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＜試験成績・研究成果＞

北海道地域向け低アミロース米新品種「ゆきむつみ」

の育成とその加工適性

松葉修一1) 梶 亮太2）梅本貴之3）清水博之4）横上晴郁5)

黒木 慎6）池ケ谷智仁7）保田 浩8）芦田かなえの幸谷かおり 10)

要 = 日

北海道向け低アミロース米品種「ゆきむつみ」を育成した。「ゆきむつみ」は，「おぼろづき」や

「ゆめぴりか」が持っている低アミロース遺伝子Wxl-1と「ゆきさやか」が持っている低アミロース

遺伝子qAC9.3の両方を備えており，白米のアミロース含有率は約10%を示す。その炊飯米は，粘り

が強く良食味であると同時に，玄米ご飯ゃいかめし，冷凍寿司などへの加工用途に適し，新たな米の

消費拡大が期待される。

1. はじめに

白米のアミロース含有率が約15%以下の低アミ

ロース米品種は，その炊飯米が強い粘りを示す特

性から，わが国では良食昧米として普及・利用が

進むとともに，これまでの水稲品種育成に活用さ

れてきた。北海道では， 2000年以前に育成された
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“Yukimutsumi”and it’s suitability for processed 

foods 
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「彩」「あやひめ」のアミロース含有率が約 8%の

グループ，「おぼろづき」に代表される約14%の

グループ，「ゆきさやか」に代表される約16%と

いった複数のグループに分けられ，それぞれ用途

や加工適性が異なるとともに，低アミロース性を

示す原因遺伝子も異なる。これらの原因遺伝子は，

「彩」「あやひめ」のクツレープでは第6染色体長腕，

「おぼろづき」のグループでは第 6染色体短腕，

「ゆきさやか」のグループでは第 9染色体短腕上

に座乗し，それらを判別する DN Aマーカーも開

発されている（松葉ら， 2009,Ando et al., 2010）。

そこで我々は， DNAマーカー選抜技術を取り入

れて，効率的に複数の低アミロース遺伝子を集積

し，新しいアミロース含有率を備えた品種の育成

を目標として育成を開始した。その結果，アミロー

ス含有率が約10%で，やや多収の品種「ゆきむつ

み」を育成し， 2016年に品種登録出願した。本稿

では，「ゆきむつみ」の育成とその特性について

紹介する。

2. 「ゆきむつみ」の育成経過

「ゆきむつみ」は，低アミロース遺伝子qAC9.3

を持ち，耐冷性が極強である中間母本系統「北海

PL9」を供与親に，低アミロース遺伝子Wxllを

持ち，多収で耐冷性の強い品種「ゆきがすみ」を

戻し交配親として，マーカー選抜を行いながら 5

回交配した後代より，選抜・育成された。戻し交

η
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配後は， 2009年にBC4Flを温室で養成し， 2010年

にマーカー選抜を行いながら， BC4F2および

BC4F3の養成を行った。 2011年からはBC4F4世

代で「札系11127」の系統番号を付して生産力検

定試験に供試した。 2014年BC4F7世代より「北

海324号」の系統名で北海道の奨励品種決定調査

に供試した。 2016年度の世代はBC4F9である。

3.「ゆきむつみjの特性概要および

栽培状の注意点

表 1 「ゆきむつみ」の特性概要

父配組合せ 北海300号（ゆきがすみ）／北海PL9 // 4 ＊北
海300号
1.多収である

長所 2. 穂ばらみ期耐冷性が強い

特 性 3.千粒重が大きい

短所
1.いもち病抵抗性が劣る

2.玄米品質がやや劣る

調 査 地 北海道農業研究センター（札幌市）

栽培条件 中苗標nE
調査年 次 2012～2015年

対照品種 比較品種

品種名 ゆきむつみ あやひめ ななつほし

出穏期の早晩性 やや早 やや早 やや早

草 型 偏穂数 偏穂数 穏数

出穂期（月日） 7.29 7.28 7.29 
成熟期（月日） 9.16 9.12 9.14 
登熟回数（日） 49 47 47 

F早 長（cm) 73 71 76 
穏 長（cm) 17.1 15.2 16.3 
穂数（本／ m') 509 545 560 
一穂籾数制〕 61.l 59.6 58.7 
耐 倒伏性 やや弱 中 やや弱

穂、ばらみ期耐冷性 かなり強 強 やや強～強

いもち遺伝子型 Pia, Pi日， Pik Pia, Pik Pia, Pii 
病 葉いもち やや弱 やや強 やや弱

抵抗性穂いもち やや弱 やや強 やや弱

玄米重（kg/a) 63.5 57.5 63.0 
玄米重標準比 111 (100) 110 
玄米千粒重（g) 23.7 20.8 22.2 
屑米歩合（%） 3.6 6.0 4.0 
玄米検査等級 3下 3中下 2上
玄米品 質 注 2) 4.9 4.1 3.9 
アミロース含有率（%） 9.8 7.7 18.6 
タンパク質含有率（%） 6.0 5.8 6.1 
食 味（炊飯米） 上下 上下 上下

注 1）「一穂籾数」の数値は，「2013～2015年」の平均値
注2）「玄米品質」は， 1 （上の上）～ 9（下の下）で評価

「ゆきむつみ」の育成地の標肥区における2012

年から2015年の 4ヶ年の平均による特性概要を表

1に示した。「ゆきむつみ」の出穂期および成熟

期は，対照品種「あやひめ」に比べ，それぞれ 1

日， 4日遅い“やや早’＼“中”に属する。稗長，

穂長は「あやひめ」よりも長く，一穂籾数が多い

“偏穂数型”の草型である。穂、ばらみ期耐冷性は

“かなり強”であり，「あやひめ」よりも優る。

いもち病聞場抵抗性は，葉いもち，穂いもちとも

に“やや弱”で「あやひめ」よりも劣る。玄米収

量は「あやひめ」よりも多く，「ななつぼし」並

からやや多い。

食味に関する特性では，低アミロース遺伝子

Wxl-1, qAC9.3の2つを持つため，白米のアミ

ロース含有率が約10%と低いが，別の低アミロー

ス遺伝子を 1つ持つ「あやひめ」より約2ポイン

ト高い。白米のタンパク質含有率は，「あやひめ」

並である。玄米の千粒重は「あやひめ」よりも重

く，屑米歩合はやや低い。「ゆきむつみ」の玄米

は，青米の発生が「あやひめ」よりもやや多く，

外観品質および検査等級でやや劣る。

栽培適地は，北海道において出穏期「やや早」，

成熟期「中」の品種が栽培可能な地域である。ま

た，耐倒伏性は十分ではないため極端な多肥栽培

を避けるほか，いもち病の適切な防除に努める必

要がある。

4.「ゆきむつみ」の食味特性および

加工食品への適性

白米の炊飯米食味試験では，「ゆきむつみ」は

その低アミロース性の特徴により，一般良食味品

種「ななつぼし」と比較して，粘りが強く，柔ら

かいが，総合評価では同等の評価が得られた（表

2）。これは「あやひめ」と同様の評価結果であ

表2 白米による炊飯米の食味官能評価結果（育成地）

品種名
つや 白さ

( 3～＋ 3) ( 3～＋ 3) 
ゆきむつみ 0.25 0.24 
あやひめ 0.50 0.28 

粘り

( 3～＋ 3) 
0.93 
1.14 

注）基準．育成地標肥栽培「ななつぼし」 加水量は1.2～1.4倍
同じ栽培条件，同じ食味試験での比較（2012～15年までの計11回の平均）

柔らかさ

にiニ.±.12
0.79 
0.90 

約18名の北農研のパネノレが，各項目について（ 3～＋ 3）の 7段階で評価した

-37 

味

( 3～＋ 3〕
0.04 

-0.03 

総合

( 3～＋ 3) 
0.02 
0.05 
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表3 玄米 ご飯の食味官能評価結果 （育成地）

品種名 加水量 試験 つや 白さ 粘り 柔らかさ 味 総合 基準品種（加水量）

年月日 ( 3～＋3) ( 3～＋3) ( 3～＋3) ( 3～＋3) ( 3～＋3〕（ 3～＋3) パネノレ人数

ゆきむつみ
1.7倍

0.27 0.73 ** 0.18 0.45 0.09 -0.09 

あやひめ 2014/ -0.09 -0.09 0.00 0.27 0.27 0.09 あやひめ（1.7倍）

ゆきむつみ
1.8倍

10/10 0.09 0.82 ** 0.36 * 0.64 * 0.27 0.27 11名

あやひめ 0.82 ＊ホ 0.27 0.73 * 0.00 -0 18 -0.45皐

ゆきむつみ 0.58 ＊本 0.16 0.53 ＊本 0.53 ** -0.21 0.42・

あやひめ
1.8倍

0.53 ** -0.32 -0.32本 0.47 ** 0.11 0.37寧

ななつぽし 2015/ 0.11 0.42 ** -0.32 * -0.21 -0.16 0.11 ななつぼし（1.7倍）

ゆめびりか 12/07 0.05 0.42 ** 0.11 -0.16 0.05 0.11 19名

ゆきむつみ
1.9倍

0.63材 0.47 ** 0.58料 0.68 ** 0.11 0.74 •• 

あやひめ 0.63榊 0.05 0.37 ** 0.58 ** 0.11 0.42寧

注） t検定で・は 5%水準，リは 1%水準で基準との有意差ありを示す。

る。「ゆきむつみ」は，粘りが強い米を望む消費

者向けやブレンド米としての用途に適すると考え

られる。さらに，強い粘りを持つ「ゆきむつみ」

の用途開発を目指して，以下の 3種類の用途につ

いて食味官能試験を実施した。

1）玄米ご飯

玄米はビタミンや食物繊維， ミネラルを豊富に

含み，健康機能性の点では，白米よりも有利であ

るが，炊飯米の食味の低さ等により普及は進んで

いない。食味の低さの原因は，玄米の糠層と匪芽

による硬さやパサツキであるが，これらの欠点を

低アミ ロース米の強い粘りによって改善すること

が期待される。そこで「ゆきむつみ」の100%玄

米による炊飯米を食味官能試験に供試して評価し

た。炊飯条件は加水量1.7～1.9倍で 2時間浸せき

した後，家庭用炊飯器で炊飯した。その結果，

「ゆきむつみ」は「あやひめ」と比較して，白さ

や粘り，柔らかさに優れ，総合評価も高い傾向に

あっ た （表 3）。ク リープメ ーターにより玄米の

炊飯米の硬さを測定したところ，「ゆきむつみ」

は「あやひめ」よりも柔らかかった（データ省略）。

2）いかめし

道内の水産加工食品会社A社に協力を依頼し，

A社の通常商品に使用している「現行品ブレン ド

米」（ウルチ米＋モチ米）と，「ゆきむつみ」の 2

種類の米を使ったいかめ しを試作した （図 1）。

それらを用いて北農研職員の計114人にブラ イン

図 1.「ゆきむつみ」で試作した「いかめし」 （左）と
「冷凍棒寿司」 （右）

ド法による 2者比較による食味試験を実施した。

その結果，総合評価では「ゆきむつみ」の方が

「現行品ブレンド米」よりも良いという意見が半

数を超えた（図2）。項目別では， ‘米のつや’や

‘断面の美しさ’等では現行品に劣るものの，

‘米の柔らかさ’や ‘たれとのなじみ’では「ゆ

きむつみ」の方が高い評価を得た。

たれとのなじみ

全体的なノてランス

扱い易さ

断面の美しさ

評価値
平均

21 r $‘ 1-0.20 

1.40 

0.70 

10 r ・*・ J o.34 

19 I '28 •. 1 0.80 

1.51 

0.72 

42 l 豊富 1-0.45 

21 I 58 I 0.47 

0.54 総合

図 2. 「いかめし」 の食味官能評価（パネル ：114名）

2種類の「いかめしJについて，プラインド法により 7段階
( + 3～－ 3）の評価を行った。

食味官能評価への記載漏れにより，合計値が114にならない
項目がある。

n
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3）冷凍棒寿司

いかめし同様， A社に依頼し，「ゆきむつみ」

と「ななつぼし」を材料とする冷凍棒寿司を試作

した（図 1）。室温で解凍後，ブラインド法によ

り，北農研職員17名のパネルによる 2者比較によ

る食味官能評価を行った。その結果，「ゆきむつ

み」は「ななつぼし」と比較して，全ての項目に

おいて優位性の高い結果となった（図 3）。特に

冷凍から解凍という工程で劣化する‘米の柔らか

さ’や‘米の粘り’では「ゆきむつみ」の優位性

が顕著に表れたと考えられた。

評価値
I 圃｜椀むつみ国iJiい（＋ト＋II口同じωロlljljつllllが＆11(I～ 目｜ 平均

米のつやーE・E・~ア一丁「 0.47

米の柔らかさ岡田園田園田園ー』一一一皿ー~0.94

米の粘り回一一一ーー』一一一ー--1.il」1.06
日当たり田園田園田園園田園田畑圃圃圃圃・圃・・・」 L_J0.59 

味田園園－且一一＿＿］＿＿一一一一」＿＿.！.ー」 0.00

合わせ酢との相性田ー－園田園田一一一＿＿］＿＿一一一一」－－±ー」 0.18
全体的なノてランス

扱い易さ

断面の美しさ

0.29 

0.47 

0.29 

0.47 

図3 「冷凍棒寿司」の食味官能評価（パネル ：17名）
2種類の 「冷凍棒寿司」 について，プラインド法により

7段階（+ 3～－ 3）の評価を行った。

食味官能評価への記載漏れにより，合計値が17にならな

い項目がある。

以上のように，「ゆきむつみ」は白米が約10%

の低アミロースであることによる強い粘りを活か

したいくつかの用途に向くことが示唆された。

5.考 察

北海道の米は，近年の良食味品種の育成や栽培

技術の進歩，販売戦略の強化も加わり，全国的に

評価が高まっている。良食味米品種の育成におい

ては，適度な粘りを好む日本人の曙好に合わせる

ため，低アミロース遺伝子が活用されてきたが，

「ゆきむつみ」は， DNAマーカ一選抜技術を利用

して Wxl-1とqAC9.3の2つの低アミロース性遺

伝子を効率的に集積した品種である。これらの 2

つの低アミロース遺伝子を集積することによって，

それぞれ単独の低アミロ ース遺伝子を持つ場合よ

りも，白米のアミロ ース含有率を相加的に低減す

る効果が認められている（松葉ら， 2011）。しか

し，別の低アミロ ース遺伝子qLAC6hを単独で

持つ「あやひめ」は，「ゆきむつみ」よりも，ア

ミロース含有率が約2ポイント低く，約 8%を示

す。北海道の低アミロース水稲品種で実際に利用

されている，これらの 3つの低アミロース遺伝子

は，遺伝子座が異なり，アミロース含有率の低減

効果もそれぞれ異なる。また， Wxl-1とqLAC6h

の2つの低アミロース遺伝子についても，相加

的な低減効果が認められており（松葉ら， 2011),

このような複数の低アミロース遺伝子の組合せに

より，段階的なアミロース含有率を備えた系統を

効率良く開発することが可能である。

「ゆきむつみ」は白米のアミロース含有率が約

10%の低アミロース米である（表 1）。このアミ

ロース含有率は，「おぼろづき」の約14%と「あ

やひめ」の約 8%の中間的な数値であり，また

Wxl-1とqAC9.3の2つの低アミロ ース遺伝子を

同時に持つ初めての品種である。「ゆきむつみ」

の用途としては，その強い粘りを活かした用途が

考えられる。「ゆきむつみ」単品での白米の炊飯

米の食味官能評価では，「粘り」「柔らかさ」の項

目で高い評価が得られるが，総合評価では基準品

種「ななつぼし」並の評価である（表 2）。この

結果は「あやひめ」と同様であり，アミロース含

有率が低すぎると，粘りが強すぎたり，モチ臭が

感じられるなど総合評価は高まらない。この結果

は，「おぼろづき」や「ゆきさやか」など適度な

低アミロース米の白米による食味官能評価では，

適度な粘りと柔らかさで総合評価も優れる結果が

得られるのと対照的である。 一方，玄米の炊飯米

では，「ゆきむつみ」は高い総合評価を得た（表

3）。低アミ ロースによる「粘り」への評価に加

え，「柔らかさ」にも高い評価が得られている。

「ゆきむつみ」の柔らかさの一因として， f島精に

要する時聞がやや短いという揖精試験の結果（デー

タ省略）から，「ゆきむつみ」の玄米の糠層は薄

いことが推察され，玄米による炊飯米の食味の好

評価に貢献していると考えられる。現在，ホクレ

ンから「玄米サラダ」の商品名で「あやひめ」の
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玄米が販売されている等，玄米食の需要は一定程

度あるが，近年の健康志向ブームとともに「ゆき

むつみ」によって玄米食の消費が拡大することを

期待したい。また低アミロース米は，登熟期間中

の気象条件の影響によりアミロース含有率の変動

性が一般に大きく，年次聞の品質のばらつきが問

題になるが，「ゆきむつみ」は「ゆきさやか」と

同様， qAC9.3に由来すると推定されるアミロー

ス含有率の温度反応が小さいことが示唆されてい

る（保田ら， 2016）。この点も「ゆきむつみ」の

売りの lつである。

2016年度の「ゆきむつみ」は，上川および空知

で計 4カ所，計数haで一般栽培された。栽培上

の大きな問題はなく， 2017年度も同様な規模で一

般栽培が継続される予定である。「ゆきむつみ」

の販売先の主な用途は玄米食であるが，ブレンド

米としての用途や，低アミロース米の特徴を生か

した加工によって，いかめし等の商品を開発でき

る素材でもある。色々な用途，商品への利用を通

じて，「ゆきむつみ」が普及することを期待する。

なお「ゆきむつみ」の品種名は，雪のような白

い米が，他の食材とも睦まじく調和することを願っ

たことに由来し， 2016年 7月に出願が公表された。

※種子の入手に関しては，「ゆきむつみ」は北

海道優良品種認定品ではないことから，「北農研

水稲育種グループJに問い合わせをお願いします。
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