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文献にみる長崎のヒツジ・ヤギなどについて

松尾雄ニキ

1 .はじめに

『貌志倭人伝~ (3世紀末成立)には， rその地には

牛馬虎豹羊鵠無し」とあり，当時，倭(日本)には羊

はいないと記録される。その後，いろいろな文書に

羊や山羊としづ漢字が存在するが，ヒツジ，ヤギ，

カモシカ(カマシシ)などと分類できず，文書のみか

ら正確に判断することが難しいため，本稿もヒツジ

とヤギなどの内容が混交している可能性がある。

ここでは，文献 (W文献名(翻訳者U(成立年)， 

「抜粋引用，引用中の( )は注釈等」及び漢数字

年月日は和暦，洋数字は西洋暦)からヒツジやヤギ

などについてみる。

2. 古 代 ・ 平 安時代と室町時代後期

『日本書記』推古天皇七年に「羊二頭J，皇極天皇

二年十月の童謡では「歌麻之之J，W日本後紀』弘仁

十一年に「投口(羊に歴)羊二白羊四山羊ーJ，W延喜

式』の釈実祭式に「羊蹄十三斤八両(代用鹿踊，羊

は入手困難か)Jとある。さらに，平安時代の源順

の『倭名類衆抄』に羊を比豆之(ヒツジ)，麗羊を加

高之之(カマシシ)とされ，平安時代にはヒツジは知

られていたが，当時，ヤギの名前はない。日本後紀

に「山羊Jの漢字があるが，どの動物でどう読まれ

たかは不明。日本での羊についての記録記事が後々

まで続く。

さらに時代は下り，大航海時代に南蛮のナウやガ

レオン船が無人島にヤギを放ち緊急時の食料とし

たと考えることはロマンティックではあるが，根拠

は少ない。南蛮船が長崎の港に入港し，キリスト教

の布教が行われた。巡察師ヴァリニャーノは 1582

年 1月6日付けで長崎協議会の決議書に署名したと

される。『日本巡察記(松田ら訳uの松田毅ーの解

題中に以下のとおり記録されている。

「第十七， 日本食に関する件(中略)

在日イエズス会員が，日本食を摂るべきか否かに

ついては，意見が一致しなかった。当時，仏僧が肉

*長崎県立農業大学校畜産学科 (y可iMatsuo)

も魚も食べていないにかかわらず，イエズス会員が

豚や牛の肉を食べることは，日本人の嫌悪するとこ

ろであった。彼等は修院内に豚や山羊を飼育し，牛

を屠殺し，その皮を吊して乾燥し，さらにそれを売

却した。そのようなことは中国人だけが行うことで

あり， 日本人はそれを軽蔑していた。(中略)

一方，ヨーロッパ人は， 日本風の食事に馴れず，

宣教師達，ひいてはキリスト教の信用を失墜する結

果ともなった。ヴ、ァリニャーノは，これに対し，コ

リント前書(八の十三)の， rもし，食物，わが兄弟

を蹟かすならば，我は兄弟を顕かせざらん為に，い

つまでも肉を食せじ」という句を引用し，日本人の

側からの非難を克服する為には，在日イエズス会員

は日本食を摂るべしと裁決した。そしてこの目的を

果たすために六ヵ条を指示し，なかんずく，豚，小

羊の飼育，牛の屠殺，その皮の乾燥と売却，以上の

ことを日本のイエズス会は，場所のし、かんを間わず

厳禁する。家禽の飼育は，鶏，鴨等は隔離した囲い

の中で，修院に入れぬという条件で許可する。殿に

も今後はヨーロッパ風な食事を供さぬようにせよ。

但し，ポルトガル人との交渉がしばしば行なわれる

地方，すなわち，日本人がそうしたことを見馴れて

いる長崎，口ノ津，豊後等の地区を除外する。宣教

師の食事は，米，汁，二つの日本風の莱，食後の果

物とするが，また適時，酒や茶を出しでもよい。」

ヴァリニャーノの決定によれば，宣教師が牛肉や

豚肉を自ら食べることや日本人に提供することを

禁じたが，海外との貿易港である長崎，口ノ津(南

島原市口之津町)などでは， 日本人への饗応も含め

牛肉，豚肉などを食べることができたとされる。こ

の文書の中にイエズス会員(宣教師)の飼育するヒ

ツジやヤギが出てくることから，彼ら南蛮人が中国

や東南アジアから日本へヒツジやヤギなどを持ち

込んだ可能性がある。

ヒツジやヤギの用途として肉が考えられるが，

『日葡辞書(土井ら訳uには rnicu【肉]XiximuraJ 

以外に，同じ発音で rnicu【ニク] (持羊):野生の

0369-5247/14/￥500/1論文/JCOPY
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山羊」も集録されている。このニクは，寺島良安の

『和漢三才図会』には「鹿羊持羊[和名は加万之

ノト] [俗に匁久という] I本草網目 J(獣部，獣類，

鹿羊)に次のようにしづ。鹿羊は羊に似て青色。毛

は粗い。両角は短く、小さくて節がある」とされ，

ニクは衿羊(カマシシ，アオシシ，クラシシ，カモ

シカと同じ)である。ニクの名からカモシカの肉は

人が食べていたことが示唆される。さらに，日葡辞

書にはニク以外に， INhuracu (乳酪]非常においし

い乳汁の一種JINh判官 [乳汁]乳(文語体)J INhumi 

[乳味]Chino agiuai (乳の味はひ)すなわち， Amaqi 

agiuai (甘き味はひ)，乳汁。例:Nhumiuo nomu (乳味

を飲む)Jとあり，これが牛の乳か，ヒツジやヤギ

の乳かはわからない。

江戸時代になり，広川狩の『長崎聞見録』には「阿

蘭陀屋舗は，長崎出嶋にあり 。常に高き旗を立て白

じるしとせり 。門内へ入れば，家猪里子牛羊の類を，

はなちて飼置たり」とされ，オランダ商館にはヤギ

やヒツジが放ち飼いされていたようである。漢洋長

崎居留絵巻の蘭館図や川原慶賀の唐蘭館絵巻の動

物園図にもヒツジやヤギが描かれている。

日開館図の一部(漢洋長崎居留絵巻)

長崎歴史文化博物館所蔵

動物園図(唐蘭館絵巻)

C.P.ツュンペリーの『日本参府随行記~ (1776年)

には「羊や山羊はいない。 山羊は耕作地を滅茶苦茶

にしてしまうし，当地では木綿や絹が羊毛の代用を

はたしている。私のオランダ商館滞在中に，数人の

日本人が何頭かの羊を連れて出島にやってきたこ

とがある。何年間も預かっている羊であるという 。

預けたのはパダビアへの旅に出たあるオランダ商

館長であるが，とうとう商館長は戻ってこなかった

のである。j とあり，ツュンペリーは外国人だから

ヒツジやヤギを知っているので，長崎以外の参府の

道中ではヒツジやヤギはいなし、か少ないようである。

3. 室町時代 後 期以降のヒツジ

(1)ヒツジとは何か

古賀十二郎の『外来語集覧』には，ヒツジをポノレ

トガル語(スはスペイン語)で「カブラ cabra [ス]

cabra。名詞女性，ゃぎ，野牛(牝)Jと「カブラン

cabrao [ス]cabr加。名調男性，やぎ，野牛(牡)J 

とあり，ヒツジ肉として， Iカルネイロ carneiro[ス]

carnero。カルネ「南詞雑解」羊，羊の肉，羊肉。「南

詞雑解」に「カノレネ」とある。これはカノレネイロの

カノレネのみを発音したものに外ならぬのである。」

とされる。

『天草版伊曾保物語』には FitcUJlとあり，イエズ

ス会で編集された日:葡辞書には IFit問 i[羊]Jが

記載され， IFitcuji-cai [羊飼]羊を飼う人，すなか

ち羊飼J，IFitcujino a卯 mi[羊の歩み]Quoin (光陰)

に同じ，時，時間Jとある。羊の歩みは浬繋経に由

来するとされ，屠所に引かれていく羊の歩みのこと

で，転じて，次第に死期の近づくことと関連して光

陰，時，時間などの意味がある。平安時代の紫式部

の源氏物語の浮舟に「ひつじのあゆみよりもほどな

き心地す」とあり，中古よりこの言葉は使われている。

未の時刻は正中を過ぎて夕方に向かう時刻であり，ヒ

ツジの名前起源説のーっとされる，自社と関連させ

て，未をヒツジとしたかもしれない。

人見必大の『本朝食鑑~ (1697年)には以下のとお

り記述される。ただし，当時の日本人にヒツジとヤ

ギの判別ができたかはわからない。

「羊(和名は比豆之)[集解]近世中華より来たが，

まだ蕃息していない。その状は，頭 ・身相等しく，

毛は短い。惟一両だけが公家で牧われ，これが数十

頭になっている。それ故，人もこれを食べることは
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希である。偉これを食べた者の謂うに I肉は軟ら

かく味は美い。能く虚を補う」というが，予は食べ

ていないので，その主治については詳らかでない。

牧家が戯れに紙を与えれば，羊は喜んで紙を食べる。

然ども，これは常の食物ではなくて，たわむれに食

べるだけなのである。」

ヒツジの肉は軟らかく味が美いとされる。本朝食

鑑にはヤギは紹介されていない。

寺島良安の『和漢三才図会』の「羊[和名は比豆

之JJの項には有角有髭の現在のヤギのような絵が

描かれ，以下のとおり記述しである。

11本草綱目J(獣部，畜類，羊)に次のようにしづ。

羊の字は頭角と足尾の形を象つである。(中略)羊

の子を吉宗という。(中略)江南に産するものを呉羊

といい，頭身相ひとしくて毛は短い。秦普地方に産

するものを夏羊といい，頭小さく身体大きくて毛は

長い。二歳になると毛を勇ってそれで遺物にする。

これを綿羊という。どの羊もみな苧んで四ヵ月で生

まれる。日に神なく腸は薄くて曲りくねっている。

家畜の中では五行の火に属し，それで繁殖しやすく

本性は熱である。易の卦では先に属している。それ

で外柔で内向IJ。性質として湿を悪み燥を喜ぶ。鈎吻

草を食べると肥え，仙茅を食べると脂肪がつき，仙

霊牌を食べると淫け，蹴蝿を食べると死ぬ。このよ

うな物理の宜忌は人智では推測できないものがあ

る。皮は極めて薄く，南蛮ではこれに字を書く。羊

の外腎を羊石子という。(中略)思うに，中華から

到来し飼っているがまだ繁殖しない。たわむれに紙

を食べさせると喜んで、食べる。」

ここでもヒツジとヤギの判別がはっきりしない。

その他，和漢三才図会の羊の中に大尾羊，古月羊，地

生羊，績羊などが紹介される。

石崎融思の『長崎古今集覧名勝図絵』には牡牝と

も毛が長く，綿のような巻毛があり，有角有髭(牝

は無角)のメリノ一種のヒツジのような絵が描かれ，

「羊，蘭語志加津夫ト云。牡牝共毛長ク如綿。程サ

野牛ニ若手シ。又巻毛有一口毛織以此毛製ス。又加綿ノ

織之羊毛織是也。性至市静也。角平長シ，食物喰草。

一同口貯咽坑折々取出、ン食ム。不断物ヲ喰ム如夕日ヲ

動ス也。蘭人ノ食用也。」と記録される。(口は解読

不能，以下同じ)

外来語集覧には，オランダ語でヒツジ(志加津夫)

を「シアカブ，シカープ，シカップ schaap羊」と

ある。大きさは野牛と同じくらいで，毛織物などは

この毛で作られる。性質は静かで，角は平らで長く，

草を食物とする。草を飲み込むと貯め込み，再び取

り出して食う，そして絶えず食うが如く(ニレカム，

反容s)口を動かしている。

(2)ヒツジ肉を喰う，乳を飲む

本朝食鑑には I(羊)肉[気味]昔から謂われて

いることに，甘，大熱，無毒。(中略) [主治]五労

七傷を補う。然ども，予はまだ試していない。惟俗

称に拠っておいた。」とあり，著者人見必大はヒツ

ジ肉を食べていないようである。

和漢三才図会に，羊には「肉[苦甘で大熱]虚労

を治し，中(牌胃)を補い気を益レ心を安定させ，小

児の驚痛を止める。」とある。

長崎は中国との幕府公認の貿易港ともされ，長崎

に来た清人(中国人)の風俗を記録したものに長崎

奉行中川忠英の『清俗紀聞II(寛政十一 (1799)年頃)

があり，ヒツジの煮込料理が紹介されている。

「羊弟ヤンロウ 羊の肉を一塊り二斤ほどずつにし

て水にてよく煮熟し，汁を去り肉をよくあらい，大

根，生美，葱をくわえ，醤油，酒にてよく煮込み，

骨を去りて冷めたる時，薄く切り用ゆ。酒七分，醤

油三分の配法。もっとも，煮えがたき時は酒ばかり

入れて煮じゅくし，醤j由は肉煮えたる上に加うな

り。」

「芸」とあることから子ヒツジを用いたのかもし

れない。同書には「羊肉ヤンジョ 前の羊莱のごと

く煮込み，山薬をくわう。」とある。中国系料理で

山薬とはヤマイモであり，このように長崎でも卓被

料理として出されたかもしれない。

和漢三才図会には，羊の「乳[甘，温]虚労を治

し，心肺を潤し，乾えずきおよび反胃を治す。蜘昧

の暁毒を解する。(中略)羊乳を蕃語で介伊辞とい

う」とある。介伊辞はけいし(けいじ)と思われ，ポ

ルトガル語の queijoと考えられ，チーズである。外

来語集覧には「ケイジュ」とあり， I羊の乳味(出

典:阿蘭陀外科書)Jとある。後藤梨春の『紅毛談』

の「けいしぼをとる(牛酪)Jのけいしがあるが，

少し異なるようである。

4. 室町時代後期以降のヤギ

(1)ヤギはシパヤギか

天草版伊曾保物語には Yaguiuとあり， 日葡辞書
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には rYagui首[野牛]Nono vxi(野の牛)牡山羊ある

いは牝山羊Jと集録されている。ヤギ関連の言葉は

ブタ同様に室町時代後期頃から出現し，日葡辞書の

頃はヤギという言葉はなく，ヤギュー(ヤギウ)と呼

ばれていたことが知られている。

大槻文彦の『新編大言海』にヤギを野羊とあり，

「朝鮮音ノ羊(ヤング)ノ略伝カ，或ハ云フ，野牛ノ

音カト」とされるが，ヤギ語源が朝鮮音ヤングyang

であれば，朝鮮在来ヤギとの関連も示唆される。『長

崎県方言辞典』にはヤギをヤンキ¥ヤン，ヤンギィ

などが集録され，平山輝男編著の『現代日本語方言

大辞典』にも高知と和歌山でヤンギと集録されてい

る。ヤングがヤンギ，ヤンギィなどと長崎で呼ばれ，

野牛(ほかに野羊，山羊及び羊牛など)の漢字をあてた

と推定される。そのうち，大槻説に従えば，日葡辞書

では野牛の音から Ya伊 iu(やぎう(1古今要覧稿J)) 

となり， 18世紀頃に，ヤギウの「ウJ，あるいはヤン

ギの「ン」を省略して，ヤギとしたのかもしれない。

ジョン・セーリスの『日本渡航記11(1613年)には

以下の記述がある。

18月28日 (中略)鶏はたくさんある。鹿も同様

で，赤いのと淡黄色との両方がある。野猪や，野兎

や，山羊や牝牛などもある。(中略)。彼らは予等が

こちらでやるように牛と馬で鋤惣する。予等のかの

地滞在のとき予等は最上の牝鶏と維とを n~3ペン

スで買った。はなはだ肥えて大きな小豚が 1頭 12

ペンス，肥えた大豚が 5シリング，予等のウエール

ズ産のラント Runtsのような良い牛肉が 1ポンド 16

シリング，山羊が3シリング，米が半ベニイである。J

平戸と考えられるこの地ではヤギがおり，外国人に

ヤギを供給できたとされる。しかし，ヒツジは記載さ

れていない。値段の差が家畜の質なのか量によるのか

不明であるが，山羊よりも肥えた大豚が高価である。

和漢三才図会には， 1山羊野牛源羊j の山羊をヤ

ギではなく，ヤマヒツジと読む。そして，現在の有

角のヤギのような絵が描かれ，以下のとおり記述し

ている。

11本草綱目J(獣部，獣類，山羊)に次のようにい

う。山羊[原野にいる羊である。それでこう名づけ

る]は持羊に似て色は青。大きさは牛ぐらいで死ぬ

までよく闘う。角は長く，ただ一辺にだけ節がある。

節も疎大で，薬用にはできない。鞍橋(馬具)に作る

ことができる。皮は厚く硬い。」

これは引用かもしれない。同書では，粍牛を 11本

草綱引(獣部，獣類，粍牛)に次のようにいう。

粍牛は野牛である。(中略)思うに，野牛は中華よ

り肥州の長崎に来る。たまたま見かけるが繁殖しな

い。Jと記述されるが，山羊を野牛とも書かれてお

り，粍牛が山羊と同じものかどうかは，項目が分か

れており，同一書内でも判断できない。

長崎聞見録に野牛(やぎう，山羊)として有角のヤ

ギの絵があり，絵の中に「野牛羊の類なり。漢名

未詳。野牛和名也。Jと記録され， 1野牛は唐人蛮人

食料とするなり。稲佐立山辺に飼ひおきて，唐人蛮

人にうる事なり。其かたち犬に三倍す，ぶたに比す

れば甚小きものなり。」との解説がある。その大き

さ(比較は柴犬か)からシパヤギかもしれない。

司馬江漢の『江漠西遊日記』には天明八(1788)年

十一月のこととして，ヤギの飼養地が以下のとおり

記録される。この頃からヤギウではなく，ヤギと呼

ばれている。

「五日 天気。亦々平戸屋しき三平治方へ参る。酒，

吸物を出す。亦鶏肉を食ふ。皮骨共に切たる者なり。

江戸の鶏肉は皮むき，皮至てコハシ。骨至てかたし。

肉も筋多くして剛。愛にては食ひたるは魚の煮たる

如く，箸にて肉骨を能く離る。肉至てやわらかなり。

帰りて(吉雄)幸作に話しければ， 1何んぞ鶏にかわ

ることなし。酒にて半時煮たる者Jと云。浦上にて

売るなり。五文銭を出せば羽を引てうる。此浦上と

云処は，ヤギ，家，ニハ鳥を飼売るなり。」

この浦上(現長崎市)がかくれキリシタンが多く

いたところである。そこではヤギ，ブタ，ニワトリを

飼い，そして売っているという。ここで洗家(と畜)

があっていたことが文書(1文献にみる長崎の江戸

時代のと畜についてJ参照)に残されている。ヤギや

ヒツジのと畜の状況はよくわからない。ヤギは外国人

には生体で売っていたような雰囲気がある。

橘南鄭の『東西遊記11(寛政十(1798)年頃)の家猪

の項に以下のとおり記録している。

「長崎にたまたまやぎという獣あり。其形羊に似て

色黒く，毛ながきもの也。薩州鹿児島にも是あり。

隅州の内にはやぎの牧ありて，多く育てりという。

何の用になすものにや知らず。打見たる所は，唐めき

ておもしろきもの也。南都の町々，軒下に鹿猿多く

人になれたるがごとく，国々土地々々にて禽獣にも

かわりあり。」
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また，長崎古今集覧名勝図絵には有角有髭のシパ

ヤギ風の絵(ヤギ三頭)が描かれた阿蘭陀野牛も以

下のとおり紹介されている。

「阿蘭陀野牛，蘭語保目旦(具か)ト云。蘭人食用之

獣血。毛色品々有。白多シ子ヲ多ク産ム。臭気至而甚

人衣ニ惇深市口口口食ニ同ニ。咽坑ニ貯置折々取出喰

之於是。不口物ヲ喰フ如シ程尺犬ヨリ少シ大也。乳汁

諸人呑也。諸病ニ可也。欝症ノ人別而功能有。口ニ

歩ミ駆口ナシ。寛々静也。暗声人見之悲嘆ニ似タリ。」

オランダ語で保目旦とあり，外国語集覧に「ホロ

タン horentoom阿蘭陀野牛(I長崎古今集覧名勝図

絵J) Jとあるが，保呂具の可能性もある。同書に

は，オランダ語でヤギを「ボック bokやぎ，野牛，

山羊」とされ，保呂具bok(やぎ)かもしれない。

九州南部，奄美群島，沖縄諸島などにカンビン・

カジャン系の肉専用種で日本在来山羊トカラヤギ

が知られており，それとほぼ同系統である在来種シ

パヤギは，長崎西岸及び近くの島に肉用として古く

から飼養され，シパヤギとも呼ばれている。体格は

小さく 20~25kg，被毛は主に白色が多く，たまに黒

の刺毛，褐色など様々である。牡牝とも有角で体質

は強健で、周年繁殖で多産，粗放な飼養管理にたえる

と言われている。

1962年の野沢謙らの調査によれば，五島列島(若

松町中心)及び長崎西海岸一帯(外海町中心)に散在

するカトリック教徒の孤立部落に「芝山羊(柴山

羊)Jと称する未改良で，肉専用山羊が飼われてお

り，血液型及び毛色遺伝子を指標とした集団遺伝学

による分析・調査が行われている。京都大学霊長類

研究所の「山羊の品種分化に関する遺伝学的研究」

によれば，沖縄肉用山羊，シパ山羊及び韓国在来山

羊などの遺伝的な差異は極めて少ないことが知ら

れており，シパヤギが島伝いに南から北上し(韓国

在来山羊となっ)たのか，反対に朝鮮半島から日本

に伝来したかはわからない。

(2)ヤギ肉を喰う，乳を飲む

和漢三才図会には， I山羊野牛叛羊」として， Iそ

の肉は頗る肥えている。大小の二種あって大きいも

のは角は環のように廻っていて，肉は百斤にもな

る。」と記述している。肉が 60kgになることから白

色の大きなヤギ(シパヤギではなし、)であると思わ

れる。『庖厨備用倭名本草~ (群書類従より抜粋)に

は I羊ハ熱病天行病癖痔此等ノ病後ニハ食スベカ

ラズ。白羊黒頭，黒羊白頭，濁角羊，此類皆食スベ

カラズ。銅器ニテ煮タルハ毒アリ。食スベカラズ。」

とある。

シーボルトの『日本』には， I日本の諸都市のう

ちで貿易都市長崎は，この数世紀にわたって中国人

が不当利益をあげる市場であり，・・・人々は豚肉，

山羊，家禽をこの国のどこよりもたくさん食べる。」

とされる。

森島中良の『紅毛雑話』の中に，大槻玄沢が長崎

で紅毛の卓被料理を食べ，その料理の一つに， Iブ

ラートルボック 野牛の股丸やき」というものが

あった。ブラートルはbraadaal(焼いたもの，フライ

にしたものにボックは bok(やぎ)である。

遊学者がヤギを食べた例である。『江漢西遊日記』

の天明八 (1788)年十一月には「六日 曇る，寒し。

朝起き，勝手の方を見るに，皆何にもかもおらんだ

風なり。夫より二階に登り，イ奇(椅)子により，ヤギ，

小鳥を焼て，ボウトルを付食ふ。飯のさい(菜)，ヤ

ギに油，醤(油)を付焼く。」とあり，司馬江漢が止

宿した阿蘭陀通詞吉雄幸作(幸左衛門耕牛)の家で

は朝から，油や醤油で付け焼きされたヤギ(ブラー

トルボックか)があったらしく，それにバターを付

けて食べたとされる。そして，オランダ風の食事が

なされていたと，彼は大いに驚ろく。

長崎聞見録に野牛(山羊)の項に， I味ひもまたぶ

たに及ばず。しかれどもいたって温物なれば，噌もの

多きをもって，ぶたよりも高価なり。毛色はみな白色

なり。よく人に馴て食ふには忍びざるものなり。」と

記録され，その様子からシパヤギかもしれない。

長崎の稲佐や立山周辺ではブタ以外にヤギ(野牛

(山羊))が飼われ，中国人，オランダ人の食料とす

る。味は豚に及ばないにも関わらず，噌好があり，

豚よりも高価とされる。中世ヨーロッパで、も老齢で、

使役後の牛よりもヒツジやヤギが高価であったと

される。その料理の様子は花月蘭人奉行饗宴図のオ

ランダ、人側のテーブ、ルにヤギの丸焼き(ブラードル

ボックか)のような料理が確認される。

『八億卓燕式記』の大碗頭八品(卓被料理)の中に，

ヤギ料理があり， I羊見 ヤギト云獣ナリ全体ニテ

熱湯カケ庖丁ニテ逆ニ毛ヲコソゲ落、ン腸ヲ除キ清水

ニテ煮ナリ煮へアガリタルトキ醤油瞳少加ルナリ

客へ出ス時焼酎ヲ多ク入引出其ノママニテ出ス各

調和シテ食ス」とされ I見」とされ子ヤギである。
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花月蘭人奉行饗宴図

ヤギ料理と考えられるもの

(花月蘭人奉行饗宴図の一部)

永松実の「発掘された食文化の洋風化について」

には，長崎市万才町(旧大村町)の町年寄高嶋宅及び

上町の日行使松尾家の遺跡からヤギの骨が発見さ

れており，出島だけではなく，長崎の町の中でも市

民にヤギが食べられていたことがわかる。

長崎古今集覧名勝図絵の阿蘭陀里子牛には「乳汁諸人

呑也。諸病ニ可也。欝症ノ人別而功能有。」とある。

松浦静山の『甲子夜話』巻十八には牛乳の話の後に，

「長崎辺に而は野牛の乳を薬餌に用ふるもの多く

御座候。」とあ り，長崎では牛乳以外に薬用として

ヤギの乳も利用されていることがわかる。

5 . あとがき

一般にヤギやヒツジは明治時代から日本で飼養

されたとされるが，沖縄，鹿児島，福岡，紀州，伊豆

大島などの文献では、それ以前よりヒツジやヤギを

自司ったと思われる。なお，この時長崎でヤギが飼わ

れていたことは文献で確認できるが，それがシパヤギ

であるかはわからない。かくれキリシタンの集落

シパヤギの子(長崎県牟農林技術開発センター)

(長崎浦上を含む)にシパヤギが飼われていたとの

伝承(野沢謙らの調査報告)などがある。
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