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1.平成15年産米の不作と米需給
平成15年産水稲については,低温・日照不足の影

響等から全国的に作柄が悪化し,作況指数は全国平

均で90となった。平成15年産水陸稲の作付面積は

166万5千ha,収穫量は779万2千トンであり,水

稲の収穫量は777万9千トンであった。都道府県別

に作柄を見ると,青森県53,宮城県69,北海道

73,岩手県73,福島県89,鳥取県89,島根県90

と, 7道県で作況指数が90以下となった。なお,

1993年産米は作況指数が74,生産量が783万4千ト

ンであった。その後, 1998年に作況指数98とやや不

良の年もあったが, 1995年以降米は過剰在庫となり,

この10年間は米生産量は減少しながらも順調に推移

してきたが,平成15年は10年来の不作となった。

平成15年産米の収穫の遅れや生産量の減少があっ

たが,年間の主食用需要量870万トンを十分に上回

る供給量が確保された。政府備蓄米は平成15年6月

時点において163万トン(1996年産米から2002年産

米まで)であった。平成15年産米の不作によって,
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米の価格は昨年の秋以降一時急騰し,その後下がり

つつも,昨年に比べ高い水準で推移している。一般

家庭用向けでは単品銘柄米だけでなく,ブレンド米

も多く販売されるようになった。これは特定の銘柄

米が数量的に不足し,また価格が上昇したことによ

るものである。一方, 1人当たり米消費量は平成15

年度に入ってからも,依然として減少傾向が続いて

いる。なお,平成16年産米の生産目標数量は,需要

見通しと同水準の857万トンと設定されている。

表1　米の生産量の推移

年　度1993 1994　　　　　　　　　　2001 2002　2003

生産量

(千トン)
7,834 ll,981 8,960　9,175　9,490　9,057　　　　7,792

資料:農林水産省「食料需給表、国内生産量累年統計」

2.米の消費動向と消費者志向
米の1人当たり消費量は, 1962年度をピークに以

降一貫して減少してきた。同年には1人当たり年間

118.3 kgの米を消費したが, 2002度にはその半分

近くの62.7 kgにまで減少し, 40年間でほぼ半減し

た。
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このように米の消費が減少した要因としては1),

①少子高齢化,世帯構成の変化,女性の社会進出,

経済成長に伴う生活水準の向上等により社会構造

が変化したこと

②こうした社会構造の変化やライフスタイルの変化,

さらには多様な商品開発等の結果として,食料消

費における選択が拡大したこと

③以上の変化を背景として,食生活の欧米型化,簡

便化志向の強まり等食における消費者の志向が変

化したこと

等が挙げられる。また,近年はデフレ経済の下で,

食品群間における価格面での競争が強まったことも

要因の一つとして考えられる。

消費者の行動及び志向の変化として,次の点が挙

げられる1)0

①食生活の欧米化が進展し,食卓における米の地

位が低下

②食事に対する簡便化志向が強まり,ご飯食から

パン食への移行を促進

③食の外部化が進展し,米の消費で加工・外食等

のシェアが高まる

④消費者の購買行動が変化し,米もスーパーでの

購入が増加

⑤低価格志向,安全安心志向が強まり,消費者の

志向が多様化

kg

図1米の1人当たりの年間消費量の推移(年度平均)

資料:農林水産省「食料需給表」

出所　農林水産省「米穀の需給及び価格の安定に関

する基本指針」平成15年11月　Pl
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米の全体的な消費量は減少しているが,加工・外

食等における消費は安定して推移しており,相対的

に加工・外食等消費のシェアが増加している。また,

主食的食料の消費量が全体として減少する中で,小

麦の消費量はほぼ同水準で推移しており,小麦の主

食的食料に占める地位が相対的に向上している。外

食用に使用されている米の量は, 2002年で253万ト

ンと主食用の29%を占めている。

図2　主食用米の需要量と外食への米の使用量

資料:農林水産省推計

出所　農林水産省「米穀の需給及び価格の安定に関

する基本指針」平成15年11月　P25

3.制度改変と米穀業界の動向
米穀卸売業者は1951年,米穀配給業務の民営化に

伴い営業を開始した。これまでの主な米穀卸売業者

は食糧配給公団の職員が中心となって組織された全

国食糧事業協同組合連合会(略称全糧連),戦前か

らの米穀商によって組織された全国米穀商組合連合

会(略称全米商連),農協系統組織を母体とする全

国農業協同組合連合会(略称全農)の3つの系統よ

り構成されてきた。なお,全糧連と全米商連は2001

年に合併し,全国米穀販売事業協同組合(略称全米

販)となった。米穀卸売業者の数は1953年の426が

ピークであったが, 1994年には277までに減少した。

53年間続いた食糧管理法(食管法)の下で米の流通

が行われてきた。

1993年産米は記録的な長雨による日照不足と冷夏

の影響で記録的な不作となり,外国産米の大量緊急

輸入を余儀なくされた。同年11月から翌年にかけて

255万トンの外国産米の緊急輸入が行われた　1994

年は平成の米騒動ともいわれたが,これは後に消費
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者の米離れを引き起こすことにつながった。

もう1つ大きな転機となったのは, 1993年12月に

ウルグアイ・ラウンド合意において国家貿易の下で

米を輸入する旨のミニマム・アクセスの受入れを国

際的に約束したことであった。これにより1995年か

ら2002年まで輸入されたミニマム・アクセス米は

525万トンになった。その後, 1999年4月より米の

輸入に関し関税化を受入れることが決定した。さら

に,世界貿易機関(WTO)において,交渉が進め

られている。

食糧法(主要食糧の需給および価格の安定に関す

る法律)は, 1995年に施行された。米穀卸売業者の

最初の登録は1996年6月となり,許可制から登録制

となった。これ以降,卸の新規参入が進むなか一部

の卸では統廃合が進められた。さらに,小売段階に

おける新規参入と営業の自由化が促進され,他業種

からの新規参入が活発に進められた。

米の表示については, 2001年より食糧法からJ A

S法による表示が適用されることとなった。現在,

不正表示の摘発等から品質表示の適正化対策が進め

られているところである。また,消費者志向として,

米についても食の安全・安心が重要な課題となって

きた。このため,米についても今年度よりトレーサ

ビリティシステムを導入する計画が進められている。

2002年12月には米政策改革大綱が発表され,いわ

ゆる売れる米作りが進められることとなった。その

後,今年4月に改正食糧法(主要食糧の需給および

価格の安定に関する法律の一部改正)が施行された。

計画流通制度の廃止と流通規制の必要最小限化,栄

穀販売業者の農林水産大臣への届出制への移行等基

本的諸問題の大きな変化が進められることとなった。

米穀の出荷又は販売は完全自由化されたともいえる。

今年は米穀業界にとっては激動の年ともいわれてい

る。

表2　大型精米工場数

規模50
S75
sloo
s150
s2Cs

(馬力1蝣5075
ss
)751001;Z:;Z::300合計

工場数　237　118　137　　78　　73　　80　　723

出所　食糧庁「大型精米工場の現況」平成13年1月1日現在

4.消費者ニーズ
大型精米工場は1960年代から建設が進められ,そ

の後,機械の更新等によって10年から15年位の期間

をサイクルとして建設が進められてきた。食糧法以

降の1990年代半ばからは流通の自由化が促進され,

量販店主導型の販売形態が進み,さらに外食産業の

発展によって卸間競争は激化した。また,消費者の

食品に対するニーズは多様化し,低価格・良品質の

ものを求めるだけでなく,環境に配慮した製品,安

全性及び衛生管理への対応等がなされた製品志向と

なってきた。

表3　米を選ぶとき重視する事項(複数選択可)

選　　択　　肢　　　　　回答数割合(%)

①産地/品種/年産の構成　　　　　2,770　79.2

②価格　　　　　　　　　　　　　　2,753　78.7

③精米年月日　　　　　　　　　　　1,429　40.8

④内容量　　　　　　　　　　　　　　　723　20.7

⑤有機栽培米/特別栽培米　　　　　　685　19.6

⑥マーク(認証マーク・Fマーク等)　516　14.7

⑦袋に書かれている情報(炊き方等)　213　　6.1

⑧売り場の人のアドバイアス　　　　　185　　5.3

⑨その他　　　　　　　　　　　　　　144　　4.1

出所　触)日本精米工業会「消費者アンケート調査結果」

(平成15年12月、全国3,499名の消費者を対象に調査)

表4　米を選択するときの希望する情報(複数選択可)

選　択　肢　　　　　　回答数割合(%)

①栽培方法(有機栽培米・特別栽培米) 1,500　42.9

②ご飯の硬さや粘り等の食感に関する情報1,497　42.8

③袋の中がよく見えるような包装　1,292　36.9

④ご飯の炊き方(水加減等　　　　1,104　31.6

⑤保管方法に関する情報　　　　　　　942　26.9

⑥用途(妙飯・カレー・すL等)別

の適正に関する情報
784　22.4

⑦ご販のカロリーや栄養に関する情報　458　13.1

⑧従来通りでよい　　　　　　　　　　　315　　9.0

出所表1に同じ
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消費者が米を購入するときの基準としては,産地・

品種・年産(いわゆる3点セット)と価格の2つが

大きなポイントとなっている。産地銘柄志向であり,

価格でもある。米の購入先はスーパーの比率が最も

高い。米を選択するときの希望する情報としては,

消費者の安全志向を反映して,栽培方法が最も比率

が高かった。また,さまざまな情報も求められてい

る。米についても消費者が安全に生活し,必要な情

報を得て適切な選択を行えること等が必要になって

きた。

5.米の品質と食味
わが国では,最近,特定品種への噂好の集中によ

る作付けの寡占化が進行しており,作付け上位10品

種で全体の約8割を占めている。しかも,上位品種

の多くはコシヒカリの子孫であり,コシヒカリ系統

の栽培割合は全体の8割を超えるともいわれている。

稲は作物であり,その生産量は気象や病害虫の影響

を受けやすいため,特定品種への集中はその危険性

も指摘されている。加えてここ数年,新しい品種が

ますます作付けされるようになった。生産者は産地

ブランドの強化であり,消費者は銘柄志向である。

一方,外食産業等の業務用では単一銘柄米だけでな

く,年間を通じて品質と食味の安定化を図るところ

からブレンド米が主流である。また,価格面だけで

なく用途別の米等,その要望は広範囲にわたってい

る。大型精米工場は単一銘柄米だけでなく,ブレン

ド米による卸ブランドの確立を求めている。生産か

ら流通まで売れる米作りが問われているところでも

ある。

最近の米の品質の特徴の1つとして, 1990年代の

高温傾向による水稲作への影響が挙げられる2)。高

温の影響により心白・腹白粒の混入による2等以下

への格付けが目立つようになった。特に1994年,

1999年, 2000年, 2002年産米において多くみられた。

特定地域に限定はされないが,米の形質として心白・

腹白の混入がみられた。消費者にとっては,精米の

粉状質粒(俗にしらたと呼ばれる)の混入が多いと,

外観品質を損ない,低品質の米と評価される。

なお,農産物検査については,これまで国が一元

的に実施してきたが, 2001年より民営化への移行が

開始され, 2005年度までに完了することになってい

る。米については, 2003年度末において約7割の検

表5　水稲うるち米の品種別作付割合(%)の推移

順位　　1994年度　　　　　　2002年度

1　コシヒカリ　31.2　　　コシヒカリ　36.7

2　ひとめぼれ　　6.7　　　ひとめぼれ　　9.9

3　　あきたこまち　6.6　　　ヒノヒカリ　　9.8

4　ササニシキ　　5.7　　　あきたこまち　8.3

5　日本晴　　　　5.5　　　きらら397　　4i

小計　　　　　　　　55.7　　　　　　　　　　69.5

6　　ヒノヒカリ

7　ゆきひかり

8　　きらら397

9　　むつはまれ

10　キヌヒカリ

5.1　　キヌヒカリ　　3.7

4.3　　　はえぬき　　　2.9

4.2　　　ほしのゆめ　1.8

3.0　　　つがるロマン1.2

2.8　　　ササニシキ　1.2

合計　　　　　　　75.1　　　　　　　　　).3

資料:農林水産省「米穀の品種別作付状況」

査が民営検査機関において実施された。

市場における精米製品の品質としては,大型精米

工場における色彩選別機や金属検出機等による選別

精度が向上したことから,異物混入等はほとんどみ

られなくなった。また,とう精度が高く,かつての

炊飯時における洗米作業においてごしごし研ぐとい

うより,軽く研いで洗うことでもよい精米になって

いる。

近年,良食味系統の品種が広く普及したところか

ら米(ご飯)の食味もよくなってきたともに,米に

よる食味差が小さくなってきた。お米のおいしさは,

人間の五感に訴えるものであり, 「白くてつやがあ

り,ほのかな香りを持ち,噛めば軟らかくて適度の

粘りがあり,かすかな甘みとうま味を有している」

米飯が好まれる。お米のおいしさは,実際に炊飯し

て試食する官能検査によって,外観,香り,咲,硬

さ,粘り,総合の各項目が評価される。お米のうま

い,まずいは人間が決めるものであるから,官能検

査が最も基準的な方法であるが,近年,物理化学的

な食味評価の方法も急速に進んできた。
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図3　米の食味の多面的評価の例(大坪研一)

使用変数:味度、味センサー値、においセンサー値、

米飯物性、糊化特性

6.無洗米について
1991年に新たな無洗米製造装置が大型精米工場に

設置され,現在の無洗米が市場で販売されるように

なった。現在の年間販売数量は概ね80-90万トンと

推測される。無洗米とは,炊飯の際,水洗を必要と

しない程度に精製されている精米で,その利便性が

一般消費者にも受入れられて,ここ数年無洗米の販

売が好調である。

当初,無洗米は業務用で利用されることが多く,

一般消費者にはなかなか浸透しなかった1997年頃

を前後して各種の無洗米製造装置が作られるように

なり,米穀業界では新商品の一つとして無洗米の製

造販売に力を入れるようになったところから,一般

消費者にも次第に浸透していった。現在, 12社の企

業が無洗米製造装置を製造販売しており,約600ヶ

所に設置されたと推測される。これら各種の無洗米

製造装置については,その構造と原理から,乾式研

米仕上方式,加水精米仕上方式,特殊加工仕上方式

の3つに大別される。どの方式もこれまでの普通の

精米からさらに表層部を1-2　取り去り,炊飯時

における水洗を必要としない程度に機械によって加

工処理するものである。

茨城大学の松田智明教授によると3), 「無洗米と

は,無洗米製造装置により,とう精過程で形成され

た米粒表面の糊化層は完全に除去され,米粒表面に

は腫乳細胞壁と糊化していないでんぷん粒のみが存

在し,その他何らの付着物も認められない精白米」

と定義される。さらに,同教授によると,普通の精

米を手でよく研ぐと,とう精によって玄米の糠を剥

-5-

離した後の米粒表面に露出したでんぷん粒が摩擦熱

によって形成された糊化した層は完全に除去され,

露出した細胞壁の多くが破れて細胞内部のでんぷん

粒が露出し,それらの一部は洗い流され消失する。

腫乳の第2-4層細胞は多量のでんぷん粒とともに

微細なたんばく頼粒も多量に含んでいる。このたん

ばく頼粒は,炊飯時にご飯の表面構造の発達を阻害

し,食味を低下させる可能性が高い。精米をよく研

ぐ・洗うことの意義はここにある。

無洗米の販売が好調とはいえ,無洗米によって米

全体の消費拡大までには至っていない。今まで通り

普通の精米を洗って炊飯すれば何ら問題なく,強い

て無洗米を購入する必要がないと考えている消費者

も多い。このことは今後も変わらないであろうが,

利便性を優先する消費者は今後も無洗米を購入する

であろう。現在の無洗米は普通の精米から重量比率

で1-2　程度取り去ったものであり,無洗米が普

及拡大するにつれ,その損失量は拡大することにな

り,単に量的損失だけでなく質的損失を考えると,

今後,米の有効性成分や微量成分を無洗米に付加し

ていくことが必要になる。

7.今後の展望一沖縄県における大型精米

工場の米を中心とした加工食品工場への

転換

(1)沖縄県における米流通構造の特質4)

沖縄県は敗戦に伴い焦土と化し,キャンプに収容

され,飢えに苦しむ住人に食糧をいかに供給するか

は困難を極め,当初は食糧の調達から配給まで全て

一元的に管理され無償で配給された1950年琉球農

務省の設立に伴い,配給業務は民営移管した。昭和

20年代後半から30年代までを通して沖縄地域全体で

の米生産量は約3万トン前後で推移し,このうちほ

ぼ1万トンを政府が買い上げて,市場に出回り,残

りは自給用として消費されていた。このわずかな島

産米の出回り量では不足したため,昭和20年代には

最低3万トン, 30年代になると5万トン前後の米輸

入が必要とされた。世界的な食糧不足の時期に,し

かも輸入資金が決定的に不足する中で,ミャンマー

米の輸入が開始された。この輸入は20年代半ばから

30年代半ばまで長期にわたり続けられ,その間,ス

ペイン米,エジプト米も部分的に輸入された。

1958年にアメリカからの援助米としてカルフォル
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ニア米が輸入されたのを契機に,昭和30年代半ばか

らカルフォルニア米への輸入切替えが急速に進むよ

うになり,同年代末には輸入米の70-80%を占める

ようになった。その後,本土復帰が実現する2年前

の1970年から本土米の供給が試験的に始まった。

1972年に本土復帰し, 1987年には復帰特別措置が幕

切れとなり, 1988年から本土と同様食管法へ完全移

行した。

(2)コーティングライスについて

欧米諸国では古くから精米のコーティングが行わ

れていた。日本ではかつてこれらを化粧米と総称し

ていた　1967年以降,米の生産は過剰傾向をたど

り,過剰米対策の一環としてコーティング技術の開

発が関係機関において検討された。これを受けて,

1970年にアミノ酸(L-リジン)を添加したコーティ

ング精米が東京で製造販売された。しかし,その後

の商品販売としては市場に定着せず姿を消した。

一方,沖縄県ではすでに1963年にアメリカよりコー

ティングライスが持ち込まれ, 1965年より商業ベー

スとして販売された。同県の大型精米工場ではアメ

リカのコーティング装置を設置し,同装置の改良を

行い,コーティングライスの製造販売を開始した。

復帰前の沖縄県が外国産米を輸入していたこと及び

当時の米流通事情を配慮し,政府米や外国産米に水

あめをコーティングし,精米の水分蒸散防止,鮮度

保持,防虫効果等を目的として,離島を含め1979年

まで製造販売された。

その後, 1993年の大凶作を受けて,翌年に処理能

力3t/hの新たなコーティング装置が設置れたが,

コーティングライスは商品としては製造販売されな

かった。米に栄養成分や機能性成分を添加する技術

は試験されてきた。

(3)新たな機能性付加精米の開発

沖縄県では精米のコーティングライスに関する技

術が継承されてきたところから,新たなコーティン

グライスに関する試験が1999年より進められた。そ

の目的は,米の消費の質的拡大の一つとして,消費

者ニーズの多様化も視野に入れ,精米の付加価値を

高める機能性付加精米を開発することであった。ま

た, 1991年から無洗米が製造販売されるようになり,

利便性を主要因として消費者にも受入れられるよう

になったことも踏まえたものであり,新たな機能性

成分あるいは栄養成分を無洗米に付加する加工米の

開発を目指したものであった。こうして, 2003年11

月より新たな機能性付加精米が全国に先駆けて,沖

縄県で製造販売されるようになった。さらに,ほぼ

同時期に米の新規飲料の開発が進められ実用化され

た。

この機能性付加精米は無洗米に増粘多糖類を水溶

液とし,これに機能性成分(FeやビタミンE)を加

え,瞬時に噴霧して水分を蒸散仕上加工して,加工

前の精米水分と同じく16.0%以下に仕上げる方法を

とっている。これまで　の欧米式のコーティング装

置のように2時間程度ドラム内で撹拝仕上と熱風乾

燥する方法をとらずに,数10秒間で連続処理加工す

る新たな方式であり,精米表面に均一被膜加工して

いる。大型精米工場ではこの新商品の製造のための

工場を新たに建設し,工場内は空調して衛生管理面

はこれまで以上に配慮した工場にした。なお,能力

は1.5t/hである。

機能性付加成分であるFeはサンアクティブFeと

いう商品を使用しているが,ピロリン酸第二鉄と乳

化剤からなる鉄製剤である　300ナノメートルまで

に超微粒子化して,水に溶けず,かつ水分散に優れ

ており,微細で均質な粒度分布を示す。ビタミンE

も同様の製法である。

本製品は精米でははじめて保険機能食品(栄養機

能食品)の表示をした商品である。栄養素Feは世

界的に不足しがちな栄養素と言われており,日本で

は成長期の子供,女性に不足しがちである。鉄独特

の味をもつことなく,鉄による米飯のにおいもなく

加工前の精米の米飯と同等の食味を保持しているの

で,このご飯を食することによってFeを無理なく

摂取することができる。ビタミンEは活性酸素から

細胞膜を守るとか老化を防ぐあるいは生活習慣病等

の予防をする栄養素であり,このご飯を食すること

によって無理なく摂取できる。また,洗わないで炊

飯できる精米でもある。

(4)今後の展望

この機能性付加精米は2種類の製品ではあるが,

加工米として位置付けされ,新たに開発されたもの

である。米の消費拡大のためには,毎日食べる以上

おいしさを伴うことが必要でもある。この他にさま

ざまな機能性成分あるいは栄養成分を付加すること

は可能である。大型精米工場の経営が難しい状況に

あって,生鮮食品である精米の製造販売にとどまら
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ず高付加価値精米としての加工米の開発が必要とさ

れ,このことは消費者ニーズにも結びつくものであ

り,米を中心とした加工食品工場への転換が今後の

大型精米工場の1つの姿として考えられる。

要　約

2003年産米は1993年の大凶作以来, 10年来の不作

となった1993年は外国産の大量緊急輸入及び米の

ミニマム・アクセス,その後の米の関税化と大きな

転機となった1995年には食糧法の施行により,規

制緩和が進み,その後米を取り巻く市場は一変した。

米の消費減退が続くなか,消費者ニーズとしては米

についても安全・安心志向となってきた　2004年は

さらに規制改革が進み,米の販売は完全自由化され

た。生産と流通とも売れる米作りがますます必要と

される時代に入った。こうした市場ニーズに応えら

れる大型精米工場が今後の役割を果たすものであり,

沖縄県の大型精米工場は,戦後の米流通構造の特質

の中で発展してきたが,現在,新たに米を中心とし

た加工食品工場への転換が進められている。

機能性付加精米

無洗米(洗わないで炊飯できる精米)

→

増粘多糖類

・ト,!二

機能性成分(FeやビタミンE)

瞬時に噴霧して水分を蒸散仕上

(加工後の精米水分は16.0%以下)

加工米-栄養成分を均一被膜加工

Fe:米100g当たり4mg

ビタミンE :米100g当たり6mg

(炊飯後(ご飯)も栄養成分を保持)

図4　機能性付加精米の製法
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図5　機能性付加精米製造装置
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