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ソルガム遺伝資源の保全と利用

奥 泉 久人＊・後藤和美＊＊

〔キーワード〕： もろこし，たかきび，ほうき ぐさ，

ソルゴー，マイロ ，Sorghum

l はじめに

ソルガムは，アフ リカに起源をもつイネ科作物で，

中東を経て中央アジアやインドに至り，中国を経て

我が国には室町時代かそれ以前にもたらされたと

考えられている．乾燥や塩害への耐性とともに裔地

や寒冷地にも適応した品種があることから，我が国

では飢饉への備えとしても重要であったと思われ

る．中国では「コーリャン」（高梁），我が国では「も

ろこし」，「たかきび」などと呼ばれ，近年では「ソ

Jレゴー」，「マイロ」と呼ばれることもある現在で

は世界中で栽培され，総栽培面積が約 4千万ヘク

タール，穀物としての年間生産量は約 5千万トンで

あり，栽培面積，生産量とも世界第 5位の主要穀物

であるまた，我が国での牧草としての栽培面積は，

約 1万4千ヘクタールである ．

ソルガム (Sorghumbicolor (L.) Moench.)は， ト

ウモロコシやサトウキビと近縁の C4植物で，モロ

コシ (Sorghum)属の栽培種（写真 I)であり，穂

の形態は多様性に富んでいる（写真 2).栽培種は種

写真 l 出穂したソルガム

＊胆研機構迫伝資源センター (HisatoOkuizumi) 

＊＊長野県野菜花き試験場 (KazumiGotoh) 

子と護頴の形態的特長から，5つのレース (bicolor,

guinea, caudatum, kafir, durra)に分類される野

生種は，地中海からインドにかけて分布する

Sorghum halepense (L.) Pers. (セイバンモロコシ＝

ジョンソングラス）や東南アジアに分布する

Sorghum propinquum (Kunth) Hitchcなど 28種が知ら

れている.10対の染色体をもつ 730メガ塩基対のゲ

ノム DNAは2009年に解読され， 34,000個あまりの

遣伝子を持つと推定されている (PGDBj2018). 以

上のようなゲノム研究により，遺伝子解析や多様性

解析ならびに育種のための DNAマーカー作成が容

易になっている ．

2. ソルガム遺伝資源の保全

ソルガム遺伝資源は，国際半乾燥熱帯作物研究所

(ICRISAT)で約 38,000点を保存しており，米国約

36,000点，中国約 18,000点，インド約 17,000点と

続き ，世界中のジーンバンク等で総計で約 230,000

点保存されている我が国では，国立研究開発法人

農研機構遺伝資源センターのジーンバンク事業で，

世界の研究機関の中では 8番目の約 5,000品種系統

を保存している．

ジーンバンクで保存するソルガム品種系統から

遺伝的に多様な少数系統を選んだものをコアコレ

クションと呼ぶ現在ジーンバンクでは，研究や育

写真 2 多様な形態の穂
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種素材として価値の高いソルガムコアコレクショ

ン 105系統 (Shehzadet al. 2009)を研究 ・教育用に

セット（写真 3) で配布している ．

3. 遺伝資源の探索

我が国のソルガムは，「もろこし」，「たかきび」，

「ほうきぐさ」などと呼称され全国で栽培されてき

た しかし，稲作の効率化と食料輸入により，ソル

ガムの食料としての重要性が低下し，在来品種の民

間保存は少なくなってきている．一方，緑肥や風除

け，虫除け用のソルガム品種が種苗会社から販売さ

れ，通信販売も行われていることから，手軽に多様

な品種の種子を入手できるようになっている．その

ため，古くからの在来品種を見極めて収集すること

は，国内外ともにきわめて困難になってきている ．

我が国のソルガムは，アワ，ヒエ，キビなどの雑

穀とともに探索 ・収集されてきた．古い探索の記録

の例を挙げると，昭和 60年茨城県と福島県で豆，

雑穀として収集された計 156点中モロコシが 4点収

集されている最近では，平成 19年に池賀県で 1

点収集されており ，ほとんどの都府県で探索・収集

されている ．

海外探索としては，昭和 60年タンザニア探索で

ソルガムが収集されている（広瀬・松浦 1987).そ

の後，アフリカ，アジアを中心に探索が行われ，最

近では，ブータン，ラオス，カンボジアでの探索調

査が筆者によって実施されているので紹介 したい．

ブータンでは，平成 19年に探索を行い，5系統の

ソルガムを調査した（写真 4).標高 1,441~1,593111 

で見つかり ，稗長は l.8~3.7111であったポップコー

写真 3 コアコレクション 105系統の種子セット

写真 4 プータンのソルガム

ンのようなお菓子を作ったり ，「アラ」という蒸留

酒の材料として利用していた茎の糖度が高いこと

が特徴的で ，Brix値が 8.5~ 18.0 %であった

(Tomooka et al. 2008) . 

ラオスでは，平成 23年から数年間探索が実施さ

れている (Okuizumieta!. 2011, 2013, 2015ab, 2016). 

主要な民族であるラオ族のほかレンテン族，クム族，

モン族，アカ族などの少数民族の村でも調査が行わ

れ，およそ 100品種系統が収集された．それらラオ

ス原産のソルガムはラオスと我が国のジーンバン

クで保存されているが，世界の他の研究機関には保

存されておらず，大変珍しく貴重な遺伝資源となっ

ている．

最近のカンボジアでのソルガム探索（写真 5)は，

平成 27年 (Ouchet al. 2016)と28年 (Okuizumiet al. 

2018) の 2回実施されている．平成 27年は東部の

写真 5 カンボジアでのソルガム探索



奥泉 ・後藤 ：ソルガム迫伝賓源の保全と利用 493 

比較的山がちな地域で，プノーン族やチャライ族な

どいくつかの少数民族の村を訪問し， 19点のソルガ

ムを収集した黒い穀粒の系統は甘い茎の汁を吸い，

白い穀粒の系統はポップコーンのようにして食べ

るとのことであった平成 28年は西部の平野部を

探索した．農地が荒廃し村自体がなくなった地域や，

移住政策による新しい村が建設されている地域も

あり，今なお内戦の影響を色濃く残していたこの

ような事情から，所有者が変わった畑の周囲で雑草

化して残っていたソルガムをいくつか見出したま

た，新しい村では，故郷から持参したソルガムを栽

培している少数民族のお年寄りもいた西部では計

II点収集したが，まれに家畜のえさとして利用して

いるのみであった

4. ソルガムの利用

ソルガムは，アメリカ，メキシコ，ナイジェリア，

インドをはじめとして世界中で盛んに栽培され，食

料や飲料の原料としてあるいは家畜の飼料用穀物，

牧草，緑肥，風除け，虫除け，審の素材として利用

されている．現在，我が国のソルガム品種の分類は

利用形態から，子実型ソルガム（穀物用） ，兼用型

ソルガム（穀物と牧草飼料用）， ソルゴー型ソルガ

ム（牧草飼料用），スーダン型ソルガム（牧草飼料

用） ，スーダングラス（牧草飼料用）に分類される ．

主食として利用されているソルガムは，ケニアで

は「ウガリ」という呼称で食されていた（写真 6).

我が国では古くから，赤い色素の穀粒の品種を米と

混ぜて炊飯し赤飯のような見た目と食感で食され

てきたまた近年では，うどんの材料としても利用

写真 6 ケニアのウガリ

たかきひ¢

うとん
たかきび
うとん

. .,, 濯•

写真 7 ソルガムのうどん

されている（写真 7).

嗜好品としては，米国では子実を粉にしたベーキ

ングパウダーがお菓子作りの材料として販売され，

我が国でも同様の製品が入手できるまた東南アジ

アではポップコーンのように調理してお菓子にし

ており ，我が国ではもち性の品種を使って団子のよ

うなお菓子として伝統的に楽しまれてきたさらに

近年では，グルテンを含まない食材としてグルテン

アレ1レギーをもつ方のためのソルガムのお菓子が

販売されているほか，ジェラートなどさまざまな新

製品が開発されている（写真 8).また，東南アジア

では茎の糖分を直接噛んで吸ったり，米国ではシ

ロップ原料としての商業生産が行われている

飲物の材料としては，アフリカ（トーゴ）でどぶ

ろくビールの製造に用いられており，近年米国では

写真 8 ソルガムのジェラート
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写真 9 米国のソルガムビールのラベル

ビール会社から「ソルガムビール」が販売されてい

る（写真 9).中国では古くからコーリャンの蒸留酒

が白酒，高梁酒などとして製造されてきた我が国

では近年，たかきびを原料とする蒸留酒を販売する

ところもある（写真 10).

子実の飼料としての利用は，世界各国でニワトリ

をはじめとした家畜のエサとして利用されており，

例えばインドの近代的な養鶏場でトウモロコシを

主成分にして 10%のソルガム子実を混合した飼料

が利用されていた我が国には，米国 ・オーストラ

リアなどからマイロという呼称で子実が輸入され，

牛豚鶏用の配合飼料原料として 10%程度の成分と

して利用されている

我が国で最も一般的なソルガムの利用は，牧草と

してである .1960年代から農林省中国農業試験場

（現農研機構西日本農業研究センター）で，アメリ

力から我が国に遺伝資源導入が図られ主に牧草を

主目的とした特性調査と育種が本格的に行われた．

その後ソルガム育種は主に，農研機構の西日本農業

研究センター，九州沖縄農業研究センター， 畜産草

地研究部門，広島県，長野県，信州大学等で行われ

てきたこれまでの牧草としての育種の取り組みか

ら，「センダチ」や「ヒロミドリ」，「天高（てんた

か）」，「風立（かぜたち）」，「秋立（あきだち）」を

はじめとする多数の品種が育成され，最近では牛の

飼料用として高消化性の特徴を持つ「東山交 31号」

（長野県畜産試験場）が育成されている．

牧草利用の次に栽培面積が多いのは緑肥として

写真 10 ソルガムの焼酎

の利用であり，用いられている品種は主に米国など

海外で育種された品種を輸入して我が国の栽培環

境との相性を見極めたうえで販売されている．

新たな利用方法としては，バイオマスとしての利

用がある．茎の糖分，あるいはバイオマスをエタ

ノールに変換することを想定して，生産コストの低

減を図る研究と実証実験が進められている．高糖性

ソルガム育種においては，「SIL-05」が育成され，

バイオエタノール生産原料用として注目されてい

る．

最後に，我が国では伝統的にほうき原料として，

ブルームコーンという枝梗の長いタイプの穂が利

用されてきた原料となるソルガムは「ほうきぐさ」

や「ほうきモロコシ」とも呼ばれ太平洋戦争後しば

らくは関東地方などで大規模に栽培され，製品は和

審座敷審関東審江戸審東京第などと呼ばれ

た現在では需要の減少と生産コスト削減のために

インドネシアなどで栽培されたソルガムの穂や製

品が輸入されているというしかし，全国各地で伝

統工芸品としての美しさと実用性を兼ね備えたほ

うきが，現在でも自家栽培材料を用いて生産され，

その技術を次代に引き継ぐ努力がなされている（写

真 11). 

5. おわりに

生物多様性条約 (CBD)が発効した平成 5年 12

月 29日以降，途上国を中心に遺伝資源としての品

種の融通が厳しさを増し，我が国への遺伝資源導入



奥泉 ・後藤 ：ソルガム迫伝質源の保全と利用 495 

写真 II 伝統的な笞（小型の製品）

が困難になっている．昨年 8月には我が国で名古屋

議定書 (NP)が発効し，国内措置として「ABS指

針」が施行された．これは，海外からの遺伝資源を

輸入した際の手続きを明確にしたものであり，遺伝

資源導入に当たって，植物防疫とともに留意する必

要があるこの名古屋議定書には例外規定があり ，

食料 ・農業植物遠伝資源条約 (ITPGR-FA) の付属

書に掲載された作物は，名古屋議定書によらず，定

型の素材移転契約 (SMTA)で輸入することができ

る． ソルガムもイネやトウ モ ロコシとともに

ITPGR-FA対象作物であり ，SMTAによって簡便に

我が国に迄入可能である．上記でご紹介したラオス，

カンボジアのソルガム造伝資源もこのスキーム

(SMTA)で導入されたものである．

したがって，海外との交渉は困難な面があるもの

の，ソルガム遥伝資源については相互利用の必要性

を理解していただいたうえで契約することができ

れば，我が国への新規導入も可能な作物である．そ

のために遺伝資源センターでは，良好な国際関係の

醸成に継続的に努めているところであるまた，現

在すでに保全 しているソルガム遺伝資源は大変貴

重であ り，品種改良のための育種素材として積極的

に利用 していただきたいと考えている．
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