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2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

小麦
作付面積 214  218 210  209  208 

収穫量 875  837 910  881  674

二条大麦
作付面積 35  34  35  35  36 

収穫量 124  118 128  145  116 

六条大麦
作付面積 16  15  16  17  18 

収穫量 47  43  52  56  52 

裸麦
作付面積 5  4 4  4  4 

収穫量 12  13  14  16  11 

単位；作付面積：千ha、収穫量：千トン

表 最近５年間の麦類の作付面積と収量の推移

最近の麦を巡る情勢 
作物研究所 研究管理監 勝田眞澄 

  

１．「食料・農業・農村基本計画２０１０」に示された麦類の生産目標 

 ２０１０年３月３０日に、新たな「食料・農業・農村基本計画」が閣議決定された。世

界の穀物等の需給が中長期的に逼迫傾向にあることが見込まれる中で、食糧自給率を最大

限向上させることが必要不可欠であるという考えの下、２０３０年の食料自給率をカロリ

ーベースで５０％まで引き上げることを目標とすることが提示された。 

食糧自給率の目標を達成するためには、食料生産及び消費の両面において重点的な取り

組みを行うこととしており、生産面での取り組みとしては、農地の最大限の活用、技術開

発とその普及を通じた単収・品質の向上、耕作放棄地の解消等を通じた農地の確保などが

あげられている。品目別に１０年後の目標とする自給率、作付面積、生産量などが示され

ており、具体的には、小麦では生産量を現在の約２倍の１８０万トンに、大麦では２０万

トンから３５万トンへそれぞれ増産させることが、目標に掲げられている。 

 こうした、生産目標達成に向けて、生産者のインセンティブを高め、持続的な農業経営

を可能にするための施策の一つとして、２０１１年度概算要求において、畑作物への戸別

所得制度の導入が図られている。 

 

２.麦生産と国内産麦利用の現状 

 ２００５年から２００９年度までの５年間における栽培面積と収穫量の推移を、表に示

した。小麦の栽培面積は、水田における本作化が推進された１９９９年度以降増加傾向に

あったが、２００５年度からの栽培面積はほぼ一定、乃至は減少気味で推移している。ま

た、大麦についても同様の傾向である。 
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小麦収量の経年推移で明らかなように、単収は着実に伸びてきた。しかし、天候不順な

どが原因となって、作況指数が９０を下回るような著しい低収年はしばしば発生しており、

湿害回避などとともに収量の安定化技術開発に対する、生産者からの要望は大きい。 

図 小麦１０アールあたり収量の推移
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現在、我が国における小麦の消費量は６００万ｔを超えているが、国内生産量は約９０

万トンで、小麦全体での自給率は１３％程度である。また、用途によって自給率は大きく

異なっており、国内で生産量が最も多いのは日本めん（うどん）用の小麦である。日本め

ん用国内産麦の収穫量は約４０万ｔで、自給率は６０％近い。一方、１６０万ｔと最も消

費量の多いパン用や、１３０万ｔの中華麺や即席麺用（その他めん用）における国産麦の

利用は、それぞれ１％および３％程度であり、ほとんどを外国産小麦に頼っている。 

大麦では、押し麦などの主食用として消費される約９万ｔのほぼ全量で、国産麦が使わ

れている。一方、ビール・焼酎など醸造用原料としての総需要量は大きいが、国産原料の

割合は１割以下で、自給率は低い。麦茶や味噌原料では５割、あるいは６割と国内産麦の

割合が比較的高くなっている。 

現在、国内産麦には民間流通制度が導入されており、２００７年度産の麦から全量が民

間流通に移行した。さらに、需要に応じて計画的な生産を行うため、作付け前に生産者と

実需者間で取引価格や数量の契約を行って、これに基づく取引が行われている。前述のよ

うに、国産麦のシェアは用途によって大きく異なっており、産地の品質や需給状況を反映

して、播種前契約が行われるので、麦の生産拡大にむけては、需要にマッチした用途別品

種開発が不可欠となっている。 
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• 新たな麦政策大綱（1998年策定）
?

• 麦新品種緊急開発プロ（1999年度～）
?

• ブランド・ニッポン（2003年度～）
?

• 新需要麦（2006～2008年度：交付金プロ）
• 加工プロ（2006～2009年度）

?
• 温暖化適応（2008～2012年度：交付金プロ）

• 新農業展開ゲノム（2009～2013年度）
• 水田底力プロ（2010～2014年度）

麦の高品質・安定生産性品種の育成に向けた研究プロジェクト

３． 麦類の研究を巡る情勢 

１９９８年に決定された「新たな麦政策大綱」においては、研究開発の充実・強化のた

めの方策として、 

(ｱ) 生産者・実需者の要望の品種開発への反映 

(ｲ) 目標を明確にした品種開発の推進 

(ｳ) 研究成果の移転の促進 

(ｴ) 緊急研究開発プロジェクトの創設 

が提示され、これうけて１９９９年度から「麦新品種緊急開発プロ（緊プロ）」が開始さ

れた。以後、「新鮮でおいしい『ブランド・ニッポン』農産物提供のための総合研究（ブ

ラニチ）」、「低コストで質の良い加工・業務用農産物の安定供給技術の開発（加工プロ）」、

「新たな需要動向に対応するための製パン性や色相に優れた小麦系統及び赤かび病抵抗性

麦類系統の開発（新需要麦）」などのプロジェクトによって研究が継続され、「売れる麦」

に向けた技術開発が進められてきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この間、全国の地域性に対応した用途別の品種育成が行われ、小麦では低アミロースで

食感に優れた「あやひかり」、高品質の輸入銘柄である ASW と同等の製麺適性を持った高

品質な多収品種「きたほなみ」、農林６１号を凌駕する栽培特性の通常アミロース品種「さ

とのそら」などの優れた日本めん用品種が育成された。また、外国産麦への依存度の高い

パン・中華麺用品種として、「ニシノカオリ」「キタノカオリ」など全国の地域に対応し

た硬質小麦品種が育成され、製パン性や製麺性などの用途に応じた品質評価法の開発や、

製粉性、加工適性等の解明などでも多くの成果が上がっている。また、大麦では、焼酎醸

造特性に優れた「煌二条」や、白度の高い主食用品種「ファイバースノウ」、炊飯後に褐

変しにくい低ポリフェノール品種、食物繊維であるβ―グルカンが多く含まれる「ビュー

ファイバー」など、新規需要の創出と需要の拡大が期待できる品種が育成されてきた。こ

れらの品種育成の成果の一部については、本研修でも紹介する予定である。また、農林水

産省農林水産技術会議が作成した、農林水産研究開発レポート No.22「売れる麦に向けた

新技術」（2007）等で、一般向けに紹介されている。 
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４． 今後の研究方向における課題と展望 

２０１０年度からスタートした、農林水産省委託プロジェクト「水田の潜在能力発揮等

による農地周年有効活用技術の開発」では、冬期に水田を有効利用することで農地を周年

活用し、生産性の向上と食糧自給率強化を実現するための研究開発を実施している。 

冬作物である小麦や大麦などの作付け拡大は、耕地利用率の向上に寄与するところが大

きい。本プロジェクトでは、これまでの高品質な麦類の品種育成における成果を活用しな

がら、国内産麦への需要が期待できるパン・中華めん用小麦品種の開発を中心とした研究

を重点的に実施する。高品質化に向けた基盤技術の開発や、DNA マーカー等を使った選抜

手法を取り入れることによって、全国の地域に対応した高品質な品種を効率的に育成する

計画であり、冬期作付けの行われていない２３０万ヘクタールの水田の有効活用と、自給

率向上を図るものである。 

 我が国において、麦類は水稲に次ぐ基幹作物のひとつであり、その増産によって食糧自

給率の向上と食糧の安定供給の実現に大きく寄与することのできる作物であるとともに、

様々な利用形態に応じた多様な品質ニーズへの対応が求められる作物でもある。 

 「２０１０年農林業センサス」の暫定速報値が、９月７日に農林水産省から発表された。

農業人口は２６０万人となり、前回２００５年の調査から２２．４％（７５万人）と大幅

に減少していること明らかになった。さらに、就業者の平均年齢は６５．８歳（２００５

年６３．２歳）と、基幹的農業従事者の高齢化が顕著である。これまでにも指摘されてき

たことではあるが、農業所得の減少（１９９０年：６．１兆円→２００７年：３．３兆円）

耕作放棄地の増大（１９９０年２１．７万ヘクタール→２００５年３８．６万ヘクタール）

主業農家の減少（１９９０年８２．０万戸→２００９年３４．５万戸）など、農業・農村

の疲弊が危惧されている。 

このような中で戸別所得補償制度が導入され、水田の高度利用の推進に伴う、麦類の増

産が見込まれている。国産麦の生産が拡大すれば、これまで以上に「実需者に選ばれる品

質の生産物」「消費者の購買意欲にアピールする製品」「生産意欲が刺激される麦作」を強

く意識した研究開発が求められ、目標設定を明確にした品種育成がますます重要になる。 
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小麦の品質評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小田俊介、乙部千雅子、関昌子、小島久代 

 

作物研究所めん用小麦研究チーム 

 



小麦の品質を調査するためには製粉して小麦粉を
得ることが必要である。ビューラー製粉機は、工場製
粉のしくみを極コンパクトにして１～１０kg程度と少量
で製粉できるように作られた試験用製粉機で、製粉歩
留など製粉性の良否を試験する。得られた粉は、蛋
白質含量･水分･灰分などの成分分析や、アミログラフ
やファリノグラフなど小麦粉の物性分析、めんやパン
の食味試験等さまざまな品質調査に供試される｡

ビューラー製粉機

３）小麦の製粉及び品質調査方法

(1) ビューラー製粉

①ﾌﾞﾚｰｷﾛｰﾙ ②ﾐﾄﾞﾘﾝｸﾞﾛｰﾙ ③ﾛｰﾙ全
開ﾚﾊﾞｰ ④ﾛｰﾙ間隔調製ﾀﾞｲｱﾙ ⑤ﾌｨｰ
ﾄﾞﾛｰﾙ ⑥気送ﾊﾟｲﾌﾟ ⑦ふるい室 ⑧ﾌﾞ
ﾚｰｷ粉の粉受け(左からB1,B2,B3) ⑨ﾐﾄﾞ
ﾘﾝｸﾞ粉の粉受け(左からM1､M2､M3))｡
⑪大ふすま箱 ⑩小ふすま箱 ⑫集塵袋
⑬原麦のﾌｨｰﾀﾞｰ

ビューラー製粉機 各部名称

ビューラー製粉機 前面

ビューラー製粉機 背面

⑬

フィーダー部分

使用するふるい一式

- 24 -
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研究調整役
タイプライターテキスト

研究調整役
タイプライターテキスト

研究調整役
長方形

研究調整役
長方形



②製粉の24時間前に水分調整（テ
ンパリング）を行う。目標の水分に
なるように加水し､よく攪拌する。

製粉の手順

注）ﾛｰﾙが冷えていると歩留りが高くなるので､試験区の製粉開始前に､ﾛｰﾙを暖め
るため予備製粉する｡

⑤粉箱(B1～M3)･フスマ箱 (大･小)
をそれぞれ計量 する｡

④製粉によりﾌﾞﾚｰｷ粉(B1､B2､B3)､ﾐ
ﾄﾞﾘﾝｸﾞ粉(M1､M2､M3)および大ふす
ま､小ふすまが得られる｡

粉(B1～M3)とふすま

⑥B1+M1､B2+M2､B3､ M3と順番に
粉を混合して、総量の60%に達した
ときの粉を｢60%粉｣ とする｡残った粉
も混合し｢末粉｣とする｡

試料準備

①原麦を精選し、水分測定を行う。

製粉試験

①ふるい、粉箱、フスマ箱を所定の位
置にセットする。

②製粉開始。フィーダーにより所定
の粒流量で製粉を行う。必要に応じ
てパイプの詰まりや粉の滞留を解消
する。

③試料の供給終了後、20分間、
製粉機を運転し続け、内部の掃
除を行う。

60%粉 末粉

テンパリングの準備

（参考）ビューラー製粉測定値

製粉歩留（％）=粉／（粉＋ふすま）×100・・・・製粉性の良否を示す

BM率（％）＝B粉／M粉×100・・・・硬質、軟質など小麦の特性を示す

など

- 25 -
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研究調整役
長方形



(2) アミログラフ

アミログラフは小麦粉の懸濁
液を自動的に加熱、冷却して、
糊の粘度変化を記録する装置。
小麦粉のデンプンの特性を測
定できる。

①ｱﾐﾛｸﾞﾗﾌ本体ﾍｯﾄﾞ､②加熱部､
③冷却管、④温度ｾﾝｻｰ、⑤
ﾍｯﾄﾞ上下用ﾚﾊﾞｰ､ ⑥記録用紙､
⑦おもり吊り下げ位置､⑧ｺﾝﾄ
ﾛｰﾗｰ、⑨ｶｯﾌﾟ､⑩ﾌｨﾗｰ(羽)、
⑪ﾋﾞｭﾚｯﾄ

アミログラフ

①

②⑤

⑥

⑦

⑧
⑪

⑨ ⑩

③ ④アミログラフ 各部名称

ビュレット

加熱部内部
カップ ﾌｨﾗｰ(羽)

記録用紙

- 26 -
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研究調整役
長方形



①13.5%水分ﾍﾞｰｽに重量補正をし
た小麦粉65gを秤量する。

②純水450mlを準備する。

③純水の一部を残して容器に
水を入れ、秤量した粉を入れて
攪拌する（なるべく泡立てない
ように）。

アミログラフ測定手順

④懸濁液をアミログラフのカッ
プに移す。残りの水で容器に
残った粉を洗い流しながらアミ
ログラフカップに移す。

水を入れる 粉投入 攪拌

カップセット 懸濁液投入

ヘッドを正面に レバー上げて
ヘッドを降ろす

フィラーをロック

MV

BD

GT

（参考）アミログラフ測定値

おもりの
吊り下げ 清掃

GT（糊化開始温度）

MV（最高粘度）

BD(ﾌﾞﾚｰｸﾀﾞｳﾝ、最高粘度と最低粘度の差）

※穂発芽被害などでデンプンが損傷していると
最高粘度が極めて低くなる（低アミロ）。

⑤フィラーをカップに入れ、
ヘッドを降ろして、フィラー
をヘッドにセットする。

⑥測定開始。最高粘度
が1000B.U.を超えそうな
ときはおもりを吊り下げる。

⑦グラフが上昇、下降後、ふた
たび上昇を始めたら測定終了。
冷却管、温度センサーなどを掃
除する。

- 27 -
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ファリノグラフは、水を加えた小麦粉をミキサーでこね､ミキサーの羽にか かる
力を経時的に記録する機械。小麦粉生地の物理性や、一定の硬さの生地を作
るときの吸水率を測定できる。

(3) ファリノグラフ

ファリノグラフ 各部名称
①ﾌｧﾘﾉｸﾞﾗﾌ本体､②ﾐｷｻｰ､③記録用紙､ ④ﾐｷｻｰ
回転数切替ｽｲｯﾁ､⑤ﾋﾞｭﾚｯﾄ､⑥温水･冷水循環器､
⑦ﾊﾟｿｺﾝ､⑧掃除用刷毛･ﾌﾞﾗｼ等

ミキサー部分 拡大

ファリノグラフ

ミキサー内部

ミキサーカバー 羽の回転方向 羽 ビュレット目盛り

◎ファリノグラフの特徴
生地の粘度を表す単位は機器特有のB.U.(ﾌﾞﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰﾕﾆｯﾄ)であり､生地が一定の硬さ
( 高粘度が 500±20B.U.)になるように加水量を調節する｡加水量は計算で予測可能で
あるが､小麦粉の種類によって 予測どおりにならないことが多く､失敗を減らして効率的に
測定を行うためには経験が必要である｡

- 28 -
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①13.5%水分ﾍﾞｰｽに重量
補正をした小麦粉50gを秤
量し､ﾐｷｻｰに 入れる。

②粉の温度を30℃にするた
めにｽｲｯﾁを入れ､1分間ﾐｷ
ｻｰで攪拌する｡

③生地の 高粘度が500B.U.
となるよう予測された純水
(30℃)をﾋﾞｭﾚｯﾄで加水する

④生地が500±20B.U.の
高粘度に達した場合は､

粘度低下開始時から12分
間ﾐｷｼﾝｸﾞを継続する｡

⑤清掃しやすくするため､
生地に小麦粉を加えて数
秒ﾐｷｼﾝｸﾞしてから生地を
取り出し(写真12)､ﾐｷｻｰと
その周辺を洗浄する｡

小麦粉を入れる

水を入れる
（ビュレットのコック（矢印）をひねる）

測定中の
ミキサー内部

測定チャート

めん用小麦 パン用小麦

DT（生地形成時間）

Stab（安定度）

Wk（弱化度）

吸水率（500B.U.の硬さの生地を作るために必要な水量（小麦粉量に対する比率））

（参考）ファリノグラフの測定値

ファリノグラフ測定手順

など

粉を除いて清掃

- 29 -
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(4) 製めん試験

さまざまな品質試験の結果から有望と思わ
れるめん用小麦は、最終的に製めん試験を
行って品質の適否を判断する。

製麺手順

配合割合：小麦粉100、食塩2、純水34
小麦粉は水分13.5%ベース
食塩は試薬の塩化ナトリウム

①あらかじめ塩水を調整し、秤
量した小麦粉に塩水を入れて、
おから状になるまで攪拌する。

③生地を折りたたんでロー
ルに通す(複合）。これを２
－３回繰り返すこともある。

②製麺機のロールに２）の
材料を通して生地をつくる
（荒延べ）。

④ロールを徐々に狭めながら生
地を延ばす(圧延）。これを２－５
回繰り返す。最後の圧延時に、
切歯をセットして、めん線にする。

⑤めん線を適当な長さに切る（製
麺機に切断歯がセットされている
場合もある）。

※一連の試験では、すべての材料で複合、圧延の回数を同じにする。

①

②

製めん機

製めん機 正面

①ﾛｰﾙ、②ﾛｰﾙ間隙ﾀﾞｲﾔﾙ、
←切歯ｾｯﾄ位置

切歯 切歯拡大

小麦粉と塩水を攪拌 ロールに通す（荒延べ）

圧延

切歯で切断

- 30 -
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ゆで手順

②なべ、または十分な量の水をわかす。

③十分沸騰しているところへ、めんを入
れる。一度沈んだめんが浮き上がった
ら、めんが少し踊る程度に火を弱める。

④規定の時間（通常18-21分程度）
ゆで、ゆであがったら、めんをあげ
て水でよく洗う。

⑤水を良くきって、ゆで後のめん重量
を秤量する。

①めん重量を秤量する。

（参考）めん食味試験の評価項目と配点

色（２０） 外観（１５）

標準試料の点数は７割とする（合計点は70点）。

硬さ（１０） 粘弾性（２５） なめらかさ（１５） 食味（１５） 合計（１００）

※標準試料と比べて良いか悪いかで評価する。

ゆでる

洗い

盛りつけ

<採点表>

・
・
・

- 31 -
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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。 

 文部科学省では日本食品標準成分表を発行している。食品成分表には各成分の定量法に

関しての記述がある。穀類を含む食品の窒素－たんぱく質換算係数は日本食品成分表所収

の値が使われることが多い。2010 年、改訂して「日本食品標準成分表 2010」となること

が発表され、FAO 報告書に基づき、たんぱく質量についてはアミノ酸組成から求めたア

ミノ酸残基の総和による量を追加表示することとなった。 

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

－14－



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

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）たんぱく質含有率 

 たんぱく質含有率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、でん粉消化によ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
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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

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
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る。官能評価法は 1997 年に改訂されて消費者の傾向を踏まえて評価項目の配点変更を行

うとともに、低アミロース小麦品種のゆで時間設定を短くすることが示された。改訂前後

では評価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、日本めんとパスタでは

性質が異なるので、同様の方法が必ずしも適するわけではない。日本めんの粘弾性測定法

については研究すべき余地がまだ残されており、国内での標準法といえる方法はまだな

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

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、これには加水量の決定のために小麦粉のたんぱく質含有率を

測定しておく必要がある。国内の小麦育種の品質評価では加水量の決め方やミキシング特

性を代表する測定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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小麦品質の構成要素と品質低下要因

めん用小麦研究チーム

主任研究員 一ノ瀬靖則



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。

１．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 S-S 結合を持ち、重合

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 70%エタ

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。

２．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。このうち、製粉歩留に関与するのは「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」

に優れ、製粉歩留が高くなる。一方、軟質小麦の場合はその逆となる。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）であることが明らかにされてい

る１－２）。このタンパク質は澱粉顆粒膜の表層に結合し、タンパク質マトリックスとの接

着性を妨げ、細胞質を柔らかくする性質を持っている。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
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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３－４）。現在、製めん性の優れた軟質小麦を硬質化することによって、製粉性

の優れためん用小麦の開発を進めているところである。

最近、小麦の硬軟質性以外の要因として、製粉歩留に直接関与する物質は細胞壁多糖

のアラビノキシランであることが明らかにされた５－６）。小麦製粉の基本は、まず胚乳組

織を細胞単位以下に壊して篩い分けることである。しかし細胞単位よりも大きい粉、す

なわち細胞塊（細胞２個以上の粉）が残った場合は「フルイ抜け」が悪くなり、歩留が

低下することになる。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１３－１５）。この簡易評価技術を用いるこ

とによって、優れた低分子グルテニンサブユニットを持つ高製パン性小麦の選抜が可能

になるものと期待されている。

３．小麦の品質低下要因
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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、

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

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。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、12 ℃以下では休眠性を失う品種

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 1988）。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

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 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。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

－20－



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

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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平成 21 年度「革新的農業技術研修」テキスト（2010.12.16） 

大麦の育種と品質 －新規形質大麦品種の開発－ 
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 22 年 3 月に閣議決定された新たな

基本計画においても、平成 32 年度を目標とした生産数量目標は同じく 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」「加工プロ」などの研究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 22 年度からは「水田底力プロ」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。 
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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、北関東各県での今後の普及が期

待される。 
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’の育成が進んでい

る。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、平成 21 年度には、切断麦適性があ

る六条皮麦の「はるしらね」（作物研育成）、二条・裸麦で糯性の「キラリモチ」（近中四農研育成）

が品種登録出願された。 
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（認定品種）として採用して普及を始めて

いる。 
 
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。 
平成 22 年度には、「カシマムギ」並みの早生で縞萎縮病抵抗性で多収の「カシマゴール（関東皮86

号）」（作物研育成）が、茨城県で奨励品種に採用され、品種登録出願された。「カシマゴール」は上述

の「カシマムギ」の栽培上の欠点がトータルに改良されており、麦茶原料の安定供給の面で実需者や

生産者から大きな期待が寄せられている。当面は茨城県内の縞萎縮病汚染地域での普及が見込まれて

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
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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ている。 
 
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．完全粉状質で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
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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

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‘極低ポリフェノール大麦’の育成 
れる。炊飯した麦ごはんは、プロアントシア

ニ

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。各遺伝子が栽培

性

ん

子(ant)を導入して、炊飯後も褐変しにくい食用大

麦

関東皮92号の精麦の外観
（水田および畑産）

関東皮92号

シュンライ

 
 

大麦利用上の問題として、加熱調理後の褐変があげら

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。 
現在まで

・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ところ、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が明らかになった。 
‘極低ポリフェノール大麦’は炊飯や加熱調理してもほとんど褐変が見られない、画期的な麦ごは

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。 
そこで各育成地でプロアントシアニジン欠失遺伝

の開発を進めている。現在までに、‘極低ポリフェノール大麦’品種として、平成 20 年度には二条
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の「白妙（しらたえ）二条」（九州沖縄農研・作物研育成）と「とちのいぶき」（栃木農試栃木分場育

成）が品種登録出願され、平成 21 年度には六条の「はるしらね（関東皮 88 号）」（作物研育成）と、

二条・裸麦で糯性の「キラリモチ（四国裸糯119号）」（近中四農研育成）が品種登録出願されている。

一方、長野農試では、「ファイバースノウ」の突然変異誘発により‘極低ポリフェノール大麦’の育成

を進めている。 

 
 
３．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

研では平成 21 年度に9～10%（従来品種の2～

3

は

か

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、血圧改善作用などの生活習慣病の予防・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。 

そこで、高β-グルカン含量大麦の開発を進め、作物

倍）のβ-グルカンを含む二条・裸性の「ビューファイバー（関東裸 91 号）」を品種登録出願した。

また、糯性でさらにβ-グルカン含量が高い「関東裸糯94号」や「関系n574」を育成している。 

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

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、これらの‘高β-グルカ

ン含量大麦’は、β-グルカン抽出用のほか、大麦粉（全粒粉や搗精粉）としての利用による新規用途

開発を伴う普及が期待されている。 
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ポリフェノール含量

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)

はるしらね 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

原麦 55%搗精麦

はるしらね シュンライ シルキースノウはるしらね 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
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また、糯性品種は粳性に比べて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、新たな食用原料としての普及が期待できる。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、平成 21 年度に「キラリモチ（四国裸糯 119 号）」（近中四農研育成）が品

種登録出願されたほか、長野農試では「東山皮糯 109 号」を育成している。 
 
 
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。 

 
抗

性を示すが、葯殻抽出期（受精期の約 受

。

また、九州沖縄農研 蓄積性の低い遺伝資源の探索を進めて

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

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。 

7

1週目
6

2週目

*

***

**

2

3

4

5

罹
病

性
ス

コ
ア

***

0

1

六条
開花
(n=36)

二条
開花
(n=20)

六条
閉花
(n=3)

二条
閉花
(n=22)

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

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

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

・福岡農総試では、かび毒（DON、NIV）

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。 

*、**、***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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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 029-838-8260 www-nics@naro.affrc.go.jp

硝子質粒がほとんど発生せず精麦白度が高い

完全粉状質の六条大麦「関東皮92号」
55

○○：水田(灰色低地土)
■■：畑(黒ボク土)

作物研で育成した「関東皮92号」は、破砕
澱粉粒変異遺伝子(fra)を持ち、硝子質粒
がほとんど発生しない完全粉状質の精麦
用六条大麦です。

○品質ランク区分の硝子率の基準値（硝
子率：40％以下）と精麦白度の基準値(精
麦白度：43以上)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92号」は、硝子質粒の発生がほとんどな
いため、水田だけでなく、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に
します。

「関東皮92号」は
こんなニーズのお役に

立ちます

関東皮92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、□■：破砕澱粉粒変異系統
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%
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水田
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畑
（黒ボク土）

品質ランク区分
硝子率の基準値

品質ランク区分
硝子率の許容値

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92号

シュンライ

白度：50.4%

灰色低地土水田

白度：47.5%

黒ボク土畑

白度：43.2% 白度：40.9%
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炊飯後の褐変がごく少ない

極低ポリフェノール六条大麦「はるしらね」

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 029-838-8260 www-nics@naro.affrc.go.jp

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 029-838-8260 www-nics@naro.affrc.go.jp

大麦は良質な食物繊維（β-グル

褐変してしま
ニジンを作らない ant 遺伝子

カン）を豊富に含み、機能性食材として優れていますが、

加熱・炊飯すると時間とともに います。そこで、褐変の原因であるプロアント
シア を持つ‘極低ポリフェノール大麦’を開発しました。

「はるしらね」は、プロアントシアニジン欠失遺伝子
(ant28 )を持つため、炊飯後の褐変が極めて少な
い小粒六条大麦で、砕粒率が低いため、切断麦用
としての精麦加工特性が優れています。

ポリフェノール含量

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)

はるしらね 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

原麦 55%搗精麦

はるしらね シュンライ シルキースノウはるしらね シュンライ シルキースノウ

〔交配組合せ〕

（東山皮96号は、後のファイバースノウ）
（泉系133-3は、プロアントシアニジン欠遺伝子ant28 を持つ）
（東山皮101号は、後のシルキースノウ）

左：はるしらね 中：カ ギ 右：シュンライ

東山皮96号/泉系133-3//東山皮101号

シマム左：はるしらね 中：カ ギ 右：シュンライシマム

精麦品質
55%搗精

時間
（分：秒）

55%搗精
白度
（％）

砕粒率
（％）

はるしらね 8:35 45.5 1.3

シュンライ 8:53 44.2 2.9

シルキースノウ 9:35 46.3 2.7
炊飯麦の保温24時間後の色相

炊飯麦の赤み
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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 029-838-8260 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「ビューファイバー」

○半分以下のブレンド量でも、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。

○従来と同等量をブレンドすれば、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。

例えば、
高β-グルカン含量大麦
「ビューファイバー」の粉を
用いると・・・

作物研で育成した「ビューファイバー」は、食物
繊維の一種で機能性多糖のβ-グルカンを従来
品種の２倍以上含有し、アラビノキシラン含量も
高い品種です。 （2009年度に品種登録出願）

「ビューファイバー」の全粒を
15%ブレンドしたパン

穀粒断面（蛍光試薬でβ-グルカンを青く染色）

ビューファイバー イチバンボシ

穀粒断面（蛍光試薬でβ-グルカンを青く染色）

ビューファイバー イチバンボシ

食物繊維量

0.4

0.5

0.7

6.0

1.4

1.8

0.5

2.3

3.6

0 2 4 6 8 10

キャベツ

さつまいも

精白米

玄米

大麦（押麦）

＜五訂・日本食品標準成分表＞より　　　　　　　　　　（g/可食部100g）

水溶性 不溶性

「ビューファイバー」は、機能性成分の抽出
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、様々な
食品への高付加価値化が可能です。

機能性多糖含量

100%使用したシフォンケーキ

0

5

10

15

20

ビューファイバー イチバンボシ ビューファイバー イチバンボシ

含
有

率
 (
%
)

アラビノキシラン

β-グルカン

精麦原麦

機能性多糖含量

9.6%

7.3%

3.7%

5.8%

5.1%

12.0%
2.7%

3.9%

大麦には、日常の食生活で不足しがちな
食物繊維がたくさん含まれています

20
アラビノキシラン

β-グルカン

0

5

10

15

ビューファイバー イチバンボシ ビューファイバー イチバンボシ

含
有

率
 (
%
)

精麦原麦

玄米の約3倍、
白米の約20倍！
玄米の約3倍、
白米の約20倍！

機能性多糖含量

9.6%

7.3%

3.7%

5.8%

5.1%

12.0%
2.7%

3.9%

機能性多糖含量

9.6%

7.3%

3.7%

5.8%

5.1%

12.0%
2.7%

3.9%
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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 029-838-8260 www-nics@naro.affrc.go.jp

オオムギ縞萎縮病に抵抗性で中折れしにくい

麦茶用六条皮麦「カシマゴール」

○オオムギ縞萎縮病に強く、収量の多い
早生品種を導入したい。

○成熟期に中折れしにくい品種を導入し
たい。

「カシマゴール」は、オオムギ縞萎縮病
Ⅰ～Ⅲ型に完全抵抗性です。

「カシマゴール」は
こんなニーズのお役に

立ちます

作物研で育成した「カシマゴール」は、オオ
ムギ縞萎縮病Ⅰ～Ⅳ型に抵抗性を持ち、
成熟期に中折れしにくい麦茶用大麦です。
（2010年品種登録出願、農林認定申請）

麦茶粒の外観

カシマゴールは、成熟期の中折れをほとんど発
生しません。

カシマゴールは、カシマムギと同等の麦茶焙煎
適性を持ちます。

カシマゴールは、カシマムギ並の早生系統です。
穂数が多く、カシマムギよりも11％多収です。

カシマゴール カシマムギ

カシマゴール

カシマムギ

カシマゴール カシマムギ

カシマゴール カシマムギ
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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
粘りが たな食味で需要拡大が期待される。

精麦中に砕け難いなど精麦特性が優れる。
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
びうどんこ病に強い。
くて多収である。
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。

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 いぶき 2 並 皮 粳
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（しらたえ）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

はだか麦 H21 ビューファイバー 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

六条大麦 H21 はるしらね 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

作 88号

はだか麦 H21 キラリモチ 2 並 裸 糯
プロアントシアニジンフリー遺伝子(ant2 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

六条大麦 H22 カシマゴール 6 渦 皮 粳
早生で穂数が多く多数である。
大麦縞萎縮病（Ⅰ～Ⅲ型）に抵抗性である
成熟以降の稈の中折れが発生しにくい。

作物研 関東皮86号

H11 セツゲンモチ 6 並 皮 糯
もち性で あり、新
精麦白度が高く、
「ミノリムギ」よりも倒

2 並 皮 粳
大麦縞萎縮病及
早生で穂数が多
精麦品質と焼酎

長

大麦 H20 とちの
ant28遺伝子を有し、炊

こ病に抵抗性である。
物研 関東皮

8 )を持ち、炊飯

。
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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 

 

 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。醸造用と主食用では通常搗精麦が用いられるが、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 割を占める。大麦は小麦や米

と比べて食物繊維が多く含まれている。細胞壁多糖の構成成分であり食物繊維であるβ－

グルカンは、通常の品種では数％程度含まれる。炭水化物の他は蛋白質、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、 

 

表１ 穀物の一般成分（可食部 100g 当たり） 

食品名
水
分

た
ん
ぱ
く
質

脂
質

炭
水
化
物

灰
分

水
溶
性

不
溶
性

総
量

g g g g g g g g
七分つき押麦 14.0 10.9 2.1 72.1 0.9 6.3 4.0 10.3
押麦 14.0 6.2 1.3 77.8 0.7 6.0 3.6 9.6
薄力粉（1等） 14.0 8.0 1.7 75.9 0.4 1.2 1.3 2.5
中力粉（1等） 14.0 9.0 1.8 74.8 0.4 1.2 1.6 2.8
強力粉（1等） 14.5 11.7 1.8 71.6 0.4 1.2 1.5 2.7
玄米 15.5 6.8 2.7 73.8 1.2 0.7 2.3 3.0
精白米 15.5 6.1 0.9 77.1 0.4 Tr 0.5 0.5
コーンミール 14.0 8.3 4.0 72.4 1.3 0.6 7.4 8.0

（五訂増補日本食品標準成分表による）

食物繊維
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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。 

穀粒成分の含量は搗精歩留まりにより変化する。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るため、搗精歩留りが低くなるにつれて重

量当たりの含量は低下するが、成分により局在性が異なる。一方、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重量当たりの含量が高くなる。 

 

（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。搗精時間と蛋白質含量との関係は、品種間では相関が認められなか

った。水田作と畑作を比較すると畑作の蛋白質含量が高く、硝子率も高い傾向が認められ

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。SKCS 硬度は貯蔵蛋白質であるホルドイ

ンドリンの発現と関係があることが示唆されている。 

 

（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。 

浸
漬

発
芽

緑
麦
芽

麦
芽粉

砕
糖
化

麦
汁

発
酵

製麦

水
、

副
原
料

発酵

酵
母

ビ
ー
ル

原
麦

焙
燥

除
根

ホ
ッ
プ

煮
沸

濾
過

糖化

吸水速度
浸漬度

原麦水分
原麦蛋白質

発芽勢
水感受性

麦芽エキス
麦芽水分

麦芽全窒素
麦芽収量率

ジアスターゼ力
α-アミラーゼ

エキス収量
麦汁粘度
可溶性窒素
麦汁色度

コールバッハ数
麦汁β-グルカン

最終発酵度

 
図 1 ビールの製造工程と品質調査項目 
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（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。 

洗
麦
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水
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麹
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次
醪

二
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麹
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酵
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蒸
麦
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麦
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水
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膨
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性

麹
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図２ 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

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３ 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。 

 従来、主食用は粒食が一般的であり押麦や米粒麦等に加工さて米と一緒に炊飯して利用

されてきたが、一部には粉食としてはったい粉（麦こがし）を菓子原料に利用してきた。

近年では搗精粉や全粒粉を麺、パンや菓子に加工して利用する例も増えてきている。しか

し、粉食の加工適性については未解明であり、今後の課題である。 
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2010 年 12 月 16 日

麦の新しい栽培技術

《水稲との二毛作体系に向けた湿害対策と作業競合対策》

中央農業総合研究センター関東東海水田輪作研究チーム 渡邊和洋

平成 20 年 12 月に農林水産省が発表した「食料自給力の強化のための取組と食料自給率

50%のイメージ」によると，現状 40 ％の食糧自給率を 10%高める内訳として，2.5%分を

麦類の増産で達成することが謳われています．すなわち，平成 19 年度で 91 万トンの小麦

生産量を倍の 180 万トンに，同様に 20 万トンの大麦の生産量を 35 万トンに高める必要が

あります．

しかも，これまでは麦類を増産するといった場合，水稲の生産調整の一環で，転作作物

として増産が図られてきましたが，今回は，水田の裏作として二毛作体系での増産が明示

されています．すなわち，西日本を中心に現状で約 5 万 ha ある水稲裏作の麦類の作付を，

関東以西の全域において，約 36 万 ha にまで拡大することが求められています．

水稲の裏作として麦類の生産を拡大，あるいは地域によっては新規に導入する場合，い

くつかの解決すべき課題がありますが，特に重要になるのは次の２点です．第１には，こ

れはこれまでの転換畑についても言えることですが，湿害による減収，品質の低下を回避

するための対策技術です．第２には，二毛作化にともなって生じる水稲や大豆と言った夏

作物の栽培との作業競合を回避するための技術開発です．そして，これらをいかに低コス

トで実現するかも重要な課題です．

１．湿害対策

小麦と二条大麦の起源地は中央アジア，また六条大麦の起源地は中国の内陸部と考えら

れており，本来麦類はこのような乾燥した気候に適応した作物である．これに対し，我が

国において麦類増産の場となる水田は，湿性植物である稲を栽培するため保水性を重視し

たものになっています．当然，麦類にとっては生育に不適な環境であり，実際に水田ある

いは水田転換畑（以下，両者を含めて水田と記載）で麦類を栽培すると，大なり小なり湿

害が発生し，麦類が本来持っている生産ポテンシャルを十分発揮できずに，結果として収

量や子実の品質が低いものになっています．

(1) 湿害発生の様相と湿害回避の重要性

水田で麦類を栽培すると，発芽から栄養生長，幼穂形成，登熟に至るまでの全ての生育

期間で湿害が発生する危険性があります．いずれも収量や品質の低下につながりますが，

小麦について湿害の発生時期が生育や収量構成要素に及ぼす影響について第 1 図にまとめ
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た．

出芽不良によるある程度までの株数の減少は，生育期間の長い麦類では補償作用により

株あたりの穂数が増えるため収量に影響しないこともあるが，近年麦の播種時期にあたる

11 月頃に日降水量が 50mm を超えるような降雨があって田面が冠水に至り，出芽率が著

しく低くなる事態がしばしば発生するようになってきた．したがって，圃場表面の滞水を

速やかに排水できるよう排水対策を講じる必要があります．また，土壌水分が高いと地温

が上がりにくく，結果として出芽までの日数を長く要することになり，生育が遅れる原因

になったり，カビ等に侵される危険性も増加します．

一方，根の伸長抑制ならびに生理活性の低下は，水分過多と云うより根圏土壌中の酸素

不足が直接の原因である．したがって，単に地下水位面を下げることで土壌水分を下げる

だけでなく，土壌中の孔隙＝気相率を高める対策が必要である．保水性の高い水田土壌で

は，粘土鉱物が分散して緻密な構造になっているため，この点が特に重要になります．

また，春になり地温が上昇してきて土壌の還元化が進むと，根に障害が発生します．

さらに，湿害により十分に根が伸長できなかった麦は，登熟期の降水量が少ない条件に

遭うと，逆に乾燥ストレスを受けやすいと云うことも見逃せません．出穂期までに蓄積し

た同化産物を穂に転流させる性質を持つ稲とは異なり，麦類の子実重の増加は，もっぱら

出穂以降の同化産物でまかなわれます．したがって，湿害を受け根域が狭く，十分に水や

出芽不良
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窒素を吸収することのできない麦は，登熟期間の光合成速度が低下し，結果として収量は

少なくなり，また子実のタンパク含量も上がりません．さらに子実の充実度が下がると容

積重が低下するだけでなく，コムギでは子実中の胚乳の割合が小さくなり，相対的に種皮

の割合が大きくなるため灰分が高くなる傾向があります．

したがって，水田で麦類の高品質，多収生産を実現するためには，まず湿害回避のため

の対策が必要不可欠となります．排水対策は，「地下水位を下げること」と「降雨により

圃場にたまった水を速やかに排水すること」の 2 面から取り組む必要があります．

(2) ブロックローテーションで地域全体で地下水位を下げる

後段で圃場ごとの排水対策について述べますが，地下水位を下げるには圃場ごとの取組

では限界があります．地域ごとにブロックローテーションを組み，地下水を下げることが

必要です．このときブロックは排水路が境となるように設置します．

(3) 表面排水のための明渠

圃場にたまった水を排水するには，まず地表排水を確実に行うことが重要です．そのた

め圃場の周囲に額縁状の明渠を掘り，排水溝を確実に圃場外へつながねばなりません．通

常の水田用の排水口は高い位置にあるので，麦を作付けするときには明渠の底より低い位

置に排水口を別途設ける必要があります．

重粘な土壌の水田や麦の生育期間の降水量が多い地域などでは，圃場中にも適宜明渠を

掘ることが望ましいケースがあります．降水量の多い九州では，春の土入れ時に合わせて

明渠を掘ることが一般的になっています．また，このような条件の水田では，播種作業時

に同時に明渠を掘ったり，畝立てしたりできる播種機を使用するのも効果的です．これら

の播種機については後述します．さらに，農機が旋回する枕地は排水性が特に悪くなりや

すいので，枕地との境にも明渠を掘ると効果的な場合があります．

(4) 地下排水のための暗渠

圃場の基盤整備時に設置された本暗渠は地下排水の基本となるが，麦類のような畑作物

を栽培するには，本暗渠だけでは十分な排水効果は期待できないことが多い．そこで本暗

渠に直交する形に補助暗渠を設置して排水を促す必要があります．補助暗渠には，いわゆ

る弾丸暗渠の他，籾殻などの疎水材を充填するものもある．またこれらをサブソイラを用

いて施工すると心土破砕の効果も得られ，土壌の孔隙率の増加も期待できる．補助暗渠の

施工間隔は，作業効率も考えて一般には２～５ｍであるが，水の土壌中の横方向への移動

距離は 50cm 程度とも云われており，例年湿害の発生が認められるような圃場では，1m

程度の間隔で施工されることが望ましい．また，本暗渠が施工されていない圃場では，補

助暗渠は，上述した周囲明渠の底より浅くなるように施工し，明渠を経て圃場外へ確実に

排水されるようにする必要があります．
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(5) 新しい播種機の活用

全国の地域農研センターや都道府県農試で取り組まれた大豆 300A 研究では，水田転換

畑での大豆の苗立ち率の向上を主眼として，いくつかの播種機が開発された．このうち耕

うん同時畝立て播種機と小明渠作溝浅耕播種機を用いた播種法は，播種と同時に明渠が形

成されるとともに，播種位置が高くなることで地下水位面を相対的に下げることができる

ため，麦の湿害対策にも効果を発揮します．

《耕うん同時畝立て播種》

アップカットロータリの耕うん爪の方向を変えることで，耕耘と同時に畝立てを行いま

す．ロータリの後方に櫛状のスクリーンが設置されており，スクリーンを通り抜けられな

い大きな土塊がまず下に落ち，その上にスクリーンを通り抜けた細かい土塊が落ちるよう

に工夫されています．そのため播種位置の畝上部は種子と土壌の密着性が良く発芽に好適

なことに加え，畝下部は孔隙が大きくなり排水性が高まり，根の伸長が促進される特徴を

持ちます．

《小明渠作溝浅耕播種》

通常のダウンカットロータリの両側に溝切り用のディスクを配置し，排水溝を掘りなが

ら平畝を作ることができます．また，土壌表層を浅く起こし，前作の作物残渣が表層に多

く含まれるようにすることで，土壌表層にクラストが形成されにくくし，出芽阻害を防ぎ

ます．

《プラウ耕＋バーティカルハローシーダ》

これは，福島県南相馬市の高ライスセンターでの取組事例です．コムギ播種前にプラウ

耕を行い，その後バーティカルハローシーダで耕起同時播種を行います．この結果，耕う

ん同時畝立て播種の場合と同様に，播種床の土は細かく，下層の土壌は孔隙が大きな状態

を作れ，排水性が高まります．

(6) 麦栽培を見越した前作水稲の管理

土壌の物理性は，地下水位を下げ，排水性を改善しただけでは，すぐには改善しません．

したがって，前作の水稲栽培の時点から麦作に適した土壌作りを見越した管理をすること

も重要になります．

まず，後作に麦の栽培を予定している水田では，植え付け順序を早くするとともに，早

生品種を植え付けることで，水稲の収穫後，麦の植え付けまでの水田を干す期間をできる

だけ長く確保します．また，中干しを強めにすることも，機械作業を容易にするだけでな

く，土壌中の亀裂の形成を促進し，麦作時の排水性を高めます．

さらに乾田直播栽培を行うことで，代掻きを行う移植栽培や湛水直播栽培に比べて，土

壌の排水性が高まり，畑地化が進みます．
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(7) 地下水位制御システム（FOEAS）

地下水位制御システム(FOEAS）は，水位管理機，水位制御器，本暗渠(幹線パイプ，

支線パイプ)と弾丸暗渠(補助孔）からなり，水位管理機と水位制御器で設定された地下水

位を圃場全体均一に保てるよう設計された．これにより，無駄なく地下灌漑ができるよう

になり，また乾燥ストレスを受けやすい畑作物では，常時安定して水を供給できるように

なり，生産性の大幅な向上が期待されている．一方で，補助孔が 1m 間隔に設置されてい

るため，排水性にも優れており，湿害対策としても有効である．小麦についても，すでに

茨城県や山口県の FOEAS 施工水田で，従来の水田に比べて収量が大幅に高まったことが

報告されている．

２．作業競合の回避対策

初に紹介した「食料自給力の強化のための取組と食料自給率 50%のイメージ」では，

麦類生産のかなりの部分を水稲との二毛作で担うことが謳われているが，地域によっては

水稲と麦の切り替え時期の作業競合がきつくなり，全てを二毛作で対応することは困難で

あると考えられる．しかしこの場合でも，昨期がずれる大豆や飼料作物なども含めた水田

輪作体系を組み，できるだけ耕地利用率を 200 ％に近づけるようにすることが要求される．

いずれにせよ作物の切り替え時期に作業競合が発生するが，作業競合をできるだけ少な

くするためには，天候に左右されることなく作業計画通りに行える作業技術の導入が重要
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になります．ここではその一例として，不耕起播種技術について述べます．

１２不耕起播種

現在国内で市販されている不耕起播種機で麦作にも利用できるものには，中央農研セン

ターで開発したディスクカット式の汎用型不耕起播種機と愛知県農試が開発した不耕起 V

溝直播機があり，それぞれに特徴があるが，共通点は以下のとおりである．

第 1 には，降雨があったとき通常の耕うん播種機では砕土が困難になるため，雨が上が

った後も土壌がある程度乾燥するまでは作業を中断しなくてはならないのに対し，不耕起

播種機では比較的早い時期に作業を再開することができる点である．

第 2 には，耕うん作業を行わないことで地耐力が維持され，機械作業可能日数が長い．

また，水稲後のように水分含有率が高い条件でも田面に轍ができにくいため，表面排水性

が維持される．

第 3 には，植物の根や土壌の乾湿の繰り返しの結果形成された土壌中の孔隙が維持され

ることで地下排水性が高まる．また FOEAS を施工した水田では，補助孔の機能を維持し

やすいので不耕起播種との組み合わせが有利になる．ただし V 溝直播機の場合，水稲播

種前に冬期代掻きをすることがあり，この場合はその限りではありません．

また，第 2 の特長を活かして，立毛中の麦間に水稲を不耕起播種する方法も検討されて

おり，その意味からも不耕起播種は作業競合を回避する技術として期待できます．

ただし，土壌表面の水の浸透性は耕起播種に比べて劣るので，明渠や暗渠などの排水対

策は必ず実施される必要があります．
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麦作における雑草防除：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（鈴木ら 2010）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）。発生密度に

応じた体系処理の効果，経済性の検討が求められる。 

 

２−２．ヤエムグラ（Galium spurium） 
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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

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。グンバイナズナ，クジラグサ，ヒメアマナズナに対しては播種後土壌処理剤による防除

が有効であり，湛水土中で種子が死滅しやすいことが確認されている（青木ら 2011 予定）。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）。セリ科雑草のノハラジャクについては，トリフルラリン，リニュロン両剤の効果が

劣ることが現地調査から示唆されている（岡田・浅井 2010）。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ことから，土壌処理剤のみでは効果が不足すると

予想されるものの，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。ソバカズラはつる性で，麦類に絡みつき，収穫時に倒伏を招くことも

ある。 

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。 
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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。 

 

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
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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。 

 

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＞ 

－50－



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。 

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

葉耳はあっても短く奇形 葉鞘は平滑で基部は赤い 葉身下面光沢
上面脈打つ

葉身先端は舳先状

葉鞘ざらつく 葉身ざらつく

 ホソムギ
 （ペレニアルライグラス）

 カモガヤ*
 （オーチャードグラス）

葉舌は切形で短い

葉舌は先が尖り長い

葉鞘平滑 葉身ざらつく  ナガハグサ*
 （ケンタッキーブルーグラス）

葉鞘ざらつく

葉鞘平滑

葉身下面光沢

スズメノカタビラ

 オオスズメノカタビラ

葉
耳
あ
り

葉
耳
な
し

葉耳は丸い～三日月型
縁に短毛

葉耳は茎を抱き重なる

葉耳は茎を抱く～丸い

葉耳は茎を抱き，縁に毛がある

葉舌は切形で厚い 葉鞘平滑，基部赤い
葉身上面基部に毛

下面光沢
葉縁ざらつく  オニウシノケグサ

 （トールフェスク）

葉鞘は平滑で基部赤い 葉身平滑，下面光沢
ネズミムギ
（イタリアンライグラス）

葉鞘平滑 葉身平滑 葉身は右回りに捻れる オオムギ

葉鞘は無毛または短毛 葉身ざらつく 葉身は右回りに捻れる コムギ

葉耳は茎を抱く 葉鞘は短軟毛を密生 葉身ざらつく 葉縁ざらつく  シバムギ*

葉耳は爪状 葉鞘は密毛～無毛白粉 葉身ざらつく  アオカモジグサ /カモジグサ

葉耳はわずかにあり 葉鞘は白毛 葉身上面ざらつき下面平滑
有毛または無毛

葉身は右回りに捻れる ライムギ

葉鞘は白毛密生

葉鞘は毛疎ら

葉鞘は平滑

葉舌は先尖り
有距歯，長毛縁 葉身両面有毛，葉縁ざらつく  イヌムギ
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葉舌は切形で厚い 葉身葉縁ざらつく
上面脈打つ

葉舌は円形～先尖る
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葉身ざらつく

葉身平滑
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 オオアワガエリ*
 （チモシー）

 コヌカグサ*
 （レッドトップ）

葉身明緑色でやや幅広，根は白色

葉身緑色でやや幅狭い，根は赤褐色を帯びる

カズノコグサ

スズメノテッポウ

葉身先端は舳先状
にならない

葉耳なし

エンバク
Avena sativa

護穎背面無毛で稜あり

図－１：麦類および主要冬緑イネ科雑草幼植物の葉の形態による検索．
太字は栽培麦類，（　）内は英名，＊は寒冷地以北に多い草種，下線は多年生，点線部分は穂の形態

＜新葉は二つ折りで抽出＞

＜新葉は巻いて抽出＞
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していると考えられる。香川県で多発が確認され（藤田ら 2010），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
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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。同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く，プロスルホカ

ルブ剤はトリフルラリン剤と同等以上の効果を示すことが確認されている（浅井・與語 2010）。現地ほ

場での効果の確認が期待される。 

 

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

繁殖し，後述するコヌカグサ（レッドトップ）と同様，小麦の連作ほ場で問題となる。侵入ほ場では小

麦播種前の非選択性除草剤による防除が求められる。 

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。ほ場周辺部に侵入することがあるが，全面に蔓延することはない。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
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込みは翌年の発生抑制には効果が高い（青木・戸田 2000; 金井 2002）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（浅井ら 2010）。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・與語 2010），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。 

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。 
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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

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。関東地域においても確認されている（大谷 2010）。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。2010 年から登録，販売された新規剤について，販売メーカーの技術

資料を参考に，様々な条件での効果実証が期待される。 

 

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，後者は 2010 年に農薬登録された。現地での効果実証が期待される。 

 

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

2010 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，チオカーバ

メート系等，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
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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

とした記述であるが，広葉雑草の場合は，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（下表）。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

第４表　ネズミムギ発生量に関する達観調査の査定基準とネズミムギの相対植被率，個体数，全乾物重およびコムギ減収率の関係

ネズミムギ コムギ

査定ランク 査定基準（ネズミムギの発生状況） 　相対植被率 個体数  全乾物重 減収率

％ /㎡ g/㎡ ％

無 なし

微 ネズミムギが部分的に散見

少 ネズミムギが全体に散見 30 (20-41) 8.5 （2.2-18.7） 130.0 (86.0-180.7) 8.2 (0-24.7)

中 ネズミムギが全体に目立つがコムギは見える 51 (37-65) 15.9 (7.0-25.3) 185.3 (86.2-273.0) 14.9 (-10.0-37.8)

多 ネズミムギによりコムギが部分的に見えない 65 (58-71) 35.7 (20.0-48.0) 356.5 (228.2-452.6) 40.9 (23.7-54.6)

甚 ネズミムギによりコムギが見えない 82 (67-96) 50.8 (35.7-79.3) 558.9 (428.7-732.6) 68.5 (55.7-75.1)

ネズミムギの相対植被率は2007年のデジタル画像より算出した。( )内の数値は95％信頼区間。

ネズミムギの個体数，全乾物重，およびコムギ減収率は2004年～2007年の平均値。( )内の数値は年次平均のレンジ。

コドラート調査では「無」と「微」を区別できなかったため，「無・微」とした。

04 (0-8) 0.8 8.8 (0-17.6)
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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

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（付表）。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

－57－



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

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 2009，参考資料)。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。モニタリングにおいてはできれば達観評価とあわせて土中種子密度の調査もお

こなうのが望ましい。診断手法全般については小林・渡邊(2010)，麦作のイネ科雑草については浅井ら

(2010)の総説が参考になる。 

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
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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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参考資料 

雑草動態モデルの作成と活用 

http://cse.naro.affrc.go.jp/masai/weedmodel.html 
概要 

WeedModel は耕地雑草の個体群の変化をグラフ表示する簡易シミュレーションシートです．Microsoft 

Excel 2004 のデータファイルですから，Excel（Windows 版または Macintosh 版）で動作します． 

栽培体系や防除手段が雑草の増減に与える影響を試算し，総合的雑草防除の立案を支援したり，個体群

動態のパラメータ推定をするためのツールとして利用できます． 

 

重要 

データ入力と結果の解釈は必ず雑草の生態と防除について基礎知識のある方がおこなってください（単

に学習のため使用する場合を除く）． 

 

ReadMe シートの説明を全部読み，十分に理解した上で使用してください． 

 

WeedModel 1.04 

 

注意 

このファイルは WeedModel ver.1.04 です．本バージョンは暫定版なので二次配布を禁止します． 

重要：データ入力と結果の解釈は必ず雑草の生態と防除について基礎知識のある方が行ってください．（単

に学習のために使用する場合を除く）． 

以下の説明を読み，十分理解した上で使用してください． 

 

概要 

個体群動態パラメータをもとにして，雑草の増減を変化をグラフ表示する簡易シートです．ver. 1.0 では代

表的な水田輪作，米麦二毛作，麦作の総合的防除を想定し，さまざまな草種の埋土種子量と成熟個体数の経

年変化を試算します． 

 

動作環境 

Microsoft(R) Excel 2004 for Mac のブックですから，Excel 2003 以降で読み込めば動作します．Windows

版ではフォントの関係で表示のずれる部分があるかもしれません． 

 

著作権と使用条件 

農業・食品産業技術総合研究機構 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の

浅井元朗が農研機構交付金プロジェクト「総合的雑草管理」もとで作成したので著作権は浅井にあります． 

製作にアイディアと労力を費やしたとはいえ，独占的な使用を主張するものではありません．したがって

free software としてどなたでも自由に使っていただいて結構です．ただし，以下の条件があります． 

1)何らかの実用的な用途に使用する場合は必ず事前にお知らせ下さい．個人的な学習以外の目的に連絡無く

無断で使用された場合，または連絡されても使用法等が著しく不適切な場合は使用をお断りすることがあり

ます． 

2)これを使用した仕事を何らかの形で発表するときには，使用した旨をクレジットしてくださるようお願い

いたします． 

3)使用に当たって，計算式の一部を変更したり，パラメータを追加する際には必ずお知らせ下さい．変更の

ない場合でも使用した感想や，不都合な点，バグ，改良のアイディアなどをお知らせ下さい．これらはユー

ザ共有の財産としてモデルの発展に活かしていきます．また，差し支えなければ，改訂版のマニュアルにな

お，フォントの位置や種類，サイズ，グラフの記号などの変更についてはこの限りではありません． 

4)本シートは逐次，改訂を加えていきます．ユーザ登録された方にはメールにて改訂のお知らせをお送りし

ます．使用にあたっては必ず最新バージョンを用いてください． 

5)これを使用したために何らかの損害が発生しても，作者および作者が所属する組織・団体は一切責任を負

いません． 

6)他に再配布しないでください． 
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次のシートがあります． 

説明 説明書（このシート） 

水田輪作 大豆連作，大豆ー水稲，大豆ー水稲ー水稲，水稲連作の４体系での畑雑草の増減を試算

し，結果をグラフ上に出力します． 

水田輪作（不確実性） 「水田輪作」のシートにパラメータの確率的変動を加えて試算しています．乱

数を用いて指定した範囲でパラメータの値を決定するので，再計算する度に異なる出力が得られます．

緑色のセルに確率変動を加味した計算式が入っています． 

田畑共通 「水田輪作」のシートを拡張して，水田雑草，畑雑草の双方に対応できるシートです． 

麦総合防除 麦類連作での夏作期の管理変更による雑草の増減を試算し，結果をグラフ上に出力しま

す． 

麦総合防除（不確実性） 「水田輪作（不確実性）」と同じです 

米麦二毛作 麦類連作（夏期は休耕），麦類ー水稲，水稲連作の３体系での冬生雑草の増減を試算し，

結果をグラフ上に出力します． 

米麦二毛作（不確実性） 「水田輪作（不確実性）」と同じです． 

モデルの仮定とパラメータに関する解説 

入力パラメータは年間の実際の事象順に上から下に配列しています． 

「水田輪作」のシートを例に説明します． 

 

初期の埋土種子 

m2あたりの種子密度を入力します． 

便宜的に「出芽可能層」「出芽不可能層」としています．例えば，雑草の侵入初期に地表面のみに種

子が存在する場合，「出芽可能層」＝1000，などとするのが入門的な使い方です． 
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雑草の種類によって，出芽可能深度は異なります．一般的に，種子サイズが大きいほど出芽可能深度

は深くなります（図参照）．ですから，「可能層」「不可能層」が具体的に何 cm 以上，以下なのかは草種

によって異なります．10cm 以上，以下と想定すれば，ほとんどの草種にあてはまります．ただしこれ

は，次の耕起による土中垂直分布の変化を考えると不都合が生じます．また，地表面近くの種子の挙動

や運命がそれより深い位置の種子とは大きく異なるであろうことも考慮に入れるべきかもしれません．

深度別の出芽割合や，土壌の硬軟によるその変化に関する

定量的なデータが蓄積され，「出芽可能層」ではなく，

「0-1cm」「1-5cm」「5-10cm」「10-20cm」 といった区切りで

データの解析や試算をすることが望ましいことです．便宜

的に，としたのはそういう意味です． 

 

耕起による種子の垂直移動率 

耕起によって種子の土中垂直分布が変化する確率です．

初期設定では Moss ら(1990)のデータを引用した値を入れ

ています．「浅い層→深い層」＝0.2 というのは，耕起によ

って層（出芽可能層）の種子の 2 割が深い層（出芽不可能

層）に移動し，8 割はそのまま浅い層に残ることを意味し

ます．また，「深い層→浅い層」=0.05 というのは，深い層

の種子の 5%が浅い層に移動し，95％は深い層に残ることを

示します．これは通常のロータリー耕を想定した値です．

プラウ耕や他の耕起作業では異なる値になります．プラウ

耕の場合，「浅い層→深い層」=0.95，「深い層→浅い層」＝0.35 というデータがあります． 

 

代掻きによる種子の垂直移動率 

代掻きによって種子の土中垂直分布が変化する確率です．この実測データは 2008 年現在，存在しま

せん．そのため，“もっともらしい”数値を初期値として入れています．“もっともらしい”の前提は， 

1)雑草種子は土粒より比重が軽いため，代掻き後はより表層への分布率が高まるはず 

2)丁寧な代掻きほど沈降速度が遅くなると考えられるので，荒代よりも本代作業の方が表層への分布率

が高いはず， 

3)比重が関係しない畑条件での耕起作業よりも表層に集まる率が高いはず 

という点を考慮した仮の数値です． 

現在のモデルでは，ある程度の範囲でこの数値を変化させても，動態に大きな影響を及ぼすことは確

認されていません．しかし，クサネム，アメリカセンダングサ，カズノコグサといった種子が浮遊しや

すい草種が，実際にどの程度，代掻きによって種子の土中分布が変わるのかを確認することはその後の

出芽数を推定するために重要です．また，代掻き以外でも，機械除草などで湛水期に土壌を撹拌した場

合，作業後に表層に雑草種子が集中すると予想されます．コナギではそれがその後の動態に大きな影響

があると考えられます． 

 

出芽率 

埋土種子から出芽する種子の割合です．0.2 であれば，出芽可能層の種子のうち 20％がその年に出芽

することを示します．このセルは計算式には引用されていませんので，どんな値を入れても，結果に反

映されません．本モデルでは，出芽時期別に幼植物の繁殖成功が異なると仮定し，出芽時期を以下の３

つに分割しています． 

 

１．作物播種前（出芽１） 

２．土壌処理剤効果持続期間内（出芽２） 

３．土壌処理剤効果切れ後（出芽３） 

 

ムギ作雑草カラスムギを例に取ってみましょう（図）． 

シートの「大豆」のセルでは，出芽１=0.02，出芽２=0.15，出芽３=0.03 と入力してあります．

0.02+0.15+0.3=0.2 で，その年の総出芽率と一致します．土中の出芽可能種子のうち，2%が作物播種前
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に出芽し，15%が土壌処理剤の効果持続期間内，

3%がその後に出芽すると仮定したものです．

1,2,3 の配分を変えることで，草種ごとの，栽

培体系ごとの出芽パターンの違いを表現する

ことができます．たとえば，播種後１ヶ月間に

出芽が集中する場合には 0.01，0.18，0.01 と

いった値になるでしょうし，出芽がだらつく場

合には，0.02，0.10，0.08 といった値になる

でしょう．「水稲」のセルでは，0.02，0，0 と

なっています．これは入水前に土中種子の 2%

が出芽し，湛水後は出芽しないことを示します． 

 

耕起/非選択性除草剤による死滅率 

作物播種前に出芽した幼植物（出芽１）は通

常，播種前の耕起作業や，その前の非選択性茎

葉処理剤で防除します．このセルには１，つま

り 100%死滅・完全防除を仮定した数値を入れ

ています．試しに 1 以下の数値（播種前の出芽

個体を取りこぼす）を入力してみて下さい．そ

の後の密度が大幅に増加してしまいます． 

 

除草剤の効果 

播種後出芽前の土壌処理剤と生育期の茎葉処理剤の効果をそれぞれ別に数値化しています．当該セル

の 0.99は土壌処理剤による 99％枯殺を，0.8は茎葉処理剤による 80％枯殺を示しています．“出芽２”

集団は土壌処理剤と茎葉処理剤の両方の影響を受け，“出芽３”集団は茎葉処理の効果のみを受ける設

定にしています．つまり，土壌処理剤の効果を免れて生残した 1%の“出芽１”集団の 80%が茎葉処理剤

の効果で死滅するという仮定です． 

しかし，土壌処理剤の効果を受けなかった，出芽時期の早い個体は茎葉処理剤の適期には葉齢限界を

超えている可能性もあります．その場合には，茎葉処理剤の効果の数値と体系処理の効果の前提を変え

た計算式にする方がより現実に近い試算になるでしょう． 

 

途中の枯死 

作物の庇陰や競合によって生育途中で枯死する “出芽３” 個体の割合です．将来，カバークロップ

やリビングマルチ条件での雑草動態を試算する場合，このパラメータが重要となると考えられます． 

 

種子生産量 

雑草の出芽時期が早いほど，個体サイズが大きくなり，

その結果，より多数の種子を生産します．しかし，一定面

積内の生育量には限界があり，密度が高すぎると逆に個体

あたりの種子生産量は減少します（図）．面積あたりの個体

数と種子生産量には下式のような関係が成り立つとされて

います． 

 Si：出芽 i 集団の種子生産数 

 Smaxi：出芽 i 集団の個体あたり最大種子生産数 

 Amaxi：出芽 i 集団の面積あたり最大種子生産数 

 di：個体密度 個体密度と種子生産量，出芽時期との関係
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種子食害率 

地表面に落ちた雑草の種子は，齧歯類，鳥類，節足動物による食害によって減少します．食害の程度

は季節や，不耕起期間，周辺環境によって異なると考えられます．夏秋期は節足動物による摂食圧が高

く，降霜後，節足動物の活動が停止した冬春期には鳥類による摂食圧が高まると考えられます．種子食

動物の繁殖地，居住地である農地周辺の草地面積が種子食者の密度を大きく左右するはずです．たとえ

ば，周辺に採草地が存在する耕地や，畦畔面積比の高い農地，不耕起栽培を取り入れた輪作では摂食の

影響が大きくなると考えられます． 

「水田輪作」シートでは種子生産後（作物収穫後）に秋耕され，種子が土中に埋没されることを想定

しているため，低い値(0.01)としています．秋耕をせずに冬期に不耕起状態で維持した場合，どの程度

種子が減少するかについては今後のデータ蓄積が必要です． 

 

年内の出芽率 

生産された種子が越冬前に発芽し，枯死してしまう割合です．これも初期値では低い値(0.01)として

おり，通常は無視してよいかもしれません．ただし，冬生一年生草種が夏までに発芽・出芽して種子生

産に至る前に枯死することは珍しくありません．また，石灰窒素処理による休眠覚醒・出芽促進効果を

評価する場合には必要なパラメータとなるでしょう． 

 

土中の種子死滅率 

出芽しなかった種子が土中で何割死滅するかの値です．土

壌環境や管理条件に変動がないならば，生存種子は指数関数

的に減少し，その割合は草種ごとに異なるとされています

（図）．初期値では大豆期，水稲期ともに 0.25 としています．

年に 25%ずつ死亡する場合，1/100 に減少するのに 16 年要す

ることになります． 

一般的にはイネ科の草種は死滅率が高く，種子サイズの小さ

い広葉草種（風散布型のキク科を除く）は死滅率が低いとさ

れています． 湛水土中で死亡率が高い草種では水稲期のセル

により高い値を入力すればよいです． さまざまなデータを入

れて，経年変化の違いを確認してみましょう．従来言われて

きた，“田畑輪換は理想的な耕種的防除”とか，“雑草種子

は寿命が長い”というのはデータによる裏付けの乏しい俗説

に過ぎないことがわかると思います． 

 

不確実性 

パラメータの値は毎年一定ではありえませ

ん．ある分布幅を持つ確率変数ととらえるべき

です（図）．どのパラメータがどんな分布型を

持つのか，というほどのデータは蓄積されてい

ません．（不確実性）のシートでは，緑色の文

字のセルで正規分布乱数を用いて毎回異なる

値を発生させています．正規分布乱数を生成さ

せるには標準偏差を指定する必要があり，この

値は当該セルに隣接した下線の数値です．パラ

メータの値が 0 以下，1 以上とならないような

工夫を施す必要があります．経年変化の試算は

乱数によって生成された新たなパラメータの

組合せごとに毎回異なる出力となります． 
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資料の取扱いについて 

 

本資料掲載の研究成果等については未公開のものもある 

ので、複製、転載および引用にあたっては、かならず原 

著者の了承を得た上で利用されたい。 
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