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トウモロコシ不耕起播種機を用いた飼料用ライ麦-トウモロコシ二毛作栽培

渡遺潤・佐藤寛子*

ネ現:秋田県平鹿地域振興局

要約

自給飼料生産において土地単位面積当たりの収量を増加させるには，二毛作栽培が有効である.

秋季の天候不順が特徴的な秋田県では，飼料用トウモロコシと組み合わせる秋作物の播種作業日が限

定される.そのため，作業工程の簡略化，省力化が求められる.

そこで本研究では，不耕起播種機を用いた飼料用ライ麦ートウモロコシの二毛作体系を検討したとこ

ろ，以下の結果が得られた

1 不耕起対応トウモロコシ播種機により飼料用ライ麦の播種が可能で，耕起 条播条件で，草丈・

収量が高い値を示した.

2 飼料用ライ麦跡に，飼料用トウモロコシを2m/sの高速播種作業が可能で，不耕起区でかん長・

かん径そして収量が高い傾向を示した.

緒言

自給飼料生産において土地単位面積当たりの収

量を増加させるには，二毛作栽培が有効と考えら

れる.二毛作栽培としては，冬作飼料用ムギ類一

飼料用トウモロコシ(尾張ら， 2011)や冬作飼料

用ムギ類 飼料用イネ(宮城県， 2015)について

報告がある.

二毛作栽培を成立させるためには，前作収穫か

ら次の播種作業まで短期間のうちに行わなければ

ならない.また，ムギ類の収穫期は牧草の収穫期

と重なること，飼料用トウモロコシの播種の遅れ

は収量に影響すること，秋季の天候不順が特徴的

な秋田県では，飼料用トウモロコシ収獲後のムギ

類等播種作業可能日が少ない等の理由により，作

業工程の簡略化，省力化が求められる.

播種作業を省力化する技術として不耕起播種栽

培技術がある.従来，耕起・砕土後，播種であっ

たところを，収穫後の圃場に対して直接播種す

る方法である.プラウ耕およびロータリー耕を省

力化することにより燃料・作業時間を，約65%・

40%削減できるとの報告がある(森田， 2011). 

そこで， トウモロコシ不耕起播種機(生物系特

定産業技術研究支援センター(以下(生研セン

ター))を用いて，飼料用ライムギおよび飼料用ト

ウモロコシ二毛作体系について検討し，機械作業

性および、収量について調査した.

材料および方法

1 供試圃場:秋田県畜産試験場内畑地(前飼料

用トウモロコシ圃場)

2 不耕起対応トウモロコシ播種機(写真1):

生研センターで開発された，高能率な不耕

起播種が可能なトウモロコシ播種機(橘ら，

2012). 

3 飼料用ライ麦栽培

・品種:春一番(耐寒性，耐雪性に優れる極

早生品種)

-播種目:平成24年10月26日，
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表 1

収獲日 :平成25年6月10日

.施肥量:10 kgN!10a 

-試験区分:平成24年秋に飼料用トウモロ

コシを収穫した後，飼料用ライ麦を播種.

1 )不耕起圃場一条播(不耕起播種機)

2)耕起圃場一条播(不耕起播種機)

3)耕起圃場 散播(ブロードキャスター)

の3ケースの耕起・播種条件とした(表 1). 

写真 1 トウモロコシ不耕起播種機

試験区分

平成24年春播種→ 平成24年秋播種→

飼料用トウモロコシ 飼料用ライムギ

不耕起・条播

耕起 耕起・条播

耕起・散播

平成25年春播種→秋収獲

飼料用トウモロコシ

不耕起

耕起

不耕起

耕起
一

不耕起

耕起



耕起播種機を用いたライ麦一トウモロコシ二毛作栽培

4 飼料用トウモロコシ栽培

-品種:ゴールドデントKD550(相対熟度105

日タイプ)

・播種目:平成25年 6月13日，

収獲日:平成25年9月26日

・施肥量:8 kgN/10a，堆肥4t，炭カル150

kg /10a，ヨウリン30kg /10a 

行った(粗飼料の品質評価ガイドブ、ック，自

給飼料利用研究会 2009). 

2)飼料用トウモロコシ:①播種精度(播種速

度，株間，播種深さ，逸出率，被服不足率)

②生育状況(かん長，着穂高，かん径)③収量

(原物，乾物)

・除草処理:飼料用トウモロコシ播種直後 結果

に，非選択性除草剤グリホサートカリウム 1 ライ麦栽培

塩液剤(500ml/10a， 100倍希釈)をブーム

スプレヤーにより散布した.

-試験区分:飼料用ライ麦収穫後，ライ麦の

各試験区に耕起および不耕起の 2処理を施

し，不耕起播種機(生研センター，アグリ

テクノ矢崎)により，飼料用トウモロコシ

を播種した(表 1). 

5 調査項目:

1 )ライ麦:①草丈および収量，②飼料成分;

一般飼料成分(水分，組灰分，組蛋白質，組

脂肪，粗繊維)，デタージェント繊維(NDF)， 

可消化養分総量(TDN)を測定した.

尚，分析は，飼料成分分析の常法に従って

表 2. 飼料用ライ麦の草丈と収量

試験区分

不耕起・条播

耕起・条播

耕起・散播

草丈(cm)

118.5+ 1 0.2 

139.2+ 3.7 

134.1 +11.3 

表 3.飼料用ライ麦の飼料成分値(%)

1 -1)播種量:カタログ推奨値である8kg / 

10aで設計したが，不耕起播種機を用いて

の条播(畝間35cm)では，耕起圃場2.3kg / 

10a)，不耕起圃場(3.1kg /1 Oa)と設計の半分

以下となった

1 -2) 草丈・収量:耕起・条播区で最も草

丈・収量が高く， 139.2 cm， 319 kg /10aであっ

た耕起・散播区では，個体密度が高いもの

の茎は太くなかった不耕起・条播区では広

葉雑草が繁茂した.

1 -3)飼料成分:各区大きな違いは無いもの

の，不耕起・条播で，粗繊維， NDFが高い値

を示した.

乾物収量(kg/10a)

81.3土26.7

318.9+51.5 

238.2+51.3 

試験区分 水分 灰分 組蛋白 粗脂肪 粗繊維 NDF TDN 

不耕起・条播 74.3 5.0 9.0 2.8 31.0 62.0 54.2 

耕起・条播 76.4 5.0 9.0 3.0 26.9 56.7 54.0 

耕起・散播 75.4 5.1 7.3 2.9 25.1 55.8 52.7 

3 
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2 トウモロコシ栽培

2 -1)播種精度(表 4):播種速度は，不耕

起(1.9m/s)・耕起(2.0m/s)とほぼ同 等，

播種深さでも不耕起(34.9mm)・耕起(36.7

mm)と同等の値であった.株間も設定の20

cmに近似した精度を示した圃場は，不耕起

条件では非常に硬かった.そのため，ディス

クコールターによる切削時に，土壌をはじき

飛ばし， 覆土出来ない状況が発生した

2 -2) 生育状況 :9/26 (播種後114日目)に

収量調査を行ったかん長，着雌穂高とも不

耕起区が高い値を示し，前作耕起 ・散播→不

耕起区が，かん長288.7cm，着穂高122.7cm 

と最も高い値を示した.前作不耕起 ・条播で

あった区が，耕起・不耕起の条件にかかわら

表4 播種精度

前作(ライ麦)条件 』不耕起・条播!耕起・条播

トウモロコシ 不耕起

ず低い値を示し，前作不耕起 ・条播→耕起区

が，かん長229.0cm，着穂高97.4cmと最も低

い値を示した(図 1，2). かん径では逆に，

前作不耕起 ・条播→耕起区が， 他の前作 2

条件に比べて耕起 ・不耕起区とも大きい値で

あった(図 3). 

2 -3)収量(図 4，5) :前作条件に係わらず

不耕起区で，原物収量5，000kg /10a以上，乾

物収量2，000kg /1 Oa以上の値を示した前作

不耕起 ・条播→耕起区が，耕起 ・不耕起区と

も大きい値を示し，前作耕起→耕起となった

2区が他区に比べて低い値を示し，前作耕

起・散播→耕起が原物収量3，869kg /10a，乾

物収量1，626kg /10aと最も低い値であった

耕起・散播 不耕起・条播 耕起・条播 耕起・散播

耕起
同町四関一司 F 

播種速度(m/s) 1.9 2.0 

畦幅(cm) 70 70 

株間(cm) 20.8 18.9 19.9 21.2 20.9 21.6 

播種密度(本110a) 6868.1 7558.6 7178.8 6738.5 6835.3 6613.8 

播種深さ(cm) 34.9 36.7 

逸出率 0.4 0.6 。。 0.0 0.0 。。
覆土不足率 1.4 1.4 1.1 0.0 。。 0.0 
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考察

秋田県において飼料用ライ麦一飼料用トウモロ

コシの二毛作が可能で，不耕起播種機を用いたラ

イ麦播種において，播種量を低減しながらの収量

確保が可能であった.また，飼料用トウモロコシ

では，不耕起区で収量の高い傾向を示した.

不耕起播種機は， トウモロコシ種子の播種を主

たる目的として開発された. しかしながら，本開

発機の繰り出し装置が多用な作物の種子に対応で

きる可能性が見出されている(橘ら， 2014). そこ

で，本研究においても，飼料用ライ麦の播種に用

いた.その結果，播種量が散播に比較して半分以

下にも係わらず，収量は，耕起 条播条件で最も

高い値を示した.尾張ら (2011)は，飼料用ライ

麦 飼料用トウモロコシについて検討しており，

飼料用ライ麦の乾物収量について，出穂前期 (346

kg /10a)，出穂期(470kg /10a)と報告しており，

最も収量の高かった耕起 条播条件での318kg / 

10aが近似していたと考えられる.これに比べる

と不耕起一条播で，その 1/3以下と大きく収量

を落としてしまった. しかしながら，ムギ類の不

耕起栽培も，近年拡がりを見せていることから，

要因の解析を進めたい.

飼料成分では，収量の少なかった不耕起一条播

で，粗繊維およびNDF含量が他区に比較して高

かった.生育不良が認められたことから，穂部割

合の低下が要因とも考えられた.その他成分につ

いては，各区差が認められず， TDNについても

53-54%と，尾張ら (2011)と同等の含量である.

飼料用トウモロコシの播種速度は， 2 m/s (時速

7.2 km)と高速作業が可能でありながら株間，播

種深さも，耕起・不耕起の条件に関わらず同等の

高い精度を示した.ただし不耕起圃場について

は，土壌の硬さから，播種溝からの種子の逸出，

被覆土不足が認められ，圃場条件に合わせた作業

速度の調整が求められる.

不耕起区では，耕起区に比べてかん長が着穂高

が高くかん径が大きかった.魚住ら (2006)は，

飼料用トウモロコシについて，不耕起栽培でも耕

起栽培と同等の収量が得られることを報告してい

る.では，耕起区で，かん径，収量が低い傾向に

あった事について考えると，密植により茎が細く

なることが報告されている(江柄ら， 1986)が，

本結果ではその傾向は認められず，最も栽植密度

の低かった区で，かん径が小さくなっている. ト

ウモロコシ栽培における土壌物理性については，

団粒構造が重要であるとされ(戸津， 1980)，過

度の砕土は作物根茎に悪影響を与えるとしてい

る.また加藤ら (2007)は，雑草の被度が高い場

合，競合により伸長成長が促進されるとも報告し

ており，耕起処理と土壌物理生および、雑草植生へ

の関係が，前作耕起→耕起区において，かん長は

耕起区の中では高かったもののかん径が小さく，

収量を低下させた可能性もある.

耕起圃場と不耕起圃場では，雑草の植生が異な

ると実際の観察からの感想を得ている.また，不

耕起による連年栽培では，非選択性除草剤が，ギ

シギシ等の残存数を減らしている可能性もあり，

今後，不耕起栽培導入と雑草植生の関係について

の調査も検討していく必要があると考えられる.
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