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(研究・欄ノート)

産学官連携による香川県の地酒用水稲品種さぬきよいまいの育成とその特性

藤田究 1) ・多田仲司 1) .三木哲弘 1) ・河田和利1)・村上てるみ 1) ・楠谷彰人 2)

河野謙司 3).中井昌憲 3)・吉本康 4)

(1)香川県農業試験場 2)香川大学農学部 3)香川県酒造協同組合 4)香川県農業協同組合)

要旨:水稲品種さぬきよいまいは香川県酒造協同組合，香川県農業協同組合，香川大学農学部および香川県の産学官

の連携により育成され， 2009年に品種登録された.さぬきよいまいはオオセトと山田錦を交配して育成した品種で，

オオセトと比較して穂数が多く，多収，千粒重が重い，タンパク質含有率が低い等の特徴がある.酒造原料米としては，

おおむねオオセトと山田錦の中間的な性質を持ち，清酒の官能評価はオオセト，山田錦より高く，香りが良く，すっ

きりとしてまろやかな酒質であると評価された.このため，香川県の地酒用の酒造原料用品種として期待できる.

キーワード:さぬきよいまい，酒造原料米，水稲，品種.

香川県では 1979年に奨励品種に採用したオオセトを酒

造原料米として主に使ってきた(注:香川県稲作生産改善

対策指導指針平成 17年4月)• しかし，栽培条件によって

はタンパク質含有率が高くなり，千粒重が小さくなって酒

造適性が劣ることが指摘されてきた(上回ら 1994，上回ら

1995，中村ら 1996，藤田 2002) そこで¥香川県酒造協同

組合より，香川県にしかないオリジ、ナル品種を使ってさぬ

きの地酒を造りたい， という要望が出されるとともに，オ

オセトよりもタンパク質含有率が低く，千粒重が大きい酒

造原料用品種が求められるようになったこれを受け，

1990年から香川大学農学部で育種を開始しその後，香川

県農業協同組合が協力しさらに 2003年からは香川県が

参画し，産学官が連携して香川県の地酒用水稲品種の開発

に取り組んだ、.

材料と方法

L 育成経過

1995年夏に，香川大学農学部においてオオセトを母，山

田錦を父とする交配を行い(第 1図)，同年冬に温室内で

Flを養成した 1996年の F2から 1998年の F4までは香川

大学農学部内実験水田で集団栽培した 1999年の Fsでは

500個体を両親 (20株)とともに栽培し，各個体および両

親の出穂期に株内長稗2茎の止葉中央部の葉色を葉緑素計

(SPAD-502，ミノ Jレタ製)によって測定した成熟期に個

体別に刈り取り，各個体から任意に 1穂を採取した後，残

りの穂を脱穀・風選して精籾数と精籾重を測定し個体別

の精籾重を精籾数で除して 1000籾重を算出したこれら

の調査結果を基に，出穂期の葉色値が低くかっ 1000籾重

の重い 120個体を選抜した 2000年の F6では， Fsで選抜

した 120個体について予め採取してあった 1穂を 120系統

に展開し， 1系統20個体で両親とともに栽培した 1999

年と同様，出穂期に全系統，全個体の葉色を測定した 1 

系統20個体の平均を系統別葉色値とし，これによって値

の低い 16系統を選抜したさらに，この 16系統を個体別

に刈り取り 1穂を任意に採取した後，残りの穂を脱穀・風

選して 1000籾童を調査した選抜された 16系統各20個

体の中から，葉色値と 1000籾重を総合して 1個体を選んだ

この 16系統内各 1個体から採取した 1穂を 2001年に F7

で 16系統に再展開し， 2000年と同じ方法によって 10系

統を選抜した 2002年の九では，それまでと同じ方法で

10系統から 2系統を選抜した 2003年の九世代以降は系

統を香川県農業試験場に移管し系統選抜を行ったそし

てそれらのうち成績の良かった方の 1系統をさぬきよいま

いと命名し， 2006年3月に品種登録を出願し， 2009年3

月に品種登録されたなお，さぬきよいまいの品種名は，

本県のオリジナル品種であるため「さぬき」の名称を用い

るとともに，酒造に適した品質の良い米で、造ったおいしい

お酒を飲んで，心地よく酔ってください(香川県の方言で

「酔いまいJ) という意味を込めて命名した.

2. 生産力検定試験

2003~2005 年にかけて香川県農業試験場において生産力

検定試験を実施した 供試品種はさぬきよいまい，オオセ

ト，山田錦とした栽培方法は， 5 月 25~29 日播種， 6月
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第 1図 さぬきよいまいの系譜
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第 l表 さぬきよいまいの特性概要j)

熟期

草型

出穏期(月日)

成熟期(月日)

秤長 (cm)

穂長 (cm)

穂数(本/m')

での有無・長さ

ふ先色

脱粒性

耐倒伏性

いもち病抵抗性

推定遺伝子型，)

穏発芽性

精玄米重 (g/m')

同上対オオセト比(%)

容積重 (g)

さぬきよいまい

中生の晩

穂数型

9/1 

10/10 

75.4 

18.4 

455 

有・中

白

中

中

Pita-2 

玄米千粒重 (g)3)

やや易

571 

107 

811 

27.0 

中中外観品質4)

玄米の形状(長さ×幅) (mm) 

心白発現率 (%)5)

5.5x3.1 

2.2 

オオセト

中生の早

中間.If!

8/23 

9/28 

65.9 

19.8 

338 

有短

白

難

強

山田錦

中生の晩

中間型

8/31 

10/11 

97.4 

20.0 

378 

無

白

中

弱

Pita-2， a + 

中

536 

(100) 

787 

23.9 

中中

5.3x3.0 

1.7 

易
一
羽
田

m
u

l
l

ワ
μ

5.5x3.2 

51. 4 

玄米タンパク質含有率 (%)6) 7.7 8.4 8.4 

1)調査は香川県農業試験場で行い， 2003~2005 年の平均値である。 5 月 27 日播種， 6月 16日移植 (3カ年平均)の

稚苗移植栽培とし，栽植密度は 18.5株 /m'(1株3本植)，施肥は肥効調節型肥料を全量基肥 6g/m'(N成分)とした

2)東北農業研究センターによる検定結果 3)粒厚1.8mm以上で測定

4)達観による上上~下下の 9段階評価(一般米の基準). 5) 2002と2003年の平均

6)近赤外分析計 (GS-2000) による測定値(乾物換算)

14~18 日移植の稚苗移植栽培とした 栽植密度は 1株 3本

植で 18.5株/m
2(条間 30cm，株間 18cm)，施肥量は全

量基肥施用で m2
当たり成分量で窒素 6g，燐酸6g，加里

6gとし窒素成分のうち 60%が 100日タイプの緩効性肥

料とした試験規模は 1 区 6~9m2 で 2 反復とした調査

は形態的特性および生態的特性を把握するとともに，収量

形質および酒造適性に関連する品質分析を行ったなお，

玄米タンパク質含有率は近赤外分析計 (GS-2000，静岡製

機製)で測定した

3. 酒造適性試験

香川県農業試験場内において 2003，2004年に生産され

たさぬきよいまい，オオセト，山田錦について，品質分析

および、醸造試験を行った試験は独立行政法人酒類総合研

究所において行い， 2003年産は白米 1kg， 2004年産は白

米 100kgを供試した 酒造原料米の分析は酒造用原料米全

国統一分析法に基づ、いて行った醸造試験は 70%揚精の

白米を使用し麹米，酒母米，掛米のすべてを同一品種と

し，すべての仕込みに協会 901酵母を用い， 3段仕込みと

したまたアルコール添加は行わず，酒化率の目標を普通

酒程度とした 品種毎に最適な醸造方法があると考えられ

るが，原料米の吸水率，製麹の温度経過および酵の品温経

過をできるだけ揃えるようにした以外は，同ーの醸造方法

とした清酒の官能評価については，酒類総合研究所およ

び、香川県酒造協同組合において行った.

結果

1 特性の概要

香川県農業試験場における 2003~2005 年の生産力検定

試験の結果に基づき，交配親であるオオセトおよび山田錦

と比較したさぬきよいまいの特性は以下のとおりである

(第 1表，第2図，第3図)• 

(1)形態的特性

稗長はオオセトより約 10cm長く，山田錦より 20cm程

度短い目稗質は細く，柔らかいため，耐倒伏性は“中"で

あり，オオセトより弱いが，山田錦より強い.分げつ発生

は旺盛で穂数が多く，草型は“穂数型"である また長さ

が中程度のせを有し，ふ先色は“白"である

(2)生態的特性

オオセトより出穂期が9日程度，成熟期が 12日程度遅
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い“中生の晩"であり，山田錦とほぼ同じである(第 1表)

山田錦並に脱粒しやすく，脱粒性は“中"である.また，

いもち病真性抵抗性遺伝子Pita-2を持つと推定され，通常

の自然菌による葉いもち抵抗性検定では発病が認められな

い.穂、発芽性はオオセトと山田錦の中間の “やや易"である

(3)収量 ・品質

収量はオオセトよ り7%程度多く ，容積重も重い 千粒

重(粒厚 1.8mm以上)はオオセトより 3g程度重く ，山

田錦よりやや重い極大粒種である 玄米の外観品質は一般

第2図 さぬきよいまいの外形

左よりオオセト，さぬきよいまい，山田錦

ものさしの全長は1m

米の基準で評価した場合 オオセトとほぼ同程度である.

心白の発現は通常年では少なく ，同一施肥条件下ではオオ

セト，山田錦よりタンパク質含有率が低い(第1表，第3図)• 

2 酒造適性

酒造用原料米の特性については，全国統一分析法による

2ヶ年平均の分析結果を第2表に示したその結果，さぬ

きよ いまいは千粒重，蒸米吸水率が高い値を示し，白米タ

ンパク 質含有率は低いことが認められ， これら以外の形質

はオオセトと山田錦のほほ中間的な値を示 した

次に 2004年産の試験醸造した清酒の成分分析およびき

き酒による官能評価の結果を第3表に示した さぬきよい

まいの日本酒度は最も高く， アミノ酸度は最も低く ，酸度

はオオセトと同程度であった.アミノ酸度が低いのはタン

パク含有率が低いことが影響していると考えられる きき

酒による官能評価は酒類総合研究所と香川県酒造協同組合

において延べ3回行ったが，総合評点はいずれもさぬきよ

いまい，山田錦，オオセトの順に良 く，さぬきよいまいの

評価が高かった 酒類総合研究所の短評ではさぬきよいま

いは酸味が強いという指摘が多かったが，これは緩衝作用

を持つアミノ酸が少ないためと考えられた また，オオセ

トや山田錦に見られた後味が悪いという指摘がなく ，きれ
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第 3図 さぬきよいまいの籾と玄米

左よりオオセト，さぬきよいまい，山田知i

上段籾.T段玄米

第 2表 酒造原料米分析結果

千粒重 玄米 精米歩合 (96)
砕米率

白米 吸水率 (96)

イ共試品種 (調整後) 水分 見方、 T (96) 
水分

(g) (96) .¥11.1，)'1 真 無効
(96) 

20分 120分

さぬきよいまい 27.9 15.0 70.1 72 .1 2.0 6.1 13.5 26.0 29.9 

オオセト 24.7 15.2 70.5 71.7 1.2 5.7 13.5 23.8 29.2 

山田錦 27.0 14.7 70.2 73.6 3.4 12.7 13.6 28.7 30.0 

1) (独)酒類総合研究所による分析結果である

2)サンプルは香川県農業試験場産とし酒造用原料米全国統一分析j去に基づいて行った

3)数字は 2003年産と 2004年産の平均値を示し，山田錦は 2004年産のみの成績である

蒸米吸 消化性 白米粗 白米

水率 Brix F-N タンノTク カリ

(96) (96) (ml) (96) (ppm) 

32.0 9.2 0.7 4.5 431 

31. 0 8.3 0.7 4.9 480 

30.6 10.4 0.8 4.8 378 



72 日 本 作 物学会紀事第 79巻 (2010)

第3表 試験醸造した清酒の成分分析および官能評価結果 (2004年産米)

ききj酉による官能評価(総合評点)

f共試品種
アルコール度数

日本酒度 酸度 アミノ酸度 酒類総合研究所 香川県酒造協同組合
(%) 

(2005年3月) (2005年3月) (2005年 10月)

さぬきよいまい 17.6 4.1 2.5 1.4 2.64 1. 29 1. 64 

オオセト 17.6 5.7 2.5 1.5 2.80 1.71 2.50 

山田錦 17.6 8.9 2.8 1.8 2.72 1. 57 2.00 

1)試験醸造および成分分析は(独)酒類総合研究所において行った

2)試験醸造は 70%白米を 100kg 使用し，麹米，酒母米，掛米のすべてに同一品種を用い，すべての仕込みに協会 901酵母を用いた なお，

成分分析は 2005年3月に行った

3)酒類総合研究所における官能評価は 5点法 (1 すばらしい， 2:良好， 3 無難 4:やや難点， 5:難点)で行い. 2005年3月にパネル数

25名で、行った

4)香川県酒造協同組合における官能評価は 4点法 (1 優、 2 良、 3:可， 4 不可)で行い， 2005年3月にパネル数7名， 16"Cで貯蔵後，

10月にパネル数 14名で、行った

いで全体としてバランスがよいと評価された.香川県酒造

協同組合における官能評価についてもさぬきよいまいはオ

オセトの切れの良さと山田錦のふくらみがあり，香りが良

く，すっきりとしてまろやかな酒質であると評価された

考察

酒造原料用品種であるさぬきよいまいは，香川大学農学

部において交配と系統選抜を行い，後期世代では香川県農

業試験場において固定化を図りつつ，香川県農業協同組合

とともに現地適応性について検討しさらに香川県酒造協

同組合において清酒としての適性を確認した結果生まれた

品種であり，産学官の連携によってなしえた成果であると

いえる

新たな酒米品種を育成するに当たり，オオセトより酒造

適性が高いことを前提とし，千粒重 25g以上と白米タン

パク質含有率 5.5%以下を目標形質としたが. F5世代から

両形質について選抜を行った結果，これらの目標を達成す

ることができた特にタンパク質含有率については，出穂、

期の葉色と相関関係があることに着目して比較的初期世代

で効率的な選抜を行うことができた(楠谷ら 2001). 

さぬきよいまいの栽培適性については脱粒性や穂発芽性

に一部短所が見られるが 自脱型コンパインによる収穫作

業や中生の晩という熟期を考慮すれば，大きな欠点ではな

いと考えられる また，山田錦より短梓で栽培しやすく，

オオセトよりも多収という長所がある. さらに酒にした時

の味が良好で、あるという点は大きな特長といえる

今後，香川県の地酒向けの生産量を確保し香川県のオ

リジナル品種としてさぬきよいまいのブランド確立を図っ

ていく予定である.
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の農産担当普及員には醸造試験用サンプルの確保と地域適

応性試験を遂行していただき さらに香川県農政水産部農

業生産流通課には，各機関の連携等について多大な尽力を

いただいた. ここに記して深く感謝しミたしますー
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Breeding of New Rice C叫tivar“Sanukiyoimai"for Locally Brewed Sake in Kagawa Prefecture by fud田町吐.cademy-Govermne回

Cooperation姐 di臼 Characteristi四:Kiwamu FUJITA1)， Shinji TADA1
)， Tetsuhiro M皿 1)，Kazutoshi KAWATA1

)， Terumi M印 鑑馴11)，

Akihito KUSUTANI2)， Kenji KON03
)， Masanori NAKAI3) and Yasushi YOSHIMOT04

) C) Kaga附 P呼 Agr.Exp. Stnリ Takamα加 761-8078，

Japan;2)Pac. Agr.， Kagawa Univ.，切符wing仁:oaperativein Kagawa P.れが，なgr.Coaperative in Kag，αωα丹が)

Abs回 .ct: A new brewers' rice variety“Sanukiyoimai" was bred by cooperation of indus町;academy and govemment in Kagawa 

prefecture (brewing cooperative， agricultural cooperative， faculty of agriculture in Kagawa university and agricultural 

experimental station in Kagawa prefecture)， and registered in 2009.“Sanukiyoimai" produced by a cross between “Ooseto" and 

“Yamadanishiki" had a higher number of panicles， higher yield， larger 1000-grain weight and lower protein content in grain than 

those in“OosetoへAIso"Sanukiyoimai"hadthe property of rice for sake brewing intermediate between “Ooseto" and 

“Yamadanishiki"， and was estimated highly in respect of good smell and mild凶 tecompared 抽出“Ooseto"and‘'Yamadanish氷j"

in the sensory test of sake. Therefore，“S阻 ukiyoimai"could be a promising variety of rice for sake brewed locally in Kagawa 

prefecture. 

Keywords: Brewers' rice， Rice， Sanukiyoimai， Varie伴
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