
［成果情報名］十勝中央部に適する地ビール用大麦の生育・品質特性

［要約 「りょうふう」は道外品種より整粒重が多く、倒伏の発生が僅かであることから］

十勝中央部への栽培適性がある。麦芽品質は年次間差はあるが、醸造品質は良好である。

「ミハルゴールド」は収量性が「りょうふう」より低いが、麦芽品質・醸造品質は良好で

ある。
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［背景・ねらい］

（ 、 ） 、十勝地域では地場産のビール用大麦 以下 ビール麦 を使用したビール醸造のために

ビール麦の生産とその品質に関する知見が求められている。そこで、十勝中央部における

ビール麦の生育特性を明らかにし、十勝中央部への栽培適性がある品種を選定するととも

に、それらの麦芽・醸造品質を評価する。

［成果の内容・特徴］

１．十勝中央部における北海道の奨励品種「りょうふう」と道外育成の 品種（ ミハ2 「

ルゴールド 「アサカゴールド ）の生育特性は以下の通りである 「りょうふう」の成」、 」 。

熟期は 月 日であり、道外 品種は 、 日早い 「りょうふう」は道外 品種より稔実8 8 2 4 5 2。

粒数が「りょうふう」より多く、子実重が多い 「りょうふう」は道外 品種より千粒重。 2
が軽く、整粒歩合がやや低いが、子実重が多いためビール麦の製品収量としての整粒重は

。「 」 「 」 。 。やや多い りょうふう と ミハルゴールド は僅かながら倒伏が発生している (表 )1
． 「 」、「 」 。２ 平成 年産 りょうふう アサカゴールド の麦芽品質はほぼ基準値内である13

「ミハルゴールド」の麦芽品質は 年ともほぼ基準値内である(表 )。2 2
３．十勝地域の地ビール会社において、地場産の「りょうふう」と「ミハルゴールド」

を用いて試験醸造したビールをそれぞれ単品で「良い」か「良くない」の評価を一般モニ

ターにより行った結果、コクがあり苦味が良い等の理由から８割以上が「良い」の評価を

得られている(表 )。3

［成果の活用面・留意点］

１．十勝中部地帯における品種選択の資料とする。

２．原麦の粗蛋白含量が低い場合は酵素力が低くなることがある。

平成 年度北海道農業試験会議（成績会議）における課題名および区分15
「十勝地域における地ビール用大麦の生育特性と品質評価 （指導参考）」



［具体的データ］

表１．十勝中央部における主要品種の特性

注）平成 ～ 年、十勝管内 試験の平均。12 15 6
倒伏と穂発芽： (無) (中) (甚)、穂発芽は平成 ～ 年帯広畜産大の平均。0 - 3 - 5 12 14
外観： (中上) (中中) (中下)。4 - 5 - 6

表２．十勝中央部産の麦芽分析結果（帯広畜産大産）

注）製麦・分析の担当は帯広畜産大、方法はビール酒造組合国際技術委員会による。基準値は十勝ビール㈱による。

大麦粗蛋白含量は ％未満が良く、 ～ ％が望ましい。酵素力は澱粉分解酵素の力価であり、高いものが良12.0 10.0 11.0
い。麦芽エキスは麦芽の可溶性抽出物で、高いものがよい。糖化時間は麦芽中澱粉を糖化するのに要する時間で、短

いものが良い。麦汁色度は麦汁の色の濃淡で、 未満のものが良い。可溶性窒素含量は酵母の増殖の栄養源となり、7.0
高いものが良い。

表３．十勝ビール㈱における一般試飲の結果
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基準値

りょうふう 9.9 11.7 118 282 72.2 77.2 10.8 8.7 0.82 1.17

ミハルゴールド 12.6 12.3 439 476 82.2 83.1 5.7 7.9 0.84 1.32

アサカゴールド 11.9 12.9 147 217 60.2 76.2 4.3 6.5 0.81 1.3310ｍｉｎ以下
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りょうふう 平成15年5月 十勝ビール友の会員 58名 47名　（81％） 11名　（19％）

ミハルゴールド 平成15年11、12月 十勝ビール来店客 66名 57名　（86％） 9名　（14％）

りょうふう 8/8 39 511 19.9 0.8 35.7 45.9 90.3 32.1 100 9.6 4.5 0.3

ミハルゴールド 8/3 43 488 15.5 0.3 32.1 53.1 94.9 30.3 94 11.4 5.1 0.3

アサカゴールド 8/4 45 523 17.1 0.0 31.8 49.5 96.5 30.6 95 11.1 4.6 0.0
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