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サツマイモ，この聞きなれた音には，ふっくらとしたまるみがある。このどこにでも目にす

るサツマイモは，あまりにも親しみ馴染んだ植物で，われわれ一般庶民の日常生活のなかに入

り，それほど珍奇な植物ではなく，また高価な食物でもない。サツマイモはこれまでに誰もが

－度は口にしたことがある食べ物で，その名の響きから，古くから日本にある植物とみなされ

がちである。中南米を原産地とするサツマイモが，コロンブスの新大陸発見によりスペインへ

渡り，それが日本へ伝来し，サツマイモという呼称がついて今日に及んでいることは，あまり

知られていない。

ひとつの新しいものが入ると，何時でも，何処でも，人々はそれを自分の言葉で表す必要に

迫られる。人間は言葉を介して人と交信する。外来の見知らぬ珍奇な物を目にしたときの戸惑

いや驚きを人に知らせようにも，共通の，相互にあい通じる言葉によって対象を表現しなけれ

ばならない。外国からの新しい文物の到来を人々にあい通じる言葉によって表現するために必

要となる呼称は，命名の言葉である。言葉と表現は人間の思考と切り離せず，社会と文化を背

景にして生み出されてくるところから，サツマイモの呼称を通して日本人の言葉と表現の一端

を考察した。

根菜文化の渡来

コロンブスは新大陸から多くの珍しい植物をヨーロッパに持ち帰ったが，その中に現在サツ

マイモと呼ばれるイモがあった。西インド諸島を含めた熱帯アメリカ地域の原住民が栽培化し

ていたサツマイモを，コロンブスがイサベラ女王に献上したということはよく知られている。

このサツマイモがヨーロッパ人の東洋進出にともない，コロンブスの新大陸発見後およそ八

十年ののち，シナの明朝の万暦年間(1573-1619年)の初めごろにはもうシナに渡っていた(1)記

録がある。中国に渡来したのは，当時ルソンのマニラが，東洋交易進出のスペインの交易基地

になっていたので，そこへ商用に出かけた福建省の陳振竜という人が1594（万暦22）年に持ち
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帰ったともいわれている。こうしてスペインから中国へ渡ったサツマイモは，福建省から琉球

(沖縄）へ導入される。１５９７(慶長２）年に中国から沖縄の宮古島に入り，サツマイモの試作が

なされたという記録(2)があるが,誰がもたらしたのかは，さだかではない。宮古島は沖縄本島か

ら南西に三百二十粁メートル離れている孤島なので，島内における限られた域内での試用があ

ったとおもわれる。慶長1０（1605）年琉球の尚寧王の命を受けて沖縄中頭郡北谷村の野國とい

うものが総管になってシナへ使いを出した。そのとき福建の門州というところで，蕃薯をつく

っているのを見かけた。それはシナでも渡来したばかりの新しい作物であった。野國総管はこ

の作物に興味をおぼえ，村人たちから作り方などを学び，薦苗を鉢植えにして持ち帰り，自分

の村の人びとに植えさせた(｢大奄美史｣)(,)記録がある。この新奇な作物の普及に務めたのは儀

間興常で，サツマイモの勝れたところを認め，栽培普及をはかった記録があることから，これ

がわが国へのサツマイモの渡来の初め(`)とみなされている｡サツマイモは,平良市の西仲宗根の

保里蜂（ふさとみね）に「イモ神様」として祀られている長興氏旨屋（ちようしんししんや）

が1597年に中国福建省からいもずるを持ち帰って島内に広め，島民を飢餓か救ったと伝えられ

ている(5)説もあるので,コロンブスが新大陸発見後百年ののちには,サツマイモがわが国で栽培

され，台風と不作にあえぐ島民を飢えの苦しみから救済していた。

サツマイモが渡来した慶長年間は，秀吉が明を征服しようと慶長の役をおこして朝鮮へ出兵

し，時代は秀吉から秀頼へ，そして家康の天下へと移り，家康が江戸に幕府を開いた時代であ

る。この当時薩摩藩はその勢力拡大の途にあり，海を隔てた南の琉球に兵を進め,慶長14(1609）

年には時の尚寧王を屈伏させ，琉球を薩摩藩の治下に組み入れたので，これ以後，琉球と薩摩

との往来が活発になった。このとき琉球で災害に苦しみ，飢餓にあえぐ島民をサツマイモが救

済したことを薩摩藩人が知るところとなり，1610年前後にはサツマイモが琉球から九州へ渡り，

本土への導入となったのである。

イモと呼称

サツマイモ，ジャガイモが新大陸から伝来するまで，わが国でイモとして使用され，食用さ

れていたものに，サトイモとヤマイモがある。サトイモもヤマイモも地下に塊根であり，塊茎

をつけるが，この食用とする部分をイモと称した。海の彼方から渡来した珍しい塊根を目にし

たとき，人々はこれをイモの仲間として分類した。サツマイモの呼び名は多くあり，地域によ

る呼び名の相違があるが，現在使用され，普及しているものに，サツマイモ，リュウキュウイ

モ，カライモ，の三つの呼称がある。これらは文書のうえでは、藤躍芋，琉球芋，唐芋，とし

て漢字により記される。現在国内で広範囲に使用されているサツマイモという呼称から，サツ
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マイモは薩塵の國を起源とする，日本の芋とする思考が強い。一般に広く使用を見るサツマイ

モという呼称は，官庁，とりわけ農林水産省などでは，「甘藷｣と表記する。研究者用の手引き

に，日本作物学会が作った用語集には，片仮名で「サツマイモ，カンショ」と併記され，呼称

と表記の二つがみられる。

薩摩の国ではこのイモを，琉球でとれ，琉球から来たイモとして，リュウキュウイモと呼ん

だ。本土に渡ったサツマイモの，最初の呼称であるリュウキュイモとは，出港地名を付けたも

のでもなく，また－つの島名に由来するものでもない。薩膿の人々にとって，薩膿の海の彼方

の島々は，島の固有名詞よりも，それらをまとめて琉球と呼ぶ，広い地域として存在した。目

新しいイモは広漠とした地域を総称した名を付けてりユウキュウイモと呼ばれ，薩摩藩の人々

のロからロへと伝わった。

薩摩藩では，琉球の島民を飢餓から救った大切なイモと知り，藩力増強の食料として，芋苗

の育成に努め，藩政の下で耕作が奨励された。薩摩藩では生産性が高く，救荒作物として声価

が高いリュウキュウイモの使用，調理にも取り組み，リュウキュウイモの藩内普及をはかった

が，このイモを藩外に持ち出すことは禁止していた。特産品の流出は，藩益を大きく阻害する

からである。しかし藩外からの旅人や，他藩の訪客などには，空腹しのぎや，お茶うけ菓子，

携帯食（干し芋）などとして，このイモが振る舞われ，甘味が喜ばれた。リュウキュウイモは

藩内で手軽に入手可能であり，かつ米と異なり安価であるばかりでなく，一度に多趣の煮炊き

が可能で，なおかつ保存のできる便利なところから，しばしば食用に供され，藩民に重宝がら

れたばかりでなく，藩外からの訪客にも珍重されたのである。

琉球から薩摩の国へ導入され，リュウキュウイモとして藩内に広がったイモは，その持ち出

しを禁じ，藩外への栽培伝授を厳禁したので，他藩から足を踏み入れた人々の□を通して，他

藩の人々に伝わり，その様が語られていった。薩摩藩でロにしたイモは，旗の足しになるイモ

だ，薩摩の園で食うたイモはうまかった，薩摩のイモは結櫛なイモだということが，薩摩から

江戸へ北上する途上の道で語られた。それを耳にした人々の薩摩の芋への好奇心はたかまり，

薩摩で食べたイモがサツマイモの名を得て，庶民の口からその呼称は流布した。

青木昆陽は「甘藷先生」として知られているが，サツマイモが救荒作物として優れているこ

となどを「藩蕗考」（1735年刊）に表した。これがときの大岡越前守を通じて，米の不作で情勢

は定まらず，江戸の町で米騒動が起き，社会不安の対策に苦慮する八代将軍徳川吉宗の目に入

り，薩摩藩で産出するイモが藩民を飢餓から救済したことを知ることになった。

昆陽は，社会不安の対策として，薩摩薯御用掛の役名を受け，享保2０（1735）年に小石川養

生所百七十坪内の甘蕗試作場で，薩摩藩民を飢鰹から救ったイモを公的に試作，栽培，育成し，
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普及に努めた。昆陽は栽培の結果を｢薩摩いも作り様，功能之儀上書｣(`)として記し，上申して

いる。こうして昆陽はサツマイモ作りを農民たちに簡明に伝え，教え，指導したので，栽培を

奨励されたこのイモは，薩摩芋として知られ，江戸の町を中心にしてサツマイモの呼称の下に

庶民の間に浸透した。

カライモの呼称は主に南九州で使用され，現在もカライモという呼び方で通用している。海

の彼方であり，外国から来たイモをカライモと呼んだのである。中国，フィリピン，インドネ

シア辺から外国船により搬入されてきた見知らぬ'目新しいものは，一般にカラモノとして珍

重し，国内の物品とは区別して値ぷみした。見知らぬ異国は一括して，唐の國，として人々の

間に存在したのである。異国の品で，イモの類の一つと見倣したことから，カラからきたイモ，

カライモと称したのである。カライモを文字で表すと，唐芋と書くところから，漢字で表現さ

れた唐芋は，読む人の目に唐から伝来した芋と解釈され，文字の上から中国原産の芋という誤

った解釈がなされやすい。音を耳にし，耳にした音を，後に事象の呼称として文字に記すこと

から起きる取り違えである。日本語は耳にする音と，漢字で表記した目にする文字とでは，そ

の意味するところに差異が生じてくる。

飢鐘の救荒作物として，幕府から耕作の普及がはかられたサツマイモは，米一操などに苦し

んだ時代を通して庶民の生活の中に浸透していくが，主食，副食，間食，のいずれの用途をも

占めるサツマイモは，イモを代表して，イモという言葉で置き換わるほどに普及した。庶民の

生活に使用が広がることで，イモはサツマイモを指示し，意味していることが，誰にも無理な

く理解できるほどなじんだのである。

固有名詞は，頻繁に使用をすることでその簡略化が見られるが，長年の間サツマイモで通用

してきた呼称が，昭和も後半になると言葉が簡略化しておサツになる。サツマイモは生理的に

も女性に嗜好され，その甘味からも間食として食されることが多い。したがってサツマイモと

いう呼称を略し，女性用語にしばしば用いられる丁重や親しみを表す噸お”を付して，おサツ

という呼称が家庭を通して普及した。近年サツマイモの略称として，女性のみならず，男性に

も，おサツという言葉の使用が拡大し，女性用語の社会順化を示している。

サツマイモに対する言語的把握は，地域により，社会階層により，また性別によっても，同

じ事物に対するとらえ方に違いがある。言葉は記号である。この記号が何を指すかは，言葉を

きくときに付随するさまざまな状態や，音調により展開する固有のイメージにより，記号の対

象も変化する。サツマイモは“お'，という接頭語をつけてその位置を引き上げ，貧しい食べ物

から庶民の日常食のなかに参加した。なじむことにより位置が上昇したのである。人間はその

言語表現を通じて,使い手の思考や感情,感覚の傾向を見ることができる(7)といえ，呼称の表現
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に日本人のもののとらえ方が反映する。

言葉と生活

イモに付されたサツマイモという呼称は，薩摩の，どの村落で，どのように栽培した，どの

品種，という細分を指定し，区分を示すものではない。薩摩藩の，薩摩の國で産したイモとい

う，指定を伴なわない大まかな限定がある。サツマイモの語源となった薩摩という言葉は，一

つの記号である。サツマイモは，一つの個体を意味する場合よりも，イモとしての群れで，集

合体であり，総体としてとらえ，地域を「指し」た記号である。地域を背後に背負った存在と

してとらえた，記号の了解であり，意味を持つ記号である。このサツマイモという呼称には，

時と場合により，またこの言葉を使用する文脈との関連によって，サツマイモが持つ意味合い

はさまざまに変化する。

「サツマイモを食べる｣，という文の中には，米やパンと同じく，主食の一種として使用した

サツマイモ。卓上に出されたサンドイッチ，おむすび，サツマイモなどの中から選択した一個

のサツマイモ。牛肉や刺身などの，美味な食物ばかりではなく，粗末な食物とみなされている

サツマイモも食べるとして使われたサツマイモという言葉には，総体を示す場合，一個を示す

場合，複数を示す場合，それにサツマイモが食品として社会的に位置する意味合いを示す場合

など，サツマイモという言葉の意味はそれぞれに変化する。そればかりではない。畑の中から

サツマイモを掘りだし，店頭に商品としてサツマイモをならべ，それをふかしたサツマイモは

うまかった，というように，ここに現れるサツマイモは，生産過程，商品過程，加工過程にお

いてもその呼称を変えず，そのいずれもサツマイモで通用する。

日本語でサツマイモは，生のときも，煮炊きしたときも，サツマイモで変化はない。これは

ヤムイモでも同じである。ところが，トロプリアンド島民は，よく熟して欠点のないヤム芋は

（taytu）といい，くさったところがあると（taboula)，形が悪いと（usasu)，しぼんでいると

（nukunokuna)といい，芋の状態の違いをそれぞれ別個の語彙によって表す③という。自然環

境の条件と生活上の必要性からくる変化である。日本語では米は生産過程では稲，商品過程で

は米，そしてこの米を玄米，白米，胚芽米などと言葉で区別する。この米を調理すると，炊い

た米は飯またはごはん，水分を多量に使用したら粥，これに野菜などを加えた雑炊，あるいは

携帯用のおにぎり，おむすびなどと，その状態により，必要に応じて，米を別個の語彙により

表現するが，サツマイモにまだ固有の用語はない。

薩摩の国から，凶作，飢鐘のときの救荒作物として地方へ伸展したサツマイモは，非常時の

米に代る食糧であり，したがって平時にサツマイモをロにする場合には，限定があった。主と
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して貧しい人々の間で重宝されたのである。サツマイモは，畑の中でもサツマイモとして「自

然」の中に存在し，煮炊きをして手を加えた「文化」の中でも，サツマイモで存在する。呼称

上の対象としてのサツマイモの存在は，全体的なもののなかに位置し，地方により多少の異な

る呼称を持つとはいえ，「自然」と「文化」のいずれにも，細分された呼称を持つにいたっては

いない。

第二次大戦中および終戦後の昭和25年頃までつづいた食極不足時代には，米に代る主食代替

品として，国民あげてサツマイモを重用し，栽培の全盛時代も到来したが，当時の苦しい食糎

難時代を経験した世代の人々にとって，サツマイモは郷愁を誘引すると共に，反面，当時の苦

境を惹起させ，嫌悪感ををもたらすものとして忘れさられようともしている。サツマイモとい

う呼称がもたらす響きのなかに，サツマイモという対象を通して，生活，社会環境全体へと拡

大した数桁図のなかで生じた，自己とサツマイモとの関連からくる嫌悪感である.これはサツ

マイモという言葉が言外の意味を持ち，人間の食生活のみならず，心理的な面にも作用し，情

緒的な面でも大きな影響を及ぼしていることを示すもので，言葉と生活文化は切り離せない。

イモと表現

日常生活のなかで使用されるイモが，どのような場合に言葉として表現のなかに取り入れら

れているかを見ると，「朝夕の通勤電車は，さながらイモを洗うような具合で,会社にたどりつ

くとくたくたになる毎日だ｣，ということが言われている。、イモを洗うような"という言い方

は，イモを大きな桶のような容器に無造作に投げ入れ，詰め込み，そのイモを太い棒かその先

に横木を付けたたぐいの棒で撹拝し，押し洗い，操み洗うさまからの引用である。イモとイモ

が，隙間もないほどに詰め合い，皮と皮とが操み合い，擦り合うことで，イモを掘り出したと

きの土壌の汚ればかりでなく，イモの皮も剥けてくる。そこから，身体と身体が押し合い，重

なり合い，これ以上人間を詰め入れる余地がないほどの混雑を、イモを洗う"という言葉で表

現したのである。したがって,、毎朝,イモを洗うような混み具合の通勤電車に乗って出勤する"

という表現の中には，自己が人間としての取り扱いを受けず，土のついた一個のイモのごとく，

物体のように粗雑に扱われている，という意味合いが，混雑を表す中に込められている。

新聞や雑誌記事などに，密輸グループの－人を押えたことにより，その一味を蝋芋蔓式に検

挙"したというような見出しがある。サツマイモはヒルガオ科に属し，茎はつる性で，節のあ

る葡萄性植物であり，葉は茎の各節に着生し，茎は地上を這う。地上を這い延びた茎に着生し

た葉は，生長して地表を覆いかくし，緑の葉が重なり茂るその下に，根を探し出すことは難し

い。しかし一枚の葉を取り上げて，その蔓状に延びた茎を辿ることにより，根を手繰りだすこ

－５７－



とは可能である。、芋蔓式に検挙"という言葉には，一つをあげればそこからどんどんと表面に

引きずりだし，その根本の一団まで，多数の者を検挙したという，一つを探り出すことであと

は比較的スムースにその根源を掘り出し，掴み出した，という意味がある。それとともにこの

言葉は，表面は上手に覆い隠しているようでも，一つの手がかりにより，関連する多くの隠蔽

されたものが浮上することを表している。うまく隠れているようでも物事の関連性を知的に隠

蔽し，処理したものではなく，知恵が浅く思慮に欠けた行為として，犯罪者をイモと並べたて

て，多少，見下した意味合いも含み持つ引用である。

「腹がへったな。イモでも食うか」というときは，空き腹を満す食品が十分に無い場合に，

このような言い方がなされる。イモが主食に代わる場合もあれば，間食として，食事の合間に

感ずる空腹を，－時的に満たす場合もある。いずれの場合も，何もロに入れない凧空鰯の状態

よりは，たとえイモでもロに入れて空腹を満たした方が良い，という蝋無"よりはましである

という感覚が表われている。、イモでも食うか"という言葉には，何もないし。これという何か

に代わるものもない，数のうちに入らぬつまらぬものだが，その辺に転がっているサツマイモ

でもロにするか，という貧しさが漂い，富裕な生活状態を示す言葉としては使用されていない。

イモという言葉に対する感覚は，土で汚れ，地面や床下，台所の隅に転がっているイモから

くるもので，イモは食用，工業原料用，飼料用，また薬用など，その高い効用とは反比例して，

人々の意識のうえでは低く位歴付けられ，軽んじられている。イモは，栄養価に富み，飢餓を

救済し，イモを主食として重用する人々が存在しているにもかかわらず，イモ自体は主要な食

品としての扱いを受けていず，尊重されてもいない。

イモと文化

イモは飢鐵とともに民衆の間に登場した。飢鐘に苦しみ，困窮する地域で米に代わる代用品

としての出現である。災害が去り，飢餓がすぎてふたたび米をロにすることが可能になると，

米の代価を支払える人々はイモをロにしなくなった。イモは空腹と欠乏の－時しのぎで，イモ

をロにするのは，米を買うことのできぬ人々が多かったからである。

救荒作物として民衆の飢えを救い，飢えによる人口減少から国家を救ったイモは，その大役

にもかかわらず，窮乏する生活の中への登場で普及した経繍から，意識のうえで，イモと貧困

は連携する。この意識の度合いは，時代とともに薄弱化の傾向を辿るが，第二次世界大戦中お

よび戦後の食樹難を経験した現代の日本人にも引き継がれ，その意識の中にあるイモの位霞は

低く，高級で，高価な食品とはみなされていない。

「何もありませんが，おイモでもひとつ」といい，イモで相手をもてなす場合がある。この
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言葉から受ける対象となるイモはサツマイモで，それが生のサツマイモではなく，すぐに食べ

られる状態のサツマイモが，容器に盛られて出された場面の想定が，ごく自然になされてくる。

言葉は生活のなかにあり，われわれ人間が言葉を耳にするとき。その言葉を通して環境世界を

思考し，知覚する。言葉は生活慣習の中に生き，広義の社会的学習結果を表現する。言葉は｢文

化」を築き，「文化」は言葉を創り出す。対象となるサツマイモが，蒸かしイモか，焼きイモ

か，加工したイモか，手をかけて調理したイモか，種々のケースがあろうが，どれと指定せず

とも「おイモでもひとつ」という言葉を通じてまず思考する対象は，家庭で日常に手軽に調理

でき，個体のままでもすぐ口にすることができる，蒸かしたか，焼いたサツマイモである。つ

いで少し手をかけて調理をしたサツマイモが思考される。「何もありませんが,」という初めの

言葉から，取るに足りないもの，珍しくもなく，手間もかけてない，ごくありふれた形態のサ

ツマイモが，対象として想定されてくる。いいかえれば，事物を把握する言語は，その事物に

対する理解を規定し，このような理解は，更にその事物に対する感覚に影響する(,)からである。

サツマイモは，「自然｣を背景とした戸外で薪木や落葉を燃料とし，加熱して口にするサツマ

イモと，屋内でガスや電気を燃料とし，容器を使用した「文化」を背景としたなかで加熱し，

□にするサツマイモとの間に，調理の内容において大きな差異はない。屋外と屋内におけるサ

ツマイモの加熱には，ともに基本的には，調味料を使用せずになされるのが一般的である。サ

ツマイモは，戸外の薪木や落葉を燃料として，救荒作物として普及した時代と，容器に水を入

れ加熱しロにした時代と，電子レンジを使用し，二，三分の加熱で口にする現在との間に，調

理の根底に変化はなく，使用する燃料が薪炭か電子レンジかの相違だけである。百年一日のご

とく，基本的にはサツマイモの調理に何らの変化も見られないのと同じく，サツマイモにたい

するわれわれの思考や感覚にも，さしたる変化はない。

一般に言って，外国から新しい事物が到来しときの呼称は，元の園で使用されていた言葉(外

国語)を用いる場合が多い。例えば,caf6をコーヒーといい，珈琲と醤き記す類である。サツマ

イモの場合，琉球から薩摩の國へ搬入された結果，当初はリュウキュウイモ，という呼称で普

及した。塊根についての知識も乏しく，土製との関連も知らず，植え付けは失敗を繰り返し，

試作の努力を重ねることにより，サツマイモは薩摩藩独自の栽培法により育成された。外国か

ら伝来したサツマイモは，塊根を日本の風土，気候にあわせて，固有文化のなかに実を結ばせ

たのである。

琉球芋，薩摩芋，唐芋という呼称にもみられるように，イモを個体そのものとして把握する

よりも，総体を対象とした中で見，総体の中の個に対する把握であり，呼称でもある。日本人

が自己を紹介するときに大日本商事株式会社の山川一郎という位圃づけで，総体（会社）の中
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の個（自己）として認知させるのに相通ずる゜これは生活文化の中から生まれる日本人の思考

であり，こうした表現のあり方を適確に把握することが。言語表現上の異国間の摩擦であり，

知覚的差異から生じる不快感の軽減をはかることに関連する。

外国語による交流がなく，外国での栽培方法についての知識を持ち得ず，日本古来の農耕法

の中で育成されたサツマイモは，日本のサツマイモになった。新大陸原産のbatataが古くから

日本に存在したイモであるかのどと<に取り違えが起きるのも，外来要素に自国の文化要素を

大きく組み入れてきたところから発生すると考えられる。

人間は知覚の風景の他に，操作を通じてつくり上げた概念とか言明とか推論といった，論理

的な思考によって新しいイメージの風景をもつようになる。人間の文化といわれるものは，こ

のような概念の配地図を基礎として，それに人間の感情や憤緒の働きがつけ加わってつくり上

げた，人間独自の生活様式なのであるu･)から，サツマイモという呼称を事物に対する荷札とし

てみるだけではなく，サツマイモの呼称をつけた日本人の思考であり，表現の仕方を知ること

が必要となる。こうした思考であり，表現を知ることが，これからのグローパルな時代のコミ

ニュケーションの場で，異文化間の言葉の表現の相違であり，生活文化の違いから生じる相互

の摩擦の原因ならびに理由を知ることへ通じ，言葉の表現による文化的摩擦の解消をはかる一

助になるものと思考する。
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