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牧草と園芸　第５１巻第３号（２００３年）

１　はじめに

　平成１４年の西南暖地でのトウモコロシの収量は地

域によって差が生じました。中国・四国地方では平

成１２年から３年連続して作況指数が１００を超える豊

作になっております（表１）。一方で九州地方は３年

ぶりにやや不作な年になりました。九州地方の中で

も地域による差が出ており（表２），長崎，佐賀，福

岡の３県は前年並みかそれ以上に収量が取れた年で

したが，熊本，宮崎，鹿児島の３県は約１０％程度の

低収でした。この原因には南九州を中心に通過した

台風の影響が考えられ，これがトウモロコシに大き

な影響を与えたことがこの結果に顕著に現れており

ます。

　ここ数年は台風被害が少なく酪農家の方から「ト

ウモロコシのサイロは充分にあり，エサが余ってい

る」という会話を良く耳にしましたが，昨年は鹿児

島，宮崎，熊本県でトウモロコシを栽培された方に

は大変な年であったと思われます。今年はトウモロ

コシにとって，どのような年になるか分かりません

が，これから栽培できる品種『スノーデント王夏』

（写真１）をご紹介したいと思います。

２　遅播き・二期作用品種の開発とスノー
デント王夏の品種特性

　当社では平成２年より遅播き・二期作用品種として

飼料用トウモロコシ�
　　　『スノーデント王夏』の紹介�

雪印種苗㈱　宮崎研究農場　木下　剛仁�

西南暖地向け�

写真１　スノーデント王夏

表１　青刈りとうもろこしの収穫量

中国地方四国地方九州地方

作況指数
１０ａ当たり
収量

作況指数
１０ａ当たり
収量

作況指数
１０ａ当たり
収量

 ９６５,７８０１００４，４００ ９３５，２７０平成８年

 ９９５，９３０ ８９３，９１０１０２５，７５０平成９年

 ９３５，５５０１００４，３８０１０１５，７２０平成１０年

 ９７５，８３０ ９３４，０８０ ７５４，２４０平成１１年

１０１６，０７０１０３４，５４０１０６５，９７０平成１２年

１０７６，３９０１０４４，５８０１０８６，１１０平成１３年

１０６６，３４０１０４４，５９０ ９８５，５７０平成１４年

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 出典：農林水産省統計情報部）
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単位　１０ａ当たり収量：�
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作況指数：％　　　
注）作況指数は７ヵ年の実績値のうち，最高，最低を除いた５ヵ年の平

均値に対する収量比率。

表２　九州各県の青刈りとうもろこしの収穫量

九州地方

前年対比平成１４年平成１３年

１０１５，３１０５，２７０長崎県

 ９９４，８４０４，８７０佐賀県

１０４５，３２０５，１４０福岡県

 ９８６，０４０６，１８０大分県

 ８８４，９５０５，６３０熊本県

 ９１５，８６０６，４２０宮崎県

 ９１５，８６０６，４５０鹿児島県

（出典：農林水産省統計情報部）単位　１０ａ当たり収量：�　前年対
比：％

表３　遅播き・二期作のスノーデント系の開発

スノーデント
王夏

スノーデント
盛夏

スノーデント
１３５Ｖ

スノーデント
１３５

品種名

ＳＨ９９０４ＳＨ８９１５ＳＨ５９１１Ｇ５４３１系統名

平成１４年平成１２年平成１０年平成３年販売開始年

収量性
南方さび，根
腐病抵抗性，
耐倒伏性

耐倒伏性－
前品種の
改良面
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スノーデント１３５（Ｇ５４３１）を販売し，スノーデント

王夏は４代目になります。遅播き・二期作栽培は台

風の影響を受けやすい時期の栽培なので耐倒伏性に

強い品種，また問題となる南方さび病に抵抗性を

持った品種開発を続け，ここ１０年で格段に品種力が

アップしてきております（表３）。平成１２年から販売

したスノーデント盛夏はその耐倒伏性と南方さび病

抵抗性が，このクラスの市販品種では最強のレベル

にあり，現在でも好評で販売をしております。

　スノーデント王夏はスノーデント盛夏の耐病性，

耐倒伏性をそのまま兼ね備え，収量性をアップさせ

た品種です。表４は当社農場でのスノーデント王夏

の成績ですが，スノーデント盛夏と比較して草丈が

平均で約２０�程度高く（写真２），７月播きでは総体

乾物収量で約１０％程度多収を示しております。表５

は九州４県の畜産試験場のデータです。スノーデン

ト王夏と３０Ｄ４４を比較すると，南方さび病抵抗性及

び耐倒伏性の差が明瞭です（写真３）。特に，耐倒伏

性においては当社，また試験場の成績で折損の発生

する程度が高いことが分かります。また，ゴールド

デントＫＤ８５０との比較ではスノーデント王夏の総

体乾物収量が高い傾向にあります。主な遅播き・二

期作用品種の特性を当社と試験場のデータを基にし

て比較したものが図１になります。

３　スノーデント王夏を利用した作付体系

　スノーデント王夏を利用した作付体系は表６のと

おり３パターンに分けられます。パターン１はトウ

モロコシの二期作体系です。一期作目にスノーデン

ト１１０，１１４といった早生系の品種を３月下旬～４月

上旬に作付けして，７月中下旬に収穫します。収穫

後にスノーデント王夏を作付けして，１１月下旬頃収

穫します。この体系は酪農家向けで，年間で高ＴＤ

Ｎを狙える体系です。表７はこのパターンでの試験

成績ですが，年間で３トン以上の乾物収量が確保可

能です。

写真４　写真３　

写真２　（盛夏）　　　　　　　　　　　（王夏）

　図１　遅播き・２期作用品種の特性比較�
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茎葉収量�
注）７月播きでの評価�
　　９：極良～１：極不良�



１０

表５　スノーデント王夏の九州各試験場の成績

乾物収量南方
さび

ごま
葉枯

耐倒伏性着雌
穂高

稈長
絹糸
抽出

初期
生育品種・系統名� 比

％
雌穂
�／１０ａ

比
％

茎葉
�／１０ａ

比
％

総体
�／１０ａ

合計
％

折損
％

倒伏
％ ９～１９～１��日数９～１

宮崎畜試

１００４１３１００１，３５４１００１，７６７６．０２．０１９．０３．７１５．３－２１３－９．０●３０Ｄ４４１

 ８６３５４ ９６１，３０５ ９４１，６５９２．０２．０ ２．７０．０ ２．７－２１８－９．０　スノーデント王夏（ＳＨ９９０４）２

１６９６９９ ６４　８７３ ８９１，５７２４．３１．３ ３．０１．０ ２．０－２０５－８．０　ゴールドデントＫＤ８５０３

１３５５５９ ６１　８２０ ７８１，３７９３．０２．３ ４．７１．０ ３．７－１８８－８．０　スノーデント盛夏（ＳＨ８９１５）４

１３２５４６ ５８　７８６ ７５１，３３２８．０１．０ １．０１．０ ０．０－１９１－７．７　ＧＸ０８１６５

熊本農研

１００７６１１００１，０３８１００１，７９８２．５１．５ ０．００．０ ０．０１０４２２８５８．５７．４●３０Ｄ４４１

 ８１６１５ ９３　９６４ ８８１，５７９２．２１．５ ０．００．０ ０．０１１１２２１５５．５８．５　スノーデント王夏（ＳＨ９９０４）２

 ８６６５７ ８４　８６８ ８５１，５２６１．９１．０ ０．００．０ ０．０ ９２２２３５６．０８．０　ゴールドデントＫＤ８５０３

 ７０５３１ ７５　７７５ ７３１，３０６１．５１．０ ０．４０．０ ０．４１００１９７５６．５７．５　スノーデント盛夏（ＳＨ８９１５）４

 ８０６１２ ７５　７７４ ７７１，３８６３．２１．５ ０．００．０ ０．０ ８６２０３５９．０７．４　ＧＸ０８１６５

 ８６６５１ ７３　７５５ ７８１，４０５１．４１．５ ０．００．０ ０．０１００２０４５８．５７．４　３０８１６

 ７６５７６ ７７　７９６ ７６１，３７２２．４１．０ ０．００．０ ０．０ ８８２０８５６．５７．９　ＫＤ７７２スーパー７

＊＊＊＊＊＊大分畜試

－－－－１００１，３０９３．３２．３１６．９９．８ ７．１１０９２２１－－●３０Ｄ４４１

－－－－ ９６１，２６２２．０２．３ １．２０．０ １．２１３１２２１－－　スノーデント王夏（ＳＨ９９０４）２

－－－－ ８１１，０５４２．３２．０ １．２０．０ １．２１０１２１７－－　ゴールドデントＫＤ８５０３

－－－－ ８１１，０５９２．３２．０ ０．４０．０ ０．４１０２２２８－－　スノーデント盛夏（ＳＨ８９１５）４

－－－－ ８５１，１０８３．０２．０ ２．４０．０ ２．４ ９２２０１－－　ゴールドデントＫＤ７７２スーパー５

長崎畜試

１００３２６１００１，０３５１００１，３６１１．０１．０ ２．８１．１ １．７－２１８－－●３０Ｄ４４１

１０２３３２１０３１，０６３１０３１，３９６１．０１．０ ０．００．０ ０．０－２１８－－　スノーデント王夏（ＳＨ９９０４）２

 ９８３１９ ８６　８９５ ８９１，２１５１．０１．０ ０．６０．０ ０．６－２１１－－　ゴールドデントＫＤ８５０３

各試験場の播種期
　宮崎畜試：平成１４年７月１１日
　熊本農研：平成１３年８月３日，平成１４年８月２日
　大分畜試：平成１３年８月８日，平成１４年７月２９日
　長崎畜試：平成１４年８月１２日

●：対照品種　初期生育評点９：極良～１：極不良
　　耐病性評点　１：無～９：甚
宮崎畜試と長崎畜試の成績は平成１４年の結果
熊本農研と大分畜試の成績は平成１３～１４年の２ヵ年の結果
注）　＊：平成１３年の成績
　　＊＊：平成１４年の成績

表４　スノーデント王夏の５，７月播き成績

総体
乾物率

乾物収量
根腐病

南方
さび

ごま
葉枯

耐倒伏性
Ｂｒｉｘ
糖度

着雌
穂高

稈長
絹糸
抽出

初期
生育販売先品種・系統名� 比

％
雌穂
�／１０ａ

比
％

茎葉
�／１０ａ

比
％

総体
�／１０ａ

合計
％

折損
％

倒伏
％

ナビキ
％ ％％９～１９～１��日数９～１

＊５月播き成績

２７．７１００５８９１００７７４１００１，３６２０．７４．８６．４３９．７１９．０１４．３６．３４．８１０６２３６６５．２４．０カネコ種苗●ゴールドデントＫＤ７７７１

２４．１ ８６５０８１２６９７６１０９１，４８４０．３７．４８．３２．４０．０１．６０．８５．３１４６２５２６６．６６．８雪印種苗　スノーデント王夏（ＳＨ９９０４）２

２５．５１１２６５９１１６９００１１４１，５５８０．０７．４８．２０．８０．００．００．８３．９１２１２３０６５．９６．０雪印種苗　スノーデント盛夏（ＳＨ８９１５）３

３４．９１２３７２５ ９１７００１０５１，４２６７．０２．０４．２５．６０．８０．８４．０２．５９０２５０６２．１６．１パイオニア　３２Ｋ６１４

＊＊７月播き成績

２６．９１００５５３１００７３３１００１，２８５２．１４．２７．８３０．１２２．８２．４４．９３．４１０５２３３５０．５７．２パイオニア●３０Ｄ４４１

２４．９ ９３５１６１０４７６６１００１，２８２１．０６．３８．３０．００．００．００．０５．７１１１２３３４９．７６．７雪印種苗　スノーデント王夏（ＳＨ９９０４）２

２５．１ ９６５２９ ８６６３３ ９０１，１６２３．１７．２８．２０．００．００．００．０４．２９８２１２４９．５４．８雪印種苗　スノーデント盛夏（ＳＨ８９１５）３

２２．１ ８２４５４ ９７７１４ ９１１，１６７９．４６．３７．３０．００．００．００．０４．０８７２３６５２．２４．７カネコ種苗　ゴールドデントＫＤ８５０４

●：対照品種　評点９：極強，極良～１：極弱、極不良
５月播き成績は平成１１～１３年の３ヵ年の平均値
７月播き成績は平成１３～１４年の２ヵ年の平均値
注）　＊：平成１３年８月２０日（台風１１号最大瞬間風速２１．２ｍ／秒）による結果
　　＊＊：平成１３年１０月１７日（台風２１号最大瞬間風速１５．７ｍ／秒）による結果
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　パターン２，３はイアタリアンを収穫後に作付する

体系です。パターン２では中生イタリアンとの組合

せで５月播きでの栽培となります。表４に５月播き

の成績を記載しておりますが，スノーデント王夏は

５月播きも可能な品種となっております。特に，こ

こ数年南九州では５月播きで南方さび病が発生して

おり，問題となっています。抵抗性品種を作付けし

ない場合写真４のように，完全に枯死しますが，ス

ノーデント王夏は抵抗性を持っていますので，安心

して作付け出来ます。パターン３は中晩生イタリア

ンとの組合せで，イタリアンの再生草を収穫，その

後梅雨明けに作付けする体系です。

　以上のようにスノーデント王夏は５月～８月まで

栽培が可能な品種です。播種適期が長いので様々な

作付体系に対応できるように使いやすくなっており

ます。

４　スノーデント盛夏との使い分け

　当社では遅播き，二期作用品種ではスノーデント

王夏の他にスノーデント盛夏も販売しております。

使い方は全く同じですが，収量性で違いがあり，以

下の使い分けをご紹介します。表４の試験成績から

スノーデント盛夏はスノーデント王夏より草丈は低

いですが，雌穂収量が５，７月播きで何れも多収な結

果です。以上のことから，スノーデント盛夏は５月

播きで雌穂収量を望まれる農家，またスノーデント

王夏よりやや草丈が低いのでコンパクトで扱いやす

く，青刈りには最適です（作業性重視）。一方でス

ノーデント王夏は５月播きで茎葉中心のガサを望ま

れる農家や７月播きで収量を重視したい農家にお薦

めです。以上のように，それぞれの品種特性を理解

した上で，ご自分の経営内容にあった品種をお選び

下さい。

５　最後に

　今回はスンーデント王夏の品種紹介をして参りま

したが，今後もこのクラスの品種開発を継続して，

皆様の農業経営にお役に立っていきたいと考えてお

ります。スノーデント系早播き品種郡との組合せ，

或いはイタリアンライグラス収穫後の栽培等で，ご

活用，ご利用頂ければ幸いです。

表７　トウモロコシ２期作体系（パターン１）の各社品種の収量性

乾物率総収量（１期作と２期作）稈長品種組合せ

販売先

２期作目１期作目比２期作目１期作目２期作目１期作目

２９．１２４．７１００３，２７２２０６２７７スノーデント王夏→スノーデント１１４　ＤＫ７０８雪印種苗

２３．１２４．９ ９３３，０３４１９４２６２３０８１→セシリアパイオニア

２６．６２７．６ ９５３，１１１１８６２７９ＮＳ８８Ａ→ＮＳ６８Ａ日本総業

２７．７２５．６ ９６３，１５２２１３２８２ゴールドデントＫＤ８５０→ゴールドデントＫＤ６４０カネコ種苗

単位：稈長（�）　収量（�／１０ａ）　比（％）　　　 
（平成１４年　熊本県農研センター畜産研究所試験成績）
対照品種は当社各品種　　　　　　　　　　　　　　
１期作目：４月９日播種　７月２２日収穫　　　　　　
２期作目：８月２日播種　１１月２２日収穫　　　　　　

　表６　スノーデント王夏の作付体系例�

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

西南暖地�

スノーデント１１０，１１４� スノーデント王夏� トウモロコシ２期作体系（パターン１）�

：播種期�

：収穫期�

イタリアン１回利用体系（パターン２）�

イタリアン多回刈利用体系（パターン３）�

イタリアン（タチムシャ，ドライアン）�

イタリアン（マンモスＢ，エース）� スノーデント王夏�

スノーデント王夏�


