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飼料学(62) 

飼料原料 4 コメ 米 rice

松木順子*・熊倉克元*キ・石橋 晃** * 

1 .こめの字義

本来「米」の字は五穀あるいは穀物の意である。

音はベイ(漢音);司11はこめ。1"よね」の読みも使

われるが，これは音読である。実は，米の字は当初

「コメJを表すものではなかった。例えば，米は甲

骨文字では掛と表され，これは黍などの穏に小さな

実のついている様子を表す。つまり象形である。ま

た，説文解字には「粟の実なり。禾実(くわじっ)

の形に象(かたどる)Jとある。この粟とは五穀の

ことであるという。したがって，当然米もその中に

含まれるものの，稲米だけとは限らないのである。

米(mi)粒は迷(mi)と同系で「小さい。小さくて見え

ないJの意であると言われる。このことからも現在

の米粒よりも黍や粟の粒を意識した方が妥当と思

われる。

米は紀元前数千年前にはインドや中固などで栽

培されていたとしづ。しかし，それは華南や長江下

流域などで行われたものの，華北では股・周の時代

に行われることはなかった。華北では米よりも粟や

黍などが穀物の主たるものであった。気候条件も含

め，種々の困難を克服して米の栽培が北へと延びて

行き，やがて穀物の首座に就くことと併行して「米」

の字の指すものが，特定されていったものと思われ

る。因みに日本の米種は華南の屈家嶺文化で栽培さ

れていた水稲と同種であれことが確認されている。

日本語ではその生活場面の違いになどによって，

いね，こめ(よね)，ごはんの 3つの言い方をして

いるのに対して，英語では nceの 1語で済ましてい

る。一般にある部門についての語棄の豊かさはその

文化の豊かさに通じるとされるが，これはR本人と

米との関係を考えた時，自然に納得される。

現代語においてはいねとこめを分ける境界はい

ねは作物，あるいは植物としての呼称であるのに対
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して，こめは実を脱穀，精白したものを指す。しか

し，日本語としての両者の変遷を過去に遡ったとき，

この境界の引き方は異なってくる。古くはこめは

「よね」が通名であった。その更に古い形は「よなj

である。 yonaはyineの母音交替形，つまり yine→

yena→ yoneという母音変化を辿った。

これに対してこめは別の系統の語と考えられる。

柳田国男は「瑞穂の国について」でいね・よねに対

してこめはコモル・コムルなどの語と音の構成が近

く，そのことからいねの神の祭りと関係があったと

説く。古代人の穀物への畏敬や信仰心，つまり，穀

霊としての観念より呼ばれた語であるとするので

ある。このことを示す 1例として，鎌倉時代の後期

の「塵袋J (ちりぶくろ，全 11巻釈良胤編説)

に記録された風土記には次のような件がある。

「大隈の国には一家に水と米を設けて村に告げ

まわらせば，男女一所に集まりて，こめを噛み手，

酒槽(さかふね)に吐き入れて，散々に帰りぬ。酒

の香の出てくるとき，また集まりて噛みて吐き入れ

しものどもこれを飲む。名づけて口噛みの酒という。

村人たちが共同で造る酒は南国の豊かな陽光にも

助けられて，程よき熟成した口噛みの酒は共同体で

行う神事・祭礼の際には不可欠で，それは集団とし

ての帰属意識を共有するための重要なものであっ

たであろう。

2. イネ稲 Oryza sativa L. 
の分類と起源

イネはトウモロコシ，コムギと並んで世界三大穀

物の一つに数えられる。生産量は世界第 2~3 位で

あるが，トウモロコシの飼料利用が多いため，世界

の主食をまかなう最も重要な作物である。

イネはイネ目 Poalesイネ科 Poaceaeタケ亜科

Bambusoideaeイネ属Oryzaに属する単子葉植物の総

称で，イネ属に含まれる種は 20種程度あると言わ

れる(表1)。イネ属の中で一般に食用に栽培され
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イネの属種表 l

地理的分布
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呼ばれることもある。両種とも中国南部からインド

のガンジス川流域の平原にかけての熱帯低地に広

く分布しているが，生態的棲み分けははっきりして

いる。前者は日本型イネであるジャポニカ，後者は

インド型イネであるインディカに近い。 o.barthii 

はアフリカイネと近縁の野生イネで，祖先種と考え

られる。栽培種の染色体数はいずれも 2n=24であり，

ゲノム構成は AAである。 AAゲノムのものは高い

種子繁殖能力をもち，移動範囲を広げたと考えられ

る。

イネの起源地については未だ論争があり，確定し

ていない。一説では，栽培植物の起源地がその品種

の多様性の中心と一致することが多いという

Vavilovの説に従い，中国南部からインド東部の山

地一帯のアッサムから雲南地域で生まれたとされ

る。一方， 7~8000 年前の稲作遺跡から，長江の中・

下流域がイネの起源地の一つである可能性が高

るのは，アジア栽培イネである o.sativaとアフリ

カ栽培イネの O.glaberrimaの二種のみである。ア

ジアイネはアジアで最も重要な作物であり，アジア

大陸を中心に，ヨーロッパ，アメリカ，オーストラ

リア，アフリカと全世界の熱帯から温帯地域で栽培

されている。アフリカイネは西アフリカの一部での

栽培に限られる。

O. rufipogonは O. sativaとよく似た一年生の野

生種で， O. satilほとよく交雑し，アジア栽培イネ

の祖先と考えられている。アジア・オセアニアの熱

帯から亜熱帯にかけて広く自生し，生態的・地理的

変異に富む。複雑な種間・種内変異のため，分類・

命名は混乱している。池や深い水路など，一年中水

があって撹乱を受けにくい場所を好み，地下茎で栄

養 繁殖する性質をもつものは O. rufipogon 

sensustricto，また乾期があり強い擾乱を受ける場所

に多く生育し，種子繁殖するものは， O. nivaraと
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まっている。また，系統分類学からはインデ、イカと

ジャポニカは別な地域で異なる祖先から生じたと

されている。

イネの草丈は数十cmから数mまで達するものも

あるが，日本で一般的に栽培されるものでは 1m前

後である。株の基部から多数の側枝(分げつ)を出

し，束状となる。線形の葉は茎の節に互生し，長さ

40-----50cmとなる。茎の節聞は中空で，茎は稗とも

図 1 栽培イネの形態

栽培植物の起源と伝矯星川清親 1978 

図2 籾の構造

1 :横から見たもの， 2:縦断面， 3~9 ・籾を分解したもの，
3 内穎， 4:外穎， 5 玄米， 6 小穂軸， 7， 8・護穎，
9: jJj護穎と小枝梗
出典・新編食用作物星川清親 1986

呼ばれる。茎の上部に円錐花序の穂をつけ，穂軸は

分枝を出し，多数の小穂をつける。一穂で 80-----150 

個ほどの小穂を着生し，各小穂は一小花からなる。

小花は外穎，内穎に包まれた穎花で，外・内穎はい

わゆる籾殻を形成する。雄しべはムギなどのイネ科

植物と異なり， 6本ある。他のイネ科植物同様風媒

花である。

籾殻の中には玄米があり，果皮および種皮で覆わ

れている。内部の匹乳組織には澱粉が蓄積し，澱粉

貯蔵組織聞の小隙に貯蔵蛋白(グ、ルテリン)や脂肪

が存在する。澱粉は貯蔵物質の 90%以上を占める。

澱粉粒は複粒で，澱粉の蓄積するアミロプラスト内

にぎっしりと隙間なく発達するため，多角錐状にな

る。玄米を捲いて果皮や腔芽を取り除いたものが白

米で，除かれた果皮や匹芽が糠である。

3. 生理的特徴

イネは 8千年以上の栽培の歴史を通じて，多様な

環境下で栽培されるようになったため，ストレス耐

性，開花期，形態などにも多様な変異を示す。一般

的には，ジャポニカは耐冷性が強く，標高の高い地

域でも栽培されるが，インディカは耐冷性が弱く，

標高の低い地域で栽培される。

イネ科植物の特徴として，ケイ酸蓄積があげられ

る。特にイネは顕著で，茎葉中に重量比で 10-----20%

も含まれる。根から吸収されたケイ酸は葉に転流し，

葉はケイ質化して硬くなる。これにより，病原菌侵

入を防ぐ，倒伏を防止するなどの効果がある。また，

葉身が立つことにより群落内への光透過光量が増

加することや，葉の老化が抑制されることで光合成

量が増加し，同化率が増加する。ケイ酸は気孔の反

応性を高め，種々環境下での水分の損失を回避し，

水分状態を適切に維持する効果があると考えられ

る。

イネの中には，浮きイネのように 2mを超える深

水で生育できるものがある。最近の研究では，水没

した浮きイネ中でエチレンが蓄積し，エチレン応答

因子が働くことによって節聞の伸長が促進される

ことが解明された。

4. 改良と育種

一般的に，収量増加，病害・虫害耐性の強化など

栽培の安定，良食味など品質の向上が育種の目標と
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される。求められる品質は，栽培技術の進歩や社会

情勢の変化などに応じて，時代とともに変遷する。

収量増加はいつの時代でも重要な目標であるが，耐

肥性，穂形，草型，感光性，耐倒伏性など様々な形

質が関わってくる。収量を上げるために多肥にする

と，過繁茂や稲体の軟弱化などから倒伏や病気に弱

くなるが，耐肥性が強いとこのような影響を減らす

ことができる。半綾性遺伝子 sd1は背丈を低下させ

るため，これをもっ品種は倒れにくく多肥栽培が可

能になる。 1960年代後半，フィリピンの国際イネ研

究所で開発された IIR8J は，単位面積当りの収量

を画期的に向上させ，その普及によってアジアでの

食糧危機を救し、「緑の革命」をもたらしたことから，

ミラクルライスと呼ばれた。いもち病はイネの最大

の病害で，葉や穂を侵し，収量低下，食味低減など

を引き起こす。毎年約 30%の水田でいもち病の被害

が起きている。いもち病抵抗性遺伝子の探索，いも

ち病菌侵入のメカニズムの研究などを通して，いも

ち病抵抗性品種の開発が進められている。その他，

白菜枯病，ごま葉枯病，紋枯病などが重要な病害で

ある。トビイロウンカ，ツマグロヨコバイなどの害

虫は吸汁害，病害の媒介が大きな問題となり，虫害

抵抗性品種育成が行われている。ニカメイチュウは

かつて常発的な重大害虫であったが，有機合成殺虫

剤の普及と栽培慣行の変化により発生密度が著し

く低下したため，抵抗性品種は実用化に至らなかっ

た。耐冷性が弱いと，低温による生育の遅延，花器

形成不全，いもち病にかかりやすい等の問題が生じ

るため，耐冷性付与は重要な育種目標の一つである。

品質面では，用途に応じて，良食味，造酒用低蛋白

質，低アレルゲン化，栄養成分強化などが目標とさ

れる。

品種改良は長く農民の手による自然選抜が行わ

れてきたが，明治中期に農事試験場が開設されて以

来，稲の品種育成と普及は国の機関により行われる

ようになった。すでに他の作物の項で述べたように，

交雑育種，集団育種，戻し交雑，突然変異，雄性不

稔系統の利用などの手法が用いられている。イネは

ゲノムサイズが小さく，単子葉植物のモデル植物と

して，植物ではアラビドプシス(シロイヌナズナ)

に次いで全ゲノムが完全解読された。従来の育種法

にゲノム情報を利用したマーカー選抜を組み合わ

せることで，飛躍的に育成期間を短縮することがで

きる。最近では，出穂性を改変した「コシヒカリ」

型水稲新品種「コシヒカリ関東 HD1号J，関東

HD2号」の育成，ミノレキークイーンの出穂性を改変

した「ミルキーサマー」の育成，陸稲型のいもち病

抵抗性遺伝子を持ちつつ良食味である「中部 125号j

の育成などの成果が上がっている。イネのゲノム情

報が他の作物の育種に利用されることが期待され

る。

遺伝子組換え技術を利用した品種の開発はイネ

でも進められている。病害抵抗性，除草剤抵抗性，

殺虫剤抵抗性などの生産性向上を目的としたもの，

耐冷性，アノレカリ土壌耐性など不良環境に強いもの，

低アレルギー性，高栄養素，コレステローノレ抑制，

高血圧抑制，インスリン分泌抑制，低タンパク質化

による食味向上など，組成，機能性の改良を目的と

したもの等が作られている。コメが黄金色であるこ

とからゴールデンライスと呼ばれ，。カロチンを産

生するように作られた遺伝子組換えイネは，ビタミ

ン A 不足による疾病の解消に期待が寄せられてい

る。また，スギ花粉症緩和米はスギアレルゲンの T

細胞エピトープをコメに蓄積させ，経口免疫寛容現

象を利用してスギ花粉症の緩和や治療効果の期待

するものである。しかしながら，現在我が国におい

て栽培あるいは販売が認められているものは未だ

ない。

5. 分類と品種

長い栽培の歴史と幅広い栽培環境のため，アジア

イネには多数の品種が成立している。大きくはイン

ディカとジャポニカの2つの栽培型に分けられるが，

中間的なタイプも多く見られる。ジャポニカは，よ

く管理された水田に栽培される温帯型(高緯度型，

日本型ともいう)と，熱帯の焼き畑地帯や島部の

段々畑など管理の行き届かない環境に見られる

ジャワニカ(熱帯型，熱帯ジャポニカ，ジャワ型)

に分けられる。インディカは熱帯の低地の様々な環

境下に広く分布し，インド，パングラデ、イ、ンュで主

に栽培されるインド型(南アジア型)と，中国南部

で栽培される柚稲やベトナム，タイ，ラオスの平地

のイネを含む南中国型(あるいは東アジア型)に分

けられる。

さらに，様々な農業形態に対応して，アジア各地

で「農業生態型」と呼ぶ品種群に分類される。例え
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ば，インドでは，ベンガノレ州周辺で春か冬にかけて

栽培されるアマン期イネ，初夏から初秋にかけて比

較的短い期間で栽培されるアウス期イネ，年中暖か

い地域で冬から春にかけて栽培されるボロ期イネ

など，季節や環境要因，栽培法などで分化している。

また，ミャンマーでは籾の形(極長粒，長粒，中長

粒，中大粒，大粒)と作季(早生，中生，晩生，冬

イネ)などに分化している。さらにインドネシアで

は，昔から作られている苦のあるブ、ノレ種や籾の表面

に毛のないグンデ、イル種，大陸から導入された舎の

ないチュレ一種に分けられる。中国では大きくジャ

ポニカの「梗」とインデ、イカの「柚」に分類される

が，ジャポニカで葉や籾の表面に毛のない「光秤陸

稲(光穀)Jや「深水稲」などがある。

また，インディカ，ジャポニカの別を問わず，耕

地の水条件に適応して，湛水した水田で栽培する水

稲と，耐乾性が強く畑で栽培する陸稲に分けられる。

世界的には水稲の作付けが圧倒的に多いが，東南ア

ジアの山岳地帯などを中心に陸稲が重要な作物と

なっている。さらに，水深 2メートル以上の湿地に

栽培される浮きイネや，急な斜面に栽培される山イ

ネなどもある。

米質の違いによる分類では，澱粉のアミロースと

アミロベクチンの比率の違いによって，アミロース

含量が高いウルチ種と，アミロースをほとんど含ま

ないモチ種に分類される。モチとウルチの中間的な

性質を持つ，中国の「軟米(ノレアンミー)Jあるい

は「ダル」といった粘りの強い米もある。

品質の高度化や多様化の消費ニーズ、に応えるた

め，さまざまな品質をもっ米の品種が開発されてい

る。例えば，低アミロース米，高アミロース米など

澱粉の形質に注目したもの，低タンパク質米として

の低グルテリン米，低アレルゲ、ン米としての低グロ

プリン米，その他，米粒の大きさ，形，香り，色，

匹芽の大きさ等について特徴をもっ大粒米，長粒米，

香り米，紫黒米，赤米，巨大伍米などが育成された。

これら新形質米について，多様な用途，加工適性，

機能性が明らかになりつつあり，今後の進展が期待

される。

6. 世界のコメ生産と貿易

FAOの統計によれば 2005年現在，世界のコメ生

産量(籾米ベース)は約 6億 3，000万tである。主

要な生産国は，表で示すように，中国，インドなど

のアジア諸国であり，上位 10ヵ国でコメ生産量全

体の実に 86%を占めている。中固とインドの 2ヵ国

だけでも 51%を占めている。アジア諸国以外では，

9位にランキングされているブラジルを除けば，日

本に次いでアメリカ(1， 013万t)の生産量が多く，

ネリカ米の生産で有名なサハラ以南アフリカ諸国

は，近年，東・西アフリカ諸国を中心に増加してき

たとはいえ，せいぜしリ， 260万t程度である。一方，

コメの貿易量をみると， 2005年における世界の輸出

量(籾米ベース)は 205万 4，320tでしかなく，輸

出量の生産量に対する比率はわずかに 0.3%でしか

ない。輸出量の多い国は，アメリカ(168.5万t)， 

タイ (6.3万 t) ，スペイン (2.2万t)，イタリア

(1. 7万 t)，中国(1.5万 t)であり，これにオー

ストラリア(1.1万 t) ，ベトナム(1.1万 t)が続

いている。

7. 飼 料 用 玄 米 brown rice 

unpolished rice 

欧米では米を飼料に使用した歴史はあるが，日本

で生産される米は食用を目的としており，配合飼料

の原料を目的とした生産の実績はなく，これまでに

未熟米，砕米が一部用いられたほか，過剰米(古々

米)が使用される。玄米は籾から籾殻を除いたもの

で，籾の 75~85%を占める。玄米の構成は種皮 5~

6%，匹 2~3%，匪乳 91~92%から成る。

1)玄米の栄養成分

玄米の主成分は70%程度の澱粉と約8%の蛋白質

である。穀類の中ではビタミン Bj は多い。エネル

ギー価をトウモロコシと比較すると，鶏 101%，豚

102%，牛 102%に相当し，トウモロコシとほぼ同じ

栄養価を有している。精米により澱粉は増すが，他

成分は減少する。脂肪は玄米中 2%を含むに過ぎな

いが，ぬか，匹芽には約 20%存在する。米ぬかの中

には活性の高いリバーゼが存在するので，油の酸化

が進み品質を低下させる原因となる。そのため，米

を長期間保存すると酸度が高くなる。

2)力ビ毒

飼料用に利用される米，イモ類からかび毒が検出

した事例は認められていないものの，輸入米からは

アフラトキシンによる汚染が確認されている。かび

毒による汚染頻度は穀類の中でも比較的低いもの
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表 2 代表的な麦類とトウモロコシの一般成分含量(原物中%)

水分粗蛋白質

玄米 13.8 7.9 

精白米 14.5 6.9 

甘藷(乾) 12 4.2 

キャッサノ-¥(乾) 12 2.6 

トウモロコシ 13.5 8 

日本標準飼料成分表(2001年版)

表 3 穀類の成分の比較

水分 蛋白質脂肪 繊維 ミネフル

米 11.68 8.29 1.88 0.89 5.02 

粟 10.51 0.75 3.78 9.06 4.15 

黍 10.45 10.38 4.45 5.95 3.78 

平年 13.00 9.30 4.80 8.10 8.30 

そば 12.62 10.02 2.24 8.67 20.20 

カナリーシード 14.30 13.67 3.52 9.99 21.99 

と考えられる。

3)玄米 の 加 工

玄米，精白米は全粒のまま使用しでも弊害は少な

いが，多くの場合は粉砕されて利用される。脱穀前

の籾を使用する場合には全粒のままより，粉砕した

方が良く，粉砕の程度は荒粉砕より細かい方が適し

ている。

4)配合飼 料 へ の 利用

(1)養牛用飼料最近，休耕田の有効利用より飼

料イネの取り組みが報告されており，利用形態とし

て玄米・ホールクロップサイレージなどが挙げられ

る。玄米においては，乳牛用飼料，肥育用飼料にお

いて圧片大麦などの代替飼料の研究もなされてい

る。粉砕物の澱粉の消化速度は速く，ルーメンアシ

ドーシスなどに注意を払う必要がある。

(2)養豚用飼料 玄米はトウモロコシに比べ脂肪

の含量が低く，多給することで良質の脂肪が得られ

る。玄米，精白米ともにトウモロコシとほぼ同等の

飼料価値がある。肥育期間においてトワモロコシと

の全量置換でも発育に問題ない。米の特徴としては

粗蛋白質および粗脂肪含量が低く，澱粉質であると

いうことがあげられる。肥育豚に米を多給すると，

トウモロコシを給与した豚に比べ脂肪中のリノー

ノレ酸が減りオレイン酸が増え，白く締まった良質の

脂身ができるということが確認されている。

粗脂肪 NFE 粗繊維粗灰分

2.3 73.7 0.9 1.4 

0.4 77.6 0.2 0.4 

0.6 78.1 2.1 3 

0.6 74.8 4.2 5.8 

3.8 71.7 1.7 1.3 

(3)養鶏用飼料 玄米をブロイラーに給与した結

果，とうもろこしに劣らない肥育結果が報告されて

いる。また，玄米の貯蔵期間による飼料価値に大差

がなく，米の品種間差も殆んどない。採卵鶏に玄米

を給与した場合でもとうもろこしとの聞に産卵率

や要求率に差はなく，玄米には高い価値が認められ

るが，色素を含まないため卵黄色は薄くなる。

(4) 1¥イオエタノールの原料飼料作物のバイオエ

タノール原料への転用等により世界的な飼料価格

の高騰，単位収穫量が多く直播可能な栽培コストの

安い品種の開発，飼料自給率向上への政策などの環

境の変化から近年では飼料米が注目を集めている。
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