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小麦育種の現状と今後の方向性について

農林水産省は I食料・農業・農村基本法Jに基

づいて，食料・農業・農村に関して政府が中長期的

に取り組むべき方針を定めた「食料・農業・農村基

本計画」を策定している.この基本計画は，世の中

の情勢変化等を踏まえて，概ね 5年ごとに変更する

こととされている.現在の「食料・農業・農村基本

計画Jは 2010年 3月に閣議決定されたもので，そ

のなかで初めて食料自給率(供給熱量ベース)の目

標が定められており， 41% (平成 22年度)を 50%

(平成32年度)に引き上げることが植われている.

この目標を達成するための方策として小麦では 88

万t(平成 20年度)を 180万 t(平成 32年度)，大

麦では 22万 t(平成 20年度)を 35万 t(平成 32年

度)に増産することが明記されている.

この小麦増産を達成するための戦略を考える場

合，まず小麦の用途別の自給率を考慮することが必

要である.小麦全体の自給率は約 17%であるが，用

途ごとに大きな違いがある(図1).日本めん用では
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70%を超えている一方，パン用，中華めん用，その

他めん用(即席麺等)，菓子用では低い値である.

従って，小麦の生産量を増やすためにはこの自給率

の低い用途に適した品種を開発し，栽培面積を増や

すことが必要である.

本稿では，この自給率向上に寄与するために近年

育成された品種の一部と新たな研究成果について

紹介する.

雨害，用途，〔キーワードJ:小麦，食料自給率，

製粉性

1 はじめに

パン・中華めん用の硬質小麦

(1) iゆめちから」

小麦粒から製粉によって作られる小麦粉は主に

薄力粉，中力粉，強力粉に区分され，薄カ粉は菓子，

中力粉は日本めん，強力粉はパン・中華めん用とそ

れぞれ適した用途がある I超強力J小麦粉は，パ

ン用の強力粉と比べて強すぎる特異的な生地物性

のため，これまで圏内では全く注目されていなかっ

た.しかし，主な国産小麦である日本めん用の中力

粉にブレンドすることによりその脆弱な生地物性

が改善され，パン用輸入銘柄として最も製パン適性

が優れる 11CWJと遜色ない製ノfン適性を発揮する

ことが明らかとなった.一方，北海道では 3市町村
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(1991年)でしか発生が確認されていなかったコム

ギ縞萎縮病が， 9支庁 52市町村 (2008年)で発生

するほど、被害が広がっている.本病気は土壌伝染性

ウイルスにより発病するため，最も効果的な方策で

ある抵抗性品種の導入が強く求められていた.

この様な状況のもと 1ゆめちからjは， 1札系 159

号Iと IKS831957Jとの F1を母本， 1月系 9509(後

のキタノカオリ)Jを父本とした 1996年の交配後代

から育成された品種である 1ゆめちから」は北海

道の以前の主力品種「ホクシン」と比べて，収量性

はほぼ同程度で，コムギ縞萎縮病抵抗性は優れてい

る.また，小麦粉は「超強力j の特性を持ち，中力

小麦粉「ホクシン」等とブレンドすることにより優

れた製ノfン適性を示す.

「ゆめちから」は 2008年に北海道優良品種に採

用， 2009年に「小麦農林 172号」として認定登録さ

れ，北海道での栽培面積は 2013産;7000ha， 2014 

年産;1.1万 ha，2015年産;1.3万 haが予定され

順調に広がりつつある.また，兵庫県では「ゆめち

から」のタンパク質含量が高いとしづ特徴に着目し

て醸造用に，長野県でも産地銘柄指定され栽培が行

われている.

「ゆめちからIの主な栽培地は北海道であるが，

全国的な利用例もある. Pasco (敷島製ノfン株式会

社)が，北海道産「ゆめちからJと北海道産中力小

麦「きたほなみJを使用した「ゆめちから入り食パ

ン」を， 2012年 6月 1日から 6月 30日までの 1カ

月間限定で，関東・中部・関西地区で一般発売(販

売計画約 60万斤)を行った.

(2) r銀河のちから」

東北地域ではパンや中華めん用の小麦品種とし

て 1ナンブコムギJや「ゆきちから」が栽培され

ているが，両品種とも生地物性の強さが不足してい

る.また 1ナンブコムギj はコムギ縞萎縮病によ

り収量が低下することが多く 1ゆきちからJは穂

発芽耐性が不十分なため収穫期の長雨でアミログ

ラムの最高粘度が低くなる低アミロ化による品質

劣化をしやすい.

この様な状況のもと， 1銀河のちから」は， 1盛系

C-138 (後の「東北 209号J)Jを母本 1東北 205

号(後の「ハルイブキJ)Jを父本とした 1996年の

交配後代から育成された品種である 1銀河のちか

らJは， DNAマーカー選抜によりグ、ルテンが強靭

な特性を付与した超強力小麦で、ある.また，コムギ

縞萎縮病に強く穂発芽しにくく， 1ナンブコムギ」

「ゆきちから」の欠点が改善されている.用途はパ

ン・中華めん用およびブレンド用で，岩手県と秋田

県で有望視されている.

(3) 1つるきち」

北海道では「第4期北海道農業・農村振興推進計

画(平成 23年北海道農政部)Jで平成 32年度に

おける北海道で、のパン・中華めん用硬質小麦の作付

面積を 30，000haと想定している.北海道での硬質

小麦の多くは春播小麦であるが，生育期聞が短いた

めに秋播小麦に比べて低収量で、あり，穂発芽・赤か

び病の被害により収量が安定しないことが問題と

なっている.また，北海道初の秋播硬質小麦「キタ

ノカオリ」は穂、発芽耐性が十分ではないうえに，登

熟期間中の低温により αーアミラーゼ活性が高くな

る特性を持っているため，アミログラムの最高粘度

が低い低アミロ小麦になる可能性が高い.そこで収

量が高く安定する秋播小麦で，低アミロになりにく

い硬質品種の育成が求められている.

この様な状況のもと 1つるきちJは， 1北海 257

号(後の「キタノカオリ J) を母本， 197067 Jを父

本とした 2001年の交配後代から育成された品種で

ある 1つるきちjは「キタノカオリ」の欠点であっ

た穂発芽耐性が“やや易"から“中"に改善されて

いる.また，平均気温 150Cで栽培した場合のフォー

リング子ナンバーが 1キタノカオリ j では 200秒だ

が 1つるきちjは正常値である 300秒以上を示し，

登熟期間中の低温により αアミラーゼ活性が高く

なる欠点も改善されている.中華めん官能評価は色，

ホシなどの外観および食感・食味に関する点数は，

北海道産小麦の中で高い評価を受けている「キタノ

カオリ」と同程度である.また 1キタノカオリ」

と比べて，うどんこ病抵抗性，赤かび病抵抗性は同

程度であるが，北海道で近年問題となっているコム

ギ縞萎縮病抵抗性は優れている 1つるきち」は「キ

タノカオリ」及び「きたほなみ」の一部に置き換え

での普及が予定されている.

3 日本めん圃菓子用の軟質小麦

(1)rきたさちほ」

1991年に北海道で初めて発生したコムギ縞萎縮

病は，現在も拡大を続けている 1きたもえ」はコ
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ムギ縞萎縮病発生地帯に対応した品種であるが，日

本めんの粘弾性が劣るため作付けが広がらない.ま

た， 2006年に優良品種となった「きたほなみJは多

収・高品質であることから作付けが広がっているが，

コムギ縞萎縮病抵抗性が劣るため，コムギ縞萎縮病

発生地帯では収量低下を招き，被害の拡大が危倶さ

れる.これらのことから，コムギ縞萎縮病抵抗性の

高品質な日本めん用小麦品種の導入が急務である.

この様な状況のもと， Iきたさちほjは「北系 173lj

を母本 I北見 72号(後の「きたもえJ) を父本と

した 1999年の交配後代から育成された品種である.

「きたさちほj は 2011年に「小麦農林 174号」と

して認定登録されている. Iきたさちほj のコムギ

縞委縮病抵抗性は，北海道めん用品種ではもっとも

強い.小麦のランク区分の項目である容積量が大き

いのも特徴である.従来のめん用小麦「きたもえJ

と比べると，製粉歩留と原粒たんぱく質含量はほぼ

同程度だが，アミロース含量は低く，日本めんの色，

粘弾性が優れている.北海道では，コムギ縞委縮病

の発生地域での普及をめざしており， 1000haの普及

を見込んでいる.

(2) Iゆきはるか」

東北地域では菓子原料として日本めん用小麦と

して本来育成された「キタカミコムギJ，Iネパリゴ

シ」が利用されている.しかし， Iキタカミコムギ」

は生地物性が強く菓子用に適した生地物性を持つ

てはいない.また， Iネパリゴシ」はアミロース含

量が低く通常の菓子用小麦粉とは異なっており，菓

子用適性のより高い品種が望まれている.

この様な状況のもと Iゆきはるか」は「東山 30

号(後の「キヌヒメ J)J を母本 I関東 117号(後

の[きぬあずまJ)を父本とした 1997年の交配後代

から育成された品種である Iゆきはるかjは Iキ

タカミコムギ」よりエキステンソグラムでの生地の

仲張抵抗がやや弱く薄力的である.アミロース含量

は Wx-A1欠失型であるが，澱粉当たりのアミロー

ス含量は通常アミロース品種「キタカミコムギj よ

りわずかに低い程度で Iネパリゴシ」よりは明ら

かに高い IキタカミコムギJでは“やや易"で、あっ

た穂発芽耐性が“やや難"に改善されている.現在，

岩手県を中心に試作栽培を行っている.

(3) Iふくあかり」

福島県における小麦の品質低下要因に収穫時期

の雨害がある.これを回避するため早生品種「アブ

クマワセIを栽培しているが IアブクマワセJは

穂発芽性が“易"である.そのため栽培面積が年々

減少しており，穂発芽耐性が優れた早生品種への要

望が高い.

この様な状況のもと， Iふくあかり」は「谷系

RA4215Jを母本， I関東 119号(後の「あやひかり J)

を父本とした 1998年の交配後代から育成された品

種である.Iふくあかり jは福島県で栽培すると， Iア

ブクマワセJと比較して出穂期で 6日遅いが，成熟

期は同程度である.また，穂発芽耐性は“難"で，

fアブクマワセjの“易"から大幅に改善されてい

る Iふくあかり」は福島県で 2011年 4月に奨励品

種に採用されているが， 2011年 3月 11日に発生し

た東日本大震災とそれに続く東京電力福島第1原子

力発電所の事故により，当初の計画から普及が遅れ

ている.

(4) Iちくごまる」

「農林 61号j は 1944年(昭和 19年)に育成さ

れてし、から関東以西の暖地・温暖地で広く栽培され

てきた.しかし，栽培特性は，現在の品種に比べる

と晩生，長梓で倒伏しやすい，土壌伝染性ウイルス

病のコムギ縞萎縮病に弱いといった欠点を持って

いる.茨城，群馬，埼玉，栃木の北関東 4県で栽培

されていた「農林 61号Jは「さとのそらJに急激

に置き換わろうとしている.しかし，九州地域では

I農林 61号」の栽培が減少しているが後継の品種

が見いだせない状況であった.

この様な状況もと， IちくごまるJは「羽系 95-68

(後の西海 184号)Jを母本， I羽系 96-103Jを父本

とした交配から育成された品種である. Iちくごま

るJは秋播性程度Wの秋播型で I農林 61号Jより

出穂期が6日早い秋播型早生品種である.稗長は「農

林 61号」より約 10cm短く，耐倒伏性が向上してい

る.また，コムギ縞萎縮病に抵抗性を持ち I農林

61号」の栽培上の欠点は全て改善されている.日本

めん用としての品質は「農林 61号Jより優れてお

り，アミロース含量が通常レベルのため菓子用とし

ても利用可能で， I農林 61号」と同等の汎用性を備

えている.工場規模での製粉特性や菓子用としての

加工適性を評価するため，福岡県内で試作栽培が

2011年播種から始まっており，その結果により本格

的な生産の可否が決定される.
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5 登熟・収穫時期の雨害への対応

梅雨のない北海道を除いて日本での小麦収穫時

期と梅雨入りの時期は重なっている.そのため，雨

害で最も問題となる穂発芽耐性と赤かび病耐性の

向上は全ての小麦にとって重要な課題である.

(1)種子休眠をつかさどる Motherof FT and TFL 1 

(MFT)遺伝子

穂、発芽耐性は種子休眠によって支配されている.

また，コムギの種子休眠は登熟温度が低いほど強く

なる(発芽し難くなる)特徴がる.この特徴を利用

して，種子脹の遺伝子発現量の DNAマイクロアレ

イ解析で，低温 (13
0C)で登熟した休眠の強し、種子

の脹で強く発現する Motherof FT and TFLl (MFT) 

遺伝子を見いだした. MFT遺伝子は，遺伝子銃を

用いて未熟種子脹に導入し，一過的に強く発現させ

ると，匹の発芽が抑制されたことから，発芽を抑制

する機能があることが分かつた.また， MFT遺伝

子は 3A染色体に座乗する作用力の強し、種子休眠

QTL : QPhs.ocs-3A.1近傍に座乗し，休眠性の弱し、

fChinese Spring (CS) Jより，休眠性の強い「ゼン

コウジコムギ (Zen)Jで強く発現する.これらのこ

とから， MFT遺伝子は，発芽抑制機能を持ち，ゼ

ンコウジコムギの強い休眠性を担う 3A染色体の種

子休眠 QTL: QPhs.ocs-3A.1の原因遺伝子と考えら

れている.

また，種子休眠程度の差は MFT遺伝子のプロ

モーター上の一塩基置換に由来しており， fCSJ (休

眠性弱)型では， ClaI制限酵素サイトを持つのに対

して， fZenJ (休眠性強)型では，持たない.この

ClaI制限酵素サイトの有無を利用して， MFT遺伝

子の遺伝子型を Zen(休眠性強)型と CS (休眠性

弱)型に判別できる(図 2).

日本の小麦 110品種の MFT遺伝子型は，関東以

西の品種は，ほとんどが Zen(休眠性強)型なのに

対して，北海道や東北の品種は， CS (休眠性弱)型

である.これらのことから，この MFT遺伝子の DNA

マーカーは，北海道・東北地域のコムギ品種の穂発

芽耐性の改良や北海道のコムギ品種の持つ品質な

どの優良形質を本州の品種に導入する場合に MFT

遺伝子の遺伝子型を休眠性が強い Zen型に固定す

るための選抜マーカーとして利用できる.

(2)赤かび病耐性育種のための新たは交配母本「小

麦中間母本農 9号」

MFT遺伝子のプロモーター配列(1.8kb)
Chinese Spring A-motif 

MFT遺伝子型:休眠性弱型

ゼンコウジコムギ
MFT遺伝子型:休眠性強型

号
制限酵素C伯|を用いたMFT遺伝子のDNAマー力一の開発

休眠性強型

休眠性弱型

図 2 MFT遺伝子の DNAマーカー
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「西海 165号J rU2~ 

小麦の赤かび病は，Fusarium属菌が開花した小花

に感染する ことによって起こる病害で，子実収量・

品質の低下やかび毒(デオキシニバレノオル(DON)， 

ニパレノ ーノレ (NIV)等)の子実への蓄積を招くた

め，麦作現場では重要な病害である. iU24Jは従来

の小麦品穫が持たない開花性(開花するときに穎が

聞かない)であるため赤かび病の初期感染に対する

抵抗性(感染抵抗性)に優れている.しかし，感染

後の赤かび病菌の進展に対する抵抗性(進展抵抗

性)が“極弱"である.そこで，感染抵抗性に加え

て進展抵抗性を併せ持つ，交配に利用しやすい系統

として開発されたのが， i小麦中間母本農 9号Jで

ある(図 3，4). 

赤カビ病の進展を遅らせる 赤カビ病の進展を遅らせる

「小麦中間母本農 9号」は開花性の iU24J を母

本，赤かび病抵抗性に優れる「西海 165号」を父本

とした 2002年の交配後代から育成された系統であ

る i小麦中間母本農 9号」の総合的な赤かび病抵

抗性は “強"と判定され，本系統の赤かび病抵抗性

には感染抵抗性と進展抵抗性が関わっている.また，

「小麦中間母本農9号」は感染強度が強い環境下に

おいてかび毒濃度が「西海 165号」と同様に低い.

しかし， i小麦中間母本農 9号」は「農林 61号」と

比べて，出穂期と成熟期は 2日程度遅く，干皐長が高

く，耐倒伏性はやや劣るため，さらなる栽培特性の

改良が必要である.

6.コムギ縞萎縮病抵抗性の抵抗性遺伝子

本稿で紹介した近年育成された7品種のうち， iゆ

めちからJi銀河のちからJiつるきちJ iきたさち

ほJiちくごまる」の 5品種はコムギ縞萎縮病が問

題となったことに対応 して育成されたものである

コムギ縞萎縮病は秋播きコムギに発生する土壌伝

抵抗性 (Fhbl) を持つ 抵抗性 (Fhbl)を持たない
開花性 閉花性

• 

「小麦中間母本農9号」
赤カピ病の進展を遅らせる
抵抗性 (Fhbl) を持つ

閉花性

図 3 小麦中間母本農 9号

染性のウイルス病害で，病原のコムギ縞萎縮ウイル

スは土壌中の原生生物 Polymyxagraminis Ledingham 

U24 ...， 

I .. 士品目問+曲 《 口

「ー小麦甲同母本辰 日可
蘇麦3号 寸 | 

西海115号

(ヒヨクコムギ)

西海120号

(シロガネコムギ)

II-」アサカゼコムギ」

図 4 小麦中間母本農9号の系譜
注.蘇麦 3号は赤かび病進展抵抗性の遺伝資源
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により媒介される.現時点では病原性により 1， II， 

E型の 3つに類型され，宮城県以南で I型，岩手県

以北でH型が優占していることが報告されている.

コムギ縞萎縮病は土壌伝染性のウイルス病で、あ

るため，有効な手段は抵抗性品種の導入である.コ

ムギ縞萎縮病抵抗性に品種間差があることは知ら

れていたが，その遺伝様式については近年まで明ら

かになっていなかった.しかし， 2010年に優性の抵

抗性遺伝子が 2D染色体長椀に座乗していることが，

近傍の DNAマーカーとともに報告された.

今後は，この DNAマーカーを利用した戻し交配

等で，抵抗性品種の育成が加速されることが期待さ

れ る

7.高製粉性暖地向けコムギの育成

オーストラリア産の日本めん用輸入銘柄オース

トラリア・スタンダード・ホワイト (ASW)に匹敵

する小麦粉品質(製粉性，小麦粉色相)を持つ日本

めん用品種「きたほなみj が育成されたが rきた

ほなみj はその栽培特性上，北海道でしか栽培がで

きない.そのため，本州の暖地・温暖地に適した「き

たほなみ」並の小麦粉品質を持った品種育成が， rき
たのなみ」を交配母本として各育成地で精力的に行

われている.すでに，九州[r沖縄農業研究センターで

は， rきたほなみ」と「チクゴイズミ j の交配後代

から rきたほなみj 並の製粉性を持ち，出穂期が

「農林 61号」並に早生化した交配母本として利用

可能な高製粉性系統の開発に成功している.また，

これらの高製粉性系統の解析から，高製粉性は「き

たほなみ」のアラピノキシラン含量が低いことに由

来することが明らかとなった.さらに，選抜した高

製粉性系統の灰分含量が「チクゴイズミ」と同程度

であったことから， rきたほなみIの特徴である高

製粉性と低灰分含量は遺伝的には別々に支配され

ている可能性が示唆された.今後は，これらの選抜

系統を交配母本として利用することで，暖地・温暖

地向けの高品質軟質品種の育成が期待できる.

8. おわりに

現在の「食料・農業・農村基本計画j に基づく小

麦の増産目標は野心的な数字である.この目標を達

成するためには，自給率の低い用途向けの品種育成

のための努力を続けなくてはならない.今後は，品

質を向上させるとともに，収量の安定性を向上させ

ることにも取り組む必要がある.なぜなら，収量の

安定は農家が安心して栽培できるとともに，実需者

も原料が安定して入手できることに結びつく.その

意味で，本稿で紹介した，穂発芽，赤かび病，コム

ギ縞萎縮病に関する研究成果が収量・品質の安定に

寄与することを期待したい.

本稿で紹介した新品種は，これから普及を目指し

ている物である.普及は品種のみで決まるわけでは

なく，実需者，行政部局，生産者，消費者などの全

ての関係者の連携・協力が不可欠である.ここで紹

介した品種及びこれから育成される品種の普及に

関して関係者の皆様のご協力を切に願っている.
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