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一飼料原料 6 雑穀

松木順子*・熊倉克元**・石橋 晃***

7)テフ teff，Eragrostis tef Trofter 

イネ科スズメガヤ属の一年生作物。エチオピア独

特の雑穀で，栽培起源も同国である。祖先野生種は

世界の温帯，亜熱帯，熱帯に広く分布するオオニワ

ホコリ E問~grostis pilosaであるという説が最も有力

である。これは日本でも平地の草原や畑地に雑草と

して生えている。

草丈は 30~150cm，穂はよく分枝して広がるもの

からコンパクトなものまで，様々な型のものが見ら

れる。 8週間から約 6ヵ月程度で成熟する。脱粒性

のものが多い。種子は非常に小さく，長さ 1~ 1. 5mm， 

幅 O.8~lmm程度で，イネ科穀物のうちで最小であ

る。テフの呼び名はアムハラ語で「見失ってしまう」

のという意味の語に由来する。 2n=40の四倍体であ

る。種皮色によって白色種子と赤色種子の品種群に

分類される。

エチオピアでは，製粉してインジェラと呼ばれる

半発酵の薄焼きパンにする。わらは牧草としての利

用があり，ケニア，南アフリカ，オーストラリアで

も栽培される。鉄分，マグネシウム，リンなどのミ

ネラル分が豊富で，セリアック病を起こすグルテン

画分を含まないことから注目されている。

8)フォニオ fonio，black fonio， animal fonio 

Digitaria exilis 

西アフリカが起源のイネ科雑穀に，フオニオ，ブ

ラックフオニオ D.iburua，アニマノレフォニオ

Brachiaria dejl町 σがある。いずれもサハラ砂漠から

西アフリカ一帯の乾燥地で作物とされている。

フオニオ，ブラックフオニオはメヒシパ属の一年

生作物。フオニオに最も近縁の野生種はアフリカの

サバンナ帯に広く分布する D.longifloraで，これを

栽培化した物がフオニオと考えられている。ブラッ

クフォニオはフォニオに極めて近縁の植物である

が，フォニオが西アフリカで広く栽培されてきたの
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に対して，本種は限られた高地でのみ栽培される。

祖先野生種は D barbinoidesと考えられる。アニマ

ルフオニオはニクキビ属の一年草で，アフリカで利

用されるニクキビ属植物の中で唯一の栽培種であ

る。アニマルフォニオ，フオニオとソルガム，ブラッ

クフォニオとトウジンビエはしばしば混作される。

いずれも痩せた土壌，雨量の少ない気候に適し，荒

れた土地で他の作物が育たないところで粗放に栽

培されている。

フオニオ，ブラックフォニオは固い殻を除いて粥

やクスクスにしたり，地酒の原料としたりする。ア

ニマルフォニオは穀粒がやわらかく製粉が容易な

ことから，ビスケットや揚げ物に利用する。

9)ハトムギ鳩麦 Job'stears， Adlay， Coix 

lacり1mαヅobivaκmaて戸ten

イネ科ジュズ、ダマ属の一年草作物。インドシナ半

島付近が原産で，東南アジア大陸部に起源する唯一

の穀類である。タロイモの水田の畦に雑草として生

育する、ジュズダマから発生した二次作物と考えら

れ，インドシナ半島では古代から栽培され，多くの

品種がある。中国へは後漢 15年(紀元 40年)馬援

(Ma-yuan)将軍がトンキン征服の折にハトムギの

種子を持ち帰り，導入した。学名の var.ma-yuenは

この将軍の名に由来する。英名は種子の形が旧約聖

書ヨブ記にあるヨブが流したような形であるとし

て名付けられた。ヨーロッパで、は中世期の頃より珍

奇な観賞植物として知られていたにとどまる。わが

国ではヨクイ，シコクムギとも呼ばれ， 7~8 世紀の

記録にその名が見られる。形態的，生態的に朝鮮半

島原産のもの類似しており， DNA分析によっても

日本と韓国在来品種の違いが殆んどないことから，

中国から朝鮮半島を経て渡来した説が有力である。

本種に最も近縁の植物はジュズダマで、あり，いず

れも 2n=20の二倍体である。ジュズダマの一変種と

して分類され，ジュズダマが本種の祖先野生種と考

えられるが，ジュズダマが多年生で、総直が硬いのに
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対し，本種は一年生で，総萄の表面には縦に筋が入

り，やわらかく指で押しただけでも破れる。一般的

にジュズダマの匹乳澱粉はウルチ性で，ハトムギは

モチ性と言われるが，ハトムギと分類された柔らか

い総直をもっサンフツレのうち，ウルチ，あるいはウ

ノレチとモチの混合とされるものもある。わが国で栽

培されているのは総てモチ性である。

トウモロコシと同じく雌雄同株で，雄花をつける

花序と雌花をつける花序に分かれる。花序は垂れ下

がり，穂の基部には雌性花序があり，葉鞘の変化し

た厚くて硬い総置に包まれている。種子は長さ 6~

12mm，幅 6mm前後で，光沢を帯びた暗褐色の総直

に包まれている。内部の子実は長さ 6mm，幅 3~

4mm先端のとがったやや扇平な卵形で，怪が大き

し、。

C4植物であるが，耐湿性があり，水田畦畔など水

湿の土地の生育に適する。草丈は 1. 2~ 1. 5m だが，

水田栽培時には 2mに達することもあり，機械収穫

向けに短稗化が進められている。種子が下から上ま

で茎に着粒しており(最下部の着粒位置から最上部

の着粒位置までの長さを着粒層という)，コンパイ

ン収穫の際に茎莱の刈り込みを少なくするため着

粒層の狭いものが望まれる。生育期間は 160日前後

で， 4 月下旬から 5 月上旬に播種し，花期は 8~10

月で登熟に 30日程度必要である。脱粒しやすいの

で 9~10 月に早めに収穫する。果皮と種皮を取り除

き日干しする。他の穀類と比べて蛋白質，脂質が多

く，プロラミンとグツレテリンが多い。プロラミンが

多いのでリジンが制限アミノ酸となる。

インド東部のベンガル地方，アッサム地方，ミャ

ンマーなどでは重要な作物で，精白して粥にしたり，

粉に挽いて餅をついたり，小麦粉と混ぜてパンを焼

いたり，発酵させて一種のビールを造る。中国では，

精白した種子を生京仁(よくいにん)と呼ぶ漢方薬

として利用し，沈痛，利尿，いぽ取り，消炎，滋養

強壮などの薬効があるといわれる。わが国ではベッ

トボトル用のお茶，雑穀米原料，シリアル食品とし

ての需要がある。茎葉は飼料にされる。

安定的な品質と収量を確保するためには，水はけ

の悪い園場や，乾燥条件は適さない。わが国では

1981年水田利用再編対策の特定作物として認めら

れたことを契機として，水回転作作物として栽培さ

れている。各地で系統の比較検討が行われ，岡山在

来と名付けられた系統が最初に全国的に栽培され

た。国産ハトムギの生産量は 2007年現在で 700t程

度，作付面積は 500ヘクターノレで，東北地方と関東

地方で多く作付けされている。品種でははとむ

すめJIはとひかり jが関東地方以南の地域では

とじろう」が東北地方で作付けされている。

図 3 ハトムギ

星川清親栽培植物の起源と伝播 1978 

10)アメリカ マコモ wild rice Zizania 

palustris 

マコモ属の一年生作物。英語で wildriceと呼ばれ

るのでしばしば誤解されるが，イネの野生種ではな

い。米国，カナダの五大湖を中心とする湿地沼地に

自生し，古くから先住民によって採集食糧とされて

いた。浅い水中に生え，時に水深 1mに及ぶ所でも

生育できる。穀粒は緑褐色で、背面に浅い溝があり，

長さ 1~2cm，幅1. 5mm，果皮は黒色である。子実

が成熟すると穂より脱粒し易く，種子は 2~3 日以

上乾燥すると発芽力が喪失するので，栽培は困難で

あったが，品種と栽培技術の改良により栽培可能と

なった。

収穫後の子実は色と香り，秤を取り易くするため

水を掛けて 4~7 日発酵させた後，倍煎，乾燥させ，

梓を除き製品とする。熔煎により黒褐色で香りがあ

る。蛋白質含量が高く，ビタミン B2' カルシウム，

リンが多い。
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米と同様に炊いて食べる。煮て味をつけ，鶏肉の

詰め物，添え物にしたり，スープ，サラダの添え物

など西洋料理の副材料として使われる。

11)キ ノア quinoaChenopodium quinoa 

アカザ科アカザ属の一年生双子葉草本。アンデス

高原地帯で紀元前から広く栽培される。インカ帝国

では主食とされ，現在でもアンデス高地の人々の生

活を支える穀物の 1つである。 C3植物であるが，耐

乾性に優れ，冷涼気候に適し，標高 2，500~4， OOOm 

の高地でも栽培できる。大きなものでは高さ 2.5m

になる。開花期の耐暑性は弱い。人工環境下でもよ

く生育し，収穫までの日数が短い。 1つの株から 100

万個の種子が取れる。 NASAが閉鎖生態系で栽培す

る作物として取り上げて以来注目されている。

種子は澱粉を豊富に含み，カルシウム，鉄が豊富

である。種皮にはサポニンを含み苦みがあるが，サ

ポニンを含まない品種が開発されている。種子は粉

にしてパン状に加工したり，粒のままかゆ状にして

食べる。酒を醸造したり，家畜の餌にもされる。葉

も野菜として利用可能である。

12)アマランサス amaranth Amaranthus 

hypochondriacus， A. cruent;附 ，A.caudatus 

ヒユ科ヒユ属の双子葉一年草oA hypochondri，αcus， 

A cruentus (すぎもりげいとう) ， A caud.αtus (ひも

げいとう，せんにんこく)の 3種が擬穀類として利

用される。最も重要な栽培種の Ahypochondriacus 

はメキシコ南西部に，A cruentus はメキシコ南部か

ら中央アメリカ，A caudatusはアンデス山脈付近が

原産地とされている。現在ではこれらの地域での栽

培は少なく， 19世紀初めにインドに伝えられて以来

ネパールで、重要な作物となっている他，アジア各地，

インド南部および北部の山岳地帯，東アフリカで栽

培される。

A hypochondriacus， A cruentusは花穂が直立し，

草丈が 2mを超え，A cαudatus は草丈 1~2m で茎は

直立する。いずれも C4植物で，高温多照下で旺盛

な生育を示す。種子は直径 1~ 1. 5mmの肩平レンズ

型で，澱粉含量は約 65%で，嬬と梗があるが，嬬は

品種が多い。蛋白質含量は 15%，リジン含量は大豆

に匹敵する。その他，カノレシウム，鉄分が高い。

玄穀粒は米と一緒に炊飯したり，粥状に煮てオー

トミールのように牛乳をかけて食する。粉に挽いて

シロップや蜂蜜と混ぜてキャンディーにしたり，ィ、

麦粉に混ぜて菓子やノfン，麺など，ビール，蒸留酒，

味噌，醤油の原料にもなる。

13)力ナリークサヨシ 加那利草葦

is1and， wild， tame canary Phalaris canariensis 

イネ科クサヨシ属の一年草。種子は飼鳥家の問で

はカナリーシードの名で知られる。

地中海沿岸域を原産とする。和名，学名ともにカ

ナリヤ諸島特産と思われる名が付いているが，同諸

島も原産地の一部であるため自然分布はしている

が固有種ではない。この種子がカナリヤの餌に供さ

れてきた歴史に由来し，現在もその名に違わず種子

がカナリヤを代表とする愛玩鳥フインチの飼料に

専ら使用される。フインチ飼料用に用いられる種子

の全世界の消費量のほぼ8割がカナダで，生産され

ている。日本では江戸時代にカナリヤの餌用として

渡来したものが野外に逸出したと考えられている。

道端などに見られる典型的な雑草で，乾いた地を好

む。草丈約 O.6~ 1. 8mほどになる。葉の形状は先

細で長さが 8.9~25. 4cm，幅が O.6~ 1. 9cm程度。

柔らかくて両面とも無毛であり，長さ 8mmほどの

葉舌を伴う。春から夏にかけて茎頂に円錐花序を一

本のみ付ける。種子は光沢のある茶色で，蛋白質，

脂肪分を多く含む。種子には特に脂肪分が他の穀物

に比較して格段に多く含まれるため，フインチの種

や個体によってはこの種子を非常に好むものがあ

る。種子に含まれる脂肪分には不飽和脂肪酸が 84%

含まれている。この種子のみを多給すると，多脂肪

過多症を起し落鳥につながる。小鳥用の餌としては

価格が高過ぎ、るので，通常はアワ，ヒエ，キビと混

ぜられた状態で販売される。これを四種混合とし、う。

その他カナリヤ諸島，イタリアおよび北アフリカで

は雑穀として食用にもされることがある。

14)アニス anise Pimpinella anisum 

アニスはセリ科の一年草。原産地は地中海東部地

域である。開花期には花茎が伸びて高さ 50cmほど

の高さにまで成長する。種のように見える果実をア

ニス果 aniseedと呼び，香辛料として用いる。時に

は息、の香りを良くするためや，消化剤などとしても

用いられる。

果実は長さ 5mm程度で強い芳香を持つ。地上部

分は若いうちは野菜として食用にされる。古代ギリ

シアの時代には主として薬草として扱われ，母乳の

分泌を促進する，あるいは分泌期間を延ばすものと
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信じられてきた。他にも，健胃剤，駆虫剤，去疾剤

として使われてきた。果実を水蒸気蒸留して揮発性

のアニス油が得られ，香料として使う他，少量を腹

の張りや子供の荊痛(発作性の腹痛)の治療薬とし

て使うことがある。アニス油は沸点 2100Cの黄色の

液体で，成分は 90%程度がアネトールである。他に

カピコール，アニスアルデ、ヒド，アニス酸，テルベ

ンなどを含む。

15)フ ェンネル 菌香(ういきょう)

小面 香(しよう ういきょう fennel

Foeniculum vulgare 

セリ科ウイキョウ属の多年草。草丈は 1~2m。葉

は糸状で，全草が鮮やかな黄緑色をしている。花期

は 6 月 ~8 月，枝先に黄色の小花を多数つける。秋

には 7~10mm 程度の長楕円形をした茶褐色の実を

つける。若い葉および種子 fennelseedは，甘い香り

と苦味が特徴で消化促進，消臭，肥満防止に効果が

あり，香辛料，ハーブとして，食用，薬用，化粧品

用などに古くから用いられている。地中海沿岸が原

産とされ，古代エジプトや古代ローマでも栽培され

ていた記録があり，歴史上もっとも古い作物の 1つ

とされる。主産地はインド，中国，エジプトなど。

日本には平安時代に中国から渡来し，長野県，岩手

県，富山県などで多く栽培されている。

果実を粉砕し，水蒸気蒸留して精油を採る。収率

はおよそ 4~7% とされる。芳香の主成分はアネトー

ノレ anetholC6H4 (OCH3) C3H5) である。

西洋では魚料理やピクルスの風味付けに，インド

ではカレー料理に，中国では五香粉の原料として用

いられる。また，酒類の香り付けにも用いられる。

フェンネルの葉柄基部が肥大したものはフィノッ

キオ finocchioと呼ばれ，野菜としてサラダなどに

用いられる。果実は生薬「菌香」で芳香健胃作用が

ある。漢方方剤の安中散(あんちゅうさん)や太田

胃散(漢方÷西洋薬の処方)，口中清涼剤の仁丹な

どに使われている。

16)ア サ 麻 cannabishemp Cannabis sativa 

L. C. indica Ram C. ruder，σlis Janisch. 

「麻j としづ漢字は，草(林)が乾燥小屋(j)に収

められている様子を示している。伝説では前 2700

年の古代中国の蒼韻(そうけっ)という神が創った

といわれている。中国では BC6000年に食用として

使用され， BC4000年に布地， BC2727年に薬用とし

て使用される。 BC1500年から食用・繊維のために

栽培されていたようである。 BC5世紀の歴史家・へ

ロドトスは，スキタイ人が大麻を娯楽に使っている

様を叙述している。日本では紀元前から栽培され，

後漢書の東夷伝や三国志のいわゆる親志倭人伝，風

土記に記述が見られる。アサは主要な繊維原料であ

り，一般に広く使われていたし，木綿の普及後も，

麻繊維の強度が重宝されて，特定の製品には第二次

世界大戦後まで盛んに使用されていた。また，麻の

茎は工芸品に使われ，種子は食料になっていた。神

道では神聖な植物として扱われ，皇室にも麻の糸，

麻の布として納められている。古代から人類の暮ら

しに密接してきた植物で，世界各地で繊維利用と食

用の目的で栽培，採集されてきた。種子(果実)は

食用として利用され，種子から採取される油は食用，

燃料など様々な用途で利用されてきた。20世紀初頭

より，米国や日本を始めとした殆どの国で栽培，所

持，利用について法律による厳しい規制を受けるよ

うになる。近年この植物の茎から取れる丈夫な植物

繊維がエコロジーの観点から再認識されつつある。

繊維利用の研究が進んだ米国，欧州|では，繊維利用

を目的とし品種改良した麻をへンフ。と呼称し，規制

薬物および薬事利用を指し使用される事の多い植

物名，カナピスと区別している。

アサは中央アジア原産とされるアサ科属で一年

生の草本で，大麻(たいま)または大麻草(たいま

そう)のこと。この植物から採れる麻薬を特に大麻

(マリファナ)と呼ぶ。広義にはアサは麻繊維を採

る植物の総称であるが，アマ科の亜麻やイラクサ科

の苧麻(カラムシ)，シナノキ科黄麻(ジュート)， 

バショウ科マニラ麻，リュウゼツラン科サイザル麻

がアサと呼ばれるが本項目とは全く 53iJの種類の植

物である。

大麻は雌雄異株。高さ 2~3m，品種や生育状況に

よりさらに高く成長する。ヒマラヤ山脈の北西部山

岳地帯が原産地といわれている。生育速度と環境順

応性の高さから，熱帯から寒冷地まで世界中殆どの

地域に分布している。生育速度が速い事から，忍者

が種を蒔いて飛び越える訓練をした逸話などが

残っている。

葉や花にはテトラヒドロカンナピノーノレ(THC)

が含まれ，これをヒトが摂取すると陶酔する。根や

茎以外の，薬効成分を多く含んだ花穏や葉を乾燥し
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た物(通称マリファナ)や，同部分から抽出した樹

脂(通称ハシ、ン)は THCを含有しており，ロシア，

アフリカ，オーストラリア，ヨーロッパの一部を除

く世界中で規制薬物の対象とされる。医療目的とし

ても価値があり，古くから果実は麻子仁(ましにん)

としづ生薬として用いるほか，葉や花から抽出した

成分を難病患者に投与する方法も研究されている。

栽培植物としては非常に急速に成長する。

アサは生育が速い一年草であり，生育の際に多量

のCO2を消費し，繊維質から様々な物が作れるため，

地球規模での環境保護になるという意見もあり，実

際にバイオマス原料植物として各国で研究・実用化

が始まっている。

産業用のアサと日書好用のアサは品種が異なる。前

者については，陶酔成分が生成されないよう改良さ

れたトチギシロが用いられる。日本に自生する麻に

は陶酔成分である THCが0.1%未満含まれている。

他の品種は1.8から 20%含有とされているため，確

かに少ないが軽視できる量ではない。

一般的にアサは覚醒剤やコカインなどと同種の

「麻薬jとしての悪評のみが一人歩きしてしまった。

しかし実際には食用，薬用，繊維，製紙などの素材

として用いられる有用な植物である。麻の茎から採

れる植物繊維は麻布，麻袋(南京袋)，衣類，履き

物，鞄，装身具，縄，容器，調度品など，様々な身

の回り品が製造されている。繊維を取った後の余っ

た茎(苧殻おがら)は，かつては懐炉用の灰の原料

として日本国内で広く用いられ，お盆の際に迎え

火・送り火を焚くのに用いられる。現在も産業用の

栽培はあるが，減少傾向である。

麻の種(果実)は麻の実の名で七味唐辛子にも含

まれ，生薬の麻子仁として調剤される。麻子仁には

陶酔成分は無く穏やかな作用の便秘薬として使わ

れる。栄養学的には蛋白質が豊富であり，脂肪酸な

と、の含有バランスも良いため食用可能で、あり，七味

唐辛子など香辛料や鳥の餌になる。果実から搾られ

た油を含んだ線香がアロマテラピー用として市販

されている。

17)ベニバナ 紅花末摘花(すえつ

むはな) saffiower Carthαmus tinctorius 

Carthamusはアラビア語の Iquartom (染める)J 

が語源。 tinctorius 染色用の，染料の意。地中海

沿岸，中央アジア原産。 6世紀に高句麗の僧侶が日

本に紹介し，推古天皇の時代から，紅色の染料をと

るための植物として利用した。 6世紀の藤ノ木古墳

からの紅花の花粉が検出されている。

花から得られる紅は口紅にされ，平安王朝人の紅

や桜色の衣装を染め，また，古代エジプトミイラの

布の防腐にも使われた。光源氏は葵上を弔う喪服に

使用した。

種子からコレステロールを取り除くリノーノレ酸

を含む良質の油が採れるので，今では食用油として

の需要が多い。油のすすは墨(すみ)として使われ

る。花は 7月頃咲き，咲き始めは黄色，次第に赤っ

ぽく変わる。花は紅色の色素を含み，染料や薬用と

して使われる。紅花の名前もここからきている。山

形県の県花。特に最上川周辺で栽培が盛んである。

別名「末摘花(すえつむはな)J。茎の末の方か

ら咲き始める花を摘み取ることから。また，源氏物

語に登場する女性で末摘花(常陸宮姫)の姫は鼻が

赤いことから「紅鼻」とも呼ばれ，同じ読みの「紅

花」に因んで末摘花Jの名前がつけられた。

10月 30日の誕生花で花言葉は「情熱」。

紅の八塩の衣朝な朝な

期iI(な)れはすれども いやめづらしも

・・・万葉集

上記の記述には Wikipediaからの引用を多く頂いた。
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