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ソルガム類の特性
－その栽培と利用方法－

わが国で主に栽培・利用される飼料用ソルガム属
植物としてはソルガム、スーダングラスおよびこれ
らの交雑種である。ソルガム属植物には他にジョン
ソングラスなどがあるが、その栽培・利用はほとん
どなく、むしろ ４ 倍体で多年生のジョンソングラス
は飼料作物栽培圃場や路傍で強外来雑草となってい
る。わが国では栽培・利用の観点からソルガムの分
類と呼称として子実型、兼用型、ソルゴー型、スー
ダン型およびスーダングラスの 5 つのタイプに分類
し（表 1）、その栽培・利用と品種改良が進められ
ている。わが国におけるソルガムの栽培は、寒冷地
～暖地まで可能であるが、栽培が多い地域は暖地～
温暖地である。

さらに、ソルガムは飼料作物としての利用の他

に、緑肥作物、食用作物、花卉などの園芸作物ある
いは野菜栽培におけるドリフト防止用の防壁作物な
どの栽培利用もあるが、特に緑肥作物としての利用
が増えている。また、近年ではバイオエタノール用
の資源作物として注目され研究・開発が進められて
おり、その目的と利用の範囲の広さは他の作物には
類を見ない。

飼料作物として栽培・利用する場合のソルガム・
スーダングラスの優れた特性として、高い乾物生産
性、多回刈り利用が可能な再生性、サイレージ、青
刈り、乾草など利用法や利用する畜種に適した品種
の変異が大きいことなどが挙げられる。一方、飼料
用トウモロコシと比べ低温伸長性や薬剤耐性に劣る
こと、また、飼料の栄養価や嗜好性が低いことなど

　表 1　�ソルガム・スーダングラスの特性と品種名

タイプ 特性 乾草 ロール
ベール 青刈 サイ

レージ 子実 近年の公的育成品種*
は高消化性形質を持つ 雪印種苗

スーダングラス 細茎・多茎、再生力旺盛 ○ ○ ○ ヘイスーダン、うまかろーる
リッチスーダン

スーダン型ソルガム 子実型×スーダングラスの交配種、再生
力旺盛 ○ ○ ○ 涼風*、九州交 ３ 号*、峰風 BMRスィート

ソルゴー型ソルガム 稈長：2. ４ｍ以上の長稈、太茎、多汁
品種 ○ ○ 秋立*、夏太郎*、風高*

高糖分ソルゴーDH
雪印ハイブリッドソルゴー
ビッグシュガーソルゴー

兼用型ソルガム 稈長：2 m前後、青刈・サイレージと子
実の兼用タイプ △ ○ ○ 葉月*、華青葉* ハイグレンソルゴー

子実型ソルガム 稈長：1. 5ｍ以下の短稈種、穂重割合高い ○ 三尺ソルゴー

注）兼用型ソルガムのロールベールサイレージ利用では高消化性形質を持った品種では利用可能。
注）○：適　△：茎が細いもののみ利用可能。
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が挙げられるが、これらは栽培・利用方法によって
十分対応できる特性でもある。 
飼料特性

ソルガム・スーダングラスにおける消化性や嗜好
性などの特性は、飼料用トウモロコシに比べ劣ると
されている。このため、近年では、高消化性遺伝子
（bmr：褐色中肋、写真 1）を導入した高消化性品
種の開発が行われ、国産の育成品種では兼用型の
‘葉月’、‘華青葉’、ソルゴー型の‘秋立’、‘風高’、
‘夏太郎（SUX109-1）’、スーダン型の‘涼風’、‘九
州交 ３ 号’などが開発され、市販品種では兼用型の
‘高消化ソルゴー’やスーダン型の‘BMRスィー
ト’などの品種が普及され、そのＴＤＮは65%程度
まで改善され、嗜好性も良好であるとされている。
しかし、ソルガムの飼料としての変異の広さや実際
の利用場面を考えた場合、給与する牛の種類や栽培

利用形態の多様性の視点からは、トウモロコシに比
べて劣るものではなく、ソルガムの飼料としての最
大のメリットは適応範囲の広い多機能飼料として位
置づけられる。
飼料作物としての栽培と利用

従来までのソルガム・スーダングラスは、その形
態的特性である茎の太さ、穂重割合、茎中の糖含量
などから、子実型・兼用型・ソルゴー型などがサイ
レージ用として、一方、スーダン型およびスーダン
グラスは青刈りや乾草として利用されてきた。しか
し、近年はその収穫機の改良によって、ソルガム・
スーダングラスのタイプに係わりなくロールベー
ル・ラッピング体系を利用したサイレージや乾草利
用が多くなっている。こうした状況の中で開発され
たbmr遺伝子を持つ高消化性品種は、その茎葉の柔
軟性もあり散播・密植栽培によって高品質なサイ
レージの調製が可能となっている。

栽培は、再生力にやや劣る子実型・兼用型・ソル
ゴー型などは、暖地～温暖地で年 1 ～ 2 回刈り、寒
冷地南部は年 1 回刈りで、また、再生力に優れる
スーダン型およびスーダングラスは暖地～温暖地で
年 2 ～ ３ 回刈り、寒冷地南部で年 1 ～ 2 回刈りで利
用されている。また、その刈取適期はタイプや品種
さらには機械化体系によって異なるが、概ね出穂始
～糊熟期迄である。さらに、年 1 回刈り利用の場
合、刈り取り時期は乳熟期～糊熟期が適当である
が、多回刈り利用の場合は、出穂始を目安に行う。
なお、青刈り利用の場合、出穂期～開花期は出穂始
や乳熟～糊熟期に比べ極端に嗜好性が劣ることも留
意する必要がある。

さらに、多回刈り利用の場合、その収量に影響す
る特性として再生性がある。前述した通り一般的に写真 1　�「葉月」の褐色中肋（bmr）

トラクタによる
踏圧で再生は劣
るが、品種・系
統間差もある。

写真 2　�市販品種を用いた再生草における踏圧耐性の評価

踏圧区 無踏圧区
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は子実・兼用・ソルゴー型に比べスーダン型および
スーダングラスの再生力が優れているが、品種・系
統間差異も大きい。また、収穫作業の機械化が進む
中で、再生性に大きく影響する踏圧耐性について
も、一般にスーダン型およびスーダングラスが優れ
ている。しかし、品種・系統間差異も大きいため、
これらの特性を把握しておく必要がある（写真 2）。

播種期は平均気温15℃前後の時期で、トウモロコ
シに比べ 2 ～ ３ 週間程度遅い。また、ソルガム・スー
ダングラスでは日長や温度に対する感応性も品種に
より大きく異なることが知られており、その栽培・
利用に際しては品種ごとに播種適期等の特性を把握
しておく必要がある。播種方法には条播（条間70～
80cm程度、播種量 1 ～ 2 kg/10a程度）および散播
（播種量 5 ～ 6 kg/10a程度）がある。また、近年
急速に普及しているロールベール・ラッピング体系
の中では細茎とするため、スーダン型やスーダング
ラスでは播種量を 6 ～ 8 kg/10a程度で利用する場
合も多い。これらは収穫方法や使用する機械あるい
は種子コストによって選択されるが、それ以外に栽
培圃場での雑草発生や作型も考慮する必要がある。
一般的な条播における栽植密度は、ソルガムのタイ
プに依らず20, 000本/10a程度が適正である。一方、
散播栽培では、その栽植密度が200本/㎡程度を確保
することで除草剤を用いない栽培も可能である。ま
た、除草剤を使用する場合は、播種後十分に鎮圧
し、圃場を均平にして施用すると効果が高い。 

ソルガム・スーダングラスでは収穫時期（サイレー
ジ原料の水分調整）に関連して重要である形質に茎
の乾汁性がある。これは茎葉の乾物率さらにサイ
レージの品質に大きく影響する形質で、乾性の品種
は汁性の品種に比べやや早めに収穫が可能となる。
また、乾性の品種では刈り取り適期（糊熟期）を過
ぎるとサイレージは酢酸発酵の割合が大きくなり、

逆に汁性の品種では早刈りにより廃汁の増加と酪酸
発酵の増加など、実際の栽培では品種の乾汁性を確
認して栽培することが重要である。

さらに、栽培・利用上重要な特性として耐倒伏性
と病害虫の発生程度が挙げられる。耐倒伏性は収穫
作業の効率と収穫ロスの多少、さらにはサイレージ
品質に影響する特性である。台風被害の多い西南暖
地では、台風が頻繁に襲来する前に一番草を刈り取
り、台風襲来時は草丈が低い状態で再生草を管理
し、晩秋に二番草を収穫・利用すると言った栽培体
系がとられる場合も多い。一方、病害虫による被害
については、近年の温暖化傾向の中で、全般に増加
傾向にある。ソルガム・スーダングラスの主な病気
としては紫斑点病（写真 3）、炭疽病、すす紋病、
ひょう紋病、条斑細菌病、紋枯病、麦角病などが挙
げられる。また、害虫としてはアワノメイガ、ヨト
ウガ、オオタバコガ、ヒエノアブラムシなどのアブ
ラムシ類、カメムシ類などがある。しかし、ソルガ
ム・スーダングラスの栽培で利用できる病害虫防除
のための農薬登録は極めて少なく、病害については
耐病性品種を、また、害虫についても被害・発生の
比較的すくない品種やタイプ、あるいは作型によっ
て対応することが低コスト生産のために重要であ
る。

畜産経営の大規模化の中でその割合は少ないが、
小規模な畜産農家などで重要な利用方法に青刈り利
用と立毛貯蔵利用がある。ソルガム・スーダングラ
スの植物体の緑度保持能はトウモロコシに比べ優れ
ており、青刈りとして利用できる期間は長い。青刈
り利用では、生育初期の青酸と著しい多窒素施用栽
培下での硝酸態窒素含量に注意する必要があるとさ
れているが、通常の青刈り利用では、刈り取りは穂
ばらみ期以降であり、青酸はほとんど問題ない。ま
た、著しい多窒素施用下での栽培となった場合は、

写真 3　�紫斑点病抵抗性

罹病個体 抵抗性個体

写真 4　�立毛貯蔵　（品種：風立）
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サイレージ調製して利用する方が安全である。さら
に、収穫期を過ぎた冬期において圃場に立毛状態で
貯留し、順次刈り取って利用する利用法として立毛
貯蔵がある（写真 4）。この利用法は、夏季～秋期
の農作業の繁忙期にサイレージ調製をしなくてす
み、サイロなどの施設がなくても青刈りと立毛貯蔵
の組合せで比較的長期にわたって利用できるメリッ
トもある。なお、立毛貯蔵では、特に冬期間の凍み
が強い地域では、水分が低下し植物体が枯れ上がる
に従って、折損の発生が多くなるため、利用する品
種は折損まで含めた耐倒伏性に優れる品種がよい。 

乾草としての利用では、主にスーダングラスを用
いられる。そのため、茎が細く乾性で乾燥しやすい
品種が利用に適している。しかし、乾草調製は、
ロールベールサイレージ体系に比べ天候に左右され
ることも多く、時間と労力など生産コストは高くな
る。

さらに、トウモロコシとソルガムを混播する混播
栽培は、暖地～温暖地では、一番草はトウモロコシ
主体で、刈り取り後は再生ソルガムを利用し、 1 回
の播種で乾物多収をねらったものである。一方、寒

冷地域における混播栽培では、ソルガムを繊維の給
源として利用するため、耐倒伏性に優れたトウモロ
コシと混播する場合が多く、畦条混播で利用してい
る場合もある。最近では、耐倒伏性と多収性をね
らって極晩生種のソルガムを用いた ｢ソルガム-ソ
ルガム｣ の混播栽培も開発されており、ソルガムの
栽培・利用の幅を広げる点で有用な技術である。
緑肥作物としてのソルガム・スーダングラス

近年、大規模な野菜生産地において問題となって
いる連作障害に対して、ソルガム・スーダングラス
を利用する場面が増加している。こうした規模の野
菜生産地の中には、寒冷地や高標高地など、従来ソ
ルガム・スーダングラスの栽培は困難と考えられて
いる地域も多い。しかし、近年の地球温暖化の影響
もあるのか、筆者らが標高1, ３50mの長野県野辺山
高原で行ったソルガム・スーダングラス市販品種の
特性評価試験の結果、緑肥として十分な乾物生産量
とキャベツ根瘤病被害の低減効果も確認されてい
る。緑肥作物としての導入・栽培方法については、
重要な課題である。

�上背があり子実が期待でき、高栄養サイレージを期待。茎葉
に糖分を蓄積するタイプが多い。写真提供：長野畜試

稈長が低く、子実極多収で海外では子実生産が目的（写真手前）。
�日本では緑肥の防風作物や小型ソルガムとして利用。写真提
供：長野畜試

茎が細く、ブンゲツが多く、再生が良好、乾草も可能
写真提供：雪印種苗

�上背があり茎が細く、ロールベー
ルは子実が穂る前に利用する。再
生良好。写真提供：長野畜試

スーダングラス（ヘイスーダン）

ソルゴー型ソルガム

スーダン型ソルガム（涼風）

子実型ソルガム
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