
 

 

［成果情報名］耐冷性が強く、大粒で心白発現率が高い酒造好適米系統「東北酒 218 号」の育成 

［要約］「東北酒 218 号」は宮城県において中生の粳種で、耐冷性が強く、玄米千粒重は 28g

と重く、心白発現率が高く、醸造適性が高い。 

［キーワード］水稲、東北酒 218 号、耐冷性、大粒、心白発現率、酒造好適米 
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［背景・ねらい］ 

日本酒全体の国内出荷量が減少傾向で推移する中で、消費者の嗜好が量から質へと変化

してきており、特定名称酒（吟醸酒、純米酒、本醸造酒）の出荷量は増加傾向で推移して

いる。宮城県の酒造好適米品種としては、心白発現率が低い「蔵の華」（2000 年品種登録）

があり、その酒質の特徴は、淡麗ですっきりとした味わいである。このような中、宮城県

酒造組合から、「蔵の華」と異なる、やわらかでよく溶ける酒質の酒造好適米品種のニー

ズがあったことから、「蔵の華」と異なる酒質で、耐冷性に優れる酒造好適米品種を育成

する。  
 
［成果の内容・特徴］ 

１．耐冷性と収量性に優れる酒造好適米品種の育成を目標に、「東北 189 号(のちの「げん

きまる」)」を母、「出羽の里」を父として、2007 年に交配し、その後代について選

抜、固定を図ってきた系統である（表 1）。 

２．出穂期は「蔵の華」より 1 日遅く、宮城県では“中生”、成熟期は「蔵の華」より 5

日遅く、宮城県では“中生”である（表 1）。 

３．稈長は「蔵の華」並かやや短く、穂長は「蔵の華」より長く、穂数は「蔵の華」より

少ない、草型は“偏穂重型”である（表 1）。 

４．精玄米重は「蔵の華」並で、玄米千粒重は「蔵の華」より重く、中程度の心白を多く

生じ、心白発現率が高く、心白の形状は眼状の割合が高い（表 1、図 1）。 

５．障害型耐冷性は、“強”である（表１）。 

６．いもち病真性抵抗性遺伝子型は“Pia”と推定され、葉いもち圃場抵抗性は“中”、穂

いもち圃場抵抗性は“やや弱”である（表 1）。 

７．脱粒性は“難”、穂発芽性は“難”である（表 1）。 

８．白米のタンパク含有率は、「蔵の華」並である（表 1）。 

９．無効精米歩合や砕米率は、「蔵の華」より高い（表 2）。 

１０. 製成酒は「蔵の華」より米の溶けやすさを示す原エキスが高く、味の濃いやわらか

な酒質となる（表 3）。 

 

［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：酒米生産者 
２．普及予定地域・普及予定面積：東北中部以南 100ha  

当面宮城県内で作付け予定（2019 年:7ha、2020 年:50ha） 

３. その他：穂いもち圃場抵抗性が“やや弱”であるので、いもち病の適正防除を実施す

る。 

本成果は農林水産省「イノベーション創出強化研究推進事業」で行った研究成果である。 

 

 



 

 

［具体的データ］ 

表1　特性一覧

調査地
調査年次
品種・系統名 東北酒218号 蔵の華 東北酒218号 蔵の華 出羽の里
早晩性（出穂期） 中生 中生 中生 中生 中生
草型 偏穂重型 穂数型 偏穂重型 穂数型 偏穂重型
出穂期（月.日） 8.05 8.04 8.06 8.04 8.05
成熟期（月.日） 9.22 9.17 9.23 9.17 9.21
稈長（cm） 77.3 80.5 77.8 80.3 83.7
穂長（cm） 19.4 17.5 19.4 17.4 18.1
穂数（本/㎡） 419 711 425 701 386
芒の多少・長短 やや少・やや長 少・中 - - 無・-
ふ先色 白 白 - - 白
頴色 黄　白 黄　白 - - 黄　白
脱粒性 難 難 - - 難
耐倒伏性 中 やや弱 - - （中）
穂発芽性 難 やや難 - - （やや難）
耐冷性 強 やや強 - - （強）

Pia ＋ - - Pia
中 中 - - (やや強)

やや弱 強 - - (やや強)
白葉枯病 やや強 やや強 - - (やや強)
全重(kg/a) 153 148 145 143 136
全重比(%) 103 100 101 100 95
精玄米重（kg/a） 61.8 59.4 57.7 60.6 57.9
収量比(%) 104 100 95 100 96
千粒重 28.0 24.6 28.9 25.4 26.8
心白率注2) 76.6 3.6 - - 68.2
心白発現率注3) 88.6 6.7 - - 81.0

白
米 ﾀﾝﾊﾟｸ質含有率(%)注4) - - 6.1 6.2 6.1

玄米品質注5) 3.9 4.5 3.3 3.3 3.5
注1）施肥は基肥N0.4kg/a、追肥N0.3kg/a
注2) 心白率=（5×（心白大）+4×（心白中）+2×（心白小））/（5×全粒数）×100　(2014～2018の5年平均　「出羽の里」は2017～2018の2年平均
注3) 心白発現率=心白発現粒数/全粒数×100　(2014～2018の5年平均　出羽の里は2017～2018の2年平均)
注4）ﾀﾝﾊﾟｸ質含有率は、近赤外成分測定装置(ｲﾝﾌﾗﾃｯｸNOVA)で 精米(90％搗精)を測定した乾物当たりの含有率
注5）玄米品質は、良(1)～不良(9)の9段階評価の平均
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表2　醸造適性

玄米 白米 みかけの注2) 真の注3) 蒸米

千粒重 千粒重 精米歩合　 精米歩合 吸水率 Brix アミノ酸度
（g） (g) (%) (%) 70%精米 50%精米 70%精米 50%精米 120/20 (%) (%) (ml) (%/dry) (PPM/dry)

東北酒218号 27.0 20.6 70.2 75.5 5.3 7.7 8.0 8.9 1.0 38.9 11.3 0.7 3.8 564
蔵の華 23.6 18.3 70.3 74.9 4.6 4.6 7.3 5.1 1.3 35.8 8.8 0.7 3.9 491
注1）分析は宮城県産業技術総合センターによる　2013～2017の5年平均　無効精米歩合と砕米率の50%精米の数値は、2014～2015の2年平均　
　　 カリウムは2013～2015，2017の4年平均
　　 無効精米歩合と砕米率の50%精米以外のデータは、酒造用原料米全国統一分析法(70%精米)による
注2）みかけの精米歩合(%)＝（白米重量）/（玄米重量）×100
注3）真の精米歩合(%)＝（白米千粒重）/（玄米千粒重）×100
注4）無効精米歩合(%)＝（真の精米歩合）－（見かけの精米歩合）
注5）吸水性は120分間の吸水率と20分間の吸水率の比
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表3　製成酒の成分と官能評価

アルコール 日本 原エキス

(%) 酒度 (%) 総合評価 味の濃さ やわらかさ キレイさ

2017 東北酒218号 17.0 +2.6 32.04 1.44 1.69 1.38 1.13
蔵の華 17.3 +9.2 31.52 1.94 2.00 2.00 1.94

注1)日本酒度の分析は宮城県産業技術総合センターによる　50%精米、総米100kg規模、製麹30kg規模
注2)官能試験は宮城県杜氏組合（評価員16名）による（2018年1月）
 　 官能試験の評価は「蔵の華」を2としたときの相対評価
 　 総合評価：1.良好、2.普通、3.難点
  　味の濃さ：1.濃いめ、2.同程度、3.うすめ
　  やわらかさ：1.やわらかめ、2.同程度、3.カタメ
    キレイさ：1.キレイ、2.同程度、3.雑味多め
　　「蔵の華」が2でない項目は、「蔵の華」を2としなかった
　　評価員が1名存在したことによる
官能評価概要：「東北酒218号」は「味の濃さ」、「やわらかさ」、
　　　　　　　「キレイさ」のいずれの項目でも、「蔵の華」に優り、
               総合評価でも「蔵の華」に優る。

産年 品種・系統名
官能試験注2)

 

 

（宮城県古川農業試験場） 

［その他］ 

研究担当者：遠藤貴司・町直樹・石森裕貴・中込佑介・永野邦明・佐々木都彦・千葉文弥 

・我妻謙介・早坂浩志・佐伯研一・酒井球絵・佐藤浩子（宮城県古川農業試験場）、橋本 

建哉・有住和彦・瀬尾直美・石川潤一・畑中咲子・樋口敦・小山誠司・千葉直樹（宮城県 

産業技術総合センター） 

発表論文等：2019 年品種登録出願予定。 

図 1 玄米とその横断面（2018 年産） 
(左:東北酒 218 号、右：蔵の華) 


