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赤米こぼれ話 〔その 16J

小 川正巳 *・猪谷 富 雄 *

〔キーワード〕。赤米，大唐米，本草図譜，岩崎濯

圏，探飯，牧野富太郎，農業図絵，

太唐米

わが国の赤米にはジャポニカとインディカの2種

があった このうち中世に渡来して，近世にかけて

西日本を中心に広範囲に栽培されたインディカの
だいとうまい たいとヨごめ とうぽし せん

赤米は大唐米(太唐米)，唐干， 柏などと呼ばれた.

この大唐米の特性や栽培状況さらには消費状況な

どについては主に近世の農書 ・本草書 ・料理書 ・地

誌類さらには浮世草子 ・狂歌 ・雑俳 ・随筆類などに

取り上げられてきた

本シリーズではわが国の赤米の歴史の研究の一

環として，大唐米に関する史料を渉猟し，かなり断

片的であるが種々報告してきた本報は未だ不明な

点が多い大唐米についてさらに記したものである.

1 牧野富太郎と大唐米

多数の植物を発見，命名し，日本の植物学の父と
だいと 7まい たいと 7ごめ

いわれる牧野富太郎が大唐米(太唐米)について記

しているものがある(牧野 1939)ーそこでは，李時

珍の『本草綱目1貝原益軒の『大和本草1寺島良

安の『倭漢三才図会1 曽 ・白尾の『成形図説』に

ある大唐米に関連した事項を詳しく引用し，解説し

ている.そして，牧野の幼少時代のおそらく明治初

頭に郷里，土佐国佐川村(現，高知県高岡郡佐川町)

の米穀庖では赤米の大唐米が売られ，貧しい家庭で

はそれを炊いて食していた記憶があるとも記して

いる.

また，牧野は大唐米の学名を Oryzasativa L. var. 

1ηfera Makinoと定めている.さらには，大唐米は主

として赤米であるが白色系のものもあり ，これらに

はそれぞれ formarubura Makinoおよび formaalba 

Makinoとしている.現在ではこれらの種ノト名以下

の学名は全く使用されないが， 同feraとは “下位の"

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

F 

図 l 牧野富太郎によるタイトゴメのス
ケッチ(牧野 1885)

あるいは“劣った"，ruburaとは“赤色の" albaと

は“白色の"の意味である目なお，大唐米はインディ

カであるので，現在では丁寧に記しても 0ゅzasativa 

L. subspecies indica Katoである.

さて，牧野と赤米の大唐米についてはベンケイソ

ウ科のタイトゴメの命名に関するものがある.牧野

は明治 18年に，現在の足摺宇和海国立公圏内の高

知県幡多郡大月 町柏島へ行き，この植物を観察して

いる.図 1は牧野の日記(明治 18年 10月 29日)

に描かれたタイト ゴメである(牧野 1885)(注 1)

タイトゴメとは柏島の方言で大唐米のことである.

タイ トゴメの葉は多肉質の円柱形で茎に密生して

付き，通常は緑色であるが，夏期の強光下や冬期に

は鮮赤色を呈する.この植物の葉の形状・ 色彩から

0369-5247/14/￥500/1論文/JCOPY
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大唐米に因んだ和名のタイトゴメの学名は Sedum

oryzifolium Makinoと定められた(牧野 1891).この

学名の種小名の oryzifoliumとは“イネ (0η'za) の

ような葉の"の意味である.このイネとは長粒のイ

ンディカの大唐米の子実のことである.

牧野の故郷，土佐といえば中世以降近世にかけて

大唐米がかなりの規模で栽培されていたことがよ

く知られている.さらには，上記のように土佐では

近代に入っても大唐米が食べられ，ベンケイソウ科

の植物の和名になった方言のタイトゴメが残存し

ていたのである.

2 赤米の大唐米の縁故と大豆の葉
かてめし

かつての牒飯とは米の量の不足を補うため，雑穀，

根菜類，豆類あるいは海藻などを混ぜて炊いた飯の

ことである.後世には菜めし，街めし，豆飯，松茸

めし，栗飯のように季節の特産物を混ぜる炊き込み

御飯があり，現在に到っている.
だいとうまい

江戸期までの赤米の大唐米が探飯として食され

ていたことは容易に想像できるが具体的に記録が

残っているものは少ない.数少ない例には次のよう

なものが知られている.

加賀の農書『耕稼春秋~ (土屋 1707)には低級米
かて

の大唐米に大豆の葉を探とした飯があり，越中の農

書『私家農業談~ (宮永 1789)には大唐米を里芋の

やつがしらと一緒に炊く芋飯がある.また，能登の

『村松家訓~ (村松 1799-1841)には普通米，大唐

米そして小豆からなる小豆飯がある(注 2). 

これらのうち， ~耕稼春秋』における大唐米に大

豆の葉を繰とした探飯をみてみよう.現代語表記に

すると次のようになる.

八月下旬 あぜ大豆の葉を取る(この葉は大唐米

の飯に混ぜて食べる また食用にならない悪い

葉は馬の飼料にするかあるいは集めておいて飼

料用に売ることもある この青刈りの大豆を多

く出荷しているのは泉野村近辺である……)

飢僅時に救荒食として大豆の菜を利用すること

とは異なり，普段に常食として大豆の葉を使った牒

こわ

飯を食したとは少し驚きを感じる.強そうな感じの

大豆の葉をパサパサのインディカの大唐米に加え

た飯は我々現代人にとってはとても食指を動かす

ような食べ物ではない.

しかし近世以前には大豆の葉がしばしば食用に

供されていた.このことについて少し詳しくみてみ

よう.江戸前期の伊予の農喜『清良記~ (土居江戸

前期)には 1年間の毎月に収穫して食べる野菜類が
まめ

詳しく記されている.四月，五月には“寂の葉"が，

六月には“豆葉"が挙げられている.これらは大豆

の葉のことである.また，江戸中期の料理書『黒白

精味集~ (狐松庵養五郎 1746)には種々の葉を使っ

た「葉飯Jの一つに大豆の葉の使用が挙げられてい

る.

大豆の葉を食用にすることの史料上の初見は中

世後期の『多聞院日記~ (英俊ら 1478-1618)の永

禄 12年 (1569年)7月3日条の“マメノハアへモ
あ もの

ノ"であろう.大豆の葉を和え物にして食したので

あるが，この種の利用法は江戸期の多くの料理書に

記されている.例えば『料理物語~ (著者不詳 1643)

には次のようにある.

大豆の葉あへもの但しあくにて茄で筋

をとり 臼にて掃き 和へ候

あし

とあり，また『食用簡便~ (置 1687)には次のよう

にある.

大豆の葉湯でて細かに刻み胡麻味噌を以

て和へととのへ食す

とあり， ~料理珍味集~ (議量争 1764)にはさらに

詳細に次のようにある.

豆の葉洗いて渋紙の上に干し乾かし能く

もみすいのうにてふるひ取りおく 入用の節

すいのうに入れ煮え湯へ漬る ゆでるに蓋を

せぬなり 色のさめぬためなり 飯和物などに

用ゆ(注 3)



小川 ・猪谷 :赤米こぼれ話〔その 16] 51 

その他に，江戸期の料理書の『素人包丁 初編』

(浅野 1803)にも大豆の葉の「ひたしもの(おひ

たし)Jがある.なお，救荒植物としての大豆の葉

の利用については，江戸後期に米沢藩が作成した救

荒食についての手引書『かてもの~ (著者不詳 1802)

がある.

現在では大豆の葉を食用にすることはほとんど

ないが，かつてはこのようにかなり利用していたの

である.

3. ~農業図絵』にみる大唐米
たいとフめし

前項の大唐飯のなかで江戸中期の北陸の金沢近

郊を舞台にした農書『耕稼春秋~ (土屋 1707)に触

れた.これと同じ著者によって彩色の年中農業作業

の図絵『農業図絵~ (土屋 1717)が著された これ

は『耕稼春秋』に沿って年中の農作業や農民の生活

の様子が生き生きと描かれた彩色図絵である. 近

年には『農業図絵』の解説書である『農業図之目録』

が新たに発見され，~農業図絵』の魅力がさらに高

められている(1青水 2005). 

ところで， ~農業図絵』の原図は失われ，少なく

ても 4種の写本が現存していることが知られている.

個人蔵 1 (以下桜井本と記す)，個人蔵1I (以下有

沢本と記す)，西尾市岩瀬文庫所蔵(以下岩瀬本と

記す)そして神奈川大学日本常民文化研究所所蔵

(以下常民文化本と記す)の計 4冊で，それらの系

譜に関する論考がなされている(清水 2005，武井

2008). なお，最初の桜井本だけはこれを底本とし

た復刻本があり(1青水 2005)，このために『農業図

絵』というと一般には桜井本を指すことが多い(注

4) 
だt、とうまl、 たい

さて， ~農業図絵』の(陰暦)八月には大唐米(太
とうごめ たいとう

唐米，太唐)の収穫の様子を描いた 2枚の図絵があ

る.しかし，写本によってこの図絵の詳細は異なる.

このことに関してはすでに論じられているが(武井

2011) ，筆者らはそれとは異なった見解を有してい

るので以下に記す桜井本以外の有沢本，岩瀬本お

よび常民文化本は同一系統の写本なので岩瀬本を

代表として，ここでは桜井本と岩瀬本との違いにつ

いてみてみよう.

図2は桜井本からのもので，右図には“八月の中 ・

下旬の大唐米の刈り取り"であり ，それに続く左図

は“大唐米の脱穀"である.他方，図 3は同じ箇所

を岩瀬本から転載したものである.

図2 個人蔵(桜井本)の『農業図絵』にみる大唐米の収穫および脱穀の図画(i育水 2005)
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図 3 岩瀬文庫所蔵『農業図絵』にみる大唐米の収穫および脱穀の図画

大唐米の刈り取りにおいて桜井本では鎌を持っ

た一人の農夫が畦にいるのに対し，岩瀬本では田ん

ぼの中に鎌を持った二人の農夫がいると ころが異

なる大きな点である.

また，大唐米の脱穀においては桜井本では家の中

で女性が臼を横にして稲を打ちつけて籾を落とし

ている.しかし，岩瀬本では臼を真っ直ぐに立てて

打ちつけている

これらの場面を解説する『農業図之目録』には次

のようにある.

(八月 田方)

一中旬下 旬 太 唐刈
[明カ)

其当座に家へ取入て打落 拐干米に仕る

第一百姓日食物也 所により太唐田畦の廻りに

不植百姓あり 太唐植れハ米減る故不植太

唐は別して加州、|に多く植る 田に二篇通もう

ゆる

一 太唐其日に家へ取入て籾を打落籾を干て

米にする

打とハ 臼に当て穂を打落す

『耕稼春秋』の記載内容を含めて，ここに記され

ていることは次のように解することができょう

大唐米(太唐米)は普通稲が植えてある田んぼの

畦際に 1条植えで行うのであるが，加賀では特別に

2条植えを行うことが多い.2条植えは l条植えの

内側の普通稲の l 列目と 2~lj 目の稲株の聞にもさら

に植え付けるのである.いずれにしても，早稲で食

味が劣った大唐米は年貢米となる普通稲に先だ、っ

て畦付近から刈り取り，農民自身の端境期の食糧と

すること が認められていた しかし，場所によって

は大唐米を構えるとどうしても普通米の収量が減

るので畦沿いの大唐米の作付けを行わない農民も

いた

脱粒性が強い大唐米は刈り取り後その日のうち
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に家に運び込み，臼に打ちつけて脱穀する.その後

籾を干して，次に籾摺りによって米にする(注 5). 

このように考えると大唐米の刈り取りに関して

は岩瀬本(図 3の右図)ではなく，桜井本(図 2の

右図)の方が正しいと考えられる.田んぼの真ん中

での大唐米の刈り取りは考えられないのである.

ただし，両国において畦際の 1~2 条の大唐米が明

確に描かれていない欠点がある.たとえ農業を良く

知った絵師であっても田んぼに混植された普通稲

と大唐米を明瞭に区別して描くことは難しいこと

が容易に考えられる.しかし，畦際に大唐米でなく，
Tけ あぜひえ

祥を植えたものが畦稗であるが，これを刈り取る図

絵においては普通稲と畦稗がはっきりと区別して

描かれている.

次に，大唐米の脱穀の際に打ちつける臼の置かれ

方に関しては桜井本(図 2の左図)と岩瀬本(図 3

の左図)のどちらが適しているかは断定できない.

脱粒性が強し、大唐米の脱穀は一般には打ち台に打

ちつけて行っていた(小川・猪谷 2011c，神谷 2011). 
むしろ

その際には打ち台の下には広く蓮などを引き，そ

して打ち台の向い側の 3方にも蓮を張り，飛散する

籾を集めたのである.したがって，岩瀬本(図 3の

左図)のように臼を立てて，自の内へ打ちつけたと

しても外へ籾が飛散しないように脱穀することは

難しい.脱穀した籾は集めて，臼に入れて杵で掲い
のぎ み

て，1::などを取り，箕で選別し，日に干すのである

(注 6).なお，この種の打穀法は現在でも東南アジ

アの地方などでインデ、ィカの脱穀風景として見ら

れる

臼がどのような状態にあったとしても，そこに打

ちつけて脱穀したのであるから飛散した稲籾を集

める蓮などの備え付けが必要であり，桜井本，岩瀬

本ともにそれらが正確に描かれていないと考える

べきであろう. ~農業図絵』にはこのような欠陥が

他にも何ヶ所か見られる.例えば，千歯扱きの千歯

の鉄の歯を描くことが忘れられているものがある.

3. W料理無言抄』にみる大唐米

江戸中期の『料理無言抄~ (舟木 1729)は加賀藩

の前田家の料理人が著した料理書である.そこに大

唐米があり，現代文に直すと次のようになる.

大 冬 米 赤 米 一 名 紙

白米とするには籾を鍋に入れて 水を少し加

えて蒸す そして乾した後臼で磨る そうす

れば米が砕けない 大唐米には白色系と赤色

系の 2種があるが赤色系が多く 白色系は

少ない この稲は中国から渡来したものなの

で 大唐米という ウノレチ以外にモチ米もあ

り ともに切血を補う
たいとうめし

大唐米は大唐食菓子香煎造酒紅切と

して利用する

この記述について解説を加えよう.大唐米を大冬

米としているがこの呼称が不適であることについ

てはすでに論じた(小川|・猪谷 2011a).また，赤

米の別名としての紙とあるが正しくは紙であって

(小川・猪谷 2008)，古くは 13世紀の漢和辞書の
キ

『字鏡集』に紙は赤米とあり，その後も中世から江

戸期にかけて種々の版がある『倭玉篇(和玉篇u
さらには江戸期の『合類大節用集』や『和爾雅』に

も記されている.江戸期の農書類にもまれに赤米の

別名として使用されている.

長粒のインディカの大唐米を掲精する前に籾を

前もって蒸す，すなわちパーボイル加工することに

よって，その後の籾摺りや掲精の過程での砕米の発

生が抑えられることついてもすでに詳述した(小

川・神谷 2012).大唐米が“切血を補う"の意味が

よく理解できないが，出血に対して効能を発揮する
たいとうめし

という意であろうか.炊飯した大唐食(大唐飯)以

外に，大唐米の利用法として菓子類，香煎そして蕎

麦切りに似た赤色の紅切を挙げているのは理解で

きるが，酒造りについては問題である.インディカ

の大唐米は焼酎のような蒸留酒はさておき，日本酒

のような醸造酒には適さないとされてきた(小)11・

猪谷 2012).

『料理無言抄』は著者が当時の料理書などを渉猟

し，まとめたと思われる大部の料理書である.大唐

米以外に所々に興味ある記載があり，参考になるも

のが記されている.例えば，特に西日本で有名で
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わさ くらさんしょ

あった，但馬国養父郡朝倉産の“朝倉山槻"につ

いてはしばしば丹波国産と誤っていると指摘して

いる.正しくは但馬国の朝倉谷の 4~5 丁一面に生

えている名品の山搬のことである(注 7) たしかに

農書『清良記~ (土居江戸前期)には丹波山槻， ~諸

国名物往来~ (著者不詳 1727)や『諸国名物往来』

(千形 1824) にも丹波名物の朝倉山槻と誤って記

されているので注意が必要である.

いわさきかんえん

4 岩崎濯園が描く大唐米

江戸後期に刊行された『本草図譜~ (岩崎 1828)

はわが国最初の本俗的な植物図鑑であり ，約 2000

種の植物の彩色図は目を見張る豪華さである.本書:

が極めて貴重であることに衆目の一致することは

大正期および昭和期に違った台本を使った復刻本

が出版されていることからも明らかである(北村ら

1986-1991) 

『本草図譜』の巻之四十穀部には 10種余りのイ
せん

ネの図が収められ，その一つに“柚 たいとうまい

たうぼうし"すなわち大唐米がある(小)11・猪谷

2008).そこには赤い斑点の玄米の図が描かれ，ヤ

れは江戸時代唯一の赤米の玄米の彩色図である.説

明文には“梗ウルチにて赤色早く熟する物なり畑に

栽ゆ"とあり，早稲の陸稲としているが，大唐米は

水稲としても大いに栽培され，また嬬種もあり ，早

生以外の晩性のものも知られている

さて，著者のml園は本書に先立つ 10年前に『本

草図説』をまとめ，幕府に提出している(岩崎 1818，

八木 2011) (注 8). 78冊からなる「本草図説Jに

は約 1800種の植物が描かれているが，その配列な

どに未整理な所があり， 96巻 (92冊)の『本草図

譜』の下書き的な性格のものであった.~本草図説』

は刊行されず，現在までその内容はほとんど取り上

げられる機会はなかった.しかし，近年『本草図説』

を所蔵する東京国立博物館からデジタル化資料と

してウェブサイトで公開された

『本草図説』と『本草図譜』における赤米の大唐

米の図柄を比較したものが図 4である.左図の『本
せん

草図説』には“制 トウボウシ"とあり，説明文は

付いてない.また赤米の玄米の図が載せられていな

図4 岩崎瀧園著の『本草図説~ (左)および『本草図譜~ (右)に拙かれた大唐米
両者とも原図は彩色図ー『本草図説』は東京国立IW物館所蔵本， ~本草図譜』は国立国会
図古:館所蔵本(旧国安家政本)から転載
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い稲穂と茎葉の一部が記されているだけの外観か

らは赤米の大唐米であることは判別し難し、ためか，

右図の『本草図譜』では赤斑点を呈した玄米の図が

追加して挿入された.なお，~本草図譜』の赤斑点

の赤米は本来そのような玄米であったのか，あるい

は籾摺りの過程で玄米の表面の赤色の糠層の一部

が剥がれたのかは不明である(小川 ・猪谷 2012).

付け加えると， ~本草図譜』には他に大唐米につ

いて言及している箇所が 2ヶ所ある.巻之四十四

醸造部の“粥 しるがゆ"の項には 60種余りの粥

が列挙され，その一つに大唐米の粥で、ある“制米粥

たいとうまいのかゆ"がある.しかし，これらの各

種ごとの粥には詳説はなく ，また図版も付いていな

『五畿内産物図会j](大原 1813)の祇園香煎図 5

Jるち あわ せん

また，巻之四十四にはさらに梗 ，粟， f山などを
ちんりんべい

長期間倉に貯えた陳康米についての記載がある.こ

の柚も同様に大唐米のことである.陳鹿米あるいは

陳倉米というものは古来中国や日本で知られてい

たもので，戦時や飢僅時にそなえて長期間貯えられ

た米などである陳鹿米は本草学の分野では医薬と

しても評価 され，現在でもこの種の物が梗米として

滋養 ・緩和作用などを有する生薬の一つにある. を使用していることは気に掛かる点である.大錫米

(赤硬米)はわが国の他書では見当たらない用語で

ある.

しかし，室町時代から江戸時代にかけての『運歩
、ろはしゅフ かが〈しゅフ

色葉集 1~増補下学集 1 ~節用集大全1 ~合類節

用集』にある笑福儲さらには『七十一番職人歌合絵

巻』のたいたうもちなどの諾がある.これらの大錫

あるいはたいたうと先述の大錫米(大唐米)との関

連の有無は興味深い.

次に京都の名物の祇園香煎についてである.これ

については既報で詳述したが『五畿内産物図会~ (大

原 1813) に祇園香煎が図示されていることを新た

に見い出したここには山城国の多くの特産品が掲

載され，その一つに祇園香煎がある(図 5).香煎の

入った竹筒に貼られた紙片からは御香煎，憲法仁

(?) ，陳皮(?)，苗香右加減，原了郭などの文字

が読み取れる(注 9).この図には次の 3題の狂歌が

添えられている.

江戸時代の香煎についての追記
ニうせん

江戸時代における香煎，特に赤米の大唐米から

造った香煎についてはすでに詳しく記した(小川 ・

猪谷 2011b) その後見い出した江戸期の香煎に関

する史料から 2件を紹介しよう

まず，江戸前期の本草書の『食用簡便~ (躍 1687)

には次のようにある

5 

ヲ、ムギ

大褒ヲ合

コガンヲ、ムギモチコメ ガツ コ アァュ

菱金 大麦卜嬬米ト合シ粉ニナシテ熱湯ニタテ¥

服ス
カウセン ウイキヤウ ヨタイニノ タイトウゴメ

香 煎苗香菅直仁大錫米
フ ノム

シ粉ニシテ熱湯ニ振リテ飲"

山槻

本書には別に大暢米(赤硬米)を挙げ，そこでは

大唐米の効能だけが記されている 『食用簡便』は
だいとう

料理書としても評価 されている史料であるが，大唐

米(太唐米)の代わりに大腸米(赤硬米)という語
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冥土にもあらぬ祇園の

茶庖にはいずれを見ても

かうせんの客

風前のちりの粉

ならんあきなひと

ナ 突雲ニニノ¥ 与陪

諸方へうれし祇園香煎 車誕

富士ならぬ都のふじは名も高き

これは駿河路これは陸奥 湖水

第一首においては“香煎(こうせん)"と冥土を

意味する“光泉(こうせん)"を掛けているので面

白い.

なお，全ての祇園香煎が江戸期を通して大唐米か

ら造られていたわけで、はなく，時期や販売庖によっ
うるち

て他の原料の大麦や綬の普通米からの製法があっ

たようである.

注1.図中には，次のようにある.

タイトゴメ 柏島方言

此者亦本地ニ在リ然レドモ瀕海ノ地ニ限リ生ジ

敢テ山地井ニ原野ニ見ズ

タイトゴメの横に記された“記入スミ"とは当時，

牧野は全国の植物名の方言を調査しており，その

データとして記録済みという意味である(高知県立

牧野植物園 田中伸幸氏からの御教示). 

注 2.~村松家司1111 によると，大唐米七分に普通米三

分の柚飯すなわち大唐飯がある他に，普通米玉升，

柚米(大唐米)二升玉合，小豆一升五合からなる小

豆飯がある.小豆飯は後には普通米玉升，柚米(大

唐米)二升，小豆三升五合の割合になったとある.

注 3.すいのう(水嚢)とはふるいの一種で食品を

すくって水を切ったり，だしを漉したりするための

もの

注 4.岩瀬本，常民文化本ともに『農業図絵』は『耕

稼春秋』内の別巻あるいは付図の形で収められてい

る.本報で使用した岩瀬木の図絵は西尾市岩瀬文庫

所蔵『耕稼春秋11(7巻図 2巻)の図巻からの転載で

ある.

注 5. 次項で述べるように，九州|の薩摩地方などで

は打穀法によって得られた大唐米の籾はただちに

蒸し，次に乾燥し，その後籾摺りによって米にする

ことがあった(小川・神谷 2012).しかし，このパー

ボイルド・ライスの製法による大唐米の調製法は北

陸地方では流行らなかった.

注 6.~耕稼春秋』にはこのようにあるが，大唐米は

当時の普通稲と違って苦は無かったため，特に苦の

除去は必要でなかったであろう.

注 7現在の兵庫県桑長者X晶背うの朝倉地区の原産

で，実が大きく，香りが強く，練が無いなどの特長

を有する山楓で，食用・薬用として古来有名な品種

である.

注 8.江戸後期に同名の『本草図説』が他にもある

ので注意を要する(高木江戸後期，竹内江戸後期). 

注 9.香煎の横の紙袋には“みすやはり"とある.

これは江戸期から現在に至るまで知られる，京都の

伝統工芸品の“みすや針"のことであろう.

謝辞

所蔵する資料の使用を許可していただいた，高知

県立牧野植物園および西尾市岩瀬文庫に深謝致し

ます.また，資料の閲覧の機会をいただいた神奈川

大学日本常民文化研究所にも謝意を表します.

引用文献

浅野高造享和 3年 (1803).素人包丁初編(吉井始子

1980.翻刻江戸時代料理本集成第 7巻.臨川書庖).

麓桂洲貞享4年(1687).食用簡便(吉井始子編 1980.

食物本草木大成第 6巻.臨川書庖). 

千形仲道文政 7年 (1824).諸国名物往来(海後宗匡・仲

新編 1967. 日本教科書大系往来編第 10巻.講談

社). 

土居水也江戸前期.r青良記(日本農書全集 第 10巻.1980.

農山漁村文化協会). 



i 

小川|・猪谷:赤米こぼれ話〔その 16) 57 

英俊ら文明 10年一元和 4年 (1478-1618).多聞院日記〔竹

内理三編 1978.増補続史料大成第 40巻(多聞院

日記三).臨川書居 270頁). 

舟木安信享保 14年 (1729).料理無言抄.国立国会図書

館所蔵.

博望子宝暦 14年 (1764).料理珍味集(吉井始子監修

1977. 江戸時代料理本集成 3-2 料理珍味集 臨)11 
書底).

岩崎港園文化元年 (1818).本草図説.東京国立博物館所

蔵.

岩崎港園文政 11年 (1828).本草図譜(目安家旧蔵本).

国立国会図書館デ、ジタル化資料より転載.

神谷美和 2011.わが国におけるインディカ型稲の打穀法

についてー筑後久留米落の大唐米栽培と四季耕作図

絵馬を中心に一.比較社会文化研究 30: 37-48. 

狐松庵養五郎編延享 3年 (1746).黒白精味集〔松下幸子・

吉)11誠次・山下光雄 1988.古典料理の研究 (13)~黒
白精味集』について.千葉大学教育学部研究紀要 第

2部. 36: 307-346). 

北村四郎・塚本洋太郎・木島正夫 1986-1991.本草図譜総

合解説第 1-4巻.同朋舎出版.

牧野富太郎 1885.牧野富太郎の日記(明治 18年 10月 29

日).高知県立牧野植物園・牧野文庫所蔵資料.

牧野富太郎 1891.日本植物志篇第 1巻第8集.敬業

社. (再録;牧野鶴代編 1969 精選牧野植物図集.

学習研究社)• 
牧野富太郎 1939. 園芸植物頭談(其 11) 実際園芸 25: 

1253-1262. 

宮永正運寛政元年(1789).私家農業談(日本農書全集

6巻. 1979.農山漁村文化協会).
第

村松標左衛門寛政 11年一天保 12年 (1799-1841).村松家

訓(日本農書全集 第 27巻. 1981.農山漁村文化協

会).

小川正巳・猪谷富雄 2008.赤米の博物誌.大学教育出版.

小川正巳・猪谷富雄 2011a.赤米こぼれ話〔その 11).農

業および園芸 86(3) : 319-328. 

イサ11正巳・猪谷富雄 2011b 香煎の歴史農業および園芸

86 (9) : 918-929. 

小川正巳・猪谷富雄 2011c.赤米こぼれ話〔その 12).
農業および園芸 86(11) : 1070-1077. 

小川正巳・猪谷富雄 2012.赤米こぼれ話〔その 13).農

業および園芸 87(1) : 3-10. 

小川正巳・神谷美和 2012.江戸時代のパーボイル加工米.

農業および園芸 87(9) : 888-893. 

大原東野輯録文化 10年 (1813) 五畿内産物図会(早稲

回大学図書館所蔵)(日本名所風俗図会 16 諸国の巻

1. 1982. 角川書庖).

清水隆久校注・執筆 2005.農業図絵.日本農書全集 26.
農山持者、村文化協会.

高木春山江戸後期.本草図説.西尾市岩瀬文庫所蔵.

武井弘一 2008. I農業図絵」の系統性.民兵マンスリー

41 : 8-16. 

武井弘一 2011.近世の百姓と米一金沢平野を事例に . 

地理歴史人類学論集 NO.2・47-56

竹内又玄江戸後期.本草図説.

土屋又三郎宝永 4年 (1707).耕稼春秋(日本農書全集

4巻. 1980.農山漁村文化協会).
第

土屋又三郎享保 2年 (1717).農業図絵(前掲;清水隆久

校注・執筆 2005.農業図絵).岩瀬木については注4
に記した.

著者不詳寛永 20年 (1643).料理物語(平野雅章 1985.

原典現代語訳日本料理秘伝集成第 1巻.同朋舎出

版)

著者不詳享保 12年 (1727). 諸国名物往来(海後宗臣・

仲新編 1967 日本教科書大系往来編第 10巻講

談社).

著者不詳享和 2年 (1802) かでもの〔高垣順子 2009.

米海藩刊行の救荒書『かでもの』をたずねるー「かて

物」・「か手物」そして「かでものJ-.歴史春秋出版).

八木正白 2011.Bibliotheca Japonica (162)岩崎港園著『本

草図譜~ 92冊木版手彩・筆写本の予約出版日本古

書通信 76(6) : 35. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

