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近世か ら 明 治 ・大 正期の 資 料に み る

災 害 抵抗性 の 在 来 稲について

小川 正 巳 * ・猪谷富 雄 *

〔キーワード) 在来稲，災害抵抗性，日陰適性，

風水害，冷水害，霜害

はじめに

江戸時代から明治時代にかけての古文書 ・文献か

ら，諸々の災害に対して抵抗性を示す稲の品種に関

しての調査や検討がすでになされた(嵐 1975，菅

1998) . 

本報はそれらの報告をふまえて，さらに詳細に江

戸期から明治 ・大正期における資料類を渉猟し，日

陰 ・風 ・水 ・塩 ・冷水 ・霜による被害に対して抵抗

性あるいは順応性を示すと恩われる稲の品種を選

出し，そしてそれをとりまく稲作の状況などについ

て論考したものである.

ここに登場する在来稲の多くは現存せず，その抵

抗性 ・順応性を科学的に証明することは難しいが，

品種名から農民の諸々の災害から稲作を守ろうと

する願望さらにはかつての稲作状況の一端を読み

取ることができる.一口に日本列島といっても温暖

な西南地域から冷涼な東北地域，そして肥沃で温暖

な平野から椿せた高冷地とさまざまであり，農耕に

対する気象的障害は地域によって大きく異なる し

たがって，それぞれの地に発生する諸々の障害を少

しでも防ごうとして，各地の農民は独自に稲作の長

し、歴史にわたって新しい品種を求め続けてきたの

である.

1 . 日陰に適した稲

富山県砺波郡の種子販売会社の明治中頃の広告

が滋賀県の資料に残されている(拡種社 1888)

そこに載せてある 54品種の l種に「黒嬬J，別名「カ

ラスモチ」があり ，“木陰冷水の地に適している"

と記載されている.かつてこのように立地条件が悪

い，日陰の冷水の回に適した稲の品種が特別に意識

されていたのである.

'県立広島大学生命環境学部 (MasamiOgawa， Tomio ltani) 

とくに山田においてはこのように日陰で冷水掛

りの場所が多くあり ，稲の正常な成育には適してい
かげも

なかった.ここでは日陰だけに注目して，陰地の条

件の下でもまともな稲の収穫を得るためにどんな

品種の選定や水田の管理がなされてきたのかを文

献史料の上から追ってみよう.
うかしゅんじゅう

現在の金沢近郊を舞台にした農書『耕稼春秋H土

屋 1707)には，加賀国石川郡の稲品種の一覧がの

せてあり， 82品種の一つに早生の「かけ餅」がある.

同じ地方の数十年後の享保から元文期の史料(盛

永 ・ 安田 1985~2003) には「かげ餅」があるので，

これらは同ーの品種で，日陰に適したモチ稲の “陰

もち"の意味ではなかろうか. しかし， 日陰とは

まったく関係のない 悩話"や“実節"という用

語もあるのでこれらとの関係に留意する必要があ

る.

さらに，品種の名称から日陰に適 したと恩われる

品種について追ってみよう.江戸中期には越中国の

「かげわせjや美濃国の 「かけわせ」も作付けされ

ているが(盛永 ・ 安田 1985~2003) ，これらは “陰

早生"のことであろう .また，尾張国で栽培されて

いた早生の「かけ」は“陰"であるかもしれない.
おやベ

その約半世紀後には，現在の富山県小矢部市内にあ

たる越中国砺波郡下川崎村を舞台にして，農書の

『私家農業談Jl (宮永 1789) が著された.そこに

は早生の一つの品種として在の白い「陰早稲Jがあ

げられている.また，江戸後期の『経済要録Jl (佐

藤 1827)には全国から集めた陸稲の 17品種があげ

られ，その中に陰地に適したと思われる「日陰早稲j
.，めふりわせ

と「宗主雨早稲」がある 「霧雨早稲Jは同じ著者の

『蓋呆実蔀詳櫨荏Jl (佐藤 1829)にみられる「蔭詰
ねせ

早稲」と同ーの品種であろう.両書にはこのように

異なった漢字に“あめふりわせ"と振り仮名が付

いている.この「陰雨早稲jは不思議な品種で，“日

当たりの良い所では充分に成育しないで，陰地を好

0369-5247/08/V500/1論文/JCLS
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み，意外にも夏季に不順な気候な時に良く成育し，

良く稔る"とあり，これと正反対の性質を有する稲
ひでりいね

に「皐嘆稲」があるとしている.

さて，江戸時代中期の史料には品種名として“木

の下"関連のものがみられる.たとえば加賀国にお

いては，早生の「よふし」や嬬の早生の「白盆餅」

は別名として「木の下」と呼ばれていた(盛永 ・安

田 1985~2003) また，筑前国には I徳人もちJ

から分化した「肥後徳人」 ・「嶋徳人」そして「木

の下徳人」がある.これらの“木の下"とは木陰，

日陰を意味し，そのような場所に多く栽培されてい

たために付けられた品種名と考えられないだろう
とヮ Lゆと〈しっぺん

か.というのは，明治時代に入るが，~稲種得失排』

(石}11 1901) には 103種の稲の説明があり，その
なかて

一つに中生の「木の下橘」があり，その品種名の由

来として“木陰に植え付けても成熟するをもって

いう.またの名を烏嬬，黒髭嬬，黒毛嬬"と記され

ている.興味あることに，これと同ーの品種と思わ

れる秋田県産の「木の下もち」が現在『農業生物資

源ジーンパンク』に保存されていて，栽培の復元が

可能である.なお，“木の下"に似た表現をもっ
ゃぶした

「薮下」 ・ 「白薮下J (盛永 ・ 安田 1985~2003)

や「薮下橋」という品種もあった薮下嬬」につ

いては，後述するように日陰田に栽培されていたこ

とが知られているまた，讃岐国のモチ稲の「議選J

(安田 2004) も品種名から日陰に適したものでは

なかろうか.

明治時代の記録によると青森県北津軽郡に「蔭早
せ

稲J (嵐 1975)，富山県下新川郡に「日影嬬J (安

田 1978a)そして愛媛県に「陰不話J (嵐 1975)

という品種が栽培されていた.また，明治末期の鳥

取県に「陰回選出」が作付けされていた(安田

1978b) . I陰回選出」とは日陰の田に適していた品

種であった「陰田Jから選び出された品種と考えら

れよう .これらのうちとくに「陰不知」という品種

名からは日陰に強いすなわち耐陰性の高い品種と

いう印象を受ける.日陰すなわち弱光の下でも元気

に育つ稲とは普通の稲とは少し違った草型や築の

構造を有していたのかもしれない.

このような品種の名称からみて，日陰に適したと

思われる稲の品種以外にも近世以降に多くの品種

が陰地用に意識的に作付けされていたと考えられ

る.

ひたら

一 例として幕末の常陸国における農書の
さいえんあっしいにしえろく

『菜園調古録~ (加藤 1866) を見てみよう そ

こには病災害抵抗性に関して稲の品種聞の差異が

論じられ，次のように記されている.

谷あいの木陰の田には「石滝餅J， I越後餅Jを植
o 0 0 0 

えるといりもち(イモチ病のことであろう)に躍ら

ない.このような田に「能登J， I三丸」および「あ
o 0 0 0 

らきJを植えてはならない これらはいりもちに権

りやすい.

さらに明治時代には茨城 ・千葉 ・山梨 ・静岡県な

どから日陰回に適する品種が集められ，西ケ原農事

試験場に特設した日陰田においてイモチ病に対す

る感受性に関する品種間差異が調べられた(堀

1898) . 明治 29~30 年の 2 年間にわたる試験の結

果を次に記すが，日陰に適した品種の中にもイモチ

病に躍りやすいものと躍り難いものがあったこと

がわかる.

被害なし:

「奥白笹」 ・「早生一本」 ・「跡}11 J・「本挟千本」

「京早生」 ・ 「出雲」

きわめて少ない被害:

「薮下手需」 ・「日蔭嬬」 ・「矢剣J・「関取j ・「烏

嬬」 ・ 「梅島嬬」 ・ 「早生虎」 ・ 「保村」

被害あり

「清水嬬J • I常ナ|、IJ・「細江」 ・「泉水嬬」 ・「山

内J ・ 「弁慶嬬j

被害甚大:

「万倍」 ・ 「常磐嬬」

イモチ病と品種間差異についてはその後非常に

多くの研究が行なわれ，宿主と菌との相E作用の観

点から詳細に解明されてきたがこれについては本

題から外れるので省略する.しかし，明治中期に日

陰回に適したという稲を各地からこれだけ集めた

ことに驚かされる.

他方，明治中期に石川県において水田の地形や環

境状況などを 12群に分け，それぞれに適応する稲

を示した報告がある(泉 1896) . 12群の一つは人

家や樹木の陰になる田に植える“日陰稲"で，他の
あめしずく

一つには田の近くにある竹や樹木から雨雫がかか

る“樹下稲"があるかつてこのような特殊な栽培

条件まで考慮、して，稲を分類したこと自体に非常に

興味を覚えるのである.

最後になるが，農民はこのような日陰の水田に品
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種だけで対応したわけではない.文政 9年(1826

年)予経国香取郡を舞台にした農書(宮負 1826)

には，“山かげで日当たりが悪く，冷たい清水が湧

いて稲の稔りが悪い田に，嘱または蛤の貝殻を焼

いて灰にしたものを加えた肥料を施用すると稲は

良く稔る"とある.その効力についての信濃性は不

明であるが，江戸時代にはすでに日陰の冷たい湧水

田などの不良田に員殻灰を施肥することが良いと

いうことは広く知られていた(佐藤 1840).現在，

小規模で、はあるがカキ殻粉末は土壌改良剤や飼料

添加物などに使用され，また特殊加工したカキ殻粉

末による稲や他の作物の成長促進効果が一部の

人々から注目されている.

2. 風に強い稲

稲作に関する呪術儀礼として，皐魅の害に対して

の“悶乞い
う 会せい

害に対する“止雨(祈晴)祭"などとともに風害に

対して“風祭"がある.これは風をしずめる風神を

祭り，風害から作物を守り ，五穀豊穣を祈願する祭

で多くの場合八朔(I日暦 8月 1日)あるいは立春か

ら数えて 210日や 220日頃にいろいろな形で主とし

図 l 風切鎌

て村の共同の祈願として行なわれた.富山の“ふか

ぬ堂"や新潟の“風の三郎'¥“風袋を背負った風

神の石像"を把る桐などは村内の風神宮という

小柄の例である.もう 一つの例をあげるならば災厄

をもたらす大風を鎌で切るといういわゆる“風切り

様"がある.これは全国各地で様式は少し異なるが，

竿の先に鎌をつけて高く吊るしたり，図 1のように

屋根棟の端に鎌を立てて風害を避けるというもの

で、あった(比良野 18世紀後半) .また，奈良の竜

田大半土，長野の諏訪大社，伊勢神宮など全国各地に

風神を杷る神社があり ，風祭に関連した行事が行な

われてきた.

ここでは作物の風害防止という見地から在来稲

の品種を取り上げてみよう まず，江戸から明治時
ゆ 3ぼ う

代頃にかけて有吉の稲品種が風害に強いとの指摘

がなされてきた.それに関する一例として，前述し

た明治中期の石川県における報告を見てみよう(泉

1894， 1896) .そこには，地形やそれを取り巻く 気

象状況などから水聞を 12群に分けてそれぞれに適

応する稲が示され，その中には風当たりの強し、回に

植える“風受地稲"と“落風地稲"がある前者に

おいては“風切り"を行なうため有在品種が適し

ているとしている また後者に関しては，黒色を呈

し有苦の早生のモチ稲の“寝稲" (図 2) が出穂後

に倒伏するが腐敗せずに，倒れたままでよく稔る稲

で，“落風"の激しい田に適した稲であるとしてい

る.

今日から考えるとさがあると強風による穂の摩

擦によって生じるかもしれない機械的障害がある

程度防ぐことができるという以上の意味があった

とは思えない.しかし，これから述べる風害を受け

がたいかつての品種においては，多くの場合，有吉

品種であったことも事実である

大正期に駒野は新潟県の各地方の風土を考慮、し

てそれぞれの地に適する稲の品種をまとめた(駒野

1919) .そのうち風害のある地方には，早生または

脱粒し難い品種，または止葉が非常に長い品種，穂

首がそろった品種，出穂期間が短い品種をすすめた.

秋の台風を避けるための早生種を，そして登熟期間

に風から穂、を守る草型などを考えたうえでの説で

あろう.

さて，かつてわが国には風に強し、在来稲が栽培さ
かぜ

れていたことを品種名から知ることができる. r風
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図2 寝稲

不知」 ・ 「風シラズ」あるいは「風シラス」という

品種が栃木 ・静岡そして岡山において作付けされて

いた(嵐 1975，安田 1978a).また，明治 28年の

第 4囲内国勧業博覧会には滋賀の農民が「風不知」

を出品し，褒賞を受けている(明治前期産業発達史

資料 1973，1974) これらの品種名は当時風害に

強い稲として命名されたものであろう.さらに暴風

雨すなわち時化の被害を受け難い品種ということ
なかてしけしらず

で江戸時代の伊豆地方に「中稲時化不知Jという品

種もあった(嵐 1975) . 

その他に全国各地に見られた「コケズ」や「コボ

レズ」などの品種は強風による籾の脱粒や倒伏を受

けがたいことに由来していた場合が多かったと思

われる.脱穀の手間のことを考えればかつて適当に

脱粒しやすい品種が望まれたが，その程度が越えた

品種では，風害などを被ると収穫前や収穫時に脱粒

して無駄が生じてしまう.したがって，全国各地に

「コボレ」と「コボレズ」などという名の在来稲が

それぞれの土地に適応して作付けされていたよう

である.
あわ

稲ではないが粟の品種として江戸時代中期の尾

張国には「風しらすJ，下野国(現栃木県)には

「大風しらずJというものがあった(盛永 ・安田
ひえ

1985~2003) .また，同じ時期の下野国に稗の「大

風しらず」も栽培されていた.これらも風害に強い

粟および稗の品種に付けられた名称であったのだ

ろう.他方，下総国の稗の品種「大風」や出雲国の

粟の品種「風ノコJ (盛永 ・ 安田 1985~2003) な

どが風害に関連して名付けられたのかどうかはわ

からない.

稲の話に戻るが，品種の名称からのみ風害抵抗性

に関する在来稲を考察することには限界がある.作

付けされていた在来稲の中で風に対する抵抗性の

強弱があることが一般に認識されていたはずであ
ひたら

る.幕末の常陸国における農書(加藤 1866) には

病災害抵抗性に関して稲の品種聞の差異が論じら

れている.そこには大黒J・ 「八分の品J (これ

は品種名でなし、かもしれなし、) ・「烏もち」および

「熊餅Jは嵐に強く， r越後J・「丹羽」および「京

越後」は風に弱し、と記されている.このような記載

の例は他の農書類にあまり見られない珍しいもの

である.
ふうそん だいふうそん ふうなんかi!J;iI1.(り)

江戸時代の農書類には風損・大風損・風難・風折
かぜこぼれ

そして風致などの文字が見られるが，これらは風害

による作物の被害のことである.現在では稲の風害

といえば，茎葉部の摩擦による機械的傷害，倒伏そ

して開花時の受粉障害などである.しかし，これら

の風害は単に風だけの筈ではなく，フェーン現象に

みられる熱風や雨を伴なった暴風雨による被害も

含んでいる.また，風の傷害に伴う病原菌の浸入に

よる病害の発生もある.なお，夏の東北地方の太平
や 」主せ

洋岸に吹く冷たい北東風の山背による稲の災害と

なると風害というより冷害の部類に入ろう.同様に，

かつて筑後川流域において大雨に伴って激発した

稲の白葉枯病が東からのひと風ごとに拡大したこ

となどは病害の部類に入る.

さらに，かつて風害はウンカ類の被害と関連付け

ても考えられていた(伊藤 2001) .江戸時代にお

ける大凶作の主な要因の一つは虫害とくにウンカ

類によるものであった.当時すでに，とくに西日本

においてウンカ類が高温多湿の南西季節風(西日本

で、はこれを南嵐という)と同時に発生するという認

識がなされていた.そうであるならば明治から大正

期の資料にみられる在来稲の「うんかしらずJ (香
うんカくわず

J 11)や「浮塵子不喰J (岡山) (安田 1978a)，さ

らには滋賀県の「虫しらずjなども本来は風害に強

い品種に近い概念、を持ったものであったかもしれ

ない.昭和 40年代になると中国大陸から日本列島

へのジェット気流によってウンカ類が飛朔するこ

とが科学的に明らかにされた.

強風，時化さらにはウンカに抵抗性を示す名称を

持つ品種が本当に当時の他の在来稲に比べて強し、

抵抗性を有していたのかどうかは明らかでない.

しかし，それらの被害が悲惨であって，それらから

免れたいという農民の切実な願望が品種名から読
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み取れる.

台風常襲地においては暴風時期と成育段階とを

考慮して，暴風の被害を回避するような品種の選定

もなされていた.たとえば，大正時代末期の九州|の

延岡地方において多く栽培されている中生稲の

穂議み期の風害を避けるため晩生の「肥後晩稲」に

代えるようになった.さらに昭和に入ると肥後

晩稲Jと 「三井神力」の交配から育成された優良品

種の円高豊」の作付けが九州地方に拡大し，台風に

よる被害回避に大いに役立つたと言われている.

他方，暴風の回避ではなく風害抵抗性を持つ稲の

育種も行なわれるようになった.大正 10年愛媛県

農業試験場において「小神力 160号j と「雄町 143
どうごおくて

号」の交配から「道後晩稲」が育成された.この「道

後晩稲」は短稗で，稗が太く ，倒れにくい剛直な品

種で耐暴風性とともに耐病性を有した品種であっ

た(隅回 ・土居 1922) .これは耐暴風性の稲を育

成した一例であろうが，現在ではより広い意味での

耐倒伏性が稲育種の指標の一つである.

なお，外国稲についてではあるが，近年強風害に

関しての品種間差異の研究報告がある (Alluri ら

1973) .それによると，畑条件の圃場試験において，

陸稲の品種群は水稲品種群に比べて台風の強風に

対して葉の先端の枯れ上がり程度を指標とした葉

部の被害が少ないその強風に対する抵抗性は葉の

厚さと相関 し，葉が厚い品種ほど高い抵抗性を示す

陸稲品種は水田条件での栽培に比べて畑条件で栽

培すると葉が厚くなり ，これは陸稲品種の望ましい

特質と考えられる.

もちろん稲の業部の風害抵抗性には葉の厚さ以

外の因子も関与している可能性が考えられる.たと

えば，蒸散に関与すると思われる葉面の微細構造や

気孔の数そして珪酸含量などの詳しい品種間差異

の研究が求められよう

3 水に強い稲

平安時代初期の歴史書である『続日本紀』巻第三

(青木ら 1990) に次のような記載が見られる.

慶雲 4年 (707年) 5月戊午条

桑丙議箭ふりて笛を1葺ふ使を〕苦して接接せ

しむ

(注;戊午とは 21 日，賑貸とは大税(正税)な

どを無利息で貸し与えること. ) 

何日も続く長雨である森雨によ って稲の苗が大

きな被害を受けた様子がわかる.古来農民はこのよ
ふかみ... かんすい

うな長雨そして洪水による深水や冠水などによる
あまとい きう

稲の被害に悩まされてきた.そのため雨乞(祈雨)
しう させも、

とは反対の，長雨を止めるための止雨(祈晴)の祭

事も古代から行なわれてきた.

さて，江戸時代以降にわが国の在来稲には水に強

い，すなわち深水や冠水に5齢、品種が知られている

のでそれらを詳しくふり返ってみよう.

江戸後期の『草木六部耕種法~ (佐藤 1829) に
なみくくり

は陸稲の「波潜」は“…水中に沈むこと十日蝕 あ

るいは二十日に及ぶと錐ども 目に立つ程の損傷

なし 賞に奇とすべし…"と説明されている. 20 

日間も冠水された稲が目立った被害を受けないと

は普通では考えられないが波潜」は耐水性が非常

に強い品種であったのだろう.同じ著者の『経済要

録~ (佐藤 1827) には「波潜」について次のように

ある.

この稲は早魁の年によく実り，長雨が続き大水

が出て畑が水底になってもよく実る，非常に面白

い稲である . しかし欠点は，小さな根が非常に

張って土地を荒らすことである.この稲は阿波国

で入手したもので，もともとその地は砂地が多く，

年々洪水が発生する所なのでこの稲を作ってい

る. (現代語訳の意訳)

この他に本書では水に強そうな品種名を持つ陸
ながあめわせ りんフ

稲の 「森雨早稲」もあげている.前述のように霧雨

とは幾日も続く長雨のことで，“ながあめわせ"と

振り仮名がつけられている諜雨早稲」を“あめふ

りわせ"と読ませた，日陰に適した品種については

前述のとおりである.

また『草木六部耕種法』ではわが国の古来の水稲

品種を 4種の生態型に分けている.その一つの“出

雲種"の「近江余穂」や「備州余穂j は，深水状態

での田植え後に葉がよく伸長することから，池 -
かかだ

沼 ・潟周辺の深田に適していると記されている か

つて近江国および備前 ・備中 ・備後国の低湿地の深

田に作付けされていたものがそれぞれ「近江余穂」

および「備州、|余穂j であろうか.

『草木六部耕種法』の著者，佐藤信淵の祖父にあ

たる信景が著し，信淵が増補した『土性静~ (佐藤 ・

佐藤 1874) では深田における変わった苗の移植法

が論じられている.水が深く普通の移植ができない
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あしたか ぬた れ

深田においては「産高J，I松江J，I沼垂」そしてイン
せん せんじよ?とう なみ<，句

ディカ型の制稲である占城稲の 1種の「波休」な
おとしなえのほう

どの品種を“堕苗法"によって植えることを薦め

ている. “堕苗法(堕秩法) "とは大きめの苗 2，

3本をまとめて，その根部を肥料入りの土で固め，藁

で、縛って l株としたものをノト船から播く方法である

これに似た， 一塊にした苗を水田にばら播く移植法

は，近年ではペーパーポッ トを用いて育苗した苗を

移植する方法が“空中田植え"などと称され，試み

られたこともあったが(宮坂 1976) ，現在ほとん

ど普及していない.
いび

ところで，木曽川 ・長良川 ・揖斐川の三河川の下

流域(岐阜県海津郡)は，明治 30年代の洪水対策

‘の工事や排水機の設置までの 150年間に 44回の堤

防の決壌があり，場所によっては稲の収穫は 2~3

年に一度できれば良いという状況であった.このた

め，この地方の農民は，長年にわたり水にf齢、稲を

各地の水害地から集めて作付けしてきた.明治末期

の報告(清水 1912)にはこの地に栽培されていた

耐水性の品種として新田チク」 ・「池底J・「目

黒」 ・ 「竹成」 ・ 「青鬼」 ・ 「黒奴」 ・ 「長島J

「鵜飼」 ・ 「強力」 ・ 「七福神」そして「道徳」の

11種があげられている.これらの品種については次

のように記されている.
かんらょっ

一・水深中なれば其の生命を維持し，努めて稗長
、つらようろうすu、

を増し水上に出んとするの性質を有し，一朝療水
にわか ぶんげつ

減退するに至らば俄に生長を初め，分葉少なきも

相当の収穫あるは他郷人の見て常に驚嘆せら

る〉所である.

近年菅は，これらの品種のうち農水省に保管され

ていた 5品種の「目黒」 ・「竹成」・「青鬼」 ・「強

力」および 「七福神」について深水下での節間伸長

性を調べた (Suge1987) .これらの在来品種は連

続照明下で，花芽が分化しない条件の下で深水栽培

した場合，節聞が伸長しその節聞の節からは不定根

を発生させた.このような花芽の分化なしの節問伸

長は他の日本の稲では知られていない しかし，わ

が国の在来品種にみられたこの特殊な能力である，

節間伸長性および高節位からの発根性は熱帯アジ
うきいね

アの浮稲品種と比べるとその程度はずっと低い.

約 l世紀前に農民たちが水に強いとして選抜した

在来稲にこのように深水中での節間伸長性がある

ことを示した上記の試験結果に大変興味を覚える.

これらの在来稲の耐水性がさらに別の観点から詳

しく証明されることを願いたい.

なお，上記の品種中「竹成」は明治 7年(1874

年)に三重県で「千本選」の変異株として選抜され

た品種で， 耐水性とはまったく関係なく明治中期か

ら後期にかけて東海地方を中心に広く栽培された

在来種である竹成」の後代には著名品種の 「農

林 3号」・「愛知旭」 ・「益南嵐」さらには 「首芸品J

などがある竹成」と「撰一」との交配によって

育成された「農林 3号Jは埼玉県，茨城県で栽培さ

れ，昭和 13年の洪水による長期の冠水に対して強

い回復力を示した(寺尾 1940)

話は戻るが，伊勢湾奥の低湿地 (現愛知県海部
のつ

郡飛島村)を舞台にした江戸末期の農書である『農
かろく

稼録~ (長尾 1859)には 30種あまりの稲の品種が

列挙され，各品種に説明が付記されている.それら

のうち上述した明治末期の岐阜県海津郡における

品種と一致するものに次の 2品種がある.
うかひ わ

「鵜飼鵜飼いをする人が持ってきた品種で，早
せ おくて

生と晩生がある.

「目黒籾の芽が少し黒い.

本書にはこれら以外に早生で湿田に適する 「泥

穂」とし、う品種もあげられている.

同じように全国の他の洪水常襲地や低湿地にお

いても，米の品質の良否は別にして深水や冠水に耐

性のある在来稲がかつて選抜され，栽培されていた

のであろう .たとえば寒地農法を体系的にまとめた

農書として著名な，江戸前期の『会津農書』には里

回および山田のそれぞれの“卑泥田"および“湿田"に

適する品種が列挙されている(i左瀬 1684) . 

その他に資料のうえで品種名から耐水性を有す

ると想像できる在来品種としては，江戸時代の伊豆

国・美濃国 ・三河国 ・尾張固における「水くジり」

「水く〉り J，出雲国の「水ク』リ京ヱヒ」そして

周防国の「フチクマリ J がある(盛永 ・ 安田 1985~

2003，児島 1755) .尾張国では 「水くゾり」から

選抜され，別品種となったものであろうか黒水

くジり」および 「はま水くジり」としづ品種も作付

けされていた. これらはすべて晩生種である.ま

た，江戸幕府の役人が地方農政の手引書として使用

した『地方竹馬集~ (平岡 1689)および『地方落

穂集~ (泰路 1753)にもそれぞれ「水ククリ J， I水

くジり」の品種名があり ，後者には「水くジり Jは水
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の多い所に適した品種の「ちこ」と同じ性質を有し

ていると記されている.

時代が進み，明治に入ると富山県下新川郡の耐水

性品種と思われる「水冠J (安田 1978a)や福井県

丹生郡の永宮津右衛門によって明治 14年頃に選出

された，深水に適した品種の「水くぐり」 ・「物言

わず」および「伊達ごきJ(福井県農業試験場 2000)

がある.明治 23年には岡山県窪屋郡大市村の三島

岡太郎も水害や冠水に強し、抵抗性を有する「水くぐ

りJを作出した(青木 1974) .また，京都府紀伊

郡吉祥寺院村の奥田作兵衛が大阪から取り寄せ，普

及させた「奥田穂Jは明治 19年大阪府讃良郡にお

いて 12日間の冠水にもかかわらず反当たり 2石(約

300kg) もの収量があったという稲である(大日本

農会報告 1885)

明治中頃から各府県は優良品種を選定し，種子の

配布などを通じて普及に努めたその際， 一般に普

及を薦める品種以外に特別な環境条件の下で作付

けを推奨する品種もあった.たとえば明治 43年の

茨城県においては，水害に耐える品種として 「茶早

稲J • I早稲高津」 ・「大場j ・「常豊」 ・「勿来」

「都賀錦」 ・ 「国華」 ・ 「神力」そして「常磐嬬」

があげられている(安田 1978b). 

大正時代に入ると福島県には「清水潜J，新潟県

には「神州波潜」が作付けされていた(安臼 1978b). 

これらも本来の品種名は冠水抵抗性に由来すると

考えられる.そして各府県の湿田に適する 37品種

をまとめた報告もなされている(川上 1919) こ

の中には冠水に強い品種も含まれていたのではな

かろうか.

さらに，昭和時代に入ると宮城県を中心にした稲

作の冠水被害の調査結果をまとめ，その被害機構や

冠水抵抗性の品種間差異についても論及した報告

がある(木戸 1945，1952) 

最後に現在の外国の稲に目を向けてみよう.

南・東南アジアにおいては水深が 1m前後になる場

所で“深水稲"が， 2~4m あるいはそれ以上になる

場所で前述した“浮橋"が栽培されている これら

の“浮稲"および“深水稲"については現存の品

種よりも水に強く，収量の高い品種が求められてい

る. そのために，徐々に増水する条件下で茎業が

伸長する能力を高めた稲や冠水そのものに対する

耐性能力を向上させた稲を作出しようとする試み

がなされている(柳原 2002) .従来の交配育種法

に加えて，すでに単離されている冠水耐性に関する

遺伝子を使って，今後遺伝子レベルで、の耐水性の育

種も大いに進められるであろう.

4. 塩に強い稲

海岸の遠浅の地あるいは海水が入り込む回に「湖

稲」という稲を作付けし，増収を計るべきであると

いう，明和 5年(1768年)作成の幕府から代官など

への文書がある(荒井 1853，東京都 1978).この

「湖稲Jは誤字で 「潮稲jが正しいのかもしれない.

さらに，明治 4年(1871年)には遠州今切に栽培さ

れていた，海水で生育する稲の種子が静岡県から政

府の勧農寮へ差し出されたという記録もある(農林

省農務局 1939) . しかし，この静岡の在来稲の品

種名，作付状況そして試作の結果などについての報

告は見当たらない.

海水そのもので生育する稲がかつてわが国で栽

培されていたとはとても信じられないので，上述の

稲はおそらく海が荒れた際一時的に海水が入り込

む田あるいは強い潮風に曝される海岸近くの回な

どにおいて痘害の被害が少ない稲のことではない

だろうか.

明治後期になると静岡県周智郡に 「塩不知」また

は 「汐不知」という稲が作付けされていた(安田

1978b) .これは海岸近くの田において栽培されて

いた在来種から塩害に抵抗性を示す品種として選

抜されたものであろう.塩害耐性は，後述するよう

により広い環境ストレス耐性にも通じることがあ

るため塩不知」は冷水の掛る陰地にも良く生育

するということで静岡県周智郡北部の山間の田で

多く栽培されていた.

この他に品種名からみて塩害に強そうな品種と

して明治時代の静岡 ・福井および高知県の 「塩田」

(安田 1978b)，昭和 30年代後半に福井県の大飯

郡大飯町および三方郡美浜町に栽培されていた「塩

田」および鹿児島県日置郡吹上町における 「塩稲J

(農林水産技術会議事務局 1970) などがある.福

井の 2種の「塩田Jおよび鹿児島の 「塩稲」は現在

『農業生物資源ジーンパンク』に保存されていて，

栽培の復元が可能である.

これらの水稲の塩害とは海水そのものの害以外

に海上からの塩分を含んだ潮風の害もある.とくに
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後者の潮風に強い特性を持ついろいろな稲がかつ

て全国の海岸付近の地域において意識して作付け

されていたことは想像するに難くない.

われわれに身近な作物群の中で耐塩性の弱し、部

類に属する稲の塩害に関してはすでに多くの研究

がなされてきた(下瀬 1990，谷山 1990) その中

で耐塩性について品種間差の研究も行なわれてき

た(池 1953，山内ら 1987，土屋 1993) .わが国

における稲の耐塩性品種としては「伊予旭」 ・「京

都旭J ・ 「旭選J ・ 「朝日 」 ・ 「ユウパエ」 ・ 「ヤ

チコガネJ • r農林 6号」 ・ 「農林 18号」 ・ 「農

林 37号Jなどがある.これらの多くは強湿田にお

いて根腐れが生じる回に適応力のある，すなわち耐

湿性の品種でもある.ここでの塩害とは主として根

部の水の吸収阻害であり，耐塩性が高いということ

は根部の生理的活力が高いことを意味し，このこと

が耐湿性の高いことにも関連すると考えられる.も

ちろん， 体内に取り込んだナトリウムイオンを液胞

に封じ込める能力が高いことや細胞質にあって浸

透圧を調節するいわゆる適合溶質を増加させる能

力が優れていることも耐塩性を高めるには重要で

ある.

東南アジアや南アメリカの大河川の下流域にお

いて海水と淡水が交じり合ういわゆる、え京地域の

周域に栽培ができる，耐塩性の強し、稲を作出するこ

とは人類の大きな夢である.また，乾燥あるいは半

乾燥地帯の水稲の濯瓶栽培における地表面への塩

の蓄積による塩害も大きな問題となっている.しか

し，近い将来に実用的な耐塩性の稲を作出すること

は困難のようである(小池 1994) .ここでは取り

上げなかったが，外国における耐塩性の高いイン

ディカ型の稲の研究などがさらに進められること

を期待したい.

5. 冷水に 強い稲

冷水による稲の生育不良や登熟の不良は古来農

民の大きな悩みである.とくに高冷地の水田の濯翫

水は谷川や湧き水からのもので，水温は 200C以下で

ある.したがって，そのような冷水の入る水田さら

にはとくに冷水がかかる水口周辺部の稲は冷水害

を受けやすく，極端な場合は青立ちのままで稔らな

いこともある.また生育の不良な水口付近の稲はイ

モチ病などにもかかりやすい.このような冷水害の

対策としては冷水が直接回に入らないように，溜め

池や迂回水路を設けることによって濯概水の水温

を高めることが効果的である.しかし，これは急峻

な山が迫った高冷地の田において常に可能なわけ

ではない.

昭和 3年(1928年)富山県農事試験場は県の内外

から冷水に対して抵抗性を有すると言われたウル

チ稲 69種およびそチ稲 37種を収集し，冷水抵抗性

の品種の選抜の試験を行った.その結果冷水に対し

て抵抗性の強し、品種としては関山J (宮城)

「陸羽 132号J (宮城) ・ 「大黒J (長野) ・ 「日

野早生J (秋田) ・「苗代稲J (群馬) ・「陸羽 20

号J (新潟) ・ 「亀ノ尾J (新潟) ・ 「前沢J (富

山) ・ 「江戸早生J (長野) ・ 「赤嬬J (富山)

「黒嬬J (富山) ・ 「田中嬬J (富山)などがあっ

た(安田 1978b). 

さて，冷水のかかる水口周辺部だけに耐冷水性の

稲いわゆる“水口稲"を植えて，他所の広範囲の一

般稲の冷水害を軽減しようとする稲作がかつて

あった.現在，この“水口稲"を植える伝統的な稲

作は全国的にほとんど見られなくなってしまった.

ここでは，かつて全国で、どのような品種の“水口

稲"が栽培されてきたのか簡単にふり返ってみて

みたい.

“水口稲"として全国に作付けされていたもの

には「水口稲」 ・「水口モチ」 ・ 「冷水稲」 ・ 「冷水モ
fひやみず

チJ ・「清水シラズJ・「冷水J'r冷田」などが知ら

れているが，栽培地域が異なる同名の品種はほとん

どが異種のものであろう(嵐 1975) .一地方の例

として，明治中頃に滋賀県において山間の冷水がか

かる水田に適する品種として「冷モチ」 ・「悪年シ

ラズ」 ・ 「!百モチJを推奨する記録がある(滋賀

県勧業協会神愛支会 1893) . 

モチ稲が一般に耐冷水性を有しているとは言え

ないが，高冷地の田んぼの水口付近にモチ稲が作付

けされていた多くの例が全国で知られている.モチ

稲以外に“水口稲"として耐冷水性に優れた赤米

が植えられていた例として，岡山県北部の高冷地の

「赤玉J (岡山県史編纂委員会 1983) ，秋田県大
ひやみず

曲市の赤米の 「冷水」そ して青森県中津軽郡の「カ

ラス稲J (森山 1968) などがある.また， 香 り米

の「岩賀」が“水口稲"として植えられた特殊な事

例が宮城県で知られているが(佐藤 2003) ，この
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至中河内

北へ約2.1km下ると
中河内の集落

様坂峠(海抜425m)

から北へ約700m下る

図 3 滋賀県伊香郡余呉町中河内にて
水口稲が栽培されていた 16筆の水田

1990年 9月 2日調査

場合は耐冷性の香り米をより低温の水口周辺で育

てることによってより香りの強い米を収穫するこ

とが主目的であったのかもしれない.

“水口稲"の栽培事例として筆者らが調査した，

滋賀県余呉町および岐阜県高鷲村について以下に

述べてみたい.

琵琶湖の北部に位置する滋賀県余呉町の中河内

には 1990年まで“水口稲"の「ヒエズ」が栽培され

ていた 正確な場所は中河内の集落から北国街道

(国道 365号)を約 2km南下した両側に山がせまっ

た街道沿いの田である(図 3) .かつてこの北国街

道は近江と越前を結ぶ主要なルー トであったが，こ

の付近は冬季豪雪地帯として有名で 1mを超す積雪

も珍しくない.

1990年(平成 2年)にこの地を訪れたところ，人

里離れた街道の両側にある計 16筆の棚田に現代の

品種であるウルチの「キヨニシキJが栽培されてい

た.しかし，山からの冷水が入る各筆の水口から約

2~3m2 の狭い部分にはそチの「ヒエズj が横えられ

ていた(写真 1，図 4).“水口稲"の「ヒエズj は

収穫時に穂が黒色を呈し，外観から「キヨニシキjと

ははっきりと区別できる(写真 2) .これらの稲を

栽培していた，中河内の集落の南端に住んでいる M

さんの話によると， Iヒエズ」は何代も前から耐冷水

の稲として栽培されてきた在来稲で，自家用米とし

て蘇用に使う以外にウノレチ米に混ぜて食してきた

という.出荷されるウルチ米(この時は「キヨニシ

キJ)はおそらく数年から数十年ごとに品種が代

わってきたのに対し，水口周辺部の「ヒエズ」は数

世代変わることなく栽培されてきたのであろう.

現代の農法つまり田植え機による移植そしてコ

ンパインによる収穫にとってはこのような 1筆に 2

種の品種を栽倍することは面倒なことである.少な

くても“水口稲"およびその周囲の稲は手植えで

移植し，収穫は手刈り であろう(写真 3)

ところで，福井県大野市郊外にもかつて「冷えずJ

という在来稲が栽培されていたことが知られてい

る.この稲が北国街道を経由して栃の木峠(福井と

滋賀県の県境)を超え滋賀県に持ち込まれ，余呉町

写真 l 滋賀県余呉町中河内の水田

手前に図 3の lの水田，後方に 3の水田の水口付近に作付
けされた「ヒエズ」が見える

1990年 9月 2日撮影
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る.前述のように，全国的に見て

しばしばモチ稲がこのように

“水口稲"としてあるいは冷水

田に栽培されていた.さらに，モ

チ稲はウノレチ稲に比べて品種改

良が遅れていることもあって，現

在でも全国各地の山村などでわ

ずかではあるが在来種のモチ種

の栽培が見られることがある

1991年の北国街道の拡張工事

に伴う水田の大幅な削減のため

さらには栽培者の世代交代も関

係してか，残念なことにこの年か

ら「ヒエズ」の栽培は止められて

しまった.現在地区の人々に聞い

ても“昔そんな稲が植えられて

いたなあ"という程度でヒエ

ズ」に関する記憶は失われようと

している.

かつて少肥栽培の下で耐冷水

性を示した“水口稲"が現在の

多肥条件の集約栽培の下でもそ

の性質を発揮できるのかは疑問

である.また，耐冷性を一つの指

図 4 水田の水口付近に栽培されている「ヒエズj の作付け状態 標として長年にわたって品種改

良されてきた現代の改良品種に回の番号は図 3と同一，←印が水口 1990年 9月 2日調査

写真 2 ヒエズ」の稲穂と玄米

上の 3穂は製色下の 2穂は容l空 間 0年秋撮影

中河内で「ヒエズ」として栽培されていた可能性が

大いに考えられる.

「ヒエズJおよび「冷えず」はともにモチ稲であ

比べてかつての“水口稲"がよ

り耐冷水性を示すのかも問題で

ある. したがってヒエズ」

もはたしてどの程度の耐水冷性

を示す稲なのは不明である.

岐阜県の言語村で、は冷水のか

かる水口に“水口稲"が栽培さ

れていたことで知られている

(堀内 1980) .筆者らも 10年

あまり後の 1990年， 1992年そし

て 1998年の 3回約 40世帯から

なる高鷲村の小桐地区へ“水口

稲"の調査に訪れた. 1992年ま

では少なくなったとはいえ，ま

だ各所でしかも別々の種類の“水口稲"が植えら

れていた.それらの“水口稲"は水口モチ」



270 農業および園芸第83巻第2号 (2008年)

写真 3 滋賀県余呉町中河内の水田
水口稲の「ヒエズjから先に収穫される

1990年 9月 24日撮影

写真 4 岐阜県高鷲村小澗の水田

す の「初星Jと水口付近の嬬の「黒水口J

写真 4~6 の点線円形内が水口稲

「赤水口J ・ 「黒水口J • I万作モチ」であって，

過去には 「目黒モチ」 ・「飛騨モチ」などもあった

という (写真 4~6) . しかし， 1998年になるとノト

洞地区の多くの水田が圃場整備されるともに，“水

口稲"の作付けは激減し，わずかに l農家だけで「水

口モチ」の栽培が見られただけだ、った.この状況は

全国の高冷地にも当てはま り，“水口稲"の栽培様

式は完全に過去のものとなろうとしている.

6. 霜 と稲

『会津農書 付録~ (佐瀬 1684~ 1 709) には元禄

4年 (1691年)から 19年間にわたる会津盆地の幕

内村における農作物の作柄が詳しい気象状況とと

もに記されている.そこには稲作へ及ぼす霜の影響

も記述されているので， 一例として大変な不作の年

であった元禄5年について該当する部分のみを意訳

写 真 5 岐阜県高鷲村小n司の水田

橋の 「高山橋Jと水口付近の f万作モチ」

写真 6 岐阜県高鷲村小洞の水田
各筆の水口近くに草丈の高い水口稲が植えられている

写真 4~6 は 1992 年 8 月 29 日撮影

すると次のようになる.“旧暦 9 月 24~25 日におり

た大霜で稲の品種「稲泉Jおよび「白稲Jが被害を

受けた旧暦 10 月 25~26 日に刈 り取る者もいたが ，

刈り取らないうちに雪をかぶった稲も多かった

稲品種が霜と関連付けて言及された江戸時代の

農書のもう 一例として津軽地方の『耕作噺~ (中村

1776)をみてみよう.そこでは，品種の特性の発現

は風土によるので土地に相応した品種を選ぶこと

が重要であると指摘されている.そして数品種の特
お 〈 て

性が記されていて，晩生の 「せんふく jは“茎薬の

生育が良く，穂、が大きい品種で，霜害に強いとはい

うものの場所によって寒さがひどいと稔らない"

と説明されている.

このように，刈り取りが晩秋になる晩生の稲が
そうがい

霜害(凍霜害)を受けることがあったのは東北地方

だけの話ではない西日本についてみると初霜はお
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よそ 11月中であるが年によって大きく異なる. か

つて多くの晩生の稲は 10月末から 11月初旬が収穫

期であったので，稲の登熟後期あるいは収穫期と
こうそう

降霜の時期が重なることがあったのである.

近世から近代にかけて作付けされていた在来稲

の品種名には“霜"の付いたものが知られている.

それらは何 らかの形で降霜や霜害と関連して名付

けられたものと思われる.そこで，文献史料から該

当すると思われる品種名を探し出し，稲と霜との関

連を調べてみた.

作成年代に異論があるが近世の伊予国における

農書 n青良記~ (土居江戸初期)には 96品種の稲

が列挙されている.その中に，ウノレチの晩生のうち
ごく おくて

でもとくに遅い“極晩生"の l品種に「霜稲」があ

る.さらに嬬には「赤嬬」とともに晩生であろう「霜

赤嬬」があげられている.

1 8 世紀初頭の加賀国の農書『農事遺書~ (鹿野

1709) にはいろいろな土質に適した 20数品種があ

げられ，良品な品種を使用することが奨励されてい
かいせい しもかいせい

る.それらの中に「皆済J， I下皆済」があり，興

味あることに晩生の「下皆済」は収穫期に霜にあう
Lもかいせい

ことがあるため「霜皆済」ともいわれているとの記

述がある.なお，“皆済"とは年貢を完納する意味

なので皆済」という品種名は高い収量を上げる

稲に付けられた名称であろう.少し時代が進んだ

1730 年代の加賀国能美郡の史料(盛永 ・安田 1985~

2003)からも晩生の 「遅弥六」は別名として 「遅か

いせい」または「霜かいせいj と呼ばれていたこと

がわかる. そしてこの稲の特性は，“苦がなく，籾

の色は薄赤く，米の味は良く，田植より 170日程で

収穫できると記されている.

同じ 1730年代，つまり享保 ・元文期には出雲国

の「霜餅J，備前 ・備後国の「しもいねJ，肥後国

の 「霜あへ鶴」などの品種名が史料に残されている

(軍基永 ・ 安田 1985~2003) . このうち晩生の 「霜
な.て

あへ鶴j は関連した品種であろう，中生の 「あへ

鶴J・「小嶋あへ鶴Jそして晩生の「目黒あへ鶴」 ・

「薩摩あへ鶴J • I片田あへ鶴」とともにみられる

のである.当時九州の各地での作付けが知られてい

る中生の 「あへ鶴」が多くの品種に分化 し，その中

の最も遅い晩生が「霜あへ鶴」であったのだろうか.

17世紀末に作成され，近世農書の代表作ともいわ

れている『農業全書~ (宮崎 1697)には稲の乾燥 ・

刈 り取りについて興味ある方法が記されている.晩

生の稲を霜にあわせ，立毛のまま乾燥させて刈り取

る方法である.霜にあわないように急いで収穫する

のではなく， 一霜か二霜きてから刈り取った稲から

の米は長期間貯蔵しでも品質の劣化が抑えられる

とし、う.

江戸後期に薩摩藩において作成された『成形図

説~ (曾 ・白尾 1804)には多くの稲の品種が記さ

れているが，その中に梗の晩生の l品種に「霜冠」

がみえる.そして明治期の栃木県安蘇郡には「霜冠

りJ，佐賀県の極晩生の「霜被J (安田 1978a) そ

して，長崎県壱岐島の半城村 ・湯岳村には 「しもか

ぶり J (文化庁文化財保護部 1970) があった.な

お，福岡県産の「省綴」がつくば市の『農林生物資

源ジーンパンク』に現在保管されている.また，島

根県石見地方には明治から大正期頃にかけて 「しも

かづきJが栽培されていた(文化庁文化財保護部

1969) 冷水のかかる水口近くに植えられたこの晩

生のモチ稲は 11月に入らないと刈 り取れず，収穫

までに幾度か霜にあったという.他方，明治期の静

岡県磐田郡(安田 1978b)および石川県(嵐 1975)

において作付けされていた品種に「霜不知」の記録

がある.また，大正時代の愛知県において刊行され
しむしらず

た郷土誌にも「不霜知」が記されている(愛知郡役

所 1923) .これらは登熟後期の霜害を受けにくい

晩生の品種であったのであろう.このように，列挙

した品種名から稲の収穫前に降霜する水田が脳裏

に浮かぶとともに，霜害による稲の被害がかつてか

なり深刻であったことがうかがえるのである.

なお， 明治後期に著された『米穀論~ (大脇 1899)

には各県の主要稲品種があげられているが，その中

の青森県の「七霜Jが降霜と関係があるのかどうか

はわからない.

昭和 3年 (1928年)富山県農事試験場が県内外か

ら収集した，冷水に抵抗性の強し、品種の中に富山県

産の 「権平Jと「霜降権平」がある(安田 1978b). 

「霜降権平」は 「権平Jから分化した晩生種であろ

っ.
諸史料の中の品種名に，仮名で“しも"や“シ

モ"が付いたものが散見される.たとえば 17世紀

後半から 18世紀にかけて常陸国や下野国で栽培さ

れていた陸稲の晩生の「しもおしリ， Iシモヲヒ」

や 18世紀中頃の尾張国における晩生の「しもちこ」
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などがあるが，これらの“しも"が“霜"なのか

“下"なのかは不明である.また，現在つくば市の

『農林生物資源ジーンパンク』には和歌山県産およ

び島根県産の「しもかつぎJが保管されているが，

この“しも"はどういう意味であろうか?

かつて農民は多くの晩生の品種についても降霜

や霜害との関連を充分認識していたはずである.今

となってはその全貌を知ることはできないため，こ

こではその一端として品種名に“霜"の付いた品

種を中心に霜と稲の関連をみてきた.かつての晩生

の刈り取り期は，現在では考えられないようなかな

り遅いものもあったのである

なお，江戸時代に全国各地の葉の品種に「詰第J

や「霜かぶり」そして詩には「霜Jや「靖詩」など

があったことも知られている.これらも晩秋に収穫

される晩生の品種で降霜と関連して名付け られた

ものであろう .

最後に霜害から作物を防ぐための神頼みの話を
や〈いんばる

一つ述べる.熊本県阿蘇市役犬原に霜神社があり ，

ここで行なわれる「火焚き神事Jは稲などの作物の

霜害を防いで豊穣を祈願する神事である(星野 ・芳

賀 2006) . 8月 19日から 10月 16日までの 2カ月

間，かつては上役犬原 ・下役犬原 ・竹原の 3地区か

ら選ばれた 10歳前後の少女が火焚殿に泊り込んで

昼夜火を焚き続けた.この火焚き乙女に選ばれるこ

とは名誉とされたが，平成 3年以降は少子化や社会

事情の変化によって節目の行事の日のみ火焚き乙

女が参加し，火焚きは年番の地区の人が交代で務め

ているという .この神事は「阿蘇の農耕祭事Jとし

て昭和 57年に国指定重要無形文化財となった.

おわりに

わが国の稲作において上述した障害の他に広範

で深刻な気象的な災害として冷害と皐害がある.近

世以降の品種名から見ても全国各地に 「寒気知ら

ず」 ・ 「ヒエシラズ」 ・ 「餓死知らず」 ・ 「凶作知

らず」 ・ 「飢健夫fIらず」 ・ 「餓知らず」 ・ 「早天知

らずJ • Iひやけ知らず」 ・ 「所嫌わず」など枚挙

lこ室がない

また，高冷地における冷害や暴風雨害全体に抵抗

性を示すものとして，強靭な長い止葉が穂、を包む品

種群や，籾の基部に付く小器官の護穎が異常に長く

籾を包む品種群の長護穎稲が知られていた.前者に

は岩手の「葉冠嬬J (安田 1978b)，後者には滋賀

の「ハネJ (小川 ・猪谷 2005) などがある.

気象的な災害の中でもとくに冷害に関しては，わ

が国における稲作の開始以来長い戦いが続いてき

たので，耐冷害性の品種選抜 ・改良の歴史を単に上

記のような品種名からみることは不十分である.こ

れに関しては，病害虫や鳥獣による被害に対して抵

抗性を示す品種の選抜・改良の歴史とともに，より

広い観点からの考察が必要であろう.
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