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抄録
本研究ではイネの遺伝的多様性に注目し、教育現場におけるペットボトル栽培に適した品種の探索と収穫後の利
用について検討を行った。和歌山市の気候に適した品種を圃場での栽培試験により21品種の中から赤米を含む５品
種選抜し、それらの品種を用いてペットボトルイネ栽培を行った。さらに、コメの収穫量がわずかな場合の利用方
法として「コシヒカリ」にそれぞれの品種を少量混ぜて炊飯した結果、赤米の品種で薄ピンク色に色づくことを確
認した。「２学期が始まってから出穂する品種」および「赤米」である条件を満たした「阿波赤米」と「対馬産赤米」
が、栽培から収穫・炊飯を通して児童の驚きや興味を引く和歌山市におけるペットボトルイネ栽培に適した品種で
あると結論した。
緒言

いう課題が残っている。

田植えは日本古来の伝統行事であり、我々の食卓を

バケツイネ栽培やペットボトルイネ栽培には、収穫

支える重要な農作業のひとつである。また、学校と地

量の少なさに左右されない別のアプローチが必要と考

域の連携によって提供される授業のひとつとして、田

えられる。例えば、普段の生活の中では触れる機会の

植えが行われている地域もある。しかし、そのような

少ない多様なイネの品種を授業で栽培することで、田

活動が難しい学校では、限られた敷地内でイネ(Oryza
sativa L.)あるいは他の植物を用いた栽培活動を行う

植え後の成長の観察・栽培管理を通じてイネの遺伝資

必要がある 。これまでに、敷地が限られた小中学校に

の興味を高めることが挙げられる。これまでに、イネ

おいても栽培活動を可能にする多様な栽培方法が考案

やヒマワリ、サツマイモの多品種同時栽培によって、

されている 。なかでもバケツを用いたバケツイネ栽

品種間の比較から学生たちが抱く上記植物の形態等の

培は、水田で栽培されているイネと単位面積当たりで

イメージの変化や、細かな形態等についての気づきが

同等あるいはそれ以上に良好な生育結果が得られる教

認められたと報告されている 。

源の多様性への気づきを増やし、児童・生徒の自然へ

材として普及している 。一方、バケツイネ栽培は土を

イネでは、品種ごとにイネの籾の色の違いや、芒の

入れたバケツの重量が大きいことや設置スペースが広

長さの違い等の様々な形態の違いが認められる(図１)。

いこと、ならびに水管理の難しさなど様々な面で教材
としての短所があることも知られている。これらのバ
ケツイネ栽培の欠点を補うために、バケツの代わりに
ペットボトルを用いる栽培方法が報告されている

。

ペットボトルイネ栽培には次のような利点がある。
ひとつ目は、容器が軽いため持ち運びが簡単で、教室
内に持ち込んで机の上で観察することができることで
ある。次に、大型バットにペットボトルをまとめて配
置し水やりを行えば、真夏でも３、４日に１回の水や
りで充分であり、水管理が容易となることである。さ
らに、捨てられるものを再利用して栽培できるという
利点があり、養液栽培にも用いることが可能である 。
しかし、バケツやペットボトルでイネを栽培してもそ
れぞれお茶碗の 杯分という少量しか収穫できないと

図１. 多様な品種のイネの籾
選抜した６品種の内「対馬産赤米」や「阿波赤米」では籾
の先端から突起状の芒が出ている。
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身近な品種である「コシヒカリ」の芒は短いので、普

お、大型バット内には３つ以上同一品種が含まれない

段の生活で芒を見る機会はほとんどない。形態以外に

ように配置して栽培した(図２B)。移植後43日目から

も、玄米の種皮に色素が沈着した赤米、黒米、緑米な

１週間に１度の頻度で草丈の測定や出穂時期の調査を

どの品種がある。これらの違いが成立した進化の過程

行った。

や、現在利用されている品種の成り立ちを理解するこ

移植から収穫までの管理は「学校園おもしろ栽培ハ

とで、遺伝資源の重要性を理解することつながること

ンドブック、2010」 を参考に行った。以下に具体的な

が期待される 。

方法を示す。2018年６月４日にひとつのペットボトル

本研究では、圃場での栽培によりイネの多様な品種

につき育苗した１本から２本の苗を移植した。水管理

の中から和歌山市の気候に適した品種を選抜し、選抜

は、ペットボトルイネを大型バットに入れ、成長に応

した品種を用いてペットボトルイネ栽培を行うことで、

じて少しずつ水位を上げることにより行った。イネの

ペットボトルイネ栽培の教材に適した品種の探索を行

草丈が大型バットの高さの２倍程度になった時点から

った。さらに、それらの品種の収穫後の利用方法につ

常に満水を維持するように適時潅水した。

いて検討した。

また、同時にイネの６品種の圃場栽培も行った。苗
は上記と同じものを使用し、田植えはペットボトルへ

材料と方法

の移植日の９日後に行った。１品種あたり２畝、62株

実験１. 圃場におけるイネの栽培試験

移植し、半数以上の株で出穂が認められた日を出穂日

材料

とした。

以下に示す21品種のイネ(Oryza sativa L.)を材料
に用いた。
日本晴、滋賀羽二重糯、豆 、赤米(滋賀)、赤米(四
国)、赤米南巨摩、千葉赤、紅米、長紅米、紅ひかり、
冷水、紅血糯、唐干、阿波赤米、総社、対馬産赤米、
宝満神社米、白早生、ねずみ早生、しまもち(短稈)、
しまもち(長稈)。
方法
2017年５月25日に21品種のイネをセル育苗箱に播種
し、21日間育苗した。その後、和歌山大学教育学部附
属農場(圃場)(和歌山市)の水田において１品種あたり
１畝に31株を移植し、栽培した。出穂時期と１株あた

図２. ペットボトルを用いたイネの栽培の様子
(A)ペットボトルの下部をカッターで切り抜いた様子
(B )大型バットにペットボトルを設置した様子

りの籾の収量の調査を行った。
実験２. ペットボトルを用いたイネ６品種の栽培
方法

実験３. 品種ごとの炊飯と試食

2017年度の圃場栽培の結果(表１)をもとに選抜した

方法

「赤米(四国)」
および
「阿波赤米」
、「対馬産赤米」
、「ね

実験２で使用した６品種から１品種あたり20ℊを測

ずみ早生」
、「しまもち(短稈)」に加えて標準品種とし

りとり、コシヒカリと合わせて１合になるように混ぜ

て「日本晴」を含めた６品種(図１)を使用した。2018
年５月14日にセル育苗箱に播種し、21日間育苗した。

てメスティン(TR−210、Transgia)に入れて水に浸し
た。このとき、赤米は玄米の状態で炊飯するため、１

2,000 のペットボトルを30個用意し、イネを移植する

時間水に浸した。その後、米を洗い、米１合に対し200

ために図２Aのようにペットボトルの下の広い部分を

の 水 を 入 れ、ポ ケ ッ ト ス ト ー ブ ミ リ タ リ ー

カッターなどで切断した。なお、ペットボトルの容器
が横置きでも縦置きでも生育に大きな変化が見られな

(ES21920000、Esbit)に固形燃料カエンニューエースE
(エレクトロニクス ニイタカ)を設置し火をつけて炊

いが、縦置きは転倒の危険性が極めて高いため 、本研

飯した。鎮火を確認してから、メスティンをひっくり

究の栽培は横置きにした。その後、各ペットボトルに

返し、１時間蒸らした。炊飯後に試食を行い、品種ご

圃場の水田の土を充填し、
元肥として７ℊ(ペットボト

とに見た目や食感の違いが確認できるか調査した。

ルキャップ１杯分)のマグアンプK (ハイポネックス)
を施肥した。１つの品種ごとに５個のペットボトルを

結果と考察

使用した。大型バット(深さ20㎝、奥行き61㎝、幅91㎝)

実験１. 圃場におけるイネの栽培試験

に加工した2,000 のペットボトルを10本入れた。な
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を比較した。収量の高い品種を順に４つ挙げると、
「し

表１. 出穂日調査の結果(2017年度圃場栽培)

まもち(長稈)」
「しまもち(短稈)」
、
「日本晴」、
、
「ねずみ

品種名

早生」
であり、
それぞれの収量は44.0ℊ/株、
28.4ℊ/株、

赤米(四国）

８月22日

27.2ℊ/株、20.5ℊ/株であった。
「しまもち(長稈)」
お

紅米

８月22日

よび「しまもち(短稈)」
、
「ねずみ早生」の原産地ある

長紅米

８月22日

いは採取地は和歌山県であり、収量が高い傾向が認め

紅ひかり

８月22日

られた。「日本晴」
の原産地は愛知県であり、昭和後期

冷水

８月22日

の時代に日本各地で最も栽培されていた品種である。

紅血糯

８月22日

今回の栽培試験でも、
「日本晴」
は和歌山大学が位置す

唐干

８月25日

る和歌山市の気候と本実験圃場の環境に適応できたた

白早生

８月25日

め充分な収量が得られたと考えられる。次に、収量の

日本晴

８月25日

低い品種を順に４つ挙げると、
「赤米(滋賀)」
、
「赤米南

滋賀羽二重糯

８月25日

巨摩」
、
「冷水」
、「紅ひかり」であり、収量はそれぞれ

赤米南巨摩

８月25日

1.8ℊ/株、5.2ℊ/株、5.6ℊ/株、6.2ℊ/株であった。

ねずみ早生

これらの品種は、和歌山市の気候への適応性以外にも

豆

９月５日以降

栽培品種のような育種による品種改良が充分でないた

赤米(滋賀）

９月５日以降

め収量が少なかったと考えられる。あるいは、他の赤

阿波赤米

９月５日以降

米品種と比較すると、本実験圃場の環境あるいは和歌

総社

９月５日以降

山市の気候に高い適応性を示さなかったため収量が得

対馬産赤米

９月５日以降

られなかったと考えられる。

宝満神社米

９月５日以降

しまもち（短稈）

９月５日以降

米(四国)」
、
「阿波赤米」であり、それぞれの収量は15.2

しまもち（長稈）

９月５日以降

ℊ/株、12.4ℊ/株、12.3ℊ/株であった。また、この３

千葉赤

赤米の中で収量が多い品種は、
「対馬産赤米」と「赤

出穂日

９月５日

調査不能
：赤米品種

品種の中で「対馬産赤米」
、「阿波赤米」は長い芒を有
していることが確認できた。
次に、2017年度の21品種の出穂日を比較した(表１)。
収量の高い品種として挙げた「しまもち(長稈)」
、「し
まもち(短稈)」
、「日本晴」
、「ねずみ早生」、
「対馬産赤

表２. 出穂日調査の結果(2018年度ペットボトルイネ栽培
と圃場栽培)
個体番号

米」
、「赤米(四国)」、
「阿波赤米」はそれぞれ９月５日
以降、９月５日以降、８月25日、９月５日、９月５日
出穂日の違いが明らかになった。小・中学校の標準的
な夏季休暇以降に出穂する品種は、児童・生徒らによ
る穂の成長や登熟の観察を可能にすることが期待でき

赤米(四国) 阿波赤米 対馬産赤米 ねずみ早生 しまもち(短稈)

８月20日 ９月10日 ９月10日

‑

‑

‑

２

８月20日 ８月13日 ９月３日

‑

９月３日

‑

３

以降、８月22日、９月５日以降に出穂し、品種による

日本晴

１

‑

‑

９月３日 ９月10日 ９月３日 ９月10日

４

８月20日 ８月20日 ９月17日 ９月10日 ９月３日

５

８月20日 ８月６日 ９月３日 ９月３日 ９月３日 ９月10日

‑

圃場

８月20日 ８月13日 ９月３日 ９月３日 ９月３日 ９月17日
「‑」
：未出穂

る。したがって、学校教育で扱うことを考慮すると、
「しまもち(長稈)」
、「しまもち(短稈)」
、
「ねずみ早

ずみ早生」が９月３日、
「しまもち(短稈)」が９月10日

生」
、「対馬産赤米」、
「阿波赤米」が適していると考え

〜17日という結果になった。

られる。しかし、
「しまもち(長稈)」は収量が特に多

次に、ペットボトル栽培と圃場栽培の出穂日を比較

く、ペットボトルイネ栽培では倒伏の可能性が非常に

した。
「日本晴」と「ねずみ早生」はペットボトル栽培

高くなると考えられる。そのため、収量と出穂時期の

および圃場栽培いずれにおいても出穂日に違いがなか

結果から、
「ねずみ早生」、
「しまもち(短稈)」、
「阿波赤

った(表２)。そのため、
「日本晴」と「ねずみ早生」は

米」
、「対馬産赤米」、
「赤米(四国)」の５品種に標準品

出穂日に関して、環境の変化よりも日長の変化による

種として日本晴を加え６品種をペットボトルイネ栽培

制御を強く受けていると考えられる。「対馬産赤米」
、

に供試した。

「阿波赤米」
、
「しまもち(短稈)」の圃場での出穂日は
「対馬産赤米」が９月３日、
「阿波赤米」が９月３日、

実験２. ペットボトルを用いたイネ６品種の栽培

「しまもち(短稈)」が９月17日であったのに対し、ペ

2018年度のペットボトルイネ栽培での６品種の出穂

ットボトル栽培におけるそれらの品種の出穂日は、数

日を比較した(表２)。出穂日は「日本晴」が８月20日、

日の違いがみられた(表２)。一方、
「赤米(四国)」で

「赤米(四国)」が８月６日〜９月10日、
「対馬産赤米」

は、早いものは８月６日に出穂し、遅いものは９月10

が９月３日〜10日、
「阿波赤米」が９月３日〜17日、
「ね

日に出穂しており、ペットボトルイネ栽培における
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個々の栽培環境の変化の違いに応じて、出穂日に大き

満たされる量での試食を行った。具体的には、
「コシヒ

な変化が認められたと考えられた。したがって、栽培

カリ」にペットボトルイネ栽培に用いた１品種を20ℊ

環境の違いにより、出穂時期に大きなばらつきが認め

加えて、合わせて１合になるように混ぜて炊飯した。

られる「赤米(四国)」は教材としては適していないと

５名の学生に６品種分の試食をしてもらい、感想の聞

考えられる。繰り返しになるが、教材として扱う上で

き取りを行った(表４)。

出穂時期の遅い品種が夏季休暇中に出穂してしまうこ

表４. 多様なイネの品種の試食時のアンケート結果

とがなく、２学期中に出穂から登熟期の観察を授業で
品種

コメント

ットボトル栽培でも９月に入ってから出穂が確認でき

日本晴

全体的には美味しいが、混ぜた品種が見た目や食感
からはわからない。

た「対馬産赤米」および「阿波赤米」
、
「ねずみ早生」、
「し

赤米(四国)

プチっとした食感で、美味しい。うっすら薄ピンク
に色づいている。

阿波赤米

違和感のない食感で、美味しい。うっすら薄ピンク
に色づいている。

対馬産赤米

プチっとした食感で、美味しい。うっすら薄ピンク
に色づいている。

97.7㎝、「ねずみ早生」は87.6㎝となり、
「日本晴」と

ねずみ早生

全体的には美味しいが、うるち米とうるち米を混ぜ
ると違いがわからない。

比較すると有意な差は認められなかったが、それぞれ

しまもち(短稈)

うるち米より白い見た目で美味しい。においが付い
ている。口に入れた時に一番においを感じる。

行うことができるという利点がある。したがって、ペ

まもち(短稈)」が教材として適していると考えられる。
次に、出穂が完了した後の全ての品種の草丈を比較
した(表３)。標準品種とした「日本晴」の草丈は79.3
㎝であった。
「阿波赤米」は91.2㎝、
「対馬産赤米」は

1.1倍、1.2倍、1.1倍と草丈が高く、
「対馬産赤米」が
最も高い値を示した。また、
「赤米(四国)」と「しまも

試食の結果、うるち米である「日本晴」
、香り米の
「ね

ち(短稈)」の草丈は「日本晴」に対してそれぞれ0.9倍

ずみ早生」を混ぜたご飯は美味しいという評価で、本

と低く、それぞれ77.2㎝と75.9㎝であり、
「しまもち(短

実験の炊飯方法は適切であった。
「日本晴」や「ねずみ

稈)」が６品種の中で最も草丈が低かった。本実験で用

早生」を混ぜて炊飯しても見た目や味、食感から両品

いた６品種の草丈は品種によって違いがあり、その差

種を食べた実感がわかなかった。一方、
「赤米(四国)」

は最大で約20㎝であることから、外観でも品種の違い

や「阿波赤米」、
「対馬産赤米」を混ぜて炊飯した場合

に気づくことが可能であることが明らかになった。出

は薄ピンクに色づいた(図３)。
「赤米(四国)」
および
「阿

穂日の遅い品種の内、
「阿波赤米」および「対馬産赤

波赤米」、
「対馬産赤米」の食感については、玄米の状

米」
、「ねずみ早生」は標準品種よりも草丈が高い傾向

態のコメを混ぜて炊飯したためにプチっとした食感が

を示すことから、外観の比較だけで品種の違いを理解

あったため、食感からも赤米であるということが理解

し、イネの遺伝資源の多様性について気づくことがで

でき、味も美味しいという評価であった。

きる品種であると言える。

モチ米品種である「しまもち(短稈)」は、うるち米
よりも白い見た目やモチモチした食感が得られ、食べ
ることでモチ米品種であるということを実感でき、味

表３. ペットボトルで栽培した６品種の草丈
品種

も美味しいとの評価であった。しかし、香り米である

草丈(平均値±標準偏差)

日本晴

79.3 ±

ことから好みが分かれる結果となった。なお、前述し

9.0

た「ねずみ早生」も香り米であるが、試食時には気に

赤米(四国)

77.2 ± 12.5

阿波赤米

91.2 ± 10.2

波赤米」、
「対馬産赤米」を「コシヒカリ」と混ぜて炊

対馬産赤米

97.7 ± 12.8

飯した場合、自分の育てたコメが少量であっても、赤

ねずみ早生

87.6 ± 18.6

米の色素の影響と食感の違いで自身で育てたコメであ

しまもち(短稈)

75.9 ± 17.7

ならなかった。以上をまとめると、
「赤米(四国)」や
「阿

ることを実感して試食することができる結果が得られ
た。
(㎝)

実験３. 品種ごとの炊飯と試食
赤米のような色素米を通常の白米と混ぜて炊飯すれ
ば、白米が赤色色素(主にタンニン)によって赤く色づ
く。また、タンニンは玄米の種皮の部分に多く含まれ
ているため、赤米として利用する場合、精米の必要が
なく玄米の状態で炊飯することなり、通常の白米とは
違う食感が得られることが期待される。そこで本実験
では、授業で育てたイネの収量が少量であることを想
定し、白米と混ぜることでコメの量を補いお腹が充分
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図３. 赤米品種を炊飯した様子

多様なイネの品種を用いたペットボトル栽培

まとめ

研究ではペットボトルイネ栽培で使用する品種を、赤

多様なイネの品種を用いた圃場栽培およびペットボ

米品種である「阿波赤米」あるいは「対馬産赤米」に

トルイネ栽培や試食の結果から、
「阿波赤米」と「対馬

置き換えて教材として扱えば、これまでの授業の取り

産赤米」が教材およびペットボトル栽培に適している

組みを変えることなく新たな児童・生徒の興味を引き

と結論した。出穂日が遅い両品種を栽培すれば、出穂

出す可能性があることについて言及した。和歌山市以

から登熟までの期間はおよそ40日であるため、標準的

外の地域では、それぞれの地域に合わせた品種に注目

な小学校における２学期に入ってからも穂の登熟の変

するとともに、色素米や香り米、モチ米等の少し珍し

化を観察できることが期待できる。加えて、両品種は

い特徴を持った品種を栽培して収穫すれば、少量しか

長い芒を有しているため児童・生徒が関心を寄せ、イ

収穫できなくても食育まで含めた栽培活動の教材とし

ネの多様な遺伝資源に興味を持つのではないかと考え

て成り立つことが期待できる。

られた。また、このような栽培活動をきっかけとして、
児童・生徒がイネを自分で育てたという経験を有する
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