
高品質化、低コスト化栽培技術 
中央農研 関東東海水田輪作チーム 渡邊好昭 

 
 平成 27 年度までに達成すべき生産努力目標は小麦で 86 万ｔ，大麦，はだか麦で 35 万ｔ

に設定されている．小麦については平成 19年産で 91万ｔと目標値を超過しているものの，

生産と消費の間にミスマッチが生じ，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日本めんについては．すでに原料の 6 割が国産となって供給

過剰の状態になっているが，日本めん以外の用途については国産の割合は極めて低い状況

である．単収の目標は 450kg/10a であるが，都府県では 365kg/10a(平成 20 年産)と著しく

低く，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 19 年度生産量は 18.2 万ｔで，生産量が著しく不足している．さらにバイオ燃料に端を

発した食糧価格の高騰や食の安全性の問題から食糧自給率の向上が求められるようになり，

麦作の重要性が増している状況である． 
生産性の向上が求められるのと同時に，従来から品質の向上も強く求められている．そ

の求められている品質は麦種と用途により大きく異なっており，麦種，用途毎に品質要素

を整理して，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両者が含まれる． 
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，高生産性栽培法と省力的な不耕起栽培法について述べる．

さらに，農業新技術 2008「選ばれる産地作りに向けた麦の高品質栽培技術」に取り上げら

れた麦の栽培技術について概説する． 
 

１．小麦の品質要素と栽培 
国産小麦の主たる用途である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． 
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．ランク区分では当初基

準値が 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，許容値には品種により差異がある．最近育種された低アミロース

品種等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ことから 8.0～13％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，色も悪くなる傾向がある．子実のタンパク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（図

１）．小麦粉には高い L＊、ｂ＊と低い a*が求められており，タンパク質を高くしすぎること

は色相の劣化をまねくため，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
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が望ましい． 
 
表１　日本めん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、整粒歩合が高いこと

デオキシニバレノール 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％

(低アミロース品種等） 8.0～13.0％

容積重 833g/L以上

灰分 1.6%以下 1.7％以下

フォーリングナンバー 300以上 200以上

ランク区分評価 A 3つ以上達成 全部達成

B 2つ以上達成 全部達成

C 1つ以上達成 全部達成

2つ以上達成 未達成

D 未達成

1つ以上達成 未達成

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

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  

 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、子実の灰分もできる

だけ低いことが望まれる． 
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      図１ タンパク質含量と粉の色相との関係 （農林 61 号、2001 年作物研） 
 
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いている．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ってしまっている．

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．外観形質は人間が見て判定するため，主観的要素を含む．

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り、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． 
日本めん用以外のランク区分と基準値，許容値を表２に示した．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伴にグルテンの

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の量も高

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，醸造用小麦の主なる製品と

なる醤油ではうまみ成分のアミノ酸の基となるタンパク質含量が品質を向上させるためタ

ンパク質含量を増加させる必要がある． 

表２　コムギ(日本めん用以外）のランク区分

コムギ パン・中華めん用 醸造用

基準値 基準値

タンパク質 11.5%～14.0% Ⅰ　11.5%以上

Ⅱ　12.0%以上

Ⅲ　13.5%以上

灰分 1.75%以下 -

容積重 833g/L以上 760g/L以上
フォーリングナンバー 300以上 -

許容値 許容値

タンパク質 10.0%～15.5% 10.0%以上

灰分 1.80%以下 -

容積重 - -
フォーリングナンバー 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。
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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

重要な要素はタンパク質，灰分，容積重である．以下の品質と収量構成要素の関係の論議

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． 
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

タンパク質含量，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３）．  
表３　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、タンパク質含量、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．現在の日本の収量レベルでは，高品質と多収を同

時に実現することは可能である． 
収量と有意な相関関係があるのは穂数であった（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． 
 

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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 表３では容積重と子実タンパク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，タンパク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前に追肥が実施されている．この追肥により子実のタンパク質含量

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４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． 
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表４　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)

40

42

44

46

48

50

400 500 600 700 800

穂数 (本/m2)

千
粒

重
　

(g
)

r = -0.815

 
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５　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，タンパク質含量，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，収量が高くなるとタンパク質含量が低下する傾向を示す（図５）．パン用品種は高
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いタンパク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，タンパク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

収と高タンパク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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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タンパク質含量が要求される硬質小麦の

場合にも，700kg/10a 程度までは収量とタンパク質含量の競合は起こらないが，それ以上の

収量ではタンパク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，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． 
 

２．大麦の品質要素と栽培 
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 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６に示す． 

表６　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  

 
主食用としては六条大麦(小粒大麦)が多く利用されており，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，種皮が薄く除去さ

れやすいことが求められる．その上で，おいしい麦ご飯のために、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、白度が

高く，条溝が浅く薄いこと，硝子粒割合が低いことが高品質となる．ランク区分では粒が

充実している指標として容積重、細麦率と硝子率、搗精時の白度が評価項目となっている。

また、大粒大麦では搗精歩留まり 65％での正常粒率が評価項目となる。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

パク質含量も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
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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形質である。タンパク質含

量はビールの特性に影響するため、10～11％が要求されている。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適正なタンパク質含量が求めら

れるのである。 
子実タンパク質含量の制御については、大麦においても小麦と同様の考え方で良い。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

には結びつかないことが多い。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に一概に言えな

いところも大きいが、前作の子実タンパク質含量から施肥量を調節していくことが必要で

ある。 
 
３．赤かび病対策（安全性に関連して） 
 赤かび病はムギ類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暫定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・NIV 汚染

低減の方法として指針のとりまとめが行われている。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必要がある (九州沖縄農

業・病虫害 成果情報)．また、有効な薬剤散布法として 1 回目の防除適期が麦種によって違

いがあることを認識する必要がある。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，閉花性の二条大麦品種は穎花内に残っ

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 (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、被害麦の刈りわけ、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． 
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/pdf/081009-01.pdf 
 
４．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，これ以上の削減は容易ではない．そのような中で，
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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． 
 汎用型不耕起播種機は，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

にイネやダイズ等の播種に汎用利用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．       

  

         

 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

不耕起栽培小麦の収量と穂数
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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． 
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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． 

表７　湿害を受けた圃場における収量と収量構成要素　(2006)
収量

(g/m2)
穂数
(/m2)

千粒重
(g)

穂粒
数

整粒重
(kg/10a)

湿害 141 339 16.6 24.9 52
やや湿害 391 436 32.1 28 380

健全 425 461 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。 

 

５．農業新技術２００８「選ばれる産地作りに向けた麦の高品質栽培技術」に取り上げら

れた麦の技術 
肥効調節型肥料を利用した全量基肥施肥技術 

http://konarc.naro.affrc.go.jp/kyushu_seika/2005/2005467.html 
 肥効調節型肥料を利用した追肥の省略については、麦においても検討が進んでいる。実

際に成果情報として、福井における六条大麦、滋賀における農林 61 号、山口におけるニシ
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ノカオリ、九州農研におけるイワイノダイチ等で報告されており、すでに麦専用の肥料と

しての市販もされている。これらの技術について見ると、被覆尿素を利用したケースが多

く、いずれもリニアタイプ、シグモイドタイプの両方を組み合わせることにより、冬期の

生育時期、茎立期、出穂期前後の追肥を省略して全量基肥で収量、子実タンパク質含有率

とも追肥を行う通常の栽培と同等の結果を得ている。 
 肥効調節型肥料にはたくさんのタイプがあり、溶出パターンは温度に影響されると考え

られる（肥料便覧）。とくに、冬作物の場合には窒素の利用率が下がる場合もあるので、ど

のようなタイプの肥料をどのくらいの割合で配合するのが良いかという点については事前

にテストしてみる必要がある。その場合、肥料は土壌中に入れることが前提となる。地表

面に散布した場合には施肥効果が現れない場合もあるので、追肥に用いる場合には注意を

要する。 
生育診断 
 麦子実のタンパク質含有率が重要な品質要素であることから、生育診断、土壌診断によ

る窒素追肥の要否判定法が提案されている。土壌の簡易診断法として、ＲＱフレックス

(Merck 社)や農大式簡易土壌診断みどりくんなどがあり、だれでも容易に土壌の硝酸態窒素

量を測定することができる。一方、生育診断としては、葉緑素計 SPAD-502（コニカミノル

タ）を使った葉色測定、葉色と茎数、草丈などの生育指標を組み合わせる方法、携帯式生

育情報測定装置（荏原製作所）を用いる方法などが考えられ、各地で研究が実施されてい

る。 
http://brain.naro.affrc.go.jp/e/Seika/h1508.htm 
 埼玉県では小麦「農林 61 号」の子実タンパク質含有率と穂揃い期の止め葉の SPAD 値と

の関係から、大豆後の圃場では 42、イネ後の圃場では 48 以下で追肥が必要と判断されるこ

とを示した。

http://narc.naro.affrc.go.jp/chousei/shiryou/kankou/seika/kanto17/11/17_11_23.html 
 北海道農業研究センターではパン用品種「キタノカオリ」を水田転換畑に栽培する場合

に、穂揃い期の葉色が 52 以上では 0，50～52 では 3kg、45～50 では 6kg（N 成分/10a）
の追肥を行うことで、子実タンパク質含有率を目標値の 12%以上にできるとしている。 
http://cryo.naro.affrc.go.jp/seika/h16/431.htm 
 北海道立上川農試では春まき小麦「春よ恋」の褐色森林土、褐色低地土、グライ土にお

いて、穂揃い期の草丈と止め葉の一枚下の葉の葉色の積により尿素の葉面散布による窒素

追肥の可否を判定する指標を作製した。 
http://cryo.naro.affrc.go.jp/seika/h18/h18-seisan315.htm 
 携帯式生育情報測定装置を利用した例としては、大麦の生育量を推定した研究が上げら

れ、麦の乾物重、窒素吸収量などと高い相関があることが明らかにされている(金田ら)。 
これらの生育指標値は、地域、前作、土壌、品種などで異なることから、それぞれの条

件で作製する必要がある。また、年次間で大きな差を生じる場合もある。この年次間差の
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原因について、気象要因とくに降水量との関係が検討されたが、現時点で結論は得られて

いない。 
効率的収穫作業 
http://cryo.naro.affrc.go.jp/seika/h16/020.htm 
 北海道農研センターでは収穫開始１～2 週間前の衛星写真データから小麦の成熟の早晩

を推定し、収穫可能な圃場の順番を合理的に判定するシステムを確立した。この地域では

収穫、乾燥を共同作業で実施するため、収穫順序を事前に合理的に決定する必要がある。

そこで、穂水分と高い相関がある植生指数のデータを衛星写真から得て、地区全体の小麦

圃場毎の収穫期の早晩を推定した。収穫順序が合理的になったことで、乾燥にかかる燃料

代が節約できた。 
 
６．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，上記のように個別の技術開発が

進んできた．また，いくつかの個別技術の開発が進行しており，近い将来に現在発生して

いる問題点を解決できるようになると考えられる．個別技術開発の次のステップとして，

これからは個別技術を組み合わせて体系化することが必要となる．近年、大麦、小麦とも

に品質の面で大きな特徴を有する新品種が生まれてきた。これら新品種の特長を生かして，

社会のニーズに対応する栽培体系が必要となる．  
一方で，連作障害など解決が困難な問題の対策としても作付体系は重要となる．現在、

普通作物の主たる生産の場の水田においては、導入可能な冬作物は大麦，小麦の 2 作物し

かない。この 2 作物を組み込んだ作付体系、作業体系を構築していく必要がある。同時に

稲、大豆などの夏作物との組み合わせの中で、合理的な施肥体系の構築が必要となる。今

までは作物毎に施肥量が決められてきたが、これからは輪作の中で堆肥等の有機物施用、

酸度矯正の石灰施用等を含めた施肥体系が求められる。特に地力の消耗を引き起こすこと

なく、かつ高品質で低コストの作物生産のための施肥体系が必要である。 
水田における麦の低収，低品質の原因として湿害が考えられる．その対策としては，当

然，圃場毎の排水対策で必要であるが，水稲作付け時には漏水がないようにしながら，麦

作付け時には排水を良くするという矛盾する課題を克服しなくてはならない．その難しい

問題を解決すためにＦＯＥＡＳが開発された．ＦＯＥＡＳは従来の暗渠を改良し、弾丸暗

渠，籾殻暗渠を組み合わせて地下水位を自在にコントロールする方法である．ＦＯＥＡＳ

は特にグライ土などの排水不良土壌で威力を発揮することが明らかにされており，小麦の

生産性が飛躍的に向上することが現地試験で実証されている． 
FOEAS の様な基盤技術が開発され、その上に合理的な輪作体系、作業体系、施肥体系が

構築されることで、高品質、低コスト化栽培技術が可能となり、これが自給率の向上へと

つながっていくものと考える。  
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小麦品質標準評価法とその留意点

めん用小麦研究チーム

金子成延
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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。2008 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

に規定されていたり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 Internationl"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 がアメリカが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、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

を満たす分析方法について認証を与えている。
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（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、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。

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
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品質評価機器として事実上の標準となっており、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の他、AACC や ICC の公定

法で異なるものも多い。

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 フラワーカ

ラーグレーダー、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

使用した方法で 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。

（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

ナンバーは低アミロ小麦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。
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（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、近年作付け面積が増大した。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。

（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
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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。

参考文献

１）農産物検査法施行規則第六条第二項及び第八条第二項の規定に基づく農林水産大臣が

定める標準計測方法 平成十三年三月十四日 (農林水産省告示第三百三十二号)

２）「小麦の品質評価法－小麦育種試験における－」農林水産技術会議研究成果シリーズ 35
(1968)．

３）小麦の品質評価法（Ｉ）－官能検査によるめん適性－、食品総合研究所(1985)．
４）小麦の品質評価法（II)－色の測定法－、食品総合研究所（1990)．
５）小麦の品質評価法（III)－うどん適性評価のための小麦粉でん粉分離法とそのビスコ

試験法、食品総合研究所(1991)．
６）小麦の品質評価法（IV)－小麦粉のアミロース測定法－、食品総合研究所(1992)．
７）国産小麦の評価に関する研究会報告書－小麦のめん（うどん）適性評価法、食糧庁

(1997)．
８）もち性小麦粉の糊化及び生地特性、平成9年度「食品研究成果情報」．

９）Juliano,B.O.A., Simplified assay for milled-rice amylose. Cereal Sci.Today.16:334-360
(1971)．

10）ラピッドビスコアナライザーによるコムギのアミロース含量タイプの推定法 平成 16
年度「関東東海北陸農業研究成果情報」

11）日本イーストエ業会．パン用酵母試験法．(1990)
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小麦の品質低下要因について

めん用小麦研究チーム

主任研究員 一ノ瀬靖則



１．はじめに

現在、国内産小麦の流通においては民間流通制度が導入されており、品質評価基準にしたがっ

た価格差が設定されている（表1)。このうち、めん用小麦の品質評価基準としては、蛋白質含量、

容積重、灰分およ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。一方、国内産小麦については、ＡＳＷ、１ＣＷに代表される外国産小麦と比較して品質が劣

ることが指摘されており、より一層の高品質化と高位安定性が求められている。

国内産小麦の品質を低下させる要因の一つとして、登熟後期から収穫期にかけての雨害がある。

雨害を受けた小麦は小麦粉色相の低下や、穂発芽による加工適性の著しい低下が引き起こされる

ことから、大きな問題となっており、その対策が求められている。

ここでは、雨害による小麦粉色相低下と穂発芽による小麦品質低下について述べる。

２．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低下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低下が問題とな

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。(藤田 2001)
小麦の穂発芽は種子の休眠性と密接に関連している。種子休眠性には様々な要因が関係している

が、このうち、種皮色に関しては、小麦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

(ABA) 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

（Walker-Simmons1987）。環境要因としては、小麦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（桑原・前

田 1979）。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。小麦種子の
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、12 ℃以下では休眠性を失う
品種が多い（Bewley and Black 1994）（表 2)。このことは、低温・湿潤条件下で登熟が進む地域
で問題となる。この打開策の一つとして、北海道を中心にして穂発芽耐性小麦の育種が進められ

ている。

　表１．小麦粉品質評価基準（日本めん用小麦

基準値 許容値

蛋白質含量 9.5-11.5% 8.0-13.0%

容積重 833g/L以上 --

灰分 1.60%以下 1.70%以下

フォーリングナンバー 300以上 200以上
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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。小

麦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 1988）。このような小麦の
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、目視では発芽が認められない段階

であっても既に高い活性を示す（図1)。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、小麦品質の低下が顕著となる。また、このことは特に低温下での吸水において問題になる。

表２．異なる吸水温度における小麦種子の発芽率(%)

表中の穂発芽性 T（抵抗性）、S(感受性）を示す。

現在、国産小麦は品質取引が行われている。めん用小麦の品質評価基準としては、蛋白質含

量、容積重、灰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 300が基準となっている。健全な小麦であ
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。現在、

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（図2)、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 。
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図１．小麦種子の発芽率とα-アミラーゼ活性の関係

図２．ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法によるα-アミラーゼ活性とフォーリングナンバー値の関係
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２）雨ぬれによる小麦粉色相低下

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となる。

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低下と、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」性程度が大きな要因であると考えられる。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（表3)。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 A 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。それを裏づけるデータとして、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、種皮の切れ込み特性に違いがあることが考えられる。

表３．降雨前後に収穫した小麦材料の品質特性

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。このこと

は、降雨後の種子の完全搗精率（25%歩留）が降雨前に比べて低下していることからも分かる。

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の写真を参考までに示した（図3)。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が大きかった。本来、健全な小麦

蛋白質含量(%) 完全搗精率(%)

品種名 製粉歩留色相（L*) 胚乳色（L*)原粒 A粉 原粒 A粉

あやひかり 前 54.60 87.57 88.27 1.60 0.43 11.69 10.19 81.63

後 52.16* 86.34** 88.38 1.53 0.37* 11.82 10.02* 44.99**

農林61号 前 50.73 88.38 88.27 1.70 0.43 11.56 9.79 71.36

後 51.10** 87.56** 87.96 1.64 0.37** 11.84 9.67** 54.90**

灰分(%)

降雨

               A粉 ペースト
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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。

図３．ハウス及び圃場で栽培した小麦材料の外観品質

参考文献等

藤田雅也 2001. 穂発芽耐性研究及び育種の展開方向. 冬作物研究 1: 16-23.
Bewley, J.D. and Black, M. 1994. Dormancy and the control of germination. In: Seeds : Physiology of
Development and Germinatiopn. Plenum Press, New York.
桑原達雄・前田浩敬 1979. コムギの穂発芽に関する研究１．登熟中の温度条件と休眠形成の関
係．育雑 29（別 1）:26-27.
Walker-Simmons, M.K. 1987. ABA levels and sensitivity in developing wheat embryos of sprouting
resistant and susceptible cultivars. Plant Physiol. 81:61-66.
食糧庁管理部検査課 1988. 小麦のアミロをめぐる諸問題. pp 1-288.

5

　　　　　　　 5



平成 20 年度「革新的農業技術研修」テキスト（2008.11.19） 

最近の大麦育種の動向、高品質栽培技術 
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。しかし近年の生産量は 20 万トン前後に

推移し伸び悩んでおり、平成 27 年度を目標とした新基本計画でも同様の 35 万トンが設定された。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。大麦の品種育成機関においても、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」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」「新需要麦」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、実需者評価が高く、主産地の北陸地域で急速に普及し、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

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「関東二条 41 号」（栃木農試栃木分場育成）、

「西海皮 65 号」（九州沖縄農研育成）が品種登録される。 
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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「四

国裸 103 号」（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 万トンの需要があり、このうち国産麦使用率は 5 割である。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あるが、収量性、縞萎縮病に弱い、成熟期

の中折れなど栽培性の欠点が指摘されている。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、「カシマムギ」の栽培上の欠点をトータル

に改良した、早生・多収で縞萎縮病抵抗性の渦性系統として「関東皮 86 号」が育成されている。 
 
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」、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

佐賀県でも有望視されている。 
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

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

2



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普及予定である。 
 
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。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、しわ澱粉粒(fra)という遺伝的形質をもつ系統

では土質や蛋白質含量にかかわらず安定した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」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

水田及び畑栽培における精麦色相の差異 
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「関東皮 87 号」は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をクリアする、高

品質精麦原料大麦の生産に寄与できると期待できる。 
 

２．褐変しにくい極低ポリ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褐変し、褐変程度はこれら成分の減少量と相

関する。 
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、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、‘極低ポリフェノール大麦’として、二条の「西海皮 63 号」「西海皮

65 号」（九州沖縄農研）、「関東二条 41 号」（栃木農試栃木分場）、六条の「関東皮 88 号」「関東皮 89
号」（作物研）、「東山皮 108 号」（長野農事試）、裸麦の「四国裸 114 号」「四国裸糯 119 号」（近中四

農研）が育成されている。平成 20 年度には、「西海皮 65 号」と「関東二条 41 号」が品種登録される

予定である。 

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

シュンライ 2.62 253.4 0.73 61.7

シルキースノウ 2.76 280.7 0.69 59.3

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

表　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

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

 
現在までに 12 遺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

培性・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。 
‘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

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．機能性と食感を向上させた系統の育成 
大麦には他の穀物に比べて食物繊維が多く含ま

れており、特に血中コレステロール低減作用、血

糖値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。 

図　β-グルカン含量の比較
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現在、高β-グルカン含量大麦の開発が進められ
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ており、作物研では二条・裸性の「関東裸 91 号」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 10～13%のβ-グルカンを含んで

いる。 
 
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）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。 
九州沖縄農研では、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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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 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 （関東二条41号） 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 （西海皮65号） 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 （四国裸103号） 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
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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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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）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原麦の外層を取り除く搗精（精

麦）が行われるため、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。

大麦穀粒では蛋白質、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、搗精により蛋白質、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。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。 
２）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。 
３）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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４）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

よって得られる香気成分は焙煎温度や時間により変化することが知られている。 
５）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。また原料である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。 
６）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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