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３．牛乳の受容 

孝徳天皇（在位 645～654）の時代に、和薬使主福常（乳長上、大山上〔位〕）

が朝鮮から帰化して朝廷につかえ、牛乳を搾って天皇に献上したことが牛乳飲

用の 初ということになっているようである。さらに陽成天皇（在位 876～
884）または冷泉天皇（在位 967～969）の時代に、京都に官営の「乳牛院」が

設置され、牛乳、蘇（牛酪）が生産、利用されていた。欽明天皇（在位 531～
571）の時代に仏教が伝来され、５９３年、推古天皇の時代摂政に当った聖徳

太子は三宝（仏教）興隆の詔勅を発布し寺院の建造が盛んに行われたのである

が、その反面殺生禁断32の結果、肉食が禁ぜられた。従って役肉利用の畜産は

漸次苦しい立場に追い込まれたようであるが、牛乳、乳製品の生産利用につい

ては歴代の朝廷において相当重視され、貢蘇制度も平安朝の末頃（文治、1185
～1189）または後醍醐天皇の建武（1334～1335）の頃まで伝わったとされてい

る。長期にわたって、牛乳は皇室や貴族等の保健薬餌用として使われてきたが、

庶民には縁遠いものであった。33 
江戸時代末期、人々が牛乳・乳製品に馴染むようになるまでに、食習慣によ

る禁忌34や、それまで口にしたことのない奇妙な味というのが大きな障害にな

った。それを少しずつ解消していったのは、健康に良いと言って伝わった知識

である。当然その源は西洋医学であったから、実際に先導者の役割を果たした

のはオランダ商館付として来日したシーボルトなどの医者や、また彼らの通訳

をしながら、指導を受けていた蘭学者たちである。幕末になってから、西洋医

学はやがて漢方で固められた幕府の中に入っていった。  
その中で、松本良順という人は日本 初の私立病院「順天堂」の開祖である

佐藤泰然の次男であり、当然ながら蘭学の教育をうけていた。そして、幕府奥

医師松本良甫の養子になり、漢方を学んだ。彼は長崎でポンペ・ファン・メー

ルデルフォールトに医学を学び、万延元年（1860）にはオランダに倣って長崎

養生所という病院を作り、これは日本における西洋式病院の 初である。そし

て文久元年（1861）にオランダの陸軍軍医ボードインを招いて、学校を設け生

徒を募集し、自分も外国人教師を助けて講義した。のちに将軍徳川家茂・慶喜

の侍医を勤め、維新後、陸軍初代軍医総監になった。35 
彼の考えかたの基礎は公衆衛生にあって、医術や薬による治療より予防を優

先させた。西洋医学に通じていながらも、多くの病気に対して医学はまだ無力

であるとし、生体に本来そなわっている自然治癒力を呼び起こすことによって、

体質を改善し生命力そのものを元気にする、という東洋医学も大事にしていた。 
そして、元治元年（1864）には「薬を必要とせず人を病気からまぬがれさせ

                                                 
32 前章の注 17 参照。 
33 『日本酪農史』427～428 頁。 
34 前章の「2.2 欧米食の移入」を参照。 
35 『日本食文化人物事典』303 頁。 
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る方法」として、住居・衣服・夜具・飲食・入浴・睡眠・運動・房事にわたる

『養生法』を書いた36。その中で、人の体を養うものは血気であり、その血は

飲食から作られるもので、食を軽くみると血が減って体が衰えるばかりか、精

神や才知を発揮することもできない、と言っている。そして、よい血をつくる

のは肉食であるとして、大いにすすめた。更にこの本のなかで義伯父の医師・

山内豊城の言葉を引用し、次のように述べている、 
 
食物には筋肉を養ふ物と、体力や元気を増やす物がある。砂糖と脂油の多い

物と唐もろこし、さつまいもの類は筋肉を増やし、体温を正常にする。脂の

少ない肉類・乳汁・小麦粉の類は体力をつけて元気を増やす。酒は用量によ

つて多様の効果があるが、飲み過ぎは大害でしかない。37 
 
松本良順は慶応３年（1867）に、石川桜所、伊東貫斎と連署して「医学所へ

御預相成候白牛の儀に付奉願候書付」と題する牛羊牧養を建白した。その趣旨

は、国家の利益のため畜産の発展に投資することを目的とし、西洋の牧畜の仕

法によって牛羊を繁殖し、その利益をもって医学所の拡張を図ろうとするもの

であった。また、その建白書のなかで、三人は次ぎのように、牛乳と牛肉の効

能をあげている。 
 
新鮮の牛乳は、無比の滋養品にて、虚労又は絶食の病気に相用、誠に回生肉   

骨の妙効有之候。小児の母乳無之者を養育致候に於て天下絶て比類無之候。 
牛肉は人間食物中 第一の滋養品にて、人身を養ひ、血液を補ひ、身體を健

にし、勇気を増候もの故、殊に軍人には一日も缺くべからざる品に御座候。
38 
要点は新鮮な牛乳は無比の滋養品で、肺病、食欲不振の病人や母乳のない小

児に大変良いものである。牛肉も体を養い、血液を補う滋養品であり、故に軍

人の必要な食物である。この建白書は、幕末動乱の時にあたり、幕府財政がう

まくいかないため、牧養によってその窮乏を少しでも救うことを目的としたも

のであるが、一方ではそれによって牛肉や牛乳の効用を宣伝し、欧米人の食生

活に見習うことを意図したものである。 
松本良順は当時の蘭学の新知識の医者として、牛乳の飲用を広めるのに非常

な苦心と努力を払い、牛肉や牛乳に対する国民的偏見を打破することに努めた。 
一方、明治時代に入ると、国民が牛乳を嫌う偏見を取り除く努力が、政府、

国学者・医者などはさまざまな立場で努力した。明治２年（1869）、大蔵省通

商司は東京築地に牛馬会社を設立し、洋種の牛と製乳器を横浜のイギリス人か

                                                 
36 松本良順『養生法』英蘭堂刊、刊年不詳。 
37 同上、『牛乳と日本人』104 頁より現代語訳を引用。 
38 『日本畜産史 食肉・乳酪篇』214～215 頁より引用。 
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ら買い、搾乳と牛の屠殺をはじめた。当時、牛馬会社の宣伝文に、福澤諭吉が

書いた書翰が載せられ、牛乳が病を治る妙な功を褒めたてた。 

 

前略、小生儀、當五月中旬より、惡症の熱病に罹り、諸症次第に進み、十五

六日之間は、人事不省に陥り、萬死一生之場合、醫藥之手當も懈怠なく、幸

に今日之全快に及候得共、病中之模様を考るに、全其御社中之牛乳を、始終

相用ひ、生力の元を養ひ候に付、醫藥も功を成し候儀、實に牛乳は、熱病に

欠くべからさる妙品と存候、何卒、小生壹人已ならず、普く天下之人え、其

功能を示し度事に候。 

   午八月 

慶應義塾社中 

福澤諭吉39
 

 

この書翰によると、福澤諭吉は熱病で、人事不省に陥り、牛馬会社の牛乳を

飲んだら、重病を治り、体も回復した。 

当時の牛馬会社は大蔵省が設立した会社であるから、その宣伝文に知識人で

ある福澤諭吉が書いた書翰が載せられると、非常に説得力があるプロモーショ

ンになるわけである。また、明治４年、『新聞雑誌』１１月第１９号に天皇が

毎日二度ずつ牛乳を飲むと書かれた。このことについては次ぎの節に述べる。

更に、明治５年には、山口県の国学者で律令制度の権威である近藤芳樹も政府

に命じられ、『牛乳考・屠畜考』を書き、牛乳の普及に努めた。 

 

牛乳
    

は補益の 上なる良藥にして。常にこれを飲むときハ。弱きを強く。老

いたるを
  

壮ならしむ。然れども。腐敗
 

しやすき物なるゆえに。牛牧に遠き所

の者に。飲むことをかたしとす。故に美留久
ミ ル ク

といふ者に製して用ゆ。美留久
ミ ル ク

はすなはち練乳なり。其能。生乳に異
カハ

ることなし。然るに固陋なる片鄙の人

は。近来西洋
   

より傳来せし方なるゆえに。これを飲むをバ。穢なりと云て。

忌嫌ふ者
  

おほし。これ甚
イミ

じき僻事
ヒカコト

なり。わが皇国において。牛乳を用いそめ

たるは。孝徳天皇乃御代にして。當時
ソノトキ

これを朝廷に 獻
タテマツ

りしかば。天皇飲御

                                                 
39 『明治文化全集 第二十四巻 文明開化篇』「文明開化雑纂」347 頁。 
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して。甚
イタ

く褒美
モ メ

させ給ひ。 獻
タテマツ

りし者に。和
ヤマト

藥
クスリノ

使
オ

主
ミ

といふ氏姓
ウヂカバ子

を賜へ 

り。40 
 
つまり、牛乳は 高の良薬であり、体を強く滋養効果がある。日本でも遠い

昔から、天皇、貴族に愛用され、牛乳を飲むことを西洋では習慣であり、牛乳

を穢れたものだと考えることは大きな間違いであると説いている。 
 ここで、注目すべきなのは、当時政府は近藤の『牛乳考』によって、世間に

伝えたいのは、牛乳が既に孝徳天皇の時代から伝来したもので、今なって西洋

を模倣して飲むわけではないことである。ただ元々あったものを今からみんで

大切にしようということである。つまり、政府が復古の論調によって、人が抵

抗なく牛乳飲用を受け入れられるようになると考えたのではないだろうか。 

また６年１１月、陸軍一等軍医石黒忠悳は『長生法』を出版するについてそ

の序文で牛乳の効用をあげているが、本書は松本良順の校閲を経たものであり、

牛乳の功能とその用法を述べ、牛乳の普及に役立った本として有名である。 

 

大日本国も往古は盛に肉類を食せしゆへに、人も強く健にして壽命も長かり

しが、中世より肉を食ふこと追々少なくなり。（中略） 

主上さへ牛羊の肉を御膳に供へ日々牛乳を召上られ玉ふなり、ゆえに人々惑

をときて天より授け玉ふ此 上の養品を食ひ、身を健にして齢を延ぶる基を

立つべし。（中略） 

昔より病人には成るたけ淡白無味物を食はしめ、魚鳥獸の肉などは食はしめ

ざるもの多し、是大なるあやまりなり、夫病人は病の苦しきために日々身体

を労らし衰ふるものなれば、平日よりも良好養物を食はしめ、魚鳥獣の肉は

勿論、鶏卵牛乳の類を専ら与ふべし、然らざれば全快の日遅くなるものなり。
41 

要点は、上古は肉が食べられていて、人がそのおかげて長寿であったが、中

世以降は肉がほとんど食用されてなかった。今、天皇が牛肉を食べ、牛乳を飲

んでるから、人々もその牛肉や牛乳を身を養う品にするべき。病人は魚鳥獣の

肉を避けて、味がない物を食べてきたが、本当は魚鳥獣の肉、鶏卵牛乳を食べ

たほうが、病気が早く治るのである。 

このように、幕末から明治初期にかけて、幕府や明治政府は牛乳飲用の普及

をさまざまな分野で努力したが、明治初年ころには、一般に牛乳を飲むことが

普及する余地はなかった。一方、横浜・築地などの外人居留地においては、牛

乳の需要は、外国人の渡来の増加に伴って多くなっていた。 
 

                                                 
40 近藤芳樹『牛乳考・屠畜考』１丁表～１丁裏、日新堂、明治５年（1872）。 
41 『日本畜産史 食肉・乳酪篇』350～351 頁より引用。 
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3.1 横浜・築地居留地と牛乳 

開国に伴う西洋人の渡来によって、文明開化の波は日本人の社会にも次第に

及んできた。そしてさらに幕末の頃に外国に留学し、あるいは欧米への派遣使

節に随行して帰朝した有識のいわゆるハイカラな人たちが西洋の思想や生活

風俗の受容の風潮を助長した。それはまず外国人の生活の模倣から始まったが、

外国人の体格の立派なのに感心した日本人は、それを彼らの食事が原因である

として、彼らが常に食べている牛肉や牛乳に特別な関心を持つようになってき

た。ことに横浜・築地のように居留地のあるところでは、外国人の生活が直接

日本人の眼にふれる機会が多かったから、その関心は特に強かった。つまり、

居留地そのものが異国的情緒を持ち、所謂文明開化の本拠だと言えるだろう。 
その中に、横浜にいた日本人のうちには、同胞の体位向上のためのみでなく、

また将来有望の商売と考えて、搾乳販売を試み者も出てきた。事実横浜では、

外国船に積み込みの乳牛を買い入れて牛乳を売っていた外国商館は、牛乳を高

価であったためかなり儲けていたのである。この商売に着目した横浜太田在住

の外国商館相手の食料品売込人であった田辺（野田）国太郎は、乳牛を日本人

としてははじめて買い入れて飼育し、搾乳を行なったと言われている。しかし

当時日本人は牛乳を飲まなかったので、外人相手だけのこの商売は長続きしな

かった。42 
そこへ日本における牛乳飲用の普及に 初の大きい貢献をし、事実上の牛乳

市販の先駆をなしたのは前田留吉という千葉県長生郡関村の農夫であった。彼

が横浜に行ってから、まず貸座敷の水汲みをやった。仕事をしながら、外国人

の体が長大で筋骨たくましく、その点では日本人が非常に見劣りするのを見て、

これは肉食と穀食との差に起因するものであり、従って日本人もよろしく肉食

すべきであるという結論に達した。そして文明開化の世の中だから、日本人に

も牛乳の飲用が広まるだろうと直感し、牛肉と牛乳を供給する牧畜業を始める

ことは、日本人にとっても自分にとっても利益であると考えた。しかし当時横

浜には外国人以外には牛乳を飲むものがなく、ことに搾乳術を心得た日本人が

いなかった。そこで、そのころ横浜居留地にいたオランダ人ベローがイギリス

人ボーロを雇って搾乳し、外国人相手に牛乳を売っていたので、彼はベローの

傭夫となり、そこで搾乳と牧養の技術を修得し始めた。 
慶応２年（1866）には独立して太田町８丁目（現在の中区山下町・加賀町警

察署あたり）に牧場をつくり、和牛６頭を飼って搾乳、販売をはじめた。これ

は日本人経営としては 初の搾乳業であった。当時はまちろん日本人で牛乳を

飲むものがなく、従って牛乳は居留地の外国人の需要を充たすだけであったか

ら、彼の商売もうまくいかなかった。また、攘夷の声が高かった時代、留吉は

外国のまわし者で牛乳には毒が入っているに違いない、と言いふらす者までい

たから、日本人の牛乳飲用がなかなか広まっていなかった。そこで、留吉はま

                                                 
42 『日本畜産史 食肉・乳酪篇』329～330 頁。 
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ず子どもから、つぎは母乳をもらえない赤ん坊や病人に、と徐々にお客を広げ

た結果、明治初年になって日本人の間に牛乳の需要が次第におこるにつれて、

彼の大きい努力が実を結ぶに至った。43 
明治政府は酪農を盛んに牛乳や乳製品を増産しようとして、千葉県嶺岡の牛

の一部を皇居・竹橋の外側にあった雉子橋の御廏に移していたが、そこのリー

ダーに、すでに横浜で洋式の牧牛業を営んでいた留吉を 適任者として招いた。

そして明治２年（1869）４月、留吉は民部卿・由利公正の命によって白牛５頭

を吹上御苑に入れ、搾乳の仕方を天覧に供し、当時としては破格の栄誉であっ

た。一方その間に雉子橋の御廏が改造拡張され、嶺岡牧場からも数頭の白牛を

移し、御廏は同年に廃止され、そしてその年九月に築地通りに官営の牛馬会社

が設立されるに及び、前田は命をうけてそこに移り、３年１１月まで勤めた。
44 
牛馬会社は畜産技術の伝習と乳製品製造、食肉の加工、消費の宣伝を兼ねた

会社であった。そこが刊行した「肉食之説」に牛乳の効用を説く宣伝文が載せ

られている。 
 
我會社既に牧牛馬の法を設け、近來は、專ら牛乳の用法を世に弘めんとして、

種々にこれを製し、乾酪洋名チーズ、乳油洋名パタ、懐中薄乳の粉洋名コンデン

スド、ミルク等あり、抑ゝ牛乳の功能は、牛肉より尚更に大なり、熱病勞症等、

其外部て、身體虚弱なる者には、欠くべからざるの妙品、假令何等の良藥あ

るも、牛乳を以て根氣を養はざれば、良藥も功を成さず、實に萬病の一藥と

稱するも可なり、啻に病に用るのみならず、西洋諸國にては、平日の食料に、

牛乳を飲むは勿論、乾酪、乳油等を用ること、我邦の松魚節に異ならず、瑞

西國などは、山國にて、海魚に乏しく、山家の民は、牛乳のみを以て滋養の

食物を為せり、願くば、我國人も、今より活眼を開き、牛乳の用法に心を用

ることあらば、不治の病を治し、不老の壽を保ち、身體健康、精神活潑、始

て日本人の名を辱しめざるを得べし。45 
 
この宣伝文の要点は、牛乳は牛肉よりよい妙品で、病を治す良薬である。ま

た、牛乳を病気の時に飲むだけではなく、西洋では、乳製品のチーズやバター

などを用いることが日本の松魚節（鰹節）のような存在であり、日本人も常に

牛乳や乳製品を食材として食べたら、不治の病を治し、不老の壽を保ち、身体

健康になると、牛乳・乳製品の効用を説いている。 
一方、御廏の牧場の乳牛は、その牧場の廃止と共にほとんど全部牛馬会社に

移され、一部の白牛は雉子橋の勧農役邸に飼養され、明治４年末にはその白牛

                                                 
43 『日本畜産史 食肉・乳酪篇』330～331 頁。 
44 同上 341 頁。 
45 『明治文化全集 第二十四巻 文明開化篇』「文明開化雑纂」346 頁。 
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から絞られた牛乳を宮内省が買い上げ、これを天皇が日に二度飲んだ。このこ

とは、明治４年１１発行の『新聞雑誌』第１９号の記事によって明らかである。 
 
房州嶺岡ニテ牧養セシ白牛ハ モ美乳ヲ出ス由ニテ此節雉子橋勸農役邸ニ

テ右ノ牛乳ヲシボリシヲ宮内省へ御買上ニ相成 主上日々両度宛御服用遊

サル由46 
 
ところで、前章も少し触れたが、牛肉も同じ時期に天皇が食べているという。

明治５年正月発行の『新聞雑誌』第２６号に、 
 
明治天皇肉食御奨励ノコト我朝ニテハ中古以来肉食ヲ禁ゼラレシニ恐多ク 

モ天皇無請儀ニ思召シ自今肉食ヲ遊バサルル旨宮内省ニテ御定メアルタリ

ト云云47 
 

の記事が発表された。宮内省大膳より精肉を調理し、明治天皇の食膳に進めた

のは、明治５年１月２４日であったと言われている。このように、当時西洋の

文明を取り入れることに意を注いでいた日本においては、天皇自らが他に率先

して牛乳を飲み、牛肉を食う範をたれたことによって、在来牛乳を飲み、牛肉

を食うことを忌避していた日本人の間に、肉食や乳への拒否感情が次第に解消

されるようになってきた。 
また、宮中へ届けられる牛乳は、雉子橋勧農役邸のあと、後述の内藤新宿勧

業寮、開拓使第三官園、千葉の下総御料牧場（三里塚）と、搾乳場所がつぎつ

ぎと移った。三里塚もそこに成田新国際空港が建設されることになって廃止さ

れ、昭和４４年から栃木県高根沢にかわった。 
明治４年になると留吉は牛馬会社を辞め、芝西久保桜川町十番地（いまの虎

ノ門１丁目愛宕山下）で牧牛と搾乳業を営んだ。しかし自分が売却したした和

牛が、６年にはやった牛疫で全部死んだのを知って、いかに優秀な和牛も洋牛

に及ばないと悟り、八方奔走して資金をあつめ、７年にアメリカに渡った。半

年後に乳牛を１１５頭買いつけて帰国し、芝新銭座町１２番地に事業を再開し

た。今の浜松町１丁目にあたり、福沢諭吉が慶応義塾をひらいた付近である。

９～１０年にふたたび牛疫がはやると、甥の前田喜代松を渡米させて３００頭

を導入した。このように乳牛の改良と牧牛業の普及に尽くした大きな功績によ

り、留吉は乳業界で押しも押されぬ第一人者になり、のちに「新銭座の親方」

とも言われた。48 
横浜や築地などの居留地が文明開化の上に大きな影響を与えたことは当然

                                                 
46 『幕末明治新聞全集 第六巻上』341 頁。 
47 『日本畜産史 食肉・乳酪篇』222 頁より引用。 
48 『牛乳と日本人』110～111 頁。 
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のこと、外国人の生活という概念や習俗の実物見本でもあった。『都史紀要４ 

築地居留地』の中に、築地のこともこう書いている。「築地居留地が開かれ、

紅毛洋服の外人がゆききする風景は、東京市民にとってまことに興味ある姿で

あり、それらの外人の姿の一部分、一点が直ちに市民のハイカラ連の模倣を誘

発した点、築地居留地が市民に与えた文明開化的影響は尠からぬものがあった。
49」また、内田魯庵の築地居留地の回顧談によって、当時の築地居留地風景が

描かれている。「築地の居留地は横浜の山手と比較にならぬ程狭かったが、其

頃外人は特別の事情あるもの外は市中に住むことをゆるされなかったから、自

然市内に外人の姿を見る事は少く、築地の居留地に入ると全く別世界であった。

（中略）勤行の鐘の音の澄渡るミッション町だからパン屋や乳屋の配達も讃美

歌を口誦む浄地であった。50」 
明治初年の居留地は、一般人にとって、外人が住んでる別世界であり、ハイ

カラな町であった。そこで行われたすべてのことをある程度で憧れていたかも

しれない。だから、生活の も基本的な、安心できる食の部分が自分の世界に

移行してくると、なんとなく受け入れられるようになったのである。 
 

3.2 都市内・近郊の牛乳の生産 

前述した前田留吉の庶民の搾乳業者の他に、明治６年ころには華族階級ある

いは士族出身の業者、あるいは経営者が出現した。これには種々の原因があっ

た。当時政府は、民部卿大久保利通の奨励によって殖産、ことに農事、牧畜の

振興を重視し、外国、主としてアメリカへ官吏を派遣して耕牧業を視察させ、

あるいは外国人の専門家を招いて農牧の改良を当らせた。従って牧畜業は舶来

の高級的な事業と見なされた結果、関東、東北、北海道において、一流の社会

人が牧畜業を営むことは一つの流行になった。一方、また明治初年には、維新

によって封建的思想が排除され、従来の士農工商の考え方は万人平等の考えに

よって置き換えられ、従って商売も決して軽蔑されるべきことではなくなった。

こうして堂々と商売ができる世の中に旧大名や士族も動いた。一方、また当時

の士族たちは、明治 4 年７月の廃藩置県51によって禄を失った結果、仕官の道

のないものや仕官を望まないものは自分の力で生活をしなければならなくな

ったので、彼らにとっても搾乳業は格好の商売であった。そして相当の資金を

もって牧場を経営するものにとっては、乳牛を買い、牧場を開くにはかなり広

い面積を必要としたが、当時廃藩置県の結果、東京市内の広大な旧大名屋敷跡

は、無用の長物としてその利用に困っていたので、牧場としては適当な用地で

あった。52 

                                                 
49 『都史紀要４ 築地居留地』339 頁。 
50 同上 345～346 頁。 
51 明治４年（1871）７月に行われた地方制度改革で、全国の藩が廃され府県が置かれ、中央

集権化が完成に達成された。同年末には北海道のほか３府７２県が置かれた。 
52 『日本畜産史 食肉・乳酪篇』365～366 頁。 



 21

こんな状況の中で、まず明治３年、前出の医師・松本良順が旧旗本の阪川當

晴と組んで東京・赤坂に和牛・洋牛各一頭の牛乳屋をやらせた。阪川當晴は良

順の親戚で、一度新政府に仕えたが、急に感じるところがあって野に下ってい

た。そのことが『松本順自伝・長与専斎自伝』にのっている。 
 
 親戚中、生活計なき者をして、別に牛乳店を開かしめ、米国の乳牛を贖わし

め、四方の需要に供せり。然るに、これを好まざる者多きが故に、多少の策

を画したるに、ようやくにして需要者多し（阪川當晴と云う。今なほいよい

よ繁昌を来たし、販売すること甚だ盛んなり）。のち陸軍に奉仕する時、他

に牛乳を得る所なければ、この人に命じたるより、今において陸軍用牛乳を

専売し、家すこぶる富めり。53 

図 4・「東京商工博覧絵」明治 18 年 5 月刊 阪川当晴経営の牛乳搾取所（東京麹町）『日本酪農史』よ

り転写。 

阪川牛乳店はその後、麹町の現在英国大使館のある付近に移った。うまく繁

盛したので、さらに和牛１３頭を購入して大いに事業をのばそうとしたところ、

初の１頭を含めた和牛１４頭を明治６年の伝染病のために全部失い、洋牛１

頭だけがようやく残った。これで洋牛の強さをまざまざと教えられ、つぎから

は洋牛だけを飼うようにしたという。のちに東京牛乳搾取組合の頭取を務め、

酪農の発展に寄与した業界の成功者である。 
 そして、明治５年から１０年にかけて、東京市内には当時の社会的一流人物

の経営する牧場や牛乳業者が続いて現れた。明治５年には男爵・松本臣善が神

田で牛乳搾取業をはじめた。６年には神田猿楽町に北辰社ができた。明治８、

９年には松方正義が芝三田で、山県有朋が麹町三番町で、由利公正が京橋木挽

町で、桑名藩主・松平定教が向柳原で、外務卿・副島種臣が霞が関で、それぞ

れ牛乳屋を経営していた。有名人の開業によって、牛乳業界は活気を呈し、そ

のことがまた牛乳の一般飲用の普及を大いに助長し、その結果、明治１０年こ

                                                 
53 『松本順自伝・長与専斎自伝』81 頁。 
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ろを境として牛乳飲用は東京市内では次第に増加するに至った。54 
 また、その中で北辰社は牛乳の搾取・販売ばかりでなく、のちにはフランス

から牛乳分離機を購入し、明治１８年から民間として日本 初のバター製造を

始めている。また当時日本に酪農の啓蒙書が一つもなかったのを嘆い、イギリ

ス人ウィリアム・ユーアットの著書を抄訳し、１９年に『酪農提要』として発

刊した。 
 明治５年から１０年までの間は、搾乳業の創業時代であったが、一方ではま

たこの時期は、日本の牧牛業界が当時世界的に流行していた牛疫の侵入を受け

て甚大な被害を受けた時でもあった。この牛疫は 1860 年（万延元年）ころに

ロシアに起こり、それよりヨーロッパを襲い、更にシベリアに伝播し、明治の

初めころにシベリア東端に達し、明治４年（1871）ことに満州、北朝鮮におい

て大流行し、中国にも及んでいた。当時日本政府は大陸における牛疫流行を知

ると共に、同年６月生獣、皮革の輸入を禁止して防疫に努めたが、人体に被害

のないのと、その後日本における牛疫伝播の兆候が見えないため、同１０月各

港における輸入禁止を解除した。ところが、このような処置のため遂に牛疫の

侵入を見るに至り、明治５年から６年にかけ各地において牛疫は猖獗を極め、

官有、私有の牛の斃死は夥しく、６年より大体終息した１０年までの間に、無

慮５万頭の牛を失い、その損害１００余万円に達したと言われている。 
 牛疫の流行は、日本の牧牛界に大きい脅威と損害を与えたが、一方乳牛に対

する関心を高めると同時に、和牛に罹病が多く、従って和牛は病気に対して弱

く、洋牛が強いことが認識され、その結果、従来和牛を搾乳の対象としていた

搾乳業は、次第に洋牛に切りかえを行い、それに伴って洋牛の輸入が多くなり、

洋牛による牛種の改良も盛んになってきた。一方また牛舎の清潔や管理上の注

意によって牛疫や牛病を避けることも次第に分ってきて、それに対する一般牧

牛家の関心も高まった。また明治６年と７年に、政府は人家稠密の地に牛豚の

類を飼育することを禁じて、牛疫の予防と市街地の衛生を保つことに努めた。
55 
 また、明治６年（1873）東京では日本初めての牛乳取締規則「牛乳搾取人心

得56」が公布され、同８年、当業者の願出によって東京牛乳搾取組合57が結成

されることによって、明治８、９年頃は漸次搾乳業者も増加し、搾乳量も１８

石余に達した。明治５、６年頃の１石２斗に比較すると非常な増加であること

が分かる。１１年に警視庁は牛乳取締規則を「牛乳搾取人取締規則」58に改正

し、牛舎の清潔や衛生が重視されるようになり、官民の間で着々と牛乳業界の

                                                 
54 『日本畜産史 食肉・乳酪篇』366～367 頁。 
55 『日本畜産史 食肉・乳酪篇』367～368 頁。 
56 付録参照。 
57 東京牛乳取り組合：明治８年（1875）創立当初の組合員は総数２０名で頭取、阪川当晴（麹

町区５番町）、副頭取、明石泰三（荏原郡下北沢）の外当時の有力業者前田留吉（顧問）、吉野

文蔵、辻村義久等１８名で構成されていた。 
58 付録参照。 
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事業体制が整備されつつあった。59 
それから、民間の搾乳業者、ことに小売業者の数が次第に増加した。『読売

新聞』によると、明治１７年東京府下の牛乳搾取人合計１１６名、受売人７７

名で60、同年の１月から１２月まで１年間に府下１５區６郡内の牛乳搾取營業

人においての搾取量は４２２８石８斗９升６合、収入金額は１０万７千８百１

６円６０銭61である。そして、明治１９年（1886）３月に「乳牛共進会」62が

開催され、４月に従来の「東京牛乳搾取組合」が「東京府下牛乳搾取販売営業

組合」に変わった。 
この時以来牛乳の価値が広く一般に認められるようになり、それに伴って牛

乳の販売量や乳牛の頭数も増加し、牛乳業者の数も多くなった。しかしそのこ

ろは牛乳業者の設備は不完全で、生乳を取り扱う営業としては衛生上不適なも

のが多かった。その結果、ようやく牛乳衛生上の取り締まりの必要が増大した

ので、明治１８年１１月、警視庁は「牛乳営業取締規則63」を制定し、翌１９

年２月より実施するに至り、それによって牛乳営業の免許、畜牛の増減の届出、

生乳及び乳製品の製造ならびに販売高の書類の提出、生乳の臨時検査、不良牛

乳の販売禁止、牛乳容器の指定、牛舎の清潔、畜牛の病気の届出などを規定し、

その罰則を定めた。64 
都市内・近郊における搾乳業の開始、即ち日本の牛乳飲用事業の発足時の特

色は、ハイカラまたは先覚者として尊敬された大官貴顕紳士や有名人士が市内

真中の繁華地域において出資者として、あるいは直接事業主となり、搾乳業を

開始したことである。そして、当時の上流社会情勢としては、牧畜、開墾、帰

農等が一種の大流行をきたし、まず東京を中心として、全国的に搾乳販売熱が、

前述したように、明治５、６年から１０年前後にかけていっせいに勃興したと

言える。そして、当時関東では栃木、千葉、茨城、群馬、東北では福島、宮城、

岩手、青森および北海道等において広大な山林原野の払い下げが行われるとい

                                                 
59 『日本酪農史』432 頁。 
60 『読売新聞』明治１７年９月２日、朝刊、３面。 
61 『同上』明治１８年３月１２日、朝刊、２面。 
62 『同上』明治１９年３月１１日、朝刊３面に、「乳牛共進会」のことは以下のとおりである。 
 乳牛共進会は開設の準備整ひ参考室牛舎等の建築は今日中に落成し褒章授与の式場は馬見

場を以て充てらるる由聞く所に拠れば同会の参考品は衛生局東京試験場より警察的牛乳検

査器械十二個試薬化学的牛乳検査器械二十組試験薬牛乳試験表五組農務局所轄農具製作所

より製乳器械及び牧畜に関する器械一切、駒場農学校より純粋ゼルミー種短角種牡牛数頭

及び器具、博物館より墺国製乳油製造器械、温知社より牛乳に関する和漢の古事来歴取調

書、其他の官衙及び有志者より牛乳に関する統計表、村上要信氏より淳州牧畜図画一組醍

醐天皇の朝に用ひたる蘇壺の模造等にて出品の乳牛は大略百十餘頭にして其価額は幾んど

四万圓ありと云ふ。 
 
63 付録参照。 
64 『日本畜産史 食肉・乳酪篇』370 頁。 
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う時代でもあったから、搾乳業が率先して地方大都市における乳業の普及発展

を促進し、日本飲用乳事業は次第に酪農発展に寄与するようになった。つまり、

日本酪農は大都市から漸次遠心的に地方中小都市および農村に普及進展した

とされるのである。65 
 
表 1・明治 29 年 12 月 31 日『東京風俗志』

記載商業戸数 

商品名    戸数    

米      2451  

雑穀     276 

塩      97 

味噌     138  

菓子     6882 

牛乳     202 

生魚類    1883 

鶏卵     272 

鰹節     335 

氷      298   
図 5・文部省史料館遠藤調査官蔵、明治 23 年牛乳

商番付、『日本酪農史』より転写。 
一方、牛乳搾取組合が改組されることや、牛乳共進会が開催されること等々、

牛乳業界はいよいよ軌道に乗って、活況を呈するに至った。当時の牛乳搾取業

一覧は図５の通りである。また、東京府においては前記東京府下牛乳搾取販売

営業組合の規則改正（明治２５年８月）を行い業界陣容の整備強化が行われた

のであるが、間もなく明治２７、８年（1894、95）の日清戦争の勃発となり、

戦後の好況にともなう牛乳需要の増進によって全国的にもますます繁栄を招

来したのである。東京府下においても牛乳営業戸数が表１のように、２０２戸

に及び、その販売乳量１日１００石という記録（１０年前の約１０倍程度）を

示すに至っている。66 
こうして業界の発展に伴って、明治３０年頃から業界内部の体質改善が着手

実行されることになったばかりでなく、牛乳衛生面においても明治３３年内務

省が改めに制定した「牛乳営業取締規則67」に基づいて従来の地方庁条例が改

正されるなど、業界は更に整備改善段階に入ってことになっている。この牛乳

営業取締規則は牛乳搾取所に対する衛生面の改良であるため、人家の密集した

所に牧場があるのは不潔であると認められ、搾乳業者が市外地移転を余儀なく

されるようになった。これもその後、遠隔地による酪農業が盛んになる原因の

                                                 
65 『日本酪農史』433～434 頁。 
66 『日本酪農史』435 頁。 
67 付録参照。 



 25

一つと考えられるだろう。 
 明治３８年７月における東京搾取販売営業組合の加入業者数は市内６２箇

所、郡部２５８箇所、合計３２０箇所で、当時の乳牛頭数９０００余頭、搾乳

量は一日２００石程度とされている。しかし、牛乳営業取締規則が出されてか

ら明治末期頃まで、搾乳業が市外地に移転されたため、地元における集乳、輸

送途中の牛乳腐敗事故が勃発し、牛乳の品質、移出先の衛生などが問題になっ

たのである。この問題が大正の末期になって汽車輸送の開始によって、解決さ

れるようになった。68 
 明治末期から第一次世界大戦の開始前の大正２、３年（1913、14）頃までに

おける一般経済界の危機的停滞による牛乳業界の不況によって、総体的に苦境

のどん底に追い込まれたのである。しかし、大正４年頃から同９年頃にいたる

戦時および戦後の一時的好況期間にあたっては、業界全体として他の畜産とと

もに著しい進展を示した。特に乳製品（主として練乳）の輸入が減り、輸出が

増すことによって、日本の練乳事業は今までがない発展振りを示した。そして、

これがひいては乳牛資源の拡大強化を招くと共に、一般景気の好転などによる

牛乳需要の増進におよび乳価の昂騰などと相まって、牛乳事業も本格的発展の

方向を辿ったのである。69 
 下の表２のように70、牛乳の生産価格は大正３年（1914）第一次世界大戦開

始の時 低線をたどりたが、間もなく急激な昂騰を来たした。また、大正９年

の経済パニックによる不況が転機となって同年を 高として漸次が下落した

のである。 
表 2・明治 40 年～大正 10 年牛乳生産高 

年次  牛乳生産数量 牛乳生産価額 牛乳（1 升当り） 

 石 円 銭 

明治 40 年～同 44 年（5 年平均） 234018 6648850 28.5 

大正 1 年～同 5 年（5 年平均） 287712 7527996 26.3 

大正 6 年 338664 9429091 28.1 

大正 7 年 336195 13896117 41.3 

大正 8 年 335115 17361261 51.8 

大正 9 年 352494 20112899 57.0 

大正 10 年 454626 23817909 52.4  
  
その後、昭和２年（1927）経済恐慌に直面した政府が、基本的な食糧政策と

                                                 
68 『日本酪農史』435～440 頁。 
69 『日本酪農史』441 頁。 
70 表２は同上 442 頁より。「第九次本邦畜産要覧」（昭和 5 年 3 月畜産局発行）および『中央

畜産会二十五年史』（昭和 15 年中央畜産会発行）参照、牛乳は搾乳業者生産にかかわるもので

飲用原料乳である。 
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して牛乳の増産をとなえ、８年には「牛乳営業取締規則71」を改正した。それ

によって牛乳処理の衛生的設備が要求される一方で、それまで市販牛乳として

販売が認められていなかった農家の牛乳を、品質さえ衛生上適切ならよろしい

ということになった。そのため酪農がどんどん郡部に広がるとともに、市内に

は衛生的なミルクプラントが生まれ、従来の個人企業や家内工業から次第に近

代的な牛乳工場へと変わっていくようになったのである。東京の市販牛乳にな

る生乳はその後の交通機関の発達や道路の改良・新設によって、関東地方はも

ちろん東北・東海・甲信越の農村はいうにおよばず、現在は遠く北海道から供

給されている。もう東京２３区内に牧場はまず見あたらない。 
要約すれば、明治から大正にかけて、日本の牛乳事業はやっとその生産基盤

を、従来の都市およびその近郊における原料産地以外の農村酪農にまで普及拡

大した。そして昭和に入ると、生乳の処理においても従来の関係業者以外に、

新たな生産者団体または資本企業が進出することによって、生産、処理、販売

の分業が次第に全国的に波及するに至った。 
 

3.3 牛乳の定着―文明開化の「香り」― 

明治４年から１０年ころまでの間は、搾乳や牛乳販売の創始時代であり、牛

乳の一般的な利用が緒についたばかりのときであり、世間ではまだ牛乳を薬用

視する概念が強く残っていたので、牛乳を日常的な栄養飲料として普及させる

ためには困難が伴っていた。そこで新聞や書物、あるいは牛乳屋の広告、こと

にまた見識の高い医師によって牛乳の栄養的価値を宣伝することが必要にな

ってきた。 
前に述べた医師松本良順は、明治の初めころはまだ、牛乳は病人にさえ飲ま

れなかったくらい嫌われていたので、みんなが牛乳を飲むようになる、何かよ

い方策はないかと考えた。彼は当時名優であった紀伊国屋・澤村田之助を吉原

の某楼につれていき、大勢の美妓をよびあつめたなかで牛乳を飲ませることで

あった。そこで田之助に一声「牛乳はおいしいものですね」と言わせた。これ

が、同席していた美妓たちの口からあちこちに伝わって、あの田之助がおいし

いと言ったから一度飲んでみよう、という気になった人が多く現れたという。 
一方、牛乳の飲用の宣伝は早くからも始まっている。それは単に商売上から

のみでなく、栄養上の必要から、牛乳の必要性を説いている。明治４年５月発

行の『新聞雑誌』第１号は、下のように日本人に肉食と牛乳飲用の効果を宣伝

する記事を載せている。 
 

 外國人ノ説
セツ

ニ 日本人ハ性質総
ウマレツキスベ

テ智巧
キ ヤ ウ

ナレトモ根氣
コ ン キ

甚乏
トボ

シ是肉食
ニクシヨク

セザル

                                                 
71 付録参照。 
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ニ因
ヨ

レリ、然
リ

レトモ老成
トシノリ

ノ者今俄
ニハカ

ニ肉食
ニクシヨク

シタレバトテ急
キウ

ニ其驗
シルシ

アルニモ

非ズ、小兒
コ ト モ

ノ内ヨリ牛乳等
ウシノチチナド

ヲ以テ養
ヤシナ

ヒ立テナハ自然
シセント

根気ヲ増
マ

シ身体
カ ラ ダ

モ 随
シタカツ

テ強健
スコヤカ

ナルベシ72 

 
 また同年１１月発行の同誌第１９号の「報告」には「乳母イラズ」、幼児の

ための哺乳器が紹介され、それによって乳母の費用や乳母の病気、性質に気を

遣う必要のないことが広告されている。それには生後３ヶ月で幼児を乳母から

離すなどの育児法が説かれている。 
 

 
 
 
 
 
 

図 6・明治 4 年『乳母イラ

ズ図』 

報告 
上等器一両二分ヨリ中等器三分二朱ヨリ下等器二分ヨ

リ 乳ハ米國名産ノ 牛ヨリ取ルモノヲ 上トス 病

牛乳并ニ他物ヲ雜ルモノヲ禁ズベシ73 
 
 
 

 世間乳汁ニ乏シキ婦人ハ此乳母イラズヲ以テ牛乳ヲ小兒ニ與ユルトキハ、人

乳同様ニ飲得テ乳母ヲ抱ヘ多分ノ給料ヲ出シ又ハ其ノ人ノ病疾或ハ性質ノ

賢愚ヲ撰ブノ勞費ヲ省クノミナラズ成長ノ後モ自然無病ニテ強壯ナリ、西洋

ニテハ生子三ヶ月ヲ過レハ譬ヘ實親ノ乳アルモ之ヲ休メテ牛乳ヲ與ヘリ、世

人試シテ其効驗ヲ知ルベシ74 

  
 要点は乳汁に乏しい婦人は、この乳母いらずで牛乳を小児に与えると、人乳

と同じく飲むことができる。また、乳母を雇う場合、給料を出さなければなら

ないし、その人の病気があるかどうか、あるいは賢愚かどうかを考えることで

苦労する。西洋では赤ちゃんが三ヶ月を過ぎれば、たとえ実親の乳があっても、

この「乳母イラズ」で子どもに牛乳を与えていると。 

続いて、明治５年５月の『新聞雑誌』第４５号付録にも、乳児の生育に関し

て次のように牛乳の飲用方法が説明されている。  
  
 牛乳ヲ以て兒ヲ育ル法 

                                                 
72 『幕末明治新聞全集 第六巻上』14～15 頁。 
73 『日本畜産史 食肉・乳酪篇』345 頁より引用及び図 6 の転写。 
74 『日本畜産史 食肉・乳酪篇』345 頁より。 
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何ハアレトモ親ノ子ヲ愛スル程世ノ中ニ厚ク且重キハナシ、然ルニ世上ニハ

兒生レテ不幸ニシテ産母ノ乳汁少キモノアリ、或ハマタ懐妊中夫婦ノ間ニ風

波生テ離縁ヲナシ其子生ルヽヤ否直ニ生母ヨリ男親ヘ引渡シ其日ヨリ乳ニ

困ル者アリ、是カ為メ俄ニ乳母ヲ雇ヒ又ハ不レ得レ止シテ所レ謂スリ粉ナルモ

ノヲ以テ養育スルアリ、然レトモ元来乳母ヲ雇ヒニモ我児ノ生レシ月日ト乳

母ノ生ミシ児ノ歳月ト相違シテハ却テ毒トナレリ[割注]譬ハ乳母ノ生産一二年モ

経シモノヽ乳ヲ昨今出生セシ児ニ呑セハ固マリテ消化シ難ク、又児ヲ生テ未タ日ヲ経サル

乳母ノ乳汁ヲ一、二歳ニモナルシ児ニ與ユレハ瀉下ノ患ヘアリ且養分少ナシ、俗ニ是ヲ乳

ノ合ヌト言ヘトモ實ハ歳月ノ合ヌナリ スリ粉ガ養分寡ク生児ニ悪キコト言ヲマ

タス、終ニ其児往々軟弱ニシテ知識乏シク世ノ用ニ立サルニ至ル豈ニ可レ悲

可レ憂ノ極ニシテ親タル者ノ本意ナラムヤ、方今世ノ様大ニ開化シ西洋牛乳

ヲ以テ子ヲ育ルノ法行ハレリ、サレ共未タ世上一般ニ之ヲ了知スルニ至ラス、

既ニ予モ頃日此憂ニ遇ヒ大ニ苦心シ、漸ク其詳説ヲ聞コトヲ得雀躍ニ勝ヘス、

依テ書シテ世ニ布キ以テ同憂ノ者ニ示サムトス、古云フ同病相憐トハ正ニ此

ノ謂ナラム乎 

 一 子生レテ三十日頃ヨリ生母ノ乳ヲ絶テ牛乳ノミヲ用ヒテヨシ 

一 生母壮健ナル時ハ通例九ヶ月間モ母ノ乳ヲ與フヘシ、尤モ出産ヨリ三十

日ヲ経ハ少々宛牛乳ヲ與ヘ次第ニ増加シ、終九ヶ月ニシテ全ク母ノ乳ヲ

絶ツベシ、但シ生母ト生児ノ性質ニヨリ限ノ前後アリ、一時ニ母乳ヲ牛

乳ニ替ズ次第ニ替ルヲ宜シトス 

一 牛乳ハ犢ノ産セシ年月ト我児ノ生レシ月日必ラス合ズトモヨシ 

 一 牛乳ハ朝夕両度搾タテノ物ヲ取寄セ用ユベシ 

 一 朝夕牛乳ヲ我宅ニ取寄セ、直ニ之ヲ小サナル土鍋ニテ烈シカラス弱カラ

ザル火ニ掛ケ煮ルベシ、其法ハ冷キ時ヨリ煮立マテ終始一人其側ニ就テ

カキ廻スナリ否ラザレハ乳固マリテ悪シ、一應煮立ナハ火ヨリ下ロシ又

サメテ冷ル迄カキ廻スコト上ニ同シ75 

   

要するに、従前は子どもが生まれて、母の乳汁が少ない場合、また何かの原

因で生母は子供の側にいない時、乳母を雇うかスリ粉（米をすりばちですり砕

いて粉にしたもの。湯で溶いて、乳児に母乳の代わりとして与えた。）を与え

ているが、乳母は自分の子を産んで一、二年経てば、その乳が固まりやすく、

養分が少なくなるため、生まれたばかりの乳児にその乳を与えてもよくないし、

スリ粉は養分が少ないため子供の体が弱くなり、立派な成人にならないという

問題が多い。これに比べて、西洋では牛乳をもって子を育てる方法が行われて

いるが、日本にはこれが知られていないので、牛乳で子を養育方法を下に書く。 
 子は生まれて３０日頃から生母の乳を絶って牛乳を用いることができる。 

生母壮健の時は出産後３０日を経てから少々ずつ牛乳を与えて、次第に増加

                                                 
75 『幕末明治新聞全集 第六巻下』331～334 頁。 
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させ、９ヶ月になったら母の乳を絶つのがよい。 

 牛乳は子牛の産した年月と乳児の生まれた年月合わなくてもよい。 

牛乳は朝夕二度、搾りたての物を取り寄せて用いる。 

牛乳を鍋に入れ、かき回しながら火で加熱殺菌して用いる。 

 

一方、病人用としては、熱海の森寛が湯治客に牛乳を売出したことがある。

そして、後には箱根仙石原牧場から取寄せて、この地の需要をみたしたという

ことが明治１５年３月９日の『東京日日』に載せられている。 
 
箱根仙石原の牧場にて飼ふ洋牛は純良の質なるは世に知られしものなり爰

に熱海は貴紳等の浴客日に月に多きに滋養の牛乳に乏しければ同地の保養

軒にて仙石原の牛乳を取寄五夕（勺ヵ）以上は朝夕賣捌くことヽなれり浴客

の便知るべく攝生の道至れりと云ふべし76 
 
このように、明治初年、牛乳の宣伝はまず新聞や書物から、赤ん坊の養育や

病人の養生の論点で行われた。そして、前節に述べた、多くの貴紳や武家が牛

乳屋を経営することによって、牛乳の定着に大きい役割を果たした。また、当

時は官員だけではなく、大勢の文学家もハイカラの知識人たちであった。彼ら

はさまざまな作品によって、自分が文明開化に対する感想を文字で丁寧に一般

人に伝えた。多分一般人にとって、文学家たちが貴紳より遥かに近くいるので、

むしろ前者の言葉あるいは文章がわりと説得力があると感じる。だから、文学

作品に牛乳に関する内容が多ければ、当時牛乳がどのように定着しているかの

が大体推定できると考えられる。 
 まず、文学家の中で、伊藤左千夫というアララギ派77の有名な歌人であるが、

生涯の業は牛乳屋であり、みずからを牛飼いとよんで自負していた。彼は元治

元年（1864）千葉山武郡の生まれ。一度明治法律学校（現・明治大学）に入っ

たが、目をわずらって退学。しかし明治１８年（1865）ふたたび上京して本郷

や市ヶ谷・九段などの牛乳店で働き、２２年に東京・本所の堅川町に自分の店

をもった。毎日１８時間も労働して同業者中第一の働きものと言われた。 

和歌は中年から同郷の歌人・伊藤並根と交わりをしたが、ほとんど独学。の

ちに雑誌『日本』によせた歌論を通じて正岡子規に師事するようになり、３３

年にはじめて東京・根岸の子規宅をたずね、間もなくつぎの歌を作った。その

うちの「牛飼ひの歌」は大きな碑になって、立川町とはやや離れた江東区亀戸

３丁目の普門院にある。 

                                                 
76 『東京日日新聞』明治１５年３月９日。 
77 アララギは短歌雑誌。正岡子規没後、その門人たが根岸短歌会の機関誌として刊行した「馬

酔木」「アカネ」の後をうけて、明治４１年（1980）蕨真の手により創刊。翌年から伊藤左千

夫を中心に編集、斎藤茂吉・古泉千樫らが参加。大正３年（1914）から島木赤彦が中心となり、

赤彦没後は茂吉・土屋文明らが編集。1997 年週刊。大正・昭和を通じて歌壇の主流をなす。 
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堅川に牛飼ふ家や楓萌え木蓮花咲き児牛あそべり 

 牛飼
うしかひ

ひが歌よむ時に世の中の新
あたら

しい歌大いにおこる78 

 
 後者の歌は伊藤左千夫が３６歳のときに、子規門下となった時の作品で、こ

の歌は子規も大そう褒めたらしく、「茶博士をいやしき人と牛飼いをとふとき

業と知る時花咲く」と返歌をしている。伊藤左千夫は牛を飼う自分でも歌を詠

む時代が来て、新しい時代にふさわしい歌をこれから作っていくと言っている。 

そして、彼は明治３８年に、牛乳店の労働で忙しいことを「牛飼」の長歌に

詠んだ。 

 

乳買
ちちうり

の、吾
われ

はすべなみ、朝乳
あさちち

を、二時に搾り、夕乳
ゆふちち

を、一時に搾り、牝牛
め う し

ら

を、つねいつくしみ、とりかくる、金櫛毛櫛
かなぐしけぐし

、吾衣
わがころも

、毛臭
け く さ

くあらめ、貧し

き左千夫
  

79 

 

前述のように、牛乳を愛し、そしてそれを業とする伊藤左千夫がいる一方、

東京の牛乳の衛生に対する不信感を持つ文学者もいた。それは東大医科出身の

森鴎外（1862－1922）である。森鴎外は牛乳が腐りやすく、当時の殺菌法も確

立していなかったので、牛乳の衛生的品質が悪いものが多いと考え、明治２５

年、東京の市販牛乳の衛生状態に関して『東京市中ニ販売セル牛乳中ノ牛糞ニ

就イテ』という論文を東京医学会雑誌に発表した。牛の乳房が糞で汚れ、糞中

の細菌が牛乳中に検出されるという内容で、麹町や京橋で販売されている牛乳

を試験して、『東京の牛乳は他の地のものより牛糞の割合は少ないが、これが

完全に除かれることを望む』と言っている。80  
 田山花袋（1871－1930）の『東京の三十年』によれば、明治２９年の東京・

渋谷というと、ナラ林と水車のかかった小川のある美しい武蔵野の丘だったが、

そこに当時２６歳の国木田独歩が住んで、失恋の傷をいやしていた。すぐ近く

に乳牛を飼っている牧舎があって、田山が訪ねていって、牛乳をご馳走された

のである。 

 

国木田君は縁側からに出て『おーい』と声をあげて、隣の牛乳屋を呼ぶ。そ

                                                 
78 『牛乳と日本人』179～180 頁。 
79 『文人暴食』66 頁。 
80 ホームページ『ミルクの館』「牛乳の殺菌方法【基礎知識・Ⅱ】殺菌方法の移り代わり」。 
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して絞り立ての牛乳を一二合取り寄せて、茶碗にあけて、それにコオヒイを

入れて御馳走をした。81 

  
表 3・明治 29 年 12 月 31 日『東京風俗志』記載農業及び漁業の戸数

職業名         戸数 

農業         専業 188  兼業 383  合計 571 

茶製造        39 

牛乳搾取並に請売   搾取並に販売業 179  請負業 32 

漁業         4203 

乾海苔採取製造    1436  

 
明治２９年の東

京は、表３のよう

に牛乳屋１７９戸

もあり、飲んでる

人も結構いるが、

牛乳の独特なにお

いがあるのが原因 
で、牛乳にコーヒーを混ぜて飲むことがよく行われていた。もう一つの例は寺

田寅彦の「珈琲哲学序説」にある。 

 

八九歳の頃醫者の命令で始めて牛乳といふものを飲まされた。當時未だ牛乳

は少なくとも大衆一般の嗜好品でもなく、常用榮養品でもなく、主として病

弱な人間の薬用品であつたやうに見える。さうして、牛乳や所謂ソップがど

うにも臭くつて飲めず、飲めば屹度嘔吐したり下痢したりするといふ古風な

趣味の人の多かつた頃であつた。（中略）始めて飲んだ牛乳は矢張り飲みに

くい「おくすり」であつたらしい。それを飲み易くするために醫者は此れに

少量の珈琲を配劑することを忘れなかつた。粉にした珈琲を晒木綿の小嚢に

ほんの一と抓みちよつぴり入れたのを熱い牛乳の中に浸して、漢方の風邪薬

のやうに振出し絞り出すのである。とにかく此の生れて始めて味わつたコー

ヒーの香味はすつかり田舎育ちの少年の私を心醉させてしまつた。（中略）

其後間もなく郷里の田舎へ移り住んでからも毎日一合の牛乳は缺かさず飲

んで居たが、東京で味はつたやうなコーヒーの香味はもう味はゝれなかつた

らしい。珈琲糖と稱して角砂糖の内に一抓みの粉末を邦入したものが一般に

愛用された時代であつたが往々それはもう藥臭く黴臭い異様の物質に變質

してしまつて居た。82 
  
寺田寅彦（1878－1935）が８、９歳の時は明治２０年、少年時代は明治２５、

６年頃である。彼は田舎へ移り住んでからも毎日一合の牛乳を飲んでるわけだ

から、当時都心から離れているところにも牛乳が販売されていることが分かる。

また、明治２０年になっても、牛乳のにおいを「くすり」と思う人がいて、彼

らは牛乳にコーヒーを入れて飲む。牛乳を主として、コーヒーを加えたものは

まさに今の乳飲料のようなものと言える。 
明治３０年頃になると、東京の牛乳屋の隣に大抵牧場があった。経営してい

                                                 
81 『東京の三十年』119 頁。 
82 『銀座アルプス』「珈琲哲学序説」313～314 頁。 
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る人が牛乳を搾り、その場で処理し、容器につめてから配達したのである。画

家の川上澄生が、明治３５年頃の東京を『明治少年懐古』に書いている。 

 

図 7・『明治少年懐古』に川上澄生が描いた乳屋。 

私は尋常（小学）二年の春に

青山の長者丸に引越したので

あつたが、私の家の右隣は麦

畑であり、左隣は牛乳屋であ

り、裏は水田をへだてて青山

墓地であつた。牛乳屋には牛

舎があつて乳牛が何頭も居

た。牛舎に續いて牛達の運動

場があつた。（中略）私は弟と

一緒に牛乳屋へ牛を見に行つ

た。牛乳配達は家へ帰ると押

切りで藁をざくざくと切つて居た。それから大きな飼料桶に鋸屑のやうな感

じのするふすまを入れ水を入れてかき廻はし、牛の鼻先に置いて歩るく。83 
 
つまり、前節のように、東京の真ん中で牛が飼えていて、都市内牛乳の生産

の繁昌を見せた。しかし明治３３年、「牛乳営業取締規則」が出され、牧場は

だんだん市外へ移転し、市内では処理・配達だけという分業が進んでいった。 
こんな時、ココア紅茶入りだが、いつも牛乳を愛飲していた正岡子規は、長い

病臥生活の中でも、新聞で牛乳営業取締規則を読んだら、どうやら不満を持っ

ていたようで、『病床六尺』の中にこう書いている。 

 

警視庁は衛生の為といふ理由を以て、東京の牛乳屋に牛舎の改築又は移転を

命じたさうな。そんなことをして牛乳屋をいぢめるよりも、寧ろ牛乳屋を保

護してやつて、東京の市民に今より２、３倍の牛乳飲用者が出来るやうにし

てやつたら、大いに衛生の為ではあるまいか。84 
 

そして、芥川龍之介の実父・新原敏三が東京市京橋区入船町で耕牧舎という

牛乳店を経営しながら、牧場は内藤新宿85にあったのも、この時期の事だろう。

芥川（明治２５年～昭和２年）自身も子供の頃、そこの牛舎のそばに住んでい

た。そして「大導寺信輔の半生」によれば、 
 

信輔は全然母の乳を吸ったことのない少年だった。元来体の弱かった母は一

                                                 
83 『明治少年懐古』110 頁。 
84 『病床六尺』75～76 頁。 
85 今の新宿２丁目あたり。 
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粒種の彼を産んだ後さえ、一滴の乳も与えなかった。のみならず乳母を養う

ことも貧しい彼の家の生計には出来ない相談の一つだった。彼はその為に生 

まれ落ちた時から牛乳を飲んで育って来た。86 
 
彼は瓶詰め牛乳だけで育った人工栄養児であったし、「点鬼簿」にもこう書

いている。 
 
僕の父は牛乳屋であり、小さい成功者の一人らしかった。僕に、当時珍しか

った果物や飲料を教へたのは、悉く僕の父である。バナナ・アイスクリーム・

パイナアツプル・ラム酒、――まどその外にもあったかもしれない。僕は当

時新宿にあった牧場の外の槲の葉かげにラム酒を飲んだことを覚えてゐる。
87 
村井弦斎（1864～1927）は２２歳のときアメリカに渡り、向こうの生活ぶり

をつぶさに観察してから帰国。明治３６年（1903）１月２日から和食、洋食、

中華料理をテーマにした家庭小説『食道楽』を『報知新聞』に連載を始めた。

その連載をまとめた著作も『食道楽』88といい、２年足らず３８版を数えるベ

ストセラーとなる。料理の解説は分かりやすい文体の中で、異文化を積極的に

取り入れようとしている。その「秋の巻」には、老人でも食べやすい牛乳料理

を紹介している。 

 

老年になって両親が病気で営養の衰ろえた時分、医者から滋養分を食べさせ

ろといわれてもどういう風に料理していいかと知らなかったら親孝行の心

を実行する事が出来ますまい。牛乳を沢山飲ませなければならんという場合

に昔し風の老人は牛乳なんぞ見るのもイヤだという人があります。そういう

ときには先刻お話し申した手軽なプデン89だとか淡雪だとか、ブラマンジ90

だとかいうお料理にして差し上げると病人が悦んで牛乳料理を食べるよう

になります。91 

 

また、付録の「病人の食物調理法」にもこう書いている。 

 

                                                 
86 『大導寺信輔の半生』「大導寺信輔の半生」6 頁。 
87 『大導寺信輔の半生』「点鬼簿」108～109 頁。 
88 この本には主題の料理指南のほかに、日本の家庭生活を改善し、婦人の地位を向上させ幸

福のなるようにしなければという意気ごみが随所にあらわれている。「夫婦は共通の仕事がな

いと家庭が不幸になります。夫婦和合の妙薬は協同して家庭料理を研究することです」といっ

た具合である。当時の中の上くらいの家庭なら適齢期の令嬢たちはたいていもっていたという。

昭和の時代になってさえ復刻版が出版されたほどである。 
89 プリンのこと。 
90 ブラン・マンジュ。すりつぶしたアーモンドで香りをつけた牛乳に、砂糖・ゼラチン・生

クリームなどを加え、型に流し込んで冷し固めた菓子。 
91 『食道楽（下）』140 頁。 
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我邦の有様は医師ですらまだ食物療法に注意する人が寡い位ですから素人

の家では病人があると何でもお粥か重湯を食べさせて滋養物には玉子と牛

乳をそのまま与えるばかりのように思っています。玉子や牛乳は病人に悪い

訳でありませんけれども毎日料理法を変えて行かなければ病人が飽きてし

まいます。一月も二月もお粥や牛乳ばかり飲まされたは食慾が減じて身体に

力が付きません。病人は普通の人よりも食慾が寡いからそれに与える食物は

普通の人に与えるよりも一層美味しく料理しなければなりません。92 

 

この『食道楽』には、日本人がまだ牛乳の味に抵抗があることを否定しない

が、多くの節に牛乳の滋養を強調し、牛乳料理を「おいしく」するために、い

ろいろな調理法で行なわれた。西洋料理や洋菓子に元々牛乳を入れる場合が多

いが、このベストセラーの『食道楽』を通じて、生の牛乳を飲むことしか分か

らなかった人々は新たな牛乳の食用法を知り始めた。 

かつて東京の本郷森川町（東大正門前）には「天神山ミルクホール」という

のがあった。そこへは、歌人の若山牧水夫妻が大正６年以降一時住んでいた巣

鴨・天神山から、岩瀬牧場の新鮮な牛乳が送られてきていた（金井圓氏談）。 
ミルクホールは文字どおり牛乳を飲ませるところだが、パンなどの軽食もあ

り、エプロン姿の女給がサービスしてくれた。明治３０年、東京・神田にでき

たのを 初として学生街に多く、お客は学生や若い勤め人・商店員であった。

入口のガラス戸やノレンに「ミルクホール」と文字を右から横書きした店内に

入ると、テーブルが２、３で、それぞれに椅子が２、３脚ずつあった。そして

新聞のとじたのが桟にかけてあった。特筆すべきは官報が必ずおいてあること

で、たいてい「官報縦覧所」とか「官報あります」という看板があった。官報

には官立高等学校や国立大学の入学試験の告示とか、その合格者の氏名が発表 

図 8・『日本』明治 34 年 1 月 5 日号、ミルクホールの店内、『図説明治事物起源事典』より転写。 

                                                 
92 『食道楽（下）』513 頁。 
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されるので、進学志望の学生たちはそこへみにいく必要があったわけである。

また店によっては地方新聞も備え付けてあり、上京していた学生や若者たちが

郷里のニュースを知るのに便利であった。その頃、まだ飲み慣れなかった牛乳

の乳臭さを消すためにコーヒーが加えられ、その飲みやすさと栄養価の高さか

ら、次第に商人や人力車の車夫と言った一般大衆にコーヒーメニューが受け入

れられていきました。気軽に立寄れるミルクホールは、庶民とコーヒーを強く

結び付ける格好の場所だったのです。93 

 牛乳に関する文学作品や世相を通じて、牛乳が定着してきたことがよく分か

ったが、実際に牛乳の小売価額を米や醤油の価額と比べると、牛乳が定着して

きたことは一層明らかになる。下の表は94明治１２年～昭和１３年の小売価額

及び物価指数である。 

表 4・明治 12 年～昭和 13 年『日本史総覧Ⅵ』より小売価額及び物価指数、ただ

し、この表は小売価額の単位を統一した。 

年次 白米 牛乳 しょうゆ 物価指数 

 1 升=1.425kg 1 升=1.8L 1 升=1.8L 明治 1年を 

 （銭） （銭） （銭） 100 とする 

明治 12 年（1879） 8.87 40 12 145 

明治 13 年（1880） 11.33 40 13 152 

明治 14 年（1881） 11.45 45 15 156 

明治 15 年（1882） 9.5 40 15 146 

明治 16 年（1883） 7.06 35 14 136 

明治 17 年（1884） 8.04 35 13 127 

明治 18 年（1885） 10.02 25 11 132 

明治 19 年（1886） 8.19 25 10 134 

明治 20 年（1887） 7.38 25 10 142 

明治 21 年（1888） 7.28 25 11 145 

明治 22 年（1889） 8.24 25 11 149 

明治 23 年（1890） 12.74 25 10 156 

明治 24 年（1891） 10.39 25 11 150 

明治 25 年（1892） 10.89 30 10 159 

明治 26 年（1893） 11.22 30 9 168 

明治 27 年（1894） 11.47 30 ― 175 

明治 28 年（1895） 11.58 35 15 177 

明治 29 年（1896） 12.42 40 18 194 

明治 30 年（1897） 15.49 40 20 216 

明治 31 年（1898） 18.73 45 22 227 

                                                 
93 『牛乳と日本人』184 頁。 
94 『日本史総覧Ⅵ 近代・現代』560～575 頁。 
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明治 32 年（1899） 12.58 45 24 233 

明治 33 年（1900） 15.69 45 28 242 

明治 34 年（1901） 16.08 40 27 231 

明治 35 年（1902） 16.49 40 26 223 

明治 36 年（1903） 18.84 40 27 239 

明治 37 年（1904） 17.74 40 27 247 

明治 38 年（1905） 17.17 40 32 284 

明治 39 年（1906） 19.8 40 28 273 

明治 40 年（1907） 21.6 40 30 291 

明治 41 年（1908） 20.02 40 31 273 

明治 42 年（1909） 16.96 39.7 28 272 

明治 43 年（1910） 16.49 38.5 30 283 

明治 44 年（1911） 21.78 38 29 285 

大正 1 年（1912） 25.51 38 32 310 

大正 2 年（1913） 27.48 36.3 30 322 

大正 3 年（1914） 20.88 35.4 30 305 

大正 4 年（1915） 16.35 34 31 345 

大正 5 年（1916） 17.19 34 32 538 

大正 6 年（1917） 24.57 39.8 35 678 

大正 7 年（1918） 38.49 50.8 44 982 

大正 8 年（1919） 55.06 65.8 69 1114 

大正 9 年（1920） 55.88 96.7 84 888 

大正 10 年（1921） 39.93 100 75 708 

大正 11 年（1922） 45.45 100 72 625 

大正 12 年（1923） 41 80 86 636 

大正 13 年（1924） 44 80 82 627 

大正 14 年（1925） 48 80 81 625 

昭和 1 年（1926） 45 100 74 552 

昭和 2 年（1927） 42 100 72 528 

昭和 3 年（1928） 35.26 90 67 522 

昭和 4 年（1929） 36.1 90 61 ― 

昭和 5 年（1930） 33.98 90 57 ― 

昭和 6 年（1931） 23.1 80 48 ― 

昭和 7 年（1932） 25.8 70 50 ― 

昭和 8 年（1933） 26.4 80 50 ― 

昭和 9 年（1934） 31.5 70 47 ― 

昭和 10 年（1935） 35.7 80 47 ― 

昭和 11 年（1936） 37.2 80 50 ― 
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昭和 12 年（1937） 39.75 80 57 ― 

昭和 13 年（1938） 43.05 80 62 ―  
表４のように、明治１２年頃、牛乳一升の価額は４０銭、およそ米一升の４

倍、しょうゆ一升の３倍である。つまり当時の牛乳は高価なもので、飲める人

が限られていることがよく分かる。その１０年後の明治２２年に、物価指数１

４９は１０年前の１４５とあまり変わらなく、米やしょうゆの値段も明治１２

年ころと同じくらいで、牛乳だけの値段が２５銭になり、だいぶ下がった傾向

がある。明治４０年頃、物価が明治１２年の倍まで上がったが、牛乳一升の価

額は４０銭で、明治１２年と同じである。大正５年、物価指数は５３８まで上

がったが、牛乳一升の価額は３４銭で、米一升の２倍、しょうゆ一升の値段と

あまり変わらい。牛乳としょうゆと同じくらいの値段であることは、牛乳はも

う富裕な人しか飲めないものではなくなるということになる。そして、大正８

年、米価暴騰のため、米一升は５５銭になり、明治１２年の７倍ちかくなった

が、牛乳一升は６５銭で、明治１２年の１．５倍になっただけである。昭和に

なると、物価が段々落ち着いてきた傾向があり、激しい変化が見当たらない。

昭和３年、牛乳一升は９０銭で、米一升の２倍ちょっとで、しょうゆの１．３

倍くらいである。そして、十年後の昭和１３年頃、牛乳一升は８０銭で、米一

升の２倍未満で、同じくしょうゆの１．３倍くらいである。つまり、明治１２

年から昭和１３年まで、６０年間の変化を見てみると、米やしょうゆの価額と

比べると牛乳の値段がだんだん下がったことによって、牛乳は豊な人しか飲め

ない贅沢品から、普通の家でも飲める庶民的な飲み物になったと言えよう。値

段の角度からみると、牛乳が徐々に定着していったことが知られる。 

 
図 9・明治 10 年頃の牛乳小売情況、『日本酪

農史』より転写。 

後に、明治から昭和までの牛乳容器と

配達の情況を補充しておこう。明治の初年

から１０年ころまでの牛乳販売は、牛乳を

輸送缶という大きな缶に入れ、それにジョ

ウゴと長柄の杓子をかけて一軒一軒家庭を

訪問し、お客に容器を出してもらって杓子

で計り売りをしていた。そして競争の激し

くなった時代には、１合の牛乳を配達する

のに７、８里ぐらいでも文句なしに配達し

ていたということである。１１年頃からは

お酒の燗をするのに使うようなブリキ製の

缶（大体１８０ミリリットル（ml）入り）

に牛乳をいれて、口を紙で包んだりしたも

のを配達した。のちに、口が細くなって 

木やコルクの栓・ブリキの共蓋をするようになった。 
その後、瀬戸物の瓶が現れたりしたが、２２年に東京、牛込の津田牛乳店が
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ガラス瓶を口に紙をまいて、配達したのが初めてであった。２５、２６年頃、 
北辰社が口金式に紙で蓋をして売り、ついでネジ口や機械口となった。牛乳瓶 
も丸い物、四角、六角、八角などがあり、瓶も無色透明になったのは明治３３ 

 

年の内務省令以後で、それ以前は青色、黄褐色が も

多く、それも濃淡さまざまであった。３８年頃には大

体がガラス瓶入りになった。首のところが長く（細口）、

栓は瀬戸物で針金のバネでおさえてあったり、金属の

ねじ蓋が使われた95。また、衛生方面でも、欧米になら

って従来の生乳販売が愛光舎のアメリカ式滅菌牛乳

（明治３２年）、阪川の消毒牛乳（明治３３年、多分ド

イツ式）、田村貞馬の蒸気殺菌牛乳（アメリカ式）の処

理販売に移行したことによって、一般の生乳販売が蒸

気消毒販売に変わった96。 

図 10・1 合入り牛乳瓶（陶器

口金式）、『森永乳業５０年

史』より転写。 

  

図 11・『風俗画報』明治 27 年

1 月 10 日号、牛乳配達人。配

達人は半纒姿で、襟に「牛乳」

の字が染められている。『図説

明治事物起源事典』より転写。 

図 12・『当世風俗五十番歌

合』明治 40 年、牛乳配達

人、『図説明治事物起源事

典』より転写。 

図 13・『風俗画報』明治 36 年 10 月 25 日号、

販売店などに大量に牛乳を持っていく場合

は運搬車が使われていた。『図説明治事物起

源事典』より転写。 

 
大正５年に自動製瓶機ができてからは王冠栓が広まり、大正１１、１２年こ

ろ東京市内はほとんどが王冠ものになった。その牛乳を箱車につんで朝早く配

達している様子をよんだ川田順の歌がある（大正６年）。 
 
 からからと牛乳屋の車すぎゆきぬ 間もなく百舌が鳴きはじめたり 

                                                 
95 『畜産発達史 本篇』197 頁。 
96 『日本酪農史』435 頁。 
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昭和３年には東京市内から無色透明の広口瓶、紙栓の使用がはじまり、それ

が全国的になって長くつづいている。太平洋戦争後の３８年には外国製（テト

ラパック社）の正三角錐の形をした紙容器があらわれて画期的であったが、材

質も形も初体験、中身がみえないので違和感があった。のちに長方形のものが

できてからは、軽くて、スーパーなどで買って持ち帰るにも便利なので、急速

に広まった。現在は紙容器のほうが瓶よりもはるかに多くなっている。97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
97 『牛乳と日本人』129～130 頁 


