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自家醸造味噌の民俗学的研究 ― 奄美と種子島の事例を中心として

本論は、先人が自然環境と寄り添い育んできた食を得る知恵の一つとして、自家醸造味噌の実態を
深く見つめるところから、味噌の民俗をとらえる試みである。
筆者はこれまでに自家醸造味噌の製造・管理・利用の実態について、大方の資料を拙著『味噌の
民俗 ウチミソの力』
（大河書房・2015 ）にて報告した。しかしこれは、調査地が農村部に偏ったもの
であった。そこで今回は、自家醸造味噌の民俗の全体像をより確かなものとするため、漁村地域での
調査を計画し、調査地を奄美大島・種子島（西之表市）
・下北半島・能登半島とした。結果、特にわ
かりやすく環境適応のあらわれる事例として本論では特に、奄美大島・種子島（西之表市）の味噌に
注目することとした。紙幅の都合上、下北半島の玉味噌については要約程度に触れ、能登での学び
については場をあらためて発表したい。
調査方法は、調査者自らによるフィールドワークを主とした。先行研究を調べていくなかで、ナリミソ
（蘇鉄味噌）やイモ味噌、また青森の玉味噌の詳細な実態把握に関する報告は、管見の限り断片的
であったためである。今日は、ナリミソ・イモ味噌・玉味噌のフィールドワークが出来る最後の時であると
いう緊張感をもって、調査地を訪ねることとなった。調査方法をフィールドワークにこだわったため、調査
対象は手の届く過去の範囲に的を絞った。
本論では、まず奄美大島と種子島の事例について触れ、ナリミソ・イモを使った味噌・麦麹味噌の
製造実態を見渡した。温暖多湿で台風銀座ともなってきたというその自然条件や、薩摩藩の圧政によ
る大豆栽培の限界の歴史などの社会条件は、厳しい現実であった。そんななか先人は、地質を問わ
ず強健かつ台風でも倒伏しにくい蘇鉄やカライモの味噌利用に至ったのであった。特に蘇鉄は、サイカ
シンなどの毒性を含むため、水晒・発酵などの処理によってはじめて澱粉が得られ、ナリミソ加工に供
すことができるのである。自然条件や社会条件、蘇鉄の植生までを乗り越えたモノとして、ナリミソには
価値がある。さらに、今回の調査では平成 29 年仕込みのナリミソに出会うという好機にも恵まれた。蘇
鉄畑の圧倒的景観のもと、環境適応の食として、ナリミソ・イモを使った味噌・麦麹を使った味噌の民
俗に迫ることが出来た。
次に、下北半島の玉味噌について触れ、平成30年の玉味噌製造事例を報告した。筆者は平成15年
から自家醸造味噌の調査を重ねて来たが、天然麹菌の玉味噌製造現場を訪ねることが出来たのは
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今回が初めてのことであった。当地では凍みの季節を避けて分銅型の味噌玉を成形し、
「草の芽の出
る前・花見の前」になると味噌搗きとなる。玉味噌仕込みの適期は、気温・湿度・日照時間などの自
然条件に左右される部分が大きく、農閑期中でも自然暦によってさらに適期を細分する伝承を伴いなが
ら、地域の季節の移ろいと密に連動してきたのであった
また、地域グループによる共同味噌仕込み状況についても注目した。婦人会などの地域グループによ
る味噌仕込みは、地域の昔ながらの味噌をルーツとした味噌といえるものであり、ポスト自家醸造味噌と
しての価値があるからである。奄美の味の郷かさりのナリミソ、種子島のひめ工房の安納芋味噌に注
目しつつ、中種子農村婦人の家や下北半島のつつじ生活改善グループにもお話を伺うことが出来た。
本論を通じて、生活者の実感としての細かな実態を見渡すなかで、食の展開が環境適応の中で育
まれ定まってくことを示すことが出来た。自然条件や社会条件の厳しさはあった。しかしそこに、愛着あ
る味覚としての自家醸造味噌が育まれた点が見逃せない。一方で、都市生活者による地域伝統食渇
望嗜好の流行が気になる。お取り寄せや産地直売所の隆盛の一方で、この流行を支える地方生産者
の苦労は、絶えない。各地の味噌製造現場をめぐるなかで、健康志向の高い若者グループと、高齢化
した婦人会グループの併存状況を目の当たりにした。都市生活者の娯楽的発想・生産側の世代間乖
離・生産側の組織力低下は、地域伝統食の限界を示す社会問題といえる。
自家醸造味噌の民俗が、地域伝統食復権の一助となることを願って止まない。

I . はじめに
本論は、先人が自然環境と寄り添い育んできた食を得る知恵の一つとして、味噌の民俗をとらえる試
みである。まずは、味噌の民俗の性格を示す事例に目を配りたい。鹿児島県西之表市国上の浦崎イ
ツ子さん（昭和 11 年生まれ）は「味噌のある焚きもんのあるイエ宿れ」といい、青森県むつ市の田中キ
ミさん（明治 39 年生まれ）は「味噌はもらわずに作れ、味噌があって米があれば裕福」と娘のヨリ子さ
んに教えた。これは、味噌の自家醸造が大前提とされ、その貯蔵次第がイエの盛衰の指標となってい
たことを示す。むつ市脇野沢の中村敬子さん（昭和 25 年生まれ）は「味噌を人にあげるとカマド消す、
1円でもお金もらえ」といい、西之表市現名の吉田ナツさん（大正 6 年生まれ）はイエの味噌を人にあげ
ようとしたときに母（実母）に叱られたという。これは、味噌持ち出しの禁忌伝承である。奄美市笠利町
の中村ハマ子さん（昭和 5 年生まれ）が味噌搗きの際「サカナ（ご馳走）が多ければ味噌がおいしくな
る」と語るような、馳走振る舞いなどの “ 味噌祝い ” も全国的な展開があった。
このような味噌関連事例をはじめ、筆者はこれまでに自家醸造味噌の製造・管理・利用の実態につ
いての大方の資料を、拙著 1 にて報告した。しかしこれまでの調査地は、農山村部に偏りがあった。今
回は自家醸造味噌の民俗の全体像をより確かなものとするため、漁村部での調査を計画し、調査地は
奄美・種子島・下北半島・能登半島とした。結果、特にわかりやすく環境適応のあらわれる事例として
本論では特に、奄美・種子島（西之表市）の味噌に注目することとした。紙幅の都合上、下北半島の
玉味噌については要約程度に触れ、能登での学びについては場をあらためて発表することにしたい。

1 岩城こよみ /『味噌の民俗 ウチミソの力』/ 大河書房 /2015
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本論は、フィールドワークで得た事例を主として、手の届く過去の範囲に的を絞って論を進める。味噌
の分類については、麹による分類を基準とする。

II . 各地の自家醸造味噌
1 奄美大島と種子島の味噌
（1 ）ナリミソ
奄美大島は、年平均気温 20 度、四季を通じて温暖多湿なため降雨量も年平均 2800mm（東京
1528mm ）という数値になり、台風銀座でもある。さらに、山林が少ないために夏の干ばつ被害も珍しく
ない。また薩摩藩の支配下時代には、サトウキビ栽培を強いられ、米栽培をしても手元に残らなかった
という歴史もある 2 。このような諸条件によって当地の農作物は、台風と干ばつに強いサトウキビやカラ
イモが主となり、そこに救荒食的役割をも担う環境適応の食として蘇鉄食・ナリミソの展開があった。ま
た当地では、正月行事のミーシゴトとして蘇鉄苗を植樹したり、過去には琉球王府が蘇鉄植樹・栽培を
指示・奨励したこともあった。
ナリとは、蘇鉄の実生のことである。蘇鉄は、裸子植物ソテツ科の常緑低木。地質を問わず強健で、
台風でも倒伏しにくい。蘇鉄葉は日除け・潮風除け・
緑肥、実生殻は燻して虫除けとなる。蘇鉄栽培は畑
境や蘇鉄畑（山）で維持され、焼畑にも組み込まれ
た。蘇鉄は植物全体にサイカシンなどの毒性物質を
含むが、水晒・発酵等の処理による除去が可能で、
これにより澱粉質を得られる。
幕末の奄美の民俗を記した『南島雑話』3 によると、
米麹味噌は大極上味噌、米麹と大豆麹の混合麹味
噌はよか味噌、蘇鉄味噌は最上の味噌とあり、その
一定の価値評価がわかる。現在、産地直売所にて茶
請け用ナリミソを見かけることはできるが、自家製ナリミ
ソについてはほぼ終焉を迎えたといえる状況にある。
そんななか、平成 29 年 7月18日、奄美市笠利町大
笠利の中村ハマ子さん（昭和5年生まれ）に出会った。
「赤い味噌は金持ちの味噌」、
「ナデスミスとは桑の
実のような黒い味噌のことで分限者の味噌の意であ
る」などと味噌の話を聞きこんでいく中で、ナリミソに
ついてたずねたところ「 1 週間前にナリでシマミソ（シ
マの味噌、地元の味噌、自家製味噌の意、写真 1 ）

2 『聞き書 鹿児島の食事』/ 農山漁村文化協会 /1989
3 名越左源太 /『南島雑話』/1984/ 東洋文庫
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写真 1 ナリミソ（奄美市笠利町、中村家）

を仕込んだところだ、家が近くだから寄って見て行く
とよい」とのご厚意をいただいた。以下、ハマ子さん
の昔ながらのナリミソ仕込みについてである。まず、
ナリの受粉である。梅雨の頃、柄の長い柄杓などを
使い雄花の花粉を雌花に入れる。次に 11 月頃、実
を採り、ナリワリバンで 2 つに割る。さらに皮と実に分
別し乾燥させた後、2 日間水漬け。水切り後、槌で
粉化。次に麹の仕込みである。粉化したナリ粉と丸
のまま蒸したイモと麹菌をあわせ、湯タンポを入れ、
やや温もりのある程度に保っていると、1 ～ 2 日で黄
色の花が付く。次に購入した大豆を煮る。豆搗きは
4～5 人で、塩を混ぜながらアズンで搗く。麹 1 升盛り
に対して、塩は 7 ～ 8 勺。味噌搗き祝いといって、加
勢に来た人に素麺や饂飩を振舞った。夏はかため、
冬は汁っぽく仕込む。麹の味を好み、仕込んですぐ
に食べる人もいる。大根の味噌漬けは、大根を蘇鉄
の葉の間に挿し込んで干し、海水で洗い、塩で揉
んでから、味噌甕（写真 2 ）に挿し入れて仕込んだ。
ハマ子さんは 16 歳から 9 年間、名瀬市へ奉公に行

写真 2 味噌甕（大島郡龍郷町、広島家）

き、そこで味噌仕込みを学んだという。
次に、平成 29 年の仕込みについて見たい。少量を簡易的に仕込んだ。ナリの実 100 個ほどを斧の
柄で割り、擂粉木で擂り潰したナリを、水を何度も替えながら洗う。その後蒸し、乾燥させ、再度水漬
け・乾燥させてから、粉化機械で粉化。一晩水漬けした米 3 ㎏：麦 2 ㎏：ナリ（ 100 個分）を合わせて
蒸しあげ、米袋（紙製）に麹菌とともに入れて花付けをした。これに、圧力鍋で炊いた大豆 2 ㎏を擂粉
木で潰して加え、塩（先の割合）と搗き混ぜ、甕に仕込んだ。味噌蓋には、塩を厚めにふって島唐辛
子を散らす。
以上、ハマ子さんのナリミソ事例を踏まえ＜事例表 1＞とあわせて、その特徴を見たい。第 1 点目は、
麹分量基準で塩分量を把握している点にある。ハマ子さんは「麹 1 升盛り：塩 7~8 勺」、広島より子さ
んは「麹 4 升：塩 5 合」という。他地域では「 3 合塩（大豆 1 升：塩 3 合の意）」というように、大豆分量
基準によって塩分量を確認する場合が多い。第 2 点目は、麹分量の豊かさである。他地域での麹分
量は、大豆と同量かそれ以下の場合も珍しくない。ナリミソ素材を大豆分量基準で換算（概算）すると
ハマ子さんは「大豆 1 升：麹 2.16 升」、
『聞き書き 鹿児島の食事』のナリミスは「大豆 3 升：麹 1 斗」とあ
る。麹分量は大豆の 2 倍以上となる傾向がわかる。また、分量にばらつきがあるため参考程度にとどめ
るが、低塩傾向もうかがえる。以上、ナリミソ事例を見渡したのであるが、その背景として、当地では年
に二度、買い豆によって味噌（発酵の浅い味噌）を仕込んできた点も見逃せない。年に一度、地豆で
味噌を仕込んできた他地域との違いは、大きい。
次に、＜事例表 1＞を見たい。仕込みは、ユイ・ユイタバで行った。仕込みの場では、素麺・饂飩・
塩豚といった馳走の振る舞いがあり、これをハマ子さんは「味噌搗き祝い」、大島郡瀬戸内町の叶節
子さん（昭和 5 年生まれ）は「味噌祝い」といった。また、ナリミソには、天然麹菌による味噌と人為麹
菌による味噌があるが、どちらにしても大豆・米・麦・サツマイモ・ナリによる混合麹味噌であった。
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事例表 1
伝承地
伝承者

味噌の種類

事例内容

奄美市
笠利町大笠利
中村ハマ子さん
（昭和5年生まれ）

天然麴菌の
ナリ麹味噌

昔ながらの仕込みについて。まずはナリの受粉である。梅雨の頃、柄の長い
柄杓などを使い雄花の花粉を雌花に入れる。次にナリワリである。11 月頃、
実を採り、2つに割る。昔は、ナリワリバンといって、ナリを割る用の石盤があっ
た。さらに皮と実に分別し乾燥させた後、2日間水漬け。水切り後、槌で粉
にする。次に、麹仕込みである。粉化したナリ粉と丸のまま蒸したイモと麹菌
をあわせ、湯タンポなどで加減しながら、手を入れてやや温もりのある程度
に保っていると、1 ～ 2日で黄色の花が付く。次に、購入した大豆を煮る。豆
搗きは 4 ～ 5 人で、塩を混ぜながらアズンで搗く。麹 1 升盛りに対して、塩は
7 ～ 8 勺。味噌搗き祝いといって、ユイで加勢に来た人に、ソーメンや饂飩を
振舞った。ハマ子さんは16 歳から9 年間、名瀬市に奉公に行ったが、そこで
味噌仕込みを学んだという。

奄美市
笠利町大笠利
中村ハマ子さん
（昭和5年生まれ）

人為麹菌の米・
麦・ナリの混合麹
味噌

平成 30 年の簡易仕込みについて。ナリの実 100 個ほどを斧の柄で割り、擂
粉木で擂り潰したナリを、水を何度も変えながら洗う。その後蒸し、乾燥させ、
再度水に漬け・乾燥させてから、粉化機械で粉化。一晩水漬けした米 3kg：
麦 2kg：ナリを合わせて蒸しあげて、米袋（紙製）に麹菌とともに入れて、花
付けした。これに、圧力鍋で炊いた大豆 2kgを擂粉木で潰して加え、塩（先
の割合）と搗き混ぜ、甕に仕込んだ。味噌蓋には、塩を厚めにふって島唐辛
子を散らす。

大島郡
龍郷町戸口
広島より子さん
（昭和7年生まれ）

天然麹菌のナリ麹
味噌

ナリの実採りも味噌仕込みも、ユイタバで行った。ナリと米の天然麴菌による
味噌づくりは姑に習い、近所の人もその次第を見に来てくれるものであった。
大豆が手に入らぬ時は、米と芋とナリだけで作った味噌を作り、自身も食べた
ことがあるという。まずはナリの受粉である。ナリは、3～4月になると雌花が開
花してくるので、虫網を使って花付けをした。11 ～ 12 月になるとナリの実を採
る。生ナリは乾燥させてから、しっかり水に漬けておく。ナリ殻を包丁やセージ
チ（小槌）で割り、その中の実をさらに真ん中からチチ（横杵）で割り、筵に
広げて天日に干す。天気さえ良ければ一日で乾燥する。ユリ（フルイ）でふっ
て、杵で搗いて、米粒の半分ほどまでに細かくする。これに水を加えて湿ら
せ、玄米と合わせて蒸す。蒸しあがったら、アンピラムシロに広げて、毛布に
くるみ、イエの中の暑すぎない場所で 4 ～ 5日間寝かす。発酵が遅いときは、
湯たんぽを入れる。浅い黄色になったら、出来上がりとなる。
麹が出来上がる頃になると、アンマル鍋（大鍋）を外竈に据え、夜に大豆を
煮上げた後、冷ましてから麹を入れる。次に、4 人がかりでアズン（竪杵）で
搗く。4 升×10 ～ 25 臼分搗く。臼に均等の分量を手際よく入れる人を、” 計り
方 “といい、これは姑などの年配者の仕事であった。味噌煮を近所にいえば、
みんながアズンを担いで集まった。息が合わぬと、アズンが喧嘩する。イモも
入れるのであるが、これを「イモでだかす」といって、材料をまとめやすくする
ためといわれている。ちなみに、最近の買い味噌は「だきあっていない、ふら
ついている」などといって、昔の自家製味噌に比べて粘り気が弱い。麹は盛
り切り4升に、5 合塩の割合。搗きあがったら御握り大に丸めて、甕に仕込む。
仕込みあがったら、塩漬けの大根を入れた。
「味噌漬けは嫁にやるもんじゃな
い」といったが、これはそれだけ美味で値打ちのあるモノという意味を強調し
た俚諺である。貧しければ仕込んだ翌日から、普通なら3 か月後から口開け
とする。

大島郡
瀬戸内町花天
叶節子さん
（昭和5年生まれ）

天然麹菌の米・
麦・ナリの混合麴
味噌

昔から、大豆は買うものであった。味噌は、ナリと米と麦の天然麹菌の味噌
である。まずはナリの受粉である。梅雨時の合い間の晴天時に、柄の長い
柄杓を手に受粉をした。8 月に入れば実を収穫し、手鎌（写真）で真ん中か
ら割る。さらに茎を切って、実を取り出す。翌日は、ナリワリである。平石（ナリ
ワリバン）の上に木の小槌で打つ。年配女性の中には、割り上手がいるもの
であった。割れたら、3 ～ 4 人がかりで実を取り出して籠に入れる。水を張っ
た樽に籠ごと浸して、1日2 回の水替えをしながら2日間水漬けをする。その
後、水を切り、筵に広げて日干しとなる。天気が良ければ一日で乾くので、
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乾いてしまえば臼で搗き上げて粉化する。搗けたら、竹籠（フルイの意。
5mm目）で篩い、粗いものは再度搗いたり、カスを選ったりする。次に、米と
麦の水漬けしておいたものと篩ったナリの粉をいっしょに蒸す。蒸しあがった
ら、3 ～ 4 段に積み上げたコウジバコに広げ、上に稈芯をかぶせる。3 日間
もすれば発酵してくる。温度が足りなければ毛布をかぶせる。時折コウジバ
コの中を掻く。黄色麹が出来上がったら、ご近所さんを呼び皆で喜び合って
「黄色い麹が立って幸せだ」と言いあった。種麴を使いだしたのは、平成に
入ってからだという。またこの場で、
「明日は味噌搗きをやる」ということを触れ
ておくので、翌日にはご近所さんが杵をもって集ってきてくれる。
翌日、大豆を炊き始める。炊きあがれば、松の木臼で味噌搗きとなる。朝 8 時
に搗き始めれば、12 時ごろには搗きあがる。最初は横杵で搗き、搗きあがり
に近くなってくると3 人がかりで竪杵で搗く。味噌搗きの場には、量る人（一臼
に入れる塩の分量を量る）
・搗く人 3 人・団子にする人・甕に入れる人（年配
者）
、という役割分担があった。味噌祝いとしては、赤飯・切り干し大根や塩
豚の煮物・饂飩・イモなどを振舞った。塩豚は、一年間の相互扶助労働の
まかない分をまとめて仕込んでおく。味噌仕込み用・黍採り用・田植え用は
最低でも必要で、砂糖焚き用を仕込む場合もあった。塩焚きはイエ単位なの
で、これには含まない。四年味噌になると、昆布（洗って巻きこんだもの）
・牛
蒡（皮をむいてから塩もみし水洗いしたものを味噌甕に立てて入れた）
・大根
（塩漬けして干したもの）を味噌漬けにした。
人為麹菌の米・
大島郡
ナリの混合麹味噌
宇検村出身
鈴木るり子さん
（昭和27年生まれ）

平成 7 年ごろまでは米麹とナリ麴を合わせた混合麹味噌を仕込んでいた。麹
サンバラといって、味噌麹専用のサンバラ（ザル）があった。蘇鉄の花付け
は、雄花を砕いて柄の長い柄杓に入れ、雌花にかけた。ナリミソは腐りにくく、
肉を入れても安心である。一番おいしい魚が採れたら味噌汁に、二番目は
刺身に、三番目以降は干し魚にして出汁にする。魚の味噌汁は、身を食べ
る場合は沸騰した白湯から、出汁を味わう場合は水から魚を入れる。
「ウナリ
味噌」といって、
「卯の日に仕込むな、減るのが早いから」といい、また、
「蘇
鉄と豚は何も捨てるところがない」ともいった。蘇鉄は、ナリミソやナリガイ（蘇
鉄粥）として食すことはもちろん、葉は風よけ・日除け・田の緑肥となり、実の
殻は燻して虫除けとなり、蘇鉄の実は止血剤となる。今日において家庭用に
ナリ味噌をつくることは、水晒ししたナリの確保からも限界があるという。

以上、ナリミソは、地域の共同仕込みによって、味噌祝いを伴う保存食として仕込まれてきたのであっ
た。また、仕込み素材を広く採用することは、自然環境や経済状況といった厳しい条件を乗り越えて、よ
り安定的な量の味噌仕込みを叶える柔軟な知恵・工夫といえるものであった。ナリミソは、温暖多湿な
当地の気候に対応した蘇鉄の保存食として価値深いのである。
さらに奄美では、ナリの実の飯であるナリオバン、ナリやジク（ドゥ、幹）の粥、それにナリミソが日常食
であったことを踏まえると、奄美の食の中で蘇鉄の占める重要度は、大変高いものであった点も見逃せ
ない。
（2 ）イモを使った味噌
当地には、カライモを素材として加えた味噌の展開がある。
＜事例表 1＞を見たい。奄美市笠利町の中村ハマ子さん（昭和 5 年生まれ）はナリミソの麹作りの時
にイモを入れ、大島郡龍郷町の広島より子さん（昭和 7 年生まれ）はナリミソを搗き混ぜる時にイモを入
れる。同町の栄りつ子さん（昭和 14 年生まれ）は、大豆が手に入らぬ時は、米とイモとナリの味噌を作
り、自身も食べたという。
以下、大島郡龍郷町の広島より子さん（昭和 7 年生まれ）のイモを使った味噌の仕込みを見たい。
11 ～ 12 月になるとナリの実を採り、乾燥させ、水に漬けておく。ナリ殻を包丁やセージチ（小槌）で割
る。中の実を真ん中からチチ（横杵）などで割ってから、筵に広げて天日に干す。天気さえ良ければ

6

一日で乾燥する。ユリ
（フルイ、写真 3 ）でふって、杵で搗いて、米粒の半分ほどまでに粉砕。これに水
を加えて湿らせ、玄米と合わせて蒸す。アンピラムシロに広げ、毛布にくるみ、イエの中の暑すぎない
場所で 4 ～ 5日間寝かす。発酵が遅いときは、湯た
んぽを入れる。浅い黄色になったら、ナリ麹の出来
上がりとなる。
麹が出来上がる頃になると、アンマル鍋（大鍋）
を外竈に据え、夜から大豆を煮はじめる。煮上が
れば、冷ましてからナリ麹を入れる。次に、4 人がか
りで 4 升×24 ～ 5 臼分の豆ををアズン（竪杵）で搗く
のであるが、息が合わぬとアズン（写真 3 ）が喧嘩
する。臼に均等の分量を手際よく入れる人を ” 計り
方 “といい、これは年配者の仕事であった。味噌煮
を近所に触れておけば、みんながアズンを担いで集
まってくれた。ここで材料をまとめやすくするためにイ
モも入れることを「イモでだかす」という。ちなみに、
最近の買い味噌は粘り気が弱く「だきあっていない、
ふらついている」などという。麹盛り切り4 升に、5 合
塩の割合。搗きあがったら握り飯大に丸めて、甕に
仕込み、最後に塩漬けの大根を入れた。味噌が不
足していれば仕込んだ翌日から、普通なら 3 か月後
から口開けとする。
『西之表市の民俗・民具 第 1 集』4 には二カ月味

写真 3 左：ユリ、右：アズン（大島郡龍郷町、栄家）

噌の報告があり、麦麹づくりの際に保温不足の場合は、ゆでた熱いカライモを入れるとある。
以上、イモを使った味噌を見てきたが、イモを使う目的の一様でないことがわかる。麹の花付け温度
を確保するため、味噌の仕上がりに粘りを出すため、大豆不足を補うため、またはそのどれもを理由と
しながら、イモを使った味噌の展開があったことは確かである。さらには「イモ味噌特有の粘りが美味
い」とその嗜好的価値を語る人もいる。今後の調査により、明確にイモ麹味噌といえる事例の出てくる
可能性もあるだろう。イモを使った味噌は、奄美と種子島の自然環境に適応するかたちで、当地の人
びとにとって愛着ある味噌として育まれてきたことがわかった。
（3 ）麦麹を使った味噌
当地では、麦麹に少量の米麹を加えて仕込むことが広く採用されてきた。
種子島地域の大豆生産には限りがあったが、その豊作は待ち望まれることであった。当地の小正月
行事で唄われた「穂垂れひき」の歌詞には「〽米の穂はブーラブラ、粟の穂もブーラブラ、甘藷はゴー
トゴト、大豆は根元から」5とあり、ここに大豆の豊作祈願を確認できる。

4 鹿児島大学比較民俗学研究室・鹿児島民具学会種子島調査班編 /『西之表市の民俗・民具 第１集』/ 西之表石教育
委員会 /1997
5 西之表市教育委員会編 /『私たちの種子島

民俗編』/ 市文化財保護審議会 /1981
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西之表市現和の吉田ナツさん（大正 6 年生まれ）は幼少のころ、大豆は貴重で自由にならず、味噌
も大事であったが「馬に味噌汁やると太る」といって馬には味噌を与えた。ナツさんが曾祖母に習った
米麴味噌・麦麹味噌の仕込みは、次のとおりである。
まず米と麦を一晩水漬け。しっかりと水を切ってから、麦と糯米と粳米を煮る。余分な煮汁は馬にや
る。次に、家伝の種麴で米麹と麦麹を作る。味噌麹専用のモロブタがあり、これは洗わずに管理した。
次に大豆を蒸し、その後一日がかりで搗く。杵はマテの木が良い。マテとはマテバシイのことで、実の
成り終えたマテが堅くて良い杵になる。炭にしても火持ちが良く、一等である。搗くときに女が唄を歌うも
のであったが、唄の詳細は忘れたという。1 週間かけて、集落内の各イエの味噌搗きを加勢し合った。
搗きあがれば、大豆と塩と麦麹、大豆と塩と米麹を、別々に搗き混ぜる。割合は、大豆 2 升：麹 2 升：塩
1 升の割合。丸めたら甕に仕込み、3カ月以上熟成させる。味噌麹は、先代から譲り受けている麹用の
壷（直径 15cm 程度）に、常に家伝の種麹が保管してあった。ご近所さんとの麹の貸し借りもあった。
味噌漬けは、塩漬けした素材を洗ってから干して、庭先にある夏ミカンの皮をたっぷり入れて味噌に
漬け直す。白菜・大根・人参などの味噌漬けを学校に持参すると、うらやましがられるものであった。
次に、＜事例表 2 ＞を見渡したい。同市国上の浦崎イツ子さん（昭和 11 年生まれ）は、自然暦とし
て「ミル（ミル貝）が寄ってくる季節」を味噌仕込みの季節といい、洗わずに保管するコウジブタに住み
着いた麹菌を生かして麦麹を作った。麦ばかりで大豆をほとんど入れないような味噌もあったという。同
市榕城出身の榎本カズエさん（昭和 19 年生まれ）は、10 ～ 12月に仕込む。古米や古々米 10 ㎏：大豆
3 ㎏：塩 2.5 ㎏、麦 20 ㎏：大豆 3 ㎏：塩 2.5 ㎏の割合で仕込む。
「アコーなる（赤くなる）」といって、豆を
あまり入れないようにしたという。
事例表 2
伝承地
伝承者

味噌の種類

事例内容

西之表市
現和
吉田ナツさん
（大正6年生まれ）

米麹味噌
麦麹味噌

味噌作りは曾祖母に習った。割合は、大豆 2 升：麹 2 升：塩 1 升の割合。
3ヵ月以上熟成。
米と麦を一晩水漬けし、水切り後、麦・糯米・粳米を煮る。次に米麹・麦麹
づくり。家伝の種麴を使う。味噌麹専用のモロブタがあり、これは洗わずに管
理した。
次に大豆を蒸し、その後一日がかりで搗く。杵はマテの木が良い。マテとは
マテバシイのことで、実の成り終えたマテが堅くて良い杵になる。炭にしても
火持ちが良く、一等である。搗くときに女が唄を歌うものであったが、唄の詳
細は忘れたという。1 週間かけて、集落内の各イエの味噌搗きを加勢し合っ
た。搗きあがれば、大豆と塩と麦麹、大豆と塩と米麹を、別々に搗き混ぜる。
割合は、大豆 2 升：麹 2 升：塩 1 升の割合。丸めたら甕に仕込み、3カ月以
上熟成させる。味噌麹は、先代から譲り受けている麹用の壷（直径 15cm 程
度）に、常に家伝の種麹が保管してあった。ご近所さんとの麴の貸し借りも
あった。
味噌漬けは、塩漬けした素材を洗ってから干して、庭先にある夏ミカンの皮を
たっぷり入れて味噌に漬け直す。白菜・大根・人参などの味噌漬けを学校
に持参すると、うらやましがられるものであった。

西之表市
岳之田
川村よう子さん
（昭和17年生まれ）

麦麹味噌

奄美大島出身の実母が、マテの実（マテバシイの実）100％の味噌を作って
いたと聞いたが自身は作ったことがない。
実母の麦麹味噌仕込みは、以下のとおりであった。
味噌仕込みは、春前と秋口の年 2回。学齢期のよう子さんが学校帰りに麹屋
さんで菌を買って帰った。麦麹作りは、モロブタに布巾をかけたものを 3 ～ 4
段ほど積み上げて花付けする。子供の頃に、発酵加減を見に行かされた。
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モロブタ内が汗をかいていたら、布巾でふいた。黒みがかって来ると、失敗
であった。大豆は水漬けし、蒸す。横杵で搗いてから、麦麹・塩と合わせる。
昆布を布巾で拭いて丸めておき、味噌仕込みの時に味噌甕の中にいっしょに
入れた。味噌汁にするときは味噌擂りをし、滓ごと味噌汁に入れた。昆布は
贅沢といって、雑魚を出汁とした。
西之表市
西之表
下村タミ子さん
（昭和5年生まれ）

麦麹味噌

味噌作りは姑に習った。
味噌搗きと餠搗きは一大行事なので、ヨライキ（相互扶助労働）であった。
榕城中野出身の実母は、イエで作った種麴を紙袋に入れて保管していた
が、姑は麹菌を買って仕込んだ。麴を人にもらうこともあった。
「よか花が付い
た」、
「ションベンのしかぶったャ
（麹づくり失敗の意）」などといった。仕込み
は、秋口の 9 月ごろと春先の年 2 回。夏仕込みは麹づくりがうまくいかぬので
やらない。
まず麹作りである。米を少し加えて、麦麹を作る。
「人肌の時に菌を入れたら
よかから」と習った。麹を熟成させることを「かみきらせる」という。麦麹を入
れたモロブタ5 ～ 6 枚に布団をかぶせ、夜はモロブタ内に手を入れて温度調
整をした。その麦麹を取り分け、甘酒も仕込んだ。
大豆は、乾燥大豆や青大豆も使った。味噌豆を炊いたら、その一部を取り分
けて、ザゼンマメと五目煮にした。ザゼン豆は、味噌豆を砂糖と醬油で味付
けしたもの。五目煮は、人参と牛蒡などとあわせた煮物。次に、麦麹・大豆・
塩を竪杵で搗き混ぜるのであるが、これには人手が必要で、
「ヨライキしょー
わい」といって、近所の人や子供が加勢した。その際に、甘酒、五目煮、ザ
ゼン豆を振舞った。搗きあがったら、口の小さい甕に仕込む。その時、野菜
昆布を巻いて、一緒に甕に入れる。野菜昆布とは、薄い昆布のこと。上に
塩をして、バシガシワ（写真）1 ～ 2 枚を蓋とした。味噌は甕から小出しにして
使った。味噌擂りをしたが、丸麦だったので擂り粕は捨てた。キャベツの芯を
生のまま半分に切って、1～2日間味噌甕に漬け込み、味噌漬けとした。

西之表市
榕城出身
榎本カズエさん
（昭和19年生まれ）

麦麹味噌

味噌作りは母（大正 6 年生まれ）に習った。古米や古々米 10kg：大豆 3kg：
塩 2.5kg 、麦 20kg：大豆 3kg：塩 2.5kg の割合で仕込む。
「アコーなる（赤く
なる）」といって、豆をあまり入れない
10 ～ 12 月に仕込む。麦麹を仕込んでから、大豆を煮始める。味噌豆にビ
ニール袋をかけて踏むのは子供の仕事であった。臼で搗くときもあったが、そ
ういう時は、臼から飛び出た味噌豆をつまみ食いすることが楽しみであった。
味噌樽（木製）を焼酎で拭いたら、搗き上げたモノを丸めていく。樽に叩き
入れるのは子供の仕事で、そのあとに祖母がげんこつで樽内を押さえていっ
た。表面に塩をまぶしたら、焼酎でならした。
地下室には味噌とともに、醬油・漬物・カライモなどを保管した。味噌汁は摺
り味噌を使った。生味噌といって、生味噌・青シソの葉・ゴマ・砂糖・鰹節
の練り味噌を常に食卓に常備し、茶をかけて飲んだ。現在、鹿児島空港な
どで「茶節」と称する商品が売られているが、それが榎本さんの言う「生味
噌」のことになる。

西之表市
国上
浦崎イツ子さん
（昭和11年生まれ）

麦麹味噌

麦麹 10 ㎏：大豆 5 ㎏：塩 2.5 ㎏の割合。麦ばかりで大豆をほとんど入れないよ
うな味噌もあった。
「味噌さえ搗ければ所帯がしら」、
「生味噌食いの所帯潰し」、
「味噌のある
焚きもんのあるイエ宿れ」などというという。
また、
「9月味噌はいけない」といい、
「人のしのぎよか時期」、
「ミル（ミル貝）が寄ってくる季節」を味噌仕込みの
季節とし、結果 11 月頃に仕込む。年に 2 回仕込むこともあった。昔から豆栽
培はやらなかったので、大豆は買うことが基本であった。
まずは、塩づくりである。浜辺には、畳一枚分ほどの常設の塩焚き釜スペー
スがあった。朝から潮を汲んで塩焚きをして、一日がかりの作業となる。夕
方になると、味噌仕込みに必要量以上の塩が出来上がる。次に麹作りであ
る。丸麦を蒸してから、コウジブタに広げる。
「ちょっとあついかね」と思う程
度の保温加減が良い。コウジブタは味噌麹専用なので洗わずに管理し、こ
れを隣近所で貸し合うこともあった。3 ～ 4日もすれば、黄色い花が付いてく
る。黒い花がついたら失敗である。この麦麹と、麦粉（炒って粉にしたもの）
・
煮大豆・塩を、竪杵で搗き混ぜる。搗きあがれば 3 ～ 4 斗の味噌甕にたたき
入れる。
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昭和 32 年ごろまではイエにある種麴を使っていた。小学校 2 年の時に 3 ～
4ヶ月の間、鹿児島県伊佐郡菱刈町へ疎開した。その際、味噌搗きでは唄
を歌い、団子などを作ってのお祝いがあり、珍しく思って眺めたことを印象深
く記憶しているという。
「〽ヘガ ハガマニ ブーンブン…」という歌詞内容
であった。ヘヤの戸棚にはミソダナと呼ばれる棚があり、味噌甕二本を入れ
た。味噌溜りも、ここからとった。西之表市東町でも、台所のヘヤに引き戸棚
があり、そこに味噌甕を置いていたときいた。

以上より、当地では大豆が貴重であったこと、家伝の種麴を壷や紙袋に入れてイエで管理していた
こと、味噌麹専用のコウジブタがあったこと、味噌搗きは相互扶助労働であったこと、3 ～ 4ヶ月で味噌
の口開けをしたこと、仕込み回数は春・秋の年 2 回の場合も珍しくなかったこと、などがわかった。味噌
葉としては、バシガシワ（写真 4 ）の利用がある。吉田家では麦麹味噌と米麹味噌の双方を仕込んだ
が、当地では麦麹味噌だけを仕込むイエがほとんどであった。

写真 4 バシガシワ（西之表市、下村家の裏庭）

（4 ）分限者味噌
西之表市の吉田ナツさん（大正 6 年生まれ）は、
「一年味噌はナマ味噌といっておいしくない、二年
味噌から本当の味が出てきて、三年味噌くらいまでがおいしい」という。大島郡龍郷町の栄りつ子さん
（昭和 14 年生まれ）は、娘時分の当地の年中行事 “ 十五夜のお相撲 ” のまかないとして、米を各イエ
から1 合ずつ、味噌を三年味噌のあるイエからもらい集めたと語る。その時に見た三年味噌があまりに
真っ黒だったので、印象深く覚えているという。
大島郡宇検村出身の鈴木るり子さん（昭和 27 年生まれ）は、アカミソ（フルミソのこと）のことを「分限
者味噌」といい、生活苦のイエではシロミソ（発酵月日の浅い味噌のこと）を食べたという。大島郡瀬戸
内町花天の叶節子さん（昭和 5 年生まれ）は「一年味噌は貧しい人が食べる」、
「三年味噌は赤く、金
持ちが食べると味噌」といい、節子さんの姑さんは決して一年味噌を食べるようなことはしなかったとい
う。奄美市龍郷町戸口の広島より子さん（昭和 7 年生まれ）は「三年味噌のあるイエは分限者である」
といい、これを「デーがあんち」といい、実際に三年味噌を持つイエは集落内でも数軒の分限者であっ
たという。奄美市笠利町大笠利の中村ハマ子さん（昭和 5 年生まれ）は、
「赤い味噌は金持ちの味噌」

10

といい、もっとフルミソになれば桑の実のような黒い色の味噌になり、これを分限者の味噌という意味で
「ナデスミス」といった。フルミソとは、三年味噌以上の味噌のことである。
自家醸造味噌をフルミソとして蓄え、家庭内食の安泰を計りたいとする価値観があった。しかし実際
には厳しく、麦がちかつ麦麹豊富な低塩の三ヶ月味噌を年 2 回仕込むことで、家庭内食の営みを乗り
切ってきたのであった。ナリミソや麦麹味噌の実態には、自然条件の厳しさを恵みに還元する姿勢とそ
の適応の体験知が示されている。

I I . 下北半島の味噌
筆者は平成 15 年から味噌調査を続けているが、天然麹菌の玉味噌製造現場に出会ったのは今回
が初めてのことであった。青森県下北郡東通村目名の竹林鶴子さん（昭和 28 年生まれ）は、昔は「 1
軒で1 俵コガ」といって、近所の2～3 軒で集って仕込んだという。その味噌を黒砂糖と練って、芋粉で
作った皮に包んだバオリモチをコビリとした。平成 30 年 4月末、玉味噌（写真 5・6 ）の仕込みの場を訪
ねた。姑さんに習ったままに、2～3 年に一度、大豆 6 升分程度で味噌玉 24 個ほどを仕込む。作り方は
以下の通りである。まず、味噌玉が凍らぬ気候を見定めて、豆を煮る。例年は3月末であるが、本年は
酷寒のため 4 月初旬となった。煮えたら、味噌切り機（写真 7 ）で潰す。次に、水を入れずに分銅型の
味噌玉を成形し、軒先に干す。4 月28日に玉を降ろし、水洗いし、包丁で砕き、塩と水を混ぜ合わせ、
桶に仕込んだ。桶の上には小石を積む。鶴子さんの玉味噌は、ミソカヤイヤキ用（写真 8 ）として仕込
んでいるという。青森県下のミソカイヤキは、20cm ほどのホタテ貝を皿とし、葱・豆腐・焼干し・ホタテ
などを入れて味噌味で焚き、卵でとじたもののことである。
同村の簗場靖子さん（昭和 11 年生まれ）は、
「日に 3 度ミソカヤキを食べると竈をカヤシテしまう」
というが、
「お産したらミソカヤキ」というのでその時だけはミソカヤキを堪能し、鰯の出汁と鰹節を
卵でとじたものを少しずつゆっくり食べたと懐かしむ。秋田県鹿角郡毛馬内に生まれた民俗学者の
瀬川清子は、自叙伝の中で幼少期の栄養不足を「卵貝焼」に救われたと語る 6 。
『浦田の民俗

調査

報告書』 に、カヤキミソはサントの食物とある。ミソカヤキは食具を自然素材に求める知恵であり、滋養
7

豊富な贅沢食でもあった。
玉味噌製造の季節については、＜事例表 3＞を見たい。まず、玉味噌の豆煮・味噌玉成形の季節
は、3月ごろまでの “ 雪融けの季節 ” 頃、農事暦に当てはめれば “ 田起こしの合い間の季節 ”となる。竹
林さんは、
「味噌玉の凍らない頃」とする。当地の玉味噌製造では、“ 凍みの季節 ” が指標となり、そ
の終わりを告げる風景として玉味噌製造が位置付けられていたことがわかる。
『聞き書 青森の食事』8
には、春彼岸の傾向がうかがえる。
次に、仕込み（桶入れ）の季節は、豆煮・味噌玉成形から約 1カ月後、3月末～4月となっている。自
然暦として、澤口さんは “ 花見前 ” 、簗場さんは “ 草の芽の出る前 ”を指標としている。これを農事暦に

6 岡田照子 /『瀬川清子 女性民俗学者の軌跡』/ 岩田書院 /2012
7 青森県立郷土館編 /『浦田の民俗

調査報告書』/ 青森県立郷土館 /1981

8 『聞き書 青森の食事』/ 農山漁村文化協会 /1986
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あてはめれば、“田植え直前の季節 ”となる。京都府南丹市日吉町の井尻はるゑさん（昭和 5 年生まれ）
には「辛夷の花の咲くころに味噌玉を下ろして搗く」ときいた。同じ玉味噌でも、青森と京都では一月程
度の仕込み時期のずれが生じる。玉味噌仕込みの適期は、気温・湿度・日照時間などの自然条件に
左右される部分が大きく、農閑期中でも自然暦によってさらに適期を細分する伝承を伴いながら、地域
の季節の移ろいと密に連動してきたのであった。

写真 5 玉味噌（下北郡東通村、竹林家）

写真 6 玉味噌（下北郡東通村、竹林家）

写真 7 味噌切り機（下北郡東通村、竹林家）
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写真 8 ミソカイヤキ（下北郡東通村、竹林家）

事例表 3
伝承地
伝承者

味噌の種類

事例内容

青森県
下北郡東通村
竹林鶴子さん
（昭和28年生まれ）

天然麹菌の玉味噌

昔は「 1 軒で 1 俵コガ」といって、近所の 2 ～ 3 軒で集まり仕込んだという。
その味噌を黒砂糖と練って、芋粉で作った皮に包んだバオリモチをコビリと
した。
平成 30 年 4 月末、玉味噌の仕込みの場を訪ねた。お姑さんに習ったままに、
2 ～ 3 年に一度、大豆 6 升分程度で味噌玉 24 個ほどを仕込んでいる。作り
方は以下の通りである。味噌玉が凍らぬ気候を見定めて、豆煮。例年は、
3 月末に 1 時間かけて煮る。平成 30 年は厳冬であったため、4 月初旬となっ
た。味噌切り機で潰す。水を入れずに分銅型の味噌玉成形。軒先に干す
（写真）。4 月 28 日に玉降ろし。水洗いし、包丁で砕き、塩と水を混ぜ合わ
せて桶に仕込んだ。桶の上には小石を積む。鶴子さんの玉味噌は、ミソカヤ
イヤキ用として仕込んでいる。

青森県
下北郡東通村
簗場靖子さん
（昭和11年生まれ）

天然麹菌の玉味噌

「ツユコ（味噌溜り）あがって赤くなったやつ（自家製味噌）は何とも言われね」
といい、三年味噌がいちばんおいしいという。分家したら、本家から味噌を
分けてもらう。
「失敗した味噌は川コさ流せ」という。
まずは浜小屋に2 ～ 3 泊して塩焚。3月3日頃になると豆煮。親指と小指でつ
ぶれる程度に煮る。味噌搗きをしたら餅板の上で分銅型の味噌玉を成形。
一日仕事で、親戚も集ってのお祭り騒ぎであった。味噌玉は風通しの良いと
ころに干す。乾燥しすぎに注意する。味噌玉 2 個を藁紐の左右に振り分けて
吊っていく際、味噌玉が奇数になって 1 つ余ったりすると「うちの兄ちゃんとこ
赤ちゃん生まれるぞ」という。
次に「草の芽の出る前」
（ 4 月 8 日頃）になると味噌玉を下ろして味噌搗き。
「青カビが来たらちょうどよい」といって、味噌玉の小口を割って内部を確認。
羽のある黒カビが生えたら失敗。味噌玉の周囲をタワシでこすり、一日間水
漬けしてから杵臼で搗く。塩を搗き混ぜる。塩は、大豆 5 升に塩 1 升の割合。
ミソコガに仕込む。笹を味噌蓋とし、その上に小石を敷き詰める。
味噌蔵には味噌のみを保管し、漬物や梅干しをいっしょに置かない。出来上
がった味噌は、擂鉢で擂って使う。ツユコ（味噌溜り）は大変おいしく、醬油
代わりとして、魚やお浸しの調味に使った。鮫や鱈はそのままでは旨みが少な
く商品価値が低いので、味噌漬けにして売った。四～五年味噌で味が落ち
てきたものは、牛馬用味噌とした。
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青森県
十和田市沢田
高橋顕光さん
（昭和10年生まれ）

天然麹菌の玉味噌

青森県
むつ市川内町
澤口ヨリ子さん
（昭和18年生まれ）

米麹の玉味噌

「味噌はイエ単位で仕込むもの」、
「売っている味噌はどろっとして口に合わな
い」、
「畑の不作を見越して、塩を多めにして仕込むが、古くなりすぎた味噌
は味が落ちる」という。
2 月末～ 3 月に豆煮。親指と小指でつぶれる程度に煮る。直径 1m ほどの大
釜を、近所で共有していた。水車で搗くか、味噌踏み用のツマゴで踏んで潰
した。水車小屋には、石臼 7 つが据えてあった。戦後 30 年ほどで水車が無
くなってからは、ミンチの機械で潰した。分銅型の味噌玉を半日がかりで成形
し、干す。
1カ月以上過ぎた頃になると、味噌玉がひび割れてくる。洗わずそのままに水
車で砕き、取っておいた豆の煮汁・塩とともに、桶に仕込んだ。豆の煮汁は、
全量入れる。生のままの人参と牛蒡、干し大根を味噌仕込み時に味噌桶に
入れる。
先祖代々の味噌桶を使うので、仕込み損じることはない。土間の脇に味噌
小屋があり、5 石ほどの味噌桶 5 ～ 6 本と漬物桶が保管されていた。味噌の
上澄みは、トロロ飯にかけて食べると美味。また味噌大根は、炙って茶漬け
に入れると美味。
子供の頃には蕎麦粉餠といって、蕎麦粉 100 ％の餅で味噌餡を包んだもの
をおいしく思ってよく食べたという。
実母である田中キミさん（明治 39 年生まれ）の仕込みの様子について。
3 月末～ 4 月になると豆煮。藁沓で踏み潰す。このときに、俎板と擂粉木を打
ち鳴らす音頭取りに合わせて「味噌踏み唄」を唄った。分銅型の味噌玉成
形。両端に味噌玉が吊り下がる様に藁紐で結い、小屋の天井に吊る。
花見は毎年 5 月8日と決まっており、その前になれば味噌玉をおろした。水漬
けしたら、竪杵で搗く。塩・米麹・水を入れて、桶入れ。味噌桶の蓋の上に
は、小石を敷き詰める。しっかりと重石をした味噌は7～8 年たっても食べられ
る。一度、重石を忘れた時には、3日で白カビがわいた。
味噌部屋には 6 斗ほどの味噌桶を4 ～ 5 本並べ、味噌桶のみの保管で、他
のモノは入れなかった。鮭・鰊・豚などの味噌漬けは藁に包み、板の間の床
下の穴で保存した。大根のアメ（豆の煮汁）漬けもつくった。しかし、ヨリ子さ
んが嫁いだ昭和 40 年ごろになると、近所でも玉味噌を作るイエはほとんどなく
なり、麹味噌が主流となっていた。

III . 地域グループの味噌
婦人会などの地域グループによる味噌仕込みは、地域の昔ながらの味噌をルーツとした味噌といえる
ものであり、ポスト自家醸造味噌としての価値がある。自家醸造味噌の民俗を現代なりに表出する実態
として、その活動状況を記しておきたい。
1 味の郷かさり（奄美）
節田の産地直売所 “ 味の郷かさり” では、ナリミソ（蘇鉄味噌）の商品開発から販売を手掛ける。
平成 3 年ごろから当グループに関わってきた吉田茂子さん（昭和 26 年生まれ）に話を聞いた。ナリは
家や畑の境界によく植えられており珍しいものではない。そんなナリの実ではあるが “ 加工用のナリの
実 ”となると大きな実が必要で、これには人為的交配が不可欠である。また「ナリは受粉させた人のモ
ノ」といわれてきたために、加工用のナリの実を安定的に確保するためにはナリの実の受粉管理から
取り組む必要があり、そこに苦労がある。粉化したナリを米麹と大豆と合わせたものが、かさりのナリミ
ソである。
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2 ひめ工房（種子島）
種子島空港でも見かけることの出来る安納芋味噌は、ひめ工房による商品である。職員の春田和代
さんによると、ひめ工房の活動は 10 年ほど前に開始し、種子島らしい商品開発に取り組んだ結果、安
納芋味噌にたどりついたという。安納芋は寒くならないと甘さがのらないため、仕込みは 12 月以降とな
る。麦麹・煮大豆・蒸した安納芋・塩を混ぜて仕込み、熟成は4ヶ月。その後は冷凍保存で管理する。
3 中種子農村婦人の家（種子島）
2018 年 2月9日、ちょうど中種子町「農村婦人の家」で味噌仕込みの最中であった南種子町出身の
山口ミヨ子さん（昭和 19 年生まれ）を訪ねた。全国には 278 の女性施設があり
（ 1996 年時点）9 、その
なかに旧労働省所轄の「働く婦人の家」や農林水産省所轄の「農村婦人の家」がある。ここを味噌
加工の場として利用する例は各地に見られる。山口さんは、大豆 30 ㎏、糯米 8 ㎏、麦 100 ㎏、塩 25g
で仕込む。2 ～ 3カ月は熟成させたいが、28日～ 40日ほどで口開けした味噌を好む人もいるという。熟
成後は冷凍保存とする。
4 つつじ生活改善グループ（下北半島）
当グループはもともと、蛸田から脇野沢川沿いに北上した源藤城地区の方々によって平成 13 年に味
噌研究のために結成した。現農園長は杉沢光子さん（昭和 25 年生まれ）である。3 年熟成の “ 漁師味
噌 ” のほか、大豆とホド芋で仕込む “ ホド芋の味噌 ” 、米麹豊かな “ 山ごの味噌 ” などを手掛ける。販
売用の味噌は谷水を使い、味噌樽の重石についても“ 冬は軽く、夏は重く” など、手間を惜しまない。
三～四年味噌から、良質の味噌溜りがとれるという。

IV . おわりに
本論は、自家醸造味噌の民俗を実態として学ぶなかで、先人が自然環境と寄り添い育んできた食を
得る知恵の一つとして、味噌の民俗をとらえる試みであった。奄美のナリミソや、種子島のナリ・イモ・
米・麦・大豆を使った混合麹味噌の背景には、温暖多湿かつ台風銀座であるという自然条件のみな
らず、薩摩藩による圧政の一つとしてのサトウキビ栽培奨励の反面としての大豆・米栽培の限界という
社会条件があった。下北半島の玉味噌仕込みには、寒冷ななかで凍みを考慮せねばならぬという自
然条件があった。それぞれの味噌の民俗は、厳しい条件を打開すべく柔軟な発想力・確かな技術力
を発揮してきた先人の価値観と文化の結晶として、その存在感を放って止まない。特に、蘇鉄畑の圧
倒的景観や味噌材量をイモで抱くという発想は、食の展開が環境適応の中で育まれ定まっていくことを
見せつけるものであった。
その一方で、麦麹味噌・ナリミソ・イモミソ・ミソカイヤキを特産品として手掛ける地域グループの活
動の場に赴くなかで、現代の地域味噌需要について考えさせられた。その特産品の大部分は、都市
部の需要に答えるものである。都市生活者による地域食渇望嗜好の流行は、お取り寄せや産地直売
所の隆盛からも明らかである。一方で、この流行を支える地方生産者の苦労は、絶えない。各地の

9 野々村恵子・中藤洋子 /『女たちのエンパワーメント：男女平等社会をめざす学習と実践』/ 国土社 /1997
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味噌製造現場をめぐるなかで、健康志向の高い若者グループと、高齢化した婦人会グループの併存
状況を目の当たりにした。都市生活者の娯楽的発想・生産側の世代間乖離・生産側の組織力低下を
思う時、これらは総じて、地域伝統食の限界を呈す問題であるとの危機感に至る。
今日、地域色豊かな日本の食文化は、情報と選択肢豊かな現代人を魅了し、国際的な評価も高まっ
ている。都市生活者の主体性ある消費活動と、生産者どうしの結束の先に、日本の食環境の秘めた
る豊かさが大いに発揮される予感がする。癒し・和み・絆が、そこにある。現代人の一人一人に、自
身の生活圏の食文化の担い手であるという自覚を求めたい。
自家醸造味噌の民俗が、地域伝統食復権の一助となることを願って止まない。
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