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最近の麦を巡る情勢

作物研究所 研究管理監

荒木 均

麦の生産に関する情勢

• 208年度における国際価格の高騰と長期的
な高価格見通し

• 食料自給率の目標が引き上げられ、小麦の
生産倍増計画が浮上した生産倍増計画が浮上した。

• 大麦の需給の大幅なミスマッチがあり、現状
20万トンから35万とへの生産の拡大が求め
られている。

• 水田・畑作経営所得安定対策→

小麦の国際相場の推移

農業情報研究所公開資料から

小麦の生産費及び労働時間

区分 年次
10a当たり全
算入生産費

60kg当たり全
算入生産費

10a当たり収
量

10a当たり投
下労働時間

１戸当たり作
付け面積

円 円 ｋｇ 時間 a

全国平均

1998年 61，897 9，538 389 6.05 201.0 

2003年 62，156 8，543 437 5.93 231.7 

2007年 60，053 7，529 478 4.10 676.8 

北海道

1998年 58，664 7，640 461 3.41 521.2 

2003年 63，663 7，061 541 3.50 596.2 

2007年 62，679 7，304 515 3.31 737.1 

都府県

1998年 67，092 14，649 273 10.20 101.2 

2003年 60，447 11，411 318 8.70 136.8 

2007年 52，711 8，401 376 6.37 481.8 

農林水産省統計より

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１-5 139.0 53.1 181.1 96.9 

昭和11-15 159.0 77.3 175.3 135.4 

昭21-25 163.7 69.5 180.1 126.2 

昭31-35 132.6 59.3 229.5 135.9 

昭41-45 42.3 21.5 263.5 56.6 

昭51-55 28.6 17.7 310.4 55.9 

昭61-平１ 27.9 24.7 346.1 85.6 

平成6-10 23.4 17.5 356.2 62.8 

平１６ 27.2 21.3 404 86.0

平１７ 26.8 21.4 410 87.5

平１８ 27.2 21.8 384 83.7

平１９ 26.4 21.0 434 91.0

平２０ 26.5 20.9 422 88.1
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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 18.3 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

麦種別作付面積（万ha）と比率（％）

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

18 27.21 21.83 3.41 1.53 0.42

19 26.4 20.97 3.45 1.57 0.4

20 26.54 20.88 3.54 1.69 0.44

平均 26.05 20.31 3.69 1.54 0.51

割合 100 78.0 14.2 5.9 2.0

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 

１８ 21.80 12.05 9.77 0.82 2.57 1.42 0.87 0.13 0.17 3.78

１９ 20.97 11.70 9.26 0.82 2.28 1.43 0.88 0.13 0.16 3.56

２０ 20.88 11.57 9.31 0.82 2.30 1.45 0.90 0.14 0.18 3.51

平均 ２０．３４ 11.14 9.17 0.77 2.61 1.36 0.85 0.12 0.13 3.30 

割合 １００．０ 54.8 45.１ 3.8 12.8 6.7 4.2 0.6 0.6 16.2 

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

18 384 427 331 177 360 274 263 289 319 383

19 434 497 354 197 327 311 286 343 368 442

20 422 468 365 225 347 322 287 312 381 449

平均 393.6 435.7 344.0 217.6 370.8 300.4 271.1 317.8 365.6 386.5 

比率 100.0 110.7 87.4 55.3 94.2 76.3 68.9 80.7 92.9 98.2 

県名
品種名

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県

つるぴかり
（％）

１０７

きぬの波 １１４ １０８ １１８

小麦品種の収量例（奨決）

（％）

あやひかり
（％）

（１１１）

タマイズミ
（％）

１０６

農林61号
(kg/a)

５１．５ ４７．９ ４５．７ ５１．５

県名
品種名

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県

つるぴかり
（％）

１０８

きぬの波
（％）

１６０ １３４

平成18年小麦品種の収量

（％）

あやひかり
（％）

１３０

タマイズミ
（％）

１０８

農林61号
(kg/a)

２１．７ ３２．８ ４０．８ ３７．４

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県

小麦成熟期 ６．１６ ６．１５ ６．１２ ６．１３

大麦成熟期 ５．３１ ５．３１ ５．２８ ５．２３

水稲田植え期 ６．２５ ６．２３

麦類・水稲の作期

水稲成熟期 １０．１４ １０．１１

小麦播種期 １１． ６ １１． ６ １１． ８ １１．１０

大麦播種期 １１．６ １１． ６ １１． ８ １１． ５

（水陸稲・麦類・大豆奨励品種特性表より）
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茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県

小麦成熟期 ６．１６ ６．１５ ６．１２ ６．１３

大麦成熟期 ５．３１ ５．３１ ５．２８ ５．２３

大豆播種期 ６．１４ ６．１８ ６．１７ ６．２５

麦類・大豆の作期

大豆成熟期 １０．１６ １０．１９ １０．１６ １０．２３

小麦播種期 １１． ６ １１． ６ １１． ８ １１．１０

大麦播種期 １１． ６ １１． ６ １１． ８ １１． ５

（水陸稲・麦類・大豆奨励品種特性表より）

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県

大麦

小麦

差

５．３１

６．１６

１６

５．３１

６．１５

１５

５．２８

６．１２

１５

５．２３

６．１３

２０

小麦 早生 ６．１３ ６．１３ ６． ９ ６． ９

麦類の成熟期

標準

差

６．１６

３

６．１５

２

６．１２

３

６．１３

４

（水陸稲・麦類・大豆奨励品種特性表より）

水稲早植・晩植（麦跡期）の収量比較

品種名 作期 平１
６

平１７ 平１８ 平１９ 平均

栃木 コシヒカリ 普 57.0 55.0 50.7 53.1 54.0

あさひの夢 晩 57.0 51.6 51.7 53.3 53.4

群馬 コシヒカリ 普 48.6 48.1 44.6 48.7 47.5

あさひの夢 晩 55 8 49 2 48 7 49 2 50 7あさひの夢 晩 55.8 49.2 48.7 49.2 50.7

ごろぴかり 晩 50.9 50.2 47.1 46.8 48.8

埼玉 コシヒカリ 普 52.2 47.8 46.7 46.6 48.4

キヌヒカリ 晩 49.6 47.8 40.3 42.9 45.２

朝の光 晩 55.6 55.2 － － (55.4)

（農水 品種別生産量から）

（注）生産局「麦生産の現状について」（平成２０年6月）資料から転載

１ 小 麦

区分

平 成 18 年 産 17 16

順位 収穫量 割合 順位 収穫量 割合 順位 収穫量 割合

ｔ ％ ｔ ％ ｔ ％

全 国 837 200 100.0 874 700 100.0 860 300 100.0 

ホ ク シ ン 1 467 500 55.8 1 500 400 57.2 1 510 900 59.4 

農 林 ６ １ 号 2 110 700 13.2 2 134 200 15.3 2 126 000 14.6 

シ ロ ガ ネ コ ム ギ 3 74 100 8.9 3 77 600 8.9 3 73 600 8.6 

チ ク ゴ イ ズ ミ 4 57 400 6.9 4 55 000 6.3 4 43 200 5.0 

春 よ 恋 5 26 200 3.1 5 18 800 2.1 5 18 200 2.1 

イ ワ イ ノ ダ イ チ 6 8 010 1.0 9 6 180 0.7 … … … 

シ ラ ネ コ ム ギ 7 7 960 1.0 6 6 800 0.8 7 7 930 0.9 

つ る ぴ か り 8 7 480 0.9 7 6 510 0.7 10 5 030 0.6 

あ や ひ か り 9 6 890 0.8 11 5 800 0.7 12 4 380 0.5 

ニ シ ホ ナ ミ 10 6 790 0.8 12 5 510 0.6 13 4 130 0.5 

資料：農林水産省『作物統計』による。

２ 二条大麦

区分

平 成 18 年 産 17 16

順位 収穫量 割合 順位 収穫量 割合 順位 収穫量 割合

ｔ ％ ｔ ％ ｔ ％

全 国 118 300 100.0 124 300 100.0 131 900 100.0 

ミ カ モ ゴ ル デ ン 1 17 500 14 8 1 24 400 19 6 2 19 900 15 1ミ カ モ ゴ ー ル デ ン 1 17 500 14.8 1 24 400 19.6 2 19 900 15.1 

ニ シ ノ チ カ ラ 2 14 200 12.0 2 15 800 12.7 1 23 100 17.5 

ニ シ ノ ホ シ 3 13 900 11.7 4 13 200 10.6 5 10 900 8.3 

ほ う し ゅ ん 4 13 600 11.5 3 15 200 12.2 4 13 000 9.9 

ス カ イ ゴ ー ル デ ン 5 13 500 11.4 … … … … … … 

り ょ う ふ う 6 8 680 7.3 7 7 300 5.9 8 8 710 6.6 

ミ ハ ル ゴ ー ル ド 7 7 890 6.7 … … … … … … 

あ ま ぎ 二 条 8 5 450 4.6 6 8 250 6.6 3 13 600 10.3 

資料：農林水産省『作物統計』による。
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３ 六条大麦

区分

平 成 18 年 産 17 16

順位 収穫量 割合 順位 収穫量 割合 順位 収穫量 割合

ｔ ％ ｔ ％ ｔ ％

全 国 42 500 100.0 47 000 100.0 51 200 100.0 

フ ァ イ バ ー ス ノ ウ 1 21 200 49.9 1 17 600 37.4 1 25 000 48.8 

シ ュ ン ラ イ 2 11 100 26.1 2 13 100 27.9 2 12 000 23.4 

カ シ マ ム ギ 3 5 310 12.5 3 10 000 21.3 3 7 620 14.9 

資料：農林水産省『作物統計』による。

４ 裸 麦

区分

平 成 18 年 産 17 16

順位 収穫量 割合 順位 収穫量 割合 順位 収穫量 割合

ｔ ％ ｔ ％ ｔ ％

全 国 13 400 100.0 12 100 100.0 15 500 100.0 

イ チ バ ン ボ シ 1 7 320 54.6 1 6 990 57.8 1 10 300 66.5 

マ ン ネ ン ボ シ 2 4 440 33.1 2 3 350 27.7 2 3 330 21.5 

資料：農林水産省『作物統計』による。

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、愛知農水育種指定試験地：北見、群馬、長野、愛知

• 県単独：香川、福岡 程度

• 民間：ホクレン、住友化学

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）

• 民間：サッポロ（ビ）、アサヒ（ビ）

小麦の育種目標

• 品質改良：製麺、製パン、中華麺、菓子

• 製粉性・色相の改良

• 赤かび病耐病性赤かび病耐病性

• 穂発芽耐性

• その他：早生、多収、各種耐病性

小麦の研究成果

• 低アミロース小麦の発見と地域別品種育成
ネバリゴシ、あやひかり、ふくほのか、チクゴイズミ

北海道におけるめん用小麦品種の発展• 北海道におけるめん用小麦品種の発展
ホロシリコムギ→ チホクコムギ→ ホクシン→ きたほなみ

• 国産パン用等品種の育成
春よ恋、キタノカオリ、ゆきちから、ユメアサヒ、ユメシホウ、ミナミノカオリ

• 超強力小麦の評価と「ゆめちから」の育成
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品種名
色

(20）
外観
（15）

硬さ
（10）

粘弾性
（25）

滑らかさ
（15）

食味
（15）

合計
(100）

ＡＳＷ 16.2 10.5 7.7 19.5 11.0 10.5 75.4
イワイノダイチ（愛知） 15.2 10.5 7.3 19.5 10.7 10.5 73.7

新品種のめん官能検査結果

ふくさやか（滋賀） 15.0 10.5 6.9 18.0 10.5 10.5 71.4
さぬきの夢2000（香川） 14.2 10.5 7.1 19.0 10.7 10.5 72.0

平成15年産

北海道の新品種「きたほなみ」

• 「ホクシン」に比べ、

やや早生、多収、

穂発芽耐性、赤かび病抵抗性、赤さび病抵抗性が
強

製粉性、粉色、製麺性が良好で、「ASW」並である
。

パン用品種の育種戦略

• 高分子量及び低分子量のグルテニンサブユニット
型による選抜 DNAマ カ 利用型による選抜：DNAマーカー利用

超強力特性の利用

• 穂発芽、赤かび病耐病性の付与

１ＣＷ ハルユタカ
キタノカオリ
（北海道）

ゆきちから
（岩手）

ニシノカオリ
（佐賀）

16.0 12.4 12.3 10.4 11.8

16.0 13.0 12.8 13.0 11.9

外観 焼き色（10） 8.0 7.6 7.3 6.9 6.3

形・均整（5） 4.0 4.0 3.4 3.4 3.0

皮質（5） 4.0 4.0 3.8 3.5 3.2

体積（10） 8.0 7.9 7.2 7.0 6.5

吸水性評価（20）Ａ

作業性評価（20）Ｂ

パン用新品種の官能検査結果

内相 すだち（10） 8.0 7.4 7.1 7.0 6.1

色相（10） 8.0 6.7 5.8 6.1 6.1

触感（15） 12.0 11.2 10.6 10.0 8.6

香り（10） 8.0 7.4 7.1 6.5 5.7

味（25） 20.0 17.8 17.3 16.2 15.0

80.0 74.0 69.6 66.6 60.5

80.0 69.8 66.9 63.4 60.0

平成15年産

総合評価（100）

合計（100）Ｃ

ユ メ シ ホ ウ の 品 質 特 性

◎高分子量グルテニンサブユニット
＜5と10のペア＞をもち、製パン適性
がある

ユメシホウのパン

供試材料名 容積 比容積 合計

体積 表皮色 形均整 表皮質
内部

色相
す立ち 触感 香り 食感 味

(10) (10) (5) (5) (10) (10) (15) (10) (15) (10) (100)

ユメシホウ 1856 5.18 7.3 7.8 3.7 3.6 6.2 6.8 10.8 7.0 11.2 6.9 71.2

ニシノカオリ 1597 4.45 6.3 7.2 3.1 3.1 5.7 5.4 8.5 6.8 8.8 6.3 61.1

１ＣＷ 2017 5.69 8.0 8.0 4.0 4.0 8.0 8.0 12.0 8.0 12.0 8.0 80.0

注）パン技術研究所における計３回の評価。

　　製品は食パン（ワンローフ型）。製法は70％無糖中種５時間発酵法。

　　１ＣＷは製パン性の優れたカナダ産の小麦。

官能評価結果

外観 内相

超強力小麦新品種「ゆめちから」

• 生地物性が極強い生地物性が極強い

• 麺用中力粉とのブレンドで製パン性が良好

• 収量性、耐病性等栽培特性も良好
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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 ルで炊飯褐変の少な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。

• 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、短強稈、多収化

• 縞萎縮病抵抗性の導入

• 麦芽品質の改善

大麦研究の成果

・炊飯褐変の少ない品種・系統の育成

白妙二条、とちのいぶき、関東皮８８号、四国裸１１９号

・高β-グルカン系統の開発 関東裸91号

・大麦の開閉花受粉性と赤かび病抵抗性

・閉花受粉性品種の防除適期

・短日遅延性が大きく暖冬でも出穂が安定す
る早生大麦系統の作出

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

閉花受粉性大麦の赤かび病防除適期
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麦類栽培研究の課題

• 省力・低コストの多収栽培

• 湿害回避のための管理技術湿害回避のための管理技術

• 品質向上のための管理、特に施肥管理

• 播種適期
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平成 21 年度「革新的農業技術研修」テキスト（2009.11.19） 

大麦品種の開発と利用 

作物研究所 大麦研究関東サブチーム 

 
Ⅰ．背景 
 

平成 12 年に策定された「食料・農業・農村基本計画」において、麦類の自給率向上がうたわれ、

大・裸麦では合わせて 35 万トンの生産努力目標が示された。平成 17 年の新基本計画においても、平

成 27 年度を目標とした生産努力目標は同様の 35 万トンが設定されている。また農林水産省は、平成

21 年度を「水田フル活用への転換元年」と位置付け、麦・大豆・飼料作物等の生産拡大に取り組むこ

ととしているが、大麦は小麦よりも熟期が早いため、水田の有効利用に適した冬作物であるといえる。

しかし近年の国内産大麦の生産量は 20 万トン前後に推移し伸び悩んでおり、実需からの供給要望と

生産量はミスマッチを生じている。 

一方で新たな麦政策大綱のもと、平成 12 年産より民間流通に移行し、生産増のためには実需者評

価への対応が不可避となった。生産サイドでは実需者ニーズの把握と、それに応えうる品質を備えた

麦を生産する必要があり、高品質品種の導入と、その品種の能力を発揮できる栽培技術の確立が重要

である。 

このため大麦の品種育成機関においては、平成 11 年より開始された「麦緊急開発プロ」から「21

世紀プロ」「ブランドニッポン」「新需要麦」プロジェクトにより、高品質で栽培性の優れた多収品種

育成を加速化してきた。平成 18 年度からは「加工プロ」によりその取り組みを継続している。 

 
 
Ⅱ．用途別大麦品種の育成 
 

１．主食用 

主食用の大麦（押麦、切断麦などの麦ごはん用）の需要は約 9 万トンで、消費者の健康食への意識

の高まりから増加傾向である。麦ごはん用原料はほぼ 100%を国産麦で賄われ、その品質は輸入麦に

優るため、精麦業界からは増産要望が強い。並性の六条皮麦が多く用いられているが、四国地域では

裸麦の「イチバンボシ」や「マンネンボシ」、九州地域では二条皮麦の「ニシノチカラ」や「ニシノホ

シ」が食用としても用いられる。 

食用六条大麦主産地の北陸地域の「ミノリムギ」は実需者評価が良く、精麦用品種の主力を担って

いたが、近年は細麦や硬質粒などの品質低下が指摘されるようになった。平成 12 年度に長野農事試

で育成された「ファイバースノウ」は、「ミノリムギ」よりも早生で耐寒雪性・耐倒伏性に優れてい

る上、軟質・高白度で実需者評価が高く、北陸地域を中心に急速に普及し、現在では六条大麦作付け

シェアの 50%近くを占めている。 

東北地方では、以前は飼料用の「べんけいむぎ」の作付けが多かったが、飼料麦制度が廃止された

ため食用品種への転換が求められた。平成 15 年に東北農研で育成された「シンジュボシ」は、ポリ

フェノール含量がやや低く加熱後白度も優れるという特性を持つが、普及が進んでいない。 

関東地域の精麦用主力品種「シュンライ」は、関東では熟期がやや遅く雨害の恐れがある上、縞萎

9



縮病に対する抵抗性を持たない。このため、平成 17 年度には、早生・短稈で縞萎縮病に強く品質も

優れる「シルキースノウ」（長野農事試育成）が栃木県で採用され、北関東各県でも有望視されるな

ど今後の普及が期待されている。 

近年は各育成地において、炊飯しても褐変が少ない‘極低ポリフェノール系統’の育成が進んでお

り、平成 20 年度には、極低ポリフェノールの二条皮麦「とちのいぶき」（栃木農試栃木分場育成）、「白

妙（しらたえ）二条」（九州沖縄農研育成）が品種登録出願された。平成 21 年度には、切断麦適性が

ある六条皮麦の「関東皮 88 号」（作物研育成）、「四国裸糯 119 号」（近中四農研育成）が品種登録出

願予定である。 

また、主食用大麦は搗精して用いられるため、穀皮が無い方が利用しやすいと考えられる。埼玉県

では精麦用裸麦として作付けしていた「イチバンボシ」が小粒傾向であることから、二条裸麦の「ユ

メサキボシ」（平成 20 年度・近中四農研育成）を奨励品種として採用することとなった。 

 

２．麦茶用 

麦茶用には約 6 万トンの需要があるが、このうち国産麦使用率は 5 割以下である。渦性の六条大麦

が主に用いられているが、食用の並性品種や二条品種、西日本では裸麦も麦茶原料として用いられて

いる。近年、清涼飲料水のベースとしての需要が増える一方、麦茶粉が「コーヒー代用物」として海

外から安価で輸入されるため、業界では危機意識を持っており、国産麦増産への要望が強い。 

茨城県が主産地の「カシマムギ」は麦茶用の主力品種で、麦茶原料としての実需の評価が高いが、

縞萎縮病に弱い、成熟期の中折れ、収量性など栽培性の欠点により、安定生産・供給が見込めない状

況となっている。他の渦性品種としては、茨城県で「マサカドムギ」、埼玉県で「すずかぜ」が作付け

されている。平成 15 年度に育成された縞萎縮病に強い「さやかぜ」（作物研育成）は、群馬県・広島

県で作付けされている。また、作物研で育成した早生・多収で縞萎縮病抵抗性の渦性系統「関東皮86

号」は、「カシマムギ」の栽培上の欠点をトータルに改良されており、麦茶業界や生産地から有望視

されている。 

 

３．ビール用 

ビール用大麦の需要は 78 万トンで、国産麦使用率は 5%ほどである。国産のビール用大麦は、品種

育成の過程において、ビール業界・指定試験地・関係団体等が参画するビール大麦育種打合せ会のも

とで実施される合同比較試験により、統一の基準により品質評価が行われている。各品種はビール会

社との契約に基づき作付けされており、現在は北海道では春播きの「りょうふう」、北関東では「ミカ

モゴールデン」「スカイゴールデン」、近畿・中国地方では「あまぎ二条」・「アサカゴールド」、九州地

域では「ほうしゅん」が主力品種である。 

これまでの主なビール大麦は、縞萎縮病に対して抵抗性遺伝子 rym5 のみを持つ、「ミカモゴールデ

ン」等の品種が多く作付けされてきた。その結果、関東地域の一部において新たにⅢ型ウイルスが増

え、それらの品種においても罹病化し、収量減や整粒歩合の低下が問題となってきた。栃木農試栃木

分場で平成 12 年度に育成された「スカイゴールデン」、平成 17 年度に育成された「サチホゴールデ

ン」は、Ⅲ型ウイルスに対する抵抗性遺伝子 rym3 を併せ持つとともに優れたビール醸造適性も備え

た品種である。「スカイゴールデン」は、栃木県で急速に普及が進んでおり、「サチホゴールデン」は

栃木県・群馬県のほか、佐賀県でも指定品種として作付けされることになった。 

西南暖地におけるビール麦では、穀皮の側面が避ける側面裂皮粒や、腹溝部分が膨らみ胚乳内部が
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露出する凸腹粒、穀皮が剥がれる剥皮粒等の被害粒が多発し、外観品質を大きく低下させることがあ

る。福岡農総試では、平成 10 年度に、早生で縞萎縮病・うどんこ病に強く、被害粒の発生が少ない

「ほうしゅん」を半数体育種により育成した。また平成 16 年度に育成された「しゅんれい」は、被

害粒の発生が極めて少ない、早生で麦芽品質の優れる品種である。 

平成 19 年度には東北農研で、耐寒雪性が「シュンライ」と同等で、既存の二条大麦より強く、寒

冷地平坦部で栽培できるビール用品種「小春二条」が育成され、東北地域における地元産麦を使用し

た地ビール用として普及が始まった。 

 

４．焼酎用 

焼酎用は約 20 万トンの需要があるが、国産麦使用率は１割に満たない。焼酎用国産原料の主力品

種は「ニシノチカラ」（昭和 62 年・九州農試育成）であったが、平成 9 年に九州農試で育成された「ニ

シノホシ」は、「ニシノチカラ」に比べて精麦品質が優れ、且つ安定しており、焼酎醸造適性が優れ

ている。徐々に作付面積を増やし、平成 18 年産からはシェアが逆転した。 

九州地域でも大麦縞萎縮病ウイルスⅢ型系統の発生が確認され、抵抗性品種の育成が急務となった。

福岡県と熊本県で焼酎醸造用として採用された「はるしずく」（平成 16 年度・福岡農総試育成）は、

縞萎縮病ウイルス系統Ⅰ～Ⅲ型・うどんこ病抵抗性を有し、早生・短強稈・多収で、精麦品質が優れ

るとともに輸入原料並みに焼酎醸造適性が優れる品種である。 

九州沖縄農研では、焼酎醸造適性が良く、官能品質に特徴がある「キリニジョウ」を平成 18 年度

に育成し、縞萎縮病ウイルスⅢ型系統に抵抗性で、焼酎醸造適性が良く、酒質に旨味・甘味の特徴が

ある「煌（きらめき）二条」を平成 19 年度に育成した。それぞれ宮崎県と佐賀県で、地場産原料を

用いた商品開発向けに作付けされている。 

 
５．味噌用 

味噌用には約 4 万トンの需要があり、このうち国産麦使用率は 8 割程度である。味噌原料用として

は「イチバンボシ」などの裸麦が多く用いられている。 

近中四農研で平成 13 年に育成された「マンネンボシ」は、耐倒伏性に優れ、整粒歩合が高く、「イ

チバンボシ」と同等の精麦品質を持ち、愛媛県での普及が進んでいる。また、平成 17 年に育成され

た「トヨノカゼ」は多収で、軟質で精麦品質が良く、味噌加工適性が優れている。大分県で地元限定

材料の供給を強く望む味噌業者の要望により、「地元オリジナル品種」としての生産が推進されている。 

 

 

Ⅲ．新規形質大麦の育成 
 

１．完全粉状質の高精麦白度系統の育成 

関東・東山地域の畑での麦類の作付面積は約 7200ha に達し、北海道を除けば顕著に多い。畑で作

付した場合、品種による差はあっても多少とも硬質粒の発生が多くなる。これは、畑栽培では穀粒が

高蛋白質化しやすいことによる。近年、六条大麦の主力品種「ファイバースノウ」や「シュンライ」

で、硝子質粒の混入による品質ランク区分の低下が問題となっている。 

作物研究所で土壌の質と硬質粒の発生について調べた結果、遺伝的に低蛋白質である系統でも畑で

は硬質粒が増加したが、破砕澱粉粒遺伝子(fra)をもつ系統では土質や蛋白質含量にかかわらず安定し
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て粉状質を示すことを明らかにした。そこで、この遺伝子を導入した「関東皮 87 号」「関東皮 92 号」

を育成した。これらの破砕澱粉粒遺伝子(fra)をもつ系統は、精麦白度も高く、水田のみならず畑栽培

においても品質ランク区分の硝子率基準値をクリアできることから、精麦用大麦の生産拡大に寄与す

ることが期待される。 

２．褐変しにくい極低ポリ  

ア

相

関する。 

炊飯後も褐変しにくい食用大

麦の開発を進めた。その結果、 63 号」「西海皮

65 号」（九州沖縄農研）、 皮 88 号」「関東皮 89

号」（作物研）、「東山皮 119 号」（近中四

農研）が育成されている。この内、平成 」と「とちのいぶき

（関東二条 41 号）」が品 四国裸糯119号」が

図　蛋白質含量と硝子率の関係

（n=17）×（●水田・■畑栽培）

※ランク区分は、小粒皮麦の値
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水田及び畑栽培における精麦色相の差異 

 

 

品種登録出願予定である。 

フェノール系統の育成

大麦利用上の問題として、加熱調理後の褐変があげられる。炊飯した麦ごはんは、プロアントシ

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褐変し、褐変程度はこれら成分の減少量と

そこで各育成地でプロアントシアニジン欠失遺伝子(ant)を導入して、

‘極低ポリフェノール大麦’として、二条の「西海皮

「関東二条 41 号」 関東

108 号」（長野農事試）、裸麦の「四国裸 114 号」「四国裸糯

20 年度には「白妙二条（西海皮 65 号）

種登録出願され、平成 21 年度には「関東皮88号」と「

（栃木農試栃木分場）、六条の「

関東皮87号

シュンライ

水田 畑

白度：48.3 白度：46.4

(黒ボク土壌)

白度：44.2 白度：40.8

fra系統

ランク区分 許容値

基準値
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現在までに 12 遺

培

‘極低ポリフェノール大麦’は炊飯してもほとんど褐変が見られない、画期的な麦ごはん原料で

あ

．機能性と食感を向上させた系統の育成 

含まれており、特に血中コレステロール低減作用、血糖

値

開発が進められており、作物研では二条・裸性の「関東裸 91 号」

「

伝子座のプロアントシアニジン欠失突然変異が見つかっているが、各遺伝子が栽

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

性・耐病性・品質などに及ぼす影響を、準同質遺伝子系統を作出して解析した。その結果、これら

の遺伝子は、赤かび病抵抗性にほとんど影響しないこと、種子休眠性を弱くする（穂発芽耐性が劣る）

こと、品質や栽培性への影響から、ant27, 28, 29 が育種に利用する上で有用であることを明らかにし

た。 

 

 

る。また、長期の保存においても外観色が変化しにくいことが明らかになり、レトルト食品への加

工など、新たな用途開発が期待される。 

 

 

３

大麦には他の穀物に比べて食物繊維が多く

上昇抑制作用など生活習慣病の予防・改善効果や、免疫賦活化などの生理機能性があるβ-グルカン

（1,3-1,4-β-D-グルカン）が多い。大麦のβ-グルカン含量には品種間差異があり、通常二条大麦が 3%、

六条大麦は 4～5%程度である。 

現在、高β-グルカン含量大麦の

関系 n566」のほか、六条・裸性・糯性の「関系 n553」「関系 n554」を、近中四農研では「四系 9519」

を育成している。これらは 10%前後のβ-グルカンを含んでいる。「関東裸91号」は平成 21 年度に品

種登録出願予定であり、大麦粉としての利用やβ-グルカン抽出用など、新規用途開発を伴う普及が期

待されている。 

0 2 4 6 8

精白米

トウモロコシ

小麦

二条大麦

六条大麦

関東裸９１号

β-グルカン含量 (%)
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「関東皮88号」のポリフェノール含量

総ポリ
フェノール

(mg/g)

総ポリ
フェノール

(mg/g)

関東皮88号 1.3 2.1 0.4 0.6

シュンライ 2.5 198.7 0.6 42.6

シルキースノウ 2.4 207.1 0.6 39.4

注）作物研における成績（2006～2008年度平均）

原麦 55%搗精麦

プロアント
シアニジン

(μg/g)

プロアント
シアニジン

(μg/g)
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精麦品質上重要な胚乳の硬軟質とβ-グルカン含量には相関があるため、あまりに含量の多いものは

かえって精麦用には適さなくなるほか、食感の低下が予想される。このため、極高含量のものはβ-

グルカン抽出用や、粉体・粒体での利用が、精麦用としては中庸程度のものの利用が考えられる。 

 

また、糯性品種では粳性に比べてβ-グルカンが多い上に、炊飯時の食感も良いため、精麦の加工行

程上問題点がないことが明らかになれば食用としての利用が期待できる。糯性大麦品種としては裸麦

の「ダイシモチ」（平成 9 年度・四国農試育成）、皮麦「セツゲンモチ」（平成 12 年度・長野農事試育

成）があるが、「関東裸糯 90 号」（作物研）、「東山皮糯 109 号」（長野農事試）、「四国裸糯119号」（近

中四農研：平成 21 年度に品種登録出願予定）が育成されている。 

 

 

４．赤かび病抵抗性系統の育成 

近年、麦の赤かび毒について国内における安全性基準が 1.1ppm（暫定基準）と定められるなど、

赤かび病対策は極めて重要な問題となっている。しかし麦は赤かび病に対して免疫的抵抗性遺伝資源

が無く、抵抗性育種が困難であった。大麦では二条品種に比べ六条品種の抵抗性が弱いことから、条

性等が抵抗性に関与している可能性が示唆されていた。 

作物研では、各種穂形質に関する準同質遺伝子系統を用いて穂形質が抵抗性に及ぼす影響を解析し

たところ、開花期感染においては条性による抵抗性の差は小さく、‘閉花受粉性’が感染回避に有効で

あることを明らかにした。このことから六条大麦でも閉花受粉性にすることによって、比較的赤かび

病に強い系統の育成が可能であることが示された。そこで、閉花受粉性の六条大麦系統「関東皮 89

 

号」を育成した。 

州沖縄農研では、閉花受粉性の二条大麦は、受精期に赤かび病菌を接種するとやや強～強の抵抗

性

図　シュンライを遺伝的背景とする戻し交雑系統の赤かび病罹病性スコア

*、**、***は、六条・開花性（シュンライ型）と比較して、それぞれ5%、1%、0.5%水準で有
意　（t-検定：片側検定）
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7

六条
開花
(n=36)

二条
開花
(n=20)

六条
閉花
(n=3)

二条
閉花
(n=22)

罹
病

性
ス

コ
ア

1週目

2週目

*

***

***

**

九

を示すが、葯殻抽出期（受精期の約 10 日後に穎の先端から葯殻が抽出する時期）の接種では感受

性が高まることを明らかにした。そして、この葯殻抽出期に抵抗性を示す遺伝資源を見出している。

また、九州沖縄農研・福岡農総試では、かび毒（DON、NIV）蓄積性の低い遺伝資源の探索を進めて

おり、これらを利用して、抵抗性を強化した系統の育成が進められている。 
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農研機構 作物研究所 大麦研究関東サブチーム
問合せ先：作物研・企画チーム 029-838-8880 www-nics@naro.affrc.go.jp

硝子質粒がほとんど発生しない

完全粉状質大麦「関東皮87号」「関東皮92号」

○品質ランク区分の

 

硝子率の基準値（硝
子率：40％以下）をクリアしたい。

畑や大豆の後作○ でも、硝子質粒が混
入しない品質の良い精麦用大麦を作り
たい。

「関東皮87号」「関東皮92号」
、黒ボク

土の畑においても粉状質・高白度の精麦用大麦
の生産を可能

は、硝子質粒の発
生がほとんどないため、水田だけでなく

にします。

「 」
「 」は

こんなニーズのお役に
立ちます

関東皮87号
関東皮92号

作物研で育成した
、破砕澱粉粒変異遺伝子(fra)を持

ち、
精麦用大麦です。

関東皮87号の精麦の外観
（水田および畑産）

関東皮92号の水田と畑における硝子率と精麦白度
1：関東皮92号、2：カシマムギ、3：シュンライ、

4：シルキースノウ

蛋白質含量と硝子率の関係
白抜き：灰色低地土水田、黒塗り：黒ボク土畑
○●：通常の品種、

「関東皮87号」「関東皮
92号」は

硝子質粒がほとんど発生しない完全粉
状質の

□■：破砕澱粉粒変異系統
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硝子率 (%)
5
5
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麦
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度
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硝
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率
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%
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水田
（灰色低地土）

畑
（黒ボク土）

品質ランク区分
硝子率の許容値

品質ランク区分
硝子率の基準値

破砕澱粉粒変異遺伝子(fra)を持つ大麦は、
。

高蛋
白質化しても硝子質粒をほとんど発生しません

関東皮87号

シュンライ

灰色低地土水田 黒ボク土畑

白度：44.2% 白度：40.8%

白度：48.3% 白度：46.4%
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農研機構 作物研究所 大麦研究関東サブチーム
問合せ先：作物研・企画チーム 029-838-8880 www-nics@naro.affrc.go.jp

炊飯後の褐変が極めて少ない

極低ポリフェノール六条大麦「関東皮88号」

作物研で育成した プロ
アントシアニジンフリー遺伝子(ant28)を
持つため、

粒率が低いため、
しての特性が優れています。

「関東皮88号」は、

炊飯後の褐変が極めて少な
い小粒六条大麦で、砕
切断麦用と

関東皮88号 シュンライ シルキースノウ

　炊飯麦の保温24時間後の色相

「関東皮88号」のポリフェノール含量と搗精麦の加熱後色相

総ポリ
フェノール

(mg/g)

プロアント
シアニジン
(μg/g)

総ポリ
フェノール

(mg/g)

プロアント
シアニジン
(μg/g)

赤み
(a*)

白度
(W)

赤み
(a*)

白度
(W)

関東皮88号 1.3 2 0.4 1 -0.7 74.5 0.2 73.7

カシマムギ 2.5 184 0.6 34 1.5 71.0 4.4 65.0

シュンライ 2.4 171 0.6 33 1.8 69.6 4.3 64.7

系統・品種名

ポリフェノール含量 炊飯麦色相

原麦 55%搗精麦 炊飯直後 24時間保温後

 

「関東皮88号」
切断麦適性

は、麦ごはん
用として、押麦と
があるという実需者の評価
を受けています。

左：関東皮88号 中：カシマムギ 右：シュンライ左：関東皮88号 中：カシマムギ 右：シュンライ

縞萎縮病Ⅰ～Ⅳ型
ウイルスに抵抗性です

「関東皮88号」の特性一覧

関東皮88号 Ⅳ 4.12 5.27 104 650 やや強 極強 極強 やや弱 やや易

カシマムギ Ⅰ 4.09 5.24 89 556 中 やや弱 やや強 やや弱 極難

シュンライ Ⅰ 4.17 5.27 102 519 強 やや強 やや弱 やや弱 難

系統・品種名
稈長
(cm)

穂数

(本/m2)
耐倒伏

性
縞萎縮病
抵抗性

うどんこ病
抵抗性

赤かび病
抵抗性

播性
出穂期
(月.日)

成熟期
(月.日)

穂発芽
性

穂発芽し易いので
適期収穫を心がけ

てください

55%
搗精時間
(分:秒)

精麦
白度
(%)

砕粒率
(%)

関東皮88号 77.9 79.8 713 29.2 8:38 47.1 4.4

カシマムギ 67.0 80.0 707 30.1 11:29 44.0 2.9

シュンライ 67.7 81.9 686 31.7 9:06 46.6 1.9

整粒歩合
(>2.2mm)

(%)

容積
重

(g/L)

千粒
重
(g)

精麦品質

系統・品種名
収量

(kg/a)
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農研機構 作物研究所 大麦研究関東サブチーム
問合せ先：作物研・企画チーム 029-838-8880 www-nics@naro.affrc.go.jp

従来品種の２～３倍の食物繊維を含む

高β-グルカン含量大麦「関東裸91号」

○半分以下の混合量でも、従来品と同
様にたくさんの食物繊維を摂れるため、
食味・食感が優れる健康機能性食品を
作ることができます。

○従来と同等の混合量で使用すれば、
従来品の2～3倍の食物繊維を含む健康
機能性食品を作ることができます。

0

5

10

15

20

関東裸91号 イチバンボシ 関東裸91号 イチバンボシ
含
有
率
 
(%

)

アラビノキシラン
作物研で育成した
食物繊維の一種で機能性多糖の

し、
です。

「関東裸91号」は、
β-

グルカンを従来品種の２倍以上含有
アラビノキシラン含量も高い系統

β-グルカン

原麦 精麦

穀粒断面（蛍光試薬でβ-グルカンを青く染色）

関東裸91号 イチバンボシ

機能性多糖含量

左：関東裸91号 中：カシマムギ 右：イチバンボシ

「関東裸91号」は、機能

様々な食品への高付加価値化が

性成分の抽出コスト削減
に有効であるとともに、サプリメント、シリアル製
品、パン・菓子・麺などへ粒体・粉体として利用す
ることにより、
可能です。

例えば、
高β-グルカン含量大麦
「 」の粉関東裸91号 を
用いると・・・

「関東裸91号」の全粒粉を15%混合したパン「関東裸91号」の全粒粉を15%混合したパン
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Ⅳ．資料 
 

１．近年育成された大麦品種一覧 

麦種
育成
年度

品種名
条
性

並
渦
性

皮
裸
性

糯
粳
性

主な特性（長所） 育成場所 旧系統名

六条大麦 H11 セツゲンモチ 6 並 皮 糯
もち性で粘りがあり、新たな食味で需要拡大が期待される。
精麦白度が高く、精麦中に砕け難いなど精麦特性が優れる。
「ミノリムギ」よりも倒伏に強く、成熟期が4日早い。

長野農事試 東山皮93号

六条大麦 H12 ファイバースノウ 6 並 皮 粳
「ミノリムギ」よりも倒伏に強く、成熟期が2日早い。
「ミノリムギ」より耐雪性、耐寒性に優れる。
精麦白度が高く、精麦品質が優れる。

長野農事試 東山皮96号

二条大麦 H12 スカイゴールデン 2 並 皮 粳
大麦縞萎縮病ウイルスⅠ～Ⅲ型系統及びうどんこ病に抵抗性である。
大粒で整粒歩合が高い。
麦芽品質が総じて優れる。

栃木農試 関東二条25号

はだか麦 H13 マンネンボシ 6 渦 裸 粳
稈が強く倒れにくい。
整粒歩合が高く、屑麦が少ない。粒揃いが優れる。
精麦品質が優れる。

近中四農研 四国裸98号

六条大麦 H14 シンジュボシ 6 並 皮 粳
精麦白度、炊飯白度が高い。粒が大きく外観皮質が優れる。
ポリフェノール含量が低く、炊飯後の褐変が少ない。
「ミノリムギ」より2～3日早生である。

東北農研 東北皮34号

六条大麦 H15 さやかぜ 6 渦 皮 粳
短強稈で耐倒伏性に優れる。
縞萎縮病に高度抵抗性である。
押し麦用の精麦適性に優れ、麦茶適性がある。

作物研 関東皮78号

二条大麦 H16 しゅんれい 2 並 皮 粳
被害粒の発生が極めて少なく、検査等級が優れる。
早熟で粒が大きくて多収である。
麦芽品質が極めて優れる。

福岡農総試 九州二条16号

二条大麦 H17 はるしずく 2 並 皮 粳
大麦縞萎縮病及びうどんこ病に強い。
早生で穂数が多くて多収である。
精麦品質と焼酎醸造適性が優れる。

福岡農総試 九州二条17号

二条大麦 H17 サチホゴールデン 2 並 皮 粳
大粒で整粒歩合が高く多収である。
縞萎縮病ウイルスⅠ～Ⅲ型系統およびうどんこ病に抵抗性である。
麦芽品質が優れる。

栃木農試 関東二条35号

はだか麦 H17 トヨノカゼ 6 渦 裸 粳
イチバンボシと同熟期である。
多収である。
粒が柔らかく、搗精時間が短い。

近中四農研 四国裸100号

六条大麦 H17 シルキースノウ 6 並 皮 粳
早生、短強稈、多収である。
大麦縞萎縮病Ⅰ～Ⅲ型に抵抗性である。
精麦白度が高く、硝子率がやや低い。

長野農事試 東山皮101号

二条大麦 H18 キリニジョウ 2 並 皮 粳
焼酎醸造特性が良い。
大粒で多収である。
穂発芽性が強い。

九州沖縄農研 西海皮61号

二条大麦 H19 小春二条 2 並 皮 粳
耐寒性、耐雪性は「シュンライ」と同等で、既存の二条大麦品種より強い。
麦芽エキスがやや高く、ジアスターゼ力が強い。

東北農研 東北皮38号

二条大麦 H19 煌(きらめき)二条 2 並 皮 粳
大粒で多収である。
大麦縞萎縮病Ⅰ型・Ⅲ型系統に強い。
穂発芽性が難である。

九州沖縄農研 西海皮60号

二条大麦 H20 とちのいぶき 2 並 皮 粳
ant28遺伝子を有し、炊飯麦の経時的褐変が極めて小さい。
整粒歩合が高く多収で、精麦品質が優れる。
大麦縞萎縮病ウイルス全系統に抵抗性で、極強である。

栃木農試 関東二条41号

二条大麦 H20 白妙二条 2 並 皮 粳
ant28遺伝子を持つ極低ポリフェノールで、加熱後褐変をほとんど起こさない。
精麦品質が優れる。

九州沖縄農研 西海皮65号

はだか麦 H20 ユメサキボシ 2 並 裸 粳
二条・裸性で、大粒であり、整粒重が高い。
大麦縞萎縮病、赤かび病、うどんこ病に強い。

近中四農研 四国裸103号

六条大麦 H21 （関東皮88号） 6 並 皮 粳
ant28遺伝子を持つ極低ポリフェノールで、炊飯後に褐変がほとんど起きない。
精麦品質が優れる。
大麦縞萎縮病ウイルス（Ⅰ～Ⅳ型）とうどんこ病に抵抗性である。

作物研 関東皮88号

はだか麦 H21 （関東裸91号） 2 並 裸 粳
β-グルカン含量が極めて高く、アラビノキシラン含量も高い。
大麦縞萎縮病ウイルス（Ⅰ～Ⅲ型）とうどんこ病に抵抗性である。

作物研 関東裸91号

はだか麦 H21 （四国裸糯119号） 2 並 裸 糯
プロアントシアニジンフリー遺伝子(ant28)を持ち、炊飯麦の褐変がほとんどない。
もち性（アミロースフリー）でβ-グルカン含量が高く、砕粒率が低い。
大麦縞萎縮病・うどんこ病に強く、耐倒伏性に優れる。

近中四農研 四国裸糯119号
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２．契約生産奨励金品質改善奨励額ランク区分基準

○主食等用

許容値

容積重 小粒大麦 690g/L以上

はだか麦 840g/L以上

大粒大麦 709g/L以上

細麦率 小粒大麦 2.2mm（篩）下に2.0%以下

はだか麦 2.0mm（篩）下に2.0%以下

大粒大麦 2.5mm（篩）下に3.0%以下

白度 小粒大麦 43以上　（基準歩留：55%） 40以上

はだか麦 43以上　（基準歩留：60%） 40以上

大粒大麦 40以上　（基準歩留：55%） 37以上

農産物検査時から1ヶ月経過したサンプル

硝子率 小粒大麦 40%以下 50%以下

はだか麦 50%以下 60%以下

正常粒率 大粒大麦 80%以上　（65%歩留時） 70%以上

1.8mm（篩）上　（砕粒を除く）

○麦茶用

許容値

たんぱく Ⅰ 6.5%以上

Ⅱ

Ⅲ

細麦率 小粒大麦 2.0mm（篩）下に2.0%以下

大粒大麦 2.2mm（篩）下に2.0%以下

はだか麦 2.0mm（篩）下に2.0%以下

※たんぱくⅠは品質評価項目の基準値を１つ達成、たんぱくⅡ
は２つ達成、たんぱくⅢは３つ達成したものとする。

評価項目

評価項目 基準値

－

7.5%以上　9.0%未満

9.0%以上　10.5%未満

10.5%以上

基準値

－

－
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３．大麦増産要望パンフレット（関東地域版） 
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小麦品質標準評価法とその留意点 
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小麦品質標準評価法とその留意点 

 

 小麦の民間流通化にともなって、農産物検査や安全性に関わる公定検査に加えて、品質

ランク区分が規定され価格に反映されるようになった。2009 年現在の品質ランク区分は

実需者の要望を完全に満たしているものではなく、さらに改訂の可能性がある。また、品

質ランク区分で規定されていない品質測定値に基づいて品種や生産地ごとの入札価格が決

まってくる可能性もあるので、今後は生産者に近いところでの自主的な品質評価が必要と

される状況も増えてくると考えられる。 

 品質評価を行うにあたって、その手法がどの程度妥当性が保証されているか、どの程度

一般的手法として確立しているかを知っておくことは重要である。ここでは、公定分析法

に規定され標準的な分析法となっている評価法について紹介し、標準化されていなくても

小麦育種における品質評価で重要視され広く行われている評価項目とそれを行う際の留意

点を解説する。 

 

１．穀類の品質評価のための標準分析法 

 

（１）国際的に用いられている公定分析法 

 AOAC International（もとは Association of Official Analytical Chemists の略）は分析科学

分野で分析法のバリデーション，分析の実務，精度管理等に携わる官民の科学者，行政

官，その他組織から構成されている。ここで認定された分析法は公定法としては最も信頼

性が高いとされ、内容は"Official Methods of Analysis of AOAC International"として書籍に

まとめられている。AOAC の公定法は農薬や医薬品などの多くの測定対象を含むが、小

麦粉、パン等の穀類食品やモルト関連食品についてそれぞれ章が割かれている。 

 American Association of Cereal Chemists（AACC）は穀物化学関係の学術団体としてアメ

リカ以外にも世界的に多くの会員がある。AACC では穀物関係の標準試験法を“

Approved Methods of the A.A.C.C”としてまとめており、広く用いられている。AACC 法

は後述のようにアメリカをはじめとする小麦輸出国での公定評価法として採用されている

ケースが多く、輸入小麦の比率が多い日本でも研究者による引用例やこれに基づいた試験

例が多い。 

 International Association for Cereal Science and Technology (ICC、以前の名称 International 
Association for Cereal Chemistry による)は穀類とその一次、二次加工品の研究及びそれら

の特性の表現、評価の方法を国際的に統一することを目的とした機関である。ICC 法はこ

こでまとめられた穀類の標準試験法である。AACC がアメリカ主体であるのに対し ICC
はヨーロッパを主体としているが、アメリカ、オーストラリア、中南米､アジア諸国も参

画している｡標準分析法をまとめたものとして"ICC Standard Methods"が出版されている。

日本での引用例はあまり多くないが、Megazyme 社の測定キットなど標準法となっている

測定キットや測定機器は国内でも広く使用されている。 

 Codex 委員会は、消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保等を目的として、1962
年に FAO 及び WHO により設置された国際的な政府間機関であり、国際食品規格（Codex
規格）の作成等を行っている。Codex 自体は分析法をまとめているわけではないが、規格
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を満たす分析方法について認証を与えている。 

 

（２）国内での公定分析法 

 農産物検査法に基づく成分検査については農林水産省から告示されている農産物検査法

施行規則に基づいた方法で行われている。１） 

 日本農林規格 JAS は農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（JAS 法）

に基づく農・林・水・畜産物およびその加工品の品質保証の規格である。測定法について

は規格とともに、規定されており、個々の規格とともに参照することができる。 

 食糧品の規格書ではないが、医薬品に関する品質規格書である日本薬局方では、医薬品

の規格が示されている他、試験法や純度の基準・剤型なども記されている。成分分析法な

どに関しては食品分析においても参考にするべき点が多い。 

 

（３）小麦育種試験における小麦品質検定方法 

 小麦育種のための品質評価法として農林水産技術会議がまとめた「小麦品質検定方法」

(1968)が現在でも標準評価法として国内の小麦育種研究機関で用いられている２）。その

後は小麦の高品質化育種が求められる中で食品総合研究所が中心となって品質分析の連絡

試験を行い、うどんの官能試験法３）、小麦粉の色の測定法４）、でん粉分離法とビスコグ

ラム試験法５）、アミロース定量法６）の標準化が試みられ、1985 年から 1992 年にかけて

まとめられた。うどんの官能試験法は 1997 年に改定され７）、オーストラリアなどめん用

小麦を日本向けに輸出している国でもこれを参考にして育種が行われている。 

 

（４）日本を小麦輸出先とする小麦生産国の品質評価手法 

 小麦輸出国では流通に関わる機関の品質評価結果が手法とともに公開されており、各生

産年の評価結果はインターネットで検索することが可能である。国産麦の品質を輸入麦と

同じ基準で評価したいときには参考にすることができる。 

 アメリカの U.S. Wheat Associates は アメリカの主要小麦生産州の小麦生産者の全国団

体で、アメリカ産の各銘柄の品質評価結果を公表している。分析法は North American 
Export Grain Association (NAEGA)などが中心になってまとめられている。ほとんどの分析

法は AACC 法に準拠しているが、粉色やめん色など独自の評価法を用いているものもあ

る。 

 カナダ Canadian Grain Commission はカナダの小麦や油量作物の品質管理を行っている

政府機関で、品質評価データを公表している。AACC 法や ICC 法を主として採用してい

る他、一部独自の方法も用いている。 

 オーストラリア AWB Limited はオーストラリアの輸入麦の管理を行っている企業で、

毎年の小麦の品質評価を行っている。主として AACC 法で行っている他、日本向けのめ

ん用小麦の評価は、独自の手法で行っている。 

  

（５）小麦粉の品質評価の標準機器 

 小麦粉品質分析機器にはデファクトスタンダード（事実上の標準）となっている機器が

数多くある。 
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 ブラベンダー社のアミログラフ、ファリノグラフ、エキステンソグラフなどは小麦粉の

品質評価機器としてデファクトスタンダードとなっており、上記の輸出麦の品質評価結果

では必ず添付されており、国内でも製粉会社等の品質管理で行われている。使用法につい

ては各機器の付属のマニュアルに細かく記述されているが、測定で得られるデータからど

のような数値を代表値として使用するかはメーカーが規定しているものがある他、AACC
や ICC の公定法で規定しているものがある。 

 ブラベンダー社の分析機以外では、小麦粉の色相評価機器である Kent-Jones and Martin
フラワーカラーグレーダーは測定例が非常に多く、製パン特性評価のための生地物性評価

機器であるアルベオグラフ、でん粉の粘度測定機器であるフォーリングナンバーなどが

AACC や ICC で公定法になっている。 

 

 ここで紹介した標準法を参考にする際に留意すべき点としては、標準法は各機関で認証

された後規定されているもので信頼性は高いが、技術進歩に伴う新手法などは、簡便で正

確な測定方法ですでに広く利用されている手法であっても妥当性評価が間に合わず公定法

とされていない手法が数多くあり、改訂・増補が頻繁に行われているので注意が必要であ

る。分析手段として広く使用されている高速液体クロマトグラフや最新の微量分析機器を

使用した方法には AACC 法等で記載されていないものも多い。逆に特殊な機器がなくて

も分析可能な方法は数多く記載されていて有用である。 

 

 

２．小麦育種品質評価における重要品質の評価技術と標準法 

 

（１）たんぱく質含量 

 たんぱく質含量については農産物検査法施行規則で窒素測定法（ケルダール法）と近赤

外分光法が規定されている。窒素の定量法については燃焼法（デュマ法）での測定例が多

くなっており、ケルダール法とともに AACC、ICC の公定法となっている。その他、色素

結合法が AACC の公定法として採用されている。 

 

（２）でん粉糊化特性 

 小麦の品質評価基準におけるでん粉粘度は小麦の成熟後の雨濡れによる穂発芽の有無を

調べるために行われている。アミログラフ（ブラベンダービスコグラフ）はでん粉に加水

して昇温したときの粘度変化を測定するための標準機器である。穂発芽被害を受けた小麦

ではアミラーゼ活性が増大しているので、でん粉消化にとってアミログラフの最高粘度が

低下することから低アミロ小麦と呼ばれる。フォーリングナンバーは穂発芽被害粒判別の

ためのでん粉糊化粘度測定機器として使用法が簡便なため、品質ランク区分のでん粉粘度

の測定法として採用されている。フォーリングナンバーは得られる情報がアミログラフよ

り少ないことや、もち性でん粉はフォーリングナンバーでは短時間しか粘度が維持できな

いため測定できないことなどがあり８）、研究機関ではアミログラフと同様の原理で少量

試料での短時間測定に対応した機器としてラピッドビスコアナライザー（RVA)、ブラベ

ンダーマイクロビスコグラフなども使用している。RVA は国内でも導入機関が増えてき
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ている。測定条件は目的によって変えることができ AACC、ICC の公定法となっている条

件もある。国内では研究機関独自の条件で測定されることも多く、標準法はまだ規定され

ていない。 

 

（３）アミロース含量 

 デンプン中のアミロース／アミロペクチン比が小さい低アミロース小麦はゆでめんの粘

りが強く食感が良好なため、近年作付面積が増大した。デンプン中のアミロース含量の測

定は Juliano による比色法が最もよく用いられている６，９）。低アミロースでん粉では

RVA の最高粘度が高く最終粘度が低くなることから、これらの値を基にある程度の推測

が可能である 10)。 

 

（４）色の測定法 

 小麦粉の色相については国内産麦が輸入麦より劣ることが多いため、実需者からの改善

の要望が強く、育種現場でも重要な評価項目として位置づけられてきた。小麦粉色相の標

準的な評価機器としては Kent-Jones のフラワーカラーグレーダーがあるが、比較的機差

が大きいこと、必要とされる試料量が比較的多いので育種系統の評価には使いづらいこ

と、汎用性に乏しいため小麦を主として扱っている研究機関でないと導入が難しいことな

どから、より汎用的な分光光度計や色彩色差計を使用した評価が行われることも多い。分

光光度計の反射率については国内では 554nm と 445nm の反射率（R554、R445）が標準的

な測定波長として用いられる。食総研が中心になって反射率測定法の標準化が試みられ、

測定手順については以後広く参考とされてきたが、測定機関間での測定値の誤差が大きい

ため標準化はなされていない４）。 

 分光測色計で測定した分光反射率や色彩色差計で測定した３刺激値から様々な表色系の

値が表現できる。小麦粉の測色値には L*a*b*表色系（CIELAB）が用いられることが多

く、現在では反射率よりも測定例は多い。測色機器で再現性のある測色値表現をするため

には①表色系（CIELAB、HunterLAB、LCH 等）の他、②観察者の条件（2 度 、10 度)、

③光源（A、C、D65 等）、④測色機の光学系統（積分球、45 度法等）⑤測定のための試

料処理法、が規定されていなければならない。これらの測色条件については評価機関によ

ってまちまちに行われていることが多く、小麦粉の測色値が L*a*b*で表現されている場

合でも互換性がない場合が多いので注意を要する。色相については絶対的な評価は難しい

ので、比較対象とすべき標準試料を評価対象とともに測定する方がよい 

 

（５）めんの評価法 

 官能評価法については食総研を中心としてまとめられた方法が標準的な方法として広く

用いられており、日本向けに小麦を輸出している国の育種研究機関でも参考にされてい

る。官能評価法は 1997 年に改訂されて評価項目の配点に変更があったのでその前後では

値が異なるので注意が必要である３，７）。 

 ゆでめんの粘弾性をレオメーター等の物性測定装置で測定した研究も数多く行われてお

り AACC でパスタの評価法として記載されている方法もあるが、測定法については研究

すべき余地がまだ残されているので標準法といえる方法は規定されていない。 
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（６）小麦粉の加水ミキシング特性 

 小麦粉の加水ミキシング特性は製パン特性を推測するために特に重要な特性である。ブ

ラベンダーファリノグラフが標準測定機器となっている。AACC 法でピン型ミキサーが

製パン試験のミキサーとして採用されているので、ピン型ミキサーでミキシング時のトル

クを測定するミキソグラフは製パン適性評価のための有効性が高い。ミキソグラフには

AACC の公定法があるが、加水量の決定のためにはあらかじめタンパク質含量を測定し

ておかなければならないことなどがあり、国内の小麦育種の品質評価では加水量や代表値

等の運用は統一されていない。 

  

（７）パンの品質特性試験 

 育種試験における製パン試験の標準的方法としては国内では、AACC 法、日本イース

ト工業会の方法 11)、日本パン技術研究所の方法などに基づいて行われている。 
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１．はじめに

国産小麦は、現在、品質評価基準にしたがって価格差が設定される品質取引が行われ

ている。このうち、製粉用小麦の品質評価基準としては、容積重、水分及び澱粉粘度が

上げられており、この基準にしたがって取引価格の増減が行われる。このため、国産小

麦の品質においては、より一層の高品質化が求められている。ここでは、小麦品質関連

成分と品質低下要因について紹介する。

２．主な成分と品質

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 、） ）

２）炭水化物

澱粉：アミロース、アミロペクチン

細胞壁多糖類：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）

３）脂質：非極性脂質、極性脂質（糖脂質、リン脂質）

４）ミネラル：Ｐ、Ca、Mg、Mn、Fe、Cu、K、Na など

５）ビタミン類：Ｂ１、Ｂ２、Ｂ６、Ｅ、ナイアシンなど

小麦の主な構成成分は、蛋白質、炭水化物（澱粉、多糖類 、脂質、ミネラル及びビタ）

ミン類である。その中でも、小麦品質には、蛋白質及び炭水化物である澱粉の影響が大

きい。小麦貯蔵蛋白質のうち、グルテニンは分子間及び分子内に 結合を持ち、重合S-S
体を形成することにより、弾力性をもち、凝集性を示す。一方、グリアジンは エタ70%
ノールに可溶性であり、流動性（凝集性と低弾性）を示し、両者の質と量が生地物性に

影響を与えている。澱粉はグルコースがα－１，４－結合した直鎖状のアミロースと、

α－１，６結合で分岐した高分岐グルカンであるアミロペクチンからなっている。澱粉

は加熱調理後の製品の、風味や食感に影響を与えている。

３．小麦の加工適性

、 、 、小麦の加工適性については 一次加工適性として製粉性 二次加工適性として製めん

製パン性について概説する。

１）製粉性

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

。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１－２）

性を妨げ、細胞質を柔らかくする性質を持っている。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、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 。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３－４）

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
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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。

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。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。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。

２）製めん性、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。

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。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、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。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。

４．小麦の品質低下要因

１）穂発芽による品質低下

小麦粉の品質を大きく劣化させる要因として穂発芽がある。北海道では小麦の成熟か

ら収穫期にかけて天候が不順になることが多く、しばしば穂発芽の被害による小麦品質

の劣化が大きな問題となる。一方、関東および九州地方では小麦収穫期が梅雨と競合す

ることが多く、作柄を不安定にする大きな要因である。

コムギの穂発芽は種子の休眠性と密接に関連している。このうち、種皮色に関しては、
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コムギ種子は赤粒種と白粒種に分けることができ、一般に赤粒種は白粒種よりも休眠性

に優れることが指摘されてきた。また、同じ白粒種および赤粒種内においても品種間差

(ABA)が認められている。さらに、種子中に含まれる植物ホルモンであるアブシジン酸

に対する種子胚の感受性は、種子の休眠性の程度と平行関係にあることから、種子の休

眠性の変化を上手く説明することができる休眠性機構の一つとして働いていると考えら

れている。環境要因としては、コムギ種子の登熟期間における気象条件が休眠性に影響

、 、 。 、し この時期の気温が低いと休眠性は深くなり 逆に高いと浅くなる傾向がある また

収穫期前後には吸水が低温で起こるほど、休眠が打破されやすい。コムギの場合は ℃20
以上で吸水させた場合に休眠性を示す品種であっても、 ℃以下では休眠性を失う品種12
が多い。この打開策の一つとして、北海道を中心にして、低温穂発芽耐性小麦の育種が

進められている。

穂発芽の被害で最も問題となるのは、小麦粉中の澱粉の分解による澱粉粘度の低下で

ある。コムギの低アミロ化による品質劣化は特にうどん適性への影響が大きく、煮くず

れ、ゆで汁への澱粉の溶出、歩留まりの低下などが指摘されている（食糧庁管理部検査

課 。このようなコムギの低アミロ化は、子実中のα アミラーゼの増加による胚乳1988 -）

澱粉の分解によって引き起こされる。

α アミラーゼ活性は発芽のかなり初期段階から誘導され、それに伴ってアミロ値およ-
びフォーリングナンバーが低下し、品質劣化が顕著となる。

現在、国産小麦は品質取引が行われている。製粉用小麦の品質評価基準としては、容

積重、水分及び澱粉粘度が上げられており、この基準にしたがって取引価格の増減が行

われる。澱粉粘度については、フォーリングナンバー値 が基準となっている。健全300
な小麦であっても低アミロ小麦が少量でも混入すると、全体のアミロ値が大きく低下す

るため、低アミロの被害を軽減するためには健全粒と低アミロ小麦を仕分けして流通さ

せることが重要である。北海道内の生産現場ではフォーリングナンバーの導入が進み、

これをもとにした小麦の仕分けが行われている。また、α アミラーゼ活性とアミロ値お-
よびフォーリングナンバー値の間には高い相関関係が認められることから、検査現場に

オートアナライザーやドライケミストリー法を用いたα アミラーゼ活性自動測定装置の-
導入が進められている 。

２）雨ぬれによる色相低下

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。

小麦粉の色相低下においては、①小麦の胚乳そのものの色相の低下、②小麦を製粉した

時に小麦粉中に混じり込む種皮の「切れ込み」が大きな要因と考えられる。このうち、

種皮の「切れ込み」性程度は、品種・系統そのものの遺伝的特性と登熟過程での降雨の

影響（環境要因）が大きいと考えられるが、その詳細は明らかになっていない。

、 、 、 、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、降雨により、小麦粉の色相は低下する

が、この時に胚乳色に変化は見られない。したがって、降雨前後での色相低下は、種皮

の切れ込みの影響であると考えられる。また、降雨により小麦粉の灰分は減少すること

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

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。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＊
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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。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、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。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の写真を参考までに示した。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る。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。
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大麦の品質とその評価法及び支配要因について　　　　　　　　　作物研究所　神山紀子  
 

 国内産の大麦の用途は、主に二条大麦がビール（麦芽）用と焼酎用、六条大麦が主食用

と麦茶用、裸麦が主食用と味噌用である。小麦とは異なり、国内産大麦の品質に対する実

需者の評価は外国産と比べて高く、国内産の需要に対して供給量が不足しているのが現状

である。このような状況下で国内産大麦に求められる品質上の課題として、用途に応じた

加工適性の向上と新たな需要を喚起する高付加価値化が挙げられる。用途に応じた加工適

性を向上させるためには、求められる品質に対応し計量可能な指標を用いて評価し、さら

に品質の善し悪しに影響を及ぼす支配要因を解明していく必要がある。加工適性、特に二

次加工適性の善し悪しは、小規模な加工を行って得られた製品を用いて総合的に評価され

ることが多く、一般成分や特定成分の量、物理的あるいは形態的な特徴等との関係につい

ては未解明のものが多い。ここでは、用途別の加工適性や求められる品質について紹介す

る。 

（１）穀粒の構造と成分 

 大麦穀粒は外層から中心に向かって、穀皮、果皮、種皮、アリューロン層、澱粉貯蔵細

胞で構成されている。搗精すると徐々に穀皮、果皮、種皮と胚が除かれ、胚乳が露出する。

粒溝は黒条線となる。 

一般成分（表１）は炭水化物が最も多く、中でも澱粉が約 7 割を占め、細胞壁多糖の構成

成分であり食物繊維であるβ－グルカンが数％程度含まれる。次いで蛋白質、脂質、灰分

等が主な成分である。蛋白質含量は通常ケルダール法や燃焼法により窒素含量から換算し

て求められる。大麦穀粒に含まれる蛋白質は、胚乳に局在する貯蔵蛋白質（ホルデイン B、

C、D、γ、７S グロブリン、１２S グロブリン）と非貯蔵蛋白質（酵素や構造蛋白質）に

分けられる。脂質は中性脂質、糖脂質、リン脂質に分けられ、アリューロン層や胚に多く

含まれる他、澱粉顆粒にも含まれる。 

蛋白質、灰分、脂質やポリフェノールはアリューロン層や種皮等の外層に多く含まれ、澱

粉は胚乳に多く含まれるため、搗精歩留りが低くなるにつれて蛋白質、灰分、脂質及びポ

リフェノール含量は低下し、澱粉含量が高くなる（図 1）。 

 

表１ 大麦の一般成分（四訂 日本食品成分表） 

糖質 繊維 カルシウム リン 鉄 ナトリウム カリウム

玄皮麦 14.0 10.0 2.8 66.9 3.9 2.4 40 320 4.5 3 480
玄裸麦 14.0 10.6 2.8 69.4 1.4 1.8 40 340 3.0 1 440
七分つき押し麦 14.0 8.8 2.1 73.5 0.7 0.9 24 140 1.5 2 200

無機質
可食部１００ｇ当たり

灰分食品名

（ｇ） (mg)

炭水化物
水分 蛋白質 脂質

 

34



50

60

70

80

90

020406080100

搗精歩留り（％）

澱
粉

含
量

（
％
）

Phoenix

Candle

0

10

20

020406080100

搗精歩留り（％）

蛋
白
質

含
量

（
％
）

0

2

4

6

8

10

020406080100

搗精歩留り（％）

β
-
グ
ル
カ
ン
含

量
（
％

）

0

1

2

3

020406080100

搗精歩留り（％）

脂
質
含

量
（
％

）

0

1

2

3

020406080100

搗精歩留り（％）

灰
分
量
（
％
）

0

0.05

0.1

020406080100

搗精歩留り（％）

ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
含
量

（
％
）

イチバンボシ

 

図 1 大麦穀粒の成分と搗精歩留り 

 

（２）精麦適性 

焼酎用、主食用、味噌用の大麦は、加工の第一段階として搗精（精麦）するため、ビー

ル用と麦茶用を除く用途では精麦適性が高いことが重要である。精麦適性としては軟質で

搗精時間が短く砕粒率が低いことが求められている。搗精時間については、細胞壁多糖で

あるβ－グルカンやアラビノキシラン含量が高いと搗精時間が長くなる傾向があることが

明らかになっている。また、一定歩留まりまでの搗精時間を測定する代わりに原麦を破砕

する際の硬度である SKCS 硬度を用いて評価することもある。 

 

（３）ビール用 

ビール用大麦では発芽勢が高いこと、蛋白質含量が適正であること、エキス分が高いこ

とが求められている。その醸造適性を評価するため、発芽勢、水感受性、麦芽エキス、麦

芽粗蛋白質、可溶性窒素、コールバッハ数、ジアスターゼ力、最終発酵度、麦汁β－グル

カン、麦汁粘度等多くの品質調査項目が挙げられており、統一基準による品質評価が行わ

れている。 
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図 2 ビールの製造工程と品質調査項目 

 

（４）焼酎用 

 焼酎用の品質としては、精麦適性の他に、醸造適性に優れることが求められる。醸造適

性としては澱粉価が高くアルコール収得量が高いこと、吸水性・膨潤性等の原料処理特性

が優れること、麦麹にしたときの消化性が良いこと等が挙げられるが、統一的な評価指標

はない。醸造適性の指標である大麦麹の総合力価と SKCS 硬度の間に負の相関があること

が認められている。 
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図 3 麦焼酎の製造工程と品質 

 

（５）麦茶用 

麦茶原料用の品質としては、原麦蛋白質含量が高いこと、粒が大きすぎず粒揃いが良い

こと等が求められている。麦茶加工適性については実需者による試験焙煎による評価が主

であるが、製造工程の焙煎条件が各社で異なっており、焙煎時間、膨化程度、麦茶粒の外

観、麦茶液の官能評価等で評価しているものの、統一的な評価指標はない。麦茶の焙煎に

36



よって生じる香気成分であるピラジン類は、焙煎温度や時間により変化することが知られ

ている。またピラジンを多く含む麦茶を飲用すると血液流動性が向上するという報告もあ

る。 

 

（６）味噌用 

味噌用の品質としては、精麦適性、吸水特性、製麹特性に優れること、澱粉価が高いこ

と等が求められている。味噌醸造原料の精麦の搗精歩留りは皮麦で 60%、裸麦で 75%程度

とされるが、搗精歩留りの高い精麦は無機成分などの影響で麹菌の増殖が旺盛となり、蛋

白質分解酵素や澱粉分解酵素の活性が高く、味噌の着色が早まる傾向がある。また精麦に

含まれるポリフェノールが麦味噌の色相低下の原因になると考えられており、ポリフェノ

ール含量が低い方が良いとされている。 
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図４ 麦味噌の製造工程 

 

（７）主食用 

 主食用の品質としては、精麦適性の他、硝子率が低く精麦白度が高いこと、粒溝の幅が

狭いこと等の外観に関するもの、炊飯加工適性として褐変しにくいこと、大麦特有の臭い

が少ないこと、食感が良いことが求められている。搗精白度は、硝子率と原麦蛋白質含量

が高いと低くなる傾向があるが、栽培条件の影響が大きい。また、搗精白度には胚乳色や

穀皮や種皮の残存程度と色相、粒の形状等が影響していると考えられるが、影響の程度は

明らかでない。炊飯加工適性のうち、褐変しにくいことについては、搗精麦の炊飯・保温

後の色相や加熱した搗精粉ペーストの色相の測定により評価され、搗精麦に含まれるポリ

フェノール成分、中でもカテキンやプロアントシアニジンが褐変の原因成分であり、褐変

程度がその含量に依存していることが明らかになっている。プロアントシアニジンを含ま

ない品種は炊飯後の褐変が著しく低いことから、品種改良による改善が見込まれている。

一方、大麦特有の臭いや食感については現在のところ官能評価の他に評価方法がなく、支

配要因についても明らかになっていない。 
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2009 年 11 月 19 日 
麦の新しい栽培技術（高品質化・低コスト化栽培法） 

中央農研 関東東海水田輪作チーム 渡邊好昭 
 
 日本の麦作は自給率向上のために強い期待が寄せられている。平成 20 年 12 月に農林水

産省が作成した「食料自給力の強化のための取組と食料自給力 50%のイメージ」によれば、

耕地利用率の大幅のアップ、小麦作付面積 21 万 ha、生産量 91 万ｔを 41.7 万 ha、180 万

ｔ、大麦作付面積 5.4 万 ha、生産量 20 万ｔを 9.0 万 ha、35 万ｔにより、自給率が 2.5％
上昇する。小麦については，日本めん以外の用途については国産の占める比率は極めて低

い状況であり、また単収についても平成20年産の都府県の単収は365kg/10aと著しく低く，

生産費の削減と併せて生産性の向上が望まれる． 
従来から品質の向上も強く求められている．この品質は麦種と用途により違っており，

それぞれの基準に合うように栽培して行かなくてはならない．品質要素には，検査等級を

決定する外観品質と麦製品の品質に深く関与する成分品質の２つがあり、成分品質はきわ

めて多岐にわたるが、まず、ランク区分の品質要素について基準値を達成することが当面

の目標である。 
ここでは，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ため，低コスト化栽培法について述べる． 
  

１．小麦の品質と栽培による制御 
小麦の高品質化のためには、ランク区分に示された基準値をクリアすることが目標とな

る．日本めん用、パン・中華めん用とも品質要素としては子実タンパク質含量、灰分、容

積重とフォーリングナンバーの 4 つ、また、醸造用(醤油用)はタンパク質、容積重の２つが

品質要素になっている（表１)。 
タンパク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％のタンパク質含量が求められている．ランク区分の基準値は

当初 9.5～11.5％と決められたが，現在は 9.7～11.3％に狭められた．許容値も 8.5～12.5％
となっている．ただし，低アミロース品種等は従来品種と比べタンパク質含量が上がりに

くい特性を持つことから許容値の範囲が広く 8.0～13.0％とされている．タンパク質含量が

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なる．また、タンパク質を高

くしすぎると小麦粉の白さ、明るさが悪くなるため，栽培における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．パン・中華めん用，醸造用ではタンパク質含量が高

いことが望まれる．パンではグルテンの質と量がパン品質を決定する重要な要素であり，

タンパク質含量が高まればグルテン量も高まることからタンパク質含量を増加させる必要

がある．また，醤油ではうまみ成分のアミノ酸の基となるタンパク質が品質にとって重要

であり、タンパク質含量を増加させる必要がある．子実のタンパク質含量を高めるために
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は

表１　コムギのランク区分

コムギ 日本めん用 パン・中華めん用 醸造用

基準値 基準値 基準値

タンパク質 9.7%～11.3% 11.5%～14.0% Ⅰ　11.5%以上

Ⅱ　12.0%以上

Ⅲ　13.5%以上

灰分 1.6%以下 1.75%以下 -

容積重 833g/L以上 833g/L以上 760g/L以上

フォーリングナンバー 300以上 300以上 -

許容値 許容値 許容値

タンパク質 8.5％～12.5％ 10.0%～15.5% 10.0%以上

(低アミロース品種等） 8.0％～13.0％

灰分 1.7％以下 1.8%以下 -

容積重 - -

フォーリングナンバー 200以上 200以上 -

タンパク質Ⅰは基準値を１つ、Ⅱは２つ、Ⅲは３つ達成したことを示す。

低アミロース品種等は、粘弾性(もちもち感）を高め、製麺適性を向上させた
品種であり最近の品種転換の主流になっているが、従来品種と比べ
タンパク質含量が上がりにくい特性を持つ  
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図１ 窒素追肥による収量、子実蛋白質含量の上昇
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窒素追肥が必要であるが、この場合、追肥の時期により追肥窒素の効果は異なってくる（図

１)。出穂 5 週間前に窒素成分で 2kg/10a 追肥を行った場合、子実重が増加するが、タンパ

ク質含量は増加が見られない。施肥した窒素は有効茎歩合の増加に働き収量は増加するが、

タンパク質含量の増加には働かなかったと考えられる。一方、出穂 1 週間前の追肥は子実

タンパク質含量の増加に大きく貢献する。併せて収量も増加するが、これは粒重の増加に

よるものと考えられる。この様に追肥窒素の効果は施肥時期の影響を強く受け、タンパク

質含量への貢献度も施肥時期に影響されることを十分認識する必要がある。 
 灰分は小麦粉の品質においても重要な要素である．灰分は種皮等の小麦粒の外層に多く，
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粒の中心、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不純物を多く含んで

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、小麦子実の灰

分もできるだけ低いことが望まれる．灰分含量は品種による差異が大きく、栽培方法で改

善することが難しい。ただし、播種の遅れや湿害など、生育不良になると著しく上昇する

（図２)。 
容積重は粒の充実度を測る指標である。中身がしっかりと詰まった小麦は容積重が高くな

り、容積重が高いと製粉歩留まりが高い傾向があるため、実需は容積重が高い小麦を要望

している。容積重も品種による差異があるが、栽培法によっても変化する。特に晩播にく

らべ適期播種で増加し、窒素追肥により増加する傾向があることが明らかにされている（(図
３)。 

 

図２ 小麦子実灰分に及ぼす播種期と茎立期追肥窒素の影響
普通播（１１月５日播き）、晩播（１１月２７日播き）
茎立期窒素追肥 N0 0kg/10a，N2 2kg/10a，N4 4kg/10a

図３ 小麦子実容積重に及ぼす播種期と茎立期追肥窒素の影響
普通播（１１月５日播き）、晩播（１１月２７日播き）
茎立期窒素追肥 N0 0kg/10a，N2 2kg/10a，N4 4kg/10a  

 フォーリングナンバーは、穂発芽の指標である。健全な粒は澱粉がつまっており、粉に

して熱い湯に溶くと粘度の高い糊になるが、穂発芽した粒は澱粉が糖化して糊にならず、

さらさらのままの状態となる。これを測定したのがフォーリングナンバーである。適期に

収穫できずに成熟後に雨に遭うとフォーリングナンバーは低下するので、適期収穫が極め

て重要になる。さらに、降雨に遭ったものは刈り分けることも被害を増大させないために

重要なことである。 
 
品質と収量構成要素との関係 
 高品質化が要求される小麦ではあるが、低コスト化を考えた場合には収量性についても

改善をしていく必要がある。高品質と高収量が同時に達成できるのか？それとも品質と収

量性の両立は難しいのかを明らかにするため、品質と収量，収量構成要素の相互関係を検

討した（表２）．  
 収量と品質の要素(容積重、タンパク質含量、灰分)の間には有意な相関関係がみられない．

収量は最高 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．これ

は、現在の日本の収量レベルでは，高品質と多収を同時に実現することが可能なことを示

している。それでは、収量を更に増加させるためにはどうしたら良いであろうか？ 
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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

 
収量と有意な相関関係があるのは穂数であるから、穂数を増やすことが増収に繋がる。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，適期に播種をすれば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．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． 
しかし、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 号の様な長稈品

種では倒伏に注意を要する．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．農林 61 号の倒伏による収量と品質の低下の様子を図４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%と僅かの様に見えるが，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． 
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，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 
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千粒重，タンパク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が、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． 
 
２．大麦の品質と栽培による制御 
 大麦もその用途によって品質要素は異なっている．契約栽培であるビールを除いた大麦

の用途別ランク区分を表３に示す．主食用(麦飯用)としては主に六条大麦(小粒大麦)が精麦

されて利用される．搗精時に砕けたり割れたりせず，かつ，軟質で搗精時間がかからない

ことが求められる．その上で炊飯後の色相が白く、保温後の褐変が少ないこと、炊飯後の

食感が軟らかいことが望まれる。そのため、ランク区分では粒が充実している指標として

容積重が高く、細麦率が低いこと、軟質で砕粒になりにくいように硝子率が低いこと、色

相の基準として搗精時の白度が高いことが求められる。これらの品質要素の中では硝子率

が最も大きな問題となっており、硝子率はタンパク質含量と相関が高いことが知られてい

る。一方、麦茶用の品質としては粒揃いが良く、均一に焙煎できることが求められる。小

さな粒では煎りすぎて苦みや焦げ臭の原因になり、大きな粒では煎り具合が不十分で青臭

みの原因になる。また、タンパク質含量が麦茶の香りや味を左右する重要な要素であり、

高いことが求められる。そのため、麦茶用のランク区分はタンパク質含量と細麦率（麦種

により篩目が違う）が品質要素になっている。ビール用についてもタンパク質含量は重要

な品質要素である。タンパク質含量が高すぎるとその分でんぷん含量が少なくなり、エキ

ス収量の低下を引き起こす。また、タンパク質の溶け不良を起こす可能性が高まる。逆に

タンパク質含量が低すぎるとビールの泡立ちが悪くなり、でんぷんを糖化するために必要

なジアスターゼ力が弱くなる。タンパク質含量が高すぎても低すぎてもビールの品質が低

下するために 10～11％のタンパク質含量が求められている。 
大麦の品質制御するには子実タンパク質含量の制御が重要であるが、子実タンパク質含

量の制御は大麦においても小麦と同様の方法で可能である。基本的には茎立期頃の窒素追

肥は穂数を増加させる効果が高く、子実タンパク質含量の増加には結びつかない。穂ばら

み期以降の追肥が粒重の増加と子実タンパク質含量の増加に結びつく。土性や基肥量、土

壌の乾湿なども大きく影響するため、前年の子実タンパク質含量を参考に追肥量を調節し

ていくことが必要である。 
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表３　オオムギのランク区分

主食等用 小粒大麦 はだか麦 大粒大麦

基準値 基準値 基準値

容積重 690g/L以上 840g/L以上 709g/L以上

細麦率 2.2mm篩下2.0%以下 2.0mm篩下に2.0%以下 2.5mm篩下に3.0%以下

白度１） 43以上 43以上 40以上

　基準歩留 55% 60% 55%

硝子率 40%以下 50%以下

正常粒率２） 80%以上

許容値 許容値 許容値

容積重 ー ー ー

細麦率 ー ー ー

白度１） 40以上 40以上 37以上

　基準歩留 55% 60% 55%

硝子率 50%以下 60%以下 　

正常粒率２） 70%以上

１）農産物検査から１ヶ月経過したサンプル

２）６５％歩留　１．８mm篩上（砕粒をのぞく）

麦茶用 基準値

小粒大麦 はだか麦 大粒大麦

たんぱく質含量　Ⅰ 7.5%以上 7.5%以上 7.5%以上

　　　　　　　　　　　Ⅱ 9.0%以上 9.0%以上 9.0%以上

　　　　　　　　　　　Ⅲ 10.5%以上 10.5%以上 10.5%以上

細麦率 2.0mm篩下に2.0%以下 2.0mm篩下に2.0%以下 2.2mm篩下に2.0%以下

許容値

タンパク質含量 6.5%以上 6.5%以上 6.5%以上

細麦率 ー ー ー  
 
３．水田作における排水対策の重要性 
 水田作において高品質化、多収化の方法として最も重要な技術は排水対策である。そも

そも、水をためるために作り上げてきた装置である田に、その機能を壊すことなく、畑作

物である麦、大豆を作付けするのは、矛盾する作業とも言える。しかし、自給率向上のた

めには実践しなくてはならない課題でもある。 
 実際に湿害によってどの程度の減収が起きているかを表４に示した。圃場の水口側で発

生した湿害部では水が圃場外に抜けずに滞ったままの状態で，土壌が還元状態になってい

た。この様な場合には極端に千粒重が低下、整粒割合が減少して著しい減収を招いた。水

尻側に向かうにつれて湿害は軽減されたが、それでも穂数が減少した。 
 

表４　排水不良圃場における湿害程度と収量

穂数 収量 整粒重 千粒重 一穂粒数

/m2 kg/10a kg/10a ｇ 粒
湿害部 339 141 52 16.6 24.9
やや湿害 436 391 380 32.1 28.0

普通 461 425 415 34.4 26.8  
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一方、単に圃場自体の排水対策だけでなく、ブロック化による地下水位の制御も重要で

ある。排水路で区切られたブロックローテーションが実施されている条件では地下水位が

低下するが、水田が隣接する条件では地下水位が上昇して、明渠だけでは排水対策が不十

分になる場合も多い。実際にそのような地点では生育量が低下して穂数が減少、収量が低

下するだけでなく，品質も低下する。窒素の吸収が悪くなるために子実の蛋白質含量が低

下すると伴に、粒の充実が悪く，千粒重が低下して灰分が上昇してしまう（表５，図５）。 

表5　隣接する水田からの漏水による湿害

稈長 穂長 穂数 子実重 千粒重 一穂粒数

cm cm /m2 g/m2 g 粒

湿害 74.7 7.5 382.5 364.7 32.0 29.8

対照 82.4 9.0 505.8 543.2 34.4 31.2  
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 排水対策の重要性は疑う余地はないが、排水対策は画一的な物ではなく地域による差異

が大きい。地域ごとに降雨量が違うことが原因であろう。降雨の多い九州，中国地方では、

麦前の弾丸暗渠、周囲明渠、基幹明渠が必須で、さらに生育期に実施する土寄せによって

1.5m 間隔の小明渠が施される。近畿、東海でも基幹明渠が必須で、5～10ｍに一本の明渠

が掘られている。最近の降雨状況を見ると、関東でも周囲明渠だけでなく、基幹明渠の必

要性が増していると考える。排水性には圃場の土性も大きく影響する。黒ボク土は比較的
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排水性が優れ、沖積土壌では排水性が劣る場合が多い。排水条件はそれぞれの圃場で違っ

ているので圃場に合わせた対策が必要である。今や画一的な対応では高収量、高品質を低

コストで達成することは出来ない。 
 基本的な考え方としては、周囲明渠、基幹明渠と、本暗渠、補助暗渠(弾丸暗渠、サブソ

イラ)の組み合わせであるが、排水のポイントは、圃場に降った雨をいかに早く圃場外に放

出するかである。周囲明渠や基幹明渠を掘っても、その出口が排水路につながっていなけ

れば意味がない。いくら暗渠があっても、排水路の水位が高くて暗渠から水が出ていかな

いのでは意味がない。圃場に降った雨を圃場外に排出することが排水対策の目的であるこ

とを強く認識する必要がある。 
 排水だけでなく、給水までも可能にする地下灌漑システムの利用も選択肢の一つとして

考えられる。農研機構農工研と(株)パディ研究所が共同開発した FOEAS は、１ｍ毎に弾丸

暗渠、もみ殻暗渠を導入しているため、排水性はきわめて良好である。一方、地下から灌

漑できることから、乾燥による被害も発生しない。実際に FOEAS 圃場では周囲明渠だけ

を施工した圃場に比べ 30％増収し、子実蛋白質含量も 14％増加したことから、圃場条件に

よっては有効な技術と考えられる。 
 
４．赤かび病対策（安全性に関連して） 
 赤かび病は麦において最大の病害である．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）を産生する菌

もあり，今後は NIV も問題になっていく．現時点で DON・NIV 低減の方法として農薬散

布が最も有効な方法と考えられるが、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．また、有効な薬剤散布時期が麦種により違うので注意する。小麦、六条大麦では開

花始めから開花期（1 穂につき数花が開花した穂が 40～50％に達した日）までに，閉花性

の二条大麦は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時期（穂揃い期

から 10 日後）に１回目の薬剤散布をすることが最も効果がある．2 回目の薬剤散布につい

ては、品種や気象条件、過去の発生状況等を見ながら決定する。また、六条大麦の抵抗性

は小麦よりも弱いため丁寧な防除が必要である．さらに、赤かび病被害の拡大を防ぐため

に、適期収穫の励行、被害麦の刈り分け、速やかな乾燥、適切な調整が必要である。また、

土壌表面の作物残渣において赤かび病が助長される可能性が指摘されており、わらの持ち

出しや前作物の残渣の完全なすき込みなどが推奨されている． 
 
５．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，麦栽培ではす

でにコスト削減が図られてきており，これ以上の削減は容易ではない．そのような中で，
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不耕起栽培はコスト削減の 1 方法として検討に値する． 
 不耕起栽培では耕起・整地作業を省略出来ること，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，規模拡大することで

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期間が長くなる．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，

精度良く播種できる。  

 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

適期播種が重要である．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．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． 

  

         

図６ 汎用型不耕起播種機による小麦の栽培 
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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． 

46



 第２のポイントは排水対策である．耕起していないために降った雨は低地に溜まりやす

く、播種溝に雨水が溜まると発芽不良を起こすし，苗立ち後においても湿害が発生しやす

い．とくに，前作が移植水稲の場合には土壌が単粒化して団粒化しておらず、排水性が著

しく劣る。土壌水分が高い状況で播種すると、覆土が不十分になり、生育が遅延する場合

があるので注意する。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，著しい雑草害を被る場合がある．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。 

 

６．終わりに これからの高品質，低コスト栽培技術の展開  
 麦作における高品質化，低コスト化栽培技術について技術開発が進んできた．しかし，

これからは作付体系の中で技術を構築していくことが求められる。例えば現在の稲－麦－

大豆の 2 年 3 作体系における施肥体系について考えてみる。水稲は食味向上のために窒素

施肥が抑制されており、大豆は根粒が活発に働ける条件を作り出すことで窒素肥料は不要

である。この場合、麦作において 3 作物が収奪した分だけ肥料を施してやることで、2 年 3
作体系全体で地力を維持して行くことができる。有機物や石灰の施用も作業に余裕のある

麦作前に３作分を実施すれば、効率的に作業が実施でき、コストの低減にもつながる。ま

た、排水対策についても同様である。排水対策は麦作だけでなく、次の大豆作にも有効に

機能するように処置をするのが効率的である。麦後大豆の播種が梅雨時であり、作業時間

がとれないことを考えると、麦前に適切な排水対策を実施できれば，大豆の播種期には土

壌の乾燥が進みやすく，適期に播種作業ができる様になる．実際に、福島県南相馬市の重

粘な圃場で稲-小麦-大豆の作付体系を実施している組織では、大豆作付け時の排水対策まで

考慮して麦前にはプラウ耕を行い、バーティカルハローで砕土、整地を行っている。この

方法では上層に細かい土，下層に粗い土がくるため排水性を確保しながら苗立ちが安定化

する。大豆は不耕起栽培を取り入れて播種作業の速度を上げることで，適期播種が可能に

なっており，麦、大豆とも高収量を得ている。この方法が全ての場所で最適というわけで

はないが、一つの選択肢になる。 
 排水対策については、水稲作付け時の漏水や田植機の走行に支障が出るとの危惧もある

が、実際にはその対策も考案されてきている。これからの水田輪作を考えていく中では、

稲、麦、大豆を一つの体系として考え、排水対策においても、個別の作物毎に考えるので

はなく、稲、麦、大豆体系の中でより積極的な対応をしていく必要がある。あわせて，肥

料や有機物（堆肥）の施用も体系の中で過不足が生じないように調節していくことにより

低コストで合理的な作付体系が構築されれば，高収量，高品質で高収益の農業が可能にな

ると考える． 
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麦作の雑草防除：同定・診断から対策立案へ 

 

中央農業総合研究センター 雑草バイオタイプ・総合防除研究チーム 浅井元朗 

 

１．はじめに 

日本の麦作ではこれまで，スズメノテッポウ，ナズナ，ノミノフスマなどが主要な防除対象であった。

これらは通常，播種後の土壌処理型除草剤（以下，土壌処理剤）が十分効果を発揮していれば問題にな

ることは少ない。それに加えて，出芽期間が長いために土壌処理剤の効果が低く，生育期の防除が必要

になる代表的な草種としてヤエムグラとカラスノエンドウがある。後者は種子が大きいために収穫物へ

の混入が問題視されている。また，外来の広葉雑草やシロザ類，タデ類など早春期に出芽して収穫まで

の短期間に結実に至る草種も現地ではしばしば確認される。日本の麦作には生育期のイネ科雑草対象除

草剤が登録されていないこともあり，イネ科雑草の被害も増加している。 

このため被害地域ではその防除対策の確立が強く求められている。こうした草種の発生実態を把握す

るための現地調査（木田ら 2007）や被害実態の簡易査定（稲垣ら 2007）とともに，有効な除草剤選択

のための現地試験も行われている。その際に幼植物段階での正確に草種を識別する必要がある。 

ここでは，主に暖地で問題となっている広葉雑草，関東地域で確認されている外来広葉雑草，麦類と

麦ほ場およびその周縁に生育する冬緑型のイネ科草種約 20 種について，その識別点と生態等について概

説する。次に，診断後に防除対策を検討していく際の考え方について解説する。草種はおもに関東・東

海地域を対象としたアンケート調査結果および既存の文献による知見を総合し，必要に応じて各地域で

現地を確認した情報にもとづいて選んだ。本稿では可能な限り国内の冬作麦の雑草を網羅するように努

めたが，関東地域における情報が中心となっている。また，北海道の一部で夏作としておこなわれてい

る麦作に関しては，情報収集が及ばなかったため除外する。 

 

２．広葉雑草の同定と防除 

２－１．カラスノエンドウ（Vicia angustifolia） 

マメ科でヤハズエンドウとも呼ばれる。本州から九州にかけて広く分布している。地下子葉性で種子

の出芽可能深度は深い。葉は複葉で互生し，第１葉は１対の２小葉である。成植物では 12~14 枚の小葉

をもつ偶数羽状複葉となる。葉の先端に巻きひげがあり，麦ほ場内では麦に巻き付きながらはい上がっ

て成長する。莢は熟すと黒色となり弾け，種子は径約 3mm，千粒重 14~15g となり，麦の収穫子実に混入

すると選別が困難で大きな問題となっている。近縁種にスズメノエンドウ（V. hirsuta）とカスマグサ

（V. tetrasperma）があるが，これらの草種に比べてカラスノエンドウは植物体や花冠，種子サイズが

明らかに大きい。１花柄の花数が少ないが，１莢種子数は多い。緑肥や被覆植物として利用されている

ヘアリベッチ V. villosaも麦畑に逸出した場合，カラスノエンドウと同様に麦類に絡みつく害草となる。 

カラスノエンドウに限らず，種子サイズが大きく出芽期間が長い草種の防除は通常，土壌処理剤のみ

では不十分である。土壌処理剤ではペンディメタリンが比較的高い効果を示す（大段ら 2005）。生育期

茎葉処理型除草剤（以下，茎葉処理剤）ではアイオキシニル剤が高い効果を示し，チフェンスルフロン

メチルはそれに劣り，ピラフルフェンエチル剤はほとんど効果を示さない（大段ら 2006）。 

 

２－２．ヤエムグラ（Galium spurium） 

アカネ科で日本全国に分布する。子葉の先端がわずかにくぼみ，第１葉は４枚の葉が輪生し（正確に
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は１対の葉と托葉），生育が進むと６~８枚の葉が輪生する。茎は四角柱状で稜に沿って逆向きの棘があ

る。葉の縁にも棘があり，麦圃内では麦にこれらの棘を引っかけながらはい上がるように成長する。種

子の表面には鈎状の毛が生えており，衣服などに付着する。 

カラスノエンドウ同様，出芽時期が長引くため，土壌処理剤のみでは防除は不十分である。茎葉処理

剤ではピラフルフェンエチル剤が生育の進んだ個体に対しても高い効果を示す（大段ら 2003）。 

 

２－３．外来の広葉雑草 

近年，関東地域ではクジラグサ(Descurainia sophia)，ヒメアマナズナ(Camelina microcarpa)，グン

バイナズナ(Thlaspi arvense)，ツノミナズナ(Chorispora tenella)（いずれもアブラナ科），ノハラジ

ャク(Anthriscus caucalis)（セリ科），ヤグルマギク(Centaurea cyanus)（キク科）といった外来草種

の侵入事例が確認されている。このうち，グンバイナズナ，ヒメアマナズナ，ヤグルマギクは輸入麦類

中への種子混入が確認されている（浅井ら 2007）。 

北日本ではハルザキヤマガラシ（Barbarea vulgaris）（アブラナ科），カミツレモドキ（Anthemis cotula），

イヌカミツレ（Matricaria inodora），ナタネタビラコ（Lapsana communis）（キク科）といった北方系

の帰化雑草の侵入，被害が認められている。 

暖地ではアメリカフウロ（Geranium carolinianum）（フウロソウ科），マツバゼリ（Apium loptophyllum）

（セリ科），トゲミノキツネノボタン（Ranunculus muricatus），イボミキンポウゲ（Ranunculus sardous）

（キンポウゲ科）がしばしば麦ほ場に侵入，蔓延する（川名 1997）。 

各地域での出芽時期や麦作ほ場での越冬性，既存除草剤の効果等いずれも情報が少ない。種子サイズ

の小さい草種については関東地域の麦作ほ場で通常の土壌処理剤＋茎葉処理剤の防除体系で防除は可能

と推測される。北東北の帰化草種に対しては土壌処理剤＋茎葉処理剤，あるいは土壌処理剤＋中耕除草

の防除体系で防除が可能である（橘ら 2008）。ツノミナズナ，ヤグルマギク，アメリカフウロは種子サ

イズに比例して幼植物が比較的大きいため，土壌処理剤のみでは効果が不足すると予想されるが今後の

検討が必要である。 

 

２－４．‘春雑草’ 

早生型のシロザ(Chenopodium album ?)，コアカザ(Chenopodium ficifolium)（アカザ科），ミチヤナ

ギ(Polygonum arviculare)，ハルタデ(Persicaria maculosa)，サナエタデ(Persicaria lapathifolia var. 

incana)，ソバカズラ(Fallopia convolvulus)（タデ科）といった，越冬能力を持たない草種が麦類収穫

期に蔓延しているほ場が散見される。ハルタデとサナエタデは托葉鞘の縁に毛がある（ハルタデ），ない

（サナエタデ）が識別点となる。 

関東地方でこれらの草種が問題となる場合の多くは，遅播きあるいは出芽不良によって麦類が生育不

良となって春期に土面が露出している場所である。早春期にこれらの雑草が出芽し，麦収穫期までの短

期間に開花・結実に至る。このような耕種的要因とは別に，近年の暖冬傾向の継続がこれら草種の出芽

時期の変化および麦作ほ場内での冬期の生存率に及ぼしている影響についても今後解析が必要である。 

前作がソバ（Fagopyrum tataricum）であった場合，こぼれ落ちた子実が翌春に出芽し，麦類の収穫期

までに結実する。これも春雑草の一種といえるだろう。広葉雑草対象の茎葉処理剤の処理晩限以降にも

ソバが出芽することや，その時期に全面処理した除草剤は群落下層のソバ実生には届きにくいため，防

除が難しい。ソバ跡には麦類を作付けしない，あるいは麦作予定地にはソバを栽培しないことが抜本的

な対策である。 
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３．麦作イネ科雑草の形態と生活史 

麦作に発生するイネ科雑草としてはスズメノテッポウ，スズメノカタビラが従来から全国的に問題で

あった。北海道において多年生のシバムギ，コヌカグサ（レッドトップ）がコムギ連作ほ場で問題とな

る。カラスムギやネズミムギ（イタリアンライグラス）といったイネ科雑草の被害が関東・東海地域（浅

井・與語 2005）をはじめ，長野県（青木・酒井 2004）など，本州以南の麦作で顕在・常態化している。

また，暖地において除草剤抵抗性スズメノテッポウ（内川ら 2007）やカズノコグサによる被害も顕著で

ある。被害ほ場ではもちろん，その周囲のほ場でも，蔓延を未然に防ぐために毎年，抜き取り作業に相

当の労力が費やされている。また，被害が著しい場合には，麦類の収穫放棄や次作の作付断念を余儀な

くされている。地域によってはこうした雑草の問題が麦作振興上の一大阻害要因となっている。 

一方，麦ほ場周囲の農道や法面には，イヌムギ，ネズミムギ，オニウシノケグサ（トールフェスク），

カモガヤ（オーチャードグラス），オオアワガエリ（チモシー），ナガハグサ（ケンタッキーブルーグラ

ス），ホソムギ（ペレニアルライグラス），といったおもに外来牧草に由来する草種が優占することが多

い。また，カモジグサ，アオカモジグサといった在来野草も生育している。そうした草種はしばしばほ

場の周縁部から内部へ侵入し，一部は麦類の害草となる。 

 

３－１．「冬緑型」イネ科草種について 

麦作のイネ科雑草の生活史について本稿では「冬緑型」という用語を用いる。生活史による雑草の分

類は，一年生，越年生，多年生とすることが一般的である。一年生は夏生一年生，越年生は冬生一年生

ともいう。本稿で対象とするのは主に冬生一年生草種であるが，夏期を根茎または越夏株の状態で過ご

し，秋期に新たなシュートを抽出して越冬し，春期から初夏にかけて出穂・開花する短年生（寿命の短

い多年生）の草種も含む。短年生の草種では種子あるいは株による越夏，どちらを主体として繁殖して

いるかは草種や立地によって異なる。潜在的に多年生であっても，麦圃内では種子で繁殖する一年生植

物としてふるまう草種も多い。そこで，冬生一年生と冬生短年生の両者を包括した用語として「冬緑型」

を用いる。 

なおスズメノカタビラなどのように，同一種内でも，低緯度地域では冬緑型（冬生），高緯度地域で

は夏緑型（夏生）の生活環をとるものもある。イネ科以外にも，コハコベ，ナズナなど，冷涼な地域が

原産のこのような種を cool season annual，それに対して完全な夏生一年生を warm season annual とす

る。 

 

３－２．イネ科植物の穂の形態 

出穂後のイネ科植物は穂の形態で識別できる。イネ科植物の穂の基本形はカラスムギの構造がわかり

やすい。穂はいくつもの小穂 spikelet からなり，小穂の最下部は苞穎 glume がある。２枚ある苞穎のう

ち，外側に重なる方を第一苞穎（first glume, lower glume），内側の方を第二苞穎（second glume, upper 

glume）とよぶ。苞穎の内側に小花 floret がある。カラスムギの場合，通常１小穂内に２~３の小花が

あり，基部側から第１小花，第２小花，とよぶ。小花は護穎（外穎，lemma）とその内側に包まれた内穎

（palea）がその内側のりん皮 lodicule，葯，柱頭などを包み，これが１つの花，である。これを基本構

造として，その変化型がイネ科のさまざまなグループの穂の形態を特徴づける。イネ科植物の穂の形態

に関しては，長田(1993)を参考にするとよい。 
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３－３．イネ科植物の葉の形態 

麦作で問題となる雑草種の多くが，秋期に出芽し，越冬後に開花結実するという冬緑型の生活環をも

つ。したがって，防除上重要となる麦播種後から冬期は栄養生長期にあたり，形態的特徴が乏しい。イ

ネ科は非常に種数が多く，冬緑型の草種も少なくない。多年生の草種であっても，麦ほ場内では種子に

由来する幼植物も多い。そのため従来の図鑑（長田 1993）等で用いられている，根茎などの地下部形態

による検索は雑草防除を目的とした調査や診断においてはあまり有用ではない。 

出穂前のイネ科植物は形態的特徴が乏しく，その同定は困難である。しかし乏しいといえども，種ご

とに特徴的な葉の構造がある。そこに着目すればある程度まで草種の識別が可能である。識別の着眼点

は葉（葉身）の付け根（葉節部）にある。イネ科植物の葉は上半部が細長い葉身 leaf-blade となり，下

半部は葉鞘 leaf-sheath とよばれる。葉鞘と葉身の連結部が葉節部である。葉鞘は円筒形の鞘となって

桿 culm を包んでいる。幼植物の場合は桿が未発達である。新たな葉は古い葉の内側から抽出する。 

葉身と葉鞘の連結部の内側に葉舌 ligule という扁平でうすい膜質の付属物がある。その大きさ，色，

毛の有無などが種によってさまざまに異なり，識別に役立つ。ビエ類（Echinochloa spp.）は葉舌がな

いことが特徴である。代表的な夏生一年生雑草のエノコログサ類（Setaria spp.）ではこれが毛状とな

る。葉身の下端の両部が三日月型や半円形に突きだしたものを葉耳 auricle とよぶ。コムギ，オオムギ

は葉耳がよく発達するが，これが発達した雑草種は少ないので有用な識別点である。 

長田（1993），Hubbard（1984）等の文献から，前述した種について葉の形態に関する記載を整理した。

さらに，植物体を種子から育成して，葉身の抽出様式，葉耳・葉舌の有無とその形態といった葉節部の

特徴を詳細に観察・調査し，文献情報と照合した。そうして，リストした草種を冬期に野外で識別する

た め に 必 要 な 形 態 情 報 を 図 ̶ １ に と り ま と め た 。 各 草 種 の 葉 節 部 の 画 像 は ，

www.affrc.go.jp/ja/research/seika/data_narc/h12/narc00S078に掲載されている。 

ただし，４葉期以前では，植物体が小さく肉眼での観察が難しいこと，また，葉耳や葉舌が十分に発

達していないことなどから，この段階での同定が困難な草種もある。５葉期以降で分蘖のある個体であ

れば，特徴がほぼ明瞭になる。桑原(2008)には幼植物の形態も記載されている種がある。 

地上部のみでは種の判別が困難な場合でも，根に穎果が残っていれば，その形態を参考にすればより

確実に識別できる。穎果の形態は既存の文献（長田 1993）を参照するとよい。 

図̶１では全国的に草種を網羅した。そのため，地域によってはほとんど出現しない草種も含んでいる。

実際に一地域で対象となる草種は麦類を含めて 10 種程度であろう。そこで必要に応じて図１を簡略化す

れば，識別の着目点はより少なくなる。 

 

４．主要な麦作イネ科草種の特徴と麦ほ場での生態・防除 

図̶１にしたがって，ここでは冬緑型イネ科草種を，葉が二つ折りで抽出するもの，葉が巻いて抽出し

葉耳があるもの，葉が巻いて抽出し葉耳のないもの，の３グループに分けて解説する。 

 

＜葉が二つ折りで抽出する＞ 

葉の先端がボート状になっていればスズメノカタビラの仲間（Poa 属）またはドジョウツナギ属

(Glyceria)である。後者は近年，南九州において帰化種 Glyceria declinataと思われる種の侵入が確認

されている。 
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スズメノカタビラ（Poa annua L.）：葉舌が明瞭で，葉は柔らかい。出穂期間は幅広く関東以西であれ

ば冬期でも出穂する。高緯度地域では夏生一年草の生活環をもつ。草丈が低いので目につかず，麦類の

収穫期には枯死している場合が多い。そのためあまり害草とはみなされていないが，多発すれば麦類の

減収をもたらし，麦類への追肥を収奪して品質面にも影響を及ぼしている可能性が高い。 

オオスズメノカタビラ（P. trivialis L.）：牧草，芝生として栽培されるナガハグサ（ケンタッキー

ブルーグラス，P. pratensis L.）に似るが，葉舌の長さが異なり，オオスズメノカタビラは長く，ナガ

ハグサはごく短い。また植物体全体がざらつくこと，葉鞘が赤褐色を帯びることが多い点がスズメノカ

タビラと異なる。出穂期間が初夏に限られることもスズメノカタビラと異なる。出穂時の草高はオオム

ギを上回り，出穂直後の穂は緑色だが，開花，結実が進むとともに紫色を帯びる。 

帰化雑草と考えられており，路傍に多い。路傍，畦畔では多年生，麦圃内では冬生一年生として生育

していると考えられる。これまで，北海道で記録されていたのみだったが，香川県で多発が確認され（藤

田ら 2004），北陸地域のオオムギ転作ほ場でも侵入を確認している。香川県では水稲－麦類の二毛作体系

での発生が確認されていることから，カラスムギ，ネズミムギとは異なり，夏期湛水による耕種防除は
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期待できない。 

 

その他，二つ折りで抽出し，わずかでも葉耳があり葉に光沢があればホソムギ（Lolium perenne L.），

葉耳がなく全草ざらついていればカモガヤ（Dactylis glomerata L.）の可能性が高い。両種とも多年生

で，牧草として導入されて北日本で広く自生し，農地周辺に多いが，麦ほ場の内部まで侵入することは

少ない。ホソムギについてはネズミムギの項であわせて解説する。 

 

＜葉が巻いて抽出し，葉耳のあるグループ＞ 

葉耳の大きさと葉鞘の毛で識別できる。麦類ではオオムギ（Hordeum vulgare L.），コムギ（Triticum 

aestivum L.）の葉耳は大きく発達して茎を抱くが，オオムギの葉耳は特に発達し，相互に重なり合う。

ライムギ（Secale cereale L.）の葉耳はあっても目立たず，葉鞘に毛が密生する。 

雑草では，シバムギの葉耳が明瞭で茎を抱くが，他の草種ではそれほど発達せず，痕跡程度のものも

ある。 

オニウシノケグサ（Festuca arundinacea Schreb.）：葉耳の縁にごく短い毛があり，葉の縁はざらつ

く。牧草および緑化用に全国各地に導入された多年生草種で，ネズミムギ，イヌムギなどと混生するこ

とが多い。農道，法面に普通にあるが，ほ場内に侵入することは少ない。 

ネズミムギ（イタリアンライグラス，Lolium multiflorum Lam.）：葉鞘および葉身背面に光沢があるこ

とが特徴である。典型的なホソムギは葉が二つ折りで抽出することで識別できる。しかし，自生するラ

イグラス類はかなりの頻度でホソムギ，ネズミムギ両者の中間的な形質をもっており（山下 2002），DNA

レベルでの雑種はごく普通である(Tobina et al., 2008)。ライグラス類は自家不和合性をもつ他殖性で

相互に交雑可能であることから，連続的な変異の両極がネズミムギ，ホソムギである，とみなした方が

よいかもしれない。 

全国各地に自生している。ライグラス類は牧草として栽培されるほか，法面緑化資材として農耕地周

辺に大量に導入され，周辺に逸出・自生している（山下 2002）。実際，現地の状況から法面など周辺緑

地から耕地内に侵入したと考えられる現場も多い。東北以南の麦作で近年，その被害が年々増加傾向に

あると思われる。青森（前嶋 私信），長野（青木・酒井 2004），静岡（平野ら 2000），三重，愛知（徐 2007），

京都（女坂 私信），兵庫（鍋谷 私信），九州地域（西脇・寺本 2002）等でライグラス類蔓延事例の報告

があり，近年はむしろカラスムギ以上に蔓延地域が拡大していると思われる。カラスムギの発生ほ場に

はネズミムギも侵入している場合が多い。 

ネズミムギの侵入した集団転作地において発生量を連年観測した結果から，水稲作への復田後には発

生量が激減する事例が多いことが確認されている（木田ら 2007）。ネズミムギ種子の湛水土壌で 90%以上

死滅させるには２ヶ月近い連続した湛水が必要である（木田・浅井 2006）。そのため，漏水するような

条件ではむしろ代掻きによってほ場全体に拡散する可能性がある。 

つくば市内のネズミムギ発生ほ場において出芽時期とその後の運命を調査したところ，コムギ登熟期

に出穂していたネズミムギの 90％以上がムギ播種前に出芽していた個体が播種時（11 月下旬）に埋没・

枯死しきらずに生残・再生したものであった。ムギ播種後の出芽個体の大半が出穂に至らず冬期に枯死

していた（浅井 2005）。このことは関東平野の平年条件では，効果の高い土壌処理型除草剤を適期に処

理してネズミムギの年内出芽集団を防除できれば，収穫期の雑草害にはほとんど至らないことを示唆す

る。静岡県中遠地域の転作ほ場では２~３月にかけてもネズミムギが出芽を続ける（稲垣ら 2009）ため，

温暖で出芽期間の長い地域では播種後土壌処理剤以外の防除手段も必要である。予備的な試験では，同
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じジニトロアニリン系除草剤でもペンディメタリン剤よりトリフルラリン剤がネズミムギの防除効果が

高いという結果が得られている。 

 

シバムギ（Elymus repens (L.) Gould.）：コムギほどではないが，葉耳が明瞭に発達する。葉鞘に短い

毛を密生することが多いが，その密度には変異がある。東北地方以北で，地下茎由来のクローンが主に

問題となる。 

シバムギと同じ Elymus属に分類されるカモジグサ（E. tsukushiensis Honda var. transiens (Hack.) 

Osada），アオカモジグサ（E. racemifer (Steud.) Tsvel.）は農道，法面に多い多年生の在来植物であ

る。葉耳はあるが爪状でごく小さい。カモジグサは栄養生長期の葉の広げ方が他草種と比べてやや乱雑

で‘寝乱れた’印象を受けるのも特徴といえる。カモジグサが畦などの湿った，硬い土地に主に生育す

るのに対し，アオカモジグサは乾いた草地に生える傾向がある。 

 

＜葉が巻いて抽出し，葉耳はない＞ 

葉鞘に毛があるものにはカラスムギとイヌムギがある。 

カラスムギ（Avena fatua L.）：葉鞘から葉身基部にかけてまばらに毛があるが，その密度は種内の変

異が大きい。幼植物の葉は幅，長さともにコムギ，オオムギ並みで，種子由来の葉ではここに挙げた草

種のうちで最も大きい。葉身の捻れ方向がコムギ，オオムギと異なり，カラスムギでは左（反時計）回

り，コムギ，オオムギでは右（時計）回りに捻れる。また，コムギ，オオムギに比べてやや葉身が灰色

を帯びた印象がある。 

カラスムギとよく混同さていれる‘エンバク’には，飼料として栽培される６倍体種（A. sativa L.）

と，ヘイオーツとして知られる緑肥用の２倍体種（A. strigosa Schreb.）が含まれる。後者は紛らわし

いことに“野生エンバク”とも称される。両種ともにカラスムギに比べて葉鞘の毛が少ない場合が多い

が，穂の形態を確認しないと識別は難しい。 

カラスムギは麦作の世界的な雑草で，日本でも温暖地以西の畑地，固定転作ほ場で大きな被害を及ぼ

している（浅井 2007）。関東東海地域を対象とした 1999 年のアンケート調査では茨城県西部~埼玉県

東部に激発地が集中していた（浅井・與語 2005）。その後栃木，群馬両県でも多発事例が確認されてお

り，静岡（木田 2004），佐賀（西脇・寺本 2002）にも被害地域がある。被害が著しい場合には，当年の

収穫を放棄するのみならず，翌年以降の麦類の作付けを断念する事例も少なくない。1990 年代後半の麦

類振興政策による転作の拡大が頭打ちとなったことで作付地域の絞り込みが進んだ結果，カラスムギの

多発地域から麦作を撤退した事例もあるようで，そのために被害の進行の割に被害面積は拡大していな

いといった側面があると思われる。 

麦作期間に実行可能なカラスムギの防除手段は限られているため，麦類が栽培されていない夏場に種

子の密度を減らすことが重要となる。よく知られていることだが，夏期湛水条件でカラスムギ種子は比

較的容易に死滅し（鶴内 1986），地温約 25℃の湛水土壌中では２週間程度で全滅する（木田・浅井 2006）。

このため，まん延による被害はこれまで畑作および固定転作畑に限られている。深耕による種子の埋め

込みは翌年の発生抑制には効果が高いが，連年継続した場合の効果は未検討である。 

既登録除草剤ではトリフルラリンが最も効果が高い（浅井・與語 2004）が，その効果はほ場レベルで

は不十分で播種後約１ヶ月以内に出芽した個体の半数程度が枯死するにすぎない（浅井 2007）。そのた

め通常，麦類の遅播きによる防除効果の方が高く（浅井 2007），激発地では収量を犠牲にして一般に行

われている対策である。 
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カラスムギ種子は脱落後，地表面で越夏した場合に１~２ヵ月出芽時期が前進し，冬期の出芽数は減

少する（浅井 2007）。実際に，ムギ類－夏期不耕起－ムギ類の体系ではカラスムギ密度が減少することが

ほ場試験レベルで確認されている（浅井 2007）。カラスムギの総合的防除にこの点の活用が期待され，

ムギ後不耕起ダイズの栽培体系はそれ自体がカラスムギの増加を抑制している可能性がある。ただし，

不耕起期間の地表面のカラスムギ種子の減少には昆虫等による種子食害も関与する（浅井ら 2008）ため，

現地での効果には変動があるだろう。 

 

イヌムギ（Bromus unioloides H. B. K.）：葉鞘に白毛が密生する。本州以南の路傍にネズミムギ，オ

ニウシノケグサとともに優占草種となっている。農道，路傍では株で越夏している。関東地域では農道

際から麦圃周縁部にイヌムギが侵入したほ場をしばしばみかける。同属のスズメノチャヒキ（B. 

japonicus Thunb.）が関東地域内の麦ほ場で近年散見されるようになった。これも葉鞘に白毛が密生す

るが，イヌムギは葉鞘が扁平であるのに対し，スズメノチャヒキは円筒型である。 

以下の草種は葉耳がなく葉鞘が無毛である。コヌカグサ，オオアワガエリ，オオスズメノテッポウは

東北以北に多く，葉身がざらつく。 

コヌカグサ（レッドトップ，Agrostis gigantea Roth）：シバムギと同様，東北以北で問題となる。葉

耳が無いことでシバムギと区別がつく。地下茎由来のクローンが主に問題と思われるが，麦圃内で種子

由来とどちらがどの程度寄与しているのか不明である。北海道でオオスズメノテッポウ（Alopecurus 

pratensis L.）がときおりほ場内に侵入する。穂の外見はオオアワガエリ（チモシー，Phleum pratense 

L.）に似るが，小穂の構造は明らかに異なり，また，出穂前でも葉舌の形状が異なることで識別できる。

オオスズメノテッポウの葉舌は切形（途中で切りおとしたたように平ら）で他の草種に比べて厚みがあ

る。オオアワガエリの葉舌は波打つかなめらかだが，コヌカグサの葉舌は距歯となる。 

スズメノテッポウ類とカズノコグサは葉鞘，葉身ともざらつかない。カズノコグサはスズメノテッポ

ウと比べてやや葉身が幅広く，葉色が明るいが，葉の形質のみでスズメノテッポウ幼植物と識別するの

は難しい。根の色が異なり，スズメノテッポウはやや赤褐色を帯び，カズノコグサは白色である（森田

ら 1990）。生育のごく初期については幼植物をていねいに堀取れば，基部についている穎果の形態で識

別できる。 

スズメノテッポウ（Alopecurus aequalis Sobol.）：日本の麦作では従来，最も問題になっていた草種

である。広義のスズメノテッポウを「水田型」「畑地型」の２変種に分類する考えがあり，両者はその

形態，生態に明瞭な差異がある（松村 1967）。前者を狭義のスズメノテッポウ Alopecurus aequalis Sobol. 

var. amurensis (Kom.) Ohwi とし，畑地型に対してはノハラスズメノテッポウ var. aequalisとする見

解がある。 

スズメノテッポウに極めて近縁な種にセトガヤ（A. japonicus Steud.）がある。穂が大きく，葯の色

が白色であることが橙色のスズメノテッポウと異なる。関東地方以西で見られ，西日本では麦作の雑草

となる。その麦圃内での発生実態，スズメノテッポウとの生態的差異はよくわかっていない。 

セトガヤ，スズメノテッポウ，ノハラスズメノテッポウは穎果のサイズが明らかに異なり，セトガヤ

が最も大きく，ノハラスズメノテッポウが最も小さい。それに相応して幼植物の葉のサイズも異なる。

したがって，同じ葉齢であっても草種ごとに除草剤に対する感受性が異なると考えられる。例えば，一

般にスズメノテッポウ５葉期までとされているチフェンスルフロンメチル剤の処理葉齢限界は実際には

草種毎に異なる可能性が高い。 

メーカーの自主調査などにより関東以西の広い地域においてチフェンスルフロンメチル抵抗性とみら
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れる集団が気づかれ，問題となっている。さらに，福岡県で確認されたチフェンスルフロンメチル抵抗

性のスズメノテッポウ集団の一部が，トリフルラリンに対しても抵抗性の複合抵抗性であることが確認

された（大段ら 2005; 内川ら 2007）。その後，複合抵抗性スズメノテッポウは北部九州に広域に存在し

ていることが大段らの調査によって確認された。除草剤の使用歴から考えると，トリフルラリン剤の長

年の連用によって選抜された同剤抵抗性集団が後にチフェンスルフロンメチル剤に対しても抵抗性を獲

得した可能性が高い。 

抵抗性スズメノテッポウ対策として新規の土壌処理剤の効果の検討が行われており，インダノファン

フロアブル剤，エスプロカルブ・ジフルフェニカン乳剤，プロスルホカルブ乳剤の除草効果が高い（西

田ら 2009）ことが報告されている。前２剤については抵抗性スズメノテッポウに対する使用基準が作成

されており，農薬登録される予定である。 

 

カズノコグサ（Beckmannia syzigachne (Steud.) Fernald）：排水不良な転換田など土壌水分条件の高

い立地で発生が多い。特に西日本で問題となっている。 

スズメノテッポウとの成長点深度の違いがジニトロアニリン系除草剤による効果の差をもたらすこと

が解明されている（森田 1994）。スズメノテッポウに比べて既存の土壌処理剤の効果が低い（大段ら 2004）。

また，チフェンスルフロンメチル剤の効果が発揮されるのは，スズメノテッポウが５葉期であるのに対

し，カズノコグサは３葉期以下である（大段ら 2003）。カズノコグサの防除対策として新規の土壌処理

剤の効果の検討が行われており，インダノファンフロアブル剤とエスプロカルブ・ジフルフェニカン乳

剤の安定した除草効果が確認されている。これらは使用基準が作成されており，農薬登録される予定で

ある。 

 

葉が巻いて抽出し，葉耳のないグループでは近年，ヒゲガヤ（Cynosurus echinatus L.）が北海道，青

森県の麦ほ場で，ヒエガエリ（Polypogon fugax Nees ex Steud.）が暖地の麦ほ場での蔓延が確認され

ている。また，樹園地の草生栽培に利用され，道路法面に自生している帰化植物ナギナタガヤ（Vulpia 

myuros (L.) C.C.Gmel.）もしばしば麦ほ場内でも見つかる。 

 

５．診断・同定から対策立案へ 

このような，イネ科雑草などの問題は近年，各地で増加していると思われる。‘思われる’としたのは，

発生動向を全国統一して経年的に観測する体制が存在しないので，増加を裏づけるデータがほとんど存

在しないためである。しかし，現地の実状を知る各地の担当者の多くが問題の増加を感じている。筆者

の見解だが，ある程度以上の栽培規模をもつ固定化された麦の転作団地には，かなりの割合でイネ科雑

草の問題が既に生じているか，今後生じる可能性が高いと考えている。 

イネ科雑草の防除が困難である理由の一つは，麦類生育期に処理可能なイネ科用除草剤が日本では

2009 年時点で登録されていないことである。そのため，発生ほ場ではジニトロアニリン系等，イネ科植

物に効果が高い有効成分を含む土壌処理剤に加えて，一部の草種にある程度の効果が認められているス

ルホニルウレア剤，IPC を含む混合剤の体系処理等によって，かろうじて増加を抑えている場合が多い。

今後，担い手を主体とする麦作経営の規模拡大と省力化が進むとすれば，現状のイネ科雑草の防除手段

はそれに応えるものとは言いがたい。 

麦作に発生する難防除雑草に対する診断と防除対策の策定は，次のような段階で現場と研究が連携・

協力して取り組みを進めることが望ましい。詳しくは浅井(2006, 2008)を参照されたい。イネ科を主体
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とした記述であるが，広葉雑草に対しては，茎葉処理剤の効果検討を考慮に加えればよい。 

 

５－１．実態の数値化と具体的目標の設定 

現場としてまずなすべきは被害実態の把握である。現地における雑草の発生程度と，それによる被害

面積や被害推定額をできるだけ数値化する。こうした実態の数値を作物の生産や防除を管轄する行政部

局や除草剤メーカーに対して提示することは，被害補償や駆除事業の予算化，新たな除草剤とそのニー

ズの検討に対して大きな説得力を持つ。農業場面での生産阻害要因は数多い。そのうち何が重要で優先

して対策をはかる必要があるのかを判断するには実態の数値が必須である。実態を公表しないことは問

題の本質的解決を遅らせるだけであり，数値化されない問題は問題としてすら伝わらない。 

しかし，雑草による被害を数値化するための共通した手順が確立されているわけではない。経営調査

の基本的事項を踏まえつつ，気象災害や病虫害の被害調査方法を参考にして，推定値とともに採用した

調査手法を公開し，その汎用性を広域に検討することが必要だろう。一例として，固定転作団地のコム

ギ作でネズミムギが激発していた静岡県中遠地域において，ほ場ごとのネズミムギの繁茂度の達観査定

とコムギ減収率がおおむね相関を有することが確認されている（表－１）。こうした調査法の年次間・ほ

場間の安定性や草種間の差異については，より多くの事例での検討が必要であり，それ自体が十分研究

テーマでもある。このような定量的な推定が難しくとも，簡便な調査によっておおよその減収程度は現

場の農家と技術者が把握・共有し，それを情報として行政部局等へ発信すべきであろう。 

被害ほ場の調査は，現地踏査によりGPSを利用して被害ほ場を特定し，ほ場別の識別番号をつける。こ

の段階で後述する現地実証試験ほ場の目星をつけることも重要である。地形図や航空写真等でデジタル

化されたほ場マップでデータベースを作成することにより発生面積や発生集中エリアの特定，発生面積

の経時変化の定量化に有用となる（大川 2009）。地理情報システム（GIS）の利用は急速に発展してお

り，調査対象地区のGIS構築を意図することは研究者間の情報共有に極めて有効である。問題ほ場の数の

経年変化が視覚化できれば，対策の成果を大きくアピールできるであろう。 

固定畑を前提とした場合と輪換を前提とした場合とでは発生する草種もその動態も異なり，防除対策

の設計が異なってくる。どの地域に何割ぐらいの固定畑が存在するのか。それは今後どの程度増えるの

か？ 具体的な数値があれば本州以南の畑作の雑草防除の目標設定が具体化し，行政側にもメーカー側

にもかなり明確な要望が出せるだろう。 

現地ほ場での継続したモニタリング（木田ら 2007）は作付体系や防除指針の提示においても有用であ

る。上述した簡易な査定方法で長期間，多数のほ場で発生草種と作付履歴との関係のデータを収集して

それを解析すれば，雑草発生量の変化を確率予報的に提示しうる。輪換の中で麦作では除草剤無しでも

雑草が少なく，十分に麦の均一な生育が達成されるという事例はあるだろう。これを“たまたま”では
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なくて，生態的，確率的根拠にもとづいて意図した無除草剤栽培への推奨指針にできないだろうか。ま

た，雑草の繁茂によって結果的に“捨てづくり”になっていた体系から，雑草の動向を推測した上での

計画的輪作の検討が可能な基礎データともなる。提示された確率から農業者が判断して作付や防除体系

を選択する，そうした指導・普及の方法が模索されてよいだろう。 

 

５－２．防除対策の設計：まず出芽時期 

麦播種前，越冬前，越冬後のいずれの時期に出芽した個体が減収をもたらすかを特定する。それぞれ

の時期ごとに実施可能な防除手段を絞り込む。特に雑草害の主因が麦播種前から生えていた個体であっ

た場合は，播種前の耕起または非選択性茎葉処理剤による防除を徹底する必要がある。麦類播種後の出

芽個体による雑草害も大きい場合，その出芽パターンを経時的・定量的に把握する。出芽の観測には幼

植物の識別が必須である。そして既登録の土壌処理剤の効果を確認し，効果の高い除草剤を選抜する。

少なくとも現地で防除が必要な草種群に対して最も効果の高い除草剤が何かが答えられる必要があるだ

ろう。 

生産現場は早急な雑草対策を求める。そこで有効な除草剤を選ぶために現地試験を行うことが多い。

しかし‘急がば回れ’である。ほ場に対象雑草が均一に生えていたのか？ 現地担当者が幼植物の識別

ができるのか？ そうした点を踏まえていない拙速な現地試験では結果の解釈ができず，その後に繋が

らない。条件が整わないままに現地試験はすべきでない。まず防除試験に先立って行うべき出芽調査に

ついて述べる。 

日本の麦類用除草剤の多くは土壌処理剤または茎葉兼土壌処理剤である。したがって，現状で最適な

除草剤もその中から選択される。土壌処理剤の防除効果は雑草の出芽パターンと除草剤の効果持続期間

との関係に左右される。防除対象とする草種の出芽パターンが把握できれば，除草剤の効果を評価しや

すい。雑草の出芽と生育は地域の気象条件の影響を受ける。したがって他地域の知見はあくまで参考程

度であり，現地での出芽パターンの観測が不可欠である。その地域での対象雑草の出芽時期が特定でき

れば，土壌処理剤の効果持続期間との関係が理解できる。さらに，体系処理の必要性やその効果につい

ても仮説や予測が提示できる。出芽調査を防除試験に先立っておこなうべきである。 

 

５－３．ほ場試験にあたって：現地と場内ほ場 

ほ場試験では，現地の出芽調査で得られた結果から防除要件を明確化し，既存の土壌処理剤のみで防

除が期待できるか否か，また遅発生個体の割合とその収量・次年度発生への影響がどの程度かなど，仮

説を立て，それを検証する。少なくとも現地で防除が必要な草種群に対しては最も効果の高い除草剤が

どれであるのか，が答えられる必要があるだろう。 

土壌処理剤の効果確認は，現地での出芽挙動を再現した条件で試験を行うことが望ましい。防除効果

を比較・検証する試験は試験場内のほ場で実施できれば望ましい。まず目的とする雑草が発生するほ場

を準備する。ほ場に雑草種子を均一に播種し，出芽可能深度全層に混和する。しかしそのようなほ場試

験が可能な研究機関はきわめて限られている。そのため現地ほ場での試験が必要となる。 

実態調査の際にできるだけ雑草が均一に発生しているほ場と試験に協力してくれる生産者を選んでお

く。供試薬剤メーカーの現地担当者への呼びかけ，現役の職員以外にも現場の栽培，農家事情を熟知し

ている OB 等の助力が得られれば力強い。 

現地試験の場合は，無処理対照区において定期的な出芽観測を行い，出芽パターンのデータが得られ

れば，試験結果の解釈を補助し，適用範囲がより明確になる。試験場内の試験結果と現地でのそれとの
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ずれを正しく認識し，そのズレが何によって生まれ，それをいかに技術的に評価・解決するのかという

視点が常に必要である。 

 

５－４．モデルによる仮説提示と総合的管理 

現地ほ場の調査は一作限りとせずに，翌年の発生量も調査しておけば，残草量と発生量との関係につ

いて予備的なデータが得られる。このような試験を継続することで得られる土中種子の盛衰や，防除率，

種子生産量といった基礎的なデータを統合することで，雑草の増減に関する定量的な予測がある程度可

能である。水田輪作における一定の防除圧と栽培体系のもとで雑草の増減を試算するモデルのプロトタ

イプが考案されている(浅井・松田 2009)。これを畑輪作での各種の栽培体系にも拡張し，現地対策への

仮説提示や，技術の導入効果の予測，さらには現地モニタリングと連動した現地の取り組みへの利用を

期待したい。 

経営的な試算もおこなうとよい。仮に体系処理によって高い防除効果が得られたとして，それが現在

の麦類生産者価格のもとで収支に合うのか？という査定は重要である。単年度では効果が不十分であっ

たり，収支がマイナスであったりした場合，どの程度継続して行うことが最適なのか？ このような複

合的な検討を種々雑多な仕事を抱える現場担当者のみで進めることは難しい。独法・公設農試・普及・

大学・民間・現地集団，複数の関係機関が協力して手法や知見を交換，分担することで前進する課題で

ある。 

 

５－５．集団レベルの面的対応へ 

難防除雑草が農地へ侵入する場合，いきなり麦ほ場内に定着するのではなく一度周辺域に定着し，そ

れが個体群のソースとなっている場合も多い。雑草の侵入・定着を防ぐためには，侵入初期に発見し，

その時点で予防的な防除をおこなうことが最も経済的である。 

農道脇や水路際など，ほ場周辺域が雑草の拡散源と見受けられる現場が少なくない。府県では転作ほ

場での地権者と耕作者が異なるといった事情などから，適切な周辺の植生管理がなされていない現場も

少なくない。こうした耕地周辺の管理も考慮した，面的な取り組みを進める必要がある。ある程度以上

の面積を有する転作団地においてこうした難防除雑草のまん延を防ぐには，ほ場内では作物収穫後の雑

草による種子生産を防止することや，ほ場周辺域を地域集団で管理するしくみを整えることが長期的な

雑草防除につながる。耕地を耕地として利用しきる，これが実は雑草の蔓延を未然に防ぐことと考えら

れる。 

周辺管理や休耕地の管理の重要性を“お題目”としてだけ唱えるのではなく，実際に地域での周辺管

理の試行錯誤そのものを研究の俎上に載せ，その過程を研究・普及の実績として表現するための工夫が

いるだろう。有効な防除手段が確立される見通しが当面立たない草種に対しては，侵入ほ場とその周辺

域に対して徹底した駆除事業を実施し，その後の周辺部からの侵入を未然に防ぐような地域社会の仕組

みをつくりあげることも必要である。新規資材を導入した技術普及といった方式ではなく，地域社会の

合意形成や調整によって全体としての仕組みの最適化をはかること，そこに公的機関の研究者・指導者

らがどのように関わっていくのか，従来型の研究・普及体制を越えた取り組みが求められる。 
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