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ふっくら米粉パンが焼ける新しい多収米
「ミズホチカラ」 

稲の品種改良ひとすじ 

２５年(^_^) 



品種開発の背景と育成のねらい 

１９９９年からプロジェクト研究(現在は「えさプロ」） 

ホールクロップサイレージ用品種を育成 

子実多収型品種も必要 

 

 ◆日本の食料自給率 熱量ベースで４１％ 

 特に飼料自給率や小麦、大豆の自給率低い 

                

                米粉（小麦粉 

                 用途代替）    

国際的な穀物高騰                   国内生産ニーズ  

                 飼料作物 

 

    ●生産調整水田や耕作放棄田での米生産 

  低コスト生産が前提→専用の多収品種が必要。 
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  「ミズホチカラ」の来歴 

・1987年 交配 

・1992年 「西海203号」付名 （１５年前） 

→多収穫品種の出番がなく、一時的にお蔵入り状態 

 →米粉用・飼料米ニーズの高まり→再試験 

 

・２００９年２月 品種登録出願 

◆命名の由来：「ミズホチカラ」＝ 

 「水田で力を発揮する多収品種」の意味 

   

韓国の多収インディカ品種、   
台湾の多収ジャポニカ品種から 

穂が大きく登熟の良い特性を導入 

・インディカ・ジャポニカのいいとこ取り 



ミズホチカラの特長 とにかく穂が大きい 

ミズホチカラ 

穂の大きさの比較 

ヒノヒカリ(主食用品種） 

1穂に多くのもみが付く 

だから・・・ 



→食用米より約20%以上収量が多い。 

 

・最大1000kg/10aの収量 

・広い地域で800-900kg/10aの多収事例
（日本の平均反収は約500kg/10a） 

(日本の  
平均反収） 

6月植え 5月植え 

Kg/10a 

粗
玄
米
重 

５月植えでも 

６月植えでも多収 

ミズホチカラはたくさんお米が取れる 



玄米の見かけの品質は不良で、 

米飯もおいしくない(データ略） 
      ↓ 

×主食用には不向き 

ニシホマレ     ミズホチカラ     ニシアオバ 

光沢が尐なく白未熟
が多い 

ミズホチカラの使い道(用途） 



「ミズホチカラ」の用途 米粉用米として 

中程度がよい 

（１９－２３％） 
アミロース含量 

澱粉の損傷度 

粒子の大きさ 

粒子の形状 

低い方が良い 

（３％前後） 

小さいほうが良い 

平均粒径30μ前後 

粒子表面の澱粉 

１つ１つがはっきり 

している 

低いともっちりするが保形性が悪く、 

高いと硬くパサ付く 

パンでは高いと生地が切れやすく 

ボリュームが出ない、麺では粘りが 

なく、もろい食感になる 

小さいほうが生地が滑らかになり 

製麺性がよく、特に菓子などでは 

浮きやすくボリュームが大きくなる 

粒子表面の澱粉粒がつぶれて凹凸 

がないと、菓子の口どけが良くない 

米粉の特性と加工品(パン・菓子等）への影響 

(資料提供) 



・パンのふくらみが良く腰折れ(焼成後
変形)が尐ない  

ミズホチカラ   コシヒカリ 

(2008年 加工プロ4系  

S社の成績 湿式気流粉砕粉） 
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この理由は・・・？ 

「ミズホチカラ」の用途 米粉用米として 



●パンのふくらみが良い理由 

・米粉製粉時のデンプン損傷が尐ない 

・アミロース含有率が通常の食用品種よりやや高い 

  (インディカ品種よりは低い） 
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熊本製粉(株） 

「ミズホチカラ」の用途 米粉用米として 



◆ 熊本製粉（株）との連携による取り組み 
 

・平成19年度  

  品種比較予備試験 

  もち、低アミロースも含め１１品種・系統を比較検討 

   パン、ケーキの2次加工適性も検討 

  →ミズホチカラを含む3品種・系統を選定 

 

・平成20年度  

 共同研究＋食料産業クラスター事業 

  熊本県内4カ所で現地比較試験 

   

  →総合的にミズホチカラが優れることを確認 

 

    

米粉用途開拓の取り組み 



官能評価（パン）
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ミズホチカラ あきまさり

ミズホチカラはあきまさりより“内色相”の評価が高く、 

パンのボリュームが良い。ただしやや固めの焼き上がりになる場合もある 

 

菓子(スポンジケーキ）、麺の評価はあきまさりと大差ない(データ略） 

70.4 68.6 

ミズホチカラ 

あきまさり 

注）「あきまさり」は熊本県で普及している晩生の多収品種(主食用） 

熊本製粉（株）による試験成績 

米粉用途開拓の取り組み 



さらに・・・ミズホチカラの米粉パンは？ 

◆家庭用ホームベーカリーでもパンがふっくらよく膨らむ 
(わずか2時間でこの焼き上がり） 

ミズホチカラ   主食用米 
注）パナソニック社製ホームベーカリー 早焼きコース 

(株）波里が気流粉砕した米粉にグルテン20%添加 



「ミズホチカラ」の」普及見込みと期待される効果 

◆熊本県で米粉用米認定品種として普及開始     

※2010年の栽培面積は約60ha 

◆米粉用米として優れた品質 

  ・製粉時のデンプン損傷が尐ない   

  ・主食用米とインディカ米の中間のアミロース   

  含有率→これまでになかった米品質 

◆低コスト生産への適性 

  ・多収性と倒れにくさ→田植えを省略した     

   直まき栽培にも適する。 

◆九州における生産の安定性 

  ・背が低く倒れにくい 

  ・籾が脱粒しにくい 

  ・気象による収量変動が比較的尐ない 

 

直まき栽培での生育 



14 

「ミズホチカラ」の米粉利用事例 

 

◆熊本県山鹿市で桜餅を丸ごと米粉パンで包ん
だ「桜餅八十八パン」に、「ミズホチカラ」を使い、
新幹線車両の「みずほ」「さくら」になぞらえた  
パンを発売 

 

 

 

◆福岡県ＪＡむなかたの米粉パン工房 

「穂の香」で原料米として使用 



◆JA全農ふくれん(福岡県）の取り組み 

 

・平成20年度から試作＋豚の給与肥育試験 

         (肉質柔らかく、評価高かった） 
 

・現在 福岡県内の数団体が飼料用米として 
作付け中（１00ha以上） 

 平成22年3月から給与豚肉が市販 

      

写真：エフコープHPより 

エフコープ店頭試験販売 

補足  飼料米としての取り組み 



残された問題点 

JA全農（ふくれん）による採種＋草地畜産種子協会 
各地の種子需要増大に応じた採種体制強化が必要 

                    

米粉の各種用途への利用適性解明中 

「多収栽培プロ」で技術開発中 

米粉用に安定した品質と多収を両立できる栽培法が必要 

◆種子はどこにあるの？ 

  →栽培面積の増加に対応した種子生産体制の確立 

 

 

◆どのように栽培すればいいの？ 

  →地域に応じた低コスト・多収栽培法の確立 

 

 

    

◆加工用米として、米粉パン以外に何に使えるの？ 

 →製品特性や用途等の詳細な検討(麺、焼酎原料等） 

 

◆ミズホチカラを超える米粉用米は？ 

 →収量の安定性の向上、胚乳形質の多様化 



◆水稲新品種「ミズホチカラ」を育成 

 １． 玄米収量が一般主食用米より約２０%多い以上多収 

 ２．米粉パン等の品質に優れ、倒伏に強く低コスト栽培向き 

 ３． 米粉原料用のほか飼料用米など 

多用途にも利用可能で平成21年から普及開始。 

本日の発表のまとめ 

ミズホチカラ 

個人的感想だが・・・ 

・米粉パン用として これまでにない高品質（ふくらみ・食感） 

・飼料米として、畜産物の高品質化期待(豚肉はすごくおいしい） 

これなら、食べてみたい！！       

   →生産コストの問題を、「高品質」でカバーできる 

私の夢：米粉パンに米育ち豚のハムを挟んだサンドイッチを食べる 

注）これは普通のサンドイッチ 



ご静聴ありがとうございました 

http://konarc.naro.affrc.go.jp/padi/rice 

ブログもやってます 「お米の品種を育てる日々」 

稲育種 九州 検索 

問い合せ先： 

 低コスト稲育種研究九州サブチーム 

  Eメール：msakai@affrc.go.jp 

  ホームページ： 

コシヒカリやヒノヒカリで作った米粉パンがおいしいとは限らない 

米粉に向くお米は別にある、それは九州の「ミズホチカラ」 


