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特集記事

高温登熟耐性を有する西日本向け良食味・良質・安定多収水稲品種「にこまる」

「きぬむすめ」の育成

農研機構九州沖縄農業研究センター「にこまるJIきぬむすめ」育成グループ(代表坂井 真)

農研機構九州沖縄農業研究センター，福岡県筑後市，干 833-0041

“Nikomaru" and “Kinumusume"， rice varieties for westem region of Japan with fine 
palatability， grain quality， stable productivity， and tolerance to high temperature 

during ripening period 

Nikomaru and Kinumusume Breeding Group ofNARO Kyushu Okinawa Agricu1tura1 Research Center (Representation; Makoto 

Sakai) 

NARO均lushuOkinawa Agricultural Research Center， Chikugo， Fukuoka 833-0041 
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はじめに

「にこまるJrきぬむすめJは西日本向きの主食用水稲

品種として，農研機構九州沖縄農業研究センターで育成

された.近年，圏内の水稲作は，消費者や市場のニーズ

の高い銘柄品種に作付けが集中する傾向が強い. このた

め「コシヒカリ」とその子孫品種に代表される米飯の粘

りの強い特徴を持つ良食味品種が長年作付け上位を占め

ている.九州においては「コシヒカリ」の子孫の「ヒノ

ヒカリ」が全水田面積の半分を超えて作付されている.

近畿，中国，四国地域においても，早生の「コシヒカリ」

等と中晩生の「ヒノヒカリ」が作付けの約4分の 3を占

めている.

一方で，近年の西日本の水稲の作柄，特に米の外観品

質を反映した一等米比率は低迷が続いている この原因

として水稲の登熟期の高温の影響が指摘されている.rヒ
ノヒカリ」は登熟期に高温に遭遇すると，白未熟粒の多

発や玄米の充実不足による品質低下を起こしやすいこと

が近年の研究で明らかになっている.また，近畿，中国，

四園地域においては，当初は中山間地を中心に栽培され

ていた「コシヒカリ」が食味重視の領向により平坦地域

でも多く栽培されるようになり，それに伴い登熟期の高

温気象による米の品質低下問題がより深刻となってきた.

加えて少数の品種への作付け集中が，収穫，乾燥作業の

競合による刈り遅れや台風等による被害の集中といった
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問題も引き起こしている.こうした問題を解決するには，

既存品種に劣らない食味特性を備えながら高温登熟性を

改良した品種や既存品種と作期分散が可能な品種が必要

になる.農研機構九州沖縄農業研究センターではこうし

た状況に対応して，高温登熟条件を含む気象条件でも玄

米品質が安定し，かっ収量性および食味にも優れた水稲

品種の開発を進め，その成果として， rvここまるJrきぬ

むすめ」を育成した. rにこまる」は，ポスト「ヒノヒカ

リ」になりうる中生の安定多収の良質・良食味品種を目

標に， rきぬむすめJは「コシヒカリ」と「ヒノヒカリ」

の中聞の熟期で適正な熟期別品種構成を実現しうる良食

味品種を目標に開発された品種である.本稿では両品種

の育成経過，特性および普及状況について概説する.

品種の育成経過

「きぬむすめjは， rキヌヒカリ」を母とし， r愛知 92

号(祭り晴)Jを父とする交配組合せ (1992年実施)か

ら， rにこまる」は， rは系 626 (後の「きぬむすめJ)J

を母とし， r北陸 174号」を父とする交配組合せ (1996

年実施)から育成された.すなわち両品種は親子関係に

ある(図 1). rきぬむすめ」の育成経過は 1992年冬季に

Fjを温室内で世代促進し，同年夏に本田で F2集団を養成

した.1993年冬季~春季に F3集団の世代促進を国際農

林水産業研究センター沖縄支所(当時)に依頼して実施

した.同年九世代で個体選抜を行い，以後系統育種法に

より固定を図ってきた. 1995年九より「は系 626Jの名

で生産力検定試験，特性検定試験，系統適応性検定試験
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図1. iにこまるJiきぬむすめ」の系譜.

等に供試するとともに， IVここまる」等の交配親としても

使用した. 1997年九より「西海 232号」の地方名を付

し，関係県に配付して地方適応性を検討してきた.

「にこまる」の育成経過は， 1997年冬季に Flを温室内

で世代促進し，同年夏に本田で F2集団を養成した.1998 

年冬季~春季に F3集団の世代促進を国際農林水産業研

究センター沖縄支所(当時)に依頼して実施した.同年

九世代で個体選抜を行い， 1999年以降は系統栽培によっ

て選抜固定を図った. 2002年 (Fs) より 「西海 250号」

の系統名を付し，関係各府県に配付して地域適応性を検

討してきた. Iきぬむすめ」は島根県で， Iにこまる」は

長崎県でともに 2005年に奨励品種に採用され，普及に移

されることになった.なお，両品種ともに2005年に農林

水産省の命名登録が，また 2008年に種苗法に基づく品種

登録がなされている.

品種の特性

「にこまる」の最大の特長は，これまで両立が困難とさ

れてきた優れた玄米品質と安定多収性という 2つの育種

目標を両立させたことである.育成地における「にこま

るjの玄米収量は「ヒノヒカリ」を平均で 8%程度上回

り明らかに多収である(表 1).奨励品種決定調査におけ

る西日本の配付先でも安定して「ヒノヒカリ」より多収

を示し，高温登熟年には「ヒノヒカリ」を 10%以上上回

る収量を示すことも少なくない(表 2).玄米の粒厚は

「ヒノヒカリ」よりやや厚仁千粒重は「ヒノヒカリ」よ

り0.5g~l g程度重い.育成地における玄米の外観品質

は「ヒノヒカリ」に優る(表 1). また，高温登熟耐性が

優れ高温条件下でも品質低下が少ない特性を有し(表 3，

図2)，奨励品種決定調査における西日本の配付先でも安

定して「ヒノヒカリ」より優れた玄米品質を示す(表 4).

白米のタンパク質含有率は「ヒノヒカリ」より低くアミ

ロース含有率は「ヒノヒカリ」並かやや高く，炊飯米は

粘りが強く，食味は「ヒノヒカリ JIコシヒカリ」並の

“上中"である(表 1).
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育成地におけるその他の特性は，出穂期は「ヒノヒカ

リ」より 2~3 日遅く，成熟期は 3~5 日晩生であり，得

長および穂長は「ヒノヒカリ」並，穂数は「ヒノヒカリ」

よりやや少ない.耐倒伏性は「ヒノヒカリ」並かやや強

い.穂発芽性は「ヒノヒカリ」より発芽しやすい“中"

である.いもち病の真性抵抗性遺伝子は Piaおよび PU

を保有すると推定され，圃場抵抗性は葉いもち，穂いも

ちとも「ヒノヒカリ」並の“やや弱"である(表 1，図 3). 

「きぬむすめ」の出穂期，成熟期は「日本晴」に比べ，

1~2 日程度遅い(表 5). 同品種の最大の特長は，収量

性，耐倒伏性等の実用形質と品質，食味のバランスが優

れており，かつ広域適応性を備えていることである.育

成地における評価では，収量性は「日本晴」よりやや多

収で玄米品質も「日本晴」同等である.食味については

「日本晴」に比べると明らかに良好で「コシヒカリ」に近

い(表 5). 

「きぬむすめ」は，近畿，中国，四園地域の各府県の研

究機闘が参加して 21試験地で、行われた「日本晴」熟期基

幹品種選定連絡試験に 2003~2006 年の 4 カ年供試され

た(春原 2009). その結果，成熟期は， Iコシヒカリ」よ

り早植え，普通期作期でそれぞれ約 18日， 12日晩生で

あり， Iヒノヒカリ」と比較すると早植，普通期でそれぞ

れ約 5日， 7日早生であり，これら品種と作業時期の分

散が可能と考えられる(表 6).収量性は， Iコシヒカリ」

に対し，早植で 5%，普通では 12%多収を示し. Iヒノヒ

カリ」と比較すると，普通植えでは同等であるが早植で

10%多収を示す.玄米外観品質は， Iコシヒカリ」との比

較では早植え，普通期双方の作期で， Iヒノヒカリ」との

比較では早植条件で「きぬむすめ」が優るという結果が

連絡試験で示された(表 6). 

育成地におけるその他の特性は，稗長は「日本晴」よ

り 4~5cm 長く，穂長はやや短く，穂数はやや少ない.

白米のタンパク質含有率は「日本晴」より低く， Iヒノヒ

カリ」よりやや低い.白米のアミロース含有率は「日本

晴」より低く「ヒノヒカリ」並である.耐倒伏性は“中"

で，倒伏は「日本晴」よりやや少ない.いもち病抵抗性

遺伝子は PiaおよびPUを保有すると推定され，葉いも

ち圃場抵抗性，穂いもち圃場抵抗性ともに「日本晴」並

の“中"である.白葉枯病抵抗性は「日本晴Jよりやや

弱い“やや弱"である.縞葉枯病には“擢病性"である

(表 5，図 4). なお，両品種の詳細な特性は九州沖縄農業

研究センター研究報告で報告されている(梶ら 2007，坂

井ら 2008).

普及状況

以上述べたような品種特性より， IV;ここまる」の栽培適

地は暖地および温暖地平坦部を中心とする地域である.

「きぬむすめ」の栽培適地は，近畿，中国，四国を中心と

する温暖地の平坦地および準平坦地である.
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表1. iにこまる」の育成地における主要特性

品種
出穂期 成熟期 稗長 穂数精玄米重向上比率 食味

(本1m2) (kg!a) (%) 玄米品質 (総合値)
耐伏倒性 葉いもち穂、いもち

縞葉

(月日) (月 日) (cm) 枯病

Uここ まる 8.28 10.15 83 331 62.8 108 4.5 0.02 中 やや弱 やや弱 感受性
ヒノヒカリ 8.26 10.12 84 364 58.3 100 5.7 0.05 やや弱 やや弱 やや弱 感受性

育成地における移植栽培 (5月下旬播種， 6 月中旬移植)の 2000~2009 年の平均値.精玄米重はふるい目 1.8mm で選別して測定 品
質は目視観察により， 1 : (良)~9: (不良)により評価，食味 (総合値)は評価は基準品種コ シヒカリ を0としたときの官能評価の平
均値.十は基準より優れる， は基準より劣ることを示す

表 2. 奨励品種決定調査における「にこまる」の収量性

九州

年次
精玄米重

試験件数にこまる (a) ヒノヒカリ

(kg!a) (b) (kg!a) 

2002 9 60.6 58.1 

2003 8 59.2 54.6 

2004 II 43.7 44.1 

2005 10 54.9 50.4 

2006 14 48.4 45.8 

2007 14 59.5 53.6 

2008 13 56.2 54.8 

2009 7 66.7 61.5 

2010 7 58.7 55.3 

2011 6 63.2 57.3 

言十 99 55.5 52.2 

(全地域 ・年次計)

表 3. iにこまる」の高温寡照耐性検定試験結果

品種名

にこまる

ヒノヒカリ

整粒

68.6 

35.4 

粒数比率(%)

基部未熟 乳白+腹白

5.0 5.4 

18.2 18.1 

育成地における 2008~2010 年の早植え (5 月下旬移植)での成

績.遮光率 30%のビニーノレフィルムで，出穂、後 30日間ト ンネノレ

被覆.サタケ穀粒判別器 RGQ110Aまたはサタケ RGQI20Aによ
る測定値

2005年に， ["にこまる」は長崎県で，["きぬむすめ」は

島根県でそれぞれ奨励品種に採用され普及が始まった.

後述のように 2010年等の高温年に，西日本の 「ヒノヒカ

リJ["コシヒカリ」の産米品質が大きく落ち込む中で両品

種は好成績を残し，その存在が大きくクローズア ップさ

れるようになった. これを契機に各府県で奨励品種採用

や産地品種銘柄の指定が相次試作付面積も順調に増加

していった.育成地としても 「にこま るJ["きぬむすめ」

について，最大限の努力を傾注して普及促進に努めた.

その中心となったのが育成担当者のアウトリーチ活動で，

長年農業団体等の見学者やマスコミ対応，各地での講演，

講師等の現地指導を継続して行った.加えて 「にこまるj

については先行した採用県や農研機構の栽培研究者の協

力で高温登熟性についてのデータが得られたので，それ
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図 2 玄米左:にこまる 右:ヒノヒカリ (2010年 (高温年)， 

育成地産)

を紹介するとともに，栽培特性を検討しマニュアル化す

るといった努力を行ってきた 「きぬむすめ」について

は，近畿，中国，四園地域の共同選定品種に選定された

ことで，有望視する府県の増加につながり，普及が拡大

していった.

2014年現在 「にこまる」は長崎県，大分県，静岡県，

愛媛県，高知県の 5県で奨励品種または認定品種に採用

されている. ["きぬむすめ」は，大阪府，和歌山県，兵庫

県，鳥取県，島根県，山口県，静岡県の l府 6県で奨励
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表4. 奨励品種決定調査における「にこまる」の玄米品質

九州 北陸，関東，東海，近畿，中国，四国

年次試 験 玄米品質 試験 玄米品質
b-a b-a 

件数 にこまる (a) ヒノヒカリ (b) 件数 にこまる (a) ヒノヒカリ (b)

2002 9 3目2 3.8 0.6 10 3.5 4.2 0.7 

2003 8 2.7 4.2 1.6 11 3.8 4.3 0.5 

2004 11 5.4 6.8 1.4 8 4.0 3.9 0.1 

2005 10 5.2 7.4 2.2 5 2.9 3.1 0.1 

2006 14 6.1 5.9 0.2 7 2.5 3.3 0.8 

2007 14 4.3 5.7 1.4 17 3.1 4.9 1.7 

2008 13 4.6 5.0 0.5 19 4.6 5.0 0.5 

2009 7 3.5 3.8 0.3 21 4.8 3.8 -0.9 

2010 7 3.7 7.0 3.3 20 3.9 6.9 3.0 

2011 6 3.0 6.0 3.0 28 4.0 4.7 0.7 

Z十 99 4.5 5.6 l.l 146 3.7 4.6 0.8 

(全地域 ・年次計) 245 4.0 5.0 1.0 

玄米品質 目視観察により 1(良)~9 (不良)の 9段階で評価.丸め誤差のため， iにこまる」と「ヒノヒカリ」
の値の差は b-a欄の値と一部一致しない.

図3.育成地における草姿.左:にこまる 右 ヒノヒカリー

品種または認定品種に採用されている(表 7).また，こ

れらに加え「にこまる」は関東から九州の 14府県で， ["き

ぬむすめ」は東海，近畿，四国の 4県で産地品種銘柄に

指定され，農業団体等による組織的な作付けが行われて

いる(表 7). 2013年現在の普及面積は， ["にこまる」が

約 9，000ha， ["きぬむすめjが約 12，000haと推定される.

2013年の 「きぬむすめ」の作付面積は，全国で作付され

たうるち品種のなかで 19位にランクインした.両品種と

も現在も普及が年々拡大しており，西日本一帯に普及面

積はさらに増加するものと見込まれる.

表 5. iきぬむすめ」の育成地における主要特性

品種普及の波及効果

2010年は全国的に夏季が記録的高温となり，米の品質

低下が多発した年であった.その年の「にこまる」の一

等米比率の全国平均は約 60%で， ["ヒノヒカリ 」の一等

米比率の 16%を大幅に上回り，高温登熟性に優れること

が実証されている. ["きぬむすめ」についても同年の主要

な栽培県における一等米比率は「コシヒカリ」と「ヒノ

ヒカリ」を上回っている

「きぬむすめ」は， ["コシヒカリ」と「ヒノヒカリ」の

中間の熟期であり，前述のようにこの 2品種に偏った近

畿，中国，四園地域の品種構成が， ["きぬむすめ」の適切

な作付けにより熟期間のバランスの取れた品種構成に戻

ることが期待される.

生産地の産米の食味については，社団法人穀物検定協

会が毎年発表している「米の食味ランキング」において，

長崎県産「にこまる」が 2008年以来 5年連続で最高ラン

クの「特 AJ評価を受けており 「きぬむすめ」も鳥取県

産が「米の食味ランキング」で「特 AJ評価を「参考銘

柄」としての評価を含めると 2011年以降 3年連続で受け

るなど，両品種ともその良食味性が実証されつつある.

また，特に「にこまる」については各地の生産者の努力

で，食味面で品種のポテンシャルが引き出されている事

例が数多く見られている 国内最大規模の食味コンテス

トである米 ・食味分析鑑定コンクール(米・食味分析鑑

品種
出穂、期 成熟期 秤長 穂数 精玄米重同左比率 玄米 食味 耐倒 葉い 穂、い 縞葉

(月 日) (月日) (cm) (本1m2) (kgla) (%) 品質 (総合値) 伏性 もち もち 枯病

きぬむすめ 8.22 10.02 84 347 60.3 104 4.6 -0.09 中 中 中 感受性

日本晴 8.20 10.02 80 366 57.9 100 4.3 -0.97 やや弱 中 中 感受性

育成地における移植栽培 (5月下旬播種， 6 月中旬移植)の 1996~2004 年の平均値 調査基準は表 lに同じ
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表6. 近畿中国四園地域連絡試験における「きぬむすめ」の主 考 察
要特性の対照品種との比較

対コシヒカリ対ヒノヒカリ

成熟期差(日 早) 早植 17.6 -5.0 

普通植 12.2 -7.3 

玄米重比率(%) 早植 105 111 

普通植 112 99 

品質差(ー・良) 早植 -0.8 -0.4 

普通植 -0.6 0.1 

春原 (2009)のデータを元に作表した

図 4.育成地における 「きぬむすめ」の草姿.

定士協会主催)において，iにこまる」は最高ラ ンク の

「総合部門，金賞」に2010年以来 4年連続で入賞してい

る.また，各地の食味コンテストでも多数の上位入賞を

果たしている.さらに， コンテストで高評価を得たこと

から，高知県本山町産の 「天空の郷」や高知県四万十町

産の「仁井田米」など「にこまる」を用いた新しい地域

ブランド米が生まれる事例も増えている.

itここまるjは，育成地以外でも数多くの試験研究機関

で高温登熟性についての試験に供試され，順次その知見

が得られつつある Yonemaru and Morita (2012)は，高

温登熟条件で発生する玄米の充実不足について玄米の縦

溝の深さを数値化することで測定し，その結果高温や高

温寡照条件ではヒノヒカリの溝の深さが深く，充実不足

になるのに対し，にこまるでは値の変化が少なく環境に

よる変動が少ないことを示している Morita and Nakano 

(2011)は， iにこまる」は 「ヒノヒカリ 」の収量構成要

素を比較したと ころ，シンクサイズすなわち単位面積当

たり籾数には差はなく ，登熟歩合が高く ，千粒重が大き

く結果と して多収になる こと 「にこまる」の登熱の良い

要因として 「ヒノヒカリ 」より，穂、揃期の全重と茎内の

非構造性炭水化物蓄積量が大きいこと，穂への乾物転流

量のうち，穂揃期の茎葉からの転流量が大きいことを示

し，このことが「にこまる」の良好な登熟を支えている

と推定している. このように「にこまる」と 「ヒノヒカ

リ」等従来品種との比較から生理的，生態的な差異が解

明されてきたので，今後はそうした差異をもたらしてい

る遺伝的なメカニズムの解明が待たれる 育成地では，

hここまる」と「ヒノヒカリ」の交配後代より組換え自殖

系統群を作出してその解析に着手している.

上記の ように 「にこまるJiきぬむすめ」等は現在作付

上位を占める 「コシヒカリ 」等のブランド品種と遜色な

い食味特性を備え，かつ収量性や玄米品質の安定性の面

で明らかに優位性を示している しかし新品種であるが

ゆえにまだ社会的な認知度が高くない. 品種の普及を通

じて，そうした社会的認知度を高めることが今後の普及

拡大には重要と考えられる.良くも悪くも「コシヒカリ J

中心に展開されてきた日本の稲作であるが，近年温暖化

対策の結果として，数多くの高温耐性品種が育成されて

おり，特に西日本で品種の勢力地図が塗り変わる可能性

が出てきている.品種の転換が，稲作のイノベーション

につながる可能性もあると考えられ， iにこまるJiきぬ

むすめ」はその最先端にあって今後 「西日本の稲作」に

マストな品種になりつつあると筆者は感じている反面，

「にこまるJiきぬむすめ」は，広域適応性や収量性，玄

米品質，食味等の特性については高いレベルを実現した

ものの，いもち病をはじめとする病虫害に対する耐性は

表7. iきぬむすめJ iにこまる」の普及状況 (2014年 4月現在)

きぬむすめ

にこまる

奨励 ・認定品種採用府県

静岡，大阪，兵庫，和歌山，

鳥取，島根， 山口

静岡，愛媛，高知，

長崎，大分

産地品種銘柄指定府県

三重，滋賀，岡山，愛媛

石川，栃木，滋賀，京都，兵庫，

岡山， 広島，山口，香川， 福岡，

佐賀，熊本，宮崎，鹿児島
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十分ではなく改良の余地がある.育成地では DNAマー

カー選抜を活用して「にこまる」のいもち病抵抗性等の

同質遺伝子系統を 20日年までに 4系統育成しているさ

らに今後は，高温登熟耐性のさらなる強化や，低コスト

生産を想定した直擦栽培条件下での安定生産性の付与等

を展望に入れた育種を進める必要がある.
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