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要旨 わが国の陸稲 (おかぼ�りくとう) の文化史の考察の一つとして陸稲という作物名の別名
(地方名�方言�俗語) について文献学的調査を行った｡ 今日の陸稲という呼称に対して､ 中世以降多
くの別名が全国各地で使用されてきた｡ 江戸時代の陸稲の主な呼称には�種類あり､ 関東中心のオ
カボ系､ 九州中心のノイネ系そして北陸地方をはじめ全国的にハタケイネ系があった｡ 近年に採録
された陸稲の地方名 (方言) には野稲・畑稲 (畠稲)・岡穂・岡稲・旱稲・イギリス・けしね・と
うぼし・はいもんなど多数の名称が確認できた｡ それらの地方名の背景には当該地の歴史などが深
く刻み込まれているものがあった｡

キーワード：別名､ 文化史､ 方言､ 稲作史､ 陸稲､ 地方名

平成��年の農水省の稲作統計の記録によると全作付け面積�����万��のうち陸稲 (おかぼ�りく
とう) はわずかに�������である｡ その主な作付けは茨城県､ 栃木県などの北関東で､ そのほと
んどは糯

もち

で､ あられ・おかきなどの米菓に利用されている｡ わが国の陸稲の作付け面積は年々減

少し､ 統計上零となるのも時間の問題かもしれない｡ しかし､ 世界に目を向ければ陸稲の作付け

面積は全稲作面積の約��％で､ 現在でも非常に重要な作物の一つである (坂 ����)｡
わが国においてもかつて陸稲は貴重な作物で､ 各地に作付けされていた｡ したがって､ わが国

の稲作史を考える際に陸稲の歴史の考察を加味することが重要である｡ 陸稲の作物学的な研究を

はじめとしてわが国の陸稲品種の来歴や系統分類などを考察した総説的な報告はすでにある (小

野 �����角田 ���������������星川 ����)｡ そこで､ 本論ではわが国の陸稲の文化史に関する
一つの考察として､ 別の視点すなわち陸稲という名称の別名について詳しく検討してみたい｡ な

お､ ここで別名とは異名､ 地方名､ 方言あるいは俗語と言い換えることができよう｡
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わが国の陸稲という用語に関する最古の記録は鎌倉時代の日向国櫛間院
くしまいん

(注�) の史料にみる�野稲畠参段�の野稲である (日向野邊文書 ����)｡ これ以後にも鎌倉時代には薩摩国の史料に
野稲の記録がある (東京大学史料編纂所データベース ����) (注�)｡ また､ 南北朝期の肥後国の
阿蘇神社領のうちの健軍社領には約���町の�野畠�が展開し､ そこからは野稲・粟・大豆など
の秋年貢および麦の夏年貢が収められていたという記録もある (阿蘓文書 ����)｡ このように､
この当時陸稲は特に九州では野稲と呼ばれていたのである｡

もっとも､ 水田とともに陸田という用語がすでに奈良時代の史料に多数見られる｡ 陸田とは律

令制下で粟
あわ

・稗
ひえ

・麦類などの作物を作る乾田 (白田) すなわち畠であるが､ そこに陸稲も栽培さ

れていた可能性は考えられる｡ 日本列島の各地での陸稲の栽培がさらにそれ以前にまで遡れるこ

とが推定されるが､ 詳細については不明である (注�)｡
江戸期に入ると陸稲を記した多くの記録がある｡ 江戸中期の享保・元文期 (����－����年) に
まとめられた 『諸国産物帳』 の中で､ 陸稲の呼称としてノイネとした史料は筑前国・豊後国・日

向国・肥後国の産物帳だけである｡ 他方､ 下野国・常陸国・伊豆国・下総国ではオカボ系､ 加賀

国・越中国およびその他の各地のハタケイネ系の呼称と大まかに分類できる (盛永・安田 ����－����)｡ さらに､ 『日本農書全集』 (山田ら ����－����) に所収された､ 江戸期を通しての地方の
農書から陸稲について言及しているものを加えて､ それらの史料類が取り扱っている地域に陸稲

の呼称を地図上にプロットしたものが図�である｡ 陸稲の別名であるノイネ系は九州地方を中心
に､ オカボ系は関東から東北地方で見られ､ ハタイネ系は北陸地方以外にも全国に点在している

ことが図から明らかである｡

江戸期の主要な史料からわが国の陸稲の別名を歴史的に少し詳しく見てみよう｡ 江戸期の早い

時期に成立したと思われる伊予国の農書 『清良記
せいりょうき

』 (土居 江戸時代) には畑稲の名称で陸稲が登

場する (注�)｡ また､ わが国の食物全般を取り扱った本草書の 『本朝ほんちょう

食鑑
しょっかん

』 (人見 ����) の稲の
項に ｢圃

はたけ

に種えるものを岡
おか

穂
ぼ

または岡稲という｣ とある｡ 現在陸稲をおかぼと訓むのはこの岡穂
・・・

に因るものである｡ さらに､ 前出の 『庶物類纂』 によると陸稲は ｢別にオカボ､ ハタケイネ､ ノ

イネ 日向､ メノタネ 長門､ ホムテムコク 肥前､ ヒカムコ 肥後 という｣ とある｡ しかし､ ほ

ぼ同じ時期に成立した 『長門国産物名寄』 (烏田ら ����) には�畠稲�の�品種としてメノタネ
があるので (注�)､ 『庶物類纂』 のメノタネ､ ホムテムコク､ ヒカムコは陸稲の別名というより
も各当該地における代表的な陸稲の品種名であったのかもしれない｡

江戸後期の 『重修本草綱目啓蒙』 (小野ら ����) には�陸生の糯米�すなわち陸稲の糯米であ
る�ハタケモチの一種のクロモチ�についての記載がある｡ また､ 陸稲を意味する旱稲の別名と
してハタケゴメ (畠米)・ボンデン (梵天)・テンジクナエ (天竺苗)・タウイネ (唐稲) の名も

見える｡ 江戸中期から明治期にかけてまとめられた国語辞書の 『和訓
わくんの

栞
しおり

』 (谷川 ����－����) に
は陸稲ののしねが立項され､ 概略として次のようにある｡

・・・
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★オカボ系､ ◎ノイネ系､ △ハタイネ系

図１. 江戸時代の陸稲の3大別名の分布地図.

『諸国産物帳』 収載の史料および 『日本農書全集』 所収の地方の農書に記された陸稲の�
大別名のオカボ系�ノイネ系およびハタイネ系の分布�
なお�図示したもの以外には甲斐国の旱稲 (ヒデリイネ) ・土佐国の陸稲 (クガイネ) な

どもある�
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のしね

野稲のことで､ 陸田に植えるのでこのようにいう｡ また梵天米ともいう｡ 南蛮から渡来した

のでこのようにいう｡ 粳
うるち

・糯
もち

あり｡ 大粒の玄米は白く､ 能登七尾の清水米のようである｡ 近

年中国から渡来した�系統は葉色が赤色を有し､ �系統は青色を有し､ いずれも米粒は大きい
(注�)｡
中世から江戸期にかけて特に中世末期の朱印船貿易などによって､ ここに記されているように

東南アジア方面から各種の陸稲が渡来し､ 梵天・天竺・唐などの名称が付けられた陸稲が各地で

栽培されていたのであろう (小川・猪谷 ����)｡
このように陸稲の別名として野稲・岡穂・岡稲・畑稲 (畠稲) などがあったが､ 農家や村落単

位などで考えた場合にそれらは陸稲の総称としてだけでなく､ 品種名としても使用されていたこ

とが容易に類推できる｡ 例えば､ 江戸中期の 『諸国産物帳』 には陸稲中の品種名として､ 畠稲
・・

(越中国)・畑稲 (壱岐国)・はたけ餅稲 (加賀国)・畠餅 (加賀国) などがあり､ さらには､ 下野
・・ ・・・・・ ・・

国には岡ぶ籾としてわせおかぶ・しゝおかぶ・もち岡ぶなどの品種がある (盛永・安田 ����－・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・����)｡
ところで､ 『庶物類纂

しょぶつるいさん

』 (稲・丹羽 ����) などによると､ 陸稲という用語は古く中国の明の時
代の 『六書故

りくしょこ

』 などにあるが､ 広く使用されるものではなかった｡ また､ 後述するように江戸期

のわが国の史料にも陸稲という表記は散見されるが､ ヲカシネ､ ヲカイネあるいはクガイネと訓

まれていた｡

次に､ 近代に入ってから収集された陸稲の別名をみるが､ ここでは上述した江戸期の史料以外

のものについて適宜引用し､ 解説に加えたい｡

昭和��年 (����年) に全国の農作物の地方名が調査された (農林省統計調査部 ����)｡ これは
各都道府県の統計機関および統計調査事務所を通じて調査されたものである｡ 農作物の地方名と

いっても訛
なまり

程度のものは省略されたという｡ 例えば､ 稲
いね

は地方においてイニ (石川県)､ エヌ

(富山県)､ エネ (栃木県・埼玉県・石川県・福井県・鳥取県) と訛るが (小学館国語辞典編集部����)､ この種の訛は省略された｡
第二次大戦後間もなくの調査で､ 現在ではこれらの地方名の多くは使用されることはなく､ 人々

の記憶から失われようとしている｡ そこで､ この貴重な調査結果から陸稲に関する別名に注目し

て､ まとめ直したものを表�に示した｡ 水稲の��種に対し､ 陸稲は��種もの別名 (地方名) が各

地から採録されているのが注目される｡ 以下にこれらの地方名について詳しく検討し､ 陸稲の文

化史の一端に触れてみたい｡ 今から約��年前に採録された地方名であるが､ 陸稲の栽培には長い
歴史があり､ 名称の上からもきわめて地方色豊かであるとの感じを受ける｡ これらを大まかに分

類すると次のようになる｡����～�のイギス・イギリス・イゲスは�イギリス稲�の一群と分類できよう｡ 愛知・岐阜の
一部で陸稲の別名として使われていたこれらの用語はすでに江戸中期の尾張地方においてイギリ

ス稲､ イギリスあるいはいきりすいねとして使用されていた｡ 尾張藩領における地方
ぢ か た

用語を解説
・・・・・・

した 『地方品目解』 (児島 ����) には次のようにある｡
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No. 地 方 名 使 用 場 所

１ いぎす 愛知県の一部. 岐阜県.

２ いぎりす 岐阜県,愛知県の各県の一部.

３ いげす 愛知県の一部.

４ 大田稲 大分県の一部.

５ おかいね 北海道,青森県,岩手県,宮城県,長野県,徳島県,大分県の各道県の一部. 山形県,新潟県,岐阜県.

６ おかしない 岩手県の一部.

７ おかしね 岩手県,宮城県,山形県の各県の一部.

８ おかすね 岩手県,宮城県,秋田県の各県の一部.

９ おかだ 東京都,静岡県の各都県の一部.

10 おかば 大分県の一部.

11 おかぶ 青森県,茨城県,東京都,神奈川県,山梨県,愛知県の各都県の一部. 栃木県,埼玉県.

12 おかぼら 秋田県の一部.

13 おかもち 岡山県の一部.

14 きしげ 三重県の一部.

15 きしね 三重県.

16 けしげ 三重県の一部.

17 けしね 岩手県,岐阜県の各県の一部.

18 くが 和歌山県の一部.

19 さつま 徳島県の一部.

20 しげ 三重県の一部.

21 たんご 静岡県の一部.

22 とうぼし 佐賀県の一部.

23 とうまい 佐賀県,長崎県の各県の一部.

24 とごめ 鹿児島県の一部.

25 とぼし 宮崎県の一部.

26 のいね
京都府,兵庫県,鳥取県,岡山県,山口県,徳島県,高知県,愛媛県の各府県の一部. 福岡県,佐賀県,長崎県,
熊本県,宮崎県,鹿児島県.

27 のぎよう 大分県の一部.

28 のごめ 長崎県,熊本県の各県の一部. 鹿児島県.

29 のだ 佐賀県の一部

30 のんこめ 鹿児島県の一部.

31 はいもん 鹿児島県の一部.

32 はたいね 福井県,愛知県,三重県,和歌山県,鳥取県,高知県,愛媛県の各県の一部. 岡山県,岐阜県,山口県,徳島県.

33 はだかいね 岡山県の一部.

34 はたけいね
石川県,愛知県,和歌山県,島根県,山口県,宮崎県,大分県の各県の一部. 兵庫県,奈良県,広島県,香川県,
高知県,福岡県.

35 はたけもみ 三重県の一部.

36 はたげ 三重県の一部.

37 はたけし 三重県の一部.

38 はたげね 山口県の一部.

39 はたしげ 岐阜県,愛知県の各県の一部. 三重県.

40 はたしね 三重県の一部.

41 はたまい 岐阜県の一部.

42 はるもん 宮崎県の一部.

43 旱稲 岐阜県の一部. (備考；かんとうあるいはひでりいねと読むのであろう.)
・・・・ ・・・・・

44 めら 鹿児島県の一部.

45 よしの 岐阜県の一部.

46 りくいね 大分県の一部.

表１. 陸稲の地方名.

本表は 『農作物の地方名』 (農林省統計調査部 1951) に記載された内容を整理し直したもの.
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いぎす稲

是は畑に作り申候 春の土用の頃種蒔く 奥手稲と同時に刈取 百姓之夫食に仕候風味悪

敷御座候 (注�)
江戸中期の他の史料にもイギリス稲､ イギリスあるいはいきりすいねとして現れている (松平

・・・・・・�����山岡 �����加地井 ����)｡ その後の江戸末期の尾張国の農書 『水災後農稼追録』 (長尾����) などを含めて�イギリス稲�の定義は完全には一致しないが､ 尾張地方を中心にした陸稲の
地方名であった (小川・猪谷 ����)｡
しかし､ これらイギスなどの語源は全く不明である｡ 『広辞苑』 (新村 ����) には紅藻類の海
藻のいぎす (海髪) 以外にもう一つのいぎすが立項され､ 次のようにある｡
・・・ ・・・

いぎす (海藻のイギスと同じ語か)

① 愛知県で陸稲をいう｡ おかぼ｡ ② 九州地方で縮 (れ) 毛をいう｡

これは民俗学者の柳田國男の示唆 (����－����) を引用したものであるが､ 陸稲を意味するイ
ギスと海藻のイギスを関連付ける記述には首肯しかねる｡

なお､ イギスという用語には陸稲の別名以外にかつて愛知県で早稲､ 高知県では稲扱きの際に

実の付いたまま飛び散った稲を意味するものとして使用していた例もある (尚学図書 ����)｡����～��は�岡稲おかいね�､ �����～��は�野稲の い ね�､ �����～��は�畠稲はたけいね

(畑稲)�の群に入る｡ これ
らは水田ではなく陸地に植えるという陸稲をよく言い表している名称であり､ 前述のように中・

近世からの用語に由来する一群として分類できよう｡ また､ �����の�のぎよう�も差し当たり
この分類に入れたが､ その語意は明らかでない｡ しかし､ 江戸中期の肥後国に陸稲の一つの品種

名として�野ぎやう�があるのが興味深い (肥後国之内熊本領産物帳 ����) (注�)｡ 江戸後期の
『労動図解』 (北村 ����) には加賀国能美郡の畑稲の図示とともに栽培法や形態などが簡単に次
のように記されている (図�)｡
畑稲

春の土用過て灰或は下糞を根屎にし種を蒔卸す 打屎は小便腐屎などなり 秋の土用過て

刈取る 茎葉は田稲より大にして穂も長く籾は少なし 多分糯なり 他国には粳又は至て

大なるものも有よし
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図２. 『労動図解』 (北村 1849) にみる畑稲.�����のりくいね (陸稲) や�����のくがもこの一群に入ると考えられよう｡ くがとは陸くが(陸地く が ち

)
・・・・ ・・ ・・

すなわち陸
りく

を意味すると考えられる｡ 江戸後期の土佐国の農書 『農家須知』 (宮地 ����) には
｢稲
いね

ハ水
ミず

陸
くが

の二品
ふたしな

あり｣､ ｢陸稲
くがいね

という物ハ今の野
の

稲の事也｣ という振り仮名付きの記述がある｡�����の旱稲はひでりいねあるいはかんとうと呼ばれていたものである｡ 旱稲について言及し・・・・・ ・・・・

ている江戸期の史料から数点を選び､ 見てみよう｡

江戸中期の 『農業全書』 (宮崎 ����) には､ ｢畠稲はたけいね

又旱稲共
ひでりいねとも

云 又ゐなかにてハ野稲
の い ね

とも云｣

とある｡ さらに本書には陸稲の一群に占城稲
ちゃんはんいね

という一見芦
あし

のように見える､ 大柄な糯稲
もちいね

があると

している｡ 『大和本草』 (貝原 ����) にも ｢占城稲 陸田ニウフ 粒大ナリ 民俗ニハ野稲ト云

(後略)｣ とある｡ しかし､ 占城稲の来歴・特性については諸説があり､ ここでは占城稲と旱稲と

の関連についてはこれ以上詳述しない｡ 江戸中期の 『物類品隲』 (平賀 ����) には ｢旱稲 和名

ハタケイネ 日向高千穂山中�生ジネンバエ

ノモノアリ 年年生ズ 方言ヤマトイネト云｣ とある (注�)｡
また 『経済要録』 (佐藤 ����) には��数種の特徴ある火稲お か ぼ

(畠ケ稲) すなわち陸稲を全国から収
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集し､ それらの種子を上総国埴生郡岩川村の豪農に保管をさせたとある (注��)｡ 他方､ 上野国
の農書 『開荒須知』 (吉田 ����) では旱稲にヲカホあるいはヲカイネの振り仮名を付けて用いて
いる｡

江戸後期の 『成形図説』 (曽・白尾 ����－����) では陸稲ヲカシネ

(畠稲
ハタケイネ

) の別名として野稲
ノ イ ネ

・岡稲
ヲカイネ

・

旱稲
ヒデリイネ

・岡穂
ヲ カ ホ

や中国の古書にあるその他の多くの用語を挙げている (図�) (注��)｡ そして､ 『本草
図譜』 (岩崎 ����) には陸稲のおかぼの図が収められ､ 中国の古書に見る旱稲かんとう

および火米
くハへい

の用語
・・・

が付記されている (図�)｡

図３. 『成形図説』 (曽・白尾 1804-1818) 巻之十六にみる陸稲.�����～��はけしね (褻稲) という方言に関連した一群と考えられる｡ �日常な､ なれた､ 野・・・

卑な､ けがれた�などを意味する褻けに由来する名称であろうか｡ 江戸中期の 『物類称呼ぶつるいしょうこ

』 (越谷����) および 『和訓栞』 (谷川 ����－����) にはけしねとは雑穀のことで､ さらに米櫃こめびつ

の方言に
・・・

けしねびつがあるとしている｡ 陸稲を水稲とは違った､ 雑穀の一種として捉え､ �����～��のよ・・・・・

うに陸稲の別名としてもけしねと呼称されたのであろう｡
・・・

他方､ 『増補 俚言集覧』 (村田ら ����－����) では､ 越後の高田において飯にする米すなわち
飯米
はんまい

を ｢けしねといい､ 勝稲の義なり｣ としている｡ ここで勝稲とは優れた稲という意味であろ
・・・

うか｡ しかし､ 『日本方言大辞典』 (尚学図書 ����) に所載の方言地図には飯米の多くの方言の
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図４. 『本草図譜』 (岩崎 1844) 巻四十にみる陸稲のおかぼ.
・・・�水なく圃中に育ふものなり�とある.

なかにケシネ・キシネ・ケシネゴメが挙げられているので､ けしねとは食稲
け し ね

に由来すると考えた
・・・

方が適しているかもしれない (大槻・大槻 ����)｡
陸稲の�ケシネ�の語源について全く別の解釈として､ �ケシネ�とは田の端の堤を意味する�岸根き し ね�に由来し､ 水面よりも高い陸地に植える陸稲の別名となったとの考えもできよう｡�����～��は､ 大唐米たいとうごめ

の別名唐干 (トウボシ) あるいは唐米 (トウマイ�トウゴメ) に関連した
名称である｡ このインディカの赤米は近世以降に特に九州では水稲以外に陸稲としても栽培され

ていたことが知られている (注��)｡ これらの地の一部ではこの種の赤米の名称が陸稲の代名詞
なのである｡ 『筑後方言辞典』 (松田 ����) にも陸稲を意味する�トーマイ�の項に､ ｢トーマイ
やポロポロじゃけ炊き立ちば食わんなら喉に入らん (久留米市､ 浮羽郡)｣ と付記されている｡

つまり､ トーマイはパサパサした飯で､ 炊き立てでないととても食べられないということである｡

これは我々日本人がインディカの大唐米の特質であると長年感じてきたものである｡
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大唐米が海岸沿いの湿田や開発されて間も無い排水不良の新田などに適した耐湿性の稲として

中世から近世にかけて関東以西の地域において作付けされていたことはよく知られているが (嵐����)､ 他方旱魃にも強い抵抗性を示す性質を有することから上記のように陸稲としても栽培さ
れていたのである｡

昭和��年代に鹿児島で採集された在来稲の�メラゴメ�もこの種の赤米である (農林水産技術
会議事務局 ����)｡ この�メラゴメ�のメラと陸稲の別名の�����のメラは同じ意味を有してい・・

るのかもしれない｡ メラの語源は宮崎県西部の地名の米
め

良
ら

との関連があるのかもしれないが､ そ

の詳細は全く不明である｡ �メラゴメ�はわが国の在来稲では珍しい､ 香り米の赤米であると
されている (注��)｡ �メラゴメ�とともにインディカの赤米の�野米�も採集されているが､ こ
れは前述の野稲に対応する品種名の陸稲であったと推定される｡ �野米�は江戸期の史料類に見る�野大唐 (野太唐) �との密接な関連が考えられる品種である｡�����のはいもんおよび�����のはるもんとは墾物はるもの

あるいは原物
はらもの

に由来すると考えられる｡ ここ
・・・・ ・・・・

で�墾�および�原�は�畑�を意味している｡ 鹿児島にはこの分類に入るものにはいむん､ はるむん・・・・ ・・・・

もあった (嶋戸 �����野村 ����)｡ 現在の鹿児島県薩摩さ つ ま

川内
せんだい

市樋脇
ひ わ き

町に当たる地域でははいもん
・・・・

に種まきをした後､ 畑の隅に木の枝で作った鳥居を置き､ ｢ハイモン､ ハイモン 門を建てもした

でよくでくいごつ｣ (門を建てましたのでよく出来ますように) と祈ったという (水流 ����)｡�����のさつま､ �����のたんご､ �����のよしの､ そして表には挙げていないが､ 愛知県の大・・・ ・・・ ・・・

正期の 『愛知郡誌』 (愛知郡役所 ����) にある陸稲の別名のかがいねなどの名称は一見地名を表・・・・

しているようであるが､ その語源はよく判らない｡ 愛知県のかがいねについては柳田によると､
・・・・�カガはコウゲと同じ語で､ 水の手の乏しい草生地のこと�としている (柳田 ����－����)｡

最後に陸稲のかつての栽培面積について言及してみたい｡

中世以前の陸稲の作付け状況は判然としないが､ 近世における陸稲の作付けの一例として江戸

後期の肥後藩の 『諸御郡惣産物調帳』 (����) を見てみよう｡ 天保期の主要作物の総生産量・反
当収量・総金額が行政区画である手永 (注��) ごとに詳しく記録されている｡ 各手永には野稲あ
るいは野米と表記された陸稲の生産量などが記されているが､ 詳細は省略して全ての手永の合計

すなわち藩の米の生産量は表�の通りであり､ 陸稲の生産高の占める割合は���％である｡ なお､
ここで興味深いのは合志郡大津手永および竹迫手永の�手永のみには米・野稲 (野米) 以外に野

太唐の項が付け加えられ､ 生産高が記されていることである｡ 野太唐とは前述のように陸稲の太

唐米 (大唐米) のことであろう｡

表２. 天保13年の 『諸御郡惣産物帳』 にみる肥後藩の米の生産.
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このようなある程度の広範囲の地域における陸稲の栽培面積を記した近世の史料は他にほとん

ど無いので､ 時代が少し進んだ明治初期の資料を見てみよう｡ 表�は明治初期の宮崎県の物産表
から県内の米の生産状況を見たものである (勧業寮 ����)｡ 陸稲は���％､ 赤米は���％である｡
これらの数値は江戸後期の状況を強く反映していると考えられる｡ なお､ ここで赤米とはインディ

カの太唐米 (太米) のことであり､ 赤米の生産高の高い比率が注目されが､ この赤米のなかには

陸稲として栽培されていたものも含まれている可能性がある｡ また､ 表から陸稲の米の価格は水

稲に比べてかなり低いが赤米よりはやや高かったことが判る｡

表３. 明治7年の宮崎県の物産表から (勧業寮 1875).

江戸時代の陸稲の主な呼称には�種類あり､ 関東中心のオカボ系､ 九州中心のノイネ系そして
北陸地方をはじめ全国的にハタケイネ系があったことが本報告から明らかにされた｡ また､ 近年

採録された陸稲の呼称に関する地方名 (方言) は水稲のものに比べて非常に多く､ その一部の呼

称の起源は江戸時代にまで遡ることが判明した｡ わが国の稲作の歴史において水稲に比べ陸稲の

作付けは非常に小規模であったにもかかわらず､ 地域ごとに多岐にわたる陸稲の呼称が存在して

いた｡ このことから陸稲は列島の各地で長年にわたり我々の生活に密着してきたものであること

が判る｡ 本報告に記した陸稲の呼称に関する歴史的考察から､ わが国の農耕文化の一端を垣間見

ることができた｡

(注�) 日向国はかつて�郡�院から形成されていたが､ その一つの櫛間院くしまいん

とは現在の宮崎県串間

市に当たる地域に���年に設置された行政組織であり､ 串間という現地名はこの櫛間に由
来すると言われている｡

(注�) 日向野邊文書に続いて､ 入來文書 『薩摩入來院内清敷南方水田検注帳』 (����) の荘園坪
付けの地名に�野稲原�､ �のいねのはら�などが散見される｡ これはかつて陸稲 (野

稲) が作付けされていたことに由来する地名であろうか｡

(注�) 縄文農耕を主張する研究者の中には縄文中期頃わが国において陸稲が栽培されていたと
の仮説を考えている人々がいる｡ 日本列島への水稲渡来の以前に陸稲が焼畑農耕的に栽

培されていたとの考えである｡ このような陸稲栽培を伴った焼畑農耕を考古学的に立証

することは困難であるが､ 今後の学際的研究の発展が期待される｡

(注�) 畑稲として､ 畑早稲・野稲・薄色・野餅・毛黒・毛白・畑我祐・畑小法師・畑定法師・
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野けは・野さらし・野赤餅の��品種が挙げられている｡
(注�) 畠稲としてメノタネ以外に白イネ・黒イネ・赤イネの品種がある｡
(注�) 『成形図説』 に中国から渡来した葉色が黒色を有した､ 中国から渡来した陸稲についての

記載がある｡ 節部などを中心に茎葉部がかなり赤～青紫～黒色を有した陸稲が中近世に

国外から渡来したものと思われる｡

能登七尾の清水米とは現在の石川県七尾市の万行清水
まんぎょうきよみず

観音堂の境内の滝水を灌漑水にし

た田でとれる良質な米で､ 藩主などへの献上品として有名であったという｡

(注�) 陸稲のいぎす稲の米は夫食 (ぶじき�ふじき) すなわち農民の食糧で､ 食味は悪いとある｡
(注�) 野稲として��品種あり､ 野ぎやう以外に 野弥六・野香子・りうきう・野あせ・ほんわせ・

ひけまくり・坊主わせ・黒稲・毛早稲・白はきのこ・赤はきのこ・徳より・かうほう・

くまかへ がある｡

なお､ これとは別に大唐米を意味する太唐の項に�品種が挙げられ､ その中の一つの野太
米は陸稲であったと思われる｡

(注�) 日向国の高千穂山以外にも種子を播かないにもかかわらず毎年生える稲の話は江戸期の
他書にも見られる｡ しかし､ いずれも信憑性が薄く､ 神話・伝説・物語などに基づくフィ

クションと考えられる｡

(注��) 収集した��品種中､ 大平・治部・五十日・熊糯・日陰早稲・堤固かため・旱糯ひでりもち

・霖雨
あめふり

早
わ

稲
せ

・

振袖
ふりそで

糯
もち

・波潜
なみくゞり

・八尺糯 の��品種名が明記されている｡ これらのうち阿波国で入手した
波潜は旱魃に強いばかりでなく､ 長雨で冠水してもよく稔るという興味深い品種である｡

『草木六部耕種法』 (佐藤 ����) にも類似した内容の��種の旱稲はたけいね

の記載がある｡ そこに

は先の霖雨
あめふり

早
わ

稲
せ

と同一と思われる陰雨稲
あめふりいね

があり､ 日陰を好み､ 冷夏の気候不順の時によ

く稔るという､ 不思議な特質を有する品種が記載されている｡

(注��) 本書は薩摩藩主の島津重豪しげひで

(����－����年) の命により編纂された農業百科事典で､ 図
版が黒白刷り以外に彩色刷りの特製本も存在する｡ 彩色刷り版は将軍家や有力大名家な

どへの贈呈用に特別に製本されたと思われる｡ 図�は国立国会図書館の��の ｢江戸時代

の日蘭交流｣ の彩色図版からの転載である (転載許可済み)｡

(注��) 一例を挙げると､ 江戸中期の 『日向国諸縣郡物産帳』 (扣) の野稲 (陸稲) の部の��品
種中に大唐米系の�品種､ 梶山唐干・唐干・人形唐干がある｡
また､ 江戸期の多くの史料に大唐米の品種の�つに野大唐 (野太唐) があるが､ それら

は主に陸稲として栽培された大唐米の品種であろう｡

(注��) メラゴメの米はインディカ特有の匂いを有するが､ それが香り米に共通する香りとする
にはさらに検討を要する｡ メラゴメの種子は国内の遺伝子銀行に保存され､ 復元栽培が

可能である｡

(注��) 肥後藩の手永とは郡と村の中間の組織で､ 当時は��郡・��手永からなり､ �手永は��～��村からなっていた｡
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児島幸佐衛門 編�宝暦�年 (����). 地方品目解 (名古屋市教育委員会������名古屋叢書 第��巻).
越谷吾山�安永�年 (����). 物類称呼 (物類称呼�越谷吾山著�杉本つとむ解説�����. 八坂書房).
松田康夫������筑後方言辞典�久留米郷土研究会�
松平君山�安永�年 (����). 本草正譌 (名古屋叢書 第��巻 科学編������名古屋市教育委員会
編・発行).

宮地太仲�天保��年 (����). 農家須知 (日本農書全集�第��巻 学者の農書 �������農山漁村文
化協会).

宮崎安貞�元禄��年 (����). 農業全書 巻二 (日本農書全集�第��巻 農業全書 巻一～五������
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農山漁村文化協会).

盛永俊太郎・安田健 編�����－�����享保元文 諸国産物帳集成�科学書院�
村田了阿 編�井上頼圀・近藤瓶城 増補�����－�����増補 俚言集覧�皇典講究所印刷部 (復刻

本；����－�����名著刊行会).
長尾重喬�万延元年 (����). 水災後農稼追録 (日本農書全集�第��巻������農山漁村文化協会).
野村伝四������大隈肝属郡方言集 (柳田國男 編������全國方言集 ��中央公論社).
農林省統計調査部 ������農作物の地方名�(財)農林統計協会�
農林水産技術会議事務局������昭和��～��年に収集したわが国の在来稲品種の特性�農林弘済
会�

小川正巳・猪谷富雄������江戸時代におけるインディカ型のイネ�農業および園芸 ��：���－����
－・－ ������赤米の博物誌�大学教育出版����－���頁�
小野蘭山・小野職孝・梯謙�天保��年 (����). 重修本草綱目啓蒙�
小野敏忠������日本陸稲品種の来歴について�育種学雑誌 ��：���－����
大槻文彦・大槻清彦 �����新編大言海�冨山房�
坂齊������稲栽培 (石井龍一 編������環境保全型農業事典�丸善).
佐藤信淵�文政��年 (����). 経済要録 (日本経済大典�第��巻������明治文献).
－ �文政��年 (����). 草木六部耕種法 (日本経済大典�第��巻������明治文献).
嶋戸貞良������鹿児島方言辞典 (復刻本；�����国書刊行会).
新村出 編������広辞苑 第�版�岩波書店.
小学館国語辞典編集部 編������日本国語大辞典�小学館�
尚学図書 編������日本方言大辞典 (全�巻). 小学館.
諸御郡惣産物帳�天保��年 (����). (肥後読史総覧 下巻������鶴屋百貨店�および新熊本市史
別編 第�巻 民俗・文化財).
曽槃・白尾国柱�文化年間 (���������). 成形図説 (国立国会図書館所蔵).
谷川士清�安永�年－明治��年 (����－����). 和訓栞 (和訓栞Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ�����－�����成美堂出
版).

稲若水 (稲生若水)・丹羽正伯 編�延享�年 (����). 庶物類纂 穀属巻之九 (近世歴史資料集成�
第�期 庶物類纂 第�巻 竹属・穀属������科学書院).
東京大学史料編纂所データベース�����. 鎌倉遺文フルテキストデータベース�東京大学史料編
纂所

角田重三郎������日本の陸稲品種の系統分類�育種学雑誌 ��：���－����
－ ������アジアの陸稲�その分布と特性と系譜�東南アジア研究 ��：��－��.
－ ������陸稲の生態的特徴�稲学大成 第�巻 遺伝編�農山漁村文化協会���－���頁.
水流郁朗������鹿児島県の農林業 (白水昇ら�九州の生業 Ⅰ 農林業�明玄書房).
山田龍雄ら 編�����－����. 日本農書全集 (全��巻). 農山漁村文化協会.
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山岡恭安�安永�年 (����). 本草正々譌 (名古屋叢書 第��巻 科学編������名古屋市教育委員
会 編・発行).

柳田國男�����－�����分類農村語彙 (増補版) 上巻・下巻�東洋堂 [復刻本；�����分類農村
語彙 上・下�国書刊行会].
吉田芝渓�寛政�年 (����). 開荒須知 (日本農書全集 第�巻������農山漁村文化協会).

Summary�������������������������������������������(������������) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������(������������) �����������������������������������������
わが国の陸稲の呼称に関する歴史的考察(小川・猪谷) ��


