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赤米こぼれ話 〔その 8J 

小)11 _正己*猪谷富雄キ

〔キーワードJ:赤米，出羽，木簡，下総，大唐米，

トウコン，雑草イネ

はじ め に

わが国の赤米については飛鳥・奈良時代以来の長

い控史が知られている.本シリーズではその赤米に

関する諸資料から世間に余り知られていない興味

深い事柄や“こぼれ吉宮'的な話題などを取りとげ，報

告してきた.この一連の報告から，赤米から日本の

歴史の一端を窺い知ることができることが判る.本

報告は前報(小川・猪谷 2009)に続くものである.

1 赤米木簡二題

(l)萩たな赤米木簡の出土

飛鳥京跡や平城京跡などから赤米を記した木街

がすでに23点、出土している(小)11.猪谷 2006，2008).

それらの多くは地方から都へ送られた買納品

けられた札，すなわち荷札木簡である.荷札木簡に

は貢進元の国郡盟や貢進者名を記すことが原則で

あるので，記載内容から当時赤米が各地で栽培され

ていたことが判る.しかし，出土する木簡数から見

ると普通の米に比べて赤米の賞納例はずっと少な

し¥

近年金沢市西部の中遥サワ遺跡から新たに赤米

を記した木簡 l点が出土した(鴎 1) .本木簡の形

状は長さ 138mm，幅 17mm，厚さ 3mmで上端が

圭頭状，下端が貧IJ先状で，釈文は次のとおりである

(木簡研究 2007，奈良文化財研究所 2008).なお，

この古代荘調遺跡の近くでは8から 9世紀にかけて

の奈良の東大寺領の「横江荘 j の遺跡が発掘され

この赤米木簡は地方の荘掴跡で出土していること

が興味深い.木簡の上半分は完全に判読ができない

が，人名が記載されていた可能性が高いという(木

簡研究 2007) .したがって，これは荷札木簡では

なく，荘園管理に関連した品物のラベルに相当する

木簡，すなわち荘園を管理する建物である柱髪にお

いて赤米の量目を確認し，記載した後に廃棄された，

単なる付札木簡で、あったことが考えられる.この中

屋サワ遺跡近くの上荒屋遺跡からはこれに類似し

た木簡，すなわち人名+米の種類十米の量を記した

木簡が 10点以上出土している.そこでの米の種類

とは白米，玄米を意味する黒米あるいは単に米と記

したものである.

なお，中屋サワ遺跡からはこの赤米木館以外に荘

園の耕作権者の氏名と聞の面積などが記された文

議;木簡およびひらがなを練習した も出土

している(木簡研究 2003)

ところで，奈良時代の升量については多くの説が

提出されてきたが，最も信頼できるのは当時の l

は現在の 0.4升である (i翠剖 1993) .この説によ

れば上の木衡に記された五斗二升とは約 30kgに相

当する量であろうか.もっとも，荘園時代には荘園

で独自な析が使われ升の正味が異なる例もある

といわれている.

(2)赤俵とは赤米の入った俵か

奈良県明日香村の石神遺跡から出土した，飛鳥期

の木簡の表裏に次のように記されたものがある(奈

良文化財研究所 2008)

• ) I 俵

て い る寸法長さ 77mm，幅 21mm，厚さ 3mm. 

:檎・板目)

口部( )赤米五斗二升

(巴は欠損 1文字， ( )は字数が確認できない 『評制下荷札木簡集成Jl ( (独)文化財研究所・奈

欠損文字) 良文化財研究所 2006) の解説にしたがい，本木簡

について見てみたい.残念ながら表裏とも文字の欠

すでに知られている 23点の出土木簡と異なり， 損がある.不鮮明な文字については残聞から推定す
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ると上記の釈文となる.表面の“)11嶋五十"に続いて

“戸"があるはずで，“)11嶋五十戸"となる.“五十戸"と

は飛鳥時代の 7世紀後半に使われていた用語で，す

ぐ後の時期からの“郷"や“皇"にあたる.当時の行政

組織を表す用語は国・評(郡) ・五十戸(郷，畏)

であった.さて，“)11嶋郷"は山城国，阿波国にあ

り，“)11島郷"は陸呉国，阿波国，筑前国にあり，ま

た『尾張国風土記』には尾張間葉楽部河沼郷川嶋村

もあるので，木簡の“)11嶋五十戸"はそれらのいずれ

かの国に属することになる.なお，“五十戸"が見ら

れる，飛鳥期の木僚は 100点余り知られている.

裏面の“赤俵"の赤と俵の文字聞が少し空いてい

るのが気になるが，赤米が入った俵を意味すると考

えられる.責進物の赤米の俵にイ寸けられた荷札木簡

である.白米一俵，俵五斗，俵一石など“俵"の文字

が記された木簡は 200点以上出土しているが，“赤

俵"と記されたものはこの石神遺跡出土の 1点だけ

である.なお，現在の 2斗に当たる 5斗入り俵が当

時一般に運送の際に l人が運ぶもので，罵に運ばせ

る駄量の 1駄とは 3俵(現在の 6斗)となる.

7世紀の飛鳥時代に赤米の賞進を記録した荷札木

簡は尾張関および美濃聞からの2点さらに賞進元が

不明であるが石神遺跡からの 1点があるので(小

) 11・猪谷 2008)，ここに新たに取り上げた木僚の“赤

俵"が赤米の俵の意とすると 4点目の木簡となる.

2 大麿米の読み方

中世にわが国へ渡来し，近世にかけて西日本で広

く栽培された大唐米の多くは赤米で、あった.かつて

大唐米は何と読まれていたのであろうか.大唐米は

別名「私Jとも表記されたが，近世の多くの史料に

は大唐米および柚にタイトウゴメと読める仮名が

振られている.まれにタイトウマイというものもあ

る(岩崎 1844) いずれにしても中世から近世に

かけて大唐米はタイトウゴメ・タイトウマイであっ

て，濁音を使ったダイトウマイ・ダイトウゴメでは

なかったのである.

大唐米の大唐とは中国の尊称・美称であるが，こ

の大唐も古くはタイトウと清音であってダイトウ

で、はなかった.これらのことは近世初頭にポノレトガ

ル人の宣教師達によって刊行された『日葡辞書』

(1 603~1604) によっても明らかである.そこには

Taitogome， Taitるの項自があり，それぞれの語釈を

£主主主語

図 l 中屋サワ遺跡出土の木簡

木係研究 2007

お本語訳にすると次のようになる(土井ら 1980). 

Taitogome タイトウゴメ

トウボシに向じこれは Cami(上)だけに用

いられる語討1)

Taitるタイタウ

シナの国.

大唐米がJjIJに太唐米と表記され，また別名太米・

末縞とも言われたのは大唐米がタイトウゴメで

あって，ダイトウコメでなかったからである.江戸

時代の天保期に次のような問答歌がある(前回

1964) 

武士にあらずしてたいたう米といふがし、かに

振りまはさねど太刀魚といふがごとし

ここにおいても大唐米の大唐はダイトウではな

く，タイトウであるから帯刀(タイトウ)とを兼ね

注 1) Cami (上)とは Ximo (下)の九州地方などに対する

用語で京都・大坂方箇を指す.
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ているのである.

しかし，江戸末期から明治期頃にかけて中国を意

味する大唐はダイトウとも読まれ，現在では主に夕、

イトウである.同様に伺じ頃から大唐米がダイトウ

ゴメ(ダイトウマイ)とも読まれるようになったよ

うである.大唐米をダイトウゴメと読むのは誤りで

あると記述した明治期の辞書があるが，その後徐々

にタイトウゴメとともにダイトウゴメ(ダイトウマ

イ)の読みも併用されるようになった しかし，現

在の主な国語詩書・辞典類において大唐米は古くか

らの読み方であるタイトウゴメ・タイトウマイの読

みの項目だけが取り上げられている.

3. 下総国の赤米の大麿米

天明 5年 (1785年)の下総閣の安食村(現

郡栄町)の卒魁を記録した『安食皐越物語Jl (勝間

1822)によると大卒離のため通常の間構えができな

かったためであろうか，急きょ赤米の「とうぽしj

を取り寄せ，おそらく陸稲の直播きを意味するであ

ろう“陸蒋"を行ったとある.しかし，耐皐性の高い

大唐米の「とうぼし」をもってしても収穫するまで

に到らなかったという.

この史料の紹介を含めて，江戸期の下総国北部の

手賀F百周辺における赤米の大府米の作付け状況を

詳しくまとめた資料がある(高田 1990).近位の

拐頭以来手賀沼の干拓が行われ，現在ではその 8

は埋め立てられた 子拓当初の新聞は排水が悪く，

稲作には不適であったが，この地で“話弱"と呼ばれ

た，耐視性に富む大唐米が作付けされた.排水が良

くなり，熟由化するにしたがし、大唐米は普通稲へ転

換された.近世における大唐米が不良な水回あるい

は新規開墾の水回に先駆的なイネとしての役割を

果たした一例をここにみることができょう.17~18 

世紀のわが国における急激な人口増加に赤米の大

唐米は大きな役割を担っていたのである(斉藤

1988) 

さらに，近世の下総国における“唐籾"の詳しい作

付け状況をまとめた報告がある(爽西 2003，2008). 

下総国の村々に“唐籾"の記録が残り， {墨田において

広範囲に“唐籾"の湛水主主播栽培が行われてきたが，

ることに，それらの強湿自の黒土・泥炭土壌

は“たいとう土"と呼ばれた例もあったという.

大唐米が植え付けされた“たいとう土"ということ

である.明治前期に千葉県で夏・秋落ちが発生する

強湿聞が“ヤモイ田"あるいは“ニエ泊"と呼ばれたが，

これは近世の“たいとう土"の水田に相当するもの

であろう.奥西のまとめによると，近1:!t以降そのよ

うな湿田に漉応する栽埼法として“唐籾"以外に普

通稲の晩生種の密植栽埼があった.その晩生種の一

つに“悪伝(悪田)"という品種があったことは大変

興味深い.また，“唐籾"は耐湿性とともに耐皐性に

も優れていたために龍稲として栽培されていた記

録も 1村に残されている.

当然のことながら近代化とともに，不良回も排水

の良い上質問に改良されるにしたがって，明治前期

には米の品震が悪い“唐籾"とし、う大唐米はほぼ根

絶へと向かうのである.

4. 出羽畠の赤米と香り米

あか

東北地方の赤米の在来稲としては青森県産の赤

(赤室)，黒諸および白むろ，そして秋田県産の
ひやみ γ

冷水などの種子が国内のジーンパンクに保存され

ている.また，明治期以降に東北地方の各地におけ

る赤米の作付けの状況が主に民俗学の分野から知

ることができる.さらに湿って江戸期の農舎，たと

えば『耕作噺Jl (中村 1776)には“津軽米は元来赤

米であると言い伝えられている"とある.その他に

東北地方における赤米の普通稲への混生の問題も

いくつかの資料に見ることができる.

このようなことから，東北地方ではかなり古くか

ら赤米が栽培され，あるいは普通稲に混じって生育

していたことが明らかである.なお，これらの赤米

とは商日本で広範囲に栽培されていた大唐米系の

インディカ(インド型)の赤米ではなく，ジャポニ

カ(日本型)の赤米のことである.大唐米系の赤米

は東方地方では作付けされていなかったと一般に

は考えられているからである.

江戸時代の東北地方で赤米が栽培目的で作付け

されていたという興味深い話が出羽田にある.舞台

は現在の山形県主の市古;jJtS(字制送)にあたる場所

である.江戸末期から明治期に渡って，見聞したこ

とを書きまとめた『上山見開随筆Jl (管沼 1861~ 

明治期)に次のようにある.
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(現代語意訳) かつて小倉棚木では赤米を多く

作って，年貢米には小倉の赤米といって収められ

ていた.この赤米は早生で，山手ではこのように

平生を多く作っていた.しかし，近年は出林が開

け，気候も良くなったのでこのような赤米などは

作らず，車で、作っている品種を作るようになった.

またこのような山手での香り米の“じゃこうわ

せ"の作付けも少なくなった.

小倉の赤米については当時の農舎や地誌には記

録が残っていないので，これ以上の詳しい作付け状

況については分からない.ところで，本資料では上

山地方で従来から作付けされている積の品穫が“近

成"をはじめとして数多く挙げられている.その中

に早生の品種の“ケナシじゃこう早生"がある.ケナ

シとは毛無しすなわちせがないことを意味し，この

“ケナシじゃこう平生"は前述の“じゃこうわせ"と問

ーの品種であろう.なお，江戸中期の『米沢産物集J
(盛永・安田 1993) には現在の山形県長井市小出

に当たる場所で産出される香り米の品種の“疑香"

があり，また現在の山形市内に当たる志戸田村の延

享 2年の『出羽関村山郡志戸田村明細指出帳II (東

村山郡 1972) には早稲の“じゃこう"が記録されて

いる.このように，蔵王連峰の商麓近辺に位置する

上山，長井，山形市一帯には近i企中期頃にはすでに

“勝香"という香り米が広く栽培されていたのであ

る.近年山形の地などの特産品として“廊呑米"とい

う名の香り米が売り出されている.

全国的にみて，かつてジャボニカの赤米や香り

は冷涼な山際の地で栽培されていた例が多く知ら

れている.前iZsの出羽罰の山間部に栽培されていた

赤米や香り米もその一例であろう.現在でも

ではあるが各地で作付けされている香り米の栽培

環境はほぼ同様な傾向がみられる.

5. 江戸時代の南九州|

における 赤 米 の 支 給

江戸燃の南九州においては赤米の大唐米が広範

囲に作付けされ，庶民の生活に密着していたことが

良く知られている. w鹿児島藩の民衆と生活II (松

下 2006) に赤米の大唐米が特別時に支給あるいは

貸与された例がまとめられているので，それらを以

下に記してみたい

日向の高鍋藩では享保 6年(1721年)の凶作の捺

に鹿児島藩へ逃亡した農民 154人に対して赤米 10

石を貸与して，帰障させた.また，寛保 3年(1743

年)の藩の財政窮状の時に家毘団への手当てを支給

した擦に足軽や諸職人に対しては赤米8升を貸与し

た.さらに，安永元年 (1772年)美々津における

80戸が焼失した火事の際には被災した 1戸当たり

赤米 2斗を支給した.安政 5年(1858年)には入牢

した罪人の食料としてそれまでの 113赤米 2合を 3

合に増やしたという.

赤米の支給に関しては鹿児島藩の三島方御用船

においても船頭の飯米としては真米と呼ばれる普

通米が，他の船乗りの水手には赤米が支給された併

が知られているという.薩摩の特産品の黒砂糖を大

坂へ輪送するためにこの三島方御用船が使用され

た.同様な例は琉球からの使節船において船頭には

1日あたり真米 l升の支給に対して，水手には同じ

量の赤米で、あった.

このような記録に残る，赤米の取り扱いは実際に

は他にも数多くあったに違いない.当時普通米の真

米に比べて安価な，低級米の赤米が貧民向けや緊急

時の配給米で、あった.南九州の低湿地の水聞や陸稲

畑に広く作付けされていた，耐混性・耐早性に富ん

だ赤米の大唐米は真米とは差別化された下級米と

して取り扱われていたのである.

6 長野県産の雑草イネの赤米

トウコンはインヂィ力か

ジャポニ力か

1960~1970 年代にかけて長野市を中心した善光

寺平の乾田甚播栽培地帯にトウコンと呼ばれる赤

米が多発し問題となった(柳島 1965，宮島・高橋

1974) .当時栽培イネに混生したトウコンは脱粒性

が容易なため収穫物への混入はほとんどなかった

が，その生育量が大きいため栽培イネに対する雑草

害が問題であった.脱粒したトウコンの籾は高い越

冬性を持ち，深い土中からの出芽力に優れているた

め，毎年自生・繁茂し，訪除が隈難な雑草イネであ

る.

乾回直播の衰退とともによ記のトウコンの問題

は沈静化したが， 2000年代に入り議水底橋の普及と

ともに再び長野県の各地でトウコンの発生が

となった.赤米のトウコンは前田の雑草容の他に今
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回は収穫物への混入による米の品質低下も大きな

問題となっている.

トウコンの多発が問題となった研究初期の時点

においてすでに，トウコンがインディカかジヤボニ

カかの分類を正確にしなければならないと指摘さ

れていたが(富島・高橋 1974) ，一殻にはトウコ
たいとうごめ

ンは中世から近世に広く栽培されていた大唐米に

由来する，すなわちインディカの赤米として取り扱

われてきた.

しかし，最近の報告(赤坂・牛木 2006) による
ふもう

と籾の秤毛長，フェノーノレ反応および幼芽の塩素駿

カリウム抵抗性の 3穣を指標にしたインディカと

ジヤボニカの判別法からトウコンはジャポニカで

あるとしている.一般にインデ、ィカは籾の秤毛が短

く，籾のフェノーノレ溶液処理で揚色に変色し，塩素

酸カリウム搭液処理後の幼芽が被筈を受けやすい

という傾向があるのに対し，ジャボニカはそれらの

反対の傾向が強い.

トウコンのインデ、ィカ・ジャボニカの判別につい

ては他の形態的・生理的特性や他の品種との交配に

よる稔性の識査さらには遺伝子レベルでの研究に

よってさらに詳細が明らかにされよう.そのような

研究は，トウコンが大唐米系のインディカと栽培イ

ネのジャポニカとの交雑後代の可能性の有無を含

めて，トウコンの出来の解暁やその防除法にもつな

がる重姿なものである.

7. 近世における赤米混生の

防除法のー伊i

栽培イネに赤米が混生する問題は近世から明治

期にかけて多くの書物でとり上げられている.その

防除法として使用する種籾への赤米の混入訪止が

しばしば指摘されている.

ここでは史料としてはほとんど引用されてこな

かった『若林農書Jl (若林・若林 1689~1690) に

記載された赤米の混生について紹介しよう.本書は

江戸時代の地方農政投 2) に関する事項をまとめたも

ので，そのなかに青米および赤米の混生の防除法に

ついての記述が見られる.

青米は栽培法特に収穫法の改善によりその発生

を防げるとしているのに対し，赤米に関しては次の

注 2)flli去とは江戸時代に町方lこ対して農村を意味し，さらに

は筏村における民政一般を指した.

ように記されている.

一 赤米は地の難とはいへ共 元是れ百姓の微

力より致し 地普請せざるが故なり 此の如く

の池は王手く土砂をかへし 精を失わせしむべき

事

(現代語意訳) 赤米は，悪い土地の所為とはいえ，

百姓が貧しく，土地の改良工事をしていないため

に発生する.このような土地はできるだけ早く田

土を反して，赤米の精力(生命力)を失わせるこ

とである.

この記載内容は埋土種子からの赤米の再生を防

ぐことが重要で、あることを指摘しているように思

われる.これは前項で述べた，長野県の註播栽婿地

方における雑草イネの赤米(トウコン)の防徐状況

に合い通じるものがあるように感じられる.赤米の

混入に対するこのような対策が近泣から現在に到

るまで検討され続けたことは注目すべきである.

なお， ~若林農書』の雑草性の赤米とは江戸期に

西岡本で広く栽培されていた大唐米系のものでは

なく，ジャボニカの赤米で、あった可能性が十分に考

えられる.
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外国文献抄録

ラッカセイ残遣と稲わらのすき込みによるイネ収量と窒素利用効率の改善

五aewpradit， IV.， B. Toomsan， G. Cadisch， P. Vi tyakon， 

V. Limpinuntana， P. Saenjan， S. Jogloy and A 
Patanothai 2009. Mixing groundnut residues and rice 

straw to improve rice yield and N use efficiency. Field 
Crops Research 110:130-138 

東南アジアではマメ科植物とイネを基幹とした栽培様

式によって農地を有効活用している.ラッカセイはタイ北

東部で商品作物として広く栽培されており，イネの前作と

して 12Jlから 5月にかけて栽培されている しかし，収

穫されたラッカセイの残溢の大部分は農地外に排出され

利用されていない現状にある.マメ科植物は笈棄を多く含

み，残漆の利用は化学肥料の軽減や環境保護に有効的であ

るが，残澄のすき込みによって投入された窒楽源の分解が

速く，空気中に窒素酸化物として放出されるなど，イネの

田植えの待期には窒素源が残存していないという問題点

がある.そのため，残液中の窒素源を植物が利用できる形

態として土壌中に保持できるシステムを確立する必要が

ある

本研究ではラッカセイ残澄と稲わらを混合して土壌中

にすき込むことによる窒素の有効利用を図った.栽培はタ

イ北東部カーラシン県にて行った.ラッカセイ残澄からの

主主主繁栄養が後作のイネに与える影響を評価するために，

ラッカセイ栽培時の肥料の一部に窒素安定問イ立体吋を混

合して投与した.収穫後，イネ栽培用の肥料設計を行い，

(i)残澄投与なし， (ii)化成肥料 (38kg)， (ii i) ラッ

カセイ残澄 (120kg)， (iv)稲わら (25kg)， (v) ラッカセイ

残澄(120kg)，稲わら(12.5 kg) 混合， (vi) ラッカセ

イ残澄 (120kg)，稲わら (25kg)混合，の処理区を設け

栽培を行った.なお，カッコ内は 1haあたりに投与した

窒祭最に換算した仮である収穫後，地上部の乾物重なら

びに収最の測定を行ったところ，ラッカセイ残波と稲わら

を混合投与したい)， (vi)で約 20%高い値を示した.し

かし，この 2処理区間でイネの成長震に大きな差がみられ

なかったことから，稲わらのすき込みは (v) の量;で十分

であったと考えられる.これに伴い，イネ池上部に含まれ

る総窒楽会最も (v)，(vi)で高くなっていた.ラッカセ

イ残漆を投与した処理区で栽倍したイネ体内に含まれる

きま素安定問イ立体吋含援を測定したところ， (iii)に比べ

てい)， (vi)で約 25%高い値を示した.これより，ラッ

カセイ残澄を単独投与するよりも稲わらと混合投与する

ことで土壌中に還元された窒素を有効に利用できること

が示唆された.また，混合投与することで空気中に窒素酸

化物として放出された吋最が減少したことが確認された.

以上より，ラッカセイ残法と稲わらの混合投与が窒素の

有効利用に結びっくことが期待された.化成肥料の高騰は

農家の収入を減少させる.また，農地保全，環境保護の観

点から化成肥料の使用量を抑える必要がある.したがって，

本研究で示された結巣は農家の収入篠保と循環裂f農業の

確立に向けて有効であると考えられる.

(東京大学大学院農学生命科学研究科作物学研究室

川上陽)
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