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本論文「アフリカ米」は “Lost Crop of Africa”volume I Grains NATIONAL ACADEMY PRESS 1996 の第 1 章 Africa
Rice を翻訳紹介するものである。

米は世界の生産量において，ほとんどアジアが占
めており，極東の三角州の広大な土地の農業である
ことは説明せずとも認識されている。確かに人類 2
番目の主要作物はアジアからであり，その 90%（27
億人の主カロリー源）はそこで栽培されている。
しかし，米は元々アフリカのものでもあった。少
なくとも 1500 年の間，西部アフリカでは別の種が
栽培されてきた。
西アフリカ諸国のいくつかの国は，
古代から他のアジア人と同じように米嗜好だった。
しかし，ほとんど他の誰もそれらの種については聞
（世界の他の地域にも米の親戚は
いたことがない 。

図1

いる。Oryza 属は最も古代の植物で，ずっと遠くに
まで離れてしまう前にすべての大陸に広がることが

アフリカ米

（Oriza glaberrima）には，長く注目に値する歴史が

できた。その結果，さまざまな Oryza 属の品種が南

ある。アジアの近種（Oryza sativa）に導入される前，

アメリカとオーストラリアを含む地球上の熱帯地域

それはいかなる組織化された遠征グループが西アフ

に張り巡らされた。しかしアジアの 1 種とアフリカ

リカ世紀中に選択され，確立された。それはおそら

の 1 種のみが栽培化された。
）

く中央ニジェールの洪水流域で発生し，先史時代の

アジアの米は非常に先進的で生産性が高く，よく

アフリカ人はそれを西のセネガルに，南のギニア海

知られているため，その素朴な品種はアフリカ自体

岸に，そして東のチャド湖にまで運んだ。これらの

でさえ曖昧に追いやられてきた。今日，アフリカの

新しいホームで，勤勉な人々はそれをさらに発展さ

大半で栽培されている米はアジア種である。
実は
「ニ

せた。

ジェールのフックの偉大な赤米」は，重要性が急速

極東の対応者のように，アフリカの古代の稲作農

に低下したため，生産面積がほとんど，外国品種の

家は多くの種類の生息地に適した驚くべき範囲の栽

畑の雑草用としてしか残っていない，すぐになくな

培品種を選択した。彼らは「浮遊」品種を生み出し

るであろう場所に追いやられた。

た（水深部で成長する様に）
。弱く，強く光周期敏

このことは許されるべきではない。アフリカの米
1
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な理由があるようだ。ほとんどの地域で，農家は収
穫量が増え，種子の地面への飛散が少ない外国の米
を好む。その粒子はもろくなく，したがって粉砕が
容易なので製粉業者はそれを好むのである。荷送人
もそれを好む。彼らにとってアフリカ米にはそれが
ないので，少しの検討をする価値もほとんどなく貿
易商品とほとんどのタイプは肌が赤くしたがってバ
ルクハンドリングで従来の米との混合に適していな
い。しかし，これらはほぼ完全に商業的農業に関す
る懸念である。状況は全く異なり，そこでは米が局
所的には大きく育ち，自給自足し，あるいは特殊に
用途される。そこでは，収穫，もろさ，色，または
国際的な関心は重要ではない。確かに，小規模農家
はしばしばアフリカ米を好む。彼らは穀物の味と香
り，そしてその赤みがかった外観さえ好きである。
彼らは植物は生産が簡単だと思っている：その乱暴
な成長と広がるキャノピー（林冠）は雑草を抑える
図2

収穫風景

何千年もの間セラレオーネの稲作農家が作物を収穫して

いる。 この地域の農家はアフリカ米を栽培している。 アメ
リカに稲作を紹介したのはここからの奴隷だったのかもし

れない。 1 世紀以上の間，サウスカロライナ州の植民地と

州が主要な稲作農家だった。 アフリカ米がアジアの種と一

緒にそこに到達したかどうかは不明だが，西アフリカの接

触を考えると，おそらくそうであろう。（M. スティーバー）

のに役立ちそしてそれは一般的にそれ自体で土地の
病気や害虫に抵抗性がある。また，一部の人々にと
り古代の穀物が使われない限り，伝統的な儀式は無
意味となる。
さらに，これらは利点ではない。そのアジアの
いとこ（アジア米）と比較して，アフリカ米は，
変動する水深，過剰な鉄分，低レベルの管理レベ
ル，不毛の土壌，過酷な気候，および遅い植栽（西

と高地の栽培品種（それぞれ灌漑および天水条件下

アフリカの不安定な気候ために大切な機能の降雨

で生長する）
，および早生および晩生タイプを生み

はしばしば遅い）に耐えるのに優れている。
（数千

出した。そして，これらすべてのために，彼らはさ

年とまではいかなくても数百年の間，アフリカ米

まざまなシード特性を持つフォームを選択した。

の「浮遊」バージョンはニジェール川のほとり，

アフリカでのコメ生産を拡大するための現代の取

特にここティンブクトゥとガオの間で栽培されて

り組みは，この先住民の遺産を無視して，アフリカ

いる。ニジェールの農民がこの 600km のストレッ

の米はまだ西アフリカの特に遠隔地で栽培されてい

チカウントに沿って，種を蒔いたところの堤防を

る。そこでは，最近まで，その多くは首長や宗教儀

溢れさせ，低地を氾濫させる。イネは上昇する洪

式のための特別な贅沢な食べ物として出された。し

水の中で深さ数メートルで生き残ることができる。

かし，今日では，アフリカ米の実質的なスタンドを

1970 年代に干ばつがニジェールの流れを減少させ

栽培することはほとんど無い。最も激しい耕作区域

たとき，完全な作物を植えることができず，100

は，ナイジェリアのソコト氾濫原（氾濫原）の「水

万人の命が危険にさらされた。(J. Gallais. courtesy

上フィールド」とマリのニジェール川の内陸デルタ

Flammarion et cie, Paris).）

である。しかし，その作物も広く薄くだが，ガーナ

また，一般的な米よりも成熟度の早いタイプもあ

とトーゴの国境にまたがる丘同様，
シエラレオネ
（以

る。食料の在庫が低くなったときに緊急時に植える

下の「シエラレオネの米」のボックス参照）とその

と，これらは命を救うことができる。

周辺地域にも広がる。
ある観点から，この先祖の食べ物を放棄する正当
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見通し
この興味深いアフリカの作物に将来実際に何が
起こるか個々のイニシアチブに依存しており，そ
れらのほとんどはアフリカ自体の内部にある。問
題の一部は，その名声の欠如である。どこでも，
消費者は加工アジア米という恋に落ちる。誰かが
アフリカ米の加工製品（つまり，パーボイルド（浸
漬，蒸し，乾燥）
）を作成した場合，それだけでそ
れを高い支持に戻すかもしれない。確かに，それ
は古代の歴史的遺産の特に興味深いグルメ食品に
なるかもしれない。
問題の一部はまた，
供給不足である。したがって，
そのような専門市場の開発が進むと，アフリカ米は
商品作物として存続する可能性が高いだろう。そこ
で選択と育種によりそのさまざまな品種は，ほぼ確
実にほとんどのアジア米と競争するためにアフリカ

図3

アフリカの米産地図

の場所で作られた。その証拠は，たとえば，ある特
定の種類はすでにアジア米の生産性と一致してお

アフリカ

り，収量の数字では最高のアフリカ米と貧弱なアジ

今後，数十年間にこの作物で何が起こるかを誰も

ア米との間でかなりのオーバーラップがある。これ

確信することはできないが，その生産を倍増し，さ

は，アジア米の改良に費やされた 5，000 年の激し

まざまな技術的限界の克服をするための見通しは良

い努力を考えると注目に値する。

好である。
（アフリカの米産地（図 3）
）米はジャワ

地元の米が商品作物として繁栄しなくても，西ア

やアラビアからの航海者がマダガスカルや東アフリ

フリカで自給作物としては継続する。
しかしながら，

カ海岸から紹介した種類の米よりずっと前にアフリ

これがさらに数十年の長引く衰退，または大規模な

カで栽培されていた。在来種米は最初にニジェール

使用への科学者，管理者，その他の反応に依存して

デルタ中央部で栽培され，その後，ガンビア，カサ

確実な復帰が起こるかどうかである。現在無視され

マンス，ソコト盆地で栽培された。アフリカ米はニ

ているフォームの中でも，何か植物に提供できるも

ジェールの氾濫原中央部，セネガルとシエラの間の

のがあるか，ほんの少しのサポート，プロモーショ

沿岸地帯レオーネ，
ギニアの山岳地帯，
ガーナとトー

ン，および実践的な研究が大きな改善に結びつくか

ゴの国境で現在特に利用されている。
主要な中心
（小

も知れない。

さな地図）は，ワイルドフォームの分布を示してい

粉々になり，われやすいという穀物の問題は，す

る。二次的中心は，栽培タイプの注目すべき配列が

でに西アフリカ全体に広がっていてこのタイプを注

発生する場所である。主米作地帯は，アフリカ米が

意深く精査し，間違いなく克服することができる。

最も栽培されている地域である。
）

少額の賞金で，ほぼ一晩で適切な遺伝子型を生み出

このようなテクニカルの改善は，それに確かな未

す可能性がある。同じことが白い表面のタイプでも

来を与える可能性がある。現在は西アフリカでのみ

起こる可能性があり，多くの人が今日のメインのタ

知られているが，最終的には他の場所でも見つかる

イプよりももっと見栄えの良いものを見つけるだろ

かもしれない。アフリカの少数の国だけがアジア米

う。今でも，すべての品種が赤い肌になっているわ

を栽培しているが，作付面積の観点から米は大陸で

けではない。たとえば，ギニア，セネガル，ガンビ

4 番目に大きい穀物である（トウモロコシ，トウジ

アでは，白いタイプはすでに利用可能である。

ンビエ（ヒエ）
，モロコシ）
。そして人口増加，生活
水準，
都市化，
海外旅行（新しい料理に触れる機会）
，
そして簡単に調理できる食品の検索が増えるにつ
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れ，需要は増え続ける。現在，西アフリカは世界の

にすぎない。
）ではこの種の米が依然として重要な

米輸出量の 4 分の 1 を輸入している。

穀物生産であり，それは自給作物として重要であり
続けるであろう。高地用の品種は，焼畑農業に特に

湿気の多い場所
アフリカ米は湿気の多い低地で，最大の不利な点
にある。これはアジアの水稲を栽培する一等国であ

役立つ。それらの根のシステムと土壌伝染病に対す
る感受性は，主要作物のそれとは異なる。植付シー
ズンに土地を「消毒」する傾向がある。

り，現在その競争力は明らかにアジアの水稲が選択

その他の地域

されている。また，この地帯の農民や政府はしばし
ば灌漑施設に投資するが，それは彼らが最高の収穫

アフリカ以外の土地については，見通しはわずか

量と最高の売り上げの作物を育てるための莫大な支

しかない。そこでは，アジアの種よりも，利益が生

出である。その結果，アフリカ米が最も衰退したの

じうまく適応する可能性はないのでアフリカ米はほ

はこの地域である。

とんど提供されない。たとえば，アフリカ米が国際

一方，ここでもアフリカ米にとり小さいけれど活

的にあまり知られていない理由の 1 つは，世界有数

気のある場所があるようだ。たとえばシエラレオネ

の米研究施設があるフィリピンでの成長が鈍い。こ

南部での最近の調査では，アジア米が優勢な場合で

れは劣っているということではなく，地域の状況，

も，
農家は依然として 1 つか 2 つの超高速
「ハンガー

特にウイルス性疾患への適応の欠如からくる。小さ

ブレイカー」としての伝統的なタイプを保持してい

な特殊作物としての将来，特に水田ではそれは呪わ

る。そして，経済不況やその他の要因で飢餓の季節

れた雑草になる可能性が高い。

が悪化した場合，多くの農民は，種子の供給元さえ

使用法

見つかれば都合がいいので，彼らが言う短時間で収
穫できるアフリカ米の品種に戻りたい（P. Richards

アフリカ米はアジア米と同じ目的で使用できる。

からの情報。シエラレオネの 2 つの品種（以下の

したがって，それは非常に用途が広い。ただし，い

「シェラレオネの米」ボックス参照）
，ペンデとマラ

くつかの特殊なローカル用途がある。たとえば西ア

は，90 ～ 110 日以内に熟す。ペンデは，雑草を窒

フリカのマンディンゴとススの人々は，米粉と蜂蜜

息させる能力でも評価される，分げつ性の強い品種

を使って儀式の中心となるほどの特別な，甘い味わ

である。
）
。

いのパンを作る。ライスビールは西アフリカ全体で
人気があり，ナイジェリアでは特別なビールがある

乾燥地帯

（betso または buza と呼ばれる）
。これらは米と蜂蜜

真に乾燥した地域はアフリカ米は適切な作物では

から作られている。また，コートジボワールには離

ないが，適度に散水地（たとえば，年間降水量が

乳食の成分としてアフリカ米を使用するプロジェク

760mm 以上の場所）または季節的に氾濫する場所

トがある。

の見通しが良好のところなら良い。降水量がしばし
ば不安定な乾燥地では，いくつかの品種は彼らの主
要なライバルのアジア米の 10-20 日前に成熟するこ

栄養（図 4）
いずれの米も炭水化物を主成分としている。ただ

とが重要である。シエラレオネ北部では，
たとえば，

し，実際にはアフリカ米の栄養価はアジア米よりも

ここ数十年，雨季が早く，突然終わることが多い。

優れている（ガーナの食品研究所の食品栄養委員会

この理由だけで，農家は彼らの土地の少なくとも一

からの情報）
。固有の違いのためではなく，研磨の

部でアフリカ米を栽培している。それで，彼らは収

違いである。アジアの米は常により高度に精米され

穫が保証される（P. Richards からの情報）
。

ているため，その栄養素（特に重要なビタミン，チ
アミン）は失われている。

高地エリア
西アフリカの高地（ほとんどの基準では，これら
の土地はそれほど高くはなく，海抜レベル約 1,000m
4 New Food Industry (New Food Indust.) 2022 Vol.64 No.7

農学

アジア米と同様に，アフリカ米は 3 つの主要な方

アフリカ米

図 4 何千年もの間シエラレオネの稲作農家が作物を収穫している。 この地域の農家はアフリカ米を栽培している。
アメリカに稲作を紹介したのはここからの奴隷だったのかもしれない。1 世紀以上の間、サウスカロライナ州の植民
地と州が主要な稲作農家だった。 アフリカ米がアジアの種と一緒にそこに到達したかどうかは不明だが，西アフリ
カの接触を考えると，おそらくそうであろう。（M. スティーバー）

法で栽培されている：乾燥地（あるいは高地）
，
水田，

は 760mm あればどこであろうとも，その土壌で繁

および「フローティング」である。

栄する。そこではしばしばキビ，トウモロコシ，ソ
ルガム，ベニシード，ローゼル，ササゲ，キャッサ

乾燥地
アフリカ 15 の主要米生産国における米生産の約
40 パーセントは，唯一の水源を雨に頼っている。

バ，または綿が混植される。今日の品種は 90-170
日で成熟する。収量は 1 ヘクタールあたり平均 450
～ 900kg だが，多いときで 1,680kg にもなる。

そのほぼ全域で，すべてアジアの種を採用している
が，まだ西アフリカでは乾燥地のアフリカ米の量は

水田

小さいが顕著な成長を遂げている。確かに，ガーナ

アフリカの米の約 6 分の 1 だけが灌漑され，その

とトーゴの特定の地域では主食になっている。乾燥

60% はマダガスカルだけで生産されている。しかし，

地の形態は，雨季が少なくとも 4 か月，最小降雨量

水耕用稲（水田）はガンビア，
ギニアビサウ，
ギニア，
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シエラレオネの米 ;

最近，研究者はシエラレオネにおける米の分布と使用を調査した。以下は彼らの調査結果の説明である。それ

はおそらく西アフリカの多くの地域の状況を示すものである。

シエラレオネのすべての地域で 500 を超える農家を訪問したところ，245 種類（
「品種」
）の米が使用されていた。
これらのうち，24 種はアフリカ米だった。

一般的にアジア米よりも収穫量は少ないが，アフリカ米は生き残り—そして，特に一部の地域では，特に北西

の乾燥地域でささやかな復活を遂げている可能性がある。これにはいくつかの理由がある。アジア米と比較して，
アフリカ米；

・極端に貧しい土壌でもうまく管理できるようである。

・雑草との競争力が向上する。確かに，農民は労働力不足のため作物を放りっぱなしにする。アフリカ米はアジア

の米が雑草によって存在しえなくなったところでさえ多少収穫できる。小規模稲作農家にとって労働力不足は最
も差し迫った制約である。

・より早く成熟する。私たちが収集したほぼすべてのサンプルは，100 〜 125 日で成熟したので，国で最も早く成

熟するイネ品種の 1 つである。
（私たちのサンプルの乾燥地アジア米の平均は 130-140 でした日，湿地用の場合
は 160 〜 170 日。
）

・多くの人に好まれている。何人かの情報提供者はアフリカ米は栄養的に優れていると信じている。彼らはそれが
「胃」には重たく平均的なアジア米よりずっと長く空腹を抑えられる。

また，彼らはしばしばそれがよりうまみのある味わいであると私たちに言った。そして，彼らはそれが調理後

もよく保たれると言った。これは特に多くの人が 1 日 1 回しか食事を準備しないので重要だが家族のメンバーは
いつも食事をするために立ち寄る。

ただし，
シエラレオネ北西部ではアジア米が好まれる。この地域では，
人々はアフリカ米は殻をむくのが難しく，

掃除が難しいと不満を漏らしていたその丈夫な赤いふすまを除くのに多くの作業が必要になる。特にそれが課す
余分な作業負荷に女性は不平を言った。

一方，国内の他の地域では，赤は重要なメリットである。例えば，南と東のメンデ人は（不完全に粉砕された

穀物に見られる）赤みが外国の米ではない保証とみている。パーム油に浸した米が儀式の一部として大きな役割
を果たすが，そこでアジアの湿地品種を使用することは考えられない。

彼らの分野では，シエラレオネの農民はアジア米とアフリカ米を区別していない。両方の種は同じ名前でゆ

く :mba（メンデ）または pa（テムネ）である。遺伝的観点から，フィールドは非常に混乱している。農民は一

見それを好み，彼らのほとんどは望ましくないタイプを排斥する方法を知っていて彼らは望んで意図的に多様性
を育てている。多くの場所でアフリカとアジアの種が交配されているように見えることに気づいた。最も人気の

あるテムネ米の多くは，例えば，実際には中間タイプである（小舌の形，穀物の形，穂型によって判断される）
。
特定の名前の付いた在来種はどちらもアジア米でもアフリカ米でもなく，いずれかまたは両方の種に割り当てら
れる。

PaulRichards,SerrieKamara, OsmanBah,JosephAmara,MalcolmJusu

シエラレのかつてのマングローブ地域で栽培されて

らの植物は水の表面に頭を浮かせるために非常に長

いる。現在，基本的にすべてアジア種である。アフ

くなり，花が咲き，種をつける。あるタイプ（Songhai

リカ米も同じように栽培できる。湿った場所に播種

tomo）は 3m 以上の深さの水中で成長することがで

することができ，または水中の畑に移植できる。こ

きる。

れらのタイプは 140 ～ 220 日で成熟する。収量は 1

浮遊品種は，他に何もできない深く浸水した盆地

ヘクタールあたり 1,000 ～ 3,000kg の範囲である。

を利用することができ，カヌーで収穫されることが

（ティンブクトゥの地域では，リズコベと呼ばれる

多い。熟成期間は 180-250 日。収量は，成長期の初

非常に有望で浮遊しないドワーフタイプが雨季の流

期の降雨量とその後の最終的な洪水の深さにより，

出水で育った。
（W.Schreurs からの情報。
）
）

1 ヘクタールあたり 1,000 ～ 3,000kg の範囲である。

フローティング

収穫と取り扱い

マリのニジェール川の内陸デルタでは，農民はさ

アフリカ米は，より有名なアジアの親戚の米のよ

まざまな形態の浮かぶアフリカ米を育種する。これ

うに扱われるが，
（前述のように）粒子は裂ける傾
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向があるので，より注意を払う必要がある。また，

これらの制限を総合すると恐ろしい組み合わせに

脱穀するのが難しい。籾摺りも難しく，収量は変動

なるが，この作物がいかに放置されているかを物

し，不安定である。ただし，それらは一般に言われ

語っている。アフリカ米を栽培して利用する人々に

るほど低い収量ではないと言われている。

より回避されてきた問題である；研究はそれらを完

たとえば，コートジボワールの 2 つの場所で 5

全に克服しないまでも間違いなくそれらを減らすこ

年間行われた試験は，アフリカ米の 16 の個体群

とができる。さらに，これらの制限のいくつかは競

（生産性）はアジア米の上位 3 品種と比べて遜色な

合する穀物の特徴でもある。

い。にもかかわらずそれらの自然な生育と自発的

次のステップ

な粉砕，最高のアフリカ米の品種（BG141 および
BG187）は，平均で非常に安定しの収量を示し，ア
ジアの品種（Moroberekan）
，コートジボワールで
推進されている伝統的な高地の品種（Clement and

アフリカ米は作物からなくしてしまわないように
する必要がある。
それは研究，開発，より大きなプロモーション，

Goli,1987. 殆どの場合，Guinea-Bussau からのアフリ

およびサポートに値する。少なくとも，アフリカ米

カ米品種は他の品種のものより高収量である。
）と

は，その近縁種である世界第二の食用作物にとって

同様の 1 ヘクタールあたり 1,500 ～ 1,800kg（場所

価値のある遺伝子をもっている。取られるべき行動

によって異なる）の収量である。

には以下を含む：

制限
現状では，アフリカ米には確かに限界がある。以
下の通り：
• 倒伏。茎が弱く，季節の終わりに暴風雨が発生
する傾向があり，倒すことがある。
• 脱粒。今日の植物は，成熟するにつれて種子を

アフリカ米と後援者
専門家，アマチュア両方のボランティアの組織に
よって，この数千年前の歴史のサンプルを保護，促
進，提供を協力的な精神で一緒に探求する良いス
タートを切ることができる。彼らも今後，さまざま
なタイプに付属する伝説を収集するかもしれない。

落とす傾向がある。
• 分割。乱暴に扱うと種子が半分に割れる傾向が
ある。
• 色。穀物自体は常に白だが，ほとんどの種類の
殻は赤である。

情報交換
研究者たちは現在，セネガル，マリ，ガーナ，
コートジボワール，ブルキナファソ，カメルーン，
リベリア，ナイジェリア，シエラレオネ，および

• 処理。殻を取り除くのは骨の折れる作業である。

その他の国々で米の研究を行っている。国際セン

• 雑草。西アフリカでは，アフリカ米の野生種お

ターである西アフリカ稲作開発協会はその作物を専

よび栽培種族間で広範な遺伝的相互作用が起

門に研究している。そしてフランスの 2 つの研究

こった。そのため混合集団は非常に複雑になる

機関，Office de la Recherche Scientifique et Technique

可能性がある。その結果，
雑草が田んぼに蔓延し，

Outre-Mer（ORSTOM）および Institut de Recherches

深刻になる可能性がある（野生種と栽培種の間

Agronomiques Tropicalesetdes Cultures Vivrières-

のこのような遺伝子流動は，作物にとり長期的

CentredeCoopération Internationaleen Recherche

に有益である。それは幅広い遺伝的基盤を維持

Agronomique pourleDéveloppement（IRAT-CIRAD）

し，干ばつ，害虫，病気，およびその他の危険

もまたアフリカ米のプログラムを担当している。こ

性に帯する抵抗性を強める。しかし，高収量の

れらの組織の 1 つを除くすべてはほぼ独占的にアジ

単一種穀物の必要性に直面している農民にとっ

ア米に取り組んでいるが，これらの専門知識の存在

て，それは呪縛の可能性がある。
）
。

はアフリカの関連の発展を促進する良い機会でもあ

• 病気。アジア米と比較したとき，寄生植物のス

ることを意味する。国際的な科学コミュニティ内の

トライガと原因不明の茶色の斑点にかかりやす

刺激的関心の 1 つは，アフリカ米の利用可能な研究

い可能性同様，多くのカビに影響受けやすい。

データーすべてのものを収集し，詳細なモノグラフ
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アフリカ米はハイテクに行くことができるか ? 世界のコメ研究は圧倒的にアジア米に焦点を当てているが，研究
所から現在出現している目覚ましい発展は，アフリカ米での大きな進歩である。以下はその例である。
遺伝子マッピング。分子生物学者は最近，特定の遺伝的属性の遺伝子が存在するイネ染色体上に位置をマーク
した。これらのマーカーは，これらの形質の遺伝子を追跡するために使用できる。サンプル中に目的の遺伝子が
存在するかどうかを判断する能力に巨大な力を発揮する。たとえば，野生種と栽培種の遺伝子の目的の場所を見
つけるのに役立つこと，ある植物で、外見上は遺伝子が存在しない「隠れた」遺伝子を見つけることができる。
何千もの交配種の選別が簡単になる。制限酵素断片長多型に基づく遺伝子マーカー（RFLP）は，アジアとアフリ
カの両方の米のために開発されている。たとえば，1988 年に，コーネル大学のチームが（両方の種で）遺伝子の
特徴すべてを運ぶ 12 番染色体のセットのさまざまな特性のマーカーを見つけた。その最初の地図には 135 の遺
伝的目印があったが，その後のバージョンには 300 以上あった。
この新しい研究で特に優れているのは、育種家が非常に若い苗を扱うことができるようになったことだ。育種
家が非常に若い苗を扱うことができるようになったことである。言い換えれば，植物が成熟するのを何ヶ月もか
かるのを待たずに彼らは特定の遺伝子が存在するかどうかを知ることができる。これは新しい品種（通常は 10 〜
12 シーズン）を育てるのに必要な時間を半分にカットできる。
アフリカとアジアの両方のゲノム（染色体セット）がマッピングされており，残りの研究はこれまでのところ
専らアジア米に使われた。それにもかかわらず，
アジア米からのほとんどの結果は簡単に移植できる可能性が高い。
ゲノムは比較的小さく，トウモロコシの 10 分の 1 の DNA しか含まれていない。
試験管による繁殖。最近まで草類の組織培養を使用してクローン化はなかったが，今日ではアジア米，トウモ
ロコシ，ソルガム，ベチバー（ウサル）で行った。アフリカ米はこれまで試験管で栽培されてないがしかし，新
しい知見によれば，この強力な候補になる可能性が高いようである。
いくつかのチームは，壁が取り除かれた細胞，プロトプラストから肥沃なイネを再生することに成功した。こ
れはイネの遺伝子をいじるのはさらに簡単である。すでに，バクテリアからの DNA はイネのプロトプラストに移
植された。これらから育てられた成熟した植物プロトプラストは，移植された DNA を子孫に伝えている。
高リジンの形態。1990 年代初頭，米国農務省研究者らは，高タンパク質と高タンパク質レベルの両方のアジア
米を発見した。これは非常に栄養価の高い品種の栽培が初めて可能になると期待が高まった。
これらの新しい形を見つけるために，Gideon W. Schaeffer, FrancisT. Sharpe, Jr., Johnv Dudley は実験室の皿の
中に米細胞の小さな塊に致死量のリジンを与えた（健康のために不可欠なアミノ酸）
。その結果，ごく一部のみが
生き延びた。しかし，これらの少数の細胞は，正常よりより多くのリジンを許容する可能性があった。科学者た
ちはそれらを全米植物体で育て，そして，得られた高リジン植物が真の遺伝子変異体であり，したがって，新し
い商用品種の繁殖に適していた。いくつかの交雑種は，ほぼ正常な重さの種子，良好な稔性を生産することに成
功し栄養価が大幅に向上していた。
高リジン形質は明らかに単一の劣性遺伝によって制御されている。科学者たちは，この遺伝子を遺伝子工学者
が世界のアジアの米作物に組み込めるように提供，分離し始めた。その成果は，多分高リジン形態をアフリカの
種にも作成するため簡単に移植できる可能性がある。
交配種。米の花の雄しべと雌しべの両方の部分は通常，稔性であるが米国農務省の研究者 J. Neil Rutger は 15
時間の日光の下で特定のイネを育てることは本質的に雌しべを作ることを発見した。植物は決して花粉稔性を発
達させない。これは米の収量を現在よりもはるかに高いレベルに引き上げ，安価で簡単な方法を提供するかもし
れない。改変された植物は受粉できないので，他の植物による受粉のために準備する。したがって，どんな受粉
も雑種を生産し，これは，丈夫で高収量を生み出すことがよく知られている。このプロセスはアフリカ米ではま
だテストされてないが，ラトガーはそれがうまくいくかもしれないと信じている。
アサフの交配種。ここ数十年で数十の研究が行われアジア米とアフリカ米との交配の遺伝的および形態学的結
果に関する論文がある。ほとんどが日本，台湾，および中国である。それらの背後にある原動力は，交配種を形
成することによるアジア米の収量の増加である。
少なくとも原則として，アフリカ米とアジア米の交配はいずれかまたは両方の歩留まりを向上させる。植物学
の文献はそれらの非互換性を強調しているが，2 つは遺伝的に近い。どちらも自家受粉である二倍体（2n=24）
であり，同じゲノムを持っており稲の遺伝学者は AA と呼ぶ。
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を出版することである。
食品加工
前述したように，アフリカ米の調理済み製品が入

• 耐塩性について株をテストする。
• 干ばつ回避のためのタイプの特定。
• 細胞樹液の浸透圧調整を測定する。
• プラントの貯蔵能力と休眠の必要性をテストする。

手できるようになれば衰退を食い止め，実際，それ

• 失われる穀物を減らす。アジア米の特定の株もこ

を好転させるために多くのことをするかもしれな

の問題に苦しんでいて，最近の研究は十分な窒素肥

い。革新，創意工夫とマーケティングスキルを使用

料を提供してそれを大幅に克服することを示して

して，この食品を注目されるものとする。それは，

いる。
（この調査は，USDA-ARS 米生産および雑草

特別な製品として始まり，観光客向けのホテルやア

の Robert H. Dilday コントロールリサーチユニット，

フリカの伝統に拘る人々のためにプレミアム価格で

P.O. Box287，Stuttgart，Arkansas72160, USA に よ っ

販売される可能性がある。

て行われた。
）

種子の供給

• 深水米の研究は不可欠であり，長い間放置されて
いる。利用可能な資源，気候，水，および栽培地域

多くの地域では，種子の流通量が非常に少ないた

を適切な研究にとともに考えると，ニジェールの内

め，種の存続が危ぶまれている。種子の供給を維持

陸デルタ地帯ではおそらく深水米の生産量は 3 倍に

することが重要である。そうすれば，少なくともア

なる可能性がある。最も必要としているアフリカ地

フリカ米を栽培し続けたい農家は，現在シエラレオ

域の飢餓を減らすことに向けて担うことのできる研

ネで起こっているようには排除されない。

究分野の 1 つである。

遺伝資源

遺伝的改善

アフリカ米のサンプルは，さまざまな組織によっ

現在のアフリカの品種はアジアの品種よりも容易

て収集されている。特に，Inter national Plant Genetic

に粒を落とすが，乾燥地用品種に改良が加えられて

Resources Institute（IPGRI）
，ORSTOM， お よ び

育っている。種子の粉砕に重点を置いた追加研究は

IRAT-CIRAD である。これは保存と品種改良の目的

大きな違いを生む可能性がある。なぜなら非粉砕の

で保管されている。
（野生および栽培アフリカ米の

遺伝子は劣性であるため，非粉砕タイプを迅速に選

種子の約 4,000 サンプルのコレクションは，アフリ

択し，真の育種を行う必要がある。その他の改善点

カで古くから栽培されているアジア米の在来種同

は，病気に対する抵抗性の選択がある。この耐性は

様 ORSTOM および IRAT-CIRAD で保管されている。

さまざまな遺伝子型に存在し，そしてアジア米の普

これは，アフリカ 12 カ国での 14 回の特命収集の結

及に伴い，このようなローカルな品種を失わないよ

果である。85 パーセントは耕作された在来種（ア

うにすることが大きな課題である。高地では，どん

フリカとアジアの両方）で，15 パーセントは野生

な種類のイネもいもち病や紋枯病に耐えなければな

のアフリカ種である。
）

らない。また，全ての品種がイネ黄斑ウイルスに耐

しかし，それでも多くの興味深いタイプは間違い
なく西アフリカの広大な地域全体に収集されて残っ
ている。

性がなければならないが，いくつかの地元の栽培品
種はすでに耐えているものもある。
季節的な洪水に左右される地域では，宿根に強
く、肥料に反応しなければならない。移植品種は，

農学研究

農家が予測できない自然洪水の発生を待つ間，苗床

この作物に関する確かなデータはほとんど存在し

での生育期間が大きく変化することに耐えなければ

ないため，多くの課題に取り組む農学の学生に取り

ならない。研究者たちは現在，アフリカ米とアジア

有益なものは「地図に記入する」という挑戦である。

米両方の染色体を「マッピング」しており，植物の

例以下のものが含まれる :

さまざまな特徴を制御する部分を特定している（G.

• 粉々に粉砕しない遺伝子型を選択するか，それを

Second からの情報）
。

克服するための技術開発の選択をする。

この強力で現代的な技術は，アフリカ米の遺伝子改
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良を飛躍的に復活させるだろう。おそらくそれは 2 つ

（1950 年代に，フランスの植物学者である Roland

の間の有用な遺伝子改良を容易にすることができる。

Porteres によって収集された。彼は西アフリカの植
物の研究を専門とし，世界の注目を集めるアフリカ

植物名

種情報

米紹介のパイオニアである。
）
。

栽培品種

Oryza glaberrima Steudel
シノニム（同意語）Oryza barthii ssp。アフリカ米

アフリカ米の多くの栽培品種は，自然交配によっ
て得られており，近親交配，コンパクトな穂と重い

一般名

穀物の形を与える。特に，さまざまな土壌や排水に

英語：アフリカ米，glaberrima 米，

適した沼地条件の種類がたくさんある（ある研究

フランス語：riz pluvial africain, vieux riz, riz africain,

者 P. マーティンは 1976 年，内陸のニジェールデル

riz flottant，

タで約 180 品種を収集した。マリ（ペリオデ）の

カメルーン：erisi（Banyong）
，ギニア：バガマレ，

生産における条件の改善 19631-973）
。L'Agronomie

マレ，リズデバガマリ：イッサモ (river rice), mou-

Tropicale 31（2）:194-201。
）
。

bér (great rice) シエラレオネ：kebelei, mba, mbei（メ
ンデ）
，mala（キッシ）
，Kono, pa（テムネ）

マリ北部だけでも，フローティングタイプ約 30
品種が見られる（W. Schreurs からの情報）
。
アフリカ米の高地品種の例は，ITA208, IRAT112，

説明

アフリカ米は，一般的に 66 ～ 120cm で育つ一年

ミュータント 18, IRAT104，および ISA6（J. AyukTaken からの情報）
。

草である。その高さは非常にいろいろである。乾燥

アッパーガンビア，ギニア，セネガル（カサマン

地タイプは，滑らかでシンプルな稈があり，下の節

ス）では特別なものを見つけることができ，それは

で根を形成し，穂（花房）まで単純に分岐する。フ

劣性遺伝が強化されたアフリカ米遺伝子型の特別グ

ローティングタイプは，
上部節で枝や根を形成する。

ループで，白い殻，成熟するまで続く小穂，および

穂は堅く，滑らかで，コンパクトである。花は自家

アントシアニンを含まない植物性および花性器官で

受粉する ; ただし，種間および種内の他家受粉が発

ある。これらは多様性の二次領域であり，特に貴重

生する。

な遺伝資源である可能性がある。

アジア米とアフリカ米は遠目にはよく似てい
る。しかし，アフリカ米には小さな小枝がある（そ
れが茎に結合する葉の基部に見られる小さな薄い

日長

環境要件

膜）
。そのコンパクトな穂には分岐は少ない。その

品種に応じて，ニュートラルから強い感度まで

小穂には芝草がない。完全な一年草であり，種蒔

変化する。しかし，現在使用されているほとんど

き後に枯れる。一方，アジア米は成長を続けてい

の乾燥地タイプは，光周期に敏感である。それら

るため，シーズン後半には 2 つは著しく異なって

は乾季が到来し花を咲かせる。一方，ほとんどの

見えることがある。

フローティングタイプ（少なくともマリ北部）は，
日長に対してほとんど感度を示さない。

分布
アフリカ米は主に西アフリカの南西部一帯に分布
する。東はチャド湖，特にニジェール，ボルタ，お
よび他の川によって季節的に氾濫するサヘルの陸

降雨
一 部 の 高 地 の 品 種 は， 降 水 量 が 少 な く て も 約
700mm で十分に生産できる。

地で見られる。インドにも持ち込まれたようであ
る。また，17 世紀のポルトガルの探検家によりブ

高度

ラジルに持ち込まれた可能性がある。どういうわけ

海面から 1,700 メートルまで。

かそれもエルサルバドルとコスタリカにも伝わった
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アフリカ米
低温

という名前が現在無効と考慮され

約 25°C 未満の平均気温は成長を遅らせ，収量を

て お り，Oryza stapfii は， 以 前 は

減らす。約 20°C 未満では，これらの影響が顕著に

アフリカイネの雑草の種族に付け

なる。

られていた名前である。
）アフリ
カ米栽培の野生の祖先である。浸

高温

水地域に牧草地を形成することが

アフリカ米は 30°C 以上の温度でうまくゆく。し

できる。その穀物はとても簡単に

かし，約 35°C 以上では，小穂の出生力は著しく低

落ちるので手作業で注意深く収集

下する。

する必要がある。
（人々は籠また
はひょうたんを使用し，そして収

土壌タイプ

穫を容易にするために茎を結んで

いくつかの栽培品種は，アルカリ性の場所でア

おく。
）それはおいしく市場で販

図5

アフリカ米

ジア米よりも優れているようだ。リンが不足して

売されることもある。しかし，米が栽培されている

いる場所でも同様である。当然のことながら，し

ところならどこでも，この植物は主に根絶される雑

かし，作物は沖積土壌で最高のパフォーマンスを

草と見なされる。この種の特定の株はイネのバクテ

発揮する。

リア枯病（Xanthomonas）に免疫があり，遺伝資源
としての貴重な未来を与える。
（S. Devadath 1983 年。

関連種

アフリカ米の近縁のもののうち少なくとも 2 種
は定期的に食料用に集められ，多くの場合，市場
に登場するのに十分量である。Orza barthii（Oryza

イネのバクテリア枯病に耐性のあるアフリカのワイ
ルドライスである Oryza barthii の株。Current Science
）
（Bangalore）52(1): 27-28。
Oryza longistaminata は，ナミビアとトランスバー

breviligulata） は， モ ー リ タ ニ ア か ら タ ン ザ ニ ア，

ル，そしてマダガスカルまで南にあるアフリカ熱帯

そしてスーダンからボツワナの季節的な浸水地域に

地方全体で見られる一般的なワイルドライスであ

見られる。
（アフリカの野生米の命名法は非常に混

る。他の種と異なり，それは根茎を持つ多年生植物

乱している。名前 Oryza stapfii，Oryza breviligulata，

である。背が高く，異系交配である。それは通常小

および Oryza barthii は，使用法が不確かな場合によ

川や排水路で育ち，根から繁殖し，時に僅かな種子

く発生する。多くの古い文献はこれによって役に立

を巻く。それにもかかわらず，これらの貧弱な穀物

たなくなる。現在，Oryza barthii は Oryza glaberrima

は不足の時に求められる。

の直接の祖先と考えられている。Oryza breviligulata
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