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由度が高く粘りの強い餅ができる水稲嬬新品覆「中部嬬110号j

按 紀邦本・寺島竹彦村・工藤 借家本*・加藤恭宏村村・大竹敏也***村・杉浦和彦村*

遠藤征馬村*・城田雅毅村*・林 克樹村*・中嶋泰則*

伊藤幸司村村村.井上正勝村村口*加藤博美*村

摘要中部繍110号j は、 2008年に愛知県農業総合試験場山陪農業研究所(農林水産省

水稲育種指定試験事業)において育成した水稲嬬品種である。その来壁、特性は次のとお

りである。

1. 1990年、愛知県農業総合試験場山間農業研究所において f愛知嬬91号j を母本とし、

「イ嬬64J を父本として人工交配した後代から育成した。交配の翌年、置場でF，を養成

し、 1995年五世代で個体選抜し、その後、系統育種法により選抜・屈定した。

2. 本種は、早生の嬬種で、草型は偏穂重型の強稗種である。収量は「ココノエモチj よ

りも優れる。千粒重はやや重く、玄米の外観品質は良好で、餅の食味は粘りが強く、味、

外観に優れ良い。

3.縞葉枯病に抵抗性で帯、いもち抵抗性も優れる。

キー ワ ード中部補110号j 、水稲嬬種、多収、良食味餅

A New Glutinous Rice Variety " Chubuイnochi110" for Rice Cake 

with White Appearance and Good Eating Quality 

SAKA Norikuni， TERASHlMA Takehiko， KUDO Satoru， KA TO Takahiro， 

OTAKE Toshiya， SUGIURA Kazuhiko， ENDO Ikuma， SHIROTA Masaki， 

HAYASHI Motoki， NAKAJlMA Yasunori， ITO Kouji， INOUE Masakatsu and KATO Hiromi. 

Abstract: A new glutinous rice variety "Chubu-mochi 110" was developed in 2008. The 

pedigree in breeding this variety and its characteristics are summarized as fol1ows; 

1. "Chubu-mochi 110" was bred from a crossing between Aichi-mochi 91 and I-mochi 64 

at Aichi Agricultural Research Center， Mountainous region Agricultural Research 
Institute in 1990. F， plants from the crossing were grown on the field to obtain F2 seeds 
in 1991. Self reproduction was continued until Fs generation. Af主erthe individual 

selection on the Fs population， this variety was bred using pedigree method. 
2. It is an early maturing rice variety. The plant is partial panicle weight type and its 

culm is sti琵 Itis a glutinous rice variety. The yield is higher than than Kokonoe-mochi. 

Its thousand-kernel-weight is comparatively heavier than common glutinous varieties， 

and the kernel appearance and the edible quality are superior to Kokonoe-mochi. 

3. The variety has high resistance to stripe disease. It is also resistant to panicle blast. 

Key Words: Chubu-mochi 110， Glutinous paddy rice， High yielding ability， 

Good eating quality for rice cake 

本品種は農林水産省水稲育種指定試験事業の一環として育成された。
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(2009.9.15受理)



坂ら:白度が高く粘りの強い餅ができる水稲嬬新品種「中部嬬110号j 166 

緒 日

古来より嬬米は、神社の祭礼、正月等の年中行事、

冠婚葬祭といった非日常的な行事が行われる「ハレの

日」の食物として加工・利用されている。この嬬米を

生産する橘品種は一般的に、うるち品種に比べ栽培特

性等の品種改良が遅れておりヘ古い品種の作付けも多

い九これは、嬬品種の作付けがうるち品種に比べ規模

が小さく、全国に分散しているために育種効率が劣る

とともに育種に力を注ぎにくいことによる2)とされてい

る。

実需評価からみた代表的嬬品種としては、硬化性に

優れ工場での生産性が高い新潟県産 fこがねもちjヘ

硬化性が低く粘りのある餅ができる佐賀県産 fヒヨク

モチJぺ自家用餅や餅の硬くなりにくい性質を利用し

て高級和菓子等に利用される「滋賀羽二重濡J5)等が挙

げられ、これらは規模の大きな生産団地を形成してい

る。しかし、これら以外にも嬬品種は数多く、それら

は自家措費用も含め、小面積ながら多くの農家圏場で

生産されへその選定基準は熟期や栽培特性及び種子が

入手しやすい等の理由が多い。

愛知県中山間地帯では、 1988年に奨励品種となった

「ココノエモチjが作付けされている。「ココノエモチj

は、いもち病抵抗性、耐冷性等に極優れる栽培安定性

の高い品種であるが、自度がやや劣り、硬化性が高い6)

ことから、生食用の餅の粘りが少ないヘこのため、

部地域では、「昔の餅の方が白くて粘りがあり、おいし

かった。 J~.いう意見が増え、 fココノエモチj 導入以

前に作付けされていた障害抵抗性や栽培特性の劣る「鈴

原橘j等が作付けされるようになった。しかしながら、

それらの品種に、いもち病や冷害による不稔の発生、

倒伏による登熟障害が見られることから、栽培安定性

と餅の食味が良い特性を兼ね備えた嬬品種の開発が望

まれていた。

このたび、これらの要望に応える良質・多収かっ、

っき餅の白度が高く餅の食味が良好な「中部嬬110号J

を育成したので、その育成経過と特性の概要を報告す

る。

材料及び方法

1 育種目標と来歴

いもち病園場抵抗性・縞葉枯病抵抗性等の障害抵抗

性と良質・多収、良食味特性の結合を目標に、母本と

して穂いもち抵抗性遺伝子Pblと縞葉枯病抵抗性遺伝子

Stvbiを持つ多収系統 f愛知嬬91号J、父本として母本

と開様にPblとStvbiを持ち、葉いもち抵抗性もやや強

く、餅の食味が長い「イ嬬64J を選定した。「中部嬬

110号j の系譜は図 1のとおりである。

2 育成経過

選抜・育成経過を表 1に示す。

交配(1990年): 8月にせん穎法により F，種子を14粒得

た。

F， (1991年): [習場で6個体を養成し、お世代種子を得た。

F2'"'-'お(1992'"'-'3年): F2及びF3世代を居場で養成し、無選

抜集団として世代を進めた。

F.(1994年):巳世代種子200gを育苗籍で、養成し、成苗を

いもち病激発条件にした園場に暴露し、薬及び穂いも

ちを多発させた。その後、稔実種子を120g収穫したO

F5 (1995年): 3000僧体を摺場に展開し、草型等の立毛

形質を重視しながら15個体を選抜した。

五(1996年):単独系統として15系統を供試し、立毛形

質、葉いもち抵抗性を主な選抜形質としてl系統選抜したo

F7 (1997年): rイM412Jを付名し、生産力検定予備試験
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図 1 中部嬬110号Jの系譜

表 1 中部嬬110号Jの選抜・育成経過
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に供試した。草姿・ l技量性等に憧れていたが、諸特性

が分離していたため、 1系統群の中から1系統を選抜し

た。

Fs"-'F，O (1998"-'2000年): r稲系嬬813Jを付名し、奨励

品種決定予備調査に供試した。

Fll(2001年): r中部嬬110号Jを付名し、奨励品種決定

本讃査に供試した。

F l2"-' F 17 (2002"-' 2007年):奨励品種決定本調査を継続す

るとともに愛知県内現地試験、温暖地各府県の奨励品

種決定寵査に供試した。

Fl8 (2008年): r中部嬬110号Jは、 2008年9月に愛知県

職務育成品種認定会議で育成品種として認められ、 2008

年10月に品種候補名を付して品種登録出顕した。

試験結果

1 試験成績

各地で行われた奨励品種決定本調査並びに特性検定

試験の成績は以下のとおりである。

2 特性の概要

(1)早晩性(出穂・成熟期)

育成地における成績(表 2、 3) では、本種の出穂

・成熟期は「ココノエモチJ、「マンゲツモチJよりも

遅く、種苗特性分類基準(温暖地中山間)では晩生の

阜に属し、愛知県内一殻栽培では早生種に分類される。

(2) 草型

稗長は、育成地の成績では、「ココノエモチj とほぼ

関等で、「マンゲツモチj よりもやや鍛い中である(表

3) 0 NO及びNl節問が fココノエモチJ、「マンゲツモ

チJよりも短い特徴がある(表7)。穂長は「ココノエ

モチJよりも長く、「マンゲツモチ」とほぼ同等である

(表 3)。穂相調査(表 8) から、粒着密度は fココノ

エモチj よりもやや密で、 I穂粒数も「ココノエモチj、

「マンゲツモチJよりも多い。穂、数は「ココノエモチj、

「マンゲツモチj よりも少なく(表的、草型は偏穂重

型に属する。出穂後の草姿は長い止葉がごく直立し、

ごく良好である(図 2)。脱粒性は難で、籾には稀に短

古を有し、ふ色は黄白、ふ先色は赤掲色である(表 2)。

(3)耐倒伏性及び障害抵抗性

図2 中部嬬110号j の立毛草姿

稗の締太は中、開柔の程度は剛であり、耐倒伏性は

強である(表 2、3)。酎冷性はやや弱(表16)、穂発

芽性は極難~難に属する(表17)。

(4)収量性

育成地の5月中旬移植栽培では、収量は「ココノエモ

チj、fマンゲツモチ」よりも10免程度多い(表 4)。多

肥栽培では、「ココノエモチJとほぼ同等である(表4)。

愛知県平壇部でも fココノエモチJ、「喜寿嬬j よりも10

免程度多収である(表 5)。愛知県中山間地帯での現地試

験でも「ココノエモチjよりも10先程度多収である(表的。

(5) 玄米形質・品質

玄米千粒震は「ココノエモチjよりも0.5g程度軽く、

「マンゲツモチJよりもやや重い(表 5)。玄米の形状

は中である(表 9)。見掛けの品質は、自度が高く「コ

コノエモチj、「マンゲツモチjよりも良い(表4、18)。

粒の幅は「ココノエモチj、「マングツモチJよりも広

く、厚さは「マングツモチjよりもやや薄い(表9、10)。

小型とう精器によるとう精試験の結果、適とう精歩

合に達する時開は20"-'30秒程度であり、 fココノエモチj

と再等である。適とう精時の怪芽の残存は(ココノエ

モチj とほぼ同等~わずかに多いが、自度は高い(表

18、関 3)。
(6)食味

育成地での餅金味官能試験では、基準の「ココノエ

モチJに比べ外観に優れ、粘りが強い傾向がある。間

じ栽培条件では、すべての試験において「ココノエモ

チJよりも総合評価が高い(表19)。

おこわの食味官能検査でも、基準の「ココノエモチj

に比べ柔らかく、粘りが強い傾向があり、総合評価も

高い(表20)。栃木県農業試験場における餅食味官能検

査でも fモチミノリ j、「ヒメノモチJよりも評価が高

い傾向で、あった(表21)。

加工業者の評価も「中部犠110号jは fココノエモチj

に比べ自度が高く、柔らかく伸びが良いというもので

あった(表22)。また、柔らかく伸びが良い特性が鏡餅

製造に与える影響も開き取ったが、「餅っき回数により

調節でき、通常の鏡餅製造でも加減しているから

鴎 3 中部嬬110号」の伸し餅サンプル

f中部機110号Jは fココノエモチj よりも自度が高い。
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問題ないj とのことであった(表22)。

(7)耐病性

な有利形質は倒伏、品質、収量、不利な形質として熟

期を指捕する府県が多かった(図 4)。

いもち病真性抵抗性の推定遺伝子型は、 Pia，Piiと

推定された(表11)。間場抵抗性は葉いもちでは、やや

強の基準品種である f峰ひびきj とほぼ向等の、やや

強、穂いもちについても「ほまれ錦Jとほぼ同等の強

であり(表12、13)、穂いもち抵抗性遺伝子Pblを保有

していると推定された(詔 1)。

縞葉枯病抵抗性遺伝子Stvbiを持ち(図1)、同病に

抵抗性であった(表14)。白;葉枯病抵抗性は評価が分か

れたが、日本晴と同等以下であると推定された(表15)。

3 地府県における試験成鏡

温暖地の府県を中心に2002"-'2007年にかけて配付し

た。現在までに栃木、山梨等で有望視されている。主

不科苦手箆(短所) 手事科形貿{議所)

-35 ・30 -25 -20 ・15 -10 -5 10 15 20 25 30 35 

綴度 重罰度

図4 対照品種に比較した「中部嬬110号j の有利・

不利形質

配布府県における全国奨励品種決定調査成績(2002~2007ij三)を集計

表2 一般特性調査(育成地)

稗 tさ 芭色
粒着

説教
止薬 玄米

品纏名 早晩性 及ぴ ふ色
密度

性の
立性組太 関IJ柔 多少 長短 ふ先色 難易 形状 大小

中部矯110号 晩生の早 中 関1 稀 短 赤掲 黄島 中 難 立 中 中

(比)ココノヱモチ中生の中 中 関4 稀 短 赤褐 茶 や密 難 半立 r:t 中

(参)マンゲツモチ中生の娩 組 や隠IJ 稀 短 赤褐 黄島 中 難 半立 中 中

表 3 生育調査 (育成地擦肥:2001 "-'2007年、 多肥:2007年)

施
出 成

登 痛寄の多少

品 種名
目思

穂 熱
熟 韓 轄 題 倒伐の

穏い 」・ま 紋桔水 日 長 長 数 多少
準

期 期
数 もち議枯 痛

嬬

(Fl.B) (月.日) 日 cm cm 本1m2

中器購110号 標肥 8.14 9.29 45 74 21.1 323 0.5 0.2 0.3 0.4 

(比)ココノエモチ 襟肥 8.02 9.13 42 75 19.4 414 1.2 0.1 0.4 0.6 

(参)マンゲツモチ 諜肥 8.08 9.21 44 80 21.3 387 1.6 1.3 0.4 0.6 
中部嬬110号 多sP! 8.18 10.01 44 77 22.6 361 0.0 0.0 2.0 2.0 

(比)ココノヱモチ 多肥 8.05 9.15 41 79 19.4 514 0.5 0.4 2.5 1.5 
(参)マンゲツモチ 多肥 8.11 9.20 40 85 20.9 411 1.2 1.5 2.5 1.0 

注. 施so水準:榛胞は、当所慣行、多肥は、標肥対比3害事i増。
倒伏及び病害の多少:0 (無) ~5 (甚)。

表4 収量・品質調査 (育成地標肥:2001 "-'2007年、 多肥:2007年)

施 檎
爵

品撞名 ß~ 全 玄 同左比較 米
玄米/ 品

71< 璽 米 比率 玄米千粒霊会璽比率 繋
準

さ窪子 重

kg/a kg/a % kg/a g % 

r:t笥繍110号 議肥 168.1 70.4 112 0.8 22.7 41.8 3.5 
(比)ココノエモチ 穣肥 151.2 64.3 100 0.9 23.1 42.5 4.3 
(参)マンゲツモチ 模肥 161.4 63.5 101 1.2 22.3 39.4 4.5 
中部穣110号 多把 195.9 68.4 100 0.5 22.1 3ヰ.9 3.8 

(比)ココノヱモチ 多把 159.9 68.1 100 1.1 22.6 42.6 3.8 
(参)マンゲツモチ 多肥 173.4 63.8 94 0.5 21.7 36.8 4.0 

注. 施肥水準は、表 3 に準ずる。品質(l~9に分級) : 4=検査等級l等相当。
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表 6 愛知県平坦部の生育・収量調査 (愛知作物G 2007年)

出 成 霊童の菱金

品議名 穏 熟
蒋 穏 穏 倒伏の穏いも縞葉稔 精玄伺左比較玄米千粒 品質 事f~妥度

期 期
長 長 数 多少ち 病 米霊比率 霊

月.8 月.日 cπ1 cm 本1m2 kg/a 覧 g g 

中部穣110号 8.16 9.21 78 22.0 300 0.0 0.0 0.0 52.4 111 21.7 4.8 0ム

(比)ココノヱモチ 8.05 9.08 81 19.8 410 0.1 0.0 0.0 47.1 100 21.6 5.0 

(参)蓄塁手穏 8.19 9.21 82 20.0 399 0.0 。。 0.0 47.1 100 21.0 4.0 

注. 表示の基準は、表3、4に準ずる。有禁度は、。(極有泉)~X (見込みなし)。

表 6 愛知県内現地試験は七設楽郡設楽町 2001--...2003年泊豊臣市謡武町 2007年}

話験場所 品種名 出 議 期 成 熟 期 蒋 長 穣 長
譲数 儲伏の橋玄米両左対 玄米

多少 重 照比率千粒霊
品質 有望度

月.自 丹.日 C汀1 cm 本1m2 kg/a 号色 g 

北設楽郡設中部額110号 8.17 10.04 67 19.4 287 0.0 54.9 111 21.6 3.7 O 
楽町(650m)(比)ココノヱモチ 8.05 9.16 68 17.7 386 0.1 50.8 100 22.8 3.5 

愛国市稲武中部議110号 8.22 10.09 68 18.7 290 0.0 51.4 22.9 3.0 O 
町(550m) (参)鈴原籍 8.18 9.30 92 19.4 302 1.0 54.5 24.3 3.5 

注. 表示の基準は、表3、4、5に準ずる。試験場所の( )内は標高。

表 7 節調長 (育成地 2007年)

節 関 長
品翠名 認長 得長

No N1 N2 N3 N4 N5 

cm C符1 cm cm cm cn可 C符1 cm 

中部嬬110号 20.3 31.5 17.0 9.9 6.9 2.6 0.4 68.3 

(比)ココノヱモチ 19.1 32.5 18.3 9.9 7.0 1.7 0.2 69.6 

(参)マンゲツモチ 19.9 32.2 19.2 14.5 9.0 3.3 0.2 78.4 

法. 1本縫で材料養成。得長麟上位3本、 5株、計15本測定。

表 8 穂相 (育成地 2007年)

技護数 枝捜別意志藩粒数割合
品翠名 藩長 一麓粒数 粒藷諮度

1次 2次 1次 2次

cm 車立 粒/cm 本 本 % % 

中部矯110号 20.3 123.7 6.1 12.1 19.5 55.9 44.1 

(比)ココノヱモチ 19.1 96.3 5.0 9.4 15.3 52.2 47.8 

(参)マンゲツモチ 19.9 116.5 5.9 9.7 20.6 52.6 47.4 

注. 1本植で材料養成。稗長蝋上位3本、 5株、計15本澱定。

表 9 玄米の形状 (育成地 2007年)

品翠名 粒形 粒大 粒色 光沢 長さ 纏 揮さ 長さ/犠長さ×轄 長さx纏
xJl撃さ

町1m m町、 mm 
中部繍110号 中 中 乳自 良 4.92 3.23 2.41 1.52 15.89 38.31 

(比)ココノヱモチ 中 中 乳自 良 5.19 2.93 2.16 1.77 15.21 32.86 

(参)マンゲツモチ 中 中 乳自 良 4.96 3.15 3.23 1.58 15.60 35.11 

注. 機械栂 (3~5株植〉で材料養成。粒厚分布のモード値を20粒測定。



坂ら:白度が高く粘りの強い餅ができる水稲嬬新品種 f中部嬬110号j 170 

表10 玄米の粒厚分布 (育成地 2007年)

品種名 千粒霊
2.2mm 2.2mm'" 2.1 mm'" 2.0mm'" 1.9mm '" 1.8mm 
以上 2.1mm 2.0mm 1.9mm 1.8mm 以下

g % % % % % % 

中部揺れ0号 23.4 23.4 51.8 20.6 2.9 1.1 0.2 
(比)ココノヱモチ 21.5 30.1 40.4 18.3 6.2 4.0 1.0 

(参)マンゲツモチ 22.6 45.7 35.8 14.0 2.9 1.4 0.2 

注. 1.8阻で調整した玄米の震量都合。 lOOgx 2反復。縦自段飾い5分間。

表11 いもち病真性抵抗性 (育成地 2002年)

系統名及び 接翠簡株 推定
品手襲名 003 005 007 遺伝子裂

中部構110号 R R S 月ra，Pii 

新2号 S S S 十

愛知旭 S R S 丹}ョ

藤壌5号 Fミ S S 月7

表12 葉いもち (育成地 2003~2007年) 表13 穂いもち (育成地 2003~2007年)

系統名 推定 葉いもち(平均) 系統名 推定 挺抗 隷いもち(平均)

及び 遺伝子抵抗性 発痛 評価 及び 遺伝子性 出稽 発構 評{薗
品議名 型 程度 品題名 型 期 翠度

中部檎110号 月a，丹7 5.7 0ム 月嶋田

ココノエモチ 月a 5.1 0.6. 中部嬬110号 丹:a，丹Y 8.24 3.3 O 
中部105号 月'8，丹Y r 3.3 。。 ココノヱモチ 丹}ョ 8.12 4.0 O 
峰ひびき 月'8，丹i rm 5.2 0.6. マンゲツモチ 月k 8.18 7.8 ム×

ホウレイ 丹ヨ'，?ii m 6.0 ム iままれ錦 丹a r 8.23 3.6 O 
ミネアサヒ 偽 '，?ii ms 8.0 × 中部35号 Pii 行n 8.20 5.3 0ム

ひとめぼれ Pii s 8.6 × 日本晴 十 符1 8.22 8.0 .6.x 

注. 発病程度:0 (無) ~lO (甚)。 黄金暗 Pii ms 8.21 8.5 × 

判定基準:極強(@)~極弱 (x x)。 農林29号 + s 8.20 9.6 xx 

注. 表示は表12~こ準ずる。

表14 縞葉枯病抵抗性

系統名 愛知作物(2003) (絞皐産量技研 2∞3-2004年)

及び 発病 評髄 発痛 評櫨

品謹名 率 率
% % 

中部嬬110号 40 R 0.7 R 

日本晴 16.1 S 

あさひの夢 9 只 0.0 R 

あいちのかおり 90 S 

ハツシモ 47.9 S 

注. R (抵抗性)、 s(擢病性)

愛知作物は幼苗検定、妓皐農技研は自然発病。
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表15 白葉枯病抵抗性

系統 名 長野南信 (2003~2∞5年平均) 島根康試(2∞3年)

及 び 出器 発描 評髄 出穂 発病 評価

品穣名 期 裡度 期 程度

月・日 .F.I.臼
中部糟110号 8.24 6.7 b:.x 8.25 3.0 0ム

秋暗 8.25 8.6 xx 

金南風 8.21 7.4 × 

黄玉 9.05 0.1 。。
全勝26号 8.26 0.1 @O 
呂本暗 8.24 4.1 ム 8.27 3.0 Ob:. 

コシヒカリ 8.13 3.9 ム 8.18 3.0 Ob:. 

鋒光 8.26 9.0 x 
注. 表示は表12に準ずる。

表16 障害型耐冷性

系統名 愛知山間(2003年) 宮城昔JI!(2004年) 広島農技セ(2003年)

及び 抵抗性出器 不稔 評価 出穂 不稔 評価 出題 不稔 評髄

品議名 期 ~ιPa口~ 期 ?li'-~口:".. 期 歩合

Fl-S % 丹・臼 。色 Fl.S 今色

中部繍110号 8.27 80 ム× 9.06 99.7 × 8.20 61.6 ム×

ココノエモチ 8.23 50 O 
マンゲツモチ 8.24 60 0.6. 

コシヒカリ rr 8.21 38.4 @ 8.06 8.0 @ 

大空 rm 8.23 63 0.6. 8.28 84.5 0.6. 8.07 34.7 0ム

オオセト 作1 8.29 63 0ム

農林21号 s 8.21 97.5 × 

注. 表示は表12に準ずる。

表17 穂、発芽性 (育成地 2003~2007年)

系統名 平均

及び 発芽 評価

品撞名 さ歩合

今自

中部嬬110号 8 @O 
ココノヱモチ 1ヰ O 
マンゲツモチ 57 ム

あさひの夢 66 ム×

いなひかり 44 0ム

注. 出稼後5013採穂。 270C湿潤状態で検定。

判定基準:(②(極難)~X X (極弱)。

表18 とう精試験 (育成地 2007年)

系統名及び 供試玄米 謂査項目 とう轄時間

品議名 水分(%) 自度 20秒 30秒 40秒 50事長、

とう精歩合(%) 92.4己89.8 88.9 89.5 

中部嬬110号 14.1 29.6 旺芽残存歩合(%) 18.1 5.2 3.1 1.4 

自 震 46.0 50.0 52.2 53.7 

とう精歩合(%) 91.2口 89.6 87.4 85.9 

(比)ココノエモチ 12.9 27.2 睦芽残持歩合(%) 16.2 5.1 2.3 1.1 

自 度 ヰ3.9 48.4 52.7 54.9 

注.8皮:ケットC-300で測定。とう精:ケットTP-2型、 50g、2反復。

ロは適とう精歩合を示す。
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表19 餅食味官能検査 (育成地)

実施年月 B 系統名及び 玄米とう精 白度 食味評価項目

品穣名 水分歩合 e恥hOMCb2h 外観 j骨らかさ うま味 粘り 硬さ

号色 号色

2002/12/21 中部嬬110号 14.0 88.1 38.0 1.08 ** 0.08 0.92 0.25 1.08 ** 0.50 

(義)ココノエモチ 14.0 89.9 39.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2004/1131 中部揺れ0号 13.8 88.9 56.6 0.67 ** 0.80 ** 0.67 ** 0.20 0.47 -0.20 

(基)ココノヱモチ 14.1 88.0 53.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2006/12/22 中部嬬110号 15.4 85.8 60.5 0.44 0.44 * 0.72 0.72 0.33 向。17

(基)ココノヱモチ 16.3 87.1 47.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2007/12/12 中部額110号 15.5 84.9 0.53 0.53 0.60 0.60 0.37 0.07 

マンゲツモチ 14.7 84.7 0.27 0.17 0.00 0.00 0.40 0.17 

(基)ココノヱモチ 15.6 84.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2007/12/19 中部檎110号 14.5 85.9 57.2 0.83 0.83 0.94 0.50 1.17 一0.50

鈴原議 14.5 86.2 53.7 0.72 0.39 0.61 0.56 0.83 一0.06

(義)ココノヱモチ 15.6 87.3 53.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

注.生産カ検定材料を用いた検査ではパネラーは山間農研約20名、現地試験材料は農協、生活改善G、道の駅、普及謀、

山間差是研の20名で行った。*: 5覧有意、 * * : 1覧有意。

表20 おこわ食味官能検査

実施年月日 系統名及び 玄米 とう籍
由度

金昧評価項臣

品題名 水分 歩合 総合 外観 うま味 結り 硬さ

% 号色

2006/11/14中部嬬110号 15.4 85.8 60.5 1.00 ** 0.90本* 0.60 0.90 *本 一0.35

中部構113号 15.9 86.5 52.5 0.80本* 0.55牢 0.60 0.30 -0.15 

.中部構122号 15.1 85.6 58.1 0.65 * 0.80 * 0.45 0.90ヰ* -0.55 

(基)ココノヱモチ 16.3 87.1 47.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2007/12/19中部璃110号 0.42 0.21 0.33 0.92 一0.67

鈴醸嬬 0.33 0.21 0.33 0.50 一0.46

(基)ココノヱモチ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

注. おこわは、加工業者に作成を依殺し、パネラーは農協、加工業者、生活改善G、 普及課、山間農務の14名程度。

* : 5覧有意、 * * : 1覧有意。

表21 餅食味官能検査 (栃木農試 2007年)

食味評価項目実施 系統名および

年月日 品種名 £品A
恥b 口 外観滑らかさ 昧 粘り 歯ごたえ

2007 中 部 嬬110号 0.16 0.11 0.32 0.32 -0.05 0.05 

12/10 ヒメノモチ 0.05 0.00 0.16 0.11 0.11 0.21 

(基)モチミノリ 0.00 0.00 0.05 0.05 0.25 -0.15 

注. 栃木差是試定法による製餅、冷蔵庫保存材料を煮て検査した。

平成19年度水稲育種・作物品種試験成績番(栃木県藤業試験場)から引用。
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供試

材料

生産力検定

生産力検定

家庭用餅っき
E塁で鍾鐙

生産力検定

家庭用意書っき
認で3皇室井
生産力検定

家庭用綴っき
擦で雪量産持

王完地まま験

加工芸義者によ
る塁霊童書

供誌

持料

山照屋義研度

山間態研度

山間緩研産

山間態研産

現地試験産

現地裁験産

現地試験産
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表22 加工業者による特性輯査及び食味結果 (2007年)
評価・感想喪施者

S和菓子庖

M鱗菓子庖

ココノエモチよりも白くて柔らかく、よく伸びる。餅っき回数を減らすことで鏡餅に対応できる。

ココノエモチよりも白くてなめらか。餅っき回数を減らすことで鏡餅に対応できる。

D農産加工場

。農産加工場

T農産加工場

ココノヱモチより由くて、柔らかい。粘りが強いのでおこわ作成の鰐、作業性に劣る可能性あり。

柔らかく、よく伸び、意鮮の製造過程終了時まで柔らかい。

色が白くてよく伸びる。

注.整図産中部橋110号、ココノエモチを加工業者の慣行法により製餅し、評価していただいた。 S和菓子j否、 M餅菓子底は、

鏡餅を製造・販売しているため、中部祷110号の柔らかさが鏡餅作成に対応できるかについて聞き取りを行った。

考 察

1 普及予定地の愛知県での栽培上の注意

愛知県の中山間地域は、標高差が大きく、耕地面積

は狭小であるため、大規模化による抵コスト化が困難

である。このため、差別化、高付加価値化ができる品

種育成を望む声が強い。愛知県の中山陽地域で栽培さ

れている「ココノエモチj は、加工した際に硬化が阜

く、歯切れの良い餅ができる。しかし、硬く、粘りが

少なく食味はやや劣るので、栽培安定性が高く、食味

の優れる穣品種が要望されていた。

本種は、いもち病抵抗性、多収、良震という特性か

ら、愛知県の中山間地向きの付加価値の高い特産糟米

として地域の稲作振興に寄与できる。また、食味が極

犠れることからおこわ、和菓子等への加工により米の

需要開発が期待できる。また、良質・多収かっ縞葉枯

病抵抗性を持つことから、愛知県平坦部での適応性に

ついても現在調査中である。

栽培上の注意点は次のとおりである。

(1)愛知県では、登熟期間の温度確保の観点から、

標高500殴以下が適する。

(2)遅刈りは品質・食味を落とす深田となるので、

適期収種に努める。

また、「中部嬬110号j のふ先色は、出穂後~登熱中

期頃までは着色が薄い。このため、採種等の異株抜き

には注意が必要である。

2 r中部著書110号Jの加工適性

嬬米は主に切り餅やあられ等の加工原料として利用

されるためへその思的に応じた加工適性が必要となる。

特に生産の多い切り餅やあられの製造過韓ではっき餅

を切断加工するために冷却期間が必要となる。この冷

却期間を短縮するために橘米市場では、餅の硬化性が

滞米の品質として重要視され、餅硬化速度が速い嬬米

が高品質であると評価されているしヘ

餅の硬化性は登熱温度と関連が高く、登熱温度が高

くなるにつれ硬化性も高くなる川。登熱温度の低い北

海道では、気象条件から団子等の餅菓子の製造に適し

た硬化性の低い嬬米が生産されている制。また、硬化

性には品種間差異があり山1.12)、新潟県産 fこがねもちj

に代表される硬化性が高い橋米がヱ場での切り餅等の

加工原料に適している。工場での生産性を向上し、切

り餅や団子等を大量生産するためには、大規模生産団

地で作付けされるロットの大きい犠米が有利である。

しかし、地域特産物等の限定少量生産には、中山陽地

のような小規模生産地で、も適するものと考えられる。

更に、相対的に標高が高く、登熱温度が平祖部よりも

低い中山間地は、硬化性が低い、柔らかさが持続する

団子等に向く嬬米の生産が可能であると考えられる。

杉浦ら勺ま、「中部嬬110号j は玄米タンパク質含量が

低い特性を持っていることを見出した。

餅及び餅加工適性においてタンパク質含量の影響は

大きく、タンパク質含量が低いほど精米自度が高く 13)、

餅の食味が良好印)、餅生地の膨化伸展性が高いへま

た、あられの膨化性でもタンパク質含量が低いほど膨

化性は高くなりヘ詔子の黄色度は低くなる 16)。このよ

うに最近の研究により餅の加工適性についての理化学

的解析が進みヘ地域での品質変動等の解析にも利用さ

れている山九それにつれ、品種間差異も解明されつつ
ある山山)。

「中部嬬110号j の餅の由度が高い特性や食味が良好

な特性は玄米タンパク質含量が低いことによると考え

られる。また、ふ先色、ふ色が濃い品種ほど玄米及び

餅の由度が低い傾舟がある 18) 中部嬬110号j のふ先

色の着色が薄いことも餅の白度との麗連が考えられる。

密 5に餅の食味官能検査と硬化性を示す。この試験

でも出穂が阜く登熟期の気温が高い品種の硬化性が高

い傾向で、あった。この中で現在の愛知県奨励品種の「コ

コノエモチj の食味及び硬化性は「こがねもちj とほ

ぼ同等であった。これは育成当時、岐阜県の大手あら

れ工場での硬化性等の加工適性評価が良持であった(杉

浦私信)ニとからも伺える。しかしながら、愛知県の

橋米生産農家は自家消費が主で工場出荷等はほとんど

ない(愛知経済連中野私信)。このため、硬化性に鐙れ

るよりも、柔らかさや粘り等のっき餅の食J誌に優れる

f中部構110号j のような嬬品撞の方が望ましいと考え

られる。また、供試品種のうち「黒嬬Jは在来の撞阜

生種、「瀧嬬j、「祝祷j、「接嬬j 等は1930年代後半に作

られた晩生の嬬で、東海地方では今でも食味がよいと

の理由で作付けされている品種である。これらの品種

との比較でも「中部嬬110号j は出穂が中程度で食味及
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図5 餅の食味官能検査と硬化性(杉浦ら6) 改図)

品種名の( )は出穏期。

図6 中部嬬110i予j を利用した特産餅

D幾康加工場では、雨樋を成形型として特産餅を作成している。

中央は、「中部機110号Jと紫黒檎米品穏 f峰のむらさきj 抑

を用いて、作成した紫色の餅。

表23 育成者と従事年

氏¥名同¥、宮、:代、l隅醐判明州制 1瑚附 1闘 2蹴醐醐間醐醐聞F均 はl'閣. 制

3fEI F， I F: 町 民 '.同町内 F，I F，. I F刊 F'llF，口 F，.IF>>I F"I F" 
鎗考

忽~. 現復.

4凋 ，宅 .， 
骨品性庫 ti幅且，釦岬a事事指.， 1<.惚. 現作塩原究盤

エ怠鐙 現作穂研究部， 周

総箆雇鈴 攻作偽情究忽.， 月

"詔.. aa署農大学捜

』司 ， 
遺愚直属 混作鎗研究錫

‘周 3竜.，電恩恵 現作鵠萌完闘

" 
'ー中唱器割 現雀.

-周 周

大 竹 懲 也

" 
P宅...喝 トートb.

持 3色調
1司

3専土AD

び硬化性は f新羽二重犠Jとほぼ同等に優れている。

霞 6は、餅の食味に優れる「中部嬬110号j を利用し

た特産餅の一例である。愛知県中出開地域では既に酒

造好適米品麓 f夢山水J叫を使った地酒、紫黒嬬米

品種「蜂のむらさき J20)を使ったせ漉等の、お米を原

料とした地域特産物が開発されている。「中部構110号j

が中山間地域の新たな特産品のーっとなり、中山間地

振興に貢献できることを切に願っている。

3 育成者と従事期間

本穏の育成に関与した担当者と、その従事期陪を表

23に示す。
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