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近現代期における日本産温州蜜柑の海外普及
―日本の「不吉な果物」がカナダの「聖なる贈り物」になるまで―

本研究では日本産温州蜜柑をクリスマスの「聖なる贈り物」として利用・消費するカナダのクリスマス
オレンジについて、近現代期を対象に文化の形成および普及過程を検討した。
日本産蜜柑の輸出は 1880 年代に開始され、アジア（朝鮮、満州など）や北米（カナダ、アメリカ）に
ひろく輸出された。北米輸出はおもに静岡県、神奈川県、神戸・大阪の商人によってなされ、とくに静
岡県ではカナダ輸出をさかんに行っていた。輸出開始当初において柑橘類は北米での流通がみられ
ない日本産農産物の一品目に過ぎなかったものの、日本人移民や商人により輸出量は増加していった。
冬期のカナダでは青果物流通が減少するため、当該時期に流通する生鮮果物は珍重される傾向に
あった。輸出開始当初、日本産農産物のひとつに過ぎなかった蜜柑は、果物消費頻度が高いカナダに
おいて需要が見込まれる果物として、またクリスマスに需要が高まる季節商品としてその価値が変化し、
カナダの小売店では1880 年代にはクリスマスに関連付けて販売する方法がとられるようになっていた。
1880 年代には日本産蜜柑のクリスマスオレンジ需要は見出されていたが、集荷・輸送方法が確立
していなかったため、輸出は不規則に行われていた。日本産蜜柑がクリスマスオレンジとして普及・定
着した背景には、日本の輸出業者らが輸出の失敗要因を分析し、それに対処することが不可欠であっ
た。静岡県清水の望月兄弟商会では複数回に及ぶ北米での現地調査の結果、輸出が失敗する要因
は ① 低品質な蜜柑（病害虫の付着、腐敗、凍結、未成熟）の輸出と、② 不十分な出荷調整（輸出
量超過による価格暴落、クリスマスシーズンに間に合わない輸出）によるものであると整理し、解決策を
講じていた。①については梱包資材の改善や、輸出前の品質検査の徹底とともに、品質検査が簡便
であったブリティッシュコロンビア州よりも東の地域に販路を拡大するといった対処をしていた。また②に
ついては日本柑橘輸出商組合の結成による統制出荷や、クリスマスに間に合わせるための集中的な出
荷作業を行っていた。以上のような輸出業者の取り組みにより、クリスマスシーズンのカナダに日本産蜜
柑が安定供給されるようになり、クリスマスオレンジとして普及する要件が満たされていった。
カナダにおける日本産蜜柑の利用・消費をみると、各家庭で購入・消費するだけでなく、クリスマス
時の孤児への寄付品として日本産蜜柑が用いられる事例がみられた。これは他国産のオレンジと比較
して日本産蜜柑の価格は高く、また子どもでも外皮を剝くことが容易であることから、子どもたちにとって
クリスマスの特別な贅沢品としての意味をもったためと考えられる。また 1920 年代には日本産蜜柑の到
着がカナダのクリスマスシーズンの風物詩ととらえられるほど、クリスマスオレンジとして定着していた。
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1 はじめに
日本の果樹農業において温州蜜柑は生産数量が最大の品目であり、また 1 人あたりの年間生鮮果
実購入数量は長く上位にある 1 ）。温州蜜柑は日本を代表する農産物・果物の「みかん」として日本人
に馴染み深い食品のひとつにあげることができる。
一方、江戸期には温州蜜柑とは別品種である紀州蜜柑が「みかん」として食されており、温州蜜柑
は明治期以降に生産が活発化したといわれている 2 ）。江戸期には種子のある紀州蜜柑と、種子のな
い温州蜜柑の両品種が存在し、江戸期には紀州蜜柑が、明治期以降には温州蜜柑が「みかん」とし
て生産・消費されていた。このような柑橘品種の選択の一要因として、種子のある紀州蜜柑は子孫繁
栄を連想させる縁起物として好まれ、無核の温州蜜柑は「核無し」の「不吉な果物」として忌避されて
いたことが指摘されている 3 ）。しかしながら、明治期以降に「みかん」に対する縁起の良し悪しがさほ
ど重要視されなくなり、温州蜜柑が日本の主要果樹といわれるほどに生産・消費が活発化した過程は
十分に検討されていない。
地理学研究では温州蜜柑を中心とした柑橘産地がいかなる地理的条件のもと形成されたかが明ら
かにされてきたものの 4 ）、縁起の良し悪しのような人びとの価値認識が地域変化に関わっているというこ
とは十分に検討されてこなかった。明治期以降、日本各地に温州蜜柑を中心とした柑橘産地が形成さ
れたことは、近代日本における地域変化において、自然環境要因だけでなく人びとの価値認識の変化
が関連していることを示す事例として注目される。
本研究では近代日本の地域変化と人びとの価値認識の変化の関連を検討したいという問題意識の
もと、温州蜜柑への認識が変化した一要因と考えられる、海外市場における温州蜜柑需要の高まりに
注目する。具体的には、明治期以降、現在にかけて断続的に行われている日本産温州蜜柑のカナダ
輸出と、それにともない日本産温州蜜柑を「クリスマスの聖なる贈り物」として利用・消費するカナダの
クリスマスオレンジ文化がいかに形成されたのかを明らかにする。

2 日本産温州蜜柑のカナダ輸出の概要
日本産柑橘の海外輸出は 1880 年代に開始され、1884 年に長崎県の商人がウラジオストクへ、
1885 年、1888 年に静岡県と和歌山県の商人や移民がそれぞれサンフランシスコへ渡り、輸出および
現地販売をおこなっている 5 ）。当初の柑橘輸出は明治政府の保護があったわけではなく、柑橘産地の
在地商人単独の販路拡大を目指した動きであったことが指摘されている6 ）。

1）農林水産省「果樹をめぐる情勢」農林水産省，2020，2-6 頁。
2）松村祝男『果樹作と庶民と地域の近代化 ― 河内みかん発達史 ―』龍渓書舎，2007 。
3）花木宏直「近世後期～明治前期における柑橘品種と需要 ― 和歌山市街及び周辺地域を事例に ―」地理空間
3-2，2010，96-112 頁。
4）村上節太郎『柑橘栽培地域の研究』愛媛出版協会，1966 。
5）前掲2）212頁。
6）前掲2）211頁。
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日本産蜜柑の仕向け地別輸出量を示した図 1 から柑橘輸出の概要をみると、輸出先はアジア方面
と北米方面とに大別され、全体的な輸出量としてはアジア方面が多く、北米方面は少量である。北米
市場はアメリカ産柑橘の商圏であり、またアメリカの柑橘産地を他国の病害虫から保護する目的で、
日本産蜜柑の北米輸出には制限がかけられ、一部の商人や輸出業者のみ北米輸出が可能であった。
1930 年代以降はアジアにおける日本の権益拡大や満州国の成立が宣言されたことによりアジア方面へ
の輸出が急増し7 ）、太平洋戦争の開戦により北米輸出は一時中断された。

図 1 日本産蜜柑の仕向地別輸出量（ 1905-1943 年）
（豊田（ 2020 ）掲載の図を改変）

表 1 は北米輸出が許可された商人らによって 1924 年に組織された日本柑橘輸出商組合の組合員
を示したものである。日本柑橘輸出商組合に加入するには北米輸出の実績が必要とされ、古くから
北米輸出に関わってきた商人たちによって構成された。表 1 から北米輸出を行っていたのは静岡県、
神奈川県、神戸・大阪の商人で、そのうち静岡県の組合員が多く、また出資の割合も高かったことが
わかる。
北米輸出のなかでカナダ向け、アメリカ向けの数量を示した図 2 からは、どの産地の蜜柑もカナダ向
けが多く、なかでも静岡県はカナダ向けが突出していたことが読み取れる。

7）豊田紘子「日本産蜜柑の満州輸出の展開」歴史地理学 62-3 ，2020 ，3-22 頁。
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表 1 日本柑橘輸出商組合員の出資数と割合（ 1924 年）

（『静岡県柑橘史』より作成）

図 2 カナダ・アメリカへの蜜柑の輸出数量（ 1924 年度）
（『 Orange King, Suichi

附 , 日本柑橘北米・カナダ輸出開拓史
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米騒動記』より作成）

3 カナダにおける日本産温州蜜柑の普及
（1 ）北米市場における日本産温州蜜柑の需要
a）柑橘輸出以前：温州蜜柑苗木需要
先行研究では日本でさほど生産・消費されていなかった温州蜜柑の商品価値が見出された契機
については明らかにされていない 8 ）。日本産柑橘の評価を北米の新聞記事からみると、1851 年の新
聞には Japan Oranges の苗木の広告が掲載されており、東洋原産の庭木として紹介されている 9 ）。
1860 年代には Japan Oranges がサンフランシスコに栽植されたことを示す記事が複数確認でき、
1862 年の新聞には Japanese Oranges は小型で種が無く収穫量の多い果物であると説明されて
いる10 ）。ここからJapanese Oranges は温州蜜柑であると推定される。断片的な資料ではあるものの、
柑橘果実輸出以前に苗木がアメリカへ輸出され、アメリカにおける柑橘栽培の拡大のなかで温州蜜柑
の無核であること、また多収性であることがその他の柑橘類にはない特徴として好意的にとらえられて
いたことが考えられる。北米への柑橘輸出業者のひとりである東良三は 1880 年代には日本産蜜柑の
苗木がカリフォルニアへ大量に輸出されていたことを記しており11 ）、海外において温州蜜柑苗木は高い
需要があったと考えられる。海外での温州蜜柑苗木の需要の高さが日本における温州蜜柑苗木生産
を促進させ、温州蜜柑の商品価値上昇の一要因となった可能性がある。
b）柑橘輸出開始時（1880年代）
：需要の高い日本産品の模索
初期の北米輸出においては、静岡県や和歌山県の移民や商人により日本産品の貿易業がなされ、
柑橘類は日本産品のひとつとして北米市場で販売されていた。たとえばアメリカで英語を学んでいた
和歌山県出身者・藤田俊夫は 1889 年にアメリカに和歌山県産の蜜柑や北海道産の豆などを輸入し、
みずから販売していた 12 ）。また和歌山県の地主・堂本家の貿易業について検討した花木によると 13 ）、
堂本家は 1884 年にサンフランシスコへ渡米し現地の富豪の奉公にあたるかたわら、郷里から茶、
花卉、柑橘、果物（柿、栗など）といった北米では流通しない日本の農産物の輸入・販売事業を行って
いた。輸出開始時においては海外で需要の高い日本産品が模索され、温州蜜柑はそのうちの一品目
に過ぎなかったことが指摘できる。

8）豊田は近世に温州蜜柑苗木が生産され，商品としての価値を有していたことを指摘した。豊田紘子「近代日本の
温州蜜柑産地形成における苗木産地の寄与 ― 兵庫県川邊郡稲野村の「池田苗」に注目して ― ，城西人文研究
34，2019，29-46 頁。
9）Advertising : Japonicas and Rose Trees, Southern growth. By John G. Milnor & co., 6 Jan.
1851, The Charleston Mercury ，p3.
10）Japanese Oranges, 21 Feb. 1862, The Sonoma County Journal ，p1.
11）望月 ― 平編『 Orange King ，Suichi
商会，1982 ，286 頁。

附，日本柑橘北米・カナダ輸出開拓史

米騒動記』株式会社望月兄弟

12）前掲11）286頁。
13）花木宏直「明治期の和歌山県那賀郡における北米輸出に伴う柑橘産地の変容」歴史地理学 53-1 ，2011 ，
1-18 頁。
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c）柑橘輸出初期（1890年代）
：領事館の報告からみる蜜柑の位置づけの変化
1890 年代には領事館から北米市場における柑橘の輸入や需要について報告されるようになる。
1891 年には「通商報告

加拿陀貿易景況」のなかで主力品目である茶や生糸のほかに、カナダに

おける日本蜜柑の輸入状況についてつぎのように報告している（資料 1, 資料中の句読点と下線は
筆者による。以下同）。
〔資料 1 〕蜜柑幷鶏卵
日本蜜柑ノ輸入ハ甚タ不規則ニテ或時ハ市場ニ溢レ或時ハ全ク払底ヲ告クル有様ナリ。且ツ其荷
造ノ如キモ未タ好結果ヲ得タル例ナキカ如シ。
（中略）故ニ向後日本産ノ輸出ヲ図ラントセハ第一ハ
荷造法ヲ研究セサルヘカラス。第二ハ輸出人ト取引人ト輸出手続ヲ打合セ置キ電信ニ依リ時機ヲ
失ハサル様ニ之ヲ積出ササルヘカラス。斯クシテ年々規則立チテ輸出スル時ハ当地ニ於ケル引取
人モ其輸入ノ時期ト分量トヲ見計ヒ之ヲ各地ノ商店ヘ分配スルノ道開ケ漸次輸出ノ量ヲ増加スルヲ
得ルニ至ラン。
（「官報」1891 年 8月5日）
報告では① 輸入量と輸入時期が不規則であること、② 荷造が不十分であることが問題点として
挙げられており、それらを解決し現地のブローカーと連携ができれば日本蜜柑の販路が開拓されるこ
とを指摘している。日本蜜柑が紀州蜜柑か温州蜜柑かは示されておらず、またカナダにおける日本
蜜柑の需要については言及されていない。茶や生糸と比較して蜜柑の輸入量は少量であり、蜜柑
はあくまで輸入青果物のひとつに位置付けられていると思われる。
1894 年には在バンクーバー帝国領事館から以下の報告がなされている（資料 2 ）。
〔資料 2 〕 加奈陀果実貿易及日本蜜柑ノ景況
当地（注：バンクーバー）ニ於テハ（中略）果物ヲ以テ常食ノ一要素ト見做スモノノ如シ。
（中略）果
物輸入ノ一市場ト為スニ足ルヘシ。
（中略）加里福尼州カ蜜柑ノ生産ヲ以テ聞ユルハ人ノ知ル所ナ
ルカ, 同州ノ蜜柑ハ其皮厚クシテ剛ク之ヲ剥キ易カラス。本邦蜜柑ハ之ニ反シ指頭ヲ以テ容易ニ其
皮ヲ剥キ得ルコトハ当地人ノ好尚ニ投スル一条件ナリ。核実ナキコト其第二ナリ。其味ノ甘美ナルコ
トモ加里福尼産ノ上ニ出フトハ一般ノ批評ニシテ , 成ルヘク実ノ大ナルモノヲ好ムモノノ如シ。
（「官
報」1894 年 2月3日）
資料 2 ではバンクーバーにおいて果物の消費頻度は高く、とくに日本の蜜柑はカリフォルニア産オレ
ンジと比べて皮が剥きやすく、また「核実ナキコト」すなわち種が無いことから需要が見込まれると
指摘している。種が無いという特徴から、資料 2 にある「本邦蜜柑」は温州蜜柑であると考えられ、
カナダにおける果物の嗜好性から温州蜜柑輸出の有望性を報告している。
1896 年にはタコマ駐在帝国二等領事齋藤幹から以下の報告がなされている（資料 3 ）。
〔資料 3 〕タコマ輸入本邦産蜜柑商況
今当タコマ市内屈指ノ青果問屋ノ本邦産蜜柑ニ関スル意見ヲ聞クニ , 其最モ需要多キ季節ハ毎
年「クリスマス」祝祭日（十二月二十五日）前後ニシテ , 其時ニ方レハタコマ一市ニテモ二千乃至
三千箱ノ蜜柑ヲ売捌クニ難カラサルカ故ニ , 本邦蜜柑輸出業者ニシテ毎年十一月初旬ヨリ漸次本
邦産蜜柑ヲ当地方市場ニ送出シ , 二月下旬マテニ悉皆之カ売捌ヲ結了セシムルノ計画ヲ立テ , 之
カ輸出ヲ計ルニ於テハ , 後来当海峡沿岸及南ポートランド市近傍マテハ其販路ヲ拡ムルニ難カラス
ト云フ。
英領ヴァンクーヴァル市及ヴィクトリア市ノ如キハ数年前ヨリ其季節ニ至レハ , 同地方ニ散在スル本邦
人等毎汽船便ニ横浜ヨリ之ヲ輸入スルヲ以テ毎年同地方ニ入込ム蜜柑ハ一万箱以上ニ上ルト云リ。
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然レトモ其荷造ノ完全ナラサルカタメ其目的地ニ達シタル当時 , 既ニ四, 五割ノ腐敗ヲ来シタルコト少
カラス。
（「官報」1896 年 7月22日）
資料 3 では現地の青果問屋はクリスマスシーズンに日本産蜜柑の需要が増大すると認識している
こと、またカナダにおいてはすでに当該時期に大量の日本産蜜柑が輸入されていることが指摘され
ている。
資料 1 、2 、3 から、当初は不規則に輸入されている一青果物として、つぎにカナダの日常生活に
おいて需要が見込まれる果物として、そしてクリスマスに需要が高まる季節商品として、日本産蜜
柑の商品価値が変化していることが読み取れる。またカナダでは日常的に果物を消費し、無核の柑
橘類を好意的にとらえる傾向にあり、温州蜜柑の需要が高かったと考えられる。次節でみるように
1880 年代後半にはすでにクリスマスに関連づけて日本産蜜柑が販売されていたことから、実際には
領事館の報告よりもはやく日本産蜜柑のクリスマスオレンジ需要は見出されていたと推測される。
（2 ）クリスマスオレンジとしての日本産温州蜜柑の普及
a）輸出開始～輸出初期における日本産蜜柑の販売状況
クリスマスオレンジは19 世紀のヨーロッパでみられるようになった文化であるといわれているが 14）、カナ
ダにおいてクリスマスオレンジ文化がいつごろからみられるようになるかは不明である。カナダにおける
クリスマスオレンジは、薄い紙に包まれた温州蜜柑をナッツやキャンディー等とともにクリスマスストッキン
グに入れ、クリスマスにそれらを取り出し食べるというものである。
新聞の広告欄からカナダにおけるクリスマスの柑橘類の利用について検討すると、1860 年代には
クリスマス商品として砂糖漬けのオレンジピールやオレンジの香料を販売するものがあり、1870 年代
にはクリスマスフルーツとしてオレンジが掲載されている 15 ）。1890 年代になるとクリスマスオレンジ
（ Christmas oranges ）やクリスマスアップル（ Christmas Apples ）という語がみられ 16 ）、1900 年代
には青果物をあつかう日用品店がクリスマスバーゲンとして筆頭に Japanese Oranges を紹介する広
告が散見されるようになる17 ）。
輸出開始～輸出初期におけるカナダでの日本産蜜柑の広告についてまとめた表 2をみると、最も古い
もので 1888 年の広告があり、おおむねどれも12 月から1 月にかけて複数回掲載されている。輸出開始
時にあたる No. 2 では、果物店がクリスマスリースなど装飾として用いるヒイラギ等とともに、牡蠣や菓
子、日本産蜜柑の取扱いを強調した広告を掲載しており、クリスマスと関連付けて日本産蜜柑を販売し
ていたことがわかる。また No. 4 、No. 5 ではクリスマス商品のひとつとして日本産蜜柑を掲載しており、

14）Dominique Foufelle ，The Little Book of Christmas ，Chronicle Books LLC, 2017（初版：Dominique
Foufelle, Le Petit Livrede Noël, Hachette Livre, 2014 ）, p48. またサンタクロースの起源といわれる
聖ニコラウスがクリスマスストッキングに金貨を入れたという逸話から，オレンジを金貨に見立てて用いるように
なったともいわれている。
15）モントリオールの新聞である The Gazette には , 1868 年 12 月 23日にスパイスや香料をあつかうLyman’s.
Clare & co. が広告に For The Holidays としてオレンジやレモンを挙げている。また 1871 年 12 月 22日
には果物やワインをあつかうCharles Reay が Christmas fruits としてオレンジやアーモンドを広告に掲載し
ている。
16）1898 年 12 月 15 日の The Ottawa Citizen には Bryson. Graham & co. が Christmas Apples とともに
Christmas Orangesを商品として掲載している。
17）1909 年 12 月 21 日の Calgary Herald には日用品店の S.G.Freeze が Xmas Grocery Bargains として筆
頭に Japanese Orangesを挙げ , つぎにカリフォルニア産ネーブルオレンジを挙げている。
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クリスマスシーズンに合わせて販売する方法がとられていたと考えられる。No. 3では日本産蜜柑を種無
しと明記しており、温州蜜柑を輸入・販売していたことがわかる。
カナダのクリスマスシーズンにおける果物消費として、まず贅沢品として果物（加工品、生鮮品）を賞
味する習慣があり、冬季は青果物の流通量が減少することから生鮮果物をより珍重する傾向にあった
と推定される。冬季に比較的安定供給が可能な柑橘類やリンゴなど特定の果物がクリスマスと関連付
けて販売されるようになり、カナダへ輸入された日本産蜜柑もその方法で販売されていた。輸出開始時
にみられた日本人商人や移民が現地でみずから販売するといった方法だけでなく、現地のブローカー
と連携し小売店を通した販売を行ったことが日本産蜜柑のクリスマス需要を見出す契機となったと考え
られる。
表 2 カナダにおける日本産蜜柑の広告（ 1888-1894 年）

（各新聞を抄訳し作成。…は中略を示す。太字は筆者が施した）

b）日本産蜜柑普及時における輸出の特徴
1910 年以降には一定の蜜柑輸出量が確認され、1924 年に北米方面への蜜柑輸出には制限がか
けられたにも関わらず、カナダへの輸出量は増加傾向にある（図 1 ）。輸出初期にはクリスマスオレンジ
需要が見出された一方で、日本産蜜柑の輸出量は不規則で（資料 1 ）
、また輸送時の腐敗により輸出
量の約半分は販売できる状態ではなかった（資料 3 ）。日本産蜜柑がクリスマスオレンジとして普及・定
着するにはクリスマスの時期に日本産蜜柑が安定供給されることが不可欠である。本稿では1900 年以
降を日本産蜜柑普及時として、1908 年に北米への柑橘輸出に参入した静岡県清水の望月兄弟商会
を事例に、当該時期の輸出の特徴を検討する。
『 Orange King, Suichi

附 , 日本柑橘北米・カナダ輸出開拓史

米騒動記』によると、望月兄

弟商会はおもに米や茶 , 蜜柑をあつかっており、1880 年代から 1900 年代にかけて清水周辺地域か
ら茶や蜜柑を集荷し、東京や横浜をはじめ、ひろく関東地方や東北地方に販路を開拓していた。
1908 年にバンクーバーの業者に蜜柑輸出をしたものの失敗している。1910 年頃に在バンクーバーの
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日本人経営者から蜜柑を輸入したいと問い合わせがあり、本格的に北米への蜜柑輸出に着手する。
望月兄弟商会の経営者のひとりである望月益之助は、バンクーバーへの蜜柑輸出は「ほとんど予期
の成果を納めたことはなく、薄氷を踏む思いで、内地への販売とは比較にならぬ苦心があった」と回想
している 18 ）。カナダ輸出の失敗はおもに① 低品質な蜜柑（病害虫の付着、腐敗、凍結、未成熟）の
輸出と、② 不十分な出荷調整（輸出量超過による価格暴落、クリスマスシーズンに間に合わない輸出）
によるものであり、望月兄弟商会は複数回カナダに渡航し調査を行うなかで、上記の失敗要因を整理
し、解決策を講じていた。
① 低品質な蜜柑の輸出は、荷揚げ時に行われる品質検査で不合格となると海中へ蜜柑が投棄さ
れ、利益が一切出ないということが問題であった。検査に合格するために梱包資材の改善や輸出前
の病害虫検査の徹底等をしていくが、そのほかに東部に位置する企業と取引を開始するといった対処
をとっていく。1910 年から1920 年頃の望月兄弟商会の取引先を示した図 3をみると、1910 年頃の取引
先は西海岸付近に位置しているが、1920 年頃には上記に加え、ブリティッシュコロンビア州（以下、B.C
州）よりも東に位置する企業と取引を行っている。これは単なる販路拡大の動きではなく、品質検査の
厳格さに地域差があったためである。B.C 州では検査が厳格であるものの、東部では検査が簡便で
B.C 州で不合格となった蜜柑が合格となる場合があった。そのため、望月兄弟商会では追加の輸送費
はかかるものの東部への輸送を開始し、蜜柑廃棄を回避していた 19 ）。

図 3 望月兄弟商会の輸出蜜柑の取引先（ 1910-1920 年頃）
（ The Dominion of Canada and Newfoundland（1:12,500,000）, 1910, アラバマ大学所蔵地図を基図に ,『 Orange King,
Suichi 附 , 日本柑橘北米・カナダ輸出開拓史 米騒動記』より作成）

18）静岡県柑橘販売農業協同組合連合会『静岡県柑橘史』静岡県柑橘販売農業協同組合連合会 , 1959, 780781 頁。
19）前掲18）781頁。
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また② 不十分な出荷調整については、日本柑橘輸出商組合の結成により統制的な出荷をはかると
ともに、クリスマスに間に合わせるための出荷作業を行っていた。クリスマスに間に合わない場合は輸
出先で値下げを要求され、望月益之助は「クリスマスに間に合わず大損害を被った」ことを回想して
いる 20 ）。望月兄弟商会の従業員らによる回想録には「輸出蜜柑のときは一番きつかった。朝五時に起
きて、終るのが夜中の二時」、
「船積みが間に合わないと徹夜してやった」、
「作業場はまるで戦場のよ
うだった。子供が大勢、蜜柑の紙包みにきていた」21 ）とある。未成熟な青い蜜柑を輸出すると品質検
査で不合格となってしまうため収穫時期を早めることはできず、クリスマスオレンジとして販売するために
は収穫後の選果・出荷作業を迅速に行う必要があった。そのため望月兄弟商会の従業員だけでなく
近隣の子どもらの労働力を投入し、時には夜通しで作業をしていた。
望月兄弟商会では蜜柑輸出を安定的に実施できるようになったのは 1918 年頃で 22 ）、それ以降も
北米輸出は「儲けたり、損したりの苦労の連続」23 ）という状況であった。また 1918 年には望月兄弟商
会所有の店舗や倉庫 12 棟が全焼し、蜜柑輸出を含めた全事業の存続が危ぶまれる事態となったも
のの 24 ）、政府や農家からの要望・支援により蜜柑の輸出は継続している 25 ）。蜜柑の北米輸出は必ず
しも日本の輸出業者に利益をもたらしたわけではなく、輸出時には繰り返し困難な状況が生じていた
が、輸出業者はそれぞれの問題に対処し輸出事業を継続していた。とくに深刻な 2 つの問題に対処し
たことにより、クリスマスオレンジとして普及するための要件を満たしていったと考えられる。
c）クリスマスオレンジとしての日本産蜜柑の定着
カナダにおける日本産蜜柑の流通消費について検討する。表 3 は 1908 年 12 月にバンクーバーの孤
児院へ寄付された品目をまとめたものである。12 月であることからクリスマスを意識した品目が寄付され
ており、日本産蜜柑の寄付者がいることが確認される。また望月兄弟商会と取引のあったオッペンハイ
マーブラザーズカンパニー
（ Oppenheimer Bros. Wood Ltd. ）が、1932 年、1933 年にプロヴィンスサ
ンタクロース基金に日本産蜜柑を寄付したことが新聞に掲載されている 26 ）。記事には日本産蜜柑は子
どもに愛されるクリスマスのごちそうであり、孤児に蜜柑を入れたクリスマスストッキングをプレゼントする
ために日本産蜜柑を寄付したことが書かれている。クリスマスの寄付品として日本産蜜柑を用いる例は
1900 年代後半からカナダ各地で確認されている。その要因として、日本産蜜柑の価格は輸入量や反
日運動の高まりにより上下するものの、カナダに流通するオレンジのなかでは比較的高額で（表 4 ）
、クリ
スマスの特別な贅沢品としての意味をもったこと、また日本産蜜柑は外皮が薄く子どもがみずから皮を
剥くことができるため好まれる傾向にあったことが考えられる。

20）前掲18）781頁。
21）前掲11）388-389 頁。
22）前掲11）78頁。
23）前掲11）116頁。
24）前掲11）102頁。全国的に展開した米騒動の影響で，米を扱っていた望月兄弟商会は放火されている。
25）前掲11）105頁。
26）① Oppenheimer Bros. Give Japanese Oranges To Forgotten Kiddies, 19 Dec. 1932, The
Province, p17. ② Oppenheimers Donate Japanese Oranges To Province Santa Fun, 9 Dec.
1933, The Province, p33.

10

表 4 カナダにおける輸入オレンジの単価（ 1934 年）

表3 孤児院への寄付品目（ 1908 年 12月）

（Economic Council of British Columbia, The Trade of
British Columbia with other Canadian Provinces and with
Foreign Countries Calender year 1934 , Victoria, B.C.,
1936, pp.225-227.より作成）

（ How Orphans' Home Fared at Christmas, Times
Colonist , 7 Jan. 1908, p9.より作成）

クリスマスオレンジ文化が普及するなかで冬季のカナダには各国の柑橘類が輸入されるようになるが
（表 4 ）、1920 年代にはクリスマスオレンジとして利用する定番の柑橘類として日本産蜜柑が紹介され
るようになる（資料 4 ）。
〔資料 4 〕 Japanese Oranges for Canadian Christmas
カナダのクリスマスのための日本のオレンジ この香
りのよい果物は、合計 482,000 箱 ―これはカナダ
のすべての男性、女性、子どもに 4 つ以上のオレン
ジが供給されることを意味します ― が、12 月にバン
クーバーのカナダ太平洋鉄道の桟橋 B-Cに上陸し、
カナダのクリスマスの顧客に向けて草原を駆け抜
けました。
（中略）すなわち、みなさんのクリスマスツ
リーからぶら下がったり、クリスマスの靴下から覗い
たりするオレンジの多くは、日出ずる国で栽培された
可能性が非常に高いです。
（ The Granby Leader
Mail, 30 Dec. 1927 ）

図 4 バンクーバー港に到着した日本産蜜柑

11 月下旬から新年を迎えるまでの短期間にもか
（撮影年次不明）
かわらず、日本―カナダ間の農産物貿易において （カナダ国立図書館・文書館所蔵 , Port of
日本産蜜柑が占める割合は高く、日本産蜜柑の到 Vancouver Archives（No. 197181）を転載）
着はカナダのクリスマスの風物詩としてとらえられるよ
うになっていた（図 4 ）。また 1946 年 11 月にはクリスマス用の日本産蜜柑輸入はまだ望めないことが
報道されるなど 27 ）、戦後も日本産蜜柑のクリスマス需要は高く維持されていた。

27）Importers Offer Little Hope Jap Oranges For Christmas, 8 Nov. 1946, The Province, p31.
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近年のカナダでは中国産、韓国産の蜜柑の流通が主流であるものの（図 5 ）
、現地調査では日本
産蜜柑を求める声が聞かれた 28 ）。

図5 バンクーバー市内のスーパーマーケットで販売されていたマンダリンオレンジ
（2019年12月23, 26日にバンクーバー市内で撮影）

おわりに―今後の課題―
本稿ではカナダにおいて日本産蜜柑がクリスマスオレンジとして定着する過程を検討した。日本産蜜
柑はカナダにおいてクリスマス商品としての需要が見出され、クリスマスシーズンにおける安定供給が
実現したなかで、クリスマスオレンジとしての利用・消費が普及したと考えられる。日本の輸出業者が薄
利のなか北米輸出を継続した動機や要因を考察すること、望月兄弟商会以外の商人の事例を検討す
ることを今後の課題としたい。

28）2019年12月に実施した現地調査による。
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