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近代の我が国において日常化した和風ジャガイモ料理の特徴とその変容
Characteristics and Transformation of Japanese-style Potato
Dishes in Modern Japan
This study aims to elucidate the development of potato cooking in modern Japan. The potato
was introduced into Japanese cooking only during the Meiji period. However, potato production
rapidly increased from the late Meiji period into the Taisho period, continuing to increase during
and after World War II.
This paper utilizes “Nihon-no Shokuseikatsu Zenshu” as source material and further
investigates the conditions of potato production and consumption from the end of the Taisho period
to the beginning of the Showa period. It also examines the dishes’ names, regions, ingredients,
flavorings, and cooking methods. Furthermore, based on chefs’ comments, it analyzes the methods
of potato acquisition, flavor evaluation, and cooking expectations.
The paper clarifies the following:
1) Western-style cooking was only found in urban areas and surrounding villages.
2) Villages generally employed Japanese-style cooking and potatoes were often used as a seasonal
substitute for taro.
3) Potato usage differed from taro in that potatoes were cooked with various types of meats and
were often grated or mashed.
These findings indicate that such unique methods of cooking potatoes contributed toward the
development of potato dishes in modern Japan.
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1 . はじめに
イモ類は穀類と野菜の中間的な性質を有し、エネルギー源あるいは副食の材料として食生活に欠か
すことのできない食品である。現在我が国で食べられている主なイモ類には、ジャガイモ、サツマイモ、
サトイモ、ヤマノイモがあるが、現在ではこのうちジャガイモが生産量・消費量ともにもっとも多い（消費
量 1 人年間 3548g , 購入金額 762 円 1 ））
。ジャガイモは消費量が多いばかりでなく、肉じゃが、コロッケ、
ポテトサラダ等多様に調理され現在の食卓を彩っている。しかし歴史的にみると、我が国におけるジャガ
イモの普及は他のイモ類に比べてもっとも遅く、本格的に導入されたのは明治時代に入ってからである。
4 種のイモ類の歴史はそれぞれ異なる。ヤマノイモは日本原産、里芋は稲作以前に大陸から伝来し
たイモであり2）、いずれも古くから儀礼食の材料として用いられている。一方、ジャガイモ・サツマイモが
わが国に伝わったのは 1600 年前後である 2 ）。このうちサツマイモは江戸時代後期には一般的な食品と
なり、江戸市中には焼き芋屋が登場 3 ）、1789 年にはサツマイモ料理だけを集めた料理本「甘藷百珍」
も刊行された 4）。一方、ジャガイモは江戸時代の料理本には登場しない。飼料あるいは救荒作物として
東日本山間部を中心にわずかに作られるに過ぎなかったとされる。
しかし近代の幕開けとともに、ジャガイモは新しい西洋蔬菜と位置づけを変え普及が進むことになる。
明治 5 年にはわが国初の西洋料理本『西洋料理通』が刊行されたが、その中には「爪哇芋（じゃが
たらいも）の散肉（ちらし）」
「ベーキドコットスープ（焼鱈）」
「ミートパイ（肉菓子）」等のジャガイモを用
いた西洋料理が掲載されている。
『三田育種場蔬菜一覧』
（明治 19 年）によると、明治初期に導入・
試作されたジャガイモ品種は 37 種類にのぼる。このうち優良品種のいくつかは各県へ配布されて、栽
培が勧められた 5）とされる。明治 7 年におけるジャガイモ生産額は、サツマイモの 4％、里芋の 6％に過
ぎなかった（『明治 7 年府県物産表』）ものの、明治時代後期～大正時代に生産量は急増し、大正 5
（ 1916 ）年には 100 万トンを超えるに至った（図 1 ）。その後もジャガイモ生産量は増加の一途をたどり、
昭和 42（ 1967 ）年にはサツマイモの生産量を越え、もっとも多く食べられるイモとなり現在に至っている。

図 1 イモ類生産量の推移
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2 . 本研究の目的
ジャガイモはデンプン原料や加工食品の原料としての需要も多く、栽培や加工技術に関しては膨大
な研究の蓄積がある。しかし家庭レベルでいかに調理され食べられてきたかについては、資料も少なく
ほとんど明らかとなっていない。そこで近現代における生活者のジャガイモ調理の実態およびその変遷
と、これに関わる要因を明らかにすることを目的として調査研究を行っている。
本稿では、このうち大正末期から昭和初期に焦点を当て、当時のジャガイモの生産・消費の実態を
把握し、資料から生活者のジャガイモ調理の特徴を明らかにすることを目的とした。

3. 方

法

農商務統計表・農林省統計表・農林水産省統計表を資料として、ジャガイモおよび他のイモ類の生
産量および作付面積の推移を調査した。また、ジャガイモのデンプン原料としての仕向け量を、馬鈴薯
デンプン生産量より歩留 16％で著者が試算した。馬鈴薯デンプン生産量および歩留値は『北海道の馬
鈴薯デンプン』6）を資料とした。生産量全体からデンプン原料仕向け量を除いた量を、調理に用いた生
食用と考えた。
また当時の食生活の実態を知る資料として、
「日本の食生活全集都道府県別編纂全 50 巻（ 1985 ～
1989 , ㈶農山漁村文化協会）
」およびその CD-ROMを用いた。本資料は世界最大の食データベース
とされており、大正末期から昭和初期の食の実態を知る資料として定評のあるものである。全国約 300
地点で 5000 人の話者から聞き書きが行われ、収載された料理数は 5 万点にのぼる。さらに調理を担当
した話者のコメントも記されており、調理の実態を広く分析可能な点が大きな特徴である。
資料より調理法の記載があるジャガイモ料理を抽出し、料理名・出現地域・材料・調味料・調理法
等を精査した。料理に関する話者のコメントからは、イモの入手方法・調理した動機・調理の工夫・食
べ方・おいしさの評価・料理に期待した事柄等について分析を行った。里芋料理、サツマイモ料理に
ついても同様に分析し比較検討を行った。
同時にすべての取材地の属性を調査した。各取材地の家庭の生業および生活スタイルに関する記
述をもとに、取材地を都市部・農村部・漁村部・山村部に分類し、属性を踏まえて考察を行った。

4 . 結果および考察
1）ジャガイモの生産量および消費量
明治・大正期におけるジャガイモの作付面積は、図 2に示すように全国的に拡大の一途をたどってい
た。明治 33 年にはごくわずかしか作付けがみられなかった西日本においても、明治 43 年になると作付
けが広がり始め、昭和 5 年には地域的にも量的にも拡大している。大正末期から昭和初期には、ジャガ
イモが一般的な作物として広く栽培されていたと考えられる。
普及の背景要因は地域によってさまざまであり、たとえば山梨県鳴沢村では、明治以降、稗などの雑
穀に代わってジャガイモおよびトウモロコシの作付けが拡大したとされる 7 ）。また横浜・神戸・長崎では、
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外国船の入港にともなう外国人の食料あるいは航海用食料としての需要により、明治初期から周辺に
ジャガイモ栽培が広まった 5 ）とされる。普及に関わるこうした背景要因の違いは、ジャガイモ料理の食べ
方の違いを示唆するものである。
ジャガイモはデンプンや加工食品の原料としての需要も大きく、現在では全生産量の 34 ％がデンプン
用、21 ％が加工食品用に仕向けられている 8 ）。1880（明治 15 ）年に北海道で始まったデンプンの商業
生産は、第一次世界大戦に伴う輸出拡大等により1918（大正 7 ）年にピークを迎え9 ）、デンプン原料とし
ての用途開拓が栽培を押し上げたとされる 10 ）。家庭レベルでのジャガイモ利用を考えるには、このデン
プン原料仕向け量を除いた生食用生産量を把握する必要がある。著者試算の結果、大正末期から昭
和初期においては、全生産量約 100 万トンのうち約 40 ％がデンプン原料に仕向けられており、これを除
いた約 60 万トンを生食用とみなすと、その量は里芋とほぼ同量となった。
大正末期から昭和初期には、ジャガイモが一般的な食品材料となり、古くから食べられてきた里芋と
同程度の量が利用される状況であったことが明らかとなった。

図 2 ジャガイモの作付面積の推移

2）料理の件数と出現地域
ジャガイモ料理の出現地域は全取材地 308 地点中 160 地点、調理法の記載がある料理数は 344 件
であった。図 3 に示したように、料理件数および地域数は里芋・サツマイモより若干少ないものの、全
国各地で広くジャガイモ料理が出現している。これは、江戸時代まで限られた地域にしか食べられて

図 3 イモ料理の出現数と出現地域
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いなかったジャガイモが、明治初年から数十年の間に全国的に普及し広く食べられるようになったことを
示すものである。前述した栽培の普及により入手しやすくなったことは要因のひとつと考えられるが、食
べるには調理が不可欠である。そこで、当時のジャガイモの調理法および食べ方の実態について詳細
な検討を行った。
3）料理の形式
主な料理の様式には、和風、洋風、中華風

表 1 洋風料理の分類基準

がある。上述のように、ジャガイモは明治以降西
洋料理の導入とともに普及が進んだ経緯がある
ことから、まずすべてのイモ料理について洋風
料理の抽出を試みた。洋風料理の分類基準を
作成し（表 1 ）
、これに該当するものを洋風料理
に分類した（表 2 ）。洋風料理はジャガイモのみ

表 2 料理の形式による分類

で抽出できたが、その件数はわずか22件であっ
た。里芋・サツマイモに洋風料理は 1 件も認め
られなかった。また同様に調査した結果、中華
風料理はいずれのイモにもみられず、洋風以外
のすべての料理は和風料理とみなせた。
4）洋風料理の普及
洋風ジャガイモ料理の内容および出現地域を図 4 に
示した。出現地域は、都市部が大半を占め、農村では
近郊農業を行っている東京周辺の川崎市・東久留米
市および熊本市近郊、それ以外の農村から出現した
のは北海道十勝のみであった。図 5 に示すように、都
市部は全取材地のわずか7％の22地域であったが、こ
のうち9 地域で洋風料理が出現していた。一方全体の
7 割を占める220 地域の農村ではわずか 4 地域から出
現したにすぎず、洋風料理を作る地域の偏りが顕著で
あった。
しかも調理を担った話者のコメントには、表3に示す通

図 4 和風ジャガイモ料理の出現地域

り「ごくたまに作る」
「珍しがられる」等、洋風ジャガイモ
料理を作っていた地域においても決して日常的な料理
ではなかった実態が認められた。また農村部において
は、都会の奉公先・近所の人・女子青年団等で教わっ
て作るようになった等、作るようになったきっかけが明確
に語られており、特別な料理であることがうかがえた。
以上のように、洋風ジャガイモ料理の普及は、量的にも
地域的にもきわめて限られていたことが明らかとなった。
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図 5 取材地域の属性

この結果は、材料をジャガイモに限定して調査したからなのだろうか。それともジャガイモに限らず洋
風料理全般についても言えることなのだろうか。これを明らかにするために、材料をジャガイモに限定
せずに洋風料理全般についても同様の調査を行ったが、出現地域はジャガイモの洋風料理とほぼ同じ
で、都市部で 1 地域、農村部で 1 地域が加わったのみであった。明治初年から数十年が経過したにも
関わらず、洋風料理自体の普及がいまだ限定的であったことが明らかとなった。
今田 11 ）は、昭和初期の都市生活者の間には和洋折衷型の食事が普及しつつあったこと、一方、地
方の農山漁村では従来とあまり変わりない自給自足を大原則とする食生活が営まれていたことを述べて
いるが、本資料にみられる洋風料理の普及実態も同様の傾向がみられる。洋風料理の全国的な普及
は戦後の高度経済成長期を待つことになろう。この点はジャガイモ料理の変遷を調査する過程で明ら
かにしていきたい。
表3 洋風ジャガイモ料理に関する調理者のコメント例

5）和風ジャガイモ料理の特徴
わずかにみられた洋風料理以外はすべて和風料理とみなすことができた。新しい食材であるジャガイ
モが従来の和風料理の中にいかに取り入れられていったのか、以下の3つの観点から調査した。
① ジャガイモを用いた動機
話者のコメントから、ジャガイモを材料として用いた動機を収集した。動機としてもっとも多かったのが、
「里芋の代替利用」である（表 4 ）。
「里芋のあるときは里芋、ないときはじゃがいも」
「夏はじゃがいも、
秋冬は里芋」のように、季節によってジャガイモと里芋を同じ料理に使い分けて用いている。
そこで、ジャガイモ料理・里芋料理すべてについて、料理を作る季節を調査した。その結果、図 6に
表4 ジャガイモを用いた動機に関するコメント例

図 6 料理の季節別出現数

6

示すように、ジャガイモは夏、里芋は秋冬に料理数がもっとも多かった。ジャガイモの主たる収穫期は
初夏、里芋は晩秋であり、それぞれの収穫期に料理が多く作られていることが分かった。ジャガイモは
古くから食べられてきた里芋の季節代替として和風料理に広く取り入れられた側面があると考えた。
② 調理法
和風料理には煮物、汁物、揚げ物、和え物などさまざまな調理法がある。調理の手法に着目してイ
モ料理を分類し、結果を図 7 に示した。ジャガイモおよび里芋では、煮物および汁物が全体の 6 割強を
占め、手法的にも両者が同じように使われていたことが示された。

図 7 料理の手法別分類

一方、サツマイモは手法的にジャガイモ・里芋とは全く異なる。サツマイモは甘味を有するために、副
食の材料として利用されにくく、天ぷら、切干等の単独での調理が多いと考えられる。ジャガイモは風味
が淡白であり、他の食材と取り合わせやすい。これが里芋の季節代替の役割を担うことができた一要因
であろう。
さらにここでは手法的にもっとも多かった煮物を取り上げ、その調理法からみた和風ジャガイモ料理の
特徴を明らかにしたい。煮物は調味液の中で食品材料を加熱する調理法であり、和風料理では副食
の基本となるものである。高垣 12 ）は「季節や行事にとらわれない一般的な調理法の特徴は煮物と汁物
が多いことである」と述べており、宮腰 13 ）は幕末大名の日常食の調査において煮物がもっとも多いこと
を報告している。
煮物のおいしさは、食材が有する風味、調味料の味、さらに昆布・かつお節・煮干し等のだし素材
から溶出するうまみ等によって生みだされる。そこで煮物の材料および調味料に着目し、ジャガイモと里
芋の煮物を比較検討した。
材料を精査した結果（図 8 ）
、ジャガイモ・里芋ともに、単独での煮物はわずかであり、野菜類、ある
いは野菜類と植物性食品、あるいは野菜類と動物性食品を組み合わせた煮物がほとんどであった。こ
のうち里芋では野菜類と植物性食品を組み合わせた煮物が約半数を占めた。たとえば煮しめ（和歌
山県紀伊山間）の材料は、里芋、れんこん、にんじん、ごぼう、しいたけ、ささげ、こんにゃくの 7 種類で
あり、
「材料は奇数にする」とされる。のっぺ（新潟県蒲原）では里芋、れんこん、ごぼう、にんじん、こ
んにゃくを主材料にし、
「祝いごとや法事、葬式などで、切り方や野菜以外の材料が異なる」とされる。
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このように材料や切り方に決まりごとがあ
り、行事食として食べられる煮物が里芋
では多くみられた。
一方ジャガイモの煮物では、野菜のみ
の煮物が約半数にのぼった。その内容
を精査すると、うまみを付与するだし素
材の利用は約 30 ％にとどまり、70 ％では
だし素材の利用がみられなかった。だし
素材を用いない煮物では、塩のみ・醤
油あるいはたまりのみでの調味が 90％を
占め、砂糖の利用はわずか 10 ％、酒や

図 8 煮物の材料および調味料

みりんの利用はみられなかった。だし素
材のうま味や、甘味を付与することなく、塩味のみで調理された質素な煮物が多い点で、ジャガイモは
里芋とは大きく異なることが明らかとなった。
野菜のみの煮物の出現地域は東日本山間部が多く
（図 9 ）
、料理を作った話者のコメントからは、
「お
腹がいっぱいになる」
「温まる」等、生理的欲求の充足への期待が収集できた。これは昭和初期に至っ
ても、ジャガイモがエネルギー源としての役割を担っていたことを示す結果である。出現地域では「水田
はなく米は購入する（山梨県富士五湖周辺）
」
「大麦の作付けがもっとも多く、次に小麦、もろこし、そば、
さんどいも（ジャガイモ）
、きみ、あわの順となる。
（群馬県奥多野）」
「水田の面積が少ないのと、気象条
件に恵まれないことから、畑作中心である。ひえ、あわ、そば、きび、それに、いも
（ジャガイモ）
、かぼちゃ
などが中心になる。
（青森県下北半島）」のように米が主食として十分入手できない状況がみられた。
一般庶民が三食米のご飯を食べられるようになるのは、昭和 30 年以降と言われる 14 ）。昭和初期に至っ
ても繰り返し米の凶作が起こり、昭和 9 年の東北大凶作では大きな被害が出ている。こうした状況の中
で、ジャガイモが山間部および寒冷地の基本食料の一つとして機能していた実態が明らかとなった。当
該地域については、地域特有の背景要因および近現代における調理の変遷に関して個別に調査を進
める予定である。
ジャガイモをエネルギー源として期待し食べていた地
域がみられた一方で、都市部や九州では肉類と組み合
わせた煮物が作られていた（図 9 ）。用いた肉類を精査
すると、里芋では鶏肉のみと組み合わせていたのに対
し、ジャガイモでは鶏肉のほか、豚肉および牛肉との組
合せもみられた。これは里芋の代替利用を超えたジャガ
イモ独自の新しい和風料理であり、現在では「おくふろ
の味」の定番である「肉じゃが」につながる料理である。
調理を担当した話者のコメントには、表 5 に示すとおりお
いしさへの期待が述べられていた。同じ煮物であっても、
地域によってその内容には格段の差があり、食生活にお
図9 ジャガイモの煮物の分布

ける地域・経済格差の一端を垣間見ることができた。
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表5 肉類と組み合わせた煮物に関するコメント例

油脂もまたおいしさに寄与する材料である。料理に油脂特有の風味やなめらかさを与え、不味成分
を感じにくくする効果もある。煮物における油脂の使用割合は里芋の 4 ％に対しジャガイモは 11 ％にの
ぼった。ジャガイモは風味が淡白であるために、肉類や油脂と一緒に調理することでおいしさが引き立
つことが知られている。当時の庶民が新しい食品材料であるジャガイモの特性を知り、よりおいしく食べ
るための調理法を選択・工夫していたと考えてよいだろうか。この点に関してはさらなる検討が必要で
あるが、肉類との組み合わせおよび油脂の使用において、ジャガイモ料理独自の特徴を明らかにするこ
とができた。
③ 調理操作
ジャガイモの主成分であるデンプンは貯蔵細胞内にデンプン粒として存在している。加熱調理によっ
てデンプンは糊化し、デンプン粒は細胞内で大きく膨潤する。この内部からの圧力によって細胞は球状
に近くなるため、細胞どうしが離れやすくなる。ゆでたジャガイモがほくほくとしたテクスチャーを有するの
はこのためである。またこれをつぶすと、細胞単位で分離し、マッシュポテトのような微粒子間のあるテク
スチャーを得ることができる。搗く・摺るなどの操作を行って細胞を破壊すれば糊化したデンプンが細胞
外に出て粘りが生じる。生のまますりおろして細胞を破壊した後に加熱しても同様である。このように多
様なテクスチャーを簡単に得られることが、ジャガイモの特性のひとつである。
そこで調理法および話者のコメントから、調理操作と仕上がりのテクスチャーについて分析を行った。
その結果、図 10 に示すように、さまざまな調理操作によってテクスチャーの異なる多彩な料理が作られ
ていたことが認められた。
切断して加熱調理する（図 10 a1 ）ばかり
でなく、これをつぶして和えもの（いもかん , 福
島県阿武隈山地 , a2 ）を作ったり、摺って粘
りを出しもち（どったらもち , 北海道松前 , a3 ）
を作ったりしている。生のまますりおろす操作
は、今日ではあまり行われないが、当時は家庭
でジャガイモデンプンを分離し、もち（いももち
のじゅね和え：青森県下北半島 , b1）を作った

図 10 ジャガイモ料理における調理操作

り、デンプン粕を加えた団子汁（せんだご汁：
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佐賀県カトリックの島 , b2）を作ったり、すりおろしてとろみ付け（きゅうりのあんかけ：石川県加賀潟 , b3 ）
に利用したりと、実に多様な調理が行われていた。一方里芋では a1とa2の操作しかみられなかった。
ジャガイモは和風料理に広く取り入れられ、他のイモにはない独自の特性を生かした調理が行われて
いた実態が明らかとなった。ここに今日のジャガイモ料理の多彩さへの萌芽をみることができた。

5 . おわりに
近現代におけるジャガイモ料理の普及には様々な要因が関与しているが、調理の視点から見れば、
ジャガイモが持つ調理上の特性が大きく寄与すると考えている。
その一方で、調理科学会の近年の調査 15 ）によると、北海道・岩手県・青森県等の「いももち」、青
森県の「ごろ煮」
・
「はち巻き」、岐阜県の「いものでんやき」、徳島県の「ころころ」
・
「田楽」などの地域
独自のジャガイモ料理が、現在でも受け継がれ食べられている。食べ物があふれる豊かな時代になって
も、これらの料理が消えずに食べられているのは、文化という側面なくしては説明できない。ジャガイモ
料理の変遷を考えるうえでは、調理特性と共に地域独自の食文化およびそれにかかわる要因も考える
必要があるだろう。
近現代のジャガイモ調理の実態に関する資料収集をさらに進めると共に、上記の観点を含め、ジャガ
イモ普及の背景要因について総合的な考察を進めていくことを、今後の課題としたい。
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