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シリーズ研究小集会(第 13固)穀物部会

解説

北海道のコムギ品種開発と生産・加工利用の変遷

吉村康弘

地方独立行政法人北海道立総合研究機構北見農業試験場

Wheat Breeding and Improved Quality of Japanese Noodles in Hokkaido 

Yasuhiro Y oshimura 

Kitami Agricultural Experiment Station， HRO， Kunneppu， Hokkaido 099-1496 

Most of the spring wheat in Hokkaido was replaced by winter wheat after the release of the winter hardy 
variety ‘Hokuei' in 1954 ; the target of wheat bre巴dingsubsequently shifted to increased yield. After the release of 
the winter wheat variety‘Horoshirikomugi'， with good storage tolerance and disease resistance， in 1974， wheat 
production in Hokkaido increased remarkably. At the time， Hokkaido's wheat was mostly consumed for bread-
making， and millers dem叩 d巴dhard wheat with higher protein content. However， th巴high巴ryield of new varieties 
resulted in lower protein content， generating a negative reputation because of poor bread-making qualities. 
Therefore， we focused on J apanes巴‘Udon'noodles， which require intermediate protein content， in consultation with 
millers. Our aim was to develop a winter wheat with good Udon noodle-making qualities， similar to those of 
Australian Standard White (ASW). 'Chihoku-komugi'， which was released in 1981， showed slightly lower amylose 
content and good Udon-making qualities， because the amylose content of flour is greatly associated with the texture 
of Udon noodles. This variety was regarded as one of the best domestic wheat varieties for Udon noodle-making; 
however， its lower disease resistanc巴， poor milling qualities， and undesirable flour color did not satisfy farmers and 
mill巴rs.This led us to screen breeding lin巴sof early generations by evaluating milling qualities and flour color. As a 
result， a new variety， 'Kitahonami'， with good noodle-making and milling qualities， similar to those of ASW， was 
developed in 2006. 'Kitahonami' shows excellent milling qualities and flour color， high yield， good resistance to 
diseases， and pre-harvest sprouting， which is satisfactory to farmers and millers笈itahonami'is currently cultivated 
throughout Hokkaido. (Accepted Aug. 23， 2013) 

Keywords : wheat， variety， quality， amylose， protein 
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近年，北海道のコムギ生産量は年間 40-60万トンで推

移し(図 1)，その約 9割は日本めん用品種による生産と

なっている 国内産コムギ生産量に占める割合は 6割以上

で(図1)，囲内産コムギの利用を考える上で重要な位置に

ある しかし 1970年頃までは北海道のコムギ生産量は数

万トン前後，特に 1970年にはわずか約 l万トン程度で，現

在の主産地の姿とはほど遠い状況であった.その加工用途

は，パン用小麦粉とのブレンド用が主であり， 1北海道産コ

ムギ」としての単独使用はほとんどなかった 北海道では，

冬期間の長期の積雪や寒さのため，明治の北海道開拓時代

には府県の秋まきコムギは作付けができず，北米，欧米の

コムギ品種や春まきコムギ品種を導入し，それを品種改良

しながら栽培してきたぞ一方，圏内産小麦は 1960年代始

〒099-1496北海道常日郡訓子府町字弥生 52
連絡先， yoshimura-yasuhiro@hro.or.jp 

めまでは 150万 t前後の生産量がありながら， 1970年代に

は生産量が激減したこのため，コムギ実需者は国産小麦

の主用途であった日本めん用に適するコムギを海外に求め

た結果，オーストラリア産のコムギ銘柄オーストラリア・

スタンダード・ホワイト (1ASWJ)が輸入されるようになっ

た北海道では， 1954年に北見農業試験場が育成し，越冬

性が優れる秋まきコムギ品種「北栄」が 1960年頃から普及

し栽培技術の改良も伴って単位面積あたりの収量が増大

していた(図 2).秋まきコムギの普及により，品種改良に

おいて収量性の向上が主目標となり，さらに栽培技術の向

上で耐病性や収量性に優れるコムギ栽培が拡大した 加え

て 1970年代後半からは稲作転換政策などにより，さらに

北海道でのコムギ作付けと生産が増加した 1970年代後

半からは，収量性が高く，耐倒伏性や耐病性に優れ，生産

者が栽培しやすい秋まきコムギ品種「ホロシリコムギ」
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圏内産および北海道産コムギ生産量と圏内産に占める北海道産の割合の推移 (1960~2012 年)
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北海道のコムギ作付面積および単位面積あたり平均収量の推移(l935~2012 年)

で構成されているが，アミロース含有率とめんの食感には

高い相関関係があり，アミロース含有率を 2~3% 程度低

くすると，食感がよくなることがわかった21 そこで， 北見

農業試験場では， うどんの官能評価試験とともに小麦粉中

のアミロース含有率測定により， 日本めん用の品質をもっ

品種の開発をさらに進めた

その後，アミロース含有率の変異は Waxy遺伝子の発現

の違いによることがわかった11 Waxy遺伝子は旺乳デン

プンのアミ ロース合成に関わっており， 二倍体作物である

イネでは， 1つの Waxy遺伝子が欠失するとモチ性となる

が，コムギは六倍体の作物であり， A.B.Dの3つのゲノ

ムに Waxy遺伝子が座乗しこのどれかが欠失するとアミ

ロース含有率が低下する.現在ではこの遺伝子型を調べる

ことにより，コムギ品種のデンプン特性を効率的に知るこ

とができ， ["チホクコムギ」は Bゲノムに座乗する Waxy

遺伝子が欠失した型であることが後に判明した

表 lには，北海道の主要なコムギ品種の病害耐性や障害

耐性を示した 「チホクコムギ」は成熟期に雨に遭うと収

図 2

(1974年)3)が広く普及し(図 3) 北海道のコムギ生産量が

急速に増大した この頃の北海道の品種は主にパン用に利

用される硬質コムギ種であり， 日本めんとして適する軟質

コムギ、で、なかった さらに 収量性の高い「ホロシ リコム

ギ」はパン用としてはタンパク質含有率が低<，実需者は

その取り扱いに苦慮し，うどんにもパンにも向かない「やっ

かい道小麦」とまで呼ばれた 製粉 ・加工業者は， 北海道

産コムギに対して，当時生産量が激減した日本めん用コム

ギ原料としての品質を求め めん色，食感などの加工適性

が ["ASWJ並の品質をもっコムギ品種の開発が北海道にお

ける新たな品種開発目標となった 北見農業試験場では，

当時開発中であったコムギについて，製粉会社の協力を得

ながら，めん用としての加工適性試験を実施し 1977年に

優れためんの食感をもっコムギを見出した これが後の品

種「チホクコムギJ(1981年登録) 41となった 「チホク コ

ムギ」の開発と前後して 各地でデンプンの質とめんの食

感の関係についての研究が急速に進んだ 通常の小麦粉中

のデンプンは，アミロースとアミロベクチンがおよそ 1: 3 
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図 3 北海道における秋まきコムギ品種別作付面積の推移(1961-2012年)

表 1 北海道主要コムギ品種の病害および障害に対する特性

品種名 耐倒伏性
雪腐病

秘発芽性
赤さび病 うどんこ病赤かび病 コムギ縞萎縮病

抵抗性 抵抗性 抵抗'[立 抵抗性 抵抗性

ホロシリコムギ やや強 やや強 中 中 やや強 中 中

チホクコムギ やや強 やや弱 やや易 5虫 やや弱 ~~ やや弱

ホクシン 強 やや強 中 やや弱 やや強 やや弱 ~~ 

きたほなみ 強 やや強 やや難 やや強 やや強 中 やや弱

表 2 「きたほなみ」の品質特性 (北見農試b2003-2005年の平均)

原粒中タンパク質 原粒中灰分 製粉歩留 ビューラーテストミル 6096粉の性状
品種名

含有率 (96) 含有率 (96) (96) 灰分含有率(96) 明るさ (L事) 赤み(a*) 黄色み(b勺 アミロース含有率(96)

ホクシン 10.2 1.37 65.7 0.40 90.24 0.66 16.14 22.4 

きたほなみ 9.5 1.22 69.2 0.34 90.50 一0.93 16.97 22.4 

ASW 10.0 1.25 65.1 0.46 90.67 -0.96 16.07 22.8 

「きたほなみ」の粉色は， Iホクシン」に比べ明るさを示す了がやや高く，赤み(くすみ)を示す♂値が低く，黄色みを示すげが高い

穫前に子実から芽が出てしまう「穂、発芽jが発生しやすく，

子実中のデンプンが変質して品質が低下する「低アミロ小

麦」がしばしば発生したまた，冬期間の積雪下で発生す

る雪腐病にも弱く，被害が発生したときは収穫量が減少し

た このため，穂発芽に対する耐性や雪腐病に対する抵抗

性を改良し， Iチホクコムギ」のようにめんの食感が優れ，

小麦粉デンプン特性を維持した“やや低アミロース"含有

率のコムギ品種「ホクシン」が 1994年に開発され6) Iチホ

クコムギjに代わって北海道内で急速に普及した(図 3). 

しかし. IチホクコムギJIホクシン」とも，小麦粉および

ゆでめんの色はくすみが生じ黄色みが少ないなど IASWJ

に比べ劣っていたことから ゆでめん色および、小麦粉色相

の改良が必要であった.ゆでめん色向上のための試験研究

の結果，小麦粉を水に溶かしその色を測定することで，

ゆでめんの色を推定できること可ゆでめん色の官能評価を

高めるためには，粉色は明るみ (L*)が高く，赤みやくすみ

(a*)が低く ，適度に黄色み (bつがあることが求められた

そこで，毎年数百のコムギ系統をテストミルで製粉し，小

麦粉色相を測定することで，粉色のよいコムギの選抜を積

極的に行った. 2006年に品種となった「き たほなみJ8)9)は，

粉の色が明るく， くすみが少なく，やや黄色みを帯びてい

る(表 2).アミロース含有率は “やや低アミ ロース"に区

分され.1チホクコムギ」以来のゆでめんの食感を維持した

このことから，ゆでめんの色と食感がともに優れ，実需者

によるうどんの官能評価試験では.IASWJとほぼ同等の

評価であった(図 4) また，製粉歩留が高く ，灰分含有率

も低いことから良質の粉がたくさんとれる性質(製粉性)

が高く評価されている(表 2).農業特性や栽培性において



途拡大が進んで、いる.北海道産コムギは「チホクコムギ」

以降，日本めん用として IASWJに近い食感が高く評価さ

れてきたが.1きたほなみ」はめんの色も併せて優れること，

さらに生地物性が強めであることから， うどん類での新た

な商品開発が進んでいるほか つけめん ・冷やしラーメン

用としての商品開発，販売など，加工適性の良さと生産の

安定性が評価され，利用拡大が進んでいる そのほか，菓

子類，パン用粉などへの利用も進んで、おり， 北海道産コム

ギの利用拡大にも「きたほなみ」は貢献している 利用者

からは国内産あるいは北海道産のコムギを使用すると，海

外産に比べ香りや味がよくなるとの評価も多い.ただし，

味や香りに関する要因については今後の研究に期待したい.

このように，北海道ではうどん用など日本めん用のコム

ギ品種開発と普及が 1970年代後半から急速に進み，コム

ギの生産と加工利用が大幅に拡大した 一方，それ以前に

開発された硬質の秋まきコムギ品種「ホロシリコムギ」と

「タクネコムギ」は，生産量は少なくなった ものの，うどん

以外のめん類や醤油等醸造用として長く 利用されてきた

また，春まきコムギはタンパク質含有率が高く ，主にパン

用粉として利用されてきており 日本めん用が中心の国産

コムギのなかで，貴重な圏内産パン用コムギとして重要な

役割を果たしてきた 図5に北海道における春まき小麦品

種の作付面積の推移を示した 1985年に開発された「ハlレ

ユタカ」は，春まきコムギでの多収化を実現し生産量が

増えることで国産パン用コムギとして道産小麦のブランド

となった. しかし病気や障害に弱いことから生産性と品

671 

「きたほなみ」はこれまでの品種と登熟期間はほぼ同じで

ありながら，収量性が高く(表 3)，さらに穂発芽耐11，病

害耐性も「ホクシン」より優れることから(表1)， Iきたほ

なみ」は 2009年産から「ホクシン」に代わり急速に普及し，

2012年産の作付面積は約 10万 6千ヘクタールで北海道の

コムギの約 9割に達し生産量は囲内産コムギの 5割以上

を占めるに至っている. Iきたはなみ」の生産の増加と優れ

た品質，加工適性を利用して，うどんやめん類への活用と

新商品開発による需要拡大，菓子やパン類への利用など用

吉村 :北海道のコムギ品種開発シリーズー研究小集会(第 13回)穀物部会( 53 ) 

100 

実需者によるゆでうどんの官能評価 (2003-2005年産

平均)

1)数値は評点，群馬県産「農林 61号」を合計70点の基準と

して評価
2)製粉研究所および道産小麦研究会による試験結果

3) I農林 61号」は群馬県農業技術センターから， IASWJは

農林水産省総合食料局からそれぞれ無償譲与されたもの

である
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主要コムギ品種の生育・収量試験成績(北見農試， 2003-2005年の平均)表 3
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質が不安定で、あった 加えて輸入小麦に比べるとパン用と

しての加工適性は劣る.そこで近年は，パンへの加工適性

が高く，病気や障害に強い「春よ恋」ゃ「はるきらり」が

開発され普及している.北海道産の春まきコムギは圏内産

パン用小麦の中では海外産銘柄に近い品質であるとの高い

評価を得ている.しかし 春まきコムギは秋まきコムギに

比べ生産性が低いため作付けが伸びず，春まき小麦の生産

量は北海道産小麦の 1割弱であり，生産量が不安定なため，

国内産のパン・中華めん用コムギのニーズに十分応えられ

ていない.そこで，収量性の高い秋まきコムギでのパン・

中華めん用小麦の開発が進み.2009年には中力粉とのブレ

ンドでパン用粉として利用可能な「ゆめちからJ.2012年

には中華めん用の「つるきち」が北海道の優良品種となっ

ており，国内産パン・中華めん用コムギに対する需要に応

えるツールとして，今後の生産，加工利用が期待される.
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