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赤米こぼれ話〔その 13J

小)11正巳*猪谷富雄*

〔キーワードJ:赤米，赤早稲，大庭米，白楽天，

日本酒，荘国，太唐米，本土甫

玄米が赤褐色を呈した赤米はわが国では古く飛

鳥・奈良期から知られている.さらに中世に渡来し

(夫、話莱)を加えて，中役から近世にかけ

て赤米の栽培および利用はかなり広範囲にわたっ

た しかし，その実態については不明な点が多い.

本シリーズではわが閣をや心にした赤米に関した

興味深い史実や秘話dらには近年の話題などを断

片的ではあるが数多く取り上げてきた.昨今の赤米

ブームには赤米についての多くの誤解も流布して

いる.本シリーズが赤米の壁史の解明に少しでも役

立てれば幸いである.

1.室町時代の和泉簡の太唐米

中↑止の赤米の太唐米(大唐米)の作付けは丹波・

紀伊・播磨・備前・讃l峻・土佐で知られている.日

間:紀初頭の丹波関大山荘のものが初見であるが，そ

の後のものも主に荘園管理に関連した史料に見ら

れる(小川1.猪谷 2007，2008，2009，2010a， 2010b). 

これらのことから，中世にわが国に渡来した赤米は

まず瀬戸内海沿岸あるいはその周辺の荘園で栽培

され，その後西日本一帯に作付けが拡大し，さらに

は江戸時代には関東・北陸地方まで広範割に栽培が

普及したのであろうと推定できる

の諸国以外に和泉国での太唐米の作付けの
ひねのしよゾ

記録が残されている.和泉国の日被荘は代々摂政

や関白を出している京都の九条家によって 13役紀

に成立した荘闘である(鈴木 2007). 
ひねの いりやまだ

この白根荘の日根野村および入山田村の家町期

の『年賞散賂状~ ，こ赤米の太庸米についての記載が

ある(宮内庁舎陵部 1971).永享 8年(1436年)に

として問村ーから九条家へ進上納入された年買

の40餅(石)4升 4合 3夕 (勺)の米のうち 25斜
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が太底米で、あった.間様に，翌年の永亭9年には 51

石 5斗 7合 3夕の京進年貢の内訳は“自"27石 5

斗，“赤"24石 7合 3タとある.ここで普通米の“自"

に対して，“赤"とは赤米の太唐米のことである.

また，永享 4年(1432年)のものでは年賞米が“自

米"と“赤米"とに分類されている.なお，これら

の年貢米は現物が荘圏領主に納入されたのではな
だし、せん

く，在地市場で換金された代銭が納入された.その

i擦の赤米の太唐米の換算率は普通米に比べて約

15%低かった.

現夜の大抜府泉佐野市から熊取町にかけての一

帯に展開していた日根荘であるが，そこでは室町時

代に廉倒の太長野米がかなり高い比率で作付けされ

ていたことが判る.

中世の和泉障における太唐米の作付けについて

は他の史料類には見られないが，隣接地の紀伊国で
みなベ は:主fか

は 15世紀前半に高野山領の南部庄および浜中庄に

おいて赤米の太唐米の栽培が知られている(小J11 • 

猪谷 2009・2010a). したがって， 15世紀前半に和

泉から紀伊国にかけての荘罷で太唐米が広範囲に

栽培されていたと考えられる.

各荘園の成立時期は異なっていたにしても，荒野

を開拓して開発された荘閣の水間は特に初期にお

いて地力が低く，さらには用水不足あるいは排水不

良なものが多かったといわれている. したがって，

それらの水聞の一部には卒水害などによる不作あ

るいは休耕がしばしば生じた.そのような条件下で

の稲作には痩せ地に強く，早水害に強いインディカ

の赤米の太唐米が大きな役割を演じたのであろう.

2. 中慢の伊賀の赤米

前項で記したように，中世にわが国に渡来した赤

米の太唐米はまず瀬戸内海沿岸あるいはその周辺

の荘園で栽培されたと推定できる.

しかし，上記の地域から少し離れた伊賀閣におい
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ても赤米の作付けに関した記録がある.伊賀国名張

郡の東大寺領の黒田荘に関連した史料と思われる

『南倉納分小豆下行支配状j](1335) は小豆の支出

を著書き上げたもので，建武 2年 7月 25日lこ“九石

八斗ニ升赤米十七俵分伊賀兵糧ニ入了 ニ四

日五日分也"とある.すなわち，建武 2年(1335

年)に伊賀の兵線(兵糧)米として 17俵の赤米の

代わりに 9石 8斗 2;1'トの小豆を支出したという内容

である.もし 1俵が 4斗とするならば 17俵の赤米

は6石 8斗に当たる.ここで単に米ではなく赤米と

表記しているのが注目される.これは開接的に伊賀

国の赤米の生産を示していると考えられる.14世紀

前半にすでに伊賀国でも赤米の太庶米の栽培が行

われていたのである.

中tttの稲作に関する史料が荘園管理を中心に残

存し，今日まで倍えられたことが理由で、あったにし

ても，当時の太法米が奈良や京都の大寺院や貴族が

所領する荘園でまず栽培が始められたとすれば，非

常に興味深い(注1).

3.近世における赤米混生に対する意識

茶碗に盛った飯に赤米が混入していたら，栽培し

ている稲の水困の中に赤米が混生しているかある

いは収穫後に赤米が混入したことを疑うことは現

代においてはごく当たりまえである.この赤米の実

体について江戸時代中期の出雲閣の農誉『農作自得

集j](森康 1762) には次のようにある.

採赤米となるいねあり 是全一穂のうちに交

り存には非ず 赤米の穂は一穂、と不レ残あかきも

のなれば 種を雛て撰むに於ては一穂、にて

宛籾の皮をむきて見るべし 一粒赤きときは其

穂然レ残赤きこと明か也

すなわち，赤米は 1穂の中に点夜しているもので

はなく粒が赤ければその穂、全体が赤米であるの

で，種子を選ぶ際には l穂につき l粒を調べればよ

いということである.赤米に関するこのことは現代

では常識であるが，当時の出雲国の農業指導書で農

民向けにあえてこのように指導しているのは興味

深い.赤米の太庶米(大唐米)の涜入の問題は当時

干の地ですでに重要な隈題となっていたのであろ

フ.

4. 元禄期の大庭米の価格

元禄期前後の米価の乱高下は甚だしかった. フじ

禄 9年(1696年)上方ではついに 1石当たり銀 105

匁と暴騰した. 12年前の貞享元年(1684年)には

銀 40匁であったことをみれば高騰振りは物凄いも

ので、あった.なお，元禄 8~9 年には東北地方では

よる大飢鐙が発生し，飢鎌・疾病による死者

が数万人に達した.

米側高騰に対する幕府の有効な方策は見当たら

なかった.米の寅占めあるいは持囲いの禁止に反し

た罪で大坂の網干屋善右衛門が捕縛され，没収され

た3万 5000石の米は普通米 l石が銀 60匁，大唐米

(太唐米)はその 1割 7分低い 50匁で払し、下げら

れた.しかし，高騰したえそ{面を下げることにはほと

んど効果がなかったという(大阪毎日新聞 1927).

もう一例として延岡藩ーにおける元禄期の赤米の

大唐米の価格をみてみよう.元禄 7生存(1694年九

延岡芸春は前年の凶作のために近隣諸問あるいは大

坂から米を買い入れた(宮崎県 2000).20数回にわ

たる普通米の買い入れ価格は平均して 1石が約 41

匁で、あったのに対し， 2屈の大蔚米の買い入れ価格

は約 1都 3分低い 36匁で、あった.

これらのことから，元禄期において赤米の大唐米

は普通米の約 13~17%低い価格で取引されていた

ことが半世る.

みたてばんづけ

5.見立番付と赤米
みたてばんづけ

江戸後期から明治前期に発行された「見立番付J

とは「変わり番付jともいい，木瓶縦 l枚刷りの相撲

番付の体裁にならい，いろいろな事物に階級をつけ

た一覧表のことである(石川I2001，林・青木 2003，

青木 2009).この“見立"とは“別のものになぞら

える"の意である.すなわち， r見立番付Jは事柄

や人物などを相撲の番付に見立てて，優劣・大小・

強弱などを指標にして，なかには言葉遊びの上だけ

で、序列をつけたものである.現代の我々が趨刊誌を
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買い求めるのと矧た感覚で，当時の庶民は 1枚昂IJり

の「見立番付」告と買って，共感しあるいは異説を述

パたりして，大いに楽しんだのである.

社会風刺をも含んだ，種々雑多な「見立番付Jの

なかに赤米の太唐米(大唐米)に関して記したもの

がある.江戸末期に大坂で発行された『なんでもか

でも喰競見立角力~ (作者不詳，江戸後期)は“日食

う"に関した言葉遊びの羅列にすぎないが，そのな

かに“たいとふをくふ 安米かひ"そして対比する

ものに“たふをくふ 三月な"がある.前者のたい

とふとは中世から江戸期にかけて西日本を中心に

広範囲に栽培されていた赤米の太唐米のことで，か

つてこの低級米は廉価で，庶民が食していたもので

ある.他方，後者は“主を11食う 三月菜"で，塁が

立ったすなわち食用の述j期をすぎたコマツナ(うぐ

し吋ーな)を食べる意であろう たいとふ(たいとう)

とたふ(とう)が対になっているのが商白く，とも

に貧乏人が食べるものを並べているのであろう.

6. 大唐米と酒

江戸中期の雑俳に“つじけんくわ 酒ニハならぬ

大唐米"がある(巻懐蛍 1713).この意味は“辻H宣

嘩はf中裁が入って酒盛りには至らないが，大唐米も

Wiの原料，にならない"である(鈴木 1996).

インディカの大唐米(太唐米)が日本酒の酒造に

適しないことは容易に推察されるが，江戸期の史料

から大唐米と摺に関したものを見てみよう.

まず，江戸中期の教訓書『百姓褒~ (西川 1721)

にはゆくのようにある.

唐土の米は日本の米より性悪しとみゆ(中|略)

但比米にて 本朝造りのやうなる酒にはならぬゆ

へみな限煎じの焼酒なり 今唐土天竺の酒とい

ふは焼酒也 本朝のごとく造るもありと見えて

たまたま唐船より持来りしもあれど 隔月IJ風味悪
4J'Jんど

し 本朝の酒 世界第一なりと紅毛人も褒る事也

(後略)

また，江戸後期の随筆『春波楼筆記~ (司馬 1811)

にも同様に次のように記されている

吾国の米穀味甘くして淡く 育油あって身体を

潤す また酒に造りて美味

他邦米ありとも日本米の如くならず 酒に造り

て夏月腐り 味を変ず故に焼酒とす味辛し

これらでは“唐土の米"あるいは“他邦米"とあ

るが，大唐米と置き換えても記述内容は変わらない

だろう.なお，江戸後期の『成形図説~ (曽・白尾

1804) には大唐米から酢および焼酎を造るとある

(注 2).

いずれにしても，大唐米は焼酒や焼酎のよう

な蒸留酒にすることはあっても，醸造酒である日本

酒の原料には適していなかったのである.

なお，沖縄産の蒸留酒の泡盛の原料には唐米と

いってきたインディカのタイ米が主に使用されて

きて，現在に至っている.泡盛の起源は明らかでな

いが， 14~15 世紀頃シャム(現在のタイ)からタイ

米や奮とともに蒸留技術がもたらされたという説

が有力で、ある.

7. ~和漢三才図会』の将とは

江戸中期の百科事典の『和漢三才図会~ (寺島

1712) は中国の明の類書『三才図会~ (王 1607)に

ならって， 日本および中国の古今の万物を天・地・

人の三才に分けて，それぞれに絵図を付し，漢文体

で解説した書である.その巻第百三の穀類にはまず

米・稲関連として， 梗，陳倉米， f山

毅，稗， 櫓の項が立てられている.このうちの

柏についてであるが，これはいわゆる大唐米のこと

で，的確な解説がなされている.その中に次のよう

にアカゴメと振り仮名を付けた“枠"の漢字がある.

FL腰元ミニモ亦有!赤白ノ二種特ニ比米ハ赤キ者多

白者少シ故ニ通シテ称スレ持fj'iilU}ii米

〔釈;凡そ梗米にも亦た赤白の二種有り 故に通

じて持 (音催，赤米)と称す〕

{扇が米で、努が罪からなり，音はサイの“持"は珍

しい漢字で， u和漢三才図会』を編~lする際に範と

した中国の『三才図会』にはこれは見当たらない.
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しかし，古く 11世紀に完成した f集韻Jには“拷"

が次のようにあり，“事事"も閉じとある(諸橋 1976).

締結赤米日持或作緯 (稲の赤米を樽という，

あるいは糟もそれに当たる)

“搾"は31Jの意味の“あらい米"あるいは“あら

い"の意での使用も知られている.いずれにしても

わが国では“糟"を記した審物は知られていなし、-

また管見ではあるが，赤米を意味する“縛"はわが

障において『和漢三才図会』以外の書物では見当た

らない.赤米を意味する“樽"および“持"の漢字

はR本ではほとんど使用されなかったものと考え

られよう.

8 大産米の赤米(玄米)の形状・色調について

在来品穏として酪内のジーンパンクなどに種子
とう!まフし とフぽし

が保存され，復元栽培が可能な“唐法師“唐ニf"，

“とぽし'¥“野米"および“メラゴメ"はかつての

大唐米(太唐米)の末議品種と考えられている(宮

川 1988，1989). しかし，これらのインディカの赤

米が中世から江戸期にかけて栽培されていた大庭

米そのものであるとは断定できない.

それでは江戸期の史料において大庶米の赤米(玄

米)の形状はどのように記録されているのであろう

か.多くの場合大唐米には赤白の 2種があるとだけ

記されている.その大部分は赤米で、あったので，こ

こでは赤米だけに注目して，その形状に関するさら

なる記載についてみてみたい.

『大和本主主~ (貝原 1708) や f本朝食鑑~ (人見

1695)には“米は小粒で赤色である"とある. ま

た，亭保・元文期の加賀藩の産物棋には大唐米系の

品穏は“米は長く，赤い"とある(盛永・安問 1985).
えおごなょせ

さらに『越後名寄~ (丸山・秦 1756)には次のよう

にある.

制(たうこぼれ) 色赤く小粒にして細長く味甚

だ淡し 賎民の糧の料a
又大唐米と云 奥居より来

れる乎(主主 3)

これらのことから，かつての大感米の玄米はやや

小粒で，締長く，赤色を思していたことが半Ijる.

さらに， ~和漢三才障会~ (寺島 1712) ，こは赤米

の色龍について少し詳しく，“ B向産は烏赤色で良

く，薩摩産は鮮赤色でこれに次ぐ"とある. すな

わち，高い評価の日向瑳の大唐米は黒味を帯びた赤

色であり，それに次いだ、健康産は鮮やかな赤色を呈

していたとある.

現存するジヤボニカおよびインディカの赤米に

おいても品種によって赤急に濃淡の変異があり，ま

た同一品種でも栽法地や栽培年度によって特にそ

の税調は異なる.現在では便利な色彩色差計によっ

て玄米色の明度，赤~緑の度合いおよび黄色~青色

の度合いを数値で表し，品種間の比較を行うことが

容易にできる(猪谷 1997)• 

さて，江戸後期の『本革関諮~ (岩崎 1828)には

大庭米の彩色図があり，そこには赤と自の斑点のあ

る玄米が捕かれていることが興味深い(小)11・猪谷

2008) .かつての大唐米の赤米のなかにはこのよう

な色素の分布が一様でない赤班米もあったのであ

ろう.しかし，明治期以降の辞書・事典類にこの形

状が大唐米の普遍的なものとして解説されている

ことがあるのは問題であろう(注 4). 

他方，この赤班米とは玄米そのものではなく，精

米化が不完全な精米の赤米であったという考えも

否定できない.籾から玄米への籾諮りおよび玄米か

ら精米への捻精の過程は，かつてともに臼で挽くと

いう作業によるもので、あったので，厳密に玄米と精

米を区別することが困難で、あったのである(注 5)

なお，上述の現存する“唐法師"などについてみ

ると，玄米の長さ/rtJが 2.20以上の長粒形で，やや

小粒形で典型的なインディカの玄米の粒形を有し，

玄米の表面は一様に赤褐患を帯びている.

9 暁治初期の愛知県における大唐米の別名

中世から近世にかけて西潟本で広範囲に栽培さ

れていた赤米の大庭米(太底米)は各地で変わった

別名で呼ばれていた.明治初期に愛知県東春日井郡

における大唐米の思IJ名についてみてみよう.
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昭和初期にまとめられた『東泰白井郡農会史~ (愛

知県来春日井郡農会 1929)には次のようにある

明治八九年頃に於ては「赤jと称する種類(直安，

赤物，主主風志，秘，菊花軸，

栽培するもの多く続出せり.

大冬米等)を

}れらのうち主主風志は他地域での唐法的・唐干に

当たる名称で，主主凡志などの名称としても知られて

いる.また赤物・柏・大冬米は大!玄米として周知の

名称、である.他方，直安・菊花軸・赤僚などは他地

方ではほとんどみられなかった変わった名称であ

る.これらの語源に興味が湧くが，現在では全く不

明である(i主6).

近出:には来春臼井郡の践する水野米や小牧米は

最高級の思張米とし にその名 し、

た(人見 1695，寺島 1712). この地においては新

しい稲の品種に対する農民による熱心な取り組み

が古来あったと思われ，明治初期には新品種として

各地から赤米の大庭米を導入し，試作を行ったので

あろうか

10 赤早稲という地名について

かつての稲の品種名に“赤"が付くものがあるが，

その一部は赤米であったかもしれないが大部分は

赤米ではなく，普通稲の外見上からの命名であった

ろうと考えられる(嵐 1974，神谷 2010)ーすなわ

ち，出穂後の穂やせが赤色1i::呈したものに“赤"が

付いた名称が付けられたのである.lPJ様に，穂色が

黒色なら“黒"が付いた名1fF，白色なら“白"が付

いた名称、の品種も知られている

“赤"が付く品種の一つの「赤早稲jが近位以降

各地で作付けられていたことが知られてい

る. その多くは問名異種の「赤早稲j であったと

る.ここでは品語名ではなく，地名の「赤lfL

に焦点安合わせて述べてみたい.

f大徳寺文書Jに収められた近江国犬上郡清水新

産御公領坪付事に“赤わせ を反北ヨリ五反メ"と

ある(東京大学史料編纂所データペースト中世の
しずのしノJ しょう きよささ

近江田犬上郡の清水新庄(現 滋賀県彦根市清純

町)における稲の作付け情況の一端で、あるが赤

わせj を品種名とし，“条理地割で北から五反自の

一反分だけ「赤わせj を植えていた"と解釈する考

えがある(神谷 2010). しかし，筆者らは前後の記

載内容から坪付けに関するミわせj という悶の名

称あるいは筆名と捉えておきたい.

なお，骨この地域には中 i立に清水症と清水新症が

あったが，その詳細は不明で，上記史料の作成年も

不明であるが，史料から清水新庄は京都のi臨済宗の

名手IJ大徳寺の万IT領で、あったことがわjる.

この中IJJ:の「赤わせJとは渡接関係ないが，滋賀

県守W-Ir1iの 113玉津村矢島には全屈でも町長ーではな

いかと思われる f赤字稲Jという小平名があったこ

とは興味深い(角)11岡本地名大辞典 1979). 

もう一例の f赤早稲Jの地名を愛知県農)11 に見

ることができる.現在，豊川市市田町東赤早稲およ

び市田町商赤早稲が存在する.この地名については

17世紀拐頭の検地帳(市田村検地中長 1604)の fあ

かわせJまで遡れる.その後近代に入り，何31"台 15

年愛知県郡町村字~調~ ¥こ
わせ にしあかわ li

早稲および積赤早稲の記載があり(愛知県地名集覧

1969) ，この時期にはすでに「あかわせj は東西に

分割され東赤早稲j と fgg赤早稲j になってい

た(注 7).

このような地名の f赤わせj や i赤字稲J とは，

かつて「赤字稲Jという外見上特別に沼立った稲の

品種が栽培されていたことに因んで付けられたも

のということも大いに考えられよう.

11 唐の詩人2 杜甫の農業詩にみる赤米

ネ土街はさド白とともに8位紀前半の盛庶期の時代に

活躍した，中国文学史上最高の詩人といわれている.

農業に関連した，いわゆる農業詩をまとめた『社

甫農業詩研究一八世紀中国における と生活の

歌-~ (古)112008)は興味深い.古代中間の農業を

知る意味でも，社詩の独特な訓読を含めた本箸の解

説には惹きつけられるものがある.

社下容の詩には赤米を詠んだものがあり，その中か

ら赤米に関した解説を紹介しよう まず，第四章

嬰州期の農事の第三節の三のー「濯棋の詩(一)第
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一句~第二十匂J(こ次の勾が挙げられている.

秋菰成黒米秋の癒(まこも)は黒き米(み)と

成り

自祭 (セイサク)すれば臼き祭(か

がや)きを伝えん

玉粒足農炊 豆粒は長(あした)に炊(かし)ぐ

に足り

紅鮮任霞散紅鮮(赤玄米)は霞のごとく散りそ

まるに任せん

前の 2匂は菰(真菰)の子実すなわち菰米(別

名，彫胡米)についてである.秋に稔るマコモの真っ

黒な子実は掲精(精白)すると白く輝いたものにな

り，食料として用いられる.菰米はや国の経書・

辞書さら -料理委などに取り上げ

られて，唐から宗の時代にかけて広く利用されてい

た(溢漆 2005，2008). わが国でも著名な本革委の

『大和本草Jl (貝原 1708)，~和漢三才臨会Jl (寺島

1712)， ~本草綱悶草書蒙Jl (小野 1803)および『本草

図譜Jl(岩崎 1828)などをはじめ多くの江戸期の古

書に菰米の記載がある(注 8).

上記の後半の 2句は赤米についてである.紅鮮と

は紅米，紅稲などとも呼ばれる赤米系の玄米で，五

粒とはその赤米の玄米を揚精(精白)した精白米と

している.解釈が難しい最後の句は赤米の玄米を炊

きあげた時あるいは精臼米に玄米の赤米の玄米を

混ぜて炊きあげた時の薄紅色に染まった様子を表

現しているのであろうとしている.上記の社詩にお
み まこも

いて，稔実した黒色の米(実)の菰と赤色の穀粒

をもっ赤米を並べて，取り扱っているのが関白い

(注 9).当時，農民は普通稲の米に対して菰米や赤

米をどの程度食していたのか興味深い.

さらに第三節の六のーにおいて，紅鮮(赤玄米)

とその精白米の玉粒すなわち赤米の玄米を掲精す

る情況について次のような詩を挙げている(注 10).

車工鮮終日 いまよりのちは紅鮮のコメは終日

らん

その玉粒は未だ吾に懲なからずし

てたんとあり

さらに，赤い玄米を精白する情況は次の詩でも歌

われている.

務杵光輝白 (精米して)杵を落とせばその光

輝けるものは臼く

除苦子粒紅 (籾摺りして)ををとり除けばそ
，fん支い くnない

の子粒は紅なり

この詩句は前後を逆にして，“赤米を籾f怒りすれ

ば，赤い玄米になり，それを杵でうすづいて白く精

米とする"と解するとよいという.

なお，赤米を杜甫は紅鮮と表現しているがこれは

非常に珍しく，社甫以前では芙蓉の花などの形容に

用いられたという.中閣の史料には赤米として絃鮮，

玉粒以外に紙や紅粒の用語が使用され，わが国の江

戸期の農業関連の書物などには紙の文字が散見さ

れる(小)11・猪谷 2008). またかつての中国の史料

類には多くの赤米の品種あるいは系統があるが，そ

の中には名称、から赤米を連想、させる紅霊米，桃花米，

紅婦生，米耗紅，高郵紅，紅蓮稲， )臨脂赤，紅罷盟

などがあり，その他に金城稲，大冬米，御稲米など

も赤米でーあった(天野 1989). 

付言すると，現在中国では赤米を紅米，厳密には

主I米と表記する.

12. 白楽天の詩の紅粒

前項に続き， 8世紀半ばから 9世紀半ばの中庭期

に活躍した白楽天の詩の中の赤米を見てみよう.白

楽天の3，800に及ぶ詩篇のなかに赤米を意味する紅

粒を詠ずるものが 4篇ある(江碕 1994).それらの

およびそのなかの該当する句のみとその意訳

を次に記す(佐久 1978). 

O (葵を烹る)

「紅粒香復軟緑英滑且毘j

(紅粒の飯は香気があって軟らかで，緑患の秋

野菜は滑らかで杷えている)

01初下漢江舟中作寄両省給舎j

(初めて漢江を下る舟中の作 両省の給舎に

寄す)
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「秋水均一「紅粒斡煙烹

(秋の朝， ) 11の水で紅粒をといで飯を炊き，白

い)11魚を煮る)

01飽食隈坐J(飽食して関坐す)

「紅粒陸海稲 白鱗伊水紡j
りくこん ほ y

(lll主潔という地の紅粒と伊水という川の鮎と

いう白い魚、を料王恩人が食べさせてくれる)

01池上小宴間程秀才J(池上に小宴して程秀才

に問う)

1 ~争淘紅殺害香飯j

(清らかな水で、紅粒を淘げて，香り高い飯を炊

く)

このように白楽天の詩では赤米は紅粒という

記で，緑色の秋野菜や白い川魚とともに美味しそう

に食している様子が詠われている.この紅粒という
しtげん仁こうせつよフし均う

用語はわが匡の『者:言字考節用集~ (桜島 1717)

に紙とともに取り上げられ，アカコメとある(関 1)

そこでは紅粒については中鴎の南北朝時代の6世紀
し t<)めいたいし

前半に南朝梁の昭暁太子によって編纂された詩文
まんせん

集『文選Jからの引用とある.

a1.例外として，荘園管理に直接関連していない

ものに永和 2年(1376年)の讃u皮国の史料が近年

見出された(高瀬町 2005，小川・猪谷 2007).
こくびゃくせいみ

注 2. 大庭米から酢の製造については『黒白精味

(孤松庵養五郎 1746)にもある.そこには

各地の酢の製造法の 17積が詳しく記されている

が，そのなかに大唐米を意味する唐ぼうしおよび

その小米からの 2種の製法が載せられている.

注 3. 越後から信j農地域にかけて脱粒性に

米をこぼれ・とうこiまれなどと呼ぶことがあった.

他地域におけるこぼれは脱粒性が高い普通稲の

品種名で、あった.

i:t 4 大唐米の米粒には薄赤い斑点があるとする近

年刊行の書籍には次のものがある.

i )国史大辞典 1987. 古川弘文館.

註)日本陸語大辞典(第 2抜)2001.小学館.

また， 11稲の日本史~ (上) (1963. 

の 112貰には熊本県球磨郡の赤斑米についての

言及がある.

関 w主t-~き字考i布用集』第七冊(月日食 六下， +良品
1717)より

YJ:， 5.かつて特に奈良期から平安期において脊米と

は玄米および精米の2つの別の意味で使用されて

いた.なお，江戸期以降に使われ始めた玄米とい

う用語は古来黒米と言っていた.

注 6 これらのうち，註安の直は伎の略字で，盆芸が

正しいのかもしれない.

注 7. 11愛知県地名集覧~ (1969)には「東赤早稲J• 

「西赤早稲j 以外に校野村(現豊田市桂野町)

に f白早稲Jの地名がある.しかし，これに関し

て江戸期にまで、遡った史料類は見当たらないこ

の地名の由来については全く不明である.

注 8. 現在北アメリカの五大湖周辺では菰米すなわ

ちマコモ (Zizania何 uatica)の子実はワイルドラ

イス (wildrice) という名称、で，食事Hこ利用され

ている.

注 9.これらの詩は f行官張望裕稲畦7.K蹄jの一部

であるが，訳者によって詩の解釈が少し呉なる.

『杜街全詩集~ (鈴木 1931)では次のようにある

“秋の菰米が黒米になったら よくついた白
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あ あさめし

とそれを附け合はそう.朝飯をたくときに

の米粒は十分であるがそれに紅色の米を

の様に散らしてたくのもそれもよからう

注 10.紅 鮮と玉粒とを紅弱と臼稲のように二種類の

米の品種( 系 統 ) と の 説 も あ る . しかし， [f社甫

農業詩研究一八世紀中国における農事と生活の

歌の著者は社甫以外の宋の議議の詩文などの

分析を加えて，紅鮮とは赤米の玄米，玉粒はその

精白米であるとしている.
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