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赤米こぼれ話 〔その 7] 

小 川 正 巳 *・猪谷富雄*

〔キーワード)アカダ、マ，赤米，コボレ，香煎，

高野山文書，回避び

はじ め に

わが国における赤米の麗史に関して従来の総説

などでは取り上げられなかった逸話的な話題ある

いは人々にほとんど注目されてこなかった史料な

どをこのシリーズで報告してきた(小)11・猪谷

2007) .またそれらは成書(小)11 .猪谷 2008)に“赤

米逸話"としてもまとめられている.ここにその続

報を報告する.

1. 1 5世紀の 紀 伊 国 の 赤 米

和歌山県には近年まで赤米や香り米などの在来

揺が栽培されていたことが良く知られている.紀伊

国におけるこれらの稲の作付けはかなり古くまで

遡れると考えられるが，赤米についてはこれまでは

江戸中期以降の史料に初めて現れるとされてきた

(盛永・安田 1987) .たとえば，江戸中期の『紀

州産物帳』には“紬稲 自制赤柚柏餅稲"とあ

り，少し時代が進んだ『紀州在回郡広湯浅庄内産物J
桟1)には“柚アカゴメ タイトウ赤白二種"とあ

り，さらには，後述するように大唐米系とは異なる

赤米の“アカダマ"についての記載もある.また，江

戸後期にまとめられた地誌『紀伊霞風土記Jl (仁弁

133 1839)には“刷、lの牟妻郡で栽培するキアカ(紀

赤)という稲は赤米の大膚米である"(現代語意訳)

とある.

しかし，これらを 300年以上遮った中世の赤米を

記述した文書が『高野山文書Jに収められているこ

とが新たに判った.紀伊国の南部には古くから荘園

が発達し，中世には高野出の支配下にあった.応永

10年(1403年)の南部荘における年貢の受け取り

の記録に“合わせて赤米十二石五斗・・・代銭十賞五

百二十三文"とある(高野山文書 1403).荘園の年

貢は現物納以外に貨幣に代えて納入する制度すな

わち代銭納もあった.南部荘の場合も現地の市で銭

キ県立広島大学生命球境学部 (MasamiOgawa， Tomio ltanil 

に換えて収められていた.この年貢銭紡の場合の換

算率が和市といわれたものである.

『高野山文書』にはさらに同年の南部荘の年賞受

け取りに“赤米十七石五三ト"と記したものもある.こ

れらの赤米とは当時瀬戸内梅沿岸の数カ所の荘闘

での作付けが知られていたインデイカ型の矢語呆

と|司種の米であろう.大唐米のほとんどは赤米で

あったが，中世の荘闘に関した史料において大唐米

あるいはそれに関連した名称でなく，このように赤

米と記されたものは珍しい.

2. 回遊びの稲と大唐米

旧遊びとは主に正月に行われる稲の豊作を予祝

する神事のことで，社寺の境内などで田打ちから収

穫までの一連の稲作の作業を模擬的に演じるもの

である.これらの神事は中世まで遡れるもので，~農

と回遊びの研究Jl (新井 1981)には全国の回遊び

が詳細にまとめられている.神事には歌と所作が伴

うが，現在ではそれらのあるものは行われず，もは

や人々の記't意からも失われてしまったものもある.

ここでは沼遊びの歌謡に現れる稲の品種と大唐米

との関連について述べる.

主として赤米からなる大蔚米は中世に大陸から

わが国へ渡来し，その後近世に到るまでわが国の稲

作および食生活に重要な役割を演じてきた.しかし，

大唐米の渡来の正確な持期や経緯は不明である.ま

ず大唐米は瀬戸内沿岸の荘闘などで作付けされ，そ

の後西日本を中心に広範囲に栽培されたとされて

いるが，園内における伝播の経路もよくわかってい

ない.中世の大唐米に関する史料はきわめて少ない

のである.

全匿の田遊びの歌謡に出てくる稲の品種は限ら

れている.その品種の一つに「節黒の稲j が主に田

植の歌に見られる.たとえば「節黒の稲」は“京か

注1)在泊朝日広湯浅は現夜の存尽1liI広川町・湯浅町に相当する

本史料の成立時期は未詳
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ら下る節黒の稲は・・・・"などとして山城，大和，近

江，三河，遠江，信濃，駿持そして武蔵毘の社寺な

どに伝わる回遊びに見られる.その他の諸匿には

「節黒の稲jの伝承は知られていない.大和の回遊

びの歌謡には“唐から渡る節黒の稲は・・・・"という

ものもあり，あたかも f節黒の揺Jは大陸から京都

へそして東海道を経て武蔵国まで伝播したかのご

とくである節黒の稲」そしてそれから変化した

ものとも考えられる「藤室の稲J や『田植草紙~ (著
めぐろ

者不詳中世)に見られる f目黒の稲j は収量が高

く，農民に好んで受け入れられた新品種で、あったの

だろう.

一方，大唐米は高収量で，罰対早性・耐湿性に優れ，

耐虫性もあったため，中世に短期間の内に広く受け

入れられたと考えられている.そこで f節黒の稲J

は大唐米の一穫であったのではないかとの考えが

提出されている(黒田 1983).しかし節黒の稲J

が唐→京→地方農村へ伝播した大唐米の一種で

あったと断定するには史料が少なすぎるように思

われる.

他方，悶遊びの歌謡には島根県斐川町の佐支多神

社のオンボウシ・コボウシ，埼玉県秩父市の福神社

のトウトウホウシ，福島県二本松市の広瀬熊野神社

のダイドウホウシの品種が知られている(新井

1981) .たとえば，広瀬熊野神社の場合には“一本

植えて千本になる，ダイトウホウシのはや早稲"と

ある.これらの品種名は“法師"に由来していると考

えられ，中世に見られる法師子という名の稲に直接

関連していそうである.当時わが留に在来していた

稲の大部分は籾の先にせを有していたのに対し，

たに導入された大唐米は主がない，すなわち毛が生

えていない坊主(法師)で、あったことから当時の法

師系の品種は大唐米(別名康法師)であったとの

説がある(安田 1981) . 

なお，付記するならば江戸中期の尾張障の春日井

郡および丹羽郡には“ふしぐろ"という晩生の稲が

作付けされていたが(著者不詳享保・元文期) ， 

それが上記の問遊びの「節黒の稲j と関連があるの

かどうかは不明である.

3. ア力ダマという赤米

赤米の代わりに赤玉という名称、が九州のある特

定の地域で使用されていた(嵐 1974) .さらに，

江戸後期の紀州、|の熊野地方(畔r=a 1848)や近代に

入つての島根県の石見地方(広戸・矢富 1963)に

おける赤米の別名のアカダマが知られている.この

アカダマという表現については赤米の呼称として

は少し違った意味で使浴されてきた歴史があるの

で，ここでそれをまとめてみたい.

前掲の紀伊国の産物帳向山、|在田郡広湯浅庄内産

物~ (著者不詳江戸中~後期)にはアカダマとい

う赤米のー穣が普通稲に混在するとある.この稲は

大唐米系ではないとあるので，短粒のジャポニカ型

の赤米と思われる.また，江戸後期に薩摩溶でまと

められた『成形図説~ (曽・白尾 1804)には紅玉と

いう赤米があり，“農人ハその苗を見知り革引きと

きに抜去なり"と記されている.雑草として駆除さ

れるこの赤米は籾およびせがきわめて赤色を呈す

る以外に茎葉部や籾の形状は普通稲に類似してい

るとあることから大唐米系とは異なったジャポニ

カ型の稲と考えられよう.

江戸末期の常陸国の農書『菜園温古録~ (加藤

1866)には赤玉について次のようにある.

赤玉は択て穏に申さジるは皆赤玉に成て籾面

より波透り紅く見ゆるもの也又旭に出て択べ

ばよく見ゆると云

前段の部分を現代語訳にすれば“赤玉を択(選)

んで、種子にすればすべて赤玉に成って…"となり，

“普通稲の種子に混じった赤米を穏子にすればすべ

て赤米になる"と解されるのではなかろうか.

さて，岡山県北部の山間の村々では第二次世界大

戦前頃まではジヤボニカ嬰の赤米が栽培されてい

たことが知られている(佐藤 1980，陪山県史編纂

委員会 1983).その耐冷水性の赤米は冷水悶ある

いは冷水の掛かる水口付近で作付けされていたが，

普通稲に混じって赤米が混生したり，あるいは収穫

した普通米に赤米が混入したりすると“赤支がと

ぶ"と言われていた.

このように，各地で普通稲に混じって生える赤米

をアカダマと言ったことが近世以降の記録に散見
とぴあか

されるのである.また，赤玉に関連して飛赤と呼称

される赤米が知られている.これは赤米と普通米が

合い半ばして混じりあった米のことで津山の飛赤

米・飛赤餅米(問中 1748，著者不詳江戸後期)や
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豊後の飛赤(杉野 1802，浜松江戸後期)などが知

られている.

4. 幕藩体制下で の 赤 米 の 薄 日 減

中世にわが国へ導入された大唐米のほとんどは

赤米で，早稲であった.湿図や新たに開拓された新

田など稲作に適していない場所で安定した収量を

上げることができた赤米(大庭米)は中泣から近世

にかけて預呂本で広く栽培された.しかし，日本人

の口に合わないインディカ型の赤米は食味が劣る

ため廉価で，一般に下層階級の食べ物であった.江

戸時代に入札幕藩体制の下で年賞を取り立てる領

にとって農民の大唐米の作付けは矛盾を含む

もので、あった.すなわち，謝湿性・樹干性に優れ，

虫害にも強いといわれた大唐米の作付けは安定し

た年貢の徴収にとって適していたが，市場での換金

の際普通米に比べて価格の低い大唐米は好ましい

もので、はなかった.

この其{体本的な一例として佐賀落に医を向けてみ

よう5.延宝 4年(1676今年三)から天保 1ロ2年(18剖41年)

にわたる{佐左賀毒溶華の米相場は普通米にくらベて赤米

は数%から 2加O数%1ほまど
藩としては少しででLも高値の普通米の作付けが望ま

しかつたが，赤米からの普通米への転換の促進は天

候不良などによる不良国における米の減収の危倶

を伴った.西日本の他務では江戸期のある時期に年

貢米としての赤米を禁止した所もあったが，佐賀藩

は承応 2年(1653年)赤米による年貢米納入を全体

の30%以下と制限した(小宮 1991) .その後の記

録によると事保 10年 (1725年)には赤米の占める

率は 21%で、あったが，新聞の熟由化や波田の車七回化

など水田の改良および稲作技術の進歩に伴ってそ

の割合は漸減し，江戸後期の天保 13 年(1842 年)~

安政元年(1854年)には11%となった(法橋 1981).

このような年貢米における普通米と赤米の割合は

揺の実霊的な作付面積や総収量を反映していると

考えられるので，佐賀藩においてもすでに江戸中期

頃から赤米の作付けの漸減が始まったと考えられ

よう.明治時代に入り佐賀の赤米の作付けが激減し

たことは(出回・大田 1967) ，他の全国各地にお

ける状況と同じである.

5. 江戸後期の髄筆『海銀』に

毘る赤米

かし、ろく やまさき上しし tデ

『海録Jは江戸の随筆家の山崎美成が著した一大

考証随筆である(山田江戸後期) .彼は文政 3年

(1820年)から天保8年(1837年)の 18年開に多

くの書物を渉猟し，その中から故事・ことわざや難

解な語句を選び出し，さらには巷間の興味ある話題

などを加えて，合計 1，700余りの項gについて解説

した.その巻の六に次のような赤米に関する記述が

ある.

唐土の米 金銀米穀吾邦世界第一とす唐

土の米尤も悪し (・・if1tlt/の2jさが f!算見'1，

f原摩書Jにあ{3if/s1!Iォモ， P.六オモjごついで釘L-. .) 桃

花米といひ赤米といふ その米の赤きをしる

べし吾邦の米穀尤も下品なる あかき米

の多きをもてしるべし

(括弧のノレピは筆者らによるもの)

中世に渡来し，江戸期にかけて関東・北陸以西で
たいとうごめ

広く栽培されていたインデ、ィカ型の赤米の大唐米

は主に農民や貧者の食べ物であり，江戸後期になる

とすでに一般に最も下等な米との評価が定着して

いた. ~海録』の著者はおそらくこの大唐米のこと

を念頭に置いて，次のように考えたのである.

日本の米の品質が世界ーであるのに対し，唐

土(中国)の米は最も下等で、ある.その理由は，

史料から暁らかなように中閣の米といえば桃

花米あるいは赤米である.桃花米そのものも赤

米である.わが国では最も低品質の米ほど赤米

が多い.

当時の中国の主要な米が赤米であったとは考え

られない.また，赤米か白色系の米かは別にしてわ

が国において不評であった大唐米系の米を中国で

は一般に食していたからといって中留の米の品質

は最悪であるとは言えないであろう.上記の記述内

容はかなり短絡的で国粋的な考察である.宮本人に

とって在来の米のジャポニカに比べて，ロに合わな

いインディカの米である大唐米の品質が下等であ

るという考えはあくまでもわが国の国内における
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判断に過ぎないことは言うまでもない.

6. 赤米とコボレ

かつて越後や信濃閣において英語菜(太唐米)は

俗にコボレとも言われていた.インディカ裂の長粒

の大唐米の多くは赤米であったが，きわめて脱粒し

やすいためにコボレと名付けられたのである.信越

地方ではこの種の赤米は一般に普通稲を植えた田

んぼの周辺の畦畔沿いに 1~2列で横えつけられた.

畦畔から手を差し伸べて植え付けしたのであろう.

これをサシコボレ(三条・裏館村)，コボレサシ(越

後・魚沼郡)，大唐ザシ(富山)などといった.こ

のコボレに闘しては江戸期の史料をまとめて明治

中期に刊行された『越後風俗志~ (大平 1895) に

は次のようにあり， 越後の大唐米は現在の群馬県

の沼田産であるとしている

ぬまたへん いで あぜきは うえ

又上野国沼田辺より出し畦際に植るー穣の稲

毛あり 籾の根脆きゅへ コボレト名く

大唐米には赤米の他に白企系のものもあったた

めに赤コボレと白コボレと区別する言い方もあっ

た.一般にコボレは早生で，普通稲より約 lカ月早

く稔ったために端境期に農民の自給米として手Ij用

されることが普通であった.脱粒性に富むコボレは

台などに叩きつけるだけで容易に脱穀ができた.こ

れはコボレショウギともいった(柳田 1937，1947~ 

1948) .江戸中期の加賀田の金沢郊外における農事

嵐景を描いた『農業関絵~ (土屋 1717)には 2人

の女性が収穫直後の大唐米を横にした自に打ちつ

けて脱穀している図絵が収められている.

しかし，コボレは収穫前に台風などの強し、風に遭

うと脱粒し，減収となる恐れがあった.また，刈り

取りから脱穀までの過程で脱粒しないように丁寧

に取り扱う必要があった.刈り取り直後に稲株を天

日子しするのではなく，脱穀後の籾を天日干しする

のである.

田んぼの畦畔沿いに植えるものにはコボレ以外
ひえ

に稗もあった.普通稲に対して規格外のコボレや稗

について“こぼれと稗は作の外"(魚沼郡)という諺

があったという.コボレの米の食味は非常に劣って

いたが，炊き増えするという利点があった.そこで

普通米にコボレの米を入れた繰叙が農民の食とし

て利用された.これはコボレカテとかトーコボシカ

テなどと言われたものである(柳田 1937，1947~ 

1948) 

信越地方において大唐米をコボレと呼ぶことは

明治前期頃までの記録に残っている.しかし，近泣

から明治期にかけてこの地域以外においては大唐

米以外の普通稲に多くのコボレという品穫があっ

た.江戸中期に調査された諸国の栽培品種を見ても

単にコボレという名称以外に頭に伊勢，伊賀，近江，

都，大和，四固などの地名が付いた，たとえばイセ

コボレ・イガコボレが作付けされていた.さらには

外観や早晩性から赤コボ、レ・自コボレ・早コボレ・

運コボレそして香り米であろうかニオイコボレな

どもあった(盛永・安田 1985~2003) . 

また，これらの脱粒性に富む性質とは正反対の性

質を有したコボレズという品種もあったことが知

られている.栽培地や栽培時期の違いによって，か

つてコボレとコボレズの品種をうまく使い分けて

いたのであろう.これに関して，幕末の尾張国の農

書『農稼録~ (長尾 1859)には当時の近辺で、流行っ

ている 33品穏をあげて，品種名の由来などを記し

ているが，そのなかに次のような2品種が見られる.

こぼれ 早稲にて粒こほる〉故の名

不盈 こぼれのうらなり

詩史料には“こぼれ"と読ませる品種名の漢学に

“零れ“塁走れ“盈れ“溢れn"あるいは“醗れ

る.しかし，本来盈とは満ちる・満たす，溢は溢れ

る・満ちる，また穣は翻の異体字で，翻す・覆す

という意味を有する漢字である.

7. 辞書は進化する?

辞書が進化するといっても最近の多機能を持つ

電子辞書の話ではない.辞書が改訂されると用語の

解説が変わる話である. 2008年に 10年ぶりに

辞苑』が改訂された(新村 2008) . 1955年刊行さ

れた『広辞苑』の第 l版から 50年余りを経た今回

の第 6版までの“赤米"の解説を見てみよう.

まず，第 1瓶(1955年)には次のようにある.

あかごめ{赤米}

①ひねて赤みを帯びた下等米.
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②米の古い品種で，粒の小さく細長く赤ば

んだもの.粘りなく消化し易く，病人の

食用などにする.大麿米(だいとうまし、). 

唐法師(からぼう

第 2版 (1969年)では①の解説に，“一代女凶「よ

そは皆赤米なれども，止ヒ方は播州の天主米J"の引

用文献が加えられる.なお，この“一代女"とは西鶴

の“好色一代女"のことである.さらに第 2版で変更

された点は②の大唐米および康法師の読みであり，

大唐米(たいとうごめ)および唐法師(とうぽし)

となる.これらの変更された大唐米および唐法師の

読みは最新版の第 6瓶まで続くことになる.

さて，この赤米の解説は第 3版 (1983年)，第 4

版(1991年)および第 5版(1998年)では次のよ

うに大きく変わるのである.

あかごめ{赤米}

①外来の下等米の一品種.小粒で味は悪いが，

炊くとよく増えるので，貧しい人々の間で

広く用いられた大唐米(たいとうごめ). 

唐法師(とうぼし) .一代女凶「よそは皆

赤米なれども，北方は播州の天主米J

②古くなって赤みを帯びた下等米.

このように第3版以降では第2版までの①と②の

解説が逆転し，“一代女"の赤米は大唐米・唐法師を

指すことになる.第 1，2版の②と第 3瓶からの①

の赤米とは中世に渡来し，江戸期には広く栽培され，

食されていた長粒のインディカ型の赤い米のこと

である.したがって“一代女"の赤米もこの種の赤米

で、あったと変更したことには首肯できる.

さて今般の第 6版 (2008年)には第 5瓶までの解

説に③の追加があり，③赤みを帯びた古代米，とあ

る. さらに目立所に古代米の新たな項白が設けられ，

次のようにある.

こだいまい{古代米]

赤米・黒米など，古代日本で食されていたと

される米.

たしかに，“赤米は古代米である"あるいは“古代米

は赤米である"の文言が近年巷聞に流布している.

地域起こしなどと関連して，商品名の一部あるいは

マスコミ用語としての古代稲，古代米という用語が

広く使用されているのが現状である.しかし，上記

の赤米の解説は学罰的には受け入れがたく，近代的

な交配技術による品種改良を受けていない在来稲

の赤米を古代稲あるいは古代米と呼称するのは誤

りである.したがって第6販の赤米の諾釈の③は“玄

米の表面が赤褐色を呈した米"とすべきである.

また，初版から第 6版を通して品種という用語が

使用されているが不適である.赤米とは形質上の分

類の一群であって，一つの品種ではない.

なお， Ir広辞苑Jの全版を通して赤米の呼称はあ

かごめであり，あかまいは採録されていない.この

ことは他の辞書・辞典類でもほぼ陪様である.赤米

をあかまいではなくあかごめと呼称する謹史的管

景についてはすでに報告済みである(小)11・猪谷

2006) . 

8. (続)辞書は進化する?

はったいあるいはこがしなどとも言われる香煎

は古来庶民の食べ物あるいは飲み物として広く知

られてきた.前項に続き， Ir広辞苑』の改訂にとも
ニうせん

なう“香煎"の解説を赤米に際連して見てみよう.ま

ず第 1版には次のようにある.

こうせん[香煎]

①大唐米(あかごめ)のこがしに，陳皮・

商香(ういきょう)などの香料をまぜ合

わせた粉.自湯に入れて飲む.焦(こが)

し.

②むぎこがし

こうせんとう{香煎湯香煎を湯で振出

したもの.

これに続く 1969年発行の第 2版でも香煎の説明

は同じであるが，白湯lこ“さゆ"と振り仮名が付き，

こうせんとう[香煎湯]の部分が削除されている.

1983年の第 3版， 1991年の第 4版でも仔細な点は

別にして第 2版と変わりはない.

しかし 1998年の第5販になると次のようになる.

こうせん[香煎]

①大麦・玄米などを;沙(し、)って挽いた粉.
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山槻や薬草の粉などを調会して湯をそそ

いで飲料とする.香煎湯.焦(こがし). 

②「むぎこがしj の別名.

さらに最新版の第 6版 (2008年)では次のように

なる(新村 2008)

こうせん[香煎}

①麦・米などを妙、(し、)って挽いた粉.砂

糖を混ぜてそのまま，あるいは水や湯で、

練って食べる.また菓子の材料に用いる.

はったい.いりむぎ.麦こがし

②出搬や薬草の粉などを調合したもの.湯

でそそいで飲む.香煎湯

このように第 lから 4版までの『広辞苑』には香

煎①の主材料が“大唐米(あかごめ)"となっている

のに対し，第 5版では香煎の主材料は“大麦・玄米

など"となった.これは非常に大きな変化である.

さらに第 6販では麦・米を材料にしたものと香料や

薬草だけを材料とした 2種の香煎に分類している.

その多くが赤米で、あった大窟米(太清米)から製

造する香煎のことが江戸時代の多くの史料に記さ

れているが，かならずしもすべて大唐米が主材料で

はなく，モチ米や大麦を使用したものがあったこと，

そしてさらにはそれらの穀類をまったく使わない

生薬類だけからなる香煎もあったことが最新版の

第 6版の解説となったのであろう.なお，現行の香

煎といえば麦こがしおよび香味料を加えた薬草類

からなる一種のハーブティーがよく知られ，改訂さ

れた第 6版の語釈にとくに違和感は感じられない.

それはともかく，中世から近世にかけて西日本で

広く栽培され，主として赤米であった大唐米が死語

に近い用語になってしまった感があるのは非常に

残念である.

9. 江戸期における

赤米からの香燕

じんりんきんもうず い

元禄期に成立した『人倫訪I[蒙図禁Jl(源三郎 1690)

は当時の公家から乞食までのあらゆる職業を鴎示

し，解説した興味ある書物である.元禄期の職業百

科事典ともいうべき本書には香煎を造る香煎師が

載せてある(国1) 香煎師が手にしているのは薬指

図 1 香煎を造る香煎師.
『人倫訪I[蒙図数~ (源三郎 1690). . 

で、妙った米や香料を細かくする鉄製の道具で，漢方

薬の寵合などにも使用されていた.香煎師の手前の

台の上に置かれている，いろいろな形をした容器は

出来上がった香煎を入れるものであろうか.留には

次のような簡単な説明文が付いている.

香煎師

祇閤香煎其名高し江戸浅草すは町柳屋糸桜

と名付

香煎， 53IJ名コガシ(焦し)は江戸期をとおして京

都の祇閣の名物で、あった. ~東海道名所国会Jl (秋

里 1797)には祇園の香煎崖の前の賑やかな返りが

描かれている(劉 2).また『京羽二重Jl(狐松子 1685)

や『日本国花万葉記Jl (菊本 1697)などには祇園

の 3J苫の香煎震が記録されている.その 1屈の流れ

をくむと思われる庖が現在でも祇園に香煎の専門

屈としてある.
たし、とうこ伊め

江戸期の多くの史料に赤米の大唐米からの香煎

の調合法や効能が記されているが，その中には本草
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関 2 京都祇障の香煎所ア郭
ιrん

石臼そしてたん笥の上:こ薬liJfがあり，壷そして竹僚に入っ

た香煎が売られている. w東海道名所図会~ (部分図)(秋

E主1797)

書として有名な『大和本草Jl (貝原 1709) や『重

修本草綱包啓蒙Jl (小野・梯 1844)があり，後者

には大唐米を煎って造った京都の祇園コガシのこ

とが記されている.

さらに『物類称呼Jl (越谷 1775) には江戸期の

名物として京の祇潤コガシの他に江戸には下谷の

池之端の香煎があると記している.この池之端の香

煎と前記の浅草諏訪町の榔屋との関連はよく判ら

ないが，柳屋の香煎が糸桜と名付けられていたこと

は興味深い.江戸彼岸(エドヒガン)の枝垂性の変

異種である糸桜(イトザクラ)は枝垂桜(シダレザ

クラ)とも言われ，とくに中世以降にはその名木が

各地に知られていた.赤米の大唐米からの，淡赤色

を呈した香煎湯が糸桜のイメージに合致したもの

であったとするのは考え過ぎであろうか.
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外国文献抄録

イネの献倒伏性に障する新しいターゲットおよびその台風時における影響

Ishimaru， K.， E. Togawa， T. Ookawa， T.託ashiwagi，Y 
"Iadoka and N. Hirotsu 2008. New target for rice lodging 
resistance and its effect in a typhoon目 Planta
227: 601-609. 

台風によるイネの倒伏は栽倍上の蚤要な|療等であり，収

量・品質の低下および労働力の樽加を引き起こし生産者

に多大な負担を与える.鮒倒伏性の強化に関して，これま

で育種ターゲットになってきた政丈や下位部の持し倒し

抵抗の改良だけでは倒伏を完全に防ぐことはできないと

の報告がある杭倒伏における上位部の役割については明

らかにされていなし1本研究ではコシヒカリの遺伝的背景

において，台風日時の而11昔j伏性に関するカサラス対立遺伝子

(lrt5)を持った準伺質遺伝子系統(使主主的に Slと名付

ける)を胤いて，イネの耐倒伏性lこ関する新しい育穏ター

ゲットとして上位部の役都について検証した.

2004， 2005， 2006年に Slおよびコシヒカりを供試し，

5月に播穣， 6月につくば(北総 36
0

)近くの闘場に移植

した.栽培管理は慣行に従った.収穫期にi也際から 40cm 
の高さで縫物体を切り離し，持俗lし抵抗，稗外径，草丈，

生意穂委主，穂重を測定したまた，台風通過後 1週間(移

植後 91日)に倒伏しなかった個体について，穂、首節下の

節間からヤング率を測定した後，セルロース合長，リグニ

ン含量，ケイ素含量，テ、ンフ。ン含;監を測定した.台風通過

後翌aには止築および止葉下第 1楽について相対的クロ

ロフィル含量を測定した.

Slはコシヒカリに比べて主主丈が有意に高く，下位部の

押{脅し抵抗に差がみられなかったにもかかわらず台風時

に高い耐倒伏性を示した.また，稗外筏，穏数，穂主主はコ

シヒカリと差がなかったことから， lrt5は耐倒伏伎を高

める一方で，他の重姿な農業形質iこ影響を与えないことが

示された

2004年 9月の台風でコシヒカリのほとんどの偲体は倒

伏したが， Slは高い耐傍i伏伎を示した.台風時の沼視に

よる観察によって，コシヒカリの上位部は完全に挫折した

一方で Slのそれは曲がらなかったことから，上位部の鐙

折が傍j伏を誘発することが明らかになったまた強い風雨

に加え台風時は挫折した上位部の重みにより近接した個

体が倒伏し，コシヒカリにおいてドミノ現象が生じた

Slの上位部におけるヤング率はコシヒカリに比べて有

意に高かった Slの上位部のデンプン合金はコシヒカリ

の 4.8倍高かった.一方で、セルロース含量， リグ、ニン合

主主，ケイ素合長はコシヒカリに比べて有意に低かったが，

これらの減少分がデンプン含量の増加に寄与したと考え

られる.このことから，上位部においてデンプン含量が増

加したことにより剛直性が強まり， ini;行部伏性が強化された

と考えられる.また， S1の止薬下第 1葉における格対的

クロロフィル含量はコシヒカリよりも有意に高かったこ

れらのことから，上位葉における老化抑制によるデンプン

の含量の鴻加によって台風時の船倒伏性が強化されたと

考えられる.

本研究によって，デンプン含量の増加による上位部の詞IJ

益性強化於草丈および下位部の押し{到し抵抗に代わる耐

倒伏性の新しい宵穏ターゲットとなりうることが示され

た.

(東京大学大学院農学生命科学研究科作物学研究室主

里子崎億泰)
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