
　全農 営農・技術センターでは、国立研究開発法人 農
業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）などと連携
して、外食や中食、冷凍米飯メーカーなどの業務用米の
品種開発に取り組んでおり、栽培試験や食味評価試験を
通して、多収性や用途別適性に優れる品種を選定してい
る。今号では、農研機構 東北農業研究センターと共同で
育成した東北地域向けの多収良食味新品種「ゆみあずさ」
を紹介する。

　平成28年度の中食・外食など業務用米の消費は、国内
の米消費全体の３割を超えており、今後も安定した需要
が見込まれる。一方、市場では実需者が求める品質・価
格帯の銘柄が不足しており、需給のミスマッチが課題と
なっている。そうした実需者のニーズに応え、なおかつ
生産者の手取りを確保するには、多収品種の普及が必要
となる。また、質的な面では、一般家庭で炊飯する場合
と異なり、工場や店舗における炊飯、加工に適すること
が重要である。

　こうしたなか、全農は業務用米の供給拡大に向けて、多
収品種の作付け拡大と実需者への提案活動を行っている。
この取り組みの一環として、営農・技術センターは、農
研機構などが育成した品種や登録前の系統を導入し、生
産力・食味の評価試験、現地栽培試験および業態・用途
別適性評価を通じて、これまでに「あきだわら」「やまだ
わら」「ほしじるし」「とよめき」などの多収品種を選定
し、普及拡大を図ってきた。

　全農と東北農業研究センターは、平成27年から東北地
域における多収品種の開発を目的に共同研究を行ってい
る。
　この取り組みのなかで、営農・技術センターでは、東
北地域の業務用品種として多収良食味新品種「ゆみあず
さ」（奥羽424号）を東北農業研究センターと共同で育成
した。「ゆみあずさ」は、東北農業研究センターでつくら

れた品種であり、営農・技術センターでは、平成27年か
ら系統段階の「奥羽424号」について生産力検定試験お
よび食味評価試験を行って評価した。「奥羽424号」は、
営農・技術センターの東北地域向けの試験材料のなかで
も、多収で稈が短く倒伏しにくいという特性を示し、食
味の評価も良好であった。また、東北農業研究センター
でも良好な試験成績を示したため、品種名「ゆみあずさ」
で登録出願された。品種名は美しく倒伏しない「しなや
かな弓」のような草姿から、神事に使われる「梓弓」に
ちなんだ「ゆみあずさ」が採用された。
「ゆみあずさ」の品種特性
　「ゆみあずさ」の品種特性について、育成地の東北農業
研究センター（秋田県大仙市）の試験成績を中心に紹介
する。
●「ゆみあずさ」の収量は、標肥（窒素成分７㎏/10ａ）
では743㎏/10ａ、多肥（窒素成分12㎏/10ａ）では809
㎏/10ａを示し、「あきたこまち」「ひとめぼれ」より１
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表－１　「ゆみあずさ」の主要特性
品種名 ゆみあずさ あきたこまち ひとめぼれ

出穂期（月日） ８月１日 ７月31日 ８月５日
成熟期（月日） ９月17日 ９月14日 ９月18日
稈長（㎝） 71 83 85
穂長（㎝） 19.0 17.9 19.0
穂数（本/㎡） 421 471 530
耐倒伏性 強 やや弱 やや弱
倒伏程度 0.2 2.6 2.9
直播栽培の倒伏程度 0.8 4.9 3.3
耐冷性 やや強 中 強
高温耐性 やや弱 中 中
穂発芽性 やや易 やや難 難

いもち病
抵抗性

遺伝子型 Pia,Pii Pia,Pii Pii
葉いもち かなり強 中 やや弱
穂いもち かなり強 やや弱 中

精玄米重（㎏/10ａ） 743 657 694
玄米重標準比（％） 113 100 106

直播栽培
精玄米重（㎏/10ａ） 701 643 629
玄米重標準比（％） 109 100 98

玄米千粒重（ｇ） 23.2 22.3 23.0
玄米品質 上下（4.8） 上中（4.2） 上中（4.2）
食味（官能評価） 上中（－0.26）上中（－0.37）上中（基準０）
育成地（秋田県大仙市）における2012～2016年の移植標肥区（７㎏/10ａ）の結果
直播栽培の倒伏程度、精玄米重は2014～2016年の直播標肥区（７㎏/10ａ）の結果
倒伏程度は０（無）～５（甚）の６段階、玄米品質と食味は上上～下下の９段階評価
玄米品質は１（良）から９（不良）の９段階評価の平均値
食味官能評価は＋３（良）から－３（不良）の７段階評価（2012、2014、2016年の平均値）
 ［東北農業研究センター］
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割程度多収である（表－１、図－１）。
●出穂期、成熟期とも「あきたこまち」より遅く、「ひと
めぼれ」より早い“やや早”の熟期である（表－１）。
●葉いもちおよび穂いもちに対する抵抗性は“かなり強”
で、「あきたこまち」「ひとめぼれ」よりいもち病に強く、
同病の発生が多い地域で
も栽培できる（表－１、図
－２）。
●稈長は「あきたこまち」
「ひとめぼれ」に比べて
10㎝前後短く、耐倒伏性
は“強”で、多肥栽培が
可能な品種である（表－
１、写真－１）。
●食味は「あきたこまち」
「ひとめぼれ」と同等の良
食味であった（表－１）。
また、営農・技術センタ
ーでの食味試験でも、外
観や味、総合評価に関し
ては「ひとめぼれ」と同
等であった（図－３）。
●玄米千粒重は「ひとめ
ぼれ」と同程度で、玄米

品質はやや劣っている（表－１）。
●栽培適地は東北中部以南である。目安としては「あき
たこまち」の栽培地域に適した品種とされている。

　全農では、営農・技術センターでの評価と並行して、平
成27年から宮城県で「ゆみあずさ」の現地試験を開始し
た。宮城県では、平成28年に747㎏/10ａ（データ省略）
の多収性を示し、県内で一般的に栽培されている「ひと
めぼれ」に対して25％の増収となった（写真－２）。生
産者からは「収穫時期も倒伏が全くなく、もう少し施肥
量を多くしたら増収をねらえそうだ」と好意的に受け止
められている。平成29年の宮城県の試験では、天候に恵
まれないなか、登熟不良によるくず米が多かったが、「ひ
とめぼれ」の収量に対して18％増の680㎏/10ａであっ
た。今後、栽培用の種子を増殖し、栽培適地で普及を図
るとともに、引き続き業態・用途別適性評価をして実需
者への提案活動を行っていく。

★
　営農・技術センターでは、今後も農研機構、県農業試
験場などから有望な多収品種・系統を導入し、その評価
を実施して業務用米の品種の普及を図るとともに、実需
者へ積極的に提案し、わが国の稲作の維持・発展に貢献
していきたい。 【全農　営農・技術センター　農産物商品開発室】

「ゆみあずさ」の現地試験

写真－１　 「ゆみあずさ」は短稈ゆえに
倒伏しにくい

左：ゆみあずさ、中：あきたこまち、
右：ひとめぼれ
 ［東北農業研究センター］

写真－２　「ゆみあずさ」は宮城県における現地試験でも、その多収性が実証された

図－１　「ゆみあずさ」の収量
（標肥：2012～2016年、 多肥：2013～2016年）
栽培地：秋田県大仙市　 ［東北農業研究センター］
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図－３　「ゆみあずさ」の食味官能検査結果
営農・技術センター内の被験者により、平成28年秋田県産米を評価
 ［全農 営農・技術センター］
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図－２　「ゆみあずさ」のいもち病圃場抵抗性（2012～2016年）
栽培地：秋田県大仙市
特性検定試験の結果：発病程度は、葉いもちは０（無発病）～10（全茎葉枯死）、
穂いもちは０（無発病）～10（全穂罹病）のそれぞれ11段階評価の５ヵ年平均値
 ［東北農業研究センター］
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