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水 稲品種「べこあおば」による超多収目標達成と今後の課題

滝田

〔キーワード水稲，多収，雑種強勢，大粒，ベ

こあおば

1 . rベこあ お ば 」 に よ る

組多収自標の達成

最近の世界的穀物不足と関連し，コメをエサ米や

米粉等の他用途に用いることが進められている.こ

の場合，稲品種は趨多収であることが求められるが，

超多奴については， 1981年に始まった超多収計画

(逆 7・5・3計画)があった.本計闘では 15年後

の 1995年までに 50%の増収を実現するもので，東

北農業研究センターの育成地(大仙市)では 900

kg/10 aの収量が混擦となっていた(東 1988).本

目標が高すぎて実現が不可能でないかとい

う批判もあった.このようななか，極大粒多収性の

「ベニあおばJが 2005年に東北農業研究センター

で育成された(中込ら 2006).さらに，長田ら (2007)

は，この「べこあおばJを用い， 2001~2005 年の 5

年平均で粗玄米収量が 900

kg/10 a以上であることを示し

た. したがって， 50%場収とい

う目標が「べこあおばj によっ

て実現したことになる.目標達

成に 10年連れることになった

が，これは，全国でも初めての

包標達成である.

この「べこあおばJは，外国

と日本稲の多l反形質を集積し

て育成されたもので，親品種を

含めると育成までに 30年近い

正*

に， 1 t/10 aを目標とする多収性育種の方向につい

て考察し，関係者の資料としたい.

関連し，本報告のポイントである「べこあおばj

の多収性試験を東北農業研究センターで 2001~

2005年に実施し， 900 kg/10 a以上の多収性を実証

した寺島研究管理監(現農研機構中央農研)およ

び長問主任研究員(現農研機構近中間農期)に深

く感謝いたします.

2. rベこあおば j の系譜

「べこあおばJの草姿を写真 1，系譜を図 lに示

した.育種目標は，母毅「オオチカラ」の超大粒多

収性と父親「西海 203号Jの良好な草型と登熟特性

を集積した鵡多収性品種の育成であった.両親は東

北地域では晩生~掻晩生の熟期であるがオオチ

カラ」を母:本に用いると早生型が出現することがわ

かっていた.そこで， Fz世代に早生伺体の出現を期

待したところ，予想、どおり早生個体が出現したので，

を要している.筆者は，そ

れらの育成に深く関わってきた

一人であるが，ここでは，これ

らの育成経過，多奴形質を集積

¥-------------------¥y ノ¥一一一一---y一一一一ノ

べこあおば あきたこまち

させて多収を得る目印交雑ノ¥イ

ブリッドライスとの関係，さら

写 真べ こあおばj と「あきたこまちJの成熟期の議姿
「ベニあおばJI土綬稗であるが主主文は低くない.

強i立行政法)\.l~{~さ・食品淫業技術総合研究隊機東北農業研究
センター (TadashiTakita) 0369-5247/09/干500/1論文/JCLS
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関べこあおばj の系譜

それらを選抜し，画定を進めた.その結果，目標と

する系統がいくつか選抜され，その 1系統が 2003

年に「奥羽飼 387号j と命名され， 2005年に「べこ

あおば」と命名された.

3. fべこあおば j の基となった

「西海 203号 J

fべこあおばjの多収性は，主として良好な草型

と登熟特性に起因していると推察される.これらの

特性は，主として父親の「西海 203号jに由来する

が西海 203号Jは，九州地域でその多収性が評

価され， 2009年度から米粉等の加工用米向き品種と

して普及が予定されている(日本農業新聞 2008

9月 341=1) .また，極多収性といわれる「タカナリ J

より l割多収性の「モミロマンj が育成されたが，

これは，外患稲に「問権 203号j を3回戻し交配し

て育成した品穏である(根本 2008).したがって，

f西海 203号jは極多収性品種であり，かつ母本と

しても優れている

4. fit9海 203号」の基となった

「九系 753J

f商海 203号jは「奥羽 326号/九系 753Jの組合

せに由来するが，その多収能力と関係の深い登熟特

性は「九系 753J に由来する.そこで九系 753J

の育成経過に触れると次のとおりである

超多収計画が始まった当時，インド型は，主主型が

良く多収性であるが，低温に弱く，葉と穂の枯れ上

がりが早いため主主熟が劣る欠点が指摘されていた.

そこで，日印交雑により，草型はインド型，登熟特

性は抵温に強い日本型のものを選抜することが育

種目標となっていたが，その育種は遠縁交雑のため

困難を極めた.たとえば，先駆的品種として草裂が

箆れ大穂型の「アケノホシjが育成されたが，主主熟

とくに登熟ムラが大きい問題があり，収量は

「日本晴J より 10%高い程度であった(篠限ら

1989) 

こんな中，九州農業試験場において 1986年に，

偶然にも，インド型「水原 258号j と日本型「台農

67号j の組合せに，その目標に近い大ブレークス

ノレーした I系統が見つかった.しかし，その系統は，

短稗と長稗に分離しており，かっ脱粒性が極易で、あ

り，さらなる選抜と改良が必要となった.そこで，

翌年，長稗裂に盟定した系統(後の九系 753) を交

配母本に用い，改良を進めることになった.なお，

短稗型に臨定した系統も得られたが，こちらは，憾

短稗の特徴からハイブリッドライスの母:殺となる

維持系統の育成に用い，その結果，安定多奴性の日

印交雑ハイブリッドライス iTHR1J が育成された

(滝問 1996a，1996b) . 

次に「九系 753J の草型について検討すると，長

稗穂重型で，巻き葉型のため下位葉から上位菜まで

しているインド型の革姿である.隙間の多い主主

裂のため，出穂後の群溶下部の柁対照度は「レイホ

ウJの 4%に対し九系 753Jは 12%で，下位葉へ

の光透過が明らかに多く受光態勢が箆れている(表

1). しかし逆に，この草控は光のロスが多いとい

う問題がある.収量性を調査したところ，九州の多

収性品穏の「ニシホマレjとほぼ同等の収量であり，

光のロスが多い問題を解決することでより多収が

得られる確信が得られた.

次いで 753Jの登熟の良い特性について検
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討すると，父親の「台農 67号j はR本望で主主熟が

良く，一方，母親の「水原 258号」はインド主主であ

り枯れ上がりが早いタイプである.したがって九

系 753J の登熟の良い特性は台農 67号Jに由来

する.

「九系 753J の改良のために選ばれたのは「奥羽

326号jで、あった奥羽 326号jは，日印交雑由来

の短稗穂重型の臼本型で，主主熟に問題があるが，イ

ンド型に近い良好な草型を有し，脱粒難であり， I九

系 753J の脱粒性と草型改良に適していると推察さ

れた.そして，そこから選抜された「西海 203号J

は九系 753Jと詞じく長科穂重裂の主主型で穂と葉

の枯れ上がりが遅く奥羽 326号j より明らかに

主主熟特性が改良されていた.

なお，当時は短稗穂重型のインド型の主主型が主流

で、あったが， I西海 203号j と「九系 753Jは長稗穂

重型の革型をしている.これは，多奴育穣を担当し

ていた筆者が，伊藤隆ニ(1983)の「稲長稗多収品

種の夢Jを参考に，長稗聖を積極的に選抜した結果

である.

5 雑種強勢の固定と

「酋海 203号」

日印交雑ハイブリッドライス (F1) は安定多段と

いう報告がある.これは，日印交雑 F1においては，

表 1 r7L系753Jの群務下部(地上 30cm) の
祁対照度と関迷彩質

一一

{底温に強く登熟の良い日本型の長所と草型の良い

インド型の長所が集積するからである(滝田

1996b) .このことから，これら良形質を集積する

ことによって雑種強勢は固定できるという考え方

がある(楊 1987，東 1988).この考え方によれば，

f九系 753J は草型と主主熟特性について伝印交雑ノ¥

イブリッドと閉じ能力を持った系統と位農づけら

れる(表 2) .また，さらに改良された f西海 203

は日印交雑ハイブリッドライスとほぼ伺等の多

収能力を持っているので，雑種強勢は固定できると

いう考え方は「西海 203号」によって証明されたと

思われる.

6. rベこあおば j の大粒性の

系語と鷲熟能力の向上

筆者ら(1979) は，千粒重が 50gを超える超大

粒型系統 IBGlJを育成したべこあおば」の母

親「オオチカラj は，この IBGlJを改良したもの

で，ヂ粒重が約 40gの超大粒性で，標肥栽培条件

では 20%近い多収性を示すが，長稗のため倒伏に弱

く多肥条件では 10%程度の多収性である(小林ら

1990) .したがって「オオチカラJの改良ポイント

は短強稗化になるがベこあおばJは短強秤であ

り，その改良は「べこあおばj で実現したと思われ

る.

「べこあおばj の父親の「西海 203

品種名
出穏期 f早長 著書数 精粉重 群洛下部

は，葉と穂の枯れ上がりが遅く主主熟が良い

長所があるが，大穂で不稔や未熟のものも

多く，主主熟が十分でない. Iベニあおばj

の穂相を観察すると，やや密粒型であるが

普通の日本稲と詞じ形態で登熟が良い(写

真 2) .一般に，穂重型の穂は 2校梗着生

粒が多い (Wangら 1997) .そして， 2次

枝梗若生粒(弱勢穎花)は稔実が劣り

次校梗着生粒は稔実が良い(長戸 1941)• 

関連し，母親の「オオチカラJは穂粒

数が少なく，この結果次校梗粒数の割

合が高く，極大粒であるが稔実が良い

(月日) (cm) 柁対照度(%)

9.02 96 198 72.3 5 

九系753 9.04 87 222 70.3 13 

ニシホマレ 9.07 77 290 70.7 6 

レイホウ 9.08 77 359 67.2 4 

資料:滝田(1989)

表 2 r7L系753J と「西海 203号jの日印交雑 FIとの類似

収量
× 

台農67号 日本型 高 × 

九系753 日本型 高 × 

西海203号 日本型 高 O 
自 品 O 

X: 

日r::~交雑F1: 滝|沼(l996b) による.

(Takita 1988) .これらのことから考察す

るとべこあおばj は，大粒化すること

によって l穂籾数を少なくし，その結果，

稔実の良い l次校梗着生粒(強勢穎花)の

都合が高くなり登熟能力が向上し，より多
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収になったと思われる.

7. 超 多収 の草型は短稗穂数型

次の収量目標は 1t/10 aであるが，近年，手代木

ら(1994) はまいひめj で1.02 t/10 a， Iふく

ひびきj で1.00 t/10 aを実現した(表 3) .本収

量は， 1994年としづ天候の良い豊作年，福島県農試

冷害試験地という冷j京地，かっ多収品種としづ条件

で得られたと恩われる そのとき，多収性の「ふく

ひびきJは，稗長が 82cm，穂数が 453本1m2，1 

穂粒数が 107粒，登熟歩合が 86%，収穫指数(玄米

重/全霊)が 47%であり，総じて穂数型の草型で、あっ

た.一般に，穂数型は， 1穂粒数を減らすことによっ

て登熟の良し、1次枝梗粒割合を増やすことができる

ので登熟が優れる特徴がある.関連し，松島(1977) 

は 箱作診断と増収技術J (改訂新版)で，玉虫想

の多収イネの草裂は，多穂・短稗すなわち短梓穂数

裂であると結論している.これらのことから推察す

ると，上記の超多収は，登熟の良い短稗穂数裂の草

型によって得られたと思われる.

一方，穂、数型は，平地では高温のため過繁茂にな

る隈題があり，倒伏の危険も指摘される.しかし，

fべこあおばJは耐倒伏性が極強で、かつ直立型の草

姿であり過繁茂の問題は少ない.医みに，長田ら

(2007)のデータのうち 2001年と 2002年の多収年

事例を見るとべこあおliJは極多目邑条件にもか

かわらず劉伏は無く，収量は 2年平均で 958kg/10 a 

であり， 1 t/10 aまでもう少しで、あった(表 4) . 

また，稗長は 78cm，穂数は 337本ImZ， 1'f志粒数

は 111粒，二子粒震は 32.4gで、あった.

以上の結果を総合にするとベニあおばj のさ

らなる改良のポイントは，その短稗型の草型をベー

スに，穂数の増大，さらには，さらなる登熟と革製

の改良が考えられる

8. rベこあおば j 改良の方

穂数について「べこあおばjは，痕立型の草姿の

ため生育初期は光のロスが多く生育が劣り，分けつ

べこあおば

あきたこまち

写真 2 ベこあおばj と fあきたこまちJの穂」、民

表 3 玄米l以設が 1t/10 aを超えた事例における収f玄関連形質

手早長 穂数 登熟歩合 玄米重 l以後指数

まし

ふくひびき 8.05 82 453 107 86 1，000 47 
資料手代木ら(1994)

災施用量(kg/10a): 8 (1幻巴)・2(幼形期)・2(減分期)
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は農緑色をしており，すでに光合成能

表 4 べこあおばj の多収事1J'Uにおける収量関連形質 力は高いことが予想される.

品種名
穏揃い期待長 穂数 l穂 千粒震粗玄米重 伯j伏

これらの改良により，穂数が 400本

1m2， 1穂校数が 80粒，千粒重が 40g， 

登熟歩合が 85%の稲を実現すると，

収量は，これらの積により， 1. 088 t/lO 

aとなり，平年でも収量が 1t/10 a以

上の品種が実現すると思われる.

(月日 (cm) (本1m2) 粒数 (g) (kg/a) (0~4) 

べこあおば 8.12 78 337 111 32.4 958 0.0 

ふくひびき 8.07 87 36114  24.4 871 2.8 

資料:長田ら(2007)のデータを改編(データは2001~2002の2年平均)

が少なく，この結果，穂数が少ない問題がある.そ

こで，生育初期は，業身がなびくタイプにして光の

ロスを少なくし，生育旺盛にして分げつを増やすこ

とが求められる.このような生育初期の主主型は「ふ

くひびきJや株が開くインド型に認められるので不

可能ではない.

次に，さらなる登熟能力の改良が求められる.

Fukushimaら (2006) は，出穂 30日後のシンク(受

容体)とソース(供給源)の活性に品種間差異があ

ることを明らかにし，シンクが大きく出穂 30 日後

のシンクとソースに活力のある品種は多収である

ことを明らかにしたべこあおばjは穂と葉の枯

れ上がりが遅く，その考えに合致した品種と推察さ

れるが，穂数裂にすることにより，強勢穎花の割合

が増えるので，登熟能力がさらに向上する可能性が

高い.さらには，超大粒化が考えられる.すなわち，

粒重を大きくし，さらに籾数を減らすことによって

強勢穎花の割合を増やす方向である.また，長粒型

は短粒型よりも稔突が良く多収能力がある(滝閏

1991) .そこでべこあ お ばj を「オオチカラj

のような千粒重が 40gの長粒型の鵡大粒型にする

ことが考えられる.

ついで、，さらなる革型改良が考えられる.筆者

(2009) は， 900 kg/10 a以上の多収を示す「ふく

ひびきい「タカナリ J， Iべこあおぱj の草型を検

討し，これらの品種は，短強稗，かっ穂、が上位葉の

下に位置し穂の遮光の少ないトウモロコシ型の草

聖であることを指摘した(写真 1参照) .そこで，

穂数型に加え，さらなる草聖改良は，このトウモロ

コシ型をさらに強化する方同]が考えられる.具体的

には，稗長は伸ばさず上位葉をさらに長立させ，筆

丈をさらに高くする草型改良の方向である.このこ

とにより，より穂の遮光をより少なくし群落の光合

成能力を高めることができる.さらには個葉の光合

成能力の向上も考えられるがべこあおばj の葉
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