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摘要 

 

  經過約 260 年，從鎖國狀態解放的日本，迎接了新的時代”明治時代”。擺

脫長期下來的封建社會之後，為了要成為一個近代文明國家，積極地引進西洋文

化，強化日本明治政府與國外的聯繫，參考歐美制度的體系來運用到日本的國家

及社會改革。 

  受到西洋文化的影響不只日本政府，也影響到日本國民的生活。在此日本飲

食生活中，雖然過去食用了各種肉類，但是自從明治時代開始食用牛肉的盛行，

慢慢被認知為文明開化的象徵。依據此事，筆者欲在本稿中針對牛肉是如何融入

日本的飲食生活，於此採用假名垣魯文『安愚楽鍋』為例探討日本飲食文化中接

納之樣態。此書是針對一般民眾以牛肉鍋店做為舞台去宣傳有關牛肉的美味及功

能的一本肉食獎勵的書。 

  研究方法方面，在明治時期中，為了要明確關於牛肉在日本飲食生活上之定

位，首先，使用假名垣魯文『安愚楽鍋』的全 18 章去解讀及分析。再者，根據

依文化史的觀點來判明日本的牛肉背景。不只採用當時的統計及行政文書，明治

時期的報紙、文學作品及史料也列入研究方法。藉由前述方法所得到之結果，便

可得知食用牛肉之具體接納樣態。 



 

日本近代における牛肉受容の諸相 

―仮名垣魯文『安愚楽鍋』を中心に― 

 

 

要旨 

 

 

 ２６０年余り続いた鎖国から解き放たれた日本は、新しい時代「明治」を

迎えることになる。長期にわたった封建社会から、近代文明国家を目指し、

一刻も早く西洋文明に追いつけるよう、欧米の文化を積極的に取り入れ、明

治新政府は外国との繋がりを強化し、欧米諸制度の体系とその運法を参考に

して、日本の国家・社会改革に役立てようとした。 

 そのなかで、日本人の食生活のなかで、これまで他の肉を食用としていた

にも関わらず、明治に入り、牛肉が食べられるようになり、そのことが文明

開化のシンボルとまで認知されるようになったのか。このことについて、牛

鍋屋を舞台にし、牛肉のおいしさや効用を庶民に訴える、肉食奨励の書であ

る、仮名垣魯文の『安愚楽鍋』を中心に日本近代における食用牛肉の受容を

追求したいと思う。 

 研究方法としては、明治期の牛肉に於ける庶民の生活様相の位置づけを

明らかにするため、『安愚楽鍋』の全１８章の内容を読み解き、分析する。次

に文化史的な観点をもとに、日本に於ける牛肉の背景を明らかにし、当時の

統計や行政文書だけでなく、明治期の新聞記事、文学作品や史料も視野に入

れて文献を横断的に明治期における牛肉食用化の具体相を明らかにしたい。 
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第１章 緒論 

 

１－１ 研究背景と目的 

 

２６０年余り続いた鎖国から解き放たれた日本は、新しい時代「明治」を迎えるこ

とになる。当時の政府は、独立と国益を守るため、欧米列強のような近代国家を目指

し、一刻も早くこれら国家と伍せるような国際的地位を確保する必要に迫られていた。

そのため、長期にわたった封建社会から、近代文明国家を目指し、一刻も早く西洋文

明に追いつけるよう、欧米の文化を積極的に取り入れ、明治新政府は外国との繋がり

を強化し、欧米諸制度の体系とその運法を参考にして、日本の国家・社会改革に役立

てようとした。  

この欧米の文化に影響を受けたのは、政府だけではなく、一般庶民たちも同様であ

った。明治４年（１８７１）から、インフラ環境の発展だけでなく、庶民たちの西洋

志向としては、丁髷を断髪した「ザンギリ頭」や洋服の着用、そして牛肉の食用化が

あげられる。 

これらの内、牛肉の食用化は、日本の教科書などで文明開化のシンボルとして知ら

れる事象である。仮名垣魯文の『安愚楽鍋』（明治４年・１８７１年）には、「牛鍋

食わねば開化不進奴」とあり、牛鍋を食べないと、文明開化の遅れをとることになる

という有名な一文がある。庶民が牛鍋を囲んで雑談をしていることから、当時の社会

風景が窺える。これが後世に牛肉の食用化のイメージを定着させた功績は大きいと言

える。 

天武４年（６７５）、天武天皇が肉食禁止令を発効したほかに、貞享４年（１６

８７）、５代将軍徳川綱吉によって「生類憐みの令」が出され、「生き物を殺して食

べるとその地域社会に不幸をもたらす」という迷信が一般庶民へ広がった。 

それから明治に至るまでの１２００年間、日本では肉食を建て前としてはタブー

としてきたと言われる。昭和３０年代中期までの肉用牛は役肉用牛と言われ、農業副

産物や野草等を与えて飼育し、農耕や運搬に用い、糞尿は堆肥として利用して金肥を

節約し、飼育中に生まれる子牛や使役の後に肥育された牛は貴重な現金収入になるな

ど、この時代の農業経営の中では必要欠くべからざる重要なものであった1。しかし、

文明開化を契機として、西欧文明流入の最先端と言われた横浜や神戸の開港場で、外

国人の居留地が設けられ、大量な欧米の文物が一般庶民の生活へ広まっていくなかで、

これまで農耕用として扱われた牛が、食用に変わるとされる。しかし、当初の庶民間

では、牛肉に対しての穢れや牛肉を食べたら角が生えるなどの迷信が伝えられていた

が、明治５年正月に発行された『新聞雑誌』第２６号に、 

                                                        
1 社団法人全国肉用牛振興基金協会（肉用牛の歴史）http://www.nbafa.or.jp/mame/ikou.html 

http://www.nbafa.or.jp/mame/ikou.html
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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

皇無請儀ニ思招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。 

 

この記事の内容は、明治天皇の肉食奨励により、天皇自らが率先して牛肉を食べ始め

たことから、過去の肉食禁止が解禁された。 

また、農林水産省統計情報部「食肉流通統計」によれば、明治３５年（１９０２）

の成牛屠殺頭数は２０６.０３頭であり、枝肉生産量は２７.２００トンである。同年

の豚の屠殺頭数は１２４.２６５頭、枝肉生産量は５.３９２トンで、馬の屠殺頭数は

４７.８７５頭、枝肉生産量は４.３４７トンである。この食肉流通統計から窺えるこ

とは、牛肉の屠殺頭数は全体の５２％をしめており、枝肉生産量は全体の７４％を占

めていることから、この時期の一般庶民の肉食は牛肉が中心であったと考えられる。 

それではなぜ日本人の食生活のなかで、これまで他の肉を食用としていたにも関

わらず、明治に入り、牛肉が食べられるようになり、そのことが文明開化のシンボル

とまで認知されるようになったのだろうか。本研究では、仮名垣魯文『安愚楽鍋』を

通じて、日本人の牛肉食用化受容について検討し、その問題について考えてみたいと

思う。 

 

１－２ 研究動機 

 

天武天皇の肉食禁止令及び、５代将軍徳川綱吉の「生類憐みの令」など、日本は昔

から、肉食を建前として、タブーとされてきた。しかし、明治期の文明開化を契機と

して、肉食を食べることが、世間へ広まっていくようになる。このように、西洋の文

物が日本へ流入され始めたのは、安土桃山時代から江戸時代にかけての南蛮文化のこ

ろからである。このころから、カボチャやカステラなど外来の食べ物が日本に伝えら

れた。また、江戸時代のオランダ貿易の一環として長崎の出島では、洋食が盛んにな

り、明治期に入ると、日本は全面的に西欧化の方向へと向かう。それは、インフラ設

備だけでなく、庶民の食生活にまで及ぶ。とくに、たんぱく質の源といわれた魚肉中

心の日本人の食生活が肉食中心に移り変わるときがこのころである。本稿では、日本

人の食生活のなかで、他の肉を食用としていたにも関わらず、なぜ牛肉が文明開化の

シンボルと言われ、どのような重要な役割を果たしのかを研究する。そして、もう少

し丁寧に日本人が牛肉を食用として受容する過程や様子について、仮名垣魯文の『安

愚楽鍋』（明４.５）を通して検討していきたい。庶民に受け入れられ、近代国家を

目指した明治政府の下での庶民の食生活の変動を考察したい。 
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１－３ 先行研究 

 

史料 

仮名垣魯文『安愚樂鍋 』（１８７１～１８７２年） 

この本は、当時仮名垣魯文が書いた本であり、注釈などは付いていない。 

小林智賀平校注『安愚楽鍋 』（１９６７年） 

両者の本は、本研究で欠かせない史料である。しかし、注釈が乏しく、読み取る

ことがとても難しい。 

 

坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮名垣魯文 』（２００２年） 

本書は本文語句の多くに注釈が付いており、読みやすい。 

 

論文 

兼松篤子「日本におけるブランド人気の起源--『安愚樂鍋』を読み解く 」（『金城

学院大学大学院文学研究科論集』16、2010年） 

この論文は『安愚楽鍋』から牛肉に関わりのある個所を取り上げ、現代語訳を付

して解説している。 

 

福田育弘「構造としての飲食 魯文の『安愚樂鍋』から鷗外の「牛鍋」へ 」（早稲

田大学教育学部『学術研究. 外国語・外国文学編』第５３号、2005年） 

この論文は、日本人にとってなじみのある鍋料理を中心に、日本ではじめて鍋料

理を前面に打ち出した文学作品として『安愚楽鍋』と「牛鍋」を論じている。興味深

い点は、『安愚楽鍋』に登場する牛鍋が開化の記号となっているだけでなく、その舞

台である牛鍋屋の小さな空間から、都市全体をとらえることができると指摘している

点である。 

 

坂井健「「牛鍋」はどんな鍋だったか―『安愚楽鍋』を中心に― 」（『京都語文』

第九号、2002年） 

この論文は、『安愚楽鍋』に見る牛鍋の中身に使われている材料や味付けなどを

中心に論じている。 

 

これらの論文の個々の成果については本研究の検討に必要な限り後述するが、全

体的な印象としては、特に兼松氏と坂井氏が『安愚楽鍋』の牛鍋や牛肉に関する個所

だけを取り上げて研究を進めており、その記載すべてを念頭において論じようとする

視点が欠けているように思われる。牛鍋や牛肉に関する検討であっても『安愚楽鍋』
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全体の記述の中でこれらがどのような位置を占めているか注意すべきではないだろう

か。その点、福田氏の論考は、牛鍋屋に集う様々な人物たちから都市の全体性を読み

取ろうとしている点で学ぶところがある。本研究も文明開化と一見かかわりのない登

場人物たちに焦点を当てて、牛肉受容の様々な可能性についても検討すべきだと考え

ている。 

ところで、『安愚楽鍋』は著名な作品の割に、出版本は文語調にいくつかの語句

に注を付したものが殆どで、少々読みづらい。そのことが本書全体に配慮した牛鍋・

牛肉受容研究を進ませない一因であるのかもしれない。 

そこで、本研究では『安愚楽鍋』の全十八章に登場する人物や話の内容や挿絵を

通して庶民の牛肉受容がどのように描かれているか、あるいはイメージされているか

を検討し、そこから読み取ることのできる当時庶民にとっての牛肉の位置づけについ

て明らかにしたい。 

 

１－４ 研究方法 

 

研究方法としては、明治期の牛肉に於ける庶民の生活様相の位置づけを明らかに

するため、『安愚楽鍋』の全１８章の内容を読み解き、分析する。次に文化史的な観

点をもとに、日本に於ける牛肉の背景を明らかにし、当時の統計や行政文書だけでな

く、明治期の新聞記事、文学作品や史料も視野に入れて文献を横断的に明治期におけ

る牛肉食用化の具体相を明らかにしたい。 
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第２章 『安愚楽鍋』に見る「文明開化」の軌跡 

 

 本章では、仮名垣魯文の『安愚楽鍋』の挿絵や本文からみる牛肉における日

本人の食生活の社会風景を分析する。明治の初めに流行し始めた牛鍋は、当時、

どのような人が食べていたのか、そして、牛鍋が与えた庶民への影響などを『安

愚楽鍋』をもとに、考えていきたい。以下の『安愚楽鍋初編』における本文は、

読みやすいように、自ら適宜に句点と読点の区切りをつけ、平仮名は漢字に直

し、語句には注釈をつけることにする。 

 

 

２－１ 『安愚楽鍋』初編の分析 

 

牛店雑談 『安愚楽鍋』初編自序 

世界各国の諺に、仏蘭西の着倒れ。英吉利の食だふれと。食台に並べ

て譜ど。衣ハ肌を覆ふの器。食ハ命を繋ぐの鎖。心の猿の意馬1止て。咲

いた桜の花より団子。色則是食色気より、餐気を前の佳味肉食。牛にひ

かれて膳好方便、仏徒家の五戒さらんパア。嘘と実の内外を西洋風味に

索混て。世に克熟し甘口とハ。作者が例の自己味噌。家言もあしの不果

放行。彼小便の十八町。慢〻地急案即席調理。刻葱の五分ほども透かぬ

測量のタレ按排。生肉の替りハ後輯にして。一帙端を採給へと。文明開

化開店の。告条めかし2て演述になん3。4 

 

 世界各国の諺に、仏蘭西の着倒れ。英吉利の食だふれと言う言葉がある。こ

こに出てくる“仏蘭西の着倒れ。英吉利の食だふれ”とは、日本の古事ことわ

ざ、“京の着倒れ、大阪の食い倒れ”を引用していることが分かる。『古事こと

わざ辞典』によれば、「「着倒れ」は、着るものに金をかけすぎて財産をなくす

こと。「食い倒れ」は、飲食に金をかけすぎて財産をなくすこと。服飾にでき

る限り贅沢をする優雅な京の気風と、飲食の質を重んじる商人の町である大阪

の気質を対比させていったことば。これにならって、他県・他国（主に近隣）

                                                      
1 仏教語「意馬心猿（いばしんえん）」から。煩悩のおさえがたいことを、走り回る馬、騒ぎ

立てる猿にたとえていう。（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮名垣魯文 』筑摩書房、2002

年、P268）。 
2 〔名詞などに付いて〕……らしい（『weblio 辞典』所収「めかし」項

http://kobun.weblio.jp/content/%E3%82%81%E3%81%8B%E3%81%97 以下同じ）。 
3 「なむ」に同じ。〔他に対する願望〕…てほしい。…てもらいたい（前掲『weblio 辞典』所

収「になん」）。 
4 坪内祐三、ねじめ正一『明治の文学 第一巻 仮名垣魯文』（筑摩書房、2002年、P268）。 
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との対照的な違いを指したことわざが多くある」ことから、一刻でも早くフラ

ンスやイギリスなど西洋の先進国における欧風化を日本の文化へ取り入れる

ことに力を入れているように考えられる。「色則是食色気より、餐気を前の佳

味肉食。牛にひかれて膳好方便、仏徒家の五戒さらんパア。」の「色則是食」

は、『般若心経』の「色即是空5」からきた言葉であり、この読みの「しきそく

ぜくう」の「くう」を「空」から「食」に置き換えたことから、この世に存在

するものは、全て永遠不変なものはないことで、日本の食もこれから変わりつ

つあることを意味していると考えられる。それから、仮名垣魯文は、食文化が

変わりつつあるなか、女性の色気よりも、その前においしい肉食が先であるこ

とを唱え、牛肉を食べることは、仏菩薩が教え導いたことであり、仏の五戒6な

んか放っておけばいいと言うことから、肉食が禁じられていた時期を反映して

いる。「嘘と実の内外を西洋風味に索混て。世に克熟し甘口とハ。」から窺える

ことは、牛鍋からみる牛肉と味噌の混合で、味噌も入れて日本人の口に合う甘

口にしたことであり、牛肉は西洋風のステーキとして食べずに、食べやすいよ

うに角切りや薄切りに切って味噌と煮込んで食べることから、西洋風味に仕掛

けているけれど、和洋折衷のような料理に仕上がっていることを意味している

のではないかと考えられる。 

しかし、ここからの文章では、前の内容と少し変わった意味が含まれていて、

主文は牛鍋についてだが、その裏には仮名垣魯文が書いた文章の紹介も兼ねて

書かれている。「作者が例の自己味噌。家言もあしの不果放行。彼小便の十八

町。慢〻地急案即席調理。」では、作者はいわゆる仮名垣魯文を指し、自己味

噌は手前味噌で、自分が書いた文章の事を意味し、自分で自分を褒めると言う

意味があるということで、仮名垣魯文が自分の書いた文章『安愚楽鍋』を褒め

ていることと考えられる。また、この一文からは、作者が書いた文章の内容具

合が見られる。「彼小便の十八町」とは、牛の小便が十八町もしまりなくだら

だら続くことから、当時『安愚楽鍋』を書いているときは、牛の小便のように

だらだらとゆっくり書いたところもあれば、急案即席料理と、急に仕上がる料

理ということで、すぐ思いついたことを文章にしたところもあるということで

ある。「刻葱の五分ほども透かぬ測量のタレ按排。生肉の替りハ後輯にして。

一帙端
ひとなべはし

を採給
とりたま

へと。文明開化開店の。告条めかして演述になん。」は、牛鍋の

調理法を紹介すると同時に、自分の文章の紹介も兼ねている。牛鍋に入れる葱

                                                      
5 色即是空とは、この世にあるすべてのもの（色）は、因と縁によって存在しているだけで、

固有の本質をもっていない（空）という、仏教の基本的な教義（『大辞林第三版』所収「色即

是空」項 https://kotobank.jp/word/%E8%89%B2%E5%8D%B3%E6%98%AF%E7%A9%BA-517754（以下

同じ））。 
6 殺生・偸盗・邪淫・妄語・飲酒を禁じた五つの戒め（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮

名垣魯文 』筑摩書房、2002 年、P268）。 
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は約 15ミリで、その薄さは透きもないほどでタレの加減に苦労した。生肉の

おかわりは、後に回して、まずは牛鍋にお箸をお付けください、とは実は仮名

垣魯文が書いた『安愚楽鍋』をとにかく少しでも見てほしいとの意味を表して

いる。そして、文明開化の開店宣伝のためのチラシのように見せつけ、自分の

考えを述べようとしている。文章からは、主文は牛鍋のように読み取れるが、

実は、仮名垣魯文は自分の文章も面白いのでみんなに見てほしいという意味も

含まれている。例えば、自己味噌、タレ按排、帙7などに関する言葉は、牛鍋

料理に関することだけでなく、『安愚楽鍋』の文章についても触れていること

が窺える。牛鍋の調理法については、仮名垣魯文の『魯文珍報』（1877年〔明

治 10〕）にも見られ、 

 

葱を五分切りにして、先ず味噌を投じ、鉄鍋ジャジャ肉片甚だ薄く、

少しく山椒を投ずれば臭気を消すに足ると雖、炉火盛にすれば焼付の憂

を免れず、そこで大安楽で一杯傾けるから、姉さん酌を頼みますと、半

熟の肉片未だ少しく赤みを帯びたる処、五分切りの白葱全く辛味を失は

ざる時、何人にても一度箸を内れば、鳴呼美なる哉、牛肉の味ひと不叫

もの幾希矣。 

 

とある。肉食の材料は、獣肉から牛肉へ、そして、味噌から醤油と砂糖へと移

行していく8。しかし、当初、牛鍋に用いられた具は、牛肉と葱のみで、味付

けは、牛肉の臭みを消すために、牡丹鍋に似た味噌のタレを使っていた。葱の

長さにも独特なこだわりがあり、五分（約１５ミリ）の長さに切ったことから、

「五分」とも呼ばれている。 

 自序は、『安愚楽鍋』の紹介と、仮名垣魯文が書いた文章を読者に見て読ん

でもらうための紹介文のようである。内容は、「彼小便の十八町。慢〻地急案

即席調理。」のように、ゆっくりとだらだら書いたところもあれば、即席料理

のように、すばやく思いついたことを書いたところもあるとして、流行や西洋

の新しい思想、そして新しく仲間入りした物に追われながら、際物書きな形に

仕上げた作品であると言えよう。このような書き方は、小林氏によれば、「世

間の好尚を追随するのみで、世人の人気に投じることを心がけている9」と言

う。 

 

 以下の『安愚楽鍋』の初編に見られる以下の挿絵からは、庶民の衣食住に欧

風化が進んでいるとはいえ、庶民生活にまだ全ては行き渡っておらず、下駄を

はき、服装もまだ変わらず江戸時代のままで、刀を持ちながら歩いている様子

                                                      
7 和本などの書物を保存するために包む覆いの意（前掲『大辞林第三版』所収「帙」項）。 
8 岡田哲『明治洋食事始め とんかつの誕生』（講談社、2010 年、P4）。 
9 小林智賀平校注『安愚楽鍋』（岩波書店、1967年、P13）。 
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が見られる。また、明治時代に入る前までは、駕籠
か ご

が主な交通手段であったが、

挿絵からは、明治時代から使われるようになった人力車夫と人力車と書かれた

看板が見られる。人力車は、「１８７２年までに、東京市内に１万台あった駕

籠は完全に姿を消し、逆に人力車は４万台まで増加して、日本の代表的な公共

輸送機関になった。これにより職を失った駕籠かき達は、多くが人力車の車夫

に転職した。１８７６年には東京府内で２万５０３８台と記録されている。１

９世紀末の日本には２０万台を越す人力車があったという10」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牛店雑談 『安愚楽鍋初編』全 開場 

天地は萬物父母。人は萬物の霊。故
かるが

ゆゑに11五穀草木鳥獣魚肉。是が

食となるは自然の理にして。これを食ふこと人の性なり。昔々の里諺に。

盲文爺のたぬき汁。因果応報穢を浄むる。かちかち山の切火打。あら玉

うさぎも吸物で。味をしめこの喰初に。そろそろ開化し西洋料理。その

功能も深見草。牡丹紅葉の季をきらはず。猪よりさきへだらだら歩行。

よし遅くとも怠らず。徃来絶ざる浅草通行。御蔵前に定舗の。名も高籏

の牛肉鍋。十人よれバ十種の注文。昨晩もてたる味噌を挙。たれをきか

せる朝帰り。生のかはりの粋がり連中。西洋書生漢学者流。劉訓に似た

儒者あれば。肖柏めかす僧もあり。士農工商老若男女。賢愚貧福おしな

                                                      
10 WIKIPEDIA検索「人力車」

（http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%8A%9B%E8%BB%8A#cite_note-6）。 
11 それゆえに。そういうわけで（前掲『weblio辞典』所収「故ゆえに」項）。 

出典：『安愚楽鍋』より引用 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%8A%9B%E8%BB%8A#cite_note-6
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べて。牛鍋食はねば開化不進奴と鳥なき郷の蝙蝠傘。鳶合羽の翅をひろ

げて遠からん者は人力車。近くは銭湯帰。薬喰。牛乳。乾酪洋名チーズ

乳油洋名バタ牛陽はことに勇潔。彼肉陣の兵粮と。土産に買ふも最多き。

人の出入の賑はしく込合の節前後御用捨。御懐中物御用心。銚子のおか

はり。お会計。お帰ンなさい入ラツしやい。実に流行ハ昼夜を捨ず繁昌

斯の如くになん。されバ牛はうしづれの同気もとむる肉食群集席を区別

しありさまを。一個一個に穿て云ハバまづざつとしたところがこんなも

のであらうか。 

 

 開場の初めに、「天地ハ萬物父母。人ハ萬物の霊。」と描かれているが、これ

は、『尚書‧秦誓上』の経文を引用していることが窺える。 

 

泰誓上:  

惟十有三年春，大會于孟津。王曰：「嗟！我友邦塚君越我御事庶士，明聽

誓。   

惟天地萬物父母，惟人萬物之靈。但聰明，作元后，元后作民父母（後略）。 

                                 

惟
こ

れ十有三年春
じゅうさんねんはる

，大いに孟津
もうしん

に 會
くわい

す。王曰
おういわ

く：「嗟
ああ

！我が友邦
ゆうほう

の塚君
ちょうくん

、

越
およ

び我が御事庶士
ぎ ょ じ し ょ し

，明
つと

めて誓
ちかい

を聽
き

け。   

惟
こ

れ天地
て ん ち

は萬物
ばんぶつ

の父母
ふ ぼ

にして，惟
こ

れ人
ひと

は萬物
ばんぶつ

の靈
たま

なり。まことに聰明
そうめい

な

る元后
げんこう

と作
な

り，元后
げんこう

は民
たみ

の父母
ふ ぼ

と作
な

る（後略）12。 

 

 これは、「万物生成論の初めは道家的であるが、万物一体的な道家思想から

ではなく、禽獣草木を最下にすえた例秩序的な孟子・荀子の儒家思想からうま

れたもの13」で、天地が万物を創造したため、天地は万物の親との意味である。

そして、人類は万物を掌握するため、人類は万物中の霊物との意味である。人

類が万物の霊として存在することができるのは、智能が他の動物より高いが故

に、人類は教育を受けることで、知識を高め、品格を向上させ、創造力を発揮

し、万物を達成または越すことができる能力を持っているからである。この一

文からは、江戸から明治にかけて劇的な変化を見せる日本の社会風景を映し出

しているのではないかと考えられる。 

「故ゆゑに五穀草木鳥獣魚肉。是が食となるハ自然の理にして。これを食ふこ

                                                      
12 小野沢精一『書経下』（明治書院、1985年、P451）。 
13 同上、（P452）。 
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と人の性なり」とは、そういうわけで五穀草木鳥獣魚肉が食となるのは、自然

の理であり、これらを食べることは人の性であるという意味である。「昔〻の

里諺に。盲文爺のたぬき汁。因果応報穢を浄むる。かちかち山の切火打。あら

玉うさぎも吸物で。味をしめこ14の喰初15に。」に出てくるこのかちかち山の昔

話は、お爺さんが畑で捕まえたいたずらの狸を狸汁にして食べようとするシー

ンがあることから、昔話を通じて、牛も狸と同様に殺して食べてもいいと言う

ことを伝えたかったのではないか。 

「あら玉うさぎも吸物で。味をしめこの喰初に。そろそろ開化し西洋料理。

その功能も深見草。牡丹紅葉の季をきらはず。猪よりさきへだらだら歩行。よ

し遅くとも怠らず。往来絶ざる浅草通行。御蔵前に定舗の。名も高籏の牛肉鍋」

では、かちかち山の兎の吸い物が食べ初めで開化した西洋料理の効き目は牡丹

紅葉のように良く、たとえその歩みが猪より遅くても怠らなければ、という意

味を表し、牛鍋の食べ始めを指していると考えられる。人が多く行き渡る浅草

通りの御蔵前の定舗16に高旗を張って、牛肉店を営む様子が窺え、高旗を張る

ことから、店構えを判断することができる。原田氏は、「店構えは、旗を立て

ているのが上等で、提灯があるのが中等、引き戸か看板を兼ねるのが下等とし、

いずれも鮮肉をイメージする朱書で「牛肉」と書かれた17」と言う。 

「十人よれバ十種の注文」とは、十人お客が来れば、十種類の様々な注文を

することなのか、十人来るお客は、十種類の動機を持って牛鍋屋に訪れるのか、

または、牛鍋は十人十色の注文で、牛鍋を食べながら聞こえる話も十人十色な

のか、ここでは定かではない。ただ、ここで窺えることはこの店では、牛鍋に

限らず、そのほかにもいろいろなものが売っていたことが分かる。 

「昨晩もてたる味噌を挙。たれ18をきかせる朝帰り。生のかハりの粋がり19連

中。西洋書生漢学者流。劉訓に似た儒者あれバ。肖柏めかす僧もあり。士農工

商老若男女。賢愚貧福おしなべて。」とあるように、この店に行き交う人たち

はそれぞれで、夕べの自慢話をする人、のろけ話を聞かせる朝帰りの人、生肉

のお代わりで得意気にする人たち、書生や儒者もいれば、僧侶も居た。商人、

職人、儒者、人力車の車夫、武士、落語家に限らず、女性も登場する。後に述

                                                      
14 兎（前掲『weblio 辞典』所収「しめこ」項）。 
15 初めて食べること（前掲『weblio 辞典』所収「喰初」項）。 
16 「定舗」は一定の場所で一定の商品を売る店。魯文が書いた引札（チラシ）の文案による

と、浅草御蔵町前片町（現・台東区蔵前一丁目）には「浅草元祖・牛肉売捌所」の「日の出」

があり、牛肉鍋のほか、さまざまな乳製品を売っていた（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 

仮名垣魯文 』筑摩書房、2002年、P270）。 
17 原田信男『和食と日本文化 日本料理の社会史』（小学館、2005年、P157）。 
18 のろけること。（前掲『weblio辞典』所収「たれ」項）。 
19 いかにもいきであるかのように振る舞う（前掲『weblio辞典』所収「粋がり」項）。 
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べるが、娼妓、茶店娘など地位、身分、性別、賢愚または貧富に問わず、牛鍋

を楽しまれていた。書生が牛鍋を食べていた場面は、仮名垣魯文の滑稽本『万

国航海 西洋道中膝栗毛』の内容にも見られる。 

  

 年齢ハ二十か十二位の書生両個牛肉店の正面にはかまのままあぐらを

かき持参のビイルハ疾にかたむけフラスコの徳利をかたハらへころがし

地まハりの水ッぽいさけをさしつおさへッして牛なべのかハりは生のか

ら皿が二枚ばかり出て火鉢の鍋のうちハ正肉ハ喰つくし五分切の葱がた

れ味噌と合併してかなへに沸るみけん尺の如くをりをり薬鑵をとりよせ

て白湯をさしてにへをしづめることあり20。  

 

年齢は２０か２２歳くらいの二人の書生があぐらをかきながら牛鍋を囲み、

持参のビールはすでに飲んでしまっている。火鉢の上に置いてある鍋の中の肉

はほとんど食べつくしてしまい、鍋の中で混ぜ合わさった５分（約１５ミリ）

に切った葱と味噌が煮詰まっている。そこで、やかんで差し湯を加え、鍋をグ

ツグツ煮込む様子が窺える。鍋の中身はとても簡単で、牛肉と葱でそこに肉の

臭みを消すための味噌が入ってくる。そして、書生にも牛鍋が食べられるとい

うことから、相当手頃な値段で売られていたに違いない。 

 

牛鍋は当時の人にとって、抵抗があまりなかったことが窺え、穢れ意識も少

しずつ薄くなっていったのではないか。しかし、それほど多くの人に牛鍋が親

しまれていたかと言えば、そうではない。全ての人に牛肉が受け入れられたわ

けではなく、石井研堂の『明治事物起源』には、店に客が来なくて悩んでいる

様子が窺える。 

 

 「店開きにお客が一人ないといふのは、心細い」と、口小言いひいひ、

夜の１０時ごろに、店を諦めようとするとき、図部六に酔ひし、仲間二

人飛び込み来り、「さア牛肉を食はせろ、俺達はイカモノ食ひだ」と、大

威張りにて食ひ行けり。その後とも、ときたま来る客は、悪御家人や雲

助、人柄の悪い奴ばかりにて、「俺は牛の肉を食ツた」と強がりの道具に

使ふためなりし。いはゆる真面目の人は皆無なりければ、商売にはさぞ

骨の折れたることなるべし。 

 

                                                      
20 坪内祐三、ねじめ正一『明治の文学 第一巻 仮名垣魯文』（筑摩書房、2002年、P147）。 
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この文章から、牛鍋は食べるだけの楽しさだけでなく、「強がりの道具」で、

後にも述べるが、牛肉は男性にとって精力剤という役割もあった。 

次に、登場する「牛鍋食ハねバ開化不進奴と鳥なき郷の蝙蝠傘21。鳶合羽の

翅をひろげて遠からん者ハ人力車。」は、牛鍋を食べなければ、時代遅れにな

るという、仮名垣魯文の近代化への強い思いが込められている有名な一文であ

る。鳶合羽は、当時和装用のコートで、主に防寒・防雨のために用いられるこ

とから、この牛鍋を食べるために遠いところから何日も歩いて来た人もいるの

ではないかと考えられる。遠い者は、人力車を利用する人もいる。 

 この牛鍋屋には、「牛乳。乾酪。洋名チーズ乳油。洋名バタ。牛陽。」など、

牛鍋に限らず、乳製品も販売されていたことが分かり、当時の人には牛肉と同

じように乳製品は滋養品である認識があったようである。 

  

 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

回生肉骨の妙功有之候。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。牛肉は人間食物中最第一の滋養品にて、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22。 

 

と、このように新鮮な牛乳は、滋養品だけでなく、疲労や病気に効果があり、

そのなかでも、牛肉が人間の食べ物の中で一番滋養な品であると言っているこ

とから、牛肉の滋養をとるだけでなく、もっとたくさんの滋養を庶民にとって

もらうことで近代化と西洋人の食生活に見習うという観点から、多種多様な食

べ物を庶民の食生活に浸透させていき、一刻も早く西洋文明に追いつけようと

していることが考えられる。 

しかし、乳製品に限らず、薬喰などといった庶民が肉＝滋養の概念の肉食の

啓蒙の始まりは、もう一人の肉食を推進した福沢諭吉の言説に求められると考

える。「福沢諭吉は築地に設立された牛肉販売会社「牛馬会社」の求めに応じ

て１８７２年（明治３）に、肉食の宣伝用ともいえる『肉食之説』を発行して

いる。23」 

 

                                                      
21 「鳥なき里の蝙蝠」は、すぐれた者がいないところでは、つまらない者が幅をきかすこと

のたとえ（「古事ことわざ辞典」所収「鳥なき里の蝙蝠」項 http://kotowaza-allguide.com/（以

下同じ））。 
22 加茂儀一『日本畜産史 食肉・乳酪篇』（法政大学出版局、1976年、P214～P215）。 
23 ＪＡ全農（全国農業協同組合連合会） http://zeushi-kun.jp/news/2014/03/24/01/。 

http://zeushi-kun.jp/news/2014/03/24/01/
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天地の間に生るゝ動物は肉食のものと肉を喰はざるものとあり。獅子、

虎、犬、猫の如きは肉類を以て食物と爲し、牛、馬、羊の如きは五穀草

木を喰ふ。皆其天然の性なり。人は萬物の靈にして五穀草木鳥魚獸肉盡

く皆喰はざるものなし。此亦人の天性なれば、若し此性に戻り肉類のみ

を喰ひ或は五穀草木のみを喰ふときは必ず身心虚弱に陷り、不意の病に

罹て斃るゝ歟、又は短命ならざるも生て甲斐なき病身にて、生涯の樂な

かるべし。古來我日本國は農業をつとめ、人の常食五穀を用ひ肉類を喰

ふこと稀にして、人身の榮養一方に偏り自から病弱の者多ければ、今よ

り大に牧牛羊の法を開き、其肉を用ひ其乳汁を飮み滋養の缺を補ふべき

筈なれども、數千百年の久しき、一國の風俗を成し、肉食を穢たるものゝ

如く云ひなし、妄に之を嫌ふ者多し。畢竟人の天性を知らず人身の窮理

を辨へざる無學文盲の空論なり…只管我國の風にてこれを用ひずとの説

なきにあらざれども、今我國民肉食を缺て不養生を爲し、其生力を落す

者少なからず。即ち一國の損亡なり。既に其損を知り亦これを補ふ術あ

らば、何ぞ其術を施さゞるの理あらん。一軒の家にして、病人の多きは

我家風なりとて醫藥を用ひざる者あらば、これを知者といふべき乎24。 

 

 福沢諭吉は、五穀草木だけでなく肉食も一緒にとることで、バランスの良い

栄養を取ることができると説き、日本人の本来の食事様式は、五穀や野菜に偏

っていたから、病気になりやすく、畜産物をとることが重要であり、栄養を重

視したうえで、肉食や牛乳の食用の大切さを訴えている。ただ単に、牛肉の美

味しさを伝えるだけではなく、福沢諭吉は食肉を健康面や栄養学といった視点

から奨励することで、また違った方面から庶民の食文化に牛肉を浸透させよう

としたのではないかと考えられる。 

 また、牛肉は滋養概念の認識だけではなく、「牛陽
た け り

25はことに勇潔。彼肉陣

の兵粮と。土産に買ふも最多き。」とあるように、活力のもとになることで男

性の精力剤としても食べられていただけでなく、土産にする人もいた。「人の

出入の賑ハしく込合の節前後御用捨。御懐中物26御用心。銚子のおかハり。お

会計。お帰ンなさい入ラツしやい。実に流行ハ昼夜を捨ず繁昌斯
かく

の如
ごと

く27にな

ん。されバ牛ハうしづれの同気もとむる肉食群集席を区別しありさまを。一個

                                                      
24 福沢諭吉『明治文学全集８ 福沢諭吉集』（筑摩書房、1966 年、P334～P335）。 
25 強精剤など、薬用とするときの称（前掲『weblio辞典』所収「牛陽」項）。 
26 財布や時計など、ふところやポケットに入れてあるもの（前掲『weblio辞典』所収「御懐

中物」項）。 
27 「斯の如く」は、「このように」といった意味(前掲『weblio 辞典』所収「斯の如く」項）。 
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一個に穿て云ハバまづざつとしたところがこんなものであらうか。」では、様々

な人が出入りするなか、牛鍋屋の繁盛の様子がこの文章からも窺える。人々が

賑やかに込み合うなか、個人の手回り品には十分注意するよう心がけてほしい

という注意事項も見られる。お酒のおかわり、お会計。お帰んなさい、そして

いらっしゃいとお客が店から慌しく出入りする様子や食事のおかわりなどか

ら、商売が繁盛していたことが窺える。 

 開場では、牛鍋屋へ通う人たちを通じて、これから『安愚楽鍋』に登場する

人物の物語が展開されていくことを意味しているのではないかと考えられる。

そして、「牛鍋屋に集まる当時の各階級の人物をとらえて、写実的に描写し、

その断片的な小話を集め、その中で開化期のいろいろな人物の性格や意見を映

し出したもの28」と言える。 

 

 以下の『安愚楽鍋』の開場の挿絵では、牛鍋屋の前には、たくさんの人が賑

わっていて、馬車の上には外国人が数名いる。その馬車の後ろに立っている男

性は周りの人と変わった服装で、スーツ姿の格好をしているが、髪型はちょん

まげである。また、袴に刀を持ち、蝙蝠傘をさしている人もいれば、ちょんま

げ姿で、鳶合羽を着ている男性もいる。女性は、とくに変わった服装はしてい

ないが、珍しい外国人に目を離せずにいる。店前に懸けてあるのれんには、「牛

乳。乾酪チーズ。乳油バタ。乳の粉パラメル。御蔵前元祖。」と書かれている

ことから、全て牛に関係する食品が売られている。「牛の煉薬、氷湖道人…、

黒牡…、賣弘…」と書かれた看板があるなか、ここでの「黒牡丹」は、「魯文

が作っていた売薬29」である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
28 小林智賀平『安愚楽鍋』（岩波書店、1968 年、P7）。 
29 高木元「書物(テキスト)のリテラシー : 板本は読めているか」（『日本文学』62-4、日本文

学恊会、2013年）。 

出典：『安愚楽鍋』より引用 
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第一章 西洋好
せいようずき

の聴取
き き と

り 

 

 年頃は、三十四五の男、色浅黒けれど、シャボンを朝夕使うと見えて

あく抜けて色艶
いろつや

よく、頭は撫で付けか総髪にでもなるところが、百日こ

の肩生やしたるを右の肩へ撫で付け、もっともヲーテコロリと言える香

水を使うとみえて髪の毛の艶よく、わげは格別大きからず。絹ゴロの道

行振に綯糸
とういと

二子
ふ た こ

の綿入れまがい。更紗
さ ら さ

の下着、裏は張り返しの額裏なる

べし。カナキンで張りたる蝙蝠傘を傍らへ置き、苦しい算段にて求たる

袖時計の安物をえりから外して時々ときを見るはそつちのけ、実は他の

ものへ見せかけなり。ただし鎖は金のてんぷらと見えたり。隣に牛を食

いている客に話をしかける。 

「モシあなたエ、牛ハ至極高味でごすネ。この肉がひらけちやア、ぼた

んや紅葉は喰えやせん。こんな清潔なものをなぜ今まで喰はなかつたの

でごウしょう。西洋では千六百二三十年前から専ら喰うようになりやし

たが、その前は牛や羊ハその国の王が全権と云ッて家老のやうな人でな

けりゃア平人の口へは這入りゃせんのサ。追々我国も文明開化と号ッて

ひらけてきやしたから、我々までが喰うようになつたのは、実にありが

たいわけでごス。それを未だに野蛮の弊習と云ッてネ、開けねへ奴等が、

肉食をすりゃア、神仏へ手が合されねえの。ヤレ穢れるのと、分からね

へ野暮を言うのは究理学を弁えねえからのことでげス。そんな夷に福沢

の著た肉食之説でも読せてえね、もし、西洋にゃアそんなことハごウせ

ん。この人ござりませんをごウせん、ござりますをげスなど言う癖あり。

彼土は全て理でおして行く国柄だから蒸気の船や車の仕掛けなんざアお

それ言ったもんだネ。既にごらうじろ。伝信機の針の先で新聞紙の銅板

を彫ったり、風舩で空から風を持ってくる工風は妙じゃアごうせんか。

あれはネ、モシ、こういう訳でごぜへス。地球の図の中に暖帯と書てあ

りやす国があるがネ、あすこが赤道と言って日の照りの近い土地だから

暑いことは、たまらねぇ。そこでもって国の人が日に焼けて皆
みな

な黒ん坊

サ。それだから、その国の王がいろいろ工風をして風舩と言うものを造

って、大きな円い袋の中へ風をはらませて、空から降ろすとその袋の口

を開きやすネ。すると大きな袋へ一杯はらませてきた風だから、四方八

方へ広がって国の内が涼しくなるといふ工風でごス。まだ奇妙なことが

ありやす。魯西亜なンぞと言う極寒い国へ行くと、寒中は勿論夏でも雪

が降ったり氷が張るので徃來ができやせん。そこで、かの蒸気車と言う
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ものを工風しやしたが、感心なものサネ。一体蒸気車と云うものは地獄

の火の車から考え出したのだそうだが、大勢を車へ載せて、車の下へ火

筒をつけて、そのなかで石炭をどんどん焚くから車の上に乗っている大

勢は寒気を忘れて遠道の通行ができやしょう。なんと考えたものサネ。

何サ、このくれえな工風はあっちの徒はちゃぶちゃぶ前でげス。この大

千世界の形象せえ渾沌として毬の如しと考えたはサ。その以前は釈迦如

来が須弥山と号けたところが、西洋人はまんまんたる海上を渡って世界

の果てからは果てまでを見きわめたのだから、釈迦坊も後悔したそうサ。

そこで以て海をわたる工風を西洋じゃア、後悔術と言いやすはナ。オヤ、

モウ御帰路か、ハイさようなら、オイオイ、ねえさん、生で一合。葱
ごぶ

も

一緒に頼む頼む。 

 

 ３４，３５歳の男性は、肌が浅黒く、常にシャボン（石鹸）を使って風呂に

入ることで、あく抜きすることで、肌のツヤが良くなり、頭は、撫で付け髪か

総髪で長い髪をオーデコロンと言う香水を使い、髪の毛のツヤが良くしている。

髷は特に大きくなく、絹糸でゴロフクレン30のように織った織物の道行振に綯

糸と二子の二種類の綿が入り混じる。更紗の下着の裏は張り返しの額裏を仕立

てる。カナキンで張った蝙蝠傘を隣へ置いて、あれこれと方法を考えては、安

物の懐中時計を襟から外して、時々時間を見た振りをしながらも、実は懐中時

計は飾り物であって、時間を見ているかのよう人に懐中時計を見せびらかして

いる。懐中時計のくさりはメッキで仕掛け、そこで、となりで牛肉を食べてい

る客に話をかける。このように、初めの短い文章には、オーデコロン・蝙蝠傘・

メッキの懐中時計・牛肉など、日本文化に新しく仲間入りしたものばかりをな

らべ、西洋文化の香りを漂わせる。服装や髪型などはまだ西洋風にはなってい

ないが、生活用品など周りの物は着々と変わりつつあるように見られる。 

 そして、男性は、牛鍋を食べている客に話をかける。「貴方、牛は至極おい

しい物だと思いませんか。この牛肉が食べられるようになると、これまで食べ

てきた牡丹や紅葉は食えないですよ。なぜこんなに清潔なものを今まで食べな

かったのでしょうね。」と、牛肉を口にした後、「牛ハ至極高味」だと、牛肉の

美味しさに感心し、牡丹鍋や紅葉鍋はすでに時代遅れであり、牛肉が今やこの

時代の先端に立つ食べ物であるかのように、牛肉を賛美している。また、牛肉

は清潔なものだと、今までの食肉に対しての穢れ意識を打ち消すかような発言

                                                      
30 粗く粗末な羊毛布地（『コトバンク』所収「ゴロフクレン」項 https://kotobank.jp/（以下

同じ））。 
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も見られる。また、話が続き、「西洋では、千六百ニ、三十年前から食うよう

になっていましたが、その前は牛や羊は、その国の王や家老のような人でなけ

れば、一般の人には口にすることができなかったのだ。しかし、我国は文明開

化のおかげで、段々と食べられるようになるとは実にありがたいものである。」

と、西洋では牛や羊は珍しい食べ物であり、一般の人には簡単に手が届かない

食べ物であったことに、それが今、私たちが食べることができることから、牛

鍋はちょっとした贅沢な食べ物であることを訴えている。 

「未だに野蛮の弊習と云ツてネひらけねへ奴等が肉食をすりやア神仏へ手

が合されねへのヤレ穢れるのとわからねへ野暮をいふのハ究理学を弁へねへ

からのことでげスそんな夷に福沢の著た肉食之説でも読せてへネ」という一文

から、今までの弊習、穢れ意識や宗教意識を振り払おうとする意図が見られる。

このように未だに肉食について穢れ意識を持っている人は、肉食の推進者でも

ある福沢諭吉が書いた肉食之説を読むのが一番好ましいとまで指摘している。

なぜなら、原田氏によると、「明治三年、福沢諭吉は腸チフスを患い、牛乳を

飲んだことによって回復し、快癒後に牛肉販売会社の要請に応じて、広告文「肉

食之説」を書き、牛肉や牛乳が穢れたものではなく、身体のために有効なこと

であると強調している31」からである。日本人は、肉食に対して、心身に恐れ

ていては、近代化へ一歩も前進することはできないと感じたのではないか。欧

米人のように背が高く、ガッチリした体付きの欧米人に見下されないためには、

体力的にも文化的にも何としても、まず西洋料理を普及させることで、日本人

が牛肉に対してのコンプレックスを克服させようと思ったのではないか考え

られる。そのために、肉食推進者が現われたり、天皇自らが率先して肉を食べ

るような行為が効果的ではないかという思惑があったとされる。 

次に、「この人ござりませんをごウせん、ござりますをげスなど言う癖あり。

彼土は全て理でおして行く国柄だから蒸気の船や車の仕掛けなんざアおそれ

言ったもんだネ。既にごらうじろ。伝信機の針の先で新聞紙の銅板を彫ったり、

風舩で空から風を持ってくる工風は妙じゃアごうせんか。･･･中略･･･魯西亜な

ンぞと言う極寒い国へ行くと、寒中は勿論夏でも雪が降ったり氷が張るので徃

來ができやせん。そこで、かの蒸気車と言うものを工風しやしたが、感心なも

のサネ。･･･中略･･･オヤ、モウ御帰路か、ハイさようなら、オイオイ、ねえさ

ん、生で一合。葱
ごぶ

も一緒に頼む頼む」とあるが、彼の言葉から「ござりません」

を「ごうせん」、「ござります」を「げす」と言う癖があるのに気づいた。また、

蒸気の船や車、伝信機などが登場することから、まだ日本ではあまり目にする

                                                      
31 原田信男『歴史のなかの米と肉』（平凡社、2005年、P26）。 
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ことのない珍しいものばかりに感心する日本人を描き、牛肉もその近代的な食

として目立たせていることが窺える。最後にこの男性は、「おや、もうお帰り

ですか？はい、さようなら。お姉さん、生で一合。葱
ごぶ

も一緒に頼むぞ。」と、

客との会話にも夢中であったが、忘れずもう一皿生肉を頼んで食べようとして

いるが、牛肉と葱は相性があうのか、牛肉単品だけでなく、葱も一緒頼んでい

る。 

以下の『安愚楽鍋』にみえる西洋好の聴取の挿絵では、この本文に出てくる

３４,５歳の男性で、片手に首からかけたメッキの懐中時計、もう片方に箸を

持っている。また、男性の背後には、蝙蝠傘を背負っており、髪型は総髪のよ

うに見える。胡坐をかき、手前に見えるのは、お酒とグツグツと煮た牛鍋が木

箱のようなものの上に置いてあり、大きさからして一人前の牛鍋を食べている

ことが、挿絵から窺える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二章 堕落個
なまけもの

の廓 話
くるわばなし

 

 

 年は二十四五。色生白く、頭の髪はたくさんにて銀杏
いちょう

に結い、噺家の

円朝まがい。お召しの藍微塵
あいみじん

の小袖一ツ、胴着はさだめし女の物を直し

たりと思われ、二三日居続けてぼんやりした姿。少しやつれを見せる達

なり、銀鎖十六ほんの煙草入れ、性の怪しき32に、七度焼き33如心ばり34の

                                                      
32 本物かどうか疑わしい（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮名垣魯文 』筑摩書房、2002

年、P274）。 
33 上等のめっき（同 32）。 

出典：『安愚楽鍋』より引用 
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着せる、根つけ35は象牙の鏡豚にて、これも仕いれものと見えたり。時々、

腕をまくりて腕守りの銀金具をひけらかし、連れと二人、差しつ押さえ

つ36飲みかけ、目のふちを赤くして黄色い声を高調子。 

「半ちゃん、夕べの世界はおいらは実に塞いだよ。あすこへは、三四た

び上がった事のあるのだから剣呑だというのに。竹坊がむやみにあがら

う言うから、おめえは一件の処へ脱走してしまうし、おいら一人ほかへ

あがるのも面白くねえから、野面で上がりこんだところが、あいにくと

二会
う ら

まで行った遊女がおいらに出ッくわせたろうじゃあねえか。こいつ

は不見識だと思ったけれど、引き付けの時、誤魔化して脇を向いていた

からお茶屋が気をきかして、ヘイお召し替え、と早く切り上げたのでそ

の場は切り抜けたが、番新めがおいらの顔を見覚えていやがって、ひけ

て座敷へ入るとすぐに、モシエ主やアよく来なました。人が悪うざんす

ヨ。…中略…もうもう吉原はごめんごめん。しかし今夜は廓の名残に。

かの一件の処へ出かけるつもりだが。もう一晩附き合うべしさ。なにま

た株だ。嫌さ、実に今夜で根っきり葉っきり37、本当にこれぎりこれぎり。

さてお銚子もおつもりだ。 

 

「堕落個の廓話」では、この男性は、二十四五歳の色白で、銀金具38をひけ

らかし、お酒を飲みながら、連れてきた人と二人で昨夜の廓話について語って

いるが、登場する人物は一人のみの語り手である。この男性は、昨夜、友達と

二人で遊女を探しに行ったが、友達はこの男性を捨てて一人で遊女のところへ

脱走してしまい、一人残ってしまった男性は、一人で遊女のところへ行ったと

ころ、あいにく同じ遊女と二度会ってしまった。だが、不見識だと思われるの

を防ぐため、初めて会う客に遊女を呼び寄せて紹介し、気まずい状況から離脱

することができた、という廓話である。そして、今晩の最後はお銚子でおしま

いにする、と言う。 

この「堕落個の廓話」からでは、牛鍋に関する内容が一切見られないが、唯

一挿絵から、牛鍋の絵が見られ、牛鍋を食べながら、この男性は、昨夜起こっ

たことを、もう一人の相手に話している。 

                                                                                                                                                        
34 如心型の煙管（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮名垣魯文 』筑摩書房、2002 年、P274）。 
35 タバコ入れなどの、ひもの先端に付ける小さな細工物（前掲『weblio 辞典』所収「根つけ」

項）。 
36 酒杯をさしたり、相手のさしてくれるのを押し返して薦めたりして酒を飲むさま（前掲

『weblio 辞典』所収「差しつ押さえつ」項）。 
37 あるだけすべて（前掲『weblio 辞典』所収「根っきり葉っきり」項）。 
38 銀製の金具（前掲『weblio 辞典』所収「銀金具」項）。 
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以下の『安愚楽鍋』にみえる堕落個の廓話の挿絵では、男性はあぐらをかき

ながら、銚子を片手に持ち、手前には一人分の牛鍋が置いてある。また、煙草

入れは銀鎖が付いていて、男性の隣に銀ギセル39が置いてある。そして、首に

は銀鎖をつけて見せびらかしている。牛鍋とお酒は、セットであって、当時の

人には欠かすことのできなかったのであろう。牛鍋は大勢の人があぐらをかき

ながら、牛鍋を囲んで食べているのではなく、一人に一つの鍋が与えられてい

る。また、杯を置く「杯台揃」が置いてある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三章 鄙
いなか

武士
ぶ し

の独盃
ひとりのみ

 

 

 年頃は三十ばから、色あくまで黒く、頭は自鬢の草たばね、最も総髪

の火のつきそうな乱れ髪。黒木綿の紋付鈍付く布子40に、小倉の汚れ腐っ

たる袴。短き一本刀の柄の汚れを厭うか、あるいは柄糸のほつれを隠さ

んためか、白木綿にて、ぐるぐると巻きつけ、つんつるてんの着物を腕

まくりして斜にかまえ、よほど酔いが回りしと見えて、割り箸の先にた

れの付たるを二本つかみて、手拍子を打ちながら大きなどす声にて、 

詩「…中略…こやこや、そしてな、生の和味
やつこい

41のを今一皿くれんか。ああ

                                                      
39 煙管（前掲『weblio辞典』所収「銀ギセル」項）。 
40 地糸が太く節の多い、下等な木綿の綿入れ（前掲『コトバンク』所収「布子」項）。 
41 柔らかい（前掲『weblio辞典』所収「和味」項）。 

出典：『安愚楽鍋』より引用 
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愉快じゃ愉快じゃ、と辺りをきょろきょろ見回して隣にいたるサムライ

をじろり見やり、崩したる膝を立て直し、はあ失敬ごめん、こや女子、

何を因循しておるか。勉強して神速にせい、と言いながら又こちらの侍

に打ち向かい、気味、牛肉は至極好物と推察のう仕るが、僕なぞも誠実

賞味いたすでござる。いや、かかる物価沸騰の時勢に及んで、割烹店
かっぽうてん

な

どへまかりこすんなんちう義は、所謂激発の徒
と

42でござる。この牛肉とい

う物は高味極まるのみならず、開化滋養の食料でござるて。いや、何か

と申して失敬、御免。こやこや女子。一寸来んか。こや、あのな、生肉

をな、一斤43ばかり持参いたんすで。至極44の正味を周旋いたいてくれ。

ああ、酩酊極まった。おお、生肉か、ええわ、うええわ。会計はなんぼ

か。甚句「愉快極まる陣屋の酒宴、中にますら雄美少年引、と鼻歌を歌

いながら荒々しく刀を下げ、竹の皮包みをつかにかけて、女子またくる

ぞ、途方の木ばの履き物がらがら表へ立ち出で、うたしきしまのやまと

ごころを人問わばアヽヽヽヽ朝日にヽ匂う山さくら花あヽヽヽ。 

 

この鄙武士は、３０歳ぐらいの年頃で、肌は黒く、髪型は総髪にするところ

が、自分で束ねたため、火のつきそうな髪型と例え、ボサボサしているみだれ

髪となってしまっている。この武士は、一人で田舎からわざわざ都市部へ来て

牛鍋を食べに来た様子が見られることから、牛鍋は身分などに限らず、幅広い

人に食べられていたことが窺える。汚れた袴に、鈍付く布子の下等な布を扱い、

刀の汚れが皆にばれないように、白木綿でぐるぐる巻きつけている。「つんつ

るてんの着物を腕まくりして斜にかまえ。」では、衣服の丈が短くて手足が出

てしまうので腕まくりして袖が落ちないように斜めに構えて座ることから、乱

れをあまり心がけない田舎の武士であることが窺える。 

あまり西洋風に深い関係がない服装や身柄だが、食べ物には非常に興味を抱

いているように感じられるこの田舎武士は、隣にた侍に向かって牛鍋は「この

牛肉という物は高味極まるのみならず、開化滋養の食料でござるて」という。

牛肉は、味だけでなく、栄養のある食べ物であることを絶賛している。 

以下の『安愚楽鍋』にみえる鄙武士の独盃の挿絵では、髪型や服装、また

西洋に関する物を一つも持っていない武士であることが窺える。飲み終えた

杯が倒れて置いてあり、刀を持ち、煙草入れのようなものが置いてある。西

                                                      
42 思うようにならず無謀な行動をするともがら（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮名

垣魯文 』筑摩書房、2002年、P278）。 
43 一斤は、600グラム（同 42）。 
44 この上ない事。最上（同 42）。 
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洋のものには全く興味を示さない武士であるが、牛鍋には、「高味極まるの

みならず、開化滋養の食料でござる」とまで、賛美していることから、貧し

くてでも必ず一度は食べてみたいと興味津々の様子である。ここでも、貧富

や身分に関係なく牛鍋が食べられ、都市部だけに牛鍋が知られていただけで

なく、すでに郊外にも牛肉の存在があったことを窺い知ることができる。し

かし、どちらかといえば、まず牛肉の食べ始めと言えば、外国人である。石

井研堂は、「外人横浜に居留後、第一に不便を感ぜしは牛肉にして、これを

内地に求めがたく、生牛を遠く米国または支那より購入し、横浜と横須賀に

てこれを屠り、その需用を充たせしが、当時アメリカ八十五番は、牛肉店と

して有名なるものなりし45」という。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四章 野幇間
の だ い こ

の諂諛
おベツか

46 

 

 年頃は、三十二三。顔細長く背のひょろりとした男、藍微塵のお召
め

し

縮緬
ちりめん

47、唐更紗48は縁ばかりの下タ着にそろえ、絹縮の栗梅に染めた羽織

へ小さく五ツ所紋を付け、上州博多の船格子、のりの強い帯を締め、ま

                                                      
45 石井研堂『明治事物起源８』（筑摩書房、1997年、P53）。 
46 諂諛は、お世辞を言ったり機嫌をとったりして，相手に気に入られるように振る舞う（前

掲『weblio 辞典』所収「諂諛」項）。 
47 お召し縮緬は、昔、貴人が着たところから縮緬の上質のもの（前掲『コトバンク』所収「お

召し縮緬」項）。 
48 外国製の更紗（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮名垣魯文 』筑摩書房、2002 年、P278）。 

出典：『安愚楽鍋』より引用 
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がい珊瑚樹の緒締めを付けたる黒桟の一ツ下げ、根付けは角にて唐獅子
か ら じ し

をつくりたる古風な細工。煙管は石州張りのてんぷらなり。ときどき眉

毛を上げ下げして口をつぼめて物を云う癖あり。連れはかねて得意の客

とおぼしく浅草のじ地内あたりで行き会い、取り巻きて離れぬ様子。 

のづ八「もし若旦那どうでげス、このせつは、でへぶ柳橋辺でお浮かれ

筋じゃあごぜえせんか、ええ、もし。あまり迷わせすぎると罪になりや

すぜ。柳の筋は誰でごぜえす、白状、白状。オット、忘れたり忘れたり、

二三日めえに嶋原の晩花から飛札到来、･･･中略･･･トぐっと飲んで頭を

叩き、鍋の牛をむちゃむちゃ喰い、また箸を下へ置き、若旦那、若旦那、

ちょっとご覧なせえやし、隣りの年間はサ、ちょっとあく抜けた風俗だ

が、牛をば平気、岡本で食う達者サはありゃあ、ただものじゃあごぜえ

せんぜ。なんでも北里のお茶屋の妻君か、さもなけりゃア山谷堀あたり

の船宿の女房かしらん、…中略…モウ一ぺん後生でございますよ、とあ

たりをはばかって手を合わして別れやした。ネモシ、あなたはどういう

腕を出して婦人をお殺しなさるのでげす、実に不思議、妙でごぜえす。

ああおそれべ、おそれべ。 

 

 この男性は、年頃３２，３３歳で、顔は細長く、背がひょろりと高い。服

装は、上質の縮緬や外国の更紗、そして、上着には背中、左右の表袖と両肩

の前の各五カ所に紋が付いている。また、帯にはにせものの珊瑚珠がつけて

あり、黒のサントメ革で作った煙草入れで、根付は獅子の模様で少しレトロ

な細工、石州型の煙管の表面をめっきで覆うことから、この男性は、とても

お洒落でお金持ちのように見られる。 

 この無芸の男芸者は、この間、妓楼の主人から、甘海宗匠という俳諧の師

匠への伝言を頼まれた後、ついでに楼上へ行ったところ野図八さんと浮きさ

んと言う人が部屋にいるのを発見し、すぐさま、そこをかけだした、との事

件を語っているが、あまりにも早口で興奮しすぎたのか、喉が渇き、茶碗で

一杯と、牛肉を押し寄せてむちゃむちゃ食べたという場面がある。 

 以下の『安愚楽鍋』にみえる野幇間の諂諛の挿絵では、上着に紋が付いて

いて、片手に白い紙のようなものをもち、手前には煙草入れと湯飲みが置い

てある。入れ箱の中に、入れ物が二つあり、中身は何であるか判断しづらい。

晴れ姿の男性は楽しそうに誰かと会話をしている様子が見られる。 
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第五章 諸工人
しょくにん

の俠 言
ちゅうっぱら

49 

 

 年頃は４０ぐらい大工か左官らしき風俗、印半纏
しるしばんてん

50股引
ももひき

51腹掛け、

三尺帯
さんじゃくおび

52は汚れたれど、白木の算盤染め、土橋まがいの煙草入れに厚張

りの真鍮煙管、髪はしのを束ねる如く、連れも同じく職人ながら、この

人物は年かさといいことに兄弟子にてもあらんかと思われたる話ぶり。

よほど酔いが廻りしと見えてきて巻き舌の高声にていばりをつける癖あ

り、 

「ええ、こう、松や聞いてくれ。あの勘次の野郎ほど付合のねえまぬけ

は、西東の神田三界にゃあ、おらあ、あるめえと思うぜ。まあこういう

訳だ聞いてくりゃ。夕辺仕事のことで八右衛門さんの処へ面あ出すと、

ちょうど棟梁が来ていて、酒が始まっているんだろう、手めえの前だけ

れど、おらだった世話焼きだとか犬のくそだとかいわれてるからだ、だ

から、酒を見かけちゃ逃げられねえだろう。しかたがねえから、つっぱ

えりこんで一杯やっつけたが、なんぼさきが棟梁大工でもご馳走にばか

                                                      
49 中っ腹のことで、心中で不愉快に思っているさま。むかむかしているさま（前掲『weblio

辞典』所収「俠言」項）。 
50 襟・背などに，家号・氏名などを染め出した半纏。江戸後期から，職人などが着用した。

別名、はっぴ（前掲『weblio 辞典』所収「印半纏」項）。 
51 男子用下衣。後ろで左右の股上が重なり，脚部が細い。近世以降，半纏（はんてん）と組

み合わせて，商人や職人が用いた。［季］ 冬（前掲『weblio 辞典』所収「股引」項）。 
52 近世，職人などが締めた三尺の手ぬぐいや木綿の帯（前掲『weblio 辞典』所収「三尺帯」

項）。 

出典：『安愚楽鍋』より引用 
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りなっちゃあ、下聞がみっともねえから、盃を受けておいてよ、小便を

たれに行く振りで表へ飛び出して横町の魚政の処へ行ってキハダの刺身

をまず、壱分とあつらえこんで、内田へはしけて一升とおごったは、お

らア知らん顔の半兵えで帰ってくると間もなく、酒と肴がきた所から棟

梁も浮かれ出して、新道の小美代を呼んで来いとかなんとか言ったから

たまらねえ。芸妓が一枚とびこむと八右衛門がしらまで浮気になってが

なりだすとの、勘次の野郎が良い芸人の振りをしやがって、二上りだと

か湯上がりだとか蛸坊主が湯気にあがったような面しやがって、･･･中

略･･･エ、コウ面白くもねえ。細工貧乏人だからだ、あの野郎のように銭

金を惜しみやがって仲間付合を外す、しみったれた了簡なら職人をさら

べやめて、人力の車力にでもなりあがれば、いい人をつけ。こちとら53四

十づらさげて色気もそっけもねえけれど、付合とくれば夜が夜中、槍が

ふろうとも唐天竺からアメリカの韃靼国54までも行くつもりだ。あいつら

とは職人のたてが違和わあ。口はばって言い訳だが。うちには七十にな

るばばアにかかアと孩児で以上七人ぐらしで、壱升の米は一日ねえし、

夜が明けてからカラスがガアと啼きやあ二分の札がなけりゃア貧乏揺る

ぎも出来ねえ体で、年中十の字の尻を右へぴん曲るが半商売だけれど、

南京米55とかての飯は喰ったことがねえ男だ。あいつらのようにかかアに

人仕事をさせやがって、うぬは仕事から帰ってくると並木へ出て休みに

でっちておいた56塵取なんぞを並べて売りあがるのだ。すっぽんにお月様、

下駄に焼き味噌ほど違うお職人さまだあ。･･･中略･･･オイオイ、あんね

え、熱くしてもう二合そして生肉も替わりだあ、早くしろう、エエ。」。  

 

 この男性は、年頃は４０歳ぐらいで、大工か左官57のような仕事に就き、印

半纏に股引と腹掛けを着け、三尺帯の白生地は算盤のように水玉模様で、すで

に汚れているけれど、馬革製の煙草入れをもって、バサバサした髪型である。

連れの相手も同じ職に就いていて、年はこの男性より上で、巻き舌の高い声に

少し威張りをつける癖がある。酔い気味で、心中で不愉快に思っている愚痴を

話している。 

 夕べの仕事の件で、八右衛門のところへ会いに行った時、ちょうど大工の親

                                                      
53 一人称。おれ（前掲『weblio 辞典』所収「こちとら」項）。 
54 モンゴル（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮名垣魯文』筑摩書房、2002 年、P282）。 
55 米が足りず、麦・豆・大根などを加えて炊いた飯（同 54）。 
56 作っておいた（同 54）。 
57 壁塗りを仕事とする職人。かべぬり（前掲『weblio 辞典』所収「左官」項）。 
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方がそこにいて、すでに酒を飲み始めていた。断るにも断れないから一杯飲ん

だが、飲んだ末にまた親方にご馳走になってもらい、これでは情けないと思い、

トイレに行くと言い、その場をこっそり去った。その間、横町の魚政と言うと

ころでキハダマグロの刺身を二十五銭注文して作らせた。また店へ戻った時、

親方はすでに浮かれ出して、遊女を呼び出した。親方と八右衛門もお酒で浮か

れ気分になってしまい、同僚も芸人の振りをしたりしている。そんな様子を隣

で見ていたこの男性は、身分の差の違いに面白さを感じられなかった。細工と

言う仕事は、あまりお金を稼ぐことができず、貧乏人である。酒を飲んで遊女

と遊ぶ人たちのようなお金を惜しまない人は、仲間付き合いを外し、考えや気

持ちが狭いなら職人をさっさとやめて、人力車夫でもなればいい。自分は、４

０となって色気もないし、面子もないけれど、付き合うとなれば、どんな状況

でも駆けつける。あの人たちとは職人の質が違うのだ。偉そうな言い方だが、

家には７０になるおばあちゃんとお母さんと子供の計 7人を養っていて、一升

の米を一日食べるのにも足りないのだ。朝早くから休む暇もなく質屋通いが半

分商売になっている。そのうえ、あの人たちは米が足らないための代わりに

麦・豆・大根などを炊いた飯なんか絶対に食べたことがないはずだ。自分たち

はまるで、天と地ほどの差がある職人だ、と貧しさを語っている。語り終えた

最後に、店内のねえさんに生の牛肉を二合頼んだ。 

 このような内容から、牛鍋屋は重苦しい雰囲気がなく、どちらかと言えば、

誰もが気軽に行き来できるような店であるように感じられる。前にも述べたが、

書生も牛鍋を食べることのできる値段であること、また家計は苦しいがなんと

か生活できているこの職人からみると、日本の新しい食文化として加わったこ

の牛鍋は高価な食べ物ではなく、庶民に手が届くようなものであったことが窺

える。 

当時の牛鍋の値段としては、石井研堂の「牛肉食用の始め」には、「明治三、

四年頃のものか、牛肉店開業の引札数枚あり、それによれば、白魚橋吉川のに

は、「牛肉なべ御一人前三百文より」とあり、弁慶端通り元岩井町上総屋政右

衛門のには、「うし鍋一人前三百文」と同価を記し58」ている。ここでの「当時

牛鍋は３００文で、今でいう 750円くらいと試算している。ただしこの他に酒

代、飯代もかかってくる59」。また、江原氏は、薬食いにするといって買えば、

二朱（十二銭五厘）で大皿いっぱいあったという60説もあれば、『東京新繁昌記』

                                                      
58 石井研堂『明治事物起源８』（筑摩書房、1997年、P63）。 
59 野間万里子「近代日本における肉食受容過程の分析―辻売、牛鍋と西洋料理―」（『農業史

研』究第 40 号、2006年、P80）。 
60 江原絢子『家庭料理の近代』（吉川弘文館、2012年、P18）。 
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（明治 7年）には、「肉店三等有り。旗章を楼頭に飄へすは上等なり。角に招

燈を掲るは中等なり。障戸を以て招牌に当つるは下等なり。皆な朱を以て牛肉

の二字を題して而して鮮肉を表す。鍋又た約ね二等有。葱を和して烹る者を並

鍋と曰ふ。値へ三銭半、脂膏を以て鍋を摩して烹るものを焼鍋と曰ふ。価五銭。

一客一鍋、火盆供具す61」とあり、三銭半と五銭の二種類の価格の牛鍋が売ら

れており、牛鍋屋によって、等級があり、高級な牛肉から手頃な値段で食べら

れる牛肉があったことが窺える。ともかく、当時の牛肉は、現在の高いイメー

ジと違って、それほど高価なものではなかった。 

 また、「オイオイ、あんねえ、熱くしてもう二合そして生肉も替わりだあ、

早くしろう、エエ。」と、ほとんどの文章の最後に牛鍋やお酒のお替りがみら

れ、福田育弘によれば、このような終わり方は、「鍋料理がこのあともつづく

ように、語りもつづきうることが暗示される。自在な鍋料理の飲食の流れは、

自在な語りの流れと通じている62」と言う。 

 以下の『安愚楽鍋』にみえる諸工人の侠言の挿絵では、髪を三尺帯で結び、

片方の袖を肩までまくり、刺青をしている。そして、足袋を履いていることか

ら本文にも述べられたように大工か左官の職人に見られ、家計は厳しいように

感じられるが、西洋風と見られる物は持っていない。右下には、湯のみと盆の

上には、食べかけの大きい皿に箸が置いてある。左下は、杯と入れ箱の中に、

入れ物が二つあり、中身は何であるか判断しづらい。男性の後ろには、煙草入

れと見られる箱と、煙管のような棒が見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
61 服部誠一『東京新繁昌記』（聚芳閣、1874 年、P45）。 
62 福田育弘「構造としての飲食 魯文の『安愚楽鍋』から鷗外の「牛鍋」へ」（『早稲田大学

教育学部 学術研究』第５３号、2005年、P15）。 

出典：『安愚楽鍋』より引用 
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第六章 生文人
なまぶんじん

の会 話
くわいばなし

 

 

 近頃流行の書画連中、年頃三十一二くらい、野暮なるこしらえ、身な

りもさのみ悪きにはあらねど、世を見破ったつもりにて着物も上下不揃

いなるを意気地もなく着なし、黒の羽織、紫の太紐を胸高に結びて、見

識は鼻柱とともに高く、かたわらに唐紙の巻きたると扇子の束ねたるを

アメリカ更紗の風呂敷に包みかけておき、下地よほど酒の匂いのあるは

中村屋か萬八あたりの会くずれと見え、連れは誘いて連れ行きたるただ

の人物と見えたり。最も折々受け答えありと知るべし。 

「ああ今日の会は弱った弱った。あのように唐紙扇面の攻道具で取り巻

かれては、さすがの僕もがっかりだ。これだから近頃はどのように招か

れても謝儀ばかり持たせて書画会へは出ぬことと決めたが、今日は南溟

老人が喜寿の宴と言い、殊に南湖翁の三十三回の追福じゃから、･･･中

略･･･とわわざわざ扇面亭の善公と広小路の一庭が使者に来たので、やむ

を得ずでかけたところが、肴札五枚掛けの一局へ合併して、一杯飲むが

否や、どうか先生お後で願います、と左右から扇面の鎗ぶすまさ。･･･中

略･･･早く切り上げて脱しようと身じんまくをしている最中、隣の方で生

酔が喧嘩を始めた騒ぎで人々が奔走する間に早々下タへ来ると、善所に

琴雅乙彦など言う風流雄が内食をきめている。むこうの隅には諏訪町の

松本が何サ楓湖先生がサ芸者の房八を相手に大なまえいで、これから船

で上手へ出かけるから是非付き合えと困らせるので、ここにも足を止め

ることがならん、其れは偶の付き合いだから止むを得ぬが、明日は大藩

の知事公から招かされてお席に於て絹地三幅対の山水を即席にしたため

んければならんから、チト付き合いは、外すじゃが後日、として尊公の

袖を引いて抜け出したが、何か呑たらんようじゃによって牛店と決めた

は中村のかまびすきところより落ち着いて飲めるから妙だてな。さてま

ず春木氏の義理もすんだが、エエまた来月の朔日は萬八で虚堂の展覧会、

二日がコウト寺嶋の梅隣亭で席画の約束、ああうるさいうるさい。実に

高名家には誰がした、もうもう名聞は廃すべし。オット、、、、こぼれる、

こぼれる。 

  

この頃は、文士・書家・画家の揮毫即売会が流行っていた。この男性は、年

頃三十一二歳ぐらいで世の中のありさまに興味を示さない人で、身なりもそれ

ほど悪いわけではなく、着物は上下が揃っていない。見識を誇る自慢そうな様
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子がみえるように、黒色の羽織に、紫の太紐を胸高に結んでいる。かたわらに

唐紙で巻いた扇子をアメリカ製の更紗の正方形の布に包みかけておき、酒の匂

いがする下地は、中村屋か萬八の二次会でこぼれたに違いない。 

この男性は、名高い画家で毎日の行事がたくさんあって忙しいことを語って

いる。今日の会でも多くの人が唐紙扇面を書いてくれと次々に持って来て責め

立てられたことについて、とてもがっかりしたと述べる。近頃は、どのように

招かれたとしても、ご祝儀の金だけもらって、書画会63へは出ないと決めてい

たが、今日は春木南溟
はるきなんめい

64の７７歳を祝う宴でもあり、春木南溟の父の３３回の

追善供養で、わざわざ使者が是非とも出席を願うとのことで、やむを得ず出か

けなければならなかった。その時、ちょうど書画会などの会合で出した肴の引

換券が５枚あったので、先生を誘おうとしたところ、四方から扇面を待ちもう

けた人だらけであった。この状況に早く切り上げてその場から抜け出そうと思

い、身支度をしている最中に隣のほうで、生酔いの喧嘩を始めた騒ぎで人々が

奔走する間に、早くその場から逃げたところ、食膳の用意をするところに、有

名な作家と画家がそっと食事をしていた。そんなところへ、彼らからこの後、

船で隅田川の上流へ出かけるのでお供しないかと誘われ、とてもこの男性を困

らせた。しかしながら、明日は大切な用事があるためと断ったが、後日賑やか

な蒲焼店より落ち着いた牛肉店はどうかと誘った。 

「何か呑たらんようじゃによって牛店と決めたは中村のかまびすきところ

より落ち着いて飲めるから妙だてな。」とあるように、この男性は、賑やかで

うるさい蒲焼店よりかは、静かで落ち着いた牛肉店を選んだ。ここから、どの

店も当時は多く人が行き交う店で賑わっているようだが、どちらかといえば、

牛肉店は落ち着いた雰囲気であったことが窺える。 

以下の『安愚楽鍋』にみえる生文人の会話の挿絵では、牛鍋に関する食べ物

が見られず、この男性は、正座で、片手にちょこをもっている。お盆の上には、

箸と茶碗が載せてある。男性の傍らに脇差し、近くに徳利が置いてある。とて

もおしとやかな雰囲気が感じられる。 

 

 

                                                      
63 江戸時代の中期以降、各地で盛んに開催された書や絵画の展覧会。寺院や料亭が会場とし

て用いられた。内容は故人（個人）の作品展や、多くの人々の作品を集めたものとがある。こ

れにも各地の画家、書家、儒者、歌人など、多くの文人が出品している。その数は二百数十点

に及ぶ。会場には文人達が自作を持ち寄り、酒宴が開かれ、席画なども行われ、交流の場とし

て大いに盛り上がったようである。会期は多くは 1 日限りであった（前掲『コトバンク』所収

「書画会」項）。 
64 画家（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮名垣魯文』筑摩書房、2002 年、P284）。 
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２－２ 『安愚楽鍋初編』の挿絵の総括 

 

『安愚楽鍋』初編の挿絵に登場する人物は、本文に叙述されているような人

物が描かれている。「西洋好きの聴取」（初編第一章）と「堕落個の廓話」（初

編第二章）からの挿絵では、牛鍋がグツグツと煮ている様子がはっきりと描か

れているが、そのほかの挿絵からは、牛鍋とは判断しづらい食べ物があった。

しかし、幾つかの挿絵から窺えることは、一人一つの鍋で薄い鉄鍋を用いり、

出来立てではなく、その場で煮て食べる即席料理のようなかたちであることで

ある。そして、テーブルや椅子に座って食べるのではなく、地面に正座または、

あぐらをかきながら座っている。このような様式の鍋料理は、ももんじ屋や牡

丹鍋から受け継いだ食べ方であるが、以前の堅苦しい感じではなく、少し気楽

な食事様式に変化したようである。柳田氏は、「兎に角に以前の盛相飯
もっそうめし

、若く

は、椀や小皿に限局せられた窮屈なる膳部の分配を無視して、勝手に鍋の中の

ものをほしいだけ取るといふ點に、全く西洋からは学ばなかつた新自由が味は

はれたのである65」と指摘している。また、『日本開化詩』（明治九年）の「牛

肉店」には、 

 

 牛肉招牌朱字新 屠舗樓上掲羞珍 

                                                      
65 柳田國男『明治大正史 第四巻世相篇』（朝日新聞社、1931 年、P69）。 

出典：『安愚楽鍋』より引用 
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 一鍋滋味一瓶酒 醉倒都城幾個人66。 

 

とあり、ここにも「一鍋」と書かれていることから、一人一つの鍋で食べら

れていたことが窺える。登場する人物からは、煙草入れではなかたったら、刀

を持参している。 

初編からは、３０から４０歳の男性を中心とし、文章の内容からは牛肉を食

べるばかりで、美味しいとある以外は、牛肉に関する情報はあまり細かく記さ

れておらず、江戸時代の生活のスタイルがそのまま明治時代に持ち込まれ、日

常生活の延長線に新しく牛鍋が加わったという印象である。例外は「西洋好き

の聞取」（初編第一章）に登場する男性が西洋文化に興味津々で語る一節であ

るが、その他の人物は、文明開化をあらわすような言動はみられず、ただ単に

牛鍋を食べながら生活の愚痴を吐き、自分の出来事や人生を語っている様子が

描かれているだけである。 

 

 

２－３ 『安愚楽鍋初篇』のまとめ 

 

 『安愚楽鍋』は、全三編から成り立っている滑稽小説である。まずは、初編

の自序、開場と６話をもとに、『安愚楽鍋』に見られる牛肉の位置づけを見て

きた。【表１】は、初編全６話に登場する人物を各年齢、外見や職業などにつ

いて分けたものである。この初編に登場する人物の年齢は２４から５０歳の男

性のみで、女性はまだ登場していない。外見や髪型は人それぞれで、とくに明

治期に入ってからのざんぎり頭や洋服を着た人はいなく、江戸時代の髪型や服

装がそのまま明治期へ継続されたようなかたちである。しかし、持参物からみ

てみると、とくに「西洋好きの聞取」（初編第一章）に登場する男性は、西洋

から伝わってきた、当時の日本にとって斬新なオーデコロン・蝙蝠傘やメッキ

の懐中時計など西洋文化に興味津々で語る一節であるが、その他に登場する人

物は、刀でなかったら煙草入れが多く、西洋と見られるものは見られなかった。 

 

職業は、落語家、芸者や画家など末業とみなされる仕事に就いている身分の

低い人々が登場していることがわかる。しかし、初編の本文から、収入に関し

ても裕福な人もいれば、貧乏な人もいる。その貧富の差は、西洋に興味深い「西

洋好きの聞取」（初編第一章）と「諸工人の俠言」（初編第五章）から窺い知る

                                                      
66 明治文化研究会『明治文化全集 第二十四巻 文明開化篇』（日本評論社、1929年、P462）。 



 

32 
 

ことができる。「西洋好きの聞取」（初編第一章）では、「シャボンを朝夕使う

と見えてあく抜けて色艶
いろつや

よく」や「もっともヲーテコロリと言える香水を使う

とみえて髪の毛の艶よく」など生活に余裕が見えるだけでなく、西洋文明の発

展を詳しく語る知識人風であることから、階級が一般の庶民より高い位置にあ

ったのではないかと考えられる。一方、「諸工人の俠言」（初編第五章）に登場

する人物のうちの一人は、「細工貧乏人だからだ」「うちには七十になるばばア

にかかアと孩児で以上７人暮らしで、壱升の米は一日ねえし」と家計の厳しさ

を語っていることから裕福ではない様子が窺える。この貧富の差は、描かれた

外見や持ち物などからも察せられる。『安愚楽鍋』では、このような貧富の差

を越えて、牛鍋が消費されている様子を描くことで、日本の食文化への急速な

浸透を示したかったのだと思われる。 

 

『安愚楽鍋』の初編では、牛鍋について 3つの用途が語られている。一つは

美味と滋養、二つ目は薬喰い、三つ目は精力年功である。 

一つ目の美味と滋養について、本文からは牛肉の美味や滋養を讃美している

内容がある。 

「牛ハ至極高味」（第一章 西洋好きの聴取） 

「この牛肉という物は高味極まるのみならず、開化滋養の食料でござるて。」

（第三章 鄙武士の独盃） 

ここからは、牛肉の美味や滋養について高く評価していることが見られる。

その滋養については、『開化問答』（明治７年）にも窺い知ることができる。 

 

「さて第一身體の滋養になるべき食物は、牛肉牛乳豕鶏肉の類にてこれ

は西洋人が化学と申て、物の原質を取調べる学問にて、悉く調べ聊疑のな

いことでござる67」。 

「肉類は養生の為に食らふわけ、殊に昔しより天子様はじめ、召上られ

しこと西洋風の家作窄袖散髪ともみなこれ便利養生の為でござる68」。 

 

しかし、『安愚楽鍋』からは牛鍋について否定をしている人はいなかったが、

他の文章から、牛肉を食用とすることに対して拒む人がいることは否定できな

い。そして、当時の全ての人が牛鍋について良い印象を持っていたと言えば、

そうではなかった。島崎藤村の『夜明け前 第一部（上）』には、こんな会話

                                                      
67 明治文化研究会『明治文化全集 第二十四巻文明開化篇』（日本評論社、1929年、P125）。 
68 同上、（P126）。 
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がある。 

 

牛鍋は庭で煮た。女中が七輪を持ち出して、飛び石の上でそれを煮た。

その鍋を座敷へ持ち込むことは、牡丹屋のお婆さんがどうしても承知し

なかった。 

「臭い、臭い。」 

奥の方では大騒ぎする声すら聞こえる。 

「ここにも西洋ぎらいがありますね。」 

と端見が笑うと、亭主はしきりに手をもんで、 

「いえ、そういうわけでもございませんが、吾家(うち)のお袋なぞはも

う驚いております。牛の臭気(におい)がこもるのは困るなんて、しきり

にそんなことを申しまして。この神奈川には、あなた、肉屋の前を避け

て通るような、そんな年寄りもございます。」 

…中略… 

「先生、肉が煮えました。」 

と十一屋は端見の話をさえぎった。女中が白紙を一枚ずつ客へ配りに来

た。肉を突ッついた箸はその紙に置いてもらいたいとの意味だ。煮えた

牛鍋は庭から縁側の上へ移された。奥の部屋に、牡丹屋の家の人たちが

いる方では、障子をあけひろげるやら、こもった空気を追い出すやらの

物音が聞こえる。 

…中略… 

「どれ、わたしもひとつ薬食いとやるか。」 

と寛斎は言って、うまそうに煮えた肉のにおいをかいだ。好きな酒を前

に、しばらく彼も一切を忘れていた。盃の相手には、こんな頼もしい人

物も幕府方にあるかと思われるような客がいる。おまけに、初めて味わ

う肉もある69。  

 

 牛肉を味わうだけでなく、匂うことさえも受け入れることができなかったの

である。ここから窺い知ることができるのは、牛肉を否定する人は、年輩に多

いことである。『安愚楽鍋』に登場する人物は、牛肉を受け入れることのでき

る比較的若い世代の人たちであって、年齢は２０前後から４０歳であることに

対して、『夜明け前』では、牛肉を「臭い、臭い。」と言うお袋や「肉屋の前を

避けて通るような、そんな年寄りもございます。」など年輩の人に多い。そし

                                                      
69 島崎藤村『夜明け前 第一部（上）』（岩波書店、1969 年、P179～P181）。 
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て「大名行列がその店の前を通る時は、穢れをさけるために駕篭かき70が手で

駕篭を差し上げて進んだと71」言われていたなど、臭いまで受け入れることが

できなったと言う状況もあったのである。 

 このように牛肉に敬遠する人だけでなく、肉食の解禁後、肉食に反対する者

たちの反乱もあった。岡田氏の「明治洋食事始め とんかつの誕生」には、「肉

食解禁から一ヵ月ほど後の１８７２年２月１８日に、白装束に身を固めた御嶽

行者１０名が皇居に乱入し、４名が射殺され、１名が重傷、５名が逮捕される

という事件が発生している。供述書によれば、「当今夷人渡来以後、日本人専

肉食ヲ致ス故、地位相穢レ、神ノ居所コレ無キニ付キ（中略）夷人追討シ、且

神仏領・諸候ノ領地等、故ノ如ク封ニ致シ度」とある72」ことから、明治初年

には、牛肉に対する抵抗感が強かったことが窺える。 

 二つ目の薬喰いについては、本文や挿絵から見られる。 

「薬喰」（初篇開場）。 

「黒牡丹」（初篇開場の挿絵から）ここでの黒牡丹とは、「魯文が作っていた売

薬である。73」 

「世をうしと たれかいふへき これやこの いい薬ある 時にあひつゝ＼

有竹諾」（初篇開場の挿絵に書かれている賛）。 

 

 三つ目の精力年功については、二つの意味があり、一つは、物事をやりぬく

心身の元気で、もう一つは、性的な能力の二種類の解説がある。ここでいう牛

鍋の精力年功は二つの意味どちらにも適応していると言えよう。 

「牛陽
た け り

74はことに勇潔。彼肉陣の兵粮と。」（初篇開場）。 

 

『安愚楽鍋初篇』からは、牛肉についての多方面の効果が描かれ、牛鍋屋

という新しい空間の中で新しい雰囲気を作り出しているかのように考えら

れる。牛鍋の食べ方などについては詳しく語られていないが、牛肉はどのよ

うな効果をもたらすのか、食べたことがない人に興味を引きつけるような演

出が見られる。 

                                                      
70 駕篭を担いで人を運ぶのを職業とする人（『GOO 辞書』所収「駕篭かき」項

http://dictionary.goo.ne.jp/（以下同じ））。 
71 樋口清之『新版 日本食物史―食生活の歴史―』（柴田書店、1959 年、P258）。 
72 岡田哲『明治洋食事始 とんかつの誕生』（講談社、2012年、P26） 
73 高木元「書物のリテラシー－板本は読めているか－」（『日本文学』62-4号、2013 年）。 
74 強精剤など、薬用とするときの称（前掲『weblio辞典』所収「牛陽」項）。 
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第３章 『安愚楽鍋』に見る「文明開化」の軌跡 

 

 明治四年に刊行された『安愚楽鍋二篇』は上下に分けられ、全六章から成り

立っている。以下の『安愚楽鍋二篇』における本文は、読みやすいように、自

ら適宜に句点と読点の区切りをつけ、平仮名は漢字に直し、語句には注釈をつ

けることにする。 

 

 

３－１ 『安愚楽鍋二篇』の分析 

牛店雑談 安愚楽鍋二篇換
は ん

序
じ ょ

 

 喘
ぜん

を問ふ宰相
さいしょう

1もあらず。羊にかへる王者2もなし。大牢3の滋味。煮焼

て一鍋三百銅4。角をぬかれ皮を晒され胆を乾さる。各国と交際は。汝を

殺すが為ならず。魯酒淡ふして邯鄲囲る5。更に災を移されたるを哀れむ。

鳴呼天乎時乎
て ん か と き か

。 

芬兮成孚題 

 

 『安愚楽鍋二篇』の始めは、まず、牛に関係する二つの中国の漢文が紹介

されている。その『漢書』における丙吉伝の「問喘」と『孟子』における「梁

惠王上(七)」から、牛は聖なる動物としてたとえているようだが、魯文は、

牛を立派な料理であると言う。 

食物を煮たり焼いたりして一鍋３００銅（文）と言う。一鍋は牛鍋のこと

を指し、当時の値段で３００銅（文）である。この値段について坂井氏は「天

保銭を約百文として、明治になってからは、天保銭一枚一銭弱に相当したと

                                                      
1 『漢書』における丙吉

へいきつ

伝の「問喘」から。漢の宰相丙吉が牛の喘ぐのをみてわけを問い、陰

陽の不調を憂えたという故事（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮名垣魯文』筑摩書房、

2002年、P286）。 
2 『孟子』における「梁惠王上(七)」の故事。鐘に血を塗る為に引かれてゆく牛を見て梁惠王

が羊にかえよと言ったという（同 1）。 
3 中国で、天子が土地の神と五穀の神を祭るときの供物の、牛・羊・豚の三つがそろったもの。

転じて、立派な料理（同 1）。 
4 銅銭を数える時の語。文。「明治期の「1銭」が、現在の「200円」。例えば、東京銀座・木

村屋総本店の木村屋安兵衛が発明した「あんパン」は、明治 38年に、1個 1 銭であったそう

だ。今の時代に換算すると約 200円。「うどん・そば」は明治 37年には 2 銭だったので、今で

いうと約 400円。カレーライスは明治 35年頃で 5～7銭だったから、1000円以上ということ

になる。また、ビールの大瓶 1本は明治 34年頃で 19銭だったので、約 3800 円。」（manabow：

明治時代の「一円」の価値ってどれくらい？ 

http://manabow.com/zatsugaku/column06/2.html ） 
5 『《莊子．胠篋》』から。思いがけないことから災難を受けること。世の中には、一見無関係

に思われるところに因果関係があることをいう（同 1）。 

http://manabow.com/zatsugaku/column06/2.html


 

36 
 

すると、明治初年の米一俵（約６０㎏）は二円内外だから、米一俵の値段の

二百分の三の値段である。現在の米価は一俵二万円以下であるけれど、これ

は歴史的に見ると他の物価に比して安すぎるのであって、仮に五万円の値打

ちがあるとしても、三百文は、現在の７５０円ほどに相当しようか6」とい

う。原田氏は、「明治７年（１８７４）刊の『東京新繁昌記』初編には、肉

店の牛鍋には、ネギを合わせて煮る三銭五厘の並鍋と、鍋に脂をぬって煮る

五銭の焼鍋があ7」る。その他にも、平出鏗二朗著『東京風俗誌 中の巻 飲

食及び料理店』（明治３２）には、「肉食の盛となり来れるにつれて、下級社

会には其価の廉なるによりて、これを啖
く

ふ。8」ということから、牛鍋はそ

れほど、高い値段で売られているものではなかったことが窺える。また、『食

行脚』（大正１４）では、「何と言っても安いことに於て、昔から米久は天下

一品、日本随一の稱がある、一人前お通し附き並肉四拾銭、ロース四拾五銭、

ヒレ五拾銭で、市中の鍋屋は一人前普通三拾五銭匁
もんめ

、乃至四拾匁の皿盛を、

鍋盛元祖の米久では、一人前七拾匁内外もあらうかと思われる程盛沢山な分

量がそえてある9」ことから、年代は大正時代ではあるが、当時の牛鍋は安

価な価格で売られていたことが分かる。 

 

 

『西洋料理通10』ばつ 

鴨の脛
はぎ

の短きも。鶴の脛の長きも。割煮の法を得。塩梅
あんばい

11の術を尽さバ。

豈憂
あにうれ

ひ悲むことあらん哉。倩
つらつら

12 惟
おもんみ

るに。荘周13が献立。伊尹
い い ん

14が会席ハ。

板前の清く。俎箸の直にして。然も陰らぬ庖丁なれども。七五三代の古

                                                      
6 坂井健『「牛鍋」はどんな鍋だったか―『安愚楽鍋』を中心に―』（佛教大学国語国文会『京

都語文』第九号、2002 年、Ｐ216）。 
7 原田信男『和食と日本文化 日本料理の社会史』（小学館、2005年、Ｐ157）。 
8 大藤時彦篇『明治文化資料叢書 第十一巻世相篇』（風間書房、1972年、P162）。 
9 奥田優曇華『食行脚 東京の巻』（協文館、1925年、P55）。 
10 仮名垣魯文『西洋料理通』（万笈閣、1872 年）欧米の調理法を伝える我が国最初の翻訳料理

書である。凡例によると、魯文は、「我国人をして彼国（かのくに）の調理を伝習せしめ交際

の一助（いちじょ）に充（あて）る」目的で、横浜の在留英国人が使用人に料理を作らせるた

めに書いた「手澤帖」（てびかえ）２冊を参考に、本書を記したという。（横浜開港資料館 

http://www.kaikou.city.yokohama.jp/journal/116/05.html）。 
11 料理の味加減。物事の具合・様子（前掲『weblio 辞典』所収「塩梅」項）。 
12 念を入れて物事を考てえたり、見たりするさま（前掲『weblio 辞典』所収「倩」項）。 
13 中国戦国時代の荘子（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮名垣魯文』筑摩書房、2002

年、P286）。 
14 殷王朝の伝説上の宰相（同 13）。 

http://www.kaikou.city.yokohama.jp/journal/116/05.html
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風15に傾き。八珍九献16の当世に協
かな

ハず。今哉外国の珎客
ちんきゃく

。交際の佳宴を

ひらき。互市
た が い

に尽す饗応も。萬里製を異にして17。飲食の設け等類
ひ と し

からず。

然れども佳味の佳味たるハ彼我同一なり。伝聞
つたえきく

。我邦
わがくに

未
いまだ

開闢
ひ ら け

ざるとき。

渾沌たる鶏の卵を。蜑黄
き み

わろし18とて食せざるも。盛運星霜
と し

を経て進。清

る露ハ○
し

汁
る

となり。濁れる壳
から

ハ肉種
だ し

となり。山海の珍味咄嗟に弁じ。精

飯咽に煩く。美食口に飽て遠く西洋の佳味を ○
あさり

遥
はるか

に彼土の調理を学ぶ。

善隣の徳大なる哉。偉なる哉。されバ馬乗を畜ふ者も。鶏豚を屠り。伐氷
ばっぴょう

の家
いえ

19にも牛羊を畜ひ。鶏を割に牛刀を用ひ。鵞を食ふて吐出さず。時勢

に従ふ新奇の膳部。この機に乗じて 調
ととの

ふときハ。肉箸
にくさし

20に。菜魚の泰山

も崩すべく。食匙に。汁の蒼海をも量つべし。鳴呼萬物開化る時は。萬

情互に通ずるの術。此料理通。三巻の天地人に籠
こも

れりとせん歟
か

。依て後

に一口を粘して21。以て○
ばつ

に換
かゆ

ると云爾
しかいふ

。 

 

 『安愚楽鍋二篇』換序の後、本文に入る前に、仮名垣魯文は明治五年に刊

行した『西洋料理通』の一部分を載せている。『安愚楽鍋二篇』は明治四年

に刊行されていることから、この場を用いてこれから新書を出すということ

で紹介を兼ねているのではないかと考えられる。 

 

 

 

                                                      
15 本膳七菜、二の膳五菜、三の膳三菜の古風（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮名垣

魯文』筑摩書房、2002 年、P270）。 
16 八珍は 8種の珍味。牛・羊・鹿など。九献は、主客が九度酒を献ずること（同上、P287）。 
17 各国ともに製法が違う（同 16）。 
18 気味悪い（同 16）。 
19 地位の高い身分の家柄（『四時熟子辞典オンライン』所収「伐氷の家」項

http://yoji.jitenon.jp/）。 
20 フォーク（同 16）。 
21 一筆書いて（同 16）。 
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牛店雑談 『安愚楽鍋二篇』上 一名 奴論建 

 東京市隠 仮名垣魯文戯作 

 

伝染病の新聞に。売弘めたる牛肉の。功能もむなしくならんかと。牛肉

舗の主人角
やどろくつの

を折り22。肉を減らしちからを落し。林涅爾孛斯土
り ん で る ぽ す と

23を病たる

如く。予防ぐ手術もなかりしに。他国は知らず掛幕も。あやに 畏
かしこ

き24 

我邦は。八百萬神達と。親類一家のよしみあれば。忽地例
たちまちれい

の神風に。吹

はらふたる晴天白日。再び盛る牛店の繁昌。別て此頃吉原と新島原の立退
たちのき

に25物いふ花の花川戸。賑ふ人の山の宿。ふらるる宵もいとはずに。泥に

踏こむ田町の素見
ひやかし

。行くも復
かえ

る流行の。牛肉で杯一ぱくつく腹組。牛の

小便十八党。むすぶ交り健児の社中。文明開化のざんぎりあたま。王政

復古の惣髪頭。因循姑息の半髪額26。歌妓
ね こ

は箱持
は こ や

27の案内
し る べ

に属。娼妓は引

手の家婢
ぢょうちう

28にひかれ。老若男女の差別なく。此処に一群かしこにふたく

み。三人よれば呼出しの。揚代三十六匁。当時改四十五匁うしなふ智恵

の割前勘定。賢薬もちひた経験は。これから直に人力車。元地がわるけ

りや花川扉と。 

浮た駄洒落の口車。ちょんきなホイと押出す。あとはお酒と生の鍋。ま

ず先さまは一トきりの。替る替るの人心。所謂のぞき機関ならん歟。作

者の口調は三馬三馬さてこれよりは本物芝居でいわば、序まくでござい

そのため口章。 

 

 『安愚楽鍋二篇』の始まりでは、牛肉にまつわる伝染病の情報が新聞に載せ

られ、「予防ぐ手術もなかりしに」と牛疫が牛に感染すれば、薬など治療する

ことすら出来なかったことから、明治４年に刊行された『安愚楽鍋二篇』の第

                                                      
22 がっかりするさま（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮名垣魯文』筑摩書房、2002年、

P287）。 
23 （ドイツ語 Rinderpest）牛の伝染病。牛疫（同 22）。 
24 言葉に出して言うのも恐れ多いことながら（同 22）。 
25 吉原の明治四年五月二十九日の大火、新島原の明治四年六月の取り払いのため（同 22）。 
26 ちょんまげのこと（同上、P288）。 
27 三味線の箱を持って芸者の供をする男（同 26）。 
28 引手茶屋の女中（同 26）。 
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一行にこの伝染病についてのことが載せられている。これは、当時の牛疫の重

大性を描いていることが窺える。牛疫は日本国内だけでなく、世界的に発生し

た牛の伝染病として知られ、農研機構動物衛生研究所長の津田氏は牛疫につい

て、「牛疫ウイルスの起源は中央アジアと考えられ、牛の移動とともに西はヨ

ーロッパ、東は中国から日本へと広がった。ヨーロッパにたびたび侵入してい

た牛疫は、十八世紀にはほぼ全土に広がり約 ２ 億頭の牛の死亡をもたらし、

英国にまで達した。１８８０年代後半にインドから持ち込まれたと考えられる

アフリカでの発生は大陸全土に拡大し、牛や水牛の９割が死亡して多くの餓死

者が出たとされる。日本でも江戸時代初期から牛疫の発生は記録されているが、

牛疫が本格的に問題となったのは明治維新後であり、大陸から朝鮮半島を経由

しての侵入がそのほとんどである。日本では明治 ４（１８７１）年、シベリ

ア沿岸に牛疫が迫っているという駐日アメリカ公使を通した上海からの情報

を受けて、太政官布告を出して伝染病予防法を公布した。」と論じ、魯文は新

聞から牛疫の情報を得たうえでの重大性を図り知ったことで、第一行に牛の伝

染病に触れたのではないかと考えられる。確かに明治４年（１８７１）６月７

日の法令全書の太政官布告第２７６号より、「シベリア海岸ニリントルペスト

一種の伝染病の名流行起リ追々蔓延日本ヘモ伝染スヘキ有様」とあり、上海駐在の

米国領事のテイ.アイ.マクガワンが横浜駐日米国特派全権公使のイシデロン

グ（C.E.DeLong）宛てに出した忠告文も載せられている。このような牛疫の重

大性を図り知った日本政府は、牛疫予防法についても布告している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「法令全書 内閣官報局 太政官布告第 276

号」（国立国会図書館近代デジタルライブラ

リーより http://kindai.ndl.go.jp/） 

「法令全書 内閣官報局 太政官布告第

276号」（国立国会図書館近代デジタルライ

ブラリーより http://kindai.ndl.go.jp/） 
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しかしながら、このような牛疫に対して、仮名垣魯文の見方としては、「我

邦は。八百萬神達と。親類一家のよしみあれば。忽地例の神風に。吹はらふ

たる晴天白日。再び盛る牛店の繁昌。」と、たくさんの神がこの国に存在し

て守ってくれるから、牛店は再び繁昌するという。 

 

 

 

第七章 娼妓
おいらん

の密肉食
あくものぐい

 

 

年の頃は二十四五、シャコとかいえる頭に結び前髪から一寸ほど上の

肩は 簪
かんざし

ずれにてはげまゆげ逆立ち美しけれど、自然と怖らしく最も厳

つき生来なり、藍微塵の御召縮緬
おめしちりめん

、一つ襦袢はなにやらわからねえど、

襟は絹縮みの薄ねずみに雁がねの模様あり。帯は男物にて茶博多の一本

独鈷
ど っ こ

をぐるぐる巻きかつかうの悪いところをかくさんためちやじまの御

召縮緬着物と袖口の合わぬ斑点を意気地なくひっかけ余程えひがまわり

しと見えて目をすえ、腕まくりをして茶碗にて酒をあおるふうていただ

ものにあらず。…中略…辻屋などと言う質屋へまげこみ、ひとへものい

ちまいにて夜具にくるまり遣り繰り算段にてますやから一升かりこみ茶

碗酒の青っきり脱走しようかすみかへにでやうかと考え最中、赤い風が

吹いた29のが幸いで田まちの茶屋へ転げ込み無理往生に茶屋の女房が着

物と斑点をかりこみ、茶屋の女中を連れ出して因縁のある客のところへ

おしかけて行き中宿に一晩泊まりて、なにがしか小遣いをいたぶりたる30

帰り道かの助長と二人連れ牛屋へ入りて夕べからの窮屈袋31を開きたる

気まま酒と見えたり。 

 「ネエおはねどん、お前の前だが伊賀はんと言う人もあんまり卑怯な

人じゃないか。…中略…切々と来る自分にヤアヤレ身請けをしようの親

元へかけ合ってもらい引32をするのと無理往生にわちきの体へ疵をつけ

たり、証文を書かせたりしたくせにたるづけができたから33、もう用は無

いと言うふうでイタチの道を切った34ようでさ。…中略…わちきヤア、あ

                                                      
29 火事に遭った（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮名垣魯文』筑摩書房、2002 年、P289）。 
30 無理にねだる。ゆする（同 29）。 
31 客の相手をして窮屈だったことをいう（同 29）。 
32 もらい受ける形をとり、安いかねで身請けをすること（同 29）。 
33 深い仲の女ができたから（同 29）。 
34 （鼬は同じ道を通らない）全く来なくなること（同 29）。 
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んなよとくれな奴をこれまで取り留めたのはオッちゃんの一件から仲の

町中の評判も悪くなったし、馴染みの客は離れてしまったし、自分が末

始終こうと定めて取っておきにしておいた作さんも誰かにしゃくられた

と見えて来なくなってしまうし、着物が無服で初会にもでられない始末

…中略…お前の内の客だし、ことに初馴染みだからと思って目を眠って

勤めると、肌しつこく始終、手いたずらをしたり、力づくで帯を解いた

り、実に溜まらなかったヨ。もう、あんな小うるせえ客は勤まらないか

ら、断ろうかと思うとたんへ、…中略…田印の青竹は牛に花りん糖ざん

すヨもうもうコリコリということなり。…中略…いやならわちきが飲むか

らおよし、いやでもいいからもう一本そして生でたべるのざんすから薄

く切ったのを山葵醤油をつけて、さあ、早くいいつけておくんなしえ。 

 

『安愚楽鍋二篇』の初めの断章からは、女性二人が牛鍋を囲むようにして食

べているよう様子が窺え、初めて牛鍋店で女性が登場する。そのうちの一人の

年齢は２４．５歳で、頭に甲穀類のシャコのような形をした飾りつけを身に着

けている。はげ眉毛は美しいけれど、なんとなく恐ろしく見え、外観は角ばっ

て柔らかみのない生まれつきの性質をもっていると描かれている。本文に入る

前には、やはり髪型、服装や生地などについて書かれている。和服に用いられ

るお召縮緬の絹織物で、その絹織物に使われている藍微塵は藍染糸に濃淡の藍

を用いた格子縞（こうしじま）模様である。もう一着着用している襦袢の用途

は不明だが、その襟に使われているのは絹縮みという、シワにならず、軽くて

着やすいのが特徴であり、その上には灰色に雁がねの模様がついている。だら

しないところを隠すため、中央に一すじ仏具の独鈷の模様がついている男性用

の茶色の博多織の帯をぐるぐる巻きつけている。そして、辻屋という質屋へ質

入れして、いろいろ工夫をし、そこから脱走しようかと考えていた最中に、幸

い火事に遭って、田まちの茶屋へ入り、無理矢理茶屋の女中を連れ出して、以

前から関わりを持っている客のところへおしかけ、一晩宿泊を頼み、帰り道に

助長と二人で牛屋へ入る。 

話の舞台は、牛屋であり、ここから二人の女性の会話が始まる。  

挿絵には二人の女性が登場し、本文の会話には、遊女を末業とする仕事話の

愚痴が語られている。そのうちの一人の女性は、伊賀はんと言う卑怯な男性に

遭遇し、その過程について語っている。もらい受ける形をとり、安い金で身請

けをし、無理矢理、体に傷をつけたり、金品の貸借を証明する書付を書かされ

た挙句の果て、他に深い仲の女ができたから、もう役に立たないと言われ全く

来なくなってしまった、と言う。しかし、わたしが、これまでずっとこんなふ

ざけた男性を引き留めたのは、オッちゃん（友達の名前）のためである。この

男性のせいで吉原の大門から真っすぐ水道尻まで続く大通りでの評判は悪く
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なったし、馴染みの客35も離れて行ってしまい、自分のお客の作さんも最後の

最後まで他人に取られて来なくなってしまったし、遊女がその客と初めて会う

初会にも顔をだすことすら出来ない始末となった。しかし、初めての馴染みだ

からといって、目をつむれば、好色的しつこく、手でいたずらをされたり、帯

を解かれたりされ、このような客には我慢できずにいたと、娼妓の仕事の大変

さを語る。 

「牛に花りん糖ざんすヨもうもうコリコリ」とは、牛鍋を指しているのでは

なく、牛に因んだ諺で、牛の鳴き声の「もう」と、花りん糖をかんだときのコ

リコリした音を表し、もう懲りたという一つのしゃれである。最後の会話に牛

鍋の紹介が出され、薄く切ったのを山葵醤油にして生で食べると描かれている。

二篇に入ってからの新しい食べ方として、牛肉を刺身のように山葵醤油につけ

て食べていることが本文から窺える。『東京開化繁昌誌 初編巻之下』の「牛

店繁昌」の内容によれば、牛肉の刺身は、「紅生
さ し み

の冷に酢味噌
す み そ

を以てし36」とあ

り、山葵醤油ではなく、酢味噌につけて食べていたことが分かる。初編からで

は、牛鍋を煮て食べる他に新しい食べ方は見えなかったが、二篇からは、こう

して刺身のようにして食べていたことが記されるようになる。 

以下の『安愚楽鍋』にみえる娼妓の密肉食の挿絵では、二人の女性が牛鍋を

囲むようにして二人一鍋で食事をしている。初編に出てくる登場人物は男性一

人か二人のみであったが、二篇では、二人の若い女性が登場し、右側に座って

いる女性の後ろには、障子が置かれ、また、題名の「娼妓の密肉食」や、これ

までの男性が登場する挿絵に障子が置かれていないことから、当時の女性が牛

肉を食するに人目を憚っていたことが窺える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
35 遊女の通りとして有名な吉原での遊び方は初めて妓楼にあがるのを「初会」、二回目を「裏

を返す」といい、三回目で「馴染み」となり、三段階に分けられ、三回目に通うと馴染みの客

と呼ばれる。（「第二回」吉原での遊びの実態とルール

http://www.ikkojin.net/websp/yoshiwara/week2.html）。 
36 萩原乙彦『東京開化繁昌誌 初編 巻之下』（島屋平七、1874年、P４）。 

出典：『安愚楽鍋』より引用 

http://www.ikkojin.net/websp/yoshiwara/week2.html
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第八章 半可
なまぎき

の江湖談
うきよばなし

 

 

年頃三十四五、あく抜けのした人物ながら兎角きいたふうの悪癖失せ

ず、何でも四文の浮世話知ったぶりをして、折々、恥しめられても蛙の

面へ水なりなりのこしらへは、いちいちうるさければ、画面にゆづりて

くわししくいはずみなさま宜しく察したまえ、これも一座二人づれなり。 

「エ、もし友先生当時の形勢は、追い追い開けてきやしたが、商法第一

の世界になったから、この方連れの怠け者は廃されるわけだね。お互い

に漢語通に因循家だとか旧弊家だとか言われるのだから、大きに流行に

遅れてきやしたが、俄
にわ

かに、ざんぎりにもなられず、洋服のさんだんも

できねえから、半髪あたまを叩かれているのだが、実に往来をあるくに

も肩身がせめえようだよ。…中略…ヘンサカホイでひきだしたら世間億

萬の俗物めらが驚き桃の木山椒の木37あざけるやつらを耳目に触れず、大

通りを馬喰町へかかって魚店から左へまがり横山町を直路に本町室町か

らからわたるのをが日本橋、それから高輪、十八町牛の小便38だらだら、

急に鉄道見物おとまりは、ぜひ南品といううところを連にひかれて無事

に帰宅さ。どうだこりゃ、近頃のひねりだろう。時に、このように牛豚

が行われちゃ、天ぷらの種に使うとこがありそうなもんだが、中略…お

い、ねえさん酒と牛肉
な ま

のかわりだ。 

安愚楽鍋二篇上了 

 

３４、５歳のすっきりと洗練されたこの男性は、一枚四文からタネを得た世

間話について、常に知ったかぶりの様子で、恥をかかされても、平気なありさ

まである。 

 この男性は、現在の形勢について知ったふりをしながら、現在の情勢は、商

法を第一とした世界になったから、怠け者は廃され、漢語通に因循家、旧弊家

はすでに時代に遅れ、突然の急変化に、散切り頭にもなれず、洋服の算段もで

きないから、古いものにしがみついてやまないちょんまげ頭の人は、人が大勢

い行き来する道路では、世間に対して面目が立たず、恥ずかしい思いをするも

のだ、とある。本文では、牛肉に関することについて一切語られていなく、文

章の終わりに牛肉の注文をするのみであって、主に、自分のことについて一方

的に話していることが窺える。 

                                                      
37 「驚き」の「き」に「木」をかけた語呂合わせ。たいそう驚いたの意（前掲『コトバンク』

所収「木山椒の木」項）。 
38 だらだらと長く続くたとえ（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮名垣魯文』筑摩書房、

2002年、P269）。 
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 以下の『安愚楽鍋』にみえる半可の江湖談の挿絵では、男性の手前に火鉢と

牛鍋が一セットになって置かれ、牛鍋の下に置かれている土台には「日の出」

と書かれた文字が見える。この「日の出」は、「牛店雑談 安愚楽鍋初編全 開

場」の挿絵で、店外ののれんに見られる。牛鍋の隣には、お酒が置いてある。

この男性の表情からは、題名からも相応できるように、よく知りもしないで、

知ったかぶりに振る舞う様子が見える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牛店雑談 『安愚楽鍋二篇』下 一名 奴論建 

東京市隠 仮名垣魯文戯作 

 

第九章 歌妓
げいしゃ

の座敷話
ざしきばなし

 

 

年頃は二十八九の町芸者。あく抜けのしたたち以前は検番の下地っ子

よりいでて柳橋から山谷掘
さんやぼり

金春に数寄屋町
す き や ま ち

を見て来る戦場ばかずの達者

もの、中頃東京に不見識なることのできたるより、旅稼ぎと出かけ中山

道は熊谷からおしの行田をへめぐり上州まわりをして桐生に留まり、そ

れより一度東京に戻り、横浜をたたき、深川のまじり遊女屋のうち芸者

をも勤めたる海に千年、川に千年甲羅を経る獣、このごろ浅草の広小路

あたりへ出て披露目をなし、チトふけたれど数年の功にておしまわす大

莫連、…中略…好む牛肉を食いに来るなり、酒はもちろん大酒にて飲め

出典：『安愚楽鍋』より引用 
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ば飲むほど色青ざめえひがまわる…後略… 

「巳のどんわちきヤア、浜にいた自分いつでも異人館へ座敷で行って、

牛というものを食べつけたら、此地へ帰ってきても三日にあげず食べな

いとなんだか、体の具合が悪いようだよ。ここのうちの肉もずいぶん良

いけれども、浜で屠
しめ

たてを料理番
ち ゃ ぶ や

が、にんじんと混雑煮にして湯煮をし

てそれから、本当に煮たのを食べちゃア、実にこんなうまいものはない

と思うよ。わちきも初めは、気味が悪いし、こんな物を食べちゃア、神

仏へ手が合わされないことと、一途に思っていたが、お通じなんぞの話

を聞くと、決してそんなわけじゃないと。事柄が訳
わ

かったから食べ始め

たのだはね、此あいだ寿仙へ、わちきの知っているシャボンさんと言う

異人さんが来て、牛肉を持ってきて芸者に食べろと言うと、一座がおた

まさんに福松さんに小みつさんにおらくさんサ、みんなが異人なれない

もんだから、嫌がって逃げて歩くのを面白がって、追っかけちらして、

おらくさんを捕まえて無理に口の端
はた

へ持って行ったもんだから、おらく

さんが大声をあげて泣き出したはね。そうすると、みんなが異人さんを

とめて、牛肉をペケにさせようと思ってサ、よくよく見ると、牛じゃな

くて牛皮のお菓子だろうじゃないか。総体、今の若い芸者衆はふざけて

いるはね。ちょっと、お客にからかわれると泣き出したり、座敷をもら

って帰るの…中略…もう一杯お飲みと言ったら、もし、ねえさん。あの、

ごめんだうながら、生で食べるのだから精肉
いいとこ

を薄切りにして山葵醤油を

つけて二人前おくれよ。そして、お銚子を熱くして三枚で持っておいで。

ついでに五分葱とお香のものをサ、…後略…。 

 

 年頃は、２８か２９歳の町芸者を職とする嫌みがなく洗練された男性である。

以前は検番を務め、芸者屋の下地っ子39として、柳橋を出発し、山谷掘金春の

数寄屋町へ各地の花柳界を渡り歩いた老練な芸者を見に来た。そのころの東京

は不見識であった。旅稼ぎへ中山道を出発し、熊谷から行田をめぐり、群馬県

の上州をまわり、桐生に留まったあと、再び東京へ戻り、横浜で金稼ぎをした

あと、深川と言う中級の遊女屋で芸者を務めてきたことで、世の中の様々な経

験を積み重ね、年功を積んだ。このころ、浅草の広小路40あたりで芸者の挨拶

回りが行われていた。経験豊富な世間ずれした老けた女性は、好みの牛肉を食

                                                      
39 芸妓や役者などになるための見習い中の者（前掲『コトバンク』所収「下地っ子」項）。 
40 江三大広小路として江戸市内に設けられた三つの主要の広小路。両国広小路、下谷広小路

（上野広小路）、浅草広小路の三つ（前掲 WIKIPEDIA 検索：「江戸三大広小路」）。 
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べに行き、酒も一緒に、飲めば飲むほど顔が青白くなる。本文に入る前の内容

として、初編では主に着用している着物の種類や材質などについて語られてい

たが、二篇の第８章から、第９章にかけて触れられなくなり、本文にあまり関

わりのない雑談が記されるようになる。 

 

「私が横浜にいたときは、いつも異人館41にて芸妓として宴席で客に招かれ、

牛という食べ物を食べさせられていた。しかし、そこを離れ、三日連日で牛肉

を食べないと、なんだか体の調子が悪くなった。ここのうちの肉の質も良いけ

れど、横浜で屠殺した新鮮な肉をちゃぶ屋42がにんじんと一緒に混雑煮
ご っ た に

してゆ

でたものを食べたら実にこんなにうまいものはないと思うよ、と本文の初めか

ら牛肉を絶賛し、三日も食べないと、具合が悪いなどと、牛肉がどれほど美味

しいのか、またこのような説得力で、一人でも多くの人に牛肉を味わってもら

いたいという意味が込められているように窺える。 

また、この女性は、「私も、初めて牛肉を口にしたときは、気味が悪くなっ

て、こんな物を食べていたら、神仏へ手を合わせることができないと、真面目

に思っていたが、通訳の人から牛肉について話を聞けば、そんな訳は無いと言

うことが分かったことから、牛肉を食べ始めるようになった。」という話の内

容から、もともと、宗教関係で穢れ意識を大変気にしており、牛肉を食べるこ

とに対して忌避感を持っていたが、通訳がどのような話の内容を伝えたかは、

具体的に書かれていないが、西洋人の牛肉の食用化を通訳の人を通して、日本

の庶民に伝えたことで、従来牛肉に対しての穢れ意識はなかったことを知った

うえで、食べ始めるようになったと描かれている。 

このような牛肉の食用化の日本への到来は、すぐさま日本庶民へ受け入れる

ことは出来なかったことが、以下の本文の会話で窺える。 

 

此あいだ寿仙へ、わちきの知っているシャボンさんと言う異人さんが

来て、牛肉を持ってきて芸者に食べろと言うと、一座がおたまさんに福

松さんに小みつさんにおらくさんサ、みんなが異人なれないもんだから、

嫌がって逃げて歩くのを面白がって、追っかけちらして、おらくさんを

捕まえて無理に口の端
はた

へ持って行ったもんだから、おらくさんが大声を

あげて泣き出したはね。そうすると、みんなが異人さんをとめて、牛肉

をペケにさせようと思ってサ、よくよく見ると、牛じゃなくて牛皮のお

菓子だろうじゃないか。 

                                                      
41 幕末・明治時代以降（主として明治時代）の日本において、欧米人が居住するために住宅

として建設した西洋館。（前掲 WIKIPEDIA 検索：「異人館」）。 
42 「ちゃぶや（卓袱屋）」は、横浜・神戸など開港場で主に外国人を相手にする手軽な飲食店、

小料理店（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮名垣魯文』筑摩書房、2002年、P273）。 
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 この間、寿仙と言うところへ行ったとき、私の知り合いのアメリカ人宣教師

の医師のヘボンという者が来て、牛肉を持ってきて芸者のみんなに食べさせよ

うとしたところ、同じ席に座っていた、おたまさん、福松さん、小みつさん、

おらくさん達が一斉に、外国人みたいに牛肉は食べられないと嫌がって逃げて

いくのを見た医師のヘボンは、逃げていくみんなを後から追って、おらくさん

を捕まえ、無理矢理、その牛肉を口に持って行こうとしたが、おらくさんはあ

まりにも嫌で大声をあげて泣き出したのである。そんな状況を見た皆は、医師

のヘボンを止めて、牛肉を受け入れることはできないとペケにしようと思った。

しかし、よくよく見てみると、牛肉ではなく、牛肉の色に似た牛皮のお菓子だ

ったという、芸者をトリックに陥れた医師のヘボンだが、このような会話から

は、当時、牛肉の食用化はすでに庶民の生活上に浸透したとはいえ、まだ全て

の人に受け入れられる状態ではなかったこと、また、このように牛肉に対して

の嫌悪感を抱いていることは、やはり穢れ意識が過去に存在していたことであ

ると考えられる。ここでの、牛皮のお菓子43とは、和菓子の一種であり、お菓

子の色が牛皮の色に似ていることから、芸者に牛肉かと勘違いされ、驚いてい

る様子が窺える。このような牛肉に対しての嫌悪感を抱いている状況は、石井

研堂の『明治事物起源８』にも見られる。 

 

 横浜には、文久初年頃すでに牛店ありしがごとく、老牛肉店主の話に、

「文久二年、横浜なるいまの住吉町五丁目か入江町の入り江の土手に、

居酒屋の伊勢熊といふのがあツた。横浜ではじめての牛肉店を開こうと

して、妻に相談すると、〈あんな物を商売するくらいなら、夫婦別れをし

て下さい〉と、女房すこぶる攘夷論者であツたのを、仲裁する者があツ

て取り鎮め、その代はり、一軒の内を二つに仕切り、一方は飯屋として

女房これを受け持ち、一方は牛鍋屋として亭主これを主管した。ときに

やうやく肉類の味をしめた町の人々は、ドシドシとここに集まり、亭主

の方かへツて千客万来なので、女房つひに我を折り、いつしか中仕切り

の羽目を取り外してしまツたことがあツた」。44 

 

 この文章からも窺うことができるように、夫の牛肉店の開店に反対する妻は、

それほど牛肉店を開きたいのならば、と妻は夫に離婚の選択をさせた。しかし

ながら、結局、店を二つに仕切り、夫婦別々で牛肉店と飯屋を営むことになっ

た。それゆえに、最終的には夫の牛肉店の商売繁盛が原因で、妻は飯屋を辞め、

夫と二人三脚で牛肉店を営まざるを得ない結果となった。これらの文章からは、

                                                      
43 和菓子の一種。牛皮や牛肥とも表記する。白玉粉をこね，強火で蒸してなべにとり，弱火

で砂糖と水あめを入れながら練り上げる。牛皮に似るところからの名称という（前掲WIKIPEDIA

検索：「求肥」）。 
44 石井研堂『明治事物起源 8』（筑摩書房、1997 年、P54）。 
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芸者や妻は牛肉に対して、相当嫌悪感を抱いていることが感じられるが、妻は

夫の店の商売繁盛を見て、牛肉を受け入れなければならない必要性があったこ

とを分かり知ったうえで、牛肉に対しての嫌悪感を振り払い、夫と店を経営す

ることを決意したことが窺える。文明開化及び西洋化としての牛肉の食用化は、

そう簡単に日本の食生活へ受容されることが難しかったことが窺える。 

これらのことから、日本庶民に潜在する牛肉に対しての嫌悪感や穢れ意識に

ついては、『安愚楽鍋』の初編や二篇の本文でも見られる。「それを未だに野蛮

の弊習と云ッてネ、開けねへ奴等が、肉食をすりゃア、神仏へ手が合されねえ

の。ヤレ穢れるのと、分からねへ野暮を言うのは究理学を弁えねえからのこと

でげス。」（第一章 西洋好の聴取）、「わちきも初めは、気味が悪いし、こんな

物を食べちゃア、神仏へ手が合わされないことと、一途に思っていた」（第九

章 歌妓の座敷話）などとして牛肉を食べては、神仏へ手が合わせられないと

言うことから、宗教問題が大きな影響力を果たしていることが言える。吉田氏

は『牛肉と日本人 和牛例讃』では、牛肉と神道について、次のように述べて

いる。 

 

平安時代以後、肉食に対する禁忌意識が貴族階級に形成され広がり始

めるのである。それは、そのころ成立した神道、ないしそれと仏教との

神仏習合の影響であった。太古、共同体による自然祖霊崇拝や農耕儀礼

にはじまったのが原始神道であるが、それは道教からの影響のもとに神

社や宮中祭祀
きゅうちゅうさいし

をつくり出した。さらに奈良末期から平安時代にかけて独

自の意識・思想や規範・行事が整備されて神道とよばれるようになった。

そのとき意識―規範の中心となったのが三不浄とよばれる死穢
し え

・産穢
さ ん え

・

血穢
け つ え

であり、とくに死穢であった。死を恐れ死から逃れようとする本能

的感情を浄穢
じょうえ

・吉凶の対立概念の操作において死穢との忌避の意識に昇

華させたものであるが、すでに『延喜式』（927）で、人の死に面した者

が 30 日、人の出産が 7 日、動物の死が 5 日、動物の出産が 3日、そして

鶏肉を除く肉類を食した者が 3日のそれぞれの期間、穢を忌んで宮中神

事に参列できぬ、と定められていた。ここですでに、死穢・血穢の範囲

が動物の屍骸からその肉食に広げられている。かつては鹿肉が天皇の食

膳にのっていたのに、今やそれを食しただけで参内すらできなくなった。

しかし、肉食は獣肉を避けて魚鳥類だけとする食生活が貴族から庶民へ、

京畿から諸国へと広がっていくためには、神道と仏教の結合たる神仏習

合の影響をまたなければならない。 
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神道は教義確立のために、すでに体系化されていた仏教に依存しよう

とし、仏教側もとくに後発の天台、真言の場合、国家宗教になるために

神道との結合を必要とした。かくて比叡山延暦寺が山麓に日吉山王権現

（日吉神社）を併設したように神仏習合が進んだ。その影響の結果とし

て、肉食に関する庶民意識に、生類憐みのや不殺生戒の教えだけでなく

穢れの感覚が加わった。前者は庶民にとって実感というよりも「お説教」

であったが、後者はまさに実感であり感覚である。かくて神仏習合の影

響により肉食禁忌意識が庶民の心にまで浸透し、肉食の否定が「社会の

上層から下層へ、祭祀や服喪の場から日常の場へと、徐々に…進行して

いった」のである45。 

 

このような仏教の影響での牛肉の食用化は、当時の人たちにとって、抵抗が

あっただけでなく、敬遠されるものであったことが窺えるが、その後の福沢諭

吉の『肉食之説』や仮名垣魯文の『安愚楽鍋』などの牛肉を推薦する書籍が出

版されただけでなく、明治天皇が自ら率先して牛肉を食べ始めたことから、仏

教の枠を超え、穢れ意識が振り払われ、牛肉の食用化が進んでいったのではな

いかと考えられる。しかし、穢れ意識に対して、加藤祐一著『文明開化』(明

治 6年)は牛肉について、「肉食は穢るべきものに非ざる道理」と言い、牛肉は

食べたくて食べるのではなく、嫌ながら我慢して流行に連れて食べた、と語っ

ていることが、以下の文章から分かる。 

 

牛肉豚肉を食する事は、此節は余程開けて、辻々でも、煮焼して売る

様に迄成
までなっ

たが、扨夫
さてそれ

を喰ふ人は、大かたは只流行につれて、喰はねば外

聞のわるい様に思ふて、いやながらも、我慢で喰ふたり、開化めかして

喰ったりする人ばかりで、真に喰ふべきものとして喰ふのではない故、

牛喰ふた歸路
も ど り

には、物参りは遠慮する様な気が離れぬ、元来獣肉魚肉、都
すべ

て肉類を忌
い

むは、仏法
ぶっぽう

から移った事で、我が神の道には、其様な事はな

い、其證據
しょうこ

は、神代の巻にも、山さち海さちといふ事が有て、山さちと

あ、山で獣をとる事、海さちとは、海で魚をとる事で、山で獣をとって

何にするものぞ、則
すなわち

皮を剥
はい

で衣服にもし、肉を切て食用にするのじゃ、

其外神に、獣の頭や、魚の肉を捧
ささ

ぐる事は、常の事で、獣肉を喰ふて、

                                                      
45 吉田忠『牛肉と日本人 和牛礼讃』（農山漁村文化協会、1992年、P13）。 
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穢れるといふ様な事は、決してないことじゃ、穢れといふは、糞汁腐敗

物、其外何によらず臭気
しゅうき

などが有て、手にふるるは勿論、見るも心わる

く、誰も嫌ふものに触るるのが穢れで、好んで食ふ程のものに、穢れと

いふ事はない道理じゃ、尤血穢れといふ事が有て、血といふものは、心

わるいものじゃに因て、血にふるるのは、穢れといふてもよささうなも

ので、夫故獣を屠りなどするを、穢れといふたものじゃが、其血を洗ひ

浄めてさへ仕舞へば、則清浄なものじゃ其清浄に成りたものを、やはり

穢れといはふなら、糞汁をかけた菜大根も、何ほど洗ふても、やはり穢

れといはねばならぬ道理じゃ、夫を穢れといはぬからは、獣肉魚肉も、

穢れといふべきものではない道理は、考ふる迄もなく分かる事である。

…中略…血も体中にあるうちは、穢れといふものではない、体をはなれ

て、流れ出て、始めて穢れとなるものじゃ、譬へば、唾も口中にありて

は、きたないものではない、其處へ流れ出て、穢れとなるのじゃに因て、

洗ひ落せば清浄な肉じゃ、…中略…元来有情のものを殺すは、快からぬ

事で夫故佛者は肉食を戒めたものじゃ、先祖祭りに獣肉を備ふる漢土で

さへ、包丁を遠ざけ、或は觳觫
こくそく

46として死地に就くを傷む、夫が則人情と

いふもので、仁の端
はし

じゃ、屠殺を何でもない様に思ふては、人が残悪に

なるであらうと思ふて、佛者は之を厳しく戒めたものじゃ、…中略…鼠

は猫にとられ猫は犬に制せらるる、萬物の長たる人じゃもの、何喰ふた

とて遠慮はに、素より魚鳥を喰ふ程ならば、牛豚の肉も同じ事で、形ち

の大小を以て差別のある事なら、魚でも鯨は喰はれぬ道理、夫は喰ふが

是は喰はぬといふは、かの牛を惜んで羊にかふると同じ事で、何のわけ

か一向わからぬ、但
ただし

魚は死に臨んでも声を発せぬもの故、さほどにも思

はず、鳥獣は悲しい声を発し、其死を憂ふる體の、容子にも見ゆる故、

人情愛憐のかかる理で、其處に差別はある事なれど、穢れる穢れぬとい

ふ差別が、獣と魚とにある訳はない47。 

 

仏教の影響も受けながらも、時代背景はすでに西洋化であり、みんなが食

べているから、自分も食べなければならいと言う、少し強制的な意味での牛

肉食用化であることが窺える。 

 

 「歌妓の座敷話」での牛肉の食べ方も、山葵醤油にして刺身のように食べら

                                                      
46 死を恐れるさま。びくびくするさま（前掲『コトバンク』所収「觳觫」項）。 
47 明治文化研究会『明治文化全集 第二十四巻 文明開化篇』（日本評論社、1929 年、P13）。 
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れているが、「生で食べるのだから精肉(いいとこ)を薄切りにして」と、生で

食べることを強調して言っている。お酒も欠かさず、「ついでに五分葱とお香

のものを」と、葱と漬物も注文し、刺身で食べきれなかった分を、鍋にして葱

と一緒に煮るのではないかと考えられる。 

 

 以下の『安愚楽鍋』にみえる歌妓の座敷話の挿絵では、男性と女性の二人が

登場するが、このように男女二人が牛鍋を食べている挿絵は初めてである。男

性は、左手に猪口を持ち、女性に話をかけている。女性はとてもくつろいだ感

じをし、右手にとがったつまようじの形をしたものを持っている。ここで登場

する女性の後ろにも障子が置かれていることから、女性が牛肉を食するに人目

を憚っているのではないかと考える。牛鍋はもちろんお酒も出され、ろうそく

も灯してある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十章 文盲
ものしらず

の無益論
むちゃろん

 

 

年頃四十ぐらい居職ていの男ほかに道楽はなけれど毎晩軍談の席に攻

めかけ、常連のうちに入り講座の際へつきて講釈師が息継ぎ中入の間に

話などしかけ、何も知らぬくせに、つべこべと口を出す癖あり。しかし、

いろは四十七字がようやく読めるほどの明
あ

き 盲
めくら

48ゆえすきにて和漢の戦

古事など聞き手も耳から耳へ抜けるうちの楽しみなりなれども少しは聞

きかじりて連れの男に話しかける。連れの人物も動機求むる読めぬ同士、

書かぬ同士ゆえよき咄し相手也。 

                                                      
48 識字力のない人を侮蔑していう語（前掲『weblio 辞典』所収「明き盲」項）。 

出典：『安愚楽鍋』より引用 
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「安さんおめえとは、とかく柳橋や円朝の続き話が好きだけれど、ちょ

っと講釈のほうを聞いて見なせえ。そりゃあ、天下の御記録よみだから、

また落とし話なんぞとは違って実があるね。この節、駒形の席へ昼は伯

円、夜は燕尾が出るがなかなか面白いぜ。おとし話もおかしくっていい

けれど、根がこしれへものだから、聞いてしまってからは夢を見たよう

な心持だが、そこは実録のみっしりした徳に、…中略…道灌も歌を詠む

か。歌を詠むの候の権八じゃアねえ。その自分大日照りがあって、晴天

六十日の間雨と言うものは一粒も降らなかったとき、相撲の太鼓を担ぎ

出してドデフルフルと叩きながら三囲
みめぐり

の堤をあっちこち雨乞をする所へ

道灌さまが行き合わせて。急がずば濡れまじものを夕立や田を三囲の神

ならば神と詠みあげて、三囲の稲荷の御神前へ納めると今まで、晴れ渡

った空が一面に曇ってきて、忽ち大雨が降りだしたもんだから道灌さま

もぬれしょぼたれて、関屋の里のある百姓家へ飛び込んで雨具を貸して

くれと頼むと、家からきれいな娘が山吹の花を盆へのせて持ってきて物

も言わずに出すと、そこは物知りだから考えたねえ、万葉集とか言う歌

の本の中に何とやらして山吹実の一つだになきぞかなしきと言う句があ

るそうさ。それを引き語にして蓑
みの

一つもないと断ったのが、藪にも功の

者、百姓の娘でもばかにやアならねえ、山吹と言うものは花が咲いても

実がならねえからのことをひきだしたのは、恐れ入ったもんじゃねえか。

だから理ずめほど怖いものはないと思うよ。怖いといやア、此牛肉は屠

立だと見えてだいぶ怖い49ぜ、コウコウあんねえ、すきやきにしてもう一

鍋はやくはやく。 

 

年齢４０歳で、居職50の男性である。自分の生活の中に仕事以外の趣味はな

く、ただひたすら毎晩軍談の寄席51に出て、常連の中に入り込み、講釈師が休

憩中に話をかけ、知ったかぶりのように、あれこれうるさく理屈を言う癖があ

る。しかし、この男性は、文字が読めなく、ようやく、いろはの 47字が読め

るようになったそうだである。そして、連れの男性に、はっきりしたとした内

容ではなく、多少あやふやな知識で、和漢（日本と中国）の戦争についての故

事を話している。連れの男性も読めない同士、書けない同士が気の合う仲間を

求めている。この男性は、文字の読み書きができない文盲であるが、話し好き

                                                      
49 固いの意味（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮名垣魯文』筑摩書房、2002年、P304）。 
50 自分の家で仕事する職業。彫金師・裁縫師など（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮

名垣魯文』筑摩書房、2002年、P302）。 
51 講釈場。日本の都市において講談・落語・浪曲・萬歳（から漫才）・過去に於いての義太夫

（特に女義太夫）、などの技芸（演芸）を観客に見せるため席亭（興行主）が経営する常設の

興行小屋である。（前掲 WIKIPEDIA 検索：「寄席」）。 
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であることが、初めの文章から窺える。 

 

「安さん、あなたとは三代目麗々亭柳橋や三遊亭円朝などの続き話をするこ

とが好きだけれども、もうちょっと講釈のほうを聞いて見たらどうですか。こ

っちは天下の御記録52読みだから、落語とはまた違ったもので内容が詰まって

いるね。この間、駒形の寄席へ昼は伯円の講談師、夜は燕尾の講談師が出てい

たが、なかなか面白いものだ。落語も面白おかしくていいけれど、聞いてしま

えば夢を見たような心持になるが、そこは、事実そのままの記録のもつ中身の

充実した美点である。」 

この男性は、落語好きであり、本文には落語の演目の一つである太田道灌に

ついての紹介もしている。その内容とは、日照りのとき、毎日晴天の日が続い

た６０日間は、一粒も雨が降ることはなかった。そんなとき、相撲の太鼓を担

ぎ出して、三囲
みめぐり

神社のそばの土手のまわりをあちこち叩きながら神仏に雨が降

ることを祈願していたところへ、道灌が来て「急がずば 濡れざらましを旅人

の 後より晴るる 野辺の村雨」と俳人である宝井其角の「夕立ちや田を見め

ぐり（三囲）の神ならば」の俳句を混同させて詠み、神社の御神前へ納めたと

ころ、突然、晴れ渡った空が、一面に曇ってきて、とっさに大雨が降りだした

のだった。急な大雨に、雨具すら何も持参していなかった道灌は、びしょぬれ

になる前に、関屋の百姓家へ入って、雨具を貸してくれないかと頼んだら、中

から綺麗な女性が現れ、山吹の花を盆に載せて持ってきてくれた。しかし、道

灌がほしいのは雨具であり、山吹の花ではないのだと、がっかりしてそのまま

その場を去ってしまった。帰ったあと、この話を家来に話すと、道灌は関屋の

女性の意味をつかんでいないというのだった。女性が盆に載せた山吹の花は、

萬葉集の『七重八重 花は咲けども 山吹の 実の（蓑）ひとつだに なきぞ悲し

き』の古歌であり、山吹の実のの「実の」は「蓑」を表し、「私の家には雨具

がない」という遠回しの言い方で断っていたのであった。これは、役に立たな

いと思ったものの中に大変役立つよいものがあるものだ、と言う。 

落語の話しを終えると、店内のねえさんに「コウコウあんねえ、すきやきにし

てもう一鍋はやくはやく」と、牛鍋ではなく、すき焼きにして食べた。 

ここでは、牛肉に関する話は、最後の牛肉の注文のみで、その他では見られ

なかった。話の内容はこの男性の落語に関わることだけで終わっている。とこ

ろが、この男性が注文したのは牛鍋ではなく、すきやきである。牛鍋は関東風

の言い方で、すきやきは関西風の言い方であり、この両者の違いについて、坂

井健「「牛鍋」はどんな鍋だったか―『安愚楽鍋』を中心に―」では、「調味料

を別々に入れるか、あらかじめ混ぜておいた割下を使うかの違いこそあれ、「牛

                                                      
52 「記録」は武家の家系や先祖の手柄話。講談師のこと（坪内祐三編集『明治の文学 第一

巻 仮名垣魯文』筑摩書房、2002年、P302）。 
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鍋」も「すきやき」もほとんど同一の料理であり、割下をつかうのが関東風で

牛鍋、別々に調味料をいれるのが関西風ですきやきで、現在では、すきやきの

名称が一般的だというのである53」と言うわけで、この４０歳ぐらいの居職の

男性は関西から来たのではないかと考えられる。 

 

以下の『安愚楽鍋』にみえる文盲の無益論の挿絵では、男性の手前に牛鍋が

置かれている。すきやきを頼んだこの男性は、鍋の中にサイコロ状のような牛

肉が煮ているのが見える。牛鍋のとなりには、お酒が置かれ、髪型はまだ変わ

らずちょんまげ姿で、この男性の後ろにはろうそくと障子が置かれ、あぐらを

ついて座っている。初編から二篇にかけて、障子が置かれているのは女性のみ

であったが、この章以外で男性が登場する挿絵には障子は見られなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十一章 人力車
じ ん し ゃ

の引力語
ひ き ご と

 

 

当時ひらけし人力の車力二人づれ、昨日きんざいゆきの長丁場にて、

しっかりとせしめたる骨休み体の養いに牛を食いに来ると、見え人へも

のの下タへ白き筒袖を着て牛のせいと酒の温まりで寒さを忘れ両肌を脱

                                                      
53 坂井健「「牛鍋」はどんな鍋だったか―『安愚楽鍋』を中心に―」（佛教大学国語国文学会

『京都語文 第９号』、2002 年、P214）。 

出典：『安愚楽鍋』より引用 
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ぎ、筒袖の肌着を現したるてい図の如し。五郎八茶碗54で差しつ押さえ、

余程奴論建。 

「力やおらア、昨日ほど骨の折れた仕事はなかったよ。朝っぱら、新橋

まで急ぎの仕事で浅草見附から弐朱
に し ゅ

と二百のたちで引て行くと橋際で下

りたから帰りを載せて来やうと呼びかけていると俺が前方、赤岩に居た

自分なじみのてんま町の唐物屋の番頭がとんび合羽の脚絆がけてやって

くるのを見かけたところ、確かに横浜の買い出しと見受けたから、モシ

旦那お久しぶりでござります、と声をかけると、八公か久しぶりだの、

時に今から大急ぎで川端までやらねえかと言うから値も決めずにすぐに

載せた。…中略…それから大森まで引っけえして山もとで茶づって少し

くたびれたから、ぶらぶら引けへすと跡から来た客人はこれも同じく浜

の帰りらしい、こしれえよ足元ゆるんだ処をやりちげへに見つけたから

旦那浅草まで帰り車へおめしなせへやせんかと薦めかけた見附までいく

らで行くと言うから、何さ仕立の帰りでごぜへやすからいくらでもおぼ

しめしとやっつけると、そんなら急ぎで弐分やるから田町55までやってく

れろと、乗り移るが否やいさくさ56なしにはらで着到…中略…家へ帰って

湯へ入って一合やるとがっかり57して、床も敷かずに寝てしまったが、今

日は腕先と足の裏が痛へようだぜ。いや、仕事のある時、目まぐるしく

あるけれど、あぶれるときに、朝っぱらから立場にまごついたり相談の

できかかった客にペケにされたり、たまに、かかった仕事も 楔
くさび

がぬけて

乗賃を踏まれたり、大勢でくじを引きャア、残りくじにばかりなるし、

実に渡世は車の回り合わせだぜ。さあ、力かんが直った代わり目だ。は

てさ、飲めと言ったら、おっと、こぼれたか。こりゃ、ごめんさいごめ

んさい。おいおい、姉さん、牛肉の代わりを頼んますよ。 

 

 二人連れの人力車夫は、昨日近くの農村まで長い距離を行き、体を休めて疲

れを癒すために、牛肉を食べに行ってきた。そうしたら、白い筒袖を着た人が

お酒を飲んで酔っ払いながら、牛のせいだと言い、すでに寒さを忘れ、両方の

肩を着物から脱いで肌を現していた。五郎八茶碗
ごろうはちぢゃわん

で酒をついだり、酌を押しと

どめたりしながら、よほど酔っ払っている。 

                                                      
54 江戸初期、肥前（佐賀県）の高原五郎八によって製された大型の染付磁器の碗。後には、

大型の粗末な茶碗をいう（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮名垣魯文』筑摩書房、2002

年、P305）。 
55 吉原の日本堤の下一帯（同 54）。 
56 もめごと。苦情。文句（同 54）。 
57 ひどく疲れてしまって（同 54）。 
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 この人力車夫は仕事の愚痴を話す。 

「昨日ほど、骨が折れそうに疲れ果てた仕事は無かったよ。朝早くから、新橋

まで急ぎの仕事で浅草橋から弐朱
に し ゅ

と二百の労賃で引いて行くと、橋際のところ

で下りだから帰りを載せて来ようと呼びかけていると、俺が以前、日本橋大伝

馬町の駕籠屋にいた唐物屋の番頭がとんび合羽と脚絆をきてやってくるのを

見かけた。横浜へ買い出しに来た番頭に、「お久しぶりでござります」と声を

かけると、「八公か、久しぶりだ」と答え、今から大急ぎで川端まで行かなく

てはならないからと言うので、値も決めずにすぐ番頭を載せた。それから、大

森まで引いて山もとのところの飲食店で茶漬けを食べて、少しくたびれたから

ぶらぶら引いて行くと、あとから、客人が来て同じく横浜の帰りらしく、歩き

疲れた様子で浅草まで帰るというので、乗らないかと薦め、客にいくらで行く

かと言われたが、客を送っての帰りだからいくらでも考えると答えた。そした

ら、客に弐分あげるから田町まで送ってくれと頼まれ、文句なく、無事に目的

地に着いておろした。それから、家へ帰って、お風呂へ入り、力を使い切りヘ

トヘトの状態で床も敷かずに寝てしまった。翌日、腕先と足裏が痛くてたまら

なかった。仕事のある時は、忙しすぎて目まぐるしいけれど、人が大勢いると

きは、朝から人力車と止めるところにまごついたり、仕事で人力車の車輪の抜

けるのを防ぐため、車の心棒の端にさしたものがぬけてしまい、車の代金を支

払ってもらえなかったりしたこともあった。大勢でくじ引きをすれば、度々、

残りくじを引くことにもなる。この世で生きていくとすれば、稼業は車輪の回

るのと同じでいろんな目にあうものだ。お酒のお代わりとねえさん、牛肉の代

わりを頼みますよ。」と。 

 人力車を職とするこの男性は、牛鍋屋を舞台に仕事の話をし始める。人力車

夫として、「骨が折れるほど疲れたことはない」と仕事の大変さを語っている。

そんななか、この男性は人力車夫として仕事で疲れ果てた体に、「骨休み体の

養いに牛を食いに来る」と言っていることから、牛肉は体を養う食べ物である

と言う意識を持っていることが窺える。そして、牛肉＝滋養については、明治

文化全集篇輯部篇『開化世相の裏表―『新聞雑誌』抄―』でも語られている。 

 

 敦賀縣牛肉説諭 

 敦賀縣下ニ於テ牛肉店相開キシニ、土風固陋ニシテ種々ノ流言申触セ

シニ付、縣廳ヨリ説諭アリタリ。其文ニ、牛肉ノ儀ハ人生ノ元気ヲ稗補

シ血力ヲ強壯ニスルノ養生物に候處、…後略…。 

 

牛肉は弱まった体の滋養として、元気づけ、体を強くする食べ物であること

が描かれている。 

また、小川為治著『開化問答』（東京三書屋、明治 7年）では、 
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 先食物と申者は畢竟身體の滋養に食ふわけにて、なんでも身體の為に

なる物を食はなければならぬことでござる。それを日本の食物と申者は、

只口にうまきを専一として、養生抔のことは聊もかまいませぬ。されば

日本人は根気弱く、西洋人のやうに蒸気船や伝信機抔の大発明をするこ

とは出来ません。さて第一身體の滋養になるべき食物は、牛肉牛乳豕肉

鳥肉の類にてこれは西洋人が化学と申て、物の原質を取り調べる学問に

て、悉く調べ聊疑のないことでござる58。 

 

日本人は美味だけにこだわっていて、養生にあまり不関心であるがため、西

洋人みたいに蒸気船や電信機みたいな大きな発想をすることができないと言

っており、第一の身體の滋養とする食べ物として、まず初めに牛肉が挙げられ

ている。このようなことから、疲れ果てた体を休ませるために、一番適したの

は、牛肉を食べる事であり、牛肉を食べることで、体力が回復するという。牛

肉の美味だけにとどまらず、身體にも良いと言うことを説いている。媒体があ

まり普及して居なかったこの頃は、このような書籍などをもとに情報を手に入

れ、体の調子が悪ければ、牛肉、クタクタで疲れた体には牛肉を食べる事であ

るという考えを伝えたいのではないかと考えられる。本文に関しては、仕事の

話のみで、牛肉については一切触れていなく、最後に店内の人にお酒と牛肉の

お代わりの注文をするだけである。 

以下の『安愚楽鍋』にみえる人力車の引力語の挿絵では、人力車夫の姿で、

あぐらをかき、肘を足について疲れ果てたような様子をしている。男性の手前

には、牛鍋とお酒、そしてろうそくが置かれている。牛鍋の鍋のなかには、サ

イコロ状の牛肉のような食べ物が入っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
58 明治文化研究会『明治文化全集 第二十四巻 文明開化篇』（日本評論社、1967年、P125）。 

出典：『安愚楽鍋』より引用 
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第十二章 覆古
ふ く こ

の方今話
いまようばなし

 

 

かけ合一人は年頃四十あまりの総髪、御召縮緬の小袖黄八丈の下着黒

羅紗に白羅紗の紋所おかせたる割羽織。仙台平の裏つけ袴を着し銀ごし

らえに金目の目抜きあまりながからぬに小さ刀を添えてさしたるは、い

ずれの旧藩かの公用方とおぼしく、連れの男は町人ていにてこれも四十

あまり縞の羽織布子花色木綿…後略… 

町人「旦那様は、近頃牛肉をお用いでごさりますか。 

武士「はい、僕なぞもやっぱり、因循家のたちであまり肉食はせなんだ

が、一昨年大病以来西洋家に治療を受けてから少しずつ用いてみ

たら、つい好きになって当時は、三日用いねば具合が悪いようじ

ゃから、当店から毎度取り寄せて常食同様に致すて。 

町人「へ、それは結構なことでございます。私なぞも良い年になります

まで、肉食は穢るものと覚えまして、とんと用いずにおりました

が、ご時世につれましてこの味を覚えましたら、忘られませぬが、

当夏の新聞に出ましたリンテルポーストとやらの伝染病が恐ろし

さに昨今までやめておりましたが、あの説は外国だけのことで日

本へは渡らずにすみましたと見えますて。 

武士「はい、家畜伝染の病とあるから、われ人ともに恐縮は致したもの

の、生きた牛を屠
しめ

て食うのじゃから当節とても過ちはないはずじ

ゃが、いや、牛店は大きに因迫いたしたろうて、あははははは。 

町人「さようでございます。せっかく開けかかった牛肉も伝染病の風聞

で大きに景気を落としましたが、此せつは、追々さような噂も薄

らぎまして、このように繁昌致しごさりますが、諸色高値の時節

がらゆえ食店
たべもの

なぞもあきないにくうございませう。…後略… 

武士「…前略…国産多きは国の富じゃ。ぼくも元は和漢の書を少しばか

り読
のぞ

いたけれど横文字ばかりは、大嫌い鎖港攘夷の説を唱えたが、

斯
かく

まで互市
こうえき

が盛んに成っては外国の実情を知らぬも不自由で嫌っ

たことを悔んでおれど然
さ

りとて白髪を頂きながらエビシを学ぶも

恥ずかしいゆえ訳書だけを読んでかの国の事情は少し分かったか

ら以前の説を覆甕
ほ ぐ

にして開港互市
か い こ う ご し

にあらざれば、富国強兵の策な
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しと思う心になったじゃて、それに東京ばかりじゃない諸国とも

茶や蝅紙や白糸や産物が増殖て互市がますます盛んになれば、皇

国の富となり富めば、大砲や大艦も自由に出来るは知れてあるか

ら地球の中の強国となると思えば、なんとたのもしいことではな

いか。東京が不景気じゃの寂寞の酢じゃのこんにゃくじゃのと言

うのは理に疎いやからの言う事じゃて。 

町人「仰を伺いますれば、実にさようでございます。私も老いの学問に

翻訳書でも読みませう。実に西洋流でなくては夜が明けませぬ。

おやおや、とかく申うちパッタリと日が暮れました。…中略…コ

レコレ、あねえ、生の代わりとおかんのよいのを。そして、鍋が

煮ついたから、取り替えてくれないか。ヘイヘイ、これは恐れ入

ります。 

 安愚楽鍋二篇下巻了 

 

 年頃は、４０歳ぐらいの総髪の髪型で、服の材質は御召縮緬に黄色の地に縞

柄のある絹織物で、下着は黒羅紗に白羅紗の紋所がついていて裾
すそ

のほうが割れ

ている羽織である。絹織物の一種である仙台平の裏付け袴を着て、銀の地に純

金の目ぬき59の短刀を持ち、大名家などに仕え、主人の公用を勤めている。連

れの男性は町人で、年齢も４０歳ぐらいである。縞の羽織布子は薄い藍色をし

た花色木綿である。 

 第十二章の覆古の方今話に登場する人物の男性の二人は、武士と町人といっ

た、位からしてとてもかけ離れた二人の間での会話であり、会話の初めから、

牛肉について語られる。 

町人「近頃の牛肉はお食べになったでしょうか？」 

武士「はい、僕はなんと言っても因循家であり、肉食にあまり触れることはな

かったが、一昨年に大病をして西洋の医者に治療を受けてもらってから、

少しずつ牛肉を食べるようになっていたら、つい牛肉を好きになってし

まった。当時は、三日も牛肉を食べないと、具合が悪くなってしまった

から、当店から毎回牛肉を注文をして、常食同様に食べていたものだ。」 

町人「へえ。それはとても良いことです。私もかなりの年になり、肉食は穢れ

たものだと思い込んでいて、牛肉を口にすることはありませんでしたが、

時代の流れに沿って、牛肉の味を口にしたときのその味は忘れられない

ものでありましたが、当時の夏の新聞にリンデルペスト（牛疫）という

伝染病の恐ろしさに、最近まで食べていませんでした。しかし、そのリ

ンデルペストという伝染病は外国だけでのことで日本へ伝染病は渡っ

                                                      
59 刀の柄を肩身に固定させる針を覆う金具（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮名垣魯

文』筑摩書房、2002 年、P307）。 
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ていないということでした。」 

武士「はい。家畜伝染の病気であるため、私たちにとって恐ろしくて身が縮む

ものでした。ですが、生きた牛を屠殺して食べていたから、今回の牛肉

の伝染病で牛店はかなり貧困状態に陥ってしまったそうで。」 

町人「その通りです。せっかく流行り始めた牛肉も伝染病のうわさで大変景気

を落としましたが、近頃はしだいにそのようなうわさも薄らぎ、今日は

商売繁盛であります。いろいろな物の値段が高い故に、食べ物は商いに

功績でございます。」 

 

 この町人と武士の会話から窺えることは、牛肉を食べる前までは、牛肉と言

うものは穢れているものであり、食べようとは思っていなかったが、西洋の医

者や時代の流れをきっかけに食べ始めるようになったという。とくに、武士は、

大病を患い、西洋医に治療を受けてから牛肉を少しずつ食べるようになったと

描かれているが、どのような治療を受けたのか具体的な内容は解説されていな

いが、唯一分かることは西洋医に牛肉を食べることを薦められたことである。

当時、西洋医学が伝来し、「安政四年（１８５７年）、オランダ海軍軍人カツテ

ンディーケ、同軍医ポンペらが海軍伝習教官として長崎に来航した。ポンペか

ら医学を学んだ一人が幕府医師松本良順
まつもとりょうじゅん

である。良順は、元治元年に『養生

法』を著した。その内容は西洋医学に基づいたものであった。肉食については、

獣肉は消化しやすく養分を多く含み、「よく良血を生ずる」と説明し、鶏卵の

成分として水分、蛋質、エキス物、脂油などの記述がある60」。 

また、横河秋濤
よこかわしゅうとう

著『開化の入口』（松邑文海堂、明治７年）にも、同じように

牛肉の養分が描かれている。 

 

次に西洋人が肉食を第一とする訳柄をかい撮
つま

んで話しめせうか。凡
およ

そ人

の食物の内第一身體の養ひに成べき正味が四種ある。一に「フロテイ子」

質と言て、肉の中に含でいる鶏卵の白味の様な物、之が一番大切な者で、

二に紛質、三に塩質、四に油質と言ふ事だ。それだから西洋人は兎角右

の「フロテイ子」含で居る肉類と、小麥で 拵
こしら

えた蒸餅
パ ン

を一度に何拾 匁
もんめ

と

分量を極めて、其間には養生の為になる葡萄酒や「シャンパン」を呑む

事だ。 

 

牛肉の美味だけにこだわらずに、養分まで追求している。また肉食推進者に

                                                      
60 江原絢子『家庭料理の近代』（吉川弘文館、2012年、P19）。 
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限らず、西洋医の影響も大きかったと言えよう。それだけでなく、『新撰養生

編. 上』（明治１６）では、 

 

 （問）牛肉（答）此肉ハ脂肪能ク混合シ此味甘美ニシテ消化シ易ク頗

ル頣養ノ効アリ且ツ牝牛ノ肉は柔軟ニシテ牡牛ノ肉ハ堅硬ナリ其頣養ノ

効に於ケル牝牛ノ肉ヲ以テ之ヲ牡牛ノ肉ニ比較スレハ其効稍ヤ劣レリ而

しシテ幼稚ナル牡牛ノ肉ハ最モ貴重スヘクシテ其老大ナル牡牛ノ肉ハ之

ニ反セリ61。 

 

牛肉は脂肪があって美味しく、消化が良く、養生であると言い、牝牛と牡牛

との肉質まで語られている。また、第九章の歌妓の座敷話でも、欧米人が居住

していた異人館で日本人女性に牛肉を薦めて食べたら、「此地へ帰ってきても

三日にあげず食べないとなんだか、体の具合が悪いようだよ。」と牛肉を「こ

んなうまいものはない」と絶賛している。同様に、ここでも武士が大病に患い

西洋医に牛肉を薦められて食べたら、「少しずつ用いてみたら、つい好きにな

って当時は、三日用いねば具合が悪いようじゃ」と牛肉の存在や需要が大きく

拡大されている。この両者に共通することは、牛肉を薦めた人は西洋の人であ

り、二人とも牛肉を食べる前までは、忌避していたものの食べてみたら病みつ

きになることが描かれていることから、時代の流れに連れ、西洋人が牛肉をた

べている影響を受けながら、日本人も牛肉を食べるようになた事が窺える。こ

のような武士の話に対して、町人も容認にしていて、以前も牛肉は穢れたもの

だと思っていたが、こんな年にもなり、文明開化で牛肉が食べられるようにな

ってから、食べてみたらそれ以来、この味を忘れることはなかったと言ってい

る。これらから読み取れることは、牛肉が食べられる前までは様々な原因で誰

もが牛肉を回避していたが、一度食べてみたらその美味が必ず分かると言いた

いのではないかと考えられる。そんな中、一時期牛肉の伝染病で新聞にもなっ

たことで、人々は恐れ、牛肉を食べる人が少なくなっていき、牛店に大きな影

響を及ぼしたが、牛肉の伝染病は外国の話であって日本の牛には何の影響もな

いと、安心して牛肉を食べてもいいのだと町人が自ら解説をしている。牛肉の

伝染病はそれほど大きな問題ではないかのように、伝染病の悪化を抑えている

かのように見られる。 

しかし、明治４年のこのころは日本の牛疫の蔓延は確かに存在していた。岡

山県畜産協会の史料によれば、「日本家畜防疫史に残る大事件として、牛役が

明治６年（１８７３）突如として朝鮮から侵入し，７～８月ごろから京都、大

阪、兵庫など近畿地方など２０県下に発生して、同年末までに４２.２９７頭

の畜牛が死亡し、その惨害は目を覆うものがあった。この牛疫は、明治１０年

（１８７７）までくすぶり、初発以来約５万頭の牛が死亡した。当時の牛１頭

                                                      
61 高桑致芳『新撰養生編. 上』（池善平等、1883年、P22）。 
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が２０円の単価として、１００万円の直接被害を

被ったのである。このため、家畜伝染病の予防制

圧は、到底家畜飼養者個々の力ではなすすべもな

く、国家的な措置が必要であることが強く認識さ

れ、欧州各国に加速度的に家畜伝染病予防法の制

定を促し、１８世紀に入り、相前後して予防条例

の発布を見るに至った。わが国においても、これ

らの背景から牛疫侵入の危険性を察知して、明治

４年（１８７１）に太政官布告第２７６号をもっ

て「牛疫予防に関する件」が公布され、取りあえ

ず一連の防疫措置が取られている。62」とあり、左

の図１の明治４年（１８７１）の太政官布告第２

７６号からも分かるように、当時の牛疫は風聞の

話ではなかったことが明らかでなる。そのため、

町人が牛肉の伝染病について、「当夏の新聞に出ま

したリンテルポーストとやらの伝染病が恐ろしさ

に昨今までやめておりましたが、あの説は外国だ

けのことで日本へは渡らずにすみましたと見えま

すて。」という話については、人々が牛疫に対して

の恐怖感を和らげようと思って語ったのではない

かと考えられる。 

当時の太政官布告から牛疫について公布され

ただけでなく、「予防法 リンデルペスト家畜伝

染病」も布告されている。以下の予防法は、１５

個のうちの４つを取り上げて内容を見てみた。 

 

一、病死セシ禽獣ヲ食シ又ハ其皮ヲ剥キ用ユル事厳禁タリ。 

一、禽獣ノ死亡相増候地方ニテハ一入予防ニ注意スヘシ若病ニ感染セシト

思ハ、速ニ良医に托スヘシ妄ニ薬ヲ服スルナカレ。 

一、都テ此病ヲ防クニハ病の伝来スルトセサルトニ拘ハラス身体を清浄ニ

シ可成丈ケ衣服ヲ洗濯シ垢付サル様ニスヘク家居モ掃除ヲ能クシ殊更 厩
うまや

牛部屋又ハ鳥小屋等ハ成丈ケ清浄ニシ当時禽獣ノ居ル所ニ衣類ナト置サル

様ニ心掛ヘク。 

一、天気ヨキ日ニハ窓戸ヲ開キ風入ヲヨクシ室内 の乾燥スルヲ要ス63。 

                                                      
62 一般社団法人岡山県畜産協会（「岡山県畜産史」

http://okayama.lin.gr.jp/tosyo/history/2-7-1-11.htm）。 
63 内閣官報局『法令全書. 明治４年』（原書房、1887年、P247）。 

図１「法令全書 内閣官報局 

太政官布告第 276号」（国会図

書館近代デジタルライブラリ

ーより http://kindai.ndl.go.jp/） 

 

http://okayama.lin.gr.jp/tosyo/history/2-7-1-11.htm
http://kindai.ndl.go.jp/
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「病死した禽獣を食べることや皮を剥ぐことを禁じる」「予防措置を行うこと、

もし感染したならば、すぐさま医者にみてもらい、薬を服用する」「つねに身

體の清浄と衣服の洗濯、家屋、そして馬屋牛部屋鳥小屋などの掃除」「天気が

良い日は窓を開けて風通しを良くし、室内を乾燥させる」などの注意事項が出

されていることから、人々の健康管理にたずさわる指示などが述べられている。 

武士はその後も西洋事情に関することを学ばなかったことについて後悔をし

ている。 

武士「国産が多ければ、それは国の富に繋がる。僕も以前は和漢の本を読んで

いたけれでも、西洋の本は横文字ばかりで大変嫌いだ。外国船の入港を

禁じ、外国人を追い払って通交禁止をさせたが、これほどまで貿易が繁

盛し、このまま外国の実情を知っておかなければ、不自由である。嫌い

なことを悔やんでいても、白髪のした頭をしながら ABCを学ぶのは恥ず

かしいものだから、翻訳した本を読んで外国の事情を多少わかれば、以

前行った外国船を禁じるようなことは取り消しにする。そして、今後開

港し外国と貿易をしなければ、富国強兵の策略にはならないと心から思

った。それに、他国とも茶や蝅卵
さんらん

紙
し

や絹糸や産物が増えれば、貿易がま

すます盛んになる。そしたら、我国の富となり、富となれば、大砲や船

も自由に製造することができる。このように、世界のうちの強国となる

と思えば、楽しいことである。東京が不景気の状態になっては、さびし

い。」 

町人「確かにそうでございます。私もこの年になりますが、翻訳書でも読んで

みます。実に、この時勢で西洋流でなければ、夜は明けませんね。おや

おや、話をしているうちにすっかり日が暮れました。これこれ、ねえさ

ん。生の代わりを。そして、鍋が煮詰まったから取り替えてくれません

か。」 

 

地位の違った武士と町人の二人の会話からは、明治期の文明開化を迎え、以

前のような古い思想に留まらずに、前向きにそして積極的に新しい西洋の文化

を取り入れなければ、日本の目指す富国強兵へ前一歩進むことはできないと言

う思いが伝わってくる。縦書きから横書きの本を読み、触れたことのない英文

字 ABCを学び、牛肉の食用化もその一環として受け入れたことによって、西洋

のことについて学ぶことも大切であることを伝えたいのではないかと思われ

る。 

 以下の『安愚楽鍋』にみえる覆古の方今話の挿絵では、武士と町人の男性二

人と、牛店の店員の女性一人が登場する。武士は挿絵の左側で、町人は右側に

座っている。牛鍋と火鉢の一セットになっていて、各一人に一つ出されている。

しかし、第七章の娼妓の密肉食で登場する女性二人では、牛鍋と火鉢の一セッ
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トで一つしか出されていない。牛鍋の中身はサイコロ状の牛肉が置かれていて、

お酒もとなりについている。武士のそばに短刀が置かれ、町人は武士より頭を

低く下げており、隣には障子が置かれている。店員の女性は、注文したとされ

るお酒を持ってきている様子が窺える。食べ方としては煮て食べている様子が

見え、この頃はまだ西洋的なフォークを使わず、箸を使っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２ 『安愚楽鍋二篇』の挿絵の総括 

 

二篇の挿絵を見てみれば、女性が牛鍋を食べている様子を描く挿絵に注目す

ると、例えば、男女が登場する「歌妓の座敷話(げいしゃのざしきばなし)」（二

篇第九章）では、女性のほうに障子が置かれており、このことから女性が牛肉

を食するに人目を憚っている様子が窺える。また、二人連れの女性の「娼妓の

密肉食(おいらんのあくものぐい)」（二篇第七章）と「茶店女の隠食（ちゃみ

せむすめのかくしぐい）」（三篇第十七章）

にも障子が置かれていることからも同

様のことが窺える。この例は題名からし

て女性が人目を憚って牛肉を食べてい

たことが想定される。当時の女性はまだ

男性のように、堂々と牛肉を食べること

が許されなかったということであろう。

ただし、女性に限らずに、「文盲の無益

論(ものしらずのむちゃろん)」（二篇第

十章）と「覆古の方今話(ふくこのいま

出典：『安愚楽鍋』より引用 

図１（出典：『安愚楽鍋』より引用） 
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ようばなし)」（二篇第十二章）では、女性は登場しないが、男性のそばにも障

子が置かれている。男性は一人一つの牛鍋があり、女性二人が登場する場面で

は、二人に一つの鍋が置いてる。火鉢と牛鍋が一セットになっていて、本文で

語られた、「生で食べるのだから精肉
いいとこ

を薄切りにして山葵醤油をつけ」という

ような挿絵は見られない。牛肉を山葵醤油につけて食べていたりしていたが、

やはり、主は牛鍋ではないかと考えられる。また、牛鍋の中身に写る牛肉の形

（図１）を見てみると、角切りの肉である。このような牛肉の切り方をしたの

は、横浜にある明治元年創業で牛鍋の元祖とも言われている「太田なわのれん」

のものだと言う。 

  

 

 

３－３ 『安愚楽鍋二篇』のまとめ 

 

二篇からは、初めて女性が登場し、一人の登場人物だけでなく、男女二人連

れや女性二人連れも描かれるようになる。場所は初編と変わらぬ牛鍋店であり、

皆牛鍋を食べながら、雑談をしている。年齢は２４から４０歳で一通り若い世

代である。女性は割と２０代が多く、男性は、一通り年齢の幅が広い。初編で

は特に牛肉の美味さが描かれていたが、二篇からは牛肉についての情報が詳し

くなり、食べ方に限らず、牛肉の滋養や牛肉の食用化以前の心境や牛肉をたべ

るようになったきっかけなどについて大いに語られるようになる。一方、登場

人物の外見や髪型などは初編に比べ、あまり語られなくなり、服装や髪形は初

編と変わらぬ姿であり、西洋に関する持ち物は少しも見られなくなる。 

職業では、女性は娼妓で、男性は人力車夫、町人、居職、そして武士や町芸

者などが登場する。これらの職業観念上、芸人・職人(職能民)など末業とみな

される仕事に就いている身分の低い人々が登場していることが分かる。 

牛肉の食べ方については、同年に刊行された初編と二篇は、初編では牛鍋を

煮て食べるだけであったが、二篇から、にんじんを加えて混雑煮で食べたり、

生のまま山葵醤油をつけて食べたりする新しい食べ方が付け加えられている。

また、初編と比べ、牛肉や牛鍋に関する内容が倍に増え、牛肉を「三日用ひね

ば具合が悪いようじゃ」、または「三日にあげず食べないとなんだか体の具合

が悪いようだよ」と、庶民の病的なまでの牛肉への関心の高まりが描かれてい

る。第十二章の覆古の方今話に登場する武士と町人の間での会話でも分かるよ

うに、牛肉を好きで食べたのではなく、西洋の医者に薦められたり、時勢につ

られて食べるようになったと描かれていることから、西洋文化の到来の影響も

大きいことが分かる。 
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第４章 『安愚楽鍋』に見る「文明開化」の軌跡 

 

 明治５年に刊行された『安愚楽鍋三編』は上下に分けられ、全６章から成り

立っている。以下の『安愚楽鍋三編』における本文は、読みやすいように、自

ら適宜に句点と読点の区切りをつけ、平仮名は漢字に直し、語句には注釈をつ

けることにする。 

 

 

４－１ 『安愚楽鍋三編』の分析 

 

牛店雑談安愚楽鍋第三輯序 

種痘1ハ天下ノ仁術、肉食ハ万民の滋養ナリ。 故
かるがる

ユエニ牧牛ノ国家ニ益

アル豈他獣
あにたじゅう

ト等シカランヤ。方今開化稍
ようや

ク進ミ市井
し せ い

ノ細民
さいみん

ト雖モ牛痘2牛

肉ノ世ニ功アルヲ知ルモノカラ。 随
したが

ッテ医治
い じ

ヲ 全
まった

フシ億児百歳ノ寿ヲ

存シ。従ガッテ食料ヲ調シ衆庶
しゅしょ

健康ノ体ヲ保ツニ至ル。今日ノ僥倖何事

カ是ニ如ン此頃魯子ガ著述ノ小説安愚楽鍋三輯ノ稿ヲ披閲シテ談笑諷諫
ふうかん

ノ筆意ニ感アリ。小道トイエドモ見ルベキモノアリ嗚呼談何ゾ容易ナラ

ン依リテ簡端ニ一言ヲ贅
ぜい

シモッテ感読ヲ謝スルト爾云
しかいう

 

 于時明治第五年壬申ノ孟春吉旦 

東京浅草金龍山下ノ旅店駿刕屋 

ノ小坊ニ於テ陸中国水沢の藪医 

 

臥牛散人 小野凉亭記之。 

 

 三編の初めには、散人の小野凉亭の文章が書かれ、「種痘ハ天下ノ仁術、肉

食ハ万民の滋養ナリ」と迫力ある言葉が第一行目に登場する。種痘は、当時の

天然痘の流行を抑制する予防接種として、１７９６年にイギリスのジェンナー

                                                      
1 痘瘡の予防接種のこと。 1796年にイギリスの E.ジェンナーが初めてヒトに牛痘ウイルスを

接種して免疫をつくることに成功。（ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説より）ウシ

が感染する牛痘の膿を用いた安全な牛痘法を考案し、これが世界中に広まり、天然痘の流行の

抑制に効果が大きかった（前掲 WIKIPEDIA 検索：「種痘」）。 
2 牛がかかる痘瘡(とうそう)。牛痘ウイルスは人間にも感染するが、軽症で済み、人間の痘瘡

への免疫をも獲得するので種痘に利用される（前掲『コトバンク』所収「牛痘」項）。 
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が発明した。その天然痘の流行は日本にまで押し寄せ、国立感染症研究所感染

症情報センターの岡部氏は、「天然痘は紀元前より、伝染力が非常に強く死に

至る疫病として人々から恐れられていた。我が国では明治年間に、２〜７万人

程度の患者数の流行（死亡者数５．０００〜２万人）が６回発生しいる。3」

と言われ、その後、牛痘ウィルスを接種して免疫を作ることに成果を果たした

ことから、魯文は種痘は天下の人々に恵みを与える行為であるという。 

先の文に続けて、魯文は次のように述べる。「全国民にとって肉食は滋養の

基であることから、牧牛をしている国には利があり、決して他の獣肉と同じで

ある。現在、開化は進み、市中に住む下層階級の人とはいうものの、牛痘や牛

肉は世に功あることを知り、治療を行ったことで多くの人が長寿を保っている。

従って、食料を調理し、庶民の健康な体を保つことができる。今日のこのよう

な偶然な幸運は、これ以上幸せなことはない。最近、魯文が書き下ろしている

小説安愚楽鍋三輯の原稿を開いてみれば、笑い話のうちに諷諫
ふうかん

を行う執筆ぶり

に感心した。小さい道義と言うものの見るべきものがある。簡単に一言無用な

言葉を述べて感動を踏まえたうえで読むことにする。」 

 

このように魯文はこれまで様々な階級の庶民たちを通して牛肉の美味や滋

養について伝えてきたが、牛肉の功能はそれだけでなく、種痘から自分の身を

守ることができると語っている。 

 小野凉亭も牛肉は功ある食べ物として絶賛

をしている。ここで魯文が他の文章を載せた

のは、魯文だけが牛肉を賛美しているのでは

ないことを伝えたかったのではないかと考え

られる。 

 左の【図１】は、「牛店雑談安愚楽鍋第三輯

序 臥牛散人 小野凉亭記之」の挿絵であり、

大きく牛の絵が描かれている。以下の【図２】

の挿絵は口絵4で、「本地 祭三月十九日＼英國

医聖延涅耳＼保赤牛痘祖神之像」「普照十方＼

救濟万兒」「御詠歌 原語和觧＼我たのめうき

世のわらべ獨りても 痘の悪魔の手引にはせ

り」「臥牛山人施印」「洗手 惠齋謹写［芳幾］」

とあり、「種痘の発明者である英国ジェンナ

                                                      
3 国立感染症研究所感染症情報センター「天然痘とは？」

（http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/445-smallpox-intro.html ）。 
4 書籍・雑誌で，表紙の次あるいは本文の前に別丁で入れる絵や写真（前掲『weblio 辞典』所

収「口絵」項）。 

【図１】（出典：『安愚楽鍋』より引用） 

http://www.nih.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/445-smallpox-intro.html
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ーを、疱瘡絵や疱瘡神の施印刷物風にアレン

ジしたもの。序者の施印という趣向であろう。
5」という。種痘を開発したイギリスのジェ

ンナーに作られた挿絵のようであり、真ん中

には牛の姿が見られる。 

 

 「当世牛馬問答」に入る前に、魯文は戯作

者の花笠文京の「告条
こうじょう

」という文章を載せ

ているが、その内容は遊女にまつわる話で牛

肉に直接な関わりをもっていないため、ここ

では解説をしないことにする。 

 

 

 

 

 

 

当世牛馬問答
とうせいぎゅうばもんどう

 

 

馬「牛公、久しく会わねえうち、手前は大層出世して、羅紗のマントル

にズボンなんぞで、すっぱり西洋風になってしまったぜ。うまくやるな」 

牛「おお、馬か。手前こそ、この節は大層立派な車を引いて十六にや、

賑やかなとこへばかりドンタクに出かけるそうだから、羨ましいぜ。

俺たちはウシウシと世間で持てはやされるようになったけれど、ほ

んの名聞ばかりで生まれて物心がつくかつかねえうちに、鼻綱を引

かれて築地や横浜へ身を売られたあげくが四足をくいへ結わい付け

るポンコツを決められてよ。人間の腹へ葬られて実に塞いでしまう

わけさ。」 

馬「いやそうでねえ。ぜんてえ手前の仲間は高輪の船場や大津の柴屋町

あたりで、車をひく身のうえじゃねえよ。天道様から人間の食物に

なるようにこの世界へお産み付けになったのを、まだ人間が開けね

えところからなりが大きくって角なんぞが生えていて、力がありそ

うに見えたもんだから重荷でも背負わせようと言う思い付きで、こ

                                                      
5 高木元「書物のリテラシー－板本は読めているか－」（千葉大学文学部『日本文学』62-4、

2013年）。 

【図２】（出典：『安愚楽鍋』より引用） 
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れまで米俵を積み込んだり、祭礼の練物なんぞを引かせたのは全く

人間の心得違いだ。唐は、開け即なった国だけれど、牛は物を積み

運びをする獣じゃなくなって、人の食い物になるもだと心得ていた

から大牢の滋味だの伐氷
ばっぴょう

の家には牛豚を飼わずだのと言っておい

た当時開化とやらの世の中じゃ、人間はもちろん鳥獣でもすべて生

あるものはそれぞれ御奉公をせにゃあらねえ。と、ある先生がおっ

しゃったのを馬の耳に風にせずに聞き留めておいたが、手前の仲間

は人間に食われて万物のかしらの体を養うのが天への奉公。ダポン

コツを決められて人の腹へ入りゃあ、手前たちの役が済んで畜生の

業が滅して人間に生まれ変わる道理じゃあねえか。人間で例えよう

なら辛抱しとげて旦那からのれんをもらって出店を開くのだぜ。ハ

テサ、年がら年中、藁や小豆の殻ばかり食って寝て暮らすよりは天

への奉公を勤め上げて畜生道の苦しみを去って人間界へ生を帰る方

がよかろうと思うぜ。こちとらは人間の口へ入ろうと思っても誰も

食ってくれず、まだしも赤馬は瘡
かさ

をかいた者が薬に食うけれど、そ

れはたまの事だから業の滅するときはねえ。」 

牛「そう聞けば、なるほどもっともだ。もうもう、愚痴はいうめえ。ア

ア、牛（ぎゅう）の音もでねえ。」 

 

 牛鍋の流行とともに、煙草を持ち、地べたに座り込んだ江戸っ子姿をした馬

と、ワイングラスを片手に洋服姿をした牛の二匹の対比的な関係をした対談で

ある。 

馬「牛公、しばらく会ってないうちに、ずいぶんと出世しているではありませ

んか。それに、羅紗のマントル6にズボンという姿とは、すっかり西洋風です

ね。」 

牛「おお、馬か。この間はずいぶん立派な車を引いて日曜日の休日に賑やかな

ところへ出かけるものだから、とても羨ましいよ。俺たちはウシウシと世間で

持てはやされるようになったけど、それは表面だけの名誉だよ。牛なんか、生

まれて物心がつくかつかないうちに、すぐ鼻綱を付けられ、築地や横浜へ引か

れて売られてしまうものだ。そのあげく、四足を縛り付けられ、屠殺されてし

まい、後に人間の腹へ葬られてしまうわけさ。」 

馬「いや、そうだね。手前の仲間は牛馬の活躍した高輪の船場や大津の柴屋町

あたりで、車をひく身ではないね。天道様から人間の食べ物になるようにこの

世界へ産み付けられるようになったのをまだ、人間が開けねと言いながら、大

                                                      
6 フロックコート形の服（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮名垣魯文』筑摩書房、2002

年、P315）。 
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きな体で角が生え、力があるからと言って、重荷を背負わせようと思い付きで、

米俵を積み込んだり、祭礼の時の山車として扱わせたのは、全く人間の道理に

外れた考え方である。唐は、ずいぶん前から開けた国であるけれど、牛の役目

は物を積み運びをする獣ではなくなり、人間の食べ物になるものだとよく理解

していたから、豪華で盛大な御馳走だの、地位の高い身分の家柄には牛豚を飼

わないと言っていた開化の世の中である。しかし、人間は勿論、鳥獣にあたる

すべての生のあるものに対して御奉公をする必要があると、ある先生がおっし

ゃっていたのを馬耳東風にして聞き留めていた。しかし、手前の仲間は、人間

に食べられれば、人間の身体を養うのが天への奉公であり、屠殺されれば、人

の腹へ入り、そして牛の役目が済んで畜生の業
ごう

7が無くなって人間に生まれ変

わる道理ではないか。人間で例えるとしたら、辛抱を成し遂げて、旦那からの

れん分けしてもらって支店を出すようなものだ。一年中、藁や小豆の殻ばかり

食べて寝過ごすよりは、天への奉公を勤めあげて畜生道の苦しみを去って、人

間界へ生を帰るほうがどっちみち、良いと思うぜ。俺たちは、人間の口へ入ろ

うと思っても、誰も食べてはくれない、まだしも赤馬は梅毒にかかったものが

薬を飲むけれど、それはめったにないことだから、業が滅しるときはねえ。」 

牛「そのように聞けばなるほどだね。モウモウ、愚痴の話は終わりだ。ぐうの

音も出ない。」 

 

 この牛と馬の対談と挿絵に写る様子から、文明開化にちなんだハイカラな風

景が見られるが、対談の内容は主に批判や愚痴について多く語られている。馬

は、牛にしばらく会っていないうちに牛が西洋風の服装に変化について驚きを

感じているが、牛は、馬が馬車などの仕事に羨ましさを感じていることに対し

て、今時、牛が流行るようになったのは表面だけであり、牛の食べられる側と

すれば、生まれて間もなく鼻綱を付けられ、最終的には人間の口に食べられて

しまうと、悲惨な話しぶりをしている。馬は、牛は昔、重荷を運んだりする仕

事をしていたが、今や人間の食べ物となり、そのうえ、人間の体を養うのが天

への奉公だという。 

 以下の当世牛馬問答にみえる挿絵では、外見や話の背景から、馬と牛の江戸

と明治の対比関係が分かる絵である。牛は、馬より一歩先の時代を歩んでいる

かのように、馬は服装から靴まで、まだ江戸っ子の姿をし、片手に煙草を持ち、

地面に座り込んでいるのに対して、牛は人力車のようなところに腰をかけ、服

装は西洋風の洋服とズボン、そして靴を着用し、片手にワイングラスを持ち、

上品そうな格好をしていることから、牛はすでに文明開化、または西洋のシン

ボルと示されていることが窺える。足元には、ワインのような瓶も見られる。

                                                      
7 前世の善悪の行為によって現世で受ける報い（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮名垣

魯文』筑摩書房、2002 年、P315）。 
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牛と馬の外観から、全く別世界のような時代背景が表現されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牛店雑談 『安愚楽鍋第三編』上 一名 奴倫見 

 東京 仮名垣魯文戯著 

 

第十三章 商法個
あ き う ど

の胸会計
むなかんじょう

 

年頃は三十一二。アメ唐8は見場ばかりで…中略…上着は同じく胡麻幹縞
ご ま が ら じ ま

に紛い更紗の下着。…中略…銀かわのそで時斗を襟にかけしと見えて鎖

のおりおりちらつくは一ミニウトを争う商法家と見えたり、連れの男も

同じ年輩とんびごしらえ蝙蝠傘を持参のていおりおり横浜へ往来の商人

なるべしと思われたり。 

「商兵衛さん、牛肉は横浜のことだが、此家のはずいぶん食えるね。お

いら知己
な じ み

だけ亭主が並より気を付けて極新しいのを食わせるから、初め

ての牛店なんぞへは、めったに入らねえよ。此間、芝で十二字過ぎにな

ったから腹が減ってたまらねえ。処から或牛店へ入ったところが店のか

かりを見ると、いかさま今月の初めまで鰻の蒲焼骨抜どじょう柳川流の

出来合店を牛肉に押されて、牛は牛連れと出直したと見えて。いや、事

                                                      
8 アメ唐。アメリカから渡来した唐縮緬（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮名垣魯文』

筑摩書房、2002 年、P316）。 

出典：『安愚楽鍋』より引用 
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馴ねえで下女なんぞがからっきし半間で五分葱をくれろと言うと、昆布

はござりませんの、生を注文すりゃ、鶏卵を持って来たり、おまけに肉

といやあ、日向
ひ な た

へ乾した木
こ

っ端
ぱ

を見たように、カラカラして筋だらけで

いくら噛んでもちぎれねえ。古臭くなった老牛を食わせられたので代わ

りに手を付けねえで、勘定して飛び出したが実に牛肉ばかりは日増しは

まっぴらさ。しかし、福地先生9なんぞは古臭いのがいいと言わっしゃる

が、素人口じゃ、屠めて２日目あたりが最上だね。…中略…おいら神戸

へ行かねえとここでいくらも買うのだけれどコンペイニが先へ立って居

るからどんな利易が降って沸こうとも、ここじゃ手を広げることができ

ねえから残念だ。なに、神戸は格別の大商法と言うのじゃねえが、ちっ

とばかり目的があるのさ。うまくいけば、一しほのおなぐさみだが、ま

ず、損はしねえつもりさ。それに今年は是非上海か瓜哇あたりまで航海

してみっしりと儲けるつもりさ。何でも大商法は洋航しねえじゃ。大利

がないから去年アメリカの「サンフランシスコ」の博覧会へ行くつもり

だっけが吉原の立退へ引っかかって大散財をしたのでとんちんかんとな

りにけりさ。どうか二三年の内に世界中の繁昌な港へおし渡って大六や

伊勢勝なんぞにもおとらねえ身生に成て浜の高嶋屋の上を越して一年に

十万両ぐらいなお易を上納したいもんだ、と心がけているのだよ。はて、

人は大きなことを望まなければ、開化の人物じゃねえよ。酔てほらをふ

くのじゃねえが是までおいらが見込んだ商法に五分も外れたことのねえ

のは、そこが腕前と肝っ玉だ。憚りながら一番うんとふんめへりゃ、五

万や十万の金貨は忽ち手元へ積上らあ。…後略… 

 

 この男性の年頃は、３１か３２歳で、外見はアメリカから渡来した唐縮緬に、

上着は同じく胡麻幹縞に紛い更紗の下着を着ている。銀色のした時計を襟から

かけ、鎖の光がちらついて、一分を争う商人と見えたり。一緒に来た男性も同

じ年輩の人で、袖なしで長いケープ付きの外套に蝙蝠傘を持参し、横浜を行き

来している商人と思われる。 

「商兵衛さん、牛肉は横浜のことですが、ここの家の牛肉はおいしいね。普

段は食べ慣れているところへ行くから、初めて行く牛店はめったに入らないよ。

この間、芝と言うところで１２時過ぎになって、お腹が減ってたまらなかった

から、とある牛肉店へ入ったところ、建物の作りを見てみたら、どう見ても今

月の初めまでに営業していた鰻の蒲焼の柳川流骨抜きどじょうの出来合店が

牛鍋屋に商売替えして、違和感を感じた。全く気が利かない下女に、五分葱（ご

ぶ）をくれと言えば、昆布（こぶ）はございません、と言うし、生（なま）を

                                                      
9 福地桜痴（1841-1906）。新聞記者、小説家、劇作家。歌舞伎座を創設（坪内祐三編集『明治

の文学 第一巻 仮名垣魯文』筑摩書房、2002年、P318）。 
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注文すれば、鶏卵（たまご）を持って来たり、おまけに肉と言えば、日向に干

した木っ端みたいな筋だらけでいくら噛んでもちぎれない古臭くなった老牛

を食わされたりした。なので、手を付けないでそのまま、お金を支払ってその

店を飛び出した。実に牛肉と言っても日数がたって古くなったのは、全く嫌だ。

しかし、新聞記者や小説家などを勤める福地さんは、牛肉は古臭くなったのが

良いというが、素人の口にとって、牛を殺してから２日たったあたりの牛肉が

最上だという。」 

 

 牛肉は牛肉と言われても、この頃から庶民が牛肉に対してのこだわりが現れ

てきたのではないかと考えられる。それは、普段行き慣れている牛鍋店以外へ

はめったに足を運ぶことはなかったこの男性商人は、初めて行く牛鍋店の肉の

美味しさに感心している。また、もともと鰻の蒲焼店が牛店に商売替えしたこ

とから、鰻の人気よりも牛肉のほうが高いことが窺える。これは、初篇と二編

の内容から比べてみると、余程人々の間で牛肉の受容が高まってきたことが分

かる。牛肉屋に商売替えをした店は、鰻の蒲焼だけではなかったことが『食行

脚 東京の巻』（大正１４）の文章で窺える。 

 

鍋屋として浅草の米久と、東西の両横綱を張っている、四谷見附の三河

屋は、維新当時には猪肉を営んでいたが、米久と前後して牛鍋に転じた10。 

 

とあり、当時の牛肉はそれほど多くの人に食べられていたことから、牛肉を使

った商売をする人が増えていったことが分かる。 

また、その店内にいる店員は新人であるのか、開店間もないことか、牛肉に

ついての用語をまだ詳しく理解していないように見られ、葱の五分葱（ごぶ）

を注文すれば、昆布（こぶ）を持って来たり、生（なま、牛肉の意）を注文す

れば、鶏卵（たまご）を持って来たりしている。初篇や二編では主に、滋養や

美味について語られていたが、三編からは、牛肉についての内容が一層詳しく

なる。ここでは、牛肉の質について語られ、良い肉とは日数がたって古くなっ

たのがおいしいと言う人もいれば、初めて牛肉を口にする人や食べ慣れてない

人は、屠殺して二日目ぐらいたった肉が一番良いと牛肉に対しての関心が一層

高まっていることが言える。しかし、肉質について、日数が経ちすぎて噛んで

もちぎれないというが、それは牡牛を食べたのでないかということが以下の文

章で窺える。 

 

牝牛ノ肉は柔軟ニシテ牡牛ノ肉ハ堅硬ナリ其頣養ノ効に於ケル牝牛ノ肉

ヲ以テ之ヲ牡牛ノ肉ニ比較スレハ其効稍ヤ劣レリ而しシテ幼稚ナル牡牛

                                                      
10 奥田優曇華『食行脚 東京の巻』（協文館、1925年、P138）。 
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ノ肉ハ最モ貴重スヘクシテ其老大ナル牡牛ノ肉ハ之ニ反セリ11。 

 

 このように牝牛の肉は柔軟であるのに対して、牡牛は堅硬であると言うこ

とから、以前、牛肉について語られば、主に美味や滋養を中心として絶賛を

していたが、三編から登場人物の会話から、牛肉の食感にも関心を持つよう

になったことが分かり、これはそれほど多くの人たちが牛肉を意識し始め、

牛肉についてこだわりを持ち始めたたことを意味していると考えられる。 

 その後、この男性商人は、開化後の商売について語り始める。 

「神戸へ行かないでここではいくらでも買えるが、仲間が第一線にたってい

るからどんな儲けが降ってくるか分かる。神戸は格別の大商法であり、うまく

いけば、ひときわお楽しみだが、まず損はしないつもりである。それに、今年

は上海かジャワ島あたりを航海してみっしりと儲けるつもりさ。何でも大商法

は洋航しなければ、大利が入らないため、去年アメリカのサンフランシスコの

博覧会へ行くつもりでいたが、吉原の立退きとちょうど引っかかり、金銭を多

く費やしてしまい、計画がだめになってしまったのである。そのため、この二

三年の間に世界中の繁昌している港へ渡り、大六や伊勢勝みたいに負けない財

産を持つだけでなく、横浜の高嶋屋より上を越して、一年に十万両ぐらいな税

金を上納したいものだ。大きなことを望まなければ、開化の人物じゃない。そ

して、商法に少しも外れたことがないのは、腕前と精神力でここ一番と言うと

きにうんと力を込めて踏まえれば、五万や十万のお金が手に入る。」 

 この男性は商人として、日本国内に留まっていては先が見えないと察し、「何

でも大商法は洋航しなければ、大利が入らない」と、上海やジャワ島などで商

売をするなどと言っている。そして、明治維新初期は、岩倉使節団の欧米派遣

や留学生の随行など、明治政府は欧米化を目指して、海外の優れた制度を持ち

いれたり、海外への視野を広げることに力を入れていたときである。 

 以下の商法個の胸会計にみえる挿絵では、あぐらをかいて座っている男性の

手前には、火鉢の上に載せた牛鍋がグツグツ煮ている様子が見られる。本文の

初めにも書かれたように、首に鎖がかかっており、男性の後ろには傘が置いて

あり、お酒もちゃんとついている。連れの男性はこの挿絵には登場していない。

そして、あぐらをかきながら、片手に箸を持ち、牛鍋の煮具合を観察している

かのように見える。 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 高桑致芳『新撰養生編. 上』（池善平等、1883年、P22）。 
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第十四章 芝居者
しばいもの

の身贔屓
み び い き

12 

なりは紬
つむぎ

の紺地え魚がしと白ぬきの大文字にて染ぬき、最も白字へうす

ねづみをかけたる、上着下着はかえって地味なるもの胴裏は紅絹
も み

としる

べし、赤い襦袢の袖をぴらぴら出しかけ、得意の客と二人連れにて猿若

町を退きうるさくとりまく仲間のものを遠ざけたる。一人で潤うつもり

なるべし、さいぜんから牛鍋にて差しつ押さえ飲みかけて余程まわりし

えい機嫌。 

「…前略…湯茶は必ず熱いもの、熱いといやあ、強勢煮燗
にえかん

だ。おいおい、

ねえさん、あんまり酣
かん

が熱すぎて腹の中で羽目を敲いて三介を悪口ぜ、

抔洗
す ま し

の水は鍋の塩の辛いのを調合して水ぎれだ。替りをたっぴつに持っ

てきなハテ。水は安いもの、牛は高いもの。水はたっぷりおくみなさい。

…中略…此頃は助べえ13ありませんから牛肉の功能が見えやすめえ。…後

略…。 

 

                                                      
12 自分に関係あるものを特にひいきする・こと（さま）（前掲『weblio 辞典』所収「身贔屓」

項）。 
13 女遊び（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮名垣魯文』筑摩書房、2002年、P322）。 

出典：『安愚楽鍋』より引用 
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この男性の白の紬には、紺色に大文字で魚と書いてある。上着と下着は地味

なものだが、胴裏は赤色で、赤い襦袢の袖を外にピラピラ出し掛けている。江

戸・明治初の芝居町である猿若町で二人連れの客とその場を離れ、うるさく取

り囲むような仲間を遠ざけ、牛鍋屋にてお酒を飲む。 

 「湯や茶は必ず熱いものでなければならぬ。熱いものと言えば、熱い酒の燗
かん

だ。おいおい、ねえさん。あまりにも燗が熱すぎて、腹の中で羽目を敲いて、

銭湯の使用人に毒舌を吐いてしまうよ。酒席で杯をすすぐ器の水は鍋の塩の辛

いのを調合するのだが、すでに鍋の中の水はすっかりなくなっている。代わり

に満ち溢れるほど十分に持ってきておくれ。水は安いものであるが、牛は高い

ものだ。だから水をたっぷりくみなさい。 

このころは、女遊びはないから、牛肉の効き目が見えますね。」 

 ここでは、特に牛肉に関して詳しい内容は語られなかったが、「此頃は助べ

えありませんから牛肉の功能が見えやすめえ。」の一言に注目してみれば、「助

べえ」とは女遊びのことであり、最近は女遊びがないから牛肉の効き目がよく

分かると言う。当時の男性にとって、牛肉は滋養だけでなく、性的な功能もあ

ったのではないかと考えられる。牛肉の精力年功については、『安愚楽鍋初篇』

の開場にも「牛陽
た け り

はことに勇潔
いさぎよく

。彼肉陣
かのにくじん

の兵粮
ひょうろう

と。」と描かれ、ここでの牛

肉の役とは、強精剤はとりわけ潔く、寒さ防ぎとして大勢の妓女を並べる肉陣

の精力剤になる事、と書かれていることから、牛肉は男性にとって強精剤の役

目もあったと考えられる。その他にも、当時の徳川家 11代将軍家斉は、「妻妾

16人、子供 53人で、彼は強精剤として、オットセイのある部分の粉末を飲ん

でいたと言うが、そのほかにも牛肉を食べていた可能性が高いことはあまり知

られていない。近江牛を召し上がった将軍様が子だくさん。この事実は、江戸

の大名屋敷に「牛肉は強精剤」という認識をひろめたものだろう。井伊家の古

文書の中には、諸大名から届けられた牛肉の注文書が現存する。14」ことから、

遊郭が流行っていた当時、牛肉の功能は精力剤としても扱われていたことが分

かる。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
14 「第一回 子だくさんの肉食将軍」（歴史人

http://www.rekishijin.jp/rekishijinblog/uematsu/2011-0623/ ）。 

http://www.rekishijin.jp/rekishijinblog/uematsu/2011-0623/
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 以下の芝居者の身贔屓からみえる挿絵では、足や手に刺青をした男性があぐ

らをかいて座っている。片手に猪口を持ち、手前にろうそくが置いてあるが、

牛鍋の姿が見当たらない。しかし、ろうそく置きのとなりには、牛の形をした

物置が置いてあるが、牛鍋らしきものではないことが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「江戸幕府老中奉書 井伊直中宛」彦根城博物館より 

http://hikone-castle-museum.jp/collection/1679.html  

出典：『安愚楽鍋』より引用 

http://hikone-castle-museum.jp/collection/1679.html
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第十五章 藪医者
やぶいしゃ

の不養生
ふようじょう

 

 

九尺間口を張って門札に、本道外科と割書きにして玄関なしのすぐに靴

脱ぎ頼みますと言えば、先生自ら障子の内にてどうれと声をかける。あ

んまあがりのデモ医者、傷寒論の国字解も分かりかねる野太鼓九郎医者

は医者だが、薬は引き風邪のほか、御断りと札を出しておくなら、罪は

なけれどそのくせに向こう見ずのだいたんぼうず薬種屋のはきよせを買

いこんで何の病にでも用いる故、毒にもならねど可もなく不可もなき開

化不用の人物。年頃五十あまり羊羹色の四字すぎたるべんべら羽織に紛

い八丈の黄色へ黒みのかかりたる小袖下着なしのねずみか浅黄か正体分

明ならざる襟のかかりたる襦袢一枚角細工15の山刀を傍らの雪駄と共に

置き、牛鍋一人前、酒は一合づつ、生の替わりは誂えず、五分葱と香の

ものばかりかえてぐびりちびりと飲みながらの一人言。 

「ああ、今日は寒かった寒かった。たまに病家から人が来たと思ったら、

愚老などにはなかなか手も付けられぬ難症の様子じゃから切り抜けよう

と思ったがまま、危うい橋も渡らんければ、まぐれ当たりと言うことも

ないと勘考して診察しておるところへ、親類共から立合せると言う西洋

家の散髪医者めが出かけてうせおったで。その場をゆずって直に脱走も

決められんから談合してみたところが、彼奴なかなかの功者と見えて、

…中略…当節のように医道が盛んに開けては一文不通の愚老なぞが医者

の真似をしている所ではないて。しかし、なんぼう物知らずの愚老等で

もこれまで漢家の行われたうちは葛根湯だとか、大柴胡湯だとか、ある

いは薬名も大黄人参甘艸陳皮ぐらいは覚えておるが、漢医は古方後世と

も廃止同然の時世に及んだ故、医業で生活をたてるのは、洋薬の名目も

口元だけは覚えなければならんが、髭くいそらして、今から学ばれもせ

ず別に薬名ばかり聞きに行くところもないから病家へ招かれて今日のよ

うに西洋家と応接をする一段になってくると蛇に会った蛙同様ですくん

でばかりおらにゃならん。その度々に半年づつも寿命を縮めるのだから

どうでも廃業して持前の野幫間と店を出し直すほうが上策だ。…中略…

いや、かれこれ言ううち、もう七字じゃ。飯は宅で食としては鍋一まい

に酒が二合。これこれ、女中ここの勘定はいくらじゃ」。 

 

九尺の間をあけた門札の両側に、本道外科を二行にして書き、玄関なしのす

ぐ近くに靴脱ぎ頼みます、と書いてある。障子の裏に先生がどうれ、と患者に

声を掛ける。他がうまくいかないから医者でもやってみようか、という中途半

                                                      
15 （水牛の角などで作るところから）張型の異称（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮

名垣魯文』筑摩書房、2002年、P323）。 
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端な態度の医者である。中国の古い医学書である傷寒論の国字体も分からない

芸のない、もぐりの太鼓持ちのような医者であり、薬は引き風以外の薬はお断

りと、札を出し、漢方の生薬を売る薬種屋のはきよせて捨てるような屑の薬を

買い込んで、どんな病気でもこの薬を用いる。毒にはならないと、特に良くも

なく、また悪くもない人物である。この男性の年頃は５０歳あまりで、質流れ

の羊羹色の粗末な絹の羽織を着て、黄色と黒を主体とした格子柄の小袖に、灰

色か浅黄の生地があまりはっきりと分からないような襟のかかった襦袢に、一

枚角細工の山刀を傍らの雪駄と置いて、牛鍋一人前と酒一合に、生の代わりは

注文せず、ネギと漬物ばかりお代わりして、お酒をくびりちびり飲みながら独

り言を話す。 

「ああ、今日は寒かった寒かった。たまに病人のある家から人が来たと思っ

たら、老人などの重病にはなかなか手が付けられない状況だから逃れ出ようか

と思ったが、危うい橋を渡らなければ、偶然にうまくいくことはないと思案し

た。診察をしているところへ、親類共からの紹介で西洋家のざんぎり医者が出

てきて、その場を譲って直に脱走しようとしたが失敗して、互いに談合してみ

たところが、この西洋家の医者はなかなかの功者である。このごろになって、

医道が盛んに開けるようになってから、一つの文字も知らず、読み書きできな

い老人などが医者の真似をしている場合ではない。しかし、物知らずの老人で

も、これまで漢方医で行われていたうちは葛根湯
かっこんとう

や大柴胡湯
だいさいことう

16だとか、あるい

は薬名も大黄
だいおう

17人参甘艸
にんじんかんぞう

18陳皮
ち ん ぴ

19ぐらいの名前は覚えているが、漢医は古方後世

とも廃止寸前の時代に及んでいる。医業で暮らしを維持するにあたって、洋薬

の名目も口元だけは覚えておかなければならないが、威張りながら今から学ぼ

うとせずに、薬名ばかり聞きに行くところもないから、病人のある家に招かれ

て今日のように西洋家と応接をする状況になれば、蛇に会った蛙のように身が

すくんでしまう。こんなありさまでは、その度々に半年ずつ寿命が縮まってし

まうのであったら、廃業して持前の無芸者と店をだしたほうが上策だ。 

いや、かれこれ言っている間に、もう７時か。飯は家で食べるとして、牛鍋

一枚に酒二合お願い。女中、これでいくらかね。」 

 

 漢方医学は今まで日本医学の核心であったのも、文明が開けてから、西洋医

が盛んになり、漢方医は知らず知らずに衰退し、新しく西洋医を学ばざるを得

ない状態になってしまっている。この漢方医を主とする藪医者も、西洋医の浸

                                                      
16 肝炎・喘息・便秘などの漢方薬。柴胡・生姜などから成る（坪内祐三編集『明治の文学 第

一巻 仮名垣魯文』筑摩書房、2002 年、P324）。 
17 タデ科の多年草。その根を薬とする（同 16）。 
18 かんぞう。マメ科の多年草。甘味のある根を咳・腹痛などの薬にする（同 16）。 
19 密柑の皮を乾かしたもの。健胃剤などにする（同 16）。 
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透につれ、西洋家の医者に会うたびに身がすくんでしまうと言い、西洋の風潮

に追いつけず、これだったら、廃業して別の職業をもったほうがましであると

までいう。本文では牛鍋についてあまり語られていなく、最後に女中に牛鍋と

お酒の注文をしているのみである。また、「牛鍋一人前、酒は一合づつ、生の

替わりは誂えず、五分葱と香のもの」と、ネギはこの牛鍋に欠かせない一品で

あること、その他にも漬物が付いていることが分かる。話し好きであるのか、

話していたら時間はもうすでに 7 時になっていたことに驚いた藪医者は、食事

を終え、店内の人に「鍋一まいに酒が二合」でいくらか尋ねている。様々な身

分の人が牛鍋屋という一つの空間に集まって会談をしているこのようなかた

ちあ、現在でいうコーヒーショップや喫茶店のような空間であるように見られ

る。 

 以下の藪医者の不養生からみえる挿絵では、あぐらをかいた坊主の藪医者が

手を組んで、眉間にしわを寄せて何か悩んでいる様子が見られる。藪医者の傍

らには、お酒と山刀と雪駄が置いてある。手前には、火鉢ではなく、石造りで

できたような火鉢の上に牛鍋が置かれているのが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：『安愚楽鍋』より引用 
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第十六章 落語家
は な し か

の楽屋堕
がくやおち

20 

 

 年の頃、二十二三。色生白く、大たぶさ円朝か燕枝なぞを張っている

つもりなれど、…中略…女客でもとりまく了見あご稼ぎでたまたま客に

連れられこの牛屋へ来ることと知るべし。 

「ねえさん、鍋は飯のときとしてスップ21の吸下地で葱を細くそいで、鞍

下の極といふとこをそぼろに刻んでよ。ばらばらと入れて二人前持って

きな。そして、お酒は良いのを二つ極熱だよ。なにさ、おいらだといや

あ、親方が知っているよ、気が利かねえ少女
が き

だぢれって。もし若旦那ど

うでゲス。あなとも、とうとう西洋に巻き込まれて牛を上がるようにお

なんなすったのは不思議でゲスネ。何でも牛をやらねえじゃ、健やかに

いきやせん。毎々、私どもの連中でも牛や豚の話をしても恐れるという

面をした者がごぜへしたが、鹿が牛や豚を食うのは共食いだからと言う

わけかと思いやしたら、もし開けない手合いじゃごぜへせんか。何か穢

れるとか不浄だとか訳も知らずに、ただ恐れているのだから困りやすが。

近頃は連中も追々、開けてきたと見えやして夜席の出掛けなんぞにや、

牛で抔一しめたうえでかけ持ちなぞをつとめる…中略…おっと、危ねえ。

すんでに鍋がとんぼをかえるとこでげした。おいおい、ねえさんや、あ

の親方にそういって生の最上をすき焼だねにして四人前たきたてご膳は

承知だろうの。おいおい、そして油肉をたんとよ。これこれ、面倒だろ

うが、葱を小口からざくざくに切って熱い湯をかけて持ってきてくんな。

これが異人のコックと言ったら分かりやすめへが、ちゃぶちゃぶ屋の直

伝でごぜへすゼ。すき焼をしめたあとで、葱の湯通しをあがってごらう

じろ。極西洋でごぜえすからさ。ご膳の来るうち、お腹いりにもう一杯

あがったらどうでゲスネ。…後略…」。 

牛店雑談 安愚楽鍋三編上了 

 

 年は２２、３歳の色白の男性である。髪の毛を頂に集めて束ねた髪型は、落

語家の円朝や燕枝のような髪型に負けずに張り合っている。客の御馳走でたま

たま客に連れられて牛鍋屋へ来た。 

 「ねえさん、牛鍋はご膳の際に、スープの吸い物の味を付ける材料として葱

を細くそいで、一番おいしいとされている牛の鞍の下に当たる部分の肉のとこ

ろをそぼろに刻んで、パラパラと入れて二人前持って来ておくれ。そして、お

                                                      
20 楽屋仲間だけに分かって一般客には通じないこと（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮

名垣魯文』筑摩書房、2002年、P326）。 
21 スープ（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮名垣魯文』筑摩書房、2002年、P326）。 
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酒は良いのを二つ、そして極熱のを。おいらだと言えば、親方が知っているよ。

気が利かないガキだ、じれったい。若旦那どうですか。あなたもとうとう西洋

にまきこまれて、牛肉を食べるようになったのは不思議な事ですね。何でも牛

肉を拒んでいては、健やかにはいきません。毎回、私の連中でも牛や豚の話を

したら恐れた顔をする者がいましたが、鹿が牛や豚を食べるのは共食いだから

と思っていては、これでは連中は開かないではありませんか。何かが穢れると

か不浄だとか訳も知らずに恐れているのでは困ります。しかし、近頃私の連中

も追々、開けてきたと見えだして、寄席の夜の部の興行の出かけのときには、

牛鍋屋で一杯お酒を飲んでから、掛け持ち22を勤めている。 

おっと、危ない。もう少しのところで、鍋がひっくり返るところでした。お

いおい、ねえさん。あの親方に生の最上をすき焼きにしてと言って、炊き立て

の御膳は承知だろうね。そして、脂のついた肉をたっぷり。これこれ、面倒だ

と思うが、葱を小口サイズにザクザク切って、熱い湯をかけて持って来てくれ

ないかね。これが、外人のコックと言ったら分かりやすいと思うが、これがち

ゃぶ屋の直伝さ。すき焼きを食べた後に、葱の湯通しを飲んでみてごらん。極

西洋もどきでございますからさ。ご膳が来る間にもう一杯お酒はどうですか。」 

 

 会談をしている空間は変わらず牛鍋屋であるが、今までは牛鍋として煮て食

べたり、山葵醤油で生で食べたりしていたが、三編からまた新しい食べ方とし

て、牛の鞍下のひれ肉をそぼろに刻んで食べていることが窺える。ここで扱わ

れている牛肉は普通の肉ではなく、一番おいしいとされるひれ肉の鞍下が良い

と指定をしている。食べ方だけでなく、肉質にもこだわり始めている。当時は

一種の牛肉の種類だけではなく、値段が安めのや高めの牛肉、そして並肉や高

級な牛肉まで様々な選択肢があったことが窺える。『食行脚 東京の巻』（大正

１４年）では、「「米久の肉は、青島牛だから安いのだ」と、見て来たやうな噂

をたてるけれども、誰か一度、蒸返される如き、満員の座席に辛抱して、其の

鍋を味ったならば、全ては合点が行くであろう。江州産の一等牛を、斯くも破

格に安く商ふことは、所謂、数でこなす主義を、古くからの営業方針としてい

るから23」そして、「一人前お通し附き並肉四十銭、ロース四拾五銭、ヒレ五

十銭24」と、この落語家は牛肉のなかでも一番高い肉を指定していたことが窺

える。また、この落語家の連中も、やはり初めは肉に対して原因も知らずにた

だ穢れや不浄であるものとして恐れていたが、まわりの時勢に影響されていき

ながら、穢れや不浄は忘れ去られ、普通に牛肉を食べるようになっている。こ

こでは、外来語のスープやコックも使われ、徐々に生活上に食べ物の西洋化だ

けでなく、西洋の言葉も浸透していることが窺える。 

                                                      
22 二つ以上の仕事や役などを受け持つこと（前掲『weblio 辞典』所収「掛け持ち」項）。 
23 奥田優曇華『食行脚 東京の巻』（協文館、1925年、P56）。 
24 同上（P55）。 
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 以下の落語家の楽屋堕からみえる挿絵では、珍しく牛鍋は置かれていない。

店内の壁に、「御懐中物御用心」と書いてあったり、魯文自らが製薬したと言

われている「ねり薬 黒牡丹 一刻 金一朱」が壁に貼られている。 

 これで、『安愚楽鍋』における計４話の断章が終了する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牛店雑談 『安愚楽鍋三編』巻之下 

東京 仮名垣魯文著 

 

第十七章 茶店女
ちゃみせむすめ

の隠食
かくしぐい

 

 

年の頃、十八九か或いは廿を一つ二つ超したるか定かならぬ、島田わげ

をつぶしに結い風織縮緬の張替えし上着の晴れ着無し普段着も見世着も

この上へこれも馬道か仲町の古着屋にてお袋が買い落としたる御召の藍

とねずみの荒い縞の斑点をひっかけ、鯨帯のあとさきばかり紫縮緬でな

かは縮緬ゴロではぎ合わせたると察しれられたるは、浅草の奥山へ雇わ

れて夜の内職を書き入れにやすだちまえで十字ごろからおしろいこてこ

てそろそろ見世をひらく茶屋女と思われたり、連れの女は五十近く、入

れ歯お歯黒でごまかし、黒油で白髪を隠す婆実盛
ばばあさねもり

25なりのこしらえ…中

                                                      
25 平安末期の武将斎藤別当実盛は白髪を染めて合戦に出たが、その実盛のように白髪を染め

ている老婆（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮名垣魯文』筑摩書房、2002 年、P330）。 

出典：『安愚楽鍋』より引用 
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略…これは皆さんご存知の三途の川の渡し場に住まいする道しるべのし

うせんか其者上がりと見えて歳はとっても、嫌味たっぷり触らば落ちん

風情なりと…中略…この牛店の鍋酒盛り両人とも余程えひがまわりしよ

りふる狸と野狐のしっぽを現し、あたりに憚らぬ平気な顔にて差しつ押

さえつ牛の肉を魚にそろそろ木地の禿げる話口にてその楽屋をさっすべ

しころ 

ころ「おひきさん、お前も牛は食をべないなんぞと、この間氷月でおい

いだったが、うそかだましだね。…後略…」 

ひき「あははは。おころさん、お前も開けないことをいう子じゃないか。

あのときは、それきんちゃ（客人）が一座だからなんぼこんなばばあに

なったからと言って、まだ孫彦に手を引かれて杖にすがって、鳩に豆を

やる年でもないからお客なんぞのそばで、牛を食べる大好きだといっち

ゃあ、まだ馴染みもないお方だからあんまり色気が無さ過ぎて、此悪婆

めがと、睨まれようと思うから、ああは言ったようなものの、実はすき

のくわのと言うだんじゃないよ。全体、牛のまだ流行らない時分から悪

物食いでその自分に、両国の並び茶屋で小川のおとくさんなんぞと肩を

並べて見世をはっていた自分で組合のかしらであいが見世へ来ちゃ、山

鯨のうまい話をするので、食べたくってならないから、雪が降って見世

を早くはねたばんがたに江戸屋にいたバアヤを誘って長い橋を越して向

かう両国へ行ってさ、ももんじい屋へ入ろうとすると灯りがカンカンつ

いていて間が悪くって入られなかった。その時分は年もぐっと若しめけ

ていたときだから、なんぼきやんでも跳ねていてもそこは女だけで山鯨

の店の前を行つ戻りつしていた所へ、馬場のかしらの子分に穴熊と言う

若い衆がてうどぢいを食べにきて門口で会ったろうじゃないか。そうす

ると、何でも一緒に入れと、手を引っ張られたのをいいしほにして入っ

て食べたのがお初会さ。それから、食いつきになって霜月と声を聞くと

色気より食い気、見へも飾りもひょうたんもさ。その気でなければ、生

物は食えないと、内へ取り寄せて食べたがどうも先で食べるようにやあ、

いかないよ。だがね、猪や鹿はずいぶんうまいが、牛が開けてから人様

の話を聞くと、牡丹や紅葉はあんまり薬じゃない、何でも牛に限る。豚

も沢山はいけないと言うことだから、もうもう今じゃ、ぢいはおあいだ

おはやしにしてしまって、牛一点張りと決めたよ。おころさんは若い者

のくせによく開けて牛を食べ習ったね。ほんとに、それには感心するよ。

牛のような舌を出して肉をぺろりとせしめる。」 

ころ「そりゃ、ちっと訳があるのさ。今までお前にも話さなかったが、

私や、十五の年に、ちゃんが相場とかに負けて母親と私を置き去りにし

て脱走してしまったらうじゃないか、その後で、いろいろ困窮て家は分

散して、おっかあの里が神奈川在だから、そこへふたありながら引き取
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られているうち、浜の親類家からおころを異妾
らしゃめん

に出しちゃあどうだ。さ

きの異人さんはいぎりすの紺四郎26（コンシュル）とか言う旦那で、髪の

毛が縮れて赤いとは言え、日本言葉もよく分かる、なかなか遠人なんぞ

と馬鹿にするけれど、どうして万事に行き渡った心意気の良い人だから

今の世、世界にえりもとへつかないのは野暮の行き止まりでそれが開け

ないのだと勧められると、おっかあが、アノと振りの欲張りときている

から、すぐに乗り込んで給金次第でやりましょうと言ってやると、月に

五十両で外に小遣い費が十両、仕度は別段要らないが身の回りを飾って

くる手当てが二十五両で、親元が困る者なら三ヶ月ぐらい給金の貸し越

しもしてやろうし。…中略…すぐに目見えにかけろというので、人力車

でその日に横浜へ行って目見えにかかったところが私も親のためとは言

うものの、日本に生まれて千里万里さきの得体も知れない遠人なんぞの

慰み者になるのは嫌で嫌で、浜の口入屋に待っているうちも波戸場へ駆

け出して身でも投げてしまおうか、いやいや、そうすると年を取ったお

っかあが可哀相だからうわばみに呑まれた夢を見たつもりで我慢しよう

かととつをいつしあんさい中へ、異人さんがお出
いで

だというので、ブルブ

ルして小さくなっていると口入の人とおっかあが気をもんで、もっと前

出て顔を上げていろとお尻を押すやら、背中をつっつくやら、私やあ、

のぼせあがったがはたで気をもむから顔をあげてその旦那を見ると、本

当に良い男さ。…中略…ちょいっと、私の手を握ったので私もぽっとし

てしまって。オホホホホ、たいへん。つい、浮かれてさかづきをひっく

り返して、おひきさん前が汚れるからお立ちなねえ。 

ひき「…前略…まあよさずといいから、あとをお話しよ。始まりを聞い

て、落ちを聞かないと気になるはね。…後略…」 

ころ「…中略…それから、まあ良い塩梅式
あんばいしき

27にめ見えが済んで、すぐに取

り決めになってその日のうちに異人館へ引き取られて行ってみると本当

に肝をつぶしたよ。家と行ったら何から何まで綺麗で…中略…旦那が三

度のご膳も日本風にして食べさせてくれるうち、それこの牛さ。あの旦

那が二度のご膳時にはきっと牛を食べるのを見習ったら情愛と言うもの

は不思議だと思ったよ。東京にいた自分にや、牛屋の前を通るのも嫌だ

ったが誰も薦めもしないくせに牛が食べたくなって割烹人が煮ている所

へ行って、小さく切ってもらって一口食べてみると、美味しくなって外

                                                      
26 領事。Consulの語を知らないので「紺四郎」だと思っている（坪内祐三編集『明治の文学 

第一巻 仮名垣魯文』筑摩書房、2002年、P332）。 
27 いい具合に（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮名垣魯文』筑摩書房、2002年、P333）。 
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のお魚なんぞより牛が好きになったのだから、私の牛を食べるのは素人

じゃない、黒っぽいのですよ。」 

ひき「おやおや、そうですか。それじゃ、牛の方じゃ、黒ん坊28だね。…

後略…」。 

 

 

 『安愚楽鍋三編』の下では、文章がわりと長い二つの断章から成り立ってい

る。「茶店女の隠食」は、二人の女性が登場するが、これまでの安愚楽鍋に女

性が二人登場するのは、この断章を含んで二回目である。 

 年齢は、１８.１９歳か或いは、２０を一つか二つ越したぐらいの女性であ

る。髪型は、島田髷をつぶしたような髪型に結い、大きなしぼ29のある風織縮

緬に、上着は、これ以上の晴着はなく、普段着も見世着もこの上ない。これも

馬道か仲町の古着屋でおふくろが安く買い入れたもので、御召の藍と灰色の荒

い縞の斑点に鯨帯という表裏を別の布地で仕立て、表は紫縮緬で中を縮緬ゴロ

であわせたものである。浅草の奥山へ雇われて夜の内職（密淫売）で利益を得

て、安い賃金で、１０時頃から顔や首筋などの肌を色白に見せ、店を開く茶屋

女と思われたり。連れの女性は５０歳近くで、入れ歯をお歯黒でごまかし、婆

実盛のように黒油で白髪を隠している。これはご存知の通り三途の川の渡し場

に住んで死者に道を教え代金を取る欲張りの婆か、もと遊女や芸者だった人と

見えて、歳はとても嫌みたっぷりの触らば落ちんの風情なり。この牛店の鍋酒

盛り、二人はたぬきや野狐のしっぽを現して振るように、周りの雰囲気に少し

も憚らずに平気な顔をしながら、酒を飲みながら、牛の肉を食べる。                        

 

ころ：２０歳前後の女性  ひき：５０歳近くの女性 

ころ「おひきさん、お前はもう牛を食べないとこの間、氷月で言っていたが、

それはうそかだましかどちらかね。」 

ひき「あははは、おころさん、お前も開けないことを言う子ではないか。あの

時は、お客が一座だから、こんな歳で婆になったからと言って、まだ孫に手を

引かれて、杖を持って鳩に豆をやるような歳でもないから、お客などのそばで

牛を食べることは大好きだと言っては、まだ馴染みもないお方だし、あんまり

色気が無い様に見えて、この悪婆と睨まれてしまうのかと思い、あのような「も

う牛を食べない」みたいなことを言ったのだが、実は好きのなんのと言ってい

るところじゃない、牛肉は大好きなんだ。全体にまだ牛が流行っていないとき、

私は普通の人の食べないものを好んで食べていた。両国の並びの茶屋で小川の

おとくさんと言う人と見世に出て、並んで客を待っていたとき、組合の頭の連

                                                      
28 黒人と「くろうと（玄人）」を掛けている（坪内祐三編集『明治の文学 第一巻 仮名垣魯

文』筑摩書房、2002年、P333）。 
29 糸の縒 (よ) り具合で、織物の表面に現れる凹凸（前掲『GOO 辞書』所収「しぼ」項）。 
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中が見世に来て、猪の肉のうまい話をするので、それを聞いた私は、食べたく

なってたまらなかった。なので、雪が降って店を早く閉め、江戸屋にいたばあ

やを誘って、両国橋を越して向かいの両国へ行って、猪や鹿の肉を売るももん

じい屋へ入ろうとすると、明かりがカンカン付いていて間が悪かったため、入

れなかった。その時は、自分の歳を若く見せようとしていたときであったから、

どんなに活発でおてんばだとしてもそこは女だけで、山鯨の店の前を行ったり

来たりしていたところへ、馬場の頭の子分に穴熊と言う若い連中がちょうども

もんじい屋へ食べに来て門口で出会った。そうすると、一緒に入れと手を引っ

張られたのを良い機会にして入って食べたのが、私の初めて牛肉を食べた経験

さ。それから、病みつきになって、異性や恋愛より、美味しいものを食べるこ

とのほうに興味を持つ、色気より食い気だ。見栄も外聞もない。その気でなけ

れば、生物は食べられないよと、家へ取り寄せて食べたがどうも先で食べるよ

うにはいかないね。しかし、猪や鹿はずいぶんうまいが、牛が開けてから、周

りの人の話を聞くと、牡丹や紅葉はあまり薬ではない。何でも牛に限る。豚も

沢山はいけないということだから。今では、ももんじい屋もしばらく廃止にし

て、牛一筋で押し通すと決めたよ。おころさんは、こんなに若いのによく牛を

食べれるようになったね。それには、感心するよ。と牛のような舌を出して肉

をペロリと横取りする。」 

 

 ころとひきの初めの対談から、ひきがなぜ牛を食べるようになったのか、そ

の過程が語られている。ひきは、店内でお客が肉のうまい話しをしていたのを

聞いて食べたくなって食べに行ったと書かれ、やはり周辺の影響を受け、興味

津々になって友達を連れて食べに行った。しかし、ここで、ひきは「ももんじ

い屋へ入ろうとすると灯りがカンカンついていて間が悪くって入られなかっ

た。その時分は年もぐっと若しめけていたときだから、なんぼきやんでも跳ね

ていてもそこは女だけで山鯨の店の前を行つ戻りつしていた」と言う。肉屋と

いう空間は女性のみではそう簡単に出入りすることはできなかったのであろ

うか。結局は、知り合いの男性がちょうど食べに来た時に、誘われて一緒に店

内に入って食べた。これがひきが初めて牛肉を食べた経験である。それから、

牛肉は、ひきにとって大好物となり、好きではなく大好きであると言う。また、

牛肉は他の肉、猪や鹿と比べ物にならなく、今後は牛肉一筋で食べると言う。

ひきは、ころになぜこんな若い年から牛肉を食べようと思ったのか訪ねる。 

 

ころ「それは、訳があるんです。今まで、お前には話さなかったが、私がまだ

１５歳のときに父が現物の取引きをしないで、市場の変動に応じてさやとりを

する投機的売買取引きに負けてしまい、母と私を捨てて家を出てしまった。そ

の後、いろいろ困って家は離散してしまい、母の故郷が神奈川だから、そこへ

二人で引き取ってもらうことにした。そんなあるとき、横浜の親類から、おこ
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ろは外国人の妻になったらどうだ、と言う話になり、イギリスのコンシュルと

いう赤い巻き毛で、日本語もよく分かるなかなかの外国人を紹介された。すべ

てのことに対して心意気のいい人だから、今と言う世界で金持ちや権力のある

者にこびへつらわないのは、これ以上ないほど野暮である。こんなとき、調子

に乗っていた母は、一緒に話に乗って、給金次第でころをやりましょうと言っ

た。その母の答えに外国人は、月に五十両で、他に小遣いが十両、仕度はとく

にいらないが、装飾代が二十五両で、親元が困るものなら三ヶ月ぐらい給金を

給料の前貸しとしてやろう。その日に横浜へいってお目にかかったところ、私

も親のためとは言うものの、日本に生まれて、千里万里さきの正体もまだ見た

ことがない外国人の慰め者になるのはいやでいやで、横浜の奉公人などの周旋

をする家のところで待っているときに、波戸場へ駆け出して身でも投げてしま

おうかという念頭があったが、そうしたら年をとった母がかわいそうだから、

巨大な蛇に呑まれた夢を見たつもりで我慢しようかと、あれこれ考えている最

中に、外国人が来たと言うことで、私は緊張してぶるぶる震えていると、母と 

周旋をする家の人が緊張して、もっと前出て顔を上げなさいと言う。私を押す

やら、背中をつっつくやら、顔を上げてその旦那の顔を見ると、本当に良い男

であった。そんなとき、旦那が急に私の手を握ったものだから、ぽっとしてし

まってさ。ついつい、浮かれてしまってさかづきをひっくり返してしまったよ。

おひきさん、前が汚れるからお立ちにならないでください。」 

ひき「まあまあ、余計な話はいいから、続きの話が聞きたいよ。初めの話を途

中まで聞いたから、最後まで聞かせてちょうだい。」 

ころ「それから、良い具合に状況が進み、外国人さんとすぐに取り決めになっ

てから、その日のうちに異人館へ誘われて行ってみたら、本当に驚いたよ。異

人館の家と言ったら、何から何までとても綺麗だった。私には、旦那が三食の

ご膳を日本風にして食べていた。しかし、この牛さ。あの旦那が二度のご膳の

時には牛を食べるのを見習ったらと言い、情愛というものは不思議だと思った。

東京にいたときは、牛鍋屋の前を通るのも嫌であったが、その後、誰も薦める

ことなく牛が食べたくなって割烹人が煮ているところへ行って、牛肉を小さく

きってもらって一口食べてみたら、おいしくて外で売っている魚より牛のほう

が好きになったから、私が牛を食べるのは素人ではなく、玄人ですよ。」 

ひき「おお、そうですか。それじゃ、玄人ですね。」 

 

 ひきが牛肉を食べ始めたきっかけが語られたあと、次に若い年頃である 20

歳前後のころがなぜ牛肉を食べ始めたのか、その過程が語られる。ころの会話

から、外国人の夫の影響も受けているようであるが、牛肉を食べ始めたのは、

誰かに薦められたのではなく、食べたくなって食べに行ったという。もともと

牛店の前を通ることすら嫌であったのが、周りが牛肉の雰囲気に満ち溢れてい

ただけでなく、ころは初めて行く異人館や目の当たりにする外国人の体格に驚
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きを感じ、それから、牛肉を食べてみようと好奇心を持ち始めたのではないか

と考えられる。当時の外国人と日本人の体格の比較について、横河秋濤著『開

化の入口』（明治六年）は以下のように語っている。 

 

 チト横浜や神戸へ出て、西洋人と日本とが立竝で居る處をよくよく見

なさい。彼奴等は四十以上の老人でも何となく色艶も能く、元気が能て、

腰の屈んで居る者を頓ど見ナイ。日本人は何となく顔色が憔悴して、大

体四十前後から、イヤ己れは腹が筋張の、疝気が衝脹のと口舌が出来て、

疝積留飲腹は板の如く背に引っ付いて、往生腰に成る者が沢山なことだ。

西洋の医者に是を「ジャパン・シイキ」（日本病と言義）と名付けて、彼

大阪病院の教師鵬獨英（ボードイン）先生も、是は全く日本人が肉食を

しない故の舊弊じゃと言れたそうだ30。 

 

 ころの夫は「旦那が三度のご膳も日本風にして食べさせてくれるうち、それ

この牛さ。あの旦那が二度のご膳時にはきっと牛を食べるのを見習ったら情愛

と言うものは不思議だと思ったよ。」と、当時の外国人にとって牛肉は彼らの

食事に欠かせない食べ物であったことが分かる。日本在住の外国人の牛肉需要

は無意識に日本人の食生活に大きな影響を及ぼしていたことが窺える。また、

『食行脚 東京の巻』（大正１４）では、「帝国ホテルの滞在客、外国の観光団、

京浜在留の外人等は、その本国に評判されている、我が三河屋の、牛鍋を慕い、

三々五々打連れれ、窮屈そうな安座
あ ぐ ら

に、覚束
おぼつか

ない手つきで箸を執
ご

りながら、一

人前六拾銭の、ロース鍋三人前位は平気で平らげ、酒抜きの日本御飯で、さよ

ならを告げ帰って行く。31」と牛鍋屋で外国人が慣れない箸を使ってでも牛肉

を食べようとし、異国にいてでも牛肉を食べようとする肉好きの外国人の姿が

見れらる。 

茶店女の隠食に登場する二人の女性は、２０歳前後と５０歳近くと二人の年

齢は相当かけ離れている。二人の女性が登場する場面では、二編第七章の「娼

妓(おいらん)の密肉食(あくものぐい)」と、この断章を含めて二回目であるが、

題名の「茶店女の隠食」と、挿絵には障子が置かれていること、そして本文の

「まわりしよりふる狸と野狐のしっぽを現し、あたりに憚らぬ平気な顔にて」

と言うことから、女性が牛肉を食べることに対して、人目を憚っていることが

窺え、女性が牛牛肉を食するに対して、男性よりそう簡単に牛肉が食べられて

いなかったことが分かる。「娼妓(おいらん)の密肉食(あくものぐい)」では、と

くに仕事話を中心とした娼妓を勤める女性二人の対談であったが、三編の「茶

店女の隠食」では、二人はもともと牛肉に対して抵抗はあったが、客の勧誘や

                                                      
30 明治文化研究会『明治文化全集』（日本評論社、1929 年、Ｐ58）。 
31 奥田優曇華『食行脚 東京の巻』（協文館、1925年、P138）。 
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外国人夫の影響などのきっかけで食べ始めるようになったり、牛肉が他の肉よ

りどれだけおいしいのか美味についてなど強調しているところが見られる。 

以下の茶店女の隠食からみえる挿絵の【図１】では、三人の女性の姿が見え

る。その場に座っている女性は、ひきところのようであり、左の女性は顔に皺

が見え多少老けていることからひきであり、右がころであると考えられる。ま

た、ひきの後ろには障子が置かれ、ころのとなりには、店の人が注文した物を

持って来て待っている様子が見られる。この二人は牛鍋を囲むように座ってい

て、火鉢の上に置かれている牛鍋に湯気が出てグツグツ煮ていることから、そ

の場で食べる即席料理であることが分かる。一人一鍋ではなく、二人に一つの

鍋で食べている。これは、女性が二人が登場する二編第七章の「娼妓(おいら

ん)の密肉食(あくものぐい)」でも同様であり、空間配置も似てい挿絵の左に座

っている女性の後ろに障子が置かれている。ひきはとっくりを片手に、ころに

お酒を入れようとしていて、ころは片手に箸を持っている。【図２】の挿絵で

は、ひきところの二人の姿が見える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十八章 新聞好
しんぶんずき

の生鍋
なまなべ

 

 

 にはかざんぎりの西洋ごしらえ柳原の朝市か富沢町の大道にて途切れ

途切れに買い集めたる洋服ごしらえ、フランス仕立のマントにイギリス

のチョッキ…中略…麻裏草履、時計は鎖ばかりでもぶらさげて外見をつ

くろはんとする人物、その鎖のてんぷら銀メッキも手にいらぬ様子、人

に時を聞かれると忘れたと言いぬける年輩のなまぎき世界国尽、世界都

路などを一寸口元ばかり読んで西洋のことならと、誇り気に言いふらす。

【図１】（出典：『安愚楽鍋』より引用） 【図２】（出典：『安愚楽鍋』より引用） 
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…中略…牛鍋の冷酒でうぬひとり開化の人物と言う面をして連れ者は本

の土台、その実は、辺りにいる客におのれがはくがくをふいちやうする

なり、紫頃の風呂敷包みより新聞紙を三冊ばかり取り出して読みもせず

に傍らへ飾り物として連れの男とあいおさえの坂月あり 

「おい、愚助さん君の処の賢児は幾つになるね？ 

もう九つかね。それじゃ、従来の弊を追って遊ばせておいちゃいけない

ね。…中略…我家の孩児
が き

もさ、これも今年は八つになるから去年くりく

り坊主にしておいた白雲頭。俗にしらくも頭が今年はざんぎりになった

から、僕が兼ねての卓見でいろはにほへとなぞは、グット廃して渾沌身

分から英学さはて、西洋学もなまじ漢学史記章句論語見の段十二万三千

四百五十六石なんぞをちっとばかりやらせると支那の因循が伝染して多

きに害になりや素。君の処の息も早く洋学を学ばせなせえ。方今の形成

では洋学でなけりゃ、夜は明けねえよ。ハテサ、何に習うとも覚えさせ

ておきあ、商人は商人、工人は工人だけの開化だ。まず、目今御新政の

有難いことに、四民一自主自立の権を給わり苗字帯剣袴でも洋服でも馬

でも馬車でも勝手次第…中略…まず一杯とさかづきのとりやり牛を食う

こと長話のうちにありと知るべし、もしすべて俗間の知覚を開き、人の

知識を広めるのは新聞のことだよ。…中略…横浜の毎日新聞に仮名垣魯

文が徃還へ小便をして伐銭を取られて狂歌を詠んだなんぞと言う大虚説

が次号まで二日とも出ているが当人は虚名家だから歓喜雀躍満足でいる

そうだが、ずいぶんおかしい間違いさね。…中略…あねえ、親方にラウ

スを大切りにして焼鍋を一枚あつらえてくんな。そして、このお客は煮

たのが良いと言うから、タレ抜きのスウプへみりんと醤油を落してよく

煮てくんな…後略…。 

安愚楽鍋三編下了。 

（初、二編・明治 4年 4月、三編・明治 5年春、誠之堂） 

 

 

柳原の朝市や富沢町には古着屋が多く並び、フランス仕立てのマントやイギ

リスのチョッキなどがある。麻裏草履に、時計は鎖ばかりでもぶら下げて外見

を作っているだけである。その鎖はメッキ加工が施されたもので、人に時間を

聞かれても忘れたという。年輩の生聞き32では、福沢諭吉著『世界国尽』や仮

名垣魯文著『世界都路』を初めの方だけ読んで、西洋のことならと得意げに多

くの人に言って知らせる。牛鍋の冷酒で、一人開化の人物のような外見をした

人。まわりの客に自分は博学であると大げさな事を言う。紫ごろの風呂敷包み

より新聞紙を三冊ぐらい取り出したが、読まずに隣に飾り物として置く。連れ

                                                      
32 よく知らないのに知ったふりをすること（前掲『weblio 辞典』所収「生聞き」項）。 
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の男性とさかずきをやったりとったり。 

「おい、愚助さん、君の家の賢い子は今幾つになるのかね。 

もう九つになるよ。それじゃ、従来の悪い習わしに従って遊ばせておいてはい

けないね。うちの子も今年は八つになり、去年くりくり坊主にしておいた白雲

頭。世間一般に、今年はざんぎりになったから、僕の優れた見識で、いろはに

ほへとなどは廃止して、まだ何も分からないうちから、英学や西洋学を学ばせ、

漢学史記章句論語見の段十二万三千四百五十六石なんかをちょっとやらせた

ら、支那の因循が伝染して、多きに害になってしまうね。君の家の息子も早く

洋学を学ばせたほうがいいね。現在の形勢からみれば、洋学でなければ夜は明

けないよ。何を習うとも覚えさせておけば、商人は商人、工人は工人さ。現在、

新しい政治体制の有り難いことに、四民33が同一し、自主自立の権を頂き、苗

字帯剣袴でも洋服でも馬でも馬車でも自由になった。まずは、一杯さかずきを。

牛を食べることは長話のうちにありと知るべし。すべての民間の知覚を開き、

人の知識を広めるには新聞紙が最適だよ。横浜の新聞紙に仮名垣魯文が街道で

小便をして罰金を取られて狂歌を詠んだという、事実無根のうわさが次号まで

二日も出ているが、本人は虚名家だから非常に喜び楽しんで、小躍りをしたも

のだが、これはずいぶんおかしな間違いだね。あねえ、親方に、牛の背の上等

であるロースの肉を大切りにしてくれないか。焼鍋を一枚注文して、このお客

は煮たのが良いと言うから、タレ抜きのスープへみりんと醤油を入れてよく煮

ておくれ。」 

 

 西洋化は大人だけに影響を及ぼしただけでなく、その次の世代の子供たちに

も洋学を学ばせることは大切なことであると言い、現在の風潮から洋学を学ば

なければ夜は明けないとまで強調している。本文には、横浜の毎日新聞に仮名

垣魯文自身を題材にした、虚説の内容が描かれている。魯文は、「神奈川県庁

勤務のあと、『横浜毎日新聞』の記者を経て、『仮名読新聞』『いろは新聞』を

創刊」34していて、この頃から新聞記者としても興味を抱いていたようである。 

 初篇と二編の一年後に刊行された三編の一番最後の断章である「新聞好の生

聞」では、主に洋学を学ぶことの大切さを強調している。その他にも、牛肉の

新しい食べ方として、ロースを大切りにして食べると描いてあり、ステーキ感

覚で食べていたのではないかと考えられる。そのうえ、普通の牛肉ではなく、

牛の背の上等な肉であるロースを注文している。ロースは、ヒレ肉より安めで

はあったが、並肉と比べれば高い肉であった。初篇や二編では、肉質に対して

あまりこだわりを持っていなかったのが、三編から、鞍下の肉やロースなど牛

肉のなかでも、割とおいしいくて高い肉を食べていることが窺える。初篇と二

                                                      
33 封建時代の身分階級である士・農・工・商の四階級の人々（前掲『weblio 辞典』所収「四

民」項）。 
34 蔵書印の世界電子展示会「文明開化の戯作者 仮名垣魯文」

（http://www.ndl.go.jp/zoshoin/zousyo/08_kana.html）。 

http://www.ndl.go.jp/zoshoin/zousyo/08_kana.html
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編、そして一年後に刊行された三編のこの一年間の間に牛肉の食用化が大幅に

成長したのではないかと考えられる。注文はお好みであって、お客は煮たのが

いいと牛鍋を頼んでいる。そして、「タレ抜きのスウプへみりんと醤油を落し

てよく煮てくんな」とスープの味に対してもこだわりを持っている。 

 以下の新聞好の生鍋からみえる挿絵の【図 1】では、珍しく西洋姿をした男

性が見られ、髪型はざんぎり、洋服を着てズボンと靴下をはいている。片手に

新聞紙を持ち、もう片方は手を伸ばして猪口を持っている。そして、となりに

は帽子も置かれ、全くの西洋かぶれの男性である。西洋姿をした人が登場する

のは初めてである。周りに座っている男性や店内の女性はまだ、変わらぬ服装

をしているため、特別この男性だけが目立って見える。もう一人の男性は、ま

だ江戸の服装をしたままで、とっくりを持って、男性にお酒を入れようとして

いる。男性は主に一人一鍋で食べていたのが、ここでは、二人に一つの鍋であ

る。以前と同じように火鉢の上には牛鍋が置かれていて、鍋がグツグツ煮てい

るのが分かる。西洋かぶれの男性のとなりには、女性が注文したものを持ち運

んでしゃがもうとしている様子が見られる。店内の柱のところには、「御懐中

物御用心」と書かれている。 

 【図 2】の挿絵からは、先ほど登場した西洋かぶれの男性がスプーンを持っ

て牛鍋を食べている。襟に鎖が掛けられ、男性の後ろに蝙蝠傘、そしてランプ

が吊るしてある。火鉢の上には牛鍋が置かれ、その中に箸も置かれている。ま

た店内の壁には値段表が貼られており、「ビイル 十八匁＼サンパン 二十匁

＼上酒 二百三十文」とあり、お酒は欠かせないものであったことが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図１】（出典：『安愚楽鍋』より引用） 【図２】（出典：『安愚楽鍋』より引用） 
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４－２ 『安愚楽鍋三編』の挿絵の総括 

 

 三編の挿絵からは、主に男性一人のみが牛鍋を食べている様子が見られるが、

唯一二人の女性が登場する一節がある。どの挿絵からも、牛鍋を囲んでいて、

女性以外は皆あぐらをかくようにして座り込んでいる。西洋の物は見られなか

ったが、最後の断章である第十八章の「新聞好の生鍋」からは西洋かぶれと見

られる男性が登場する。これまでの挿絵からは、皆江戸っ子姿で、西洋と見ら

れるのは持参している物だけであったが、この断章の男性は、上から下まで全

て西洋の服装で、帽子に洋服を着て、下はズボンは履いている。よくよく見れ

ば、靴下も履いているだけでなく、髪型も散切り頭である。女性二人が登場す

る「茶店女の隠食」（三編第十七章）では、女性のところに障子が置かれてい

ることが分かる。女性は胃が小さいのか、「娼妓の密肉食(おいらんのあくもの

ぐい)」（二篇第七章）に登場する女性二人も、二人に一つの牛鍋を食べている。

初篇、二編、そして三編の挿絵からでは、牛鍋屋という一つの小さな空間のな

かで、様々な階級の人々が様々な自分の物語を語っていて、唯一変わったもの

は食べ物である牛鍋で、服装や髪形はありのままの状態であることが窺え、ワ

インではなくお酒をのみ、箸を使い、そしてテブールと椅子に座る習慣はまだ

見えず、床の上にそのまま座って食事をしていることが分かる。このように挿

絵からは、生活上に見られる西洋化は牛肉の食用化のみであり、その他の変化

については見られなく、江戸時代の風景がそのままの状態で引き継がれている

ことが窺える。つまり、庶民の生活上に一番初めに西洋化が浸透したのは、文

明開化のシンボルでもある牛鍋であることが分かる。 

 

 

４－３ 『安愚楽鍋三編』のまとめ 

 

この三編には、かつては誰もが牛肉を耳にすれば、恐れたり、逃げたりして

抵抗を持っていたのが、誰かが肉のうまい話をしているのを聞いたり、時代の

潮流に乗って、普通に食べるようになったということが語られている一節（「落

語家の楽屋堕」第十六章）がある。このことから、明治以前の庶民が牛肉に対

して、強い忌避観念を抱いていたことが分かる。 

この他にも、三編では、食べ方が初編と二編に比べ、「ラウスにして焼く」

「鞍下の極と言うとこをそぼろに刻んで」などとあり、より多様になっている

だけでなく、肉質へのこだわりが高まっており、牛の背の上等なロースや一番

おいしとされている鞍下のひれ肉などを指定していることが窺える。また、牛

肉の食感についても語られ、日数が経って古くなった肉は筋だらけで噛んでも

ちぎれないなどと、牛肉についての内容が一層詳しくなっていることが分かる。 

やはり、特に注目しておきたいところは、女性が牛肉を食べるにあたって、
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人目を憚っている様子が文章の内容や挿絵から窺えることである。『安愚楽鍋

三編』の第１７章の茶店女の隠食（ちゃみせむすめのかくしぐい）に登場する

二人の女性、ころ（２０歳前後）、ひき（５０歳ぐらい）の対談からはひきが

牛肉を食べ始めるようになったきっかけが描かれ、その内容としては、店内で

お客が肉のうまい話しをしていたのを聞いて食べたくなり、興味津々になって

友達を連れて食べに行ったところ、ひきは、ももんじい屋へ入ろうとすると灯

りがカンカンついていて間が悪くって入られなかった、と言い、その時は年も

ぐっと若く見せようとしていたときだから、どんなに活発でおてんばだとして

も、女だけでその店に入ることができず、店の前を行ったり来たりしていたら、

知り合いの男性と出会い、一緒に入って牛肉を食べたことが始まりであると言

う。 

対談に見える人目を憚るような行為、また女性二人が登場する題名にみる

「密肉食」とかきながら、「あくものぐい」と読み、普通の人の食べないもの

を好んで食べる人のことを指す意味があることや、「隠食（かくしぐい）」と隠

れて食べる意味があったり、そして挿絵から女性のほうに障子が置かれている

ことから、当時の女性は男性より、簡単に肉料理屋という空間に出入りするこ

とができなかったことが分かる。 

二編から三編にかけて、牛肉を食べることになった契機についても述べられ

ており、外国人との結婚、西洋医、文明開化などの経由で牛肉を食べ始めたこ

とが記されている。牛肉がこのように盛んに食べられる前までは、主に牡丹や

紅葉が食べられていたが、牛肉が庶民生活に浸透していったことで、「牡丹や

紅葉はあんまり薬じゃないなんでも牛に限る」と、当時では牛肉が肉食のなか

での主流であることが記されている。三編に登場する人物も１８歳から５０歳

と年齢層が広がっていることが分かるが、子供や年寄りの姿は見られなかった。 

このように、牛肉の食用化は誰かに薦められて牛肉を食べようと思ったので

はなく、周りの影響を受けて、食べたことがない自分に好奇心を持ったうえで、

みんなが食べているから食べてみようというまわりに流されて食べていたよ

うに見られる。 
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第５章 結論 

 

 本研究は、近代日本における牛肉の食用化の変遷について、仮名垣魯文の全

３編から成り立つ『安愚楽鍋』（明４.５）を中心に分析を行ってきた。 

 

① 『安愚楽鍋』に登場する人物の会話内容 

まずは、『安愚楽鍋』に登場する人物の会話内容を見ていくと、西洋に関す

る持ち物や西洋の情報についてほとんど触れておらず、主に登場人物の人生、

職業や家庭に関わることを語っているだけで、牛鍋屋という空間にいて牛鍋を

食すことは、その語りを促すアイテムであったことが読み取れる。このことか

ら、明治期の文明開化で西洋化の波が日本へ押し寄せるなか、一番初めに日本

の庶民生活へ西洋の事物が浸透したのが、ザンギリ頭の髪型などでなく、なに

よりも食文化であったことが本書から読み取れる。 

 

② 年齢 

『安愚楽鍋』の登場人物の年齢層は、子供や老人がおらず、いわゆる働き盛

りのそれに該当する。これは一つには、牛肉受容が主に飲酒を伴う盛り場で行

われていること、もう一つは、老人たちにいまだ牛肉に対する忌避観念が強く

残っていることが関係してると言える。牛鍋屋の場所は主に「三河屋でも、両

国の豊田屋でも、猪料理からの牛鍋であったが、米久だけは明治拾二年頃、浅

草橋付近に創業の当時から、牛肉専門の鍋屋で、吉原通ひの田圃道であった、

現在の場所に移転したのは、明治拾九年であった、其頃は吉原の遊客や、観世

音詣りの内でも、物数奇な人達のみが、珍しい牛肉の味を知りたさに、立寄っ

た位のもので、客足は至って寂しく、今から考えると真に隔世の感がある。1」

このようなことから、『安愚楽鍋』の牛鍋屋に登場する女性はすべて遊女であ

ったことは間違いない。 

年齢についてもう少し詳しく見ていくと、初編は 24～40歳を中心とした男

性だが、二編から三編にかけて、年齢の幅が少しずつひろがっていき、18～50

歳にまで年齢層が広がり、しかも女性が登場することから、短い期間に牛鍋を

食べる年齢層が拡大、性別を問わなくなったことが窺える。その分、牛肉に対

する穢れ意識や不浄については緩和されたとみるべきであろう。ただしそれで

も女性は牛肉を隠れて食さなければならないことから、男性の牛肉食よりも女

性のそれの方が世間の牛肉に対する忌避観念が強かったとみるべきであろう。 

 

③ 職業 

『安愚楽鍋』の登場人物に関する職業からみてみると、女性は遊女や風俗関

係に携わっており、男性は芸人、落語家、人力車夫などに携わる者もおり、当

                                                      
1 奥田優曇華『食行脚 東京の巻』（協文館、1925年、P57） 



 

97 
 

時の職業観念上、芸人・職人(職能民)など末業とみなされる仕事に就いている

身分の低い人々が登場していることがわかる。これまで差別されてきた彼らと

忌避されてきた牛肉には何か親和性があると思われる。それを結びつけたのが

夜の盛り場・牛鍋屋であった。 

 

④ 牛肉の食べ方 

初篇は主に葱と一セットで牛鍋を煮て食べると言う形であったが、二編から、

生を山葵醤油に付けたり、人参と混雑煮して食べたり、バリエーションが増え

ている。また、初篇と二編からは、食べる方法を中心に語られてきたが、三編

からは、肉質の旨み、牛肉の種類でヒレ肉または、ロースなど部位の指定など、

牛肉について語られる内容が一層詳しくなっていることから、牛肉に対しての

こだわりが高くなっていることが言える。本文には、すき焼きという言葉も現

れるが、牛鍋とすき焼きの名前は、東日本と西日本の言葉の違いであって、中

身の具は一緒である。当時は、西洋化の影響は大きかったに違いないが、ステ

ーキなどが庶民の食卓に上ったのではなく、牛肉を用いた日本独自の方法で、

独自の味を使い、牛肉を活用させた。 

 

⑤ 挿絵 

『安愚楽鍋』の挿絵から窺えることは、ほとんどの挿絵に牛鍋が描かれてい

ること。また、西洋と見られる物などは見られず、食事をする場所としてはテ

ーブルや椅子に座って食事をしているのではなく、床に座って、男性は皆、あ

ぐらをかいて座っていること。必ずお酒が付いていること。そして、服装や髪

形はまだ江戸時代のままで、ズボンや洋服を着ている人はいなかった。また、

女性が登場する挿絵からは障子が置かれていること。これは、人目を憚ってい

る様子が見られるが、男女が登場する「歌妓の座敷話(げいしゃのざしきばな

し)」（二編第九章）では、女性のほうに障子が置かれており、女性二人が登場

する題名には、「隠食」や「密肉食」と書かれたり、本文の内容からは、「もも

んじい屋へ入ろうとすると灯り

がカンカンついていて間が悪く

って入られなかった。その時分は

年もぐっと若しめけていたとき

だから、なんぼきやんでも跳ねて

いてもそこは女だけで山鯨の店

の前を行つ戻りつしていた」とい

ったことから、女性が人目を憚っ

て牛肉を食べていたことが想定

される。図１の挿絵では、「牛

肉屋の二階」と題された作品は、出典：文化遺産オンライン 図１ 牛鍋屋の二階（出典：文化遺産オンライン） 
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１８９２年（明治２５）に長原孝太郎2が『とばゑ』発刊の準備をしていた時

期に描かれたものであるとされ、挿絵からは男性がお酒を飲みながら、とても

賑やかな雰囲気のなか牛鍋を食べている様子が見られる。女性は店内従業員で

牛肉を食べている様子は見られないことから、当時の女性はまだ男性のように、

堂々と牛肉を食べることが許されなかったということであろう。 

 

牛肉を食べる人が段々と増え、牛肉の店を構え、商売とする人が増えていっ

たことが、第 1449号の官報（1888年、明治 21年 5月 2日）に掲載されてい

る。 

 

○東京府下牛肉販売店数 

警視庁ニ於テ調査セル去ル三月中東京府下獣肉販売店ハ卸売開業一人、

廃業一人、現在百四十四人、受売開業八人、廃業三十九人、現在五百四

十三人（警視庁）3。 

 

また、以下の牛豚肉量からみても、牛肉は豚肉より上回っていることから、近

代の肉食は主に牛肉であったことが窺える。 

 

出典：農商務大臣官房統計課著『農商務統計表. 第 28 次（明治 44年）』1913年 

 

 

 

                                                      
2 洋画家。美濃生。号は止水。医師を志し東大予備門へ入るが中退、小山正太郎の画塾不同舎

に学ぶ。また原田直次郎を知り、多くその影響を受ける。東大理科助手として動物標本類の写

生に従事、また坪内逍遥の『当世書生気質』の挿絵を描く。のち黒田清輝に師事し、白馬会会

員となる。明治 40 年東京府勧業博で三等賞、文展にも活躍。挿絵・漫画にも優れ、雑誌『と

ばゑ』を発行した。東美校教授。昭和５年(1930)歿、66 才（美術人名辞典より）。 
3国立国会図書館近代デジタルライブラリー（「官報. 1888 年 05 月 02 日」

http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2944686?tocOpened=1）。 
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 このように、仮名垣魯文が牛鍋と言わずに「安愚楽鍋」と題名にしたのは、

牛鍋屋という店のなかで、牛鍋を安い値段で、このような空間のなかで人生を

語り、生活上の愚痴を吐いたり、楽しい雰囲気に満ち溢れた新しい空間を作り

出そうとしたのではないかと考えられる。 

庶民にとっての文明開化はまず牛肉受容という食文化の変化となって現れ

た。その受容層の中心は都市部の、身分の卑しい職能民たちであった。彼ら彼

女らが忌避され続けた牛肉を、夜の盛り場での飲食を通じて、人々が欲してや

まない食材に変えていったのである。『安愚楽鍋』はこれをやや過剰に演出す

ることで、庶民の食べ物としての牛肉＝文明開化としてのそれをイメージ化し、

これを多くの人に広く伝える手段としての役割を担ったのであった。 
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付録 『安愚楽鍋』図表  牛店雑談 安愚楽鍋初編（明治 4年） 

 
西洋好
せいようすき

の聴取
ききとり

 堕落個
なまけもの

の 廓 話
くるわばなし

 鄙武士
いなかぶし

の独 盃
ひとりのみ

 野幇間
の だ い こ

の諂諛
おべっか

 諸工人
しょくにん

の俠 言
ちょっぱら

 生文人
なまぶんじん

の 会 話
くわいばなし

 

年齢/性別 34～35歳/男 24～25歳/男 30歳ぐらい/男 32～33歳/男 40歳ぐらい/男 31～32歳/男 

人数 一人 一人 一人 一人 二人 一人 

外見 肌は黒。 

道行振。 

 

肌は色白。藍微塵の小

袖。 

肌は黒い。鈍付布子（下

等の布子）。 

顔は細長い。背は高い。

上質の縮緬に外国の更

紗。 

印半纏に股引と腹掛

け。 

黒色の羽織・紫の太紐 

髪型 撫で付け髪か総髪で長

い髪 

銀杏髷 みだれ髪 なし 髪はボサボサと束ねた なし 

持参物 オーデコロン・蝙蝠

傘・メッキの懐中時計 

銀鎖・銀金具・上等の

めっきの如心型の煙

菅・根付は象牙の鏡豚 

刀・煙草入れと見られ

るもの 

黒のサントメ革の煙草

入れ・獅子模様の根

付・表面はめっきの石

州型の煙管 

馬革製の煙草入れ・煙

管 

刀 

西洋に関する物 ある 

※オーデコロン・蝙蝠

傘・メッキの懐中時計 

ない ない ない ない ない 

職業 なし 落語家 武士 無芸の男芸者 大工か左官 画家 

牛鍋、牛店に関

する事 
①牛ハ至極高味。 

②この肉がひらけちや

ア牡丹や紅葉は喰へや

せんこんな清潔なもの

をなぜ今まで喰わなか

ったのでごウせう。 

③追々我国も文明開化

といって開けてきやし

挿絵から牛鍋が見られ

るのみ。文章の内容に

は書かれていない。 

①こちらの侍にうちむ

かい君牛肉は至極御好

物と推察のウ。 

②牛肉という物は高味

極まるのみならず、開

化滋養の食料でござる

て。 

①ぐっと飲んで頭を叩

き鍋の牛をむちゃむち

ゃ喰いまた箸を下へ置

き。 

②あくぬけた風俗（あか

ぬけた身なり）だが牛を

バ平気岡本（「平気だ」

の意）で食る達者サハあ

①熱くしてもう二合そ

して生肉も替わりだ

あ。 

①牛店と決めたは中村

のかまびすきところよ

り落ち着いて飲めるか

ら妙だてな。 
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やから我々までが喰ふ

やうになったのは実に

ありがたいわけでゴス。

それを未だに野蛮の弊

習といってね、開けねえ

奴等が、肉食をすりゃ

ア、神仏へ手が合わされ

ねえの。ヤレ穢れるの

と、分からねへ野暮をい

うのは究理学を弁えね

えからのことでゲス。 

りや、ただものじゃアご

ぜへせんぜ。 

挿絵にみる牛鍋 ある ある ない ない ない ない 

お酒 ある ある ある ある ある ある 

食べ方 「葱も一緒に頼む」 

煮て食べる。 

挿絵の牛鍋から 

煮て食べる。 

「生の和味（柔らかい）

のを今一皿くれんか。」 

煮て食べる。 

「鍋の牛をむちゃむち

ゃ喰い」煮て食べる。 

「熱くしてモウ二合そ

して生肉も替わりだア

早くしろ」煮て食べる。 

今度の誘いは蒲焼店よ

り牛店と決めた、と食べ

方については特に描か

れていない事から煮て

食べていたと考えられ

る。 

話の内容 この男性は全身に幾つ

かの西洋に関わる品物

を持参し、隣で牛鍋を食

べている男性に声をか

ける。話の内容は牛鍋を

つつきながら、日本へ新

しく入ってきた蒸気車

二人の人物が登場する

が、語り手は男芸者一

人のみである。この男

性は昨夜、友達と二人

で遊女を探しに行った

あげく、友達に置き去

りにしてしまい、一人

いなかの武士は牛鍋を

食べながら、隣にいた侍

に牛肉はこの上ない好

物であることを伝えて

いる。また、生肉を６０

０グラム持参するとい

う。 

この無芸の男芸者は、妓

楼の主人から、甘海宗匠

という俳諧の師匠への

伝言を頼まれ、ちょっと

顔を出しに二階へ行っ

たところ、同伴で浮さん

と野図八さんがいて、二

夕べの仕事の件で、大工

の親方と同僚と酒を飲

んでいた。家計がとても

厳しい大工は、お金に余

裕がある親方たちとは

違って、細工と行く仕事

はあまりお金を稼ぐこ

この有名な画家は、毎日

つまった行事に追われ、

あわただしいが、ある

日、書画会の会合で肴の

引換券があったので、食

べに行ったところ、食膳

を用意するところに有
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や蒸気船、伝信機そして

牛肉などのことについ

て詳しく得意気に話し

ている。 

でまた遊女の所へ行っ

たが、あいにく同じ遊

女と二度会ってしまっ

たことに対して、不見

識に思われるのを防ぐ

ため、他の客にこの遊

女を紹介するという廓

話である。 

人と遊女などのことに

ついて会話を始める。 

とができないと貧しさ

を嘆き、心中で不愉快に

思っていることを語っ

ている。 

名な作家と画家がいて、

この二人にこの後、一緒

に出かけないかと誘わ

れたが、明日は大切な用

事があるから断り、後日

として、この二人に賑や

かな蒲焼店より落ち着

いた牛肉店はどうかと

誘った。 
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牛店雑談 安愚楽鍋第二編上、下（明治 4年） 

 
娼妓
おいらん

の密肉食
あくものぐい

 半可
なまぎき

の江湖談
うきよばなし

 歌妓
げいしゃ

の座敷話
ざしきばなし

 文 盲
ものしらず

の無益論
むちゃろん

 人車
じんしゃ

の引力語
ひきごと

 覆古
ふくこ

の方 今 話
いまようばなし

 

年齢/性別 24～25歳/女 34～35歳/男 28～29歳/男と女 40歳ぐらい/男 男 40歳ぐらい/男 

人数 二人 一人 二人 一人 一人 二人 

外見 藍微塵の御召縮緬。襟は

絹縮みの薄ねずみに雁

がねの模様。帯は茶博多

の一本独鈷。 

なし なし なし 白き筒袖。 御召縮緬の小袖黄八丈。

下着黒らしやに白らし

やの紋所。割羽織。仙台

平の裏つけ袴。額裏は、

羽織布子花色木綿。 

髪型 シャコを頭に結び、簪を

つけている。 

なし なし なし なし 総髪 

持参物 なし なし なし なし なし 銀ごしらえに金目の目

抜きの短刀。 

西洋に関する物 ない ない ない ない ない ない 

職業 娼妓 なし 町芸者（男） 居職 人力車夫 武士と町人 

牛鍋、牛店に関

する事 

①牛に花りん糖ざんす

ヨ。 

②生で食べるのざんす

から薄く切ったのをわ

さび醤油をつけてサア

はやくいつけておくん

なしヱ。 

①斯牛豕が行われちゃ

（牛や豚を食べるのが

盛んになっては）天ぷら

の種に使うとこがあり

さうなもんだがそこま

でにやアいたらねへが

こりやアきっと奇妙だ

よ。 

②おい、ねえさん酒と牛

肉の替わりだ 

①箱回しを連れ着替え

のままにて兼ねて好む

牛肉を食いに来るなり。

②異人館へ座敷で行っ

て牛と言うものを食つ

けたら此地へ帰ってき

ても三日にあげず食べ

ないとなんだか体の具

合が悪いようだよ。ここ

のうちの肉も随分良い

けれど、浜で屠たてを料

理番（※１）がにんじん

①理づめほど怖いもの

はねえと思うヨ、怖いと

いや此牛肉は屠立
しめたて

だと

見えてだいぶこわい（固

い）ぜ。 

②すきやきにしてもう

一鍋はやくはやく。 

①体の養いに牛を食い

に来る。 

②下タへ白き筒袖を着

て牛のせいと酒の温ま

りで寒さを忘れりやう。

③おいおい、ねえさん牛

肉の替わりを頼んます

ヨ。 

①町人：旦那さまは近頃

牛肉をお用ひでごさり

升か。 

②武士：はい僕なぞもや

っぱり因循家のたちで

あまり肉食ハせなんだ

が一昨年大病以来、西洋

家（※３）に治療を受て

から少しずつ用ひて見

たらつい好きになって

当時は三日用ひねば具

合が悪いようじゃ。 
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と混雑煮にして湯煮を

してそれから本当に煮

たのを食べちゃ実にこ

んなうまいものはない。 

③生で食べるのだから

精肉
いいとこ

を薄切りにして山

葵醤油をつけ…中略…

ついでに五分葱とお香

のものを。 

③町人：私もなぞも良い

年になりますまで肉食

は穢れるものと覚えま

してとんと用ひずにお

りましたが御時世にる

れまして此味を覚えま

したら忘れませぬ。 

④牛肉も伝染病の風聞

で大きに景気を落とし

ました。 

⑤あねえ、生の替わり。 

挿絵にみる牛鍋 ある 

※障子で隔離されてい

る 

ある 

※牛鍋に入れる箱の表

に「日の出」と書かれて

いる。  

ある 

※女性のほうに障子が

置かれている。 

ある 

※男性の後ろに障子が

置かれている。 

ある ある 

※一人に一つの鍋。男性

の後ろに障子が置かれ

ている。 

お酒 ある ある ある ある ある ある 

食べ方 「生で食べるのざんす

から薄く切ったのをわ

さび醤油をつけてサア

はやくいつけておくん

なしヱ。」刺身もどきで

牛肉を山葵醤油で食べ

る。しかし、挿絵からは

牛鍋を煮て食べる様子

が見られる。 

「酒と牛肉の替わりだ」 

煮て食べる。 

「ここのうちの肉も随

分良いけれど、浜で屠た

てを料理番が人参と混

雑煮にして湯煮をして」

「生で食べるのだから

精肉
いいとこ

を薄切りにして山

葵醤油をつけ…中略…

ついでに五分葱とお香

のものを」ここでは、葱

だけではなく、にんじん

も加わる。そして、牛肉

を山葵醤油で食べる。 

「すきやきにしてもう

一鍋はやくはやく」初め

て“すき焼き”と言う名

が登場する。煮て食べる

のではなく、すき焼にし

て食べている。 

「おいおい、ねえさん牛

肉の替わりを頼んます

ヨ。」煮て食べる。 

「あねえ、生の替わりと

おかんのよいのを、そし

て、鍋が煮ついたからと

りかへてくれないか」煮

て食べる。 
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話の内容 手でいたずらされ、帯を

とかれ、挙句の果てお客

にお金を貸してくれと

頼まれたりとお客にさ

んざん惨めな目にあわ

された遊女は、もう一人

の女性にその話をする。 

開化後、怠け者は廃さ

れ、因循家や旧弊家を流

行に遅れ、この人たちは

肩身が狭く、今や、商法

第一の世界であると言

う。 

牛肉を三日も食べずに

いると体の調子が悪く

なると、牛肉を絶賛。し

かし、そこらへんの人に

牛の皮に似せた牛皮の

お菓子（※２）を食べさ

せようとしたが、大声を

あげ泣き出した。まだ牛

肉を食べることに嫌悪

感を抱いている。今の若

芸者の大人気なさにた

め息をつく。 

落語好きのこの男性は、

ひたすら落語に関わる

話をする。例えば、落語

の演目の一つである太

田道灌についての話な

ど。 

この人力車夫は、昨日ほ

ど骨の折れた仕事はな

かったと、働きづめでく

たびれると仕事の話を

語っている。 

武士と町人の二人の会

話で、まず初めに二人が

牛肉を食べ始めたころ

の状況を語っている。武

士は因循家で牛肉は食

べなかったが、病気にな

って西洋医に見せてか

ら食べ始めるようにな

り、それ以来、牛肉好き

になった。町人は、牛肉

に対しての第一印象は

穢れる物と思っていた

が、時世の流れにつれ食

べ始めたところこの味

を忘れることはないと

いう。また、急速な経済

発展で物価が上がり、力

仕事もいつかは機械一

つで取り替えられると

いうのは真の繁盛であ

る。 

※１ 「ちゃぶ屋（卓袱屋）」は、横浜・神戸など開港場で主に外国人を相手にする手軽な飲食店、小料理屋。 

※２ 求肥（ぎゅうひ）のお菓子。牛皮や牛肥とも表記する。白玉粉を水でこねて蒸し、砂糖と水飴を混ぜて作った和菓子。 

※３ 西洋医。主にオランダから伝えられた知識によって医療を行った医師。 
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牛店雑談 安愚楽鍋第三編上、下（明治 5年） 

 
商法個
あきうど

の胸 会 計
むなかんじやう

 芝居者
しばいもの

の身贔屓
みびいき

 藪医者
やぶいしゃ

の不養生
ふようじょう

 落語家
はなしか

の楽屋堕
がくやおち

 茶 店 女
ちゃみせむすめ

の隠 食
かくしぐい

 新聞好
しんぶんずき

の生鍋
なまなべ

 

年齢/性別 31～32 歳/男 なし/男 50 歳ぐらい/男 22～23 歳/男 18～22歳と 50歳ぐらい/

女 

男 

人数 二人 二人 一人 一人 二人 二人 

外見 小梅唐桟の二タ子織り

乱立縞の洗い張りをし

た羽織に上着は同じく

胡麻幹縞(ごまがらじま)

に紛い更紗の下着。 

大きく白色で魚と書い

たつむぎの紺地の上着。

下着は地味なるもの。胴

裏は紅絹
も み

。赤い襦袢の

袖。 

羊羹色（黒・紫などの色）

のべんぺら羽織。八丈の

黄色へ黒みのかかりた

る小袖。下着なしのねず

みか浅黄か正体分明な

らざる襟のかかりたる

襦袢。雪駄。 

色生白い。御召縮緬の二

枚ぞろい。 

風織縮緬。御召の藍とね

ずみのあらいしまの斑

点の鯨帯。紫縮緬でなか

は縮緬ゴロではぎ合わ

せたる。（18～22 歳の女

性） 

入れ歯お歯黒でごまか

し、黒油で白髪を隠す。

栗うめ金巾。張替えしの

額裏藍微塵の銘仙前掛

けばかりは御召縮緬な

り。（50 歳ぐらいの女性） 

なし 

髪型 なし なし なし 大たぶさ 島田髷をつぶしたよう

な髪型に結い。（18～22

歳の女性） 

なし 

持参物 銀貨のそで時計 なし 角細工の山刀 なし なし 時計の鎖はてんぷらめ

っき。 

西洋に関する

物 

連れの男：鳶ごしらえ、

蝙蝠傘 

なし なし なし なし なし 

職業 商売人 芝居者 医者 落語家 夜の内職（密淫売） 

（18～22 歳の女性） 

茶店女（50 歳ぐらいの女

なし 



 

107 
 

性） 

牛鍋、牛店に関

する事 

①牛肉は横浜のことだ

が此家のは随分食える

ね。 

②亭主が並より気をつ

けて極新しいのを食わ

せるから初めての牛店

なんぞへはめったに入

らねえよ。 

③腹が減てたまらねえ

処からある牛店へ入っ

た所が店のかかり（※

４）を見るといかさま今

月の初めまで鰻の蒲焼

骨抜どぜう柳川流の出

来合店（※５）を牛肉に

押れて牛は牛連と出直

した。 

④肉といやア日向へ干

した木っ端をみたよう

にカラカラして筋だら

けでいくら噛んでもち

ぎれねえ古臭くなった

老牛を食わされたので

替わりに手を付けねえ

でかんぢやうをして飛

出したが実に牛肉ばか

りは日増（※６）はまっ

①牛鍋にて差しつ押さ

え飲みかけて余程まわ

りしえひきげん。 

②すまし（※８）の水は

鍋の塩の辛への調合し

て水ぎれダかはりをた

っぴつ（※９）にもって

きなハテ水は安い物、牛

は高い物、水はたっぷり

おくみなさい。 

③まさか私ともとは違

って牛店へ連れ込ムり

くつにやアめへりやす

めへから。 

③此頃はすけべえ（※１

０）ありませんから牛肉

の功能が見えやすめえ。 

①牛鍋一人前、酒は一合

づつ、生の替わりはあつ

らえず、五分葱と香のも

のばかりぐびりちびり

と飲みながらの独り言。 

②イヤかれこれ言うう

ちもう７時じゃ飯は宅

で鍋一枚に酒が二合、こ

れこれ女中ここのかん

じょうはいくらじゃ。 

①たまたま客に連れら

れこの牛屋へ来る事。 

②鍋は飯のときとして

スープの吸下地で葱を

細くそいで鞍下の極（※

１１）と言うとこをそぼ

ろに刻んでヨ。 

③あなたもとうとう西

洋に巻き込まれて牛を

あがるようにおなンな

すったのは不思議でげ

すね、何でも牛をやらね

えじゃ健やかに生きや

せんまい。 

④私ども連中でも牛や

豕の話をして恐れると

言う面をした者がごぜ

へしたが鹿が牛や豕を

食うのは共食いだから

と言うわけかと思いや

した、…中略…何かが穢

れるとか不浄だとか訳

も知らずにただ恐れて

いるのだから困りやす

が近頃は開けてきたと

見えやして夜席の出か

けなんぞにや牛で一杯

①この牛店の鍋肴（なべ

さか）もり両人ともよほ

とえひがまはり。 

②牛の肉を肴にそろそ

ろ木地のはげるはなし

くちにて。 

③ころ：おひきさん、お

前も牛は食べないなん

ぞとこの間氷月でお言

いだったがうそか。 

④ひき：お客なんぞのそ

ばで牛を食べる大好だ

といっちゃア、まだ馴染

みのないお方だから…

中略…実は鋤の鍬のと

言う段じゃない（好きの

なんのと言っているど

ころじゃない、大好きな

んだ）。 

⑤ひき：牛のまだ流行ら

ない自分から悪物食い

（※１２）でその自分に

やア両国のならび茶屋

で小川のおとくさんな

んぞと見世を張ってい

た自分。 

⑥ひき：牛が開けてから

①作者ろぶんに似た人

物つれと両人牛鍋の冷

酒でうぬ一人開化の人

物という面をして。 

②此文面を鍋と酒の変

わり目に一寸読んで聞

かせよう。 

③おいおい、あねえ、親

方にラウス（※１３）を

大切りにして焼鍋を一

枚あつらえてくんな。 

④この客は、煮たのが良

いと言うから、タレ抜き

のスープへみりんと醤

油を落してよく煮てく

んな。 
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ぴら。（※７） しめた。 

④生の最上をすき焼だ

ねにして四人前たきた

て。 

⑤ちゃぶやの直伝でご

ぜえすゼ、すき焼と食た

あとで葱の湯どおし。 

人様の話を聞くと牡丹

や紅葉はあんまり薬じ

ゃないなんでも牛に限

る…中略…今じゃぢい

はおあひだおはやし（廃

止）にしてしまって牛一

点張りと決めた。おころ

さんは若い者のくせに

よくひらけて牛を食べ

ならったね、それには感

心するよ。 

⑦ひき：牛のような舌を

出して肉をぺろりとせ

しめる。 

⑧ころ：私には旦那が三

度のご膳も日本風にし

て食べさせてくれるう

ちソレこの牛サ、あの旦

那が二度のご膳時にき

っと牛を食べるのを見

習ったら情合というも

のは不思議だと思った。 

⑨ころ：東京に居た自分

に牛屋の前を通るのも

嫌だったが誰も薦めも

しないくせに牛が食べ

たくなって…中略…一

口食べてみるとおいし
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くなって他のお魚なん

ぞより牛が好きになっ

たのだから、私の牛を食

べるのは素人じゃない

くろっぽいのですヨ。 

⑩ひき：おやおや、そう

ですか。それじゃ牛のほ

うじゃ、くろうとだね。 

⑪ころ：御酒と生をもっ

ておいで。 

挿絵にみる牛

鍋 

ある ない ある 

※牛鍋の下に置いてあ

る箱が他と違って、石の

ようなもので作られた

入れ物。 

ない ある 

※二人で一つの鍋。障子

が置かれている。 

ある 

お酒 ある ある ある ある ある ある 

食べ方 食べ方については詳し

く語られていないが、挿

絵からは牛鍋がグツグ

ツ煮ている様子が見ら

れることから、煮て食べ

ていると考えられる。 

「牛鍋にて差しつ押さ

え飲みかけて余程まわ

りしえひきげん」 

煮て食べる。 

「牛鍋一人前、酒は一合

づつ」「鍋一枚に酒が二

合」 

煮て食べる。 

①「生の最上をすき焼だ

ねにして」「すき焼と食

たあとで」 

すき焼にして食べる。 

②「鞍下の極と言うとこ

をそぼろに刻んで」 

そぼろにして食べる。 

「この牛店の鍋肴（なべ

さか）もり両人ともよほ

とえひがまはり」 

煮て食べる。 

①「ロースを大切りにし

て焼鍋を一枚あつらえ

てくんな。」 

焼いて食べる。 

②「煮たのが良いと言う

から、タレ抜きのスープ

へみりんと醤油を落し

てよく煮てくんあ。」 

煮て食べる。 

話の内容 商売人のこの男性は、ま

ず、牛肉の食感について

語る。牛肉は何日間か置

ここでは、二人の人物が

会話をしている。一人目

の芝居の語り手は、顔見

診断や治療の能力が劣

っているこの医者は、漢

方医はすでに廃止寸前

噺家のこの男性は、牛鍋

ではなく、牛肉をそぼろ

に刻んで食べると言う。

ころ（18～22 歳の女性）

とひき（連れの 50 才近

くの女性）の会話。ひき

二人の男性が自分の子

供の話をしていて、その

うちの息子は、時代の流
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いておくよりも、新しい

牛肉のほうが、噛みやす

くていいと言う。また、

商売をするにあたって

のねぎりをする方策、ま

た、大商法は上海やジャ

ワ島あたりへ航海しな

ければ、大利がないとい

う。最後に、大きなこと

を望まなければ、開化の

人物ではないと強く語

る。 

世や仕初めで他の芝居

町より景気が良かった

のは、桜を植えてもしみ

ったれな木を植え込ま

なかったと言い、縁起を

良くするためのやり方

であるという。もう一人

の語り手は、芝居で、相

愛の男女が心中や駆け

落ちに連れ立って行く

場面を語っている。この

二人の話の内容は芝居

に関わることだが、あま

りかみ合っていない。 

にて、今頃は、西洋家の

医者などで医道が発達

しているなか、一つの文

字も知らず、読み書きが

できないとは、廃業して

他の職業へ移ったほう

がいいと言うような話

をしている。 

また、この男性の仲間は

もともと牛肉をおそれ

ていたが、文明が開いて

から、夜席の出掛けに酒

と牛鍋を食べるように

なったと語っている。 

は、ころが若い年から牛

肉を食べることに感心

する。そこでころは、な

ぜ牛肉の食べ始めの理

由を語る。ころは当時の

家庭の事情を話し、親戚

の紹介で外国人と結婚

し、旦那は三度のご膳に

日本風の料理を頼み、二

度のご膳時にはきっと

牛を食べる、という。 

れにそって、ざんぎり頭

になり、小さい頃から西

洋学や英学に触れさせ

ている、という。また、

現在の形勢では洋学を

学ばなければ、夜は明け

ねえ、と指摘する。そし

て、俗間の知覚を開き、

人の知識を広めるには

新聞紙が必要であると

いうが、横浜の毎日新聞

に仮名垣魯文が街道で

小便をして罰金を取ら

れたという出来事が次

号まで二日とも新聞に

出たことに対して、彼は

虚名家だから喜んで満

足していることに、おか

しい間違いだと批判す

る。 

※４ 建物の作り。構え。  

※５ いつでも注文に応じられるように準備している大衆向きの店。 

※６ 日数がたって古くなること。 

※７ 全くいやであること。 

※８ 酒席で杯をすすぐ器。 

※９ 満ち溢れるほど十分に。 

※１０ 女遊び 

※１１ 牛の、鞍の下に当たる部分の肉。ひれ肉。一番おいしいとされていた。  

※１２ 「如何物食い」に同じ。普通の人の食べないものを好んで食べること。 

※１３ ロース。牛・豚などの背の上等の肉。
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