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現在に至る

幕末における日英饗応料理からみる食文化の変遷
幕末に長州藩で振る舞われた日英饗応料理に注目し、この再現を通じて「幕末から現在までの食文
化の変遷」を明らかにすることを大きな目的として研究を行った。本稿では2 つの報告を行う。1 つ目は、
日英饗応料理の再現の取り組みを中心に幕末長州藩における食文化の特徴を、異文化の食と出会い
から明らかにすることである。2 つ目は、毛利家おもてなし献立にあるクネンボ（柑橘類）を、DNA 多型
解析を活用して探索、再生を行うために、史料をもとに長州藩（山口県）における幕末から明治にかけ
てクネンボの生産の状況を明らかにすることである。
日英饗応料理の分析から、毛利家側はイギリス人に配慮した特別なおもてなしを行い、一方キング
提督側は自国の料理でもてなしを行っており、もてなし方に日本とイギリスの文化の違いが認められた。
また、毛利家側がイギリスの知識を吸収しようとすることを感じとることができ、その後の欧米文化の
受容へつながっていく兆しを見ることができた。
一方、江戸時代から明治にかけて、クネンボが長州藩（山口県）で多く生産されていることを明らか
にした。さらに、文献史料を手掛かりとして、山口県内で DNA 多型解析を行って探す方法が、幻と
なった郷土食材を復活させ、地域の食や文化を探求するための発掘方法の一つとして重要になる
可能性を示した。

1 はじめに
食文化は、地域で生産される動植物などの食材をもとに調理加工され、さらに食行動によって形成
される。そして、内的要因、外的要因によって変化していくものである 1 ）。江戸時代は、和食が完成し
たと言われる時代、また、日本の国内で生産されたものを、国内で消費していた時代でもあった。明治
時代に入ると、欧米諸国から、動物性食品や乳製品、野菜類や果実類などが導入され、食材と
ともに料理の多様性が増した。その一方で、忘れられていく品種も多数あった。このように幕末明治期
は日本食文化史の視点からみて、和食に欧米の食が導入され、変化をもたらした「食の転換期」で
あった。
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我々はこの「食の転換期」である幕末に長州藩で振る舞われた日英饗応料理に注目し、この再現
を通じて「幕末から現在までの食文化の変遷」を明らかにすることを大きな目的とし、以下の項目（a）
～
（ d ）に関する研究を行った。
（ a ）日英饗応料理の再現の取り組みを中心に幕末長州藩における食文化の解明
（ b ）DNA 多型解析から、毛利家おもてなし献立のクネンボ（柑橘類）の探索、再生
（ c ）日英饗応料理について栄養学的検討及び食育の立場で学校教育への提言
（ d ）異文化理解の立場からイギリスと日本の食に関わるコミュニケーションの研究
なお、これらの課題のうち、本稿では、おもに（ a ）
（ b ）に焦点をあて、具体的な研究報告を行う。
項目（ a ）においては、日英饗応料理の再現の取り組みを中心に幕末長州藩における食文化の特徴
について、異文化の食と出会いから明らかにすることを目的とする。
一方、項目（ b ）においては、毛利家おもてなし献立に登場するクネンボ（柑橘類）について、DNA
多型解析を活用して探索、再生を行うための基礎資料として、史料をもとに長州藩（山口県）における
幕末から明治にかけてクネンボの生産の状況を明らかにすることを目的とする。

2 研究の背景
2-1 日英饗応料理の再現
食文化の変遷を明らかにするときに最も重要となるのが信頼性の高い史料や記録が現存しているか
である。特に短期間に食文化が移り変わった幕末明治期では、経時的な記述による資料が特に重要
となる。そのため、条件に合う長州藩（山口県）の「英国人三田尻渡来一件」
（山口県文書館蔵）を
基本史料として採用し、調査・研究を行った。
慶応 2 年（ 1866 年）12 月 29日、毛利藩主敬親・元徳父子とイギリス東洋艦隊司令官キング提督
との会見が、三田尻（現在の山口県防府市）貞永邸で行われた。その翌日、キング提督からの招待
により、イギリス軍艦で会見が行われた。この会見は時代的な背景として、1853 年にペリーが浦賀に
来航したのち、長州藩では馬関戦争、下関戦争、薩長同盟、そして明治維新に向かう激動の時代 2 ）
の中での出来事である。この毛利藩主とキング提督の会見は、歴史年表には残らない小さな出来事で
あるが、情報収集と友好を目的としたもので、
「英国人三田尻渡来一件」は幕末に日英双方の会食の
献立を記す貴重な記録である。
時は進み、3 年前の 2018 年は明治 150 年にあたり、防府市明治維新 150 年推進協議会の事業
が行われた。その事業のひとつとして、
「日英饗応料理の再現」の取組みが行われ、その取り組みに
五島が関わった 3 ）。そこで、毛利家のおもてなし献立およびキング提督饗応メニューとして、再現料理
が作成された。再現料理とは、
「幕末の献立を現代の食材や調理技術で再構成したもの」である。
三田尻貞永邸において振舞われた毛利家のおもてなし献立を図 1 に示す。
「英国人三田尻渡来
一件」には献立は記載されているが、具体的な料理のレシピは書かれていないため、料理の再現に
あたっては『原典現代語訳日本料理秘伝集成』4 ）を参考にした。毛利家のおもてなし献立の再現料理
（山口県防府市にある和食料亭桑華苑による再現料理）を図 2に示す。
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（「英国人三田尻渡来一件」
（山口県文書館蔵）から）

図 1 毛利家のおもてなし献立

翌日の宴席の会場は、軍艦のプリンセス・
ロイヤル号である。キング提督の饗応のメニュー
を図 3 に示す。日付は 1867 年 2 月4日と西暦で
書かれており、和暦では慶応 2 年 12 月30日に
相当する。図 4 は、饗応メニューを毛利家側
で翻訳したものである。料理の再現にあたって
は、
『ビートン夫人の家政読本』
（ Mrs. Beeton’s

Book of Household Management, 1861 年に
初版、2010 年改訂版）5 ）を参考にした。これ

図 2 「維新之宴」
（毛利家のおもてなし献立の再現）
（2018年1月31日、桑華苑による再現料理）
（左の皿がクネンボ）

ら資料をもとに防府市生活改善実行グループ
連絡協議会の方々が再現した料理を図 5 に示
す。なお、記載されたすべての料理ではなく、
豆のスープ、ボイルド・チキン、デザート4 種など
一部の再現である。

図 4 キング提督の饗応メニュー（毛利藩による訳）

（防府市生活改善実行グループ連絡協議会による）

図3 キング提督の饗応メニュー

図 5 キング提督の饗応メニュー（一部）の再現
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2-2 クネンボについて
毛利家おもてなし献立に、
「十

みかん 九年母」と書かれている（図 1 ）。クネンボは江戸時代で

はよく知られている一般的な柑橘類であり、九年母、乳柑などと表記されていた。現在、山口県内で
クネンボの名前を知る人は少なく、山口県内でクネンボの原木を見つけることもできない。
クネンボ（ Citrus nobilis var Kunip ）は、岩政正男『柑橘の品種』には、以下のように説明されて
いる6 ）。
【クネンボ（九年母）】
果形は、温州ミカンに似て扁球形で大果。濃橙色を呈し、果皮は厚く、果面は粗い。テレピン油に
似た、特異な臭気がある。果肉も、温州ミカンに似て柔軟多汁。やや酸味が強いが、食味は濃厚。
種子は10 粒内外。白色多胚。1月が熟期。
インドシナ原産で、南支から沖縄を経て日本本土に伝わった。沖縄のクニブ、フニブが鹿児島で
クネブとなり、転じてクネンボとなった。紀州ミカンやコウジとともに、江戸時代までは我が国の主流品
種であった。高温下で良品を産し、沖縄産は特に美味であるという。特有の臭気は、人により好悪
がひどく、経済性は乏しいが、濃厚な味と大果性は、育種の親品種として重要である。
（以上、引用）
なお、ウンシュウミカンは、DNA 鑑定により種子親がキシュウミカン、花粉親がクネンボであると推定さ
れている 7 ）。さらに、クネンボの片親がキシュウミカンであること、つまりウンシュウミカンはキシュウミカンの
子供にさらにキシュウミカンが交配されて生まれたことが明らかになっている8 ）9 ）。

3 結果および考察
3-1 幕末おもてなし料理の日英比較
日英饗応料理の再現を受け、幕末の地誌やイギリスでの資料も参照し検討した結果を表 1に示す。
表 1 日英饗応料理におけるおもてなし料理の日英比較

毛利家（日本）

キング提督（英国）

場所

貞永隼太邸（三田尻）

軍艦プリンセス・ロイヤル号

食卓

和室に食卓を置く

おもな食材

野菜類、魚介類

肉類、乳製品、砂糖

材料の調達

長州藩で生産

英国＋日本で購入

レシピ

想像しにくい

想像がつく

調理方法

煮る、焼く、蒸す

煮る、オーブン焼き

（テーブル）

調味料

（醤油、みりん、酒、塩）

（塩、胡椒、バター）

食器

（漆器、陶磁器）

（シリーズの洋食器）

盛り付け

（銘々皿）

（大皿盛り）

彩り

（華やか）

（地味）
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焼鳥、うさぎがある
刺身でなく湯引き
料理について

イギリス人にとって一般的な

手間と時間がかかる
季節はずれの食材もある

料理でもてなしている

料理を順番に出している
特徴

イギリス人に配慮

自国の方式

「英国人三田尻渡来一件」
（山口県文書館蔵）、「慶応二年丙寅十二月分」
（山口県文書
館蔵）、五島『江戸の食に学ぶ』、HMS Princess Royal, Ship’s Ledger February
1864-August 1867 , National Archives of the United Kingdom, reference
ADM115/777. を参考に作成。

饗応の場所は、毛利家は三田尻（現在の山口県防府市）貞永隼太邸で、和室の畳に食卓を置い
てもてなした。一方、キング提督側は軍艦プリンセス・ロイヤル号である。
饗応料理に用いられたおもな食材は、毛利家側は「野菜類、魚介類」で、一方、キング提督側は
「肉類、乳製品、砂糖」であった。
材料の調達は、毛利家側は、幕末の長州藩で生産されていた食料 10 ）にほぼすべてをみることがで
きる。一方、キング提督側は、軍艦プリンセス・ロイヤル号が 1864 年 3月にイギリスを出港時に、積み込
んだ肉類、小麦粉、干しブドウ、砂糖類などの食材とともに、当時の日本で入手した食材が用いられた
と考えられる。
料理のレシピは、毛利家側は、りんごたまご、ふじはんぺんなど名前だけでは「想像しにくい」ものが
多かったが、キング提督側はロースト・ビーフ、アイリッシュ・シチューなど、現在でも一般的な料理名で
「想像がつく」ものであった。
料理方法は、毛利家側はおもに「煮る、焼く、蒸す」
で、調味料は醤油、みりん、酒、塩であったと考えられ
る。一方、キング提督側は、おもに「煮る、オーブン焼き」
で、調味料は、塩、胡椒、バターなどであったと考えら
れる。
食器は、毛利家側は、漆器か陶磁器、一方、キング
提督側はシリーズの洋食器と思われる。幕末の同じ時
期の軍艦 HMS Warrior で使用されていた食器を図 6

（2019年9月、撮影：五島）

図 6 軍艦 HMS Warrior で使用されていた食器

に示す。食器に HMS Warrior のマークが入っており、
プリンセス・ロイヤル号においてもプリンセス・ロイヤル号のマークの入った食器でもてなされたであろう。
毛利家側のおもてなし料理は、手間と時間をかけた料理であり、季節を問わない食材が使われてい
た。加えて、焼鳥やうさぎがあること、刺身ではなく湯引きを出していること、料理をお膳ではなく順番
に出していること、和室に食卓を置いていることなど、イギリス人に配慮していることが分かる。一方、
キング提督側は、手の込んだ料理というよりも、自国の一般的なコース料理でもてなしていた。このよう
に、日本側はイギリス人に配慮した特別なおもてなしを行い、一方イギリス側は自国の料理でもてなしを
行っており、もてなし方に日本とイギリスの文化の違いが確認された。
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毛利家側が記録として残したと思われる日本語訳には、アイリッシュ・シチューを「羊肉を小切りにし
て煎りたるもの」、ジャム・タルトレットを「砂糖漬けにして製したる菓子」など、内容の分かる記述がされ
ている。カスタード・プディングは「ブドウ入りプリング」と訳されて、カスタード・プディングに（干し）ぶど
うが入っていたことが推測される。
このことから、毛利家が料理の内容を含めて記録をし、イギリスの知識を吸収しようとする姿勢を感じ
とることができる。それは、その後の欧米文化の受容へつながっていく兆しといえよう。
当時の長州藩には、牛肉、鶏肉、羊肉、ポテト
（ジャガイモ）
、砂糖をふんだんに使用したお菓子など
はなかった。毛利藩主をはじめ参加者がおもてなしで出されたお菓子をどのように味わったのかは興味
深い。そして、当時の食を通じた暮らしを知るうえで、酒、部屋の様子、衣服、台所等について明らか
にすることが今後の検討課題である。
3-2 江戸時代中期から明治初期の長州藩（山口県）におけるクネンボ
クネンボ（農研機構果樹茶業研究部門カンキツ研究領域から提供）の写真を図 7 に示す。クネンボ
は、ウンシュウミカンより大きめで、皮に特有の匂いがあり、種子が多く、江戸時代、子孫繁栄が重要で
あることから喜ばれたとされている。現在は、種子が少なく、甘くて食べやすい品種が好まれることか
ら、急激にウンシュウミカンに変っていったといえる。

（農研機構果樹茶業研究部門カンキツ研究領域から提供）
（撮影：五島）

図 7 クネンボ（九年母、乳柑）

長州藩は周防国と長門国からなり、明治以後は山口県となる。そこで、長州藩と山口県における
クネンボの生産について検討した。
江戸時代中期における柑橘類の生産は、
「江戸時代中期における諸藩の農作物 ― 享保・
元文 諸国産物帳から ―」11）によると、42の諸国産物帳を分析した結果、最も多いのが柚で30の諸国
産物帳に記載されており、ついで、みつかん（みかん）24 、くねんぼ 22 、きんかん 20 、だいだい 19 、
たちばな14、かうじ（柑子）12、かぶす（たいく）8、うじゅうきつ（温州）6である。すなわち、クネンボは、
ユズ、ミカンについで、広く生産されていたことが分かる。
また、周防国（「周防産物名寄」）では、柑橘類は、
「蜜柑

甘みかん、紀伊国みかん、紅みかん、酸みかん、

じゃがたらみかん、橘（しろかうし）
、包橘（かうし）
、たちばな、金橘（きんかん）
、久年母

もちゆ）花柚、橙

かぶす、佛手柑、さぼん」が、長門国（
「長門

, 夏蜜橘、柚（ゆ、

産物名寄」）では、
「蜜柑、かうし、

たちはな、金橘（たちはな、きんかん）
、くねんほ , 柚（ゆ、もちゆ）花柚、橙（たいたい） かぶす、ざほん」
が記述されている。すなわち、江戸中期には周防国、長門国ともに、クネンボが栽培されていた。
次に天保期長州藩（支藩を除く本藩領の記録）の地誌である「防長風土注進案」12 ）に記載され
た柑橘類は、クネンボの他、ミカン、カンルイ、ダイダイ、ユズ、キンカン、タチバナがある 13 ）。柑橘類の
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推定総生産量 10 ）が多いのは、カンルイ（柑類、柑橘類の総称）139.5トン、ダイダイ56.9トン、ミカン
47.7トン、クネンボ18.6トン、ユズ5.8トンであった。
天保期長州藩の地誌「防長風土注進案」に記載されたクネンボの生産分布を、GIS（地理情報シ
）
8 ）。
「防長風土注進案」に記載されている全 326 村のうち 34 村で生
ステム）を活用して描いた 14（図

産されており、約 1 割の村にあたる。生産量が書かれているのはすべて三田尻宰判であった。瀬戸内
海側、日本海側ともに栽培されていることが分かる。毛利藩主父子とキング提督の会見が行われた場
所である三田尻は、クネンボの特産地であったといえる。
「防長風土注進案」から、物産の単価が分り、1 個あたりクネンボは 0.05 匁（銀目）
、蜜柑は 0.01 匁
で、クネンボはミカンの5 倍の価格であった 15 ）。

注）クネンボの生産の記録は、三田尻宰判（下右田村 10000 、仁井令 5000 、西之浦 5000 、眞尾村 5000 、上右田村 3000 、
植松村 2500 、三田尻村 2400 、鈴屋村 1000 、西ノ浦鹿角村 500 の記載があり、単位は書かれていないが、「個」であろう）。
大島宰判（日見村、油宇村、横見村、三蒲村、平郡島、伊保田村）、吉田宰判（厚狭村、山野井村）先大津宰判（井上村、後畑村角
山村）、前大津宰判（深河村）に名前の記載。

図 8 1840 年頃のクネンボの生産村の分布（「防長風土注進案」による）

明治になって、わが国で初めて全国規模の生産統計である『明治七年府県物産表』16 ）が作成さ
れた。これをもとに花木 17 ）は、柑橘品種の明治前期の全国的な動向を概観している。柑橘類の総額
287,345 円（小数点以下は四捨五入）のうち、1 位は蜜柑の 155,266 円、2 位は柑子の 79,752 円、3 位
は九年母（乳柑、香柑含む）の 17,908 円である。クネンボの生産額は、山口県が全国 1 位の 8,250 円
で、全国の生産額の46パーセントにあたる。
『明治七年府県物産表』18 ）によると山口県で生産されている果物類で金額が大きい順に、梅子（梅
の実）の29,250円、ついで枇杷 10,000円、九年母 8,250円、蜜柑 5,000円であった。クネンボが重要
な産物であったといえる。蜜柑 1,000 荷 5,000 円、九年母 1,500 荷 8,250 円、橙 550 荷 2,100 円とさ
れていることから、1 荷あたりの金額は、蜜柑 5円、九年母 5.5円、橙 6円である。1 荷あたりの金額を
比較すると、クネンボは、ミカンよりやや高めであるが、ダイダイよりは安いことが分かる。
幕末と明治 7 年のクネンボとミカンの価格を比較すると、クネンボがミカンに比べて安くなってきているこ
とが分かる。
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以上のように、幕末から明治にかけて、長州藩（山口県）でクネンボが多く生産されていることが明ら
かとなった。
山口県全体ではなく特定の地域を記した記録の中に、萩市の熊谷家の弘化 4 年（ 1847 年）頃の庭
の植栽（「熊谷家上屋敷植栽樹木」
（萩博物館蔵））においてクネンボの存在が確認できた。この場所
は、現在は宅地になっており、実物のクネンボを見ることはできない。また吉田松陰の野山獄中におけ
る食材の差し入れ 19 ）にもクネンボが出現することが確認された。
このように明治のはじめまで山口県が生産地であったこと、さらに福岡県にある宗像大社では、
800 年以上続いている神事（古式祭）でクネンボが使用されていることから、現在でも山口県内に
クネンボの木が残っているのではないかと考え、現在、DNA 多型解析を活用し探索を行っている。

4 結語
以上のように、幕末における日英饗応料理を分析することによって、毛利家側はイギリス人に配慮し
た特別なおもてなしを行い、一方キング提督は自国の料理でもてなしを行っており、もてなし方に日本と
イギリスの文化の違いが認められた。また、毛利家側がイギリスの知識を吸収しようとすることを感じと
ることができ、その後の欧米文化の受容へつながっていく兆しを見ることができた。
クネンボの探索は、萩市周辺で柑橘類を探し品種を同定するために、DNA 多型解析として遺伝子
マーカーを用いて実施している。調査を進めて行く中で、クネンボの名称に関しては、① 本物のクネンボ
（農研機構ほか） ② 地域でクネンボと称されている柑橘類（地域クネンボ） ③ 柑橘類の総称として
のクネンボ があるのではないかと考えている。
本研究において、文献史料を手掛かりとして、山口県内で DNA 多型解析を行って探す方法が、
幻となった郷土食材を復活させ、地域の食や文化を探求するための発掘方法の一つとして重要にな
る可能性を示した。
さらにクネンボをスライスしてドライフルーツにするなど、現在、クネンボの調理・加工についての検討
も行っている。成果発表としては講演会を2019 年 9月にロンドンの Japan Societyで行った 20）。今後も、
講演会、セミナー等で研究成果の発表・紹介を積極的に行う予定である。
今後さらに幕末から現代への食の変遷を明らかにするとともに、柑橘類のクネンボの探索、再生を、
DNA 多型解析を活用し実現させ、江戸時代に食されていた幻の食材の復活、栽培、さらには調理・
加工へ発展させたい。そして、幕末の食生活から将来の食のヒントを学ぶとともに、歴史的背景をもっ
た食材や料理を活用した地域貢献や、栄養学的検討及び食育の立場で学校教育への提言、異文化
理解の立場からイギリスと日本の食に関わるコミュニケーションの研究へと展開することを予定している。
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