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育種事業課題名：小麦東北223号

担当部署：農研機構・東北農研・パン用小麦研究東北サブチーム
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１．来歴

試験系統名 盛系C-B3734

交配番号 盛交C-454

交配組合せ 盛系C-138／東北205号（ハルイブキ）

盛系C-138＝関東107号／Palo Duro(盛交B-538)

育種目標 高製めん適性、低アミロース

( 年度から高製パン・高中華めん適性)2003
交配年次・場所 1995年度（1996年5～6月） 東北農業試験場

育種方法 派生系統育種法

育成経過

1996年度 世代促進による雑種第1代養成(温室)及び集団養成試験(春播)

1997～1998年度 雑種集団養成試験（F ～F ）3 4

1999～2001年度 派生系統選抜試験（F ～F 、F で盛系C-B3734）5 7 7

2001～2002年度 生産力検定予備予備試験、予備試験、穂発芽性検定（F ～F ）7 8

2003年度以降 系統適応性検定試験及び特性検定試験（F ～F ）9 11

2006年度における世代 雑種第12代

２．特性の概要

本系等は中華めん適性を有する硬質小麦で、「ゆきちから」と比較して次のような特徴がある。

１）播性はⅣで出穂期は同程度あるが、成熟期は ～ 日遅いやや早生種である。1 2
２）稈長はやや短く、穂数は少ない。

）収量は同程度かわずかに高く、千粒重は小さいが容積重は大きく、外観品質が優れる。3
）耐寒雪性は弱く、倒伏は少なく、穂発芽性はやや難で優れ、赤かび病は中～やや強でわず4
かに強い。赤さび病、うどんこ病抵抗性は中程度で縞萎縮病にはやや強い。

５）原粒灰分は少なく、原粒蛋白はやや少なく、製粉歩留が高い。

６）粉の明るさ、白さ等、粉の色相はほぼ同程度である。

７）アミログラムの最高粘度は雨害による低下が少ないため大きく、ブレークダウンが大きい。

８） （ ）と を有し、エキステンソグラムの面積、形状係数が大きい。Glu-D1d Glu-B3g5+10
９）製パン適性はミキシング時間が長く、吸水性に優れるが、概して比容積は小さく、官能評価の

評点が低い。

）中華めん適性は概ね同程度だが、ゆで７分後の食感は優れる。10

３．配付予定地

東北・北陸及び関係各県



４．試験成績

表１ 生育及び収量調査成績 育成地条播栽培 2001～2005年度平均

系 統 名 出穂期 成熟期 稈長 穂数 倒伏 子実重 標準 容積重 千粒重 外観

品 種 名 月.日 月.日 cm /㎡ 程度 kg/a 比% g g 品質本

東北223号 5.20 7.8 90 423 0.5 53.0 98 815 36.3 5.6

ゆきちから 5.20 7.6 93 513 2.0 54.3 100 795 37.1 4.5

ナンブコムギ 5.22 7.7 92 335 2.4 25.0 46 793 40.5 3.5

注）倒伏程度：0(無)､1(微)､2(少)､3(中)､4(多)､5(甚) 容積重：ブラウエル穀粒計2003～2005年度

外観品質：1(下下)､2(下中)､3(下上)､4(中下)､5(中中)､6(中上)､7(上下)､8(上中)､9(上上)

表２ 特性検定試験成績 2003～2005年度平均

系 統 名 耐寒雪 凍上性 縞萎縮病 うどんこ病 赤さび病 赤かび病 穂発芽 播性

品 種 名 岩手 長野 育成地 育成地 育成地 北見 育成地 育成地

東北223号 やや弱 中 やや強 中 中 中-やや強 やや難 Ⅳ

ゆきちから 強 強 強 やや強 かなり強 中 やや易 Ⅴ

ナンブコムギ 強 強 弱 やや強 弱 中-やや強 難 Ⅴ

注）穂発芽は2001～2005年度、赤かび病は2004～2005年度平均

表３ 製粉・粉品質分析成績 育成地条播栽培 2004～2005年度平均

原 粒 ビューラー 60% 粉 アミロ ファリノ エキステンソ

系 統 名 灰分 蛋白 製粉 比表 色相 グラフ グラフ グラフ 135分

品 種 名 含量 含量 歩留 面積 L* W MV BD Ab VV A R/E
2 2% % % cm /g B.U. B.U. % cm

東北223号 1.56 15.0 73.1 1912 87.8 81.7 635 238 65.1 48 161 4.4

ゆきちから 1.64 15.5 71.5 2054 87.8 82.0 493 184 66.6 46 72 0.9

ナンブコムギ 1.76 15.8 64.6 3597 87.2 78.5 703 267 59.7 41 54 0.6

注）L*：明るさ、W：白さ、MV：最高粘度、BD：ブレークダウン、Ab：吸水率、VV：バロリメーター

バリュー、A：面積＝生地の力の強さ、R/E：形状係数

表４ 製パン適性試験及び中華めん適性試験成績

製パン適性試験 中華めん官能試験

品 種 名 加水量 ミキシング 比容積 官能検査 １日後 食 感 合計

系 統 名 ピークタイム 合計点 色相 直後 7分後

% 分 (100) (20) (20) (20) (100)

東北223号 68.8 5.3 4.74 61.7 14.3 15.0 15.4 74.3

ゆきちから 66.6 1.6 5.15 72.2 14.3 15.2 14.6 73.5

ナンブコムギ － － － － 16.5 14.8 13.6 72.1

－ － － －市販強力粉 68.0 2.9 5.38 80.0

注）製パン試験は育成地の2005年産条播栽培について北海道農業研究センターで実施。ストレート法で

官能検査は市販強力粉を標準とした（評点は配点の8割 。表中の（ ）は配点。）

中華めん官能試験は育成地で実施（2004～2005年度平均 。HRWを標準とした（評点は配点の７割 。） ）




