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中国稲作紀行

ー河北省の稲作一

楠 谷彰人＊，＊＊＊ • 松江勇次＊＊，＊＊＊．雀晶＊，＊＊＊

〔キーワード〕・ 河北省，塩類土壌食味，水稲

ジャポニカ米

1. はじめに

中国の天津農学院内に設置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．以

下，「センター」とする）では， 2008年から中国各

地の稲作地帯と研究機関を訪問し，水稲栽培の実態

調査を行うとともに水稲に関する研究情報と良食

味遺伝資源の収集を続けている．その内容は，これ

まで本誌に随時寄稿してきたが，今回は河北省の状

況について報告する．

河北省は天津市に隣接しており，センターにとっ

ては言わば地元であるが，これまで本格的な共同研

究は行ってこなかったこのため著者らは，今後の

品種育成と共同研究について協議するため， 2015

年4月末に河北省農林科学院招海農業研究所を訪問

した本稿では，この時に見問した河北省における

水稲の栽培および育種研究の現状を紹介する．

2 河北省の概況

河北省（省都：石家荘市）は，明 • 清時代には皇

帝の直轄領であることから直隷省と称されていた

が，1928年に中華民国の南京遷都に伴って黄河の北

を意味する河北省に改称されたさらに 1967年に

天津が中央政府の直轄市として独立した後，現在の

形となったすなわち，河北省は内蒙古高原の南東

部から華北平原の北部にかけて位置し，北京市と天

津市を C 字形に包み込むように北は遼寧省と内モ

ンゴル自治区，西は山西省，南は河南省と山東省に

接している（図 1).北部の大馬山脈，東北部の燕山

山脈，西部の太行山脈から華北平原を南東に向かっ

て傾斜し，東は渤海湾に面している．面積は 18.8

万km2, 人口は 7384万人 (2014年）で漢族が 95%

を占め，他は満族，蒙古族，回族などの少数民族で

＊天津股学院 (AkihitoKusutani, Jing Cui) 

＊＊九州大学大学院農学研究院 (YujiMatsue) 

... 中日水稲品質 ・食味共同研究センター

図 1 中国河北省

ある．気候は，内陸部と沿海部では大きく異なるが，

基本的には大陸性温帯モンスーン気候帯に属する．

年間の平均気温は約 14℃であるが夏と冬が長く， 7

月の気温は 27℃, 1月の気温は-3℃程度である年

間降水量は 400mm~800mm, 日照時間数は 2500時

間~3100 時間である ． 河北省は四季の気候の違いが

極端で，春は西風が強く吹いて黄砂が激しく，夏は

暑くて雨が多いが，秋は良く晴れで快適な日が続き，

冬は寒いが雪は少ない．

河北省の地形は，山と高原と平原の割合がほぼ

5: 1 :4となっている．耕地面積は全面稜の 34%で

比較的広いが，その 98%が畑であり，水田は少ない．

中国の食文化の地方性に関する言葉として「北粉南

粒」，「北麺南飯」などがよく知られているが，これ

らは華北地域では小麦粉を主体とする粉食とくに

餅，鰻頭，包子，餃子などの麺食がこれまでの伝統

であったことを表す（ちなみに，中国の「麺」は日

本のようにウドンやソバの類の細長い食品だけを

指すのではなく，元来は小麦粉そのものの名称であ

り，その後小麦粉で作った食品全てを「麺」という

ようになった）．このため，現在でも河北省ではコ
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ムギの栽培が中心であり，次がトウモロコシと綿花

で，他に落花生，小豆，胡麻などが栽培されている．

果物類では梨，ブドウ，リンゴなどの生産量が多く，

農産物以外では牛肉，羊肉，乳製品などの畜産物が

全国的に有名である ．また特産として薬草があり，

その集散地である安国市は「薬都」と呼ばれている．

水稲に関しては最大時には 25万 haを超えてい

たが，水資源が制限要因になって現在は 8万 ha前

後にまで減少してきている ．主産地は北部の秦皇島

市や唐山市であるなお2003年に 7万6千haであっ

た栽培面積と 41万 tであった籾生産量は 2011年に

はそれぞれ 8万 3千 ha,60万 tに増加しているが，

全国シェアはともに 0.3%で最低水準にある．すな

わち，河北省における水稲の生産規模は，大都会で

ある北京市や天津市あるいは稲作がほとんど行わ

れていないチベット自治区，青海省，甘粛省は上

回っているが，上海市よりも低く，砂漠地の多い新

櫃ウイグル自治区（楠谷ら 2011)や内モンゴル自

治区，寧夏回族自治区と同程度である．

3. 唐山曹妃旬区農林技術サービスセンター

天津市の東から北にかけて位置する唐山市は，日

本では 1976年に発生した唐山地震で知られている

が，元々は機械化炭鉱，鉄鋼業，セメ ント産業など

を中心とする中国近代産業発祥地の一つである現

代では天津市，大連市とともに環渤海湾経済圏を牽

引する重工業都市として発展を続けている． 一方，

朕業も盛んに行われ，内陸部の稲作地域で生産され

る米は「腋台米」のブランド名で中国国内で広く販

売されている更に内陸部に入るとコムギ， トウモ

ロコシなどの畑作が多い．北部の平原から丘陵地に

かけては栗，山査子，胡桃などが栽培されており，

写真 l 米粉を使った食品の製造販売会社

特に日本で有名な天津甘栗に使われている原料の

栗の多くは唐山産と言われている（松江ら 2014).

ちなみに，太平洋戦争中，唐山市には日本が設立し

た華北農事試験場唐山原種圃が置かれ，綿花と雑穀

の原種生産が行なわれていたという（山本 2015).

唐山市を訪れる前に省最北部の秦皇島市まで北

上し，山海関区にある秦皇島正大有限会社を訪問し

た（写真 1). この会社はこれまで，狗まん，ギョー

ザ，シュウマイなどを製造販売していたが，新しく

米粉の皮で餡やジャムを包んで揚げるギョーザ風

の食品や米粉麺を使ったカップヌードルなどの販

売を始め（写真 2),さらに別の食品を開発したいの

で相談に乗って欲しいとかねてから依頼されてい

たのである．色々な食品を試食させてもらったが，

それぞれ非常におい しかったしかし，米粉を材料

にした食品が主なので，センターとしては米粒を

使った食品，例えばおにぎり風に具を包んだ揚げ物

とかカップ入りのお粥なども考えてはどうかと提

案し，今後も米を使った食品開発に協力することを

約束したその後，山海関を見物してから南下して

唐山市へ向かった（写真 3).

唐山市に入り ，先ず曹妃旬区農林技術服務中心

（農林技術サービスセンター）を訪れた中国には

「中国北方稲作科学技術協会」というジャポニカ米

に関する研究の紹介および技術の普及と広報を

行っている団体がある ．同協会は毎年中国各地で講

演会を開催するとともに「北方稲作」という学術誌

を発行 しているが，著者の雀はこの協会の理事を務

めており ，その関係で松江と楠谷は何回か講演会に

招かれて講演を したり ，食味官能試験の指導を行っ

てきた（楠谷ら 2011).曹妃旬農林技術サービスセ

ンター主任の張玉江氏は，中国北方稲作科学技術協

写真 2 米粉食品
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写真 3 山海関

会の副理事長を務めておられる方であり ，その縁で

今回の訪問となったのである．

曹妃旬農林技術サービスセンターには農薬など

を買うために何人かの農民が集まってきていた 同

センターでは農業技術の指導や営朕指導の他に農

薬，肥料などの販売を行なっており，日本でいうと

農業改良普及センターと JA の購買部が一体になっ

た組織のような印象を受けたただし，農薬や肥料

の販売業務は別の会社に委託しているそうで，こう

いう組織形態が中国では普通とのことであった．張

主任は器業技術指導の責任者であり，品種の紹介と

普及，栽培技術の開発試験，朕薬の効果確認試験な

どを担当している．センターの前にはそのための試

験田と展示圃があった．河北農業大学からの研修学

生も受け入れており，我々が行った時には一人の女

子学生が実験を行っていた．

張主任の話では，かつてこの辺りは海に近い湿原

地であったが， 1942年に日本人が入植して水田開発

を始め，戦後は中国人が引き継いで開発を進めたそ

うである．当時は銀坊主，水原 52号などの 日本か

ら持ち込まれた品種が栽培されていたらしいまた，

この地域の展業開発を支援するために第 13開放農

場とその付属研究施設が 1956年に開設された．そ

の後，この研究施設は河北省国営柏各庄農場農業研

究所，河北省農墾科学研究所など何度かの改名を経

て，現在は河北省農林科学院洛海蔑業研究所に整備

統合されたとの話であった

4 河北省農林科学院濱海農業研究所

曹妃旬蔑林技術サービスセンターから車で 20分

程離れた河北省農林科学院濱海農業研究所に向

かった当研究所は，河北省で唯一の水稲の研究機

写真 4 河北省脹林科学院濱海脹業研究所の前に立つ
神農｛象

関であり，職員は 61名，うち 13名が教授相当の研

究員， 14名が准教授相当の副研究員である水稲育

種研究室，機能植物研究室，水質土壌研究室など 10

研究室を有している研究所の建物の前庭に大きな

神農像が建てられているのが印象的であった（写真

4). 神殿は古代の伝説に登場する三皇五帝の 1人で，

現在でも中国では膜業と医薬を司る神として信仰

を集めている日本でも各地で祀られており ，中で

も東京都文京区の湯島聖堂 ・神農廟が有名である．

浴海農業研究所では，劉善資所長，張居星主席研

究員をはじめとする多くの研究員から河北省の稲

作事情と研究内容について説明を受けた．河北省で

は遼寧省産の塩豊 47が全稲作面稽のほとんどを占

めており，次が当研究所育成の墾育 38で，天津市

原種農場育成の E28も2千 haほど栽培されている ．

これらの品種はセンターでも栽培したことがあり，

E28の食味は優れるが塩豊 47や墾育 38の食味は良

くないと判定されている ．その旨正直に伝えると，

これらの品種の食味については研究所でも十分承

知しており，塩豊 47や墾育 38に代わる食味に優れ

た品種の開発や導入を急いでいるとの話であった

そこで，次年度からセンターと洛海農業研究所との

間で良食味品種の育成と良食味米生産技術の開発

に関する正式な共同研究を始めることで合意した．

具体的には先ず，当研究所は河北省の系統地域試験

（松江ら 2012) を担当しているので，今後はセン

ターで育成した系統もここの地域試験に組み入れ

てもらうようにしたまた，これまでは天津市原種

農場育成の津原 45を基準にして食味測定装置（食

味計）で系統の食味を評価していたが，今後は食味

がより優れた E28を基準にした官能試験に切り替

えることにしたさらに，良食味米生産のための栽
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培法に関する共同試験の実施を決定した．

濱海農業研究所では，これまでに墾育 16, 墾育

38, 墾育 88など 30品種を育成しているが，あまり

普及していないようである．すなわち，河北省では

塩豊 47の栽培が圧倒的に多く，当研究所育成の墾

育38は品質が塩豊47より優れるため徐々に面積は

増えてきているものの，食味が不十分なので今後は

良食味品種の開発に力を入れていくとの話であっ

たまた，この地方では香り米やもち米も栽培され

ており，研究所ではそのための品種育成も行なって

いる．かつては日本品種の栽培も試みたが，品質は

良いが分げつが増えすぎて収量が上がらないため

普及できなかったとのことである．当地の一般的な

栽培暦では， 4月下旬から 5月初めに播種して水苗

代で育苗した後， 5月末から 6月上旬に移植する．

移植はほとんどが機械植であるが，一部で乳苗の投

苗栽培や乾田直播栽培も行なわれている．普通であ

れば 8月初めから中頃にかけて出穂するが，出穂期

が 8月 20日以降まで遅れると登熟不良になって収

量が低下する．このため，標準的な品種の生育日数

は 170日前後で 10月上旬に収穫するが，最近では

160日程度の早生品種も栽培されている．これらの

早生品種は， 8月初頭には出穂するため登熟不良に

なる心配はないが，味が良くないという．また， 10

年位前までは時々，晩生品種に冷害が発生していた

が，最近は温暖化のためかほとんど冷害はみられな

いそうである．逆に，近年日本で問題になっている

高温障害すなわち出穂期後の高温による収量，品質，

食味の低下について聞いたところ，何年か前に天津

市水稲研究所が育成したジャポニカ型ハイブリッ

ド品種に高温による障害不稔が発生したことがあ

るが，固定品種で高温が問題になることはないとの

話であったまた，今年 (2015年）は春先の異常高

温で苗が枯れる被害が出たそうである．

温度障害以上に曹妃旬地区で深刻なのは塩害で

ある．すなわち，元々曹妃旬地区は周囲約 4kmの

小島周辺を埋め立てて出来た土地であり，今でも海

からは約 20kmしか離れていない．水稲栽培におけ

る塩分濃度は 0.15%が限界とされているが，この地

域ではほとんどが 0.3%位で，場所によっては 0.6%

の所もみられる．したがって，昔から塩害が大きな

問題であり，現在でも渇水年には水苗代の苗が全滅

することもあるというまた，塩分濃度が高い水田

では田植前に 2, 3回水を入れ替えて塩分を洗い流

すそうである．このため，同研究所における栽培技

術関係の研究では，今でも 1/3以上が塩害防止ある

いは塩害軽減をテーマにしているとの話であった．

なお，中国では乾燥施設が十分整備されていない

ためにギリギリまで刈取りを遅らせる傾向が強い

が，当地でも籾水分が 20%前後，ひどい場合は 15%

位になるまで刈り取りを行なわないのだというま

た，ここでも御多分にもれず，日本における水稲栽

培の 2 倍~3 倍もの窒素肥料が施用されている（楠

谷ら 2009, 松江ら 2014). したがって，中国の米

の食味が劣る要因は，品種以前にこうした栽培管理

にも大きな問題があるのではないかと考えられる．

このため，次年度から始める良食味米生産技術に関

する共同試験では，施肥法や刈取り時期の問題およ

び収穫後の貯蔵法と食味との関係などを重点的に

取り上げていくことにした．

5. 河北省稲作研究所試験基地

河北省における実際の水稲育種は，濱海農業研究

所から少し離れた育種専門の河北省稲作研究所試

験基地で行われている．劉所長と張研究員の案内で

同試験基地を参観したが（写真 5),試験圃場では大

面積の水苗代で育苗が行なわれていた（写真 6).何

組合せで交配をしているのかと聞いたところ，約

2800組合せとのことであったこの数を聞いた時，

これは雀が通訳を間違ったのではないかと思って

再確認したが，間違いではないという．具体的には

7月下旬から 8月末までの約40日間，ほとんど毎日，

アルバイトを含む 10数人が延々と交配を続けるそ

うである．そういえば，黒竜江省でも 2000以上の

組合せで交配を行うという話を聞いたことがある．

この時には頭から聞き違いだと決めてかかって確

かめもしなかったが，今から思うとやはり本当だっ

たのだろう．また，交配したこれだけの材料をその

後どう扱うのか気になったので質問すると， Eを観

察してその場で半分から 2/3位の組合せを捨て，

残った組合せについて圧から系統育種法によって

選抜を進めるとの話であった

これまでの主な育種目標は収量，耐病性，外観品

質であり，耐塩性も重視しているとのことであった

なお，劉ら (2006) によれば，濱海農業研究所で育

成された墾育系品種には耐塩性の強いものが多い
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写真 5 河北省稲作研究所 育種試験基地

と報告されているが，これは選抜の場の有利性が活

かされた結果であろう ．一方，これまで食味は直接

の選抜対象にしていなかったが，今後は出来るだけ

早 い世代から食味に対する選抜を行いたいとの希

望が出された著者らも意見が求められたので，早

くから食味について選抜を始めるのは良いと思う

が，系統育種法だから初期世代での選抜は極端に劣

るものだけを捨てる程度にとどめ，本格的な選抜は

固定が進んだ中後期世代からにしてはどうかと提

案した協議の結果，我々の提案に基づいて初期世

代では当育種基地で食味計による大まかな選抜を

行い，後期世代ではセンターが理化学特性の調査と

官能試験を受け持つことにしたなお，センター側

から，初期世代で選抜に食味計を使うにあたっては

事前に官能試験との整合性を確認しておく必要が

あることを説明 し， 育種基地側もこれを了承した

6 おわり に

センターはこれまで，河北省とはあまり深い関係

を持って来なかったしかし，今回の訪問で洛海農

業研究所との共同研究について多くの合意を得る

ことができた先ず，センターで育成した系統を河

北省の地域試験に編入してもらえるようになった

ことは，新品種の地域適応性と普及を考えるうえで

大きな意味をもつ．さらに，施肥法や収穫時期など

の試験で得られるデータは，新しい品種の栽培法を

指導する時に大いに役立つはずである．濱海蔑業研

究所にとっても，セ ンターで測定した育成系統の理

化学的特性を選抜指標にすることで良食味品種の

開発を効率的かつ効果的に進めることができよう ．

それにしても， 10人以上が 40 日もかけて 2000

を超える組合せで交配を行うと聞いた時には照い

写真 6 水苗代での育苗の様子

た ま た，中国では水稲育種に系統育種法を用いて

いることは知っていたが，そのための広い育苗圃場

を見たのは初めてであったさらに，アルバイト ま

で雇って交配した組合せを Eで半分以上も捨てて

しまうとは，日本人から見ると，何とも余裕がある

というか，もったいないというか，効率が悪いよう

に思われたが，中国では当たり前の話だそうである．

広い土地と豊富な労力に恵まれた中国だからこそ

のやり方であろう ．
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