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麦類の生産状況

• かつては、麦飯用の大麦（皮・裸）が多。

• 米の増産とともに小麦の割合が増えたが、麦
全体の栽培が減少。

• １９６０年代からビール用二条大麦が重要な
品目。

• 1970年代から急速に減少し、補助金に依存し
た増減の繰り返し。

• 北海道の比率が高まり、平均収量も向上。





麦類の作付面積・単収・生産量の推移

年代 ４麦作付面積（万ha） 小麦作付面積 小麦単収(kg/10a) 生産量（万ｔ）

明治31-35 179.1 47.0 121.8 57.3 

大正6-10 172.0 54.2 156.6 85.0 

昭和１- 139.0 53.1 181.1 96.9 

昭和11- 159.0 77.3 175.3 135.4 

昭和21- 163.7 69.5 180.1 126.2 

昭和31- 132.6 59.3 229.5 135.9 

昭和41- 42.3 21.5 263.5 56.6 

昭和51- 28.6 17.7 310.4 55.9 

昭和61- 27.9 24.7 346.1 85.6 

平成6- 23.4 17.5 356.2 62.8 



麦種別作付面積（万ha）

年度（平） ４麦合計 小麦 二条大麦 六条大麦 裸麦

11 22.07 16.88 3.66 1.03 0.51 

12 23.66 18.30 3.67 1.14 0.54 

13 25.74 19.69 3.95 1.51 0.59 

14 27.15 20.69 4.07 1.76 0.62 

15 27.58 21.22 3.95 1.82 0.59 

16 27.24 21.26 3.72 1.76 0.51 

17 26.83 21.35 3.48 1.55 0.45 

平均 25.75 19.91 3.79 1.51 0.54 

割合 100.0 77.3 14.7 5.9 2.1 



小麦の作付面積（万ha）

年度（平） 全国 北海道 都府県 東北 関東東山 東海 近畿 中国 四国 九州

11 16.88 9.47 7.41 0.46 2.56 1.01 0.62 0.08 0.07 2.60 

12 18.30 10.30 7.99 0.53 2.63 1.13 0.71 0.09 0.08 2.81 

13 19.70 10.80 8.94 0.68 2.77 1.36 0.86 0.11 0.08 3.08 

14 20.70 11.28 9.40 0.86 2.73 1.51 0.94 0.13 0.10 3.15 

15 21.20 11.30 9.95 0.95 2.85 1.57 0.96 0.14 0.14 3.33 

16 21.60 11.40 9.86 0.90 2.72 1.51 0.93 0.13 0.14 3.52 

17 21.40 11.55 9.80 0.88 2.64 1.43 0.85 0.13 0.16 3.70 

平均 19.97 10.87 9.05 0.75 2.70 1.36 0.84 0.12 0.11 3.17 

割合 １００．０ 54.6 45.5 3.8 13.6 6.8 4.2 0.6 0.6 15.9 



小麦の単収（kg/10a）

年度（平） 全国 北海道 都府県 東北 関東東山 東海 近畿 中国 四国 九州

11 345 317 382 248 390 326 310 396 436 435

12 376 366 388 261 406 354 280 368 411 437

13 355 380 326 246 368 288 269 293 312 338

14 401 449 344 244 426 337 319 298 412 308

15 403 495 300 205 395 232 212 301 417 299

16 405 490 306 212 303 252 236 287 314 375

17 411 468 344 161 386 308 249 291 286 399

平均 385.1 423.6 341.4 225.3 382.0 299.6 267.9 319.1 369.7 370.1 

比率 100.0 110.0 88.6 58.5 99.2 77.8 69.6 82.8 96.0 96.1 



農水独法の研究体制
• めん用小麦研究チーム

（作物研、東北、近中四、九州・沖縄）

• パン用小麦研究チーム

（北海道、東北、作物研、近中四、九州・沖縄）

• 大・はだか麦研究チーム

（近中四、東北、「北陸」、作物研、九州・沖縄）

• 赤かび病研究チーム

（九州・沖縄）

• 麦類遺伝子技術研究チーム

（作物研）

このほか各地の輪作研究チーム等で栽培的研究



小麦の育種試験地

• 農水独法：北海道農研、東北農研、作物研、近中四農研、
九州沖縄農研

• 農水育種指定試験地：北見、群馬、長野、愛知

• 県単独：愛知、香川、福岡 程度

• 民間：ホクレン、住友化学



小麦の主要品種（平成１６年産）

順位 品種名 系譜 作付面積 比率 主な産地

小麦 212 600  100.0 

1
ホクシン

（北見35号×北見42号）×チホク
コムギ 100 100 46.7 北海道（１００．０）

2 農林６１号 福岡小麦18号×新中長 46 500 21.9 群馬(15.3)、埼玉（15.0)、茨城(13.3)、愛知(13.0)、滋賀(12.0) 

3 シロガネコムギ シラサギコムギ×西海104号 19 400 9.1 佐賀(40.1)、福岡(36.4)、熊本(13.7)、兵庫(4.8)、長崎(2.8) 

4 チクゴイズミ 関東107号×アサカゼコムギ 11 700 5.5 福岡(47.2)、佐賀(25.7)、熊本(14.5)、大分(5.7)、長崎(3.1) 

5 春よ恋 ハルユタカ×Ｓｔｏａ 5 900 2.8 北海道(100.0) 

6 タイセツコムギ 北系920×北見42号 2 270 1.1 北海道(100.0) 

7 シラネコムギ 北陸４９号×東海80号 2 400 1.1 宮城（57.9)、長野(42.1) 

8 ナンブコムギ 農林３３号×農林２７号 3 910 1.8 岩手(94.2) 

9 ホロシリコムギ 北系８号×北海２４０号 1 820 0.9 北海道(100.0) 

10 つるぴかり 関東100号×関東107号 1 260 0.6 群馬(100.0) 

11
きたもえ ５９０４５（ホクシン）×北系１３５４

1 150 0.5 北海道(100.0) 

12 あやひかり
関東107号×西海168号（きぬい

ろは） 1 190 0.6 三重（59.8)、埼玉(40.2) 

13
ニシホナミ 関東107号×ミナミノコムギ

1 260 0.6 福岡（100.0) 

14
タクネコムギ 東北118号北系２２１号

1 140 0.5 北海道(100.0) 

15
ネバリゴシ 関東107号×チホクコムギ

1 660 0.8 青森(77.0)、秋田(20.7) 



大麦の育種試験地

• 農水独法：東北農研（皮）、中央農研北陸（皮）、作物研
（皮）、近中四農研四国（裸）、九州沖縄農研（皮）

ただし育種対象の皮裸は絶対的ではない。

• 農水育種指定試験地：
栃木（ビ）、長野（皮）、福岡（ビ）

• 県単独：北海道北見（ビ）

• 民間：サッポロ（ビ）、アサヒ（ビ）



大麦の主要品種（平成１６年産）
順
位

品種名 系譜
作付面
積(ha）

比率 主な産地

二条大麦 37 200 100.0 

1 ニシノチカラ 南系R1303×（新田二条１号×KLAGES） 5 810 15.6 佐賀（67.1)、福岡(25.2)、長崎（4.4) 

2

ミカモゴールデ
ン

南系B4718×新田二条１号（はるな二条）
6 020 16.2 栃木(79.9)、群馬（12.5)、茨城(7.6) 

3 あまぎ二条 ふじ二条×成城１７号 4 090 11.0 佐賀58.5)、栃木（32.6)、群馬(6.3) 

4 ほうしゅん 吉系１９×関東二条２５号 3 250 8.7 佐賀（86.2)、福岡(14.1) 

5
ニシノホシ 西海皮３８号（ﾆｼﾉﾁｶﾗ）×

2 980 8.0 
佐賀(29.2)、大分(22.4)、熊本(19.3)、福岡(14.2)、
長崎（12.2) 

6
アサカゴールド

（はるな二条×倉系2660）×関東二条１９
号 3 060 8.2 岡山(57.1)、福岡(19.7)、島根(11.6) 

7 なす二条 （成系5×にら系31)F3×成系5 2 930 7.9 栃木（92.7)、群馬(7.3) 

8 りょうふう 新田二条１号×北育１５号 2 380 6.4 北海道(100.0) 

六条大麦 17 600 100.0 

1

ファイバースノ
ウ

東山皮85号×東山皮86号
7 760 44.1 福井(64.8)、富山(17.2)、石川(13.2) 

2
シュンライ ミノリムギ×東山皮27号

3 960 22.5 
栃木（52.9)、宮城（20.0)、長野（9.3)、群馬（7.9)、
兵庫（7.7) 

3 カシマムギ 北国東皮３号×ムサシノムギ 3 290 18.7 茨城（95.5) 

裸麦 5 060 100.0 

1
イチバンボシ

四国裸58号（センボンハダカ）×四R系
697 3 560 70.4 香川（66.5)、愛媛(35.0)、大分（15.1)、福岡（8.3) 

2 マンネンボシ 四国裸83号×センボンハダカ 819 16.1 愛媛(94.9) 



モチ小麦の品種

• 第１世代：「はつもち」（東北研）、「あけぼのも
ち」（作物研）等、収量、製粉性、色等不良。

• 第２世代：「うららもち」（作物研）、「もち姫」
（東北研）、特性の改善が進み、三重県、青
森県などで生産が始まった。



超強力小麦の利用と品種

• 生地物性が強く、ミキシングに時間がかかる。

• 冷凍生地製パンに適する。

• 国産小麦にブレンドすることで生地物性が改
善され、ふくらみの良いパンができる。

• 勝系３３号（北海２６０号）、北海２５９号などの
系統が登録、又は登録手続き中。



大麦の品質改良

• 搗精時間が短く、色白、炊飯の褐変が少ない
品種を追求してきた。

• プロアントシアニジン欠失遺伝子(ant）の導入

による極低ポリフェノールで炊飯褐変の少な
い品種の育成が目前。

• βグルカンを高含量に含む（通常品種の２～３
倍程度）系統の育成が進んでいる。



ビール大麦の改良

• 早生、短強かん、多収化

• 縞萎縮病抵抗性の導入

• 麦芽品質の改善



 
 
 
 
 
 
 
 

２．麦の品質評価とそれに対応した栽培法 
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麦の品質評価とそれに対応した栽培法 
１．はじめに 
平成 27 年度までに達成すべき小麦の生産努力目標は 86 万ｔ，大麦，はだか

麦は 35 万ｔに設定されている．小麦については，ほぼその目標値をクリアして

いるものの，中身については十分な値になっているわけではない．国産小麦の

主たる用途であるうどんについては．すでに原料の 6 割が国産となっており，

供給過剰の状態である．一方，うどん以外については，その生産目標は達成さ

れていない状況である．単収の目標は 450kg/10a であるが，都府県の単収は

357kg/10a(平成 9 年産)と著しく低くなっており、生産費の削減と併せて、栽培

技術の向上が望まれている．一方，大麦，はだか麦の平成 18 年度生産量は 17.4
万ｔで，生産量が著しく不足している状況である．この様な生産状況の中で，

求められている品質は，用途により大きく異なっている．ここでは，国産小麦

の主たる用途である日本めん用を中心に，品質評価に対応した栽培法について

論じるとともに，生産努力目標に掲げられている生産費の削減の１方策として

不耕起栽培について述べる． 
 
２．小麦の品質要素 
日本めん用小麦の品質要素を表１に示した．上段は，１次ユーザーである製

粉会社が要求している品質である．この品質要素のうち，小麦子実での測定が

可能で小麦粉の品質に強く影響を及ぼす要素がランク区分の品質要素となって

いる． 
表１　日本麺用コムギの品質要素と基準値
実需が求める品質

蛋白質 10～11％
水分 12.5％以下
灰分 1.5％以下
容積重 高いこと
形質 被害粒が少なく、整粒歩合が高いこ
デオキシニバレノー1.1ppm以下、できるだけ低いこと

ランク区分 基準値 許容値
蛋白質　 9.7～11.3％ 8.5～12.5％
容積重 840g/L以上
灰分 1.6%以下 1.65％以下
フォーリングナンバ300以上 200以上

検査等級 １等 ２等
容積重 760以上 710以上
整粒 75％以上 60％以上
形質 一等標準品 二等標準品
水分 12.5％以下 12.5％以下
異種穀粒 0.5％以下 1.0％以下
麦角粒 0.0％以下 0.0％以下
なまぐさ黒穂病粒 0.1％以下 0.1％以下

麦角粒、なまぐさ
黒穂病粒以外

0.4％以下 0.6％以下
 



蛋白質は小麦粉の特性を決める最も重要な品質要素である．日本めん用では

粉で 8.5％，原料の子実で 10～11％の蛋白質含量が求められている．蛋白質が

低いとめんに必要な強度が得られず，高すぎると食感が悪く，色も悪くなる傾

向がある．子実の蛋白質含量と明るさを表す L＊との間には負の相関が，また，

赤みをあらわす a*には正の相関が、黄色みを示すｂ＊とは負の相関がある．小麦

粉には高い L＊、ｂ＊と低い a*が求められており，蛋白質を高くしすぎることは

色相の劣化をまねくため，目標値を基準値の内でも低い方に設定することが望

ましい． 
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      図１ 蛋白質含量と粉の色相との関係 （農林 61 号、2001 年作物研） 
 
 小麦粉の灰分は，品質をあらわす重要な要素である．灰分は種皮，アリューロ

ン層に多く，胚乳部分には少ないので、灰分の高い小麦粉は，胚乳以外の成分

を多く含んでいると評価されてしまう．灰分の少ない小麦粉が高品質と評価さ

れるため、子実の灰分も低いことが望まれる． 
ランク区分だけでなく、旧来から行われてきた農産物検査も存続する．生産

者にとっては農産物検査の方が価格に大きく影響するため重要な品質規格にな

る．農産物検査の基準には表１下段に示すように水分や病気による被害粒，異

種穀粒の混入割合とともに外観形質が含まれる．外観形質は人間の目で見て判

定されるため，主観的要素を含んでいる．一般的には粒の充実が不十分なため

に形質が劣ると判定されることが多いと言われている．粒の充実の客観的指標

としては，ランク区分の容積重がある．容積重を向上させることで外観形質を

向上させる可能性がある． 
上記のように小麦の品質要素は多岐にわたるが，栽培法との関係を検討する

上で，最も重要な要素は蛋白質，灰分，容積重である．以下の収量構成要素と

品質の関係の論議においては，この３つの品質要素を中心に行うこととする． 
 
３．品質と収量構成要素との相関関係 
 品質と収量，収量構成要素の相互関係を検討するために，現地で生産された

農林 61 号の蛋白質含量，灰分，容積重の３品質要素，収量，および収量構成要



素の相関関係を求めた（表２）．  
 
表２　収量、収量構成要素と品質要素とその相関係数　(2005作物研）

収量 穂数 千粒重 １穂粒数 容積重 蛋白質含量 灰分
平均 546.9 507.7 35.8 30.1 796.1 8.7 1.64
標準偏差 76.3 63.8 1.7 1.9 14.5 0.9 0.09
相関係数
穂数 0.803 *** - - - - - -
千粒重 -0.112 -0.293 - - - - -
１穂粒数 0.372 -0.106 -0.397 - - - -
容積重 0.014 -0.044 0.428 -0.203 - - -
蛋白質含量 0.218 0.208 0.265 -0.165 0.659 ** - -
灰分 0.158 0.224 0.489 * -0.406 0.112 0.141 -
農家圃場からのサンプリング調査(n=20)
*：5%水準で有意、**：1%水準で有意、***：0.1%水準で有意  
 
 収量と品質の要素(容積重、蛋白質含量、灰分)の間には有意な相関関係がなく，

一定の関係がみられない．収量は，最低 460kg/10a から最高 650kg/10a で，こ

のレベルでは収量を高めても品質の低下は起こらない．このことは，現在の日

本の収量レベルでは，高品質と多収の同時実現は十分に可能なことを示してい

る． 
収量と有意な相関関係があるのは穂数であった．穂数が収量と高い相関を示

すことは従来からよく知られている（図２）．穂数を増やすには，①個体数を増

やす，②分げつ数を増やす，③有効茎歩合を増やすという３つの方法が考えら

れるが，実際には，適期播種の場合，播種量の収量への影響は小さく，個体数

を増やしても増収には結びつかない．生育期間が十分にあり，分げつによって

穂数を確保することができるためである．播種量を増やすことで増収するのは

晩播した場合である．通常の栽培で穂数を増やすには，茎立ち期に窒素追肥を

増やし，有効茎歩合を増加させることが有効である． 

図２　農林６１号の穂数と収量の関係　(2005　作物研)
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穂数を増加させると倒伏の危険性が増加する．とくに，農林 61 号等の長稈品

種では倒伏に注意する．倒伏は収量の低下を招くだけでなく，品質も著しく低

下させる．黒ボク土畑で作付けした農林 61 号の倒伏による収量と品質の低下の



様子を図３に示した．倒伏を起こした後，登熟不良になったと考えられる．そ

のため，千粒重が減少し，灰分が上昇，容積重が減少する．灰分の増加は 9%，

容積重の減少は 3%とわずかであるが，品質要素は変動が少ないため，このわず

かな増減が評価を大きく左右することになる．多収をねらう場合，穂数を増や

すことが有効であるが，倒伏が発生しないような制御が必要となる．農林 61 号

の場合，穂数で 550 から 600 本/m2 を超えると倒伏が発生しやすくなると考え

られる． 

第3図　農林６１号の倒伏による収量、品質への影響
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（作物研究所、2005）

 
 表 2 では容積重と子実蛋白質含量の間に高い正の相関が見られた．本来，容積

重は粒の充実度を表す指標であり，蛋白質含量との関係は低いと考えられる．

この調査において有意な相関関係を示した理由として，生育後期に現れた追肥

の効果の影響が考えられる．この調査を行った圃場は主に灰色低地土で，地力

が比較的低い圃場も含まれているが、このような圃場では出穂期の前に追肥が

実施されている．この追肥により子実の蛋白質含量が増加すると伴に，登熟期

に葉身窒素が増加して生育後期まで光合成能力を維持し，充実した粒を作った

ため，容積重が増加したと考えられる． 
耐倒伏性のある最近の多収品種を供試した高収量レベルの試験では違った傾

向を示す．表 3 は多収品種である「あやひかり」を地力のある黒ボク土で栽培

した場合の収量と品質の関係である．収量は 790kg/10a から 1010kg/10a であ

り，水田で得られたデータよりも高い．ここでは収量と有意な相関関係のある

品質要素および収量構成要素はなかった．これは，穂数と千粒重の間に負の相

関関係（図 4）があり，穂数を増やしても千粒重が低下してしまって収量増加に

結びつかないためと考えられる．千粒重と容積重との間には高い正の相関関係

がある．また，千粒重と灰分とは間には負の相関関係がある．つまり，千粒重

が低下すると容積重が減少し，灰分が上昇して品質が悪くなることを意味して

いる．従って，高い収量レベルでは収量を増やそうとして穂数を増やすと，結

果として千粒重が低下するために収量はそれほど増えず，品質が悪くなる． 



表3　高収量レベルでの収量、収量構成要素と品質要素とその相関係数(2005作物研）
収量 穂数 千粒重 １穂粒数 容積重 蛋白質含量 灰分

平均 869.7 579.2 45.8 33.0 821.6 12.8 1.39
標準偏差 72.3 70.5 2.0 2.5 8.0 0.5 0.02
相関係数
穂数 0.532  - - - - - -
千粒重 -0.221 -0.815 * - - - - -
１穂粒数 0.339 -0.559 0.451 - - - -
容積重 0.355 -0.855 ** 0.971 *** -0.398 - - -
蛋白質含量 0.250 0.005 0.338 0.093 0.263  - -
灰分 -0.258 0.482 -0.792 * 0.079 -0.715 * -0.282 -
黒ボク土壌での播種量試験結果(n=8)
*：5%水準で有意、**：1%水準で有意、***：0.1%水準で有意  

図４　あやひかりの穂数と千粒重の関係　(2005年作物研)
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４．パン用品種  
最近になりパン用の硬質小麦品種が育成され，関東以西でも奨励品種に採用

されるなど，栽培面積が拡大してきた．硬質小麦品種について品質と収量の関

係を明らかにするため，パン用品種「ミナミノカオリ」を供試し，収量，収量

構成要素と品質の相関関係を検討した．  
 

表４　パン用コムギの収量、収量構成要素と品質要素とその相関係数(2005作物研）
収量 穂数 千粒重 １穂粒数 容積重 蛋白質含量 灰分

平均 748.0 617.2 40.8 29.8 804.1 13.6 1.53
標準偏差 75.0 66.1 1.9 1.6 8.0 0.9 0.06
相関係数
穂数 0.857 ** - - - - - -
千粒重 -0.232 -0.458 - - - - -
１穂粒数 0.412 -0.078 -0.440 - - - -
容積重 -0.239 -0.187 0.923 ** -0.388 - - -
蛋白質含量 0.147 0.072 -0.345 0.880 ** -0.239 　 - -
灰分 0.260 0.614 -0.350 -0.445 -0.147 -0.260 -
黒ボク土壌での追肥試験結果(n=8)
**：1%水準で有意  
 

パン用品種においても，収量，収量構成要素と品質の関係はめん用品種と大



きな違いがない．穂数と収量との間に相関関係があるが，収量と容積重，蛋白

質含量，灰分との間に有意な相関関係はみられず，多収と高品質を同時実現す

ることは可能と考えられる．しかし，収量が高くなると蛋白質含量が低下する

傾向を示す（図５）．パン用品種は高い蛋白質含量が求められるため，収量が高

すぎると品質低下を招くことになる．ミナミノカオリでは，蛋白質含量の低下

を引き起こさずにねらえる収量の限界は 700～750kg/10a 程度までである．この

関係は土壌，とくに地力窒素が影響するため，すべての土壌で適応できる結果

ではないが，パン用品種の栽培拡大が期待できる黒ボク土壌の畑地で，増収と

高蛋白質含量による高品質化が両立する限界を示すものである． 

図５　ミナミノカオリの収量と子実蛋白質含量の関係
(2005年　作物研)
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５．高品質と多収の両立栽培法 
 上記の様に，高品質と多収を同時実現する収量構成要素の考え方は，収量レ

ベルにより違いがある．栽培される主要な小麦である日本めん用品種では，収

量が 600kg/10a 程度までは穂数の増加が収量増加に結びつき，倒伏が起きなけ

れば品質の低下はなく，高品質と多収が同時に実現する．収量がもっと高く，

700kg/10a 以上になると穂数の増加は必ずしも収量増加には結びつかず，千粒

重の低下を引き起こす．千粒重が低下すると容積重の減少，灰分の増加につな

がるため，品質の低下を招く．この収量レベルで収量と品質の競合が起きるこ

とになる．一方，パン用品種のように高い蛋白質含量が要求される硬質小麦の

場合にも，700kg/10a 程度までは収量と蛋白質含量の競合は起こらないが，そ

れ以上の収量では蛋白質含量の低下による品質低下が起こる．耐倒伏性の劣る

品種では，さらに低い収量レベルで倒伏が起こるために，著しい品質の低下を

招くことになる． 
品質の低下を引き起こさずに高い収量を得るには，栽培する品種，土壌，圃

場条件，気象条件等を基に目標収量を定めることが望まれる．その目標収量に

必要な穂数が決まることにより栽培の目標が明確になる．穂数のコントロール



は茎立ち期頃の追肥で行う．その上で千粒重，蛋白質含量の低下を防ぐには出

穂１～２週間前から２週間後の追肥が有効であろう．後期の追肥は登熟期間中

の葉の枯れ上がりを抑制し，粒の充実を促進する．最適栽培法は圃場の条件毎

に変わるため，画一的に栽培法を提示することは出来ない．各都道府県，各地

域毎に示されている栽培指針を基本に，圃場にあわせた施肥に修正していくこ

とが重要である． 
 
６．安全性＝赤かび病の話 
 ランク区分には含まれないが、赤かび病の出す毒素についても重要な品質要

素になる．現在定められている基準値はデオキシニバレノール（DON）1.1ppm
以下であるが，赤かび病が産生する毒素は DON だけではない．ニバレノール

（NIV）も産生する場合があり，今後は NIV の測定も行っていく必要がある．

現時点で，DON の発生を抑制する方法として農薬散布以外に有効な方法はない

が，登録薬剤の中には毒素の産生を抑制しないものがある．単に病害の発生を

抑制するだけでなく，毒素の産生を抑制する効果が高い薬剤を選択する必要が

ある (九州沖縄農業・病虫害 成果情報)．防除の時期についても，単純に開花期

と考えられてきたが，閉花性の品種は開花期に罹病することはなく，むしろ，

穎花内に残っていた葯が子房の肥大により押し出されてくる開花10日後が最も

弱くなっており，この時期の薬剤散布が最も効果があると考えられる (Yoshida 
ら 2007)．また、六条大麦の赤かび病抵抗性は、小麦よりも弱いと考えられてお

り、丁寧な防除が必要なことが分かっている． 
 
７．生産コストの低減 
 生産コストの低減は，農家の収益性の面からも重要なポイントであるが，す

でに麦栽培ではコスト削減が図られてきており，これ以上の削減は難しい．そ

のような中で，稲，大豆に利用可能な汎用型不耕起播種機は，コスト削減の 1
方法として検討に値する． 
 不耕起播種技術は，耕起・整地作業がないこと，耕起していない圃場を走行

するため効率的に播種作業ができることから，作業の省力化を図ることができ，

規模拡大，さらに播種機の汎用利用などを通したコストダウンが図れる．また，

慣行の耕起播種では降雨後すぐに耕起・整地作業を実施することは困難であり，

耕起直後に雨が降った時には圃場に入れない．しかし，不耕起栽培では土壌が

固い状態に保たれるため，降雨後，早期に播種作業を行うことができる． 

 中央農研で開発したディスク駆動式汎用型不耕起播種機は，アップカット方

向に強制回転させる作溝ディスクにより前作物の残さを排除し排水性にすぐれ

たＹ字型の播種溝を作る．そのＹ字溝にダブルディスクで種を確実に誘導し，



覆土・鎮圧を行う． 作溝ディスク，ダブルディスクは，各条が独立して取り

付けられているため，田面の凹凸に対する追随性がよく，不耕起圃場でも精度

良く播種できる特徴を持つ．       

 

  

汎 用 型 不 耕 起 播 種 機

（NSV600B）の構造 

 

汎用型不耕起播種機は，松

山（株）からニプロ不耕起播

種機 NSV600B として販売され

ている．条間 30cm なので，

乾直水稲や狭畦密植栽培の

大豆の播種も可能．重量が

650kg あるため，50 馬力以上

のトラクタが必要となる． 

         不耕起栽培小麦の収量と穂数
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 不耕起栽培により麦を栽培する際には，いくつかの注意すべきポイントがある．

第 1 に適期播種が必要である．不耕起栽培では，分げつが出にくく，播種が遅

れると穂数不足になって収量が低下する．ディスク駆動式汎用型不耕起播種機

は条間が 30cm のため，播種が遅れると地面を覆いきれず(写真，左側が不耕起，

右がドリルシーダ 20cm 条間)，生育量が不足して減収する． 

 第 2 のポイントは排水対策である．排水対策は慣行の耕起栽培よりも重要に

なる．耕起していないために，降った雨は低地に溜まりやすい．播種溝に雨水

が溜まれば発芽不良を起こす．また，苗立ち後においても湿害が発生しやすい．

とくに，成熟期になって温度が上昇してくると，表面に残っていた稲わらが腐

敗するため，土壌が還元状態になり湿害を助長する． 

 

 



湿害を受けた圃場における収量と収量構成要素 (2006)     

穂数 収量 千粒重 一穂粒数 整粒重

本/m2 Kg/10a ｇ 粒 g/10a
湿害部 339 141 16.6 24.9 52
やや湿害 436 391 32.1 28.0 380
普通 461 425 34.4 26.8 415  

 

湿害部では，穂数が減って減収，さらに，細麦が多く整粒重が激減する．や

や湿害を受けたところでも収量が減り，千粒重が下がる．水口側の枕地で著し

い湿害が発生することが多い．周囲明渠だけでなく，基幹明渠，弾丸暗渠など，

圃場の排水性に合わせた排水対策が必要である． 

第 3のポイントが播種深度である．土壌

条件によっては，不耕起播種機の作る Y字

型の溝の一番下まで種子が入ってしまう

ケースがある．これでは，出芽に時間がか

かり，生育が遅れ，穂数不足になって減収

する．2007 年の例では、生育が遅れた不耕

起栽培でおよそ 15%の減収となった。排水

の悪い圃場，降雨直後の播種では注意が必

要であり，播種始めにゲージ輪の調節をし

て播種深度を適性にすることが必要であ

る． 

第４のポイントが雑草対策である．麦の播種は稲の収穫から日数があるので，

雑草が先に発芽して，ムギの播種時には生長していることが考えられる．接触

型除草剤などで先に発芽した雑草を防除しておかないと，著しい雑草害が発生

する場合がある． 

上記のポイントに注意すれば、不耕起栽培でも高品質な麦が収穫可能である。 

今回の報告では、大麦については言及しなかった。しかし、基本的な考え方

については小麦と大きな違いはないと考えられる。とくに、麦茶用、ビール用

大麦については、子実蛋白質含量、主食用では容積重が重要な要素となってお

り、これらは小麦と共通である。また、主食用の白度、硝子率などは蛋白質含

量と関係があることから、適正な蛋白質含量を得るための栽培法が、大麦にと

っても重要な要素である。品質に配慮し、土壌条件や気象条件にあった栽培法

を実施することで、食糧自給率向上に貢献するとともに、農家の所得向上につ

ながる栽培法を構築することが求められる。 
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　　　　３．麦品質の構成要素と品質低下要因の解明

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　

　　　　　　　　大麦研究関東サブチーム　
　　　　　　　　上席研究員　小前　幸三



１．１．１．１．１．はじめにはじめにはじめにはじめにはじめに
　国内産小麦に求められるものは、ＡＳＷ、１ＣＷに代表される外国産小麦に比肩する
優れた品質である。すなわち、めん用小麦については、製粉歩留が高く、粉色およびめ
ん色相に優れ、製めん適性や食感に優れることである。パン用小麦については、生地物
性に優れることが特に求められている。一方、食用大麦については、特に精麦効率や炊
飯後の粒色が優れることなどが重視されている。また、当然ながら麦類の品質には高位
安定性が求められ、穂発芽抵抗性や病害抵抗性に優れ、多雨多湿の環境下においても品
質低下が起こりにくい品種の開発やタンパク質含量の制御を可能にする栽培技術の開発
が重要となっている。
これらの問題を解決するためには、プレ・ポストハーベスト一貫した品質研究に取り組
むことが重要であり、これまでに「新用途畑作物」プロジェクト、「高品質輪作」プロジェ
クト、２１世紀プロジェクト（旧「緊急麦開発」プロ）、ブランド・ニッポンプロジェク
トなどで国立研究機関を中心に、県立農業試験関係機関、大学および民間等の協力を得
て取り組んできた。　　
　ここでは、特に品質関連成分とは何か、また品質低下要因に関する麦類品質研究の最
新の成果を紹介する。

２．２．２．２．２．麦品質の構成要素とは麦品質の構成要素とは麦品質の構成要素とは麦品質の構成要素とは麦品質の構成要素とは
　麦類種子の品質を決定する要素とは、種皮、胚および胚乳組織を構成するあらゆる成
分であり、様々な加工特性と密接な関係がある。
　１）蛋白質：貯蔵性蛋白質（グルテニン、グリアジン）、機能性蛋白質（酵素など）、
　　　　　　　構造性蛋白質
　２）澱粉：アミロース、アミロペクチン
　３）脂質：非極性脂質、極性脂質（糖脂質、リン脂質）
　４）細胞壁構成成分：アラビノキシラン、アラビノガラクタン、セルロース、
　　　　　　　　　（１，３）（１，４）－β－Ｄ－グルカン、リグニンなど
　５）ミネラル：Ｐ、Ca、Mg、Mn、Fe、Cu、K、Naなど
　６）ビタミン類：Ｂ１、Ｂ２、Ｂ６、Ｅ、ナイアシンなど
　７）機能性成分：ポリフェノールなど
　小麦貯蔵蛋白質（グルテニン、グリアジン）は２つの合成輸送経路がある（図１図１図１図１図１）。グ
ルテニンは粗面小胞体（rough-endoplasmic reticulum:rER）で合成され、液胞（Protein Storage
Vacuole:PSV）に輸送される。一方、グリアジンはrERで合成された後、ゴルジ装置を経
由してPSVに輸送される。これらグルテニン、グリアジンの合成蓄積量および質が生地
物性に関与する。麦類貯蔵澱粉（アミロース、アミロペクチン）は葉緑体の一種である
白色体（アミロプラスト）内で合成蓄積される（図２図２図２図２図２）。アミロペクチンはスターチセン
ターゼ（澱粉合成酵素）、スターチブランチングエンザイム（澱粉枝作り酵素）、イソア
ミラーゼ（澱粉枝きり酵素）によって合成され、グルカン鎖の分岐構造を持つ房状構造

麦品質の構成要素と品質低下要因の解明麦品質の構成要素と品質低下要因の解明麦品質の構成要素と品質低下要因の解明麦品質の構成要素と品質低下要因の解明麦品質の構成要素と品質低下要因の解明



物がつながったマルチプルクラスター構造である。これら酵素の発現量や有無によって
アミロペクチンの構造が決定され、それが加工特性および食感に影響を与える。一方、ア
ミロースはＷｘプロテイン（Granule bound starch synthase :GBSS）によって合成され、蓄
積される。アミロースは基本的にグルコースの直鎖状重合体であり、左巻きのラセン構
造を形成する（グルコース６個で１巻き）。小麦の場合、同祖群染色体（７Ａ、４Ｂ、７
Ｄ）に座乗するＷｘプロテインの遺伝子の構造変異等により、低アミロース化およびモ
チ化（アミロースフリー）が起こり、めんやパンの加工適性等に影響を与える。
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　図１　胚乳細胞における小麦グルテンおよびグルテニンの合成蓄積機構

　図２　胚乳細胞における澱粉の合成蓄積機構
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３．３．３．３．３．国産麦に求められる加工適性と成分との関係国産麦に求められる加工適性と成分との関係国産麦に求められる加工適性と成分との関係国産麦に求められる加工適性と成分との関係国産麦に求められる加工適性と成分との関係
　１）１）１）１）１）製粉性、製粉性、製粉性、製粉性、製粉性、精麦特性精麦特性精麦特性精麦特性精麦特性
　小麦の製粉特性には、１）「皮離れ」性、２）「フルイ抜け」性および３）種皮の「切
れ込み」性の３つの特性がある。これらの内、製粉歩留に関与するのが「皮離れ」性と
「フルイ抜け」性である。小麦には硬質小麦と軟質小麦があり、硬質小麦は胚乳組織の結
晶性が高いために種皮が剥がれやすい性質を持つ。さらに、その挽砕粉は殆どが細胞一
個単位の粉であり、粒度が荒いために粉の凝集性が抑えられる。その結果、「フルイ抜け」
が優れ、歩留が高くなる。軟質小麦の場合はその逆である。したがって、製粉歩留は基
本的に硬質小麦の方が優れることになる。この結晶性に関与するタンパク質は２種類の
ピュロインドリン（またはフライアビリン）であることが既に明らかにされている１－２）。
このタンパク質は澱粉顆粒膜の表層に結合し、タンパク質マトリックスとの接着性を妨
げ、細胞質を柔らかくする性質を持っている（図３図３図３図３図３）。硬質小麦はそれらのタンパク質の
一部のアミノ酸が置換されて結合能を失っているもの、タンパク質の構造の一部が欠失
したものなどがあり（表１表１表１表１表１）、それらの遺伝子型の違いが小麦胚乳の硬質性に影響するも
のと考えられる３－４）。ちなみに、マカロニ小麦の細胞質にはそれらが発現していないた
めに極めて硬質化している。現在、製めん性の優れた軟質小麦を硬質化することによっ
て、製粉性の優れためん用小麦の開発を進めているところである。
　

図３



表１　国内外の硬質小麦品種系統のピュロインドリン遺伝子型

PinaPinaPinaPinaPina　欠失変異　欠失変異　欠失変異　欠失変異　欠失変異（（（（（Pina-D1bPina-D1bPina-D1bPina-D1bPina-D1b）））））

赤豊後、伊東小麦、ハルユタカ、春よ恋、ニシノカオリ、北見春４２号、北見春５０

号、

北見春５２号、北見春５７号、Cranbrook、Falcon、Gutha、Glenlea、Grandin、

Machete、Stoa、YacoraRojo、VictoriaINTA、Wialki、Wildcad、Wilgovne、

PinbG46SPinbG46SPinbG46SPinbG46SPinbG46S　変異　変異　変異　変異　変異（（（（（Pinb-D1bPinb-D1bPinb-D1bPinb-D1bPinb-D1b）））））

本野小麦、ムカコムギ、タクネコムギ、ハルミノリ、春のあけばの、はるひので、

アオバコムギ、トヨホコムギ、コユキコムギ、ホロシリコムギ、北見春１６号、北見

春４８号、

北見春４９号、北見春５３号、北見春５６号、北見春５８号、北見春６１号、北見春

６２号、

北海２５７号、勝系１２号、勝系１４号、勝系３３号、東北２０５号、東北２１４号、

東北２１５号、農林８号、農林４２号、鴻巣２５号、関系ｗ３６４、関東８７号、関

東１２３号、中国１４０号、中国１５２号、西海１８６号、ACMajestic、Aroona、

Banks、Blade、

Cocamba、Condor、Cook、Dagger、Garnet、Halberd、Hope、Katepwa、

KS831957、

Laura、Leader、Marquis、Meering、Mida、Monopol、Neepawa、Oxley、Pilot、

Robin、Schomburgk、Spear、Sunco、農大１６、農大３１１、石家荘５４、石家

荘６３、

石家荘４０７

PinbL60PPinbL60PPinbL60PPinbL60PPinbL60P変異変異変異変異変異（（（（（Pinb-D1cPinb-D1cPinb-D1cPinb-D1cPinb-D1c）））））

北見春５１号、北見春６３号、農林３５号、農林６７号、農林７５号、ハルヒカリ、

ミクニコムギ、Pioneer、Kleiber

PinbPinbPinbPinbPinbフレームシフト変異フレームシフト変異フレームシフト変異フレームシフト変異フレームシフト変異（（（（（Pinb-D1h(t)Pinb-D1h(t)Pinb-D1h(t)Pinb-D1h(t)Pinb-D1h(t)）））））

石家荘３４、子干、斉頭白、青島在来

下線：オーストラリア品種



最近、小麦の硬軟質性以外の要因として、製粉歩留に直接関与する物質は細胞壁多糖の
アラビノキシランであることが明らかにされた５－６）。小麦製粉の基本は、まず胚乳組織
を細胞単位以下に壊して篩い分けることである。しかし細胞単位よりも大きい粉、すな
わち細胞塊（細胞２個以上の粉）が残った場合は「フルイ抜け」が悪くなり、歩留が低
下することになる（図４図４図４図４図４）。組織が壊れ易くするためには、細胞を覆い、細胞間を接着し
ている細胞壁多糖を減らすことが解決の糸口になる。アラビノキシランは細胞壁多糖の
主要成分であり、硬質小麦、軟質小麦に関わらず、これが多い品種系統は細胞塊が生ま
れ易く、製粉歩留が低くなることになる（図５図５図５図５図５）。近年、東北農業研究センター（旧東北
農業試験場）および作物研究所（旧農業研究センター）で開発されたモチ性小麦品種は、
澱粉が減少する代わりに細胞壁多糖が増加しており（多面発現作用）、製粉歩留が低く
なっている。そこで、製粉性を農林６１号並以上に改善するためにアラビノキシラン含
量の少ない小麦品種を交配し、その後代の検定と選抜を進めているところである７）。一
方、大麦の精麦特性（搗精効率）に関しても小麦と同様な視点で改良が試みられている。
大麦の場合、主要な細胞壁多糖は（１，３）（１，４）－β－グルカン（β－グルカンと
よぶ）であり、この含量が高い場合は胚乳組織が硬くなることが知られている８）。やは
り、もち性大麦の搗精効率が悪くなることから、低β－グルカン系統との交配によって
胚乳組織の軟質化を図ることが重要になっている。

硬質小麦の粉

図２　小麦の硬軟質性とふるい抜け性
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図３　製粉歩留と不溶性アラビノキシラン
　　　含量との関係

図５

２）２）２）２）２）粉色粉色粉色粉色粉色（（（（（色色色色色相相相相相）））））
小麦粉の色相は、タンパク質含量および灰分に関係することが知られており、それが一
般則として用いられている。しかし、実際の小麦粉成分の分析結果からは、その一般則
が適用できない場合もある９）（表２表２表２表２表２）。そこで、新たな視点から色相を考え、新たな基準
で評価する必要が生じてきた。すなわち、小麦粉の色相は「胚乳色」と種皮の「切れ込
み」性によって決定されると考えられることから、２つの要素を別々に分けて評価する
ことが重要になる。東北農業研究センター（旧東北農業試験場）では国産小麦の胚乳色
と小麦粉（ブラベンダー製粉機による粉：Ａ粉）の色相（Ｌ＊：明るさ、ａ＊：赤み、ｂ
＊：黄色み）を測定している１０）。その結果、同一環境下で栽培した小麦品種間で胚乳色
が大きく異なることを明らかにするとともに、胚乳色が優れても小麦粉の色相が劣る品
種があることを見出している（図６図６図６図６図６）。このデータによると、チホクコムギおよびしゅん
ようの胚乳色はＡＳＷよりも優れるが、逆に小麦粉ベースでは劣っている。これが種皮
の「切れ込み」による小麦粉の色相低下である。当然ながら、品種間および栽培環境な
どの外的要因で「切れ込み」程度が変動することは考えられるが、その要因を具体的に
説明することは極めて難しい。



一方、胚乳色の支配要因として注目されているのがミネラルである。胚乳粉のＬ＊とミ
ネラル成分との関係を調べたところ、特にＦｅが多くなるほど色相低下がみられること
が明らかにされた１１）。　胚乳タンパク質含量が高くなると胚乳色が悪くなることは同一
品種間では確認されているが、それはＦｅ含量の過剰増加が関係する可能性がある。タ
ンパク質合成に至るまでには、まず硝酸態窒素をアンモニアに変換し、さらにアミノ酸
（グルタミン、グルタミン酸）に変換するプロセスがある。すなわち、窒素同化には亜硝
酸還元酵素および硝酸還元酵素の作用が不可欠であり、補助因子としてＭｏやＦｅを必
要とする。特にＦｅについては、根からムギネ酸（Ｆｅキレート物質）を積極的に放出
してＦｅを獲得する機構がある。そこで、過剰にＦｅを吸収した場合、余剰のＦｅは種
子の胚乳組織にまで輸送・蓄積される可能性がある。このような現象が高蛋白化と色相
劣化に関与するとすれば、過剰なＦｅを吸収蓄積させないことが重要なカギになる。

生産年次

N61 ASW N61 ASW N61 ASW N61 ASW N61 ASW

平成１７年 1.59 1.27 8.9 9.9 0.40 0.40 7.6 8.8 -1.5 -3.3

平成１６年 1.65 1.27 9.9 9.9 0.38 0.40 8.2 8.8 -0.8 -3.3

平成１５年 1.64 1.30 9.2 10.3 0.39 0.42 7.8 9.1 -0.9 -2.4

平成１４年 1.59 1.19 9.1 10.0 0.40 0.42 7.6 9.3 -1.1 -2.7

平成１３年 1.68 1.22 10.2 10.3 0.39 0.43 8.5 9.3 -0.4 -2.9

平成１２年 1.57 1.27 9.8 10.2 0.36 0.42 8.1 9.1 -0.6 -3.4

灰分含量(%)

原麦 小麦粉 小麦粉色相

蛋白質含量(%) 灰分含量(%) 蛋白質含量(%) CGV

表２　農林６１号およびＡＳＷの灰分含量、蛋白質含量、カラーグレーダ値

・農林６１号は製めん試験の標準として用いられている群馬県産
・この表に記載した数値は製粉協会技術委員会が報告した「国内産小麦の品質
　評価（主要産地の主要品種）」から抜粋した。
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図４　胚乳粉およびＡ粉の明るさの差異図６



３）３）３）３）３）製めん性、製めん性、製めん性、製めん性、製めん性、製パン性製パン性製パン性製パン性製パン性
　製めん性に関連する主要な成分は澱粉である。澱粉（アミロースおよびアミロペクチ
ン）の生合成には複数の酵素（遺伝子）が関与している。アミロースの合成には澱粉顆
粒結合タンパク質（ＧＢＳＳまたはＷｘタンパク質）が必要である。アミロペクチンの
合成には可溶性澱粉合成酵素（ＳＳＳ）、澱粉枝付け酵素（ＳＢＥ）および澱粉枝切り酵
素（ＩＳＡ）が必要である。これまでの澱粉の改良は、特にアミロース含量の低減化が
主流であった。特に最近では、ゆでめんの食感は若干のアミロース含量（２～５％）を
少なくすることによって大幅な改善が図られることから、低アミロース小麦およびモチ
性小麦の開発が進められてきたところである。
　作物研究所では、新たな澱粉をもつ小麦系統「小麦中間母本農８号」（谷系Ａ６５９９
－４）を見い出し、その詳細解析と利用を図っている。本系統は見かけのアミロース含
量が１．６％と極めて低く、もち性小麦に近い性質を持つ。しかし、その澱粉の糊化特
性は大きく異なっており、ラピッドビスコアナライザーによる糊化粘度が糊化最高温度
を過ぎてもあまり低下しない性質を持っている１２）。この小麦系統のＷｘタンパク質はア
ミノ酸が１個だけ変異しており、アミロース合成能が極めて低下しているものと考えら
れている。今後、様々な澱粉の改変を進めていくためには、先ずはこの変異したＷｘタ
ンパク質の作用様式および効果を明らかにしていく必要がある。
　製パン性に関連する主要な成分は貯蔵性蛋白質「グルテン」である。一般に「グルテ
ン」と呼ばれる貯蔵タンパク質はグルテニンとグリアジンの２種類で構成されている。特
にグルテニンには高分子グルテニンサブユニットが重要視され、製パン適性に関与する
サブユニット（５＋１０）がそれに含まれている。
　日本のパン用小麦育種は、世界の育種から遅れをとっており、北海道、東北地域およ
び長野農事試（麦育種指定試験地）の小麦品種・系統以外にサブユニット（５＋１０）を
持つ系統が殆ど開発されていない。したがって、ここでは低分子グルテニンサブユニッ
トに関する研究例を紹介したい。低分子グルテニンは高分子グルテニンとのタンパク質
ネットワーク（網目構造）を形成する重要な役割を持つタンパク質として認識されてい
る。この網目構造の形成・発達の優劣は生地物性やパン体積に関与する極めて重要な問
題である。網目構造を発達させるためには、タンパク質分子中にアミノ酸の一種である
システインが２個以上あり、しかもタンパク分子の両端にあることが望ましい。したがっ
て、劣るサブユニットは有効なシステインを１個だけ持ち、網目構造の発達を阻止する
働きを持つことになる（図７図７図７図７図７）。近畿中国四国農業研究センターでは、低分子グルテニン
サブユニットの遺伝子を６タイプ（１２グループ）に分類し（図８図８図８図８図８）、それぞれを判定す
るためのＤＮＡマーカー（ＰＣＲプライマー）を開発した（図９、図９、図９、図９、図９、表３表３表３表３表３）１３－１５）。この
簡易評価技術を用いることによって、優れた低分子グルテニンサブユニットを持つ高製
パン性小麦の選抜が可能になるものと期待されている。

今後、土壌型や施肥条件によるＦｅの胚乳蓄積機構を解析するとともに、Ｆｅ吸収が低
レベルな小麦材料（胚乳色が優れた材料）の詳細解析とその育種への利用を進めること
が重要になると考えている。



（ａ）通常のグルテンの網目構造 （ｂ）特異型低分子グルテニンを含む　
　　　グルテンの網目構造
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図９Gul-B3対立遺伝子特異的

PCRプライマーによるGlu-B3

対立遺伝子の判別　　　

j型についてはライ麦種子蛋白

質（ω-secalin）特異的プライ

マーにより識別

　　表３　主要小麦品種のLMW-GS（Glu-３）遺伝子型

・製めん性に優れるホクシン、きぬの波などはGlu-B3g型である。

地　　域 品　　種 用途 Glu-A3 Glu-B3 Glu-D3
北海道 キタノカオリ パン f j c

ハルヒカリ パン c b a

ハルユタカ パン c h a

春よ恋 パン c h a

ホクシン めん e g a

ホロシリコムギ めん f h a

東　　北 アオバコムギ パン e b c

あきたっこ めん d g a

キタカミコムギ めん d g a

ナンブコムギ めん d b* a

ハルイブキ パン e j a

ゆきちから パン c b a

関東以西 あやひかり めん c g a

キヌヒメ めん c i a

関東１０７号 めん c g a

さぬきの夢2000 めん c d a

チクゴイズミ めん d d a

きぬの波 めん c g a

きぬあずま めん c g a

ニシノカオリ パン c d a

農林６１号 めん d i d

ふくさやか めん d i a

ミナミノカオリ パン d i c

ユメアサヒ パン c d d



４．４．４．４．４．品質変動要因について品質変動要因について品質変動要因について品質変動要因について品質変動要因について

　麦類の品質低下の主な原因は、気象変動（気温、降雨）、病害虫被害などの外的要因が
殆どである。特に雨害による穂発芽粒の発生は、加工特性に極めて重大な被害を与える
ことが知られている。それを回避するためには、低温かつ降雨に対する発芽抵抗性の優
れた品種の早期開発が望まれている。この穂発芽問題については、農林水産研究文献解
題「麦－高品質化に向けた技術開発ー」（2000年３月発行）などを参考にしていただきた
い。ここでは、特に降雨による小麦粉の色相低下の現象と今後の取り組みについて紹介
する。
　各種小麦品種を降雨前と降雨後に収穫し、それぞれの製粉歩留、小麦粉の色相、胚乳
色、灰分および蛋白質含量などの測定を行った結果、降雨前後の収穫材料の性質は何ら
かの変化を受けていることが明らかになった。分析結果では、降雨後収穫によって、小
麦粉の色相が低下することが示された（データ略データ略データ略データ略データ略）。しかし、灰分は少なくなっているこ
とから、種皮の切れ込み量が色相低下に直接関与しないことが判明した。その裏づけデー
タとして、降雨後収穫物の完全搗精率（２５％歩留）が降雨前に比べて低くなっている
（データ略データ略データ略データ略データ略）。さらに同一品種・系統をハウス（雨よけ）と圃場（遭雨）で栽培し、小麦
粉の特性を調べたところ、この場合、小麦粉灰分には有意な変動は無く、色相低下が生
じることが明らかになった（データ略データ略データ略データ略データ略）。また、ΔＬ＊値は品種系統間に差異があること
から、種皮の切れ込み特性に違いがあることが考えられる。色相低下が起こっているに
も拘わらず灰分含量が変動しない現象は、降雨の影響によって種子の種皮下層組織が硬
くなり、アリューロン層が切れ込み難くなるものと推測される。本来、小麦粉の色相低
下は、種皮部位の切れ込みによる灰分含量の上昇に起因するとされていたが、この実験
結果からはその定説が当てはまらないことになる。それでは、なぜ灰分が低下したにも
かかわらず、色相低下が生じるのかが問題となる。ここでは、２つの理由が考えられる
（図１０）図１０）図１０）図１０）図１０）。一つは、種子表層の微生物感染による汚れである。二つめの理由は、雨ぬれ
による種皮の変性と強度低下による表層部位からのダスト状切れ込みの増加である。こ
のダスト状切れ込み断片は、サブミクロンレベル（１マイクロメータ以下）のサイズで
あり（データ略データ略データ略データ略データ略）、種皮細胞壁多糖に結合するフェルラ酸の自家蛍光の検出を行うことに
よって特定できる（データ略）。なお、ハウスおよび圃場栽培した小麦品種系統の種子お
よび種皮表面の形状変化については、、、、、遭雨によって色相低下が著しい谷系Ｈ３７３２の
種皮表層の形状変化は大きいことが画像で確認できた（データ略データ略データ略データ略データ略）。本来、健全な小麦材
料の小麦粉の中にも製粉過程においてダスト状種皮断片は切れ込むが、降雨被害により
種皮表層の劣化が起こり、さらに切れ込み量が増加する可能性がある。今後、これらの
観点からの解析を進め、降雨による小麦粉色相低下の要因を明らかにしていきたいと考
えている。

　

５．５．５．５．５．おわりにおわりにおわりにおわりにおわりに
　これまでの高品質麦類の育種開発は、品質形質の優れた育種材料の探索や人為的突然
変異体の作出等による素材開発と世代促進およびトウモロコシ花粉を用いた半数体倍加
法などの早期固定化技術等によって進められてきた。しかし、再現性のある、確実な品
質改善を行うためには、成分レベルおよび遺伝子レベルでの品質形成機構の解明を行い、
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図１０　降雨による小麦種皮および糊粉層の変性

有用遺伝子の集積を行うとともにＤＮＡマーカーを活用した早期選抜技術の開発が重要
になっている。今後は、従来の品質形質に加えて、機能性を強化した品種育成、品質変
動性の制御技術の開発、有害重金属および赤かび毒の蓄積低減化に向けた安心・安全性
に関わる品質研究などに取り組む必要がある。そこで、あらゆる作物の総合的品質評価
が実施できる拠点の構築が必要になると考えている。
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○はじめに 
収穫期の低温・降雨などにより発生する穂発芽被害は、コムギの作況指数を

大きく引き下げ、我が国におけるコムギ生産の大きな不安定要因となっている。

この穂発芽の発生を防ぐためには、吸水しても発芽過程が進行しない休眠性を

種子が維持することが重要である。コムギの種子休眠形成・維持のメカニズム

が明らかであれば、穂発芽耐性向上に向けた効率的な品種改良が可能となるが、

残念ながら、この種子休眠のメカニズムについてコムギはもちろんのこと、モ

デル植物などを含めたどの高等植物に関しても明らかになっていない。とはい

え、昨今の植物科学のめざましい進歩によりゲノム配列の解読が完了しポスト

ゲノムの時代に入ったモデル植物シロイヌナズナとイネでは、種子休眠 QTL 解

析が進み、2006 年の 11 月にはシロイヌナズナで発芽遅延 QTL DOG1 の原因遺伝

子の単離が、また、2007 年春には、イネの種子休眠 QTL SDR4 遺伝子の単離が報

告されている。また、コムギやオオムギでも、イネとのシンテニーを利用する

ことにより種子休眠 QTL の解析が進んでいる。このように、最近少しずつ休眠

に関わる遺伝子の実体が明らかになってきている。ここでは、穂発芽抵抗性の

根幹となる種子休眠性の遺伝子に関する研究について QTL 解析に焦点を当てて

紹介するとともにコムギ種子休眠性向上のための今後の可能性について述べる。 

 

 

1. 日本の穂発芽被害 過去 30 年間の状況 

農林省統計部が発行している作物統計によると、2004 年の小麦の国内総生産

量は約 86 万トンで、その内 64%、15%、10%をそれぞれ北海道、九州、関東の各

地域で生産している。これら地域の過去 30 年にわたる作況指数を見てみると図

１のようになる。関東では、比較的作況指数が安定しているが、北海道、九州

では、作況指数が年により変動し大きく落ち込む年があることがわかる。この

作況指数の大きな落ち込みの主要な原因は穂発芽の発生である。このように小

麦の主要生産地においてしばしば発生する穂発芽被害は、我が国の小麦安定生

産上の大きな不安要因となっている。このため日本の小麦の品種開発において

穂発芽耐性の向上を目指した種子休眠性の強化が重要な課題となっている。 

関東では、ほとんど記録されていない穂発芽による大規模な被害がなぜ北海

道と九州で発生するかは、それぞれの地域の気象条件と密接に関わっていると

思われる。北海道では、エルニーニョ現象等を起因とした蝦夷梅雨が数年周期

で発生する。そういった年は、収穫期の 7 月 8 月でも寒く降雨が多い。コムギ

の休眠性は、登熟期の気温に影響され、気温が低ければ種子の休眠性は高まる

が（桑原・前田、1979）、反対に雨に濡れた吸水後の種子は、低温なほど発芽し

やすい（長内・天野、1999）。 このため、蝦夷梅雨の年は、穂発芽が非常に発

生しやすい状況になっていると推察される。それに対して、九州では、登熟期



の温度が比較的高く推移し深い休眠形成がなされないままに梅雨が始まり、穂

発芽が発生する可能性が考えられる。 

 

 

 

 

図１ 過去 30 年間の小麦作況指数の主産地別推移 

赤色：北海道、黄色：関東、青色、九州  

（農林水産省統計部 作物統計による） 

 

 

２． モデル植物の種子休眠 QTL 解析の現状 

  シロイヌナズナやイネは、すでに全ゲノム配列が解析され高等植物の遺伝

子研究を進めるためのモデル植物となっている。高等植物の種子休眠機構につ

いては、ジベレリンとアブシジン酸の量のバランスが重要な役割を果たしてい

ることが示唆されていたが、実際の休眠のメカニズムについてはほとんど解明

されていなかった。しかし、最近シロイヌナズナやイネを使った種子休眠 QTL

解析が進み、その原因遺伝子が同定されているので紹介したい。シロイヌナズ

ナでは、オランダの Wageinegen 大学の Maraten Koorneef が中心となって種子

休眠 QTL の解析を進めているが、シロイヌナズナでよく使われるコロンビアな

どのエコタイプは休眠性が浅いため休眠形質がはっきりと出ず QTL 解析がうま

く進まなかった。そこで、シロイヌナズナの中では種子休眠性の強いエコタイ

プ Cape Verde Islands(Cvi)を使用した QTL 解析が進められた。その結果、明確



な QTL が検出されるようになり、発芽遅延（DOG:Delay of germination）形質

に関する７つのQTL DOG1からDOG7が同定された（図２、Alonso-Blancoら、2003）。 

 

 
図２ シロイヌナズナの発芽遅延に関与する７つの QTL  

黒三角：各染色体のセントロメアの位置 

 

 

その後それら QTL のうち一番作用力の大きな QTL DOG1 の原因遺伝子の単離が進

み、2006 年末には、DOG1 遺伝子の単離が発表された(Bentsink ら、2006)。単離

された遺伝子は、種子特異的な発現を示しているが、既知のドメイン構造をも

たず、その遺伝子機能についてはわかっていないが、この遺伝子の発現量が休

眠性に影響を与えていると考えられている。この遺伝子の相同遺伝子がコムギ

にも存在し同じような機能を持っているかは不明であるが、今後の小麦相同遺

伝子の解析に興味が持たれる。 

また、双子葉植物のシロイヌナズナよりよりコムギに近い、同じイネ科のモ

デル植物イネでも、種子休眠 QTL の解析が長年にわって続けられ（Lin ら、1995、 

竹内ら、2003）、日本晴とカサラスの交配組み合わせを使った解析から、5 つの

QTL が同定されている（図３）。その内の一つ SDR4 遺伝子のクローニングの成功

が最近 2007 年春の植物生理学会で発表されている（杉本ら、2007）。イネは、

コムギと同じイネ科に属し種子休眠のメカニズムも共通部分が多いと考えられ

る。こうした成果は、今後のコムギ相同遺伝子の解析を通して、小麦種子休眠

機構の解明やや種子休眠性の向上に役立つと考えられる。 



 
図３ 日本晴とカサラスの交配組み合わせにおけるイネ種子休眠 QTL 

       

 

３． コムギとオオムギの種子休眠 QTL 解析 

コムギではこれまでに約 30 に上る種子休眠 QTL が報告されている（Flintham
ら 2002）。日本でも種子休眠性が小麦の中では非常に深いとされるゼンコウジ

コムギの QTL 解析が帯広大学の三浦らにより進められ、3A 染色体短腕末端に強

い作用力を持つ種子休眠 QTL が存在することが報告されている(森ら 2005)。

また、北海道グリーンバイオの乕田らにより、きたもえの種子休眠 QTL として

4A 染色体長腕上に QTL が報告されている(乕田ら、2005)。さらに、Mares らが、

休眠性の強い品種に比較的共通に 4A染色体長腕上に種子休眠 QTL が検出される

ことを報告している(Mares ら 2005)。これら 3AS 及び 4AL の QTL に関しては農

林水産省の委託研究費アグリ・ゲノム研究の総合的な推進「多様性ゲノム解析

研究」プロジェクトで遺伝子単離が進められている。また、これら QTL のマー

カー情報は、穂発芽抵抗性向上の品種改良に利用され始めている。 

コムギと同じコムギ連に属すオオムギでも種子休眠 QTL 解析が進み、複数の

種子休眠 QTL が同定されている（堀ら 2007）。6 倍体の普通コムギと違い、オ

オムギは、2倍体で遺伝解析を進めやすい特色を持っている。また、近年のゲノ

ム解析の進歩により、コムギとオオムギ間の染色体上の遺伝子の並びシンテニ

ーが非常に高いことが明らかになっている（堀ら 2007）。こうしたことから、

オオムギの種子休眠 QTL の研究が、コムギの種子休眠の向上に貢献できる可能

性がある。オオムギでは作用力の一番大きな QTL は、5H 染色体セントロメア付

近に報告されており、SD1 座と呼ばれている（Oberthur ら 1995）。休眠性の非

常に深い野生オオムギ(H. vulgare ssp. spontaneum)H602 の主要な種子休眠 QTL も



この SD1 座にある（堀ら 2007）。不思議なことに、オオムギでは、５H 染色体

の SD1 座がこのように非常に大きな作用力を持つ QTL として種々の交配組み合

わせ集団を使った解析から検出されているのに対して、6 倍体の普通小麦では、

この領域に作用力の大きな QTL が検出されていない。この理由の一つとして考

えられるのが、オオムギの SD1 座の原因遺伝子が劣性の遺伝子であり 2 倍体の

オオムギでは形質として表現され検出できるが、6倍体小麦では、相同な小麦遺

伝子が存在しても小麦が倍数体であるため劣性の変異が隠され QTL が検出でき

ないのではないかということである。この可能性を示唆する結果が 2 倍体コム

ギの QTL 解析から得られている。我々のグループでは、既知のアブシジン酸情

報伝達系遺伝子の染色体上の位置と種子休眠 QTL の対応をみるために 2 倍体小

麦を用いた種子休眠 QTL 解析の研究を行い、アブシジン酸情報伝達系の TaABF

遺伝子と QTL の対応関係を見出している（中村ら 2007）。その研究の中で、2

倍体コ 

 

 

 

図４ 2 倍体コムギ種子休眠 QTL 

      赤丸：種子休眠 QTL、黒三角：セントロメアの位置 

    

 

ムギでも、オオムギ 5H 染色体の同祖染色体である、5Am染色体セントロメア付近

に作用力の比較的大きい QTL が存在することを見出した。この QTL の位置をさ

らに明確にするために、オオムギのSD1座に対応している遺伝子マーカーK01353

及び ABC302 に対応するコムギ遺伝子マーカーwK01353 及び wABC302 を作製し、2



倍体コムギにマッピングしたところ、図５のようになった。コムギの２つのマ

ーカーは、ちょうど 5Amの QTL を挟むようにマッピングされ、オオムギの SD1 座

と同じ領域に QTL が存在することを確認した。この結果は、上記の推測を支持

する結果と考えられる。 

 

 

図５ 2倍体コムギ5Am染色体の種子休眠QTLとオオムギSD1領域対応コムギマ

ーカーの関係 

 

 

このことは、SD1 座がもし推測通り劣性の QTL であったとしたら、この SD1 座の

原因遺伝子を特定してコムギの相同遺伝子を解析し、6倍体コムギの A、B、Dゲ

ノム上の遺伝子型を劣性型にそろえることができるようになれば、これまでと

違った画期的な休眠性を持つ 6 倍体コムギの開発が可能となることを示してい

る。オオムギの SD1 座に関しては、「多様性ゲノム解析研究」プロジェクトの中

で岡山大学の佐藤らにより遺伝子単離の研究が進められているので、遺伝子の

正体が解明されれば、上記のようなことが実現する可能性がある。また、今後

新たに強力な作用力をもつ劣性の QTL を 2 倍体のオオムギやコムギなどの QTL

解析から同定できれば、そういった遺伝子についても同じように利用可能と考

えられる。SD1 座の次に作用力の大きな QTL として SD2 座がオオムギでは知られ

ているが、我々の研究チームのこれまでの研究結果からは、この SD2 座も劣性

の QTL であることが示されている。今後、詳しい解析を進め原因遺伝子があき

らかになり、コムギに応用できるようになると、この SD2 座も、コムギの種子

休眠の向上に寄与できる有力な遺伝子なのではないかと考えている。 

 



４ まとめ 

シロイヌナズナやイネでは、種子休眠QTLの原因遺伝子が単離され始めている。

コムギでも DNA マーカーを使った種子休眠形質の解析が進み、3A 染色体短腕の

QTL や 4A 染色体長腕の QTL 解析が進んで原因遺伝子単離を目指した研究が続い

ている。また、こうした QTL の DNA マーカーを使った種子休眠 QTL の集積が可

能となってきている。こうした流れに加えて、今後 2倍体のオオムギやコムギ、

さらに可能性としてはイネなどで劣性の種子休眠QTLの原因遺伝子が特定され、

コムギでも同様な機能を持つことが明らかになれば、図６のように 6 倍体コム

ギの３つのゲノムを劣性の遺伝子型にそろえることにより、これまでになかっ

た強い休眠性を持つ 6 倍体コムギ品種の開発が可能になるのではないかと考え

られる。オオムギの SD1 座の原因遺伝子はその有力な候補と考えられる。 

 

 
図６ 劣性の種子休眠 QTL を利用した種子休眠性の向上 
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５．大麦育種における品質検定（精麦・麦茶） 
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大麦育種における品質検定（精麦・麦茶） 
                               
Ⅰ．大麦の精麦品質検定 
１．精麦用大麦に求められる品質 
食用大麦の主な用途は、焼酎、味噌、麦飯であり、いずれも搗精(精白)されたもの(精麦)が用いられ

るため、搗精に関する品質(精麦品質)が重要である。その品質として次のような点が求められる。 
①粒の形・大きさが揃っており、充実がよいこと。 
②穀皮が薄く除去されやすい、腹溝が浅く細いこと。 
③歩留の高いこと。 
④胚乳部分が軟質で、硬質粒(硝子粒)の混入が少なく、白度が高いこと。 
⑤搗精の際、砕粒が少ないこと。 

 
２．育種における精麦品質の検定 
 小型搗精機を用いた試験搗精を行い、搗精に要する時間、精麦白度、砕粒率を調査する。 
１）試験用小型搗精機（佐竹社製 TM-05） 
 円盤状の砥石(粒度 No.36)をモーターで回転させ(回転数 1,150rpm)、大麦粒を削る仕組みになって

いる。当研究室では、搗精中に発生する糠を吸引除去できるよう工夫している。 
 搗精は、過不足なく糠を除去する方法(完全搗精法)が基本であるが、育種試験においては煩雑であ

るので、歩留を一定にする方法(歩留一定法)で行っている。 
 
２）原料調整 
粒厚・・・六条皮・裸麦は 2.2mm、二条皮・裸麦は 2.5mm 以上の整粒に調整する。 
水分・・・極端な原麦水分の差は試験結果に影響し、水分過小では搗精中に割れやすい。当チーム

では、原麦水分約 12±0.5%になるよう調整している。 
 
３）水分測定 
 穀物水分計(電気伝導度測定方式)により搗精直前の水分を測定 
 
４）搗精 
整粒 180g について、55%(裸麦は 60%)歩留一定搗精を行い、所定の歩留に達する時間を硬軟質性

のデータとして記録する。１回の搗精で 55%歩留に調整することは煩雑であるので、第一段階として

4 分一定搗精を行い、その時点での粒重から残り搗精時間を推定し(55%歩留になるまでの追加搗精時

間は、4 分搗精粒重を独立変数とする一次回帰式で推定できる)、若干の補正を加えて 55%歩留まで搗

精する。 
整粒 180g を搗精機に投入 

↓   タイマーを用いて４分間搗精する 
機械を止め、試料を取り出す 

     ↓ 
重さを測定する 

↓ 



   ４分搗精粒重から、55%歩留になるまでの追加搗精時間を求める（別途推定式から判断する） 
↓   55%歩留までの時間を計測する 

   目安時間の 30 秒手前で機械を止め、粒重を確認し、さらに 55%歩留に仕上げる 
↓ 

   搗精終了、搗精開始からの合計時間を搗精時間として記録する 
 
５）白度・色相測定 
白度・・・光電白度計 
色相・・・色彩色差計により明るさ(L*)、赤み(a*)、黄色み(b*)を測定 

 
６）砕粒率 
精麦 10g 中の砕粒を目視で選別し、その重量比から砕粒率(%)を求める。 

 
７）精麦の外観品質 
 精麦粒の観察により、以下の項目の評価(分級値)を行う。 
①溝の幅  １：極狭い、２：狭い、３：やや狭い、４：中、５：やや広い、６：広い 
②粒質   ２：完全な粉状粉質、３：粉状質、４：やや粉状質、５：中間質、 

６：やや硝子質、７：硝子質、８：完全な硝子質 
③外観   １：上の上、２：上の中、３：上の下、４：中の上、５：中の中、６：中の下、 

７：下の上、８：下の中、９：下の下 
④総合評価  搗精時間、白度、砕粒率、精麦の外観から総合的に判断する。 
       評価は、外観品質と同じ 9 階級評価による。 
 
８）その他の試験項目 
①硝子率・・・ハインスドルフ式穀粒裁断器で横断した粒断面の観察により硝子質粒の割合を求める 
②穀皮歩合・・・穀皮を薬品処理により剥皮し、その重量比を求める。（当研究室では実施していない） 
③蛋白質含有率・・・原麦及び精麦中の蛋白質含量を測定。 
④ポリフェノール含有率・・・原麦及び精麦、ポリフェノールは加熱調理後の褐変の原因物質。 
⑤β―グルカン含有率・・・大麦胚乳細胞壁の主要多糖類、食物繊維として有用。胚乳の硬軟質性に 

影響する。（研究材料についてのみ測定） 
⑥アラビノキシラン含有率・・・大麦糊粉層・胚乳細胞壁に含まれる多糖類。（研究材料についてのみ 

測定） 
⑦加熱後褐変程度・・・加熱後及び保温後の色相を測定し、褐変程度を評価。（研究材料についてのみ

測定） 
 
Ⅱ．大麦の加熱後褐変に関する検定 
１．目的 

 高品質大麦の育種が進められた現在、シュンライ、ファイバースノウ、イチバンボシ、ニシノホシ

などの品種が育成され、一次加工適性である精麦品質（白度・硬軟質性）については、かなり向上し

ている。しかし、大麦では加熱調理後に褐変するという欠点があり、この問題は依然として解決して



いない。加熱後褐変にはポリフェノールの関与が明らかにされており、加熱後褐変しにくい高品質大

麦育種においては、原因物質であるポリフェノール含量の測定と加熱後褐変の評価が重要である。 

 

２．ポリフェノール含量の測定 

１）プルシアンブルー法による全ポリフェノール測定 

 この方法では、全ポリフェノール含量が測定される。メタノール抽出液に、フェリシアン化カリウ

ム水溶液と塩化鉄水溶液を混合した発色液を加え、吸光度を測定する。 

２）バニリン法によるカテキン・プロアントシアニジン含量の測定 

 この方法では、ポリフェノールの中でもとくに褐変に関与するカテキン・プロアントシアニジンの

含量が測定できる。メタノール抽出液に、塩酸酸性バニリン溶液を加え、吸光度を測定する。 

３）ジメチルアミノ桂皮アルデヒド(DMACA)法によるカテキン・プロアントシアニジン含量の測定 

 バニリン法同様にカテキン・プロアントシアニジンの含量が測定でき、こちらのほうが感度が高い。 

 

３．加熱後褐変評価法 

１）ペーストによる加熱後褐変評価 

55%歩留(裸麦は 60%)に調整した精麦を粉砕し、精麦粉とする。色彩色差計(ミノルタ CM-3500d)の

ガラスセルに、精麦粉4gを入れ、蒸留水8mlを加えてペーストとする。アルミ箔でフタをして、電気

定温庫等で90℃・2時間加熱し、放冷後、色彩色差計で色相(L*a*b*)を測定する。 

２）炊飯精麦粒の褐変評価 

 55%歩留(裸麦は 60%)に調整した精麦に、精麦重量の 2.2 倍容の蒸留水を加え、耐圧ビンに入れて、

105℃で2時間加熱する。炊飯ムラを軽減するため、途中で攪拌するのが望ましい。炊飯終了後、電気

定温庫等で、70℃(一般的な家庭用炊飯機の保温温度)で保温する。保温中、数回攪拌する。炊飯直後

と保温開始12時間後の色相を測定する。 

 １）、２）の方法とも、褐変の指標には、赤みを示す値であるa*値と白度が用いられる。 

 なお、大麦の褐変で問題となるのは、加熱直後よりも加熱後の保温による褐変の進行である。ペー

ストによる方法は少量試料での検定に適しているが、保温時の乾燥が大きいため、保温後の色相評価

が難しい。保温後の褐変評価には、炊飯精麦粒を用いた方法が適している。ただし、粒体であるので、

色相測定にあたっては測定ムラを軽減する工夫が必要である。 
 
４．無褐変大麦の育成 
 通常の品種はカテキンやプロアントシアニジンを含み、程度の多少はあっても加熱後に褐変する。

一方、これらの成分を含まないプロアントシアニジン欠失大麦の育種が進められており、その実用化

に向けた研究が進められている。プロアントシアニジンの有無は、バニリン法で簡単に選抜できる。 
 
Ⅲ．大麦の麦茶品質検定 
 
１．麦茶用大麦に求められる品質 
麦茶は、大麦穀粒を焙煎加工したもので、麦茶品質として次のような点が求められる。 
①粒が大きすぎず粒揃いがよいこと。 
②水分が均一であること。 



 ③蛋白質含有率が高いこと。 
 以上のことから比較的小粒で粒揃いがよく、耐倒伏性が強く多肥栽培が可能な渦性の六条大麦品種

が適している。 
 
２．育種における麦茶品質の検定 
 試験焙煎と、官能試験による香味(コク、香り)の評価が主体である。麦茶用試験焙煎器は今のとこ

ろないので、家庭用コーヒー焙煎器を代用している。 
１）家庭用コーヒー焙煎器（ビッグバン社ファインロースター200） 
 遠赤外線で加熱し、試料を攪拌しながら焙煎する仕組みになっている。 
 
２）原料調整 
粒厚・・・六条皮・裸麦は 2.0mm、二条皮・裸麦は 2.2mm 以上の整粒に調整する。 
水分・・・過乾、過湿を避け、試料により極端な差のないようにする。当チームでは、原麦水分約

12±0.5%になるよう調整している。 
 
３）水分測定 
 穀物水分計(電気伝導度測定方式)により焙煎直前の水分を測定 
 
４）焙煎 
整粒 100g について、焙煎機の焙煎調節ツマミを適度な焙煎程度(焙煎色)になるよう設定する。焙煎

が完了すると、自動で冷却し、試料が排出される。冷却終了後、直ちに次の試料の焙煎を開始し、焙

煎開始から終了までを焙煎時間の参考値、焙煎中の最高温度を焙煎温度とする。 
 

整粒 100g を焙煎器に投入 
↓   タイマーを用いて時間を計測する 

一定の焙煎色になるまで焙煎する 
     ↓ 

加熱終了直後、試料投入口より温度計を差し込み、温度を計測 
     ↓ 
   焙煎終了、焙煎開始から終了までの時間を焙煎時間として記録する 
 
 
 
５）焙煎過程における調査項目 
①焙煎時間 焙煎開始から終了までの時間 
②焙煎温度 焙煎終了までの試料の最高温度 
③焙煎適性 茨城県産カシマムギを基準に、＋２：良 ～ ０：同等 ～ －２：劣の５階級で評価する。 
 
６）麦茶粒に関する調査項目 
①麦茶粒の形状 観察による。１：良、２：やや良、３：並、４：やや劣、５：劣の５階級評価。 



②焙煎後体積 
③焙煎後重量 
④膨化程度 麦茶粒 100g あたりの体積(ml)で示す。 
⑤麦茶粒色 色彩色差計で測定し、明るさ(L*)で表示。 
⑥麦茶粉色 粉砕した麦茶粒について、色彩色差計で測定し、明るさ(L*)で表示。麦茶粒内部までの

煎り具合の指標となる。粉末麦茶では、色の出具合に関係するため重要な指標である。 
 
７）麦茶抽出液に関する調査項目 
 麦茶液の作成法：麦茶粒 5g を 100℃・100ml の熱水で 10 分間煮出しする。その後室温にて 10 分

間放置した後、麦茶液を濾紙で濾過する。途中、煮出し終了直後とその５分後にびんを振って抽出を

促す。冷めたら麦茶液色の測定と官能試験を行う。 
（１）麦茶液色    

① 分光光度計で 440nm の吸光度を測定 
②観察による評価（茨城県産カシマムギを基準に、＋２：濃 ～ ０：同等 ～ －２：淡の５階級

で評価） 
（２）香味に関する官能評価 
  ①コク味 ＋２：良 ～ ０：同等 ～ －２：劣の５階級で評価 
  ②香り  ＋２：良 ～ ０：同等 ～ －２：劣の５階級で評価 
   茨城県産カシマムギを基準とする 
 

100ml の沸騰水を入れたビンを、100℃に設定したウォーターバスに置く 
↓ 

麦茶粒 5g をビンに投入して 10 分間煮出しする 
↓ 

ビンをウォーターバスから取り出し、ビンをよく振って５分間室温に放置 
↓ 

ビンをもう一度よく振って、さらに５分間放置 
↓ 

麦茶液を濾紙で濾過する 
↓ 

冷めたら麦茶液色の測定(440nm 吸光度)と官能試験を行う 
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＜参考資料-1＞

2006年高度先進技術研修プレゼン資料（一部改変）

実需者ニーズの品質と生産増に実需者ニーズの品質と生産増に
対応した大麦研究と品種育成対応した大麦研究と品種育成

作物研究所

大麦研究関東サブチーム

高度先進技術研修

(2006.11.7)

４麦の収穫量・作付面積割合

2007年産2002年産

農林水産統計より

2006（平成18）年産
麦の作付面積と収穫量（全国）

13,10013,4003053034,2904,420はだか麦

38,20042,50028527813,40015,300六条大麦

106,100118,30034734730,60034,100二条大麦

157,400174,20048,29053,820大麦

388,900837,200327384119,100218,300小麦

546,3001,011,400167,390272,120麦全体

うち田作田作うち田作

収穫量 (t)
10a当たり
収量 (kg)

作付面積 (ha)

資料：農林水産省「食料需給表」より作図
注）：飼料用及び麦芽として輸入したものを含む。

2004（平成16）年の大麦の国内消費仕向量（国内生産量＋輸入量－輸出量±在庫の増減量）は233万5,000トンです。
国内生産量は20万9,400トンで国内消費仕向量全体の8.5％です。

大麦（裸麦を含む）の国内消費仕向量の推移

0
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1,000
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2,000

2,500

3,000

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

年度

（千t）

その他

国内生産量

飼料用

背景

食料・農業・農村基本計画

国内産大麦の生産努力目標：35万ｔ

現状：20万t弱

新たな麦政策大綱（1998年）

民間流通への移行→実需者評価への対応

→実需者ニーズの把握

→高品質品種の導入 と栽培技術の確立
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実需者による大麦品質評価
と要望

主食用（押麦・切断麦）

麦茶用

品質評価協議会・大麦研究会

ビール用

ビール大麦育種打合せ会・合同比較試験

その他加工用（焼酎・味噌）

１．主食用（押麦、切断麦などの麦飯用）

需要：約９万t（ほぼ国産麦）

主に並性の六条皮麦

精麦品質評価項目
胚乳が軟質で高白度

硬質粒の混入が少ないこと

条溝が浅く薄いこと

穀皮が薄く除去されやすいこと

搗精中に砕けにくいこと

切断麦用：腹溝に沿って切断しやすいようやや長めの
粒型で、粘りがあって割れにくいこと

精麦品質評価
項目 内　　　　容

（原麦形質）

水分

千粒重

容積重

粒厚分布

硝子率
粒横断面を観察し、硝子状の硬質粒の割合を求める。硝子率の高いものは白度が低
下するため、好まれない。

蛋白質含量 蛋白質含量が高いものは硬質粒が多く、白度が低下する傾向がある。

硬度差 圧砕値から挫折値を差し引いた値で粒の粘り強さ(割れにくさ)を示す。

異物混入率 雑草や大麦以外の穀粒の混入率。

（精麦品質）

搗精時間 一定歩留(55%等)に達するまでの時間。短いことが望ましい。

精麦白度 一定歩留(55%等)の精麦の色の白さ。白いほど優れている。

精麦色相
白度測定だけでは色相は評価できないので、明るさ(L*)、赤み(a*)、黄色み(b*)を測定
し、色相の指標値とする。

腹溝の幅 精麦の幅に占める腹溝の幅。腹溝が太く目立つものは好まれない。

砕粒率 搗精中に砕けたり、割れたりした粒の割合で、多いものは不適とされる。

２．麦茶用

需要：約６万t（国産麦約５割）

主に渦性の六条皮麦

品質評価項目
適度な粒大

粒揃いが良いこと

焙煎適性

蛋白質含量が高いこと

麦茶にしたときの香り、味（コク・まろみ）

麦茶品質評価

項目 内　　　　容

蛋白質含量 蛋白質が多いものほど、焙煎香が強いとされている。

焙煎時間 原料投入から焙煎終了までに要する時間。

膨化程度 一定重量あたりの麦茶粒体積。

加工適性
焙煎時に、作業性を見ながら最良～不適の指標で達観判定する。均一に焙煎され、固
まりが生じにくいものがよいとされる。

麦茶粒の形状 焙煎粒について、最良～不適の指標で達観判定する。

麦茶粒色 色彩色差計で、明るさ(L*)を測定し、麦茶粒色の指標とする。

麦茶粉色
麦茶粒を粉砕し、色彩色差計で、明るさ(L*)を測定する。麦茶粒内部までの煎り具合
の指標となる。また粉末麦茶では色の出具合に関係するため重要な指標である。

麦茶液の色 抽出した麦茶液について、440(または420)nmの吸光度を測定する。

味 コクやまろみ等を官能試験により判定。

香り 香りの強さ、よしあしを官能試験により判定。

３．ビール用

需要：７８万t（国産麦約５％）

二条大麦（ビール麦）

品質評価項目
発芽勢が高いこと

麦芽エキス分が高いこと

蛋白質含量・可溶性窒素量・可溶性窒素割合が
適正であること

ジアスターゼ力が高いこと

その他
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ビール大麦の品質評価
項目 内　　　　容

（原麦形質）
水分
千粒重
整粒歩合 2.5mm以上の粒の割合
細麦発生率 2.2mm未満の粒の割合
蛋白質含量 10～11%が適正値とされる。

発芽勢
20℃で72時間以内の発芽率。製麦上、発芽が旺盛で斉一であることが望ましいとされ
る。

水感受性 水分過多のときの発芽勢の低下程度。水感受性の高いものはよくない。
浸漬時間 浸漬開始から発芽行程に移すまでの浸水時間。
浸漬度 浸漬行程から発芽行程に移したときの水分量。

（麦芽品質）
水分 麦芽水分量。
色度 麦汁の色度。
エキス量 麦汁の比重から換算表を用いて麦汁エキスを算出する。
全窒素 麦芽に含まれる窒素含量。
可溶性窒素 可溶性窒素の含量。酵母の生育に必要。
コールバッハ数 (可溶性窒素/全窒素)×100
全窒素当たりの
ジアスターゼ力

麦芽のジアスターゼ力を麦芽全窒素で除した値。

エキス収量 (麦芽収量率/麦芽エキス)×100
最終発酵度 麦汁に酵母を加えて発酵させた後のエキスの減少率。

ビール大麦育種打合せ会
合同比較試験

表　ビール大麦評価配点方法

10 5 0 -5

麦芽 EX 麦芽エキス(%) 2 （分析値－79）×2 84 81.5 79 76.5

TP 粗蛋白質(%) 1

(1)10.0～11.0 (1)10.0～11.0 10.0～11.0 － － －

(2)11.0＜X (2)12.5－(X－10.5)÷0.2 11.0 12.0 13.0 14.0

(3)X＜10.0 (3)12.5－(10.5－X)÷0.2 10.0 9.0 8.0 7.0

SN 可溶性窒素(%) 1

(1)0.7～0.8 (1)0.7～0.8 0.7～0.8 － － －

(2)0.8＜X (2)40÷3－(X－0.75)÷0.015 0.8 0.875 0.95 1.03

(3)X＜0.7 (3)40÷3－(0.75－X)÷0.015 0.7 0.625 0.55 0.48

KI コールバッハ数(%) 1

(1)40.0～45.0 (1)40.0～45.0 40.0～45.0 － － －

(2)45＜X (2)15－(X－42.5)÷0.5 45.0 47.5 50.0 52.5

(3)X＜40 (3)15－(42.5－X)÷0.5 40.0 37.5 35.0 32.5

DP ジアスターゼ力 2 （分析値－100）÷15 250 175 100 25

AAL 最終発酵度(%) 1 （分析値－78）×1 88 83 78 73

βグルカン(mg/L) 0

大麦 水感受性(%) 0

評点＝（点数×ウエイト）総和×（8分の10）　（但し、小数点以下2位を四捨五入する）

備考：麦芽の他の分析値・製麦特性は参考に供する。

足切りとして使用する。但し具体的な数値は設定せず、その都度、標準品種と
の比較から判断する。
同上。水感受性の測定は9月下旬とする。

項目
（測定値　範囲）

計算例（ウエイトは含まず）
区分

ウ
エ
イ
ト

計算式
（10点満点）

４．焼酎用

需要：約２０万t（国産麦約１割）

主に二条大麦

品質評価項目

高澱粉価

一次加工適性(精麦品質)

製麹性

発酵性

焼酎醸造適性評価

項目 内　　　　容

澱粉含量
澱粉の加水分解により生成した糖がアルコール発酵の基質となるので、多いほどよい
とされる。

蛋白質含量 蛋白質が多すぎるものは相対的に澱粉が少なくなるので好ましくないとされる。

吸水性
原料となる精麦の吸水速度。適正な範囲にあることが望ましく、吸水速度の速すぎるも
のは吸水量の制御が難しくなる。

麹酵素活性 大麦麹から産生されるα－アミラーゼ等の糖化酵素の活性。

麹消化性 大麦麹消化後の増加液量。麹の消化程度を示す。高いほうがよい。

麹糖化性 澱粉の分解による糖分の増加量。麹の酵素力を示し、高いほうがよい。

麹総合力価 麹の消化性×糖化性で示される。高いほど製麹性が優れる。

酸度
小仕込み試験を行ってクエン酸の生成量を調べるもので、酸度が低いと雑菌に汚染さ
れやすい。

アミノ酸度 小仕込み試験を行ってアミノ酸の生成量を調べる。

エタノール生成量 小仕込み試験を行ってエタノール生成量を調べる。

香気成分 焼酎によい香りを与える酢酸イソアミル等の生成量を調べる。

５．味噌用

需要：約４万t（国産麦約８割）

主に裸麦

品質評価項目

搗精程度

吸水性・蒸煮条件

麹の酵素力価

高品質品種の育成

新たな麦政策大綱（1998年策定）

↓

麦新品種緊急開発プロ（1999年度～）

↓

21世紀プロ（１系）（2002年度～）

↓

ブランド・ニッポン（１系）（2003年度～）

↓

加工プロ（３系）・新需要麦（2006年度～）
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大麦育種研究機関
道立北見農試

栃木農試栃木分場

長野農事試

福岡農総試

東北農研

作物研

中央農研（北陸）

近中四農研（四国）
九州沖縄農研（筑後）

農研機構

県指定試験地

食用・麦茶用等

ビール大麦

東北地方における高品質品種
の育成

シンジュボシ

東北農研・2003年育成

粒が大きい

外観品質優れる

ポリフェノール含量が低い

加熱後白度が優れる

北陸地方向け高品質品種
の育成

ファイバースノウ

長野農事試・2001年育成

耐寒雪生に優れる

耐倒伏性に優れる

高白度

実需者評価良い

関東地方における高品質品種
の育成

シルキースノウ
長野農事試・2005年
育成

早生・短強稈・多収

縞萎縮病（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
型）抵抗性

精麦白度が高い

硝子率がやや低い

関東地方における高品質品種
の育成

スカイゴールデン

栃木農試栃木分場・
2001年育成

大粒で精麦歩合が高
い

縞萎縮病（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
型）・うどんこ病抵抗性

麦芽品質が総じて優
れる

関東地方における高品質品種
の育成

サチホゴールデン

栃木農試栃木分場・
2005年育成

大粒で精麦歩合が高
い。

多収

縞萎縮病（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
型）・うどんこ病抵抗性

麦芽品質が優れる
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関東地方における高品質品種
の育成

さやかぜ
作物研究所・2003年
育成
六条皮麦の中生種
短強稈で耐倒伏性が
あり多収
縞萎縮病（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
型）抵抗性
精麦品質が優れる（押
麦用）
麦茶適性がある

四国地方における高品質品種
育成

マンネンボシ
近中四農研・2001年
育成

耐倒伏性に優れる

整粒歩合が高い

イチバンボシと同等の
精麦品質

味噌醸造品質
水浸漬時間、出麹時間
が早い

製麹性に優れる

四国地方における高品質品種
育成

トヨノカゼ
近中四農研・2005年育

成

耐倒伏性に優れ多収

整粒歩合が高い

粒が軟らかく、搗精時
間が短い

味噌醸造品質が優れる

九州地方における高品質品種

ニシノホシ
九州農研・1997年育成

精麦品質が優れる

焼酎醸造適性に優れる

九州地方における高品質品種

はるしずく
福岡農総試・2005年育成

早生・短強稈

穂数が多く多収

縞萎縮病・うどんこ病に強
い

精麦品質が優れる

焼酎醸造適性が優れる

九州地方における高品質品種

ほうしゅん
福岡農総試・1999年育成
早生で縞萎縮病・うどんこ
病に強い
被害粒の発生が少ない
麦芽品質が優れる

しゅんれい
福岡農総試・2004年育成
早熟で粒が大きく多収
被害粒の発生が極めて少
ない
麦芽品質が極めて優れる
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新たな需要につながる新規形質を持つ大麦系統の育成状況  
 

作物研究所 大麦研究関東サブチーム 
吉岡藤治・塔野岡卓司・青木恵美子 
TEL: 029-838-8862 

 
新たな「食料・農業・農村基本計画」において、国産大麦の生産努力目標は 35 万トン（平成 27 年度）と定

められている。さらに実需者からも国産大麦の生産量確保が要望されているが、現状の大麦・はだか麦の生

産量は約 20 万トン弱（平成 19 年産）に留まっており、増加傾向にはない。 

現状を打開するためには、極多収性のような栽培面での改良に加えて、生産物の品質面における高付加

価値化や新規用途の開発により需要拡大を図り、生産者の作付け意欲を喚起するような品種を開発する必

要がある。このような今までにはない画期的な品質特性の改良という観点から、作物研および各育成地にお

ける最近の研究と育成状況について紹介する。 

 
１．褐変しにくい極低ポリフェノール系統の育成 

炊飯麦は、プロアントシアニジンやカテキン等のポリフェノール成分の酸化により時間経過とともに褐変し、

褐変程度はこれら成分の減少量と相関する。この褐変が麦ご飯の需要が伸びない主要因となっている。そこ

で、プロアントシアニジン欠失遺伝子(ant)を導入することによって、極低ポリフェノール含量で炊飯後も褐変

しにくい、食用二条大麦の「西海皮63号」、「西海皮65号」（九州沖縄農研）、「関東二条41号」（栃木農試）、

六条大麦の「関東皮 88 号」（作物研）、「東山皮 108 号」（長野農事試）、裸麦の「四国裸 114 号」（近中四農

研）が育成されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．麦飯臭が少ない大麦育成を目指した研究 

加工プロ３系において、「炊飯麦臭変動要因の解明」が試みられている（作物研）。一方、脂質酸化酵素の

リポキシゲナーゼ（LOX）は、大豆製品の豆臭や青臭み発生の原因となっており、コメの古米臭にも関与する

とされている。またビール大麦では、LOX 欠失大麦は香味耐久性や泡持ち性が優れることが知られ、栃木農

試栃木分場では LOX-1 活性欠失突然変異系統「大系 LM1」を作出した。LOX と炊飯麦臭との関係解析が

進めば、これらの素材を用いて、低麦臭系統の育成が進むことが期待される。 

 
３．β-グルカンを多く含む系統の育成 

大麦胚乳細胞壁多糖の主な成分であるβ-グルカンには、血中コレステロール低減、血糖値上昇抑制な

関東皮88号 シュンライ

写真　炊飯麦の保温24時間後の色相

総ポリ
フェノール

(mg/g)

カテキン+
プロアント
シアニジン

(μg/g)

総ポリ
フェノール

(mg/g)

カテキン+
プロアント
シアニジン

(μg/g)

関東皮88号 1.39 2.4 0.42 0.4

ンライ 2.62 253.4 0.73 61.7

キースノウ 2.76 280.7 0.69 59.3

88号ではポリフェノールのうち、褐変の主な原因となる
キン・プロアントシアニジンがほとんど含まれない

ポリフェノール含量

系統・
品種名

ポリフェノール含量

原麦 55%搗精麦

シュ

シル

表　

関東皮
カテ



どに加え、免疫系機能増進の生理機能性がある。大麦は

含むが、通常の品種（含量3～5%）の2～3倍のβ-グル

カンを含む系統の開発が進んでいる。 

β-グルカン高含量（約 10～13％）

他の穀物に比べるとはるかに多くのβ-グルカンを

の実用的系統とし

て

．アラビノキシランを多く含む系統 
ビノキシラ

ン

．大麦のトコトリエノール含量に関する研究 
は、高い抗酸化力があり、「スーパービタミン E」と称

さ

．完全粉状質系統の育成 
つ系統は、水田のみならず畑で栽培しても硝子質粒が発生しにくく、常にほ

ぼ

 
．二条裸麦、六条並性裸麦の育成 

る必要はなく、むしろ裸麦の方が加工利用の面で優れると考えら

れ

センターで育成し、埼玉県で

試

図　β-グルカン含量の比較
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、「四系 9519」（近中四農研）、「関系 n551～554」（作

物研）が育成されており、β-グルカン組成の解析や、

実需者と共同で利用技術の開発が始まっている。 

 
４

もう一つの主な胚乳細胞壁多糖であるアラ

にも、免疫系機能増進などの生理機能性がある。大

麦のアラビノキシラン含量は、通常品種で 4～9％であるが、12％近い高含量系統もある。種皮側（糊粉層）に

多く含まれるため、アラビノキシラン高含量系統は、搗精糠の有効利用に繋がる可能性がある。 

 
５

ビタミン E（α-トコフェロール）同族体のトコトリエノール

れ、抗ガン作用やコレステロール低下作用もある。近中四農研・四国研究センターでは、大麦・裸麦に含ま

れるビタミンE同族体（α-, β-, γ-, δ-トコトリエノール及びトコフェロール）の品種・系統間差異や部位別

含量についての解析を進めており、高含量系統育成への進展が期待される。 

 
６

しわ状澱粉粒遺伝子(fra)を持

完全な粉状質となり、精麦は高白度となる。fra 遺伝子を持つ品種が普及すれば、食用大麦の産地拡大が

期待できる。作物研では、この fra 遺伝子を持つ「関東皮 87 号」を育成した。 

関東皮87号

シュンライ

水田 畑(黒ボク土壌)

白度：48.3 白度：46.4

白度：44.2 白度：40.8

写真 水田及び畑栽培における精麦色相の差異 

７

搗精を必要とする食用大麦は、皮麦であ

る。また、上述のような機能性成分を多く含む系統においても、成分抽出のためには裸性の方が有利であ

る。作物研では、食用大麦として六条・並性・裸麦系統の育成も進めている。 

これまでに二条・裸麦の品種は育成されていないが、近中四農研・四国研究

作された「四国裸 103 号」が、関東ブロックの品質評価協議会で実需者から高い評価を得ており、関東で

の品種化・普及に向けて「高度化事業」が実施されている。 
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