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トウモロコシ
トウモロコシはイネ科トウモロコシ属に属する 1 年生植物。アメリカ大陸の原産でコロ
ンブスによりヨーロッパに持ち帰ったのち、世界に広まった。コメと小麦とともに 3 大穀
物の一つである。一部は食用に供するが、主にデンプンの原料か飼料として消費される。
トウモロコシは食用の甘味種と加工用（子実用）のデントコーン（馬歯種）に分けられる。
本邦に栽培されているのはほとんどスイートコーンという食用甘味種であるが、世界中に
栽培面積と収穫量の 8 割以上はデンプン加工用と飼料用のデントコーンである。なお、飼
料用サイレージはデントコーンの品種を栽培する。
本邦のトウモロコシは主に北海道に栽培され、3 大穀物の中に栽培面積と収量が最下位で
ある。農林水産省の 2018 年統計データでは、栽培面積 2.3 万ヘクタール、収穫量 21.8 万
トン、出荷量 17.4 万トンしかない。但し、家庭菜園など統計に入っていない栽培も多く、
実態は上記のデータより多くなる。
世界に転じると、トウモロコシの栽培面積が小麦に次ぐ第 2 位であるが、収穫量が断ト
ツ 1 位である。FAO（国際連合食糧農業機関）の統計データによれば、2018 年世界のトウ
モロコシ栽培面積 2.36 億ヘクタール、収量 14 億 500 万トンである。
本篇は主にスイートコーンの栽培と施肥管理を解説する。子実用デントコーン及び飼料
用サイレージコーンの栽培と施肥管理については簡単の言及に留まる。
1. トウモロコシの生育ステージ
トウモロコシは温暖な気候と十分な日照を好み、生育の適温が 20～30℃ではあるが、
15.5℃以上であれば、いつも発芽と生長が可能である。
トウモロコシの生育ステージは栄養成長期と生殖成長期に分けられている。栄養成長期
は出芽期、4～6 葉期、7～8 葉期（幼穂形成期）
、9～10 葉期、11～15 葉期に、生殖成長期
は出穂と受精期、登熟期、完熟期に分けられる。登熟期はさらに水熟、乳熟、糊熟、黄熟に
小分けされる。図 1 はトウモロコシの生育ステージを示す。

図 1. トウモロコシの生育ステージ
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出芽期は、播種後、種子が発芽してから 2～3 枚の葉が出るまでの期間である。春先の直
播きでは播種から出芽までの日数は通常は 10～20 日、2～3 葉までさらに 5～7 日間位かか
るが、温度や水分等の生育条件で大きく異なる。気温の高い初夏の直播きまたはハウス育苗
では播種から出芽まで所要日数は 5～7 日に短縮される。
3～4 枚の葉が出たときは根が発達し、土壌から養分を吸収し始める。育苗移植栽培では
この時点が移植適期である。3～4 枚葉の時は生長点がまだ地表より下にあるので、霜害で
地上部が被害を受け、葉が枯死しても再び生長する可能性がある。5～6 枚葉の時は生長点
が地上に昇り、地上部の草丈は 40～50cm 位に達する。この時点に霜害を受けると、植株が
枯死する。
7～8 葉期は地上部の生育が加速し、節間が伸びて、雄穂や雌穂となる幼穂が形成し始ま
る。この時期で低温や養分欠乏に遭遇すると雌穂の形成に及ぼす影響が大きい。
9～10 葉期はトウモロコシが急速な生育を続ける。茎に雌穂が膨らみ始まり、観察される
ようになった。茎葉のボリュームや草丈、および基本的な雌穂の数と大きさ、粒列数と子実
数が決まる時期である。
品種にもよるが、スイートコーン用の食用甘味種は大体 11～15 葉が出た時点で出穂期に
入る。一部の子実用デントコーン品種は出穂まで 17～18 葉が発生する。出穂期に入ると、
まず雄穂が出穂して、3～5 日後に開花する。雄穂が開花する時点で草丈が最高となる。通
常雄穂の開花が 7～10 日続く。雄穂開花してから 1～3 日後に雌穂から受精の絹糸が現れ
る。絹糸抽出とほぼ同時に雄穂から放出される花粉を受けて受精が行われる。干ばつ等で絹
糸の抽出が遅れた場合には花粉の放出が先に終わり、不稔となる。雌穂の絹糸は受精が行わ
れなければ 1 日 2～3cm 位伸長を続ける。絹糸の受精能力は通常抽出から 7～10 日程度続
くが、干ばつなど強い水分ストレスの環境では受精能力が早く失われ、子実数が大きく減少
する場合がある。
受精した子実は水熟→乳熟→糊熟→黄熟の順に登熟ステージが進む。糊熟期に達した際
に、子実内部は糊状で水分は 50～55%位、表面に固い澱粉層がまだ形成されていない。黄
熟期に進むと、子実の表面から固い澱粉の層が形成され、内部に向かい蓄積していく。黄熟
期に地上部乾物重が最大となる。なお、スイートコーンの収穫適期は糊熟期であるが、飼料
用サイレージの収穫適期は黄熟期、特に黄熟期の後期である。
完熟期は子実の澱粉蓄積が進み、子実のミルクラインが消え、基部にブラックレイヤーと
呼ばれる黒色の層が形成される。この層が出来ると子実の澱粉蓄積は終わり、茎葉が次第に
枯れていく。子実用トウモロコシの収穫が可能となる。
二、 トウモロコシ栽培の主な農作業
トウモロコシ栽培の農作業はその作業順で主に畑の耕起と整地、基肥施用、播種、中耕・
培土、追肥、病害虫と雑草防除、収穫。加工用トウモロコシの場合は乾燥・調整もある。図
2 は各地域のトウモロコシ露地栽培暦である。
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図 2. トウモロコシの露地栽培暦

スイートコーンの栽培は北海道では 5 月下旬～6 月中旬に播種、9 月に収穫、関東～中部
地域では 4 月下旬～5 月下旬に播種、7 月下旬～9 月上旬に収穫、九州・四国地域では 3 月
下旬～6 月下旬に播種、6 月～10 月下旬に収穫する。スイートコーンは播種から収穫まで所
要日数が 90～110 日である。特に関東より南の温暖地域ではトウモロコシの生育適期が長
いので、種播き時期が前後にずらせば、6 月から 10 月末まで長く収穫することができる。
飼料用サイレージコーンは主にスイートコーンと同じ時期で栽培する。また、小麦の裏作
として 6 月から栽培することもできる。温暖地域で年間 2 作を行う農家もある。1 作目は極
早生〜早生品種を使い、3 月下旬～4 月上旬に播種、7 月下旬に収穫、2 作目は中生～晩生
品種を使い、8 月上旬に播種、11 月下旬に収穫する。
一方、子実用トウモロコシは完熟後の収穫が必要であるので、生育期間が長くなり、大体
140～160 日である。北海道では 10 月末に収穫する場合は 5 月中旬までに播種を済ませる
必要があるが、関東～九州地域ではスイートコーンと同じ時期に播種して、収穫時期を 30
日ほど後にずらせれば問題がない。世界最大のトウモロコシ生産国のアメリカでは 4 月中
旬から～5 月下旬まで播種、9 月中旬から 11 月下旬まで収穫となる。
ハウスなど施設栽培では、日中温度 20℃以上、夜間温度 10℃以上に保てば、いつでも栽
培できる。
以下はトウモロコシ栽培の具体的な農作業を説明する。
1. 耕起と整地、うね立て
耕起とは畑の土を耕し、栽培に適した大きさの土塊にする作業である。耕起は前作物の残
渣を土の中にすき込んで腐熟を促進させることや土の中に空気を入れて乾燥を促進し、有
機態窒素を無機化させる等の役割もある。整地とは耕起された土塊をさらに細かく砕き、播
種に適する状態にする作業である。
一般的な耕起用の機械は、トラクタに取り付けるプラウまたはロータリである。整地はト
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ラクタに取り付けるロータリハロまたはディスクハロ、ツースハロを使用する。
畑の耕起と整地作業に下記の注意事項がある。
① 土壌水分が多すぎると、耕起した土塊が大きく、整地の際に土を細かく砕きにくく、作
業効率が悪くなるので、必ず畑が乾燥の状態で耕起作業を行う。
② 耕起深度（耕深）が 20～25cm 程度を目安に行う。耕深が浅過ぎるトウモロコシの根は
りが劣り、乾燥に弱く、倒伏しやすい。また、前作の残渣物が土の表面に露出しやすいなど
の問題も発生する。耕深が深すぎると土壌が乾燥しやすく、風食しやすくなる。整地のハロ
耕深が 10～15cm を目安に行う。
③ 耕起の作業速度が速いまたはロータリ軸の回転数が遅いと、耕うん爪が土を切削するピ
ッチが大きくなるので、耕起時の土塊が大きくなる。逆に作業速度が遅いまたはロータリ軸
の回転数が速いと、ピッチが小さくなり、土塊が細かくなる。したがって、作業速度とロー
タリ軸の回転数に注意して作業する必要がある。
関東より南の地域では梅雨と台風時の圃場積水がトウモロコシへの悪影響を避けるため、
うね栽培を行うところが多い。北海道では降雨による積水の可能性が低く、大規模栽培を行
う場合が多いため、栽培コストと作業効率を考慮して、うね立てせず、平畝栽培が多い。
通常、スイートコーンは栽培管理のために、ほとんどうね栽培を採用する。整地の際にう
ね立てを行う。通常、1 条播きの場合はうね幅 70～80cm、2 条播きの場合はうね幅 80～
90cm、うね高 10cm にする。飼料用サイレージと子実用は栽培コストと作業効率および収
穫作業を考えて、平畝栽培を行う。
また、トウモロコシは不耕起栽培に適している。不耕起栽培とは前作の収穫跡地を耕起・
整地せず、そのまま播種と施肥を同時に行うもので、大幅な省力化が可能になる。トウモロ
コシは不耕起栽培を行っても収量の低下は少なく、慣行の耕起栽培と比較して同程度の収
量が得られている試験結果もある。飼料サイレージ用トウモロコシの不耕起栽培では九州
地域をはじめ、国内も普及し始めた。
2. 基肥施用
トウモロコシの栽培には多量の養分、特に窒素養分が必要である。従って、施肥量不足で
は生育が劣り、収量が少ない。10a 当りの施肥量は子実用トウモロコシの不耕起栽培では窒
素 25～30kg、りん酸 10～12kg、加里 10～15kg を、スイートコーンとサイレージ栽培では
窒素 30kg、りん酸 15kg、加里 10～20kg 以上の肥料を施用する必要がある。
基肥は主に幼苗期から 7～8 葉期までの養分需要を満足させるものである。その施用量は
窒素では全施肥予定量の約 50％、りん酸と加里は流失の可能性が少ないので、習慣上全量
を基肥で施用する。すなわち、基肥の施用量は窒素 12～15kg、りん酸 10～15kg、加里 10
～20kg である。
慣行栽培の基肥の施肥作業は耕起前か耕起した後、整地の前に行う。粒状肥料の散布はブ
ロードキャスタ、粉状肥料の散布はライムソーワ等の機械を利用する。施肥後、耕起と整地
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で肥料を耕作土層に均一に混合させる。近年来、整地後、うね立ての際に施肥機を使って、
基肥をうねの部分に施用するいわゆる局部施肥を採用するところが増えてきた。
播種と同時に行う播種施肥機による基肥の条状施肥または播種穴内での局部深層施肥、
定植時に定植穴での局部深層施肥は作業効率が良く、肥料利用率の向上に役立つ。具体的な
基肥の施肥方法及び施肥量の詳細は本 HP の「肥料施用学」をご参考ください。
肥料の中の窒素は圃場に施用された後、降雨により流失される恐れがある。また、施用後
の時間が経つとアンモニア化作用や硝化作用により損失が大きくなる。りん酸も土壌のり
ん酸固定により難溶化される恐れがある。あまりに早く施肥することは肥料の利用効率が
下がるので、播種または移植の直前に施した方が良い。
3. 播種と育苗・移植
トウモロコシの栽培は直播き栽培と育苗移植栽培がある。
トウモロコシ種子の発芽適温は 25～30℃で、15℃以下では発芽が非常に悪いため、直播
きの場合は平均気温が 15℃を超えてから播種する必要がある。一方、育苗移植の場合はビ
ニールハウス内での育苗が可能となり、最低温度を 15℃以上に保てばいつでも播種育苗で
きる。ただし、育苗移植の場合は手間がかかるうえ、幼苗の根を損傷しやすく、その後の生
長に影響を与え、倒伏もしやすくなるので、直播き栽培を勧める。特に広面積栽培の飼料用
サイレージおよび子実用コーンは直播きが適する。
直播き栽培の場合は下記の作業がある。
① 種子消毒： いくつかのトウモロコシ病害は種子を介して感染する恐れがあるため、播
種する前に種子を消毒する必要がある。また、播種した種子を鳥や野ネズミ及びケラなど地
中に生息する昆虫に餌として食べられることがあり、消毒の同時に忌避剤などを付着させ
る必要がある。
種子消毒は専用のトウモロコシ種子消毒剤を使う。トウモロコシ用消毒剤はほとんど忌
避剤が入っている水和性粘稠懸濁液体で、取扱説明書に従い、乾燥種子に付着させるまたは
塗抹処理を行う。消毒した種子は早めに播種する。
種苗会社から購入される種子はすでに消毒と忌避剤の処理を済んで、外観では赤色を呈
している。そのまま播種してください。
② 播種： 手播きまたは播種機を使って種子を畑に播く。うね立て栽培の播種様式は 1 条
播きと 2 条播きがある。平畝栽培ではすじ播きにする。図 3 は各播種様式の模式図である。
一条播き： 幅 70～80cm、高さ約 10cm のうねに手又は手押し播種機を使って、株間 30cm
で深さ 3～5cm 播種穴を開け、2～3 粒の種子を投入して、種が隠れる程度に 1cm ほどの土
をかぶせて軽く押える。同時に基肥を施用する場合は、播種穴を深さ 5～10cm にして、肥
料粒子を穴に投入して 3～6cm 覆土してから播種する。
二条播き： 幅 80～90cm、高さ約 10cm うねに手又は手押し播種機を使って、列間 40～
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50cm、株間 30cm、深さ 3～5cm の播種穴を 2 列開け、2～3 粒の種子を投入して、種が隠
れる程度に 1cm ほどの土をかぶせて軽く押える。同時に基肥を施用する場合は、播種穴を
深さ 5～10cm にして、肥料粒子を投入して 3～6cm 覆土してから播種する。
すじ播き： 播種機を使って、畑に条間 60～80cm の間隔で深さ 3～5cm の播種溝を掘り、
種子を一粒ずつ 30cm 程度の間隔をあけて溝に播いてから覆土する。播種機には施肥装置
を装着して、播種の同時に播種溝に基肥を施入することができる。

図 3. トウモロコシの直播き様式

播種作業には下記の注意事項がある。
① 播種の深さは 2～3cm が適当である。浅すぎると乾燥の影響を受けやすく、深すぎると
発芽が悪く、その後の生育に悪影響を及ぼす。
② 播種は必ず平均気温が 15℃を超え、最低気温が 5℃以上になってから行う。気温が低い
と、発芽日数がかかるうえ、凍霜害が発生しやすく、その後の生育に悪影響を及ぼす。低温
に心配する場合は、トンネル栽培やマルチ栽培にする。
スイートコーンのうね立て栽培では、発芽後、苗の草丈が 10cm 頃、2～3 枚の葉が展開
した際に間引きが必要となる。一つの播種穴に健壮な苗を 1 本残して、ほかの苗をハサミ
で切る。手で直接に抜くと、残る苗の根を損傷させ危険性があるので、補植用の苗を確保す
る場合を除き、避けてほしい。少数の欠株が出た際に補植しない。欠株が連続して出た場合
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に限って、間引きした苗を補植に利用する。平畝栽培では間引きの必要がない。また、飼料
用サイレージ及び子実用コーンの栽培では苗の間引きと補植が不要である。
育苗移植栽培の場合は下記の作業がある。
① 播種： 消毒を済んだ種子を 6～9cm の育苗ポットに 2～3 粒播いて、薄く覆土してか
ら灌水する。セルトレイを使う場合はセル穴 40～60mm、深 50～60cm の育苗トレイを用
意して、1 つのセルに 1 粒の種子を播いて、薄く覆土してから灌水する。市販の育苗用土は
肥料を事前に添加しているので、肥料を入れる必要がないが、普通の畑土を使う場合はポッ
トごとに数粒の化成肥料を入れる必要がある。播種したポットまたはセルトレイをビニー
ルハウスなど暖かい所に置き、20～25℃を保ち、1 日 1 回灌水し、育苗用土を湿潤状態に
保つ。
ビニールハウス内の温度にもよるが、大体播種 5～7 日後に発芽して、20～25 日後に苗
が 3～4 枚の葉を展開して、草丈が 15cm ほどに成長した段階では移植の適期である。育苗
期間中に間引きせず、発芽した苗をそのまま育つ。
（図 4）

図 4. トウモロコシの育苗

② 移植： 草丈 15cm、3～4 枚葉が出た時点で育苗ポットまたはセルトレイから苗を取り
出し、1 本ずつに分けて健常な苗を選んで圃場に定植する。
一条栽培の場合は幅 70～80cm、高さ約 10cm のうねに株間 30cm で 1 列植えにする。二
条栽培の場合は幅 80～90cm、高さ約 10cm のうねに列間 40～50cm、株間 30cm で 2 列植
えにする。植えた後にたっぷり灌水する。
移植作業には下記の注意事項がある。
① 草丈約 15cm、3～4 枚の葉が出た時点が移植適期である。
② 苗の根が切りやすいので、育苗ポットまたはセルトレイから苗を取り出す場合は、根を
切らないように注意しながら、苗を分ける。
③ 定植後の穴表面をややくぼんだ状態にする。移植後の灌水でたっぷり水を保持し、苗の
活着に有利である。
④ 移植同時施肥の場合は定植用穴をやや大きめに掘り、底部に基肥を入れてから 2～3cm
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覆土してから苗を定植する。
4. 追肥
トウモロコシが養分、特に窒素養分の需要が旺盛で、直播きの場合は 2 回の追肥が必要
である。1 回目は草丈 40～50cm、5～6 枚の葉が展開した頃、2 回目は草丈 120～140cm、
11～13 枚の葉が展開して株の頭頂部に雄穂が見える頃に施用する。追肥は窒素だけで、1 回
目は 5～10kg／10a、2 回目も窒素 5～10kg／10a を施用する。サイレージ栽培の場合は、
2 回目の追肥にさらに加里 5～6kg／10a を追加した方がよい。1 回目の追肥は側条施肥を
採用する。肥料を条に沿ってすじ状に撒いてから覆土する。2 回目の追肥は植株の生育が旺
盛で、側条施肥が難しくなった場合は、圃場に全面撒くという全面表層施肥にしても問題が
ない。
移植栽培の場合は 1 回の追肥で、草丈 120～140cm、11～13 枚の葉が展開して株の頭頂
部に雄穂が見える頃に行う。追肥は窒素だけで、窒素 5～10kg／10a を施用する。施肥方法
及び施肥量の詳細は本 HP の「肥料施用学」をご参考ください。
硫黄被覆尿素のような緩効性窒素肥料を使う場合は、全量基肥にして、追肥を省略するこ
とができるが、多くの栽培データによれば、収穫量が慣行栽培より劣るので、アメリカなど
はほとんど使われていない。
5. 中耕・培土
中耕とは、中耕ローター等でトウモロコシのうね間を耕うんする作業である。培土と一緒
に行うことが多い。その効果は除草しつつ、固くなった土を軟らかくして空気を入れるほか、
培土により倒伏を防止する役割がある。通常、1 回目の追肥に合わせて行う。
中耕・培土作業には下記の注意事項がある。
① 土壌水分が高い条件下では、耕起した土塊が大きくなり、効果が低減するので、作業を
避ける。晴天が続いている日に行うのが理想である。
② 追肥の後に中耕・培土を行うと、株元に肥料が集まり、覆土されることで、肥料利用率
が上がる。
③ 植株の草丈が 60cm を超えた後、植株への損傷を避けるため、機械による中耕・培土を行わない。一
方、人力での中耕・培土が可能である。
6. 病害虫と雑草防除
トウモロコシは生長が速く、病気に対する抵抗性も高いので、病原菌に感染・発病しても
その被害程度が軽い。一方、大面積に栽培する場合は害虫による被害が大きくなる可能性が
ある。従って、害虫が発見された場合は、被害を抑えるために速やかに害虫の種類を確定す
る。また、アブラムシを除き、その他の害虫に対して早めに薬剤を散布する。トウモロコシ
栽培によく発生する病害虫名と防除法は表 1 にまとめる。
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表 1. トウモロコシ栽培によく発生する病害虫とその防除法
病害虫名

病原菌・害虫

さび病

糸状菌

発生時期・被害症状

防除法

出穂～黄熟期に発生、葉に黄褐色～紅褐色の円

抵抗性品種の

状または楕円状の病斑を形成する。病斑が破裂

使用、薬剤散布

して鉄さび色の胞子を放出する。下葉から上葉
へ広げる。窒素過剰、密植の温暖湿潤環境で多
発。
すす紋病

糸状菌

出穂～黄熟期に発生、葉に長さ 5～10cm、幅

抵抗性品種の

1cm の帯状灰褐色または黄褐色の斑紋を形成

使用、薬剤散布

する。湿気の多い環境では斑紋に黒い菌糸が見
える。冷涼多湿条件で発生が増加する傾向があ
る。
ごま葉枯

糸状菌

梅雨明け頃から発生、葉および葉鞘に楕円形、 抵 抗 性 品 種 の
長さ 0.5〜2cm、幅 2〜5mm 程度のオレンジ色

病

使用、薬剤散布

または黄褐色病斑を多数形成する。
黒穂病

糸状菌

4～6 葉期から発生、梅雨明け頃から葉、節、穂

抵抗性品種の

に肥大したコブが形成し、直径が 10cm 以上に

使用、種子消

なることもある。コブは初め光沢のある白色の

毒、薬剤散布

膜で覆われているが、のちに破れて内部より黒
色の粉（胞子）を飛散させる。雌穂と雄穂に多
く発生する。
青枯れ病

細菌

出穂～糊熟期に発生、葉が熱水でかけたように

抵抗性品種の

灰緑色に変色した。下葉から上葉に発展する。 使 用 、 種 子 消
青いままで枯れる。茎に浅い褐色の病斑が発生

毒、薬剤散布

し、根まで褐色に変色して腐る。株が倒伏やす
く、抜け易い。進行が速く、発病してから枯れ
るまで 5～10 日しかない。
根腐病

糸状菌

降水量が多い年の 8 月～9 月に子実の登熟が進

抵抗性品種の

むと発生しやすい。1 週間程度の短期間で茎葉

使用、薬剤散布

が枯れ上り、雌穂が下垂する。地際部は組織が
破壊されるため、風により簡単に折れる。
苗立枯れ

糸状菌

出芽期～4～6 葉期に発生、出芽期では種子の胚

抵抗性品種の

病、ピシウ

や胚乳が病原菌に侵され腐敗して全く発芽し

使用、種子消

ム苗立枯

ないか発芽しても地上に達する前に枯死する。 毒、薬剤散布

病

幼苗の根は褐変して表面は菌糸に覆われ、組織
の一部が腐敗して消失し細くなっている場合
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もあり、葉には灰色のすじが入る。ほとんど幼
苗期に萎凋枯死する
モザイク

ウイルス

病
アワノメ

昆虫

イガ

葉に濃淡のモザイク模様が現れ、ひどくなると

アブラムシの

葉は縮れて奇形化。アブラムシによる伝染。

防除

出穂～成熟期に発生、体長 5mm〜2cm ほどの

薬剤散布

黄白色イモムシ状の幼虫、雄穂と雌穂及び茎の
内部に潜り込み食害する。

アワヨト

昆虫

ウ
オオタバ

薬剤散布

する。
昆虫

コガ
アブラム

淡緑〜褐色イモムシ状の幼虫、夜間に葉を食害

7～8 月以降発生、イモムシ状の幼虫が雄穂、茎

薬剤散布

の内部、雌穂の子実を食害する。
昆虫

シ類

7 月以降に発生、新葉から汁液を吸う。吸汁に

薬剤散布

よって千粒重が低下するほか、モザイク病など
を伝染する。

トウモロコシは生長が速く、草丈も高いので、雑草との競争に負けることが少ない。従っ
て、除草剤を有効に使えば、雑草が大きな問題にならない。ただし、つる性雑草が茎葉に絡
み付くことで生育を妨害する一方、飼料サイレージの品質を下げるので、しっかり防除する
必要がある。通常、播種または移植時に 1 回土壌処理タイプの除草剤を散布して、生育の初
期段階に雑草を撲滅する。その後に除草剤を散布する必要がない。
トウモロコシ畑に発生する主な雑草の種類は表 2 に示す。
表 2. トウモロコシ畑に発生する主な雑草
雑草名
一年生雑草

イチビ、アレチウリ、ハリビユ、大オナモミ、ヨウシュチョウセンアサガオ、
オオブタクサ、タデ類など

多年生雑草

ショクヨウカヤツリ（キハマスゲ）
、ワルナスビ、ジョンソングラス、セイヨ
ウヒルガオなど

8. 収穫
用途によりトウモロコシの収穫時期が異なり、収穫方法も異なる。スイートコーン、飼料
用サイレージ、子実用コーンに分けて説明する。
A. スイートコーンの収穫： スイートコーンは糊熟期に収穫するものである。雌穂が出穂
した後約 25 日を経過して、絹糸（ヒゲ）が縮れて茶色に変色した時は収穫適期である（図
5A）
。目安としては、手で押すと穂の中身に手応えを感じるか、外皮を少しむいて上部の実
の膨らみを見て確認する。穂軸を折ると、ミルクラインが子実の頂部に見える程度である
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（図 5B）
。
手で雌穂のつけ根を折り取って収穫する。水分の蒸発による鮮度が落ちやすいので、収穫
後は早めに出荷する。長距離輸送や出荷が遅れる場合は 4～10℃の低温環境に保管する。

（A）

（B）
図 5.トウモロコシの糊熟期

トウモロコシは 1 株に 2 本の雌穂が発生することが多い。一部の栽培指導は 1 株に 1 本
の雌穂（最上部の雌穂）を残し、ほかの雌穂を摘去すると勧めるが、密植せず、養水分が十
分与える場合は、葉からの光合成産物が雌穂の発育に必要な養分を充分満足できるので、摘
果の必要がなく、そのままにして、収量が増える。密植と養水分が不足の場合は、下の雌穂
が肥大しないので、摘去しなくても問題がない。
B. 飼料用サイレージの収穫： 飼料用サイレージは黄熟期が収穫適期である。特に黄熟期
の後期に地上部乾物重が最大となり、収穫に適する。天候（主に気温）にもよるが、雌穂が
出穂した後 45～55 日を経過した時期は収穫適期である。目安としては、雌穂を剥いて、子
実の頂部が凹み、爪で子実の頂部を押しても内容物が出なくなり、子実の固い部分と軟らか
い部分の境目にあるミルクラインが降下し、ほぼ子実の半分に達した時が黄熟期である（図
6）
。

図 6. トウモロコシの黄熟期

サイレージは収穫と調製方式により、ロールベールラップサイレージと細切サイレージ
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に大別される。ロールベールラップサイレージの収穫は、ほとんど細断型ロールベーラを使
用する。1 台で収穫、切断、ロール梱包など全工程をまとめてできるので、作業効率が良く、
本邦のサイレージの収穫に活躍している（図 7）
。

図 7. 細断型ロールベーラ

図 8. 自走式ハーベスター

（農研機構より引用）

（YANMAR より引用）

細切サイレージの収穫は自走式ハーベスターとカーネルプロセッサーまたはコーンクラ
ッシャーの組合せを使用する。自走式ハーベスターを使って、トウモロコシを収穫し、その
後の細断はカーネルプロセッサーまたはコーンクラッシャーを使用する（図 8）。細断した
トウモロコシはダンプカーなどでサイロに輸送し貯蔵するか、加工場に専用の梱包機械で
圧縮して、ロール状に密封する。
サイレージの収穫には次の注意事項がある。
① トウモロコシの水分状態を十分に確認してから収穫する。サイレージの乳酸発酵を促進
するためには、原料草の水分含量 65～70％が最適とされている。気象条件、生育ステージ、
刈取作業のタイミングなどによって水分は大きく変動するので、トウモロコシの水分状態
を十分に確認して、刈取り、細断作業のタイミングを判断する。
② トウモロコシを地面から 15～20cm で切断する。その理由は収穫時に地面のある枯草、
土砂などの異物の混入を防ぐ。特に土砂の中には酪酸発酵の原因菌(クロストリジウム属)が
多く存在するので、混入を絶対に避けるべきである。
③ 乳酸菌発酵のためにトウモロコシを 10～13mm 程度に切断する。切断長は短いほど、ロ
ールまたはサイロ内の密度は高まり、発酵が良くなるが、短すぎると繊維質の反芻効果が低
下する。アシドーシス、第四胃変異などの疾病を防ぐためにも、飼料給与内容を考慮した上
で適切な切断長を設定する必要がある。なお、原料草の水分含量が低い（65％以下）場合は
密度を高めるために短めに切断する。
④ 細断した後、十分に踏圧し、素早く密封する貯蔵する。乳酸菌は空気のない条件で活発
に活動するため、サイレージの品質を高める上で踏圧作業は非常に重要である。サイロ内の
密度を高めることで、貯蔵量が増加し、開封後の損失を減らすことにもつながる。ロールベ
ールラップサイレージは極力圧縮し、密度を高めてから専用のビニール膜で速やかにロー
ル状に密封する。
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C. 子実用コーンの収穫： 子実用コーンは子実中にデンプンの充実が完成した完熟期に収
穫する。天候（主に気温）にもよるが、雌穂が出穂して 60 日以降は収穫が可能となる。目
安としては、地上の茎葉が完全に黄色く変色し、枯れて、雌穂の絹糸も完全に枯れた状態で
ある。雌穂を剥いて、子実の頂部が凹み、基部にブラックレイヤーと呼ばれる黒色の層が形
成される時点では完熟期である（図 9）
。

図 9. トウモロコシの完熟期

子実用コーンの収穫は主にコーンヘッダーを使用する。専用のコーンヘッダーはすべて
外国産の輸入ものである（図 10）
。その作業原理は、カッターでトウモロコシを切断し、ス
ナップローラで茎葉を下方に引き込みながら下部の回転ナイフで茎葉を細断する。雌穂は
ヘッダー上部で削ぎとられて脱穀部へ送り、脱穀する。細断された茎葉と穂軸が残渣となり、
圃場に放出される。
一方、国内の農機メーカーはアタッチメントタイプのコーンヘッダーを製造している（図
11）
。それを普通型コンバインに取り付ければ、子実用コーンの収穫に利用できる。その作
業原理は、刈り取ったトウモロコシの茎葉部分は刈取部のローリングカッターで除去し、雌
穂のみを脱穀部へ送り、脱穀させる。

図 10. 専用コーンヘッダー

図 11. 普通型コンバインに取り付けるコーン

（Drago より引用）

ヘッダー（YANMAR より引用）

9. 乾燥・調整
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収穫した子実用トウモロコシの粒は 25～30%の水分を含んでいる。通常地元のライスセ
ンターなど共同運営の乾燥施設に運び、火力通風乾燥機を使って、60℃で粒の水分を 14％
以下に乾燥する。
乾燥作業には下記の注意事項がある。
①乾燥機は水稲、小麦などと共用されることが多いため、異種類作物の混入を防ぐためにも
清掃を徹底する。
② 収穫直後のトウモロコシは水分が高いことが多く、袋詰めやコンテナなどに長時間放置
すると、変質して異臭や変質粒が発生する。収穫時の天候や温度・湿度によって異なるが、
一般的には、収穫後 6～8 時間以内に乾燥機に入れる必要がある。
乾燥を終えたトウモロコシは粒選別機、石抜機、比重選別機によって屑粒や夾雑物を除去
し、整粒率を上げる調整作業が必要である。調整したトウモロコシは貯蔵または出荷する。
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