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摘要：愛知県農業総合試験場では農林水産省小麦育種指定試験地として、生地物性の改良

及び低灰分化によるめんの食感及び色相の向上並びに早生・多収・良質を育種目標に、

2001年5月に生地物性の強い「きぬの波」と早生・多収の「西海184号」を交配した後代か

ら、DNAマーカー選抜（MAS）を組み合わせた派生系統育種法により新品種「東海103号」

を育成した。「東海103号」は、MASを利用して生地物性を強める4種のグルテニン遺伝子

（Glu-A1b、Glu-B1b、Glu-A3d、Glu-B3g）を集積した最初の小麦品種である。本品種は
生地物性が適度に強く、やや低アミロース含量タイプでめんの食感に優れ、灰分が低く、

めん色が明るく黄色味を帯び日本めん用に適する。子実蛋白質含量はやや低い。栽培特性

としては早生、多収、良質で耐湿性にやや優れる。2009年9月に種苗法に基づく品種登録

出願を行った。愛知県等の東海地域で奨励品種候補として有望視されている。

キーワード：コムギ、生地物性、日本めん、食感、グルテニン、DNAマーカー選抜

A New Wheat Cultivar "Toukai 103" for Japanese White Salted Noodle
with Better Texture, Color and Dough Property
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Abstract: The wheat breeding program which was established in Aichi Prefectural
Agricultural Research Center in 2001 on the special assignment by the Japanese
ministry of agriculture, forestry and fisheries (MAFF) bred a new wheat cultivar
"Toukai 103" with better dough property, low mineral content, early maturity, high yield
and excellent visual quality in 2009. This cultivar was developed from the progeny of
the cross which was made in May of 2001 between elite cultivar "Kinunonami" with
superior dough strength and "Saikai 184" with properties of early maturity and high
yield. "Toukai 103" is the first wheat cultivar with four kinds of glutenin subunits
alleles (Glu-A1b, Glu-B1b, Glu-A3d, Glu-B3g ) that enhance dough property selected
/identified by DNA marker-assisted selection (MAS). The cultivar possesses optimum
dough strength and superior texture of Japanese white salted noodle, high sensory
quality with slightly-low-amylose content and bright creamy noodle color with low
mineral content. The seed contains relatively low protein. As for the agronomic traits,
"Toukai 103" performs early maturity, high yield with superior grain quality and
moderate waterlogging tolerance. "Toukai 103" was applied for the variety registration
to seed and seedling section of MAFF in September, 2009. The cultivar is promising as a
recommended cultivar nominee in "Toukai region" of Japan including Aichi Prefecture.

Key Words: Common wheat, Dough property, Japanese noodle, Noodle texture, Glutenin,
Marker-assisted selection (MAS)
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緒 言

東海地域（本報では静岡、愛知、岐阜、三重県を指

す。）は、北関東に次ぐ本州第2位（全国第4位）の小麦

主産地を形成している1)。また、当地域は水田作担い手

経営者の小麦栽培シェアが高く、経営体当たりの小麦

作付面積が約20haに達しており（愛知県農林水産部調

べ）、麦作経営規模が北海道並に大きいことが特徴で、

小麦は大規模水田作営農の基幹作物として定着している。

しかし、気象的には、東海地域は北関東に比べて小

麦栽培期間中の降水量が多く、主として水田転作とし

て栽培されるため、畑作物である小麦の栽培には必ず

しも好適な条件ではない。このため、播種期から登熟

期にかけての湿害や成熟期前後の降雨により、収量及

び品質の年次変動が大きいという問題を抱えている2)。

一方、品種的には、麦の民間流通が開始された2000

年には、東海地域の小麦作付品種のほとんどが1944年

に育成された「農林61号」で、品種更新が他産地に比

べて遅れており、小麦生産量が需要量を上回る、いわ

ゆる「ミスマッチ」の発生量が多い地域であった。

このため、民間流通が開始された時点において、東

海地域で生産される「農林61号」の品質改善要望とと

もに、降雨の多い東海地方に適する耐湿性を有し、多

収・良質で、めん及びパン用途の加工適性がより高い

優良小麦品種の早期開発に関して、実需者である製粉

業界と小麦生産者の双方から行政への強い要望が挙が

っていた。この要望に即応する形で、愛知県農業総合

試験場（以下「愛知農総試」とする。）は「農林水産省

指定試験事業」を導入し、2001年度から作物研究部内

に「小麦育種指定試験地」を立ち上げて小麦育種を本

格的に再開した。

「農林61号」の用途は汎用性があるものの、灰分が

高いため品質ランク区分基準に適合できないことが生

産現場で問題となっている。また、めん色がくすみや

すく、通常アミロース含量品種3,4)のため食感も優れな

いことが製めん上の欠点である。農業特性に関しては、

倒伏しやすいこと、生育中の降雨により下葉枯等の湿

害が発生しやすいこと、中生種のため成熟期が梅雨入

り（愛知県における平年値6月8日）と重なり、降雨に

より適期収穫を逃しやすいことが欠点である。

このため愛知農総試は「農林61号」に比べて諸特性

の優れる小麦品種の選定を進め、8年の年月をかけて「イ

ワイノダイチ」を奨励品種候補として選定した。本種

は2004年から愛知県の奨励品種として採用され、2009

年産で2,069ha栽培されている(愛知県経済農業協同組

合連合会調べ)。「イワイノダイチ」は、「農林61号」と

比較して早生で倒伏しにくく、多収で耐湿性も優る。

また、やや低アミロース含量タイプ3,4)のため、めんの

粘弾性や滑らかさに優れ、灰分が低く、めん色は「農

林61号」に優る。しかし、「イワイノダイチ」を製粉し

た小麦粉は「薄力粉」にやや近い性質を持ち、日本め

ん用途には生地物性が弱いことが明らかとなった。こ

のため、製めん時にめんが短く切れる、ゆでめんの「こ

し」が弱い、「のび」が早い等、本品種単独では日本め

んが作りにくい欠点があることを多くの実需者から指

摘されるに至った。「イワイノダイチ」の生地物性が弱

い原因としては、グルテンを主体とする子実蛋白質の

含量が低いことと、グルテンそのものが質的に弱いこ

とが考えられる。

今回育成した「東海103号」は、両品種の上記の欠点

を改良するため、グルテンの構成蛋白質で弾性に寄与

するグルテニンのうち、生地物性を強めるグルテニン

・サブユニット5-16)（以下「グルテニン」とする。）遺

伝子をDNAマーカー選抜（MAS）によって集積した、早

生・強稈で良質・多収のやや低アミロース含量タイプ

の小麦新品種で、愛知県は2009年9月に種苗法に基づく

品種登録を申請した。本報では、その育成経過と品種

特性について報告する。

材料及び方法

１ 育種目標と来歴

「東海103号」は、以下の品質・加工適性改善を重点

育種目標として育成を行った。

①グルテニンの遺伝的改良による生地物性の強化と日

本めんとして適度な「こし」及び食感の付与

②やや低アミロース含量小麦の選抜によるめんの粘弾

性の付与

③灰分低減によるめん色の更なる改善

本品種は、上記重点目標に加えて早生、多収、良質、

耐湿性強化を育種目標に、生地物性を強めるグルテニ

ン遺伝子Glu-B3gを有し製めん適性の優れるやや低アミ

ロース含量（Wx-B1欠失型）の中生品種「きぬの波」17)

を種子親とし、多収の低アミロース含量（Wx-A1及びWx

-B1欠失型）の早生系統「西海184号」を花粉親として

2001年5月に愛知農総試において交配した後代から育成

した（図１、表１）。なお、種子親、花粉親ともにふ色

は「白ふ」で、「褐ぷ」の「農林61号」や「イワイノダ

イチ」とは成熟期の穂色が明らかに異なる。

①及び②で示した目標形質の確実な選抜と早期固定

による育成期間短縮のため、グルテニン及びデンプン

合成酵素遺伝子座の遺伝子型及びホモ型/ヘテロ型を識

別可能なDNAマーカー4,9-12,13)を用いたMASをF4系統選抜段

階から積極的に利用した。

２ 育種経過

「東海103号」の育成経過を表２及び図２に示した。
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F１世代：2001年秋に36粒の交配種子を作物研究部ほ

場に点播し、健全に生育した26個体の雑種第1代植物か

ら、雑種第2代の種子を翌2002年6月に採種した。

F２世代：2002年秋に、1800個体の雑種第2代植物を点

播によりほ場で栽培し、翌2003年に熟期、草姿、外観

品質により36個体を選抜し、雑種第3代種子を得た。

F３世代：2003年秋に36種の雑種第3代派生系統種子を

ほ場に系統当たり20粒を「株播き」して栽培し、翌2004

年に熟期、草姿、外観品質により17派生系統（合計39

穂）を穂選抜し、雑種第4代の系統種子を得た。
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形態的特性の概要

系統名 叢性 株の 稈長 穂長 穂型 ふ色 芒の 粒着 粒の 粒色 千粒重

品種名 開閉 多少 粗密 大小

母 きぬの波 中 ﾔﾔ閉 ﾔﾔ短 中 紡錘 黄 中 ﾔﾔ密 中 赤褐 中

父 西海184号 ﾔﾔ直立 開 ﾔﾔ短 中 紡錘 黄 中 中 中 赤褐 ﾔﾔ大

東海103号 ﾔﾔ匍匐 ﾔﾔ閉 ﾔﾔ短 ﾔﾔ長 紡錘 黄 中 中 中 赤褐 中

生態的特性の概要

系統名 秋播性 出穂期 成熟期 穂発 耐倒 粒質 縞萎 赤さ うどん 赤か 収量

品種名 芽性 伏性 縮病 び病 こ病 び病 性

母 きぬの波 Ⅱ ﾔﾔ早 ﾔﾔ早 難 ﾔﾔ強 粉状質 強 中 ﾔﾔ弱 中 ﾔﾔ多

父 西海184号 Ⅰ 早 早 難 ﾔﾔ強 粉状質 強 ﾔﾔ弱 中 中 ﾔﾔ多

東海103号 Ⅱ ﾔﾔ早 ﾔﾔ早 難 ﾔﾔ強 粉状質 強 中 ﾔﾔ弱 中 ﾔﾔ多

秋播性：Ⅰ→Ⅶの順に秋播性が深い

試験世代 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
世　　代 交配 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
供試
　　系統群数 17 19 13 7 2
　　系統数 36 39 72 56 28 9
　　個体数 36 1800
選抜
　　系統群数 11 12 6 2
　　系統数 17 19 13 7 2
　　個体数 36粒 26 36 39穂 72 56 28 9
試験区分 交配 F1 個体 派生 系統

養成 選抜 系統 選抜
愛交 選抜 愛系 東海
00-97 05-16 103号

生産力試験 予検 本試験 本試験 本試験
特性検定 4 6 6 5
系統適応性検定 3
奨励品種決定調査 16 13 15
　注　試験年度は播種年度（以下同じ）、生産力検定は条播・標肥栽培

→

備考

→ → →

F4世代：2004年秋に雑種第4代の17系統群39系統をほ

場に各系統50粒点播し、系統栽培した。翌2005年に熟

期、草姿、稔実良否、穂発芽性検定、外観品質、アミ

ロース含量タイプ及び低分子量グルテニン遺伝子座

（Glu-B3）の遺伝子型（MAS）により選抜を行い、11系

統群から合計19系統（72個体）を選抜し、雑種第5代系

統種子を得た。この組合せの系統群には、早生、短稈、

長穂、太茎、強稈で稔実良好、熟色の鮮やかな白ふの

良質優良系統が多く、出穂直後から立毛観察で注目さ

れた。後に「東海103号」になったF4系統は特に有望視

され、選抜野帳には「将来の品種候補」と明記された。

この世代では熟期、穂発芽性、アミロース含量タイプ、

Glu-B3座遺伝子型に系統群間及び系統間で分離がみら

れた。

F5世代：2005年秋に雑種第5代の19系統群72系統を点

播し系統栽培した。この世代から有望視された15系統

に「愛系」番号を付して生産力検定予備調査を開始し

た。後に「東海103号」になった「愛系05-16」始め3系

統は特に有望視されたので、関東、中国、北九州にお

ける系統適応性検定及び特性検定試験にも供試した。

翌2006年に、草型、外観品質、穂発芽性検定、生産力

検定予備調査、系統適応性検定、特性検定試験、アミ

ロース含量タイプ及びグルテニン遺伝子型のMAS結果、

製粉性、ラピッドビスコアナラーザーによる小麦粉糊

化特性、色彩色差計による小麦粉色の検定結果等によ

り12系統群13系統（56個体）を選抜し、雑種第6代系統

種子を得た。

播種 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
年度
世代 交配 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
備考 個体 派生 系統 愛系05-16 東海103号

選抜 系統 選抜

21
22
23
24

26
27

29

34
35

1800 36

×

×

愛交00-97

愛系05-11
愛系05-12
愛系05-13

2,5
2 1,②,③,④,5

1,3

1

1,②,③,44

②,4

7 1,3
6

①,③,⑤

19 1,3,⑤

11 2,⑤

13 ①

18

20 2

25 2,4

きぬの波

西海184号

9

31

28

30

16

F1×

1

14

15

17

5

3
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1,2,3
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33 3

1,②,3

32 2

2

②,③

1,②
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3
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×
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×
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図１ 「東海103号」の系譜図

表１ 「東海103号」の両親の特性
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表２ 「東海103号」の選抜経過

図２ 「東海103号」の育成系統図



38

この中で、「愛系05-16」は、総合成績が良好なやや

低アミロース含量（Wx-B1欠失型）の早生系統で、生地

物性を強める3種類のグルテニン遺伝子（Glu-A1b、Glu

-A3d、Glu-B3g）を集積していることをMASにより確認

したので、「東海103号」の地方番号を付名した。両親

の遺伝子型から、Glu-A1bとGlu-A3dは「西海184号」

に由来し、Glu-B3gは「きぬの波」に由来する。

F6世代：2006年秋に「東海103号」を付名した2系統

群9系統を各系統120粒点播し系統栽培した。同時に、

生産力検定本調査及び特性検定試験に供試するととも

に、各府県の奨励品種決定調査に配布して特性及び現

地適応性を検討した。その結果、2007年に1系統群2系

統を「東海103号」の本系統群として8個体を選抜し、F7

系統種子を得た。

F7世代：2007年秋に「東海103号」本系2系統群8系統

及び予備系1系統群4系統を各系統120粒を点播し系統栽

培した。生産力検定本調査及び特性検定試験に継続供

試するとともに、各府県の奨励品種決定調査に引き続

き配布して特性及び現地適応性を検討した。その結果、

2008年に1系統群1系統を「東海103号」の本系統として

5個体を選抜し、F8系統種子を得た。

F8世代：2008年秋に「東海103号」本系統1系統群5系

統及び予備系統2系統群を各系統75粒点播し系統栽培し

た。生産力検定本調査及び特性検定試験に継続供試す

るとともに、各府県の奨励品種決定調査に引き続き配

布して特性及び現地適応性を検討した。その結果、愛

知県を始め東海地域で良好な成績を収めたので、2009

年2月の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

作物研究所主催の作物試験研究推進会議新品種審査会

議において、「東海103号」は農林水産省小麦育種指定

試験地育成の小麦新品種候補として、種苗法に基づく

品種登録出願を認められた。また、愛知農総試は、2009

年3月に「東海103号」を愛知県の品種認定会議に申請

する新品種候補として認めた。なお、SDS-PAGEによる

追加解析により、「東海103号」は前述の3種のグルテニ

ン遺伝子（Glu-A1b、Glu-A3d、Glu-B3g）に加えて、更

に1種類の生地物性を強めるグルテニン遺伝子Glu-B1b

を保有することが確認された。Glu-B1bがいずれの両親

に由来するかは未調査である。

F9世代：愛知県は2009年7月に「東海103号」の品種

認定会議を開催し、新品種として承認した。愛知県は、

同年9月に農林水産省種苗課へ品種登録出願を申請し

た。本品種の2009年度の世代は雑種第9代である。

試験結果

本種の主要形質の特性一覧を表３に示した。

１ 播性及び早晩性

花芽分化に要する低温要求性を示す秋播性程度（“Ⅰ”

→“Ⅶ”の順に秋播性が強くなる）は“Ⅱ”で「農林61

号」（“Ⅱ”）と同程度であり、秋播性の「イワイノダイ

チ」（“Ⅳ”）と異なる。茎立性は“中”で「農林61号」、

「イワイノダイチ」と同程度である。早晩性は“やや

早”に属する。育成地の条播標準施肥（標肥）栽培で

は、2006～2008年産3か年平均で、「農林61号」に比べ

て出穂期で4日、成熟期で4日早く、「イワイノダイチ」

に比べて出穂期で3日、成熟期で1日遅い。条播多肥栽

培（2008年産の1か年成績）では、「農林61号」に比べ

て出穂期で3日、成熟期で4日早く、「イワイノダイチ」

に比べて出穂期で2日、成熟期で1日遅い。

２ 草型

茎立前の叢性は“やや匍匐”で「農林61号」の“や

や直立”、「イワイノダイチ」の“中”と異なる。株の

開閉は“やや閉”で、「農林61号」の“中”、「イワイノ

ダイチ」の“やや開”と異なる。稈長は“やや短”で、

標肥栽培における3か年平均で、「農林61号」より14cm、

「イワイノダイチ」より4cm短い。穂長は「農林61号」

より1cm長く、「イワイノダイチ」とほぼ同長である。

穂数は「農林61号」と同程度で、「イワイノダイチ」よ

りやや多い。稈の細太は“やや太”、稈の剛柔は“やや

剛”で、「農林61号」及び「イワイノダイチ」（“中”、

“中”）と異なる。芒の有無と多少は“中”、芒長は

“中”で「農林61号」、「イワイノダイチ」と同程度で

ある。粒着の粗密は“中”で、「農林61号」と同程度で、

「イワイノダイチ」（“やや疎”）よりやや密である。

３ ふ色、鞘葉色、葯色、節色

成熟期の「ふ」及び穂の色は“黄”（いわゆる「白ふ」）

で、「農林61号」及び「イワイノダイチ」の“褐”（「褐

 試験地及び有望県
 栽培条件
 調査年次（産年）

 品種名・系統名 東海103号
(標準)
農林61号

（比較）
ｲﾜｲﾉﾀﾞｲﾁ 東海103号

(標準)
農林61号

（比較）
ｲﾜｲﾉﾀﾞｲﾁ

 秋播性程度(Ⅰ→Ⅶ) Ⅱ Ⅱ Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅳ

 茎立性 中 中 中 中 中 中

 叢　性 やや匍匐 やや直立 中 やや匍匐 やや直立 中

 株の開閉 やや閉 中 やや開 やや閉 中 やや開

 出穂期（月・日） 4.14 4.18 4.11 4.11 4.15 4.08

 成熟期（月・日） 6.05 6.09 6.04 6.02 6.07 6.01

 稈　長（cm） 82 96 86 80 97 84

 穂　長（cm） 9.2 8.2 9.3 9.3 8.3 9.1

 穂　数（本/㎡） 467 469 435 488 516 522

 稈の細太 やや太 中 中 やや太 中 中

 稈の剛柔 やや剛 中 中 やや剛 中 中

 粒着の粗密 中 中 やや疎 中 中 やや疎

 ふ　色 黄 褐 褐 黄 褐 褐

 鞘葉の色 有 無 無 有 無 無

 葯の色 紫 黄 黄 紫 黄 黄

 穂発芽性 難 難 難 難 難 難

 耐倒伏性 やや強 やや弱 やや強 やや強 やや弱 やや強

 耐湿性 やや強 中 やや強 やや強 中 やや強

 コムギ縞萎縮病抵抗性 強 中 強 強 中 強

 赤かび病抵抗性 中 中 中 中 中 中

 うどんこ病抵抗性 やや弱 中 中 やや弱 中 中

 赤さび病抵抗性 中 中 中 中 中 中

 フレッケンの多少 やや少 少 極少 やや少 少 極少

 精子実収量（kg/a） 52.0 43.3 44.0 57.4 47.3 47.5

 対「農林61号」比率（％） 120 100 101 122 100 101

 対「ｲﾜｲﾉﾀﾞｲﾁ」比率（％） 118 99 100 121 99 100

 収穫指数 0.55 0.48 0.51 0.54 0.47 0.51

 容積重（g/L） 843 850 843 835 841 831

 千粒重（g） 41.3 40.0 42.3 42.7 40.7 42.7

 精麦粒の外観品質 1.6 1.9 3.0 1.5 1.9 3.0

育成地（生産力検定） 愛知県（奨励品種決定調査）
条播・標肥 ドリル播・標肥

　　収穫指数＝精麦重/(精麦重＋麦稈重)
注　精麦粒の外観品質は、１（上）→３（中）→５（下）　２が検査１等相当

2006～2008年産
収穫指数：2007～2008年産

2007～2008年産

藤井ら：めんの食感、色、生地物性に優れる小麦新品種「東海103号」の育成

表３ 「東海103号」の農業特性及び生育・収量

調査結果
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ぷ」）と異なる。成熟期を迎えた「東海103号」のほ場

は淡い肌色を呈する。

出芽時の鞘葉の色は紫色を呈し、「農林61号」及び「イ

ワイノダイチ」（非呈色）と異なる。開花時の葯の色は

“紫”で、「農林61号」及び「イワイノダイチ」の“黄”

と異なる。また、稈の節も成熟期前に紫色を呈するこ

とがある。

４ 耐倒伏性、耐湿性及び障害抵抗性

耐倒伏性は“やや強”で、「農林61号」（“やや弱”）

より強く、「イワイノダイチ」（“やや強”）と同程度で

ある。耐湿性は“やや強”で、「農林61号」（“中”）よ

り強く、「イワイノダイチ」（“やや強”）と同程度であ

る2)。穂発芽性は“難”、脱粒性は“中”で「農林61号」、

「イワイノダイチ」と同程度である。耐凍上性は“弱”

で「農林61号」と同等である。フレッケン（登熟期の

葉に生じる小黄斑）の多少は“やや少”で、「農林61号」

（“少”）や「イワイノダイチ」（“極少”）よりやや多い。

５ 病害抵抗性

コムギ縞萎縮病抵抗性は“強”で「農林61号」（“中”）

より優れ、「イワイノダイチ」と同程度である。赤かび

病抵抗性は“中”で、「農林61号」、「イワイノダイチ」

と同程度である。うどんこ病抵抗性は“やや弱”で、「農

林61号」（“中”）、「イワイノダイチ」（“やや強”）より

弱い。赤さび病抵抗性は特性検定を行っていないが、

生産力検定の発病程度から“中”とみられる。しかし、

採種栽培等では赤さび病が発生する場合もみられるこ

とから、特性検定による抵抗性の評価が今後必要であ

る。

６ 収量性及び収穫指数

育成地における条播標肥栽培の精麦収量は、3か年

（2006～2008年産）平均で52.0kg/a、「農林61号」対比

120%、「イワイノダイチ」対比118%と多収であった。ド

リル播標肥栽培では、2か年（2007、2008年産）平均で

57.4kg/a、「農林61号」対比122%、「イワイノダイチ」

対比121%と多収であった。条播多肥栽培（2008年産）

でも、1か年の結果ではあるが、57.7kg、「農林61号」

対比110%、「イワイノダイチ」対比114%と多収を示した

（表略）。以上の結果は、標肥栽培では「東海103号」

の収量性が上記2品種に比べて20%程度高いことを示し

ている。

収穫指数｛精麦重/（麦稈重＋精麦重）｝は、条播標

肥栽培（2007年産、2008年産の平均）で0.55と精麦重

が麦稈重を上回っており、「農林61号」の0.48、「イワ

イノダイチ」の0.51より高い。ドリル播標肥栽培（2007

年産、2008産の平均）でも収穫指数が0.54で、「農林61

号」の0.47、「イワイノダイチ」の0.51より高い。収穫

指数の品種別総平均は、「東海103号」が0.55、「農林61

号」が0.47、「イワイノダイチ」が0.51で、「東海103号」

の収穫指数は他の2品種に比べて高い。

７ 子実形質及び外観品質

粒の形は“中”で「農林61号」と同等であり、「イワ

イノダイチ」（“やや長”）より円粒である。品質ランク

区分項目の一つである容積重は、「農林61号」に比べて

わずかに小さく、「イワイノダイチ」と同程度である。

千粒重は「農林61号」より1g程度大きく、「イワイノダ

イチ」より1g程度小さい。外観品質は「農林61号」と

同等以上で、「東海103号」と同熟期の早生品種「イワ

イノダイチ」より粒張りがよく良質である。

８ 品質・加工特性

(1) 精麦蛋白質含量及び灰分含量

品質ランク区分項目の一つである精麦粗蛋白質含量

は「農林61号」に比べてやや低く、「イワイノダイチ」

とほぼ同等である。もう一つの品質ランク区分項目で

ある精麦灰分含量は、「農林61号」より低く、灰分の低

い「イワイノダイチ」に比べてもやや低く、品質的に

優れる。

(2) 製粉特性

ビューラーテストミルによる3か年の製粉試験では、

「農林61号」に比べて製粉歩留はわずかに高く、製粉

性の指標となるミリングスコアはやや高い。「イワイノ

ダイチ」に比べると、製粉歩留はやや低く、ミリング

スコアはわずかに低い。同じく製粉性の指標となるセ

モリナ（種々の粒度の小麦破砕片）生成率及びセモリ

ナ粉砕率は「農林61号」とほぼ同等で、「イワイノダイ

チ」よりやや低い。小麦粉品質等級の格付け指標であ

り、めんのくすみの原因となる小麦粉灰分（60%粉）は、

「農林61号」より低く、「イワイノダイチ」よりやや低

く、上級粉が得られやすい特長を有する（表４）。

(3) 小麦粉の色相

小麦粉ペーストの色相は、「農林61号」、「イワイノダ

愛知県農業総合試験場研究報告第41号

蛋白質 灰分
製粉
歩留

ｽﾄﾚｰﾄ
粉
灰分

ﾐﾘﾝｸﾞ
ｽｺｱ

BM率
ｾﾓﾘﾅ
生成率

ｾﾓﾘﾅ
粉砕率

灰分
移行率

蛋白質 灰分

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

東海１０３号 8.6 1.52 65.4 0.33 84.0 43.7 55.9 82.1 51.3 7.0 0.31

農林６１号 8.9 1.71 64.2 0.36 81.1 42.1 56.0 81.9 50.6 7.2 0.35

イワイノダイチ 8.8 1.61 68.0 0.36 85.3 38.1 59.3 83.8 53.0 7.0 0.33

原　粒

注：中部製粉工業協同組合による製粉

製  粉  試  験 60%粉分析

系統名
または
品種名

表４ ビューラーテストミルによる製粉試験結果

（2006～2008年産の生産力検定サンプル）

C.G.VL* a* b* C*
最高
粘度

ブレー
クダウ
ンBD

セット
バック
SB

SB/BD
最終
粘度

％ RVU RVU RVU RVU

東海１０３号 -3.0 89.7 0.38 14.9 14.9 29.8 344.4 208.1 127.6 0.62 263.9

農林６１号 -2.4 89.3 0.46 13.5 13.5 30.5 253.4 117.9 147.9 1.28 283.3

イワイノダイチ -2.5 89.3 0.48 15.0 15.1 29.4 285.8 160.0 129.4 0.84 255.2

RVAによる60％粉の糊化特性
アミロ
ース
含量

60％粉の色相

注：アミロース含量は農研機構作物研究所による分析

系統名
または
品種名

表５ 小麦粉の色相、アミロース含量、糊化特性

（2006～2008年産の生産力検定サンプル）
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イチ」に比べて、明るさ（L*）がやや高く、赤み（く

すみ、a*）が低く優れる。黄色み（b*）及び彩度（あ

ざやかさ、C*)は「農林61号」より高く、「イワイノダ

イチ」と同程度で優れる（表５）。また、継時変化によ

る色相の低下が「農林61号」、「イワイノダイチ」に比

べて小さく、優れる（表６）。

(4) アミロース含量及びデンプン合成酵素遺伝子型

小麦粉のアミロース含量は通常型の「農林61号」よ

りやや低く、「イワイノダイチ」と同じ「やや低アミロ

ース含量タイプ」に属する（表５）。

デンプン合成酵素遺伝子型は、Wx-A1遺伝子座が野
生型、Wx-B1遺伝子座が欠失変異型で、「イワイノダイ
チ」と同一遺伝子型である（表７）。この遺伝子型を持

つ小麦は、野生型小麦よりやや低いアミロース含量と

なる3)。

(5) 小麦粉の糊化特性

小麦粉の糊化特性では、ゆでめんの官能評価値と高

い正の相関を持つとされるラピッドビスコアナライザ

ーの最高粘度とブレークダウンの値18)が、通常アミロ

ース含量の「農林61号」より明らかに大きく、「東海103

号」と同じやや低アミロース含量の「イワイノダイチ」

より更に高く、品質的に優れる（表５）。

(6) グルテン品質

3か年（2006～2008年産）のマイクロSDS沈降量試験

における「東海103号」のSDS沈降量は3.5mlで、「農林61

号」（3.5ml）と同等で、「イワイノダイチ」（2.2ml）よ

り明らかに高い。SDS沈降量はグルテン強度の指標であ

り、「東海103号」のグルテン強度は「農林61号」と同

程度に強く、「イワイノダイチ」より明らかに強い（表

８）。

高速液体クロマトグラフィーによる2か年（2007、

2008年産）の解析結果では、「東海103号」は、生地物

性の強化に寄与する不溶性ポリマー（UPP：高分子量の

不溶化したグルテニン）量が「農林61号」に比べてや

や多く、生地の進展性に寄与する可溶性モノマー（SMP

：単量体グリアジン）量がやや少ない。UPP/SMP比及び

UPP/TP（TP：全抽出タンパク質）比は「農林61号」よ

りやや高い。「イワイノダイチ」と比較すると、UPP/SMP

比、UPP/TP比ともに明らかに高い（表９）。

(7) グルテニン遺伝子型

MAS及び蛋白質解析手法の一つであるドデシル硫酸ポ

リアクリルアミド電気泳動（SDS-PAGE）により解析し

た「東海103号」のグルテニン遺伝子型は、高分子量グ

ルテニン遺伝子がGlu-A1b、Glu-B1b、低分子量グルテ

ニン遺伝子がGlu-A3d、Glu-B3g、Glu-D3aである。製

パン性を高める高分子量グルテニン遺伝子Glu-D1dは

持たない。Glu-D3aを除く4種のグルテニン遺伝子は、

生地物性を強める遺伝子である。以上のとおり、「東海

103号」は生地物性を強める4種のグルテニン遺伝子

（Glu-A1b、Glu-B1b、Glu-A3d、Glu-B3g）を集積して

いる（表10）。

表６ 小麦粉ペーストの色相の経時変化

（2006年、2008年産の生産力検定サンプル）

L* a* b* C* L* a* b* C* ΔL* Δa* Δb*
東海１０３号 89.1 0.43 15.6 15.6 87.9 0.45 16.1 16.1 -1.2 0.02 0.5

農林６１号 88.8 0.53 14.0 14.0 87.2 0.61 14.1 14.1 -1.6 0.08 0.1

イワイノダイチ 88.7 0.51 15.5 15.5 87.2 0.56 15.8 15.8 -1.5 0.05 0.3

加水直後のペースト色相 加水24時間後のペースト色相 色相変化系統名
または
品種名

注：2006年産はブラベンダーテストミル50％粉、2008年産はビューラーテストミル60％粉を使用

表７ デンプン合成酵素遺伝子座と遺伝子型

同左 アミロース

Wx-A1座 Wx-B1座 でんぷん型 含量タイプ

東海１０３号 a b Wx-B1欠失型 やや低

農林６１号 a a 野生型 通常

イワイノダイチ a b Wx-B1欠失型 やや低

デンプン合成酵素遺伝子型系統名
または
品種名

注：Wx-A1座、Wx-B1座はa：野生型、b：変異型（欠失型を含む）を示す。
　　東北農業研究センターめん用小麦研究東北サブチーム開発のマーカーによる。

表８ SDS沈降価による強度評価

ﾏｲｸﾛSDS
沈降価

蛋白質
含量

ﾏｲｸﾛSDS
沈降価

蛋白質
含量

灰分

ml ％ ml  ％  ％  

東海１０３号 3.5 8.6 3.3 7.4 1.53

農林６１号 3.5 8.9 3.4 8.1 1.70

イワイノダイチ 2.2 8.7 2.0 7.2 1.58

注：標肥栽培、SDS分析は高田の方法による

生産力検定 奨励品種決定調査
系統名
または
品種名

表９ 液体高速クロマトグラフィーによる小麦粉

蛋白質分析結果

系統名 不溶性 可溶性 全ポリマーUPP/SMP UPP/TP
又は ポリマー モノマー 全モノマー 比 比
品種名 (UPP) （SMP) 合計(TP)

×10４ ×10４ ×10４

東海１０３号 495 1,199 2,444 0.42 0.20
農林６１号 450 1,353 2,594 0.33 0.17
イワイノダイチ 206 1,427 2,405 0.15 0.09
　注　ポリマー、モノマーの単位は面積値

表10 グルテニン・サブユニット遺伝子座と遺伝子型

藤井ら：めんの食感、色、生地物性に優れる小麦新品種「東海103号」の育成

Glu-A1 Glu-B1 Glu-A3 Glu-B3 Glu-D3
東海103号 b b d g a 4
農林61号 b b d i d 3
ｲﾜｲﾉﾀﾞｲﾁ c b c i a 1

高分子量グルテニン座 低分子量グルテニン座

注：下線で示したグルテニン遺伝子は生地物性の強化に寄与する

系統名
または
品種名

生地物性
を強める
遺伝子数

グルテニン・サブユニット遺伝子型
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「農林61号」と比較すると、「東海103号」は生地物

性を強める遺伝子（Glu-B3g）を一つ多く集積している

ことが認められた。生地物性のやや劣る「イワイノダ

イチ」と比較すると、「東海103号」は3種類の生地物性

を強めるグルテニン遺伝子（Glu-A1b、Glu-A3d、Glu-

B3g）をより多く集積していることが認められた（表10）。

(8) 小麦粉生地物性（エキステンソグラム）

小麦粉生地物性の指標となるエキステンソグラムの

値は、2か年（2007、2008年産）の試験では、生地の力

の程度（A）、伸長抵抗（R）、伸長度（E）、形状係数（R/E）

ともに「農林61号」とほぼ同等である（表11）。

「東海103号」と同じやや低アミロース含量の小麦で

生地物性がやや弱い「イワイノダイチ」と比較すると、

A、R、R/Eの値はかなり大きく、生地物性が明らかに強

い（表11）。

(9) ゆでめん官能評価

育成地生産力検定産の「東海103号」のゆでめんは、

3か年（2006～2008年産）の官能評価で、標準品種であ

る「農林61号」と比較して、官能評価項目の色、外観

（めん表面の状態）、粘弾性、なめらかさが優れ、食味

もやや上回り、かたさも同等で、合計点は76.2点と「農

林61号」より6.2ポイント上回る高い評価を得た。「東

海103号」と同じやや低アミロース含量の品種「イワイ

ノダイチ」と比較すると、外観、かたさが優れ、粘弾

性もやや上回り、合計点数は3.3ポイント高い（表12）。

「東海103号」のゆでめん官能評価が「イワイノダイチ」

を上回るのは、グルテンの質を改良し生地物性を強化

したことによる効果と更なる低灰分化によるめん色の

改善効果によるものと考えられる。

９ 固定度

地力差により一部で若干のバラツキがみられたが、

各系統の出穂期、稈長、穂長、1株穂数の平均値及び変

動係数（CV）からみて、「東海103号」は実用的に固定

していると考えられる（表13）。

10 配布先における試験成績

(1) 配布先における概評

愛知県でごく有望、三重県、愛媛県、岡山県で有望、

岐阜県、佐賀県でやや有望と、東海地方を中心に有望

視されている。関東での評価は高くない。全般に標準

表11 エキステンソグラムによる生地物性分析結果

系統名 アミロ
又は グラム 吸水率 面積 伸張度 伸張 形状
品種名 最高 抵抗 係数

粘度 A E R R/E
BU ％ ｃｍ２ mm ｃｍ２ BU

東海１０３号 1,190 54.7 59 115 335 2.9
農林６１号 785 54.8 59 109 347 3.2
イワイノダイチ 918 55.0 31 104 189 1.8
　注　愛知県製粉協会による分析

エキステンソグラム

表12 ゆでめん官能評価結果（テストミル60%粉）

色 外観
(肌荒れ)

硬さ 粘弾性 滑らかさ 食味 合計

20点 15点 10点 25点 15点 15点 100点

東海１０３号 平均 15.9 11.2 7.1 19.4 11.8 10.9 76.2

農林６１号 平均 14.0 10.5 7.0 17.5 10.5 10.5 70.0

イワイノダイチ 平均 15.1 10.3 6.5 19.0 11.5 10.7 72.9

東海１０３号 2006 14.5 11.2 7.2 19.0 11.7 11.3 74.8

2007 17.2 11.1 7.1 19.5 11.8 10.7 77.3

2008 16.0 11.3 7.0 19.7 11.8 10.7 76.4

農林６１号 2006 14.0 10.5 7.0 17.5 10.5 10.5 70.0

2007 14.0 10.5 7.0 17.5 10.5 10.5 70.0

2008 14.0 10.5 7.0 17.5 10.5 10.5 70.0

イワイノダイチ 2006 15.4 9.9 6.0 18.4 11.4 10.4 71.4

2007 15.3 10.3 6.8 19.3 11.7 11.0 74.2

2008 14.5 10.6 6.8 19.2 11.4 10.7 73.2

　　愛知県製粉協会技術者と愛知県農業総合試験場研究員との合同評価

　　育成地産の農林61号を基準品として同一栽培条件における品種間差異を官能評価した

食　　　感
系統名
または
品種名

産年

注：供試サンプルは育成地産、生産力検定、標肥区

表13 固定度調査結果

系統 出穂期 調査 備考

品種系統名 平均 ＣＶ 平均 ＣＶ 平均 ＣＶ

番号 月.日 cm ％ cm ％ 本/株 ％ 個体数

東海103号 1 4.17 70.2 3.5 10.4 5.9 13.6 19.2 74

2 4.17 71.0 4.4 10.7 7.9 14.7 17.1 76 やや生育ムラ

3 4.17 70.7 3.9 10.8 7.0 14.3 15.3 72

④ 4.17 70.4 3.5 10.5 7.5 13.4 17.2 78

5 4.17 70.8 3.5 10.6 7.3 13.6 16.7 74

平均 4.17 70.6 3.8 10.6 7.1 13.9 17.1

系統 出穂期 調査 備考

品種系統名 平均 ＣＶ 平均 ＣＶ 平均 ＣＶ

番号 月.日 cm ％ cm ％ 本/株 ％ 個体数

農林61号 1 4.22 81.6 3.6 10.3 6.9 12.1 17.1 79

2 4.22 82.4 3.8 10.1 7.4 12.2 18.0 73

3 4.22 82.6 3.5 10.3 6.6 12.8 20.0 68

4 4.22 84.0 3.3 10.3 5.9 12.8 15.8 75

平均 4.22 82.7 3.6 10.3 6.7 12.5 17.7

注　F7世代　播種方法：畦間60cm、条間20cm、株間8cm、2条千鳥点播、2007年11月20日播種

稈長 穂長 穂数

稈長 穂長 穂数

表14 配布先における概評一覧

愛知県農業総合試験場研究報告第41号

試験
場所

試験
年度

有望度 (収量比) 標準品種 概評

群馬 2006 × （103） 農林61号

千葉 2006 △ （108） 農林61号やや低アミロース系統、早生、多収

2007 △ （107） 農林61号

静岡 2006 ○※ （120） 農林61号

岐阜 2006 △ （ 95） 農林61号小穂の並び方にムラあり

2007 ○△ （112） 農林61号充実良、蛋白質含量やや低い

愛知 2006 ◎ （120） 農林61号

2007 ◎ （123） 農林61号

三重 2006 ○ （112） 農林61号収量は多いが蛋白質含量がやや低い

2007 ○ （123） 農林61号短稈、多穂、多収

滋賀 2006 △ （117） 農林61号農林61号並熟期、収量・品質等再検討

2007 △ （ 97） 農林61号農林61号並熟期、短稈、やや多収、熟期・品質再検討

京都 2006 △ （ 95） 農林61号農林61号より2日早熟、生育揃い良、やや低収・劣質

2007 △ （108） 農林61号農林61号より2日早熟、長穂、穂数多、千粒重大きく多収

兵庫 2006 △ （127） ｼﾛｶﾞﾈｺﾑｷﾞやや晩熟、ごく多収、穂数多、品質劣、大粒

2007 △ （111） ｼﾛｶﾞﾈｺﾑｷﾞほぼ同熟、ごく多収、穂数ごく少、大粒、品質やや勝る

岡山 2006 △× （ 88） ｼﾗｻｷﾞｺﾑｷﾞ早熟、短稈、穂数少、少収、やや劣質

2007 ○ （104） ｼﾗｻｷﾞｺﾑｷﾞ4日程度早熟、やや多収だが品質劣る

広島 2006 × （109） キヌヒメ同熟、多収、穂発芽耐性やや劣る

山口 2006 △ （ 87） ﾁｸｺﾞｲｽﾞﾐ

2007 △ （101） ﾁｸｺﾞｲｽﾞﾐ

徳島 2006 △ （101） ﾁｸｺﾞｲｽﾞﾐ同熟、ほぼ同収、同質

2007 △ （ 90） ﾁｸｺﾞｲｽﾞﾐ短稈、穂数少なく低収、大粒、同質

香川 2006 △ （107）さぬきの夢2000短稈、やや長穂、千粒重やや大、粉状質粒

2007 △ （134）さぬきの夢2000下葉黄化、短稈、千粒重大、多収

愛媛 2006 ○△ （102） ﾁｸｺﾞｲｽﾞﾐ早生の晩、中収、短稈、外観品質良

2007 ○ （116） ﾁｸｺﾞｲｽﾞﾐ早生、多収、やや短稈、やや大粒、外観品質良

佐賀 2006 ○△ （109） ｼﾛｶﾞﾈｺﾑｷﾞ

2007 ○△ （118） ｼﾛｶﾞﾈｺﾑｷﾞ

注：（　）内は各試験場所の標準品種との収量比率（％）
　　有望度：◎ごく有望、○有望、○△やや有望、△再検討、×打切り、※特性把握試験中止

熟期は遅い、穂長がかなり長い、穂数は多く、多収である。容積
重がかなり重い

１日晩熟、短強稈、農林61号よりやや多収、充実良く品質優れる

農林61号より3日早熟、短稈、穂数少ないが、ほぼ同収、充実優れる

熟期は遅い、やや長稈、倒伏にやや弱い、穂長が長く、千粒も重
く、多収である。蛋白は低いが品質は優れる

収量並、未熟粒多く、品質不良、蛋白質含量やや低い

短稈、長穂、多収、品質良、次年度から小麦奨決を中断

農林61号より5日早熟、中稈、中穂、多げつ多収、やや円粒、粒
色明るく光沢良、揃い良、外観品質ごく優れる
農林61号より5日早熟。中稈、中穂。多げつ多収。中粒のやや円
粒。粒色明るいが褪色がやや目立つ。粒揃いやや良
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品種より多収を示している（表14）。

(2) 愛知県における試験成績

ア 奨励品種決定基本調査

2か年（2007、2008年産）の調査（ドリル播標肥栽培）

の平均で、「東海103号」は「農林61号」より出穂期で4

日早く、成熟期で5日早い。稈長は17cm短く、穂長は逆

に1cm長く、穂数はやや少なく、耐倒伏性に優れる。「イ

ワイノダイチ」との比較では、出穂期で3日遅く、成熟

期で1日遅い。稈長は4cm短く、穂長はほぼ同長で、穂

数はやや少ない。赤さび病、赤かび病、うどんこ病、

穂発芽は発生がみられなかった（表３）。

2か年の収穫物調査成績では、「東海103号」の精麦収

量は57.4kg/aで「農林61号」と比較して22%多収で、容

積重は同程度～わずかに小さく、千粒重は2g大きい。

外観品質はより優れる（表３）。精麦蛋白質含量はやや

低く、灰分含量は低い。マイクロSDS沈降量はほぼ同等

である（表８）。「イワイノダイチ」との比較では、21%

多収で、容積重は同程度～わずかに大きく、千粒重は

同程度である（表３）。外観品質は「イワイノダイチ」

より粒張りがよく、かなり優れる。精麦蛋白質含量は

同程度で、灰分含量は更に低い。マイクロSDS沈降量は

大きく、グルテン強度が優る（表８）。

イ 現地適応性調査

知立市と弥富市（旧十四山村）で行った2008年産成

績（ドリル播栽培）では、「東海103号」は「農林61号」

に比べて、出穂期で5～7日、成熟期で3～4日早い。稈

長は短く、穂数は多い。耐倒伏性は優る。容積重・千

（１）耕種概要

試験 播種 播種期 播種 供試

場所 様式 密度 面積

年.月.日 kg/a ａ

知立市 ドリル播 07.11.16 7.5 40

弥富市 ドリル播 07.11.28 7.5 30

（２）生育調査成績

試験 品種名 出穂期 成熟期 稈長 穂長 穂数 倒伏 赤か

場所 系統名 程度 び病

月.日 月．日 ｃｍ ｃｍ 本/㎡

知立市 東海103号 4.14 5.30 74.6 9.7 445 0 0

農林61号 4.21 6．２ － － － 0 0

農林61号 4.21 6．２ 84.5 8.5 289 0 0

弥富市 東海103号 4.19 6．６ 84 8.8 653 0 0

農林61号 4.24 6.10 96 8.0 457 2.5 0

ｲﾜｲﾉﾀﾞｲﾁ 4.16 6．４ 91 9.0 780 1.5 0

（３）収穫物調査成績

試験 品種名 精麦重 対標準 容積重 千粒重 外観 粗蛋白 備考

場所 系統名 比率 品質 質含量

kg/a ％ ｇ ｇ ％

知立市 東海103号 66.6 141 833 38.4 1.9 7.6

農林61号 47.3 100 822 37.6 1.9 7.9 通常

農林61号 33.7 71 812 36.0 3.5 7.7 湿害

弥富市 東海103号 69.1 164 821 37.4 1.5 7.5

農林61号 42.0 100 827 39.6 1.9 9.2 晩播

ｲﾜｲﾉﾀﾞｲﾁ 67.6 161 833 40.9 2.2 7.6 極良出来

基肥量 追肥量

0.60-0.00-0.40

0.32-0.00-0.32

0.54-0.59-0.45

1.20-1.00-1.00

N-P2O5-K2O N-P2O5-K2O

　注：弥富市のイワイノダチの播種期は07年11月27日、農林61号は12月中旬播種

　　　弥富市の基肥は、肥効調節型の全量基肥肥料

kg/a kg/a

　注：倒伏程度、病害発生程度：０(無)、１(微)、２(少)、３(中)、４(多)、５(甚)

　注：外観品質：１(上上)、２(上下)、３(中上)、４(中中)、５(中下)、６(下)

　　　知立市の「東海103号」に隣接するほ場の「農林61号」は湿害が目立ったため、収量比率は

　　　湿害のない別ほ場の「農林61号」を標準に用いた

粒重は試験場所で差がみられるが、ほぼ同程度である。

精麦収量は多収で、外観品質はほぼ同等で良質である。

精麦蛋白質含量は同等ないしやや低い。両地点ともに、

湿害には「農林61号」よりやや強い（表15）。

多肥栽培での「イワイノダイチ」との比較（弥富市）

では、出穂期で3日遅く、成熟期で2日遅い。稈長は7cm

短く、穂長は0.2cm短い。穂数はやや少ない。耐倒伏性

はやや優る。精麦収量はほぼ同程度で、収量水準は高

い。容積重・千粒重はやや小さいが、外観品質は粒張

りがよく優る。蛋白質含量は同程度である（表15）。

11 主要特性のまとめ

以上の結果をまとめると、製めん適性面での「東海

103号」の特長は、①生地物性を強める4種のグルテニ

ン遺伝子を集積していること、②日本めんに適した生

地の強さとめんのこしを有すること、③ゆでめんの食

感（粘弾性・滑らかさ・かたさ）に優れること、④灰

分が低く、めんの色が明るいクリーム色を呈すること

である。

農業特性面での本種の主要な特長は、主要品種であ

る「農林61号」と比較して、①長穂で精子実収量が20%

程度多収であること、②出穂・成熟期が4日程度早いこ

と、③短稈・太茎で倒伏に強いこと、④耐湿性に優れ

ること、⑤コムギ縞萎縮病に抵抗性を有すること、⑥

粒張りがよく外観品質に優れることである。

他方、本種の短所としては、①うどんこ病にやや弱

いこと、②蛋白質含量がやや低いこと、③製粉性が「農

林61号」より優れるが、「イワイノダイチ」には及ばな

いことである。

考 察

１ 加工適性育種における「東海103号」育成の意義

緒言で述べたとおり、めんの色と食感に優れるやや

低アミロース含量の品種として東海地域で奨励品種に

採用された「イワイノダイチ」は、多くの実需者から

日本めん用途としては生地物性が弱く、単一品種では

日本めんが作りにくいことが指摘されるようになった。

「イワイノダイチ」の生地物性が弱い原因としては、

グルテンを主体とする子実蛋白質の含量が低いことと、

グルテンそのものが質的に弱いことが想定された。

パン用硬質小麦では、グルテン蛋白質を構成する高

分子量グルテニン遺伝子Glu-D1d（グルテニン5+10型）

を持つと小麦粉生地物性が強まり、パンのふくらみが

良好となることが広く知られている6)。

一方、船附ら9-12)は、カナダの硬質品種「Glenlea」

と米国の硬質品種「KS831957」のもつ低分子量グルテ

ニンGL1/GL2及びKS2/KS3aもパン用小麦の生地物性の強

化に寄与すること、当該低分子量グルテニンをコード

する遺伝子がGlu-B3gであることを解明し、Glu-B3g

のDNAマーカーを作出した。また、高分子量グルテニン

5+10とこれらの低分子量グルテニンが共存すると、生

地物性が更に高まり「超強力小麦」になることを明ら

藤井ら：めんの食感、色、生地物性に優れる小麦新品種「東海103号」の育成

表15 現地試験成績（愛知県、2008年産）
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かにした。

他方、日本めん用途の軟質小麦においては、めんの

食感改良の手法としてデンプン組成3)、とりわけアミロ

ース含量及びデンプン合成酵素遺伝子型に着目した育

種4)が展開され、グルテニン遺伝子組成に関してはこれ

まであまり注目されなかった。しかし近年、池田ら13-16)

はGlu-D1d遺伝子を持たない軟質小麦においても低分

子量グルテニン遺伝子Glu-B3gが生地物性を強めること

を提唱し、当該遺伝子座の遺伝子型を判別するDNAマー

カーを開発した。

「東海103号」は、高分子量及び低分子量グルテニン

遺伝子型の構成（当初はGlu-B3座遺伝子型）に着目し、

生地物性を強める複数の高分子量及び低分子量グルテ

ニン遺伝子をMASによって1品種に集積することにより、

日本めん用品種の小麦粉生地物性の改善に応用して育

成された最初の品種である。最新のGlu-B1遺伝子座の

解析結果を加えると、「東海103号」は生地物性を強め

る4種のグルテニン遺伝子（Glu-A1b、Glu-B1b、Glu-A3d、

Glu-B3g）を1品種に集積していることが明らかになっ

ている。

「東海103号」のゆでめん官能評価は、結果で述べた

とおり、「イワイノダイチ」に比べて外観、かたさが優

れ、粘弾性もやや上回っていた。また、東海地域麦類

良質品種実用化普及促進協議会及び製粉研究所におけ

る官能評価、県内実需者による乾めん官能評価におい

ても同様な傾向が得られている19)。

「イワイノダイチ」のようにデンプン組成がやや低

アミロース含量の小麦品種は、「農林61号」のような通

常アミロース含量品種に比べて生地物性が劣ることが

ある。また、蛋白質含量の多少によりグルテン強度は

変化する。「イワイノダイチ」と「東海103号」は、と

もにデンプン合成酵素遺伝子Wx-B1欠失型のやや低アミ

ロース含量タイプに属する品種である。また、両品種

の蛋白質含量は同程度である。このため、両者のグル

テン強度（表８、表９）及び生地物性（表11）の差は、

グルテニン遺伝子型組成の差によって生じているもの

と考えられる。「イワイノダイチ」のグルテニン遺伝子

組成はGlu-A1c（欠失型）、Glu-B1b、Glu-A3c、Glu-B3i

で、生地物性を強めるグルテニン遺伝子を一つ（Glu-

B1b）しかもっていない。Glu-B1b遺伝子は両品種に共

通して存在しているため、「東海103号」と「イワイノ

ダイチ」に認められるグルテン強度及び生地物性の差

は、3種のグルテニン遺伝子座Glu-A1、Glu-A3、Glu-B3

の遺伝子型の違いによって説明できる。

北海道立北見農業試験場で近年育成された、やや低

アミロース含量（Wx-B1欠失型）の小麦品種「きたほな

み」は、日本めん用として適度な生地の強さとめんの

こしを有し、めんの食感が優れている20)。池田らのDNA

マーカーによるグルテニン遺伝子型分析により、「きた

ほなみ」は生地物性を強める少なくとも3種類のグルテ

ニン遺伝子Glu-A1a、Glu-A3d、Glu-B3gを集積してい

る（Glu-B1座については未解析）ことが解明された（池

田私信）。生地物性を強める効果に対するGlu-A1aとGlu

-A1bの寄与度はほぼ同等とされることから、「きたほな

み」と「東海103号」は生地物性を強める3種のグルテ

ニン遺伝子をほぼ共通して集積していることとなる。

以上のことから、日本めん用小麦として適度な生地

の強さを有し、めんにこしがある食感の良好なやや低

アミロース含量品種を育成するために必要なグルテニ

ン遺伝子の構成を「東海103号」及び「きたほなみ」が

示唆している可能性がある。

北海道産小麦や北関東産小麦と比較して、東海地域

以西産の小麦は全般的に蛋白質含量が低いため薄力粉

の性質を帯び、日本めん用途（中力粉）としては生地

物性が弱いことが実需者から指摘されている。施肥法

の改善による蛋白質含量の適正化とともに、生地物性

を強めるグルテニン遺伝子を集積した小麦新品種の開

発と普及が、東海地域以西の産地で生産される小麦の

生地物性の強化とめんのこしと食感の向上に大きく寄

与することが期待される。

２ 「東海103号」の多収性について

試験結果で述べたとおり、標肥栽培において「東海

103号」の収量性は「農林61号」や「イワイノダイチ」

に比べて20%程度高かった。また、収穫指数（精麦重/

麦稈重）の品種別総平均は、「東海103号」が0.55、「農

林61号」が0.47、「イワイノダイチ」が0.51で、「東海

103号」の収穫指数は他の2品種に比べて高かった。

以上の結果は、「東海103号」の子実生産効率が上記2

品種に比べて高いことを示している。光合成同化産物

を稈より子実に重点的に配分する子実生産効率の高い

特性を有することが、「東海103号」の示す従来品種対

比120%という高い収量性を構成する主な要素の一つと

考えられる。堀江21)によれば、一般に改良の進んだ品

種の収穫指数はイネ、コムギ、トウモロコシでおおよ

そ0.55に達しているとされる。「東海103号」の収穫指

数の総平均0.55はこの水準に達していることを示して

いる。

３ 小麦育種におけるMAS利用の有用性

外観品質を除く小麦の品質、加工適性を子実の外観

から判断することは不可能である。このため、小麦育

種では加工適性の分析作業に非常に時間と労力がかか

る。MASはこの分野での利用効果は極めて高い。今回、

生地物性を強めるグルテニン遺伝子を集積した「東海

103号」を短期間で選抜・育成できたのは、グルテニン

遺伝子の選抜に当該遺伝子座の遺伝子型を識別できる

DNAマーカー10,13)を用いてMASを行ったことによる成果で

ある。

今後は、MASの適用対象形質を赤かび病等の病害抵抗

性や穂発芽耐性に拡大することにより、小麦育種をよ

り効率化することが求められる。MASを品種育成に適用

する場合、育種事業としてより利用しやすい、更に選

抜の手間のかからないMAS手法、例えば電気泳動を必要

としない「LAMP法」22)や、「ふ色」をGlu-B3座遺伝子

型の形質マーカーとして利用する「Rg1法」23)等の開発

愛知県農業総合試験場研究報告第41号
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と育種選抜への適用が求められる。

４ 栽培上の注意点

「東海103号」は東海地域を中心とした温暖地西部の

平たん部に適する。秋播性早生ではないので、極端な

早播栽培は避ける。蛋白質含量がやや低いので、日本

めん用として適正な蛋白質含量を確保できる後期追肥

等の肥培管理を行う。穂発芽性は難であるが、外観品

質及び容積重の低下を防ぐため適期収穫に努める。う

どんこ病にやや弱いので、赤かび病、赤さび病ととも

に適期防除を実施する。

育成者と従事年

「東海103号」の育成者と従事年を表16に示す。船附

稚子博士と池田達哉博士は、グルテニン遺伝子型を判

別できるDNAマーカーの提供、MAS、グルテンの詳細解

析等、小麦粉生地物性改善に関する研究協力者として

参画した。

謝辞：低分子量グルテニン遺伝子Glu-B3座のMASには、
特許「小麦の低分子量グルテニン遺伝子と連鎖するDNA

マーカー検出用プライマーセット及びその使用」（特開

2005-117979）を、池田らのDNAマーカーと併用して用

いた。また、小麦製粉関係者、農協、JAあいち経済連、

農業改良普及課、生産者、各府県の奨決担当者、行政

機関、(独)農業・食品産業技術総合研究機構所属機関

の小麦研究者、指定試験地主任、愛知県立農業大学校

等、各方面からご指導とご協力をいただいた。ここに

記して関係各位に深く感謝の意を表する。
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