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６）サツマイモとジャガイモ＝薩摩芋とじゃが芋(馬鈴薯) 

イモ類は人類 古の食物の一つである。おそらくアワやヒエ、コメやムギを食料

とする以前から採集し、これを食料にしていたものと思われる。どの種類のイモを

見ても体積が大きく、穀類などに較べるとはるかに効率が良かったからである。特に

人口が過疎の時代には栽培する必要はなく、山に入れば簡単に採集することができた

から、オーストラリアの原住民もイモを食料にしていたにもかかわらず、栽培した

形跡はなく、採集に終始していたと思えるのである。 

イモを植物学的に見ると 3 種類に分類することができる。①サツマイモのように

根が肥大して塊根となったもの。②ジャガイモやサトイモのように、地下茎が肥大

して塊茎となったもの。③ナガイモやヤマノイモのように、根と地下茎の中間的な

ものが塊となったもの。などである。一方イモ類を原産地によって大別すると、旧

大陸系のものと新大陸系のものとに 2 分することもできる。旧大陸系のものとしては

ヤムイモとタロイモがその代表で、これは東南アジアの熱帯地方で栽培されてきた

ものである。新大陸系のイモの代表は何といってもサツマイモとジャガイモである。

まずサツマイモから見て行くことにしよう。 

サツマイモは熱帯アメリカ原産のヒルガオ科の多年草で、日本では越冬することが

できずに、一年生となる。茎は緑色または紫褐色をしており、ツル性で地面を這って

伸び、よく枝分かれする。ツルの長いものは 6～7m にも及び、短いものでは 1m

ほどのものもある。また種類によっては立ち性となるものや、中には支柱に巻き付

くものもあり、変異が多い。一方、葉は互生し多くはハート形をしており、種類に

よってはまれに掌状のものもある。葉柄の基部には小蜜腺があり、葉茎を傷つける

と乳液を分泌する。熱帯地方では夏から秋にかけて、葉の付け根から花柄を出して、

径 5cm ほどの濃紅紫色または淡紫紅色で釣鐘状の 5 弁花をつける。 

サツマイモの起源に関してかつては、アフリカ起源説やアジア起源説などがあったが、

今では新大陸のメキシコ起源説に落ち着いている。メキシコでは紀元前3000 年以前に、

すでに半栽培化されるようになったと思われるが、考古学的な証拠はない。この地域は

トウモロコシの産地だったから、あるいは当時としてはトウモロコシの方が効率が良

かったのかも知れない。しかし紀元前 1000 年頃ペルーの海岸付近の住居跡からは、

サツマイモの乾燥根が出土しており、この頃にはメキシコからペルーに伝播していたも

のと思われる。南太平洋上のポリネシアにおいても、15 世紀以前に栽培されていた。 

サツマイモがヨーロッパに伝えられたのは、コロンブスがスペインのイザベラ女王

に献上したのが 初で、17 世紀にはヨーロッパ各地に伝播した。しかしほぼ同じ頃

に伝えられたジャガイモほどに普及することはなかった。サツマイモが熱帯地方の

原産だったのに対し、ジャガイモは寒冷地でも育てることができたからであろう。

その後スペイン人によりフィリピンにもたらされ、16 世紀末には中国に伝えられた。
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日本に伝えられたのは 1597 年(慶長 2 年)のことで、中国の福建省から野國總管 

(ノグニソウカン)によって、琉球の宮古島にもたらされたといわれている。彼は後に

『芋大王』とも呼ばれたが、その後 1615 年(元和元年)には、前田利右衛門によって

薩摩にもたらされた。彼は後に『カライモオンジョ』と呼ばれたという。その後長崎

にも伝わり、次第に南九州全般で栽培されるようになった。当時の稲作は凶作に

見舞われることも多かったが、サツマイモは窒素固定細菌(クレブシエラ･オキシトーカ、

パントエア･アグロメランスなど)との共生によって、痩せた土地でも窒素を固定して

育つことが出来る。このため凶作の年でもよく収穫できたことに加えて、荒れ地や

乾草地でも収穫が得られたから、次第に救荒作物として重視されるようになった。

これにいち早く着目したのが青木昆陽で、彼は後に自らを『甘薯先生』と称した。

昆陽は 1734 年(亨保 19 年)小石川の幕府の薬園で試作に励み、その後普及に努めた。

昆陽の努力もあってサツマイモは、凶作のたびに広がっていった。石見(イワミ)現在

の島根県では大森銀山の代官、井戸平左衛門は亨保の飢饉に際し、サツマイモを移植

してこの飢饉を救済したために、後に『芋代官』といわれるようになった。サツマイモ

の伝導者たちはなぜか、ことごとくこのような異名をとったのである。こうした先人

たちの努力もあって、明治の中頃まで作付面積は順調に広がり、第二次世界大戦後の

食料不足の時代には、代用食として何とか庶民の胃袋を補うことができた。 

サツマイモの和名の起こりは、今さら述べる必要もないが、薩摩から伝えられた

ことによるものである。別称としてはカライモ(唐芋)、リュウキュウイモ(琉球芋)、

カンショ(甘薯)、アメリカ芋などで、沖縄ではアッコン、ウンムーなどともいわれ

ている。学名は『Ipomoea batatas』で、属名はイモムシに似たという意味で､ これは

根茎の形をイモムシに見立てたものであろう。種小辞はイモを意味する南米語に

由来するものである。イギリスでは『sweet potato』、中国では『甘薯』、薯は藷と

同じ意味でイモのことを表わしている。 

サツマイモは必ずしも貯蔵性の高い作物ではなかったために、以前は乾燥芋にして

保存性を高めていた。しかし一旦 30～33℃程度の高温で、湿度を 90％以上にして

数日間保管し、その後 13～14℃にすると長期間、鮮度を保ったまま保存することが

できる。この方法はキュアリング(curing＝治癒するという意味)貯蔵法といわれ、傷

ついて腐りやすくなったイモでも、 初の高温期間に傷口にコルク層が形成され、

腐敗菌の進入を防ぐことができるのである。この貯蔵法が開発されると、冬場の食料

としても大きな威力を発揮するようになった。またサツマイモは過熱すると酵素が

はたらいて、甘味が増してくる。糖分のある食物が少なかった時代には、おおいに

重宝された。焼き芋やふかし芋は、誰でも一度は食べたこともあろう。戦後の焼け跡

世代には、懐かしくもまた悲しい思い出でもあった。今ではそんなことも知らない

若い女性たちが、スイートポテトや焼き芋を喜んで口にしている。栽培品種も 近では
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生産性が高くホクホクしたものにシフトされ、ベニアズマやキントキが幅をきかせてきたが、 

現在ではベニハルカやシルクスイートなど、しっとりとして甘味の強いものが好まれて

いる｡どれも炭水化物の他にカロチンやビタミンの含有量も多く、また繊維質が多い

ことから、健康食として見直されているのも事実である。日本では収穫量の 40％が

食用として消費されるが、残りの約40％がデンプンやアルコールの原料用にされてお

り、鹿児島県特産のイモ焼酎も次第に全国に広がっている。この他は家畜の飼料用

や工業用で、園芸用として朝顔を接ぎ木する際の台木にも用いられている。 

さて同じ新大陸のアンデスの高地からもたらされたジャガイモは、ヨーロッパで

普及することとなった。現在ではイモ類の中で、世界で も大量に栽培されるまで

になっている。ナス科の多年草で葉は羽状複葉で互生し、特に若い葉は就眠運動を

行なうことで知られている。茎の頂部から長い花柄を出し、初夏、淡紫の花をつける。

花弁も蕚も 5 枚で風媒花により結実し、果実の形状は同じ仲間のトマトに似ている。

また地下部の茎からは匍匐茎(ホフクケイ)を出して、花の咲く頃にこの先端が膨ら

んで塊茎を形成する。つまりジャガイモの芋部分は匍匐茎の先端が肥大化したもので

ある。一般的には年 1 回、夏場に収穫し、暖地では 2 回収穫することもできる。

北海道などでは早生品種や晩生品種を、組み合わせて栽培することが多い。 

学名は『Solanum tuberosum』で、属名はこの植物に鎮静作用をもつ種類がある

ために、安静を意味する『solamen』が変化したものという説があるが定かではない。

種小辞は塊茎のあるという意味で、イギリスでは『potato』で、フランスでは『pomme 

de terre』である。『pomme』はリンゴのことで『terre』は大地のことを意味している。

中国では『洋芋』または『陽芋』である。和名の由来はジャガタライモを略したもので、

ジャワのジャカトラ港から、オランダ船によってもたらされたために名付けられた。

ジャカトラは現在のジャカルタのことである。別称としてはバレイショ､オランダイモ、

ゴショイモ、エドイモ、ハッショウイモ、ニドイモなどがある。このうち『馬鈴薯』

の由来は根茎の形が、馬につける鈴に似ているため、と言われている。その起源は江戸

時代に小野蘭山という学者が1807 年に著わした『耋莚小牘』(テツエンショウトク)と

いう書物で、このジャガタライモのことを、中国で1700 年に刊行された『松渓懸志』

(ショウケイケンシ)に登場するツル性植物の『馬鈴薯』と思い込んで記したことによる

もので、明らかに誤用である。しかしジャガイモというよりも馬鈴薯と言ったほうが、

美しい響きが感じられ、啄木の歌が思い出されてくる。 

   馬鈴薯のうす紫の花に降る 

   雨を思へり 

   都の雨に 

啄木の出身地は岩手県、現在の好摩市に程近い渋民村であった。東京に出て文学で

身を立てようとするが失敗し故郷に帰る。彼は渋民で代用教員を努めて再起のチャンス
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を狙うが、これも果たせず、ふるさとを追われるようにして渋民を後にして北海道に

渡り、函館、小樽、釧路などを点々として過ごした。北海道は今では日本一の馬鈴薯

の産地である。この歌は北海道時代を懐かしみながら、東京の小石川で借家住まいを

していた頃に詠んだものであろうか。貧困なるがゆえに生涯を流浪し、薄幸の生涯

を閉じたのは、啄木 27 歳の時であった(01-05-15 ハマナスの項参照)。 

北海道が馬鈴薯の一大産地として成長したのは、明治時代の初めごろ、北海道開拓が盛んに

行なわれた頃のことで、当時この地には安定した作物がなかったことに由来する。このため

馬鈴薯に目を付けて、アメリカから優秀な品種を熱心に導入したことによるもので、かの札幌

農学校のクラーク博士によるところが大きい。また馬鈴薯の主要品種の一つである『男爵』も

北海道と縁が深い。こちらの方は1907 年(明治40年)にアメリカから導入した『Irish 

Cobbler』(アイリッシュ･コブラー)という品種が、北海道の七飯(ナナエ)町にあった、

函館ドッグ社長の川田龍吉男爵の農場から広まったことによるものであった。 

さてコロンブスが新大陸を発見したころ、ジャガイモはチリの南部からメキシコ

に至る広い地域で栽培されていた。これが旧大陸に伝播したのは1570年のことで、

ちょうどヨーロッパではサン･バルテルミーの大虐殺やユグノー戦争などの宗教戦争

が盛んに行われ、スペインがレパントの海戦でトルコを破り、ヨーロッパが優位に

立ち始めていた頃のことである。またこれより先の 1526 年には、インカ帝国の制服者

ピサロがスペイン本国に、ジャガイモの存在を報告している。このためまずスペインに、

それからヨーロッパの国々に広まった。当初は作物としてではなく、花が鑑賞用

として作られたのだという。英国には1590 年に導入され、北アメリカへは1621 年に

ヨーロッパから伝えられた。日本への伝来は以外に早く1601 年(慶長6 年)オランダ人

により、長崎の平戸に運ばれたのが 初である。またこれとは別ルートで、寛政年間

(1789～1801 年)にエゾイモと称して、ロシア人が北海道や東北地方に伝えている

ものの、ヨーロッパ同様に鑑賞用だったらしく、食料としての関心はなかった。

これが食料として脚光をあびてくるのは、度重なる飢饉によるものである。特に甲斐国

の代官、中井清太夫の努力によって、食料難を乗り越えたことから、ジャガイモは

救荒作物として全国に広がることになったのである。 

ヨーロッパではジャガイモ作りに一番熱心だったのは、ドイツとフランスである。

17 世紀になるとヨーロッパ各地で、聖書にない作物は不浄であると排斥され、癩病

をもたらすなどと蔑まれ、嫌われるようになった。鑑賞用の花としてならともかく、

食料としてはキリスト様の了解なしに、口にすることはできないというのである。

この考え方に対抗したのが、プロイセンのフリードリッヒ1世(1701～1713年在位)で、

寒冷地の作物としてジャガイモに着目し栽培を奨励した。続くフリードリッヒ･ウィ

ルヘルム 1 世(1713～1740 年在位)は、信念を持ってジャガイモ栽培を推進したばか

りか、 農民に対して栽培を強制し、反対者は武力によって屈伏させたのである。この
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ためヨーロッパではいち早くドイツにジャガイモが根付き、ムギ類に替わって主食

の一翼を担うまでになった。19 世紀の目覚ましいドイツの発展は、このジャガイモ政

策に負うところが多く、戦争や天候異変の多かったこの時代に、食料的な支えをき

ちっと成し遂げていたからだともいわれている。ジャガイモの栽培が広くドイツ全土に

普及し、食料の安定供給があったからこそ、19 世紀にあの鉄血宰相ビスマルクが

登場したといっても過言ではないのである。 

一方、フランスでは薬学者のアントアーヌ･オーギュスタン･パルマンティエが、

1773 年にルイ 16 世にジャガイモの花束を献上し、救荒作物としてジャガイモの栽培

を奨励するよう国王に進言した。フランス 後の国王はこれに大いに賛同し、王妃

マリー･アントワネットに、晩餐会の髪飾りとしてジャガイモの花を用いさせて、

社交会の関心を一心に集めることになった。その一方で、国王の畑にはジャガイモを

作らせ、昼間はこの畑にあえて見張りを何人も付けて監視させ、夜になるとどうぞ盗ん

で下さいと言わんばかりに、見張りを全員引き上げさせ、一般人の関心を集めること

にも成功した。人々はこぞって『国王の作物』ジャガイモを盗み、栽培するように

なったのである。またパルマンティエは進んで晩餐会を開き、自分で考案したジャガイモ

料理を振舞い、上流階級への普及にも努めた。こうした努力の結果、フランスにも

ジャガイモは根付いて、今ではジャガイモなしにフランス料理は考えられないほど

になっている。ジャガイモ料理にパルマンティエの名前があれば、彼がこの時代に

考案した料理である。 

しかしイギリスでのジャガイモは、時代によって翻弄されていた。ジョージ 2 世

(1727～1760 年在位)は法令によってジャガイモ栽培を禁止し、これを継いだジョージ

3 世(1760～1820 年在位)は、これを覆して奨励策に転じた。しかし自然条件の厳しい

アイルランドでは、他に良い作物が見当たらなかったため、17世紀には本格的な栽培

が始まっていた。また1662 年にはロンドン王立協会で、イギリス全土でジャガイモを

栽培するための会合がもたれた。少しずつではあったがイギリスでも着実にジャガイモ

が根付くことになったのである。 

ところが 20 世紀になって、第一次世界大戦が勃発すると、ドイツは食糧の自給

に苦しむようになった。大戦前のドイツの豊な食糧事情が、逆に過信を許したのかも

しれない。このため政府は豚の餌にもなっていたジャガイモや雑穀類を、人間の

食料として利用するために、豚の強制屠殺を命じた。これにより得られた豚肉を地方

自治体の管理下におき、併せて食料の長期安定供給の効果を狙ったものであった。

しかしこうした乱暴な戦略はうまくゆくはずがなかった。農民は豚の屠殺を拒み続け、

何とか隠そうと画策したし、長引く戦争は農村での労働力の不足をもたらし、収穫の

減少を招いた。当初、戦争は 1 年ぐらいで終わるつもりだったから、食糧の備蓄も

やがて底をつき、都市を中心に食糧事情は悪化の一途をたどった。それでもまだ
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ジャガイモは比較的容易に得ることが出来たから、人々が何とか飢えを凌ぐのに大きな

役割を果たした。しかし 1917 年 2 月、ドイツが無制限潜水艦宣言を行うに及び、

連合軍はこれに対抗してドイツの完全封鎖作戦を実施すると、ドイツの食糧事情は

急速に悪化し、さらに同年 4 月にアメリカが連合国側に参戦すると状況は一変した。

そしてついに1918 年11月、『ドイツ革命』が起こって、ドイツ帝国は崩壊したのである。

後世の歴史家がこの大戦に関して「ドイツ帝国は食料戦に敗北した」といわれる所以

も実はここにあったというわけである。 

しかしジャガイモが食料としての本領を発揮したのは、とりわけ第二次世界大戦

の間であった。対戦中ヨーロッパの各国は連合国、同盟国に限らず、どこも食料の

調達に苦しんで配給制を実施した。特にナチスドイツは一次大戦の苦い経験に鑑み、

大戦に突入する以前から、農業生産を重視して国家の管理下に置くとともに、食料

の自給率を高めた。その上、食糧の輸入にも意を注ぎ、備蓄を増やすことに腐心して

いた。ナチスドイツは 1938 年にはオーストリアを併合して、さらに 1939 年には

チェコスロバキアを解体したが、これは単に戦略上の計算ばかりではなく、食料の

調達先を西から東に転換して、来るべき時に備えるためのものでもあった。そして

1939 年 9 月 1 日ポーランドに進駐して、第二次世界大戦が始まると、生産者農家

を厳しく統制して、食料の確保を図る一方、食料切符を発行して、戦時経済へと移行

した。1942 年からはジャガイモも配給制となったが、ナチスドイツの食料政策は大戦

を通してことの他うまく機能したのである。これに対して永世中立国だったスイス

は枢軸国に四方を囲まれ、食糧の輸入はすべて途絶えた。この間スイスの国民は、

レマン湖畔の美しい芝生をジャガイモ畑に変えて、飢えを凌いだと歴史は伝えている。 

ジャガイモのデンプン粒は大粒で極めて品質がよく、デンプン採取のために消費

されるジャガイモの量は全体の 30％にも達する。食用に用いられるジャガイモの量

はせいぜい 15％程度であることを考えるとき、いかにデンプンがジャガイモに依存

しているかが理解できる。日本では片栗粉と称して、昔はカタクリ(01-02-11)の塊根

から採取していたものも、今ではジャガイモを用いている。アルコールや焼酎も

ジャガイモから作られ、蒲鉾やハンペンなどの練り製品、ジャムの添加物、お菓子の

原料なども同様である。この他に注目されるものとしては、紙を作るときに糊料

(コリョウ)として、また多色刷りの印刷にも用いられている。これはインクを安定さ

せるために、昔はタルクという石膏の粉を吹きつけていたが、人体に害がないようにと、

今ではデンプンの粉を吹きつけている。さらに 近では地中に帰るプラスティック

素材なども、ジャガイモからとれたデンプンを用いている。ジャガイモデンプンは

今や食品だけではなく、工業製品のあらゆるところで新しい利用法が考案されている

のである。そのうちジャガイモで作った家などができたら、地震や飢饉の時など少し

ずつ柱を食べて、救援を待つことができるようになるかも知れない。 
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掘り起こされたばかりのサツマイモ。植え付けしてから収穫されるまで、ほとんど手間が

かからないのと土質を選ばないところが、サツマイモの 大の長所である(さいたま市緑区)。 
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サツマイモ：ベニアズマ。本当は徳島の『鳴門金時』や埼玉県秩父の『太白』の方がおいしい

のだが、『紅東』は経済栽培するには効率が高いため、他の種を駆逐してしまった。珍しい

ものとしては、果肉の紫色のムラサキイモやオレンジ色のものもある。 

 
サツマイモの花は朝顔に似ており、朝顔の台木として用いられる(ウィキペディアより借用）。 
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野國總管は野國村出身の總管職の人間という意味で、本名は不詳である。ただ嘉手納町では野國

總管祭りは町 大のイベントで、兼久海浜公園を舞台に踊りや花火などが繰り広げられる。写真は

中国の福建省からサツマイモを導入した野國總管の像(沖縄発！役に立たない写真集より借用）。 
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サツマイモというと、とかく取りざたされるのは埼玉県川越市。江戸時代には大老や老中

格の重臣が配され、武蔵国一の格式を誇った。この町には国指定重要無形民俗文化財に

指定されている『川越祭り』があり、毎年 10 月の第 3 土曜日と日曜日に行われている。 
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祭りの２日間で川越には 100 万人以上もの人が近郷近在から集まる。しかしここの祭り

は写真のように子供やお年寄りの他、特に若い人が多い。近隣はすべてベッドタウンだから

だろう。裏通りにはあらゆる屋台が立ち並び、大混雑して祭りは 高潮に達する。 
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川越の蔵作りの家並みが立ち並ぶ幸町の中心街には電柱はなく、電線は地中に埋設され

ている。このため、かれこれ 5～6ｍもの高さがある山車は、この大通りを次から次へと

ＪＲ川越駅方面へ繰り出し、この仲町の交差点でクロスする。電線のある他のエリアを

行くときには、上の人形が山車の中に格納される仕掛けになっている。 
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寛永年間の 1627～1634 年に川越城主だった酒井忠勝が川越城下に作らせた鐘で、明治

26 年の大火で消失したが、翌年再建されて今日に至る。高さは 16m ある。 



花の縁 08－01－06 

 

14

14 

 

川越市の蔵の連なる街を歩いていると、サツマイモを素材にして作られた菓子を売る店

がいくつも見られる。川越市とサツマイモは今でも深く結びついている。 

 
この店もその一つで暖簾にも『芋菓子』と染め抜かれている。しかしサツマイモが武蔵国で

初に栽培されたのは、お隣所沢で、集散地である『川越いも』の名で親しまれてきた。 
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啄木が都に降る雨を見て、ふと懐かしいふるさとの日の想い出を、心の中に描いた馬鈴薯も、

こんな色の花だったのだろうか(埼玉県川越市）。 

 

種類によって淡い紫から白まで、いろいろな花を咲かせる(埼玉県川島町）。 
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ジャガイモ畑(長野県茅野市蓼科高原）。ジャガイモは寒冷地でもよく育つ。もしジャガイモ

がなかったら、この地球上で 70 億人もの人間が生きてゆくことは出来なかったろう。 

掘り出したジャガイモの塊茎(栃木県壬生町）。  
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ヤマイモはヤマノイモとも、ジネンジョウ(自然生、自然薯)などとも呼ばれている。雑木林や、

笹などの生い茂る中でもよく育つため、この呼称となったのだろう。写真はそのムカゴである。 

 

日本の原産種で、夏、白い花が咲いたあと晩夏になるとこんな果実が実る。貴重な野生の食物

で栄養価に富み、イノシシも好んで食べるが、芋は地下1mにも達し掘り起こすのは容易でない。
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ヤマイモの学名は『Dioscorea japonica』である。粘性が強く中国から移入された長芋などと

混同されていることも多い。子供の頃、茶色に熟した果実に唾液をつけて花の頭に貼り付け、

｢天狗｣｢天狗｣といって遊んだのは筆者だけだろうか。皮を剥いで乾燥させたものを漢方では

山薬(サンヤク)と呼び、日本薬局方にも収録され、漢方薬として用いられる。 目次に戻る 


