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中国稲作紀行

－漸江省の稲作一

松江勇次＊，村口．楠谷彰人口，村口 ．在 品 村本，＊* * * .劉 健…，＊日＊

〔キーワード〕 ・食味，水稲，新江省，中国水稲研

究所，ジヤボニカ米

1. はじめに

著者らは中国の天津農学院内に設立されている

中日水稲品質 ・食味共同研究センター （2007年 9

月設立）の活動の一環として，中国全土を対象と し

今後の研究に必要な材料と情報の収集を行ってい

るつまり，中国 22省， 5自治区における研究機関，

稲作栽培技術および米生産状況と消費動向の視察

を続けている．視察に当たっては現地の方々の考え

や経験談を聴取しながら，生産現場での観察および

調査結果の重視を心掛けている．なお， これまでの

視察内容については，適宜，本雑誌に，黒竜江省（楠

谷ら 2009）， 新彊ウイクツレ自治区（楠谷ら 2011）お

よび天津市（松江ら 2014）の稲作として，寄稿し

ている．今回は漸江省の稲作について， 2011年 10

月に視察および調査した内容を主に報告する．

2.淑江省の概況

漸江省、は華東地区中部に位置し，北に江蘇省と上

海市，西に安徽省と江西省，南に福建省と接して，

東は東シナ海に面する（図 1).省都は杭州市である

総面積は 101,800km2で， 人口は 2010年現在， 5,060

万人である. 2012年の漸江省生産総額（GDP）は，

省 ・直轄市別で中国国内第四位で，先進的な省のひ

とつで、ある。 j析とは省内最大の川である銭塘江（写

真 1)を指す銭塘江は蛇行が激しいことから曲江 ・

之江 ・折江・漸江などと呼ばれてきた．銭塘江が流

入する杭州湾は古来より交易で栄え，沿海には舟山

列島など約 2千の島々が散在して，中国で最も島唄

が多い省である．杭州市には 2011年に世界文化遺

産として登録された西湖の文化的景観（写真 2）が

有名である．西湖とそれを囲む寺と自然との調和し

た情景が実にすばらしい．また，道路の歩道の所々

に養蜂家がミツバチの巣箱を置いて，蜜を精力的に

採取している光景にも驚かされる（写真 3).

図l 中国漸江省地図と行政区分視察図
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写真 l 杭州市内を流れる銭塘江 写真 2 西湖と周辺の情景

写真 3 路上における養蜂 写真 4 紹興市における魯迅生誕地

紹興酒の産地として有名であるとともに，中国を

代表する文学者である魯迅の生誕地（写真 4）でも

ある紹興市において，達筆で漢詩創作に秀でた不思

議な老人に遇う．好きな漢字を言えば，その漢字を

使ってその場で扇の上に漢詩を書いてあげるとい

うのである 我々が提示した‘米食味’という 3つ

の漢字は，たちどころに写真 5に示した見事な漢詩

に仕上がる．意味は‘米’，柴，油，塩は家の宝で，

e食’の‘味’あるところは健康と福を招くという

ことである．漢詩創作は有料であるが，大した金額

ではない．そして，この省内には後述する中国水稲

研究所（杭州市）と稲作の起源地のーっとして世界

的に有名な遺跡，河栂渡遺跡が余銚市にある．

7000～5000年前に稲作をおこなっていた遺跡で，炭

化した稲の籾が大量に出土している．なお，炭化稲

はj折江省博物館に展示されており ，写真撮影が可能

である．

写真5 漢詩が書かれた扇子

3.漸江省の稲作史話

漸江省、は従来「魚米之郷」と言われるほど食が豊

かな地域で，コメの主産地でもあったが，現在では

中国の 3大穀物不足省の一つになっている（銭 ・矯

2011). 

唐宋時代の諺に「江漸熟すれば天下足る」がある．
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中国の米作の中心が江（江蘇省）' ？折（漸江省）に

またがっており，中国全土の食糧問題がこの 2省の

豊凶によって決するという意味である惰の場帝が，

米の大産地である江南，長江中 ・下流域から当時の

都であった長安（現在の険西省西安）付近まで米を

運ぶために，長江から黄河を経て滑水への南北連絡

する大運河を造ったことは有名な話である．この当

時運んだ米は，玄米の形態であったと解されている

（中尾 2005）.また，中国では米の飯には歴史上，

大変化が起って今日に至っている．周代には稲とい

う漢字はもち米を意味していることと，中国人は，

古代はもち米のおこわを食べ，続いて摂（ジャポニ

カ米）の飯を食べ，現在では紬（インディカ米）を

食べている．現在，インディカ米が圧倒的に多く消

費されている中国において，大昔はジャポニカ米の

方を主に食べていたということに奇異を感じる．実

際，このことは長江流域の古い地層から発掘された，

イネのケイ酸体の形（字国津ら 2000）やDNA分析

結果（Chenら 1993）からも裏づけされている．米

の消費において，どうしてこのような大変化が起

こったかは現在のところ不明であるものの，特に，

ジャポニカ米からインディカ米に置き換わった要

因については，興味が湧くところである．

その一方で，私は以前から‘飯’とし、う漢字につ

いて，右側の反という字が気になっていた．どうし

て食に反が付いているのか．漢字に詳しい中国の学

者によれば飯としづ漢字は，実は二つの漢字から成

り立っており，左の食は食糧を，右の反は反乱を意

味する漢字であるということである（エヴァン＝ア

ンドリュー 2013）.つまり，食糧が不足もしくは無

くなれば反乱が起きるという意味である．このこと

を知って長年の疑問が解消する．中国の歴代におけ

る王朝の変遷となった要因には，常に食糧不足に起

因する農民の反乱が契機となっている．

4. 漸江省の稲作概況

省全体の 2010年における水稲作付面積は 92万 4

千 ha（中国農業統計資料）で， 2000年の 159万 7

千 haに比べると激減してきている．激減の主要因

は急速な都市開発と耕作放棄等である．都市開発に

よって，多くの農業労働者は工業の雇用労働者や出

稼ぎ者となり，農業離れが進んだそのため，米生

産は農家自家用になり，残った農地は収益性の高い

写真 6 都市化が進んだ地域の水田

野菜，花井などの園芸作物に転換して，水稲面積は

減少してきている．実際，想像していた広大な水田

は見られず，都市化が進んだ背景のなかで、の水田を

多く見かける（写真 6).一方，耕作放棄の理由とし

ては， 1989年からの耕作義務の廃止，米の低価格お

よび開発による農地転用などがあげられる．また，

中国の米消費地を区分するにあたって， i析江省は一

般的にジャポニカ米とインディカ米の消費地を分

ける地理的ラインになっている. ？析江省より 北は

ジャポニカ米（現在の中国では北方稲と称されてい

る）が多く消費され，南はインディカ米が多く消費

される．従来はインディカ米の産地であり，主要な

消費地であった長江中下流流域の漸江省は，現在で

は急速にジャポニカ米の作付面積と消費量が増え

ているジャポニカ米とインディカ米の公式な作付

面積の統計調査はないが，著者らが関係者から聞き

取った調査結果から判断すると，ジャポニカ米の作

付面積はすでに 7割に達していると考える. 2004 

年の調査結果によると，杭州市では稲作付面積の 6

割を，市内需要米の 7割をジャポニカ米が占めてい

る（青柳 2007）.前述したように 3大穀物不足省で

あることから省全体の米自給率は 45%と低く，省外

からの主たる米はジャポニカ米で東北米の移入で

ある．東北米は気候が冷涼であるため農薬の使用回

数が少なく安全であるというイメージが定着して，

安定した人気がある．東北米は主として黒龍江省産

米である.2004年における漸江省で流通している米

の産地シェアーをみると黒龍江省産 40～50%，安

徽省産 10～20%，江蘇省産 40%になっており（銭・

矯 2011),j折江省産の米は市場流通から消えて， 農

家の自給用に特化している状況にある．
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このようなジヤボニカ米の作付面積と消費量の

急速な増大の要因としては，経済発展にともなう所

得向上による良食味米への噌好変化と電気炊飯器

の普及が考えられる．特に食味においては，イン

ディカ米主産地においてさえも住民アンケート調

査から，ジャポニカ米の特徴で‘ある米の粘りを好む

とし、う回答者が多い（青柳 2012）.これらのことか

ら，斯江省においてはさらにインデ、ィカ米作付面積

の減少が加速して，ジャポニカ米の作付面積と消費

量が増加することが予想される．

5.新江省の稲栽培概況

斯江省内における主要な水稲普及品種は，表 1に

示したとおり 14品種であり，ジャポニカ米品種が

約 6害rjを占めている．しかし都市別の主要な普及品

種は，省内主要品種とは大きく異なっている．寧波

市は南粕 15（インディカ，早生）と寧 81（ジャポ

ニカ，晩生），紹興市は南紬 15，温州市は混 229（イ

ンディカ，早生），金華市は金早 09 （インディカ，

早生），嘉興市は秀水 114（ジャポニカ，晩生）と南

優 12 （ジャポニカ，ハイブリッドライス），湖州市

は秀水 123（ジャポニカ，晩生）と甫優 12，杭州市

はE優 203 （インデ‘ィカ，ハイブリッドライス，晩

生），衛州市は新両優6号（インディカ，ハイブリッ

ドライス），舟山市は扇優 12である．

窒素施用量は lOa当たり成分量で 30～35kgとか

なり多いにもかかわらず，平均収量 (loa当たり籾

収量）は早生で 555kg，晩生で 600kgと中国東北地

域に比べるとかなり低い．このように窒素施用量に

対する収量の向上効果は低い．このため， 窒素施用

による収量増加と環境負荷の削減を考慮すると，収

量の向上と窒素施用量の削減が同時に成立しうる

効果的な窒素の施用法を再構築する必要がある．

作型は一期作早生稲＋二期作晩生稲＋ナタネの 3

毛作が基本である 栽培期間は一期作が 5月～10

月，二期作が 8月～11月である．二期作水稲の後作

写真 7 中国水稲研究所

はナタネが主で次に野菜である．しかし，現在では

中生稲の単作化と水田の遊休化が進んでいる．その

主な要因は，前述したように米の低価格による耕作

放棄，早生米の国家売渡義務の廃止および開発によ

る農地転用などがあげられる．

6.中国水稲研究所

中国水稲研究所は，省都である杭州市から南西

34kmの富陽にあり， 1989年に創立され中国最大の

施設，研究スタッフを要する国家の重点稲作研究機

関である（写真 7). 本所は研究員 200名，補助員

100名を擁している．試験圃場の規模は当初 900ha

あったが，現在では四分の一程度の 225haになって

いるものの，広大な圃場規模であることには間違い

ない．この地に中国水稲研究所が設置された理由は，

インディカ米とジャポニカ米の作付け境界に位置

していることと，適度な規模の都市であったためと，

企画課の徐青さん（元九州大学農学部の女子留学

生）からお聞きする．

研究組織は管理部門と科研部門から構成されて

おり，科研部門はさらに国家水稲改良センター，生

物学国家重点実験室，稲作技術及び発展センター，

農業省米及び製品の品質監督検査測定センターお

よび水稲科学技術情報センターの五つの研究セン

表 1 1折江省内における主要普及品種

種 類

一般米品種 ジャポニカ米早生綬
晩生精

インディカ米 早生
ノ、ィプリッド ジャポニカ米

ライス品種 インディカ米晩生

品種名

中早 39，中嘉早 17，金華47

秀水 134，嘉33，嘉禾 218，紹嬬9714

南優 69号

嘉優 5号

南優9号，南優 15号，中j折優 l号，中j折優8号，銭優 l号
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ターから成り立っている．国家水稲改良センターの

育種分野において，研究対象としている米の種類は，

ハイブリッド米が 60%，インディカ米が 20%，ジャ

ポニカ米が 20%である．なかでもハイブリッド米は

その大部分がジャポニカ米である．ハイブリッ ド米

の交配組み合わせについては，当初はインディカ米

どうしであったが，次にインディカ米とジャポニカ

米との交配組み合わせで，現在ではジャポニカ米ど

うしの交配組み合わせである．ジャポニカ米どう し

の交配組み合わせには驚いたが，交配組み合わせ理

由は収量性の確保を前提にした食味向上を目的と

しているためである．

しかしながら，現時点ではまだハイブリッド米の

食味改良は非常に難しいため，まずは香りを付与し

た品種の育種に取り組んでいる．中国での良食味米

の噌好条件として，香りは，硬さと粘りとともに，

品種が具備すべき重要な特性である．食味官能試験

は，写真8に示したような官能評価室で厳格に実施

している 官能評価室は個室法（クローズド ・パネ

ル法，パネリストがお互いに意見を交換することな

く，独立した個室で評価を行う）のための間切り し

た五つの個室と円卓法（オープン ・パネル法，司会

者がいてお互いに意見を交換しながら評価を行う）

のためのテープ〉ルが設置されている

しかし，官能評価室を見た限りでは，中国方式に

よる食味官能試験方法は，既報（松江 2014）で述

べたように評価が煩雑であるため，食味官能試験は

頻繁には実施されていないようである．また，中国

農業省の直轄として，外観品質の監督，検査の実施

および指導を行っている機関でもある．毎年，外観

品質についての依頼分析が 6000～7000点もあり，

品質担当研究員 7～8名で対応している．外観品質

は中国で統一された国家基準があり ，一級～三等級

に区分され，等級指標は玄米比率，精米比率，未熟

粒比率，アミロース含有率などである．一般には三

写真8 食味官能評価室

等級が主であるが，品質の育種目標としては二等級

を前提にしている．
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