
テーマ 「水菓子（くだもの）」・・・京都ブランド種に注目  
  本題前に、国内の果物生産、輸出入、つまり果物農業と消費傾向を概観。 
 果物（くだもの）とは、食用になる果実。果物は古来は菓子と呼ばれたが、江戸時代 
 になると現代の菓子と水菓子（果物）に区別されるようになった、木菓子（きがし） 
 ともいう。狭義には樹木になるもののみを指し、農林水産省でもこの定義を用いている。 

① 国内産果物の「出荷量」 
   １９７０年代をピークに、特に温州みかん、くりは３０％以下に減少 
  すいかは半減、日本なし、メロン、ぶどうは減少傾向。 
   作付面積でも、１９７０年前後の傾向が顕著に表れている。 
    一方、りんごは横ばい、かき、いちごは微増、うめ、洋なしは増加。 

② 各果物の「輸入量」 
 バナナを大半に増加、パイナップル微増、グレープフルーツ、オレンジは微減。 

参考 : 国内産果物の「作付面積」 

１９７０年 

各果物の輸入量 

国内産果物 の 出荷量 

各果物の輸出量 

 ③ 各果物の「輸出量」 
  リンゴは２０００年を境に急増 

  ミカン、ナシは１０％に減少。 

  クリ、モモの輸出増は特筆すべき 

温州みかん、 
りんご以外の 
主たる出荷傾向 

（トン） 

1973 
～2010年 

ナシ 出荷（国内消費）減少傾向、輸出２位から３位、１０％に減少。 輸入無し 
クリ  出荷（国内消費） ３０％以下に減少、輸入も減。 少量ながら輸出急増 

２０１３年６月９日 
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 テーマ 「水菓子（くだもの）」  
 京都に縁深い水菓子を選び、その起源・伝来・日本での歴史を整理、再確認。 
 歴史を噛みしめながら、味わえる様に取りまとめました。 
 

 「日本果実史年表」（梶原一郎著）によると、人類が日本列島に到達する前に 
 野生していた果実は多く推察列挙されているが、現在果物売り場に並ぶ物は 
 「栗」と「梨」だけと結論されている。主食・副食の古来固有種である 
 また、くしくも「京都ブランド」とされている果実種である。 
 この二種につき、品種検証などで 歴史的価値を検証したい。  

京都府 果実栽培の現状  

考古データの整理・概観 
      「文化と果実」小林 章 著より 

「 クリ、ナシとも日本原産が認められ、特にクリは
遺跡から縄文時代に出現、ナシは種子耐久性弱、副食
性からか 弥生時代に出土開始」と、著される。  

近代デジタルライブラリー -   .   
持統天皇７年（693年）の詔 
丙午、詔、令天下、勸殖 桑 紵 梨 栗 蕪菁 等草木。以助五穀。 
「 勅して天下をしてクワ、カラムシ、ナシ、クリ、アオメ  など草
木を勧め植えて、五穀を助けしむ 」   
 

紵（カラムシ） 
  茎の皮からは衣類、紙、漁網に利用できる丈夫な繊維が取れ、 
  6000年前から栽培されてきた。日本自生は、繊維用に有史以 
  前から栽培され野生化、史前帰化植物であった可能性が指摘 
蕪菁（アオメ） カブ  
  京野菜など西日本で見られる中国伝来のアジア系の野菜 

アオナシ 

ニホンヤマナシ 

イワテヤマナシ 

菊池秋雄 説 １９４８年 
左表の原産分類（ド・カンドル）や 
バビロフの「全世界のナシは中国原産」説
に対して、調査に基づき、 

アオナシなどの日本固有種説を提唱  

菊池秋雄 説の 原産分布 

   



  現在、梨には大きく分けて３つの種類があります。 日本ナシ・中国ナシ・西洋ナシ 
この内、中国ナシ・西洋ナシは明治以降の伝来し、西洋ナシは近年増加。 
 
  日本ナシは、自生品として以下の３種 
        アオナシ     緑色        富士山を中心に静岡、山梨、長野、群馬 
        ニホンヤマナシ 銹（さび）褐色   中部以南 
       イワテヤマナシ 緑色、褐色    東北（岩手、青森、秋田） 
 

  この内、ニホンヤマナシは、中国大陸中部、朝鮮半島南部および、我が国中部以南に分布 
  しており、弥生時代の中国伝来説もある、江戸時代には特に日本で改良盛んとした。 

 
 アオナシ、ニホンヤマナシは、弥生時代にはすでに食べられ、日本書紀にも栽培記述が残る。
江戸時代に本格的に栽培、品種も１００ほどに増加。  現在のような甘みが強く果肉のやわら
かい梨は、明治以降は品種改良された 千葉県「二十世紀」、神奈川県「長十郎」などで、戦前 
まで集中栽培。 戦後は「幸水」「豊水」 などが盛んとなる。  
 
  日本なし には「赤梨」と「青梨」がある。 
青梨は「二十世紀」のような果皮が緑色の梨   
赤梨は「長十郎」  「幸水」 「豊水」 など果皮が茶色い梨  銹（さび）褐色 
   
「  二十世紀ナシ 」 
 

  鳥取県のブランド梨としても有名な青梨の代表品種。1888年（明治21年）千葉県で偶然発見 
されました。  当時13歳の松戸覚之助が、親類宅のゴミ捨て場に生えていたものを発見。 
松戸は「新太白」と名付けたが、1898年に渡瀬寅次郎によって、来たる新世紀（20世紀）におけ
る代表的品種になるであろうとの観測と願望を込めて新たに命名された。 
 
「ゴールド二十世紀」は、病気に強い品種として二十世紀を改良したもの。 
二十世紀にガンマ線を照射して作られた改良品種で、黒斑病に強い。青梨系の中生種。 

1991年に作られ、「金のように価値がある」という意味で命名。  

9月上旬～9月末 
 海に囲まれた風光明媚 
な丹後半島で育った 
「ゴールド二十世紀」 
 光センサーで糖度選別 
した高糖度・高品質の青 
梨です。 
 甘さがたっぷり、みずみ 
ずしさが一杯です。 
 秋のレジャーのお供に 
どうぞ。 

ナシの品種ごとの栽培面積 

（特産果樹生産動態等調査 2004年） 

考察①「京たんご梨」 
  「 京たんご梨 」は、日本古来から自生する「アオナシ」系統である。 
 ニホンヤマナシと違い、アオナシは大陸に分布無く、また奈良から江戸時代 
 まで品種改良も無い。つまり純血が保たれた状態で、明治時代より、品種改 
 良が行われ、千葉で誕生した「二十世紀」、1991年「ゴールド二十世紀」が 
 誕生。 旧説・他説検証の結果、小林章（京都大学農学名誉教授）説に到達、 
 単純明快に古来アオナシ系が結論となりました。ご参照「果実と日本人」 

  

古来より 日本独自品種 
  （ 大陸に同種無し ） 
鎌倉～江戸時代に栽培盛ん 
栽培地域から明治以降から 
現代に開発された品種に繋 
がると考えます。 

現在主流の 
「幸水」「豊水」も 
 アオナシ系統のナシである 

日本固有、伝来説有り 

アオナシ 

ニホンヤマナシ 

イワテヤマナシ 

? 

梶原一郎氏は、ニホンヤマナシ 
について 伝来可能性を示唆  

菊池秋雄 説の 原産分布 

「梨・桃・葡萄の栽培技術」 田野寛一 タキイ種苗出版 昭和３２年発行に考察追記（＊） 
 

      我が国における梨栽培の記録として最古のものは「日本書紀（720年）」持統天皇 
   （693年）の章で、梨その他の草木を植えて五穀の助けにすることを薦めた記録があり、 
   おそらく全国的な梨栽培は10世紀以前からであろうと考えられている。 
      「三代実録（908年）」には 「信濃の国から梨を」、 
      「延喜式（905～928年）」には 「甲斐の国から青梨子（アオナシ）を」献じた記録。 
  延喜式の「青梨子」が、我が国の野生種の一つであるアオナシではないかとする説もある。  
現在のニホンナシ（アオナシ）と同系統の品種かは是非については疑問は残る、とする。  
＊承平年間（931年 - 938年） 
    平安時代中期の辞書である和名類聚抄（わみょうるいじゅしょう）にも名が現れる。 
＊藤原定家『明月記』治承4年（1180年）から嘉禎元年（1235年） 
    「旧暦の三月頃梨の花が開き、九月頃に梨の実がなり、更に土産ものとして梨をもって 
   いった」と記されています。 
＊恩田鉄弥（明治-昭和 時代の園芸学者）によれば 

   京都府綴喜郡では（元暦から） 文治2年（1186年）に梨栽培を始めていた 
 
＊日本特有の種類、他種との交配が比較的困難な果実、歴史上地域独自に生産が維持継続 
  されていた、なにより唯一の青ナシ種である。 を考慮すると現在のナシである 
  「京タンゴ梨」は、日本古来からのアオナシ系統のナシであると考えます。 

中国ナシは、 
明治時代に導入されるが 
適合せず、もし以前に伝来 
していても、日本ナシと融合 
することは考えにくい 

   



9月上旬～10月下旬   くりといえば「丹波くり」と言われるほど有名です。大粒で 
色つやに優れ、 ビタミンBに富みます。 甘露煮やマロングラッセなどお菓子用に。 
またくりご飯やゆでぐりで風味を楽しめます。品種名は「銀寄」 

日本のクリ 
１５，０００～１２，０００年前  
   黒潮の接近と温暖化で南九州から徐々に、縄文的環境ができ 針葉樹に代わり、落葉広葉樹生育し、クリ、 
  ドングリ、トチの実の利用が可能となる。クリだけがアク抜き無しに食用となり、縄文時代にかけ栽培が進んだ。 
 ６，０００～５，０００年前 縄文時代前期  （ ２ページ参照 ） 

        クルミも加わって主食となり、青森県の三内丸山遺跡から出土したクリから、すでに 本種が栽培されてい 
  たことがわかっている。 木製品や建築材料、燃料材にも利用され、当時の生活に重要な樹木となっている。   
 

丹波くり 
   大阪府豊能郡歌垣村倉垣（現在の豊能郡能勢町）原産の品種。 
  昔の丹波地方（現在の京都市右京区京北・亀岡市・南丹市・京丹波町・綾部市・福知山市、兵庫県丹波市・ 
  篠山市、大阪府豊能郡）から産出した栗の総称で、古くから 栗が名産。 大型で実は柔らかく、甘みに優れた 
  特徴を持つ一方、貯蔵性には劣る。 
      「日本書紀」近江国の粟津（現在の膳所）に栗林があり、クリは貢租にも使用。 ９２７年「延喜式」三十二巻 大膳下 
  山城・丹波の平栗子（蒸して粉にした栗)、丹波の甘栗子（栗を石焼きにし、甘みをつけたもの）、搗栗子かちぐり 
  （乾燥させて皮をむいたもの）の記載あり、すでに加工品が生産され、献上品として著されている。  
  ９３１年「和名類聚抄」でも同様に掲載されている。    搗(か)ちが勝に通じ、武将の出陣や勝利祝い、祝儀に用いた。 

   江戸時代、尼崎魚商人が仕入販売、参勤交代で全国に。当時の品種、特大『長興（光）寺』や『テテウチ（父打栗）』 
  祝儀物として珍重｡      「栗に大小あり。丹波の大栗を勝れたりとす」農書『農業善処』宮崎安貞元禄10年（1697） 

  江戸時代後半、接ぎ木など人為的な品種改良で  『銀寄』  が 生まれ、主流となった。 

品種別 命名登録時期 
大正 ２年 銀寄（ぎんよせ） 岸根（がんね） 
昭和２５年 利平（りへい）    昭和３４年 筑波（つくば）丹沢（たんざわ）伊吹（いぶき） 
昭和４３年 石鎚（いしづち） 昭和５８年 国見（くにみ） 
平成 ６年 紫峰（しほう） 平成１９年 ぽろたん 平成２３年 美玖里（みくり） 

【 国内クリ生産との関係 】 
 

京都の丹波くりは希少価値 
 

クリ市場全体では、 
品種別 丹波くり 
  ９位、シェア２．３％ 
都道府県別 京都府 
  ２０位以下、０．１３％未満 
 （兵庫県 １０位） 

  【 クリ貿易の傾向 】 
 

  中国からの輸入が減少継続 
  逆に、 ２００７年頃から 
     輸出増加（１ページ参照） 
 

  品質重視・円安傾向が奏効し、 
  輸出増加したと考えます。 
  丹波くり始め、日本くりの今後 
  の生産・輸出増加を期待したい 

考察②「丹波栗」 
  日本列島に自生したクリは、縄文から弥生・古墳時代に食や住を支え日本人の 
 命を繋いできた。既に平安時代には山城・丹波の栗は名産、江戸時代に「丹波栗」 
 として全国に流通する。 和名クリ、九利、から栗となり、産地の地名に影響した 

 栗は、主食としての汎用から、食材、果実初のブランドに発展したと考えます。 

地名としての栗栖・栗林は全国に多く、クリを栽培した土地や栗林の存在していた場所と考えれています。 
  現在、丹波には丹波市（合併前は氷上郡）青垣町に栗住野（もと栗栖野）、篠山市（合併前は多紀郡篠山町）に栗栖

野、福知山市（合併前は天田郡）夜久野町に栗尾、綾部市に栗野・栗村、船井郡京丹波町（合併前は瑞穂町）に栗野
があり、丹波に隣接する栗産地の大阪府能勢町に栗栖、大海人皇子（天武天皇）にクリを奉ったという京都府宇治田
原町に御栗栖神社があります。 

コラム       
 「柑」と「橘」は、「完熟した甘味の果実」と「青い酸味の果実」を意味する。
「矞」は青いという音符である。 我が国の「柑橘」は、「橘と柚子」に始まる。 
 古墳時代後、歴史に登場する「橘と柚子」は、いずれも食用となる伝来別種と区別し、
ハナタチバナとハナユズと呼ばれる日本固有の種が存在した。 
 

 「橘」は、五世紀「後漢書」で「２２０～２８０年に倭の産物」と記載されている。 
八世紀初頭成立の「古事記」「日本書紀」「風土記」には食物として登場。 
延喜１８年 ９１８年「本草和名」医家 深根輔仁）の京都「阿部多知奈」実はダイダイ、  
延長５年９２７年「延喜式」では、「花橘子」河内 摂津 和泉、「橘」相模に産地 
延長８年９３１年「和名類聚抄」果物３５種の中で、柚と区別され掲載される。  
つまり、平安時代には貴族階級が中心であったにしても食用種が普及した。 
 一方、正確な品種区分としては、アマタチバナはクネンボ、オニタチバナはユズ、 
ヒメタチバナはキンカンであり、「日本書紀」６１年、垂仁天皇の命を受けた田道間守 
（タジマモリ）が「常世の国」から持ち帰った非時香菓（トキジクノカグノコノミ）の 
品種が特定できない様に、上記各書物がどのタチバナを記しているかは特定しがたい。 
 

 「柚子」は、仏教など大陸文化と同時期６００～８００年頃、飛鳥から奈良時代に食 
用種が伝来し、「橘」と同じく平安時代に普及した。 
 

 「橘」は、９５９年、勅命により東三条家の一木が、紫宸殿の「右近の橘」へ、翌年に
は「左近の桜」を迎え、藤原最盛、浄土信仰の時代へ。「橘」は、今も平安神宮に立つ。 
 「柚子」は、一説では十四世紀初頭 鎌倉時代末期に花園天皇、あるいはその時代の朝 
廷により、 ８８０年清和天皇が愛し修業した愛宕山麓「水尾の里」に、枇杷、梅、林檎、
梨を伴い導入された。 『花園天皇宸記』に、都での後醍醐天皇の倒幕運動が描かれ、南
北朝時代、王朝動乱となる。 里山では「柚子」だけが、静かに受け継がれる。 
 

 古来より「橘」も「柚子」も、香りから好まれたに違いない。「橘」は石清水八幡宮 
神紋、日蓮宗寺紋、勲章となるが、里山で伝えられた「柚子」は、京都で食されて香る。 

   
    

  
京都府福知山市 

  
   

         
    

 
 

   

 
水尾の柚子を使った 
      ホワイトチョコレート。 
柚子の香りのチョコレートに、 
柚子の皮の砂糖がけ入り。 

  
    

http://item.rakuten.co.jp/otoemon/c/0000000152/

