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赤米こぼれ話〔その 14J

正

〔キーワードJ:赤米，小豆，大鹿米，平城宮跡，

木簡，荘園，炭化米，造酒司

わが国の赤米については古くは飛鳥から奈良期

にかけての遺跡から出土する木綴に記録が残され

ている.また中世には大陸よりインデ、ィカの赤米が

渡来し，近i止にかけてかなりの規模で栽培された

明治期以降一般の農家の悶場特に出荷えとからは赤

米が除去されたが，赤米の歴史については不明な点

が多い.赤米に関する興味深い史実や秘話，さらに

は近年の話題などを本シリーズで取り上げてきた.

赤米がわが国の稲作文化や食物史に相像以とに重

要な役割lを演じてきたことが明らかにされつつあ

る.

1 松任城跡から出土した赤米

石川燃の松任城跡、から出土した作物の炭化穏子

に赤米が混入しているという鵡査報告書がある

} 11 j!fl，白山市教育委員会 2008).室町時代から戦国時

代にかけての松任城の泣跡の土坑内からまとまっ

て約 2.5kgの炭化米が出土した. してその

97%はジヤボニカの米で、あった.おそらく粒形から

ジヤボニカと推定したのであろう.浪入物として

1%のアワ， 0.3%のキど， 0.4%の大立， 0.7%の小

豆以外に 0.3%の赤米を含んでいたとある.これは

戦いに備えた兵糧米の一部であったのだろうか.

には出土した作物種子のカラーおよび白

黒写真が付いているが，赤米と断定した経緯はよく

判らない.しかし，この約 500年前の炭化米という

造物は弥生H寺代など遺跡から出土する黒変した米

とは異なり，褐変したものなので，赤米が区月りされ

たのかもしれない.これらの炭化米と赤米について

遺信子分析などのさらに詳しい調査が期待される.

ここで炭化稲(米)と赤米に関する最近の考えを

まとめてみたい.古い遺跡から出土する稲粉あるい

守派支J1~主主;三学 生命彦完成学:'m(MasamI Ogawa， Tomio Itani) 

キ 猪 谷 富 雄 *

i玄米は黒色を帯び¥いわゆる炭化籾あるいは炭化米

と呼ばれてきた.かつてこれらは火事などで焼けた

炭状のものと考えられてきた.しかし，現在ではそ

の大部分は火によって炭化したものではなく，

問土中で経過したことによって植物体が化学変化

したものであると考えられている

例えば，約 2，500年前の奈良県の唐古・

らの炭化籾を高性能エックス線 CTで撮影した結果，

籾の表面の毛(秤毛)，紛の基部に付く

および籾と砲をつなぐ夜、新iの存在が認められた.も

し火を受けていればこのような組織は残りにくい

はずである(京都大学新聞 2010). 

また，約 2，100年前の滋型県の下之郷i!d:WFからの

炭化籾では籾殻は炭化を受けずに黄色を呈してい

るのに対し，その内部の玄米は黒変したいわゆる炭

化しているものが多数見つかっている(京都新陪

1999) .籾殻に比べて玄米の化学変化がはやく進む

ためにこのような遺物が見出されたものらしく，火

によって拐の内部の玄米だけが炭化したとは考え

られない.

長期間二i二中にあった1t割弱体はほとんどが肢3敗し，

消滅するが，きわめて特殊な条件下で化学変化し，

として残存する機構は現在のところ明らか

でない.

さて，赤米とは玄米の表面の糠屈に赤褐色の色素

がj尤干支したものである. ら出土する炭化粉

(炭化米)の玄米はほとんどが黒色を呈したもので

あるため，それが赤米であるかどうかは判別が不可

能である(注1).近い将来に炭化米の遺伝子解析に

よって，赤米関連遺伝子の有無が判明し，赤えとかど

うかの判i主!Tできる時が来ることが期待される.

2. 木簡データベースと赤米

奈良文化財‘研究所の木簡データベースには 2012

年1月3013現在48，583点の木簡が収録されている.

0369-5247/12/¥'500/1 ゐ文/jCOP¥
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ータベースはキーワードからの倹索が務易で

，) ，学部上きわめて重要であることは言うまでも

たい.しかし， t~索する|深には当該:El~ 1=1について前

って十分な調査が必要で、ある.例えば古代の川、

について知るために「小豆j を検索すると地名

などを含めて 22点あることが判る しカミし，こkt

が f小豆j に関する全てではなく，作物の

は 71i戸立Jともいわれていたので印式豆jのキーワー

ドから検訴される i点を加えなければならない.さ

らには， ililifi業支jの 2点および小立の煮物と解釈
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できる i[河津支煮jの 1点を加える必要がある(注

2) 

さて赤米Jに|謁した木簡であるが「赤米」は

「奇赤米Jを含めたキーワードから検索できる 18

点がある.また， からの 5点赤拘米J

からの 2点がある.さらには l点の f赤五斗jがあ

り，これは[赤米五斗jのことであろう.また赤

恒三jから検索できる 1点があり，これは赤米が入っ

た俵とも考えられる(小)11・猪谷 2009)，このよう

に考えると飛鳥期~奈良期にかけて赤米に関した
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表1 赤米を記した木簡一覧(続き)

O宮町遺跡(紫呑楽宮跡)出土

若手春米

24 丹後罰加佐郡田辺怨1¥赤春米五斗 〔丹後回〕

O中震サワ遺跡(現・金沢市，加質問の古代校図遺跡， 8世紀末~9世:紀初頭)出土

赤米

25 口部<>赤米五斗二71-
イ出:こ赤五斗.赤俊t-記した木簡あり

。平城京在百大寺!日境内食堂院跡(右京;一条三坊八i平)出土

赤五斗

26 機関音1¥白万呂赤五斗

0石神遺跡(明日香村)出土

赤俵

27 ・川嶋五十・赤O俵

荷礼子↑てfi言で送付先の明らかなものは最後に国:iSを記した.

;木衡の表裏に文字がある場合，その区7JIJを示す.

0;縫認できる欠損文字.

。;欠損文学のうち字数が推定できるもの.

<> ;.欠鎖文字のうち字数が推定できないもの.

0; :文学が脅かれていない空き，

r J 異繁・述筆

/ ;答IJ者の始まり.

参考資料;奈良文化財研究所 2011. 木簡データベース.

http://www.nabunk巴n.go.jp/database/index.html 

水俣1は少なくとも総計 27点となる.これらの水絡

をまとめて，釈文とともに表 1に示した (No‘25だ

けは平安期まで下がる可能性がある)• 

なお，表中の No.01の f春赤米J，No.23の「赤

春米j は木簡にはそれぞれ f春赤米J，r赤春米j と

記されて入る.すなわち「脊jの代わりに「春jの

字が使用されている.そのためデータベースでは

「春春赤米J，r赤春春米j と表記されているので検

索の際に注意が必要である.

古.f-'(;の木後jは出土した地点によって， 宮都木簡

と地方木簡に大局Ijされる(木簡学会 2010).表中の

27点の木簡の仁村で No.25のヰI屋サワ遺跡の木簡だ

けは地方木筋で他は宮都木簡である.NO.25は荘園

管理における付札木僚で，他の 26点の宮都木簡は

赤米安栽培していた地方からの貫納物に付い

キL木僚と考えられよう.

「赤米jに関してデータベースから検索する際に

は前述の「小豆j と同様に見落とすものがないよう

に注意が必要で、ある.

3. 平城宮の造酒笥跡の赤米木簡

平城宮幼;の東方官捕地区から発掘された造酒司
あ玄;:'[;}

は宮内省にfrJ!，し，宮中で使用する酒・酢・障など

を醸造することを司る役所で、あった(注 3).この造

朔司跡からは石敷きで閉まれた直径 140cmの弁戸

が発掘された.この大型弁戸は六角形の密屋を有し，

特別な掘の骸i査に使用されたらしく，現在では六角

形の屋根が復元され，その下には井戸の遺構模型が

展示されている.

この芥戸からの排水路が造酒河の商辺に南北溝

として掘られていた.これは少しずつ位置をずらし

て何度か惚り直されたようである.それらの遺構

(遺構番号 SD3035および SD3050) から数百点の

木織が出土している(寺嶋 1994，奈良文化財研究

所 1975，2011). なお，この地は奈良期を通して湿

地状を呈し，ゴミの集積地となっていたらしく，造

酒司の業務に関連した多数の木簡が廃棄・集模して

いた. これらの木街には神亀元年 (724年)の聖武

天皇の大嘗祭にかかわるものが多く含まれている.
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三ミ 2 設j酒司lli檎から出土した*簡にみる寅進米

ぷO. (表lのNo.) 寅進冗

料米 国 君.~ 知ぷ

01 酒米

02 溺米 尾張 中11鳴 石作

03 御酒米 同村

04 (04) ijf.えと 山田

05 米 (尾張)山間 il1口

06 (18) 赤錆米 (丹波)氷上 井原

07 (23) 赤容米 丹後 竹里子 学里子

08 (05) 赤米 播島幸 赤穂 大原

09 春米 美作 勝EE 登酪

10 白米 {誌後 御調ネ 言者iね

11 容{節調米 八弁

12 酒米 (五百戸)那賀 荒川

13 (06) 赤米

14 えと

15 (07) 赤米 }IIJ二

16 (20) 赤脊米 (丹波)(桑田)} 11人

17 米

18 脊*

19 滋米

20 (08) 赤米

21 対ミ

22 (09) 赤米

23 対ミ

24 米

25 米

26 米

27 米

28 (17) 赤米 (参河)(渥美)大媛

29 須(酒ヵ)米 丹後 丹波 大里子

30 (22) 赤脊米 i毎音1¥

31 白米 美{乍 英多

災0.01-29;遺構番号SD3035，ぬ 30;泣椛番号
SD3050， No.31;遺憾呑号SE15800.

f知識街l誠君11=~f.l隅郡.

空欄は米記載.貢進元の(00)は他の記載内容から磯
疋íF~. 

本表;土『平城宮*筋二~(J 975)を参考にして追記・改
変した.

出土した木簡には“米"と記されたものが 31点あ

るが，そのうち明らかに人名から由来した l点を除

く30点について料米の種類および寅進地(国・郡・

郷)についてまとめたものを表 2に示した.なお，

造酒奇跡内ではこれらの排水路以外に井戸遺構(遺

構番号 SE15800)からも l点の“米"を記した木簡

が出土しているので表中に追記してある.諸国から

の都への造酒用の貢枯米は大炊寮経由で造酒用の

米として造語南へ供給されていた(注 4). したがっ

て，造酒司跡からの木簡は地方からの大炊寮への賓

納米に付いていた荷札木簡で，本来の役割の後に保

管のためにそのまま付ーけられていたもので、あろう.

料米の種類としては酒米が 7点あり，そのなかに

は御酒米，春御酒米のそれぞれ I点がある.赤米は

11点あり，そのなかには赤掲米の l点および赤春米

の3点を含んでいる.また白米の 2点および赤春米

を除く春米の 2点がある.また単に米だけと読める

ものが 8点ある.これらの料米は貢進地が判明して

いるものだけでも東は毘張，西は備後の諮菌すなわ

ち畿内近鉾諮問と瀬戸内海沿岸地域から貢進され

ている(注 5).

平城京跡から 20点の赤米木簡が出土しているが，

その約半数の 11点が平城宮の渚掘奇跡から出土し

ていることになる.これらの諸国からの貢進物に付

けられた荷札木筋には賞進元 (0由ム郡口郷)十責

任者+寅進物(ここでは米さらにはその穏類)十最

などが記されることが原則であったが，ほぼ完全に

それらの文字が読み取れる，表 2の No.06および

No.07のような木簡の例は数少ない.

}れらの造語可助;の出土木?訟の情況から，当時の

赤米が造酒用に重要視されていたとか，さらには赤

諮が造られていたのではなかろうかとの説が巷間

に伝えられる.これは赤米を神聖視あるいは重要視

した見方であるがはたしてどうであろうか.当時赤

米は特に貴重なものではなく，よく精米化して普通

米の白米として扱われていたことも充分に考えら

れよう(注 6). 

4. 荘題作付けの低級米

中役;こ丹波・播磨・讃岐・土佐・備前・紀伊・和

泉・伊賀などの諸国の荘園で低品質米の大膚米(太
とリごめ

唐米)が作付けされていた.インディカの赤米の大

庭米は日本人にとって食味の面で、は劣っていた.し

たがって，上記の諸国で産出される大庶米は普通米

に比べて 1~2 答IJ低い価格で取り扱われた低級米で

あった.荘園領主がある作付け面積内でこのような



510 jt占禁および滋l芸 第 87巻 tt55号 (201! 年)

廉価な大府米の栽培を認めざるを得なかったのは，

不良環境条件下でもある程度の安定した収量が得

られるためであった大唐米は早害に強く，また排

水不良な低湿地で、も一定の収穫が得られた.そのた

め開発院もない新田などには大唐米が適していた

のである.

また，大農:米は主に早稲であったことは農民に

とって端境燃の好都合な食糧であったし，庶民に

とって廉価であることに加えて，炊き増えが大きい

w とも魅力的であった.

中国には，宗の時代の 1011年に中部ベトナムの

占城間原産の稲を取り寄せ，筆中・華i菊地方で広く

栽培されたインディカがある.中世にわが居へ渡来

した大成米はその流れの一筋にあると考えられて

いる.わが国における大成米の文献上の初見は鎌倉

後期の徳治 3年(1308年)に丹波国大山荘(現‘兵

庫県篠山市)の“たいたうほうしのいね"であるが，

中留からの渡来時期は遅くても 12~13 世紀であっ

たことが類推される，

さて，鎌倉前期の建仁 2年(1202年)の摂津田の

輸回;j主(現兵庫県神戸市兵服区)の史料『九条家

に興味深い記載がある(宮内庁警陵部 1972，

勝IJI 1995).輪田荘がi主H市領であった時期に国街に

収めるべき反月IJ3 :'.十のうち 2斗は“最粗悪米"で，

l斗は宮米すなわち普通の年賞用の米になっている

(注7).この 2斗の“最粗悪米"は 1斗 17'卜の“古

米"すなわち良質な米で，他方 l斗の官米は榛の木

3束で弁済するとある.したがって，反別 3斗といっ

ても実質の負担は軽くなっていた.

このように，鎌倉前期の荘調史料に の対

語に“(最)組思米"があるが，これは上述した，

14世紀以降の諸国の荘園史料にある低品質米の大

庶米に密接に関連したものではなし、かとの指摘が

ある(福鵠 2011).鎌倉前期あるいはその少し以前

に西日本の荘悶で大鹿米が作付けされていたとし

ても上述した渡来の推定時期からみて不思議で、は

ないのである.

5. 巡見使による飲肥藩の赤米

巡見伎とは江戸幕府が役人を諸窪!に派遣し，

の政情・民情・地理などを視察する制度あるいはそ

れに関わった役人のことである.この巡見伎は幕府

の監察f~IJ度の一つで，大名領地や幕府底轄地の街1'1'手

所の治政を調査し，監督することを目的としたもの

である.これは関東を除いて全国を五議内筋，九州

iiZ，四国筋などのように 8地域に分けて，原良IJとし

て将軍の代替わりごとに行われた.各務の領主や代

官は治世に対する評価を受けるため，大変気掛りな

制度で、あった.

9年(1681年)奥ED八郎右衛門忠信の一行に

よると思われる，九州、i筋の幕府巡見伎の監査報告書

が『九州土地大概』である(多仁 1974). 巡見使は

I産経・大隈を経て，日向圏内を巡見した後肥後へと

向かった.日 I向田妖肥漆の伊東出雲守(祐実)の飲

肥城下(現:宮崎県日 南市)の遺児結果の大要

訳すると次のようにある.

この領地は赤米が多く栽培され，また回対UIが多い.

しかし赤米は低品質で，収穫量;は低い.凶作の年に

は赤米は玄米(普通米)と同様に年設として収納さ

れる.適宜な処置である.年貢米が不足する11寺は屋

敷の周りの竹や木そして01林を伐って，代納する.

このi告は海から雛れ，高し、IJIが多い.油谷川という

大河があり，農家の阻止mの周辺には水路が多く，近

年洪水に襲われる.そうなると真米はもちろん赤米

も不作となる.この領地の治政は半ば良くて，半ば

悪い.役人にはな、欲がなく，正直なすなわち廉直な

人を遊び，彼らはよく政を助けている.領民が

安泰と感じるのも間もなくのことであろう.

〔飲日巴滞の治世に対する評倒は 4段階(善政・中之

美政・ r:p之悪政・悪政)のうちj二から 2呑 iヨの中之

美政であった(注 8).J 

九州、iを広く巡見していた巡見伎が飲1]巴務に入り，

大庭米の赤米に言及していることが興味深い.

期に九州各地で赤米の大唐米が栽培されていたこ

とは，臼向閣の飲服務，佐土原藩，高鍋藩さらには

九州の他隠の諸務から大坂の政屋敷へ換金のため

赤米が持ち込まれていたことから半Ijる(小川・猪谷

2008) .上記の江戸前期の巡見使はこの中でも特に

飲Ij巴溶において赤米が広く栽培されていることが

印象深かったのであろう.
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なお，江戸後期の文化元年(1804年)に飲肥務で

された年貢のうち大坂などへ廻送された米は

次のどおりである(永井 2003)

7016石 1斗 2升 6合のうち，

白米(普通米) 1809石 7斗 9 2合，

504石 3斗 3;r十4合，

・小麦・大豆あり(注 9).

4317石のうち，

白米(普通米) 2756石

1428石

他;こ精麦・小麦あり

妖肥議を飲犯と清武に分けての記載であるが，大

坂への廻送の割合はiddJEに比べて清武の方が高い.

F い山りかhの家|立への給与などは妖肥の年貢米が

充てられ，治武のものはほとんどが換金のために大

どへ廻送されたためである.し、ずれに

しても，このように江戸後期に至っても訣肥滞の廻

米中の赤米の高し叩l合は想{季、以上で、ある.

6 養父のワサウエと赤米

ワサウエ(早稲被え)とは最初に行う凶槌えのこ

とで，それに伴う Jl~i協議礼が全i玄|各地にあった.阪l

憶えの初日に水 1::1近くで行うものがよく知られ， IIM~ 

に怖の依り代の竹を立て， 12iや1Jhえ物を置き，凶1¥i'(

えのや佳作を自の*，/1に祈った.また家の仁~Iでは

床の間を祭出として， 1訴を自IliVJ， 1' 1+1仰i には{J~え物を

して，これからの農事の7黒字を祈ったりもした.そ

の詳細iは各地あるいは各家経で異なっていたが，ワ

サウェを行う日は特別な日すなわちハレであるの

で赤飯を炊し、て祝うなどもした.ワサウェ;土地方に

よってはサオリ，サピラキ，サイケあるいはサンパ

イ降しなどともいった

兵庫県中北部の養父町(現養父市)にはワサウ

ェ;こ隠してかつて次のような興味ある言い伝えが

あった(養父町史編集委員会 1994a). 

ワサウエの時に小豆御飯を炊くと赤米が出来る.

ワサウエのお供えはエンドウ豆のご飯である.

この俗説すなわちワサウエに小豆を入れた赤い

飯を炊くと田んぼに赤米が生じるので，お供えには

エンドウを混ぜた飯を炊くという話の背景を考え

てみたい.全国の他地域と同様に養父地方において

もかつて特に明治期には栽培稲に赤米が混生し，収

した米に赤米が混入する問題が生じていたので

あろう.剖とか赤米の混入を防ぎたいという願望が

ワサウエには小豆入りの赤い飯ではなくエンドウ

の入った飯を炊くという縁起担ぎになったのでは

と足、われる(注 10).

なお，赤飯が嬬米だけあるいはそこに 2~3 害IJの

授米を加えたものを蒸すのに対し，ノト豆飯は綬米

を炊いて作るものである.小豆入りの両者はともに

ハレの臼の食べ物として知られているが，民俗学的

にはそれらの類叫と相奥が注目されている(安室

2004) . 

ところで養父の赤米といえば，奈良朔の但馬匡iの

養父郡から都へ貨お9された赤米に付けた荷札木簡

がUJ土している(奈良文化財研究所 2011).表 1の

NO.10に示したように木簡には次のように記され

ている.

村長語部}'{q麻呂
但馬国義父郡老{41郷赤米五斗

天王JZJ勝宏七歳五月
.';;i!) さと さのさと

の者佐主~\ (遠佐郷)から赤米五

呂，貢納[1封切は天

平勝宝 7年(問問 755年)の 5月と読める.前述し

た， /段上合格に混生した，化した赤米とは異なり，

奈良期には養父地方でおそらくジャホ。ニカの赤米

そのものが栽培され，平域協'へ貢納されていたの

である.

7 明治末期から大正期の赤米の駆除

前項で記したように明治時代に入ると全国的に

普通米へ赤米が浪人することの防止が徹底的に行

われた.そのためには播種時の良種の選択と臨場で

の赤米の手抜き除去などが当局から督励されたが

短期間で、の完全な駆除は困難で、あった.
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表 3 明治末期から大正期の栃木県における出荷米の赤米混入状況

時期 生産検査依数赤米混入のための不合格俵数(%)

明治44年(1911)

大正元年(1912)

大正2年(1913)

大正3年(1914)

大正4年(1915)

大正5年(1916)

大正6"'1三(1917)

大正7年(1918) 2，414，435 

大正8年(1919) 2，561，233 

は省略.

明治末期から大正期にかけての赤米の混入の状

況の一例を栃木県にみてみよう(栃木県穀物検査場

1913-1920， 1920) 栃木県下の郡市町村別の詳しい

記録があるが，県としてまとめたものを表 3に示し

た.大正 8年(1919年)には 2，561，233の生産検査

俵数の 0.9%の 24，431依は赤米の混入が多く，不合

格で、あった.その 8年前の暁治 44年(1911年)の

不合格塁手の 7.1%と比べると赤米の混入が激減して

いることが判る.この約 10年間に普通米への赤米

の混入は頗次軽減しているのである.

当時赤米の混入は出荷米の不合格品の大きな要

悶で、あったが，他によるものもあった.例えば大正

元年(1912年)では乾燥不良一'5.9%，赤米…3.4%，

青米'''1.7%，品費不良…5.9%，その他 "0.2%で，

計 17.1%が不合絡となっている.この内の背米とは

未成熟のため玄米の果皮部分に葉緑素が残存し，淡

縁患を呈したものである，早刈りした時や遅れ咲き

した穂の籾にこの青米が発生する.なお，現在では

混入した赤米や青米などの有色米を自動的に除去

する色彩選別機が開発されている.

全国的に言えることであるが，昭和時代に入った

頃には出荷米に赤米の混入はほぼ完全に見られな

くなった.他方，山間僻地などの農家による自家用

米の栽培に赤米が混生している例は僅かではある

が近年まで知られた(一井 1988)、

注1.奈良時代から室町時代頃にかけての稲籾で，

玄米内部まで完全に炭化が進んでないものにつ

不合格の俵数

18，278 

24，431 

7.1 

3.4 

2.7 

4.3 

4.0 

2.8 

1.2 

0.9 

0.9 

いて赤米であるかどうかは不明であるが，ヨート、
うるち もち

呈色反応で寝か嬬かを半IJ別できるものがある.

その例として東大寺の正倉院の梗米(小川・猪谷

2010) ，室生寺の宝懐印塔のi受米(松本 1994)な

どがある.

注 2. 平城京跡出土の木簡に“生少立二斗"および

“少立五斗"と記した 2点がある.これらの少立

とは小立のことではなかろうか.また，平安中期
わみようるいじゅしょ J ア刀

の漢和辞書作口名類緊抄Jには「小豆j は「赤

のこととあるが，木簡に「赤小豆Jはない.

注 3.造沼南は“さけのつかさ後には“みさのつ

かさ"とも訪11ま才した.

設 4. 天平 6年 (734年)の尾張国正税11長には多量

の赤米が楢料として大炊寮へ収められていたこ

とが記されている(竹内 1997). 

注 5. 幸福奇跡から出土した木簡には“米"の文字

はないが，“五斗"や“俵"の文字が記されたも

のが約 10点ある.これらの多くは寅進米につい

て記していたものと恩われるがここで言言及する

ことは略した

j主6.W延喜式Jを始めとした，平安時代の史料iこ赤

米に関した記載はない.また， ~延喜式』の造語

司の条文には多くの摺の種類があるが，赤酒はな

い.しかし，新嘗祭や大嘗祭に用いられた黒沼お

よび白描の記載はある.黒酒とはクサギの焼き訳

で黒く色づけしたもので，そうしていない色の白

いものが白酒で、あった.

注 7. 史料には“最粗悪米"のことは“寂偉悪米"



小川，猪谷.赤7fとこぼれ話〔そのは〕 513 
一一ー一一一-

と記さjぐしてし、る.

注 8. 医iみ;こ，延宝 9年の巡見伎による九州の各大

名(務)あるいは代官の治問:に対する評価は次の

とおりであった.ここで悪政と評価された五名の

大名と一名の代官は幕府からどのような答めを

受けたのであろうか?

;鍋島(佐賀)・松浦(平戸)・島津(鹿克島)・

相良(人吉)・永田(東村御領代官).

中之美政;黒剖(福岡)・大給(唐津)・深溝

原)・伊東(飲肥)・有馬(久留米)・川口(長

崎奉行)• 

中之悪政;宗(府内)・立花(榔)11)・島津(佐こと

原、)• 

悪政;小)11 (富詞代官)・締)11 (熊本)・五島(福

江)・大村(大村)・有馬(県)・秋月 (高鍋). 

注9. 精麦とは大麦の穀粒の外皮部を除去すなわち

したものである.

は:10.赤米の発生とは関係ないが，養父の稀米の栽

培地においては正月に年桶に入れた米をワサウ

エの日に取り出し，エンドウご飯を炊き，百3:を敷

いた上に乗せて神棚に供える風習もあったとい

う(養父l句史編集委員会 1994b).
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