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く試験成績・研究成果＞

北海道の直播栽培向け極良食味新品種「さんさんまる」の育成

保田 浩D 梶 亮太2) 梅本 貴之3) 清水 博之4) 松葉 修ー1)

横上晴郁5) 黒木 慎3) 池ヶ谷智仁1) 芦田かなえ3)

要 旨

北海道で直播栽培可能な水稲品種「さんさんまる」を育成した。「さんさんまる」は極早生・短稗．

多収といった直播栽培に適する特性を持ち，直播栽培した精白米中のアミロース含有率は16％程度を

示す。「さんさんまる」の炊飯米は柔らかく，粘りが程良いため食味評価値が非常に高い。「さんさん

まる」は直播栽培可能で良食味であることから生産者及び消費者の双方に利点があり，北海道の直播

栽培面積拡大への貢献が期待できる。

1. はじめに

直播栽培は育苗移植作業を必要としないため，

それらにかかる農繁期の省力化，低コスト化を可

能にし，また，担い手不足に由来する水田の大規

模化に対応するための有効な栽培技術として普及

が期待されている。これまでの北海道の直播栽培

面積は年々増加傾向にあるが，平成30年度で約2,

300haと水稲作付面積104,000haの約 2％程度で

ある（北海道農政部， 2019)。北海道で直播栽培

が広まりにくい要因としては，春先の低温による

苗立ち不良のリスクが高いこと，北海道の草型の

特徴である「穂数型」に偏りすぎると茎が軟弱に

なり倒伏の危険が大きいこと，作期が短く気象条

件によって栽培管理のスケジュールが大きく左右

され，早生品種以外は収穫が間に合わなくなる危
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険が大きいこと，早生の良食味品種がないこと，

などが考えられる。現状では早生品種の「ほしま

る」および「大地の星」等が直播栽培されている

が，両品種は一般食用としてはほとんど普及して

いない。中生の良食味品種「ななつぼし」を直播

栽培している生産者もおり， このような作付は品

種の特長を活かしきれていない。これらのことか

ら生産現場からは「直播栽培に向く良食味の品種」

の育成が強く求められていた。

本稿では，出穂期が“かなり早’'で短稗かつ良

食味の直播栽培向け品種「さんさんまる」の育成

経過とその特性について紹介する。

2.育成経過

「さんさんまる（北海330号）」は，短秤かつ早

生の「札系08037」を母に，低アミロース遺伝子

(Wxl-1) をもつ「札系06007」（後の「北海311

号」）を父として人工交配した後代より，やや低

アミロース・低タンパク質の直播栽培向き良食味

品種の育成を目標に選抜された。 2009年に恥個

体の養成， 2010年からは国際農研沖縄支所にて

恥～恥集団の養成を経て， 2011年の凡世代で個

体選抜を行った。 2012年は凡世代で系統選抜す

ると共に固定化を図り， 2013年の凡世代より

「札系13036」の系統番号を付して生産力検定試験

および特性検定試験に供試した。 2015年の凡世

代に「北海330号」の地方番号を付与し北海道の

奨励品種決定調査に供試した。北海道優良品種に
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は認定されなかったが，美唄市における乾田直播

栽培試験の成績が優秀であったことなどから，

2018年 8月に品種登録出願公表された。 2020年に

は北海道の産地品種銘柄に設定される予定である。

3.特性概要

1)育成地

「さんさんまる」の育成地（札幌市羊ヶ丘）で

の特性概要（移植栽培は2013年から2018年までの

表 1 「さんさんまる」の育成地での栽培特性

交配組合せ 帆系08037／札系06007（北海311号）

・・• 長良直い所食播も味ちで病で多抵あ収抗るで。性あがる。
短所

・割籾が多い。
特 性

強い。

栽培条件 湛水直播・標肥 中苗移植・標肥

調査年次 2014-2018年 2013~2018年

品種名 さんさんまる
対照品種

さんさんまる
対照品種

ほしまる ほしまる

出穂期の早晩性 かなり早 かなり早

成熟期の早晩性 早 早

草型 穂数 穂数

苗立率（％） 72.7 70.5 

出穂期（月日） 8. 4 8. 5 7.21 7.23 

成熟期（月日） 9.15 9.16 9 05 9.06 

登熟日数（日） 42 42 47 45 

秤長(cm) 60 66 57 64 

穂長(cm) 15.6 15.8 16 1 16.8 

穂数（本／rrf) 702 700 551 525 

一穂籾数 43.1 37.7 47.3 44.6 

不稔歩合（％） 4.7 4.1 52 4.7 

割籾歩合（％） 25.0 10.0 30.9 11.5 

芭の多少・長短 稀・短 稀・短

脱粒性 難 難

穂ばらみ期耐冷性 やや強 やや強

いもち 遺伝子型 P1a,Pi1,Pik Pia,Pii 

病 葉いもち 強 やや弱

抵抗性 穂いもち 強 中

玄米重 (kg/lOa 610 558 534 524 

玄米重標準比 109 (100) 102 (100) 

玄米千粒重 (g 24.2 25.0 24.1 25.1 

玄米検査等級 2中 2上 2中 2上

アミロース含有率（％） 15.8 19.8 12.3 18.4 

タンパク質含有率（％） 6.1 6.3 6.2 6.6 

平均，湛水直播栽培は2014年から2018年までの平

均値）を表 1に示した。移植・標肥区の「さんさ

んまる」の出穂期は「ほしまる」より 2日早い

「かなり早」，成熟期は1日早い「早」に属する。

直播・標肥区でも出穂期，成熟期ともに「さんさ

んまる」は「ほしまる」より一日早い。直播栽培

で重要な「苗立ち率」に関しては「ほしまる」並

であった。稗長は「ほしまる」と比較すると 1割

程度短<,非常に短稗であるが，穂長，穂数はと

もに「ほしまる」と同程度である。一方，一穂籾

数は「さんさんまる」が 1割以上多く，収量につ

いては直播・標肥区で「ほしまる」と比較すると

1割程度多収であり，一穂籾数の差が多収の要因

として考えられる。割籾は「ほしまる」より多く，

玄米等級は「ほしまる」よりやや劣り，千粒重は

やや軽い。

特性検定では，「さんさんまる」の穂ばらみ期

耐冷性は「ほしまる」並の“やや強’'であるが，

移植栽培時の冷害危険期が非常に早いため，移植

栽培時の冷害危険期の水管理に注意が必要である。

いもち病抵抗性は葉いもち・穂いもちともに“強'’

で「ほしまる」に優る。

2)現地試験（美唄市）

2017年および2018年の 2年間，「さんさんまる」

の現地栽培試験を美唄市で実施した。その結果を

表2に示す。美唄市の現地圃場では乾田直播栽培

を行っており，乾田直播栽培では「さんさんまる」

の苗立数は「ほしまる」と比較すると 2ヶ年とも

に明らかに少なかった。出穂期，成熟期は「さん

さんまる」の方が 2日および 3日早く，育成地の

結果と同様であった。稗長は「ほしまる」より 1

割弱短く，穂長，穂数はほぼ同程度であった。一

表 2 現地栽培試験結果（美唄市）

系統名
苗立数 出穂期収穫期 稗長 穂長 穂数 一穂 総籾数 不稔 全重 精玄 精玄米 千粒重

年度 籾数 歩合 米重 重比
品種名

（本／mり（月日） （月．日） （cm) (cm) （本／rr/) （千粒／mり （％） (kg/lOa) (kg/lOa) (%) (g) 

さんさん 2017 204 8.01 9.24 62.0 16.4 927 38.4 35.4 4.7 1518 670 106 23.7 

まる 2018 179 8.04 9.27 59.9 16.7 812 40.4 32.8 5.5 1519 647 108 23.6 
平均 192 8.03 9.26 61.0 16.6 870 39.4 34.1 5.1 1519 659 107 23.7 
2017 281 8.03 9.27 67.0 16.0 937 34 4 32.1 61 1597 632 (100) 24.0 

ほしまる 2018 221 8.06 9.30 64.9 15.9 819 35.1 28.5 4.1 1545 600 (100) 25.0 
平均 251 8.05 9.29 66.0 16.0 878 34.8 30.3 5.1 1571 616 (100) 24.5 
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穂籾数は「さんさんまる」の方が多く，そのため

総籾数が多くなり ，収量は「ほしまる」 比で107

と試験した 2ヶ年ともに多収となった。美唄市で

の現地栽培試験でも多収の要因は一穂籾数の増加

による総籾数の増加のためと考えられた。

2017年の現地栽培試験の様子を図 1に示す。登

熟期の写真であるが「ほしまる」で倒伏が認めら

れるが，隣の「さんさんまる」には倒伏は認めら

れなかった。このことは「さんさんまる」が「ほ

しまる」より耐倒伏性に優れていることを示唆し

ている。

味

柔らかさ

-----さんさんまる
ー・一 ほしまる（対照）
……… ななっぱし（基準）

総合

つや

白さ

粘り

図2 「さんさんまる」食味試験の結果
2014年から2018年にかけて計8回の平均値。基準「ななつぼし」
を0としたときの 7段階(+3から一3)の評価結果を示す。

図 1 現地栽培試験の様子 (2017年）

4. 「さんさんまる」の食味特性

食味に関する特性では，「さんさんまる」は

「おぽろづき」，「ゆめぴ りか」と同じ低アミロー

ス遺伝子 Wxl-1を持っため， 白米のアミロース

含有率が直播栽培時で15.8％とやや低 く， タンパ

ク質含有率も6.1％と「ほしまる」よりやや低かっ

た（表 1)。

「さんさんまる」の食味官能試験の結果を図 2

に示す。食味官能試験の結果，「ほしまる」，「な

なっぱし」と比較すると低アミロ ース米の特徴で

ある「柔らかさ」および「粘り」に優れ，総合評

価でも「ほしまる」，「ななつぼし」よりも優れる

という結果が得られた。

5.考察

北海道の直播栽培は本州と異なり作期が非常に

短いため，播種時と登熟期の気象条件に影響を受

けやすい。北海道の直播栽培では早生品種を選定

することでそのリスクを回避するが，直播栽培に

適する早生の品種が少なく， このことも北海道の

生産者が直播栽培の導入に踏み切れない要因の一

つであると考えられる。

「さんさんまる」の熟期は現在の北海道の品種

の中で最も早生に属している。このことは全道の

広範囲で直播栽培できる可能性があることを示し

ており，また現在直播栽培している生産地でも作

期をずらして栽培できる可能性のあることを示し

ている。近年は多くの生産者が多品目の輪作体系

で経営している（農林水産省， 2007)場合が多く，

「作期に余裕を持たせられる」ことは農繁期のス

ケジュール管理をする上で有利に働 くと考えられ

る。

直播栽培では 「耐倒伏性」が問題となる。倒伏

に関しては美唄市での現地試験の結果，「ほしま

る」が倒伏しているすぐ隣で「さんさんまる」が

倒伏していない様子が見られた。育成地で「押し

倒し抵抗値」を測定した結果では，「ほしまる」

と比較して「さんさんまる」の押し倒し抵抗値が

有意に高いという結果は得られなかった。このこ
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とから「さんさんまる」が短秤であることが耐倒

伏性に優る要因である。

「さんさんまる」は直播栽培向きの品種であり

移植栽培には向いていないと考えている。その理

由の一つに収量性がある。移植栽培した場合，

「さんさんまる」の収量は「ほしまる」比で102

(2013年から2018年の平均，育成地）となり，明

らかな多収とは言えなくなる。収量が伸びない理

由は，移植栽培時の「さんさんまる」の出穂が早

すぎることから稲体が充分に大きくなる前に出穂

してしまうためであると考えている。

また「さんさんまる」の移植栽培時の精白米中

のアミロース含有率は12.3%(2013年から2018年

の平均，育成地）と非常に低い。低アミロース米

の白米中のアミロース含有率は登熟期間の温度条

件により変動することが報告（保田ら， 2016) さ

れており，登熟期間の温度が高いほどアミロース

含有率が低下する。「さんさんまる」の移植栽培

時の登熟期間は北海道で最も暑くなりやすい 7月

下旬から 8月初旬になることから，直播栽培する

ことで出穂期が少し遅れた方が登熟期間の気温が

低下し，結果的に16％前後のアミロース含有率と

なり，炊飯米の「粘り」や「柔らかさ」が適度に

なる。これらのことから「さんさんまる」は直播

栽培することを推奨している。

美唄市での現地栽培試験の結果からも「さんさ

んまる」は苗立ち性に優れている訳ではないこと

が分かっている。北海道の直播栽培においては播

種時の低温による苗立ち不良が問題となることか

ら，これまでに外国稲由来の遺伝資源を活用する

ことで低温苗立ち性を向上させる試みが行われて

いるが，長秤や低収量，晩生化といった苗立ち性

以外の不良形質により，それらの遺伝資源が上手

く活用されていない。このような現状ではあるが，

「さんさんまる」の低温苗立ち性の改良は必要と

考えている。

「さんさんまる」は直播栽培に向く良食味の品

種が欲しいという生産者の声を品種にしたもので，

低コスト・省力化を目指す生産者と割安な良食味

米を必要とする消費者の相方にメリットのある品

種である。「さんさんまる」のこれらの特長を活

かして北海道の水稲栽培がさらに活性化していく

ことを願っている。
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