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１）イネとムギ＝稲と麦 
イネもムギもイネ科の一年草である。イネ科は極めて大きい科で、世界には寒帯

から熱帯まで約 700 属 8,000 種が分布し、さまざまな生態が知られている。同属の

植物はススキやチガヤ､アシ､エノコログサなどを見てもわかるように、総じて日照

を好み群生化する傾向がある。きわめて大雑把に分ければ、インドを境に東側の､

湿地帯で栽培されるようになったのがイネで、インダス川からアラビア半島以西の､

乾燥地帯で栽培されるようになったのがムギということになる。つまりイネは湿地帯

に、ムギは乾燥地帯に生え、ともに世界人口の大半の主食とされてきた。特にイネ

は世界の人口の半分以上を養っており、イネがなかったら毎年世界中で、おびただしい

餓死者が出ていたかも知れない。というのも一粒のイネの種子から得られる米粒は、

日本などの農業先進国では、平均すると 500～750 粒にも及び、ムギのせいぜい 300

～400 粒に比べると著しく効率が良いからである。しかもムギは『三圃農法』でも

分かるように、連作しにくい植物であるのに対して、イネはむしろ毎年、田を掘り

起こして連作することにより、多くの収量が保てる植物だった。日本では昔から

「イネは自力でとり、ムギは肥料でとる」といれていたように、化学肥料ができる

以前は大変やっかいな植物でもあったのだ。こうしたイネとムギの違いが、東洋の

文化と西洋の文化に、大きな差違をもたらしたことはいうまでもない。 

イネの花は一般的には 7 月末の梅雨明けとともに咲き初め、晴天の日に、わずか

数時間開花し、日照がなくなるとまた閉じてしまう。この数時間の間に受粉する

という慌ただしさで、風媒花であるから自然の風も必要になる。このため冷害は稲の

開花期に日照が不足して起こることが多い。一方コムギは秋播きと春播きの 2 種類に

大別され、秋播き種は秋に播種した後、幼苗で冬を越しこの間、穂の分化や出穂に必要な

諸条件を整えて、春の長日条件のもと開花する。この種は比較的寒冷地に適しており､

冬の低温にあたることが一つの条件になっている。一方、春播き種は耐寒性が弱く､

日本では早春に播種して梅雨入り前には刈り取る。幼苗での越冬が困難なヨーロッパなどの

極寒の地では、春、暖かくなってからこの春播き種を栽培するところも少なくない。

また開花してから完熟するまでの日数は約35～40日ほどで、これはイネと大差ない。 

しかし米が食料として優れている点は、麦に比べると栄養価のバランスが良いこと

である。澱粉などの炭水化物とともに少量の蛋白質や無機質、ビタミンなどを含み､

特に脂肪や必須アミノ酸のリジンなどは麦よりも多く含んでいる。このため米を常食

としている女性は、ヨーロッパの麦を主食にしている女性よりも妊娠しやすく、妊婦

が胎児を育てるためにも、優れた養分を含んでいると指摘する学者もいるほどである。

つまり米の一粒当りの栄養分は、人口を養う能力においても、麦をはるかに凌駕して

いる。麦の栽培エリアには人口の集中地は意外に少なく、人口過密都市の分布が､

東洋の米作地帯に集中しているのも、このためと説明する研究者もいるのである。 
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 確かにイネは相当昔の原始的な農法においても、そこそこの収量が得られていた。

これに対して中世ヨーロッパでは鉄器が普及して、大型の重量犂(スキ)が開発される

まで、1 粒のコムギを播種してもせいぜい 5～6 粒ぐらいしか収穫することができな

かった。特に中世初期においては平均的には 1 粒のコムギから 3～4 粒程度しか収穫

できなかったようで、農業の停滞は食料難を来すだけでなく、社会不安や、政治不安

をももたらし、その間隙を縫うように論理的な哲学にまで高められたキリスト教が、

ヨーロッパ各地に浸透したと見ることもできよう。もちろんこの数値はヨーロッパの

すべてというわけではない。唯一イタリア半島北部ポー川流域とこの左岸に隣接する

ロンバルディア平原では一粒の種子から、10 粒以上の収量を期待することが出来た。

もともとこの地は肥沃な土地であったために、他の地方よりも格段に優れた農業生産力

を有していた。下流域の湿地帯では米作りも盛んで、この経済力を背景にヨーロッパ

では も早くから職業の分化が進んだ。全員で食料を生産する時代から、いち早く脱出

することができたのである。中世の後半になるとこうした経済力を背景に、メディチ家

が真っ先にルネッサンスの旗手として、先頭に立つのもそれなりの理由があったのだ。

ここでは当時すでに 15 粒以上の収量があったといわれている。しかしこれとても当時

の米の収穫量に比べたら、決して優位な数値ではなかった。しかも米は麦よりも緻密

にできている。一粒あたりの密度にも差があった。食品としての米はこの点でも麦を

越えているのである。そのうえ種子として翌年の分を 1 粒は残さなければいけないわ

けで、ヨーロッパ全体の平均値としては、せいぜい3～4粒しか食用とすることはでき

なかったことになる。このために生まれた食事がいわゆる『オートミール』で、栄養

価の高いエンバクを挽いて水で煮て粥状とし、これに牛乳を混ぜて作ったものであった。

ヨーロッパでは食料という観点から見ても、肉食に頼らざるを得ない環境に置かれて

いたわけで、豚や牛などの他に兎や羊、山羊なども食料にされていた。もちろん海岸

近くに居住した北部ヨーロッパのバイキングのように、海の漁を行なうものも決して

少なくなかったが、これは必ずしも主流ではなかった。このため中世のヨーロッパでは、

刑場から死体が消えることも珍しいことではなかったという。キリスト教の 後の晩餐

では、キリストはパンと葡萄酒をとり、感謝を捧げた後、『パンは自分の肉体であり、

葡萄酒は自分の血による新しい契約である』と説いたことは有名な話である（ルカに

よる福音書第22章)。人の肉を食用にする概念は、必ずしも罪悪ではなく、アンデス山中

で飛行機が墜落して16名のラグビー選手が生還したとき、「何を食料にしていたのか？」

という記者団の質問に、｢死んだ人の肉を食料にして生き延びた｣として、聖書の

一説を引用すると、記者席から万雷の拍手を浴びたという。もちろんその後の報道に

は猟奇的なものや、好奇の目、非難の言葉も多かったものの、カソリック教会も、また

友人たちに遺体を提供することとなった遺族からも、生存者に対する支持は膨らみ、

世論は概ね極限状態の中を生き延びた人々への賛美へと傾いた。この事件は我々日本人
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の生死に関する哲学とは、隔たりがあることを痛感させられた事件だったが、｢人間は

どんなときでも生きなければならない」という概念は、キリスト教を支える大事な

哲学の一つなのである。『米の文化』と『麦の文化』との違いは、我々の理解を超える

部分もあり、逆に彼らからしてみれば、日本人の切腹の哲学を理解しがたいものとして

捉えるのだろう。単に米と麦だけの差ではなかろうが、『食』という人間の命を支える

根本がもたらす哲学への影響は、和辻先生の『風土』を引き合いに出すまでもなく､

極めて大きいと言わざるを得ないだろう。 

さてイネの学名は『Oryza sativa』である。属名はコメのアラビア名に由来し、種小辞

は｢栽培された｣を意味している。英語では米も稲も同じ単語で表わされ、『rice』、

フランス語では『riz』､ドイツでは『Reis』である。一方、中国語では『稻』が当て

られており、これは稲のいわば旧字で、ノギヘンに粥状になるという意味の作りを

与えたものである。日本名のイネの起源には諸説があり､『イーヒネ』(飯寝もしくは

飯米の意味)､イノチノネ(命根の略)､イキネ(生根)､イツクシナエ(美苗)､イヒノメ(飯芽)

などさまざまな語源説がある。しかしどれをとっても理屈が先行し過ぎているようで

説得力に乏しい。こうした呼称に深い理屈などありえないと言うのが筆者の基本的

な考え方である。しかし｢イ｣とは命であり息であり、｢ネ｣は基であり根であるという

説も一方にはある。つまり人間が生きて行くために欠かせないものが、｢イネ｣である

というわけで、別称としてもトミクサ(富草)であるとか、タノミ、ター、タナツモノ、

タノミハグサ、ミトシ、オシネ、コメサン、シネ、イナなどとも言われている。アイヌ

人はイネのことを、シアマム(本当の穀物の意味)とか、トノアマム(殿様の穀物)などと

呼んでいた。この呼び方も米の食料としての優位性、さらには美味しさから生まれた

ものであることは確かだろう。しかしこれとはまったく異なった由来を解説する学者も

少なくない。その一つは朝鮮半島より伝播したという基本に立って説明しようとする

もので、韓国語では稲の源語は［ni'］、［narak'］もしくは［nui'］であり、祖語形は

[nat］もしくは［nit］であるとして、この頭音の『n』が脱落して『イナ』になった

とする説である。しかしこの説は古文献では『イネ』のことを『シネ』と呼んでいた

事実を説明しきれない。これとは別に韓国語では米を表わす言葉として［sal'］という

のもあって、これにあたる蒙古語は［sali'］で、稲や米のことを意味しており、また

梵語では［syali］もしくは［shali］と発音して、同様の意味に用いられていたとする

説もある。この発音は、実は現在の日本語にも明白に生きている。寿司屋さんなどでは

米のことを、しばしば『シャリ』と呼び、白米のことを銀シャリなどと呼んでいる

地方もある。この『シャリ』はおそらく、蒙古語や梵語の［shali］の名残りなのだろう。

イネは『シネ』として日本に伝わり、やがて『s』音が脱落してイネになったと考え

る方が妥当のように思えてならない。 

ところでイネの原産地は中国の南部、雲南省からインド東部のアッサム地方にかけて
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の湿地帯と推測され、今から一万年ほど前には、すでに栽培されていたと思われる。

しかしこの他にも西アフリカのニジェール川中流域から、チャドにかけてはイネの

近縁種である『Oryza glaberrima』(アフリカイネ)が栽培されており、歴史的に見て

どちらが古いかは定かではない。また野生種である多年生の『Oryza perennis』
(オリザ･ペレニス)は、南アフリカからインド、インドネシア、ニューギニア、南

アメリカなど広い範囲に分布している。もともとイネにはいくつかの亜種があり、

その一つは『japonica』(日本型)といわれる種で､もう一つは『indica』(インド型)

といわれるものである。『japonica』種は日本、朝鮮半島、台湾、中国大陸の北部、

アメリカのカリフォルニア州などで作られている。一方『indica』種は、日本では

かつて南京米などと称していたもので、東南アジアからインド、アフリカ、アメリカ

南部、イタリアのロンバルディア地方などの地中海沿岸地帯で栽培されている。

米粒の特徴は日本型は長辺の短い楕円状で丸っこく、 炊くと粘り気がある。インド型

は細長く、炊いたとき粘り気が少ない。しかしイネの変種はこの他にも極めて多い。

その一つはウキイネ(浮稲)といわれるもので、メコンデルタやガンジス川の流域など

に広く分布している。この種は雨季に水量が増すと節間が伸びて、水没することなく

水面上で結実する。この他にも水が少なくても栽培できるオカボ(陸稲)がある。

東南アジアの焼畑農業の大事な主作物の一つとなっており、日本でもかつては九州や

東北などの畑地にわずかながら栽培されていた。またアフリカイネをのぞく全ての

イネには、糯(モチ)と粳(ウルチ)とに区別される二つの型がある。これは胚乳の澱粉を

構成する、粘り気のある『アミロペクチン』といわれる物質の多寡によるものである。 

さて米作りには多くの場合、水を得るための大掛かりな治水工事をともなったから、

耕地面積の拡大には、強大な権力もしくは資力が必要であり、このことは日本のみ

ならず、アジアなどの米を主食とする社会の、共通する課題でもあった。アジアでは

強大な王権が国家を治め、大がかりな治水事業を行なって多くの民を養ってきた。

日本では 645 年(大化元年)の『大化の改新』のおり、聖徳太子が公地公民の原則に

したがって田はすべて公田とし、『班田収受の法』によって、6 年に一度国民に田を

分かち与えるように定められたが、やがてこの制度は新田開発の妨げとなった。

このため 722 年(養老 7 年)になると、『三世一身法』(サンセイイッシンノホウ)が布告

された。これは新たに水路を設けて新田を開発した者は、以後 3 代にわたって水田

を私有化でき、また、従来の水路を用いて開墾したものは、1 代に限ってその新田

を所有することができるというもので、これは経済が次第に拡大する傾向にあった

当時の実体に、合致したものであった。ところが時代が進んで、743 年(天平 15 年) 

になると、『懇田永代私有法』が出されることになった。これは新たに開墾した新田は、

永代の私有が許されるというもので、これにより労働力に余裕のある者は、こぞって

新田の開発に走ることとなった。これはやがて平安末期の荘園制に見られるように､
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強大な権力が開墾を進めた結果、水田の私有化が急速に進み、班田収受の法は布告後 

100 年にして崩壊への道をたどることとなった。またこの私有地を守るため、大規模

土地所有者は武装化を進め、やがて武家社会として確立されてくる。そして江戸時代

になると経済の拡大と人口の増加に伴って、幕府は再び新田の開発に重きを置き､

耕地面積に関する限り、現在の水準に匹敵するほどになったことは注目にあたいする。 

こうして見てくると、日本の政治や経済･社会は、米の生産と深く関わりながら変化

してきたことがうかがえる。というより、もともと人間の歴史は『食』に始まり『食』

に終わるといっても過言ではないのだろう。これは日本だけのことではなく世界の

共通事項かも知れない。いみじくも孔子さまがのたもうた『衣食足りて、礼節を知る。』

という教えは、人間の真実を語っているのである。 

中国においても当然のことながら、米は も大事な食料であった。紀元前 2,800 年

頃には、宮中での『五穀播種の儀』において播(マ)かれる五穀(コメ、ムギ、マメ、

アワ、キビ)のうち、イネだけは皇帝自身が播かなければならなかった。インドに

おいても『ベーダ』の賛歌の中には米を讃えるものが見られ、前2,300年頃と思われる

遺跡からも炭化米が発見されている。この他、東南アジアのあちこちでも米が出土して

おり、ビルマやカンボジア、タイなどの王室では『親耕』(シンコウ)という儀式が行な

われていた。これは農耕の開始前に、王が自らの御料地内を犂で耕し、豊作を祈念

するとともに、母なる大地と、天を表わす王との結合を意味するものであった。そして

前述のように、米は麦よりも主食としてさまざまな点で優れていたから、世界で米､

麦ともに入手できる地方では、イタリアのロンバルディア地方などは例外として､

ほとんどが米を主食に選択している。しかしこうした米に対する価値観は、やがて

水田に対する価値観と重なり、権力との一体化を招いていった。江戸時代のコメの

石高(コクダカ)による大名の格付けは、一つの典型と見ることもできよう。また当時の

日本人の食生活からすると、大人 1 人が 1 年間に消費する米の量が 1 石、つまり 150kg

で、これは当時の反当りの収穫量でもあった。加賀の 100 万石は子供などを含めれば、

100 万人以上の人口を養うことができた。因みに現在では反当り 500～600 kg が収穫

されるが、麦の消費と食生活の変化が進み、米の消費量は半分近くに減少している。 

米作りに欠点がなかったわけではない。もともとが東南アジアの暖かい地方が原産の

植物であるから、 東北地方や北海道などの寒冷地では、成育しにくく、いわゆる冷害

が襲うことも少なくなかった。 太宰治が残した小説『津軽』の中には、農民が冷害

に苦しむ姿が描かれ、豊作など殆どなかったことを記述しており、毎年のように凶作

もしくは半凶作と記している。つい 70～80 年前までは一度冷害に襲われると、東北

地方の農民はアワやヒエなどの雑穀を食料にして、松の実を代用食にするような状態

だった。『飽食の時代』などと言われ出したのは、せいぜいこの20～30年ぐらいのこと

である。稲の品種改良や地球の温暖化により、東北地方や北海道では新ブランド米の開発
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により、両地方こそ米作りの一大拠点になっているが、これとてもエルニーニョ現象など

による異常気象の前には、必ずしも安閑としてはいられない。とりわけどこの農家でも

『越ひかり』とか『秋田小町』『ひとめぼれ』北海道では『ゆめぴりか』や『ななつぼし』

などのうまくて収益性の高いブランド米を作ろうとするために、低温になりやすい標高

の高い地域や山間部などでも、少し無理をしてでも銘柄品に固執する傾向がある。

しかしこれが落とし穴で、天候の異変次第では凶作になりかねない状態が続いている

と見ることもできよう。因みに現在、日本で一番米の生産量が多いのは、面積の大きい

こともあり、 北の北海道なのである。 

一方の麦は治水事業を伴うことがなかったから、比較的簡単に開墾することが

できた。紀元前 7,000 年頃、世界 古の農耕村落遺跡として知られているイラクの

ジャルモでは、栽培されていたと思われる小麦が 2 種類出土している。当時の農業が

いかなるものかを知る術は、残念ながら極めて乏しいものの、麦栽培の 初は散布型

の播種と、石鎌による採取法によって行なわれていたと考えられている。その後

少しずつ品種改良が行なわれ、麦は環境への適応性の比較的強い植物だったために､

人類が民族移動をおこす度ごとに、新しい土地での交配も進み、次第にその種類を

増やしていった。この麦の性質は偶然のこととはいえ、人間の歴史において、極めて

幸運であったというべきだろう。しかし前述のごとく麦栽培の効率は悪く、人々の主食

として食卓を支えるようになるのは、中世の『農業革命』以後のことなのである。

ではこの『農業革命』とはいかなるものだったかを、概説することにしよう。 

8 世紀になると鉄器の製造技術が次第に進歩して、重さが 1 トンを超えるいわゆる

『重量犂』(ジュウリョウスキ)の製造も可能になってくる。この『犂』(スキ)は8頭から

時には 10 数頭の馬に牽かせて、土中を深く耕すことができるもので、この犂が普及

するとヨーロッパの農業生産は格段に向上し、まさに『農業革命』というに相応しい

大変革が行なわれた。というよりもこれこそ人類が初めて経験した『産業革命』で

あったと筆者は考えている。当時は産業といっても、その大半が農業であったから､

農業＝産業だったわけである。この重量犂によりヨーロッパでは、農業の形式と内容

が変わっただけでなく農村の形態までが変化した。というのはこの重量犂は多数の

家畜(一般的には馬)で牽かなければならなかったから、U ターンするのが大変で、

U ターンの回数をできるだけ減らすことが工夫された。それは畑の長さを可能な限り

長くすることによって、Uターンの回数を減らそうとするものだった｡このため農地の

交換や開墾なども盛んに行なわれ､その結果長さが数キロメートルに及ぶ耕地も誕生

することとなり、一日がかりで一往復することがスタンダードになっていった。早朝､

馬に牽かれて畑に出ると、昼になるまでまっすぐに進み、そこで一休みして、午後は

また馬に牽かれて家まで戻ってくると言うわけである。この細長い畑のことをイギリス

では『strip』(ストリップ)と呼び、日本では『一条』と訳されている。こうした
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農業革命が進むと、村落の形状にも新たな変化が生まれて来る。ドイツなどでは

道路を挟んで両側に農家が並び、各農家から細長い畑が、外へ外へと広がって行く

ような、村落が生まれるようになった。そしてこの村落は現在でもヨーロッパ中央部

のドイツからフランス東部を中心に、『農業革命』の歴史をとどめるかのように、歴然

と残っているのである。またこうした開墾が進む中で、大土地を所有するものが現れ､

これは荘園制へと発展してゆく。9 世紀後半から 10 世紀にかけて洋の東西で土地を

めぐって、同様の制度が生まれ、かつ進行していったわけである。 

以下は余談である。この『農業革命』を筆者は人類 初の『産業革命』であると

前述したが、そもそも産業革命とはいかなるものかを考えてみることにしよう。筆者

の定義では、一つの技術開発が他の様々な分野に多大な影響を与えた結果、社会全体､

ひいては一つの世界が、革命的な大変化をもたらすことであると考えている。中世の

農業革命はそもそも鉄器製造技術の進歩により、重量犂が開発されたことに端を

発したものであった。しかしこの犂の導入は前述の如く、農業そのものの変化は

言うに及ばず、農村の形態の変化や、農地の開墾や交換、さらには大土地所有に始まって

荘園制へと変貌を遂げていった。そしてその結果どうなったかと言えば小麦の収穫量

が飛躍的に増大し、人口も増加して、職業の分化を加速させたのである。つまり

すべての人が農業を行なわなくても、食料をまかなえるだけのゆとりが生じたわけで、

これは歴史上きわめて大きなターニングポイント見ることができよう。そのことは

やがてメディチ家から起こってくるルネッサンスを準備することになり、この鉄器に

よる農業の変革はきわめて重要な意味を持っていると言わざるをえないのである。

とはいえ、10世紀といえば日本では『源氏物語』や『枕草子』頃の時代であり、まだ

あらゆるものの進歩が緩慢な時代であったから、『第二次産業革命』のようなドラス

ティックな改革にならなかったのはむしろ当然のことといえよう。 

それでは次なる産業革命、つまり蒸気機関の発明による『第二次産業革命』は

いかなる意味をもたらしたのであろうか。18 世紀中葉に蒸気機関が発明され、人類

は今までは考えられなかったほどの大きなエネルギーを得ることが出来るように

なった。この結果労働時間は短縮され、新たに労働者という階級も生み出された。

そして手工業から機械工業へと発展する過程で、イギリスを始めとするヨーロッパ

諸国には、新興の富裕層が数多く誕生した。経済が大きく膨張してゆく中で、新しい

機械を導入したり、新しい事業を展開することによって時流に乗り、小金を蓄える

ものが多く生まれたのである。このことは教会にとっても今までどおりに『貧しき者

は幸いなり』とばかり説いていられない事情が発生したと言うことも出来よう。

もともとキリスト教は蓄財を嫌う傾向にあったが、そんなことでは民心をキリスト教

に繋ぎとめておくことは不可能になっていた。そこでキリスト教は、そんな新興の

富裕層に対して妥協せざるを得なくなってくる。そこで教会は、彼らが財をなすこと
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が出来たのは『神の召し』に応えて、『天職』を得ることが出来たからで、蓄えた財の

一部を教会に寄進することこそ、正しい道であると説いたのである。このため『神の

召し＝Call』は『天職』という意味になり、『call』はやがて職業という意味に変わって

行った。それではこのことは何を意味するかと言えば、これまでのヨーロッパ社会が

『ゆりかごから墓場まで』と言われるように、社会生活のほとんどすべてをキリスト

教に依存していた体質から、独自の道を模索するようになっていったと見ることもでき

よう。またこのプロセスの中で、労働者階級は参政権を求めてチャーチスト運動を展開

するなど、新たな動きが活発化していった。突き詰めて言うなら、中世のキリスト

教の呪縛から完全に解放され、次に来る市民社会を着々と準備していったのである。 

さらに付け加えれば21世紀、現在我々の生きている時代は、『第三次産業革命』の

真只中であると筆者は考えている。デジタル技術が生み出した現在の技術革新は､

単なる情報革命といわれるほど簡単なものではない。モバイル通信技術の進歩と次々

と開発される運用ソフトは、空間や人々の心の距離までも驚くほど縮めようとしている。

デジタル化はあらゆる分野を変革し、印刷の世界ですら三次元化が進められている。

この技術革新の行き着く先は、つまりは鉄腕アトムの実現であり、ロボットのアンド

ロイド化である。また当然のことながら労働時間の短縮も進行しており、週休三日制

はすでに視野の中に入っているし、在宅勤務すら現実化しようとしている。となると

都会のマンションの生活がいいか、郊外の1戸建てにすべきか、居住形態に大きな変化

が起こってくることも間違いない。しかもリニアモーターカーの開発は都市間の距離

を一気に縮めている。しかしその一方でこの地球はもはや修復できないほどに傷み､

病んでいるということも事実であろう。世界の人口は70億人を超え、50年で2.5倍にな

った。今回の産業革命は『BRICS』という言葉の誕生が象徴するように、世界の貧富

の差をかなり縮めているようにも見える。かつては後進国と言われていたアジアや

南米、さらにはアフリカの諸国が、今や資源国として新たな脚光を浴び、労働力の安さ

から､生産国としての基盤を固めつつある。このため特にアジア諸国のG.N.P.は飛躍的

に増大している。今かりに世界中の人々が等しくガソリン車を持ったとしたら、もはや

酸素の不足は他人事ではない。仮にすべてが電気自動車になったとしても、すべての

人々が蛋白源を肉や魚に依存するような時代になったら、今度は家畜の糞尿から発生

するメタンガスや窒素酸化物は、地球の温暖化を炭酸ガス以上に加速させることも確か

である。因みにメタンガスは炭酸ガスの約10倍、窒素酸化物(亜酸化窒素)にいたっては約

300倍の温暖化力があると言われている。となると今回の産業革命の真の行き着く先は、

『地球再生』ということにならざるを得ないのかもしれない。しかもこの重要な役割

を担ってゆく中心は、世界的にも極めて高い技術水準を誇る日本こそが行ってゆか

なければならない。クルマの排ガスに関してはようやく先が見えてきた今日、次な

る課題は、この家畜の排泄物をいかに効率よく処理して、メタンガスはフレーム温室
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栽培のための燃料に、そして尿からは窒素肥料を、さらに残存物からは堆肥を生産して、

すべてをうまく循環させるような農業を構築してゆかなければならないだろ。 

 実はこうした家畜舎の開発は、今から50年ほど前にも行われたことがあった。しかし

当時は地球温暖化への意識は全くなく、エネルギーの課題も今ほど緊急性のあるもの

ではなかった。このため、開発途上で頓挫してしまったのである。しかしそれから

半世紀、地球の人口は倍増している。このすべての人間が等しく人間らしい生活をして

ゆくためには、食料を如何に確保して行くかが も重大な問題である。アフリカでは

毎日2万人もの幼い子供たちが、飢えで命を落としていることを忘れてはならない。 

しかし残念ながら日本の農業は、優れた技術を持ちながら、生産体制の不備や、

生産者の高齢化、そして、法人化が難しいという欠点を持っている。特に農地の

効率的な利用に関しては、政府の責任において推進すべく、法の整備や、利用形態の

整備等、早急に取り組まなければならない。そしてこれと同時にハイテク畜舎の開発を

国家プロジェクトとして立ち上げ、将来は、このハイテク畜舎の輸出態勢を､この地球の

ため、そして我々の命のために立ち上げなければならない。しかし政府はもっぱら資金

援助に終始して農民や国民の不満を、かわすことしか考えていない。 

2009 年 9 月民主党の鳩山由紀夫代表は、都内で開いたシンポジウムで講演し､

日本の温暖化ガス削減の中期目標について「2020 年までに 1990 年比 25％削減を

目指す」と表明した。しかし産業界からはこの厳しすぎる数字に批判の声が上がった。

そして、この目標は原発事故に伴って、あっけなく放棄されてしまったわけである。

しかし歴史をふりかえって見よう。1970年アメリカのエドムンド・マスキー上院議員は､

1975年以降に製造する自動車の排ガスに含まれる一酸化炭素や炭化水素を､1970年型

比で10分の1以下にするという内容の、いわゆるマスキー法（正式には大気浄化法改正

案第二章）を提案した。これに対してアメリカの自動車メーカーは､厳しすぎて実現

不可能だと､こぞって異議を申し立てた。しかしこの高いハードルをいち早くクリアー

したのは日本の本田技研工業だった。副燃焼室を設けた CVCC エンジンをシビック

に搭載し、この問題を解決したのである。そして日産自動車も NAPS 車を開発して、

『拝啓マスキー上院議員殿』というキャッチコピーで、新聞の全頁広告を展開､この厳しい

数字をクリアーしたことをアッピールしたのである。見方を変えればアメリカの自動車

産業の衰退は、この時点で予兆されていたと見ることもできよう。厳しい課題に向かって

不屈の精神と英知を結集して挑戦を挑む。これが真の技術者であり、日本の優秀な

技術者集団が、この目標を近い将来必ずや実現すると筆者は信じている。 

さて話を元に戻すとしよう。日本でも時代が下ると中国大陸から犂が伝わった。

この犂をいち早く取り入れたのは、日本海に浮かぶ五島列島であった。ここには現在

でも空から見ると、丸っこい田畑が数多く見られる。どうやらこれはUターンをせず

に牛馬にグルグルと円を描くように耕させた名残りらしい。日本では何頭もの家畜に
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牽かせるほど大きな犂は不要だったのである。というよりも水田は畑と違って、常に

水平に作らなければならなかったから、斜面の多い日本では、広大な水田はあまり存在

せず、従って大きな犂はかえって効率が良くなかったのだろう。このため便利であった

スキも、この地より本土に普及して行くことはなかったものと思える。そして日本の

水田を考えるとき関東平野や越後平野、筑紫平野などの平坦地は、必ずしも一般的

なものではなく、概して山の懐まで奥深く耕されている水田が多いというのが現状

なのである。またこうした山間の水田は朝晩の寒暖の差が大きく、むしろ良質な米が

得られるといわれている。それはともかく前述のように米と麦から生まれた文化

の違いは、後々の社会にさまざまな影響を残すこととなった。 

このような米の栽培と、そこから生まれてくる風土の違いは、日本人の心を､ひいては

哲学を構築してゆく上で、大きな役割を果たしたことは、見逃すことはできない。 

田圃は前述のように水平に作らないと水が溜まらない。どんなに大きな田圃も、田毎

の月のように、千枚田といわれるような小さな田圃も、全てが水平に作られている。

この事実は日本の農村では、水平＝安定を好む国民性を醸成する働きをしてきたとも

言えよう。日本人にとって水平であることは、やがて美徳となり、このことは安定を

大事にする思想へと繋がっていった。また水を川の上流から下流に流すことにより､

水を共同で使うという自然の流れは、自分一人の力だけではどうすることもできない、

隣人同士の強い協調性をも生み出す一方で、ある種の諦観を育てるとともに、お上に

対する絶対服従の考え方や、右へ倣えの生き方をも醸成したのである。“No”と言えない

日本人の性格は米作りと言う、いわば一つの制度の中で、培われてきたものと言うこ

ともできよう。そして日本人のこうした生い立ちを、政治に利用したのが徳川幕府で

ある。農民からの年貢の取り立てに際しても、律令制以来の伝統であった『五保の制』

を真似て豊臣秀吉が下級武士に組織させた『五人組の制』を、農民や町民にも拡大して､

連体で責任を執らせるような仕組みを強化した。さらに村八分のように、村の掟や

ルールに違反したものを連帯して締め出す制度などは、こうした農村共同体の習俗や

先祖伝来の土地を守ろうとする習慣を、逆手にとったものだったと見ることもできよう。

さらには日本人が先祖伝来の土地を守ろうとする習慣は、米作りの基本そのものに

由来していたのである。すなわち米作りは水路を守り、畔を補修し、連作をすること

によってこそ、多くの収量を期待できた。日本人がよく口にする｢先祖伝来の｣とか､

｢御先祖様の｣という言葉の中に、こうした米作りの実態と、その思想が色濃く残され

ており、日本人の保守的な国民性にも反映されていたのである。 

さて古代の稲の呼び方が『シネ』であったことは前にもふれたが、 初は『志泥』

と記し、後には『之禰』と記した。この『禰』には『親の御霊屋』という意味があり、

これはまさに『先祖伝来』のという意味に他ならない。この件は後に詳述するとして、

日本の地価が世界で一番高いのも、こうした日本人の土地に対する執着が、一つの
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原因になっているという説もある。 農民に限らず、土地を手放すことを嫌う風土が、

歴然と存在するのである。一方ヨーロッパでは『三圃農法』に見られるように、毎年

のように耕地の移動を繰り返すことによって、 より多くの収量が得られたから、人々

の引っ越しに対する抵抗は日本人ほどではない。土地や家を手放したりすることも

よくあることで、特にアメリカなどでは引っ越すことはむしろ美徳であり、大きな

トレーラーやキャンピングカーでの生活、さらにはクルーザーなどでの移動を繰り

返す生活は、むしろアメリカ人の得意とするもので、これはモータリゼーションと

結びついた、いかにもアメリカらしい発想なのである。しかしアメリカ人の引っ越し

好きはこんなものではない。大企業の係長が課長に出世したら、それ相当の邸宅へ

引っ越すのは当たり前である。同様に課長から部長に出世すると、それなりの豪邸に

引っ越すというわけである。ブドウのところで論じたように、かつてのアメリカでは､

全米を移動して職を求める季節労働者の群れは、アメリカ経済にとってはコストダウンの、

適度なクッションとして有効であり、経済を柔構造にするものとして、むしろプラスに

働いていたことは否定できない(04-02-04 ブドウの項参照)。下請けや小作制度に経済

の柔構造を求めた日本と、ここでも大きな差異があると見ることもできよう。｢米作り｣

から生まれた、寄らば大樹の翳として『定着』に意味を見出す思想と､「麦作り｣から

生まれる『移動』に意義を求める思想の違いが、歴然と存在するというわけである。 

日本に稲作が伝来したのは縄文時代の晩期とされ、中国大陸から稲作技術を持った

人々が、渡来したことによるものと考えられている。しかし 近の歴史研究では、

もっとずっと以前に米栽培が行なわれていたのではないかという考え方が浮上し、

古代史の定説が変わろうとしている。どちらにしても北九州に渡来し、これが次第に

東遷して 3～4 世紀には、関東地方に達したのだろう。静岡県の登呂遺跡には、高度に

発達した水田の遺構を見ることができる。 しかしこうした時代認識にしても、縄文後期

には東北地方の北部にまで達していたという説が、かなり有力になってきている。

そしてこの見解を裏づけるかのように 近になって、今まで考えられていた以上に、

稲作文化は早くから、また広く深く日本に浸透していたことをうかがわせる出土品や

研究成果が、次々と発表されている。特に奈良時代の『木簡』に残された『畔越』

(アゼコシ)『白稲』(シロイネ)などの文字が、イネの品種名を記したものと断定され､

考古学ファンを驚かせた。地方による推奨品種や､早稲(ワセ)､中稲(ナカテ)､晩稲(オクテ)

などの品種が選択的に栽培され、この当時すでに自然に対するリスク管理がなされて

いた名残が、この品種名というわけである。木簡とは今流に言えば、納品書などの

伝票の類や荷札、メモ帳のようなものの総称で、当時は板の上に墨で記したので、木簡

と言われている。『簡』というのは札や手紙などの書き物を表わす言葉で、書簡なども

この意味に沿ったものである。竹でできたものもあり、こちらの方は『竹簡』と呼んで

区別している。それはともかく当時は苗代を作ることはなく直播きであった。これが
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奈良時代ごろに苗代を作って、苗を移植する方法が普及し、収穫の際も穂をとること

から、根元から刈り取る方法となり、平安時代にはほぼ現在のようになったと考え

られている。その後鎌倉時代になると、品種改良なども盛んに行なわれ、施肥や除草､

裏作など、さまざまな工夫がなされるようになった。 

日本で 初にイネが登場する文献は『古事記』である。『志泥』(シネ)と記され、

平安時代に著わされた『倭名類聚鈔』(ワミョウルイジュショウ)においても、『之禰』

(シネ)と記されている。ここで『志』は｢こころざし｣｢意志｣という意味で、心が向く

ことを表わしており、『之』も『志』と極めて近い意味の言葉である。そして『泥』は

もちろんドロの意味で、これは田圃そのものを言ったものであろう。『禰』は『泥』と

同じようにデイとも発音し、『親の御霊屋』(ミタマヤ)のことを意味している。これは

時代の変遷と共に、イネに対する人々の概念の変化を物語っているように思えてなら

ない。父子孫々と作り続けるイネは、親を祭る穀物であり、同時に親から相続される

穀物になっていったのだろう。しかも前述のように稲の作柄は、毎年継続的に耕作

することによって、維持できるという部分が大きかったから、祖先との関わりを否定

することができない。『泥』という単なる田圃を意味する言葉はやがて、『禰』という

言わば魂の入った言葉に変容を遂げていったものと思えるのである。日本人はとかく

同じ音の言葉に、違う漢字を当てはめることによって、異なった言葉を作る習性がある。

これもその一例で、その結果意味が変化してきたように思えてならないのである。 

またまた話がそれてしまったが、イネは『古事記』では、須佐之男命に殺された

とされる『大気都比売』(オオゲツヒメ)の両目から、その種子が誕生したといわれて

いる。また『日本書紀』に記されている一書（イッショ＝日本書紀は正史でありながら

一書として異論を掲げている。）によれば、『月読命』(ツクヨミノミコト)によって

殺された『保食神』(ウケモチノカミ)の、死体の腹部から生じたとも記されており､

ここでは両目から生ずるものはヒエになっている。イネの起源に関してはこの他にも

鳥や動物が、遠くの地からもたらしたという伝説も、あちこちに残されている。どちら

にしろその起源は極めて古く、昔は神から生まれた植物と考えられていたのだろう。

『古事記』には『宇迦之魂神』(ウカノミタマノカミ)が、また『日本書紀』の一書

によれば『倉稲魂』(ウカノミタマ)が登場し、さらに 13 世紀になると『豊宇氣姫』

(トヨウケヒメ)や、『豊宇可能売命』(トヨウカノメノミコト)などがイネの霊として

現れる。『宇迦』も『宇氣』も『宇可』もまた『受』も食物のことを意味しており､

こうした記述は、食物をつかさどる神が人間に穀物を与えたという概念が、次第に

人々の中に浸透していった結果のようにも見える。しかし農民が食物の神をどのよう

に受け止めていたかと言うと、これとはまた異なっていたように思える。穀物収穫

の多寡は現代にも増して天候やその他の自然条件に左右されることが多かったはず

であるから、彼らの心を支えたものは祖先への感謝と信仰であり、自然条件の代表と
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しての太陽への崇拝であったことは想像に難くない。一歩さがって農業に真摯に取り

組む人々の姿を見渡すとき、お天道様への信仰心はどの時代にも、またどの地方でも、

も普遍的で、また も根深いものがあった。お天道様の下では農民は全て平等であり、

実直であり、逆らうことは出来なかった。農民が信仰することが出来たのは、ご先祖

様とお天道様だけだったのである。そしてこのことは『宇』という文字にも残っている

ように見える。宇は宇宙の宇であり、もとの意は『天』をあらわし、無限の空間を意味

している。だとすると前述の『宇氣』は言い換えるなら『天の氣』とも考えられる。

これが確かなら、穀物は天気、つまり自然条件＝神が与えてくれるものであるとの概念

が、生まれていたと解釈することもできよう。一方『受』という言葉には天から授かる

という意味がある。食物はまさに天から授かるものだったのである。そしてこの思想

こそが『天照大神』=太陽の姿であると見ることが出来よう。 

稲作を日本に伝えた者がどんな人々であったのか、またそのルートがどうなってい

たかなどは、はっきりとしていない。しかし 近では発掘資料等により、おぼろげな

がらその概要がつかめるようになった。そして前述のように以前考えられていたよ

りも、もっと古くから稲作が行なわれていたとする説が優勢になってきている。も

ともと稲の栽培起源は、以前は紀元前 2,000 年頃といわれていたが、 近の研究に

よれば紀元前4,000年頃といわれている。その中心地域も以前は中国の雲南省から､ア

ッサム地方といわれていた。しかし近年、長江の中下流域に紀元前 4,000 年以前の稲

作遺跡が発見され、米文化の発祥地もこのあたりと考えられるようになった。この地

域と日本の北九州地方とは、東シナ海とそこに浮かぶ島々を介して繋がっており、

また別の陸路で朝鮮半島を経由して、日本に渡ってきたものとも考えられる。おそらく

想像以上に古い時代にいくつかのルートを経て、日本にも稲作の技術が伝わったのだ

ろう。この説を裏づけるような研究成果が 近発表されている。この研究は 近の

ハイテク技術や遺伝子情報技術を駆使したもので、現在栽培されている稲の中から、

主だった 260 種類に及ぶ稲のD.N.A.を分析して、日本の稲がどこからやってきたか

を探ろうとする画期的なものである。この研究によればD.N.A.の配列を大きく8 つに

分けて、さらに日本に伝わったものを 2 つの系統に絞り、その起源を訪ねると、この

うちの 1 種類は朝鮮半島には存在せず、中国大陸から直接日本に伝わったものと考え

られるというのである。稲の伝播には大きく分けて二つ以上のルートがあったことが

証明されたわけである。こうしていくつかのルートを経て伝来したイネは、長い歳月

を経て日本の各地に伝播していったのだろう。住吉神社には『御田植え』の行事が、今も

残されていることは、すでに記した通りで、これはおそらく直播ではない田植え技術

を後世に伝え広げるための祭りであり、米作技術の普及となんらかの関係があるもの

と思われる。ひょっとすると田植えは住吉神社が全国約 600 箇所へ展開して行く

過程で、祭りという形で、住吉神社とともに全国へ広がったのかも知れない。
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イネを作るにはまず苗代(ナワシロ)を作ることから始る。 近では田植えも機械化されたから、

この苗代は機械で植えるのに都合のよい形に仕切られているのだろう(群馬県妙義町)。

 

いよいよ田植えが始る。すでに水が入り田植え用の機械が用意されている(群馬県富岡市)。 
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季節になれば日本中どこでも田植えが始る。こんなマンションの隣の水田でも（福岡県糟屋郡）。

 

田植えが終わった水田である。早苗植えわたす夏は、もうそこまで来ている。後は十分な日照

と台風さえ来なければ豊作が期待できる。これが日本の原風景でもある(埼玉県川越市)。 
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2012 年 7 月 16 日『海の日』の水田である。イネはここまで生長して間もなく稲穂が顔を出す。

この季節、関東平野で富士山が見えることはまずない。にもかかわらずこの年はこの一日だけ、

富士山を仰ぎ見ることが出来た。夢中でシャッターを切ったことは言うまでもない(埼玉県川越市）。
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ところが翌年の5月18日、去年と同じ場所から富士山がくっきりと見えた。まだ空気が綺麗だった

頃、この土地では富士山のもと田植えをし、稲を育てて農業に精を出していたのだろう。 
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イネの花は晴天のとき、ほんの数時間開花し風媒花で受粉する(千葉県東金市）。 
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実ったイネの上で、ひと時をすごすアマガエル(群馬県藤岡市）。 
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こうした中国のイネの起源と、日本のイネの伝来とを結びつけるいくつかの証拠

が他にもある。その一つは江南地方、広州市の『象崗山(ｼｮｳｺｳｻﾞﾝ)遺跡』で、この

遺跡にある前漢時代の王墓から、38 面にも及ぶ大量の銅鏡が発見されたのである。

中国では銅鏡はもともと化粧道具の一つと考えられ、せいぜい大きさの違う 2 面が

副葬されているというのが当たり前だった。この 38 面の銅鏡の発見は日本と中国を

結ぶ糸が、今まで考えていたよりもずっと太く、かつ強かったことを裏づけるものでも

あった。というのは北九州の古墳からは、しばしばこのように大量の銅鏡が発見されて

いたからである。もう一つは同時にこの遺跡から発掘された『金印』である。これは

龍を象った鈕(チュウ)が付いた金印で、その意匠を見ると北九州の志賀島で発見された

『漢委奴国王印』に酷似している。因みに日本で発見された金印は蛇の鈕を持って

おり、龍･蛇の鈕は文化の共通性をも暗示しているのである。また鈕というのは綬

(ジュ＝組鈕＝紐のこと）を通すための穴のことである。さてこのような副葬品から､

この墓は南越国の 2 代目(趙眜＝チョウマイ)の王墓であると推定されている。しかも

38面の銅鏡の発掘は、日本の弥生時代から古墳時代にかけて作られた、古墳に埋葬され

ている銅鏡の 高枚数ともほぼ一致しており、このことからも日本とこの南越との

関係を推測することができる。しかも江南の王充(オウジュウ)という人が著わした

『論衡』(ロンコウ)という書物には、次のように書かれている。 

   周の時は天下泰平､ 越裳(ｴﾂｼｮｳ)は白雉(ﾊｸｼﾞ)を献じ、倭人は鬯草(ﾁｮｳｿｳ)を貢ず。 

ここで越裳とは今のブェトナム南部にあった越人の国のことで、白雉は鳥のキジの

ことである。鬯草は『鬱金草』(ウコンソウ)のことをいい、いわば今でいうハーブ＝

香草を意味している。このウコンソウは植物学的にみればショウガの仲間で、大きな

根茎からは、黄色の染料をとることができる有用植物である(06-03-06鬱金の項参照)。

つまり中国の周代、日本の縄文後期には、すでに倭人との接触があって、しかも倭人と

越裳が対句で語られているように、両者は同じ扱いをされていたと思われるのである。

さらにこの越裳と倭人とは、ともに入れ墨をする習慣のある民族として共通している。

王充にとっては越裳も倭人も、どちらも同じように見えたのだろう。入れ墨は水中に

潜って漁をする種族に共通する習慣で、サメや大型の肉食魚から身を守るための方法

であった。そしてもっと興味深いことはここで発見された銅鏡の中に、中国としては

異例の大きさになる、直径 41.5cm の超大型鏡が含まれていたことである。この大型鏡

は『三種の神器』として名高い『八咫の鏡』とも密接に関わるもので、八咫の鏡の直径

は46.5cmほどである。ともかくも稲の伝来はこうした背景のもとに行なわれたわけで、

我々日本人の祖先の起源とも大きな関わりがあり、注目に値することではある。 

ところでこの『八咫の鏡』であるが、素戔嗚尊が狼籍を働いたおり、天照大神が

『天の石窟』にこもってしまったために、神々の世界が真っ暗になって昼夜の区別

もつかなくなってしまった。これは自然現象的に見れば、『皆既日食』を意味している
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ものとも思われるのだが、それはさておき、このため神々は石窟の前にマサカキノキ

を立てるとともに、その木にさまざまな祭器を取り付けて祭りを行なった。この時に

作られたのが『八咫の鏡』であると『記･紀』では語られている。そしてこの鏡

を天照大神は後に『瓊瓊杵尊』(ニニギノミコト)に授けられ、その後に『伊波礼毘古』

(イワレヒコ)、つまり後に神武天皇の東征の折に、大和へもたらされたといわれて

いる。その後天皇はこの鏡を天皇の住居と同じところに保管していたが、崇神天皇

の時代には違う場所に安置されるようになり、次に即位した垂仁天皇の時代になると、

その子『倭姫』(ヤマトヒメ)に八咫の鏡を祀るべき場所を探させ、近江、美濃を経て､

伊勢にたどり着いたといわれている。そして斎宮(イツキノミヤ)を五十鈴川の上流に

建てさせたのが、後に『伊勢神宮』になったというわけである。それではなぜこの地

が選ばれたのであろうか。 一つには大和の東、つまり太陽の出る方向にあったこと、

そしてもう一つは五十鈴川の上流には水銀の産地があり、この水銀を確保するためで

あったとも考えられている。当時水銀は朱を作るためには欠かせない材料で、朱は

古墳の中からもしばしば発掘されている。古墳内では防腐剤として用いられ、銅鏡を

磨くときにも朱が用いられていた。もともと銅鏡は一つの権威の象徴であるから、

曇ったり錆びたりしていては何もならない。常に燦然と輝いていなければならなかった

し、とはいっても銅は、金や白金などとは違って、極めて錆びやすい。だからこそ､

しばしば朱に細かい砂を混ぜた、クルマを磨くときに用いるコンパウンドのような研磨剤

を作るために、どうしても水銀を欠かすことができなかった。 つまり当時としては

天皇の威厳を保つために、何としても必要な鉱物資源だったのである。この倭姫は

次の時代になると『倭建命』(ヤマトタケルノミコト)の東征に際しては、かの『草薙の剣』

を倭建命に授けた女性としても知られている。そして以来、伊勢神宮には未婚の皇女

が派遣されることになり、7世紀になると大伯皇女(オオクノヒメミコ)が派遣され、以来、

制度化されてくる。彼女はまた馬酔木のところで見てきたように、万葉の女流歌人と

しても知られている(02-01-06アシビの項参照)。 

さてその『万葉集』には稲にまつわる歌は 50 首にも達し、稲や伊禰のほかに伊奈

とか、早稲とか、穂、苗、田、早穂、早田、速稲、穂向、和世、秋田刈、斎種など

稲と極めて関わりの深い言葉で表現されている。また何故か東歌として残されている

ものが多く、そのなかには以下のような一首がある。 

   伊禰(ｲﾈ)搗(ﾂ)けばかかる我(ｱ)が手を今夜もか 殿の若子(ﾜｸｺﾞ)が取りて歎かむ 

この歌の作者は女性である。稲を搗いて荒れた私の手をとって、殿の若様が嘆くだ

ろう、という意味である。殿とは都から遠く離れた田舎に赴任してきた官吏であろうか。

この官吏の息子への恋心を歌った恋歌である。『万葉集』からもう一つ紹介しよう。 

   鳰鳥(ﾆﾎﾄﾞﾘ)の葛飾早稲を饗(ﾆｴ)すとも その愛(ｶﾅ)しきを外(ﾄ)に立てめやも  

これも東歌である。鳰鳥はカイツブリのことで、葛飾で取れた早稲の米を神様に
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捧げる神聖な夜であろうと、愛しい人が訪ねてきたら家の中へ入れてしまうだろう、

という意味である。新米を神様に祭る夜は、人が訪ねても戸口を閉ざしておくのが

習わしで、その家の若い未婚の娘が、神を祭る役割を果たしていた。こうした習俗は

やがて宮中の大事な行事となった『新嘗祭』(ニイナメサイ)の起源と見ることもできよう。 

このように稲作はさまざまな儀礼を日本人の生活の中に持ち込んで、この儀礼は

日本人の生活と切っても切れない関係となっていった。いわば農民の生活の全てが､

稲との関わりにおいて成り立っていたといっても過言ではない。小正月の行事から

播種、苗代づくり、田植え、そして刈り入れと、全ての過程に神が宿り、さまざまな

稲作儀礼が行なわれていた。今までもサクラ(01-06-01)やツツジ(02-01-01)など他の

植物との関連において見てきたように、田の神は播種の頃に山から下りてきて、刈り

入れまで稲の生長を守護してくれるものと考えられていたのである。日本の農村信仰

のほとんどは、この稲作に端を発するもので、そのうちの多くのものは宮中の行事

となんらかの形で結ばれている。例えば古くから行なわれていた前述の『新嘗祭』

はその代表で、その年の新穀を神に供えるとともに、これを天皇も共食するという

儀式である。そして民間信仰において米は、次第に神格化されるようになり、米には

邪気を払う力があると信じられるようになった。宮中においても邪気を払う目的で､

酒や米が撒かれたという記録が『うつぼ物語』や『源氏物語』『今昔物語』などにも

見ることができる。これは｢ウチマキ｣といって、日本の各地で行なわれた風習の一つ

であった。家を作るときに行なう『建て前』でもモチが撒かれるが、これもこうした

風習の名残りで、工事の安全と家の繁栄を願う心をこのような形にしたのだろう。東北

地方の民間伝承では、『振り米』(フリゴメ)といって、病人などの枕元で竹筒に入れた

米を振って快癒を願ったという。これも米には霊が宿っているという信仰心から生まれた

一つの風習と見ることができようか。こうした例証は『出雲神話』や『記･紀』にも

表われ、『日向国風土記』の逸文にも『瓊瓊杵尊』が高天ヶ原から降って、高千穂で

米を撒いたところ、周囲の闇が晴れてきて明るくなったという記述がある。これも米

そのものを神格化した一つの例証と見ることができよう。しかしよくよく考えて見ると

米が邪気を払うという考えは、必ずしも荒唐無稽なものではない。当時の邪気とは

いわば病、もっと広義に不健康の代名詞であったし、米すら口にすることのできない

庶民にとって、米はきわめて栄養価の高い食品で、健康のもとでもあったわけである。 

イネは普通実った穎果(エイカ)を脱穀して果皮をかぶった玄米とし、これを更に

搗(ツ)いて、果皮と種皮それに胚を除いて白米として食用にするが、米の炊き方は

世界の各地で地方的な特色がある。現代の日本では概ね『飯米』にされるが、蒸したり､

餅にしたり、製粉してから餅状にしたり、地方によりまた時代によっても異なっている。

また米は通常は脱穀した後、玄米として保存しておくが、古くなると次第に水分と旨味

成分が抜けて、パサパサした感じになってしまう。 近では、このようになった米を
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『氷温処理』(04-02-09 キンカンの項参照）することによって、再び旨味を回復する

手法も開発されている。この氷温処理は 0℃の状態に保っておくと、植物は糖分を

出して身を守ろうとする性質をうまく利用したものである。だから美味しい御飯を

炊こうと思ったら、研いだお米を一晩、0℃の冷蔵庫に入れておくと良い、と教えて

くれたのはさる料亭の女将であった。雪深い地方では大根や白菜などを雪の中に入れて

貯蔵するが、これも同じことで旨味が増してくるのである。 

他方おいしいお米の生産に関する研究も進んでいる。また今まではおいしいお米は

産地によるものと思われていたが、必ずしもそうではなく、米に含まれる蛋白質の量が

大きく作用していることが解かってきた。通常は米粒の周囲を取り巻くように蛋白質が

含まれているが、この蛋白質の量が増えすぎると、ご飯に炊き上げたときに、米粒の内部

まで水分が浸透して、ふっくらとしたご飯に炊き上がるのを妨げてしまう。この蛋白質

がバリアの役割を果たし、ボソボソとした炊き上がりになってしまうのである。酒を

醸造するときも同様で、吟醸酒といわれているものは精米を重ねることにより、この

たんぱく質が多く含まれる外周部分を 40％以上削り取った後に醸造されたものである。

しかし 近では人工衛星によって水田の写真を撮り、これを分析することによって､

どこの水田の稲が、蛋白質が少ないかも判定できるようになってきた。蛋白質の量が

6％以下になるとおいしさが増すと言われ、近年では堆肥を多く用いたり、水田の水管理

を厳しくするなどで､蛋白質の量を押さえる生産方法も研究、工夫されている。 

我々は米を主食にする他に、酒や味噌、醤油、菓子の原料にすることはよく知られて

いる。製粉した粳米(ウルチマイ)からは『上新粉』(01-07-04 椿の項参照)や『上用粉』が

作られ、他方、生の糯米(モチゴメ)からは『白玉粉』や『求肥粉』(ギュウヒコ)が､加熱

してα化した糯米からは『寒梅粉』や『微塵子』(ミジンコ)の他、『道明寺粉』

(ドウミョウジコ)などが作られた。さる家電メーカーの『ゴパン』もこの流れを汲むもの

であろう。また屑米はビールの補助原料とされ、糠(ヌカ)は家畜の飼料や糠味噌の材料に､

糊料や化粧用にも用いられ、糠油は特に良質油として薬用にもなった。さらに稲の茎は

藁として縄、俵、筵(ムシロ)、草履、草鞋(ワラジ)、畳の床材、しめ飾り、畠や果樹園､

家畜などの敷き藁、木や草などの防寒や耐熱、はては家畜の飼料、堆肥の材料などに

用いた。また籾殻は梱包用のパッキングや保温材として有効だったから捨てるところは

まったくなかった。というよりもイネと日本人の長い歴史の中で、イネという植物

の利用法が実生活の中で着実に広がり、次第に確立されていったと見るべきであろう。 

さて再びムギの話に戻るとしよう。麦は人類が農耕を始めた1万年から1万5,000年

前から利用されてきた植物である。初めは野生種の採集からスタートしたが、人口

が少なかった時代、1 年分の麦を採取するのは過酷なものではなく、むしろ効率の

良いものだったらしい。そして紀元前 7,000 年頃から人為的な栽培が始まり、紀元前

5,000 年頃には現在の栽培種と同じパンコムギが栽培されていたと思われ、前述の
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イラクのジャルモやイランのアリ･コシュなどの遺跡からも同種の麦が発掘されている。

この麦類はやがて地中海の沿岸地域に伝播し、ヒツジやウシなどの家畜の飼料としても

用いられ、急速に栽培が始まったと考えられている。栽培されるようになって、改めて

種子に固着した穎果を取り出す難しさが認識されたが、初めは炒ってから食用として

いた。しかし次第に挽き割にして粥にする方法が考案され､この方法は現在でも近東の

一部に見ることができる。これが製粉して用いられるようになったのは、エジプトに

伝播してからのことである。エジプトでは小麦粉を発酵させてパンを作る技術をいち

早く開発し、これはやがてギリシャやローマ、さらにはアルプスを越えてヨーロッパ

諸国にも伝播するが、これが一般的になるのは、ずっと後になってからのことである。 

そこでムギの文化をヨーロッパにたどってみると、ヨーロッパでは麦は収穫の象徴

であり豊饒の象徴でもあった。穀物という意味の英語の『cereals』という言葉は､

ローマ神話に出てくる豊饒神『ケレス』に由来する。エジプトでは『イシス神』が､

またギリシャでは『デメテル』や『アルテミス』が携えているのはすべて小麦である。

『オシリス』『アッティス』『タンムズ』などの神話では、麦はその神たちから生まれ

出た植物になっており、冬に訪れる植物の枯死と、春の再生である芽吹きとを合わせて、

語られていることが多い。日本でも『古事記』によれば、ムギは『オオゲツヒメ』の

死体から生まれ出たことになっており、死と再生の論理は東西で共通の概念と見る

こともできるだろう。特に古代エジプトのオシリス神話では、切り刻まれた死体から

麦が芽生えたとされており、死と再生が語られている。これはまた現在のヨーロッパ

における農業習慣の中にも色濃く残されている。例えば収穫された 後のムギの刈り

束は、大切に保管してこれで人形などを作り、衣装を着せて収穫祭のシンボルにする。

この人形には穀物の霊が宿っているものと考えられ、崇拝の対象にもなり、翌年の

更なる豊作を祈願して、祭りが終わると川に流したり、焼いて畑に撒いたりするもの

である。また穀物霊はしばしばノウサギやネコ、ヤギといった動物の形になって

現れるとされ、これらの動物を対象とした信仰も行なわれている。そして収穫の時に､

盛大に祭りを行なうところでは、播種においても盛大な祭りがともなう。大切な耕作

道具である犂や、馬や牛などの挽獣にも聖なる水を注ぎ、特別な装飾を施して畑地

に赴いて行進を行ない、その年の豊かな実りと家内の安全とを祈ったのである。 

ムギはイギリスでは『corn』と呼ばれ、これはムギやトウモロコシなどを含めた

穀物全体を総称する言葉になっている。イギリスにおいては、麦も新大陸からもたらさ

れたトウモロコシも、同じ概念で捉えられていたわけで、このあたりにも麦が必ずしも

主食でなかったことを暗示しているようにも見える。コムギは『wheat』または『Bread 

wheat』で、オオムギは『barley』ライムギは『rye』エンバクは『oats』である。

中世のイギリスではエンバクが主流であり、ヨーロッパでも小麦が主食の主流に

なったのは、近世になってからのことで、中世は大麦が主流だったらしい。 
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聖書にも麦はしばしば登場し、物事の例えとして引用されている。『一粒の麦もし地

に落ちて死なずば、ただ一つにてあらん、死なば多くの実を結ぶべし』(『ヨハネ伝』

第 12 章 24 節)のキリストの言葉などはその典型であろう。またムギはパンに代わる

言葉ともなり、パンに替わって聖体の象徴にもなっている。ヨーロッパでは聖書に現れて

いない作物を、とかく忌避する傾向にあり、新大陸からもたらされたジャガイモや

トウモロコシなどは、当初庶民のテーブルに並ぶことはなかった。このため葡萄や

リンゴなどの果樹類や、ニンジンやカブなどの根菜類に食生活の多くを頼らざるを

得なかったが、麦はいわばヨーロッパにおける『食』の象徴であり、この考えが聖体

への象徴へとつながっていったのだろう。こんなところにも五穀豊饒の女神『デメテル』

の一人娘『ペルセフォネ』を、冥界の支配者『ハデス』が連れ去る物語が誕生する

下地があったのかもしれない。根菜類を育てる地下はまた豊饒の国だったのである。 

要するにヨーロッパにおける農業は日本に比べたら、むしろ極めて多角的にならざるを

得なかったのだが、狩猟に関しても同様だった。日本では多くの中小河川と四方を海

で囲まれていたから、蛋白質はおもに魚によって補うことができた。そのうえ陸に

は大豆という優れた植物蛋白にも恵まれていた。しかしヨーロッパでは河川が少ない上に、

海から遠いところが多かったから、魚よりは肉の方が得やすかった。また人口の密集も

少なく多くの山林が残され、この森には動物蛋白を得るための猟場が存在した。こうした

動物はやがて家畜としても、飼育されるようになったのである。 

一方、中国でも麦の歴史は古く紀元前 7,000 年前といわれる『仰韶』(ヤンシャオ)

の遺跡からは、陶器に着いた麦類の圧痕が発見されている。その後あちこちの遺跡

からも炭化小麦が出土しており、これらの麦は形が小さく現在の小麦の半分ほどしか

ない。当時の栽培小麦が現在と同じようになったのは、その後、異なった品種が発見

されたか、品種改良により得られたものなのだろう。文献の中に麦が現れるのは､

甲骨文に記された麦を表わす語『麥』と『來』の文字である。その後、周代になると

『詩経』の中に麦類を歌ったものが数多く収められている。さらに漢代になると小麦は

数々の品種に分化され、秋播き、春播きに大別されるようになり、それぞれに相当数

の品種が存在したことを記した書物が残されている。また『來』の発音は［lâi］で､

これはライムギのことを意味している。ライムギの原産地は中国の西方、カフカスから

小アジアのあたりで、これが東方の中国と、西方のヨーロッパ方面に伝わったために､

東西で同じ発音が残っているのだろう。またこれは余談だが筆者の推測では、この

あたりのカスピ海沿岸付近から黒海、ペルシャ湾にかけてが、多くの言語の発祥地で

はないかと考えている(04-02-06 イチヂクの項参照)。それはさておきライムギは気候

や土質に対する適応性が極めて強く、酸性土でもアルカリ性土でも良く育ち、麦の

中では も耐寒性に優れ、寒冷地でも育てることができる。小麦が酸性土壌を嫌う

のに対して、ライムギは育てやすく当時は極めて重要な作物だったのだろう。製粉
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してパンを作ることが多いが、これはやや黒ずんでいるために『黒パン』ともいう。 

他方オオムギのことは『牟』と呼んでおり、九州の『大牟田』もこの牟となんらかの

関係がある地名と見られ、付近の長崎県脇岬の遺跡からは大麦が出土している。 

日本に麦が伝えられたのはかなり古く、今から約 2,500 年前頃と思われ、縄文時代

の晩期にはすでに栽培状態にあったとされている。この頃の長崎県脇岬の遺跡から､

オオムギが発見されたことは前述の通りで、弥生時代の前期にあたる福岡県板付付近

の遺跡からはコムギが出土している。ところで日本語のムギの語源に関しては、何度

もついて皮を剥くところから、ムキの意味だとする説、モエキ(萌草)もしくはムレノギ

(群芒)が変化したものとする説など諸説がある。しかし､これもたびたび筆者が主張して

きたことではあるが、植物の名前にそんな難しい理屈があるわけがない。この語源は

満州語で麦を意味する言葉、［muji］が変化したものと思われる。漢字ではムギは

『麥』と記し、これは前述のライムギの『來』の下に『夂』(チ)を記した合成文字で

ある。この夂の意味するところは、天から下ってくる意味を表している。従って『麥』

は天から与えられた『來』と言うことになろうか。おそらく『來』よりもずっと希少

価値があったのだろう。そしてこの麥が日本史において始めて登場するのは、前出の

『古事記』の五穀の起源である。『鼻に小豆生(ﾅ)り、陰(ﾎﾄ)に麥生(ﾅ)り、尻に大豆生りき。』

と記され、『米』が両目から生まれたのに対して、これは大きな違いである。しかし

『日本書紀』でも『麥』の生えた部位は『陰部』であり、これは頭から生じた『蚕』

とともに『古事記』の記述とも一致している。何も陰部から生じたためというわけで

はないが、なぜか麥には｢禁忌｣とされているものが多い。その一つは麥は弘法大師

が中国の唐から盗んできたもので、このとき犬に吠えられたために、この犬を殺した

とされており、戌(イヌ)の日には播種してはいけないという言い伝えがある。また畝に

播き落とすと、死人が出るなどという迷信もある。この迷信は麥の穎果は貴重品で

あったから、無駄にしてはならないという教えとも解釈されるが、理解しがたいよう

な風習もまた多い。その一つは『麥褒めの儀式』と称して、｢今年の麥は出来が良い｣

などと叫びながら町内を練り歩くものや、麥の団子を竹に刺して、山に持って行って

｢よその麥はやぶれ麥、これの麥はええ麥｣と褒め讃えるものなどである。この他にも

九州の宗像市のように 3 月 3 日を『麥褒め節句』といって、畑に出て麥の成育を褒め

讃えるところもある。なぜこのような習慣が生まれたのかは残念ながら定かでない。 

しかしムギを育てるのは高温多湿の日本では必ずしもたやすいものではない。しかも

ムギは酸性土壌を嫌うから、常に草木灰を入れて、弱アルカリ性を保たなければ

ならない。あるいはムギを育てることの難しさが、このような儀礼を生んだのかも

知れない。埼玉県の秩父地方では、麥の初穂を竈(カマド)の神に供える儀礼がある。

これは六月の初丑(ハツウシ)の日に『麥の刈りかけ』といって、大麥の初穂を刈って

『オカマサマ』に供えるというもので、麥の起源から生まれた儀礼とされている。
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この背景は麥の種子は牛の爪の間にはさんで、中国からもたらされたとするもので、

これにあやかって、丑の日を選んだのだという。この類の行事は日本の各地に見られ、

新小麦で作った饅頭やうどんを神仏に供える習慣なども、あちこちで見ることができる。

しかし宮中の行事にこうしたものはなく、ここが米との大きな差異になっている。 

 『万葉集』には麦を謡った歌が 2 首見られる。いずれも東歌であるところが気に

かかる。｢麦｣のほか、｢武藝｣などとも記され、次のような一首がある。 

   柵越(ｸﾍｺ )゙しに武藝(ﾑｷﾞ)はむ駒のはつはつに あひ見し児らしあやに愛(ｶﾅ)しも 

牧場の柵越しにちょっと見た駒のように、ほんの少し見たあの子がとても愛しい、

というもので、ここでは麦は単なる点景でしかないが、もう 1 首も同様である。 

   馬柵(ｳﾏｾ)越(ｺ)しに麦食(ﾊ)む駒の罵(ﾉ)らゆれど なほし恋しく思ひかねつも 

馬柵越は前述の柵越と同じ意味で、牧場の柵越しという意味である。罵らゆるは罵倒

する意味で、ここでは家族の父親とか母親にしかられるけど、それでも恋しく思わ

れると言っているのである。よく似た 2 首だが、同じ作者かどうかは不明である。

『万葉集』以外では『うつぼ物語』にも記述が見られ、特に『うつぼ物語』｢藤原の君｣

には、アワ、マメ、ササゲなどと共に、畑に植える植物として麦を上げている。また

『今昔物語』には今で言う｢うどん｣のことを『麦縄』と記しており、なるほどと感心

させられる。しかし米の方が重要な作物だったようで、麦は上流貴族の食物では

なかったという。また平安時代にはオオムギはフトムギとして、コムギやカラスムギと

区別して記述されているところから、食用に供された麦はオオムギだったのかも知れ

ない。こうして見るとこの頃は麦もかなり作付されていたと思われる。しかし室町時代

から江戸時代になると年貢として米が徴収されたために、農民はもっぱら稲を栽培し、

麦類は主に田圃の裏作として植えられるようになった。とはいえコムギは麺類や菓子類

などの原料に、またオオムギは麦茶や麦焦がし、麦芽糖などの原料にもなったために､

貴重な作物であったことに変わりない。現在では米の生産が年々減少しているのに対し、

麦の生産は増加傾向にあり、食用に供される麦の量は米の半分以上に達している。 

このように麦は歴史の曲折がどうあれ、また世界のどの地域であれ、主食として

パンの材料になったほか、ウィスキー、ウォッカ、ビールなどの原料としても、人類の

食生活の多くの部分を支えてきた。そして麦も米と同様に捨てるところはまるでない

植物で、藁は家畜の飼料や敷き藁に、椅子やベッドのクッションがわりに、屋根の材

料や荷造りのパッキングに、また肥料や製紙用のパルプの替わりとしても用いられて

いる。そして米と同様に世界人口の約半数を養ってきたのである。 

 しかし我が国における麦の生産は昭和35年以降は減少の一途を辿り、この60年で

半減している。一方小麦の消費は過去30年間ほぼ横ばいで、全穀類の約3分の1を占

めており、米の半分強程度である。しかし小麦の自給率はこのうちの15％程度で、100

万トン足らず、約500万トンを輸入に頼っているのが現状である。しかしこれは小麦
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に限ったことではない。日本の食料自給率そのものが約40％で、残りの60％を輸入に

頼っており、その量は5,800万トン、金額にすると約33兆円にもなっているのである。

にもかかわらず、日本人の食物の廃棄量は1,900万トンを超え、これは金額に換算すると

約11兆円。国民一人当たりに換算すると約85,000円152kgにも達し、アメリカ人の105kg

をはるかに上回っており、世界でも筆頭の廃棄量なのである。ちなみにアメリカ人の

総廃棄量は約13兆円だが、人口は4億6000万人で日本の3.5倍に及ぶ。日本人の廃棄量

だけで、約5,000万人を飢えから救うことが出来る勘定なのである。 

これもまたまた余談だが、東京都の年間予算額は約12兆円で、食品の廃棄額に近い。

またこの金額はデンマークやギリシャの国家予算に匹敵する。となると次の東京

オリンピックは都の予算内で行われるべきで、国家予算をオリンピック事業のために

使用すべきではないと、筆者は考えている。確かにオリンピックは国家的な規模で

行われる事業ではあるが、これはあくまでも開催都市のプロジェクトなのであって､

国家の予算は、まだまだ震災の復興が十分ではない東北地方や、とりわけ福島の現状

の復興に、予算を集中すべきであろう。オリンピックで建築ラッシュが続くとなると、

労働力は東京へと集中する。福島や三陸地方、さらには熊本県等は、置き去りにさ

れかねない。確かに50年前に東京オリンピックが行われたときには地方も潤った。

当時は農村の担い手はまだ若く、農閑期には東京へ肉体労働を提供するために出稼ぎ

に行き、現金収入を得ることが出来たからである。しかし現在の農業従事者に中年以下

の若者は存在しない。大半が 60 代で、もう体力的にも限界がある。農産物の輸入量

が多いのもこの日本の農業従事者の年齢と無関係ではないのである。今後、日本では

建築労働者の多くを、海外から迎えなければならないだろう。このことを考慮するとき、

今回の東京オリンピックは一部の人の道楽のようにも見えてくる。今回は東西の接点で

あり始めて開催すべく立候補していたイスタンブールに譲るべきだったと思うのである。 

 さて話を食料品の廃棄に戻すとしよう。ではなぜこのような状況になってしまったの

だろうか。筆者は、賞味期限と深く関わっているように思えてならない。日本の家庭でも

企業でも、賞味期限を越えるとすぐに廃棄処分にする傾向が強い。しかも日本の冷蔵庫は、

冷凍食品の収納スペースが恐ろしいほど大きい。買いだめして冷凍されていた食品は、

奥の方でドンドン期限切れを迎えて、廃棄されてゆくのである。しかしこの賞味期限は、

必ずしも絶対的なものではない。例えば町の豆腐屋さんが作っている豆腐に賞味期限は

記されていない。ところが工場で生産される豆腐には必ず賞味期限が記されており、

この記載のために豆腐メーカーは午前０時から製造を始める羽目になったという話を

聞いたことがある。スーパーマーケットに納入する時、その日の製造でないと、担当者

がいい顔をしない。この結果豆腐の値段は人件費が増して高くなるというわけである。 

その昔、大手ソースメーカーの社長と食事する機会があった。そこでソースの

賞味期限を聞いてみたことがあったのだが、この社長は「実際のところ10年ぐらいはなん
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でもないですよ。』とあっさりと言ってのけたのにはビックリした。いわくソースの原材料

は大半が腐敗を防止するスパイス類で出来ているから、雑菌の繁殖が出来ないのだという。

そういえば、あるときテレビを見ていたら南米のコスタリカにスタッフが行って食料品店

へ取材に行く場面があった。そしてスパイスを手にとって賞味期限を見ると、とっくに期限

切れになっていた。スタッフを案内していた女性はこの国は貧しい国だから、そんなこと

はいちいち気にしてないと言って笑った。スパイスという食品だったからかも知れないが、

筆者は素晴らしい精神だと感心した。実は昨年、筆者は､缶ビールを2ダース捨てようと

思っていた。その昔ホームパーティーをやったとき、このくらいは飲むだろうと用意してお

いた缶ビールが、クルマで来た人も多かったため、24缶すっかり残ってしまったのである。

普段使ってない冷蔵庫に入れているうちに、いつしか4年の歳月が過ぎており、賞味期限も

同様にほぼ4年過ぎていた。さすがにもう飲めないだろうから、捨てるつもりになった

のである。しかしこれを中身ごと捨てるわけには行かない。そこで1本空けて捨てよう

と思ったのだが、試しにチョコット舐めてみた。すると、何となくおいしいのである。

もうちょっと飲んで見ると、普通のビールよりもおいしく思えた。甘味が少々増し

ていたのである。そうこうするうちに結局 1 本飲んでしまった。そして次の 1 本も

同じ味だったので、結局、全部飲んでしまったが、下痢を起こすこともなく極めて

快調な毎日だった。多くの食品類は冷蔵庫で 0℃～５℃程度で保存すると、甘味を

増したり旨みが出てくることで知られている(04--02--09）。ビールやワインは発酵食品で

あるから、缶の中で酵母が生きているのかもしれない。インターネットで調べてみると、

ビールの賞味期限に関してはさまざまな記事が記載されており、期限が過ぎてから、半年

ぐらいはたいした問題はないようである。また期限切れのビールは、ただ捨ててしまう

より、天婦羅を作る際小麦粉を溶くのに用いると、味わいが引き立つようになるの

だという。さらにガスレンジなどの油が付着したものを洗うのに用いると、適度に

含まれたアルコール類が、油を溶かして、綺麗にふき取れるようになるのだという。

近ではアルコール分のないビールも増えているようではあるが…。 

さてそもそも賞味期限とは、食品衛生法やJAS法で定められた『その食品を開封

せず正しく保存した場合に味と品質が充分に保てると製造業者が認める期間』のこと

であり、絶対的なものではない。しかし律儀な日本の主婦は、これをきちっと守って

いるのである。しかしよくよく考えてみると、これは冷蔵庫メーカーの責任も大きい

と言わざるをえない。どのメーカーも天井まで届くようなでかい冷蔵庫に、いくつも

の冷凍室を設けており、主婦はまさかのときのためにここを満杯にしておく。だから

奥の方の食品はいつの間にか賞味期限が切れており廃棄しているというわけである。 

ところで現在の冷蔵庫の大半は、－5℃～＋5℃程度の温度設定しか出来ない。

しかしもしかりに+15℃までも設定が出来て、湿度を60％程度にすることが出来れば

ワインを収納することが出来るし、湿度を20％程度に設定できれば、カメラを収納する



花の縁 08－01－01 

 

30

30 

ことも出来る。インドで一番売れている冷蔵庫は韓国製である。なぜかといえば韓国製の

冷蔵庫には化粧品入れが付属されているからである。インドでは高温のため、夏場は

化粧品を冷蔵庫にしまわないと、みな溶けてしまう。日本の家電メーカーはこうした

ソフトの開発において、既に韓国に完敗している。かつてはアメリカ人が日本人に

対して、左ハンドルの車になぜ乗らないのかと言ったのと似ている。どこの国にもその

民族独特の食習慣があり、食料事情がある。アメリカではでっかい肉の塊を冷蔵庫の

中につるしてある家庭も少なくない。電機メーカーはこうした各国の事情を十分配慮

した上で、商品の開発努力をすべきであろう。ついでに言えば家電製品のリモコンや

ダイヤルについている文字があまりに小さくて、設定を変えるにはまず老眼鏡が必要に

なる。場合によってはさらに虫眼鏡まで必要になる。今や日本人の二人に一人が老眼鏡

世代になろうとしている。 こういう事実を知りながらデザイン上の理由で、小さな文字

を使用しているのだとしたら、もはや日本製品に将来はない。白物家電では韓国や

ダイソンにすらかなわないのである。 

さらに筆者には日本政府に対する重大なクレームがある。それは人口問題である。

現在人口増加を少しでも促そうと、やれ託児所の増設だの、有権者のご機嫌とりに

四苦八苦している。だがそれは根本的な解決方法とは程遠いい。今、出生率が何故

減り始めたかをもっと根本的に考えて、分析すべきではないだろうか。余談になるが、

筆者が初めてマンションを購入したのは、37歳のときで物件価格は3,770万円だった。

港区内、地下鉄の駅まで徒歩1分、68㎡ほどあったから、坪単価にすると、183万円

になる。ところが 近、筆者の実家近く、駅から 8 分ほどの所にマンションが建築

された。都心のオフィスまでドア・ツー・ドアで1時間はかかる。85㎡で6,000万円で

ある。かろうじて3LDKであるが坪単価にすると225万円。仮に1,000万円の頭金が

あったとして、残金の5,000万円をローンで済ませるとしても、返済は容易ではない。

逆算すると年収は凡そ1,200万円以上ないと不可能という事になる。となると普通の人が

購入できるのは、せいぜい2LDKどまりであり、これでは子供二人は育てにくい。日本

の男性の平均年収が500万円弱であることを考慮すると、2,500万円以上のローンを組む

のはまず無理であろう。また2010年の国税庁の調査によると、日本の給与所得者4,552

万人のうち、2,667万人は、年収400万円以下だという。6,000万円のマンションを購入

する層とは、一体どういう人たちなのであろうか。住宅事情から逆算すると、大都市の

周辺では子供を育てることが出来る数は 1 人にならざるをえないということになる。

その上日本では戦後、財産の相続に関して、配偶者が半分､残った半分を子供たちで

均分相続することになっている。しかし現状では長男が親の面倒を見たり、墓地の管理

をすることも少なくない。これでは長男は踏んだりけったりであろう。明治維新以降、

日本では長子相続が定められて、それが延々と100年近くも続いてきた。それをいきなり

均分相続にするにはいささか無理がある。親の扶養義務の問題、先祖の祭祀の課題。
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こうしたことが論議されずに均分相続だけが一人歩きして、日本社会はその制度その

ものが根底から破壊されようとしている。政府は金利を大幅に下げて、ローンを組み

やすくしたり、インフレ政策を助長して、一見、景気回復のように見せているものの､

そもそも今の日本には、国民が等しく買いたい商品はなく､この景気回復も掛け声

に終わる懸念すらある。そしてインフレ政策は1,000兆円にもふくれあがった国債の金利

利払いを、少しでも楽にするための施策でもあり、インフレ目標とは国債の負担減と､老人

の切捨てに他ならない。政府は本腰を入れて少子化と住宅価格の問題に取り組むべきで、

その も有効な策は在宅勤務を加速させることである（案山子の独舌05-24）。仮に

週 1回の通勤になれば､会社まで2時間かかってもたいした苦にはならないだろう。

少子化大臣なんて、単なる見せかけのお飾りであることを付け加えておきたい。 

 雑談はさておき、稲や米、麦などを含む言葉は以外に少ない。これは神の宿る穀物で

あったからかも知れないが、米と麦とを対比させたものは意外と多い。たとえば｢米の従兄弟」

というと父方の従兄弟という意味であり、｢麦の従兄弟｣といえば母方の従兄弟という

意味になる。｢麦三日、米二十日｣といえば、 麦飯の飽きやすいことのたとえで､｢稲は

刈り旬(ｼｭﾝ)百日、植え旬一日、麦は刈り旬一日、蒔き旬百日。｣という言葉は､稲を

刈り取る時期は百日遅れても問題ないけれども、植える時期は一日たりとも遅れて

はならないというほどの意味であり、麦はこの逆になるという格言である。 

また『米寿』は八十八歳の祝いで、米という文字が八十八と書くことによる。同様のもの

には『喜寿』の七十七歳の祝い。『傘寿』(サンジュ)の八十歳の祝いなどもある。この上の

九十歳は『卒寿』、九十九歳になると『白寿』、白という字が百から一を引いた字である

ことに由来する。百八歳になるとこれは『茶寿』(チャジュ)、その上が『皇寿』(コウジュ)

で､これは百十九歳になる。白は前述のように九十九で、王は二の中に十と書くので、二十と

いうことになる。以上は漢字と数字の関係だが、漢字を見つめると面白いものが多い。

食、休、囲、財、貧、美、養などはその好例だろう。食べるという字は人という字の下に良

と書き、休むは木の傍らに人がおり、囲むは井戸の回りに縄を張る。また中国では大事な

ものには『貝』もしくは『羊』がつく。財はその貝に積み重ねる意で、貧しいは貝を

分かつことである。美しいは大きな羊であり､養うは羊を食べることなのである。これを女偏

で見るともっと良く見えてくる。女を三つ書いて姦になるのは誰でもご承知。女に古いと書け

ば姑(シュウトメ)、女に老と書けば姥になり、女が家に入れば嫁になる。良い女は娘、男の間

に女を書くと嬲(ジョウ)、もてあそぶという意味で､女の間に男を書くとこれも嫐(ジョウ)

で同じ意味。そして女も鼻についてくると、なぜか嬶(カカア)になってくる。それぞれに意味

があり無駄なものは何もない。 近の中国では本来の漢字を捨てて、略字が幅を利かせている

が、自らの歴史を放棄するようで残念である。他国の歴史認識を云々するより,自らの

歴史認識を重視すべきであろう。 
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豊かに実ったイネ。稲刈りの頃には、もう少し黄色実が増してきて葉も黄色く色づく。稲刈り

のタイミングはその年の気候や台風などの条件を各農家が読みながら行う(千葉県東金市）。 

 
穀倉地帯の水田。すでに稲刈りの機械が置かれ、遠方には霞ヶ浦が見える(千葉県香取市)。
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利根川河畔の延々と続く水田地帯。すでに刈り終わった田もあるようだ。この水田地帯の遥

か遠方に水田を２分するように常磐自動車道とつくばエクスプレスが走る(千葉県我孫子市)。

 
傾斜地の水田。この程度の傾斜地の水田は普通である。山の下には水源があり、田へ水を供給

する。一番上にある田から水が入ると田植が始まる。このため水源を核にして農村共同体が

成り立つ。これを農村の統治に利用したのは徳川幕府だった(群馬県高崎市)。 
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平野の乏しい日本では山間に流れる川の流域で水田を作るケースも多い(群馬県安中市)。 
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イネの天日干しはハザ懸けとも言う。干し方は地方により異なるが、機械化も進んでいる(佐久市）。 

 

しかし山間の水田には機械が入らないため、相変わらず稲干し場をつくって、乾燥させる。この間、

鳥についばまれないよう、古いＣＤをたくさんつけて追い払っている。昔のようにトネリコやハン

の木に竹をかける手法は姿を消して、足場に使う鉄のコラム(column)を組んでいる(群馬県藤岡市）。
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群馬県高崎市の西方、倉渕町のたんぼである。まずまずの豊作だったようで、刈取られたイ

ネが美しく『はざ懸』されている。はざ懸けのやり方は地方によった差があるが、 近では

ハンノキに竹を結んでそこにイネを架ける新潟県でよく見られた方式は減少傾向にある。しかし

このはざ懸けには、大事な意味がある。天日干しすることによって、アミノ酸や糖分の量が

増して美味しい米に仕上がるという。また天地を逆にして干すため茎の部分に含まれていた

油分やその他もろもろの微少の栄養質が米粒に集約されることにより、栄養価の高い美味しい米

に仕上がるというのである。このためというわけではなかろうが、はざ懸けは地方によって

形式も呼称も異なり、稲架掛け(ハサカケ）、稲掛け(イネカケ、イナカケ）、稲機(イナバタ）、

稲架(ハサ、ハザ、ハセ、ハゼ、ハデ）など異なる呼称で呼ばれている。しかし 近ではこの

太陽の自然エネルギーをフルに活用した天日干しは手間がかかるため、人口乾燥に変わって行く

傾向にあり、米作りは大きな岐路にたたされている。現在では米のうまいか否かという判断は

大半が産地に委ねられており、消費者が試食して米を選ぶシステムはない。しかし次第に米の

生産が工業製品と同様に、種まきから刈取り、乾燥までも機械で行われるようになると、日本

の米も外来産の米と同様の味わいになってしまうのだろうか。どの農産物も太陽の恵みに

よって育ち我々の生命を何万年となく養ってきた。太陽によって作られた食物以外は食物で

はないと筆者は思う。 近では工場で栽培する農業がしきりに検討・実験されて農業すべてが

ハウス化されて、ハウス内で年に何度も収獲し、均質の米を大手企業が販売することになって

ゆくとしたら、農業はなくなって、すべてが工業に変わってしまう。日本の農業全体が大きな

岐路に立つ中、米もまた例外ではないといえるのかもしれない。しかしどんなに譲っても、米

だけは太陽がいっぱいの水田で育てて欲しいものである。 
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はざ賭けをしたあと一番上にブルーシートを架ける農家が増えてきたようだ。上の写真は

群馬県中之条町四万付近のものである。雨にかからないための配慮であろうが、その理由

はよく分からなかった。下も同じ四万のものだが、こちらではかけられていない。 
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ここでは大きな機械を入れずに、家族総出で農作業をしていた。こうやって日本人は家族

の絆を深くしてきたような気がする。それが現在崩壊しようとしているのが残念だ。 

 
刈取ったイネをたんぼの隅へ運んで、はざ懸けをする。むしろみんな和気藹々楽しそうだった。 
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昔、農家はどこでも牛馬を飼っていたから、稲藁は大事な副産物だった。敷き藁や保温材

として も安価でまた効率が良かった。しかし機械化とともに稲藁の需要も減って、こうして

稲藁を乾燥させて保管する農家も、だんだん少なくなってしまった(埼玉県寄居町)。 



花の縁 08－01－01 

 

40

40 

 
これは群馬県吾妻群高山村恒例の水田をキャンバスにみたてて古代米で作った群馬ちゃんの

絵画である。毎年 9 月末か 10 月初旬に刈り取って観光客と共に味わう。ここには道の駅

『中山盆地』があって、食事をしたり、格安の取れたて野菜を購入したり、温泉に入浴する

ことも出来れば、宿泊をすることも出来る(予約が必要）。新しいタイプの道の駅ということ

が出来ようか。東京からやってきた人は、裏榛名の雄大な景観と、その野菜の値段にまずビックリ

することだろう。お米の値段は別にして、野菜類は東京の半分ぐらいである。夏場は日帰り

ドライブや、キャンプの人でにぎわうが、このお米の収獲が終わると冬はすぐそこに変わる。時々

古代米も出荷されていることがあるので、古代人になったつもりで味わって見るのもよいだ

ろう。このあたりの農家では黒米を作っている人も少なくない。まるで黒ゴマのような米だが、

ここ以外で味わえる所は早々多くはないだろう。表榛名の梅祭りの際にも黒米が売られていたこ

ともあった。日本はまだまだ広く、様々な道の世界が広がっているものだと感心させられる。

すぐ近所には『県立群馬天文台』、それにスコットランドの古城を移築・復元して、石造りの教会や、

ショップ、レストランが、中世の街並みを再現した『大理石村ロックハート城』もある。 
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これは古代米である黒米の穎果(エイカ)とやや赤米の穎果がまじっている。また白い粒は

通常の米である。冷蔵庫に保管しておりまだ食べてない。何かの祈念日用にとってある。 



花の縁 08－01－01 

 

42

42 

ムラサキイネ。いわゆる古代米である(東京都小平市薬用植物園）。 
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アカイネ、これも古代米に属するものである(東京都小平市薬用植物園）。 
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これは茨城県笠間市福原にある出雲大社の分室である。この地は大国主神の第二子神、建御名方

(タケミナカタ)（01-06-03-2）が鎮まる長野県の諏訪大社に対して、日が生まれる国常陸

の国へと直線上で結ばれており、神縁の地なのだという。常陸はまた日立でもあるのだ。

  
ここには出雲大社と同様の大きな注連縄が飾られている。それにしてもなぜこんなに巨大

なものを作ったのだろうか。筆者は、稲の生産と関係が有ると考えている。5 世紀後半の

｢顕宗紀｣ (03-04-08-12) には「出雲は新しい開墾地、その新しい開墾地によく稔った丈の長い

稲を、浅い甕に醸んで作ったお酒を、おいしく飲もうではないか。」と天皇が祝辞を述べた

という記述がある。開墾が進み、米の収穫が増大したことと関係があるように思えてならない。 
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コムギの穂(千葉県東金市）。 
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穂が出揃った小麦畑、パン食や小麦を用いた欧米的な食事方法が増える一方、米の需要は

盛期の半分程度にまで減少しており、江戸時代末期に戻ってしまった(千葉県東金市）。 

 

緩やかな斜面に広がる大麦畑。この斜面こそ水平である水田との違いである(千葉県山武郡）。 
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小麦畑、 近では稲よりもむしろ小麦の需要が増えている。この小麦畑もかつては水田

だったところを麦畑に転換したに見える(茨城県霞ヶ浦付近）。 
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風になびく大麦の穂(長野県安曇野市）。麦価の世界的な値上がりにより、麦の栽培が日本で

も見直されている。また米の需要は減少の一途をたどる一方、麦はその兆しは少ない。 

 
5 月下旬、一面に広がる埼玉県児玉郡の小麦畑、この付近も小麦の収穫の後、すぐに稲を

植える二毛作地帯である。耕地を有効に利用できて、農家も裕福になってきた。 
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小麦に変わって稲が実ってきた。稲の刈り入れは 10 月中旬である(埼玉県児玉郡）。

 

近の関東平野では二毛作地帯が急速に増えてきている。その理由は第一に地球の温暖化、

そして第二に麦価の値上がりだろう。しかし農家はその分忙しくなった(埼玉県寄居町のイネ)。 
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福岡県大牟田市の麦畑である。5 月下旬、刈り取りが始って機械が動き始めた。 
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ライ麦で作ったパンは、食後の血糖値を急に上げないことで知られている(長野県安曇野）。 
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日本人は欧米人に比べると、糖尿病にかかりやすい。遺伝的にインシュリンの分泌量が少ないからと

いわれている。しかしそれだけではないような気がしないでもない。食生活にこの理由を解く鍵がもう

一つ隠されているとか･･･。例えばこのライムギとか、ブラックコーヒー(07-03-12)とか、日本人があまり

摂取しない食物との組み合わせが、血糖値を下げる働きをするとか･･･(長野県安曇野）。 目次に戻る 


