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多収穫米品種の開発研究と育成品種の特性 

（独）農研機構 作物研究所 低コスト稲育種研究チーム 加藤 浩 

 

１． はじめに 

 日本の米の消費量は 2007年を除き一貫して減少を続けており、一般食用米を

生産する水田の作付面積は 163 万 ha（2008 年度）に減少し、全国で 100 万 ha

以上の生産調整水田が存在している。また耕作放棄地も急速に拡大し、38万 ha

の耕作放棄地が存在する。一方で、飼料として用いるトウモロコシや牧草は、

長期的に需要が伸びている。しかし、これらの飼料作物は畑作物である場合が

多く、水分の多い日本の湿田での栽培に適さないものが多い。このような状況

で飼料として飼料米や稲発酵粗飼料（稲 WCS）を生産することにより、耕作放棄

水田を解消し、国内産の飼料生産を増大させることが可能である。 

飼料として用いられるイネの品種は、その用途から玄米や籾が多収で牛、豚、

鶏の濃厚飼料として用いられる飼料米品種と、茎葉を含む地上部全体を収穫し

稲 WCS として牛の粗飼料に利用される WCS 用イネ品種に分けられる。飼料米品

種と WCS 用イネ品種では、良食味性や玄米品質が重視される食用イネ品種とは

求められる特性が異なる。飼料米品種のもっとも重要な特性は、家畜に給与す

る玄米または籾の収量が高いことである。また、WCS用イネ品種の最も重要な特

性は、収穫した籾と茎葉からなる地上部全体を稲 WCS として牛に給与したとき

の可消化養分総量（TDN）が高いことである。輸入濃厚飼料の国内での莫大な利

用量からみれば、自給率向上のためには飼料米の栽培面積を大きく拡大する必

要がある。また稲 WCS については、輸入粗飼料はかさ張るために相対的に輸送

コストが大きく、国内産の稲 WCS は価格競争力の面で有利性が高いと考えられ

る。 

 

２． 育成された飼料米品種とその特性 

これまでに育成された水稲品種の中で、飼料米としての適性があると考えら

れる飼料米品種の玄米収量を表１に示した。飼料米品種の玄米重は「きたあお

ば」、「北陸 193 号」、「モミロマン」の 0.83 t/10a、0.77t/10a、0.82 t/10a が

最も大きい。それぞれ比較の食用イネ品種に比べて、28％、17％、37％高い玄

米収量を示している。飼料米品種の耐倒伏性は食用イネ品種の「コシヒカリ」

が“極弱”であるのに対して、“やや強”以上の品種が多い。穂数と穂重の割合

を示す草型は、飼料米品種ではやや穂重型～極穂重型であり、食用イネ品種に

比べて穂重型が多い。脱粒性は、やや難か難であり食用イネ品種と大差はない。 
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表１　飼料米品種の育成地での移植栽培による成績

品種名 育成地所在地 出穂期 成熟期 稈長 玄米重 玄米重

比較品種 (月．日） (月．日） （cm） (ｔ/10a) 比率（%）

きたあおば 北海道 8.01 9.27 79 0.83 128

(きらら397） 札幌市 8.01 9.20 69 0.65 100

べこごのみ 秋田県 7.25 8.31 79 0.69 106

(アキヒカリ) 大仙市 7.29 9.01 75 0.65 100

夢あおば 新潟県 7.29 9.10 86 0.72 97

ふくひびき 上越市 7.27 9.07 78 0.74 100

べこあおば 秋田県 8.07 9.24 70 0.73 106

ふくひびき 大仙市 8.04 9.12 72 0.69 100

クサユタカ 新潟県 8.05 9.26 87 0.73 116

（キヌヒカリ) 上越市 8.06 9.21 85 0.63 100

タカナリ 茨城県 8.13 10.01 74 0.73 122

ハバタキ つくばみらい市 8.09 9.26 80 0.60 100

ホシアオバ*1 広島県 8.13 9.31 101 0.71 116

クサホナミ 福山市 8.24 10.13 96 0.61 100

北陸193号 新潟県 8.16 10.04 80 0.77 117

（日本晴） 上越市 8.15 9.27 83 0.66 100

モミロマン 茨城県 8.15 10.09 89 0.82 137

(日本晴) つくばみらい市 8.17 9.27 90 0.60 100

ミズホチカラ 福岡県 9.02 10.31 76 0.73 120

(ニシホマレ) 筑後市 9.03 10.22 91 0.61 100

モグモグあおば 福岡県 8.17 10.08 104 0.75*3 109

(ニシホマレ) 筑後市 8.18 10.01 93 0.69*3 100

クサホナミ*2 茨城県 8.24 10.08 95 0.67 146

はまさり つくばみらい市 8.30 10.07 96 0.46 100

クサノホシ*1 広島県 8.28 10.18 104 0.65 108

クサホナミ 福山市 8.24 10.13 96 0.61 100

ホシユタカ 広島県 9.04 11.04 93 0.65 112

（日本晴） 福山市 8.20 10.09 81 0.59 100

ホシアオバ、クサホナミ、クサンホシ以外は新品種決定に関する参考成績書による。

（）内の品種は食用イネ品種

*1：育成地におけるH15-19の平均値。なおTDNの測定はH16-H19の平均値。

*2：育成地におけるH11-12、H14-16、H18-19の平均値。

*3：風乾での水分含量を12%とした成熟期の推定値。  
 
作物研究所で育成した「モミロマン」は、多収品種「カタナリ」に優る玄米

収量を示し、極多肥条件（窒素成分で 24kg/10a）では 0.87t/10a の粗玄米収量

を達成した。多肥（窒素成分で 16kg/10a）で「日本晴」より 37％、極多肥では

倒伏により収量の伸びない「日本晴」に比べ 47％高い収量であった。耐倒伏性

は極強である。草型は極穂重型で、登熟期間が長く、「日本晴」より出穂は 2日

遅いが、成熟日は 12 日遅い。「モミロマン」の玄米は、玄米の腹白・心白・乳
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白が著しく多く、玄米品質は「日本晴」より著しく劣る。「モミロマン」は屑米

が 10％程度含まれるが、家畜の飼料とする場合は屑米を含む粗玄米を飼料とし

て用いる。現在、関東から九州までの広い範囲での適応性の検討を行っている。 

 

３． 各地域における飼料米品種の選定 

各地域の飼料米品種の選定に当たっては、品種の早晩性に注意し、十分に登

熟することが可能な品種を選定する。早生の晩生まで熟期の異なる品種がある

ので、栽培方法（移植栽培、直播栽培）に合わせてその地域に適した熟期の品

種を選定する必要がある。早生品種の耐冷性は不十分なものが多く、冷害の発

生しやすい地域では注意が必要である。育成地での出穂期を参考にして、適す

る出穂性の品種をいくつか選んで予備的に供試し、地域ごとの耐病虫性も含め

た総合的な適応性や収量性を調査する。各県の農業試験場、普及センター等で

飼料米品種の過去の作付データがある場合にはできるだけ活用し、選定の参考

とする。飼料米品種は収益性、タンパク質含量を上げるという観点から多肥栽

培で多収を達成する必要があり、選定に当たっても、食用イネ品種の栽培に比

べて、多肥栽培での収量性や耐病虫性の評価が必要である。また、「モミロマン」

のように同じ出穂期の食用イネ品種に比べて登熟期間が２週間も長く、脱粒の

問題も少ない品種の場合は、完全に登熟するのを待って収穫する必要がある。

屑米も利用できることから、食用イネ品種の場合の刈り遅れによる胴割れも大

きな問題にならないので、地域によってはこのような品種を用いて立毛乾燥も

ある程度可能と思われる。 

 

４． 今後の飼料米品種の育成方向 

既存の玄米収量の高い飼料米品種は、大粒・長穂・密穂性など穂が重くなる

性質を持つ“穂重型”品種が、ほとんどである。この穂重型の特性を維持しな

がら、さらに稈を強化してより高い耐倒伏性を導入することにより、多肥栽培

でさらに高収量を達成する品種を選抜することが可能と考えている。また、「モ

ミロマン」が示す登熟期間の長い性質も、多収化に寄与するのではないかと思

われる。飼料米品種では、屑米が多く玄米品質が低くても問題にならないこと

は、多収系統の選抜を行いやすくするという効果がある。 

飼料米品種の育成は、1982 年に始まった超多収プロジェクト（後続プロジェ

クトを含め 1995年まで継続）により行われた部分と、2000年から始まった WCS

用イネ品種を育成するブラニチ 3 系（現在のえさプロ）で育成された品種の中

から玄米多収型の品種を利用することにより達成されている。飼料米品種の育

成については、2年前までは市場のニーズもなかったが、現在は、そのニーズが

急激に高まっており、今後さらに多収で多様な飼料米品種が育成されると予想
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される。 

表２　稲WCS専用品種のTDN収量

品種名 出穂期 成熟期 稈長 黄熟期 成熟期 玄米重 推定TDN 推定TDN 推定TDN収

（比較品種） 育成地所在地 乾物全重 風乾全重

(月．日） (月．日） （cm） (ｔ/10a) (ｔ/10a) (ｔ/10a) 含量（％）*1 収量(t/10a) 量比率（％）

きたあおば 北海道 8.01 9.27 79 1.42 1.76 0.83 60.9 0.89 122

(きらら397） 札幌市 8.01 9.20 69 1.22 1.45 0.65 59.3 0.73 100
べこごのみ 秋田県 7.25 8.31 79 1.17 1.55 0.69 62.1 0.73 106
(アキヒカリ) 大仙市 7.29 9.01 75 1.10 1.49 0.65 62.5 0.69 100
夢あおば 新潟県 7.29 9.10 86 1.52 1.73 0.72 61.2 0.93 105
（ふくひびき） 上越市 7.27 9.07 78 1.44 1.61 0.74 61.6 0.89 100
べこあおば 秋田県 8.07 9.24 70 1.37 1.77 0.73 61.9 0.85 110
（ふくひびき） 大仙市 8.04 9.12 72 1.23 1.54 0.69 62.9 0.77 100

クサユタカ 新潟県 8.05 9.26 87 1.50*5 1.71 0.73 58.1 0.94 103

（オオチカラ） 上越市 8.06 9.23 88 1.50*5 1.70 0.70 58.9 0.91 100

（キヌヒカリ) 8.06 9.21 85 1.44*5 1.64 0.63 - - -

ときわみどり 福岡県 8.04 9.26 103 1.75 - 0.62*5 56.6 0.99 115

(日本晴） 筑後市 8.07 9.17 83 1.39 - 0.59*5 58.2 0.86 100

ホシアオバ*3 広島県 8.13 9.31 101 1.52 1.91 0.71 58.6 0.91 103

（クサホナミ） 福山市 8.24 10.13 96 1.50 1.86 0.61 58.3 0.88 100
たちすがた 茨城県 8.11 10.05 109 2.02 2.19 0.60 59.6 1.20 118
(日本晴) つくばみらい市 8.16 9.27 90 1.75 1.85 0.56 58.0 1.01 100
モミロマン 茨城県 8.15 10.09 89 1.80 2.12 0.82 61.0 1.10 108
(日本晴) つくばみらい市 8.17 9.27 90 1.76 1.87 0.60 57.9 1.02 100

ミナミユタカ 宮崎県 8.28 10.08 101 1.29*5 1.47 0.31 - - -

モーれつ 佐土原町 8.28 10.08 104 1.21*5 1.37 0.27 - - -

（ユメヒカリ） 8.30 10.10 71 1.21*5 1.38 0.40 - - -

ニシアオバ 福岡県 8.19 9.28 105 1.97 2.24 0.65*2 59.3 1.17 115

(ニシホマレ) 筑後市 8.21 9.26 93 1.72 1.94 0.56*2 59.1 1.01 100

ミズホチカラ 福岡県 9.02 10.31 76 - 1.89 0.73 - - -
(ニシホマレ) 筑後市 9.03 10.22 91 - 1.79 0.61 - - -

モグモグあおば 福岡県 8.17 10.08 104 1.92 - 0.75*5 57.3 1.10 121

(ニシホマレ) 筑後市 8.18 10.01 93 1.53 - 0.69*5 56.8 0.91 100

クサホナミ*4 茨城県 8.24 10.08 95 1.85 2.08 0.67 59.2 1.10 105
(はまさり） つくばみらい市 8.30 10.07 96 1.67 1.90 0.46 61.1 1.05 100

クサノホシ*3 広島県 8.28 10.18 104 1.63 2.06 0.65 57.1 0.94 107

（クサホナミ） 福山市 8.24 10.13 96 1.50 1.86 0.61 58.3 0.88 100
リーフスター 茨城県 8.31 10.16 109 1.92 2.14 0.42 61.0 1.17 111
（はまさり） つくばみらい市 8.31 10.08 96 1.73 1.92 0.51 60.7 1.05 100

ルリアオバ 広島県 8.05 - 155*6 1.53 - - 46.7 0.72 94

タチアオバ 福山市 8.12 - 117*6 1.29 - - 59.4 0.77 100

タチアオバ 福岡県 8.29 10.19 106 2.13 2.41 0.66 59.5 1.27 127
（ミナミヒカリ） 筑後市 8.25 10.09 86 1.69 1.95 0.56 59.5 1.00 100

ホシアオバ、クサホナミ、クサンホシ以外は新品種決定に関する参考成績書による。

*1：畜産草地研究所の推定式による。*2：籾重。*3：育成地におけるH15-19の平均値。なおTDNの測定はH16-H19の平均値。
*4：育成地におけるH11-12、H14-16、H18-19の平均値。なおTDNの測定はH14-16,H19の平均値。*5：黄熟期籾重。*6：草丈。
なおTDNの測定はH14-16,H19の平均値。*5：風乾での水分含量を12%とした成熟期の推定値。  

５． 育成された WCS用イネ品種とその特性 

これまでに育成された WCS 用イネ品種の TDN 収量を表２に示した（表１と共

通の品種では、出穂期、成熟期、稈長、玄米重のデータは共通）。WCS 用イネ品

種で最も重要な TDN収量は、「たちすがた」、「ニシアオバ」、「リーフスター」、「タ

チアオバ」の 1.20 t/10a、1.17t/10a、1.17 t/10a、1.27t/10aが WCS用イネ品

種の中でも最大である。これらは、WCS 用イネ品種の中でも、稈長が 1m 以上あ

り籾の割合が少ないが茎葉が多くて株全体として多収となる茎葉多収型の品種

である。それらの TDN収量を食用イネ品種と比べると、「日本晴」に対して「た

ちすがた」が 18％高く、「ミナミヒカリ」に対して「タチアオバ」が 27％高い。

加えて、茎葉多収型品種では WCS のロール中の籾の量が少ないため、排泄され
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る未消化籾の量も少なくなり普及場面では有利である。 

茎葉多収型品種に対して、玄米収量が高く、それによって高い風乾全重と TDN

収量を達成しているのが、「きたあおば」、「べこごのみ」、「夢あおば」、「べこあ

おば」、「クサユタカ」、「モミロマン」、「ミズホチカラ」などの玄米多収型品種

で、これらは飼料米品種でもある。「きたあおば」は玄米収量で 0.83t/10a、TDN

収量で 0.89t/10aで「きらら 397」より TDN 収量が 22％高い。「モミロマン」は

玄米重で 0.82t/10aで、TDN収量は 1.10t/10aで「日本晴」より TDN収量が 8％

高い。「ホシアオバ」、「モグモグあおば」、「クサホナミ」、「クサノホシ」は、玄

米収量も高く稈長が高い。これらは、茎葉と玄米の両方で高い TDN 収量を達成

する中間型である。 

表３　稲WCS専用品種の特性

品種名 耐倒伏性 穂発芽性 脱粒性 縞葉枯 障害型 玄米千
真性抵抗性 圃場抵抗性 病耐病性 耐冷性 粒重ｇ

きたあおば やや弱 不明 難 + やや弱 不明 やや強 21.7

べこごのみ 強 易 難 Pib,Pik 強 罹病性 やや弱 22.0

夢あおば 極強 中 難 Pita-2,Pib 不明 抵抗性 やや弱 26.5

べこあおば 強 やや易 難 Pita-2 or Pita やや弱 罹病性 弱 30.6

クサユタカ 強 やや易 難 Pia,Pik 中 罹病性 弱 35.0

ときわみどり やや強 やや易 難 不明 不明 抵抗性 中 36.5

ホシアオバ やや強 やや易 やや難 Pita-2,Pib 不明 抵抗性 不明 29.4

たちすがた 強 難 難 Pib 不明 抵抗性 中 25.1

モミロマン 極強 やや易 難 不明 不明 罹病性 中 24.1

ミナミユタカ 強 易 難 不明 不明 抵抗性 不明 17.2

モーれつ 強 やや易 極易 不明 不明 抵抗性 不明 不明

ニシアオバ 中 易 難 Pia,Pikm 中 罹病性 不明 29.3

ミズホチカラ 極強 やや易 難 不明 不明 罹病性 不明 23.0

モグモグあおば 強 やや易 難 不明 不明 抵抗性 不明 29.1

クサホナミ 強 やや易 難 Pia,Pii,Pik+α 不明 抵抗性 不明 21.7

クサノホシ やや強 難 難 Pita-2,Pib 不明 抵抗性 不明 24.3

はまさり 強 難 難 Pia,Pish やや強 抵抗性 不明 18.4

リーフスター 強 やや易 難 Pia,（Pik) 不明 罹病性 不明 20.3

ルリアオバ 弱 不明 難 不明 不明 抵抗性 不明 不明
タチアオバ 極強 中 難 Pia,Pii 中 抵抗性 不明 22.2

一般食用米品種（比較）

日本晴 やや強 難 難 Pia 中 罹病性 極弱 20.4

ニシホマレ やや強 やや易 やや易 Pia 中 罹病性 不明 21.2
コシヒカリ 極弱 極難 難 　＋ 弱 罹病性 強 20.6

葉いもち

茎葉多収型の品種の「たちすがた」、「ニシアオバ」、「リーフスター」、「タチア

オバ」、「ミナミユタカ」、「モーれつ」、「はまさり」、「ときわみどり」、「ルリア

オバ」では、稈長が 90cm以上である。玄米多収型の稈長はそれよりも低い。WCS

用イネは稈が強く、飼料米品種の傾向と同様に、耐倒伏性が“やや強”から“極

強”の品種が多い（表３）。脱粒性は、「モーれつ」以外については、「やや難」

か「難」であり食用イネ品種と大差はないが、刈り遅れると脱粒しやすくなる

品種もあり、注意が必要である。 



6 
 

用イネは稈が強く、飼料米品種の傾向と同様に、耐倒伏性が“やや強”から“極

強”の品種が多い（表３）。脱粒性は、「モーれつ」以外については、「やや難」

か「難」であり食用イネ品種と大差はないが、刈り遅れると脱粒しやすくなる

品種もあり、注意が必要である。 

 

６． WCS 用イネ品種の栽培適地と選定 

図１は WCS 用イネ

品種の栽培適地を示

す。表２は、各品種を

作物研究所の圃場（茨

城県つくばみらい市）

で栽培した場合の早

晩性に基づいて、早生

から晩生の順に配列

している。WCS 用イネ

品種の選定に当たっ

ては、品種の早晩性に

注意し、収穫適期であ

る黄熟期（成熟期の

10 日～14 日程度前の

50％の籾が黄化する

時期）まで登熟するこ

とが可能な品種を選

択する。多肥条件で選

定するのは飼料米品

種と同様である。                  

 図１ WCS 用イネ品種の栽培適地 

 

７． 今後の WCS 用イネ品種の育成方向 

最近、「タナカリ」、「モミロマン」、「ミズホチカラ」、「ルリアオバ」に除草剤

のベンゾビシクロンで、苗が枯死する甚大な薬害がでることが明らかになった。

他に、「おどろきもち」、「ハバタキ」でも薬害がでることが分かっている。この

除草剤は、多くの製品に使われているので、今後、除草剤感受性を取り除いた

品種を育成することが急務である。 

べこごのみ

夢あおば

べこあおば

クサユタカ

ときわみどり

ニシアオバ

ミズホチカラ

モグモグあおば

ルリアオバ

タチアオバ

ホシアオバ

たちすがた

モミロマン

クサホナミ

クサノホシ

リーフスター

きたあおば
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く、圃場抵抗性については不明のものが多い。今後は、真性抵抗性ではなく、

圃場抵抗性を有する品種を育成する必要がある。また、耐冷性についても不十

分な WCS用イネ品種が多いので、その強化も必要である。 

TDN収量の向上については、玄米多収型品種の育成方向は飼料米品種と同じあ

り、穂重型をさらに強稈化する等の方向が有効と考えられる。茎葉型品種の育

成方向には、異なる方向も考えられる。TDN収量でみると、最も高い品種は「た

ちすがた」「ニシアオバ」「リーフスター」「たちあおば」であり、これらはすべ

て稈長が 100cm 以上の長稈の茎葉多収型品種である。これまでの飼料米品種、

食用イネ品種では、半矮性因子の導入により短稈化し耐倒伏性を強化して、一

方で穂を大型化し収穫指数を向上させることにより玄米収量を高めてきた。WCS

用イネ品種では、収穫部分が籾や玄米だけでなく、茎葉も含まれるので、これ

までとは異なる育種戦略を用いることが可能である。茎葉多収型はこの戦略に

沿ったもので、穂を小型化し長稈でも耐倒伏倒が強い。長稈化することにより

イネ群落中の CO2の循環が良くなり、結果として群落としての光合成能が上昇す

ることが考えられる。実際に、200cmを超える草高のイネで、乾物重で 2～3t/10a

の収量が得られたという報告があり、茎葉多収型品種の育成では、長稈化と穂

の軽量化を組合せるのも、有効な育成方向の一つであると考えられる。 
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米の製パン適性評価 
（独）農研機構 作物研究所 米品質研究チーム 青木法明 

米粉パン作成例 

＜材料＞ 菓子パン 食パン 
米粉パン用米粉*1 １６００ｇ １６００ｇ 
グルテン *2 ４００ｇ ４００ｇ 
上白糖 *3 ４００ｇ １００ｇ 
無塩マーガリン *4 １６０ｇ １６０ｇ 
脱脂粉乳 *5 ６０ｇ ４０ｇ 
全 卵 *6 ２００ｇ なし 
食 塩 *7 ２０ｇ ４０ｇ 
生イースト *8 ６０ｇ ６０ｇ 
加 水 *9 １４４０ｇ程度 １５００ｇ程度 
 
*1）この米粉はコシヒカリを気流粉砕で製粉し篩いを通したもの。粒度は上新粉より細か

い。 
*2）グルテンはカナダ産強力粉より抽出。国産小麦から抽出したグルテンだとパンのでき

が良くないものが多い。 
*3）上白糖は入れなくてもよいが、発酵が遅くなる。 
*4）無塩マーガリンの代わりに有塩マーガリンでもよい。バターを用いてもよいが、米の

風味がバターに負けてしまう。ショートニングを用いると米の風味がよりよく出るが、マ

ーガリンよりも味が落ちる。 
*5）脱脂粉乳の代わりに牛乳を用いてもよいが、パンが硬くなる。 
*6）M 玉もしくは L 玉だと 50～60 グラムなので、4 個入れればおよそ 200 グラムになる。

卵はあらかじめ溶いておく必要はない。 
*7）食塩は市販のもの（食卓塩）を用いる。塩を入れないと絶対に発酵しない。 
*8）ドライイーストを用いるときは量を半量にする。 
*9）水は 2，3 回に分けて加える。湿度、卵の量により量を増減させる。雨天時は 50 グラ

ム程度減らす。ロール粉砕で作られた粉は気流粉砕で作られた粉より水を少し多めに加え

る必要があるので、用いる粉の製粉方法をあらかじめ確認しておいた方がよい。 
 
保湿のためトレハロースを添加することもある。 
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＜行程＞ 

 
 
 
（ミキシング） 

容器に水を入れ、マーガリン以外の材料を加える。水は全量の９０％程度をまず加え、

捏ねながら少しずつ水を足していき、こねながら生地の様子を見る。 
ミキシング速度と時間は下のようにする。時間はあくまで目安であるので、こね具合

によって時間を変更させる。 
 
低速 3 分 *1→中高速 4 分（菓子パン）→油脂投入*2→低速 2 分→中高速 4 分 

中高速 5 分（食パン） 
*1）低速運転はこねるというより混ぜる作業である。粉がなくなった頃に中高速に

切り替える。高速にすると機械が止まることがあるので注意する。 
*2）油脂は常温に戻した上で入れる。固まりのまま入れてもよい。 
 

（こね上げ温度） ２５～２７℃ 
３０℃以上にあがらないように気をつける。温度が高くなったら容器の下から氷水を

入れたボールをつけ、温度を下げる。なお、油脂を入れると温度は上昇する。 
生地が硬すぎる時、もしくは柔らかすぎる時には水あるいは米粉・グルテンを追加し

て捏ね直し、硬さを調整する。 
 
＊生地が良くできていないのであれば、後で何をしてもよいパンにはならないので作

り直すことを検討した方がよい。 

ミキシングに用いる機械

（カントーミキサー） 
こね行程 
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（フロアタイム、一次発酵）菓子パン５分、食パン１０分（冬季は３０分前後） 

室温で置く。濡れふきんなどを掛ける必要はない。また、菓子パン生地だと夏場はフ

ロアタイムを取らなくてもよいこともある。フロアタイムが長すぎると離水するので注

意。 
 
（分割）分割して丸める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ベンチタイム、二次発酵）１０分（冬季は２０分前後） 

ベンチタイム後に再度丸めて中のガスを抜く。ある程度力を入れる必要があるが、あ

捏ねあがった生地（写真は菓子パン生地） 
向こうが透けるくらいに伸ばせる。 
 

菓子パン生地 食パン生地 

菓子パン生地の分割 食パン生地の分割 



11 
 

まり強くしすぎると離水してしまうので注意する。丸める作業もパンのできの善し悪し

を決める重要な工程である。菓子パンの場合、ここで具を入れる。 
 
（ホイロ、焙炉） 

菓子パン 湿度７５％、温度３６℃、３０～４０分程度 
食パン 湿度８０％、温度４０℃、５０分程度 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
（オーブン） 

菓子パン 上火２１０℃、下火１８０℃、１３分程度 
食パン 上火１８５℃、下火１８５℃、３０分程度 

食パンは焼き上がった後、ケービング（腰折れ）を防ぐために横向きに置く。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ホイロ後の菓子パン生地 
 米粉パンは焼き色があまり付かないので

焼く前に溶き卵をハケで塗るとよい 

ホイロ後の食パン生地 

米粉食パン 
左：コシヒカリ米粉 
右：夢十色米粉 

ケービングしたパン 
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米の加工適性について 
 

（独）農研機構 作物研究所 米品質研究チーム 鈴木保宏 
 

 わが国の食料事情は厳しい状況にあります。昨年から今年にかけて穀物価格の高騰や、穀物輸出国による輸出

制限が行われました。わが国のカロリーベースの自給率が40％と極めて低いこともあり、米の「粉」として利用

が注目をあびています。このため、国内で生産可能な米をパンや麺に利用し、食料の自給率と自給力を高める施

策が進められています。一方、大手製パン企業やコンビニも米粉パンの取り扱いを始めています。このような情

勢により、消費者の認知度は高まってはいますが、米粉と小麦粉の違いは意外なほど理解されていない状況にあ

ります。 

 製パンにおいて米粉が小麦粉と異なる大きな点は何か？と言えば、パンの骨格となるタンパク質「グルテン」

を持たない点であります。米粉はグルテンをもたないため、米粉パンの製造では、①小麦由来のグルテンを2割

程度添加する（グルテン添加米粉パン）、②小麦粉に1~5割程度の米粉を混合する（米粉混成パン）、③米粉に増

粘多糖等の粘性物を添加する（100%米粉パン）、などの工夫をしています。 

 本研修においては、米粉パンや米粉麺などの米粉利用適した品質特性はどのようなものか、またその望ましい

品質特性を有するどのような品種が育成されているか、そして、パンや麺以外にどのような利用があるかについ

て紹介します。より具体的には、米粉中の成分（デンプンやタンパク質の組成と含有率など）や米粉の特性（粒

度や損傷デンプン含有率等）、物理化学的特性などと米粉パンの品質の関係について紹介します。また、製パン適

性が高い品種にはどのような品種があるかについて紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

多収穫米品種の栽培法 

（独）農研機構 作物研究所 稲収量性研究チーム 近藤始彦 

 

１．はじめに：多収性の重要性 

日本の稲作の大きな課題は食料自給率向上への貢献とそのためのコメ・イネの消費拡

大、用途の多様化である。白米としての利用の他、コメパンなど食用、飼料用、他産業

の原料素材としてコメ・イネは広い潜在的利用性を秘めている。これらの可能性を開花

させるためには、目的に適った食味・品質特性に多収性を付加した品種とその栽培法を

開発し、低コスト化を図ることが求められる。また、収量性向上は生産物あたりの資源

消費量や生態系への環境物質負荷を軽減する環境保全性の向上にもつながる。水田土壌

は畑土壌に比べて、土壌肥沃度の維持力が高い上に施肥窒素の生態系への逸脱が小さく、

土壌水分条件も安定しており、土地生産性と生産持続性を両立させる絶好の生産条件で

ある。世界に目を向ければ、農業活動の低下、人口増加、気象変動により、食糧として

のコメが今後不足する事態も想定される。こうした背景より近年、水稲の多収栽培への

期待は高まっている。ここでは、①多収性に関与する生理・形態形質、②多収米品種の

作物・土壌管理法と今後の課題について概観したい。なお多収米品種の実際的な栽培法

のポイントについてはマニュアル（農林水産省 2009）が公表されているので参考にし

ていただきたい。 

 

２．多収品種の特性と収量関連生理形質 

（１）多収品種の特性  

1981 年からの農林水産省技術会議のプロジェクト「超多収作物の開発と栽培技術の

確立」を契機として IRRI、韓国・中国などのインディカ多収遺伝資源を活用した半わ

い性穂重型多収品種育成が進められ、「アケノホシ」、「タカナリ」など主に他用途利用

を目的とした多収品種が開発された。さらに 1990 年代後半よりこれらの品種も育種母

本として利用されながら、「モミロマン」のようなジャポニカ品種、長稈性品種を含む

飼料用を中心とした多様な多収品種が各地で開発されてきている。 

この中でインディカ多収性品種群について一般ジャポニカ品種と比較した場合にみ

られる多収要因は、（１）形態的なシンク容量が大きい、特に一穂籾数が多い、（２）高

シンク容量下でも登熟歩合の低下が小さい、（３）耐倒伏性が高い、（４）生殖生長期以

降特に登熟期間中の群落光合成能・乾物生産が高い、（５）出穂期の茎葉における炭水

化物、窒素、リン酸の蓄積が大きくまた穂への転流率が高い、ことがあげられる。これ

らの特性について、ソース能、シンク能に関連付けて整理する。 

 

（２）ソース側の要因、光合成能  
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生殖生長期以降の高い群落光合成能と乾物生産能は、登熟歩合の維持に寄与する最も

重要な要因であると考えられる。この時期の光合成能が多収に重要であることは、この

時期に CO2濃度を富加することによる増収効果を示した実験結果からも示唆される。群

落光合成を高める要因としては、優れた受光態勢と高い個葉光合成能の２つがあげられ

る。受光態勢については、特に上位葉が直立性し、穂の位置が低いことにより高いＬＡ

Ｉ条件下でも受光効率が低下しにくいことが特徴である。特に温暖地ででは、過繁茂に

より受光態勢が悪化しやすいが、多収品種では多肥条件下でも受光態勢が良好である。 

登熟期間中の高い個葉光合成能の特性としては、葉身窒素含有率と気孔コンダクタン

スが登熟後期まで高く維持されることがあげられる。これらはそれぞれ CO2の固定酵素

Rubisco 含量と Rubisco への CO2拡散能の向上に寄与する。Rubisco など葉身中窒素は

光合成能を支えると同時に穂への転流窒素のプールとしても大きな役割を持つ。登熟期

間中の茎葉から穂への窒素の転流により、特に下葉の窒素含量は低下し、シンクサイズ

が大きいほどこの傾向は強まる。このため、光合成能の維持と登熟をいかに両立させる

かが問題となる。「タカナリ」では登熟後半まで葉身窒素含有率が高く光合成能を維持

しながら、登熟終期に急激に穂へ窒素を転流することにより、体内窒素を効率よく収量

形成に利用していると思われる。また登熟期間中の根の窒素吸収能が高いことも葉の窒

素含有率の維持に寄与する。多収インディカ品種では、根/地上部比が大きい傾向にあ

り、深層での根長密度を高めている。特に生育後半の重要な窒素供給源である下層土の

窒素の利用能を高めている可能性がある。IRRIで育成された多収品種では NO3の吸収が

高い傾向にあり、脱窒を軽減し窒素吸収を高めているとも推定されている(Kronzucker 

et al 1998)。 

多収品種で光合成能が高い要因として、気孔コンダクタンスが高いことも重要な生

理要因である。気孔コンダクタンスが高いことは葉温が低いことに反映される（図 1）。

CO2の固定酵素 Rubisco の CO2濃度を

反映する葉の炭素安定同位体比や気

孔密度には、広い遺伝資源の範囲で

インディカ品種とジャポニカ品種で

差異が認められることより、高い気

孔コンダクタンスはインディカ品種

共通の性質と考えられる（Maruyama 

et al. 1990, Kondo et al 2004)。

インディカ多収品種では特に日中の

気孔コンダクタンスの低下が小さいこ

とが、１日あたりの光合成量を高めて

いる。水ストレスがかかりやすい夏季

の日中の気孔コンダクタンスの低下が

図１ 群落温度の品種間差異（左から：コ

シヒカリ、ひとめぼれ、初星、タカナリ） 
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小さいことは、根の吸水能力なども関与している可能性を示唆する。Rubisco の CO2濃

度は Carbonic anhydrase 活性や水チャンネルによる CO2 の膜透過性などによる葉肉伝

導度の変化によっても調節されているらしいことが明らかにされつつある。今後さらに

気孔コンダクタンスや葉肉コンダクタンスの品種差異の機構の解明が期待される。 

インディカ多収品種では、出穂期までに茎葉中に非構造性炭水化物含量を蓄積し、登

熟期間中に穂へ転流する能力が高い傾向にある（石川ら 1993など）。特に低日照など登

熟期間中の光合成が制限される条件下での登熟の安定化に寄与している。また多収品種

では茎葉カリ含量が高い傾向が認められているが、炭素の転流の促進と関係がある可能

性がある（本松ら 1988）。 

 

（３）シンク側の要因 

大きなシンク容量にもかかわらず登熟が低下しない原因としては、シンク側の要因も

考えられる。「タカナリ」では、穂間や穂内の開花のバラツキが大きく、このことによ

り登熟に対する一時的な基質の競合を回避し、ソース能力をうまく利用できている可能

性がある（長田 2009）。また、篩部の断面積や維管束比（１次枝梗数に対する大維管束

数の比）が大きいことも基質の供給能力を高めている可能性がある。 

寒冷地では近年「秋田６３号」や「べこあおば」のようなジャポニカの大粒品種で

900kg/10a以上の多収が記録されている(Mae et al 2006、長田ら 2006)。これらの品

種では一粒重が 30g以上あり、粒大でシンク容量を向上させている。大粒性の多収性へ

の生理的意義や、さらに冷涼な気象環境との関係を明らかにすることは興味深い研究テ

ーマである。寒冷地では温暖地に比べ登熟期間が長いため、登熟期間中の乾物生産が高

い上に茎葉部成分の穂への転流割合も高く、収穫指数を高めやすい特徴をもつ。このよ

うな気象環境への大粒性品種の適応性について生理的解析が進むことが期待される。 

 

３．栽培技術 

（１）施肥養分管理 

栽培管理上で留意すべき多収品種と一般品種の大きな違いは、窒素など養分吸収が高

いことである。「タカナリ」を用いた試験の一例では、粗玄米収量(15%水分)800g/m2を

得るためには 16.9gN/m2, 900g/m2 を得るためには約 21.2gN/m2 の窒素吸収が必要であ

った（図２）。土壌からの一般的な供給量が 8kgN/10a とするとそれぞれ 8.9kgN/10a、

13.2kgN/10aの施肥等による外部からの窒素供給が必要となる。多収栽培ではこのよう

な高い窒素供給を効率良く実現するための窒素管理法が求められる。 
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施肥窒素の利用効率を高めるためには、施肥窒素の吸収率と吸収された窒素の収量へ

の変換効率（内部窒素利用効率）の２つを同時に向上させる必要がある。このためには、

土壌窒素無機化量の予測に基づいた施肥設計が有効である。この場合、目標収量を得る

ための窒素吸収パターンを設定し、土壌窒素の無機化量の不足分を施肥で供給する。近

年肥効調節型肥料の利用によって施肥窒素吸収率の向上と省力化が図られている。肥効

調節型肥料からの継続的な低濃度の NH4供給は、多肥下での体内 NH4過剰の軽減につな

がる可能性もあると思われる。コスト面は大きな問題であるが収量性の向上や環境負荷

軽減など多収栽培における利点も多い。 

内部窒素利用効率は 

内部窒素利用効率 = 玄米収量/窒素吸収量  

= 乾物重/窒素吸収量 ｘ 収穫指数（玄米収量/乾物重） 

= 全窒素吸収量に占める玄米中窒素の割合 ｘ 1/玄米窒素含率  

= シンク容量 ｘ 充填率（玄米収量/シンク容量）/窒素吸収量 

と表され、内部窒素利用効率を高めるためには、乾物生産を高めること、玄米への乾物・

窒素の分配率を向上させること、玄米中の窒素含有率を軽減すること、が必要である。

y = -1.059x2 + 63.439x + 31.836

R2 = 0.954
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図２ 成熟期窒素吸収量と

粗玄米収量(15%水分)の関

係(品種「タカナリ」) 
 
 

  

  
図 3 成熟期Ｎ吸収量と内部

窒素利用効率（収量/窒素吸

収量）の関係（品種「タカナ

リ」） 
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窒素吸収量の増加とともに収量は増加するが、同時に内部窒素利用効率は低下する（図

３）。このため両者を考慮して目標収量を設定する必要がある。収量構成要素の面でみ

ると吸収窒素当たりのシンク容量や登熟を維持することが求められる。各品種において

登熟が低下しない籾数範囲とそれをえるための出穂期までの窒素吸収量を把握し、窒素

吸収パターンを設定することが基本となる。 

玄米中窒素含有率は、比較的遺伝要因が強いと考えられ、例えば「タカナリ」では「モ

ミロマン」より高い傾向にある。これは前述のように登熟後期の転流能力が高いことと

関連している。玄米中窒素含有率が高いことは、窒素利用効率の上では不利であるが、

コメの用途によっては有用な場合も想定される。最適玄米窒素含有率域はコメの利用用

途によって選択されるべきであろう。 

 

（２）有機物管理、土壌管理 

多量の窒素を供給するためには、有機物の利用も重要である。有機物を施用する場合

には、連用効果を考慮する。また、輪作体系の中の畑転換後などで土壌の窒素無機化量

が高く、食用米では玄米タンパク含有率の制御が困難なような条件を多収品種栽培に活

用するのも有効な方策と思われる。多収栽培では、毎作多量の養分が土壌から吸収され

るため、長期的な養分管理も必要である。多収性を求める場合、窒素以外の養分吸収も

増大する。主に玄米として持ち出される窒素、リン酸の他、ワラに多く残存するカリウ

ム、ケイ酸などの成分もワラを持ち出す場合には、長期的な生産力の維持のための養分

補給が必要となる。今後、多収栽培が定着した場合には、持続的生産のために必要な養

分・有機物管理の指標の確立が求められる。 

多収栽培では高シンク容量下で登熟を維持・向上することが求められ、そのための土

壌環境作りが重要となる。かつての米作日本一コンテストでは、地域の平均を大きく上

回る収量 1t/10a 以上の最高収量が綿密な土壌・養分管理で得られた。800kg/10a 以上

の多収田の例の解析などからは、適度な透水性、深耕、有機物施用などの土壌環境の重

要性が明らかにされている（本谷 1989など）。これらの土壌条件は主に根系の発達や

機能の促進を通して収量向上に影響すると考えられる。しかし、そのメカニズムには未

解明の部分も多い。例えば深耕による深い根系の形成促進は深層からの養水分吸収に寄

与すると思われるが、登熟向上への生理的意義は十分に理解されていない。また適度な

透水性は有機酸など根圏の有害物質の生成の軽減効果が指摘されているが、原因物質に

は不明も多い。今後、多収のための土壌評価指標が明らかにされることが期待される。 

 

（３）株密度、直播 

穂重型多収品種では穂数型品種に比較して、高い乾物生産と収量を得るための最適株密

度がより高くなる可能性がある。しかし、これまで株密度の影響については必ずしも一定

の傾向は認められていないように思われる。「タカナリ」を用いた直播・移植栽培では１株
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本数を１本にし、株密度を高く（51.3株/m2）した場合に乾物生産と収量が最大となり、そ

の要因として受光率及び受光態勢の改善、さらに根の発達促進が示唆されている（San-oh et 

al. 2004）。一方、このような密植による増収効果が見られない場合もある。密植では病虫

害や必要種子・苗量が増えることも株密度を決める上で考慮する必要がある。 

多収栽培の大きな目的が低コスト生産であることより、直播と多収の両立は重要な課

題である。移植と組み合わせた場合の作期の分散の効果など直播の特性を生かした利用

法が望まれる。直播では苗立ちの不安定さと倒伏が最大の減収要因である。多くの多収

品種は倒伏耐性が高い点で直播に有利である。しかし、品種によっては出芽、苗立ちが

不安定であるので留意が必要である。直播では十分な株密度を確保するために、植え付

け密度が高くなりやすく、これが浅い根系や過剰生育、倒伏につながる。直播では生育

初期の施肥窒素の損失が大きくなりやすいことにも留意する必要がある。また穂間、穂

内の登熟のバラツキが大きく脱粒性の大きい品種では収穫期の見極めに留意する。 

 

（４）気象環境 

現在の多収品種は、多肥下であれば一定レベルまでは籾数（シンク容量）の確保が比

較的容易になったため、収量は登熟に影響される側面が強い。登熟は登熟期の日射量に

強く影響される。さらに日射量当たりの最大収量は気温に影響され、最適温度域が存在

し、より高温あるいは低温条件下では低下する。登熟期間の最適温度域や耐冷性にはイ

ンディカ品種・ジャポニカ品種間など品種間差異がある。これらを考慮した作期の設定

と気象条件に適応した品種選択が必要である。各品種の最適温度域についての定量的デ

ータは限られているがインディカ品種でジャポニカ品種より高い傾向にある。「タカナ

リ」では登熟期間の平均気温 20.0-27.6℃の範囲で気温が高い場合に CGR（平均個体群

成長速度）が増加する傾向が見られている（石川ら 2003）。 

西日本を中心とした温暖地では、一般ジャポニカ品種を多肥栽培した場合、籾生産効

率（出穂期における窒素吸収量あるいは乾物生産あたりの籾数）が低いこと、また登熟

期が高温下で短縮されることより、収穫指数が低下しやすい。これまで開発されたイン

ディカ多収品種ではこれらの不利な点をかなり克服している。しかし、さらに収穫指数

を向上させることが収量性向上・安定化に有効と考えられる。そのためには、最適な籾

数ならびにシンク機能を高め活発な登熟期間を長く維持するための栽培条件の解明が

必要であろう。一方、寒冷地ではすでに高い収穫指数が実現されている。今後の収量性

の向上のためには特に初期生育の促進によるシンク容量の拡大と登熟期間中の乾物生

産の向上が求められよう。 

 

４．今後の研究課題 

近年、多収米品種やＷＣＳ用品種など多様な多収品種が開発されてきているが、栽培

の歴史が浅いこともあり、まだ十分に品種の特性を生かした栽培法が確立されていると
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はいえない。農研機構では平成 20 年度より交付金プロジェクト研究「水稲超多収栽培

モデルの構築と実証」を開始し、最新の多収品種も用いて水稲の平年収量の 80%増を安

定的に生産するための多収栽培技術の開発に取り組んでいる。 

栽培面では、より安定的な高収量のための養分特に窒素吸収パターンと根圏環境の解

明および長期的な生産力維持のための有機物・養分管理法の確立が課題である。多肥条

件ではシンク容量を確保しても登熟と収穫指数が収量の制限になる場合が多い。今後、

出穂期にまでのシンク容量の確保方法（穂数、一穂籾数、LAIなど）と登熟の良否との

関係を明確にし、シンク容量と登熟を両立するための養分供給パターンが、異なる気象

条件下で検討される必要がある。飼料用稲では特に畜産由来有機物の有効利用が低コス

ト化の面からも環境保全の面からも重要である。 

品種の活用面においては、インディカ品種、ジャポニカ品種の長所・短所をより明確

に把握できれば、より適切な栽培体系の構築につながると思われる。一般にインディカ

品種は気孔コンダクタンスと登熟期間の転流能が高い傾向にあり、特に温暖地ではジャ

ポニカ品種を上回る収量性を発揮している。一方、寒冷地では、ジャポニカ品種でイン

ディカ品種より高い乾物生産、登熟を示す傾向にある。しかし、これらを明確に裏付け

る基礎データは不足している。今後、品種間差異の背景にある生理要因や遺伝制御につ

いて育種と栽培生理分野が協力して解明が進むことが期待される。 
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遺伝子組換えによる飼料用稲品種の開発 
 

（独）農研機構 作物研究所 稲遺伝子技術研究チーム 大島正弘 

 

１．はじめに：遺伝子組換え農作物を巡る状況  

 国際アグリバイオ事業団（ISAAA）の発表によると、遺伝子組換え農作物の栽培国・栽

培面積は年々拡大の一途をたどっており、昨年度（2008 年度）における全世界での栽培面

積は 12,500 万 ha に達している。これは我が国の国土面積の約 3.3 倍にも達する面積であ

る。これは生産者がそのメリットを評価した結果であるだけでなく、このような膨大な生

産・流通・利用にもかかわらず、遺伝子組換え品種であることに起因する事故が、これま

で一切報告されていない（公的な機関による調査結果として）ことも急拡大の理由であろ

う。 

 遺伝子組換え農作物の世界最大の生産国である米国では、既に全ダイズ生産量の 92％が

遺伝子組換え品種である（米国農務省統計）。我が国のダイズ輸入量に占める米国産ダイズ

のシェアが約４分の３に達しており、その他の生産国においても遺伝子組換え品種の生産

が拡大していることから考え、既に膨大な量の遺伝子組換えダイズが我が国に輸入・利用

されていることは疑いようのない事実である。 

 しかし、我が国では、未だに納豆や豆腐等のダイズ製品で「遺伝子組換え大豆不使用」

表示がほとんど全ての製品に付けられている状況は変わっておらず、国民の間の忌避感情

もあまり変わっていないと思われる。このような状況を建設的に打開するため、農林水産

省は、平成 20 年１月に「遺伝子組換え農作物等の研究開発の進め方に関する検討会」の最

終取りまとめを発表し、今後の研究開発の方向性を明示すると共に、重点的に研究を進め

るべき目標を例示した。その中で、飼料用作物もターゲットとして示されているところで

あり、農研機構傘下の各研究機関においても飼料用の遺伝子組換えイネの開発に注力して

いるところである。 

 本稿の題名は「遺伝子組換えによる飼料用稲品種の開発」であるが、組換え体の作出方

法や安全性に関する審査のあり方など、周辺の情報も含めて紹介することとしたい。 

 

２．遺伝子組換えイネの作出と安全性評価について 

 世間に広がっている誤解の一つに、遺伝子組換え技術は従来の育種技術とは本質的に異

なったもの、との考えがある。しかし、実際には、遺伝子組換え技術を用いた品種開発も、

①明確な目標が設定された上で、②望ましい遺伝子（遺伝資源）を探索し、③それを導入

し、④得られた集団の中から望ましい系統を選抜する、というプロセスには何ら変わりは

ない。従来育種との差異は、③の遺伝子の導入を交配により行うのか、人為的な方法によ

り「目的遺伝子だけを」導入するか、である。交配による遺伝子の導入が受粉による生物

学的な過程であり、利用可能な遺伝資源の範囲が交配可能な種の間に限定されるのに対し、
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遺伝子組換えではそのような限界はない。このことが遺伝子組換え技術の最大の長所であ

る一方で、多くの人々から、「得体の知れない危険な技術」と思われる所以でもある。とは

いえ、科学的に見れば、地球上に存在する全ての生命で遺伝子の構造と機能はほぼ同一と

考えて差し支えなく、その利用の可否に関してはむしろ個人の生命に対する考え方の問題

とも言えよう。 

 人為的に遺伝子の導入を行う遺伝子組換えでは、遺伝子は何らかの方法によって細胞の

中に送り込まれる。当然ながら、生物は他種の遺伝子が容易には自己の遺伝子と「混合」

しないよう防御する仕組みを持っている。そこで、遺伝子組換えでは、これを回避しつつ、

いかに迅速に目的とする遺伝子を細胞の核内に送り込むかが重要となる。現在、広く用い

られている方法は、根頭ガン腫病菌が自己の遺伝子を植物細胞に送り込む能力を持つこと

を利用する方法（一般的にはアグロバクテリウム法と呼ばれる）と、物理的な方法で細胞

に穿孔し、そこから遺伝子を送り込む方法の２つであり、どちらの方法でも外来遺伝子を

取り込んだ細胞から植物個体を再生させる操作（再分化）が必要となる。イネは様々な作

物種の中で遺伝子導入と、遺伝子が導入された細胞からの植物体の再分化が最も容易な種

の一つである。 

 遺伝子組換え作物の作出技術については、まだ確立されてからの日が浅い一方で、その

栽培等によって想定される問題が多岐に渉ると考えられるため、世界的にも、屋外での栽

培に先立って、その特性等を詳細に調査し、自然環境に与えうる影響の可能性について評

価し、問題なしとなった場合にのみ栽培が行われることとなっている。我が国では、組換

え体が周辺環境に存在する他の野生植物を駆逐することがないか？（競合における優位性）、

周辺の野生動植物に影響を与えうる有害物質を産生することがないか？、近縁野生植物と

の交配によって純粋な野生種が減少・絶滅する恐れがないか？について、詳細な調査をし

た上で、問題のない物だけに栽培認可が下りることになる。この点をイネについて見ると、

わが国には交雑可能な近縁野生種が存在しないことから、交雑性については問題にならず、

また、japonica 系の栽培品種においてはアレロパシー活性が弱いことから有害物質の産生

性についても問題はない。さらには長年にわたる栽培経験によって、その生態については

極めて良く理解されており、水稲が本質的には水生植物であることから、競合における優

位性についても問題になる可能性が極めて低く、これらの点が開発対象としてのイネの特

質と言える。とはいえ、実際の審査に当たっては、膨大なデータを示した上で、学識経験

者による慎重な審査が行われる。なお、組換え体の栽培による同種の栽培作物との交雑の

問題については後述する。また、食品、或いは飼料としての安全性については、イネを例

とすると、これまでのイネ（米）についての食品としての知見をベースとして、遺伝子組

換えによって変化した成分について、その摂取量も考慮した上での評価・審査が行われる

ことになっている。 
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３．開発目標は主食用品種か？飼料用品種か？ 

 前述したように、遺伝子組換え技術では、基本的にあらゆる生物の遺伝子が利用可能で

あり、イネでは遺伝子導入も容易であることから、主食用の品種も飼料用の品種も開発の

目標になりうる。実際、農業生物資源研究所では食べることによるスギ花粉症の軽減を目

指した「花粉症緩和米」の開発など、消費者の健康志向に応える主食用の品種開発が「新

機能性」として取り組まれており、大きな成果が得られているところである。 

 一方、耐病虫性、除草剤耐性や、低温などの環境ストレス耐性といった農業形質の改良

も当然遺伝子組換え技術がその特性を発揮出来ると期待される分野ではあるが、遺伝子組

換え技術に関する国民の受容が進んでいない状況では、主食用の遺伝子組換え品種が完成

したとしても、それを国民が受け入れるとは断言できない懸念もある。 

 それに対し、飼料用品種の開発については、飼料の大半が海外に依存している状況を打

開し、飼料自給率の向上による我が国の食料自給率向上のため、その開発が重要視されて

いる。飼料用品種では、海外産飼料との価格差を考慮し、可能な限り生産コストを下げる

必要があると思われる。例えば、主食用イネの栽培では病害虫の防除は適切な農薬使用と

栽培管理によってほぼ対応可能な場合が多いであろうが、飼料用品種の栽培ではコスト面

から大きな問題になる可能性があり、遺伝子組換えによってイネ自体に耐病性を付与出来

れば重要なアドバンテージになるであろう。除草剤耐性の付与による除草作業の軽減など

も同じである。こうしたことから、現在、農研機構で取り組まれている遺伝子組換えイネ

の開発研究の多くは飼料用を想定したものとなっている。 

 

４．国内で開発されている飼料用遺伝子組換えイネ 

 現在、農研機構で飼料用として開発が進められている遺伝子組換えイネには、以下のよ

うなものがある。 

 

 耐冷性稲       （北海道農研） 

 ウイルス病抵抗性稲  （中央農研） 

 細菌病抵抗性稲    （作物研） 

 除草剤抵抗性稲    （作物研） 

 必須アミノ酸高含量稲 （作物研） 

 

 これらについては開発が進行中であることから、本稿では最後の必須アミノ酸高含量イ

ネについて具体的に紹介することとし、その他のものについては詳細なデータを示すこと

は差し控えさせて頂き、講義の中で紹介させて頂くことでご了承頂きたい。 

 必須アミノ酸高含量イネは、本年度隔離ほ場における栽培を予定しており、作物研究所

ＨＰでも情報を公開している（http://nics.naro.affrc.go.jp/gm/h21/index.html）。 

 現在、家畜の飼料はトウモロコシを主体としたものが主流であり、ほぼ全量が輸入され
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ている。トウモロコシだけでは蛋白質（アミノ酸）が不足するため、全てのアミノ酸の必

要量を満たすに足るだけのダイズカスを添加することが行われている。しかし、これらの

必須アミノ酸の含量構成が栄養学的に理想的な構成からは偏りがあるため、比較的含量が

少ないアミノ酸の所要量を満たそうとすると、結果的に必要量以上を摂取することになる

アミノ酸もあり、それらは結局、チッ素排泄物（糞尿）を増加させることになる。飼料イ

ネも同様な問題があり、家畜を健全に生育させるためには、やはりダイズカスを添加する

必要があり、チッ素排泄物についても同じ状況になる。チッ素排泄物は土壌や水等への環

境汚染の原因になり、その処理にコストもかかることから、総蛋白質含量を減らした飼料

による、チッ素排泄物の低減が望まれるところである。しかし、現状では、ダイズカスな

どの蛋白源を少なくすると、それに見合うだけ、足りなくなった必須アミノ酸を個別に加

える必要が出てくる。必要なアミノ酸を化学合成又は発酵生産でつくり、飼料に配合する

ことには生産のコストやエネルギーコストがかかることになり、価格を押し上げる要因に

なる可能性がある。 

 当チームでは、このような問題を克服するため、必須アミノ酸である、トリプトファン、

リジン、スレオニンを高含有する飼料イネ・飼料米の開発に取組んでいる。本年度隔離ほ

場での栽培を予定している組換え体は、イネのトリプトファン生合成系の重要なステップ

であるだけでなく、トリプトファン含量が高まりすぎないように調節しているアントラニ

ル酸合成酵素（トリプトファン含量が一定レベルになると、この酵素の活性が低下するこ

とによるフィードバック制御を受ける）に改変を加え、トリプトファン含量が増えても活

性が低下しないようにした改変型アントラニル酸合成酵素の遺伝子を導入したものであり、

実際にトリプトファン含量が非常に高くなっていることが温室栽培で確認されている。本

年度の隔離ほ場栽培試験では、飼料イネ品種「クサホナミ」にこの改変型遺伝子を導入し

た系統を実際に圃場で栽培し、収量や形態等への影響の有無を検討する事を予定しており、

その結果を踏まえて、更に開発を進め、有用な品種にしたいものと考えている。これ以外

のものについても、それぞれ開発が進んでおり、近い将来の実用化が期待されるところで

ある。 

  

５．区分管理技術について 

 実際に遺伝子組換えイネが商業栽培される状況を考えると、少なくとも当分の間は一般

に栽培される主食用のイネ或いは非遺伝子組換えの飼料用イネと明確に分離した栽培・流

通（区分管理）が求められると思われる。もとより、イネは自家受粉性が非常に高い植物

であり、隣接した株間でも、ほとんど交雑は認められないが、遺伝子組換え品種では、よ

り明確な交雑抑制措置が社会的に要請されるであろう。この様な観点からイネの交雑性に

関する様々な研究が行われている。農業環境技術研究所では大面積（約 1ha）の花粉源から

の交雑実態を調査し、小面積の花粉源での知見と同じく、交雑可能範囲は数十ｍの範囲に

留まることを明らかにしている。一方、北海道立農試では、定常的な強風地帯において、
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大面積（約 6.7ha）の花粉源を設定した上で、種子親のみを低温処理して不稔を起こさせる

条件で試験を行い、約 600m 離れた地点でも交雑が認められたことを報告している。後者

で設定した条件は極めて人工的なものであり、実際に意味を持つものかは議論が分かれる

ところであるが、今後、一般のイネに対する混入率の上限等の区分管理基準が設定された

としても、当面は交雑ゼロを求める風潮が持続すると考えられるため、実効性のある交雑

抑制策が組換えイネの開発に際しては特に重要である。この様な背景から、中央農研が開

発した「閉花受粉性稲」の利用が注目されている。これはイネを開花させる機構の一部が

遺伝的に欠損し、開花しないようになった突然変異系統を利用するもので、ほぼ完全な自

家受粉が期待される。今後は有用組換えイネ系統自体の開発と並んで、実効性のある区分

管理のための技術を確立することが我が国での遺伝子組換え（飼料）イネの開発のための

重要なキーポイントになるであろう。 
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