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赤米こぼれ話〔その 15J

小 )11正己不.猪谷富雄*

〔キーワード):赤米，大唐米，粕寺三米，古代米，

蔵米，綿援米，唐子雑草性稲

わが国の赤米にはジヤボニカとインディカの2怒

があったが，その歴史については不明な点が多く，

また誤解されている点も多々ある.本シリーズでは

主にわが聞の赤米について，歴史に埋もれた史実や

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.今後の赤米の謹史の研究に一助となれば

、である.

1 古代米とは?

“赤米は古代米である"あるいは“古代米は赤米

である"と言った場合の“古代米"とは Buzzword

の一穂である. Buzzwordとはし、かにも専門的に開

こえるが，学問的な定義はなされず，素人を感心さ

せるために使う，もったいぶった感じの語句のこと

である.この古代米という用語からは強い壊1日の念

が感じ取れ，またこの逸称は商売上でも大いに手Ij用

されている.

さらに，現今では赤米ばかりでなく紫黒米(黒米)

や縁米などの有色米を含めて“古代米"と言うこと

が流布している.これが異常で、あることは例えば東

南アジアなどで栽培されている赤米などの有意米

を見て，“古代米 (ancientrice) "が栽培されている

と寄った場合現地の人がどのように感じるかを

えれば明らかなことであろう.その際には正しくは

近代的な品種改良を受けていない在来稲というべ

きである.

さて，かつて農学者や生物学者は赤米を取り扱っ

た記述の表題を次のようにしている育種上にお

ける米淘汰品種の特性 赤米発芽性を l例として

一J(中山 1967)あるいは f赤米は今の米の祖先型j

(嵐 1975)などである.“未淘汰品穏"あるいは“今

の米の複先型"などの表現が現在流布している

す主立広島大学 主主命焚境学部 (MasamiOgawa， Tomio Itanil 

代米"という用語に取って代わられたのであろう.

なお，前者の赤米の発芽性に関する論文については

後の項で少し詳しく取り上げる.

他方当然のことながら涯史註分としての古代の

濯物や史料に関した米は古代米と表記される.方代

の遺跡から出土する米や古代の寺院に残存する米

こそまさしく古代米である(佐藤 1971，松本 1994). 

なお，古代に似た用語に古典，伝統がある.古典

文学や伝統芸術などという言言い方で広く使われて

いる.また，近年には品積改良を受けていない野菜

を地域起こしに利用する活動が各地で盛んである

がその捺には倍統野菜という言い方がされている.

古典(c1昌ssic) としづ用語からは援史的価値そして

伝統 (traditionaJ)からは文化の香りが感じ取れる.

2 重良信夫が関心を寄せた赤米

-動物生態学者で、あっ

(1902-1985年)は明石原人の発見者としても

名である.遺跡からの遼存物など直良が収集

料や作成した文書・記録などが国立歴史段俗博物館

に整怨され，所蔵されている(開立控史民俗博物館

2008).その量的な媛大さは A4版『直良常夫コレク

ション段録Jがカラ…写真の口絵 24頁を55IJに 246

らなる大部のものであることからも分かる.

収集された現金資料 (A-636-2-3)の中に国内外

からの赤米の数点および「赤米に関する原稿j

(A-636-5-2の 267)がある.現生課本の赤米とは

沖縄県八重山群島西表島E去の翰穂、，鹿児島県控児島

郡十島村宝島躍の籾と玄米，長錆県対潟市立自立神社

の玄米，神奈川県秦野市今泉左関戸産の陸稲ヰIの籾

と玄米そして朝鮮産の米(玄米)である.

渡良は縄文・弥生時代などの遺跡から出土する

代米に注院し，わが閣の農耕の歴史に5齢、関心を寄

せていた(直良 1952，1956，夜良・佐藤 1969).

しかし， t等学多識で知られている彼とはいえ，赤米
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にまで深い関心を寄せていたとは驚きである.なお，

F臼本古代農業発達史j](直良 1956)には赤米に関

する簡単な記述以外lこ，奈良県の唐古遺跡出土の長

護穎稲について拡大した写真3枚と手描きの籾の図

ともにかなり詳しい記述がある.赤米や長護穎稲を

わが障の古代の稲と関連づけて考えようとして様

子がうかがえる.

3. 大唐米とアウス (aus)
しんそう わいが

11世紀初顕に中国の北宗の真宗が准河や長江流
せんじようとう

にあった地に福建省から点域稲を導入し

た史実は良く知られている(渡部・桜井 1984).こ

のインディカの揺は耐千，t全が強く，痩せ地に向き，

その後敢などの名称で筆中・華南の

広範囲な地域で栽培されるに張った.その一部が中
どいとうまい たいとうごめ

世にわが関に渡来し，近世にかけて大唐米(太唐米)

などという名称で羽臼本を中心に殺倍された.イン

ディカの大唐米;主主に赤米で，多くの文書類には中

国の名称そのままに「秘J• r草山などとも表記され

た.

さて，この占城揺は現在のベトナム中南部に 2

17世紀にわたって栄えた占城廓(チャンパ)から

もたらされた一群の稲である(注1).インド文明の

を受けた点域閣における点域稲とは本

来インド東部のベンガル地方を原産とするアウス

Caus) とし、う一群の稲に由楽するものであるとい

う(渡部・桜井 1984)C注 2).アウスは東南アジア

で広く栽培されるに歪っているが，わが掴の大唐米

の源流がインド涼産のアウスに辿り着くというの

は興味深い話である.

アウスはベンガル地方では雨期が終わり，河川!の

洪水が起こる前に収穫する平生の稲で，夏稲とも呼

ばれる.アウスiこは赤米が多く， {JUえばわが国の赤

米研究を集大成した『釘本赤米考j]C嵐 1974)の口

絵には外国産の赤米として数系統のアウスの赤米

のカラー写真が載せられている.

ところで，雑種第一代の稔性の評価試験からイン

ディカの各種の生態型の中でアウスはジャポニカ

との間で近縁震が高いことが知られている

CMorinaga 1968). アウスiこ勝2する Kasalath，Dular 

および Pusurなどの品種は国内のジーンパンクに保

され，遺伝学や育種学などの分野で詳締に研究さ

れてきた.また，近年では Kasalathの赤米遺伝子を

コシヒカリに導入した，良食味の赤米品穏が作出さ

れている.なお， Kasalathの玄米は赤色をE註するの

に対し， Dularおよび Pusurはそれぞれ淡赤色およ

び淡褐色である.

4.朝鮮半島への占城稲の伝来

中盟のお城稲(粘)の一部がわが陸へ渡来し，大

唐米(太庶米)として作付けされたが，その文献上

の初見は徳治 3年(1308年)の丹波国大[1J荘西国井

村(現兵蔵県篠山市)の“たいたうほうしのいね"

である(赤松 1960，黒田 1983).

他方，朝鮮半島への点城縞の伝来についてはどう

であろうか.赤米を主としたインディカの稲が朝鮮

にも倍来していたことが 15世紀の朝鮮の史料

から推定される(嵐 1974).それ以前の史料が無い

というだけで渡来時期はかなり溜ることになるで

あろう. [f山林経済j]U洪共 17口15め)に{はま稲に“稜

“1摂奨"とともに“紬"があると記されている.この

“秘"とは上記のインディカの点城稲に相当すると

られるが， 18世紀に半島南部のどの地域でどの

燦模で栽培されていたのかは良く分からない.

近代に入り，わが国では揺の品種改良や雑草性の

赤米の防除が大いに進んだのに対し，朝鮮半島にお

いてはそれらの動きは遅かった.朝鮮半島の雑主主性

揺にはインディカとジヤボニカがあり，その多くは

赤米である.昭和前期に半島南部のインディカの赤

米の形態的・生理的・遺伝的特性が詳しく調べられ

(原 1942)，また近年にも半島中南部において数多

くのジャポニカとインディカの2型の雑草性稲が収

集され，その特性が調べられた(徐・許 2003).現

在でも韓毘に残存しているという雑草性稲のうち

長粒系のインディカの赤米はかつて渡来した点域

稲(柏)と密接につながっていると考えられる.

しかし，奇妙なことに韓閣の長粒型の赤米の大部

分は籾のフェノーノレ反応がマイナス(一)である.

栽培稲の分類においてジャポニカはフェノーノレ茂

応がマイナス(一)，インディカはプラス(十)で
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ある(桟 3).わが国の一群の雑草性詣も栽培稲の形

態的・生理的な指標による分類方法によると従来の

考えとは異なり，ジャボニカに分類されるとの近年

の報告がある(赤坂・牛木 2006).栽培諭の随伴雑

草的に一長年生き続けてきた雑草性稲の分類には栽

培稲における分類法が単純には適用できないとい

うことであろうか.

5. 肥言tr~の中世史料にみるたうほし沼
ごとつ うらベしまあおかた みみまっ

肥前国の五烏の中の浦部島育方(現長崎祭 i菊松
しんがみごとう あおかたごう

浦郡新上五島町育方郷)を本貫とする

時代に鎌倉御家人となり，袋町時代には松浦党の一

員となり，江戸時代には福江藩の大名五島氏の家症

で、あった.鎌倉時代初頭から近世初頭にかけての脊

jj氏の文書 465通が『育方文書』として残されてい

る(瀬野 1986). 

そのなかに窓町中期の文安 2年(1445年)11月

四日の「五島住人等連箸抑苦手索jがある(佐藤・百

瀬 1998).これには膏方氏と松田氏の所領の相論(訴

訟)について従来の裁定に異論があったため，“五

島住人等"が改めて裁定したものとある.第一条に

はたうほし出は荒地を新しく切り開いた問地(新

開)であるので育方氏が知行し，それを除いた本限

は松回氏が知行すべきとある.第ニ条には開発問の

用水の取水についての境界について，第四条には用

水の西日分について二者間で勺日おきに水を引くべ

き"との記載がある.そして他の条でも両氏間での

所鎮の争いについての裁定がある.

第一条にある新樹のたうほし但とそれに対比す

る本阪の表記が興味探い.たうほし回すなわち「と

うほし限j とはトウボシ(唐子・唐法的)という大

庶米が作付されていたかあるいはそれに由来した

名称の回のことであろうとうほし悶Jに関する

この記述は，荒地を開墾した新院には普通米よりも

大庶米の作付けが適していたとの従来の説と合致

して興味深い(注 4). ~育方文書』にみる脊方氏の

賢史についての解説によると(白水 1992)，島の海

岸部における問地の開発の難しい情況特に用水の

確保が大変で、あったことが半IJる.

なお，この文書が舎かれた文安2年といえばJ支

ごきたぜきいりふねのうちょう

長室北関入船納 i緩~ (林屋 1981) {こ潜戸内海の各港ー

からの赤米の積み荷の記載がある年である(小)11 • 

猪谷 2005b). 当時東大寺が領有していた兵庫北関

に荷揚げされた赤米の大唐米は京都方笛へ遊ばれ

たと思われているー

時代を漉って， s目前患の『橘中村文誉』に正和 2

(1313年)2月初日の「檎薩摩公民IJ本銭返国高

売券Jがあり(佐賀県立隈書館 1977)，そこにはた

うほした一反とある.これは fとうほし国j一反と

解することができ，現夜の佐賀県武雄市若木町)1 

に当たる肥前高嶋荘皮子~U ()!I古山)においてトウ

ボ、シ(唐子・唐法師)すなわち大唐米が作付された

ことに出来した名称の l反のことと考えられるとい

う(神谷 2011).従来鎌倉時代に九州における大唐

米の栽培は知られていなかったので，本史料の存夜

る.

中~近世に九州、!などの地域の農民や庶誌は大庭

米をトウホシ・トウボシ・トボシなどと呼んでいた

ことは次のような史料からも明らかである.

近世初頭に長崎で、ポノレトガル人の宣教師たちに

よって刊行された『日補辞書~ (1603-1604)は室町

時代墳の日本語3万 3千語近くを採錬した，国語史

上の重要な資料である(土井ら 1980).そこには大

蔵:米(太唐米)を畿内などを意味する主で、はタイト

ウゴメ，九州などの下ではトウボシというとある.

また，江戸期の『筑前田続風土記~ (良原 1703)

には“秘太唐米と云 土民はたうぽしといふ…"
タイタウコメ

とあり， ~大和本草~ (良原 1709)には“ 柚 …園

俗ニ大唐米ト云 西土ノ俗タウボシト云…"とある ι

九州地方におけるトウホシの用語の使用が前述

した2件の史料から肥前国では鎌倉末期から護町中

期にまで溜れることが明らかになった.したがって

大勝米は中世には瀬戸内海沿岸を中心に東は伊賀

1lliは北九州地方までの荘園などで広範囲で栽培

されていたことになる(小)11・猪谷 2008，2012). 

榔回(1914)は大唐米の作付けに因んだ、地名の唐

千田または大庭回などに注臨し，嵐(1974)はそれ

について全臨的にさらに詳しく調査した.その後の

B3鍋(1993)の調査を加えると地名数は膨大なもの

となる(小)11・猪谷 2010b). 肥前回に当たる
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祭や長崎県にも などに唐子田あるいはそれ

した地名が数点ある.それらの中で肥前国の

伊万里地方の唐平田とは前山(1958)がすでに報告

した江戸後期の史料中にある唐二子回と向…地であ

ろうか.

なお，大!者:米に慢する史料上の初見は前述したよ

うに『教王諮問寺文書Jにある徳治 3年(1308年)

の丹波際大山荘商剖井村(現兵庫!系篠山市)の記録

である(赤松 1960) (注 5).これに続く と

して先の肥前国の『捕中村文書i~ 所収の正和 2

(1313年)のものということになる.わが国への大

鹿米の渡来はこれらの文書に記録される以前の， 11

UJ:紀から 13世紀の間であろうと考えられる.

6. 元禄織の大坂議屋敷の赤米

自らの消費や家臣民へ支給以外

に年貢米の大部分を藩運営のため換金する必要ーが

あった.主要な換金の方法として特に西日本の諸藩

は大坂に蔵屋敷を設置し，そこへ寅租米を廻送し現

金化した.また，その擦には寅租米だけでなく自国

産の産物も販売した.

大坂j滋賎数の関連史料から蔵米の一部に赤米の

大庭米が含まれていたことを矢口ることができる(小

)11・猪谷 2008).しかし，諸藩からの廻米を定量的

に取り扱った，史料は少ない.ここでは元禄期に記

された F国花万葉詑~ (菊本 1697)から元禄期の蔵

米中の赤米の量について判る範酒でみてみたい.

『開花万葉記』には諸溶の石高と大坂の蔵屋敷の

j践米の量があり，また蔵米には上・中・下米と級別

の記載があるものもある.さらに畿通米の米穀以外

にも赤米，議菜，小豆，大豆，小麦，大麦，桑謡，

胡麻について記されたものもあるが，これらは別に

まとめてあるいは普通米の

る(波 6).

めて記されてい

蔵米に赤米がある蔵屋敷を表 lにまとめた.この

なかで興味深いのは肥前悶の佐賀藩と備前関の向

山藩の蔵米である.佐袈藩は 5万石のj絞米のうち

上・中・下米が 4万石で，赤米が 1万石とある.ま

た，問山藷は 6万石のうち上米が 575石で，赤米が

l万石とある それぞれ蔵米の1/5および1/6が赤

米であった.さらに，薩康閣の鹿児島藩およびお向

閣の高鍋藩・佐土原務の綴米の多くは赤米であった

とある.

表中の各務は他の史料からも赤米を大坂j後屋敷

へ趨iきした藩として知られているが(小J11・猪谷

2005b) ，それら以外に表末尾の備中国の旗本花房家

の蔵米が注医される.大名だけでなく旗本などの諸

家も貢租米の現金化のために大坂に蔵康敷を置い

表 1 fi友米lこぷ米がある元禄期の大坂・絞屋数

国 務 石高(万石) 蔵米(万石) 備考

i護摩 鹿児島 72.9 5~6 赤米多，iill.に琉球米5千石.

2. 肥後 熊本 54 4~5 

3. 日向 妖JI包 5.1 0.8~2 

4. R向 高鍋 3 0.5 赤米多.

5. 臼向 佐土原 3.7 0.6 赤米多

6. 日巴前 佐賀 35.7 。 上.<=t・下米4万お，赤米1万石.

7. 塁塁後 杵築 3.3 1.2~ 1.3 

8. 豊後 森 1.2 0.2~0.3 

9. 塁塁前 小倉 15 3~4 

10. 豊前 ヰJi$; 8 3 .4 ~3.5 

11.筑後 柳JI[ 10.9 1.4~ 1. 5 

12. 伊予 三宇和島 7 1.4~3.5 

13. 備前 岡山 31.8 6 上米 5万石，赤米l万石.

14. 倫中国

花房大膳(高松知行所) 0.7 
0.2 岩戸米多.

花房外記(猿掛知行所) 0.7 

国花万葉記(菊本 1697)より.
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ていたのであるが，花房ニ家の競米 2千石の多くが

赤米であった(注7).備前向山藩の{ftlとも考え合わ

せると現在の限山県南西部では当時かなりの赤米

が栽培され，大坂へ廻送されていたのである(注 8).

なお，赤米とは限らないが花房家の領地産の備や花

というものが江戸期を通して知られていた(問

中 1749，浜松江戸後期). 

元禄期に大坂へ廻送された米の総額は年間 120~

140万石であるが，そのうち赤米の大庭71そが占める

lE綾な答IJ合を知ることはできない.しかし，かなり

の量の赤米の大唐米が大坂を中心にした消費地で、

特に下麗階級の人々に大いに食されてし、た(注 9).

余談であるが，これらとほぼ同時期の井原西鶴の

『西鶴置土産~ (弁原・北条 1693)には大坂

の町畏の質素な生活を描く表現として，次のように

ある.

米も加賀の大ひね或はりうまし
おおひねごめ

大ひねとは大陳米すなわち長期間貯蔵された

米のこと，またりうまいとは わち琉球

の米のことである.当時大坂において，低品質で

あったが安倣な米の代表として加賀米の米(注

10)，琉球米そして赤米の大唐米(注 11) が挙げら

れている.

なやま い

7.納屋米における大唐米

前項で述べたように諸藩の領主米は臓屋敷へ廻

送され，売却された.このような蔵屋敷経由

以外に納屋米があった.納屋米とは商人らによって

地方で集荷され，大坂や江戸で売却された米である.

これは農誌の年貢余剰米や綾屋敷を持たない旗本

や寺社領の年買えとからなっていた.大坂における蔵

米が江戸期を過して年間 100~150 万石で、あったの

に対し，納産米はその約 4分の 1で、あった.

元禄期の大坂のj議米には赤米の大米がかなり

あったことを前工芸で記したが，納屋米においてはど

うであったろうか.時期が少し下がつ

(1714 :ij三)の

には大坂への 119品目の移入品の量と

金額が記されているーその中で、納屋米の米穀につい

ては米が 282，792石， 12，294石であるのに

対 (大法米)は 135石とある(内問 1903，

大阪大学近役物価史研究会 1963，大石 1966). 普

通米および餅米に対して赤米の大蔵米は櫨めて少

量である.大凶作による普通米の不作の年ならいざ

知らず，通常の作柄の年に低品質で低廉な大唐米を

商人がほとんど取り扱わなかったのであろう.

陪識な記録が元文元年(1736年)の
、弘グ)C'去 勺ムに4ぜλJヂザ(カミ上一号rれ rろ

jである(大阪

1913). しかし，そこには米穀に関しては

米が 220，791石，餅米が 10，626石とあるだけで太

唐米はない.本史料には各品目に産地が記され，伊j

えば餅米は河内・和泉・摂津・尾張・三河・淡路・

・備前・鍛中・讃l校・伊予・豊前・豊後.JJE後

である，当然ながら普通米の産地となるとこの 2

以上の諸国となる.当時畿内やその舟辺からの納屋

米などは別にして，遠方の諸障からのものは主に海

路を兵庫津(現神戸市兵康窓)まで運ばれ，臨揚げ

後大坂へ持ち込まれた.

8. 粘毛米とは?
ζいたL、ぐら

江戸中期の『懐宝永代蔵~ (田中 1749)には大坂

における諸落の蔵屋敷のj議米が列挙されている.さ

らに諸国(御)蔵米内貿附Jと注記があるよう

に，各蔵米が入った俵の大きさおよびその内容量が

分かるように付記されている.各J議米についてそれ

らの値が呉なったのは次のような理由による.

における年貢米の取り立て方や運搬上の都

合による俵の大きさの違いがあり，第二に国元での

年貢米の水分含有量の違い，さらにその後の各蔵巌

敷などにおける貯蔵条件の違いによって減量程度

に違いがあったのである(注 12).

さて，男IJ名『永代蔵』ともいわれた『懐宝永代蔵J

の小引には寛延元年(1748年)とあるが，翌年の

2年 (1749年)に初瓶が刊行され，その後宝跨

10年(1760年)，明和 5年(1768年)，寛政 6年(1794

年)，天保 12年(1841年)そして嘉永 6年 (1853

年)と 5踏の増・改訂版を重ねた.

ここでは，初版の寛延 2年版および寛政 6年版の

『増繍懐宝永代蔵~ (問中 1794)とそれ以降の 2田

の増様販にみられる粕毛米について記してみたい.
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なお，寛政 6年賦以降の増補版において列挙されて

いる各藩の蔵米についての記載内容は完全に同じ

なので代表として寛政 6年版だけを引用する.

寛延2年版の『懐宝永代蔵』において筑後留に榔

) 11粕毛および三池粕毛の蔵米が挙げられている.他

方寛政 6年版の f場補懐宝永代j議』には務名が明記

され，筑後の三池藩および柳)11穫にそれぞれ三池粕

毛米および榔)11粕毛米がある.さらに肥前の佐賀滞

に肥前粕毛米そして蓮泊藩に甲州粕毛米(白粕毛と

赤粕毛)がある(図1).

このような筑後や杷前の蔵米の粕毛米とは仰で

あろうか?粕毛米とは赤米の大唐米の別名である

(場橋 1981)というが本当にそうなのだ、ろうか?

上述の『増補懐宝永代蔵』の三池藩の蔵米には三池

粉毛米と三地赤米が，そして佐賀藩には肥前粕毛米

と把前赤米が併記されている.したがって，赤米と

粕毛米がj湾ーのものとは思われない.さらに，蓮池

は甲州粕毛米に白粕毛と赤粉毛があるという

のも興味を引く表記である(関1).なお， ~ó今八

木相場11.長II(著者不詳 1763)の延卒2年(1745年)

の条にも肥前粕毛がある.このような筑後間および

肥前出の粕毛米の実体については今後のさらなる

検討が必要である.

9.野太米網野大唐(野太唐)とは

かつて九州および四国の一部では陵揺は野稲と

呼ばれていた(小川・猪谷 2011).その呼称、の壁史

は中1ままで遡れるが，野稲の野とは;上僚を意味してい
こあざ しょうらめい

る.これらの地方に野稲田とし、う小学や小地名が

局在するが，それらの多くは陸揺を栽培していたこ

とに由来すると考えられる.

ところで，江戸後期の肥後務の主婆な作物の生産

状況や価格を調べた『諸御郡惣産物騒II(松本 1983)

には米穀の生産について次のようにある(価格につ

いては省略). 

合志郡大津手永 米 45，280俵，皮当 5俵

野米 6，320俵，度当 3俵

野太米 3，400俵，反当 3俵

合志郡竹迫手永 米 41，740俵，反当 5

野米 1，400俵，茂E当2俵

野太米 1，760俵，反当 2俵

陸稲(野稲)の米である野米の生産は肥後藩の他

のかなりの地域でも見られるが，野太米については

これらの 2地域だけである.この野太米とは陸稲作

の大唐米(太唐米)のことである.これは普通稲の

|漆稲と同様に水田揺に比べて収量が非常に低い.上

記の大津手永においては野太米と同じ意味の野大

(野太唐)について文政2年(1819年)の農舎

1819)に栽暗法や収穫後のパーボイル加工法

がある.パーボイノレ加工とは収穫後に籾を蒸すか煮

てから乾;燥し，その後に籾措りをして玄米を得る方

法で，九州地方などでインディカの大f資米に行われ

図 1 紀前佐賀務および蓮池務の務米(箆政6年版『土器補穣宝永代蔵』より)
例えば「三ツ九斗九介j とは 3依で 9三十 91十を意味する.
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ていた.

江戸中期の『肥後国之内熊本領産物rl!むには大唐

米の 8品穏の一つに野太長野がある(盛永・安1331993). 

また，わが国最古の農蓄と言われている伊予田の

『清良記(親民鑑月集)Jl (土井江戸前期)にも大

唐米の 8品種の一つに野大唐が挙げられている.

この穏のものには江戸後期に薩摩藩から刊行さ

れた『成形臨説Jl(曽・白尾 1804) に野乏という品

種もあり，次のように説明されている.
ふみにじり

野乏 野稲の柏なり 苦なく其実踏韓てよく
のとi乏し わせ

務なり 又王手乏あり 野和!の早稲なり

このように九州や四閣の一部において熔で陸稲

として栽培された大唐米は野大箆(野太唐)やノト

ボシ(野乏，野柚)と呼ばれることがあった.

米に“野"を接頭語的に使用する呼称は他の地峡で

は見当たらず，普通稲の建稲を九州などで野稲と呼

ぶことに類似した呼称法である.

もちろん，九州などで栽埼されていた陸稲の大鹿

米が全て野大鹿(野太唐)などと“息子"を付けて呼
ぞう

称されていたわけでない.例えば，江戸中期の『幸It

(締)11江戸中期)には肥後閣の細川|藩

内における 500種余りの稲の品穏が作付け地名とと

もに記されている.その中には次のように太唐の付

く品種だけでも 4地域に 13種もある.

八代 平太唐，二番太綾，中手太清，遅太蔵

上益城

下益城

諮問

赤太唐，

膳太廃

三日

大太唐，太唐餅，街l

赤太唐，白太唐，源王手太唐，熊谷太腐，

山鹿太唐

赤太唐， 白太唐

(赤太唐と白太唐は八代，下主主域および飽田で栽

培)

品種名の多さに驚くとともに，名称の由来を想像

すると楽しいが，これらの品種名に“野"が付くも

のはない.しかし，この中に陸穏として栽培されて

いたものがあったと考えても不思議ではなかろう.

10. W農業雑誌』にみる赤米
せん

明治期の農学者として知られる 仙〔天保8

(1837)一明治 41年(1908)Jは当時“キリスト

教界の三傑"の一人ともうたわれ，教育者としても

名高い.なお，津間の娘の梅子は津間塾大学の創設

者である.

が暁治8年(1875年) した学農社では

農産物の栽培・叛売・輸入，農業に関連

版そして農学校の経営を行った.明治 9年(1876

年)に学農社から『農業雑誌Jが創刊され，大正 9

(1920年)までの 45年間にわたって計 1，221

が出版された.

購読者には篤農家が多かったと忠われる『農業雑

には，約 10報の赤米に関連した記事ーがある.

当時赤米の混入による米の品質低下が大きな開題

で、あった.したがって赤米に関する記事はその肪除

に関する読者間の費疑応答で、あった.その内容は現

代から見ると必ずしも適正でないものもあるが，

民に赤米がどう捉えられていたかを窺い知ること

ができて興味探い.その数例を紹介してみよう.

{質隈]17券 (35) (第 466i予)明治 25年 12月

15日

0往々籾の中にある赤米は侍の原闘を以て生ず

るや又其予防法を問ふ

梅沢伊三郎

この次々号(18巻(1)(第 468号)明治 26

月 5日〕で下総国千葉郡大和田町の某氏から次のよ

うな屈答が寄せられている.大意は“赤米の防除は
しま

易しい.赤米は縞ススキのように葉部に 2~3 本自

い筋があり，出植え後の屈の蕊取り持に?s:易に識別

できるので抜き取る.まれに苗の時期から縞模様が

ある赤米もある'¥回答者が知るあるいは経験した

赤米はそのような薬部に臼い筋が入ったもので

あったのであろうが，そのような形状を赤米に一般

化できないことは明らかである.質問者もさぞかし

閤惑したことであろう(注 13).

次に信州、i在住の地主からの次のような質問も

あった.

{質問]30巻 (ll) (第 910号)明治 38年 4Jl

15日

O自家で栽培する稲には赤米・青米の混入が少な

いが，小作米にはそれらの混入が様めて多い.赤
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米・育米の性質やその妨除法など教えて欲しい

(大路). 

これに対する田答が 1ヵ月後に“赤米脊米の原罰

及英予防法"として 2名の読者から寄せられている

[30巻(14) (第 913号)明治 38年 5月目的.そ

れらの回答内容は現在から見ても常識的なもので

ある.すなわち，赤米の防除には田んぼにおける赤

米の抜き取り，そして播種前の選積の重要性を指摘

している.また，青米とは不良回における未成熟な

米であり，山間部の冷水田，日当たりの悪い回ある

いは深聞などで栽惜した稲からの小作米の調製が

不充分なために生じるとしている.さらに蔀の時期

および殴楠え後の稲の杷培管理を良くする叢要性

も指摘している.

これらの回答のなかに少し関白い記述があるの

で原文のまま次に記す.
へんしゅ せい ほうさん

“赤米は良質の変種にして性強調IJ且つ最産なる
っくり せ長はん

が故に，赤米のみ栽培して之を赤飯等となせば甚

だ良好なれども，米質劣悪なれば，市場に出すに
てき ひろっ く り あら

は適せず，従て広く栽培すべきものに非ず"

このような質疑応答以外に，生物学者による次の

ような専門的な論説もある.

0見波定治赤米の話. 41巻(第 1176号)大正

5年 9月

“福まれッ子世に宣る"で始まり，唱々自諺も
ど にんげんらう あかごめ よう

何うか人間中の赤米とならぬ様に瀬ひたいもので

ある"で終わる本論は，前除が国難な雑草性の赤米

の実体について現在震われているとおりの学術的

な記載内容である.すなわち，雑草性の赤米は税粒

しやすく，生育の面からは非常に強健で、あること，

さらに栽培揺との交雑によって生じた雑種の多く

は赤米であることが指摘されている.また，その赤

米を!坊除するには赤米が混じっていない良好な種

子を使用すること，そして一本植えにすることを薦

めている.植えていない所に生えたものには前年か

ら土壌中に壊没していた赤米の種子に由来する可

能性があるため除去することが必要なわけである.

なお，著者の見波には大正期から昭和前期にかけ

て育種学・遺伝学・作物学などに関した多くの教科

書や参考書の著作がある.

11. 赤米の越冬性などについて

赤米の生理的・生態的特性を概念的に捉えるため

にはまずできるだけ多くの赤米の品種(系統)につ

いて問時に開じ条件で調資することが必要である.

さて，赤米が雑草化する要閣として，赤米は脱粒

性に富み，さらに臨場に脱粒した籾が冬期に越冬す

る能力が優れていることが考えられる(小川・猪谷

2010b). 

このような考えに従った試験として次のような

ものがある.国内産の赤米 15種と外国産の赤米 5

穫の闘場での越冬性を調査したところ.それらの全

ての赤米は越冬伎が鐙れていた(中山 1967).赤米

では低酸素の水中での発芽の被害が軽減され，また

適期に収穫された赤米の籾は後熟が遅延された.

この赤米の後熟の遅延は土中での湿瀦，凍結，微生

物などに対する抵抗性を誘引し，ひいては越冬性の

向上につながるのであろうとした.

この穏子の後熟とは次のとおりである.種子は見

かけ上完熟しても発芽する能力が充分備わってい

ない場合がある.そのような場合にある期間を経過

し，経中の生理的・生化学的な成長が進むと発芽能

力を有するようになる.この過程を後熟といい，野

生稲は一般に後熟が遅いことで知られている.この

後熟が運いということは休眠性が強いという表現

、換えることができょう.

他方，星野ら(1985) はわが閣の稿品種(系統)

313穏について議水した深播き条件下での出芽性を

調べた.その中に含まれる在来揺の赤米 15品種中

14種は出芽が極めて良好で、あった.赤米系に次いで

高発芽性の品種群は f愛国J系で 18穣のうち 13穣

の出芽が優れていた.

アメリカの古い報告であるが，闘場で土壌に埋没

させた稲籾の寿命を調査したものがある (Goss・

Brown 1939， 1940). 赤米のうちアメリカの南部稲

作地帯の赤米穏は他の赤米や白色系の栽培品種に

比べて生命力が強く， 3年後でも全て生存し， 10年

後でも発芽力を保持しているものがあった.

穫皮に赤褐色系の色素を有する赤米が越冬性や

強還元性条件下での出持性に優れていることにつ
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いてはさらに詳細な検討が必要であろう.

12. 永井威三郎と赤米

大正時代から昭和時代に農学者として活躍した

永井威三郎(1887-1971年)の赤米研究とのかかわ

りについてはすでに報告した(小)1い猪谷 2008). 

永井の生誕 120年を記念して，詳細な経麿と研究

業譲をまとめた総説がすでに発表されていたこと

を最近知った(白戸ら 2006，白土・藤井 2007). 

永井の赤米研究は，作物学・育種学・遺伝学・槌物

生理学などの分野における巌大な研究のなかの一

つに過ぎなし、かもしれないが，上記の総説のなかで

“赤米の透信生理学的研究"として要約されている.

また，赤米研究と相前後して永井は植物のフラボン

研究やダイズの種皮色の遺伝生理学的研究に取り

組んでいた様子もまとめられている.

他方，永井は昭和元年(1926年)から 10年間朝

鮮水原府の総督府農事試験場において稲の品穏改

良に取り組んだ.そのため当時の朝鮮の穏作情況や

混生する赤米の実態についても精通していた(永井

1969) . 

なお，永井の 80年余りにわたる足跡を鮪潔にま

とめたものもある(中山 1987). 

注1.市域間(チャンパ)からは古来わが国へ痕接

あるいは隅接に多くの物資が渡来した.例えば，東
らんじゃたい

大寺子正倉院所J寵の香木の繭三菱持は点城陸あるいは

その周辺地の原産と言われ，また小型種の鶏のチャ

ボは原産地のチャンパ(異称チャボ)に臨む名称と

されている.

わが閣の江戸期の史料にみるお城稲はや国の占

域稲とは異なり，占域国方面から直接渡来したイン

ディカの大柄な陸稲で，玄米色は白色系であった

(小}11 .猿谷 2008). 

2.役界各地の稲の穏々の生態型のうち，インド

東部のアウス(夏稲)，アマンおよびボロ(冬稿)

の3生態型やジャワとスマトラ島など、のブ、ルーとチ

レーの 2生態型がよく知られている.この中でアウ

ス，アマン，ボロ，チレーはインディカで，ブ、ノレー

は熱帯ジヤボニカに臆する.

3.フェノール反応とは籾を1.5%のフェノール

溶液に浸演し，籾殻の色調の変化を観察し，褐色に

変色するものをプラス(十)，変化しないものをマ

イナス(一)とする.多くのインディカはフェノー

ノレオキダーゼを有するために褐色となる.他方多く

のジャポニカは醇素を有しないために変化はない.

注 4. 水田を開墾しでも用水および排水が不備なた

め，すぐには満足な水稲の収量を上げることができ

ない.中~近世の沼岡本ではそのような水聞でも一

定の収量を確保できる赤米の大唐米が大いに利用

された.しかし，水田が整備され，熟沼化するにし

たがい，低品質の大唐米は普通稲に代わった.

注 5. 定自3町 5反 20代のうち 8反は“たいたう

ほうしのいね"とある.また，耕作されていた早・
とくでん

中国は l町 3反 15代で、あって，そのうち得聞は 4
そんでん

反 7代，損田は 9反 18代とある.したがって，ま

ともに収穫を得られた水田は擁めて少なく，非常に

過酷な栽培条件下であったことが分かる.なお，得

田とは通常の収穫があり，年貢を取ることができた

回であるのに対し，損回とは天災によって収穫が

減った回で，減収の程度によって納税が減免された.

得問と損間を合わせたものが定問である.

また，現在この地の明野地区にはタイトダの小地

名が残されている(水野 1995，1996). これは全国

各地の小字名などに知られているダイトウダ(大庭

回)と間じもので， トウボシタ(唐子回)と問様に

赤米の大庭米の作付けに由来する地名である可能

性が高い.

注 6.~毘花万葉記』には天保 6 年(1835) の改正版

もある.また，これらに記載内容が類似した『難波

丸縞ru(志田垣 1748)があり，これはその後江戸

後期に 7自にわたる改許版が刊行されている(多治

比・日野 1977). 

元禄 10年(1697)版の F国花万葉記』とこれら

の諸本とには当然のことであるが各藩の石高や蔵
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米高さらには赤米に関する記載について違いがあ

るものがある.

注 7.花爵大膳とは高松知行所(現岡山市北区原古

才)の花環職重，花E号外記とは猿掛知行所(現関山

県小間郡矢掛町)の花E浮き持昌のことで，正確な石高

は各々6，200石余りおよび 6，050石で、あった(永山

1930， 1971).時代は少し下がるが， [f難波丸綱釘J

(志田垣 1748) には“備中高松花房大膳六千二百

石余"とあるが，赤米を含むJ渡米の量などの記載は

なく，また綴中猿掛の花房外記の蔵麗敷については

全く記していない.

また，大坂における諸隈の蔵屋敷の蔵米を列挙し

た『懐宝永代j議~ (問中 1749)およびその後の増補

版の儀中陸に“花房米"があるが，旗本名や赤米に

ついての記載はない.

注 8.備前国邑久郡(現瀬戸内市長船町)ではすで

に 14世紀に大唐米が栽培されていた(小川・猪谷

2010b) そして，江戸中期の 1730年代には備前・

備中国において大唐米の“自たいとう"および“赤

たいとう"の 2品種が栽培されていた(盛永・安田

1987). また，児島郡灘崎村(現閉山市南区)には

“赤米の悲劇"として知られる大唐米を扱った

が残されている(小川・猪谷 2005a). 

注 9. 元禄期の『立身大福棋~ (唯 1703) には大坂

における大唐米の賢明な購入の仕方が記されてい

る.薩摩践が上等な米で，町の小売り屋ではなく浜

(北浜の米市場のことか)で買えば水を加えて精米

することはなく，得であるとしている.飯が炊きあ

がった時水を吸収して分量が増えるいわゆる炊殖

え(釜増え)の効果が非常に大きいことが大唐米の

特長の一つで、ある.しかし，大唐米を臼で渇いて精

米にする際に水を添加すると炊殖えが大きいとい

う特長が無くなるのである.また，“大唐米はくやわ

んけうじ堀舟やどよし"とあるが，異体的に何処を

指しているのかは不明である.

注 10. 注 12でも記すように，大坂に登った膨大な

量の加賀米のうち，すでに隈元で年を越した米を当

古米，新米が大坂で年を越した米を越加賀，

年を越し，さらに大坂で年を越した米を越古といっ

た(田中 1794). 

注 1l.西鶴の他の作品で赤米を記したものに次のよ

うなものがある.尚子色一代女~ (1686)には“朝夕

も余所(よそ)は皆赤米なれども此方(こち)は播

しうの天守米"とあり，低級米の赤米と最高級米の

播州天守米が対比されている.また『世間胸算用』

(1692)には“台碓(だいがらうす)の赤米を捻(も

みぢ)の秋と詠(なが)め"とあり，つつましく倹

約した生活の描写に赤米が登場している.

12.大坂の蔵屋敷に常蔵中に大きく減量する蔵米

として，水分合量の高い北間米の加賀米では 1石

1~2J十が土用過ぎには 9 斗 7~8 升に，年末には 9

斗 5 升lこ，翌年の 3 月頃には 9 斗 1~2 升になる例

が知られている.なお，大坂へ登る加賀米の量は諾

務からの蔵米の中で、も圧倒的に多く，年によっても

異なるが 11~20 万石であった(浜松江戸後期). 

注 13.葉部に縦あるいは横に縞が入った，種々の突

然変異体の稲は縞稲などの名称で知られている(佐

1990) .その縞は白色，黄色あるは淡縁色などを

.各穣の縞稲が国内のジーンパンクなどにも

保存されているが，赤米の縞稲は保存されていない

ようである.
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