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西南暖地の温暖な気象環境を活用するため、従来のソバ栽培とは異なる新しい春まき栽培の技

術開発に取り組んだ。ソバは収穫期頃の降雨により容易に穂発芽し、ソバ粉品質が低下すること

を明らかにした。また、穂発芽性は遺伝的変異があることを見いだし、育種選抜に利用可能な穂

発芽性の簡易検定法を開発した。さらに、春まき栽培における収量の品種間差異を明らかにした。

これらの成果に基づき西南暖地の春まき栽培に適する難穂発芽性の多収品種「春のいぶき」を育

成した。 

 

はじめに 

普通ソバ (Fagopyrum esculentum) はタデ科に属する植物で、世界中で広く栽培され、様々な

食品に加工されている。ソバは機能性成分が豊富であり、わが国において国産ソバは主に麺とし

て食べられている人気の食材である。農業生産者にとってソバは単位労働時間あたり所得が高い

作物である。このようなことから、ソバを国内で栽培、生産することは消費者、実需者、農業生

産者の 3 者にとって魅力的な状況となっている。 しかしながら、ソバの国内生産量は非常に不

安定となっており、農業生産者の収益性が不安定になるのはもちろんのこと、実需者は国産ソバ

の安定確保に苦慮している。 

この不安定性の大きな原因として台風被害があげられる。すなわち、わが国のソバ栽培におい

ては収穫期がほとんど 9～12月になっているが、この期間には台風の来襲が多いため、台風被害

によりソバの子実収量が激減しやすい。将来、地球温暖化の影響により作物生産への台風被害が

さらに激化すると予測されているが、西南暖地はもともと台風被害の多い地域であることから、

台風被害の軽減対策は重要な課題である。 

西南暖地においては降霜期間が短いことから、愛媛大学を中心にソバを 3～4 月に播種する新

たな作型 (春まき栽培) の開発が行なわれつつあった。この作型では既存の夏型品種を用いるこ

とで収穫期が 5～6 月になることや、高い子実収量が得られることが明らかにされていた。この

春まき栽培は、台風の来襲が少ない時期の作型であり、従来の秋栽培も行なうことで気象災害リ

スクを分散でき、機械・設備の高度利用も可能となる。また、収穫したての新鮮なソバを需要が

高まる夏に供給できるという利点もある。春まき栽培は西南暖地において普通期水稲の移植前の

前作として作付でき、水稲単作の圃場は九州の平地だけでも数万 ha あるため、春まき栽培には

広大な普及面積が潜在していると考えられる。しかし、春まき栽培向けの品種は育成されておら

ず、また、春まき栽培では梅雨の初期に収穫期を迎えることから穂発芽の発生が指摘されていた。

このようなことから、春まき栽培向け品種の具備すべき特性の解明と難穂発芽性品種の開発に取

り組むこととした。 

 

春まき栽培における収量関連形質の品種間差異 

ソバの子実収量は生長、結実により決定されるが、それらは日長により大きく影響を受け、そ

の影響は生育ステージや品種によって異なることが報告されている。しかし、西南暖地の春まき



栽培は生育中に日長が約 12時間から約 14.5時間に次第に増加する特殊な環境条件であり、この

ような環境におけるソバの生長および収量関連形質の品種間差異に関する知見は見当たらなか

った。そこで、普通ソバ 10品種を用いて、2004～2007年の 4ヵ年、熊本県合志市において 4月

中旬播種の作期で栽培し、収量関連形質を調べた 1)。ソバの品種の生態型は夏型、中間夏型、中

間秋型、秋型に分類されているが、そのうち中間夏型品種の子実収量は、他の生態型の品種より

高かった。中間夏型品種は夏型品種と比べて花房が多い特徴があった。秋型品種と中間秋型品種

は成熟が認められず、結実率が低く花房当たり子実数が少なかった。以上より、中間夏型品種は

西南暖地の春まき栽培向け品種の開発において有望な多収性の素材であることが明らかになっ

た。 

 

ソバの品質に及ぼす穂発芽の影響 

穂発芽とは、収穫前の降雨によって成熟した子実が発芽してしまう現象である。春まき栽培に

おいては成熟期が梅雨初期であり、穂発芽の

発生がしばしば観察されている。実需者は穂

発芽が利用加工適性を劣化させると考えてい

るので、穂発芽した子実の市場価値は低いが、

実際にソバの穂発芽と品質の関係を検討した

研究は見当たらなかった。 

まず、ソバ粉の糊化粘度に及ぼす穂発芽の

影響を明らかにするために、普通ソバ 6品種

を用いて、糊化粘度に及ぼす自然降雨と人工

降雨処理の影響を検討した 2)。ソバ粉のうち

20～80％を小麦粉に置換した場合についても

穂発芽の有無が糊化粘度に及ぼす影響を調べ

た。自然降雨および人工降雨処理により発芽

粒率は増加し、最高粘度は低下した（第 1図）。

穂発芽粒率および最高粘度には有意な品種間

差異が認められた。穂発芽の有無による最高

粘度の差は、小麦粉を加えても減少しなかった。 

次に、ソバ茹で麺の物理性に及ぼす穂発芽の影響を検討した。穂発芽により糊化粘度が低下し

たソバ粉から加工したソバ茹で麺は柔らかく、嗜好上劣る可能性が考えられた。 

このように、ソバの品質に及ぼす穂発芽の影響が明らかになったことから、穂発芽の発生を抑

制する重要性が考えられた。 

 

ソバの穂発芽の品種間差異とその評価法 

ソバの穂発芽の発生抑制には、難穂発芽性品種の育成が最も有効と考えられる。圃場での穂発

芽の発生は降雨の有無だけではなく気温や湿度にも影響されるため、野外で精度よく穂発芽を評

価することは困難であり、労力も時間も要する。そのため、難穂発芽性の品種を効率的に育成す

るためには、簡易な評価法が必要である。しかしながら、ソバの穂発芽の品種間差異ならびにそ

の評価法に関する知見は見当たらなかった。そこで、圃場条件で発生する穂発芽を室内での発芽
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第1図 穂発芽粒率と糊化粘度の関係．

人工降雨処理を0，2，5日間実施した．



試験により再現する方法を検討した
3)。その結果、成熟後 2 週間の間に

20～30℃で発芽試験を実施して発芽

率を測定することでソバの圃場にお

ける穂発芽の品種間差異を再現でき

ることを明らかにした（第 2図）。さ

らに、この評価法を用いて多くの遺

伝資源を調査することによって、難

穂発芽性の遺伝資源を見出すことに

成功するとともに、穂発芽の品種間

差異が種子休眠で説明できること、

国内での伝播が進んだ夏型品種にお

いては種子の休眠性が低い傾向があ

ることなどの知見を得ることができ

た。 

 

難穂発芽性品種「春のいぶき」の育

成 

2001年より難穂発芽性を具備し西

南暖地での春まき栽培に適する早

生・多収性ソバを育種目標として、

中間夏型品種の「階上早生」から難穂発芽性の選抜を繰り返した。選抜においては室内での簡易

な評価法を活用した。得られた系統について 2003～2007 年の 5 ヵ年、熊本県合志市において 4

月中旬播種の作期で栽培し、特性を調査した 1)。

その結果、春のいぶきの子実収量は既存品種と

比べて最も高かった。春のいぶきの穂発芽は、

春まき栽培において子実収量が高い夏型品種

や中間夏型品種と比べて最も少なかった（第 3

図）。春のいぶきは春まき栽培において難穂発

芽性と多収性を兼備する品種であり、実用性が

高いと判断された。その結果、2008年に「春の

いぶき」は農林水産省による認定を受け、品種

登録出願が受理されたことから、農業生産者に

よる栽培に向けて普及に移された。現在、鹿児

島県、熊本県、大分県における春まき栽培向け

品種として普及が進んでおり、西南暖地の新し

い特産品として作付けの拡大が期待される。 

 

おわりに 

私たちは、春まき栽培の適用可能地域を拡大
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するために本研究を発展させ、より高度な多収性や難穂発芽性等の形質を備えた品種の開発を進

めている。また、南西諸島における主幹作物であるサトウキビやパインアップルの新規輪作作物

としてソバの導入に取り組んでおり 4),5)、それが成功すれば農業の持続性を妨げかねない問題と

なっている土壌浸食を軽減できると考えている。今後、ソバの品種育成を通して、持続的な農業

の発展にソバが貢献できる新たな場面を提案してゆきたい。 
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