
2021 年度 日本作物学会関東支部 

地域オンラインシンポジウム（群馬県）

日 時：2021 年 8 月 5 日（木） 13：00～15：00 

会 場：ZOOM ウェビナーによるオンライン開催 

テーマ：群馬県農業の特徴と作物事情

プログラム 

  １．群馬県におけるコンニャク育種について 

（群馬県農業技術センターこんにゃく特産研究センター長 山田文典 氏） 

  ２． 群馬県に適した水稲・小麦品種の育成と品種選定 

（群馬県農業技術センター 研究調整官 大澤 実 氏） 

  ３． 水稲奨励品種「いなほっこり」「にじのきらめき」の特長 

（群馬県農業技術センター東部地域研究センター 技師 小川三菜美 氏） 

  総合討論 



群馬県におけるコンニャク育種について 

山田 文典（群馬県農業技術センターこんにゃく特産研究センター） 

群馬県農業技術センターこんにゃく特産研究センターは，1946 年（昭和 21）に群馬県立農事試験場

こんにゃく指定試験地として群馬県金島村（現渋川市）に設置され，現在まで，育種を中心にコンニャク

に関する試験研究を行っている．これまで育成された農林番号の付いた４つの品種を紹介するとともに，

コンニャクの交雑育種についてその概略を解説する．

単子葉類サトイモ科に属するコンニャクは，春に発芽・発根して複葉の葉１枚を出すが，生育期間中，

ただこの１枚の葉だけで生育するという特徴を持っている．この１枚の葉の光合成により，種イモに代わる

新しい球茎が形成されるとともに，幾つかの生子が着生する（図１）．

コンニャクの営利栽培は，毎春，種イモを植え付け，秋に収穫し，それを２～３回（２～３年）繰り返し，

300～1,000g の球茎を出荷イモとして出荷している．種イモの増殖には，出荷イモを収穫する際に得られ

る生子を用いていて，出荷物の収穫時に翌年の種イモを得ている（図２）．

コンニャクは，栄養繁殖性作物なので，増殖には種子を用いないが，容易に種子が得られ，コンニャ

クの育種には主に交雑育種が用いられる（図３）．

前年収穫期に花芽の着生した球茎を翌春，直射日光を避けた室温に置き，花芽を伸長させる．花穂

を包む仏焔苞が開き，雌花部から粘液が分泌されるのを確認したら，雄花部を切り離し，封筒等に保存

する．３～４日後には花粉が採取できる．残した雌花部にあらかじめ採取しておいた花粉を筆でぬりつけ

る．授粉後，パラフィン紙の袋を１週間程度かけておく．そのまま室温に３ヶ月程度置いておくと子房がオ

レンジ色に成熟してくる．果実を１つずつ取り外し，水洗して種子を取り出し，乾燥させる．

翌春，温室内に播種し，養成すると各実生から３～１０ｇ程度の球茎が得られる．得られた球茎を個体

ごとの管理を行い，増殖を行いながら選抜を行っていく．

これまで育成された農林番号の付いた４つの品種は，次のとおりである．

① はるなくろ（こんにゃく農林１号）育成期間 1948-66（18 年）

球茎の肥大性がよい．球状生子．葉枯病・根腐病に弱い．

② あかぎおおだま（こんにゃく農林２号）育成期間 1953-70（17 年）

多収で，葉枯病・根腐病に強い．棒状生子．

③ みょうぎゆたか（こんにゃく農林３号）育成期間 1971-1997（26 年）

精粉歩留まりが高い．棒状生子．成熟期が遅く，腐敗病にやや弱い．

④ みやままさり（こんにゃく農林４号）育成期間 1980-2002（22 年）

多収で精粉歩留まりが高い．根腐病に比較的強い．球状生子．
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図１ コンニャクの生育中の姿 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図２ コンニャク栽培の概要 

図３ コンニャクの交雑方法 
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群馬県に適した水稲・小麦品種の育成と品種選定 

 
大澤 実（群馬県農業技術センター） 

１．はじめに 
本県における水田は標高 10～1,000m の間に広く分布し，中山間地域では良食味米の生産，平

坦地域では主に米麦二毛作による水田農業が展開されている。米麦二毛作は，伝統的な水田農業

の方式の一つだが，本県平坦地の場合，排水良好な乾田が多い，冬期間の日照が多く降水量が少

ない，などの立地条件から，麦作の適地として従来から水田裏作の作付け率は高い地域であった。 
    
２．米麦二毛作における水稲 

米麦二毛作に適した水稲には，必要とされる特性がいくつかある。耐倒伏性に優れること，

穂発芽しにくいこと，縞葉枯病抵抗性を有すること，などである。麦あと稲作における田植え時

期は麦収穫後の 6 月下旬であり，一毛作と比較すると約１か月程度遅くなる。そのため，一毛作

と比較すると田植え後の気温が高く，初期生育が徒長ぎみに推移し，草丈が高くなり倒伏しやす

い生育相になる。 
 
１）水稲「あさひの夢」の奨励品種採用 

「あさひの夢」（井澤ら，2001）は愛知県で育成された品種であるが，米麦二毛作に必要な

基本特性をそなえ，生産性の安定した高品質米である。本県では 2000 年に「あさひの夢」を奨

励品種に採用した。この当時の主力品種「ゴロピカリ」は良食味を特徴としたが，高温登熟の影

響を受け，外観品質の不安定さが問題

になっていた。「あさひの夢」はこの

問題の改善に大きく貢献した。「ゴロ

ピカリ」と「あさひの夢」の作付け比

率と１等米比率の関係を図１に示す。

これによると，2010 年に作付け比率

が逆転し「あさひの夢」への転換が進

むにつれ，１等米比率が上昇し安定化

していく様子がよく分かる。その後、

更なる品質・食味の向上および生産の

安定化を図るために，「いなほっこ

り」「にじのきらめき」を採用した。 
 
２）米の機能性に着目した取組 

米麦二毛作体系での米作りは収穫時期が遅く，登熟期の温度条件等の面で食味に有利とは言

い難い。そのため，食味以外の価値に着目した取組も重要である。低アミロース米「さわぴか

り」では，発芽玄米の健康機能性に着目し，県産米を利用した県民の健康増進貢献をテーマに取

組を進めた。群馬県立心臓血管センター，ドーマー（株）と連携し，ヒト試験により発芽玄米摂

取が血中コレステロールの抑制に及ぼす効果等を検証した（大澤ら，2004）。コメの健康機能性

については，その後，水稲品種のグリセミック・インデックス（食後血糖値の上昇抑制指標）の

品種間差異についての検討も行った（大澤・井上，2007； 大澤，2009；大澤・井上,2010）。 
 

図１ 「あさひの夢」導入の効果 
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３．米麦二毛作における小麦 
本県平坦地の米麦二毛作地帯における経営形態は，米，麦，野菜の複合経営を中心に展開さ

れている。本県は都心から 100km 圏内に属し，首都圏の野菜供給産地として発展してきた。そ

のため，農家経営においては園芸等への依存度が高く，農業算出額では野菜や畜産が 8 割を占め

ている。すなわち，米麦は複合経営の中の一部門といった位置づけとなっている。そのような位

置づけのため，麦作の適地ではあるものの，麦作農家の作付け規模は大きくなくむしろ零細な麦

作規模となっている。 
 

１）小麦品種「さとのそら」 
北関東地域は，北海道，北九州に次ぐ麦の産地で，小麦は水田や畑における土地利用型農業

の中心作物である。2010 年頃における主要作付け品種は「農林 61 号」で，その作付け比率は全

体の約 7 割を占めていた。「農林 61 号」は主に日本麺（うどん）に利用されていたが，その他

に菓子用の用途等にも利用可能で，汎用性の高さが評価されていた。しかし一方で，成熟期が遅

く収穫時期に降雨に遭遇しやすい，倒

伏しやすい，コムギ縞萎縮病に罹病し

やすい等の理由から，収量や品質が不

安定であり問題となっていた。「さと

のそら」（高橋ら，2010）は，この問

題の改善に大きく貢献した。「農林

61 号」と「さとのそら」の作付け比

率と収量の関係を図 2 に示す。これに

よると，2012 年に主要品種が「さと

のそら」に切り替わって以降，収量の

年次変動が小さくなり収量が安定化し

ている様子が分かる。 
 

２）「さとのそら」の普及状況 
「さとのそら」の 2018 年播種（2019 年産）における作付け面積の実績では，群馬県，茨城県，

埼玉県，栃木県の北関東 4 県で約 13,000ha となっている。北関東以外においても，千葉県、神

奈川県、三重県、岐阜県、滋賀県に普及されている。 
 

４ おわりに 
群馬県では諸事情により 2008 年に水稲の育種交配，2011 年に小麦の育種交配を終了し実質的

な育種業務は休止状態が続いていた。そんな中，2021 年に小麦育種が再開されることになった。

オリジナル硬質小麦の育成，ポスト「さとのそら」を見据えた取組が本格的に再開されようとし

ている。 
 

文献； 井澤敏彦ら（2001） 愛知県総合農業試験場報告 33：1-9 
大澤 実ら（2004） 世界イネ研究会議 Rice is Life Abstract：250 
大澤 実・井上直人（2007） 日本作物学会紀事 76：410-415 
大澤 実（2009） 第 7 回日本 GI 研究会記録集：36-39 
高橋利和ら（2010） 群馬県農業技術センター研究報告 7：1-12 
大澤 実・井上直人（2010） 第 8 回日本 GI 研究会記録集：12-13 
 

図２ 「さとのそら」導入の効果 
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水稲奨励品種「いなほっこり」「にじのきらめき」の特長 
 

小川 三菜美（群馬県農業技術センター 東部地域研究センター） 

 

【はじめに】 

群馬県の水稲の作付は 15,500ha(2020年)（農林水産統計）で平坦地の米麦二毛作地域が中

心である。2010年度には猛暑の影響を受け、白未熟粒が増加し 1等米比率 2.9％まで落ち込

み、高温登熟障害への対応が急務となった。  

主な対応として、品種特性に応じた移植時期に移植することや、登熟期が高温に遭遇しに

くい中生の晩品種「あさひの夢」などの作付拡大が進んだ。 

しかし、「あさひの夢」であっても 2010年のように登熟期が高温に遭遇した場合は品質低

下が起こる。また、「あさひの夢」に作付が集中し、2013 年には 4 割を超え作業が集中する

懸念も生じた。そのため、本品種よりも熟期が早く高温登熟性に優れた品種の選定を目指し

て奨励品種決定調査を実施してきた。 

その結果、「いなほっこり」「にじのきらめき」が優良な品種であったことから、2017年に

「いなほっこり」を 2021年に「にじのきらめき」を本県の奨励品種(認定)として採用した。 

 

【水稲奨励品種の特長について】 

（１）「いなほっこり」 

１）来歴 

「いなほっこり」（出田ら,2016）は農研機構 西日本農業研究センターで「中国 186

号」を母に、「中国 190号」を父に交配され、育成された品種である。 

２）成績及び特性（対照：「朝の光」）（廣岡ら,2018） 

・2012～2016年に行った奨励品種決定調査の結果をとりまとめた。なお、本稿では作 

型として多い早植え栽培（5月 21日～6月 15日移植）と普通期栽培（6月 16日～6 

月 30日移植）を中心に紹介する。 

   ・出穂期は「朝の光」と同程度で、成熟期は早期では同程度であるが、移植期が遅くな

るにつれ、「朝の光」よりも遅くなり、普通期では 2日遅い熟期であった。 

・育成地の高温登熟性検定では、朝の光「弱」に対して、いなほっこりは「中」で優 

れている（「極強」～「極弱」の７段階評価）。群馬県の調査でも「朝の光」よりも早

期・早植えでは外観品質が優れ、特に出穂期後 20日間が高温となる早期栽培におい

てより優れていた。 

・稈長は「朝の光」よりもやや長く、穂長はやや短い。穂数は同程度～やや少ない。 

・耐倒伏性は早植えでは倒伏が見られなかったが、普通期ではどちらの品種でも軽微 

な倒伏が見られ、「朝の光」と同程度～やや劣ると考えられた。 

・収量は同程度～やや多収となった。 

・食味は早植え、普通期ともに「朝の光」より優れ、標準品種「ゴロピカリ」と同程 

度であった。 

  ３）栽培のポイント（小川ら,2020） 

   ・倒伏や籾数過多による品質低下を防ぐため、施肥は基肥 4kg、追肥 2kgを標準とする。 

   ・経済的なコンバイン収穫の目安となる籾水分が 25%を下回るのは出穂期後の積算温度 

1,100℃、帯緑色籾歩合 20％である。 

（２）「にじのきらめき」 

１）来歴 

「にじのきらめき」（前田ら，2017）は農研機構 中日本農業研究センター 北陸研究

拠点で「なつほのか（西南 136号）」を母に、「北陸 223号」を父に交配され、育成され

た品種である。 

２）成績及び特性（対照：「あさひの夢」） 

・2015～2020年に行った奨励品種決定調査の結果をとりまとめた。なお、本稿では作 

型として多い早植え栽培と普通期栽培を中心に紹介する。 

・出穂期は「あさひの夢」より 8日早く、成熟期は早期では 8日早く、移植期が遅く 

なるにつれ、「あさひの夢」に近くなり、普通期では６日早い熟期であった。 

・高温登熟性については、出穂期後 20日間が高温となる早期栽培において外観品質 
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注１）()内の数字は出穂期後 20 日間の平均気温を、（）の
下の数字は外観品質を示す。 

注１）外観品質は、1～3（一等相当）、4～6（2等相当）、 
7～8（3等相当）、9（規格外）。以下同じ 

注１）「ゴロピカリ」を標準「0」とし、±2点で評価し
た感応試験の総合値。 

が「あさひの夢」よりやや優れ、早植え・普通期では同程度であった。 

・稈長は「あさひの夢」と同程度からやや短く、穂長はやや短い。穂数はやや多い。 

・千粒重は「あさひの夢」より大きい。 

・収量は早植え、普通期どちらの作期においても多収となった。 

・食味は早植え、普通期ともに「あさひの夢」より優れた。 

 

【今後の取り組みについて】 

既存品種よりも高温登熟性に優れる「いなほっこり」及び「にじのきらめき」を奨励品種

として選定した。今後は、これらの品種の安定栽培に向けて、栽培方法の検討を行っていく。 

また、更なる異常高温に備えるために、群馬県に適した、より高温登熟性に優れた品種選

定を引き続き行っていく。 

 
文献； 農林水産省 (2020)  農林水産統計 

 出田 収ら （2016） 農研機構 西日本農業研究センター 研究成果情報 
廣岡 政義ら（2018） 群馬県農業技術センター研究報告 15：25-27 
小川 三菜美ら(2020)  群馬県農業技術センター研究報告 17:27-34 

    前田 英郎ら（2017） 農研機構 中央農業研究センター 研究成果情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ いなほっこりの外観品質 

 
 
写真１ いなほっこりの立毛         

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ いなほっこりの外観品質（2016年早期）        

図２ いなほっこりの食味感応試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ にじのきらめきの立毛         図３ にじのきらめきの収量  

(kg/a) 
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