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近江カブの祖先種と後代種の系譜

‘近江かぶら＇は聖護院カブの祖先種か？

佐藤茂＊• 久保中央＊＊

〔キーワード〕：兵主菜（カブ），伝統野菜，滋賀県

SSR解析

要旨

近江カブ（近江かぶら）は肥大根が扁平な形の白

カブで，約 400年前から現大津市内で栽培されてき

た．このカブが琵琶湖畔の堅田から京の東山に持ち

出され，長年の栽培を経て球形・大型の聖護院カブ

になったとされている．この伝承の真偽を確かめる

ために，近江カブと関連カブ類の史・資料の吟味を

行い，さらに DNAマーカーを用いて系統解析を

行ったその結果，聖護院カブの祖先種は扁平な近江

カブ（近江かぶら）ではなく，別に存在した円い大

型の兵主カブであったことが示唆された．

1. はじめに

現今，滋賀県と京都府で栽培されている在来のカ

ブ・ツケナ（漬菜）類のうち， ミズナ（水菜），ス

グキナ（酸茎菜），聖護院カブ，近江カブは，祖先

種のウシオエナ（潮江菜）に近い種から分化・成立

したと考えられている（青葉， 1981). 近江カプは

滋賀県大津市で栽培されている肥大根が扁平な形

の白カブである．大津市農林水産課ホームページに

は“近江かぶらは約 400年の歴史をもつ白かぶで，
おばながわ

昭和 30年代まで漬物の原料として大津市尾花川を

中心に盛んに栽培されていた．京野菜の聖護院かぶ

らの原種と云われる”と紹介されている．また，“近
かぶ

江・堅田から伝わった扁平な近江蕪薔が，栽培中に

球形・大型の聖護院蕪腎になった”（京都府農会，

1909; 植木， 1972) との記載もある．近年近江カブ

の栽培農家が激減し，今では地元の漬物業者が加工

原料として 1戸の農家に委託栽培しているのみであ

る．また，京都市の東寺カプ（昭和 50年代に栽培

が途絶えた）と松ヶ崎浮菜カブも，近江カブを祖先

種とすることが伝えられている．

＊龍谷大学農学部 (ShigeruSatoh) 

＊＊京都府立大学大学院生命環境科学研究科 (NakaoKubo) 

大津市農林水産課では，2013年から近江カブの復

活事業に取り組んでおり（大津市農林水産課， 2016),

2015年から龍谷大学農学部も同事業に協力してい

る．ここでは，大津市および龍谷大学農学部が栽培

している近江カブ系統を区別するために‘近江かぶ

ら’と記載する. 2015年秋に近江かぶらの栽培を

行ったところ，扁平な肥大根をもつ個体に加えて，

地上部の茎葉がミズナ様の個体が数％の割合で出

現した．近江かぶらは固定種として維持されてきた

ものの，現在までの採種の過程でミズナと交雑し遺

伝的に雑駁になっていることが推定された．カブお

よびミズナはともにBrassicarapaであり，種子の更

新中に交雑した可能性が考えられる．

近江カブの祖先種としてミズナとスグキナの可

能性が大きいことが示唆されている（青葉， 1981; 

高嶋 2003). また，上記した聖護院カブや東寺力

ブ，松ヶ崎浮菜カブの由来の伝承に加えて，寄居力

ブ（新潟県新潟市）の祖先種も近江カブと伝えられ

ている（大谷， 1987; 山岸， 2013). そこで，筆者

らは，近江かぶらを解析材料にして近江カプの祖先

種と後代種の系譜を検討することを計画し，伝承や

史・資料の精査とハクサイ (B.rapa)で開発された

単純反復配列 (SSR) マーカーを用いた系統解析

(Kuboら， 2019) を行った．特に，近江カブが聖

護院カブの祖先種であるという伝承に注目して近

江カブの祖先種と後代種を吟味し， それらの系譜

を考察した．

2. 近江カブの祖先種と後代種に関する推論

近江カブの系譜について祖先種と後代種を含め

て，これまでに以下のように推論されてきた（青葉，

1981, 2013 ; 高嶋 2003). 近江カプは種子の表皮

型が A型肥大根が白色，葉に毛茸がないなどの特

徴を持ち，和種系のカブに分類される．和種系のカ

ブは，アフガニスタン北西部を原生地とするアブラ

ナ科アブラナ属植物が中国南部を経て，西日本に渡
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来したと推定されている．渡来当初は茎葉を食する

菜として栽培され，その後肥大根が形成される系統

が選抜されてカブが成立したと推定される．近江力

ブの原種に最も近いとされる現今のツケナとして，

高知県在来のウシオエナ（潮江菜）が推定されてい

る（青葉， 1981).

西日本において，ウシオエナに近縁の祖先種から

ミズナが生まれ，さらにスグキナを経て近江カブが

成立したと推定されている．現今のミズナは肥大根

を形成しないがスグキナは形成することから，ミズ

ナからスグキナヘの変化は一見合理的に思われる．

しかし，現在栽培されているスグキナは，生産性を

向上させるために，明治時代に古来のスグキナと聖

護院カブを交配して作出されたものとされている

（高嶋 2003). また，現今のミズナは，江戸時代

に栽培されていたミズナとは形態が異なっている．

1787年に刊行された『拾遺都名所図会巻之一 壬

生隼社』に洛西・壬生地域におけるッケナの収穫の

様子が描かれている（木村・）I/勝， 2016の図 2).

このツケナは「壬生の水菜」である．葉は切葉で現

在のミズナに近いが根は太く，明らかにカブである．

1800年代中頃までに丸葉になり，ミズナ（水菜）と

区別するためミブナ（壬生菜）と呼ばれるように

なったと推定されている（木村・川勝， 2016). し

たがって，近江カブが成立する過程で，ミズナとス

グキナの祖先種の関与が推定されるものの，その前

後関係は不明である．

他方，近江カブを祖先種として成立し，現在も栽

培されているカブ系統がある．京都の千枚漬の材料

として名高い聖護院カプの祖先種は近江カプが改

良されてできたと伝えられてきた（植木， 1972).

京都市北部にある松ヶ崎浮菜カブの起源も近江力

ブと関連することが推定されている（高嶋， 2003;

京都市情報館ホームページ）．

3. 近江カブから聖護院カブが成立したとする推論

聖護院カブの成立に関して， 2つの仮説が提案さ

れてきた. 1つは，享保年間 (1716-1738)に近江の
かt-t・ 

堅田から京の東山・聖護院に持ち出された扁平な近

江カブから円い聖護院カブができたとする仮説，他

の 1つは，近江の堅田から持ち出されたカブは扁平
ひょうず

な近江カブではなく，別に存在した円い兵主カブ

であったとする仮説である．

3-1. 扁平な近江カブから聖護院カブができたとす

る仮説

佐久間 (1889)は，明治時代初期には近江カブと

聖護院カブの区別が曖昧で，“聖護院蕪祷を以て近

江蕪脊と混同し異名同物の如く見倣すもの往々あ

り…"という状態であったことを述べている．明治

初期以前のカブは，特定の地域で栽培されているカ

ブを他地域のカブと区別するため栽培地域の名称

を冠して命名されていたと考えられる．その後，資

料上も両者の区別が正確に記載されるようになっ

たたとえば，渋谷 (1950) は，“聖護院カブは本

種（近江カブ）より変じたもので，いわばその発生

源である”と述べている．

扁平な近江カブから聖護院カブができたとする

説は，古くは『京都府園芸要鑑』（京都府農会， 1909)

に以下のように記載されている［一部，旧字体を現

代漢字と仮名に改めた］．

“聖護院蕪青は享和年間聖護院の農伊勢屋利八

なるもの近江國堅田地方より近江蕪苦の種子を求

め之を試作せしに地味之が生育に適し且つ其栽培

に意を用いし結果年を経るに従い原種の扁平なる

形状変して円形となり一層肥大なるものを産し一

個の重量二貰匁に達する一品種を生じて大に世に

賞用せられ聖護院蕪苛の名著わるるに至れり…”

この説が広まった一因は，植木 (1972)が『京洛

野菜風士記』で， ‘聖護院蕪薔’の記事を発表した

ことが考えられる．この記事では聖護院蕪薔のタイ

トルを付しているが括弧書きで，通称近江蕪齊と記

載している．この著書が発行された 1972年でも，

聖護院カブと近江カブの区別が曖昧であったこと

がうかがえる．この記事は，『京都府園芸要鑑』の

記載内容を引用したものだが，文章表現が必要以上

に誇張されている．また，『京都府園芸要鑑』では

伊勢屋利八が堅田から聖護院に近江カブを持ち込

んだ年代を享和年間 (1801-1804)としていたが，『京

洛野菜風土記』では享保年間 (1716-1736) に修正

されている．

これ以後にも聖護院カブの起源に関しての考察

がなされたが，ほとんどが『京都府園芸要鑑』 (1909)

もしくは植木 (1972)の記載を引用したものと思わ

れる．たとえば，青菓 (1981)は『野菜ー在来品種

の系譜』のなかで，“享保年間 (1720年頃），聖護院



佐藤•久保：近江カブの祖先種と後代種の系譜 851 

の百姓伊勢屋利八が江州堅田から持ち帰ったカブ

を改良の結果現在の聖護院カブが生まれた．その後

天保年間 (1835年頃）には本種の千枚漬が京都の名

産になり栽培が盛んに行われた．『成形図説』 (1804

年）にある大カブは本種とみられ，近江カブの因も

現在の聖護院カブに似ている．”と記載している．

また，高嶋 (2003)は『歳時記京の伝統野菜と旬

野菜』のなかで，植木 (1972)の文章をほぼそのま

ま引用している．

しかし，これら資料の記載には，幾つかの疑問が

生じる．それは，①近江カブの種子を持ち帰った人

物として，農伊勢屋利八や篤農家伊勢屋利八，百姓

伊勢屋利八，伊勢屋利八，篤農家伊勢屋利八翁（久

保， 1996)などと記載されていることである．篤農

家と百姓では大きな違いがあるし，翁の呼称につい

ても年齢は不詳である．②江戸時代の農民（百姓）

には苗字はない，あっても名のらないことが普通で

あったとされている．農民が商人のような屋号（ま

たは苗字）を持っていることもおかしい時代背景

を考えれば，“百姓伊勢屋利八"(青葉， 1981)はあ

り得ないと思われる．③江戸時代は農民の逃散を防

ぐため，領地外にでることが厳しく制限されていた

時代であり，隣接した国であったとしても農民に

とっては別の国である．京近郊（山城）の農民が近

江に容易に行くことができたか否か，疑問が生じる．

以上の疑問は，近江カブの種子が京の聖護院に導入

されたかどうかの真偽とは別に，記載内容の時代考

証が不十分であることがうかがえる．

他方，林 (1975) と久保 (1996) は，堅田から京

の洛東に近江カブの種子が伝来した時期を，享和年

間 (1801~1804) と記載している．さらに前者は，

伊勢屋利八は種子の持ち込みではなく持ち込まれ

た種子から円いカブの選抜に貢献したことを推定

している．以上のように，近江から京の東山に近江

のカブが伝来した時期についても，複数の異なった

推定がなされてきた．

ひょうず

3-2. 円い近江カブ‘兵主カブ’から聖護院カブが

できたとする仮説

上に述べた考察は，近江カブが扁平な形の肥大根

を特徴とする 1種類だけであることを前提にしてい

る．他方で，古来の近江カプは 1種類ではなく形の

異なる別の種類のカブもあったことを示す考察が

いくつかの史料を元にしてなされてきた．北村

(1947)は“聖護院蕪は『成形図説』や『本草固譜』

にでている近江蕪で，今より 100年前に現今と同じ

品種があった．別に現今近江蕪がある．これは扁平

で下面の中央の凹んだものである”と述べている．

また，木島 (1993) は以下のように記している．

“江戸時代の書物『日本山海名物図会』に出てく

る近江かぶらはまん丸い一抱えもある大きな丸い

根のカプラである．また明治の初めに書かれた『日

本産物誌』では扁平になることが根の特徴になって

いる．一方，江戸時代の比較的早い時代に書かれた

『淡海地誌』などには度々「兵主蕪」と言う名前の

カブラが出てくる．野洲郡中主町の「兵主神社」が

ある，かつての兵主村地域で栽培されていたカブラ

であるが，江戸時代末以後は書物などに登場しなく

なる．やはり江戸時代後半の『近江名所図会』の産

物の項には，カプラの産地として兵主が挙げられ一

抱えもある根の丸い大カブとされている．察すると

ころ，根の丸い「兵主蕪」が近江の代表として近江

かぶらと称されていたが，別に偏平なカブラが尾花

川近辺で栽培されていて，それも近江かぶらと呼ば

れていたための混乱ではないかと思われる．現在

「兵主カブラ」を見ることは出来ないが，これが今

の京都の千枚漬の材料になっている聖護院カブラ

の元になったといわれており…（以下省略）". 

以上の資料からは，江戸時代初期の近江の国には

円いカブ（兵主カブ）が存在していて，このカブが

京に伝わって聖護院カブの祖先種になったことが

うかがわれる．

4. 聖護院カブの祖先種として注目される兵主カブ

—聖護院カブのルーツー

筆者らは，上で述べた 2つの経路に加えて，第 3

の経路を推定させる史料があることに注目してい

る．井口 (2009)は，兵主大社（滋賀県野洲市）社

務所発行の『八千矛』に“『時慶卿記』（西洞院時慶

著）に寛永 6年 (1629年）淀城主松平定綱が時慶に

兵主蕪一籠を贈る”との記載があることを紹介して

いる．小島・高正 (2009) も，この『時慶卿記』の

記載に注目している．これら 2つの資料では兵主蕪

としているが，実際には兵主菜と記載されている

（藤田恒春，私信）．菜とカブの呼称の違いは，食

する部分が主に地上部（茎葉）であるか，または肥
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大根であるかによって区別される．先に述べた江戸

時代後半の「壬生の水菜」は，肥大根をもつにも関

わらず「菜」とされたのは，可食部としての葉の割

合が大きかったためと考えられる．菜とカブの区別

は現代でも曖昧である．例えば，「近江の伝統野菜」

には日野菜カブが日野菜，北之庄カブが北之庄菜と

して指定されている（滋賀県農林水産部食のブラン

ド推進課ホームページ）．古来の兵主菜も長年の栽

培過程で根茎部の肥大が大きい系統が選抜され，兵

主蕪に呼び方が変わったことが考えられる．この史

料は，上記の 2つの経路による近江カブの伝来（享

保年間）のおよそ 100年前の寛永 6年 (1629年）に

既に現京都市南郊の淀地域で兵主菜（カブ）が栽培

されていたことを示している．

京都府農林水産部所管の「京の伝統野菜」に，絶

滅した東寺カブが指定されている．東寺カブについ

ては，“根部の形状が扁平であり，近江カブと近縁

である”と述べた記載がある［たとえば，コトバン

ク（デジタル大辞典の解説， 2018. 3. 21閲覧）］．

また，文献で“東寺カブは近江の系統（もしくは類

似品種）”と説明されている（青葉， 1981; 熊沢，

1959 ; 松村， 1988). しかし，吉野 (2005) と菊池

(2006)は，肥大根が円い東寺カブが描かれた額絵

が，京都市内の種苗店に保存されていることを紹介

している．これまで，堅田伝来の近江カブから聖護

院カブが成立した推論に加えて，近江カブから聖護

院カブ，東寺カブ，松ヶ崎浮菜カブができたことが

推論されていたしかし，筆者らは，江戸時代の初

期には近江から現京都市南郊に兵主菜（カブ）が伝

わりその地で栽培され，その後栽培地域が北方に拡

大して行き，まとまった栽培地域ができるとその地

名を冠して東寺カブや聖護院カブと呼ばれるよう

になったものと考えている．松ヶ崎浮菜カブは，肥

大根が発達しミズナ様の葉を多数もつカブである．

松ヶ崎浮菜カブは兵主菜（カブ）の子孫（後代）が，

北上する途中でミズナと交配して特徴的な形状に

なったことが考えられる．

5. 近江かぶらおよび関連するカブの

SSRマーカーによる系統解析

久保ら (2019) は，滋賀県および他府県在来の 7

品種の白カブとミズナ，ハクサイを材料にして，

SSRマーカーを用いて系統解析を行い樹形図を作

成した．図 lは，原図の個別カブを色分けした四角

で囲み，集団として示した樹形図である．多くのカ

ブは樹形図上ではまとまって存在した．しかし，近

江かぶらや天王寺カブのように，複数か所に散在す

るカブもあった．近江かぶらは 1つのグループに含

まれていたが 3つのクラスターとして存在した．天

王寺カブはグループを超えて存在した．これらの結

果は，現今の近江かぶらと天王寺カブは遺伝的に雑

駁であることを示している．

解析したカブの全体は 3つのグループ I, II, III 

に分けられたこれらのカブのなかで，グループ I

に含まれる天王寺カブが樹形図の最も基部に位置

するクラスターとして存在した．この下に位置する

グループIIには，近江かぶらとミズナが含まれてい

た．聖護院カブと他の系統の天王寺カブ，寄居カブ，

スグキナ，松ヶ崎浮菜カブはグループ IIIに含まれ

た．

DNAマーカーを用いた近江かぶらおよび関連す

るカブ類の系統解析の結果も，近江から京への近江

カブの導入の第 3の経路の仮説を支持する．この解

析結果は，従来考えられてきた聖護院カブが扁平な

近江カブ（近江かぶら）の後代種であるという仮説

と合わない．近江かぶらとミズナを含むグループと

聖護院カブ・天王寺カブ・松ヶ崎浮菜カブを含むグ

ループが分離した.2つのグループは，別々に成立

したものと考えられる．これらの結果から，聖護院

カブの祖先種に近いカプとして，現在は絶滅した兵

主カブが仮定される．筆者らは，江戸時代初頭まで

に，近江の兵主で栽培されていた円い白カブが，兵

主から伏見・鳥羽・淀地域に伝わり，後に北上しな

がら「兵主由来の円い白カブ→東寺カプ→聖護院力

ブ→松ヶ崎浮菜カブ」に変わったことを推定してい

る．

6. 近江カブの祖先種と近江カブを祖先種とする

その他の後代種

これまで，近江カブの祖先種として，ミズナとス

グキナが指摘されてきた．近江かぶらとミズナ，ス

グキナの SSRマーカーによる系統解析の結果，近

江かぶらは現代のミズナに近縁であることが示さ

れた．聖護院カブ，天王寺カプ，松ヶ崎浮菜カブが

同じグループ IIIに含まれることから，これら 3つ

のカブの近縁性がうかがわれたこれらの結果から，
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図 I SSRマーカー解析によって作成した近江かぶらと関連する白カプ，およびミズナ，ハクサイの樹形図

原図 (Kuboら， 2019の第 l園）に和文表記を追加し，各カプ ・ナ類の各個体を色付けした四角で囲み集団とし

て示した
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「ウシオエナなどの古いタイプのツケナ→スグキ

ナ→ミズナ→近江カブ」の変化による近江カブの成

立の系譜が推定される．

天王寺カブは現大阪市天玉寺地域で江戸時代か

ら栽培されてきたと伝わるカブである．しかし，現

今の品種は近縁の白色大カプとの交雑を繰り返し

て系統が維持されてきたことが考えられ，遺伝的に

は雑駁であると考えられる．今回の解析では，天王

寺カブの分析材料としては市販の 1種類（系統）の

み使用した．今後複数の系統の調査が必要であると

考えられる．

寄居カブは，現新潟市中心部にある寄居地域で栽

培されていたカブである．このカプの起源は，江戸

時代前期 (1600年代後半）に始まった日本海航路の

交易船である北前船によって，関西から持ち出され

た近江カブの種子が根付いたものとされている．隣

接する新発田藩領で作成された農書には，近江カブ

の名称で栽培されていたことが記録されている（武

田， 1980). ただし，新潟の町の発展・都市化よっ

て栽培が一旦途絶えた後に，大阪の天王寺カブの種

子が導入されて寄居カブとして復活したとされて

いる（山岸， 2013). このような経緯から，現今の

寄居カブは現新潟市近郊に残存した古来の近江力

ブ系統と新たに持ち込まれた天王寺カブの系統の

交雑による後代と推定される．樹形図上でも寄居力

ブのクラスターに隣接して，天王寺カブのクラス

ターが存在することからもこの可能性が支持され

る．

7. 扁平な近江カブの尾花川での栽培は

いつ始まったか？

上に述べた考察で，「堅田から聖護院に伝わった

扁平な近江カブから聖護院カブができた」という伝

承が，史料の再検討と SSRマーカーを用いた系統

解析の結果から支持されないことを示した．この問

題とは別に，扁平な近江カブが現大津市・尾花川で

盛んに栽培されていたことが，伝えられている．木島

(1993) は，「尾花川近辺で栽培されていた偏平な

カブラ」を記載している．また，大津市農林水産課

のホームページでは‘‘近江かぶらは…昭和 30年代

までは，漬物の原料として大津市尾花）I[を中心に栽

培…”の記載がある．

本節では，尾花川で栽培されていた扁平な近江カ

ブの史・資料の再吟味を行って，「堅田由来の扁平

な近江カブが聖護院カブの祖先種」という伝承の真

偽を扁平な近江カブが史料に現れた時期の視点か

ら考察する．長 (2012) は，近江カブに関する史・

資料を収集し解説している．ここでは長 (2012)があ

げた史・資料，およびあげなかった史・資料で直接

カブの形態に関係する史・資料を年代順に掲げて表

1を作成した．

この表に見られるように，「尾花川の扁平な近江

カブ」の記載が現れるのは 1800年代の中頃からで

ある．『重訂本草綱目啓蒙』 (1847年，弘化 4年）お

よび『日本産物志』 (1873年，明治 6年）に，近江

カブが扁平で大津尾花川の名産であると記載され

ている．この後は，扁平な近江カブの図が，佐久間

(1889) の論文や『京都府園芸要鑑』 (1909) に現

れる．その後， 1943年の北村四郎の『育種と農芸』

(1943) に， 100年前 (1850年頃）には，丸い近江

カブ（実際には聖護院カブ）と，扁平な近江カブが

あることを述べている．この考察は，樹形図上で，

近江かぶらを含むグループと聖護院カプを含むグ

ループに分かれたことと一致する．

他方，久保 (1996) は『野菜は世界の文化遺産』

のなかで，尾花川の近江カブについて次のように記

載している．

“明治 15年 (1882) には北白川からびわ湖に向

かう山中越えを経て旧近江京に近い大津・尾花川村

に聖護院かぶが伝えられた．堅田村を出て聖護院村

に根付き，再び近江に還った大かぶらは尾花川村の

篤農家・金井亀吉翁によって改良育成が重ねられ，

従来の聖護院かぶよりやや扁平なかぶらが育成さ

れた．びわ湖畔に里帰りしたこのかぶらは，近江す

わりかぶとも呼ばれ，…（以下省略）”．

今回分析に供した近江かぶらは，比較的最近に聖

護院カブから由来した扁平な近江カブの可能性も

考えられる．しかし先に述べた樹形図上では，聖護院

カブと近江かぶらが異なるグループに分離したこ

とから，両者の密接な関連は否定される．

また，この記載の「改良育成が重ねられ，従来の

聖護院かぶよりやや扁平なかぶらが育成された」と

ある点にも疑問が生じる．渋谷・岡村 (1957) は，

聖護院カブと近江カブの交雑試験を行い雑種第1代

には円いカブが出現したことから，球形が扁平形に

対して優性であることを示した．優性形質の円い聖
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表 l 近江カブの形について扁平または丸（球）の識別を記載した史料および関連事項を記載した資料

西暦 ‘扁平＇と記載した史料 ‘丸＇と記載した史料 形が不明の史・資料に

（和暦） 関連する記載

1596-1615 神田武・門野一雄 (1941)『農業及

（慶長） 園芸』論文に「近江カプを大津にお

いて栽培」と記載

1629 『時慶卿記』（西洞院時慶） ‘兵主

（寛永 6) 菜'

1697 宮崎安貞『農業全書』 ‘あふみ蕪'

（元禄 10)

1716-1736 植木敏式『京洛野菜風土記』に‘近

（享保年間） 江堅田から聖護院に扁平なカブが

持ちこまれた’ことを記載

1735-1739 『享保元文諸回物産帳』近江カブラ

（享保 20—元文 4) を10諸国で栽培

1797 『日本山海名物図絵』近江力

（寛政 9) ブラは丸い根のかぶら

1804 『成形図説』球形に近い近江

（文化 I) 蕪の図を掲載

1814 『近江名所図絵』丸い兵主蕪

（文化 11)

1828 『本草図譜』丸い‘あふみか

（文政 11) ぶ’の図を掲載

1847 『重訂本草綱目啓蒙』‘扁＜

（弘化 4) 下に一尾あり，尾花川名産'

1873 『日本産物誌』 ‘根最扁大，

（明治 6) 尾花川名産'

1882 金井亀吉が北白川から尾花川に聖

（明治 15) 護院カブを導入し，品種改良を進め

‘近江すわり蕪を育成（久保功，

1996) 

1889 佐久間義三郎，『大日本農会

（明治 22) 報告 No.99』扁平な近江カブ

の図掲載

1909 京都府農会『京都府園芸要 当該論文では堅田から聖護院に近

（明治 42) 鑑』扁平な近江カブの図掲載 江カプが持ちこまれた時代を享和

年間 (1801-1804) と記載

1911 『大津市志』‘根は極めて扁

（明冶 44) 平＇と記載

1947 北村四郎『育種と農芸』に‘現今の

（昭和 22) 聖護院カプは 100年前の近江カブ

と殆ど同じ品種であり，別に扁平な

現今の近江蕪がある’と記載

護院カブから劣性形質の扁平形のカブの選抜を，あ

えて行ったとしたらその理由はどのようなもので

あったろうか．明治期以降の尾花川の円いカブは，

千枚漬の材料としてそのままあるいは荒漬けされ

て京都に出荷されたと言われている．千枚漬材料と

して円盤状の薄切片を切り出す際には，・扁平なカプ

よりも円いカブの収量が多い．したがって，わざわ

ざ円いカブから扁平なカブを選抜する理由はない

と思われる．このような経緯からは，尾花川におけ

る近江カブの栽培は，明治時代以前は在来の扁平な

カブが栽培されていたことが考えられるが，明治時

代初期以降は，千枚漬材料の栽培地域の拡がりに

伴って京都から持ち込まれた聖護院カブに置き換

わったものと推定される．ただし，栽培全体が聖護
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院カブに置き換わったのではなく，在来のカブとの

自然交雑や良形質系統の選抜が繰り返されて複数

の系統が育成され，昭和 30年代ごろまで栽培が続

いたものと考えられる．現今の近江かぶら系統は，

扁平な形状がよく保存されていることから，明治期

以前に存在した古い系統の子孫と考えられる．
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