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４．乳製品の受容 

 明治の初めに居留地の外国人の間から始まった牛乳飲用は、古くから肉を食

うことを忌避すると共に、動物の乳を飲むことも嫌いだった一般日本人の風習

や観念を次第に打破した。その結果、文明開化の波に乗って、日本人も牛乳を

病気のときに薬としてそれを飲むという従来からの考え方から、一般にも牛乳

を飲むようになり、それに伴って搾乳業や牛乳販売業も増えてきた。しかし、

最初はまだ牛乳を飲むことをタブーとし、日常的に一般人の人がこれを飲用す

るまでには決して容易に至らなかった。 
そこで、早くも明治初年から、搾った牛乳が売れ残るという問題が生まれ、

業者は売れ残ったものの処理に困り、余った牛乳を加工しようとする動きが始

まった。そして、試作された乳製品はコンデンス・ミルク、すなわち煉乳であ

った。最も早く煉乳の宣伝を行ったのは、牛乳の節にも述べた牛馬会社が明治

３年に刊行した「肉食之説」である。その中で、当社で製造された乳製品及び

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

種々にこれを製し、乾酪洋名チース、乳油洋名パタ、懐中薄乳の粉洋名コンデン

スド・ミルク等あり。98（中略） 
牛乳製造の種類 
一、牛乳洋名ミルク 

牛の乳を絞り、其まゝこれを飲む、或は砂糖を和するもよし、又或は口

に慣れざる者は、茶「コッヒー」茶の類舶来品を濃く煎じ、混和して用れ

ば、味甚だ香し身體の滋養を助け、食物の消化を促し、腹合をよくし、

元氣を増すこと、百藥の長と稱すべし、又子を育るに、牛の乳を用れば、

乳母を雇ふに及ばず。 
一、乾酪洋名チース 

   牛の乳を製して、乾餅の如くなしたるものなり、鹽氣を含み、味甚だよ

し、永く貯置くべし。 

一、乳油洋名パタ 

牛乳の中に含む、油の分を集め、鹽に和して製したるものなり、蒸餅又

は芋の蒸したるものへ附け、平日の食事に用ふ、又魚類肉類を調理する

とき、鹽梅に用ふ、消化を助る妙品なり。                     

一、懐中乳の粉洋名ミルクパヲダル 

   牛の乳を煎じ、次第に乾かして粉になしたるものなり、旅行の用意に貯

へ、又は牛乳を得がたき土地の人は、遠方より取寄せ、貯置くべし、こ

れを用るときは、湯、水、茶、「コッヒー」等に和す、功能牛乳に異な

                                                 
98 『明治文化全集 第二十四巻 文明開化篇』「文明開化雑纂」346 頁。 



 41

らず。 
 一、懐中薄乳の粉洋名コンデンスド、ミルク 

   牛乳に、精製の砂糖を和し、濃く煎じ詰たるものなり、其状飴の如し、

用法功能、乳の粉に同じ。 

右は我會社にて製する所の品なり、其功能は、用ひて知るべし、凡日本國中

の府藩縣にて、牧を開き、牛乳の製法を弘めんとする者あらば、我社中は、

悦て其法を傳へ、天下と共に、裨益を謀るべし。99 

 
要点は、牛馬会社では牛乳、チーズ、バター、ミルクパウダー、コンデンス・

ミルクまで製造している。各府藩県から畜産・酪農技術の習得希望者がいたら、

牛馬会社が喜んで牛乳・乳製品の製法を教えることができると。 
つまり、牛馬会社で牛乳のほか、早くもコンデンス・ミルクなどの乳製品を

売っていることが分かる。そして先も述べたように、明治初年に牛乳が売り残

る情況があるから、牛乳一品で商売が成り立たないと牛馬会社が早くも考え付

いたと考えられる。また、宣伝文に乳製品のそれぞれの製造法が書かれてある

が、あまりにも簡単すぎて、当時本当に乳製品を作る技術を牛馬会社が持って

いたかどうかということに疑問を持つ。 
また、煉乳の広告が新聞にも出たことがある。石川県の金沢で発行された、

『官許開化新聞』の明治４年（1871）１２月号には、次のような「牛乳煉薬ミ

ルクエキス」の広告がのっている。当時の日本の新聞といえば翻訳新聞や外字

新聞のほかは、萬国新聞紙・横浜新聞（いずれも横浜）、新聞雑誌・日要新聞

（いずれも東京）、大阪日報、新潟新聞、名古屋新聞、京都新聞くらいだった

から、遠隔地の北陸にしては新聞の刊行も早いし、広告のほうもひらけている。
100 

 
図 14・『官許開化新聞』明治 4 年

12 号 

 
牛乳煉藥近比泊來の品多御座候得共兎角腐敗しや

すし依て今般私方に右煉藥製造仕候間御來求可被

下候尤茂健壯の人而己ならず虚弱及ひ病身の人又

は病後等に御用ひ被成候は大功ある事必せり尚功

能子細に御聞被成度候はゞ拙宅に御來駕可被下候

 品の善し悪し色にて三等に分つ第一等白に黄を帯

第二等白に薄鼠色を帯第三等白に薄茶色を帯 
製造所 加賀金澤香林坊橋高 曲直瀬霜枝郎101 

 この広告の要点は、牛乳煉薬は近ごろ舶来の品が多いが、腐敗しやすいので、

                                                 
99 『明治文化全集 第二十四巻 文明開化篇』「文明開化雑纂」346～347 頁 
100 『牛乳と日本人』149 頁。 
101 『官許開化新聞』明治４年１２月号、4 頁。 
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今私の所でこれを製造しているから、求めてください。健壮な人はもちろん、

病弱の人や病後の人などが用いたら非常に効き目がある。効能を詳しく聞きた

い方はぜひ拙宅まで来てください。品質の良し悪しは色で三段階に分けられる。

第一等は白に黄味をおび、第二等は白に薄鼠色をおび、第三等は白に薄茶色を

おびたものというものである。 
また、前にもふれた明治５年５月の『新聞雑誌』第４５号付録の「牛乳ヲ以

て兒ヲ育ル法」にもコンデンス・ミルクのことがあった。 
 
一 遠郷ノ田舎ナトニテ牛乳ノ生汁ナキ時ハ「コンデンス・ミルク」トテブ

リツキノ曲物ニ入タル牛乳ノ製シタルモノアリ[割注]近年西洋ヨリ多ク持

来レリ最寄ノ唐物屋ナトニテ求ムベシ是ニテ育ツレハ人ノ乳ヨリ遥ニ増シテ

養分多キトゾ右乾酪ヲ西洋茶匕[割注]最モ少キ匕ナリニテ一杯計リヲ沸湯

八勺ニテ解キ砂糖ヲ少シ加エ呑ムベシ102 

 

つまり、遠郷の田舎などで、牛乳がない時は、コンデンス・ミルクと言うブ

リキの曲物（缶詰）に入った牛乳の製品がある。近年西洋から多く入って来て

いるので、唐物店（舶来雑貨を売る店）などで求められる。これは人の乳より

遥に増して養分が多い。その乾酪を西洋茶匙で一杯を入れ、お湯を８勺で解き

ながら、砂糖を少し加えてから飲むと。 

またその後、同新聞の明治５年６月第４８号にも、下のようにコンデンス・

ミルクの用法を勧めている。 

 

第四十五號附録ニ乾酪
カンラク

育児ノ法ヲ記載セシガ、今又洋醫ヨリ稠厚牛乳
コンデンスミルク

服量及

ヒ服方ノ詳説
 

ヲ得タレハ茲ニ附ス、〇一日ノ服量一歳未滿ノ小児ニハ凡ソ四

匁、一歳ヨリ二歳ハ六匁
 

、二歳ヨリ三歳ハ八匁、三歳ヨリ四歳ハ十二匁、四

歳ヨリ七歳ハ十六匁、七歳
 

ヨリ十四歳ハ二十四匁、十四歳ヨリ廿一歳ハ三十

二匁、廿一歳以上ハ四十八匁ナルベシ、其法先ツ「ブリツキ」ノ曲物
マゲモノ

ニ入タ

ル乾酪ヲ四分ニシ、其ノ一分ヲ匕
サジ

[割注]乾燥ノ者ヲ要スニテ採リ出シ、其量目

九十六匁ニ水三百八十四銭ノ比量
  

ヲ以テ之ヲトキマゼ、前ノ如ク各其歳相應

                                                 
102 『幕末明治新聞全集 第六巻下』337～338 頁。 
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ノ量ヲ服セシムベシ、若其臭味
ク サ ミ

ヲ嫌
キラ

フ者ハ同量ノ濃煎茶又ハ濃骨喜液
コ ー ヒ ー

ニテト

キ、一日毎回ニ服用スルヲ良
 

トス103 

 
ここの要点はコンデンスミルクで育児する時、子供の年によって、コンデン

スミルクの量を調節する。もしそのクサミを嫌う人は同量の煎茶またはコーヒ

ーで解いてから飲むということである。 

 
図 15・鷲印コンデンスミルク

『読売新聞』大正元年 12 月 17

日より広告。 

「乾酪育児ノ法」の内容によって、当時コンデン

ス・ミルクが使用されていたことのほか、使われて

いるものは舶来品であって、国産のものではなかっ

たことが分かる。明治初年は日本ではコンデンス・

ミルクの製法が分からなかったため、その当時輸入

されていた舶来のコンデンス・ミルク、ことにアメ

リカのゲール・ボルデン会社が嘉永６年（1853）に

創製した世界的に有名な鷲印コンデンス・ミルクに、

もっぱらその供給を仰いでいた。もちろんその値段

も非常に高いものであった。104 

ところが、舶来のコンデンス・ミルクの価値が段々

認識され、それに、舶来練乳の輸入に刺激された結

果、日本においても煉乳を製造する必要があると考

えられた。 
一方、バターの製造は煉乳と密接な関係があり、バターもまた明治初年に牛

乳の生産過剰の問題を有利に解決する一方法として作られた。しかし、当時の

一般日本人は、バターの匂いをいわゆるバタ臭いものとして嫌っていた。従っ

て当時は、パンにバターをつけて食べるということは一般には考えられなかっ

た。その例は安政元年（1854）にペリーが再度横浜に来た時、彼の乗艦してい

たポーハタン号を訪れた幕府の役人は、パンとバターを食事の時に出されたと

き、バターの匂いが臭いのに閉口し、どうしても食えなかったという。つまり、

バターは日本人の味覚に最初は合わなかったのであった。そして明治初年バタ

ーを食べていたのは、主に居留地の外国人、あるいは洋行帰りのハイカラな人

たちであって、「バタ臭い」という言葉は外来物の異名になっていたくらいで

ある。105 
日本人はバタ臭いのが嫌いなので、乳製品の生産順序も外国とだいぶ違う。

外国では牛乳・バター・チーズ・煉乳という順序だが、日本では牛乳・煉乳・

                                                 
103 『幕末明治新聞全集 第六巻下』396～397 頁。 
104 『日本畜産史 食肉・乳酪篇』356～357 頁。 
105 同上 362 頁。 
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バター・粉乳・アイスクリーム・チーズというコースをとってきていることが

特徴的である。106 

 
4.1 遠隔地酪農業の成立と乳製品の生産開始 

牛乳や乳製品の普及は、開国とともに外国人がやってきた横浜、築地などの

居留地においてまず始まったこと、更にその影響を最も早く受け、明治初年の

日本文化の中心であった東京においていち早く乳酪文化の花が咲き始めたこ

となどについては第３章に述べた。しかし、地方においても、酪農業が政府の

施策によって次第に展開されていった。その事業は、東京から、千葉、静岡、

北海道と、次々と拡がって行った。 
明治元年（1868）の箱館戦争107が終わったあと新政府は、従来からの懸案で

あった蝦夷地の開拓と北の守りを充実させるため、明治２年東京に開拓使を設

置し（４年札幌に移転）、同時に蝦夷地を北海道と改称した。開拓使次官とな

った黒田清隆は、早速アメリカにでかけていって現職の農務局長であったホー

レス・ケプロン（Horace, Capron 1804-1885）をはじめとする顧問団の来日を依

頼した。そして開拓についての意見をきいた結果、北海道では本州のような稲

作でなく、洋式の有畜農業を行なうことに決め、アメリカの作物や家畜を北海

道に入れるための中継地として、明治４年まず東京に開拓使官園を開いた。日

本にとって初というものが多かっただけに、一度そこで育成したり、飼養して

風土に慣らすと共に、技術者を習熟させ、それから北海道に送り込もうとした

のである。 
官園の場所は第一と第二が東京渋谷区渋谷と同神宮前の地にあり、各種の農

作物やりんご・ぶどうなど果実の栽培にあたった。第三官園の場所は渋谷区広

尾で、ここでは畜産を担当し乳牛や馬・豚を飼養した。そして、家畜の飼養・

育成ばかりでなく、搾った牛乳を宮内省へおさめたり、牛乳の加工・販売も行

っていた。108 
明治６年７月２９日付の『郵便報知新聞』第９７号に、明治６年７月１７日

に、天皇が官園でアイスクリームを食べたことが載っている。 
 
七月十七日午後第三時馬車にて開拓使第一號官園に 行幸あり（中略）夫よ

り第二號官園に御轉輪耕作の業を御覧ありて亭子に入御温室に産する處の

茘支とアイスクリーム氷を上り、、、、花草及び洋牛等も御覧第三号官園に移

らせられ御歩行教師二匹牽の器械を以て蒔種の業を為し109 
 

                                                 
106 『畜産発達史 本篇』201 頁。 
107 戊辰戦争の最後の戦い。榎本武揚ら旧幕軍の一部は、明治元年（1868）箱館五稜郭を占拠

し、事実上の独立政権を作り新政府に抵抗したが、翌年官軍の攻撃を受け、５月に降伏。 
108 『牛乳と日本人』131～132 頁。 
109 『復刻版・郵便報知新聞 第１期 第２巻』223 頁。 
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この第一・第二官園は明治１４年に終止符をうち、第三官園は翌１５年に開

拓使が廃止されてから植物御苑のに加えられることとなり、飼育中であった洋

牛２２頭は北海道に送られた。 
この植物御苑の前身は政府が明治５年（1872）９月１０日、東京の内藤頼直

邸110を購入して設けた内藤新宿勧業寮出張所で、外国産の家畜の試養、農作物

の試作が行われた。そして、ここで農業、牧畜の技術を一般に浸透させるため、

各府県から伝習生徒を募集し、畜産・酪農指導員の養成に努めた。明治７年１

０月、場内に農業博物館を設け、各種の農業、牧畜関係品類の展示を行い、生

徒の参考にしたり、一般にも縦覧させ、農業、牧畜思想の普及に努めた。特に

同場では、搾乳技術、煉乳・バターの製造、試験、指導も行われた。ここで伝

習を受けた生徒は、各郷里に帰り、畜産や酪農の振興に尽くした。内外穀菜果

樹の試作・繁殖配付、農産製造加工・分析、農具の試製・展示、農事修学・講

習、牧畜・養蚕および製糸の事業を行なった。ここで７年頃余った牛乳で牛酪

が作られたという。111       
内藤新宿勧業寮出張所は開設された翌年には、米国から洋種の短角牛八頭を

購入して国内外の牛馬羊の飼養繁殖をはかり、あわせて千葉の取香・嶺岡の両

牧を管理した。しかし明治８年の牛疫流行で場内の牛がほとんど全滅してしま

ったので、１２年から植物御苑となり、それまでの業務は下総種畜場（取香種

畜場が発展し改称）に移した。事業としては、アメリカから良種の乳牛を輸入

して、繁殖貸与しようというものであった。また獣医生、牧牛生のを各府県に

依頼して募り、乳牛管理、搾乳技術、製乳法（煉乳・バター）などの伝習を行

わせ、これら伝習生によってその技術を全国に普及しようというものであった。
112そのうちの農産製造加工・分析と農事修学場、講習関係は１１年に創設され

た駒場農学校113に引き継がれた。 
取香種畜場では、明治９年にイギリス人の指導のもとに乳製品の製造を開始

した。特に練乳の製造が注目されていた。前節のように、当時アメリカの鷲印

煉乳に刺激されて、国内でも煉乳を作るべしという声が大きく、各地で明治４

年頃からいろいろ試作されていたが、焦げ付いたり乳糖が結晶してざらつくた

めの商品にならず、乳業者の間ではコンデンス・ミルクでなくソンデンスミル

クだ、とさえ言われていた。これを内藤新宿からここに赴任した井上謙造がケ

ェーと共に試験研究を繰り返し、煮つめるのに井上釜を採用した結果、下総種

畜場114と改称したあとの明治１５年にようやく煉乳製造を成功させ、在来のも

のより良質の煉乳の製造が可能になった。この井上釜は二重底で、中間に水を

                                                 
110 現在の新宿御苑。 
111 『日本乳業史 第二巻』8～9 頁。 
112 同上 9 頁。 
113 東大農学部の前身。 
114 明治１３年１月、下総牧羊場と香取種畜場とは合併して下総種畜場となり、明治 18 年に宮

内省に移管され御料牧場となった。 
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入れた湯煎にするようになっていて、これによって火が直接生乳に触れない 

図 16・明治 15 年頃の井上釜（煉乳濃縮用平鍋）

『日本乳業史』より転写。 

ので、乳糖結晶を微細均一にすること

ができ、鷲印に近いものが得られるよ

うになった。115 
明治１０年（1877）８月、日本で始

めての「内国勧業博覧会」が東京上野

公園で開かれた。この博覧会は殖産興

業政策の一環として、共進会・農談会

と共に、産業技術の交流と発展を目的

に中央政府が開催した商品展示会であ

った。会場は第一区鉱業冶金術、第二

区製造物、第三区美術、第四区機械、 
第五区農業、第六区園芸と分かれている。このうち農業区に、北海道開拓使か

らも、真駒内牧牛場でつくった牛酪・乳油・粉乳・乾酪の出品があり、褒賞を

うけている。その解説の一部分は下の通りである。116 
 
牛酪「乳汁を緩火で煮ること約二時間、凝縮するのを持って型に詰め、風乾

する」 
乳油「乳汁を桶に入れ、六、七時間たって浮上した脂肪分をすくいとり、チ

ョルン117に移し、かきまわすこと五、六分。脂肪が水分と全く分離して凝縮

したら、すくって冷水につけ、その水分が濁らなくなるのを待って食塩を加

える」 
粉乳「乳汁をかきまわしながら、煮ること四〇分。濃くなったら白砂糖を入

れ、こげつかぬように激しくかきまわして次第に火をとめ、乾固したら焙炉

の上にて湿気を全くとり、研磨する」 
乾酪「乳汁をあたためランネット118を混ぜ、およそ七時間たつと乳汁が凝固

するから、これを縦横に切り混ぜかえし、再びあたためること二、三時間で

凝結する。これをすくいとって他の器に移し、杓子でかきまわし、冷えたら

食塩を加え、布袋に盛って、一、二日間圧搾してから、毎日乳油をぬりなが

ら自然に乾燥させ、二〇～三〇日間で終了する」119 
 
一方、前述した政府は明治２年（1869）北の護りと開墾のため北海道の開拓

を開始した後、４年９月に開拓使の実習農園の用地を決めた。そして前述の開

拓使第三官園が１１年に北海道七重に移され、七重勧業試験場と改称された。

                                                 
115 『牛乳と日本人』135 頁、『日本畜産史 食肉・乳酪篇』360 頁。 
116 同上 142～143 頁。 
117 バター製造機のこと。 
118 凝乳酵素のこと。 
119 『牛乳と日本人』143～144 頁より引用。 
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ここで乳製品の製造試験も行われたが、特に煉乳がなかなか成功できなかった。
120明治１６年３月農商務省における北海道事業管理の新設によって、七重勧業 
 
表 5・明治 6～18 年『北海道庁種畜場沿革誌』記載生産高

年次    粉乳    乳酪   豕薫腿

明治 6 年 736 匁 1899 匁 ─

7 年 771 匁 ─ 1320 斤

8 年 739 匁 4083 匁 480 斤

9 年 300 匁 ─ ─

10 年 1821 匁 ─ 480 斤

11 年 ─ ─ 300 斤

12 年 ─ ─ 132 斤

13 年 ─ 1380 匁 ─

14 年 ─ 3600 匁 250 斤

15 年 ─ 3306 匁 180 斤

16 年 ─ 1840 匁 ─

17 年 ─ 9210 匁 400 斤

18 年 ─ 14720 匁 535 斤  

試験場が七重農工事務所

と改称され、１７年末に

ここでの飼養牛の数は１

１１頭に達し、１８年に

は１２２頭に増加した。

従って、搾乳量も増すに

至った結果、当時の生乳

の需要がそんなに多くな

かったため、多量の余剰

生乳が生じた。そこで、

残乳処理のためバターの

生産が行われた。『北海道

庁種畜場沿革誌』による

と、明治６年から同１８

年までの粉乳、バター、

ハムの生産高は表５の通

りである。121 
 明治１８年６月下総種畜場が御料牧場として宮内省に移ると共に、そこでの

乳製品生産がすべて中止となり、器械器具はすべて払い下げられたため、下総

種畜場の酪農は全く消滅した。ところが、その井上釜は、北海道の七重農工事

務所において採用され、それによってはじめて北海道における煉乳製造は長年

の困難な問題を解決することができ、こうして下総種畜場の酪農はなくなって

も、北海道において井上釜の入手によって復活したのである。明治１９年１月、

七重農工事務所がいよいよ煉乳の大量生産に着手しようとした時、突然官制の

大改革によって、新たに北海道庁の設置に伴って、七重農工事務所は北海道庁

に所管を移され、七重農場と改称され、同時に経費も削減され、畜牛もその半

数は売却され、煉乳製造事業も他のすべての製乳事業とともに中止となった。 
その後、七重と真駒内牧場の煉乳試製は廃止となり、製造機械その他一切を札

幌農学校に移譲し、生徒の実習用に供されたのである。122 

北海道の開拓は政府主導で始まったが、やがて民間に引き継がれた。そして、

そのトップになったのが、町村金弥と宇都宮仙太郎である。 
町村金弥は明治１４年（1881）に札幌農学校を卒業してから、北海道酪農の

恩人エドウィン・ダン（Edwin, Dun 1848-1931）のいた真駒内牧牛場に入って

                                                 
120 『日本乳業史 第二巻』9～10 頁。 
121 『日本畜産史 食肉・乳酪篇』389～391 頁。 
122 同上 391～393 頁。 
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牧場経営のすべてを習い、主任や場長代理をつとめた。当時、そこは１００頭

の牛、８００頭の豚と若干の耕馬を飼育、広大な飼料畑をもつ開拓使の牧場で、

北海道畜産の基礎を築いたところである。そしてダンは、単に家畜の育成・普

及だけでなく、バターやチーズの製造、ハム・ソーセージの加工なども指導し

て現在の酪農工業のはじめもひらいた。金弥がそのあとを継いだことになる。 
 そこへ１８年、大分生まれの宇都宮仙太郎が来て、金弥は彼を見習いとして

採用することにした。宇都宮はきびしい仕事と悪戦苦闘の毎日だったが、これ

では物足りないと悟って本場のアメリカ行きを決意、２０年に渡航した。 
 その時分、牧牛場で牛乳の処理は『宇翁回顧録』によると、 
 
一部は煉乳とかチーズを試造、一部は市乳（市販牛乳）として販売。しかし

大部分はバターを製造していた。ところが、そのバターをつくるのに分離機

などなく、長方形の器に牛乳を入れ、水槽のなかで冷却し、一昼夜の後、表

面に浮いたクリームをすくいとってチャーン（バター製造機）にかけた。チ

ャーンはたしかに四角のものであった。123 
 

 アメリカに３年間滞在した宇都宮仙太郎は激しい労働の毎日を送り続けた

が、自分の体力はあまりにもアメリカ人の同僚より劣るから、日本人はもっと

牛乳を飲み、バターをたべなければダメだと悟った。そこで、ウィスコンシン

州の農業試験場や大学に入学して飼育管理やバター・チーズの製法を習得した

ところで、金弥に呼ばれて帰国した。 

 その頃金弥は、旭川に近い雨竜華族組合農場の責任者であったので、仙太郎

はそこの畜産主任として迎えられた。この農場は三条実美公爵や蜂須賀茂昭侯

爵などの発起で作られたもので、道庁の保護のもとに、最も進歩的な農法によ

る模範農場を経営しようと、種畜・農具・チャーンなどをアメリカから買い入

れた。仙太郎もバターの製造をアメリカ式でやった。しかし経営がおもわしく

なく、やがて三条公の急逝とともに瓦解してしまったので、金弥は退職し、農

場を自営したのち十勝開墾合資会社に勤務することになった。 
仙太郎のほうは明治２４年乳牛を借りて札幌市北大通りに独立し、自分で乳

をしぼり、缶を背負って牛乳配達した。しかし、そんなに売れるものではない。

余った乳でバターをつくり、西洋料理をやっていた豊平館に売った124。 
 ４０年、仙太郎はホルスタイン乳牛を求めて再び渡米したが、その時、札幌

農学校を卒業して滞米中の町村金弥の子・敬貴に会い、金弥から依頼されてい

たので早速ウィスコンシン州の種畜牧場を紹介してやった。 
 仙太郎は帰ってから札幌群白石村に牧場をひらき、これまでにない腰折れ屋

根の米国式牛舎を作り、業界のリーダーになった。明治３０年頃には後輩で同

                                                 
123 『牛乳と日本人』168～169 頁より。 
124 北海道における商業的バター生産のはじめ。 
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志の黒澤酉蔵らと札幌牛乳搾取業組合を作った。これがのちに後述の酪連125設

立の温床となる。 
 大正２年北海道が大凶作にあったとき、その難民救済のために、仙太郎らキ

リスト教関係者が協同して義援金と物資を募って贈った。その解散式で、仙太

郎が自分の農場で作ったチーズを馳走して一同の労をねぎらったというので

ある126。ところが仙太郎のすすめで全員が小さな一片を口にしたものの、ほと

んどの人が食べるのを躊躇った。当時、チーズはその程度しか知られていなか

ったわけである。 
 デンマーク留学を終えた仙太郎の女婿出納陽一が同じ白石に農場を開いて、

大正１５年からチーズを作り、昭和７年からは風車印の商標で販売もしていた。

黒塗りの高等馬車で札幌市内の５番館デパートまで片道１２キロの道のりを

走り、当時唯一の国産品として、陳列ケースの中でアメリカ産クラフトチーズ

と肩を並べたのであるが、その後は１２年になって農場を酪連に譲ってしまっ

た。127 

前述した例のように、北海道の官園における乳製品生産が廃止されても、民

間における乳製品の生産が続けられている。大正３年（1914）１１月農商務省

農務局発行の『日本内地における乳製品と肉製品』128によると、大正２年の乳

製品の生産高は表６の通りとなっている。当時煉乳の製造は１道１府１７県 

表 6・大正 2 年（1913）乳製品生産高 
   生産量   前年比    金額   前年比

 万斤 万斤 万円 万斤

煉乳 292.00 増 75.60 56.50 増 13.60

バター 36.60 増 3.70 24.20 増 1.50

チーズ 1.25 増 0.33 0.62 増 0.14  

にわたり、千葉、静岡、

山口、島根、北海道、兵

庫、広島、高知、大阪、

三重、福島、山形、秋田、

福井、石川、富山、岡山、

愛媛、大分の順で、バ 

ターは 1道３府１５県で北海道、東京、千葉、栃木、山口、兵庫、群馬、新潟、

京都、大阪、静岡、鳥取、広島、神奈川の順で、チーズは北海道に１戸であっ

た。そのほか、人造バターは神奈川、兵庫で、クリームは千葉、東京、群馬、

静岡で、ヨーグルトは東京、大阪で、ケフィールは東京で、乳菓は愛媛県で製

造された129。大正初年、乳製品生産が盛んになったことに伴って、多数の乳製

品個人製造業が段々企業経営に移行した。 

 

4.2 乳製品の企業化製造の嚆矢 
酪農業が都心の東京から段々遠隔地へと展開されることに伴って、地方にお

ける多数の人が酪農業を商売として営むようになった。そして、最初は家内工

                                                 
125 「北海道酪農販売利用組合」、雪印乳業の前身。 
126 佐藤貢『佐藤善七と自助』。 
127 『牛乳と日本人』170～171 頁 
128 『畜産発達史 本篇』217 頁の第３表より。 
129 同上 217～218 頁。 
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業の個人企業が始められたが、明治末頃から大正はじめにかけて消滅または他

の企業経営体に移行するに至った。 
 以下に現在も存続している乳業会社を中心にその経緯を見てみたい。 
 

4.2.1 明治乳業株式会社の場合 
4.2.1.1 北陸製乳 
北陸地方石川県金沢の水登勇太郎という人は明治１４年に会社を作り、２２

年には石川郡大桑山に牧場をひらき、米国からホルスタイン種乳牛を購入した。

その後も鋭意ホルスタイン種の普及をはかると共に、４５年に金沢製乳を創立

した。これが大正元年（1912）９月に北陸製乳と合併して、大正２年に北陸製

乳と改称し、資本金３０万円に増資した。この北陸製乳は明治４４年には恵比

須印の商標を登録して煉乳とバターを作っていた。しかし、昭和初年の経済恐

慌により経営困難となり、昭和７年には資本金を１７万円に減資し、昭和１２

年（1937）に明治製菓に吸収され、合併され、工場は後年明治乳業金沢工場と

改称された。130 
 
4.2.1.2 房総煉乳株式会社 

 千葉県安房郡大山村の竹沢太一は大製乳会社の設立を企画し、郡内８０％に

相当する１４ヵ所の製酪工場を買収し、経営合理化のため館山、滝田、勝山、

主基の４大工場を新設した。大正９年（1920）明治製菓の前身である東京製菓

に合併され、同１３年明治製菓煉乳部になった。 

 

4.2.1.3 東京製菓株式会社 

 明治製糖関係者によって大正５年（1916）設立された大正製菓株式会社と同

年設立された東京菓子株式会社とが合併して、東京製菓株式会社を設立し、当 

 
図 17・大正 14 年 3 月 25 日『東京

菓子新聞』の明治製菓株式会社の

広告。 

初製菓業の経営を主としたが、大正９年房総煉

乳を吸収して、乳製品事業を兼営し、大正１３

年アイスクリームの製造を始めた。さらに同年

事業拡張のため資金を増資し、明治製菓株式会

社と改称した。 

明治製菓株式会社は房州に房州事務所を設け

て積極的に農家に対して酪農の指導奨励を行い

ながら、着々と工場規模の拡大、販売部門の整

備拡張を図り、親会社の明治製糖株式会社の資

金を背景として、煉乳、バター、乳製品の製菓

原料としての自家の強味などによって、事業は

逐年上昇の道にたどった。昭和２年（1927）に 

                                                 
130 『日本乳業史』42～43 頁。 
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東京本所区亀沢町に両国工場を建設し、アイスクリームの製造を始めた。翌３

年から飲用乳事業を開始するとともに、乳製品事業について千葉県以外に北海

道その他の地方にも進出し、全国を区域とする事業体制を確立した。131 

 

4.2.2 小岩井乳業株式会社の場合 
 岩手県・岩手山の裾にある小岩井農場は明治２４年創業した。「小岩井」と

は共同で事業をはじめた日本鉄道会社副社長の小野義真、三菱社社長の岩崎弥

之助、鉄道庁長官の井上勝、それぞれの名字の頭文字を組みあわせたものであ

る。理想の農業をめざして開墾したが、３２年に岩崎久弥が単独で引き継いで

からは牧畜に力をそそぎ、製乳所を設置し、本格的な欧米式牧畜技術を導入し

て経営し、盛岡を市場として、牛乳の販売を開始した。昭和１２年に小岩井農

牧となった。その間、明治３２年に牛乳の販売、３５年に発酵バター、昭和７

年にはチーズの製造を始めている。132 
 

4.2.3 森永乳業株式会社の場合 

4.2.3.1 極東煉乳株式会社 

静岡県田方郡三島町の酒造家花島兵右衛門は明治１８年（1895）地元におけ

る廃止牧場の乳牛８頭を引きついで「農牧社」を三島町久保町に設け、搾乳業

を開始した。しかし需要が一定せず、いつも牛乳が余ってしまう。そこで、こ

の余乳処分の解決方法とし煉乳の製造を志し、明治２２年（1889）東京帝国大

学農科大学教授玉利喜造133を訪ね、親しく煉乳製造について教示を受けた。花

島は最初は三島町久保町に工場を設置し、翌２３年から牛乳を普通の鍋で煮つ

める試作を数年間、ついに２８年第四回内国勧業博覧会に出品して有功二等賞

をえた。花島は鋭意研究に当たり、明治２９年規模を拡大し、日本最初の最新

式真空釜をアメリカより輸入使用し、これで製造を開始したのである。製品に

は「金鵄印煉乳」134のラベルをはって市場に出すとともに原料乳の確保のため

牧場を久保町から箱根山麓に移し、産牛地より良種１０頭を購入して搾乳の道

を講じたが、生産はわずか１石程度で機械能力（１石５斗）に見合わず、他方

煉乳の一般需要は増加するばかりであったから、さらに乳牛の改良増殖に力を

入れることになり、明治３０年息子をアメリカに派遣して種牛購入並びに牧場

視察を行わさせた。これが契機となって三度牧場を移して諸般の改良をほどこ

し、牛舎を改築して飼牛全部を純粋ホルスタイン種に限定し、農家にも良種を

分譲して三島地方を中心に伊豆諸島の乳牛改良に資したため、原料乳地盤は逐

年拡大強化された。 

                                                 
131 『日本酪農史』541～544 頁。 
132 『牛乳と日本人』154 頁。 
133 日本最初の農博士。 
134 この金鵄ミルクは大正年間に海軍御用品に指定され、別のメーカーの花人形印ミルク・ウ

サギミルク（陸軍御用品）とともに、陸・海を分担していた。 
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 つぎに煉乳場としては時恰も煉乳需要の急増時代でもあったから、明治３６

年機械及び機関を改造して積極的に増産を図ったのであるが、同３７、８年の

日露戦争に当たって、砂糖に非常時特別税135が課せられることになり、外国製

品との競争に耐えられず、他の同業者と共に非常に苦境に陥った。それに、明

治４１年制定実施された煉乳用原料砂糖の戻税が同４５年までの期限付きと

なっていたので、花島は同４４年札幌煉乳場左近彦四郎その他同志を結集し国

会及び政府に対し業界の苦痛を陳情し、ついにこの戻税制度の存続に成功した。  
一方、明治４３年（1910）石川県の左近彦四郎は札幌市郊外豊平に煉乳場を

設置し、二重底鍋から真空釜利用を進めて増産をはかるとともに原料乳の確保

について、いろいろの奨励施策を講ずることなどによって間もなく事業は好実

績を示した。大正６年（1917）花島煉乳所と合併して極東煉乳株式会社を創立

し、同社支社札幌工場となった。そして、煉乳のほか、同１１年には極東煉乳

の三島工場でアイスクリームの製造をはじめた。136 

 

4.2.3.2 森永製菓株式会社 

森永乳業は元々森永製菓の一部門として出発したものである。製菓事業は明

治３２年初代社長森永永一郎がアメリカで１１年の菓子製造事業を修得して

帰り、東京市赤坂区２坪の西洋菓子製造工場を開設したのが起原である。大正

元年森永製菓株式会社となり、社業益々発展し、キャラメルその他の製菓原料

として、牛乳、乳製品自給の関係から、大正６年、千葉県安房郡の愛国煉乳を

買収し、日本煉乳株式会社を創立した。しかし、房州では既に房総煉乳が明治

製糖の傍系として設立されていて、日本煉乳は同年静岡県田方郡、極東煉乳三

島工場に近接した錦田村に錦田工場を設け、翌大正７年から森永ミルク、森永

バターの製造販売を開始した。これが森永煉乳の三島工場となり、現在製菓の 

図 18・大正 14 年７月頃の森永ドライミルクの新聞広告、『森永乳業５

０年史』より転写。 

三島工場として食品缶

詰を行っているが、森

永が本格的に製菓事業

に着手したのは、実に

ここが根拠地となっ

た。大正８年小缶煉乳

森永ミルク、大正１０

年森永ドライミルク

（育児用粉乳）を発売

した。昭和２年、森永

製菓は煉乳部を分離独

                                                 
135 明治３４年（1901）３月砂糖消費税法制定、同３８年戦後の財界異状を機会に非常時特別

税が課せられた。 
136 『日本酪農史』518～519 頁。 
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立して森永煉乳株式会社を設立した。昭和４年１２月森永煉乳は牛乳部を設け、

平塚工場で壜詰め牛乳を製造、森永牛乳として売り出した。137 
 昭和９年４月、原料乳争奪などによる対立を解消する意味合い、また極東煉

乳の内部事情をきっかけに、両三島工場（極東煉乳三島工場及び森永煉乳三島

工場）が合併され、昭和煉乳株式会社になり、同年７月この昭和煉乳が森永製

菓に合併された。元極東煉乳三島工場だけを煉乳工場として利用し、元森永煉

乳三島工場は果工部三島工場として果実類の缶詰工場として使用することに

なった。138 

 

4.2.4 日本製乳株式会社の場合 
東北の山形県では豪農の梅津勇太郎は煉乳会社を大正３年におこしている。

郷里の四方が山に囲まれ草が豊富なところから、小作人や付近の農家に酪農を

すすめ、自分も牛を飼い乳をしぼって、平鍋で煉乳を作っていた。そして大正

８年、株を一株ずつ酪農家にもってもらい日本製乳株式会社を設立した。そこ

の製品の「オジドリコナミルク」は、北海道大学教授・宮脇冨の指導をうけて

着々と品質を向上させ、粉ミルクといえばオジドリといわれるほどの信用をえ

た。139 
 

4.2.5 和光堂株式会社の場合 

明治３９年、東京帝国大学・弘田長教授は和光堂薬局を開いた。大正２年

（1913）岡山県出身の大賀彊土が和光堂の顧問に推された。翌年（1914）弘田

は大賀に和光堂薬局を譲渡し、大賀の個人経営となった。当時第一次世界大戦

が始まり、ドイツから輸入していた薬品や育児用品が杜絶したので、これ等の

国内生産を図った。苦心してやっと大正６年に調制粉乳の「キノミール」を創

製した。これは牛乳の脂肪を調整し滋養糖を加え、最も母乳に近い成分の製品

であり、日本最初の育児調製粉乳であった。そして、哺乳用器具や牛乳消毒器、

分娩用産具等まで発明考案し、昭和４年にはビオスメール、同１０年にはバタ

ミルク製剤のアトロゾン、純粉乳の和光コナミルク等の新製品を発売した。140 
 

4.2.6 雪印乳業株式会社の場合 

雪印乳業の前身は大正１４年（1925）創立の北海道製酪販売組合に始まり、

以来北海道酪農販売組合連合会、北海道酪農販売利用組合（「道酪連」）、株式

会社北海道興農公社（「公社」）、北海道酪農協同株式会社（「北酪社」）と、企

業の組織並びに名称が変わっているが、昭和２５年（1950）過度経済集中排除

法によって北海道酪農協同株式会社が雪印乳業株式会社と北海道バター株式

                                                 
137 『日本乳業史』88～91 頁。 
138 『日本酪農史』538 頁。 
139 『日本乳業史』98 頁。 
140 同上 105～106 頁。 
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会社（のちにクローバー乳業株式会社）に二分割され、昭和３３年この両社が

ふたたび合併するという経過たどって現在の雪印乳業株式会社となった。 
 

4.3 乳製品の定着 

4.3.1 バター・チーズ 
牛乳と同じように、乳製品の宣伝が新聞や書物で行なわれた。早くも慶応３

年（1867）には、バターの広告が『萬国新聞紙』の第三集に出た。この新聞は

横浜在住のイギリス人宣教師ベーリーが創刊したもので、美濃紙に木板刷り６

～７頁の仮綴り字であった。記事の他に「報告」として、日本で始めての商品

広告を掲載した。その中で、ビスケットやバターの広告は次の通りである。141 

  

パン ビスケット ボットル 右品物私店に御座候間多少に寄らず御求被

成下度奉願候 

          横浜  元町一丁目  中川屋嘉兵衛142 

 

 文中の「ボットル」とはオランダ語のバターのことで、次の仮名垣魯文『安

愚楽鍋』（明治４）の挿絵にみられるように明治時代初期までは使われていた

言葉だが、のち英語の「バター」に追われて消えてしまった。 

明治４年（1871）に出版された『安愚楽鍋』の中の挿絵に出てくる浅草御蔵

前の牛肉屋元祖「日の出」のノレンに「牛乳ミルク、乾酪チース、乳油パタ、

乳の粉パヲタル」の文字があり、「日の出」の字の下の看板に「牛の煉薬」が

みえる。ここの「牛の煉薬」は前出の明治４年『官許開化新聞』１２月号の「牛

乳煉薬ミルクエキス」と多分同じく煉乳のことをさしているだろう。 
 

 
図 19・『安愚楽鍋』刊乳製品煉薬の売店風景      

                                                 
141 『牛乳と日本人』114 頁。 
142 ベーリー『万国新聞紙』１４頁慶応３年（1867）。 
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また、この「日の出」で販売されている「パ

タ」はもちろん舶来品である。それは日本国産

のバターづくり第一号は前出の明治１８年の東

京飯田町・北辰社製造をあげる説が一般的から

である。この北辰社は明治２５年７月３日の『乳

肉新報』第２号143に、明治１９年（1886）に発

刊した『酪農提要』及び牛乳、バタ、コンデン

スミルクなどの商品の広告を出している。 
 

図 20・明治 25 年 7 月 3 日『乳肉新

報』第 2 号 

図 21・明治 25 年 7 月 3 日『乳肉新報』第 2 号による「北辰社」の広告 

 乳製品に関する新聞記事や広告をたくさん述べきたが、どうも乳製品それぞ

れの品名が矛盾してるところが多いから、それをまとめて作ったのは表７の通

りである。 

表 7  煉乳 チーズ バター 粉ミルク 

明治３年 

牛馬会社の宣伝文 

懐中薄乳の粉 

コンデンスドミルク

乾酪 

チース

乳油 

パタ 

懐中乳の粉 
ミルクバヲダル

明治 4年『安愚楽鍋』 

「日の出」売店風景 

牛の煉薬 乾酪 

チース

乳油 

パタ 

乳の粉 

粉パヲタル 

明治４年１２月 

『官許開化新聞』 

「牛乳煉薬ミルクエキス」 

 

牛の煉薬 

 

― 

 

― 

 

― 

明治５年５月 

『新聞雑誌』第４６号 

「牛乳ヲ以て兒ヲ育ル法」 

コンデンスミルク

乾酪 

 

― 

 

― 

 

― 

明治５年６月 

『新聞雑誌』第４８号 

「乾酪育児ノ法」 

稠厚牛乳 

コンデンスミルク

乾酪 

 

― 

 

― 

 

― 

                                                 
143 『乳肉新報』第２号、明治２５年７月３日 
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 表７のように、チーズは「チース」で、バターは「パタ」で、濁音が少し違

わなく、当時の外来語の呼び方がまだ定着していないことに関係するから、深

く検討する必要がないと思う。また、牛馬会社の宣伝文のチーズの別名は「乾

酪」であるが、「牛乳ヲ以て兒ヲ育ル法」「乾酪育児ノ法」の中で、乾酪という

のはいずれもコンデンスミルクを指しているようで、明らかに矛盾している。

また、「乾酪育児ノ法」の中で、「乾酪」については「ブリツキノ曲物ニ入タル

乾酪ヲ四分ニシ、其ノ一分ヲ匕 [割注]乾燥ノ者ヲ要スニテ採リ出シ」であり、「乾

燥した匙で乾酪を取り出す」のところから、どうも「粉乳」の説明のようであ

るとしか考えられない。その矛盾には、二つの可能性があり、それは当時コン

デンスミルクと粉乳の分別がまだできていないか、あるいは当時のコンデンス

ミルクが現在製造されているものと大部違うかと思われる。いずれにしても、

明治初年の乳製品が定着していないことが断定できる。乳製品の名称や中身を

まだ模索している状態で、翻訳の誤りもありうるから、こんな間違いがあるわ

けであろう。 

 また、明治１３年（1880）５月１２日『東絵』144に乳製品の広告がある。 

 

 牛乳、粉ミルク、バター、クリーム、白牛酪、右精製候に付、御用向仰せ付

けられ度、尤も御用之節は、はがき郵便を以て御申越下され候はゞ、右端書

代金は御返上可仕候。 

                   飯田町五ノ三十 長養軒145 

  

 この広告に、はがき郵便で店への問い合わせができることが非常に斬新であ

る。便利性をターゲットとして、人目を惹かれようとしたのである。それはや

はり明治１３年頃、牛乳の消費量が伸びているが、ほかの乳製品がまだ受け入

れられていない世の中だから、便利さが大事にされるわけであろう。 

また、当時の乳製品がハイカラな人しか食べられないことが、寺田寅彦も「珈

琲哲学序説」にこう書いている。 

 

其頃（８、９歳の頃）でもモーダンなハイカラ人も澤山あつて、例へば當時

通學して居た番町の小學校の同級生の中には晝の辨當としてパンとバタを

常用して居た小公子もあつた。そのバタといふものゝ名前さへも知らず、綺

麗な切子硝子の小さな壺に入つた妙な黄色い蠟のやうなものを、象牙の耳搔

のやうなものでしやくひ出してパンになすり付けて食つて居るのを、隣席か

らさもしい好奇の眼を見張つて居た位である。146 

 

                                                 
144 『東京絵入新聞』のこと。 
145 『明治事物起原８』138 頁。 
146 『銀座アルプス』「珈琲哲学序説」313 頁。 
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寺田寅彦が８、９歳の時は明治２０年頃であるから、バターが当時まだ普及

していないことが明らかである。だが、バタ臭いを嫌う日本人は、バターをパ

ンに付けるそのモダンでおしゃれな食べ方にやはりある程度魅了されてしま

ったようである。 

そして、明治３３年１０月、長い病臥生活の中の正岡子規は「明治卅三年十

月十五日記事」に、浸し物をバターで煮ると非常に美味しいと述べている。 

 

 したし物にキャベツはあるまいか、いつかのやうにゆでたやつを牛の油で煮

ると非常にうまい。147 

 

そして、前出の明治３６年（1903）１月２日から『報知新聞』に連載を始め

た『食道楽』の「秋の巻」にもヒラメのバター煮を勧めている。 

 

これはふつうの煮魚のやうにみえますが西洋料理を日本料理に応用したも

ので、バターを日本料理に使ふのはたいへん結構なことです。148 

 

それに、チーズについても「チース料理」にこう書いている。 

 

「チースですか、あれは私も閉口で我慢にも戴けません」お登和嬢打笑い「オ

ホホ誰でも最初はそうですが一度チースで拵えた美味い料理を召し上がる

と、初めての人でもその味を覚えて後には料理しないチースまで召上るよう

になりますよ。あれは牛乳から取った極くの精分で大層消化を助けるそうで

すが、しかし沢山食べ過ぎると逆上ます。チースを料理にしますのは色々あ

りますけれども軽便で誰にも食べられるのがチースのフエタスです。」149 

 

 この『食道楽』の中に、バターやチーズのことも牛乳料理のところと同じよ

うに、最初日本人が決して「美味しい」と言えないが、正しい料理法によって、

バターやチーズも美味しく食べられるようになるというのである。 

また、前出の宇都宮仙太郎と少し関係するが、彼と一緒に酪連の創設に活躍

した人に、空知郡北村の北村謹がいる。村名の「北村」は、明治２６年山梨県

から団体移住し、皆の先頭に立って村の開拓に尽くした兄・雄治の功績をたた

えて名字としてつけられたものである。謹は札幌農学校に学び、純粋ホルスタ

イン種乳牛の繁殖と普及に力を注いだため、空知ホルスタインの父と呼ばれる。

住宅前のニレの大木に鐘を吊るして時刻を鳴らしたのは農学校をしのんだか

らだが、妻にも学校友達の橘儀一の妹・智恵子を迎えた。 

                                                 
147 『正岡子規全集 第二巻』「明治卅三年十月十五日記事」119 頁 
148 『食道楽（下）』135 頁。 
149 同上 136～137 頁。 
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この智恵子と石川啄木が函館時代に知り合っている。啄木が明治４６年６月

弥生小学校に代用教員としてつとめたとき、彼女はそこの教師の一人であった。

啄木は「真直に立った鹿の子百合のような」と、強く心をひかれた。しかし間

もなく啄木は九月に辞職し、その後は札幌・小樽・釧路、さらに東京へ移って

しまったため交際はほんのわずかということになる。しかし、のちに彼女たち

「忘れがたき人々」をおさめた歌集『一握の砂』を贈った。そのときすでに結

婚生活に入っていた智恵子から、謝意とともにバターを送ってもらったことが

第二歌集『悲しき玩具』にみられる。 

 石狩
いしかり

の空知郡
そらちごほり

の 牧場のお嫁さんより送り来
き

し バタかな150 

 

4.3.2 アイスクリーム 
横浜が日本最初なのは牛乳だけではなく、アイスクリームもそうである。そ

れは、町田房造という人が明治２年（1869）６月、馬車道通り（中区常盤町五

丁目）に氷水店をひらき、「あいすくりん」という幟をたてて製造販売したこ

とによる。馬車道というのは慶応３年（1867）に、近くの吉田橋のたもとの発

着場からそこをとおって本町まで往復する乗合馬車が開通していたからで、御

者は当時めずらしいズボン姿で、カイカ、カイカ（開化開化）と歪めの音を響

かせていた。151『横浜沿革誌』は次のように伝えている。 

図 22・明治 2 年横浜馬車道の景（日本アイスクリーム協

会蔵）、『牛乳と日本人』より転写。 

 
 明治二年六月馬車道通常盤町

五丁目ニ於テ町田房造ナルモ

ノ氷水店ヲ開業ス當時ハ外国

人稀ニ立寄氷又ハアイスクリ

ームヲ飲用ス本邦人ハ之ヲ縱

覧スルノミ店主為メニ當初ノ

目的ヲ失シ大ニ損耗ス尚翌三

年四月伊勢山皇太神宮大祭ニ

際シ再ヒ開業セシニ頗ル繁昌

ヲ極メ因テ前年ノ失敗ヲ恢復

セリト爾来陸續来客アリテ恰

モ専賣權ヲ得タル如ク繁榮ヲ

極メタリ之ヲ氷水店ノ嚆矢ト

ス152 

                                                 
150 『牛乳と日本人』172～173 頁。 
151 同上 112 頁。 
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 要点は、明治２年６月、馬車道常盤町５丁目に町田房造が開業した氷水店が

あり、外国人が偶にそこを立ち寄って、アイスクリームを飲用する。日本人は

側で見てるだけだから、商売にならなくて、大損した。翌３年４月、伊勢山皇

神宮大祭の時、町田房造は再び開業した。次々と客が来て、店が繁昌し、氷水

の専売権を得ることに至った。これは氷水店の嚆矢である。 
この町田房造は旧旗本納戸役153の家に生まれ、万延元年（1860）１６歳の時

咸臨丸154の乗組員として勝海舟等とともに渡米した。その後再び渡米し、マッ

チ製造、石鹸製法を習得し、作って売るなどいろいろ新しい事業に挑戦したが、

アイスクリームを製造するようになったのは、万延元年に米国に密航し八年後

の明治元年に帰国した出島松造に指導されたためという説がある。出島松造は

後に北海道開拓使の御用掛となり、明治６年そこの東京官園に明治天皇が来た

とき、献上したアイスクリーム（前述）を作った人であるという。155 
明治５年（1872）、銀座大火によって東京・丸の内から築地方面までが一面

の焼け野原になった後、東京府知事由利公正は不燃都市の建設を計画した。英

国人技師の設計によって、まず７年、銀座表通りにまことに西洋的な二階建て

の煉瓦街ができあがった。同時に車道と人道が区別された煉瓦の舗装道路が作

られた。この煉瓦街の尾張町２丁目（いまの銀座六丁目）両側に明治７年から、

函館屋という店がある。『中央区史下巻』に函館屋のことをこう書いている。 
 
アイスクリームを一般市民に売り出したのは明治十二～十三年ごろのこと

で、いうまでもなく、銀座の函館屋であった。おそらく一般にアイスクリー

ムを食べさせた日本で最初の店であるといっても良いだろう。（中略）その

頃アイスクリームをなめようという程の人間は、余程のハイカラさんで、時

代の先端を切ろうという人々であった。そのハイカラを気どる場所が広い東

京に函館屋一軒しかなかったのである。156 

 
図 23・『東京日日新聞』明治 21 年 5 月 22 日より風月堂

の広告 

アイスクリームを売った有名

な店は今でも営業を続けている

明治５年創業の風月堂（凮月堂）

である。明治９年、米津風月堂は

アイスクリーム製造機械購入し、

製造を始めた。その後、風月堂の

アイスクリームの広告が各新聞

に載せられた。図２３は明治２１

年５月２２日『東京日日新聞』の

                                                                                                                                            
152 太田久好『横浜沿革誌』130 頁。東洋社、明治２５年（1892）。 
153 将軍の金銀・衣服・調度の出納、大名・旗本以下の献品及び下賜の金品を掌る。 
154 安政４年（1857）江戸幕府がオランダに建造させた軍艦。 
155 『牛乳と日本人』113 頁。 
156 『中央区史 下巻』975 頁。 
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広告である。 

また、チーズやバターのほか、『食道楽』の「秋の巻」にはアイスクリーム

の作り方も詳しく書かれている。 

 

コンデンスミルク大匙二杯を二合のお湯で淡く溶きます。別に玉子二つへ砂

糖大匙二杯加へてよくよく撹き混ぜて少しずつ今のミルクを混ぜながら注

して行って、コルンスタッチ即ち玉蜀黍の粉を小匙二杯水で溶いてそれへ加

えて鍋をお湯の中へ入れてドロドロになる迄湯煎にします。ドロドロになっ

た時、火から卸してアイスクリームの器械がなければ半斤入位の茶筒へ入れ

て蓋をピタリとして、米磨桶のような深い桶の中央へ置いて、その周囲へ氷

の砕いたのを先づ一側詰めてその上へ塩を沢山詰めて、また氷を入れて塩を

詰めて三段か四段位にして茶筒の頭だけ少し出して置きます。……茶筒の頭

を片手ででも両手ででもグルグルと根気よく廻転すのです。つまり氷と摩擦

させるのですから左と右へ互い違いに廻しても構いません。そうして五分間

ごとに茶筒の蓋を明けて中を撹き混ぜていると三十分位で出来上ります。157 

 

図 24・家庭でのアイスクリーム作り。『食道楽』より転写。

こうした方法で、母親が子ど

もたちにアイスクリームをつく

ってやっている挿絵が同書にあ

る。また、本の中で「アイスク

リームと申すからには新鮮なク

リームが入れなければならんの

です」と、結構大変だったよう

である。しかし、明治３０年代

後半、家庭でもアイスクリーム

を作れるようになったことは、

アイスクリームが段々定着して

いくと思われる。 

そして、寺田寅彦が『銀座アルプス』の中で、アイスクリームの香味をこう

回想している。 

 

（銀座の西裏通り）五丁目あたりの東側の水菓子屋で食はせるアイスクリー

ムが、當時の自分には異常に珍しく又うまいものであつた。ヴァニラの香味

が何とも知れず、見た事も聞いた事もない世界の果の異國への憧憬をそゝる

のであつた。それを、リキュールの杯位硝子器に頭を圓く盛り上げたのが、

中學生にとつては中々高價であつて、さう無闇には食はれなかつた。158 

                                                 
157 『食道楽（下）』180～182 頁。 
158 『銀座アルピス』「銀座アルピス」298～299 頁。 
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寺田寅彦が中学生だった明治２５、２６年頃、アイスクリームがまだ高いも

のにもかかわらず、一度食べた人がその魅力を忘れないと寺田寅彦がうまく描

写している。 

そして、明治３２年の８月２３日、正岡子規は病身を人力車にのせて東京・

根岸から神田へ、高浜虚子を訪ねた。その時のことが「ゐざり車」にある。 

 

妻なる人、氷はいかに、といふ。そはわるし、と虚子いふ。アイスクリーム

は、といふ。虚子、それも、といはんとするを打消して、喰ひたし、と吾は

無遠慮に言ひぬ。誠は日頃此物得たしと思ひしかど根岸にては能はざりしな

り。二杯喫す。此味五年ぶりとも六年ぶりとも知らず。159 

 

後日、虚子は子規のためにわざわざ西洋料理とアイスクリームを注文して作

らせ、根岸まで届けさせている。それに対して子規は礼状の終わりに一句を書

いた。 

 

一匕
さじ

のアイスクリームや 蘇
よみがへ

る160 

 
非常に分かり易く、アイスクリームそのものの特点を掴んだ一句と思う。正

岡子規はアイスクリームの甘味と冷たさで蘇ったのであろう。 
尾崎紅葉の日記にも明治３４年７月３０日に街頭でアイスクリームと氷小

豆を食べたことが出ているが、紅葉は『金色夜叉』（明治３０～３５年、読売

新聞に連載）で、当時の、高利貸しをアイス（氷菓子）と読んだ俗語を登場さ

せている。 

銀座・資生堂がアイスクリームをはじめたもの、この年代に近い。創始者・

福原有信が明治３３年（1900）パリ大博覧会に出かけたあとアメリカに立ちよ

り、そこの薬局が喫茶部をやっていることに興味をもって、息子の信三を派遣

して研究させた。たがて３５年薬局の二階につくったソーダ部で、花月巻きの

奥さまやマーガレット結いのお嬢さんが、ちょっと薬くさい雰囲気の中でアイ

スクリームの匙をかきまわすようになったということである。161 

そして、夏目漱石の『それから』（明治４２年）にもアイスクリームの記述

がある。 

 

彼は妙な希望を持った子供である。毎年夏の初めに、多くの焼芋屋が俄然と

                                                 
159 『正岡子規全集 第二巻』「ゐざり車」104 頁。 
160 『牛乳と日本人』177 頁。 
161 同上 177～178 頁。 
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して氷菓子
アイスクリーム

屋に変化するとき、第一番に馳せつけて、汗もでないのに、氷

菓子を食うものは誠太郎である。162 

 

焼芋屋が夏になると商売になれないから、氷菓子への変身するのは面白い光

景である。 

明治２７年に生まれた女性随筆家、森田たまは、明治４５年に銀座４丁目角

のライオンで、そのころまだめずらしかったヒキ茶といちごのアイスクリーム

盛り合わせ食べてから、随筆にこう書いている。 

 

いまなほ春の味覚のひとつとして鮮やかに記憶している。 

 

4.3.3 洋菓子 

宮内省にいた村上光保が麹町に洋菓子店をひらき、アイスクリームも売った

（いまの麹町・村上開新堂）。村上は天保８年（1837）京都生まれ。早くから

御所に出仕し、天皇が東京へ移られたのに同行して宮内省大膳職御料理方をつ

とめた。貴賓御陪食に洋式が採用されるようになったので、明治３～５年、在

官のまま横浜８５番間のフランス人サミュエル・ペールについて西洋料理や高

級菓子のつくりかたを習った。その洗練された技術から宮中でも天下第一人者

と讃えられたが、民間に洋菓子を普及させよ―と天皇の指示によって７年、麹

町二丁目の自宅でフランス菓子やアイスクリームの製造販売をするようにな

った。東京の洋菓子製造の最初である。 

 前出の「風月堂」では、アイスクリームだけではなく、カステラなどの菓子

も有名であった。しかし、明治３０年代、カステラなどはやはり高価のもので、

貧しい人が買えない高級品であった。芥川龍之介の「大導寺信輔の半生」に、

主人公の信輔の家庭はとても貧乏だから、「風月堂」のカステラが買えないの

は当然であるが、信輔の母はこういう行動をに出た。 
 
 信輔はこの貧困を憎んだ。いや、今もなお当時の憎悪は彼の心の奥底に消し

難い反響を残している。（中略）けれどもかう言ふ見すぼらしさよりに更に

彼の憎んだのは貧困に發した偽りだつた。母は「風月」の菓子折につめてカ

ステラを親戚に進物にした。が、その中味は「風月」所か、近所の菓子屋の

カステラだった。163 
 

明治３０～４０年頃、カステラが高く、一般人は買わないが、人にプレゼン

トする時のみ、思い切って買って贈る。つまり、人へのプレゼントの箱に「風

                                                 
162 同上 178 頁。 
163 『大導寺信輔の半生』「大導寺信輔の半生」11 頁。 
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月堂」などの洋菓子の店の字があったら、なんとなくプレゼント自体が高級な

ものになり、贈るほうの面子になるわけである。 

 
図 25・『読売新聞』大正 8（1919）年 5 月

13 日より森永ミルクキャラメル広告。 

 また、大正初年、ちょうど森永などがキ

ャラメル等のお菓子を販売しはじめた時期

で、怪奇味と幻想性の作風で有名な夢野久

作も子供がお菓子に魅了されたことを作品

に書いた。大正１２年（1923）３月に出版

された『お菓子の大舞踏会』の中で、主人

公五郎は甘い洋菓子が大好きで、夢の中で

お菓子を食べすぎだから、お菓子たちは彼

のお腹の中で踊り出した。五郎のお腹が痛

くて、目を覚め、お医者に見てもらった結

果、やはり普段お菓子が食べすぎたと言わ

れた。その後、五郎の病気が治ってからも

決してお菓子を欲しがらなかったという内

容である。 

 

こうして沢山のお菓子たちがみんな一所に輪を作ると、一二三というかけ声

ともろ共に一時に踊り出しました。 

「プーカプーカ、チョコレート 

 プーカプーカ、ローリング 

 ミンツ、ワッフル、キャラメル、ウエファース 

 ドーナツ、スポンジ、ボンボンボン 

太鼓の響はボンボンボン 

  ピアノのひびきがローリング 

  ウエファースと歌い出す 

  ドロップドロップ踊り出す 

  ワッフルワッフルはやし立て 

  キャラメルキャラメル笑い出す 

  足どりおかしくチョコレート 

  スポンジスポンジ飛び上る 

  そこで五郎さんのポンポンが 

  ミンツミンツ痛み出す」 

  五郎さんはもう死ぬ位苦しくなって、 

「苦しい苦しい堪忍して頂戴。助けて助けて、お父様！ お母様」 

  と叫びました。164 

  

                                                 
164 ホームページ『青空文庫』「夢野久作【お菓子の大舞踏会】」。 
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 キャラメル、チョコレート等のお菓子の販売開始と同時に、この甘さに堪ら

ない子供たちの時代の幕があけた。洋菓子は牛乳やバターなどの味と違って、

甘くて食べやすいし、それにおやつにちょうどいいから、子供だけではなく、

大人の心までを完全にとらえてしまった。そして、前述のように、明治末期か

ら昭和初年まで、菓子製造会社の林立及び企業化によって、この洋菓子の甘い

においが「時代の香り」になっていたと言えるだろう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


