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猪谷 富 雄 *小川正巳*

学は現在の生薬学，薬物学，植物学そして博物学な

どを合わせた性質のもので、あった.

香稲を取り扱った数少ない本草書関連の史料の 、

ーっとして『大和本草~ (員原 1709a)がある(図

1) .香稲についての大意は次のようである.

わが国には 2種の香稲がある.飯に炊くと香味

がよく， 他の稲からの米と非常に異なる.しか

し，現在農家ではこの香稲を多くは栽培しない.

香稲は土地を選び，一般に収量が低いためであ

る 中国の『員誼食物本草』にも，香稲には赤

米と白色系の 2種があるが，農民は残念なこと

には香稲を多く作付けないとある.

この『大和本草』と同じ著者による『筑前国続風

土記~ (員原 1709b)にも香稲に関しでほぼ閉じこ

とが記されているが，さらに“味も香もよし補益の
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(宝永 6年版)にみる香稲『大和本草』図 l

:本草学，イネ，香稲，香り米，在

香稲(こうとう ，においいね)あるいは香り米(か

おりまし、)とは稲体あるいは米から独特の香りを発

する稲あるいは米のことであるその香りの主成分

は 2アセチノレー1ーピロ リン (2-acety卜1-pyπoline)

であり ，最近プロリンからの香稲特有の生合成機構

が調べられている(吉橋ら 2007) .炊飯時に普通

米に香り米を数%混ぜると食味の向上や古米臭の

消去に効果があるとされ，わが国において香稲は古

来珍重されてきたものである(猪谷 2000).現在

でも小規模で、あるがわが国の香稲の栽培は存続し，

また地域起こしの一環としても一部の地域でその

栽培が復活している.また近年，新しく品種改良し

た数種の香稲も登場し，市販の香り米を容易に入手

することが可能である.さらに，現在では輸入され

た外国産の香り米も容易に入手でき，またそれを

使った料理をファミリ ー レストランで食べられる

時代になっている.

わが国における香稲に関する記録はすでに中世

後期にあり ，江戸時代に入ると諸国の農書や産物帳

類などに香稲に関する記録が散見される(嵐 1975). 

本報告はわが国を中心にした香稲の歴史や現状に

関して従来の総説や解説などではあまり 触れられ

ていない余話的な話題を取り上げたものである.

〔キーワード〕

来稲

本草書のなかの香稲

江戸時代の多くの本草書には大部分が赤米で

あった大唐米(たいとうごめ，だいとうまし、)が取

り上げられている(小川・ 猪谷 2006).そこでは

赤米の ヒト に対する種々の薬効など、について記述

されている.それに比べて香稲を本草学の分野から

取り扱った史料はきわめて少ない.なお，本草学と

は植物 ・動物 ・鉱物などの天然物のヒトに対する効

能や毒性を取り扱う学問で，主として植物を対象と

したために本草の名が付いている.したがって本草
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性あり"とある.

これらの書においてわが国に2種の香稲があると

しているが，中国の『東垣食物本草Jl (李・呉 16

世紀)にいう赤米と白色系の米のことを指している

と考えられる. ~東垣食物本草』は単に『食物本草』

とも言われ，原書は 12~13 世紀に成立したものと

言われている(李 12~ 1 3 世紀) .この本草書は『本

草綱目』とともにわが国の江戸期の本草学とくに食

物本草学に大きな影響を与えた中国の書物である.

『東垣食物本草』には中国の香稲の効能について次

のようにあり ，ここに“補益の性"の解釈を見ること

ができる

香稲米は甘く，軟らかい.性質は甜く，香ばし

く，好ましいものである.紅と自の 2種があり，

その他に紅く長いものがある. 3粒をつなげる

と約 l寸になる.他の穀に比べると最も遅く収

穫する 胃のつかえをなくし，食欲を増進し，

消化力を増し，胃や牌臓の働きを益し，渋りを

滑らかにし，精の足らないのを補う.欠点は(収

量が低いため)多く栽培できない点だけである.

(現代語訳)

しかし，現代の医学的見地からこのような香稲の

ヒトに対する効能を立証することは難しい.他方，

江戸中期の『食物知新Jl (神田 1726)にも“香稲米"

があり，概略すると次のように解説されている.

香稲米 :

和名は香発.香気を放ち，筑前では上等なご膳

に使う 中国の『日芸邑音』に記された香稲米

の味は甘く軟らかい.性質は香しく ，古甘い.紅

と自の 2種がある.香稲米は晩生である.収量

が低いため多く植えることはない.

ここにある中国の医学書『山公医旨』に記された

香稲米の効能は前述の『食物本草』とほぼ同じ内容

である.このようにわが国の本草書の『大和本草』

および『食物知新』の著者らは香稲の効能について

中国の書物から引用するだけで，著者独自の見解は

示していなし、.他方，江戸中期に日用薬物の用語を

解説した『用薬須知(後編)Jl (松岡 1759)には“香

稲ジャコウコメぺ 『薬品手引草Jl (加地井 1778)

には“者稲ジャコウ米"とあり，香稲の別名が康香

米であったことが判る.また前記の『大和本草』に

注釈した『大和本草批正Jl (小野 ・井岡江戸後期)

には香稲は“かばしこめ“こうばしこめ“じゃか

うこめ“ねずみこめ"ともいうとある.

これらの品種名から香稲の香りは人によって廓

香の香りであり，あるいは鼠(の小便)の匂いであっ

たことが想、像できる.江戸中期に漢文体で書かれた

食物本草書の~'呆ら説室1鑑Jl (人見 1692)には香

稲を指している鼠米について次のような意が記さ

れている.

一種lこ鼠渓というものがある 海西注 1) に最も

多く，江東注2)にも偉ある 食味が良く，香り

がある.しかし，鼠の匂いあるのを嫌うために，

これを食べる者は少ない.

なお，このことを引用した嵐の総説的な論述(嵐

1975)には重要な文言の脱落があり，正確には記さ

れていなし伴 3) おそらく誤って記した『米の歴史』

(永井 1959)から転用したためであろう.

現在の多くの国語辞書・辞典に香稲や.香り米の項

目は見当たらない.たとえば『広辞苑Jl(新村 2008)
、ごめ たいとうまい とう

には赤米やその異称としての大唐米および唐法師

が収録されているにもかかわらず，香稲 ・香り米の

項目はない.その代わり官菜の項目があり ，官の

臭気のある米"と説明がある.明治期以降のほとん

どの辞書類に鼠米だけが取り上げられているのは

上述した江戸期の『本朝食鑑』の影響であろう.た

だ，最近改訂版が刊行された『大辞林Jl(松村 2006)

には新たに香り米の項目が記されている.

他方， ~学研漢和大字典Jl (藤堂 1978)には香稲

に相当する用語として香杭があり， ~中薬大辞典』

(上海科学技術出版社・小学館 1985)には香梗米 ・

香珠米が見られる.後者の『中薬大辞典』には史料

『惰息居飲食譜』からの引用として次のように記さ

れている.

梗米の一種に香梗米というものがあり，自然に

香りがあって別名を香珠米といい，粥を煮ると

きにこれを加えると，きわめて香りが強く ，優

れて胃を醸すことができる.

注 1)海西とは近畿から西の地方の中国 ・四国 ・九州地方，とくに九州地方をさすことが多い

注 2)江東とは本来隅田川より東の地域を指す用諮であるが. w本朝食鑑』の著者が多用する江東とは東関東地方という意味であろう

注 3)“海西最そ多タ"が脱落している
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2.江戸中期以降の香稲の弥六とは

18世紀半ばの享保・元文期に諸国の産物が一斉に

調査されたが，その際の産物帳の控えあるいはその

作成のための前段階の調査資料などが近年まとめ

られた(盛永 ・ 安田 1985~2003) .そこには当時

全国に作付けされていた稲の品種名を見ることが

でき，稲作史の研究にとって貴重な資料となってい

る.

そこに見られる香稲関連の品種の多くについて

はすでに嵐の総説(嵐 1975) に言及されている.

しかし，産物帳集成としてまとめられた大部の資料

類から改めて全国の香稲の作付け状況をみると ，北

は陸奥田から南は肥後固まで全国に広く香稲が栽

培されていたことがわかり，品種名からは“香り"

系，“匂い"系，“かばしこ"系，“廓香"系，“ねずみ"系な

どに大別できる.

近世以降の香稲の品種について別の見地から見

てみたいかつての在来稲に“弥六"が付く品種が数

多く知られている“弥六"の本来の意味は不明であ

るが，新しい，多収性の有力な品種に“弥六"が付け

られたことが考えられる(嵐 1975) .それでは香

稲関連で“弥六"が付く品種にはどのようなものが

あったのであろうか.

まず，江戸中期に中国の香稲を記した書物を詳し

くまとめた『展砺語義JI (稲 ・丹羽 1747)があり，

その序において簡単にわが国の香稲を紹介し，伊予

国では“ニホヒヤロク'γ‘カウハシヤロク"などと言

われている，とある.それぞれ“匂い弥六“香ばし

弥六"の品種名が当てられよう.また，享保 ・元文

期の産物帳に関連した史料には肥後国の“香子弥六

(かばしこやろく)"および紀州国の“子ツミ弥六

(ねずみやろく)"が見られる.さらに，江戸中期

の『雑事紛冗談解JI (細川江戸中期)にも肥後国

の“かばしこ弥六"(別名“太郎左衛門弥六つがある.

時代が進み近代に入るが高知県の旧幡多郡佐賀町

荷稲に産する“幡多弥六"や和歌山県の“弥六"という

香稲の品種も知られている(岸田 1987)

これらの“弥六"が付く香稲の品種名が命名され

た当時に，はたして優良で奨励するに値するような

もので、あったのかどうか興味深いところである.

3. 大坂の蔵米にみる香り米

江戸時代に諸藩は収納した年貢米を換金化する

ために大坂や江戸の厳長通へ廻迭し，市場に放出 ・

売却した.それらの蔵米の品質には違いがあり，当

然違った価格で取引きされた.江戸後期の大坂にお

ける諸藩の蔵米の等級づけの記録が残されている

(浜松江戸後期) .大極上 ・極上 ・上々 ・上 ・上

の中 ・中の上々 ・中の上 ・中の中 ・中・中の下 ・下 ・

下々に分類された計186種の蔵米のあるものには簡

単な注釈が付いている.それらから判断して香稲

(香り米)に関連しそうな米に次の 4種がある.

中 豊後杵築米鼠くさし

日向延岡米 くさし

日向宮崎米 くさし

中の下 豊後府内米くさし
こめかいしょ ， 

大坂の堂島米会所における諸藩の蔵米の米価を

記録したものは知られているが，このように匂い

(香川を付記したものは珍しい.これらが香り米

そのものあるいは香り米が混入したものと仮定す

ると香り米であるからといっても等級が特別に上

位でもまた逆に最下位でもないことは興味深い.

4. 美保神社からの香稲

神社の神前に捧げられた稲の種籾を少量持ち帰

り，自家の種籾に混ぜて菌作りのための種まきを行

う風習が全国各地で行われていた(回中 1999) . 

神聖化された種籾を加えることによって，秋の回の

豊穣を期待したのである.

出雲の美保関に鎮座する美保神社においても，か

つてこの種の神事が江戸末期頃まで行われていた

(美保神社社務所 1990) .毎年節分の夜に行われ

た種替神事において，大きな桶に種籾を置いておき，

参拝した遠近の農夫は持参した籾の代わりに神官

から桶の籾の一部を受け取る.持参した籾は桶に入

れられ，混ぜ合わせられる.次々に参拝者が同じこ

とをくり返すので，品種が分散すると同時に農家の

田んぼでは品種の不均一性が生じることになる.

このような方法によって種々の品種 ・系統の稲が

各地に分散する.山口や広島などにおいては近世か

ら近代にかけて香稲が栽培されていたが(嵐 1975，

猪谷ら 1980) ，このような中園地方の西部におけ

る香稲の多くは美保神社由来のものであろうと ー
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部では信じられていた.九州地方において各種の普

通稲に混在して香稲が栽培されていた事例が詳し

く調べられているが(嵐 1968) ，中園地方でも同

様な状況が知られている.しかし，今日それらの香

稲の導入経路を明らかにすることは不可能である.

一般に変わった稲あるいは優れた稲がもたらされ

ると著名な神社由来とかあるいは霊鳥の鶴や白鳥

が遠方から運んだものとか言われることは全国に

よく見られたことである.

5. 鹿児島の吹上の香稲

昭和 30年代後半に全国の在来稲の収集 ・調査が

行なわれた(農林水産技術会議事務局 1970) .収

、集された 1，000種あまりの在来稲のうち 43種の香

稲があり，その内訳は短粒のジャポニカ種は41種，

長粒のインディカ種は 2種であり，またモチ種は 35

種， ウノレチ種は8種であった.

ここではそれらの香稲のうち鹿児島県日置郡吹

上町(現日置市吹上町)のものについて述べてみ

たい吹上町においては“香稲'γ‘カパシコリラゴ

図2 ~三国名勝図会』の与倉泉(上金図)と
そこに見られる自然生えの香稲(下 :拡大図) • 

メ"という品種など計 5系統が収集されている.“メ

ラゴメ"のみインディカ種であり ，さらにはこの種

だけが赤米である.

このように吹上町には昭和 30年代まで各種の香

稲が作付けされていたの、あるが，吹上町の与蒼泉

には香稲に関する興味ある話が伝えられている.こ

の与倉泉は旧阿多郡伊作郷与倉村にあり，シラス

崖下から流れ出る清泉は古来旅人の喉を潤し，また

この水は近くの田んぼの用水に利用されてきた.通
うぞん いがわ

称与倉井川あるいは大園の井川 とも呼ばれるこの

泉の中にはかつて毎年自然に香稲が生じ， 5~6 月に

は実を結ぶので，土地の人々はその稲穂の大小を

もって秋の作物の豊凶を占ったという(鹿児島県教

育委員会 1996) .江戸後期の南九州、|の地誌である

『薩議主房副(本田 1806)， w三国名勝図会Jl(玉

代・橋口 1843)および明治初めの『薩厳首屯卓義語』

(鹿児島務 1871)などにはこの与倉泉の香稲のこ

とが記されている.これらの中で江戸期の 2書には

香稲が生育している与倉泉についてほぼ同ーの挿

絵が収められている(図 2) .享保期から生えだし

たというこの香稲は，明治 32年頃に泉に瓦屋根が

触れてから途絶えてしまったという .また， 15代藩

主の島津貴久は祇園祭にこの稲穂を奉納し，その後

も続けられたと伝えられている.

この与倉泉の香稲が後述するような香り米でな

い香稲である可能性も考えられる.しかし，前述の

ように吹上の地域では近年まで種々の香り米が作

付けされていたので，古来与倉泉に自然生えしてい

た香稲とは香り米そのものであったとここでは考

えておきたい.

なお，与倉泉の香稲のような毎年自然に生える稲

の実態については真偽の程を含めてその詳細は不

明である.これに類した自然に生える稲に関しては

日本建国の神話伝説の地である日向国の高千穂に

おける“蒔かずの稲"(伊勢江戸中期，百井江戸後

期)，天孫降臨伝説の地である霧島の高千穂峰にお

ける“蒔かずの種"(平田江戸後期)そして小栗判官

の伝説で知られる熊野の湯峰温泉における“蒔かず

の稲"(小山田 1908) などが有名である.

6. 香稲の 藁 や稲穂の利用

香稲が米以外に藁も有効に利用されていた多く

の例が知られている.熊本県芦北郡において第二次
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世界大戦前までは“カパシコ"あるいは“万石"という

香稲の藁が利用されていた.これらの香稲は改良品

種に比べて草丈が高く，業に粘りがあるために藁細

工用に適していたという(牛島 1987，奥野 1996). 

また， 1凹98印O年代初めの現地調査によると宮崎県東臼

杵郡において香稲の“カパシコ

呼ばれ，牛の鞍などの工芸品に利用がなされていた

(猪谷 1987，2000) .高知県でも香稲の「幡多弥

六Jの藁が注連縄や耕作牛の冬場の飼料に使用され

ていた(近藤 1987) . 

一般に西日本における香稲の長くしなやかな藁

はこのように多方面へ利用 されていた.なお，香稲

の藁が優れていることについてはすでに江戸後期

に薩摩落によってまとめられた『成形図説~ (曽 ・

白尾 1804) に中稲の香稲である“香子"について次

のようにある
カバy ヨ タキカフハシ ヲラホカノカラ

香子ノト・・(中略)ー・飯ニ炊テ薫ク其稗ハ衆茎
スグ

ヨリハ勝レタリ・・・(後略)

なお付言すると ，現在稲藁だけの利用を目的に在

来稲の“実取らず"(戸倉 2002)や“伊勢錦"(小林

2005)が作付けされている.香稲ではないがこれら

の長稗の在来稲は藁の利用に適しているのである.

それにしても米の生産よりも藁の利用を第一に考

える在来種に“ワラトリ"や“実取らず"の品種名が付

けられているのは面白い.大正期の埼玉県の“藁取"

もこの類の品種であったのだろう(埼玉県内務部

1914) . 

次に香稲の稲穂の特殊な利用について見てみよ
つねずみ

う.茨城県東茨城郡常澄村(現水戸市常澄町)な

どでの作付けが知られている在来の香稲の品種に

“かまり“かまり早稲"あるいは“香満里"がある(猪

谷 2002a，b，唐木田 1991，宮川 1986，宮川|・中

村 1984).第二次世界大戦前にはこれらの“かまり"

系の香稲の稲穂が正月に高島田などに髪を結った

芸妓の髪飾りに利用された.青味を帯びた藁とかす

かに匂う稲穂がもてはやされたという(近藤 1987，

堀田ら 1989)

この“かまり"系の香稲について少し詳しくみて
しもうさ にごフはんりょう

みよう この香稲は江戸時代に下総国の二合半領
ひたら

(二郷半領)から常陸国へ導入されたものであると

の説がある(唐木田 1991) .現在の埼玉県三郷市

および吉川市の一部に当たる旧二合半領は付近を

流れる江戸川の水面より低いために 8月中旬から 9

月上旬には豪雨のための洪水常襲地で、あった.この

地は天領として幕府の直轄地で、あったが，洪水を避

けるため極早稲の稲作が行われていた(野村 1927). 

その極早稲種の lっとして“釜入り(香満里米)"と

いう香稲が作付けされていた(近藤 1973) .これ

が後の茨城での“かまり"系の香稲に繋がるもので

あろう .

興味あることに，享保 ・元文期の常陸国において

“カマリ" (早稲および中稲) ，“カマリカルコ" (早

稲)，“カマリモチ"(陸稲)という“カマリ"系の品種

群が栽培されていた記録が残されている(産物帳資

料 1736) .それらが香稲であるとは明記されてい

ないが，埼玉や茨城の香稲の“かまり"系に直接関連

する品種群ではなかろうか.

最後に“かまり"に関する余談を l話. 2006年 10

月および 11月の『茨城新聞 ・日曜版テイスト』に

次のような趣旨の話題が載っていた.

水戸市内に住む人から「昭和 30年代に“かまり"

というとてもいい香りがする米を食べた.白米に

ちょっとだけ加えて一緒に炊くと，えもいわれぬい

い香がして.もう作つてないのかな」との相談を受

けた.そこで，種子を求めていろいろな方面に問い

合わせたが，もう誰も知らないようである.山形や

高知の香り米を取り寄せてみたが，ぜひ茨城の“か

まり"を復活させ，味わってみたい.

7.香稲の変異種

筆者らの研究室においては，日本産および外国産

の香稲が総計 150種あまり収集されている(猪谷ら

1981，猪谷 2002a，b) . しかし，その うちの 100、

種以上を占めるわが国に在来した香稲に関しては

同名異種あるいは異名同種のものが存在するので，

正確な品種数は不明で、ある.

さて，それらの香稲に共通の特性ではないが，香

稲の中には特殊な性質を有しているものが知られ，

研究に供されている ここではその 4例を紹介しょ

っ.
第 lはネパール産の香り米の“Brimful"についてで

ある.この香稲はタンパク質の含量が高く，そのア

ミノ酸組成が優れ，すなわちリジンの含量が高いこ

とが発見された(続ら 1979).さらに“Brim向1"と“日

本晴"や“コシヒカリ"との交配により新品種が作出

されている(続 ・志田 1988a，b) .このような新
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しい観点からの稲の育種には意義があろう.一般に

稲はタンパク質含量が低く，その中のアミノ酸のス

レオニンおよびリジンの含量の占める割合が低い

ため，これらの含有量を高めることが育種目標のー

っとなっている.

第2も高含量のスレオニンおよびリジンを持つ香

稲についてである.幼苗の試験において香稲の“自

早生"(和歌山県産)のスレオニンおよびリジンの

含量は普通種に比べて著しく高く ，同じく香稲の

“大分香稲"の含量もやや高いことが明らかにされ

た (Hasegawa1988) .このうちとくに高含量のス

レオニンを有した“白早生"は今後の育種素材とし

て期待される.

第 3は中国の華北地方産の香稲である“長香穀"を

使った試験に関するものである.各地で問題となっ

ているカドミウム汚染の水田土壌を修復する方法

の 一 つにバイオレメディエーション

(Bioremediation)がある. ここではその方法の l

種であるファイトレメディエーション

(Phytoremediation)すなわち植物を使った修復法に

関したものである.カドミウム汚染土壌を使用した

稲の試験において供試された 100種あまりの品種の

うち香稲の“長香穀"は最も強くカドミウムを吸収

し，土壌中のカドミウム含量の軽減化に効果的であ

ることが明らかにされた(松本ら 2005，伊藤ら

2007) .“長香穀"を使用した汚染土壌の修復に関す

る実用化の検討とともに“長香穀"の非常に優れた

カドミウムの吸収性の機構および茎葉部への蓄積

機構の解明は今後の重要な課題である.

第4はタイ産の香稲である“DawDam"についてで

ある.米の品質劣化や古米化には脂質の酸化や分解

が密接に関与している.米の品質保持と貯蔵性を向

上させるために脂質酸化酵素すなわちリポキシゲ

ナーゼを欠失した品種が世界各地の稲から探索さ

れ，“DawDam"が選抜された (Suzukiら 1993，鈴木

2001) .“Daw Dam"のリポキシゲナーゼ活性はたと

えば“コシヒカリ"の 1/10以下で、あった.“DawDam"

はタイの陸稲のモチ種であり，分類上ではジャパニ

カあるいは熱帯ジャポニカに属する稲である.現在

“Daw Dam"と日本種を交配して，わが国に適した，

リポキシゲナーゼ欠失の品種の育成が試みられて

いる.その目的は長期間貯蔵しでも古米臭のしない，

新鮮味が保たれた米を生産する稲の作出である.

8. 香 り 米 で な い 香 稲

姫路市の西部に釜える峰相山 (244m)の山頂近

くにある神岩を舞台にした，次のような香稲に関す
みねあいき

る伝説が中世の地誌『峰相記~ (著者不詳 14世紀)

に記されている.

峰の上にわずかな水をたたえた大岩があり，
すじん

崇神天皇の時にここに 4本の香稲が生えた.報

告を受けた天皇はその稲の種子を諸国で栽培

するように命じた.今国内に広く栽培されてい

る香稲はおそらくこの稲の種子からのもので
い ね

あろう.そこで山頂に神殿を造り ，稲根明神と

名付けた.山の上では祭礼を行うのに不便なた
てんぎょう

め，稲根明神は平安期の天慶年中に麓に移され

た.

(注:稲根明神とは現在の姫路市石倉に鎮座する

稲荷大明神であるという)

このような神話 ・伝説の世界における香稲の話な

ので確実な証拠はないが，この香稲とは香り米のこ

とではなく，稲の美称で香り高い，高貴な稲を意味

していると考えることが妥当であろう.

なお，上記の崇神天皇は『日本書紀L ~古事記』

において第 10代の天皇である.さて，第 5代天皇
みまつ

は孝昭天皇で、あって，~日本書紀』によると名は観松
ひこ かえしね

彦香植稲であった.この名が香稲と少しでも関連が

あるのかどうか興味深い.

次の話題へ移るが，大和国の名所旧跡を考証した

『大和名所記~ (林 1681)の 13巻にある長谷寺の
きゃうとう

項に“香稲三千束を営作の料l乙・ー"とある.ここでも

前後の記載内容から香稲とは稲を褒めて言 う用語

あるいは上品な言い方であろう.
うやま>ほんぞう

さらに，本草書の『庚f委本草~ (直海 1759) に

記されている文言の“一-稲ハ後世精米ニシテ即チ香

稲ナリにおいても香稲とは稲の美称と考えられ

よう.同様な意味の香稲は次のような芭蕉の作品に

見られる.
はらす なりぼたん A うき

蓮は君子なる物也 牡丹は花の富貴なるよし

主旨は存岩より凶て蓮より清し 秋は誉稲葉

りて牡丹より首り 三編にして三道を業 ま誌に

清く富貴也

さとぴk みやこ

里人は稲に歌よむ都かな

芭蕉庵桃青より
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上の句は芭蕉が貞享 5年(1688年)4月 12日頃

に大和国竹内村を訪れた際に作られたものとされ，

句の前文では村人が植える稲は美しい蓮および牡

丹の2つに勝るすばらしいものであると絶賛してい

る.句の意味は村人がにぎやかに田植え歌をうたっ

ている里は都そのものである，さらにはこの豊かな

村里は雅の和歌をたしなむ都にも劣らぬ立派な都

であるとも解されよう .ここでの香稲も香ばしい稲

という稲の美称で、あって，香り米のこととは考えら

れない(堀切 2006).なお稲の香」や「早稲の

香Jとなると多くの歌に詠まれる秋の季語である.

このようにとヌに近世以前の史料類にみられる

香稲(こうとう，きょうとう)には香り米でないも

のがあるので注意を要する.

9. 香稲の香 子 に 似 た

紛らわしい用語

香稲の別名あるいはその品種名として香子(カパ

シコ)がある.この香子は主に九州地方の香稲に見

られる名称である(嵐 1975) .他方，大豆の品種

名にも“かばしこ

の史料類には大豆.黒大豆の品種に“かばしこ"や“か

ばしこまめ"が記されている(盛永 ・ 安田 1985~

2003) .これらの大豆 ・黒大豆と香稲の関連は明ら

かでないが，しばしば香稲の香りは妙った大豆の匂

いに似ていると言われている.大豆の“かばしこ"系

の品種群はとくにそのような香りの強いもので

あったのだろうか.ところで，山形の在来大豆の“ダ

ダチヤマメ"は枝豆として評価が高いが，この大豆

の未熟な豆は香稲の香りの成分である 2-アセチル

ー1ーピロリンを含んでいる.さらに最近の研究によ

るとこの香りは“ダダチヤマメ"に特有なものでは

なく ，他の大豆の品種においても認められるという

(伏見 2006)

さて，本草学では香子はカゴと読まれ，堅香子(カ

タカゴ)やカタカシと同様にユリ科のカタクリ(片

栗)のことである(貝原 1709a，小野 1847) .ま
こ う ぶ ま い

た，本草書には香附米とし、う香稲に関係がありそう

な用語が見られる.しかし，香附米とは香附(コウ

ブ)あるいは香附子(コウブシ) (寺島 1713) と

同一で(上海科学技術出版社 ・小学館 1985)，カ

ヤツリグ、サ科のハマスゲの地下部のストロン(旬旬

枝)に生じる塊茎を乾燥させたもので古来漢方薬と

して利用されているものである これらの香子ある

いは香附米は古文書の解読の際などに注意を要す

る用語である.

最近刊行された詩集『二億年のイネ~ (岡 2007)

に香り米が詠われている. 次にその一部を紹介し

て，本報を閉じたい.

かおり米カパシコ

(前略)

そう カパシコってすてきなかおり米があるの

イネって数万種もあって落とし子も多種多様
へんろよ

祖先が選り分けたの 遍路選りつであるわ

対馬へ行ったらカパ、ンコウって言 うじゃない

芳ばしこう 芳ばしこ うんカパシコよ

ひえ

高知では冷選りって冷たい溝に植えてたの
いわが

福島では祝賀 山形では蔚香米を見つけ

タイではジャスミン米 パキスタンには

国際的なかおり米パスマティがあるわ

白鳥の首ほどもないけれど細長くて高貴な

かおりよ

(中略)
しゆっすい

出穂期の曇った朝など
えいか

頴花がひらいて雄しべの付け根から

甘いイネの匂いがにじみ出て

イネの香気が村中にただようの

フェネラリーフェの庭でさえ荒野になるわ
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