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江戸時代後期から明治時代中期までの

畜産書の歴史
特にオランダのショメール『厚生新編』を中心として
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Bibliographic Studies on the Domestic Animals from the Late
 

Edo Period to the Mid-Meiji Period in Japan,with Special
 

Reference to the Chomel’s Kosei Shinpen.

Shinichi MATSUO
 

Laboratory of Functional Anatomy,Faculty of
 

Agriculture,Shinshu University

 

The purpose of this study is to investigate on the domestic animals in Japan from
 

a bibliographical point of view.

A Japanese name of the book“Kosei Shinpen”in the late Edo period which was
 

translated from the Dutch Edition“Algemeen Huishoudelijk-,Natuur-,Zedekundigen
 

Konst-Woordenboek by Chalmot in 1778,Leyden.”

In the field of the animal sciences,the contents of the Kosei Shinpen contained
 

horse,ass,goat,water buffalo,hunting dog,cat,camels,sheep,reindeer,duck,geese,

turkey,pheasant,pea-cock,canary,milk,butter,cheese,leather,and meat cooking.

The scientific knowledge of the book is discussed with those of Japanese original books
 

in the Edo-period(1603-1867). (Jour.Fac.Agric.Shinshu Univ.27:115-132,1990)

要 約

明治以前の日本での最大の西洋百科事典の和訳書であるショメール『厚生新編』の中の

家畜（馬，驢，山羊，水牛，猟犬，猫，駱駝，羊，ラム，馴鹿など)，家禽・飼鳥（アヒ

ル，鵞，七面鳥，雉，孔雀，カナリヤなど)，畜産物等（乳，バター，チーズ，獣皮，膠，

鮓答，肉料理）について詳細に調査し，更に，フランスのChomel原著，Chalmotオラ

ンダ語訳本（英 要旨記載）及び江戸時代の日本の本草書などとの比 考察を行った。
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緒 言

わが国の家畜関係古書や関連記事についての系統的調査は殆ど行われていない。筆者 は

これまでに“古 書にみるわが国畜産の歩み”（1977-78)，“展望・日本家畜史”（1980)，

“洋学史事典”（畜産・獣医関係分担）(1984)，“明治農書全集・８巻・畜産”（1985)，“解馬

新書の調査研究”（1990）や蘭学資料研究会，日本科学史学会，日本畜産学会，日本獣医学

会，日本獣医史学会などで報告してきた。

本研究では有名なシーボルト（Philipp Franz von Siebold1796-1866）と学術交流を行っ

た幕末の本草学，博物学，医学の権威，宇田川 ，小関三英，大槻玄沢らによるフランス

語原著，オランダ語の百科事典の和訳本『厚生新編』の中の家畜，家禽・飼鳥，畜産物など

の記述に焦点をしぼって詳細に調査し，更にオランダ語原著や江戸時代の本草書などとの比

を行った。なお，本 中の送り仮名は江戸時代の古典のものと，外国語名はカタ仮名，筆

者によるものはひら仮名とした。各項のオランダ語は筆者が挿入した。

結果及び考察

1. ショメールの『厚生新編』(現代語では西洋百科事典）について

ショメール（M.Noel Chomel・1632-1709）はフランス人で神父であった。表題のフラ

ンス語名はDictionnaire Oeconomique（以下省略)，Lyon1709の２巻本である。オランダ

語はフランス語版の３版（1732）と増補版（1740）を使って，J.A.Chalmot:Huis-

houdelyk Woordenboek（以下省略)，Leyden1743の２巻本が最初の版である。その後，

数回出版されている。このオランダ語の百科事典は，江戸時代のわが国に数種類渡来し，幕

府はじめ諸藩でも購入し，現在も存在している。

徳川幕府の天 方・蛮書和解御用による江戸時代の“西洋百科事典”の翻訳事業は 化８

年（1811）から開始され，その時使用されたのが７冊本のAlgemeen Huishoudelijk-,

Natuur-,Zedekundigen Konst-Woordenboek.1778で，現在も国立国会図書館に所蔵されて

いる。その日本語訳本をショメールの『厚生新編』という 。この翻訳事業は途中で明治維

新（1868）になったので中断され，刊行もされなかった。昭和12年（1937)，貞松修三編

『厚生新編』が刊行され，更に，昭和54年（1979）に江戸時代の原稿を印刷（影印本）した

ものが『厚生新編』(恒和出版）６冊本として刊行されている。今回は，上記２種類の日本

語版と国立国会図書館所蔵のオランダ語版（1778年版）について，主として畜産関係事項に

ついて調査した。日本語訳はオランダ語本の全訳ではなく，当初から必要と考えられるもの

を選択して行われている。

2.『厚生新編』の畜産関係の項目について

家畜，家禽・飼鳥と畜産物等に分け，巻数順にその項目を列挙する（数字は巻数を示す)。

〔家畜〕：野羊（19)，番牛（22)，猟犬（40)，猫（41)，駱駝（44)，果下馬（45)，驢（47)，

秣草（51)，馴鹿（54)，ラム，馬（60)，馬の二，三（62)，馬の四，五（63)，馬の六

（64)，馬の七， （65)，羊の二（続22)。
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〔家禽・飼鳥〕：吐綬鶏，金糸雀（43)，雉，卵（46)，卵巣（47)， （50)， の二（52)，

鵞（54)，鵞の二（56)，孔雀（66)。

〔畜産物等〕：鮓答（13)，鮓答（15)，酪（21)，乾酪，甘乳酪造法（41)，フリカデルレン料

理名，フリカンデアウス又フリカンドス料理の名，フリカッセエ料理の名，製法（53)，

乳（60)，鮓答（65)，獣皮（68)，膠（続15)。

3.『厚生新編』の家畜

『厚生新編』には残念ながら牛と豚の項目はない即，翻訳されていない。洋の東西を問わ

ず，16―19世紀の頃は，人類にとっては馬は最も重要な家畜であった。『厚生新編』でも家

畜関係では項目が最も多く且詳細な内容である。

⑴ 馬：翻訳は一から まであるが項目は14からなる。その内容の項目を記す。第一 名称，

性質，種類。第二 毛色の区別。第三 躯体内外諸部。第四 良馬の体形。第五 繁息並に

遊牝。第六 希革，寝床，年寿，嘶鳴。第７ 稚馬の保護並に騙過，尾を截り耳を起てる法。

第 齢を弁ずる法並に馬を買うに注意すべき事。第九 摂養並に清潔法。第十 疾病並に

治療。第十一 歩足「スタップ」， ダラフ」， ガロップ」， テルガング」。第十二 婦人の

騎馬並に騎馬は人の養生に利ある事。第十三 馬の利用並に功能。第十四 野馬並に野馬を

捕る法。以上の項目から分かるように，『厚生新編』の馬の項は江戸時代における最も詳細

な ‘西洋馬学’の紹介になっている。以下（ ）は筆者の解説。

頭のところは，馬，和蘭
オランダ

「パールド」Paardenとあり，林
リン
那
ナ
斯
ウス
（リンネ，Karl von

 
Linne 1708-78）の哺乳動物分類の紹介，更に馬属を馬，驢，福禄獣としている。オランダ

原著では福禄獣はzebra（シマウマ）となっている。『厚生新編』の各動物の項には，わが

国で最初の西洋式哺乳類の分類法が記てあり，重要である。馬の名称はラテン語はじめ十数

カ国語が記してある。

本 の始めに“ペトル，ナールド ウェイキ」人名 1636年（吾が寛永13年）〔註・別名

書では1631年〕に馬の天然と性質とを説ける一書を著せり，其書に馬の禀賦は熱にして多液

其性は猛にして寛なりといえり”，とある。Froehner（1941）によれば，この人はオラン

ダのDelft出身でオランダ名：Pietr van Naaldwyk，ラテン名：Petro a Naaldwyckで，

ラテン語の『馬医書』を1631年に著わしている。本書は33章70頁からなり，内科14章，外科

17章，去勢と発毛促進法２章などである。それより前に，８章30頁の『馬の飼養法と育成法

についての要点』(正確な年代不詳）があり，『厚生新編』の引用はこれらの書物を指してい

るものと考えられる。

馬の種類は各国に渡っており，ヨーロッパばかりでなく，アラビア，ダッタン，モンゴル，

中国，インドやヒットランドの小型馬（シェットランドポニー）のことも記してある。

躯体内外諸部には“大腸は三大囊状をなして腹膜下に充塞し，小腸，胃，腸網を掩
オオ
う。腸

網は甚だ小にして看得し難し。三大囊其一は盲腸にして、二つは結腸なり。盲腸は長さ２尺

半，周り２尺，盲腸の端漸く夾
セバマ
りて頸となりて結腸に接す。結腸の長さ２丈１尺濶さ甚だ不

同，裏面に許多の●
ヒ
●
ダ
あり，蓋し食物爰に至て結て屎となるなり。小腸は長さ５丈６尺，大

小腸総計長さ８丈余，凡そ巨獣の類駱駝と雖も腸の長きこと馬に及ばず。蓋し馬は 獣（反

芻獣）に非らずして 獣と一般消化し難き者を用う。是故に天是れに長腸を賦與して食物伝

送の路を冗長にし，自ら消化の効を遂げしむるなり。”「好義（翻訳者小関三英のこと）按に
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凡そ草を喫うの獣数個の胃有て食物，先ず一の胃に於て粗
ホボ
烹醸し，反て口に出ず。妥

ココ
に於て

復た嚼て是れを他の胃に収む。是れ「ヘルカー，ウエル」と言う。後嚼獣（反芻獣）の義な

り。牛，羊，豚，鹿，駱駝の類是なり。爾
じ
雅
が
に牛食し巳んで久うして復た是を出して嚼むを

と云うの説あり，故に 獣（反芻獣）と訳す。」“胃も亦 獣と異にして数個に分かれず，

唯一にして全く人胃に類す。周り３尺，然れども下も十二指腸に接する部は周り僅か５寸許，

上み食道に接する部は周り４寸許なり。馬は総て嘔吐するの機なし。”とある。

ここに引用した は江戸時代後期（天保年間1830―1843年頃）に江戸の太子流の馬医・菊

池東水 が読んで感心した馬の内臓についての西洋式解剖記事である。菊池は嘉永５年

（1852）に『解馬新書』上・下２巻を刊行している。菊池はその序 の中でオランダ人，鞭
ベン

武
ム
爾
ル
，林
リン
軟
ナン
斯
ス
（リンネ：前出)，叔未爾（ショメール：『厚生新編』の原著者）著・長崎の訳

官・堀好謙が和訳した『馬術叢説』の中の馬腸の弁の詳しいことに言及している。

菊池東水引用の『馬術叢説』は正しくは『西洋馬術叢説』全６巻（写本）や『西洋軍用馬

術叢説』全６巻（写本)，その中１―３巻迄は木版印刷本，安政３年（1856）などがあり，

これらの書物を指している。上記写本類は信州大学農学部，鹿児島大学玉里 庫，横浜の馬

事 化財団，宮内庁書陵部，尊経閣 庫のものを参考とした。

著者 の調査の結果，『西洋馬術叢説』と『西洋軍用馬術叢説』の内容は全く同一であっ

た。又，『厚生新編』の馬の部の第一から第九までの項目と内容とその 章は『西洋馬術叢

説』の第五・六巻と全く同一であることが判明した。『厚生新編』の馬の部の訳は小関三英

（1787―1839）であり，『西洋馬術叢説』の訳は堀好謙となっている。堀好謙は専次郎とも

いう。堀好謙の姓名は長崎諸役人分限帳の 政10年（1827)『西洋医術伝来史』記載と天保

４年（1833）長崎市立博物館蔵本記載と天保10年（1839）及びシーボルトのJapanishe
 

Handelの原稿の中にHori Senjiro『日蘭 化交渉史の研究』に見出すことができる。従っ

て，小関三英（天保11年蛮社の獄の時自殺）と堀好謙の何れが本当の翻訳者であろうか。

『厚生新編』は昭和12年（1937）まで刊行されなかったが，『西洋馬術叢説』全６巻の写

本は比 的多く現存しているので，江戸時代の馬医や馬関係者に読まれ，知られていたよう

である。『西洋馬術叢説』の巻一は『騎養楷梯』(慶応義塾大学医学情報センター・写本）と

か『西洋馬術要術』として，巻二内科篇と巻三外科篇は『西洋馬療要術』上・内科篇，下・

外科篇として本岐親昌によって和訳されている。この他に『林軟斯・馬の部』上下，堀好謙

訳の写本（昭和40年1975：元駐日オランダ大使より筆者 に贈与されたものがあり，これは

『西洋馬術叢説』の巻四と同じ内容である。

又，好義（小関三英）按にの註のところの反芻類についての説明は豚をその中に入れる誤

を除けば，明治以前，本項が和訳された天保６年（1835）の頃の日本側の知識を知ることが

できる。

馬の寿命は25歳から30歳である。馬の嘶声には喜怒哀楽恐の五等があるが，騙馬と牝馬は

嘶くことが少なく，声も低い。駒の騙
キン
過
キリ
（去勢）の方法が記してある。この馬の去勢につい

ては，大槻玄沢 『騙
せん
馬
ば
訳
やく
説
せつ
』( 化５年・1808）が西洋や中国の去勢について，詳しい調査

を記している。その中に“断
キン
丸
キリ
，ボイス書・エの部第768号 にリュッヘンは陰囊を切り割き

て睾丸を脱去るの法なり……”など，江戸時代における最も詳しい去勢術の記事がある。仙

台藩では 化６年（1809）に『騙馬訳説』を参考として，実際に馬の去勢手術を実行してい
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る。あまり費用がかかりすぎたので，その後は中止している 。享保12年（1727）の『西
せい
説
せつ

伯
はく
楽
らく
必
ひつ
携
けい
』 にも馬の去勢についての記事がある。馬のきん抜をすれば，馬が温和になり軍

陣に出てもあばれない。年齢は当歳か当歳半の頃がよい，などとある。

馬の年齢は歯で行うがよいとし，詳しい記事がある。『厚生新編』に鉤歯一名冠歯，又の

名を狼歯と記しているのは，現在の犬歯に相当し，現在の狼歯は馬に痕跡的に存在する第一

前臼歯を指している。馬の年齢鑑定法は西洋式は満年齢による方法で，日本式は生年を入れ

て数える式，例えばあけ３歳（西洋式では２歳）などという方法であり，異なっている。日

本式方法の源流は中国の
か
思
しきよう

『斉民要術』(中国６世紀）の中にある。

馬の疾病並に治法は本稿では省略する。

馬の歩足の項に，馬の速度の記録がある。諳
アン
厄
ゲ
利
リ
亜
ア
国（英国）の貴人時々賭騎をなす，と

ある。

スチルトン（Stilton）から竜
ロン
動
ドン
迄の距離72エンゲル，メーレン（72マイル）で通常10時

間の行程である。それを1745年５時間32分の間に３度行ったり，とある。第１度，馬８匹で

１時間51分，第２度（逆コース)，１時間52分，第３度，新たに６馬を用い14匹中７匹を用

いて１時間49分であった。他の速い例として，1761年，９馬で42エンゲル，メールを１時間

44分で行き500グイニュース〔金貨名〕の賭を得たり，右は１メール（マイル）を４分で行

ったことになる。もっと速い例は１メールを３分で行き，半時間かかるところを11分の間に

行きたる例あり，とあり当時の馬の速度を知ることができる。

ヨーロッパ式乗馬術については『阿蘭ケヒッル馬術和解』(長崎大学経済学部武藤 庫・

写本)，『阿蘭陀馬乗方聞書』(内閣 庫・写本)，『阿蘭陀馬書』(東北大学狩野 庫・写本)，

『西説伯楽必携』の乗方の項と『厚生新編』の項も同型であった。“騎馬は身体保養又精神

を慰むる一良方なるをもって，婦人輩，常にこの術を行いて専ら保養また歓娯の用とす。婦

人は女鞍を用い，総て側騎なり，”とある。この点について，室町末期の1563年に渡来し，

20年間わが国に滞在していた，イエズス会のポルトガル人・ルイス・フロイス （Luis,

Frois）の『フロイスの日欧 化比 』(天正13年・1585：岡田章雄訳）の中に“ヨーロッパ

の女性は横鞍またわ腰掛に騎っていく，日本の女性は男性と同じ方法で馬に乗る”とある。

『日本馬術史』 によれば，古くは持統天皇（687―696）の時代に女性の乗馬の仕方を男性の

ように乗ることを許すとあり，多分，儀礼的な場合は，日本でも横乗であったものと考察さ

れる。

⑵ 驢，果下馬，鮓答，秩草：“〔驢〕：羅 アシヌス，和蘭エーセルEzelは其性柔順穏静に

して能く労力に堪え，……重荷を腰に負う。又性よく戒責打撲に忍堪えて怒ることなし。年

寿は大抵25歳より30歳までにして老死す。驢は馬に比すれば病に罹ること少なし。

アダンソンの説にアラビア国に形状甚美麗にして尋常の種類に比すればやや大なる驢あり，

背に黒色なる十字形の条紋ありて観美なり。”とある。この記事は現在のオナーガーとか半

驢といわれるロバと異なる馬科の動物のわが国最初の紹介である。小野蘭山 『本草綱目啓

蒙』(弘化元年1844）の驢の項に，和名ウサギウマ，和産なし，寛政５年（1792）オランダ

より貢すとあり，ロバの記述はある。『厚生新編』の 末のところに“牡馬と牝驢，牡驢と

牝馬との雑種で半馬半驢の獣を産す，これを騾と名ずく。……或はアウハルゲナ等の地方に

於いては牝馬，或は牝驢と牡牛との雑種が生じ，イユマルスと名ずく，其頭と尾は牛に似た
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り。脚と腰は馬若くは驢に似たり。又角は顕著ならず，或は罕
まれ
に角の如きものを生ずること

有り，足は驢より貴重し，”とある。中国・明の時代の李時珍 『本草綱目』(1596）の獣の

部の騾の項に“牡驢と牛の雑種を●
ダク
●
ハク
といい，牡牛と驢の雑種を●

タク
●
モウ
といい，牡牛と馬との

雑種を●
キヨ
驢
ロ
という”とあるが，これらの雑種の動物は現在の生物学的には存在しない架空の

動物名で，洋の東西で牛と馬か驢の雑種が記してあって興味深いことである。

果下馬：和蘭ケッデPony。小型種の馬とし，果下馬より小さいヒチース種はヒトランド

島より来るとあり，英国のシェットランドポニーのことである。“按ずるに果下馬は土佐駒

なり”と訳者は記している。果下馬とは馬に乗って果物の木の下を通れる小型の馬のことを

いう。

鮓答：和
オラ
蘭
ンダ
パールデン・ベソアールBezoal。世にいわゆる馬糞石是なり。馬ばかりでな

く諸獣の腹中の結石と説明している。『本草綱目啓蒙』にも鮓答の項があり，ケモノノタマ，

ウマノタマ，セキフン，シオタマ 諸の走獣の腹中にある石なり，とくに馬に多く，ウマノ

タマ，牛のものを，牛ノコシ，というとある。漢方では薬剤である。

秣
マ
草
グサ
：羅 ホウルラーゲ，和蘭フーデル，Voeden。是は畜類を飼う の総称なり。馬

を畜うには野草乾藁，穀類の稈，燕麥，豆類，粃糖類を用う。フランスでは菖
モクシユク

（ウマゴ

ヤシ）を馬の食糧にするなどの記事がある。一方，有名な宮崎安貞『農業全書』(元禄10年

・1697）の中には牧草の栽培等は考慮されていない。

⑶ 野羊（山羊）：羅
ラテン

ヒルキユス，和
オラ
蘭
ンダ
ボックBokと名く。訳者大槻玄沢（1757―

1827）“按に長崎にてヤギと呼ぶものなり。野羊は清商の俗称なり，彼音にてエヤンなり，

長崎土人やぎと通称するものは恐らく「エヤン」の転声なり”とある。

『厚生新編』には山羊の特徴，飼養，繁殖，肉，乳，病気，皮，アンゴラ種の毛などの説

明がある。この中で，通常１子であるが，２子のこともある。３子は稀で，４子の例もある

と記している。此獣は牝牡共に耳を以て呼吸をなし，鼻を以て為することなし（この は山

羊飼育経験者の筆者などには同感の感がある)。又，東方諸国では山羊皮で皮袋を作って，

ブドウ酒や油類の入れる容器に用う。ダッタン人はこの皮で袋を造り，河や急流を渡る時に

これをつけて遊泳する，とある。貝原益軒 『大和本草』(宝永５年・1708）の野牛が現在

の山羊のようである。屋代弘賢 『古今要覧稿』第532巻（天保12年・1841）に，むくひつ

じ，やぎ，夏羊とあり，長崎に多し，犬に３倍して家猪よりは小さし。漢客蛮人どもに日用

の食品なるものによりて，などとある。わが国の古書の中では現在の山羊と羊についての区

別が不明確なものがある。有名な『鳥獣戯画』第２巻（12世紀）の中に山羊の図がある。

⑷ 番牛（水牛）：羅
ラテン
ビュバリユス，和

オラ
蘭
ンダ
ビュツヘルBuffelと名く。大槻玄沢“按に本邦

俗間水牛と呼ぶ物なり”とある。水牛の動物学的特徴と産地を記し，家畜にして，駄用，役

用に用い，鼻に鉄の輪をつけて働かせる。肉は食料にし，羅瑪
ローマ

都下に此肉の市店あり。乳汁

から乾酪を製す，皮革は工巧
サイク

に使う，などとある。“按に角は本邦へ夥く舶来し”と解説し

ている。『本草綱目啓蒙』の牛の項に，一種和名にて水牛と呼ぶものあり，舶来して角甚だ

長大なり，用いて
タイマイ

（べっ甲）に偽造し，婦人首飾となす，とある。

⑸ 猟犬：羅 カネス・ヘナトレス，和蘭ヤクト・ホンデンJacht Honden。第１種スポー

ルホンデン（現在のビーグルのような型のもの)，第２種汗犬又血犬（現在のブラッドハウ

ンド)，第３種パルホルセホンデン（現在のアイリッシュウルフハウンド )，第４種風狗

信州大学農学部紀要 第27巻第２号 (1990)120



13 NO27MAT 0007 030919

（現在のエルクハウンド)，第５種諳厄利亜犬（現在のアイリッシュウルフハウンド)，第６

種雉犬（現在のポインター)，第７種水犬（現在のセッター)，第８種狸犬（現在のダックス

フント)，猟犬の種類，飼育法，病患などが記してある 。『大和本草』や『本草綱目啓蒙』

には田犬，食犬，守犬又は吠犬の３種が記してあり，田犬は啄長く，狩に用いるので狩犬，

猟狗，猟犬という，とある。『厚生新編』には猟犬はあるが，犬の項目はない。しかし，オ

ランダ語本には犬（Hond）の項がある。

⑹ 猫：羅 ヘリス，和蘭カットKat。７種に分つ，第１獅，第２虎，第３豹，第４亜
ア
墨
メ
利
リ

加
カ
虎，第５山猫，第６カーテル，第７ロスとあり，猫科の分類である。第６カーテルが普通

の猫で，欧邏巴
ヨーロツパ

に６品あり，第１野猫，第２爪肉，掌，唇黒き家猫，第３紅唇家猫，第４伊
イ

斯
ス
把
パ
你
ニ
亜
ア
猫，第５灰白猫，第６常猫である。猫奇形を産することあり，1684年竜

ロン
動
ドン
で大鼠と

の雑種半鼠半猫の児を産し国王の獣囿に献ず。栗
リ
鼠
ス
と交り猫児３，栗鼠児１の４頭を産す，

など生物学的に誤った記事がある。猫，暗中に物を見るの異性（特徴）あり，これ瞳孔の衆

に勝れて大なるに因る，とある。『大和本草』(1708）にも猫の目は夜明けと日暮に円い。日

中は一線のようである。黒毛のものを暗中に逆なですると火花が出るなどが記してある。

⑺ 駱駝：羅 カメリュス，和蘭カメールKamel，林娜斯
リンナウス

（リンネ）は４種を誌せり，２

種は亜
ア
弗
フ
利
リ
加
カ
に産し，２種は亜

ア
墨
メ
利
リ
加
カ
に産す，上顎に切歯なく（正しくは左右に各１対あ

る）下顎に８枚或は６枚あり（正しくは６枚ある)。第１種羅 カメリュス，和蘭カメール。

訳者：宇田川 （1798―1846）按ずるにこれ漢人所謂独峰駝（現在のヒトコブラクダ）な

り，とある。亜
ア
弗
フ
利
リ
加
カ
人，亜
ア
辣
ラ
比
ビ
亜
ア
人は駝肉を食用すれば小便を通利すといえり。第２種和

蘭ドロメダリス，又バクトアニュス，宇田川 按ずるに，これ漢人所謂雙峰駝（現在のフ

タコブラクダ）なり，とある。第３種 露
ペリウ

駝，羅 ガラマ，和蘭ペリュヒアーンセ・カメー

ル，仏蘭西モウトン・デ・ペロニウ。此駝は其形甚だ羊に似たり。故に 露羊の一名あり。

南亜墨利加に産す。第４種黒 露駝，羅 パコス・ヂクテュス，和蘭シカープ・ハン・キリ，

撰術家，或はこれを第３種に混ぜ記せり，毛甚細く美なり，ヒゴニアウオルと名つく，右４

種の外，又一種の 露羊ありアミダと名く，馬のごとく又驢のごとくし，よく荷を負う運輸

の用に充べしという，とある。本項はラクダの動物学的特徴，繁殖などが記してある。中村

斉の『訓
きん
蒙
もう
図
ず
彙
い
』(寛 ６年・1666）や寺島良安 『和漢三才図会』(正徳３年・1713）に

フタコブラクダの図がついている。大月氏国（昔，中央アジアにあった国）には単峰のもい

る，とある。『本草綱目啓蒙』には，駝，ラクダノムマ，ロトウ，和産なし。両峰の内に脂

あり，享和３年（1803）10月８日に長崎に来る亜
ア
墨
メ
利
リ
加
カ
船に駝あり，形大抵羊に似て大にし

て長毛なし，などとある。山本亡羊 『百品考』(嘉永６年・1853）に独峰駝について，

政４年（1821）蛮舶雌雄をのせ来る，背に肉峰１つあり，大なるこぶの如し，……真の駝は

背上に肉峰２つ隆起す，など最も詳しいラクダについての記述である。又，この時のラクダ

の図が野々上慶一『長崎古版画』(昭和45年・1970）三彩社として現存している。『厚生新

編』のラクダの項は狭義のラクダではなく，ラマ類も含んだ偶蹄類目ラクダ亜目についての

わが国で最初の記事である。わが国の本草書にはラマについての解説は全くない。しかし

『厚生新編』でラクダの２種類がアフリカ産としているのは誤で，ヒトコブラクダは中近東

からアフリカ北部に，フタコブラクダは中央アジアやモンゴル（ゴビの砂漠）などにいる。

あとの２種のアメリカ産の方はラマ類のことで，一応正しい記述である。ラクダ類とラマ類
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は歯の数も異なっている。その歯式：ラクダ11333123ラマ
1123
3113牛，羊，山羊

0033
3133であり，歯数

はラクダよりラマの方が少ない。

⑻ 羊の二：『厚生新編』には羊Schaapの一は存在しない。羊の性質並に殖養法の二，羊

の病並に治法，羊の利用の３項目がある。ここには，羊の冬の舎飼，去勢羊，諺に“四牛の

食い去りたる地を以て，猶二馬と六羊を養うべし”。羊に肝虫（肝蛭）が最も多い，羊の胃

中に球を生じ，フランス国王の宝庫に蔵す，とある。諺にいう“羊より出ずる所の物は利あ

らざることなし，又羊を畜うは牛を畜うより大いに利益あり，……”。これは羊毛の利益が

特に大であるから，としている。貌
ブ
里
リタ
尼
ニ
亜
ア
（英国）には羊毛，羊皮，羊肉の専業家がおり，

その第３王ヘンリッキ（ヘンリー３世）は羊を他国に出すことを禁じ……これは英国の哆
ラシ

絨
ヤ
織物の利益が大であったから，和蘭の勒

レ
乙
イデン
（ライデン）の哆 絨は精好（巧）であった

が，近年諳厄利亜（英国）製に及ばず，和蘭人甚嘆惜せり，……などとある。わが国の江戸

時代の本草書（これまでに挙げた諸書）は山羊と羊の区別が不明確なことが多く，『厚生新

編』の記述は，当時でも，現在の畜産学に近い知識である。なお，ラシャはわが国には室町

末期に紹介され，江戸時代を通して輸入品であった。

『古今要覧稿』には羊を‘さいのこま’，緬羊とし，わが国でも四足を木材に結付て毛を刈

り，羅
ラ
哆
シ
絨
ヤ
を製するに舶来のものと異ならず，……海外には種々の綿羊ありといえ共清舶の

皇国に載来りしはただ此一種也，とある。『本草綱目啓蒙』の羊の項には，一種綿羊今舶来

あり，その毛極て細くして長し，天
ビ
鵞
ロウ
絨
ド
を織り，羅

ラ
哆
シ
絨
ヤ
を製すべし。唐山にて母羊の毛を以，

毛氈を作る，とある。

⑼ ラムRum（羊の子)：羊の子生れて５，６カ月の間を是の如く名ずく。ラムは能く養育

し食物に調理す。毛は伊
イ
斯
ス
巴
パ
尼
ニ
亜
ア
，波羅尼亜（ポロニア）の産を最も良とす。毛皮はロンバ

ルジェン，韃靼，波斯国（ペルシア）より出る者を上好とす，中ん就くロンバルデェンの産

は黒く光沢あり，最も好品たり，とある。わが国の『本草綱目啓蒙』や『古今要覧稿』にも

羊の胎児や子の毛皮から
キヨウ
（皮衣）を造ることが記してある。東西ともに羊等の胎子や子

の毛皮や皮が貴重品して利用されていたわけである。

⑽ 馴鹿（トナカイ)：『厚生新編』には馴鹿の項目はないが，寒の項の説明 中にレンヂー

ルRendier・獣名として馴鹿のことがある。“宇田川 按るに所謂レンヂールは漢名馴鹿，

蝦夷にてツナガイと言う鹿の類なり。此獣鹿に似て鹿よりは強く走ること速し。三つ角を戴

けり。能く人に馴れて車を引く。冬月は雪下に生ずる白き山生の蘇
コ
苔
ケ
を食し，夏月は草木の

葉を食う。此獣多く畜えば猪羊よりも益多し，
チチ
を食用とし，乳清は飲料，革は衣服臥 と

作し，鞍とし，皮囊としフイゴとすべし，肉の新鮮なるは味い美にして毒なし，塩蔵し，及

び乾して遠に輸すべし，敗し易からず，”とある。ここは宇田川 による馴鹿の解説であ

る。間宮倫宗（林蔵) 『北蝦夷図説』(安政２年・1855）にトナカイの図や記事があり，司

馬江漢『春波樓筆記』( 化８年・1811）に間宮林蔵が 化７年（1810）頃唐
カラ
太
フト
でトナカイ

という獣が大 車を引く，オランダではレンシイル，中国では順鹿というなり，という記録

が出ている。シーボルト 『日本』にはTonakiとThunakaiの用語があり，第365図に

Karafto（カラフト）でトナカイを駄用に用いている色彩図がある。

４.『厚生新編』の家禽・飼鳥：『厚生新編』には鶏の項目はない。

⑴ （鴨の類，アヒルを含む)：アヒルの種類，畜養法，利用，肥養などの項目に分かれ
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ている。和蘭エーンデンEenden，一種の水鳥なり，林軟斯（リンネ）の説にスワン及び鵞

を此種類に属す（現在のガンカモ目)。その徴は味扁濶にして下端殊に扁平に其歯 の如く

細釘を櫛比する如にして其端鈍なり，足の後指は前の３指と分析し，内側の指は連なりて膜

様なり，脚脛に細毛なしとある（水禽の解剖学的特徴の記述)。第１種は尋常の なり，羅

ボスカス，又アナス・ドメスチカと名ずく。第２種コロムベキ，羅 アナス・アヂュンカ，

第１種の変生して形稍小痩なり。第３種～第30種までは野生のカモ類であるので省略する。

（この場合はアヒル）の畜養する法は水の多い地方で飼うのに適している。利用は卵と肉，

それと毳毛（綿羽，綿毛）がある。毳
ゼイ
毛
モウ
は鵞に比すれば不佳である，とある。肥養する法は

秋月，燕麦，大麦其他雑穀粒に胡蘿
ラ
蔔
フク
（大根）を骰

サイ
形
ノメ
に み攪せ与うべし，速に肥充するな

り，とある。宮崎安貞 『農業全書』(1697）に家鴨
アヒル

を池河の水辺で飼うと利益になると記

してある。『大和本草』(1708）は家鴨は匹
ボク
といい，飼鴨の一字をアヒロと読む，カモと読む

は非なり，カモは野鴨といい， というとある。人見必大 『本朝食鑑』(元禄５年・1692）

の頃に阿
ア
比
ヒ
留
ル
と訓むとあり，カモアヒルというのはある人は雄カモと雌アヒルの間に生まれ

たものだというが，真偽は分らない，アヒルの肉，甘冷，無毒，……卵鶏卵より大，無毒，

美味でない，などとある。『本草綱目啓蒙』 （1844）には，上記の書のような記載の他に，

一種オランダアヒルは一名バリケン，薩州でクハンドウアヒルと呼は広東アヒルの訛
ナマリ
なり，

……又，南京アヒル，朝鮮アヒル等の品あり，とある。『厚生新編』の の二の内容は殆ど

野鴨（カモ）のことであるので省略する。

⑵ 鵞と鵞の二（ガチョウ)：羅 アンセル，和蘭ガンスGans。鵞は に比すれば大なり。

又鵠（ハクチョウ）と同じからず。形小にして頸短し，鵞は雁より大なり。雛鵞は秋月，及

び冬月美味の調理に製し，又毳毛を綿絮に代用して臥具と為し，羽管は書記の羽筆に用う。

又此鳥良性の 草を多く食うのみならず，愛重すべき草木の根類を盡く摘出し，再び長茂し

難きほどに●傷す。或説に苑囿に鵞六羽を養えば終日食する草料牛一頭を養う秣草と同じと

言えり。鵞を畜う地に水なければ養長すること能わず，とある。鵞の長育法（繁殖，孵卵，

育雛，衛生管理など)，鵞毛を抜去る法，毎年２，３次或は其余も取るなり。初めは温暖の

４，５月，次に６，７月，其後は秋月シント・ミツシールス・ダフ（St.Michiels-dag：聖

ミカエル大天使の日・９月29日）比
コロ
抜くべし。新毛は大抵50日余に至れば十分熟すなり。尤

も柔にして上好なる毛は腹部にあり，羽筆は３月，或は９月頃に翼より抜取るを佳とす。農

家にても原野に落ちたる羽を取り集め用う，とある。鵞を肥す法，或は鵞の眼を焼て盲と為

し，暗処に置くものあり，眼盲すと雖も飲食に妨げずと言えり，独
ド
乙
イ
都
ツ
には都鄙ともに古来

よりの風習にて毎年「シントマルテンス」(St.Martens-dag：聖マルチン祭・11月11日）の

夜は肥厚の鵞を炮炙して，親族朋友すべて知巳の徒を集会し，宴餐を設けて歓待す，其祭日

の鵞の胸骨を観て冬月寒気の強弱を占うことあり，日輝に映じて全く白色を帯びて暗色微な

るときは寒気の緩和なる候とす。其骨甚だ黯色に見ゆるときは寒気厳烈の候とす。鵞を肥

する気候は「シントマルテン」或は是よりやや早き比より12月に至るなり，とある。鵞を宰

する説（解体法）も記してある。〔鵞の二〕には性能主用の説と料理法がついている。『本朝

食鑑』の鵞の項に，唐雁，俗称，形状は鴻
ヒシクイ

・雁
ガン
に類似している。近

チカ
世
ゴロ
中華より渡来したの

で，唐雁という。蒼・白の二色があり，今わが国で飼われているのは大抵白鵞である。わが

国では食べること少なく，その味や薬効についてもはっきりいえない，と記している。わが
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国の書物に比べて，『厚生新編』の記事は当時のヨーロッパでの家禽としての鵞鳥の位置を

知ることができる。

⑶ 吐綬鶏（七面鳥)：羅 ガルロパホ，和蘭カルクーンKalkoen。宇田川 按に吐綬鶏

は和産なし，先年舶来せり，今蕃色して彼此に養うもの多し。カラクン鳥といい，又単にカ

ラクンと呼ぶ。共に和蘭名の直に転ずる者なり，とある。吐綬鶏に３種あり。第１種ゲウォ

ーネカルクン，又メレアグリス・カピテ。吐綬鶏（以下七面鳥と変更す）は尋常食用として

味最美なる者なり。家禽の内にて最大にして重き鳥なり。額に長さ１寸許の肉舌あり，或は

長さ３寸余に及んで嘴を掩う者あり。鶏，雉，
イエ
鳩
バト
等には“コロップ（ 囊)”と称して頸の

中央食道に当てて円き囊あり，七面鳥には此囊なし（この記事は誤りで，七面鳥にも 囊は

ある)，また禽類すべて食道の胃に近き処稍哆て濶く其処に幾多の腺ありて綵
ツク
剪
リ
花
バナ
の如し

（現在の解剖学の腺胃又は前胃のこと)，此腺は白き粘液を泌別し出して，食う処の穀粒を

消化するの用を為すなり，とある。七面鳥は元来亜
ア
墨
メ
利
リ
加
カ
の産なり，とある。第２種と３種

は本来の七面鳥と異なる記事のため省略する。七面鳥の畜養法，雛を養い成長せしむる法や

病患，七面鳥羹（原 ・Soup of Patage van en Kalkoen）など他に６種の料理法が記して

ある。著者 の調査の結果，下記のことが判明した。江戸時代の多くの書物で吐綬鶏をその

まま七面鳥のこととしているものが多い。これは江戸時代の日本人の中には中国の李時珍

『本草綱目』(1596）の吐綬鶏の記事を現在の七面鳥（Turkey）のことと誤ったためである。

『本草綱目』の吐綬鶏は中国南部地方原産のキジ科ジュケイ属（Tragopan）のジュケイ

（Tragopan caboti）のことである。江戸時代でも，堀田正順編『観 禽譜』(寛政６年・

1794)，南山老人（島津重豪)『鳥名便覧』( 政13年・1830）や『飼籠鳥』(江戸時代）はカ

ラクン（七面鳥）と吐綬鶏を別々の鳥としている。

⑷ 雉，附：錦鶏，白
ハツカン

，●
ヤマ
雉
ドリ
：雉・羅 パシアヌス，和蘭ハイサント（Faisant：現在は

Fazant)，此鳥６種あり皆変生なり。第１種は尋常の雉なり。第２種是れ第１種の変生にし

て……。第３種亜墨利加雉なり。第４種は支那雉と名ずく，宇田川玄真（1769―1834）按に

此鳥即ち錦鶏（金鶏）なり，とある。第５種も亦支那より来る白雉なり，按此れ即ち白 な

り，とある。第６種は冠雉なり。雉を蕃息（繁殖）せしむる法。雉を捕る法（図版39あり)。

原野に雉を捕うる法（図版15あり)。調法の法などがある。『厚生新編』の第１種尋常の雉は，

わが国のキジではなく，ユーラシア大陸にいるコウライキジの記述である。『本朝食鑑』

(1692）にも，高麗雉，錦鶏，白 （ハッカン）の記事があり『大和本草』 （1708)，『和漢

三才図会』 （1713）などにも類似のことが記してある。

⑸ 孔雀：羅 パホ，和蘭パーウPaauwen。林娜斯（リンネ）此類を集めて一隊となし，

羽族（鳥類）の第５班に収め総称して鶏の類という。昔時亜
ア
歴
レキ
山
サンデ

児
ル
大王東の方地を略して

印度に至り，始て孔雀を見て大にその美なるに驚き，是を愛好すなる。然りしより此かた孔

雀欧羅巴
ヨーロツパ

州に波及し，漸を以て繁息せり。邏瑪
ローマ

国に於て孔雀を貨
ウ
り大利を得，包丁し是を大

餐の膳に用うという。古
いにしえ
，鷲を以てユピーテル神（原語・Jupiter）に配し， （原語・

Zwaan，白鳥のこと）をヘーニュース神（原語・Venus）に配し，孔雀を以て女神ユノ

（原語・Juno・ローマ最高の女神）に配して是を祭る。又，古，邏瑪
ローマ

の帝を鷲とし，其后

を孔雀として是を祀る，などとある。孔雀の形状，年寿，性質，孔雀の息殖する法。白孔雀

並に其他諸色の孔雀，第二種唐種孔雀あり，別にチベット孔雀あり，などの項目がある。
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『厚生新編』の中に日本国に一種の孔雀あり，とある。オランダ原 もDaar is een Paauw
 

in Japan，となっているが，筆者はジャワの誤りではないかと考察している。現在野生の孔

雀はインドとスリランカにいるインドクジャク，その中の白化した白孔雀，中国南部，ミャ

ンマー（ビルマ)，タイ，インドシナ半島，マレー半島，ジャワ等にマクジャクがいる。タ

イ，ミャンマー，マレー半島，スマトラ，ボルネオにセイランという孔雀に近い種類がいる。

上記の第２種唐種孔雀はこのセイランに相当するようである。又，上記のチベット孔雀は中

国南部からマレー半島，ジャワにいるカンムリセイランに相当するようである。この鳥は中

国の聖鳥である鳳凰のモデルではないかとの説がある 。

『本朝食鑑』には孔雀（マクジャク）と青
セイ
鸞
ラン
の記述がある。『厚生新編』のこの項で，小

関三英は“孔雀は天
エン
狗
ゲル
の羽，盗の歩，鬼の声ありという諺あり”，と訳しているが，オラン

ダ原語は‘Angelus est pennis,pede Lotro,voce Gehennus.’となっている，当時の訳者・小

関三英の苦心の和訳である。

⑹ 金糸雀：羅 パッスル・カナリウス，和蘭カナリーホーゲルKanarie vogel。林
リン
娜斯
ナウス

は

これを吟
ヒン
葛
カ
（フィンチ）の第18種とせり。カナリア島に産するを以て人呼んでカナリイホー

ゲルという。金糸雀は形状大さ共に人々知処なり。籠中にて与える食物。窠
ト
宿
ヤ
及び巣の説。

卵を伏せしめんとする鳥の取扱い，卵孵化する日数及び其他これに属する諸件。窠宿中に在

て発する病並治法。雛の諸病並換毛。老鳥の病及び治法。瀉血の法並病鳥をいるる籠の造法。

雌雄の弁じ方並老少の相方。フラゲオレットに従て囀ずるを教る法など，非常に詳細な記事

である。

『百品考』 （1853）に金雀，一名金糸雀，黄雀，カナーリヤ，蛮国カナーリヤより渡す

故に名ずく。大きさ雀の如く，全身金色にして，……囀声清亮なり，とある。城西山人『百
もも

千
ち
鳥
どり
』(安政２年・1855）にカナリヤ島，……和のカワラヒワの声に似て，さえずり至って

高音……とある。ところで江戸時代の日本ではウズラやウグイスを秋の夜，行
あん
燈
どん
の下で飼育，

いわゆる‘夜
よ
飼
が
い をして通常の季節の春よりも早くさえずらせる方法が行われていた。即，

通称『喚
よぶ
子
こ
鳥
とり
』(1710）や『百

もも
千
ち
鳥
どり
』(1799）には夜飼いは小鳥に春が早く来たと思わせる方

法と記してある。現在の動物の光周反応（生物時計）の魁として世界的に注目されているが，

この時代のフランスやオランダの百科事典（『厚生新編』の原著）には，この技術は紹介さ

れていないようである。

⑺ 卵と卵巣：羅 オハリウム，和蘭エイ，Eij・現在はEi，卵は魚鳥等の雌体に生じ，

各々その体を生化する者なり。是れ啻に魚鳥のみならず，凡そ動物類並に草木も皆盡く卵を

以て生じ惣て雌類の体に多少の卵を具へ……然れば卵は一切動植物の基始というべし。シュ

リナームセ蝦蟇は其卵を背上に生ずるが如し（これは南アメリカ産コモリカエルが背に卵や

オタマジャクシを養うことの意味)。卵を大別して２種とす，其一は卵生なり。是は卵孵化

して其体を生ず，其二は胎生なり。是は子宮内に其卵を受けて卵を脱し胎生となるなり，マ

ルヒギウス（Malpigi1628―94）の説明せるごとく，各種の諸器及び性質を其卵中に含蓄し

て漸々に崩生し，未生の体を養長す。諸鳥の卵未だ雄精（精子）を受容せざる卵，殊に鶏，

（アヒル）等にある者は是を風卵（現在の無精卵）と名ずく。雄の精気は極めて精微鋭烈

にして雄卵中の諸器未だ崩生分開せざる時に卵中に感入せるものなり。其産む所の子胎は形

状其父母に象似するなり。卵の効用，食料調理及び薬用として常に利益多し。他に卵白と卵
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黄の記述，卵黄製法，卵を１年貯える法，卵を久しく貯えて損敗せざる法，卵に小麦粉を加

え整する羹汁の法など23種の料理法が記してある。卵巣：羅 オハリウム，和蘭エイエルネ

ストEijer-nest。卵巣は多く諸鳥にありて此内に漸々に卵を生ず。卵巣は諸鳥のみならずア

ムヒビア（両生類)，
ワ
魚
ニ
類，蜥蜴（トカゲ）類，亀類，蛇類，蝮蛇（マムシ)，蝦蟇（カエ

ル）類にもあり。鯨，カセロット（マッコウクジラ)，
フカ
鮫
サメ
魚は卵巣あり。獣類卵巣あり，

其形睾丸の如し。卵巣に接近して左右２管あり，これ子宮に通ず，諸獣共に皆然り。是れを

ハルロヒウス（Fallopio:Fallopius1923―62）の喇
ラツ
叭
パ
管
カン
（現在の卵管）と名ずく。獣類牛

馬，家猪の如きは子宮の左右両端角の如く尖りて喇叭管に入る。人類及び獣類には卵に胞衣

（胎盤）懸る，卵中に水ありて胎其水中に浮漾す。是に由て外より打撲の損傷あれども其胎

に損傷なし。諸の動物は差別なく，其胎皆卵中に生育す。斯の如き卵生と胎生の差別あるは

唯其胎未だ熟成せずして産するものは卵生となり，熟して孵化し直に産するものは胎生とな

ること，即ち人類及び獣類の如し，とある。『和漢三才図会』 (1713）の鳥の部に卵の項が

あり，卵は鳥の胎なり，おおよそ乳なきものは卵生なり，とある。この『厚生新編』の卵や

卵巣の記事の中にルネサンス以来の解剖学で有名なファロピウス，マルピギー，ルーウェン

フーク（1632―1723）の名前が出ている。又，牛，馬，豚の子宮角の説明はわが国における

家畜の雌の生殖器の最初の正しい記述である。『厚生新編』の鳥の孵卵日数をまとめてみる

と，鶏21日，アヒル28日，ガチョウ30日，七面鳥47日，キジ24―25日，孔雀30日，カナリヤ

13日と何れも正しい記述である。

5.『厚生新編』の畜産物など

⑴ 乳：羅 ラック，和蘭メルキMelk。是れ白色にして透明ならざる液汁なり。凡そ百の

動物孕める者の乳房より出ず。乳汁の効用，或は育養，或は薬餌にして其物２種あり，一は

女子の乳汁，一は野羊（ヤギ）及び牛乳等なり。女子の乳汁は上品にして稀薄甘味なり，野

羊乳は水気多し，驢乳は羊乳より水気多し。馬乳は最も水気多し。牛乳は諸種の中に就て水

気少なし。是故に乳汁を用うるに宜しく其異同を弁別して思慮すべし，次に，牛乳，驢馬乳，

馬乳，乳汁を増益する法，乳汁過多の婦人に用うる法，乳汁を止むべき法，乳汁腐敗を治す

法，乳汁粘稠を治す法，乳汁稀薄を治す法などの項目がある。馬乳のところで，韃
ダツ
靼
タン
人の話

で，蒙
モン
古
ゴル
国では土人は馬乳を醸して飲料となし，これをクメイス（クミス・馬乳酒）と名ず

ける。一種の火酒を蒸溜するという。この他にも や酪についての記述がある。

⑵ 酪：羅 ビュティリュム，和蘭ボーテルBoter。大槻玄沢，宇田川玄真“按にボーテル

は酪なり。蘇恭唐本草曰，牛，羊，水牛，馬，乳並酪を作る。時珍（『本草綱目』の李時珍

のこと）曰，薬に入に牛酪を以て勝と為す，蓋し，牛乳亦多しと見ゆ。西洋地方ボーテルと

呼び做し，日用常供の蒸餅と併せ食う物は牛酪なり。尤其製法漢人説く所の造法と少しく以

て大に異なり，しかれども乳汁を取て製出する物たる事は全く同じ。但し牛酪と訳せば正常

を得べきなり”，とあり，訳者の考察が記してある。ここには酪の製法が記してある。その

他，酪を冬月変敗せしめざる様に蓄えるの法，味峻烈となりたる酪を故に復するの法などの

記事がある。

⑶ 乾酪：羅 カセウス，和蘭カーズKaas.乾酪（チーズ）は乳を凝固して大小各種の錠

形とし食用に充る者なり。
メ
牛
ウシ
，羊乳とも宜し。凡そ乾酪の品はこれを製する国に随て異同

あり，和蘭の乾酪舗にて常に売る者はゴウドセカーズ，独乙都蘭土にてエダムメルカーズを
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貴ぶ，又外面を赤く染めたる者あり，乾酪はすべて虫蝕なく腐敗せざるを良とすること，固

り論なしと雖も乾酪の最上品は和蘭の甘乳酪レイデンのコロイドカーズなり，とある。この

項に甘乳酪造法として，ゴロフェカーズ，コロイドカーズ製法，羊酪及野羊（ヤギ）酪を造

る法，アンゲロット乾酪製法，ロークエクホルト酪を製する法，乾酪を型に納るる要件の見

出しがある。

『本朝食鑑』 （1692）の 酪の項の集
しゆ
解
うげ
に酪は牛乳を用いて造る。

ソ
は 油といい，酪

の浮面皮のなるところ，今，本邦にもまたままあり，とし『本草綱目』 （1596）の記事を

多く引用している。今村市兵衛・名村五兵衛の「和蘭問答」 （享保９年・1724）の中にオ

ランダの食事についての質問の答の中に，……ハム（パン）にボートル（バター）をぬり申

候。ハムは麥の餅にて候由等の記事がある。桃井寅『白牛酪考』(寛政４年・1792）に牛乳

から白牛酪を造る方法が記してある。なお，『本草綱目啓蒙』 （1844）には酪：ツクリチ，

ボウトル蛮名，酪は牛羊及馬の乳を以て造るもの味甚甘し……。 ：ツクリチノウバ，ツク

リチノウハズミ……酪より をとり， より醍醐をとる，その味漸上品となる故に仏家に法

の極意を醍醐味という。乳腐：和産舶来倶になし，獣乳を以て
トウ
乳
ニユウ
の如く拵え食用とす，

とある。

宇田川玄真著・宇田川 補校 『遠西医方名物考』( 政５年・1822）の巻３に乳の項が

ある。乳，ラテン，ラッカ。オランダ，メルキ。野羊（ヤギ）乳，驢乳，牛乳とあり，その

主能は３あり，滋養，緩和，包摂である。人乳，野羊（ヤギ）乳，牛乳，酪〔ラテン，ビュ

テイリュム。オランダ，ボートル〕， 〔ラテン，ケレモル・ラクチス。オランダ，ローム〕，

酪余〔ラテン，カルネメルキ。オランダ，ボートルメルキ〕，乾酪〔オランダ，カーズ〕，乳

清〔ラテン，セリュム・ラクチス。オランダ，ウェイ又はホイ〕，甘乳清〔ラテン，セリュ

ム・ラクチス・ドルシス。オランダ，スーテウェイ〕，酸乳清〔ラテン，セリュム・ラクチ

ス・アシヂュム。オランダ，シューレウェイ〕，乳糖〔オランダ，メルキソイクル〕，乳香油

〔ラテン，オレウム・マスチクス〕などがある。その中に，按ずるに，オランダのボートル

（バター）と呼ぶものは漢説の酪の如く， の如し。ローム（クリーム）と称するものは

の如，あるいは醍醐の如し。カーズ（チーズ）というものは乾酪の如し。しかれども ，酪，

醍醐は皆煎煉めて製し，ボートル，ローム，カーズは煎煉せずに造り，彼此製法を異にする

ゆえに訳名妥当せず，然もその物相にて，先輩もまた，あて来るをもって，ボートルを酪と

し，今又，ロームを とし，カーズを乾酪にあつ，と和訳の苦心の程を記している。『厚生

新編』は江戸時代に刊行されていないが，『遠西医方名物考』は木版本として刊行されてい

るので，江戸時代で最初の西洋乳製品についての詳しい記事である。

なお，江戸時代長崎・出島のオランダ商館（蘭館）医師として来日した，ドイツ人ケンペ

ル 『日本誌』に1691年３月24日（土)，将軍の使者・牧野備後からカピタンにオランダの

チーズを希望されたので，エダムチーズ１個とサフランチーズ半分を贈った，との記録があ

る。

⑷ 獣皮：和蘭レーデル又レールVel，獣皮は用うる所極めて広し。獣皮は牛，馬，馴鹿，

エランド，羊，野羊（ヤギ)，鹿，驢，騾の皮なり，凡そ獣皮を消製するに大略二般の法あ

り，一は其毛を剃らずして消軟するなり，熊皮，狐皮，リュキス皮，野猪皮等の如し。又一

は毛を剃去して消
ナメ
す，牛皮，ビュツヘルス（水牛）皮，馬皮，野羊（ヤギ）皮等の如し。但
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し羊皮は毛を剃りても又剃らずしても用う。皮を消製（なめす）するには櫟
クヌギ
皮，石灰，明

礬
バン
，魚油等を用う。或は赤く，或は黒く，消製する皮あり，其他皆白し。皮の染色法として，

モモ
脚
ヒキ
等に用ふる皮を黒く染る法，その別法，皮を青色，或は董花色

ウスムラサキ
に塗る法，皮を紅色に染

むる法，皮を黄色に染る法などが記してある。

『和漢三才図会』 （1713）には特別に皮の項はなく，各動物のところに記してある。羊

の項に，羊の皮極めて薄く南蕃，字を書くに用う。牛の項には，牛皮から太鼓を作るとある。

『本草綱目啓蒙』にも皮の項目はなく，各家畜の項のものを調べてみた。羊の皮甚薄くして

紙の代りに用い，書物の書皮
ヒヨウシ

に用う。はらごもり（胎子）から
カワコロモ

を作る。又，獣皮から膠
ニカワ

を造る記事があるだけである。シーボルト 『日本』(1832―54）の国内産業の項に，牛馬

の数は比 的少なく，皮は自然死した動物から作るとある。

⑸ 膠：和蘭レイムLijm.膠は木材，獣皮，紙等を粘着するに用うる粘りなる物の総名な

り。尋常の膠，羊皮膠，魚膠，口膠，石膠，金膠，肉膠，鳥
トリ
膠
モチ
即ち 膠，とある。尋常の膠

は諸獣体の棄
ク
屑
ズ
にて造る。特に，皮革，脚，頭，耳等の神経，軟骨多き部分の屑を用いて良

好なり，皆此部分を水にて煮て凝固せしむ。諳厄利亜（英国）にて造るもの純上品なり。羊

皮膠は羊皮の棄
ク
屑
ズ
を煮て造る者なり，色潔白にして質堅し，価貴を以て，画術に用うべきの

み，とある。魚膠以下は省略する。製法では，上好の膠を造る法，羊皮膠を造る法，諸の物

体を粘着するに宣き膠の法，水に浸して離れざる膠の法，木石玻 金銀等を接着く膠の法，

魚膠を用うる良法，象牙を接ぐ膠などの見出しがある。

『和漢三才図会』に阿膠
ニカワ

と黄明膠
スキニカワ

の項がある。阿膠の項には『本草綱目』を引用して，10

月から２，３月の間に造る。牛，水牛，驢
ロバ
の皮のものを上，豚，馬，騾

ラバ
，駝
ラクダ
の皮のものがこ

れに次ぎ，古い皮，鞋，履
クツ
などの皮を下となす，とある。黄明膠についても『本草綱目』か

ら引用して，牛の皮膠なり，色は黄に明なり（黄色で透明)，按ずるに，今，日本にて多く

作る，画家，墨匠これ用う，などとある。『本草綱目啓蒙』にも類似のことが記してある。

『厚生新編』の記事はヨーロッパの膠についての最初のものと考えられる。

⑹ 鮓
さく
答
とう
：第13巻の項。羅 ラービス・ベゾアル，和蘭ベソアル・ステーンBezoal Steen。

此は東方諸国の種々の獣，即ち野羊（ヤギ)，鹿，猿の類の腹中の癖石なり，又或は人畜の

胆腑に生ずることあり，其中心は一様にして皆薄片層畳して成形し，多くは胡桃大の如し。

ベゾアル獣は野羊（ヤギ）の一種で百
ペ
爾
ル
西
シイ
亜
ン
及び印度より支那の地方に接する方の山に多く

産す。石は即ちその獣の胃中にあり，或は身体中の腔間
スキマ

に生ず，その色は一ならず，暗黒色

あり，或は帯黄色あり，淡白色なるあり，東方諸国と西方諸国の二様あり，東方諸国に生ず

るものを上品とす，などとある。

家猪の鮓答は大さ榛 子
ハシバミノミ

の如く白して稍緑色を帯ぶ。麻
マ
六
ラツ
甲
カ
国及び其他諸国のステーキハ

ルケンス（豪猪
ヤマアラシ

）の胆の内にもあり，是は東方諸国の鮓答に勝れりといえり。……高貴の

人に進献のものと為し，一には吾家に秘蔵して奇珍の宝物とするのみ，などとある。その他

に豪猪や猿の鮓答の薬効なども記してある。鮓答は野猪，牛，馬にも又人にもあるなり。此

のもの元来其獣の体中各処の部に生ずる所の石なり。即ち腎膀胱胆に生ずるなり，とある。

第15巻の項は豪猪石，猴・牛・馬の鮓答，人石などについて薬としての効用について記して

ある。

『大和本草』 （1708）には鮓 答
ヘイサルハサル

という項があり，これは蛮語で『本草綱目』の説から
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考えると，走獣及び牛馬の肝胆にあり，鶏卵の如く，打破ると層が重なり，牛黄，狗宝の類

である。牛にあるを黄，馬にあるを墨，鹿にあるを玉，猿にあるを猿棗という。西域の人，

鮓答を水に浸し，搬弄すると雨が降ると，又産婦がこれを手に握っていると安産するといわ

れている。しかし，これらのものは皆諸獣の病であるといわれている。鮓答は気ずかれした

者，大熱，食傷及び傷寒，腹痛等に用うとある。『本草綱目啓蒙』は鮓答をけもののたま，

うまのたま，石糞，しお玉等と記し，正円なるものは田馬
コンダウマ

の産なり，とある。その他，両

角，三角，四角，扁円など種々の形がある。皆糞に混じて出，故に石糞という，家猪，野猪，

鹿にも鮓答あり，走獣に限らず魚類にもあり，と記している。同書には狗宝，牛黄の項があ

り，うしのたまと呼，転じて牛玉といい，古来，牛黄をうしのたまと訓ず，……民家の門上

の牛玉宝命の符を牛玉という，などと記してある。これらのことから，鮓答，牛黄，狗宝等

は獣類の腹中に生じた結石のことであり，ヨーロッパと同じく，わが国でもそれが病気によ

って生じることなどが知られていた。鮓答などは蒙古では雨乞い，わが国では守符等にまで

及んでいる。又，鮓答等の形のよいものは“龍の玉”などといわれて珍重されてもいる。

⑺ フリカデルレン，フリカンデアウス又フリカンドンス，フリカッセエ(西洋料理名)：

フリカデルレンFrikadel，是は肉類を截て製する美味の食料なり。其形ち小球の如し。

種々製法あり，其最も佳製なるを左に挙ぐ，とあり，犢牛肉フリカデルレン製法，フリカデ

ルレン串焼製法，フリカデルレン鉄網炮炙製法，兎肉フリカデルレン製法，蒸餅フリカデル

レン製法などの見出しで説明してある。フリカンデアウスFricandeau，是は犢牛肉及び其

他の肉類を切片とし，是にサウス羹汁を加えたる調整にして甚だ美味なり，即ち左の製法の

如し，とあり，フリカンドンス製法，扁桃フリカンドンス製法，フリカンドンス一法，ゲロ

ルデ・フリカンドンス製法，内充フリカンドンス製法，牛肉フリカンドンス製法，ウイルド

・フリカンドンス製法などの見出しで説明してある。フリカッセエFricassee製法，是は稚

鶏， 其他鳥類を牛酪に加えて蒸焼にし製する調理なり。即ち左に挙げる如し，とあり，稚

鶏フリカッセエ製法， のフリカッセエ製法，鶏及び フリカッセエ製法，ブリュイネ・フ

リカッセ製法，雁ゲクルース・アルハル・フリカッセエ製法，ブリュイネサウスの一法，

脚フリカッシエ，鰻 フリカッセエ製法などの見出しで説明してある。以上のように西洋式

の鳥獣肉料理法である。

わが国では家畜の肉を食べることは禁止されていたが，室町時代末期以来，渡来したヨー

ロッパ人が牛肉や豚肉の食事を紹介し，これらの外国人と接触した日本人は肉食をしたこと

が知られているが，一般には家畜肉の料理は定着しなかった 。しかし，彦根藩では牛肉の

味噌漬を造って将軍に献上していたことが知られている 。又，将軍吉宗（1684―1751）は

西洋の 物に興味を持ち，在職中に江戸城に挨拶に来たオランダ商館長などにオランダのバ

ターやハムを所望し，その他，オランダ式食事道具，食事様式にも関心を示している。特に

享保15年（1730）４月には，オランダバター，スペイン酒，オランダビール，ポルトガルの

赤ブドウ酒（チンタ酒）アニス油（ )，肉桂水及び菓子を所望している 。ケンペル

『日本誌』には元禄３―５年（1690―92）の日本では肉食をしないで，野菜食である。野生

の鹿，野兎，猪は１年のある時期に食べることが許されている，と記しているので，当時の

日本人は家畜肉でなく，野獣の肉を食べていたことが分る。この『厚生新編』の肉料理の製

法は，わが国で最初の西洋料理の翻訳紹介でもある。
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結 語

『厚生新編』の原著はフランスのショメール（Chomel:1709)『百科事典』で，そのオラ

ンダ語に翻訳した書物が江戸時代のわが国に渡来していた。それを 化８年（1811）に設置

された幕府天 方・蛮書和解御用によって和訳されたもので，江戸時代最大の「和訳西洋百

科事典」である。使用された原著はシャルモ（Chalmot1778):Huishoudelijik Woorden-

boekである。『厚生新編』の畜産関係には，馬，野羊（山羊)，番牛（水牛)，猟犬，猫，駱

駝，羊，ラム，馴鹿，アヒル，鵞，吐綬鶏，雉，孔雀，金糸雀，卵，乳，酪，乾酪，獣皮，

膠，鮓答，肉料理などがあり，江戸時代における最も詳しい西洋式畜産学である。従って，

明治以前に西洋畜産学の知識の吸収が行われていたことを知ることができる。明治になって，

部省は英国W &R.Chambers:lnformation for the Peopleの和訳本『百科全書』 を明

治６―16年間に発行している。この『百科全書』の畜産関係には，馬，牛及び採乳法，豚，

兎，食用鶏と籠鳥（鶏，吐綬鶏，孔雀，珠鶏，鵞，家鴨，鵠，鳩，福島鳥
カナリヤ

)，蜜蜂，犬及び

狩猟，牧羊，山羊などがある。『厚生新編』の畜産は『百科全書』に引継がれたことになる

が，『厚生新編』の内容の方が優れている項目もある。
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23. SIEBOLD.P.F.von.1832-51．Nippon，復刻本 1975年．講談社．：緒方富雄ほか著，1977．

『シーボルト「日本」の研究と解説』講談社．

24. 宮崎安貞，1697．『農業全書』岩波 庫本他多数の印刷本有り．

25. 人見必大，1692．『本朝食鑑』，島田勇雄訳注，1977，78，81，東洋 庫 312，340，395，平

凡社．

26. 松尾信一，1990．七面鳥とホロホロ鳥についての書誌学的研究．在来家畜研究会報告 13，1-

11．

27. 高島春雄，1955．『動物渡来物語』学風書院．

28. 蘇生堂主人（津村天長)，1710．『喚子鳥』須原屋茂兵衛・塩屋喜助；泉花堂三蝶，1799．『飼

鳥飼伝百千鳥』．

29. 宇田川玄真著，宇田川 補校，1822．『遠西医方名物考』巻３，風雲堂．

30. KAEMPFER,E.1727.History of Japan.Vols.1-2.London.（復刻本 1977．雄松堂参照）及

び今井正訳，1973．エンゲルト・ケンペル『日本誌』上，下巻，霞ケ関出版（本書はGeschich-

松尾：江戸時代後期から明治時代中期までの畜産書の歴史 131
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te und Beschreibung von Japan,1964.Stuttgartからの和訳本)：呉 秀三訳，1928-29．『ケン

プエル江戸参府紀行』異国叢書，駿南社（復刻本 1966．雄松堂)：斉藤 信訳，1978．『江戸参

府旅行日記』東洋 庫 303，平凡社

31. 足立 勇，1950．『改訂・日本食物史』下巻 雄山閣．

32. 斉藤阿具，1936，徳川吉宗と西洋 化 史学雑誌 47，1356-1377：加茂儀一，1976．『日本家

畜史．食肉・乳酪篇』法政大学出版局．

33. 松尾信一，1990．江戸時代―明治時代の畜産の歴史．10．『厚生新編』(江戸後期）と百科全書

（明治前期）の調査研究．第83回日本畜産学会大会講演要旨 165．

〔追記〕脱稿後，佐賀県立図書館鍋島 庫のショメール（Chmel）1778年版やボイス

（Byus）1769年版の百科事典などのオランダ書を調査することができた。
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