対して，肥効調節型肥料区では

畝立て播種の効果が2%にとどまった。播種法と品種の組み

合わせについても試験1と同様の傾向が認められ(図 4b)， 

畝立て播種による増収効果はセシリアでは 9%であるのに対

して 31N27では 26%と，畝立て播種による増収効果は

31N27においてより顕著で、ある傾向を示した。一方，肥料種

類と品種の組み合わせについては，セシリアでは肥効調節型

肥料により乾物収量が 32%向上したのに対して， 31N27で

は肥効調節型肥料による増収効果が7%にとどまり(図 4c)， 

試験 1と異なり，肥効調節型肥料による増収効果はセシリア

図 3
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出芽数及び収穫時の乾物収量と草丈ならびに分散分析試験21における要因ごと畝の高三推定播種深度，

解析結果
表 2.

草丈

(cm) 

乾物収量

(kg/10a) 

出芽数 4

(個体1m)

推定播種深度 3

(mm) 

畝の高さ 2

(mm) 

要因

253 

268 

1540 

1794 

5.2 

5.6 

49.4 

47.2 

41.1 

79.2 

慣行播種

畝立て播種

播種法

257 

264 

1520 

1814 

5.5 

5.4 

47.3 

49.3 

58.0 

62.3 

化成肥料区

肥効調節型肥料区

肥料種類

268 

253 

1733 

1601 

5.6 

5.3 

47.4 

49.2 

60.9 

59.4 

セシリア

31N27 

品種
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ns 
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** 
ns 

ns 

ns 

且S

播種法

肥料種類

品種

播種法×肥料種類

播種法×品種

肥料種類×品種

播種法×肥料種類×品種

分散分析 5

ns 

ns 

ns ns ns 

ns ns 

l試験は栃木県那須塩原市高阿津地区の水田圃場で 2009年4月9日 8月20日に実施

2畝の高さは圃場内の地表面最下部(基点)から播種直後の畝上部(地表面)までの距離.

3播種深度は，畝上部(地表面)からトウモロコシの茎下端(地中の茎基部)までの距離より推定

4出芽数は畝 1m当たりに出芽した個体数.

。*キの記号は 1%水準で有意であることを示す

ns ns 

(c)肥料種類×品種

(p=O.431) 

函化成肥料区
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(b)播種法×晶種

(p=O.619) 
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試験2の乾物収量に対する 2要因ごとの組み合わせ効果.

(p値は交互作用についての値.図中のエラーバーは標準偏差を示す)
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図 4

次に，肥効調節型肥料について検討すると，試験 lでは

1%水準で乾物収量の増加が有意であり，試験 2においても，

統計的には有意とならなかったものの肥効調節型肥料により

増収する傾向が認められた。サイレージ用トウモロコシ栽培

における肥効調節型肥料の活用については，三枝ら (1993)

により，通常栽培においても肥効調節型肥料は生育後期の作

物栄養の確保，省力化および窒素の溶脱低減による環境保全

の観点からも有効であるとしている。また，福田ら (1986)は，

トウモロコシの湿害を軽減するために追肥は有効であるもの

の，梅雨期の機械による追肥は困難であるため，肥効調節型

肥料の活用を推奨している。本研究の結果は，こうした流れ

において， トウモロコシの湿害軽減技術としての肥効調節型

合がある，②本試験では倒伏個体がほとんど発生しなかった

が，長大型作物であるトウモロコシの場合，畝立てにより倒

伏が生じやすい，③石磯の多い圃場ではアップカットロータ

リの適用が制限される等の留意点があり，今後これらの点も

考慮した技術の安定性を評価していく必要がある。また，本

研究ではトウモロコシ単作で、の試験を行ったが，関東以南の

主要な作付けは二毛作であり 二毛作条件下におけるトウモ

ロコシの畝立て播種の有効性についても今後，検討していく

必要がある。なお，試験 lでは，品種間に推定播種深度の違

いが認められており，その原因として種子ホッパ中の種子の

交換時に何らかの要因により播種機の位置が移動した可能性

があるが，それらの詳細は不明である。



6 日本草地学会誌第 59巻第 1号 (20l3)

肥料の有効性を確認したものといえる。さらに，本研究の試

験 1では，肥料と播種方法の聞に 10%水準で交互作用が認

められ，畝立て播種による効果は肥効調節型肥料区よりも化

成肥料区で顕著であったが，このことは肥効調節型肥料を活

用すれば，肥料成分の溶脱低減により畝立て播種と同様の湿

害軽減効果が得られることを示唆している。こうしたことか

ら，肥効調節型肥料と畝立て播種技術を営農現場でどのよう

に使い分けていくかについて，今後，生産費等も含めて両技

術を比較していく必要があると考えられる。

最後に，乾物収量に及ぼすトウモロコシ品種の影響を検討

すると，試験 lでは 31N27の乾物収量はセシリアよりも

15%高かったものの，試験2ではセシリアの乾物収量は

31N27より 8%も高かった。こうした乾物収量の 2品種の序

列は，試験2では幼苗期の耐湿性評価結果と一致していたが，

試験 1では逆の傾向を示していた。トウモロコシの幼苗期の

耐湿性評価と園場条件での耐湿性評価に関する既往の研究結

果を概観すると.Zaidiら (2003)およびZaidiら (2004)は，

インドにおいて，ポット試験あるいは園場試験において幼苗

期に耐湿性が高いと評価された系統は，それ以後の国場条件

での耐湿性についても高く評価される傾向があることを報告

している。また，ブラジルにおいては，車~品干重 BRS-4154 カ宝

耐湿性に優れる品種として公表されているが (Vitorinoら

2001 ; Ferreiraら2007). この品種についても幼苗検定

(Vitorinoら2001) と圃場条件での耐湿性 (Ferreiraら

2007)がともに高いことが報告されている。また，我が固に

おいても，飯田 (1981b) は， トウモロコシとソルガム合わ

せて 12の品種・系統について，ポットでの生育初期の耐湿

性評価と湿潤圃場での収穫期までの耐湿性評価を行い，両試

験の評価値の聞に有意な相関関係が認められたとしている。

以上のことから，トウモロコシの幼苗期の耐湿性評価により，

圃場条件での耐湿性をある程度推定可能と考えられ，実際の

排水不良圃場で行った試験2の結果が幼菌検定の評価結果に

一致したことは，その一つの証左と考えられる。

一方，試験 Iの結果が幼菌検定の結果に一致しなかった要

因について検討すると，その要因として試験 1では湿害発生

が一時的であったこと，および供試品種の早晩性が影響して

いたことなどが考えられる。福見ら(1990) は，圃場条件で

人工的な潅瓶により過湿処理を行い， トウモロコシおよびソ

ルガム品種の耐湿性を比較しているが，その報告によると，

湿害が一時的に発生した場合，湿害発生から収穫時期までの

回復期間の短い早生品種に比較し回復期間の長い中生・晩

生品種の方が有利となることを報告している。本研究の試験

Iにおいても，園場は比較的排水が良好で、あり，過湿条件と

なる日数のほとんどが人工的な潅慨を行った 6月 18日から

7月1日に集中していた。また，過湿処理終了から黄熟期ま

での回復期間は早生品種のセシリアよりも晩生品種の 31N27

の方が長かったと考えられ，こうしたことが両品種の乾物収

量の序列に影響を及ぼしたものと考えられる。以上のように，

本研究では，幼苗検定による耐湿性評価結果は，試験 1のよ

うに一時的な湛水によって生じる湿害よりも，試験2のよう

に継続的に湿害が生じる場合の耐湿性の強弱に一致すること

が示唆された。しかしながら，本研究で供試された圃場(過

湿条件).品種は限られており，今後も圃場条件におけるト

ウモロコシ品種の耐湿性に関する情報を蓄積していく必要が

ある。
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住田憲俊・森田総一郎・伊吹俊彦・井上秀彦・佐藤節郎・菅野勉

(2013)水田園場において畝立て播種法および肥効調節型肥料を用

いて栽培されたサイレージ用トウモロコシ (Zeamays L.) 2品積の

乾物収量.日草誌 59: 1-7 

サイレージ用トウモロコシの湿害軽減技術として，耐湿性品種の

利用，畝立て播種および肥効調節型肥料の効果を検討する 2つの現

地試験(試験 1および試験 2) を行った。既報において幼苗期の耐

湿性が強と評価されたセシリア，および弱と評価された 31N27を供

試し，播種法および肥料の 3要因を組み合わせた 8処理について乾

物収量を比較した。試験 1では湿害を発生させるため播種後 10週

目から約 2週間に渡り，給水路からの入水による過湿処理を行った。

試験 1では，畝立て播種および肥効調節型肥料はトウモロコシの乾

物収量を有意に増加させた。試験2では，反復関の乾物収量の変動

が大きく，各要因の増収効果が統計的に有意とならなかったものの，

畝立て播種， >>11効調節型肥料ともにトウモロコシの乾物収量を増加

させた。品種ごとの乾物収量は，試験 1では 31N27の乾物収量がセ

シリアよりも高かったが，試験2ではセシリアの乾物収量は 31N27

を上回り，幼苗検定での耐湿性評価結果と一致した。

キーワード:畝立て矯種機，水田園場，Zea mays L.， H1l効調節型

肥料.
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