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　徳川八代将軍の吉宗の治世下の享保・元文期すなわち西暦1735～1738年に全国的な規模でわが

国の産物をまとめた『諸国産物帳』が作成された。ここで産物とは天産物のことであり、産出す

る植物・動物・鉱物を含んでいる。当時世界中を見てもこのように1国の産物を網羅的に調査し、

まとめたものは他国に見当たらず、博物学史上きわめて貴重な調査事業であった。

　なお、『諸国産物帳』の作成事業とほぼ同時期には救荒作物としてのサツマイモを取り扱った

『蕃
ばん

薯
しょ

考
こう

』（1735年）が青木昆陽によって著され、幕府に提出されている。これは享保17年（1732

年）に西日本を襲った飢饉いわゆる享保の大飢饉を教訓に米以外の食物としてサツマイモの作付

けを提唱したものである。

　幕府がまとめた『諸国産物帳』の原本は残念ながら現存しないが、諸藩が提出した記録の控

え（国元控え）や調査の前段での記録類などを全国的に探し出し、まとめたものが大部の『享保

元文 諸国産物帳集成』（盛永・安田 1985～2003）である（注1）。享保・元文期の諸藩の調査はま

ず村単位で行われ、それが郡、領、国単位と順々にまとめられた。したがって全国各地に残存し

た資料類は重複したものも多くあり、国単位で整然とまとめられたものは数少ない。また、かつ

要旨　江戸中期の享保・元文期（1735－1738年）に幕府によってまとめられた『諸国産物帳』に

記載された“香り米”を選び出し、全国の“香り米”の作付け状況を考察した。当時北は陸奥国か

ら南は肥後国にいたるまで“香り米”が栽培され、それらは品種名からⅠ．かおり・におい系、Ⅱ．

じゃこう系、Ⅲ．かばしこ系、Ⅳ．かうはし系、Ⅴ．ねずみ系、Ⅵ．かまり系などに大別された。
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ての資料類の全てが残され、集められているわけではない。しかし、全21巻からなる『享保元

文 諸国産物帳集成』から享保・元文期の『諸国産物帳』の作成事業の大要に迫ることができ、

当時の日本列島の生物相や鉱物類の分布の概要を知ることができる。なお本報告において、諸藩

が幕府に提出した書類の控えそのものから引用した際には『諸国産物帳』と記し、それに加えて

調査の前段階の基礎資料と思われるものを含めて考察した場合は『享保元文 諸国産物帳集成』

と記した。

　『享保元文 諸国産物帳集成』の産物の中には農作物の稲がかなり詳しく取り上げられ、当時の

稲作事情の一端を知ることができる。稲の項を見てみると、地域にもよるが典型的な分類法とし

ては次のようになっている。

ウルチ

モチ

秈

早稲

中稲

晩稲
｛

｛
　さらに、それぞれには今日の品種に相当するものが記載されている場合が多い。また一部の資

料には各品種の栽培状況や生態的・形態的特性あるいは郡・村の産地までを記したものもある。

諸国の稲の品種名は総計で約2,000種が挙げられているが、同名異種あるいは異名同種などの重

複しているものが数多くあることが考えられる。なお、ここで注目すべきは通常稲のウルチとモ

チと並列的に秈
せん

（注2）が挙げられていることが多いことである。もちろん、ウルチやモチの中に

秈の品種が記されているものもある。いずれにしてもこの系統は主に赤米のインディカの稲であ

り、明治期以降にその栽培は激減し、現在わが国においては栽培されていない。

　『享保元文 諸国産物帳集成』には稲に続き、稗
ひえ

・粟
あわ

・黍
きび

・小麦・大麦・蕎麦・小豆・大豆など

の作物が列挙され、それぞれの当時の各地の品種名を知ることができる。

　本論文は上記の享保・元文期に行われた諸国の産物の調査において列挙された通常稲の品種群

から香り米と思われる品種を選び出し、当時日本列島の各地にどのような香り米が作付けされて

いたかを調べたものである。

　香り米とは米が独特の香りを発する稲の品種群である。この香りは米ばかりでなく稲体の他の

部分からも発生し、特に開花中の穂部から強い香りを発する品種もある。香りの主成分は2－ア

セチル－1－ピロリン（2-acetyl-1-pyrroline）であることが近年明らかにされ、その生合成経路が

解明されつつある。我々の研究室においては、近世以降にわが国に在来していた香り米の品種が

100種近く保存され、研究素材として使用している（猪谷 2002）。

　わが国においては江戸期すなわち17世紀以降の香り米の記録が知られているが、実際にはそれ

以前の遅くとも中世には香り米が栽培されていたと思われる（注3）。わが国における香り米の作付

けの歴史については嵐（1975）や唐木田（1991）などによってすでに論じられてきたが、その実

体が解明されたとは言い難い。本論文においては見方を変えて、今から270年前の享保・元文期
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Ⅰ．かおり・におい系

栽培地（国） 品　　　　種 資　　　　料
『享保元文 諸国産物
帳集成』所載　巻

1．陸奥国
赤香わせ
白香わせ

（盛岡領）御領分産物 15

2．陸奥国

赤香わせ
白香わせ
にをいわせ
にをいもち

（陸奥国盛岡領）従公儀御
尋之産物御領分中書上留帳

18

3．能登国 にをひわせ 郡方産物帳 珠洲郡 鳳至郡 1

4．壱岐国 匂溢（においこぼれ） 壱岐国産物考 18

　４の括弧内に示した読みは筆者によるもの。

Ⅱ．じゃこう系

栽培地（国） 品　　　　種 資　　　　料
『享保元文 諸国産物
帳集成』所載　巻

1．陸奥国 麝香 米沢産物集 15

2．陸奥国 しやかうわせ
陸奥国田村郡三春秋田信濃
守領地草木鳥獣諸色集書

15

Ⅲ．かばしこ系

栽培地（国） 品　　　　種 資　　　　料
『享保元文 諸国産物
帳集成』所載　巻

1．周防国 カバシコ
周防岩国吉川左京領内産物
并方言

9

2．周防国 カバシコ 周防産物名寄 8

3．長門国 かばしこ 舟木産物名寄帳 10

4．長門国 カバシコ 先大津郡産物名寄帳 10

5．長門国 かばしこ
毛利岩之丞領分長門国之内
豊浦郡産物

10

6．長門国 かはしこ
長門国之内毛利讃岐守領内
産物覚

10

表１．江戸中期の『諸国産物帳』にみる香り米

（1735～1738年）の数年間という特定の一時期に全国各地に作付けされていた香り米について調

査したものである。

　享保・元文期の資料において稲の品種群から香り米を選別する際に、近世から近代にかけての

在来稲の香り米の品種名を根拠とした。その結果、香り米をⅠ．かおり・におい系、Ⅱ．じゃこ

う系、Ⅲ．かばしこ系、Ⅳ．かうはし系、Ⅴ．ねずみ系、Ⅵ．かまり系の6群に大別し、表1にま

とめた。しかし、このような品種名からの推定には限界があり、ⅣからⅥ群内の品種については

香り米であったという確実性に欠けるものがあるかもしれない。なお、表中に用いた品種名は原

資料にしたがって表記した。他方当然のことながら、これらの品種以外に品種名から類推できな

い香り米もあったことが考えられる。
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7．長門国 カバシコ 長門産物名寄 8

8．筑前国 かばしこ 筑前国産物帳 12

9．豊後国 かばしこ 豊後国之内熊本領産物帳 8

10．日向国 かばしこ 三州物産絵図帳 中 14

11．筑前国
かばしこ
うちかばしこ

筑前国産物帳 12

12．筑前国 かばしこもち 筑前国産物帳 12

13．壱岐国 香
カバシコ

子 壱岐国産物考 18

14．肥後国 香子 肥後国之内熊本領産物帳 13

15．肥後国 香子餅 肥後国之内熊本領産物帳 13

16．肥後国 かばしこやろく 肥後国之内熊本領産物帳 13

17．肥後国 かばしこわせ 肥後国之内熊本領産物帳 13

18．肥後国 打香子（うちかばしこ） 肥後国之内熊本領産物帳 13

19．肥後国 府内香子（ふないかばしこ） 肥後国之内熊本領産物帳 13

20．肥後国 野香子（のかばしこ） 肥後国之内熊本領産物帳 13

　18，19および20の括弧内に示した読みは筆者らによるもの。

Ⅳ．かうはし系

栽培地（国） 品　　　　種 資　　　　料
『享保元文 諸国産物
帳集成』所載　巻

1．信濃国 かうはしわせ 信濃国高遠領産物帳 3

2．陸奥国 かうはしわせ
陸奥国田村郡三春秋田信濃
守領地草木鳥獣諸色集書

15

3．出羽国 かうばしわせ 羽州荘内領産物帳 15

Ⅴ．ねずみ系

栽培地（国） 品　　　　種 資　　　　料
『享保元文 諸国産物
帳集成』所載　巻

1．越中国

ねずみばやり
（別名 ねつみさまた，
　　　鼠原田）
ねづみさまた

（別名 ねづみはやり）

産物帳 射水郡

産物帳 新川郡

1

1

2．能登国
ねつみわせ
ねつみひきすり

産物帳 羽咋郡 鹿島郡 1

3．常陸国 ネツミモチ （水戸藩）御領内産物留 2

4．加賀国 ねすみ早稲 産物帳 河北郡 1

5．紀伊国 子ツミ弥六 紀州在田郡広湯浅庄内産物 1

6．備前・
　 備中国

鼡わせ
備前国備中国之内領内産物
帳

7
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Ⅵ．かまり系

栽培地（国） 品　　　　種 資　　　　料
『享保元文 諸国産物
帳集成』所載　巻

1．常陸国

カマリ（早稲）
カマリカルコ
カマリ（中稲）
カマリモチ（陸稲）

（水戸藩）御領内産物留 2

Ⅶ（付記）．いわか系

栽培地（国） 品　　　　種 資　　　　料
『享保元文 諸国産物
帳集成』所載　巻

1．陸奥国
いまいわか
とちいわか
むかいいわか

（盛岡領）御領分産物 15

2．陸奥国
いまいわか
むかしいわか

従公儀御尋之産物領分中書
上留帳

18

　次に表中の各群について説明を付け加える。Ⅰ．かおり・におい系には赤○○、白○○の品種

名が見られるがこの赤、白とは穂あるいは芒
のぎ

の色調を表しているのであろう。Ⅰの3の“にをひ

わせ”を記録した資料の能登国『郡方産物帳』は国単位の『能州産物帳』の作成の前段階として

作成された郡単位の資料である。金沢領には他の2国の加賀3郡および越中3郡の『郡方産物帳』

があるが、これら全てには農作物の品種一つ一つに成育特性が記され、他の諸国の資料には見ら

れない貴重な記録である。3の粳の早稲種の“にをひわせ”には“のぎながく 色黒く 籾色薄黒

く 味悪し 植付けより九十日程に出来”とある。

　香り米の別名の麝
じゃ

香
こう

米は江戸時代の多くの資料に見られる。江戸中期の薬物辞書『用薬須

知 後編』（松岡 1759）や『薬品手引書』（加地井 1778）にも麝香米が挙げられているのは興味

深い。おそらく本草学者が名称上から麝香鹿の分泌物の薬用品に関連付けて麝香米を取り上げた

のであろう。近代以降において新潟県から東北地方に在来した「麝香米」、「麝香稲」そして「麝

香糯」が現在採集され、保存されている。例えば、九州大学のジーンバンクに保存されている「麝

香稲」のウルチとモチの2種はそれらに相当するものであろう。表のⅡ．じゃこう系に示したよ

うに、享保・元文期にすでに陸奥国でこの名称の香り米が栽培されていたのである。なお、Ⅱの

1の資料には各品種の後に産出した村名が記されていて、“麝香”には小出とある。小出村とは現

在の山形県長井市小出に当たる場所である。Ⅱの2の「しやかうわせ」は後述するように別名「か

うはしわせ」である。

　香り米をカバシコといっていたのは現在の山口県から九州一帯である。近世においてカバシコ

に当たる主な漢字は香子あるいは芳米（松江 1638，貝原 1694）である。カバシコとはコウバシ

コメ → カバシコメ → カバシコの変化を経て使用された用語であろうか（小野・井岡 江戸後

期）。なお、香子という漢字は後述するように中国から輸入されたものであろう。表中のⅢ．か

ばしこ系からも明らかなように、一般に各地でカバシコという名称そのものが品種名として使わ
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れていた。これらのカバシコは同一種というよりもほとんどの場合同名異種と考えられる。また、

享保・元文期にはすでに、Ⅲの14～20のように肥後国においては多種類の香り米のカバシコが見

られることは注目すべきである。カバシコにはウルチおよびモチ種があり、ウルチにはさらに数

種の品種が知られ、また20の野香子とは陸稲の香り米である。

　次に挙げたⅣ．かうはし系はⅢ．かばしこ系に関連した香り米であろうと考えられる。このう

ちⅣの2の“かうはしわせ”はⅡの2の“しやかうわせ”と同一品種である。

　江戸期から現代に到るまで香り米の別名としてねずみ
4 4 4

米についてはよく知られている（小川・

猪谷 2008b）。表中のⅤ．ねずみ系の紀伊国の5の“子
（ね）

ツミ弥六”の資料中には“子ツミ弥六 是

香稲カ”（現代語訳；ねずみ弥六 これは香稲か）との書き込みがある。

　表中の常陸国におけるⅥ．かまり系の品種は、近世以降の茨城県において知られている在来

稲の香り米である「カマリワセ」や「香満里」に関連するものであろうとしてここに挙げた。

しかし、常陸国における「カマリワセ」などの来歴に関しては不明な点が多々ある（小川・猪

谷 2008b）。

　明治期以降に宮城県で知られている香り米に「岩賀」（あるいは「祝賀」）がある。現在ではこ

の系統の新品種の香り米も育成されている。品種名からだけの推測であるが、表中のⅦ．いわか

系がそれらに関連した香り米であるかもしれないと考え、一応ここに挙げた。しかし、明治期以

降の「岩賀」に関してもその出自や系譜など複雑で、不明な点が多い（唐木田 1991）。なお、享

保・元文期から20～50年後の陸奥国における作付け品種の記録にかまり
4 4 4

およびいわか
4 4 4

がある（細

川 江戸中期）。しかし、これらが香り米であるとは明記はされていない。

　『諸国産物帳』にはこれらの6群以外で単に品種名からでは判断できない香り米もあったことが

予想される。例えば明治期の在来稲の香り米にからす
4 4 4

関連の名称を有する品種が知られ、『享保

元文 諸国産物帳集成』にもカラス・カラスワセ・カラスモチ・カラスノコ・カラスイネなどか
4

らす
4 4

系の品種が多数見られる。しかし、本報告ではこれらを香り米としては選び出すことはしな

かった。それは近代の在来稲の中にはからす
4 4 4

の名称が付く香り米でない品種も多数知られている

ためである。穂色や芒色が黒色を呈しただけのものにからす
4 4 4

の品種名が付けられた例も多かった

と考えられる。享保・元文期の資料類においても「黒もち」の品種名の別名としての「カラスイ

ネ」などと記されているものがある。また、からすいね
4 4 4 4 4

とは茎葉部が紫黒色を呈した紫稲を指し

ていることもあった（今井 室町時代）。

　『享保元文 諸国産物帳集成』から当時香り米がどの程度栽培されていたかを明らかにすること

はできない。中世から近世にかけて赤米の秈いわゆる大唐米の作付け面積の比率を明らかにでき

る史料が残存するのに対し、香り米の作付け比率を記した史料は見当たらない。おそらく当時各

地に作付されていた香り米の量は極めて少なく、その米は主に自家消費用で、米市場に流通する

ことはほとんどなかったと考えられる。これは、近世に西日本で広範囲に栽培されていた大唐米

が年貢米として通用していたこととは対照的である。

　最後に付言すると、『諸国産物帳』の作成事業の以前から編纂が開始され、約50年をかけて延

享4年（1745年）に完成した『庶
しょ

物
ぶつ

類
るい

纂
さん

』（稲生・丹羽 1747）も江戸期における注目すべき重要
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な業績であった。編著者の一人、丹羽正伯は『諸国産物帳』の最高責任者でもあった。『庶物類

纂』は中国の文献を広範囲に渉猟し、物産に関する記述を書き抜いてまとめたものである。その

中には中国の香り米である香子稲（紅蓮稲、香Р、香稲、香秔など）についての項も設けられて

いる。そこには付記的にわが国の香り米について、筑前州の「カバシコ」、伊予州の「ニホヒヤ

ロク」・「カウハシヤロク」・「チモト」が記されている。このうち「カバシコ」は同一品種と思わ

れるものが表中のⅢ．かばしこ系にあり、また「ニホヒヤロク」はⅠ．かおり・におい系に、「カ

ウハシヤロク」はⅣ．かうはし系に分類されるものであるが、伊予国の「チモト」に相当する品

種名は『諸国産物帳』には見当たらない。

　本報告から明らかなように、江戸中期の享保・元文期（1735－1738年）に日本列島の北は陸奥

国から南は肥後国にいたるまで各種の香り米が栽培されていた。これらの香り米のわが国への渡

来時期や国内の伝播などの解明については今後に残された課題である。

注

注1）『享保元文 諸国産物帳集成』は1995年に総索引集の第19巻が刊行され、完結とされたが、

その後2003年に第20、21巻が追加刊行された。

注2）秈
せん

とは中世にわが国へ渡来したインディカの稲で、大
たい

唐
とう

米
ごめ

あるいは唐
とう

法
ほ

師
し

（唐干）などと

いわれた（小川・猪谷 2008a）。耐干性・耐湿性に優れていた秈は中世から近世にかけての新

田開発に重要な役割を演じた。西日本で栽培された秈の多くは早稲の赤米であったが、江戸時

代には水稲・陸稲、早稲・中稲・晩稲と分化し、それぞれに多くの品種があったことが知られ

ている。

注3）香り米の品種の記載がある、伊予国の『清良記』は中世末期に成立したわが国最古の農書

とかつて考えられたが、現在ではその成立時期は江戸期の18世紀初頭であろうとされている

（永井 2003）。
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Summary

The Shogunate Government of Edo compiled the documents of natural products from the whole feudal 

clans of Japan in 1735-1738. We found many different names of aromatic rice varieties in the documents 

and classified them into several groups. It was ascertained that various kinds of aromatic rice were 

cultivated throughout Japan in the middle of the 18th century.


