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茨城畜セ研報42号 (2010) 

飼料用トウモロコシ二期作を想定した栽培試験における「おおぞら」の諸特性

深沢芳隆・生井和夫1) .矢萩久嗣

約

本試験では極早生飼料用トウモロコシ品種「おおぞら」を二期作の1作目で用いることを想定して，品種

比較の他，栽植密度，刈取時期の影響を調査した。また二期作の2作目を想定した品種比較試験も実施した。

4庁播種における極早生品種の特性比較において，乾物総重及び推定TDN総重は品種間で有意な差はなかっ

た。「おおぞら」において，茎葉の乾物率の上昇速度は遅4 かったが雌穂のそれはより速かった。乾物総重は7

月25日まで上昇し，その後ほとんど変わらずに推移した。茎葉，雌穂ともに栽植密度が高いほど乾物収量が

高かった。

8月播種において，雌穂及び全体の乾物率は全播種目で「おおぞら」が最も高かった。「ゆめつよし J，IKD 

772スーパー」の乾物総重は播種目が早いほと、高かった。「おおぞら」は乾物総重が播種目の違いにかかわら

ず低かったため，二期作の1作目のみに適していると考えられた。
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おおぞら，栽植密度

合より年間収量が増加すること，及びたい肥を効率

的に閏場に還元，肥料として有効利用できることか

ら，農家の利益及び飼料自給率を向上させる上でも，

また環境負荷を低減する上でも有用と考えられる O

「おおぞら」は独立行政法人・北海道農業研究セン

ター育成の品種でありへ関東地域では極早生に位

置づけられる(RM (相対熟度)95程度)。木品種はそ

の育成地及び熟期から北海道・東北地域または比較

的高標高の冷涼な気候での栽培を想定して育成され

たものと考えられるが，温暖地である当センターで

実施している品種選定試験でも安定して同熟期の市

販品種より多収である(2003年:IおおぞらJ164.4， 

ILG2305J 153.0， 2004年:IおおぞらJ183.4， IKD 

459J 165.9 (数字は乾物総重(kg/a))ことから県の

奨励品種にも指定され，本県でトウモロコシの二期

作を行う場合そのl作目に適していると考えられる。

このような背景から，本試験では「おおぞら」を

二期作の1作目で用いることを想定して，他の市販

極早生品種との比較を行ったほか， Iおおぞら」で

栽植密度，刈取時期の影響を調査したO また二期作

の2作目を想定した栽培試験も行い，年間の生産量

及び適切な1作目の刈取時期 2作目の播種時期等を

検討した。

二期作，

飼料用トウモロコシ(以下「トウモロコシ」とす

る)は我が国の土地利用型畜産を支えるうえで不可

欠な基幹飼料作物であり，特に搾乳牛の飼料設計に

欠かせない粗飼料として広く利用されている。トウ

モロコシサイレージの多給により牧草に比べて圃場

面積あたりの乳牛飼養可能頭数や生産乳量が高まる

ことが示されておりへ飼料自給率の向上が求めら

れる中で，高栄養で多収なサイレージ用トウモロコ

シの重要性はますます高まっている O 茨城県のトウ

モロコシ栽培面積は畜産農家の減少とともに年々少

しずつ減少しているものの，依然としておよそ2600

haあり，自給飼料生産におけるトウモロコシの占め

る割合は高い。またトウモロコシは他の飼料作物よ

りTDN(可溶化養分総量)収量が高いため，生産性

を向上させる栽培方法や優良品種を農家に提示する

ことは飼料自給率向上のための有効な方法である。

トウモロコシは他の飼料作物草種より市販品種数が

多く，加えて品種の改廃が短期間に行われることか

ら，木県を始め，全国の試験研究機関で継続的に品

種比較試験が実施されている 1-3，9川。

トウモロコシの二期作は県内では現在のところあ

まり普及していないが，九州地域では主要な方法と

なっている。トウモロコシの二期作は一作のみの場

キーワード:トウモロコシ，

言緒

材料および方法

トウモロコシ(Zeamays L.)の栽培試験は茨城県
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畜産センター(茨城県石岡市 (9月30日までは同新

治郡八郷町))内の園場で2005年に実施した。今回

供試した試験において 1区面積は8.4m2 ，2反復

乱塊法とした。播種は2粒播きとし，間引き後一本

立ちとした。施肥処理はN:P205: K20 =45，15， 35kg/10 

a (うちN:P205: K20 = 30，0， 20kg/10aは緩効性肥料)

とし，全量基肥で施用した。刈取調査では区内で平

均的な生育を示した5'"'-'10個体の地上部を採取，茎

葉と雌穂に分割した。それぞれの乾燥・粉砕試料に

ついてADF含量を測定した。 TDN含量の推定は，推定

TDN含量(乾物中見)=89.89-0.752X AD即F含量(乾物中見幼) 

)により行い'推定TDN収量(kg/a)は乾物収量(kg/a)

×推定TDN含量(乾物中見)/100により算出した。 2005

年4月から11月の平均気温は18.3"C (平年17.9"C)， 

積算降水量は853mm(同1101mm)，積算日照時間は12

58時間(同1204時間)であった。

1 市販極早生品種の特性評価

「おおぞら j，138F10j， IKD459j， IKD500jの4

品種を4用15日に播種した。栽植密度は7143本/10

a (畝間70cmX株間20cm)とし， 7}j 25日に刈取調

査を実施した。また「おおぞら」は同19日及び8

月1日にも刈取調査を実施した。

2 4月播種における栽植密度と諸特性の関係

「おおぞら」について 4水準(畝間70cmX株

間10cm(14286本/10a)，同70X15cm(9524)，70X 

20cm(7143)， 70X25cm(5714))の栽植密度で4月1

5日に播種し， 7月25日に刈取調査を実施した。

3 8月播種における市販トウモロコシ品種の特性

評価

「おおぞらj，Iゆめつよし j，IKD772スーパー」

の3品種を供試した。播種は8月1日，同8日，同17

日に実施した。刈取調査は8且1日及び8日播種の

「おおぞら」は黄熟期に達していた11月3日に，

その他については平年の平均気温が10"C程度とな

り，以後の有効積算温度の上昇がほとんど見込め

ないと考えられた11月15日に実施した。なお， 8 

月8日播種のゆめつよしについては12月6日及び同

14日にも刈取調査を実施し，主として降霜に起因

する乾物率の上昇の推移も調べた。

4 有効積算温度

「おおぞらjの播種から絹糸抽出期までの積算

温度を算出した。積算温度の計算には水戸地方気

17 

象台の平均気温を使用し，有効積算温度は関らの

報告

結果および考察

極早生品種の特性比較において，梓長は38F10が

最も高く，次いでKD500，おおぞら， KD459の順であ

った。絹糸抽出期及び着雌穂高は品種間に有意差は

認められなかった。乾物率の平均値は茎葉，雌穂，

全体ともに「おおぞらJが最も低かった。推定TDN

含量は「おおぞら」が有意に低かったが，茎葉，雌

穂の乾物収量，乾物総重及び推定TDN総重はともに

品種間に有意な差はなかった(表1)。これらのこと

から， Iおおぞら」は他の極早生品種とほぼ同程度

の特性を持っていると考えられた。

「おおぞら」において 7月19日から8月1日の範囲

内では茎葉，雌穂とも刈取日が遅くなるほど乾物率

が直線的に高くなる傾向にあった。雌穂の乾物率と

茎葉のそれを比較すると，茎葉の乾物率の上昇速度

が遅かった(7月19日から8月1日までの13日間で約3

%上昇)のに対し，雌穂のそれはより速く(同約25

%)，雌穂の乾物率の上昇が全体の乾物率の上昇に

より大きく寄与していた(図1)。理由として，この

時期が雌穂の登熟が進む時期であることが考えられ

た。雌穂の乾物収量は刈取時期の推移に伴い直線的

に増加した。一方茎葉のそれは7月25日まではやや

増加傾向にあったものの，それ以降若干減少する傾

向にあった。そのため，乾物総重は7月25日まで上

昇し，その後ほとんど変わらずに推移した(図2)。

乾物中の推定TDN含量(%)は7}j19日で68.3，7月25日

で68.8，8月1日で71.1であり，雌穂収量の高い8月1

日でやや高い傾向にあったが，推定TDN総重の推移

は乾物総重のそれとほぼ同様であった。栽植密度と

雄穂抽出期，絹糸抽出期，稗長，着雌穂高，乾物率，

推定TDN含量との間に一定の関係は認められなかっ

た(表2)。しかし茎葉，雌穂、ともに，栽植密度が高

いほど乾物総重が高く，株間10cmでは約280kg/aに

達した(図3)。また乾物総重に占める雌穂重の割合

は，栽植密度(本/10a)の影響を受けなかった(r=O.l

3(n.s.))。一般に栽植密度が高いほど面積あたりの

乾物総重は増加する町九「おおぞら」は極早生で密

植適性が高いと考えられるが，それでも最適播種量

は10aあたり 6800"'-'8000本とされている九本試験で

は倒伏や不稔は観察されなかったが，極端な密植に

より，倒伏や不稔が生じやすくなることが懸念され

る。また，本試験で最も密植した区の栽植密度
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表 1 4丹播種試験における供試極早生トウモロコシ品種の諸特性

絹糸 稗長 着雌 乾物率(見) 乾物収量(kg/a) 推定TDN 推定TDN

品種 抽出期 穂高 茎葉 雌穂 全体 茎葉 雌穂 総重 含量(見) 総重
(月/日) (c皿) (c田) (kg/a) 

おおぞら 6/26 272.8 b 110.1 18.1 39.3 22.7 111.3 66.1 177 .4 68.8 b 122.1 

38FlO 6/27 289.8a 104.7 21. 7 42.1 26.8 111.5 71. 7 183.2 70.5a 129.1 

KD459 6/26 265.8 b 115.6 20.7 40.3 25.6 111.5 71.1 182.6 70.4a 128.6 

KD500 6/27 274.9 b 115.8 22.0 38.6 26.1 116.9 66.3 183.2 70.4a 129.0 

異符号聞に有意、差あり(Tukey ， P<O. 05 ) 
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図1rおおぞら」における刈取時期と

乾物率の関係(4月播種)

( 14286本/10a)は通常のトウモロコシ栽培と比べ

ても極端に高い。以上のことから「おおぞら」の播

種量は最大でも70cmX15cm(同9523本/10a)程度にと

どめるのが現実的と考えられる。

8丹播種試験において，全ての播種目で， rおおぞ

ら」は他の品種より早く絹糸抽出期に到達したO 稗

長は全ての播種目で「ゆめつよし j，rおおぞら j，rK 

D772スーパー」の順で高く，着雌穂高も「ゆめつよ

し」が高かった。なお，各品種とも絹糸抽出期は播

種日が遅いほど、遅かったが，稗長，着雌穂高は播種

日間で大きな差はなかった。雌穂及び全体の乾物率

は全播種目で「おおぞら」が最も高かったO そして

播種日に注目すると，供試全品種で播種目が早いほ

うが茎葉，雌穂，全体ともに乾物率が高かった。ま

た， 8月17日播種の「ゆめつよし」と rKD772スーパ

ー」は刈取時に乳熟期にも達せず，雌穂の乾物率も

15%程度と極めて低かった。乾物総重は概ね播種目

が早いほうが高い傾向にあった。すなわち， rゆめ

つよし j，rKD772スーパー」は播種目が早いほど乾

物総重が高かった。しかし， rおおぞら」は播種目

200 
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図2 rおおぞら」における刈取時期と

乾物収量の関係(4月播種)

が乾物総重に及ぼす影響は少なかった。 8丹17日播

種における「ゆめつよし j，rKD772スーパー」の乾

物総重は「おおぞら」と同程度であったが，それ以

外の播種目では明らかに「おおぞら」より多収であ

った。部位別に見ると，各品種とも茎葉の乾物収量

は播種目の影響が少なかったのに対して，雌穂のそ

れ及び乾物総重は播種目が早いほど高く，雌穂の収

量が乾物総重により大きく影響していた。推定TDN

含量は播種目聞の比較では， rゆめつよし」と rKD7

72スーパー」は播種が早いほど高い傾向にあったが，

各播種目ともに品種間に有意な差はなかった(表3)。

「おおぞら」の乾物総重は播種目の違いにかかわら

ず，約100kg/aと低く，また8月l日 8日播種では霜

が当たる前に黄熟期に達した。早く登熟することは

一見利点なように思われるが，刈取適期幅が晩生品

種より短くなることが予想される。

「おおぞら」は「ゆめつよし」や rKD772スーパ

ー」よりもすす紋病に弱L、(表4)。この理由として，

早晩性が異なること，温暖地で8月に播種すること

を想定して育成された品種でないことがあげられ

る。 j農沼らの報告1)では「おおぞら」のすす紋病抵
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表2 異なる栽植密度における「おおぞら」の諸特性 (4月播種)

栽植密度 雄穂 絹糸 梓長 着雌穂高 乾物率{見; 推定TDN

(本/10a) 抽出期 抽出期 (cm) (cm) 茎葉 雌穂 全体 含量(見)
(月/日)(月/日)

5714 6/23 6/26 275.2 112.0 18.5 39.6 23.0 69.2 

7143 6/23 6/26 305.7 138.4 19.7 38.8 23.3 67.8 
9524 6/23 6/26 291.4 117.2 17.0 40.6 21.8 67.5 
14286 6/24 6/27 292.0 127.4 18.9 38.5 23.0 67.8 

栽植密度との相関 0.91 0.91 0.22 0.21 0.08 0.34 0.15 -0.57 
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図3 rおおぞらJにおける栽植密度と
乾物収量の関係(4月播種)

抗性は「中」とされているが，あくまでこれは寒冷

地向けの極早生品種としてのものである。 8月播種

試験で「おおぞら」の乾物総重が低かったこととあ

わせて考えると， Iおおぞら」は二期作を実施する

場合には，その1作目のみに適していると考えられ

る。

「ゆめつよし」において，茎葉の乾物率の上昇は

11月中旬以降，約30日で約10%であったのに対して，

雌穂のそれは約4%にとどまった。そのため，全体

の乾物率の上昇には茎葉のそれの上昇がより寄与し

ており(図4)，先に述べた4月播種の「おおぞら」と

は逆の傾向にあった。この理由として，刈取時期の

気温が低いために雌穂の登熟はあまり進まず，一方

茎葉は降霜によって枯れ上がったことが考えられ

た。

「おおぞら」における播種から絹糸抽出期までの

有効積算温度は764'"""'-'897'Cの範囲内にあった。播種

期によって有効積算温度に違いが認められたが，そ

の理由としては， Iおおぞら」が日長にもある程度

反応している可能性があること， Iおおぞら」につ

いては6'Cが基準温度として適切でない可能性があ

ること等が考えられるが，現段階では不明である。

本試験で1作目を4月15日に播種 7月25日に刈取

った「おおぞらJ(栽植密度9523本/10a)の乾物総

重 (kg/a)，推定TDN含量(乾物中出)，推定TDN総重(k 

g/a)はそれぞれ203.3，67.5， 137.3， 8月1日に播

種， 11月15日に刈取った「ゆめつよし」のそれは15

9.6， 71.0， 113.3，全体では362.9，69.1， 250.6で

あった。一方，同一年に隣接圃場で実施したトウモ

ロコシの品種比較試験(極早生から晩生までの20品

種を供試， 5月18日播種，施肥処理は本試験と同じ，

栽植密度7142本/10a)で最も多収であった「タカネ

スター」の乾物総重(kg/a)，推定TDN含量(乾物中出)， 

推定TDN総重 (kg/a)はそれぞれ272.3，71.0， 193. 

4であった。年間の乾物収量と推定TDN収量を比べる

と，二期作をすることによって，それぞれ90.6，57. 

2kg/a，率として約30%の増収が見込める。このこ

とから茨城県においてもトウモロコシの二期作が可

能かっ有効であることが示唆された。

年間を通したトウモロコシを主体とする作付体系

としては， トウモロコシの一期作のみ， トウモロコ

シの二期作の他に， トウモロコシとソルガムの混播

栽培やトウモロコシー冬作(イタリアンライグラス

や各種麦類)体系があげられる。本試験では後の二

者については検討していないが，収量的にトウモロ

コシの二期作と大差ないと仮定した上でトウモロコ

シの二期作とトウモロコシとソルガムの混播栽培を

比較すると，後者は1回の播種で2回の収穫が可能で

あり，より省力的であるという長所がある反面 1

番草でトウモロコシとソルガムの混合物を収穫する

こと及び2番草のソルガムの収量を確保するために

トウモロコシ単播と比べてやや早刈になりがちにな

ることで1番草の乾物率が低くなること， 2番草のソ

ルガムの栄養価がトウモロコシより劣ることが短所

としてあげられる。また， トウモロコシ二期作とト

ウモロコシー冬作(イタリアンライグラスや各種麦

類)体系を比較すると，後者はトウモロコシ刈取後，

冬作の播種まで時間的に余裕があること，盛夏期の
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1

1

推定TDN
含量(見)

乾物収量(kg/a)

茎葉雌穂総重
藍控室峰j

茎葉雌穂全体

山
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川
一
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一
川
町
則
一
日
石
川
町

n. S. 有意差なし

53.7 100.8 

72.7 159.6 

62.1 148.2 

8.8 34.1 

46.7 93.0 

46.5 131.5 

36.7 120.1 

n. s. n. s. 

33.2 93.7 

16.7 111.9 

11.2 94.7 

n. s. n. s. 

47.1 

86.9 

86.1 

25.4 

46.3 

85.0 

83.4 

28.1 

60.6 

95.1 

83.5 

n. s. 

着雌

穂高
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89. 1 28.3 53.0 37.6 

118.6 19.5 44.7 26.2 

96.8 19.4 40.6 24.8 

26.0 n.s. 4.5 6.9 

105.0 19.1 46.2 27.1 

117.118.9 33.3 22.2 
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11.5 n.s. 8.5 4.0 
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112.3 17.4 15.0 17.0 

92.2 17.8 14.4 17.3 

9.4 n.s. 7.1 1.4 

表3

秤長

(c皿)

239.6 

256.5 

221.2 

17.3 

232.9 

243.9 

217.4 

20.5 

235.9 

247.3 

212.5 

15.6 

品種

おおぞら
ゆめつよし
KD772A-I¥" -

LSD(5%) 

おおぞら
ゆめつよし
KD772A-I¥'一

LSD(5%) 

おおぞら
ゆめつよし
KD772スー1¥ー

LSD(5%) 

播種目

8/1 

8/8 

8/17 

加
U
V
3
3
b
u
q
タ
A
d
f滑
鈴
子
匂

作業量が少ないという長所がある反面，播種機や収

穫機械がトウモロコシと冬作で異なるために， これ

ら機械への投資(コスト)が増えることが短所として

あげられる。以上のこれら体系の長所，短所を総合

的に考慮した上で，個々の農家に適した作付体系を

選定するのが望ましい。

今回供試した極早生4品種の中で「おおぞら」の

特性は特に優れているとはいえなかった。その理由

として，過去に当場で実施した品種比較試験の播種

時期が5月中旬~下旬であり今回の条件と異なるこ

とが考えられた。実際別に行った品種比較試験(詳

細は前述)でも「おおぞら」の収量性は高かった(1お

おぞらJ214.3， 138F10 J 189.1， IKD459 J 197.1 (数

字は乾物総重(kg/a))。それでも，茎葉，雌穂の乾

物率が低かったことを除くと， 4月播種における「お

おぞら」の特性は他の3品種と大差ない。またさら

に栽植密度を高めることにより，ある程度収量を高

めることも可能である。ただ二期作の1作目は2作目

の収量を確保するために，黄熟期になる前に刈取せ

ざるを得ない場合が多いと考えられ，また播種密度

の調整で乾物率を高めることはできないため，もし

材料草の水分含量を少しでも低くしたいのであれば

「おおぞら」以外の品種 (138F10Jなど)を用いた

方がよし、かもしれない。

トウモロコシの二期作で合計収量を多くするため

の要因としては，品種，栽植密度の他に1作目の刈

取日， 2作目の播種目の設定もあげられる。「おおぞ

らJ-1ゆめつよし」体系(栽植密度7142本/10a)

を仮定し， 17月25日刈取 8月1日播種」と 18月1日

刈取-8周8日播種」を比較すると，前者の合計乾物

総重 (kg/a)，合計推定TDN総重 (kg/a)はそれぞれ

8月播種試験におけるすす紋病擢病程度

権病程度(l(無)"'-'9(甚)) 
8/1 8/8 8/17 

6.0 3.5 3.0 

2.5 2.5 2.0 

1.5 1.0 1.0 

2005年10月6日調査

~ー

+
t
+
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抽出期

(月/日)

9/16 

9/24 
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n.s. 

9/21 

10/2 
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1.8 

10/4 
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10/13 

3.1 

おおぞら
ゆめつよし

KD772スーパー

両種

15 
11月10日

40 

e 30 
時

霊25

35 

20 

表4

12月20日

図4 rゆめつよし」における刈取時期

と乾物率の関係(8月8日播種)

おおぞらの播種から絹糸抽出期
までの有効積算温度

12月10日11月30日11月20日

表5

- 20 

有効積算温度
( 6

0

C基準)
764 

897 

821 

836 

絹糸抽出期語種目
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337.0， 235.4，後者のそれは313.1，220.9となり，

ともに前者が高かった。また8月播種試験では「ゆ

めつよし」だけでなく fKD772スーパー」も播種目

が遅くなると直線的に乾物総重が減少する傾向にあ

った。これらから，少なくとも本試験で供試した品

種，本試験を実施した播種目，刈取日の範囲内では，

2作目の播種を早くしたほうが，また1作目の刈取か

ら2作目の播種までの期間を短縮した方が多収にな

る考えられた。特に1作目と2作目の間隔を狭めるこ

とは， トウモロコシの生育に際して，夏期の日射や

高温を有効利用する上でも重要と考えられる。

今回「おおぞら」に着目してこれら試験を実施し

たことにより，茨城県でのトウモロコシの二期作に

関する基礎的な情報も得ることができた。今後の県

内での二期作の普及状況によっては，それに対応し

た極早生及び晩生・遅播用品種の選定等の試験を実

施していく必要が生じるかもしれない。
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characteristics of "Ohzora" assuming maize(~θa mays L.) 

cropping for folage. double 

Yoshitaka FUKAZAWA， Kazuo NAMAI and Hisashi YAHAGI 

Summary 

We eva1uated the characteristics of extreme1y ear1y maturing maize (Zea mays L.) cu1tivers 

assuming first crop of doub1e cropping， and investigated the inf1uence of p1anting density and 

cutting time of "OhzoraヘVarietytests (three pieces of seeding time) assuming second crop of 

doub1e cropping were a1so carried out. 

In variety test assuming first crop (sowed in Apri1)， the differences of dry matter yie1d 

and those of estimated TDN yie1d were not significant. In "Ohzoraぺdrymatter ratio of stover 

rose gent1y but that of ear rose more rapid1y. Dry matter yie1d increased as time passed unti1 

Ju1y 25th， and changed hard1y after that. Dry matter yie1d increased in both of stover and of 

ear as p1anting density became higher. 

In variety tests assuming second crop (sowed in August)， "Ohzora"' s dry matter ratio of ear 

and who1e-p1ant were highest in a11 tested seeding dates. Dry matter yie1d of "Yumetsuyoshi" 

and "KD772super" decreased to the extent that the seeding date became 1ate. 

We conc1uded that "Ohzora" was suitab1e on1y for first crop of doub1e cropping because it' s 

dry matter yie1ds sowed in August were 10w 1eve1 compared to 1ate maturing maize cu1tivers 

such as "Yumetsuyoshi" and "KD772super". 

key words maize， double cropping， "Ohzora"， planting density 
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