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<研究・技術情報>

小麦を巡る最近の情勢と生産技術の動向

はじめに

我が国の小麦生産は，欧米の主要生産国に比べ

て品質，生産性の両面で立ち遅れているとされ，

その品質向上や抵コスト化が吉くから技術開発の

大きな課題となってきた。

近年，消費者の安全・安心な農作物への要望や

地産地消の取り組み機運の高まりから，国産小麦

の特徴を活かしためんやノfン等の溜品化が活発に

なっているうえ，平成17年産からは全量が民間流

通となるなど，実需ニーズに対応した高品質小麦

の安定供給が強く望まれている。小麦は我が国に

おいても機械化作業体系の確立が進み，土地利用

型作物の中でも労働時間当たりの生産性が高い作

物であるものの，品自撞断的経営安定対策(平成

20年産から「水田・畑作経営所得安定対策J) の

対象作物としてー農の低コスト化が期待されてい

る。

1.小麦をめぐる最近の情勢

2005年における小麦の国内需要621万tのうち，

パン用が25%で最も多く，中華めんやスパゲティ

等のその他めん類が20%，菓子用が12%，日本め

ん(うどん)用は10%となっている。一方，国内

の小麦生産量は88万 t (国内自給率14%)のうち，

日本めん用に41万 t，味噌・醤油の穣造用に18万

t，菓子用に17万 t用いられ，国産シェアはそれ

ぞれ63%，50%， 22%でパンや中華麺への利用は

数%に過ぎない。

地方，世界の小麦生産量は627百万 t，

は113百万 tで，そのうち我が国の輪入量約 5

万t強(貿易量の 5%)は，アメリカから 5割強，

残りをオーストラリアとカナダで分け合っているO

*ホクレン農業協詞組合連合会役員室技滋
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桑原達雄*

輸入小麦の主要銘柄は，アメリカ産の IHRWJ・

IDNSJ (パン・中華麺用)や IWWJ(菓子用)，

カナダ産の ICW.No1 J (パン用)・ IDRMJ(マ

カロニ用)，オーストラリア産の IASWJ (臼本

めん用)・ IPHJ(中華麺用)などである。

近年の我が毘における小麦作付面積は20万ha

強で，そのうち半数の10万ha強が北権道で栽培

され，次いで九州，関東・東山制限となっている。

また，生産量 (2007年産)約91万 tの64%が北海

道で占められ，次いで描悶，佐賀，群馬の順でこ

れら 4道県で全国の80%が生産されている。

平成17年産からはこれまでの外観品位に基づい

た等級底分に加えて，タンパク質含量，灰分，容

積重，フォーリングナンバーといった 4つの品費

評価項自を設け，良質な国産麦の生産を促してお

り， これらの取り組みにより，需要と供給のミス

マッチ率(競売予定数量.購入希望数量)/販売予

定数量)は著実に改善(平成11年度 33.6%→平

成17年度10.6%)している。

1I.生産技術の動向

1.実需と産地のニーズに応える新品護

1)日本めん

小麦粉のでん粉は，ブドウ糖から合成酵素 I型

によりアミロース，合成酵素E型によりアミロペ

クチンが作られるが，小麦は由来の異なる遺伝子

をそれぞれ 3偶ずつ有しており 1型合成欝素酵

素のそれら 3違佳子のうち，1{毘欠くとやや低ア

ミロース， 2個欠くと抵アミロースと含量が低下

し， うどんの「もちもちj感が増加する。

この間， この遺伝子的改虫に成功し， Iネパリ

ゴシ」や「イワイノダイチjなど近年開発した品

種の多くで麺の食感が改良された。また，国産う

どんは色相の点で， IASWJより劣るとされてき

たが，早い世代から色について選抜してきた結果，

-41-



42 北縫第76巻第 l王子 (2009年 1月)

「ふくさやか」ゃ「きたほなみJなどの色棺が

fASWJに近い品種が開発されてきた(図1)。

また，輪入小麦に比べて器産小麦は製粉歩留が低

く製粉性が劣るとされてきたが，最近育成された

「きたほなみj は日本めん用にもかかわらず製粉

性が著しく改良されている。

♀担孟重注

新品種→きたほなみ

全国基準→箆林61i号

~需者によるうどんの評価(平成15-17年平均)
(農林61号を70.0点として評随)

1きたiまなみ」は，ゆでうどんの割返弘、協舗による制空1.1I.5.'lVJ.雨露議

国 1 うどん用秋まさ小麦新品翠
「きたiまなみ」の加ヱ適性

2 )パン用

小麦粉の製パン性は， クソレテニンとグリアジン

というこつの性震の異なるタンパク賀が加水・混

合されることで形成されるグルテンの質と量に依

拠する。グルテン量を増やすための高タンパク化

が古くから行われており，グルテンの質について

はGlu-D1遺伝子にコードされたグルテニンの高

分子サフーユニット 5+10が最も製パン性に効果

が大きいことが歌米で明らかにされている。

これまでの国産パン用小麦である北海道の春播

き品種「ハルユタカ」は，職人パン用小麦銘柄で

あf1CWJゃ「狂RWJに比べてタンパク質含量が

{尽く製パン時の吸水がやや低い等の欠点があり製

パン性が劣っていたが，先のサフボユニット 5+10 

を導入して，北海道で「春よ恋jや「キタノカオ

1) J(間 2)，東北で「ゆきちから」や「ハルイブ

キ」などの品種が育成された。「キタノカオリ」

はそのでん粉がやや低アミロースであることから，

f1CWJや fHRWJには無い「もちもちJとし

た食感のパンが;焼け老化の進行も遅いという特性

を生かして，クロワッサンやベーグル等の商品が

販売されている。これらパン用小麦品種は，パン

と同様に高タンパク質が求められる中華麗用とし

ても盛んに用いられている。

裂"ン適性に鐙れる秋ま吉小妥結晶怒

5望書害者による製
パン鼠数成豪華結

祭(4カ年、8点目
比絞)

キタノカオリ

ハルユタカ

国咳水性 箇作家佐 口外援国内線

図2 パン照秋まさ小麦新品種
「キタノカオリ」の加工適性

3)新規形質コムギ

1993年にアミロースの合成が全てブロックされ

でん粉が全てアミロペクチンとなったそチ小麦の

素材が世界で初めて我が国で発見された。その後，

製粉性や農業特性を大幅に改良した「うららもち」

や「もち姫」が開発され，煎餅や洋菓子といった

特産品の原料として，三重県や青森県で栽堵が始

まっている。

また， 2006年にモチ小麦と高アミロース小麦を

交配した子孫の中から，アミロースとアミロペク

チンの荷方の合成がブロックされている小麦がこ

れも我が国で初めて発見された。この小麦はでん

粉の含量が少なくマノレトース等の糖が通常の小麦

粉よりも多いため， fスイートウィートJ(甘いコ

ムギ)と名付けられ，今後の手当用が期待されてい

る。

一方，強靭なグルテンを持つ超強力特性を持つ

小麦が注目されており，中力粉へブレンドするこ

とで製パン性や中華麺適性を改良したり，冷凍中

にクソレテンの劣化をきたしやすい冷凍生地製パン

への利用等が考えられている O 現在，超強力特性

を持つ品種は関東向けの「ハナマンテン」のみで

あるが，北海道向けに現在「北海261号Jの検討

が進められており，中力粉の用途拡大や過剰緩和

に黄献することが期待される。

-42-



桑原.小麦を巡る最近の情勢と生産技術の動向 43 

2.高品量化・低コスト化に向けた新しい栽培技術

1)良質小麦生産のための施肥体系

従来，秋播小麦の窒素施肥は基肥重点型であっ

たが，良質麦生産の観点から施肥体系の検討が進

み，春季の追肥は穂数増に，止葉期追肥は一穂粒

数と粒重増に，出稽期以降の追肥は粒重と蛋白含

量増に，それぞれ寄与することが暁らかにされ，

追肥や肥効龍節型肥料による生育制御技術が開発

されている。また，出穂期以降の尿素の葉酉散布

が粒の肥大や蛋自増に有効であることなどが明ら

かにされ，植物体窒素含有量と子実蛋岱含有率と

の聞の量的関係から葉色診断技術を用いて子実蛋

白含量を適正範割に制御することが可能となりつ

つある(関 3)。これらの知見を総合的に組み立

てることで，資材多投入型ではなく生育診断に基

づく省資源型栽培技術による安定多収，高品質栽

培法が開発されていくものと考えられる O

1100 11.5 

1050 11.0 

3CFD ベ 1000 
10.5 京) 

主防 V 

10.0 。廿

制朝内日内 900 
、と

850 
9541 

800 9.0 

750 
.tl:NO J上N6 止NO tl:N6 .tl:N3十 8.5 

認N3
起主主期擦肥 起生期増ijE(+ N3) 

※止は止薬綴， !7R(ま尿言語 2%の奨証言散布 3[e]， 
NO，3，6(立主主索施肥溺:(kg/10a)を示す。

図3 子実霊とたんぱく確保のための
キタノカオリ窒素施nE:~去
(平成14年，中央援試)

2)作期競合を緩和する大豆…小麦の立毛間播種

栽培体系

作物の生産性を向上させるために最も単純かっ

効果が高い方策として，二毛作がある。北海道で

は，前作である夏作物の収穫期が遅いため，秋ま

き小麦の適期播種ができず，作業競合や土地利用

上の問題となっていた。そこで，小麦を適期に大

豆中に立毛閤播種(収穫前の作物の畦聞に次の作

43 

物を播種)する栽培方法が確立された。大豆の黄

変初期(落葉が始まる前)に畦間へブロードキャ

スター等で小麦を通常の{音量程震ばらまきするも

ので，施肥は播撞か大立収穫後に表面施用する。

3)播種時期の移動による春播き小麦の生産性向

上

転換畑が多い北海道道央部の多雪地帯では融雪

が遅れ，春まき小麦の播穫が5月に入ることも多

く，穏発芽や赤かび病により収量・品質ともに不

安定な状況にあった。そこで初冬期(根雪誼前)

に播種し，生育量の確保とともに早生化を図る

「究極の早まき栽培」技術である「春まき小麦の

初冬まき栽培Jが開発された(図4)。播撞は根

雪直前の11月中旬に行い，積雪下で発芽，融雪と

間持に生育できるので，収穫は通常よりも10日ほ

ど平い 7月下旬から可能となり，穂発芽や赤かび

病が回避・軽減されるとともに 1割程度多校とな

るO 江551日市を中心iこ始まり 2007年産で全道に1900

ha程度まで普及している。

函4 選手まさ小麦の低収打破と雨寄
回避に効果的な初冬まさ栽培

4)人工籍塁等を活用した合理的@抵コストな収

議管理

北海道十勝地方の焔作地帯では収穫機械及び乾

燥施設の大型化が進みヨーロッパ並みの大規模栽

培が行われているが，降水量の少ないと言われる

北海道においても小麦の収穫期前後は天候不11損

(低温・多雨)となりやすく穂発芽や赤かび病の

被害が大きな生産不安定要国である。作付け臨積

の増加や品種「ホクシンjによる寡占化が進み，



44 北霊童第76毛主第 1号 (2009年 l月)

地域全体の収穫適期が 1週間程度と短いうえ収穫・

強入!順序は当年役員の闘での闇場昌視や調整によ

り決定されるため，刈り遅れによる低アミロ化

(穂発芽せずに伴いアミラーゼ活性が高まりでん

粉粘度が低下すること)や穂発芽を恐れるあまり

の高水分刈り(早刈り)に伴う品質低下など収穫

適期を逸して被害が甚大となる傾向にあった。そ

こで，衛星リモートセンシングやメッシュ気象情

報等を利用して成熟順位に即した合理的な収穫を

実施することで地域としての品質向上とコスト低

減を実現するという「大規模収穫・諒製に適した

品種向上のための小麦適期収穫システムjが構築

された(図 5)。

図5 関きをした小麦適期収穫支援システムの概要

本システムではまず，衛星リモートセンシング

により潤場毎の登熟の棺対的な早晩を判定すると

ともに地域内設寵した気象ロボットから気象メッ

シュ清報(250m四方)により成熟および、子実水分

を予測し地域の収穫早娘を判定する。また，成熟

期後日数，気調，降水量から低アミロ発生を予測

し低アミロの危険度から収穫期の晩限を判定する。

これらを組み合わせて生育早晩マップを作成し，

域内のコンパイン数と乾燥施設の能力に合わせて

収穫・運搬順序を決める支援情報として発信され

る。本システムの導入の結果， JA芽室では高水

分収穫や刈り残しが減り，乾燥調製施設での受け

入れ水分の低下と均一化により高品質化が実現す

るとともにコンパインの 1台あたりの収穫量が増

加し，乾燥結設での乾燥経費も 2割程度が削減さ

れている(表1)。

直.おわりに

これまで見てきたように今後一層品質を重視し

た小麦の流通が進行するなかで我が国特有の気象

から発生する様々な障害を克報して小麦作経営を

発展させるためには，品種，栽培方法，さらに加

工利用の三つの技術が相携えて発展することが極

めて重要である。

農林水産研究基本計画では，これら品種開発，

栽培技箭，加工利用について目標を示し，目標達

成に向けて産学宮が連携しオールジャパンで取り

組みことで，高品質な「売れる」麦の安定生産技

術の開発を目指している。

ここ数年のオーストラリア産小麦の不作や国際

的な穀物価格の高騰は，小麦の貿易量や需給関係

に大きな変化が生じつつあり，国内自給率の向上

を見据えた技術開発をも展望していく必要があろ

つ。

表 1 小麦収穫支援システム毒事入の効累 (JA芽窓)

共同l乾 llj(f長径 l民権盈 実収穫 設定収際収 f整 i日JLi:の コンパイン l しJ 1 1:J 1 f:i 水分20%までの

年次
嫁H附1'i'l (生;友) (乾支) 日 数 上限水分午とj水分 LJ別様 41A 1 数 当たり当たり 乾燥'i~

i'lIi扇去を 1ま働台数収穫 (人i'l校十燃j治資)

(ha) ( t ) ( t ) (1::1) (%) (%) (%) (合) (台) ( t ) (lJl! t )平均とお数

11 4.135 25.913 20.593 13 35 30.4 4.2 50 42.1 47.7 

12 4.433 28.608 22.815 11 :35 29.9 3.3 50 43.5 59.7 

13 4，441 33.914 27.695 13 35 28.9 2.5 50 45.5 57.3 1.360 J (00) 

14 4.574 38.138 32.085 12 33 26.6 1.8 50 43.9 72.4 

15 4.184 32.340 27.210 13 32 26.6 2.2 50 42.9 58.0 1.109 I eiJ7l 
16 4.236 30.349 26.857 10 30 22.6 3.2 48 41.3 73.5 602 
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