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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

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
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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
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(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
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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。

5



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｡
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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
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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
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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>

・
・
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（５）製パン試験法

パンの種類、製パン法には様々なものがあるが、最も一般的に行われている小麦粉の製

パン適性を評価する、食パン（山形食パン）の直捏法による試験方法について紹介する。

① 料配合

小麦粉：100、ドライイースト：1.2（または圧搾酵母：２）、しょ糖：５、食塩：２、

ショートニング：５、ビタミンＣ：０または 0.003、水（脱イオン水）：適量

②製パン工程

ⅰ．ミキシング

小麦粉および水は試験前日に準備をし、30℃の恒温器等で保存する。

酵母、しょ糖および食塩は予め加水する水の一部を用いて溶解しておく。ミキサーボー

ル中に小麦粉を加え、残りの使用水で溶解に用いた容器内を洗うようにして小麦粉に加え、

さらにショートニングを加える。ビタミンＣを使用する場合は当日 0.3％水溶液を作り、必

要量をミキサーボール内に入れる。全材料を入れた後、生地が十分に伸びるまでミキシン

グを行う。生地が硬いよう

ならば、多少加水する。捏

ね上げ生地温度は約 28℃

になるように調整する。こ

の後連続的に作業を行うの

で、作業工程の時間がダブ

ることもあり混乱を避ける

ため、ミキシング時間以降

作業が終了した時間を調査

用紙に書き込む。

ⅱ．一次発酵

捏ね上がった生地を丸め、ボールに入れ、

乾かないように濡れ布巾をかけ、30℃の恒

温器内で 70 分（ビタミンＣ使用の場合は

50 分）の一次発酵を行う。

ⅲ．二次発酵

一次発酵後、生地のガス抜きを行い、も

う一度生地を丸め、ボールに入れ、乾かな

いように濡れ布巾をかけ、30℃の恒温器内

で 30 分の二次発酵を行う。

写真１ ミキシング中の生地

写真２ 最適ミキシング状態の生地

写真３ 恒温器内で発酵中の生地
実際には濡れ布巾が掛かっている
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ⅳ．分割・丸め・ベンチタイム

発酵終了後、生地を決めた重量

に分割し、丸めを行ってから、30℃

の恒温器内で15分のベンチタイム

を取る。生地を分割する際は生地

の傷みを軽減するため、速やかに

行う。

ⅴ．成型・最終発酵

分割した生地をモルダー等により成型後、パン型に入れ、38℃、ＲＨ85％のホイロ内で

55 分の最終発酵を行う。パン型に入れる際には生地

の合わせ目が下

になるようにす

る。また、生地を

一定時間発酵さ

せるのでなく、同

じ大きさまで膨

らませてから、焼

成する方法もあ

る。

ⅵ．焼成

最終発酵終了後、オー

ブンで焼成を行う。生地

量・オーブンの種類によ

り焼成時間は異なるので、

気をつける。

写真４ 分割後の生地

写真５ 成型後の生地
焦げ付かないように型には
ショートニングを塗っておく。

写真６ ホイロ内の生地
順番等を間違えないようにする。

写真７ 焼成中の生地
順番等を間違えないようにする。
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ⅶ．評価

焼成後、室温で 1 時間あら熱をとり、パンの体積・重量を測定する。その後、乾燥しな

いようにビニール袋に入れ、翌日パンの評価を行う。

写真８ 評価用に切断したパン
外観の評価を終了後、内相の評価を行う。

平成 年 月 日
供試材料名 １． ２． ３． ４． ５． ６．

（％）
(cc)

生地重量
仕込み終 ○時●分 ○時●分 ○時●分 ○時●分 ○時●分 ○時●分

第一 （ 分） ○時●分 ○時●分 ○時●分 ○時●分 ○時●分 ○時●分
第二 （ 分） ○時●分 ○時●分 ○時●分 ○時●分 ○時●分 ○時●分
ベンチ （ 分） ○時●分 ○時●分 ○時●分 ○時●分 ○時●分 ○時●分
ホイロ （ 分） ○時●分 ○時●分 ○時●分 ○時●分 ○時●分 ○時●分

焼成
発酵所要時間

生地の状態
体積 (cc)
重量 (g)
比容積 cc/g
比容積 (30)
外皮色 (10)
形均整 ( 5)
外皮質 ( 5)
すだち (10)
内部色 ( 5)
香り (15)
味 (15)
触感 ( 5)
合計 (100)
コメント
パン評価の（）内数字はそれぞれの調査項目の最高配点を示す。

製パン試験（直捏法）

製
パ
ン
工
程

パ
ン

パ
ン
の
評
価

吸
水

発
酵

調査様式の一例

供試材料の最初に比較となる小
麦粉を入れることが多い。
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最近の小麦を巡る情勢 
作物研究所 麦研究領域長 小田俊介 

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、食料自給率を最大限向

上させることが必要不可欠であるという考えのもと、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。 
 食料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 年度から、畑作物への戸別所得制度の導入が

行われている。 
 
２.麦生産と国内産麦利用の現状 
 1945 年産からの栽培面積の推移を、図に示した（麦の生産に関する資料 農林水産省生

産局生産流通課 平成 2４年３月から作成）。小麦の栽培面積は、水田における本作化が推

進された 1999 年産以降増加傾向にあったが、2002 年産からの栽培面積はほぼ一定で推移

している。 
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いる。そ

の原因の多くは、成熟期の雨害（赤かび病、穂発芽）であり、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。 
 
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 14％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 70％近い。一方、156 万ｔと最も消費量の多いパ

ン用や、120 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６％程度であり、ほとんどを外国産小麦に頼っている。 
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 現在、国内産麦には民間流通制度が導入されており、2007 年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、播種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。 
 
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)」、

0.6% 

6.3% 21.1% 

70.5% 

1.2% 50.0% 

35.0% 

0.0% 

全体 14.3% 
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「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。 
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 

・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･ニツポン(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(2010～2012 年度） 
・革新的低コストプロ（2013～） 

 
 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（オーストラリア・スタンダ

ード・ホワイト）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。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。 
 
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（水田底力プロ）」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、生産性の向上と食糊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
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きい。本プロジェクトでは、これまでの高品質な麦類の品穂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料自

給率の向上と食織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」によると、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・農村の疲弊が危棋されて

いる。 
 農林水産省では「攻めの農林水産業」の展開を検討している。その中では、①生産現場

の強化、②需要フロンティアの拡大、③バリューチェーンの構築（６次産業化による農林

水産物・食品の高付加価値化等）が戦略として挙げられている。特に③バリューチェーン

の構築では、「強み」のある農林水産物づくりのために「我が国の農業の強みを活かすため

の新品種・新技術の開発・保護・普及方針の策定等に取り組む」こととしている。このこ

とから、今後試験研究の成果の農業現場への普及の重要性がより高まることが想定される。 
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麦類の生育･収量に及ぼす FOEAS の効果

中央農業総合研究センター 生産体系研究領域（東海水田輪作） 渡邊和洋

FOEAS（地下水位制御システム）が開発されて 10 年が経過し，すでに全国で 5550ha

の事業採択があり，2900ha で施工済み，または施工中である（2012 年 11 月現在）。また，

多くの自治体や独法の農業試験場でも研究が進みつつあります。本研修に参加されている

皆様の多くも，第 1 図に示したような FOEAS の構成図を思い浮かべることは容易なこと

と思います。そしてこの FOEAS を用いることで，乾直水稲やダイズなどの水田転換作物

の生育に適した地下水位制御により，その安定多収を実現する技術であることは周知の通

りです。

今回の講義においても，FOEAS の構造や機能について，また麦作に対する FOEAS の具

体的な効果について紹介していきますが，特定の作物の栽培のための道具としてだけでは

なく，営農システムとしての観点からも FOEAS を論じてまいります。

なお，FOEAS の原義は，「Farm-Oriented Enhanced Aquatic System」です。

第1図 FOEASの構成と地下水位制御時の水の流れ．

10m

10m

補助孔間隔は1m
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１．FOEASの目指すもの

水を湛ることを目的に培われてきた水田であるが，1970 年からの水稲の生産調整に伴

い，転作による麦やダイズなどの作付が求められるようになった。さらに近年は，自給率

の低い麦やダイズの生産を増加させることが政策目標とされている。また，生産コストを

抑えるため農業経営の大規模化が進められているが，水稲の単作では作業競合のため規模

拡大には限界があり，さらなる収益性の向上のためには，作期の異なる作物を導入した複

合化が必要である。それにもかかわらず，水田における麦･ダイズの作付率は 20%程度に

止まっている現状がある。その要因は，生産物価格の低迷による部分も大きいが，生産自

体が低水準かつ不安定であることが上げられる。排水不良は，湿害による減収をもたらす

だけでなく，地耐力不足から大型農機の使用を制限し，効率的な生産の妨げにもなってい

る。これまでも，排水対策として暗渠の施工や排水路の整備などが実施されてきたが，当

初は水稲作時の落水を早めて地耐力を高め，コンバイン等の農機の導入を容易にすること

が主眼となっており，水田の機能を活かした畑作物の栽培条件の向上の視点はあまり重要

視されていなかった。

畑作物と云えども，その成長，生育には多量の水を必要とする。特に夏期間に生育する

ダイズなどでは，水不足が生産の大きな制限要因，不安定要因となっている。幸い水田は

灌漑設備を備えており，その効果的な利用法が期待できる。これまでも既存の暗渠を活用

した地下灌漑について検討されてきたが，適切な地下水位を保つこと，および作土層の水

分条件を均一なものにすることが困難であった。また，仮に地下灌漑が可能になったとし

ても，それに必要とする用水を十分に確保することが困難な側面もあるため，水稲作付時

の用水量を節約し，トータルでの用水量を確保する技術を確立する必要もある。

第1表　FOEAS導入の効果

①

②

③

④ 上記の状態で稲刈りまで推移することで，コンバイン収穫に必要な地耐力も確保できる。

⑤ 水稲のカドミウム吸収抑制技術として，出穂後の深水管理がある。中干しを行わない水管理はこの効果を期待できる。

⑥ 給水側に設置する給水栓枡内の地下給水口からも田面排水ができ，迅速な排水が行える。

⑦ 水田の湛水深をあらかじめ定めた水位で自動的に調整することができるため，掛け流しが防止できる。

① 湿害と干ばつを回避でき，作物の安定生産が図られる。

②

③ 水田を過乾燥にすると地力は極端に低下するが，地下灌漑で適度の土壌水分を維持するため地力維持が可能となる。

④

⑤ 給水側に設置する給水栓枡内の地下給水口からも排水ができ，迅速な排水が行える。

⑥

藤森･小野寺編著(2012），「FOEAS 導入と活用のポイント」より転載．

稲
作
時

畑
作
時

導入効果

適度な土壌水分を維持できることで，無代かき移植や乾田直播が可能となる。これにより代かきが不要となるため濁水による
下流域での汚染が発生しない。また，代かきを行わないと土壌が還元状態になりにくいことから中干しが不要となり，湛水の維
持により冷害を回避できる。

中干し期に落水した場合，排水路側が過乾燥，用水路側は湿潤な状態となるが，地下水位を-20cm程度に保つことで水田全
体が均一に乾く。

中干し後に水を入れると過乾燥状態で急激に湛水するため，稲の根は酸素不足で根腐れを起こす。そこで間断灌漑が行われ
ているが，これは多くの水と労力を必要とする。過乾燥状態になった水田は畦畔亀裂やネズミ･モグラ穴等が発生し，漏水も多
くなり，極端に水の使用量が増加したり，肥料や農薬が流出しその効果を損失する恐れがある。中干し後に田面下10cm程度
で水位を維持すれば，田面に水がなくとも根に酸素を供給しながら，生育に必要な水を供給することが可能となる。

転作を続けると畦畔や下層土に亀裂が入り，水田に戻したときには水もちが悪くなるが，地下灌漑により下層土の乾燥が抑制
され，水田としての機能が持続する。

水田で畑作物を連作すると畑雑草や病気･害虫，連作障害等が発生するが，田畑輪換によって回避され，理想的な畑作が可
能になる。

地表灌漑を行うと，畑作に必要な土壌の団粒構造を壊す恐れがある。また，播種･定植時における種子や苗の流亡，スプリン
クラー灌漑におこりがちな飛散水滴による幼苗の物理的被害，飛散土粒子や菌の付着が発生するが，地下灌漑はこれらを回
避できる。
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さらに，水田を畑状態で管理することで下層土壌まで乾燥が進むと，過度に亀裂の形成

が進み，復田する際に水持ちが低下したり，有機物の分解が急激に進み，地力が減耗する

ことが指摘されている。したがって，転換畑期間においても，下層土壌を適度な水分状態

に保つことも重要である。

すなわち，灌漑施設を備えた水田は，土壌の水分状態を適切に管理できるようにさえで

きれば，極めて生産性の高い農産物の生産基盤と言える。FOEAS とは，この土壌水分管

理を簡便かつ安価に実現し，水田の汎用利用を図る営農システムである。

第 1 表に，FOEAS 導入によって期待される効果を示した。このように，水稲，野菜を

含む畑作物ともに様々な効果が期待できるが，田畑輪換を効率的に進め，生産性の向上と

規模拡大を通じて生産者の収益性を高めることが最大の効果と言えるのではないでしょう

か。

２．FOEASの特徴

第 1 図に示したように，FOEAS は地下に埋設される管路網と用水供給施設，水位制御

器で構成される。

(1) 管路網：幹線パイプ，支線パイプ，補助孔

管路は，埋設深 60cm（パイプ上端 50cm），敷設間隔 10m 程度で水平に施工される有孔

管による幹線･支線パイプ，およびこれと直交して標準的な掘削深 40cm，間隔 1m で施工

される補助孔からなる。幹線･支線パイプの周囲と上部には疎水材が充填され，これを介

して補助孔に水が供給される。幹線パイプに用いられる有孔管はφ 100mm と大口径であ

り，灌漑水中に含まれる泥等を一時的に管内に沈殿させ，支線パイプや補助孔により清澄

な水を供給する。なお，パイプ中に沈殿した泥等は，定期的に水位制御器を開放の上，大

量の水を通水することで容易に洗浄できる。

また，幹線･支線パイプが水平に設置されていることも FOEAS の大きな特徴である。

この結果，排水口の深さも-60cm で十分である。従来の暗渠では，施工深が-70cm で，し

かも 1/500 程度の勾配が施されているため，長辺が 100m の圃場では，排水口の深さは-

90cm となっていたことに比べ，排水路の深さを大幅に浅くすることが可能である。この

結果，これまで排水対策が十分なされてこなかった低平湿地の水田においても，FOEAS

の導入により有効な排水対策が実施できるようになる。さらに排水路が浅くなると，その

法面が小さくなることから，草刈り等の法面管理作業を大幅に削減できる。FOEAS の導

入効果として，この法面管理作業の削減をあげる生産者は多い。

幹線･支線パイプの埋設には，FOEAS と同時に開発された「ベストドレーン工法」が用

いられる。この工法によれば，従来のトレンチャーやバックホーを用いた作溝作業と比べ，

下層土の掘り返しが少なく（地力の少ない下層土や石，礫の作土層への混入防止），また

作溝幅が 9cm 程度に収まるため（トレンチャーでは 15cm，バックホーでは 30cm 以上），

疎水材の必要量が少なくて済むとともに，後年疎水材の分解が進んだときに田面の落ち込

みを抑えることができる。

また，作業要員数も少なくでき，掘削深度が浅いことも含め，工費を低く抑えることが

可能になった（工費については後述する）。
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ベストドレーン工法には，施工面積にあわせて専用の「ベストドレーン機」と油圧ショ

ベルにアタッチメントを取り付けた「アーム式ベストドレーン」のどちらかが用いられる

が，いずれもレーザー制御機能を有し，前者では± 25mm，後者でも± 30mm の精度で有

孔管を埋設することができる。このことにより，前述したパイプの水平設置が可能となっ

た。

補助孔は，1m 間隔に幹線･支線パイプに直交して施工される。施工深度は-40cm であり，

必ず幹線･支線パイプ上の疎水材充填部と連絡し，地下灌漑ならびに排水がスムースに行

われるよう配置される。従来の営農排水対策において，弾丸暗渠は 5m 程度の間隔で施工

されることが一般的であったが，土壌中での速やかな水の横方向の移動距離は 50cm 程度

であることがわかったため，FOEAS の目指した均一な地下灌漑および迅速な排水のため

には，この 1m 間隔（補助孔を挟んで 50cm ずつ）での補助孔の設置は重要である。

(2) 用水供給施設

給水栓枡（FOEAS 枡)の中に，給水栓と地下給水口が設置される。支線パイプの配置に

よっては洗浄時給水口が設置されることもある。給水栓のバルブの開度を調整することで，

地下給水口に送り込む水量を調整できる。なお，地下給水口は，圃場上手側からの排水口

としても機能させることができる。

用水量の制限等の事情で，より精度の高い給水量管理が必要な場合には，「水位管理器」

を設置することができる。これは，設定水位に達したときにはフロートにより給水栓バル

ブからの用水を自動停止させ，逆に水位が低下したときには給水を再開させる機能を持つ。

「水位管理器」は，FOEAS の開発当初には標準装備であったが，おおよその水位管理は

後述する「水位制御器」とバルブ開度の調整だけで可能なことと，適切なメンテナンスを

行わないと凍結や泥等が詰まることにより故障が発生しやすいため，現在はオプションと

なっている。水位管理器を設置するか否かについては，FOEAS の導入目的を鑑みて，よ

く検討いただきたい。

(3) 水位制御器

排水側に標準で設置される「水位制御器」は，

二重管でかつ内側の管（以下，スライド管）が

スライド可能な構造になっている。スライド管

を上下させることで，田面を基準にして，+20cm

～-30cm の任意の水位を設定できる。水位が設

定を越えると，水がスライド管から越流して排

水路へ放出される。本器の排水能力は，越流水

深約 50mm で約 3L/sec である。これは，50a 水

田における日排水量 50mm に相当し，逆に言え

ば，本器 1 個でカバーできる面積は約 50a であ

る。なお，二重管を取り外して，従来の暗渠水

閘の開放状態とすることもできる。

幹線パイプ

第2図 水位制御器の構造．
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第3図 FOEASによる地下水位制御の仕組み．

この標準型の水位制御器では，設定可能な最も低い地下水位は-30cm であるが，ダイズ

や麦類などの畑作物にとっては，地下水位がやや高すぎて，湿害が起こることがある。そ

のため，スライド管を三重構造とし，設定水位を-45cm まで下げることのできる水位制御

器がオプションとして販売されるようになった。この場合，幹線パイプおよび支線パイプ

中の水位は制御できるものの，補助孔は-40cm までしか達していないため，水位を深めに

設定した場合，補助孔に十分水が満たされず，地下水位に圃場内でややムラが生じること

を留意する必要がある。

FOEAS を構成する管路網，用給水施設，水制御器により，第 3 図に示したように，地

下水位が制御される。

３．FOEASの施工条件

(1) 用水利用期間や時間の制約

水田の灌漑水の多くは，水利権によって取水期間や総取水量等が定められている。この

ため，取水期間は従来からの一般的な水稲栽培期間に準じており，水稲の乾直栽培や大豆，

野菜栽培などが導入された場合でも用水が必要なときに取水が困難なことがある。ただし，

用水量の不足に対しては，FOEAS に関連する技術によって解決できることもある。用水

のパイプライン化を図ることで，老朽化した U 字溝などからの漏水を防ぐことができる

だけでなく，開水路では全量が取水されない場合は，そのまま排水路に注がれる無効放流

水位管理器用 水 側

設定水位よりも低いときは給水

設定水位よりも高いときは排水

水位制御器排 水 側
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が生じるが，パイプライン化により必要量のみを給水できるようになり，大幅な用水の削

減が可能である。

一方，『１．FOEAS の目指すもの』に記述したように，FOEAS を活用した水稲の水管

理においては掛け流し量を制限でき，また中干し後の間断給水を省略することができ，結

果的に用水量を削減することが可能である。このように，水稲栽培時の節水により余裕の

できた用水を畑作物の地下灌漑に充てることができる。

(2) 土壌条件の制約

地下灌漑を実施するためには，地下に用水を貯留できることが必要である。したがって，

下層土が砂や礫からなる透水性の大きい土壌（減水深：100mm/日以上）では，地下水位

制御は困難であり，FOEAS の導入には向かない。

(3) 畦畔漏水･進入水の制約

上述の縦浸透の問題だけでなく，横方向の浸透が問題となることもある。この場合，漏

水だけでなく，圃場周辺からの侵入水により，地下水位が設定値より高くなる問題もある。

これに対しては，畦畔に遮水シートを田面下 60cm 程度まで設置することで，多くの場合

防ぐことが可能である。

４．FOEASの施工費

現在，FOEAS は施工時に「ベストドレーン機」を用いるか「アーム式ベストドレーン」

を用いるかと，水位管理器の有無により４つのタイプが存在し，それぞれ施工費も異なる。

施工機については，ベストドレーン機の方が作業の効率は優れるが，機械の重量が大き

いため輸送や圃場周辺の養生にコストがかかるため，やや割高になる。したがって，施工

面積が 5ha を越えるような大規模な団地でない限り，アーム式の方が有利である。

水位管理器については，２-(2)で記述したように，求められる地下水位制御および総用

水量の管理精度により，設置の有無が決定される。

４タイプの施工費は，以下のとおりである（千葉県における 30a 圃場での見積もり）。

・タイプ I ベストドレーン機施工＋水位管理器有り＝２０６千円／１０ａ

・タイプ II ベストドレーン機施工＋水位管理器無し＝１８５千円／１０ａ

・タイプ III アーム式施工＋水位管理器有り ＝１８３千円／１０ａ

・タイプ IV アーム式施工＋水位管理器無し ＝１６２千円／１０ａ

・参考 一般暗渠 ＝１８３千円／１０ａ

なお，FOEAS を施工したあと，数年経過すると補助孔の機能が低下するため，適宜サ

ブソイラ等を用いて再施工する必要がある。再施工の頻度は圃場の利用条件により異なる

が，水稲については乾田直播栽培で，代かき移植、湛水直播より機能を長く維持できる。

また，FOEAS 施工直後は，水稲でなく畑作物の栽培から始めることで，やはり補助孔の

機能が維持されやすくなる。
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５．麦栽培におけるFOEASの効果の実例

FOEAS の開発以来，試験圃場だけでなく，生産現地圃場でも，様々な作物が栽培され，

ダイズや野菜類を中心に FOEAS の効果が実証されてきた。今回の研修の対象である麦類

に関しての知見はまだ限られているが，いくつかの事例を見ながら，FOEAS が麦類の生

育，収量に及ぼす影響の考察を試みてみたい。

まず，第 2 表に島田ら(2010）の先駆的な調査結果を示した。調査が行われたつくば市

古来の水田転換畑は強粘質の黒泥土からなり，排水性が極めて悪い圃場であった。コムギ

を FOEAS 未施工圃場で排水対策を行わずに栽培したとき（対照区）の収量は，湿害のた

め 260kg/10a に止まった。これに対し，FOEAS 圃場では地下水位制御-20cm 区で 461kg/10a，

-32cm 区で 495kg/10a と大幅に増収した。収量の差は，穂数の差の影響が大きく，栄養生

長期間を通じて，FOEAS の持つ排水性の高さが効果を発揮したものと考えられる。また，

容積重と子実タンパク含量も FOEAS 圃場で高くなり，排水性の向上により登熟期の生育

や窒素吸収も高まったものと考えられた。

その一方で，FOEAS 圃場の中では，地下水位がより低い-32cm 区の方で収量等がやや

勝る傾向も認められ，地下灌漑の効果については明確ではない。

その後の各地における試験でも，第 3 表に示したように FOEAS 圃場で対照圃場よりコ

ムギやオオムギの収量が高くなっている。さらに，生産現場においても，石川県中能登町

では，従来暗渠圃場で 215kg/10a であったオオムギ（ファイバースノウ）の収量が，FOEAS

圃場では 365kg/10a に増収するなど，FOEAS の導入が麦類の生産性を高める効果を持つ

ことは明かである。

しかしながら，FOEAS 圃場で地下水位制御を実施した場合と無灌漑の場合を比べると

（茨城，近中四，九沖の例），いずれも無灌漑区の収量が高くなっている。すなわち，FOEAS

の導入は排水性を高め，湿害を軽減することで麦類の収量を増加させるが，地下水位制御

年次 処理

2006-07 対照 613 228 c 322 17.9 40.5 791 -

明渠 806 304 b 368 20.5 40.5 795 -

-20cm 798 322 b 367 21.4 41.0 802 -

-32cm 1016 386 a 460 19.4 43.2 806 -

2007-08 対照 831 293 b 297 26.9 36.2 787 6.4 c

明渠 1213 497 a 395 31.4 40.3 807 7.4 b

-20cm 1371 601 a 446 32.9 40.8 819 8.3 a

-32cm 1434 605 a 455 31.3 42.6 818 8.2 a

2カ年平均 対照 722 c 260 c 310 c 22.4 38.4 789 b -

明渠 1010 b 401 b 382 b 25.9 40.4 801 a -

-20cm 1084 ab 461 ab 407 ab 27.1 40.9 810 a -

-32cm 1225 a 495 a 458 a 25.4 42.9 812 a -

分散分析 年次 ** ** ns ** ns * -

処理 ** ** ** ns ns ** **

交互作用 ns * ns ns ns ns -

※　つくば市古来の現地試験圃場，黒泥土

(g/m
2
)(g/m

2
)

第２表　地下水位制御がコムギ品種「あやひかり」の収量および収量構成要素に及ぼす影響．
　　　　　　　（島田ら(2010)より転載）

粗タンパク

（%）(g/L)(g)(本/m
2
)

整子実重全重 穂数 １穂粒数 千粒重 容積重
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を実施すると，むしろ収量の伸びは小さくなる。九沖農研の結果では，地下水位制御期間

が長いほど収量が低くなっており，従来の水位制御器の FOEAS によって設定できる最も

低い地下水位である-30cm でも，麦類にとっては適正な地下水位より高く，湿害が発生し

たものと考えられる。

したがって，麦類における FOEAS の活用は，排水性の向上に重点を置き，地下灌漑は

むしろ避けるべきであると考えられる。

ただし，年度によっては麦類の登熟期間に降水量が少ないことがあり，このような場合

には，水ストレスが発生する危険性がある。第 4 図は，5 月下旬から 6 月中旬にかけての

コムギ(農林 61 号)の登熟期後半に降水量が少なかった 2010 年における部位別乾物重量の

増加を示している。このような場合，-30cm の地下水位制御により登熟期後半の乾物増加

量が多くなる傾向が認められ，このとき FOEAS 区では葉色が長く保たれる傾向があった。

そして，収量も，有意差は認められないものの，FOEAS 区で高くなった。また，2013 年

の試験では，圃場が pF=2.5 以上まで乾いたときだけ一時的に地下水位制御処理を行った

茨城県　（コムギ「さとのそら」，黒泥土） 三重県　（コムギ「農林61号」，礫質黄色土）

省力肥１ 省力肥２ 分施

FOEAS (-30cm, 4/15-6/20） 193 b 147 a FOEAS (-30cm, 4/21-6/　） 422 415 449

FOEAS (無灌漑） 242 a 203 a Cont (暗渠無，明渠有) 358 337 392

Cont (暗渠無，明渠無)  12 c  77 b

近中四農研　（コムギ「中国160号」，　　　　）

子実重 (kg/10a)

栃木県　（オオムギ「スカイゴールデン」，灰色低地土） 水稲後※ 大豆後

FOEAS (-15cm, 4/15-6/20） 181 a 515 c

追肥 0kg 追肥 2kg FOEAS (-30cm, 4/15-6/20） 477 a 571 d

FOEAS (-30cm, 全生育期間） 463 490 FOEAS (無灌漑） 404 b 608 d

Cont (暗渠無，明渠無) 364 376 　※ 水稲後のFOEAS-15cm区は移植栽培後，その他は乾直栽培後．

九沖農研　（コムギ「チクゴイズミ」「ミナミノカオリ」，　　　　　　）

中央農研東海　（コムギ「農林61号」，　　　　　　）

チクゴイズミ ミナミノカオリ チクゴイズミ ミナミノカオリ

FOEAS (-30cm, 播種～収穫） 57 49 540 440

FOEAS (-30cm, 4/15-6/20） 428 160 FOEAS (-30cm, 出穂～収穫） 60 62 630 480

Cont (暗渠無，明渠有) 387 136 FOEAS (無灌漑） 65 61 620 495

　　※　子実重は，グラフから読み取った概数

第３表　FOEASの活用がコムギ，オオムギの収量に及ぼす各地の試験結果．
　　　　　　　　（水田底力プロ３系平成２３年度試験研究成績書より抜粋）

出芽数 (本/m) 子実重 (kg/10a)※

整粒重
（kg/10a）

苗立ち数
（本/m

2
）

整粒重
（kg/10a）

苗立ち数
（本/m

2
）

整粒重 (kg/10a)

子実重 (kg/10a)
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第４図 地下水制御がコムギの開花期以降の部位別乾物重の変化に及ぼす影響（渡邊ら(2010)より)．
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場合，気孔コンダクタンスが，常時開放区に比べて高くなることを確認した（未発表）。

したがって，登熟期に乾燥ストレスが発生するような条件では，FOEAS による地下水位

制御により，収量の安定性を高めることができる可能性はあるとも言える。

なお，同様の試験を 2011 年，2012 年にも実施したが，2011 年には処理区に差は認めれ

ず，降水量の多かった 2012 年には FOEAS 区でむしろ収量は低下する傾向にあった。

一方，播種後に出芽を揃える目的で，地下水位を高める試みを行ったケースがあるが，

播種位置が十分湿るまで地下水位を上げると，その後地下水位を下げても，秋の蒸発量の

少ない条件では，過湿な状態が解消せず，むしろ出芽率が低下した。

以上のように，麦類の生育，収量を高める FOEAS の積極的な活用方法については，ま

だ研究の途上にあり，今後の成果を期待したい。

【参考，引用文献】

藤森新作，小野寺恒雄編著 2012．FOEAS，導入と活用のポイント．農文協，東京．

島田信二，渡邊好昭，浜口秀生，藤森新作 2010．コムギに対する地下水位制御システム(FOEAS)

の効果．日作紀 79(別 2)：302-303．

渡邊和洋，松尾和之，渡邊好昭，藤森新作 2010．1 月に播種した不耕起播種コムギの開花期

以降の地下水位制御処理が乾物生長および収量に及ぼす影響．日作関東支部会報 25：58-59．
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 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。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

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。 

 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 年には五訂版に続くものとして「日本食品標準成分表

2010」となり、成分数が増え、FAO 報告書に基づいて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

ん用小麦の評価は、独自の手法で行っている。 
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（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

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
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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

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
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では評価値が異なるので注意が必要である３，７）。また、従来標準小麦として使用してい

た農林 61 号の作付けが近年減少して使用できなくなったため、標準小麦が、さとのそら

に変更になったことから、同一品種の官能評価値が以前より相対的に低下しているので注

意が必要である。 

 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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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
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の一部のアミノ酸が置換されて結合能を失っているもの、タンパク質の構造の一部が欠

失したものなどがあり、それらの遺伝子型の違いが小麦胚乳の硬質性に影響するものと

考えられる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。

38



３．小麦の品質低下要因

１）穂発芽による品質低下

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

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

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

ることが多く、作柄を不安定にする大きな要因である。

コムギの穂発芽は種子の休眠性と密接に関連している。このうち、種皮色に関しては、

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

影響（環境要因）が大きいと考えられるが、その詳細は明らかになっていない。

各種小麦品種を降雨前と降雨後に収穫し、それぞれの製粉歩留、小麦粉の色相、胚乳色、

灰分および蛋白質含量などの測定を行った結果、降雨により、小麦粉の色相は低下する

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

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

から、種皮の切れ込み量が色相低下に直接関与しないことが判明した。その裏づけデー

タとして、降雨後収穫物の完全搗精率（２５％歩留）が降雨前に比べて低くなっている。

さらに同一品種・系統をハウス（雨よけ）と圃場（遭雨）で栽培し、小麦粉の特性を調

べたところ、この場合、小麦粉灰分には有意な変動は無く、色相低下が生じることが明

らかになった。また、ΔＬ＊値は品種系統間に差異があることから、種皮の切れ込み特

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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国産小麦品種の育成動向と
品種特性について

（独）農研機構作物研究所

麦研究領域 麦育種研究分野＜小麦＞

乙部 千雅子

製粉用小麦の用途（2009年度）

■国産

■輸入

日本における小麦の用途別自給率
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小麦の用途と種類の関係

パン用粉

中華めん用粉

うどん用粉

菓子用粉

強力粉

準強力粉

中力粉

薄力粉

めん用粉

１ＣＷなど

ＨＲＷなど

ＡＳＷ、国産小麦など

ＷＷなど

国産小麦の改善点

外国産麦と比べたときの品質面

（製粉業界の要望）

• 製粉性

• 粉の色

• 製めん、製パン適性
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ラピッドビスコアナライザーによる粘度分析

なめらかな食感を持つ日本めん用品種（小麦農林147号）

あ や ひ か り
主要特性
１．低アミロースであるため，めんがなめらかで食感がよい
２．農林６１号より２～５日早期収穫が可能で，多収である
３．千粒重が大きく，製粉歩留が高い
４．赤さび病，縞萎縮病，穂発芽に強い

●あやひかりの品質特性（1999年埼玉県産実需者評価）

品種名 アミロース 製粉歩留 めんの評点

含量(％） （％） 色・外観 食感 総合
あやひかり 23.8 70.4 23.9 39.1 73.5
農 林 61号 29.2 65.9 24.5 34.6 68.7

実需者評価結果（埼玉県産および育成地）

64%

66%

68%

70%

72%

74%

34 36 38 40 42
めんの食感（評点）

製

粉

歩

留

あやひかり

農林61号

●あやひかりの栽培特性（作物研究所ドリル播き、1993～1999年産平均）

品種名 出穂期 成熟期 稈長 収量 千粒重 赤さび病 穂発

(cm) (Kg/10a) （ｇ） 抵抗性 芽性
あやひかり 4月19日 6月　8日 89 722 37.0 強 難
農 林 61号 4月24日 6月12日 95 573 30.9 中 難

あやひかりの平成20年度の作付面
積は約2300haで、埼玉県や三重県で
奨励品種に採用されて普及している。

また、そのなめらかな食感をいかし
て、三重県では特産の「伊勢うどん」
の原料としても利用されている。
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早生で縞萎縮病および穂発芽に強い麺用硬質小麦新品種

あ お ば の 恋

主要特性
１．やや低アミロース含量であるため，めんので食感が優れる
２．農林６１号より４日程度成熟が早く，多収である
３．硬質であるため，製粉歩留が高い
４．縞萎縮病，穂発芽に強い

●あおばの恋の製粉・製麺特性（2003～2005年度宮城県産実需者評価）

品種名 製粉歩留 乾麺の評点(2003～2004年度) 生麺の評点(2004～2005年度)

（％） 色・外観 食感 総合 色・外観 食感 総合

あおばの恋 71.7 27.9 38.6 76.5 25.8 36.0 72.5

シラネコムギ 67.5 24.5 35.0 70.0 22.7 33.7 66.1

●あおばの恋の特性（作物研究所ドリル播き、1998～2006年度平均）

品種名 出穂期 成熟期 稈長 収量 千粒重 縞萎縮病 穂発 ｱﾐﾛｰｽ

(cm) (Kg/10a) （ｇ） 抵抗性 芽性 含量(%)
あおばの恋 4月18日 6月　8日 82 634 39.5 強 かなり難 26.5
農 林 61号 4月22日 6月12日 96 516 37.5 中 難 28.0

「あおばの恋」は、宮城県で奨励品種に採
用された。宮城県の主力品種は「シラネコ
ムギ」であるが、麺への加工適性が不十分
で縞萎縮病に罹病性であることから、一部
を「あおばの恋」に置き換えたいとしており、
普及見込み面積は400haである。

左：あおばの恋 右：農林61号

最近育成された麺用小麦品種

最近の育成品種は麺の食感の良い「低アミロース」や「やや低アミロー
ス」のものが多いが、汎用性（麺以外に菓子などにも使用出来る）が求め
られる場合は「通常アミロース」が適するとされる。

最近育成された麺用小麦新品種

品種名 育成年（平成） 育成地 備考

イワイノダイチ 11年 九州沖縄農業研究センター やや低アミロース

あやひかり 11年 作物研究所 低アミロース

キヌヒメ 11年 長野県農事試験場 通常アミロース

きたもえ 12年 北見農業試験場 通常アミロース

ネバリゴシ 12年 東北農業研究センター 低アミロース

きぬあずま 12年 作物研究所 低アミロース

ユメセイキ 13年 長野県農事試験場 低アミロース

ふくさやか 14年 近畿中国四国農業研究センター 通常アミロース

フウセツ 15年 長野県農事試験場 通常アミロース

春のかがやき 16年 群馬県農業技術センター やや低アミロース

ふくほのか 17年 近畿中国四国農業研究センター やや低アミロース

トワイズミ 18年 九州沖縄農業研究センター やや低アミロース

きたほなみ 18年 北見農業試験場 やや低アミロース

あおばの恋 19年 作物研究所 やや低アミロース

ふくはるか 20年 近畿中国四国農業研究センター やや低アミロース

さとのそら 20年 群馬県農業技術センター 通常アミロース

ふくあかり 22年 作物研究所 やや低アミロース

きぬあかり 22年 愛知県農業総合試験場 やや低アミロース

ちくごまる 23年 九州沖縄農業研究センター 通常アミロース

注）県単育成品種を除く
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パンに適した小麦品種とは？

麺（うどん）の食感には澱粉の特性（アミロース含が
大きくきく影響していたが、パンの食感には蛋白質の
特性（量と質）が大きく影響する。

ファリノグラムで生地物性を測定した場合、製パン適
性のある小麦は、ミキサーで長くこねても、生地がだ
れてこない（柔らかくならない）。

小麦粉蛋白質の質の改良

小麦特有の蛋白質であるグルテンを構成するサブユ
ニットのうち、「高分子量グルテニンサブユニット
5+10」を持つと、生地が強くなり製パン性が良くなる。

高分子量グルテニンサブユニットの電気泳動写真
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製パン適性をもつ温暖地向け硬質小麦新品種候補

ユ メ シ ホ ウ

主要特性
１．高分子量サブユニット5+10をもち、製パン適性がある
２．農林６１号より倒伏に強く、成熟が３日程度早い

●ユメシホウの品質特性（作物研究所ドリル播、2002～2005年度）

品種名 製粉歩留 ﾐﾘﾝｸ゙ ﾌｧﾘﾉｸ゙ﾗﾑ ﾌｧﾘﾉｸ゙ﾗﾑ

（％） ｽｺｱ 吸水率(%) ﾊ゙ﾛﾘﾒ ﾀーー ﾊ゙ﾘｭｳ

ユメシホウ 71.9 81.4 64.6 64

農林61号 64.2 68.1 61.2 49

●ユメシホウの特性（作物研究所ドリル播き、2002～2006年度平均）

品種名 出穂期 成熟期 稈長 収量 千粒重 赤ｶﾋ゙病 ｳﾄ゙ﾝｺ病 穂発

(cm) (Kg/10a) （ｇ） 抵抗性 抵抗性 芽性
ユメシホウ 4月20日 6月10日 84 641 37.0 弱 弱 中
農 林 61号 4月23日 6月13日 99 501 38.1 中 中 やや難

茨城県つくば市は「パンの街つくば」プ
ロジェクトにおいて、「地産地消のおいし
いパン作り」の活動を産学官連携で進め
ている。そのために地元に適したパン用
小麦を求めており、「ユメシホウ」の普及
が見込まれる。 ユメシホウ 農林61号

最近育成されたパン用小麦品種

従来は北海道と東北のみでパン用小麦品種の育成が行われていたが、
消費者の地産地消ニーズの高まりとともに、最近では全国でパン用小麦
の品種育成が行われている。

最近育成されたパン用小麦新品種

品種名 栽培適地 育成年（平成） 育成地

ニシノカオリ 東海、近畿、中国、九州 11年 九州沖縄農業研究センター

春よ恋 北海道 12年 ホクレン

ゆきちから 東北 14年 東北農業研究センター

キタノカオリ 北海道 15年 北海道農業研究センター

ミナミノカオリ 九州 15年 九州沖縄農業研究センター

ユメアサヒ 東山 16年 長野県農事試験場

はるきらり 北海道 19年 北見農業試験場

ユメシホウ 関東、東海 19年 作物研究所

ゆめちから 北海道 20年 北海道農業研究センター

ゆめかおり 東山、関東 20年 長野県農事試験場

銀河のちから 東北 22年 東北農業研究センター

せときらら 近畿・中国・四国、九州 24年 九州沖縄農業研究センター
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品質向上には、諸障害耐性の付与も重要

高品質になりうる能力を持っていても、諸障害（縞萎縮病、赤かび病、穂
発芽など）に弱ければ、高品質な小麦は生産できない。したがって、諸障
害耐性の付与も重要な育種目標である。

小麦縞萎縮病 赤かび病 穂発芽

早生
多収

諸障害耐性

製麺性
製パン性

製粉性
粉色

要望される小麦品種
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