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飼料用トウモロコシの安定多収に向けて

～暖地の作型、堆肥の利用、ツマジロクサヨトウ
対策、気象リスクへの対応～

農研機構九州沖縄農業研究センター
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本日の流れ

• 暖地での基本的な作付体系
• ４つの作型と栽培管理のポイント

• 堆肥を利用した施肥管理
• 施肥管理の基本
• 堆肥を利用したトウモロコシ２期作の減肥栽培例
• 有機質資材の肥効見える化アプリの紹介

• ツマジロクサヨトウ対策
• 被害状況と収量への影響について
• 薬剤を利用した防除

• 気象リスク等への対応
• 台風対策について
• 湿害対策について
• トウモロコシ夏播きの播き遅れへの対応
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トウモロコシの栽培期間（熊本市を例に）

➢ トウモロコシの作付の始まりは平均気温が10℃を超える時期
➢ 3月下旬（遅霜に注意）から11月までが栽培可能な期間
➢ 栽培期間が長く、多様な作付体系を取れることが特徴

熊本市の月別の平均気温と日照時間
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気象庁web「過去の気象データ・ダウンロード」より作成



暖地の飼料用トウモロコシの作型と作付体系

作付体系 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

春播き＋冬作

晩播＋冬作

夏播き＋

冬作

2期作体系

播 種

収 穫
トウモロコシ

冬作

• トウモロコシの作型は暖地では４つに分けられます

• 播種時期により気象条件や発生する病虫害が異なるため、利用
する品種も異なります

• 作型別に栽培管理のポイントを紹介します
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平均気温（℃）日照時間（h）

春播き体系（熊本市を例に）

・春先の生育が遅く、後半は速やかに成長
します
・梅雨が長引くと登熟が遅れることがある
が、生育後半に回復します
・早生～中生品種を中心に作付され、温暖
地と同様の品種を利用します

＜春播きの気象条件＞
春先は気温が低く、後半に大きく
上昇。梅雨時期に日照時間が低下
する
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平均気温（℃）日照時間（h）

晩播体系（熊本市を例に）

・気温が高く、生育が進みやすいため中生
から晩生品種が利用されます
・アワノメイガの発生と重なります
・南方さび病等の耐病性品種、耐倒伏性品
種を利用します

＜晩播の気象条件＞
気温は高く推移、病虫害の発生も
多い。登熟の進みが早い。
台風シーズンと主要な生育期間が
重なる
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←早生品種 晩生品種→ アワノメイガの食害

○気温が高く成長が進みやすい。早生品種は生育期間を確保できず、
収量が低くなりやすい
○生育期間を通じてアワノメイガに加害されやすい
○南方さび病等の耐病性品種、耐倒伏性品種を利用します

晩播体系の注意点
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夏播き体系（熊本市を例に）

・生育初期は気温が高く、生育が進みやす
いため晩生品種を利用します
・播き遅れると登熟が遅れ、減収しやすい
・南方さび病等の耐病性品種、耐倒伏性品
種を利用します

＜夏播きの気象条件＞
生育初期は気温が高いが、後半は低
下する。生育半ばまで病虫害の発生
が多い。
生育の前半が台風シーズンと重なる
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夏播きの播種時期と登熟程度（11月中旬収穫）

7月31日播種
黄熟期

8月6日播種
糊熟～黄熟期

8月17日播種
乳熟期
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夏播きの播種時期別の収量と乾物率

播種時期
（供試品種：30D44、2年間の平均値、熊本県合志市)

乾
物
率
(％
)

夏播きは秋季の気温低下とともに成長が停滞するため、

8月上旬までの播種が望ましい
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夏播きでの栽培期間確保の重要性

➢ 熊本の生産者の言葉（浦田 2001，日本草地学会九州支部会報31：14-23）

「夏の1日は秋の10日」
（夏に1日早く播けば秋の10日分の生育期間に相当する）

トウモロコシの生育は気温の影響を強く受けます。飼料用トウ
モロコシの作付の多い、熊本県菊池市の気温で試算してみると

有効積算気温の基準は10℃。1日に加算される温度は
菊池市の8月の平均気温 27.4℃  → 17.4℃
菊池市の11月の平均気温 11.9℃  →    1.9℃
8月の1日は11月の約9日に相当

夏季の栽培期間を確保することが非常に重要です
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暖地の夏播きで発生する病害虫

夏季に発生する病虫害への抵抗性を持つ市販品種を利
用します。ワラビー萎縮症の常発地帯では、抵抗性品
種を利用して下さい

ワラビー萎縮症南方さび病
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2期作体系（熊本市を例に）

1作目 2作目

＜1作目（4月～7月）の特徴＞
早生～中生品種が作付される
梅雨期に日照時間が低下、後半は登熟
が遅延する恐れがある
収穫が遅れると2作目の播種に影響

＜2作目（8月～11月）の特徴＞
秋季の気温低下が早く、播種が遅れる
と2作目の登熟が遅れ、減収する
夏季に重要な病虫害に抵抗性を持つ市
販品種は晩生・極晩生品種が中心
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慣行体系と極早生品種を利用する体系の比較

1作目品種の
早晩性

栽培期間 1作目 2作目 年間
TDN収量
kg/10a1作目 2作目

TDN収量
kg/10a

乾物率
％

TDN収量
kg/10a

乾物率
％

極早生品種
利用体系

4月上旬～
7月下旬

8月上旬～
11月中旬

1266 27.9 1018 24.8 2284

早中生品種
利用体系

4月上旬～
8月上旬

8月中旬～
11月中旬

1466 28.7 708 18.2 2174

➢ 極早生品種の利用により乾物率が2作とも高く、サイレージ調製に有利。年
間TDN収量も約5％高い

➢ 気温には地域間差があり、1作目に適した品種の早晩性は地域により異なり
ます。目安として1作目の収穫・調製の際に排汁が出る場合には、より早生
の品種利用を検討します

➢ 2作目の早期播種を可能にする技術として不耕起栽培があります
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➢ 1作目に利用する品種の早晩性について（主に九州北部での注意点）
2作目の栽培期間確保のため、1作目に極早生品種を利用し、7月下旬に収穫する体
系と、1作目に早中生品種を利用する慣行体系を比較すると？

加藤ら（2018）日本草地学会誌 64(1) 1-6より引用



本日の流れ

• 暖地での基本的な作付体系
• ４つの作型と栽培管理のポイント

• 堆肥を利用した施肥管理
• 施肥管理の基本
• 堆肥を利用したトウモロコシ２期作の減肥栽培例
• 有機質資材の肥効見える化アプリの紹介
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• 被害状況と収量への影響について
• 薬剤を利用した防除

• 気象リスク等への対応
• 台風対策について
• 湿害対策について
• トウモロコシ夏播きの播き遅れへの対応
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1. 対象作物の目標収量を得るための肥料成分の必要量
を確認する

2. 土壌診断により、必要な施肥量を把握する
3. 堆肥の養分、施用量を基に、不足する肥料成分を確

認する
4. 化学肥料等の資材の選択や施用量の検討

以上を基に施肥管理を行います
１つずつ確認していきます

15
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施肥管理の基本

１．対象作物の目標収量を得るための肥料成分の必要量
を確認する

各県で施肥基準が作成されているので、対象作物の
目標収量を得るための肥料成分の必要量を確認します。

2．土壌診断により、必要な施肥量を把握する
土壌に蓄積された養分を調べて、施用する肥料を調整

します。過剰な養分の投入は避けて下さい。また、堆肥
を連年施用した圃場では窒素のみの施用でも十分な場合
もあります

16



➢ 土壌診断による減肥栽培の例

トルオーグ
リン酸

mg/100g

施肥対応（草地試験場1983）

10以下 リン酸資材の多量施用などの改良を考える

10-30 施肥基準に従う

30-45 80％程度に減肥

45-60 50％程度に減肥

60以上 20％程度に減肥。状況により施用中止。家畜ふん尿施用量を減少

交換性カリ mg/100g
非火山灰土 火山灰土

施肥対応（草地試験場1983）

15以下 15以下 施肥基準による。状況により増施する

15-30 15-50 施肥基準による

30-45 50-75 80％程度に減肥

45-60 75-100 20-50％程度に減肥，家畜ふん尿施用量を減少

60以上 100以上 施用中止，家畜ふん尿施用量を減少

須永（2014）草地管理指標 -飼料作物生産利用技術編-より引用 17

施肥管理の基本



施肥管理の基本

３．堆肥の養分、施用量を基に、不足する肥料成分を確認する

種類 窒素 リン酸 カリ

牛ふん堆肥 30％ 60％ 90％

豚ぷん堆肥 50％ 60％ 90％

乾燥鶏ふん 70％ 70％ 95％

➢ 堆肥の肥効率（草地試験場1983）

種類 水分 窒素 リン酸 カリ

乳用牛堆肥 56.8％ 0.9％ 0.9％ 1.6％

豚ぷん堆肥 32.1％ 2.1％ 4.2％ 2.2％

鶏ふん 17.2％ 2.5％ 5.4％ 3.5％

➢ 堆肥現物中の成分組成

➢ 牛ふん堆肥を1ｔあたりの肥料効果
を計算します

窒素: 9kg × 肥効率 30％ ≒ 2.7kg
リン酸: 9kg × 肥効率 60％ ≒ 5.4kg
カリ: 16kg × 肥効率 90％ ≒ 14.4kg

堆肥の成分値、施用量を基に、化学肥料の施肥を減らします
土壌診断結果と合わせて過剰にならない範囲で堆肥を施用します

18

須永（2014）草地管理指標 -飼料作物生産利用技術編- より引用

中山ら（2014）熊本農研センター研究報告21：37-41，熊本
県の平均値を引用



施肥管理の基本

4. 化学肥料等の資材の選択や施用量の検討

➢ 1～3の検討から、不足している養分を補う形で肥料を選択します
➢ 堆肥を連用している圃場では窒素のみの施用で十分な場合があります
➢ 土壌診断、堆肥の成分分析を合わせて行うことで、施肥コストの低減、収

量向上につなげられます

堆肥を利用する際の注意点として

➢ 堆肥により、肥効が異なるので肥効率は目安として考えましょう
➢ 分析値は重さで計算されることが多いです。施肥設計にあたっては比

重に注意しましょう
➢ C/N比（炭素量/窒素量）が高い場合（20～30以上）には作物の生育

に悪影響を与えることがあるため、C/N比が高い場合には窒素肥料を
併用するなど注意しましょう

➢ 過剰な施肥は飼料作物中の硝酸態窒素の蓄積や、ミネラルバランスの
悪化、環境に負荷をかけるため避けて下さい
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➢ 天候不順で作業期間が取れない場合や、不耕起栽培
の導入など、堆肥施用が難しい場面が生じている

➢ 「1作ごとの堆肥利用」だけでなく「周年作付体系の
中での堆肥利用」を検討する必要があるのでは

➢ 堆肥施用が可能な時期に堆肥を施用し、年間の作付
全体で肥効を活用する施肥体系の開発

夏作

冬作周年利用

飼料生産圃場

堆肥の肥効

１作目
耕起栽培＋堆肥施用

２作目
不耕起栽培＋減肥

堆肥

堆肥の肥効を利用して作
付全体の化学肥料を減肥

大規模に作付する際の堆肥利用の課題と対応

周年作付体系での堆肥利用

➢ 実際の事例として
2作目に不耕起栽培を取り
入れたトウモロコシ2期作
を対象に堆肥を利用した減
肥栽培事例を紹介します

20
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使用する堆肥の成分と肥料供給量

成分名
1tあたり
の含有量

肥効率
1tあたり
の肥料
供給量

窒素 7.1kg 30% 2.1kg

リン酸 4.8kg 60% 2.9kg

カリ 14.5kg 90% 13.1kg

C/N比 16.0

成分

養分要求量(kg/10a)

1作分
左より計算した
2作分の施肥量

窒素 16-18 34

リン酸 12-16 24-32

カリ 16-18 34

飼料用とうもろこしの肥料要求量
（火山灰土）

周年作付体系での堆肥利用

➢地域の施肥基準を参考に、ト
ウモロコシ2期作分の年間の肥料
要求量を算出

➢堆肥の成分分析、肥効率をも
とに、堆肥から供給される施肥
量を計算します
（土壌診断結果は後で紹介します）

謝辞：本試験は農林水産省委託プロジェクト研究「収益力向上のための研究開発」により実施しました
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3．本事例では1作目に堆肥を5.9t/10a施
用。計算に基づき、堆肥では不足する肥
料を化学肥料で施用 成分

堆肥
供給分
kg/10a

化学肥料の施用
量 kg/10a

堆肥の肥効を
加味した

施用量合計
kg/10a1作目 2作目

窒素 12.5 8.1 9.5 30.0

リン酸 17.1 14.8 0 31.9

カリ 77.1 0 0 77.1

比較のため、化学肥料のみで栽培する場合
の施肥設計

周年作付体系での堆肥利用

４．以上の施肥設計でトウモロコシ2期
作を2年間行いました。また、化学肥料
のみで栽培する圃場を設け、収量を比
較しました 成分

化学肥料の施用量 kg/10a

1作目 2作目
年間施用
量合計

窒素 16.9 16.9 33.8

リン酸 16.9 16.9 33.8

カリ 16.9 16.9 33.8

堆肥を5.9t/10a施用する場合の施肥設計

※本事例ではリン酸肥料にク溶性の成分を含む肥料
を用い、2作分を1作目に施用しました。カリは堆肥
のみで十分なため、施用しません
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現地試験での結果
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堆肥利用 化学肥料

1作目 2作目

年間乾物収量（2年間の平均値）

土壌採取
時期

処理
CEC

トルオーグ
リン酸

交換性
カリ

交換性
石灰

交換性
苦土 リン酸

吸収係数
me/100g mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g

作付前
堆肥圃場 49.4 6.8 105 586 65 2105

化学肥料圃場 46.9 6.3 98 686 70 1932

2年4作後
堆肥圃場 50.5 18.2 77 526 66 -

化学肥料圃場 49.3 17.1 87 527 46 -

➢ 試験前後の土壌診断結果

➢ 堆肥を利用した圃場と化学肥料の圃場とで収
量はほぼ同じです

➢ 堆肥の利用により、化学肥料のコストは約
19,000円から約10,000円に半減しています

➢ 周年作付体系の中での堆肥利用例として紹介
しましたが、堆肥のみでは養分に過不足が生
じることがあるため、土壌診断等を実施し、
合理的な施肥計画とすること重要です

➢ ただし、過剰な堆肥施用は環境に負荷をかけ
るため避けて下さい



有機質資材の肥効見える化技術

【現状と課題】
・堆肥等の有機質資材は土壌環境の改善、減肥栽培に必要不可欠。
・その肥料的効果（肥効）は環境条件等により変動するため、利用しづらい。

【成果】
そこで農研機構では、作物生産に最も重要な肥料成分の窒素について、
①資材由来の肥効（無機態窒素量）を予測するモデルを開発（特許出願中）し、
②同モデルとデジタル土壌図を組合わせて、簡単な入力で肥効（減肥可能量）を

見える化するｗebアプリを開発した。

有機質資材 土壌中で分解 肥料的効果（窒素等）

数理モデルで予測し、アプリで見える化

家畜ふん堆肥

油かすなど緑肥
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肥効見える化アプリ

土壌図をクリック

クリック

窒素肥効を提示

今後の展望、社会実装

肥効予測の概念図

肥効率による予測 新しいモデル予測

栽培期間

肥効

一定

肥効 変動

栽培期間

𝑁𝑚𝑖𝑛 = 𝑓 𝐴𝐷𝑆𝑂𝑁 ・𝑁𝑖𝑛{1 − 𝑒−𝑘∙𝑒𝑡𝑓∙𝑒𝑚𝑓∙𝑡}窒素無機化量推定式：

肥効

温度依存性

地温

水分依存性

土壌水分

易分解性

ADSON値

新規性！
分解のしやす
さを示す酸性
デタージェント
可溶性有機態
窒素量を利用

①予測精度の向上
・予測精度の実証と改良
・地力窒素など他の予測モデルとの連携

②商業利用とAPI化
・予測モデルを
１）特定企業、資材用にカスタマイズ
２）営農支援ソフトに組込む

ICTによるデータ駆動型の有機物利用
みどりの戦略への貢献

https://soil-inventory.dc.affrc.go.jp/main/organic-fertilizer

肥効予測モデルと見える化アプリ

QRコード
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本日の流れ

• 暖地での基本的な作付体系
• ４つの作型と栽培管理のポイント

• 堆肥を利用した施肥管理
• 施肥管理の基本
• 堆肥を利用したトウモロコシ２期作の減肥栽培例
• 有機質資材の肥効見える化アプリの紹介

• ツマジロクサヨトウ対策
• 被害状況と収量への影響について
• 薬剤を利用した防除

• 気象リスク等への対応
• 台風対策について
• 湿害対策について
• トウモロコシ夏播きの播き遅れへの対応
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➢ 中南米原産の害虫
➢ 2019年７月に国内で初確認
➢ トウモロコシを好んで加害

※スライドではツマジロクサヨトウをFAW
（英名：Fall ArmyWorm）と略します

ツマジロクサヨトウ対策

ツマジロクサヨトウ（FAW※)

謝辞：本調査は公益財団法人全国競馬・畜産振興会畜産振興事業「飼料生産における
ツマジロクサヨトウ対策事業」（代表機関：宮崎大学）により実施しました

➢ 当センターでは宮崎大学と連携の下、ツマジロクサヨ
トウ対策試験を実施し、マニュアルやポスターを作成

https://www.miyazaki-u.ac.jp/ags/news/2021/03/post-18.html

ツマジロクサヨトウ防除飼料生産マニュアル（改訂二版）の公
開について（宮崎大学HP）
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FAWによる加害状況と収量への影響

→ 次に葉の被害程度の分け方を説明します

➢ 2020年夏季にFAWの加害の推移と収量への影響を調査しました
播種日と収量調査日：2020年7月30日と11月10日
試験区：無防除区、防除区
調査方法：1週間おきに完全展開直後の葉の被害程度を記録し、被害
比率を算出。収穫期に坪刈り調査を実施し、乾物収量を算出

防除区（夏播き）無防除区（夏播き）
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葉の被害程度の分類（０ー４の５段階）

０：被害なし →

１：ピンホールや
かすれあり →

２：全長の1割以上
3割未満に加害 →

３：全長の3割以
上に加害 →

４:この後枯死 →

ただし、この時はアワノメイガの被害
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・絹糸抽出期に無防除区
の雌穂を調査。約4割に食
害痕がみられた
・絹糸抽出期も加害の主
体はFAWであった。
・収量は2割減収

夏播きの雌穂の状況

防除区

雌穂に侵入するFAW（絹糸抽出期）

収量調査時の雌穂

無防除区
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＜方法＞
薬剤処理：下表の薬剤を処理
調査時期：薬剤処理前日、3日後、6日後、15日後
調査方法：トウモロコシ20株を対象に食害程度やFAWの頭数を調査

農薬を利用した防除

剤名 希釈倍率

カルタップ塩酸塩 1000倍

BT剤A 500倍

BT剤B 500倍

無防除

＜目的＞
飼料用トウモロコシを対象に、登録農薬を散布し、FAWに対する効
果を調査します

謝辞：本調査は生研センター「イノベーション創出強化研究推進事業」により実施し
ました

4葉期に薬剤処理を実施
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方法：食害程度の分類

①食害無し ②下葉に食害跡があるもの（抽出中の
葉にわずかな食害跡があるものを含む）

③抽出中の葉に顕著な食害跡あり ③抽出中の葉に顕著な食害跡あり
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補正密度指数による判定（FAW中老齢を対象）

薬剤処理 3日後 6日後

BT剤A B C

BT剤B A B

カルタップ B B

補正密度指数＝（処理区の散布後密度/散布前密度）×
（無防除区の散布前密度/散布後密度）×100
※補正密度指数による効果判定 A:効果は高い（10以下）、
B:効果はある（10-30）、C:効果は認められるがその程度
はやや低い（30-50）、D:効果は低い（50以上）

FAW中老齢の頭数を基にした
補正密度指数による判定

➢ 植物体の被害割合や、補正密度指数による判定から、全ての薬剤で一定の防
除効果が認められる

➢ ただし、薬剤散布後15日後の調査では、再び「抽出中の葉に加害」の割合
が増加する。本試験はFAW発生量の多い8月に実施しているが、FAWが継続
して発生する環境では、許可された使用回数の範囲内で複数回の防除が必要
と考えられる → 効果的に被害を防ぐためにはどうすべきか？
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生育半ば（8-11葉期）に大きな被害が出ているが、5-6葉にすでに軽度の
被害が見られる → 圃場を観察し、発生初期に防除して被害を軽減する
発生量が多い場合には許可された範囲で複数回の防除を検討する

葉位と被害程度（4葉期）
4葉期には5-6葉は出葉し始めている

農薬を利用した防除について

←3

←5

2→

4→

←6

←1(枯)
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➢ 幼虫は葉の芯の部分に潜って加害するため、
上部から芯に届くように農薬を散布します

➢ 芯の部分を加害しているため、幼虫がいなく
なってもしばらくは被害が継続しているよう
に見えます

➢ 葉に大きな食害跡を残すのはFAW幼虫が大き
くなってからです。葉の被害を見てから幼虫
を探しても見つからないこともあります

➢ 早期発見と早期防除が有効です

農薬を利用した防除について
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37播種後約40日（8月播種）収穫直前（6月播種）

2005年9月上旬 台風14号通過後

台風対策について
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台風対策について

0

10

20

30

40

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

九州北部

九州南部

過去30年（1991-2020）の九州への台風の接近数

耐倒伏性の高い品種を利用すること、収穫時期が一時期に集中しないように、
分散させることが望ましい

気象庁web「台風の接近数」より作成

7月～9月に全体の7～8割が集中



オールシーズン用品種「ＰＩ２００８」

播種期別の｢ＰＩ２００８｣の乾物収量（2012-2014年）

播種時期の移り変わる時期、特に春播
きから晩播に変わる時期は年によって
も違うため適品種の選定は難しい問題
です。「PI2008（ｽﾉｰﾃﾞﾝﾄおとは）」は
春播き、晩播、夏播きのいずれでも播
種できるオールシーズン用品種で，早
晩性は中生の晩です。耐倒伏性，折損
抵抗性も強く、南方さび病抵抗性で晩
播や夏播きでも多収です。ただし、ワ
ラビー萎縮症には抵抗性がないため、
常発地域の夏播きには適しません。

39



40

耐倒伏性品種を利用した台風対策と試算

最大風速別の台風遭遇確率と作型別の減収割合

➢ 過去の気象データを基に倒伏等のリ
スクを加味して「PI2008」の導入
効果を試算しました

➢ 「PI2008」の多収性と耐倒伏性か
ら、主要品種群と比べて、春播き栽
培では19.7％、晩播では32.1％、夏
播きでは20.7％増収することが期待
されます（村木ら（2021））

作型別に期待される乾物収量

村木ら（2021）「オールシーズン用トウモロコシ新品種「PI2008」を活用した台風リスクを軽減する暖
地の飼料用トウモロコシ栽培体系」より引用



トウモロコシの湿害対策について

➢ トウモロコシは湿害に弱いため、水はけの良い圃場に作付します
41



湿害対策：トウモロコシ出芽期の耐湿性

➢ 出芽期の地下水位の影響を調べてみました
飼料用トウモロコシ ７品種を利用
処理：対照区、地下水位-5cm、0cmの3水準
栽培概要：各品種10粒播種×3反復

播種後21日目に出芽率を調査

地下水位
0cm

地下水位
-5cm

5cm

対照区

コンテナに穴を空けて水位を調節

42



湿害対策：出芽期の耐湿性

１週間経過後
地下水位により、出芽速度も大き
く異なります。生育がばらつく原
因になります。

対照区 -5cm

0cm 43
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湿害対策：出芽期の耐湿性

0

20

40

60

80

100

対照区 -5cm区 0cm区

➢ 0cm区ではほとんど出芽しない
→ 湛水する圃場は栽培に

向きません

➢ -5cm区では芽は出ていますが、
出芽が遅くなり、成長も不揃
いに
→ 地下水位の高い圃場では

良好な生育は期待できません

次に生育期間中に湛水した場合の影響を確認します

トウモロコシの出芽率

（％）



湿害対策：生育期の耐湿性

➢ 長さ1mの塩ビ管をポットにして水槽の中で栽培

➢ 播種後2週間後に3水準の湛水処理を14日間実施（地下水

位0cm、 地下水位-10cm、対照区（湛水無し））。

➢ 湛水処理終了後、2週間経過した後に生育状況を調査

45



対照区
地下水位
-10cm

地下水位
0cm

湿害対策：生育期の耐湿性

湛水処理終了後、2週間経過時点
➢ 地下水位の高さは根の生育に大

きな影響を与えます

➢ 地下水位が-50cmから-35cm、
-20cmに上昇すると、収穫期の個

体重はそれぞれ1割、3割減少した
と報告されています

➢ 水田にトウモロコシを作付けす
る場合には排水の良い圃場を選
び、湿害対策をとることが前提
になります

46

桂・高橋（1981）東北農業研究29:173-174



湿害対策について

地表での排水と地下への排水があります

• 地表排水では溝切りや額縁明渠などで水路へ排水させます。圃場表
面に滞水した水を速やかに排水させることが重要です

• 圃場に緩傾斜をつけ（圃場面緩傾斜化）、額縁明渠とあわせ、排水
を促進する技術もあります

• 地下への排水では本暗渠、サブソイラを利用した耕盤の破砕、弾丸
暗渠、FOEAS（地下水位制御システム）などがあります

47

溝切り（明渠） サブソイラ
（耕盤破砕や弾丸暗渠）

レーザーレベラによる傾斜作業
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湿害対策について

• 畝立栽培は物理的に播種位置を高くできるため、地下水位を下げる効果
があります。また、畝間の溝が明渠になり、湿害が軽減するとの報告も
あります。菅野ら（2014）日本草地学会誌60：49-54

ただし、乾燥の影響を受けやすくなります

• 追肥は湿害からの回復を助けますが、トウモロコシは草丈が高く、追肥
作業は難しい点があります。緩効性肥料を利用すると持続的に施肥成分
を供給できるため、湿害の軽減が期待できます

畝立て播種 緩効性肥料の利用



トウモロコシ夏播きの播き遅れへの対応
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８月上旬を100％とした時の播種時期別の
乾物収量（熊本県合志市）

８月の播種時期

➢ 飼料用トウモロコシの夏播き栽
培では、播き遅れとともに収量
が低下します

➢ 長雨等の影響で適期播種ができ
ない場合、減収を考慮して栽培
するか、短期間で収穫できる他
の飼料作物を導入するか検討し
ます
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播種時期

草種別、播種時期別の乾物収量の推移
（2年間の平均値､試験地：熊本県合志市）

「水田における飼料生産の手引き」 2018年版より
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夏作物の播種時期別の乾物収量

➢ 夏作の飼料作物は播種の遅れとともに収量が低下します



＜飼料用麦類、イタリアンライグラスの夏播き＞
➢ 暖地ではエンバク、イタリアンライグラスを9月に播種し、12月から1月にか

けて収穫する夏播き栽培を行えます。乾物収量は500～700kg/10aです
➢ 1月には収穫が終わるため、翌春の作付には大きな影響はありません
➢ また、イタリアンライグラスでは翌春に再生草を収穫することもできます
➢ 注意点として、夏播きに適性のある品種を利用して下さい。また、イタリア

ンライグラスはいもち病が発生することがあるため、抵抗性品種を利用して
下さい。（例：エンバク「スナイパー」、イタリアンライグラス
「Kyushu1」等）

エンバク、イタリアンライグラス等の夏播き栽培

エンバク

51

イタリアンライグラス

作型 9月 10月 11月 12月 1月

夏播き

夏播き体系
播種 収穫
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資料の紹介

１）「暖地における飼料用トウモロコシの栽培技術」（九州農政局：平成30年度九州地域飼
料増産に関する研修会の概要）

https://www.maff.go.jp/kyusyu/seiryuu/chikusan/jikyuusiryou/kensyu301120.html

２）「飼料用トウモロコシの作付け拡大に向けた新しい栽培技術<2019年度版> 」（農研機
構畜産研究部門刊）

https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/134736.html

３）日本土壌インベントリー「有機質資材の肥効見える化アプリ」（農研機構）

https://soil-inventory.dc.affrc.go.jp/main/organic-fertilizer

４）「ツマジロクサヨトウ防除飼料生産マニュアル（改訂二版）」（宮崎大学・令和２年度
飼料生産におけるツマジロクサヨトウ対策事業事務局）

https://www.miyazaki-u.ac.jp/ags/news/2021/03/post-18.html

５）村木ら（2021）「オールシーズン用トウモロコシ新品種「PI2008」を活用した台風リス
クを軽減する暖地の飼料用トウモロコシ栽培体系」（農研機構）
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国産飼料としてのトウモロコシの利用が進むことを期待しています。

ご静聴ありがとうございました


