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文献にみる牛肉料理について

松尾雄二*

長崎県農林技術開発センターで調査を行い r文
献にみる長崎の江戸時代初期以前の牛肉食につい

てJ，r文献にみる長崎の江戸時代の牛肉食につい

て」並びに「文献にみる長崎の江戸時代のと畜につ

いて」により，牛肉を食べた(以下 r牛肉食」とい

う。)記録，と畜及び食肉の流通の記録について報

告した。今回は文献にあらわれる牛肉料理について

考察を行った。なお， ~文献名(翻訳者)j](成立年)， 

r (抜粋引用，引用中の( )は注釈等)J及び漢数字

年月日は和暦，洋数字は西洋暦とする。

1 .はじめに

長崎の牛肉食，と畜及び食肉の流通についての記

録を報告した。アジアにおける最初の料理書は『斉

民要術』と考えられる。また，その中にも多くの牛

肉料理がみえる。しかし，日本ではその影響はあま

り見受けられない。それでは文献などにあらわれる

牛肉料理について料理書などを含め検討を行った。

2. 南蛮系料理

(室町~江戸時代初期)

牛肉については， Guiunicu [牛肉1(~日葡辞書(土
井ら訳)Jlより)及びわか vacaについて， r文献にみ

る長崎の江戸時代初期以前の牛肉食について」によ

り説明した。

当時の南蛮料理では，牛肉はどのように食べられ

ているのかを考えるために， 1603~1604 年頃に作ら

れたイエズス会の『日:葡辞書(土井ら訳)Jlから，そ

の当時の「焼く J，rあぶるJ，r煮るJ，r漬けるJ，r揚
げるJ，r和え」など基本的料理法や材料をみてみる

(下表)。

現在の基本的な料理法があげである。焼物・笑物

に， r肉Jのあぶったものとあり， r焼いた肉」が食

べられていたことがわかる。特に『日葡辞書』では，

動物性の油脂と植物性の油を分けているところが

おもしろい。

次に，和食の調味料の基本とされる「さしすせそ」

について， ~日;葡辞書(土井ら訳)Jlをみてみる。

r[さ1Satる砂糖又は粗糖， Curozatる黒砂糖， Saqe 

酒， [し1Xiuo塩， [す1Su， Sv酢， [せ1Xoyu醤

油(sutate)，百manたまり， [そ1Miso味噌」とあり，

ほぽ現在の調味料と変わらない。なお，江戸時代初

期は『パダヴィア城日誌』などによれば黒砂糖が日

本に輸入されており，白砂糖はほとんど輸入されて

いない。まだ，この頃は砂糖は貴重品でまだまだ少

なかったと考えられる。醤油は 15，16世紀には出

始めるが，まだ，この当時は濁った醤油 (sutate味噌

から賓立で液体を漉しとったもの)である。また，

香辛料としては，胡棋 koxo(インドの胡搬)，辛子

caraxi，山根 sanxδ などが記載されている。

【焼く] yaqi， yaqu， yaita 焼く，または、あぶる
[あぶる] aburi， aburu， abutta 炎り，熔り

焼物.~実物 yaqlmono 魚や肉などをあぶったもの
[煮る] ni， mru， nita 火にかけて煮る
[漬ける】 匂uqemono 漬物，すなわち塩漬けや酢漬けなど
塩漬け xiuotcuqe 魚や肉などを塩漬けにしたもの，また，梅やオリーブ、の実などを漬けものにしたもの

【揚げる] abura age， abura ageieno mono油揚げ，揚げ物

aburamono (油物)揚げ物
abura 

abura 

[和え] aye 

[湯引き] yubiqi 

(脂)動物性の脂肪，油脂，バター，ラードなど
(油)植物性の油

野菜と味噌などと混ぜ合わせて作ったある種の料理
野菜や魚を湯の中に通して，すぐに取り出す
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また，南蛮(なんぱん)と名づけられた料理法がし、

くつかある。「大草家料理書』には「南ばん焼Jに

ついての記載があり i一 同(鯛)南ばん焼は，油に

てあぐる也。 i由は胡麻又はぶたの脂であぐるなり。後，

味噌汁を入候也。」と記録され，豚の脂で揚げるとさ

れる。博望子の『料理山海郷j](寛延三(1750)年)に

は， i南蛮煮 鰯をそのまま丸やきににして油に

こがし ねぎを入れかつを出し醤油にて煮る。」

とされる。『卓子式j](天明四(1784)年)には「魚なん

ぱんづけ 小魚は全物大魚は三四寸四方に切り

油あげ酢醤油酒を合せて漬るなり とうがらし

にんにく入る。J(文中は著者が区切った。)とされる。

油(脂)で揚げたものはこの時代からのようであ

る。新しい料理法，特にj由で揚げることを「なん

ぱん」と言った可能性がある。それ以前の料理では

動物性の油脂を使うことや油で揚げることは余り

なかったと思われるからである。

「日葡辞書Jには，その他に vdon[飽鈍]， somen 

[索麺 zoro]， suxi [すし]， tδfu [豆腐]， camaboco 

[蒲鉾vocama]，dengacu【田楽]， xiuocara [塩辛]

などがみえるが，現在のものと同ーかはわからない。

(1)南蛮料理・黄飯など(ア口ス・コム・ワ力 arros

com vacca) 

~1557 年 10 月 28 日付，平戸発，パードレ，ガス

パル・ビレラのインド及びヨーロッパのイエズス会

のパードレ及びイルマン等へ贈りし書簡(村上訳)j]

には iこの食事のため我等は牝牛一頭を買ひ，そ

の肉とともに煮たる米を彼等に饗せしが，皆大なる

満足をもってこれを食したり。」とあり i牛肉とと

もに煮たる米」はアロス・コム・ワカ (a汀oscom vacca， 

牛肉入りの米料理)と多くの書物で推定されている。

その作り方は薄切りにした牛肉の赤身に塩，胡槻を

して，あらかじめ油で妙め別皿に取り， 531]の鍋にオ

リーブ油を入れ，たっぷりのニンニクと洗った米を

妙め，サフランで黄色く色をつけた湯を加えて炊き，

あとで牛肉を入れて蒸すとされる。

これと似たものが南蛮料理の鶏料理にあるので

紹介する。牛肉が手に入らず，鶏で代用したものと

思われる。『南蛮料理書』には「ー なんぱんれう

り ひりしの事，にわ鳥いでて，此しるにて米をい

かにもしろくして，くちなし水にてそめ，こせう，

ちゃうし少，しゃうが，にんにく，ひともし，これ

をきさみ，めしにたき，そのうへにとりをさきて，

おき申なり。」とある。サフランは日本に薬用とし

て輸入されたものの，高価で、あったと思われ，広く

普及していない。同じく黄色く色の染まる「くちな

し」でサフランを代用されたものと思われる。サフ

ランとくちなしは同じカロテノイド色素であり，ど

ちらも黄色く染まる。そうすると，アロス・コム・

ワカの料理は牛肉入りのパエリャとした方がイ

メージが湧きやすい。ドン・フランシスコ大友宗麟

が治めた豊後，また，細川忠興が治めた豊前小倉藩

(豊後国東，速見を含む)の一部では，くちなしで炊

いたものを「黄飯」として伝えている。大分県の臼

杵の黄飯が有名である。アロス・コム・ワカの料理

が日本料理化したのが，南蛮料理(なんぱんれうり)

や黄飯などと考えられる。

(2)くじいと(くしいと) (コジート cozidoまたは

コシード cocido)

ポルトガル語で、はコジート cozido，コシードcocido

とはスペイン語で「茄でる」意味の言葉である。この

料理は豆類と肉類を煮込んだもので，ポルトガノレやス

ペインでは母の味とも呼ばれ，一定の決まりはないが，

ポルトガノレ・スペイン料理の原型となっている。コ

ジートは大鍋に牛の肩肉，塩漬け豚肉，鶏肉，ベー

コン，ハムなどの肉類とたっぷりの水とともに長時間

煮込み，途中で、ガルパンソなどの豆類，蕪，セロリ，

ジャガイモ，野菜などを大切りにして仕上げる。最初

は煮汁にパスタを入れてスープとして飲み，その後に

メインとして肉や野菜を食べるようである。

日本にも名前の似た食物が記録されている。コ

シード(コジート)が南蛮から伝えられ，日本料理化

したものが「くしいと(くじいと)Jと多くの著作で

推定されている。

「南蛮料理書』には「一，くしいとの事，とりか，

うをか，牛か，志々か，大こんまろに入て，ひとも

し，にんにく(こまかにきざみ)，かうらいこせう，

つふこせういれ，ともに，そのままにくたかせ，は

しにて，はさみきるほと，す，すこしさし，に申也。」

とあり，鶏，魚，牛，猪(鹿か)の肉と，大根をまる

(輪切り)で入れて，わけぎ(葱)，ニンニクを細かく

刻み，そのまま砕し、た高麗胡槻(唐辛子)，粒胡棋を

入れ，箸ではさみ切るように柔らかく，酢を少しさ

して，煮て出来上がる。『阿蘭陀菓子製法』の中にも

同じものが南蛮料理として記載しである。白虚華の

『料理集j](寛政九(1797)年)では「くじし、と」とあり，
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「これは肉にてする事をくじらの身を用ゆ。」とあ

り，牛肉などを入れるところを鯨の肉で代用すると

考えられる。やはり，くじいとは元来，肉料理とし

て存在したようである。

細川家の「くしいとJ(細川家『料理方秘j])も，

名前が似ていることもあり，起源が同じ料理で、あっ

た可能性がある。

(3)ひかど(料理名不明 picado)

「ひかど」とは，ポノレトガノレ語の picado(刻む)の

意味とされる。大武和三郎の『葡和事典j](伯語研

究会)には名詞として「刻肉ノ食物J，~ポルトガル

語小事典j](大学書林)には 「肉・魚のこま切れ料理」

とあると，大谷利彦の『長崎食生活の変遷史(前編)j]

( ~長崎町人誌j] )の中で述べられている。また，越

中哲也の『長崎学・食の文化史』によれば，当時は

牛肉，野菜などを煮込む料理でシチュー風の料理で

あったと考えられている。

古賀十二郎の「長崎市史風俗編Jでは，ひかどに

ついて「長崎にて，ヒカドと称して，骸子形に切り

たる鮪の身と，同じく小さく四角に切りたる大根及

び甘藷とを交ぜて鍋にいれ，それに甘藷をおろして

ドロドロ汁となし醤油にて味をつけ，之を煮るので

ある。(中略)長崎では冬の寒い日特に雪のちらちら

降る時などには，よくヒカドを作りて食するのであ

る。からだが暖まって真に結構である。ヒカドは葡

萄牙語の picadoに該当する。J:!IJち picadoは英訳す

れば mincedmeatになる。そして picadoは形容詞と

しては英語の意味を持ってゐる。それから西班牙語

にも picadoと云ふ言葉がある。やはり葡語の picado

と同じ意味を持ってゐる。J と記述している。

郷土料理「ひかどJ (長崎市)
「旅する長崎Jhttp://tabinaga. jp/より転載

現在は牛肉の代わりに，鮪あるいは鶏肉，また甘

藷のほかに人参，椎茸などをいれるとし、う。これは

牛肉がなかったため，鮪や鶏肉などに代替したのか

もしれない。今でも卓械料理にも時々使われること

がある。

3. 阿蘭陀系，中国系，日本系

料理(江戸時代初期以降)

「食」の辞典である人見必大の『本朝食鑑j](元

禄八 (1695)年)には牛の「肉の気味は古間甘混で毒は

無い。[主治]気を補い，血を益し，筋骨を壮にし，

腰脚を強くし，人を肥健にする。諸虚百損に用いぬ

場合はなく，腸胃を大いに補い，停疾積血を消逐し

て周流させぬということはない。 畜類中の最も上品

のものである。」と記載している。

百科事典である寺島良安の『和漢三才図会j](1712 

年頃)にも牛の「肉甘温気を益し牌(肉)を養い，

腰脚を補う。之を煮るに，杏仁，廃業を入れ，焔れ易く相宜し。

其の気を補うに，黄:g:(薬草)と功は同じくらいであ

る。黒牛で白頭のもの，及び自死した牛は大蒜有り， 食ふべから

ず。」と記載しており，牛肉に毒は無く，健康に良い

と認識されていた。それでは長崎での牛肉料理をあ

げ，日本の書物に ある牛肉料理を最後に述べる。

(1)牛かん(牛蒲鉾) (フリカデル frikadel)

牛肉蒲鉾とも言われる。簡単に言えばいわゆる油

抜きした和風ハンバーグあるいは和風ミートボー

ルである。フノレカデソレ，フリカデ、ノレなどとしてヨー

ロッパに多く残り，今も食べられている。いわゆる

ハンバーグのようなものである。それが日本料理化

したものと考えられる。ただし，南蛮系か，阿蘭陀

系か分類は不明である。
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牛一頭を牛肉にした場合，料理に使ったクズ肉な

どをミンチ状にして，この牛かん(牛蒲鉾)などが作

られたと想像される。明治時代の西洋料理庖自由亭

のメニューにも「フノレカデ、ル」とあり i肉鰻頭」

の注釈がある。おそらく同じものであろう。現在も，

卓械料理のーっとして， i牛かん(牛蒲鉾)Jとして

長崎の料理庖で時々提供されるようである。

(2)卓祇料理コヲル(料理名不明)

卓ネ伏料理は，中華料理と西欧料理(紅毛料理)が起

源になっていると思われる。一般的には豚肉がよく

使われるが，牛肉を使った記録がある。

天野信景の「塩尻j] (元禄十 (1697)年)には，

「阿蘭陀の如きは，もろこし人の調味に似て亦異也。

酒肉読菜葵に湯を食て，飯を息せず，唯わづかに粉

粉を用いて止む。近きころ長崎より筆して贈りし通

使の者を，紅夷饗する治具(献立)左のごとし。賢按，

今卓械といふ。(中略)

紅毛のからベな

塩漬おろすと

ぶたのみを細ニ切家の百尋に

結び入ル

コヲル 牛肉

塩牛肉

にくつくの粉

胡械の粉

醤油少塩少入て煮ル (中略)

以上」

とあるが，牛肉や塩漬牛肉が利用されているのがわ

かる程度で，詳細はよくわからない。「コヲノレ」と

いう料理は牛肉を使うが，すでに調理方法がわから

なくなっている。

(3)南瓜料理

西川如見父子の『長崎夜話草j](享保四 (1719)年)

には，南瓜(ぼうぶら，カボチャ)の項に牛肉を使っ

たとされる。

「南瓜 紅毛詞ぼうぶらといふ，此程唐土，日本

ともに耳目馬港，呂宗等の南蛮国より伝へたり。長崎

にも天王年中より普ねく農家に造り唐人紅毛に売

て生計とす。しかれども本草綱目等にも毒ありて人

に益なしょし見へたれば，恐れて世に食する人すく

なかりし。

近世は諸国に流布して人毎に食すといへ共其害

ある事をしらず，民家常に食して，朝夕の助となれ

り。是を食して害ありしといふを尋るにみな肉食の

崇りにて南瓜の崇りにはあらず，牛羊手者肉等を加へ

煮て甚だ過食し，又は熱酒を飲るに依て食滞，諸病

を生せし時は即是南瓜の毒なりといひて，肉食酒飲

の毒なりと察せず。」

南瓜は16世紀の安土桃山時代に長崎に伝えられた。

この南瓜に「牛羊務肉等を加へ煮て」食べたと記載

されている。

(4)日本料理(全国)

牛肉を食べなかったとされる江戸時代にも，牛肉

料理は紹介されている。『食用簡便j](貞享四 (1687)

年)には「煮。肉ヲ切取テ洗浄シテ味噌汁ヲ以テ諸

菜ヲ雑へ煮用ユ。黄牛ヲ食スベシ。黒牛斑牛ハ宜カ

ラズ。」とある。『本朝食鑑j](元禄八 (1695)年)には

i[附方] (中略)生牛肉を細かに切って片とし，先

ず冷水で、洗浄して，米粒の濁汁で二，三時のあいだ

牛肉を煎じ，謬脂の脱渇すのを待ち，別に味噌の濃

汁で煮熟るか，あるいは大根，牛房等の類を合わせ，

一緒に烹て葵を作り，就寝前に食べさせる。七日よ

り二七日，三七日まで一回毎に必ず二，三碗が限度

である。今時は，これを常の漆椀に盛らずに，磁器

に盛る。」との記述がある。奥州伊達藩の橘川房常

の『料理集j](享保十八(1733)年)には， iうし

本汁に仕候せんに引きあらひ候て 水のすみ侯

節能く候 とり合いてうごぼうよく侯 また粕漬

に仕置本汁に仕侯ても能く候 給候ものは百五

十日の械と申候」と記述(二次資料による)がある。

本汁とは味噌汁のことである。現在豚汁があるが，

豚肉の代わりに牛肉を入れたものではなし、かと

推定した。

なお，松崎憐堂の『憐堂日!奮』には文政七(1824)

年八月二十九日，天保八(1837)年一月十一日の日記

に「牛肉」の文字があり，牛肉を食べたと思われる。

どのような料理かは不明である。

4. おわりに

料理に関する文献は少なく，二次資料(引用，抜

粋されたもの)を一部用いているため，信頼性が低

下するものがある。また，書物の成立年は諸説あり

参考としていただきたい。

不思議なことに， 日本に多くのポルトガル語が

残り，特にカステラ，コンペイトウ，アノレヘイトウ

など料理関係に多くその名前の痕跡を残している。

その中で、牛肉が入ったと思われるのが，南蛮系料理
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アロス・コム・ワカ，くじいと及びひかどなどであ

り，長崎などの郷土料理とされている。残念ながら，

現在，牛肉は使用されていない。また，九州各県で

は，大分県で黄飯，熊本県ではくしいとを現在も

食べることができる。

反対に，オランダ商館は 300年ほど長崎県内に

あったにもかかわらず，オランダ語はポルトガル語

ほどはその痕跡を残していない。また，牛肉料理も

思ったほどは見つからなかった。

引用圃参考文献

斉民要術，後貌賀思疎撰，西山武一・熊代幸雄訳，アジア経済出
版会

イエズス会土日本通信(新異国叢書)，村上直次郎訳，雄松堂出版
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パダヴィア域日誌(東洋文庫)，村上直次郎訳注，中村孝志校注，
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長崎の西洋料理一洋食のあけぼのー，越中哲也，第一法規出版
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長崎町人誌第三巻新編さまざまなくらし編食の部 1II，長崎

文献社

文献にみる長崎の江戸時代初期以前の牛肉食について，松尾雄二，
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文献にみる長崎の江戸時代の牛肉食について，松尾雄三，畜産の
研究;67 (3)，養賢堂

文献にみる長崎の江戸時代のと畜について，松尾雄二，畜産の研
究;67(5)，養資堂

[農業畜産情報]

稲「根張り」遺伝子発見干ばつ時に収量を確保生物研が導入成功

農業生物資源研究所などの研究グノレープは，稲の根を深く張らせる遺伝子を世界で初めて発見し，水稲(長
粒種)に導入して干ばつ耐性を高めることにも成功した。従来品種では収量が半減する干ばつでも耐性品種
の収量は変わらず，水を 1カ月ほど与えない厳しい干ばつで 3割の収量を確保した。天水田で長粒種を栽培
する東南アジアなどで普及を目指す他，稲以外の作物にも応用できるとみて研究を進める。

遺伝子組み換えではなく，交配後に効率良く選抜できる DNAマーカー技術で遺伝子を導入して耐性品種
を育成した。

干ばつ耐性をもたらすのは iDR01遺伝子」。根が地下方向に伸びるのを促す。多くの稲が持っているが，
陸稲は遺伝子の働きが強く，根が深く張って深層の水を吸収し乾燥に強い。水稲で、は働きが弱いため根が浅
く，乾燥に弱い。陸稲の DR01遺伝子を長粒種の水稲 iIR64Jに導入し，根が深く張って干ばつ耐性のある
品種を育成した。

畑で試験栽培し，耐性 iIR64Jは， 1日の降水量 2・5ミリの中程度の干ばつでは l株当たり収量が 18.6グ
ラムと，非干ばつ時と同等だ、った。通常品種はその半分の同 9.6グラムにとどまった。
花芽形成期以降の約 1カ月間，全く雨水を与えず，通常であれば収穫の難しい厳しい干ばつも再現。それ

でも耐性 iIR64Jの1株当たり収量は 5.8グラムで，通常品種・通常栽培の同 18.8グラムの 30%あった。
同研究所は「天水田で，次作の種も取れない大干ばつに遭っても被害を軽減できる」と説明。今後，フィ

リピンにある国際稲研究所と共同で実用性を確かめる。同様の働きを見せる似た遺伝子がトウモロコシや大
麦などでも見つかっており，応用を目指す。反対に遺伝子の働きを意図的に弱め，湿害に強くすることもで
きるとしサ。同研究所は「降水の多い日本では，湿害lこ強し、大豆の育成などの研究で役立つのではなし、か」
とみる。

名古屋大学，農研機構・作物研究所，コロンピアにある国際熱帯農業研究センターと共同で研究した。成
果は 8月4日，英国科学雑誌『ネイチャー・ジェネティクス』に発表した。
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