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うち国内産麦 うち外国産麦
需要量計

主な原料小麦 主な原料小麦

パ ン １５５ １ １５４
ｶﾅﾀﾞ産ｳｪｽﾀﾝ･ﾚｯﾄﾞ･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ

ｱﾒﾘｶ産(ﾀﾞｰｸ)ﾉｰｻﾞﾝ･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ

中華めん、

即席めん等
１２２ ４ １１８

ｱﾒﾘｶ産ﾊｰﾄﾞﾚｯﾄﾞｳｨﾝﾀｰ

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産ﾌﾟﾗｲﾑﾊｰﾄﾞ

ホクシン（北海道） 〔47〕

農林６１号（関東等） 〔11〕

きぬの波（群馬） 〔0.5〕

さぬきの夢2000（香川） 〔0.5〕

シロガネコムギ（九州） 〔7〕

日本めん ６１ ３９ ２２ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾎﾜｲﾄ

菓 子 ７５ １７ ５８ ｱﾒﾘｶ産ｳｪｽﾀﾝ･ﾎﾜｲﾄ

主な用途

○ 主な用途別の小麦需要量と国内産麦の使用状況（18年度）

５９８

需要量計

５１４８４数量

外国産麦供給量国内産麦流通量

○ 食糧用小麦の需給状況（18年度）

国内産小麦については、大半が日本めんの原料として用いられているが、最近はパンの原料としても使用され始めている。

小麦の主な用途と国内産の使用状況

春よ恋（北海道）（春まき） 〔2.6〕
キタノカオリ（北海道） 〔0.6〕
ミナミノカオリ（九州） 〔0.1〕

単位：万トン

単位：万トン

－1－



○ 国内産麦については、平成12年産から民間流通制度が導入され、17年産からは全量が民間流通に移行しており、需要に

応じた計画的生産が促進されるよう、収穫の前年（作付（は種）をする前）に生産者と需要者（製粉企業等）の間で取引数量・

価格について契約（は種前契約）を締結し、これに基づく取引が行われている。

○ 国内産麦の生産者と需要者との取引価格については、透明性のある適正な価格を形成するため、は種前に販売予定数量

の３割について入札を行い、残りの７割については入札で形成された指標価格を基本とする相対取引が行われている。

○ 国内産麦の流通

収穫前年
６月～

９月

生産者団体から販売予定数量、
需要者団体から購入希望数量の相互提示

入札取引の実施（販売予定数量の約３割）

相対取引の実施（販売予定数量の約７割）

は 種

収 穫 及び 検 査

生産者団体と需要者の間で、は種前契約を締結

９月～

需 要 者 へ 引 渡 し

は種前契約に基づき、
計画的に作付（は種）

麦の生育期間

（秋まき。春まきは収穫年の４月）

６月～

＜契約の流れ＞

＜生産の流れ＞

～１２月

収穫年

６月～８月

項 目 概 要

実施主体 （社）全国米麦改良協会

は種前（9月頃）に２回実施

販売予定数量が３千トン以上の産地別銘柄（小
麦）については、その30％を上場

基準価格の±７％

注：小麦は１７年産より、±５％
から±７％に見直し

実施時期

上場数量

値幅制限

○ 国内産麦の入札の仕組みの概要

注：生産者団体と需要者で構成する民間流通連絡協議会において、仕組
みを協議・決定している。

国内産麦の取引の仕組み
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21年産麦の入札については、外国産麦価格の大

幅な上昇により、国内産麦との間に大きな価格差が
生じており、これを是正する観点から基準価格を20年

産入札結果の１３０％として入札を実施（値幅制限は
現状維持）。

［通常の入札］
前年産入札結果を基準価格として入札を実施（±７％

の値幅制限の範囲内）。

［２１年産の入札］（※右図参照）

○２１年産の入札について（北海道ホクシンの例）

21年産国内産麦の入札について

小麦ではほとんどの銘柄について、値幅制限の上限

いっぱいの水準で落札された。

・ ホクシンの入札結果 ６１，１４２円/㌧(＋３９．１％)

・ 全銘柄加重平均の比較
【２０年産】 【２１年産】

４３，２２９円/㌧ → ５９，８８５円/㌧（+３８．５％）

○ ２１年産の入札結果（20年８月実施）
値幅制限

±7％

値幅制限
±7％

30％

［通常の入札］ ［２１年産の入札］

通常の
基準価格

前年産の
入札結果

43,955円/㌧

57,142円/㌧（参考）ＡＳＷ
〔19年10月〕

53,530円/㌧

76,550円/㌧
〔20年10月〕

２１年産の
基準価格

※税込価格を記載。
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春よ恋（北海道）

キタノカオリ（北海道）

ミナミノカオリ（福岡）

（円／トン）

小麦の主な銘柄の価格の推移

品質や各産地の需給状況等を反映して、銘柄によって価格に差が生じている。

〔パン用小麦〕〔日本めん用小麦〕

（20年10月）

－4－

（19年10月）

（20年10月）

（19年10月）

※ 価格は税込みである。年産の下段の（ ）内は国内産麦のは種前入札実施年月であり、外国産麦価格はこの時点で公表されている売渡価格である。

12年産 13 14 15 16 17 18 19 20 21
(11.9)    (12.8)     (13.8)    (14.8)    (15.8)    (16.8)     (17.8)    (18.10)    (19.9)    (20.8)   



○ 小麦の主な銘柄の価格の推移

（参考）
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※ 価格は税込みである。外国産麦価格は国内産麦の入札実施年月時点で公表されている売渡価格である。

（円／トン（税込み））

年産 12年産 13年産 14年産 15年産 16年産 17年産 18年産 19年産 20年産 21年産

入札実施年月 11年8月 12年8月 13年8月 14年8月 15年8月 16年8月 17年8月 18年9,10月 19年9月 20年8月

41,860 41,020 39,725 38,832 38,274 38,341 39,054 40,629 43,229 59,885 ▲ 16,665

ホクシン（北海道） 41,965 41,108 39,585 38,850 38,621 38,757 39,603 41,081 43,955 61,142 ▲ 15,408

農林61号（群馬） 42,053 41,213 39,620 38,815 37,443 36,582 36,047 37,519 40,108 55,789 ▲ 20,761

きぬの波（群馬） 41,230 41,825 43,330 45,309 47,514 48,906 50,262 65,147 ▲ 11,403

さぬきの夢2000（香川） 42,427 45,397 48,574 51,974 55,554 72,221 ▲ 4,329

シロガネコムギ（佐賀） 41,300 39,480 37,640 37,170 36,026 35,228 34,529 34,357 36,762 51,134 ▲ 25,416

春よ恋（北海道） 47,040 49,385 51,853 55,482 59,365 62,915 66,870 93,009 16,459

キタノカオリ（北海道） 41,157 44,037 45,670 48,647 67,667 ▲ 8,883

ミナミノカオリ（福岡） 42,000 43,948 61,131 ▲ 15,419

（19/4～） （20/4～）

48,660 69,590

（19/10～） （20/10～）

53,530 76,550

（19/4～） （20/4～）

51,140 73,130

（19/10～） （20/10～）

56,250 80,440

51,14051,14051,48054,420 51,74051,74051,74051,740

46,470 46,240 46,350 46,350

平成20年10月期の輸入麦
（ＡＳＷ）と21年産国内産麦

の価格差

国内産麦の全銘柄加重平均

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾎﾜｲﾄ
（ＡＳＷ）

ｶﾅﾀﾞ産ｳｴｽﾀﾝ・ﾚｯﾄﾞ・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ

う
ち
　
日
本
め
ん
用

う
ち
　
パ
ン
用

48,750 46,470 46,470 46,470



主な国内産の銘柄 国内産銘柄に対する需要者の評価

ホクシン（北海道）
○ 製粉適性が良い。

△ めんの色がくすむ傾向。

きぬの波（群馬）
○ めんの食感（粘弾性等）や色相に優れている。

△ 近年のたんぱく質含有量が総じて低い傾向にある。

シロガネコムギ（九州）
△ めんの食感（粘弾性等）が劣る。

△ めんの色がくすむ傾向。

さぬきの夢2000（香川）
○ 食感等の評価が高い。

△ 製粉適性が劣る。

農林６１号（関東等）
△ 近年のたんぱく質含有量が総じて低い傾向にある。

△ 良質粉の採取率が低い。

国内産麦に対する需要者の品質評価

これまで、色・食感（粘弾性）といった官能評価、製粉歩留り、たんぱく質含有量のばらつき等の点で輸入麦より評価が低
かったが、最近は評価の高い銘柄も出てきている。

（１） 日本めん用小麦

注 ： ○印は評価している点、△印は改善が求められている点。
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・たんぱく ： やわらかく適度なコシのうどんを作るには、たんぱく質含有量が10～11％の範囲に入る必要がある。

・水 分 ： 水分が低い方が、歩留りが高く、品質維持も容易となる。

・灰 分 ： 数値が低いほど、色調が白っぽくなる。

・製粉適性 ： 数値が高いほど、製粉歩留りが高く、挽砕しやすい。

・製めん試験 ： 数値が高いほど、ゆでめんの色（明るさ）、粘弾性（モチモチ感とコシ）などの官能評価が高い
（群馬県産農林61号を基準（70点）とし、製粉協会技術委員会が採点を実施）。

（参考１）

成分試験 製めん試験（うどんの官能評価）

たんぱく
（％）

水分
（％）

灰分
（％）

合計点
（100点満点）

うち粘弾性
（25点満点）

うち色
（20点満点）

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾎﾜｲﾄ 10.3 10.1 1.25 84.3 74.0 19.0 15.2

ホクシン（十勝） 10.3 12.5 1.45 83.1 70.4 18.0 13.6

農林61号（群馬） 9.0 12.7 1.60 79.1 70.0 17.5 14.0

きぬの波（群馬） 7.9 12.9 1.46 80.1 71.9 18.5 14.6

農林61号（滋賀） 9.5 12.4 1.65 74.5 69.8 17.5 13.8

シロガネコムギ（福岡） 9.3 12.1 1.46 79.4 70.1 17.5 14.2

製粉適性

○ 日本めん用小麦の品質比較（平成19年産）

－7－

※資料 ： 製粉協会 「国内産小麦の品質評価（主要産地の主要品種）」



○ 日本めん用小麦のたんぱく質含有量の分布（平成19年産）

7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0

（注）１ は、平均値（加重平均）である。

２ は、平均値から前後に標準偏差×２の幅を示したものである。

３ は、許容値の幅である。なお、低アミロース品種等（※印）の許容値については、8.0～13.0％である。

（参考２）

9.4 10.4 11.4

9.3 10.48.2

8.3 9.07.6

8.6 9.5 10.4

実需者が望む基準値

基準値

北海道産ホクシン

群馬県産農林６１号

群馬県産きぬの波

滋賀県産農林６１号

福岡県産シロガネコムギ

ＡＳＷ

9.3 9.5 9.7

10.4 11.410.9

※

※
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主な国内産銘柄 国内産銘柄に対する需要者の評価

春まき小麦

春よ恋（北海道）

○ 国内産小麦の中では、たんぱく質含有量が高く、パンの官能試
験の評価が高い。

△ 品質（特にたんぱく質含有量）が安定していない。

秋まき小麦

キタノカオリ（北海道）

ミナミノカオリ（九州）

○ 国内産小麦の中では、たんぱく質含有量が高い。

△ 品質（特にたんぱく質含有量）が安定していない。

△ パンの官能評価（焼色等の外観、ソフトさ滑らかさ等の触感、食
味)等でカナダ産小麦に劣る。

パン用については、高いたんぱく質含有量が求められるため、国内産麦は一般的に不向きとされてきたが、近年、評価の
高い国内産小麦の銘柄も出てきている。

（２） パン用小麦

－9－

注 ： ○印は評価している点、△印は改善が求められている点。



・たんぱく ： たんぱく質含有量が高いほど、生地の力が強くなり、パンが膨らみやすい。

・水 分 ： 水分が低い方が、歩留りが高く、品質維持も容易となる。

・灰 分 ： 数値が低いほど、色調が白っぽくなる。

・製粉適性 ： 数値が高いほど、製粉歩留りが高く、挽砕しやすい。

・製パン試験 ： 数値が高いほど、パンの触感（パンの切り口のソフト感、滑らかさ等）、食味などの官能評価が高い
（ｶﾅﾀﾞ産ｳｪｽﾀﾝ･ﾚｯﾄﾞ･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞを基準（80点）とし、製粉協会技術委員会が採点を実施）。

成分試験 製パン試験（パンの官能評価）

たんぱく
（％）

水分
（％）

灰分
（％）

合計点
（100点満点）

うち触感
（15点満点）

うち味
（25点満点）

ｶﾅﾀﾞ産ｳｪｽﾀﾝ･ﾚｯﾄﾞ･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 13.6 11.9 1.58 80.5 80.0 12.0 20.0

ミナミノカオリ（福岡）（秋まき） 12.2 13.6 1.64 84.0 59.8 8.3 15.1

春よ恋（北海道）（春まき） 13.3 11.6 1.65 81.6 76.6 12.3 18.5

ゆきちから（宮城）（秋まき） 11.3 11.3 1.49 82.7 55.7 9.4 12.8

製粉適性

（参考１）

○ パン用小麦の品質比較（平成19年産）
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※資料 ： 製粉協会 「国内産小麦新品種（銘柄）の品質評価」（ミナミノカオリについては、18年産のデータを使用）



（参考２）

○ 国内産小麦を活用したパンの事例

－11－

最近の消費者の安全・安心志向の高まりや生産者と需要者が一体となった地産地消の推進、地域農業の振興を図る取
組等から、国内産麦を使った麦製品が増えてきている。

実施者等 取組の概要

（財）埼玉県学校給食会

県内産農林61号を100％使用した小麦粉で、給食用パン（さきたまロール）を平成12年
から供給（平成19年８万食）。製パンの際は、国内産グルテンを２％程度加え、タンパク

含有率を調整。地元産麦を使ってパンが作れるという驚きとともに、柔らかいフランスパ
ンのような味わいが人気となっている。

中小パンメーカー（群馬県）

群馬県産Ｗ８号（パン用小麦）を外皮近くと内部に挽き分けた小麦粉を製粉企業から購
入し、グルテンの多い外皮側を用いてベーグルを製造。また学校給食用として、Ｗ８号
を100％使用しグルテンを加えた小麦粉を用い、クロワッサンを製造。いずれも消費者

に好まれ原料調達がパン製造に追いつかない状態。

大手製パンメーカー
平成16年より北海道産小麦（ホクシン、春よ恋）100％使用の食パンを、平成20年8月よ

り菓子パンを全国発売。

中小パンメーカー（神奈川県）
北海道産小麦（北海道の製粉企業がパン用として製造）を100％使用した食パン、ロー

ルパン等を製造し、横浜市の自社店舗等で販売。懐かしさを感じさせるパンとして幅広
い世代に親しまれている。

※資料 ： 農林水産省 「国内産麦及び米粉の需要拡大に向けた取組事例等の調査」



輸入小麦政府売渡価格

経営所得安定対策原資

政府管理経費

港湾諸経費

輸入小麦買付価格

経営所得安定対策助成

国内産小麦販売価格

国内産小麦生産者収入
（生産コスト：約１４万円/ﾄﾝ）

一般会計からの繰入

マークアップ

76,030円/トン
（20年10月期、５銘柄平均）

57,033円/トン
21年産、
全銘柄落札加重平均

総額 201億円
（19年度見込）

65,874円/トン
20年10月期の売渡価格のもと
になった５銘柄平均買付価格

総額 714億円
（19年度見込）

担い手の生産コストと販売
収入の差額に着目して支援
水準を決定し、支援を実施

○ マークアップは、ＷＴＯ・ウルグアイラウンド交渉の結果導入された、ＷＴＯ協定上認められた制度。

○ 輸入麦の政府売渡価格に上乗せされるマークアップ（関税に相当するもの）は、経営所得安定対策の経費（国

内産麦の生産振興）及び輸入麦の売買を行うために必要な政府管理経費のみに充当されている。

○ マークアップの使途（概略図）

マークアップの使途について
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○ 麦については、米と並ぶ我が国の主要食糧であるが、その需要量の約９割は輸入麦により賄われており、こ
の輸入麦の安定的な供給と国内の麦の需給事情を考慮した計画的な輸入を行うため、政府が一元的に輸入（国
家貿易）を行っている。

○ 一昨年から昨年の価格高騰時においても、国家貿易であることによる輸出国との信頼関係等から、安定的な
輸入が確保されてきた。

○ また、主に中華麺用等（準強力粉）に使われているｵｰｽﾄﾗﾘｱ産の強力小麦（ﾌﾟﾗｲﾑ･ﾊｰﾄﾞ(PH)）については、
２年連続の大干ばつにより従来の輸入量を確保できない状況となったが、代わりに、アメリカ産の強力小麦
（(ﾀﾞｰｸ)ﾉｰｻﾞﾝ･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(DNS)）等を確保し、安定供給を図っている。

○一昨年から昨年の価格高騰時における対策

１．我が国の小麦輸入は、国家貿易により政府が一元的に輸入
を行っており、

・支払いについての信用不安がゼロ

・契約キャンセルを行わない

・年間を通じ平均的に買付けを行う

等から、輸出国・輸出業者から大きな信頼を得ており、

また、オーストラリア・カナダにおいては、一元的な国家貿
易が行われており、国対国の関係でトータルの交渉が容易で
あることから、安定的な輸入が確保されてきた。

（オーストラリアは昨年７月から国家貿易を廃止）

２．また、一昨年のようなタイトな需給状況においては、引き
続き必要な輸入量が確保できるよう、輸出国の輸出機関・輸
出業者に対し、今後の買付見込数量を提示・協議し、調達の
目途をつけるよう努力してきたところ。

○輸入麦の銘柄間の代替

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産プライム･ハード（ＰＨ）
・準強力粉（主に中華麺、餃子の皮用）の原料に使用。

18年度輸入量 ２８万トン

PH ’07/’08年産（19年10月～20年1月頃、収穫されるもの）
輸入見通し １万トン程度

・生産量が減少したPHに代えて、アメリカ産（ﾀﾞｰ
ｸ）ﾉｰｻﾞﾝ・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ（ＤＮＳ）等、他の銘柄を確保
し、安定供給を図っている。

・二年連続の大干ばつ
により、PHの生産量
が大幅に減少

麦の国家貿易について
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