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会場：第３展示室  嶺岡西一牧の野付村である南房総市山田に残された日本初の地域畜産会社である嶺
岡牧社，嶺岡畜産株式会社に関する文書を展示。どのように近代酪農がはじまったのかを知ることができる。 
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パネルディスカッションの開催にあたって 

日  暮 晃  一  

わくわくどきどき過ごして  

 
 
Ⅰ．「国民を元気に！」をリードした嶺岡牧  

 20 世紀まで社会開発の起点は産業であり，

産業の利潤があがれば人々の暮らしは良く

なると考えていた。しかし，20 世紀後半にな

ると産業起点では暮らしの質を高められな

いことが明らかとなり，21 世紀に入ると先進

国は軒並み社会開発の起点を暮らしにシフ

トさせた。ところが，嶺岡牧は 250 年も前か

ら一貫して暮らし開発を社会開発の起点と

しており，その先駆性は驚嘆に値する。  

 八代将軍徳川吉宗が「国民の寿命を延ば

す！」を目的に嶺岡牧で白牛を放牧し，当時  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最高の薬餌といわれた「醍醐」を生産したこ

とにより嶺岡牧が“日本酪農発祥之地”とな

った。以後，明治時代の「体力・体格を欧米

並みに！」に“日本の地域畜産会社の誕生”

となって「煉乳」供給で応え，大正～昭和前

期の「乳児死亡率をゼロに！」に対して“主

要製乳企業の誕生地”である嶺岡地域が「乳

児用粉ミルク」の生産拠点となり，昭和後期

の「栄養素を満たす食事に！」に“日本一の

飲用乳生産地”として「牛乳」の供給で応え

た（図１）。  

 以上，嶺岡牧は牛乳・乳製品生産を通し， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１  国のニーズに対して嶺岡牧が果たしてきた役割からみた嶺岡牧の歴史  

白牛母子輸送に関する野馬方役所の触書 

嶺岡牧の外周を囲む

野馬土手 
嶺岡畜産株式会社の本社 千葉縣種畜場嶺岡分場 搾乳ロボットを導入した牧場（池田牧場） 

受精卵移植 庭飼い酪農（松本牧場） 

日本酪農発祥の地 “嶺岡牧”：国民が元気に！を牽引
　嶺岡牧は、徳川将軍により「囲い込み」が行われた，日本近代化
の原点。そして，八代将軍徳川吉宗が「国民の寿命を延ばしたい」と，
当時最高の薬餌といわれていた「醍醐」を生産するために嶺岡牧で

酪農を始めてから，嶺岡牧及び嶺岡牧に育まれた安房酪農は，いつ
の時代も「国民を元気に」というニーズに応えるイノベーションを
展開し，近代酪農・製乳企業の起点となり続けた。
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Ⅱ．荒れ山に埋もれた嶺岡牧を再発見する  
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図２ 明治時代の煉乳工場跡など初期の製乳工場跡の分布  

嶺岡西牧  

嶺岡柱木牧  

嶺岡牧周辺製乳工場ゾーン  

東京湾岸製乳工場ゾーン  

発掘された眞田煉乳牛酪製造所の井戸跡 

3 パネルディスカッション日本食生活近代化の拠点となった嶺岡牧 日暮晃一 パネルディスカッションの開催にあたって 
 
解明は未だ途についた段階で，今後積み重ね

て行くことが必要だが，ここで乳製品の消費

地であった江戸・東京のデータからどのよう

に嶺岡牧をポジショニングできるかを，本パ

ネルディスカッションで捉えることにした。

矢澤好幸氏の「嶺岡牧から野馬方邸役所への

白牛酪」で近代酪農の始まりについて，佐藤

奨平氏の「キャラメルとコンデンスミルクと

嶺岡牧」で嶺岡牧周辺地域における製乳業の

展開について，消費地の動きを踏まえたフー

ドシステム的視座から嶺岡牧での酪農及び

それと連動した製乳企業の展開を位置づけ

ることとした。  

 

Ⅲ．日本近代化の原点：エンクロージャー

ムーブメント遺跡である嶺岡牧 

 江戸幕府直轄牧時代の嶺岡牧は，その外周

を野馬土手で囲んで水田など農民が利用し

ている土地と区分し，その中に管理用施設や

水飲場など飼養管理用構築物が配されてい

る。その景観はイギリスのエンクロージャー

ムーブメントで形成された文化景観と極似

している。  

 日本は湛水できるように畦で囲んだ水田

が農地の中心であるため，ヨーロッパの中世

のようなオープンフィールドとならず，農地

の利用管理者の圃場をさらに細かく区切っ

た圃場が一目で分かる。そのため，日本では

囲い込みが見て分からず，これまで日本のエ

ンクロージャームーブメントは検討されて

こなかった。しかし，嶺岡牧は近代酪農とい

う産業の牧となったことから，徳川将軍家に

よる第一次エンクロージャームーブメント

が展開した。そして明治維新後，嶺岡牧社，

嶺岡畜産株式会社の牧として第二次エンク

ロージャームーブメントが進展した。第二次

エンクロージャームーブメントの展開は，製

乳企業の勃興が前提となる。  

 パネルディスカッションでは，嶺岡牧にお

ける「日本酪農発祥之地」，「日本における地

域畜産会社の誕生地」，「日本の主要製乳企業

の誕生地」を，日本型のエンクロージャーム

ーブメントとして世界史の中に位置づける。 

 

Ⅳ．嶺岡牧の風味で元気な地域に！ 

 嶺岡牧は，調査を行うと驚く実態が次々に

現出し，世界遺産が妥当な極めて重要な歴史

文化史源であることをより一層確信させら

れる。こうした，巨大かつ極めて貴重な歴史

文化遺産である嶺岡牧を，地域の持続的発展

を実現する資源として利用していくかが大

きな課題となる。  

 そこで，馬淵和雄氏の講演「町おこし起爆

剤としての歴史遺産」で，歴史遺産を地域の

持続的開発として用いる方法について提示

していただく。嶺岡牧の廃絶とともに，地域

は衰微し，今や消滅自治体の危機に立たされ

ている。こうした状況を打開するため，嶺岡

牧調査の中で，「巡る」，「体験」，「食」を柱と

する嶺岡牧の現地利用型再生を提案してき

た（図３）。これらを踏まえ，パネルディスカ

ッションで複合的な日本食生活近代化遺産

である「嶺岡牧」を活かした，地域個性の魅

力が体感できるグランドデザインと，それを

実現する地域再生マネジメント主体をつく

るためのコミュニティデザインについて検

討する。  
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図３ 嶺岡牧の風味（地域食文化の発信）  
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図３ 嶺岡牧の風味（地域食文化の発信）  
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5 パネルディスカッション日本食生活近代化の拠点となった嶺岡牧 矢澤好幸 嶺岡牧から野馬方邸役所への白牛酪 
 
備にあたり，その痕跡として城郭の石垣の片

面が住友商事㈱内に現存している。当時は雉

子を放し，徳川幕府に派遣された朝鮮通使（朝

鮮国王）は将軍が変わる度に訪問した。そし

て雉子狩などで使節団を幕府が接待したとこ

ろである。  

清水堀（清水門）の前の丘陵地が雉子橋野

馬方役所（現・千代田区役所（千代田区一つ

橋 1 丁目～九段南１丁目））があったところで

ある。  

下図（図１）は駿河台小川町絵図［ 1863（文

久３）年］であるが，雉子橋御門の西に御厩，

御用屋敷があるのが野馬方役所である。  

 

図 1 駿河台小川町絵図  

 

野馬方役所の詳細については，全て解ってい

ないが，オランダ商館を通じてもたらされた

チーズ・バター等の乳製品の製法を徳川幕府

は質問していることがオランダ商館日記に掲

載され事実をみることができる。従って徳川

幕府の首脳は既に温存し感心を惹き，徳川吉

宗時代に白牛酪の製造ということで製品企画  

が開化したものであろう。  

上図の小川町絵図に描がかれている地図に

よると村松静之助，鶴見七左衛門（御馬預・

旗本）が白牛酪製薬所出役小塩が担当し，お

厩，仕込み馬場，空き地，秣置き場をみると

乳牛を飼育し，白牛酪の製造と牛乳を病身の

将軍に献上するなど近世の牛乳事業につなげ

る重要の役所であった。  

加えてロシアに漂流した大黒屋光太夫はロ

シアの牛乳事業を習得していたにも係らず，

鎖国という時代であったので，お厩に留置き

されるなどロシアの乳文化は外に出ることは

なかった。  

 時代は下って，この野馬方役所は新政府に

移管され，前田留吉，阪川當晴が関与し，こ

のお厩を吉野郡蔵が引継ぎ，その後由利公正

の指導により築地の牛馬会社に発展していく

のである。  

 

Ⅲ. 白牛母子を.野馬方役所におくる 

 野馬方役所で白牛酪をつくるため嶺岡牧

から牛乳を運ばねばならない。牛乳は腐敗し  

やすので簡単に運ぶわけにはいかない。それ

なら産後の母子牛を野馬方役所まで連れてく

ることよりかんがえられない。古文書「白牛

御用留」によると大仕事であったことがわか

る。  

 1805（文化 2 年） 4 月山田村の与右衛門が

預かっいた白牛母子を野馬方役所を送ること

になった。「牽（日記）人足一疋に付四人掛」

一日 8 人になる母牛は産後だし，子牛は産ま

れたばかりだから長旅はからだにさわるかも

知れない。「道中大切に致し休泊にて飼料など

入念」と注意書きまでついて送られた。白牛

運送経路図（日本乳製品小史より）は下記の

通りである（図２）。  

 従って嶺岡牧から江戸までは 5〜８日を要

し６日が最も多かったといわれている。文書

では昼休みや泊宿に「飼料，青草など用意い

たし」と注意し「白牛疲れ次第止伯致し候事

も可有之候」と人足にも無理しないようにと

書き添えている。  

 白牛は，牛乳が出なくなれば母子で嶺岡へ

戻される。江戸行と同様，嶺岡戻りも５泊６

日かかった。しかし江戸行の牽き人足は一匹

につき４人掛かりだったが，嶺岡戻りは２人

から３人になっている。江戸行はお産の直後

なので人足の気遺や負担も多かったのである。 

戻る頃になると子牛もかなり成長したはずで

ある。  

4 

嶺岡牧から野馬方邸役所への白牛酪 

矢 澤  好 幸  

日本酪農乳業史研究会  

 
 
Ⅰ．白牛酪とは 
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（ももいのみなもとのいん）が著した我国  

で最初の乳製品に関する書籍の「白牛酪考」  

に書かれている。  

 川名七郎翁の遺構には「文化三年寅年三月
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Ⅳ白牛酪の販売と効用 

 白牛酪の販売は，数寄屋橋御門前に店を構

える以前から野馬方役所に出入れしていた由

井村利兵衛ほか市内に 4 軒，地方では京都，

大阪 14 ヶ所取の取次所を設け庶民にも売り

出された。白牛酪は勿論薬であり一匁 400 文

で売られていた。11 代将軍徳川家斉は白牛酪

を好んで食べ歴代将軍で長寿の方で在職も長

かった。 40 人の測室を持ち 55 人子供を産ま

せた精力家であった。また，この頃の川柳は

時代を反映し狂句が多く「新造と白牛酪に入

れ上がる」と歌われて，内容は新造とは花魁

図 2 白牛輸送経路図  
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の妹分と遊女で隠居が道楽に用いた強制剤で

あったという。  
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野村泰三（ 1969）日本乳製品小史，有隣堂 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

桃井寅（1792：寛政 4）「白牛酪考」（ http : / /www.wul.waseda.ac.jp/ko tenseki/  html/  bunko08 /bunko08  _c0302/）  

白牛母子輸送に関する野馬方役所の触書と輸送にあたっての日割り（千葉県嶺岡乳牛研究所蔵）  
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キャラメルとコンデンスミルクと嶺岡牧 

佐 藤  奨 平  

日本大学生物資源科学部  

 
 
Ⅰ．はじめに 

嶺岡牧を拠点とする明治・大正期の事業の

中心は，煉乳の生産である。  

煉乳は，牛乳を煮詰めて濃縮したものであ

るが，無糖煉乳のことをエバミルクといい，

加糖煉乳のことをコンデンスミルクという。

英語表記では，それぞれ“ evaporated milk”（熱

などで水分を抜いた乳），“ condensed milk”（濃

縮された乳）となる。一般的に，「煉乳」とい

うときは，後者の加糖煉乳，すなわち，コン

デンスミルクを指すことが多い。嶺岡牧を中

心とする安房地域は，かつて煉乳生産量日本

一を誇ったのであった（佐藤， 2015）。  

 では，煉乳は，何のために生産されたので

あろうか。明治期には，主に余乳の活用のた

めであったが，大正期に入ると，製菓用原材

料への仕向けが重要になる。製菓のメイン製

品となるのが，キャラメルである。煉乳は，

キャラメルの製造には欠かせないものなので

あった。  

 本報告では，キャラメルとコンデンスミル

クと嶺岡牧の歴史的関係を検討する。  

 

Ⅱ．キャラメルとキャラメルブーム 

１．キャラメルの伝来  

 キャラメルは，「ソフトキャンディーの一種

で，砂糖，水飴，練乳，油脂を比較的低温で

煮つめて製造する」（『栄養・生化学辞典』朝

倉書店）ものである。  

日本では， 1532 年から 1555 年までの天文

年間（後奈良天皇）において，ポルトガル人

によって伝来したのが端緒ではないかとされ

る１）。キャラメルの語源は，ポルトガルの砂

糖菓子「カラメロ」（ caramelo）に由来する。

カラメロの語源は，ラテン語でサトウキビを

意味する caramella である。  

 

２．国産キャラメルの誕生  

日本で最初にキャラメルを製品化したのは

森永太一郎（図１）であり， 1899（明治 32）

年のことである。  

太一郎は， 1865（慶応元）年に肥前伊万里

（現在の佐賀県）に生まれ， 1937（昭和 12）

年まで活躍した実業家である。幼少期に父と

死別したのち陶磁器商として働いたが， 1888

（明治 21）年渡米しキリスト教に入信した。

米国で 11 年間かけて西洋菓子の製造技術を

習得し，帰国後は，東京市赤坂区溜池町に森

永西洋菓子製造所を設立して，キャラメルを

製造・販売した。太一郎は，栄養価の高いキ

ャラメルを通じて，日本人を健康に豊かにし

たいといった願いをもっていた。当時，福澤

諭吉家からは，毎週注文を受けていた２）。  

 
 

図１  35 歳頃の森永太一郎  

資料：森永製菓株式会社編（ 2000） p.28  
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３．大正期に到来したキャラメルブーム  

 国産キャラメルは，大正期に入ると，大人

気を博すようになった。その契機が，東京府

主催の「東京大正博覧会」である。  

東京大正博覧会は， 1914（大正３）年３月

20 日から７月 31 日までの約４ヶ月間にわた

って，上野公園地（後の上野恩賜公園）で開

催された。飛行機のデモンストレーションが

行われたり，ケーブルカーの設置や日本初の

エスカレーターの試運転が行われたりもした。

この期間中，約 750 万人（初日は約１万５千

人）が，全国各地から来場した。  

全 259 ページにわたる『東京大正博覧会遊
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倍増（図７）となった。  
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図２『東京大正博覧会遊覧案内』（表紙）  

資料：東京大正博覧会協賛社編（ 1913）  

 

図３  ミルクキャラメルの新聞広告  

資料：『都新聞』 1914（大正３）年 4 月 29 日  
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Ⅲ．コンデンスミルクの新供給源 

１．キャラメル人気による森永製菓の成長  

 キャラメル人気に後押しされて，森永の売

上高は伸長した。  

創業したばかりの第１期（ 1910〔明治 43〕

年４月から９月）の決算をみると，資本金 500

千円，売上高 263 千円，当期利益 11 千円，従

業員数 165 人となっている。途中，第５期

（ 1912〔明治 45〕年４月から 1912〔大正元〕

年９月）では，資本金 500 千円，売上高 362

千円，当期利益 10 千円，従業員数 175 人であ

った。  

 そこで，東京大正博覧会でミルクキャラメ

ルが大人気となった第９期（ 1914〔大正３〕

年４月から９月）の決算は，資本金 500 千円，

売上高 501 千円，当期利益 26 千円，従業員数

167 人となった。前年の第８期（ 1913〔大正

２〕年 10 月から翌年３月）と比較すると，売

上高は 118.4％，当期利益は 104％，従業員数

は 100.6％である。その後も，ポケット用ミル

クキャラメルの需要はますます拡大し，併せ

て，その原料である煉乳の確保が課題となっ

た。  

さらに，第９期に対して大正末期の第 34 期

（ 1926〔大正 15〕年 10 月から 1927〔昭和２〕

年３月）では，資本金が 22.8 倍，売上高が 17.3

倍，当期利益が 23.1 倍，従業員数が 16.4 倍と

いった成長をみせた。  

以上の森永製菓の経営成長力は，ミルクキ

ャラメルが中心となり実現した。  

 

２．房州ホルスタイン種の改良と煉乳生産  

（１）明治期  

 江戸期に幕府直轄牧として酪農を営んでき

た嶺岡牧は，明治期に入っても，嶺岡牧社，

嶺岡畜産株式会社が設立・解散したり，千葉

県種畜場嶺岡分場が設立されたりするなど，

わが国酪農の中心地となり得た。また，安房

 
図４  キャラメル工場建坪の変化          図５  使用職工の変化  

     資料：森永製菓株式会社編（2000）p.59 より作成   資料：図４に同じ。  

 

 
     図６  製造機械の動力の変化       図７  一日あたりキャラメル生産量の変化  

資料：図４に同じ。           資料：図４に同じ。  
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地域には，多くの煉乳所が設立された。  

1907（明治 40）年以降の安房の乳牛は，ホ

ルスタイン種に統一されるとともに，1909（明

治 42）年には獣医師である安仲就文が安房郡

産牛組合技師として迎えられ，優秀な技術家・

畜産行政家として乳牛改良・泌乳量質検定を

実施した４）。この安仲技師の指導によって酪

農家の能力はさらに向上し，米国人ジョセフ・

デネレーの尽力によって，ホルスタイン種の

乳牛が導入された。『安房酪農百年史』には，

次のように記されている。  

「安仲技師は乳牛にかけては稀に見る練達

の士で，同技師の指導で郡内乳牛家は少なか

らず啓蒙され，牛を見る目は急速に上昇し，

従つて良牛の導入と劣等牛の淘汰がよく行わ

れた事によつてその資質は一段と向上した。

特に種牡牛の選定については意を用いた。こ

れがやがて安房の乳牛が全国に名声を馳せた

由因であると云うべきである。それともう一

つ見逃してはならないことがある。それは米

人ジヨセフ・デネレーの功績だ。デネレーは

明治三十何年かに横浜に来て本国アメリカよ

りホルスタイン種牛の輸入を行つて，日本に

ホ種の普及を図つた一人である。彼はたまた

ま本郡丸村大井出身の婦人を妻としていた関

係で丸村大井に来て牧場を営んでいた。それ

は明治四十年頃のことであつた。（中略）デレ

ネーはまたこの外にもホ種の牝牡牛をもアメ

リカより輸入して郡内に売りひろめたと同時

に乳牛の飼育管理の方法を実際に房州人に指

導したのである。（中略）デネレーの牧場経営

はあまりうまく行かなかつた様で七年間位で

房州の地を引きあげた，その後の消息はつま

びらかでないが，彼の安房乳牛界に残した功

績は不滅であろう」５）。  

 これまで房州ホルスタイン種についてはあ

まり注目されてこなかったが，同種の技術改

良普及が，嶺岡牧を中心とする安房地域の酪

農事業の発展に大きく寄与したのである。明

治後期に房州ホルスタイン種の飼養・繁殖が

活発になると，牛乳の生産量も増加する。す

ると，その牛乳をどのように処理・販売する

かを考えねばならない。生乳の東京への輸送

事業が本格化したのは， 1920（大正９）年の

ことである６）。しかし，その前に，生乳輸送

よりも旺盛であった事業が，煉乳の生産であ

るというべきであろう。  

 1893（明治 26）年に大山村金束の地で根岸

新三郎が始めた安房煉乳所（後の磯貝煉乳所，

図８）が，安房地域初の煉乳所とされる７）。

その後，明治期には，大崩製酪所（佐久間村），

石田煉乳所（吉尾村），三原煉乳所（北三原村），

高橋煉乳所（八束村・富浦村），福原煉乳所（岩

井村），藤井煉乳株式会社（勝山町），吉尾煉

乳所（吉尾村），磯貝煉乳所（元は安房煉乳所，

大山村），川辺製酪所（吉尾村），大島煉乳所

（南三原村），真田煉乳所（図９，吉尾村），

房北製酪所（佐久間村），平群製酪所（平群村・

 
図８  磯貝安房煉乳所（後の房総煉乳）  

資料：千葉県酪農のさと資料館より提供  

 
図９  真田煉乳牛酪製造所（後の日本煉乳）  

資料：千葉県酪農のさと資料館より提供  
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那古町），奥山製酪所（佐久間村）等が創業し

た８）。しかし，これほど多くの煉乳所が創業

したこともあり，煉乳の市場競争は激烈化し

た。千葉県統計書によれば， 1907（明治 40）

年の千葉県内（安房郡・大山・吉・富浦・佐

久間・南三原ノ各村）の製造戸数は５戸，職

工は 13 人，製造高は 107,840 ポンドであった。 

 

（２）大正期  

 大正期に入ってからも，安房地域には多く  

の煉乳所・製酪所が創業した。栗原製酪所（駒

山村），愛光舎那古出張所（那古町），東洋煉

乳所（富浦町），㬢製酪所（㬢町），相沢煉乳

所（豊岡村），伊丹製酪所（曾呂村），千代田

製酪所（保田町），愛国煉乳合資会社（勝山町），

滝田製酪所（滝田村），外房製酪所（南三原村）

等である。 1916（大正５）年には東洋煉乳所

をもとに日本コナミルク株式会社（富浦村）

が設立され，千代田製酪所は帝国煉乳株式会

社に改称した。また，同年には，房総煉乳株

式会社が設立された。房総煉乳は，磯貝煉乳

所など計４つの煉乳所・製酪所を合併して設

立をみた。これは，課題であった資本過小を，

合併により乗り越えようと，竹沢太一とその

同志が企図した結果である９）。  

磯貝煉乳所の経営については，磯貝岩次郎

の孫にあたる磯貝幹一（ 1983）が，次のよう

に記述している。  

「磯貝工場は明治三十六年旧大山村金束一

番地に創業したのでありますが，前述の通り

の欠損につぐ欠損も省みず，一途に製品の改

良に全力を傾けた訳ですが『感』を唯一の頼

りとする工業の不安はいよいよ増す計りであ

り，逐に先進地の印度より BB ナラナヤと呼

ぶ技師を招聘して技術の修得に精進をつゞけ

た結果，漸く製品らしきものが出来上り，『角

力』印の商標を以って市販に供し，逐次販路

も広がり漸く曙光が見出されたのであります。 

斯うした時勢に敏感なのは何時の時代にも

豪商であり，やがて当時横浜に本拠を持って

いた明治屋より『一手販売』の申出があった

のであります。実は此の明治屋こそ後世キリ

ンビールの総発売元として，天下に偉名を馳

せた豪商であり，現在日本食料品業界のトッ

プクラスにのし上った明治やの前身だったの

であります。  

因より零細企業に取っては，将に青天霹靂

の申出であり，飛び立つ思いで契約を締結し，

商標も『鳳凰印』に改めていよいよ市場に登

場して，明治屋の力をバックにその名声も逐

次拡大し，偶々当時開催された第一回産業博

覧会に出品して，栄えある褒賞に輝く事さえ

出来たのであります」 10）。  

その後の明治屋との契約関係についても大

変興味深いが，ここでは省略しておく。次の

文章では，磯貝岩次郎と竹沢太一の知られざ

る功績が見て取れる。  

「そこで祖父は当時既に全国に数ヶ所ある

同業者を糾合して所謂『戻税運動』を展開し，

逐に国会に陳情して，『戻税法』の成立に成功

したのであります。こうして原料高は一応凌

いだものゝ先に述べた第二難関である体質の

改善はより以上に至難であり，逐に郷土出身

の代議士竹沢太一先生の出馬を仰ぎ，房総煉

乳株式会社が創設されたのであります」 11）。  

 1917（大正６）年９月，森永製菓株式会社

は，千葉県安房郡吉尾村の愛国煉乳合資会社

（中村芳三社長）吉尾・勝山工場を買収し，

日本煉乳株式会社（松崎半三郎社長）を設立

した。松崎半三郎は，森永製菓の専務取締役

支配人であり，先述の森永太一郎が信頼をお

く優秀な経営パートナーであった。  

 大正期の煉乳事業における最大のポイント

は，やはり，資本過小の克服であろう。すな

わち，房総煉乳株式会社と日本煉乳株式会社

の設立である。安房地域内に分散している小

資本の煉乳所・製酪所は，合併することで資

本力を強化したのである。  

 なお，森永太一郎は，ミルクキャラメルの

原料となる煉乳の自給策を講ずるため， 1913
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13 パネルディスカッション日本食生活近代化の拠点となった嶺岡牧 佐藤奨平 キャラメルとコンデンスミルクと嶺岡牧 
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10）磯貝（ 1983）p.6。なお，礒貝昌弘氏には調査

にご協力いただき，貴重な資料の提供を受けた。

感謝申し上げる。  

11）磯貝（ 1983） p.8。  
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磯貝幹一（ 1983）『「回顧録」長挟地方に於ける

地場産業の変遷』（磯貝老人記）。  

金木精一編（ 1961）『安房酪農百年史』安房郡畜産

農業協同組合  

森田克徳（ 1999）「森永太一郎－森永製菓の創業者

－」法政大学産業情報センター・宇田川勝編『ケ

ースブック日本の企業家活動』有斐閣，pp.101-

109。  

森永製菓株式会社編（ 2000）『森永製菓一〇〇年史』

森永製菓株式会社。  

佐藤奨平（ 2015）「練乳製造業黎明期の企業行動－

安房地域を中心として－」『酪農乳業史研究』

(10)， pp.30-44。  

東京大正博覧会協賛社編（ 1913）『東京大正博覧

会遊覧案内』東京大正博覧会協賛社出版部。  

  

 
 

図 10 森永太一郎『家畜奨励論』（表紙）  

資料：森永（ 1924）  
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町おこし起爆剤としての歴史遺産 

－嶺岡牧と鴨川の未来－ 

馬 淵  和 雄  

日本考古学協会  

 
 
Ⅰ．はじめにー「名所旧蹟」を見に来る

人々 

 ※神奈川県鎌倉市   

小町通り商店街の賑わい→鶴岡八幡宮に行く途上 

鎌倉における「町歩き」→寺社仏閣を順次巡る  

「あじさい寺」「苔寺」という言い方  

  ⇒観光客の意識の根底には「歴史性」  

※京都と奈良  

  ⇒「歴史性」こそが人を引き寄せる根源  

 歴史資産による「観光立国」を標榜するエ

ジプトだけでなく，世界の観光地の多くは歴

史的景観によって成り立っている  

※ cf.観光地人気の一過性について  

・一過性の人気に終わった山梨県の避暑地―

若者が大勢押し寄せたのち，この四半世紀で

閑散とした光景に→おそらく歴史性の欠如に

よるか。閉鎖された各地のリゾート施設など

も同様  

・一方で衰え知らぬ「軽井沢」→明治以来の

高級避暑地としての「歴史」（付加価値含む） 

嶺岡牧を拠点とする明治・大正期の事業の中

心は，煉乳の生産である。  

 

Ⅱ．歴史資産と町おこし―その経済効果 

 佐賀県 2017「吉野ヶ里遺跡の公開・活用に

関すること」（県 HP）  

 澤村明 2002「遺跡保存の経済効果」『文化

経済学』 3－１号）  

 川越市 2018「川越市入込観光客数」（市 HP）  

※佐賀県吉野ヶ里遺跡（弥生時代遺跡）  

 年間入場者数 50 万人～ 70 万人（ 2001 年以

降，佐賀県 2017P.31），一人当たりの消費（交

通費・食事代・土産物・宿泊費）を控えめに

平均 1,300 円と見積もると，年間８億円前後

の消費。その他さまざまの点を考慮すると約

48 億 8 千万円かそれ以上の波及効果（澤村

2002P.41）。  

※青森県三内丸山遺跡（縄文時代遺跡）  

 年間入場者数約 50 万人前後で推移，観光効

果は年間 25 億円弱，波及効果が年間 26 億円

強（澤村 2002 所引の県統計による，ただし澤

村自身はこの数字に疑問を提出， P.43）  

※埼玉県川越市街（近世の町並み）  

 2004 年に年間観光客数が 40 万人を超え，

以後毎年増え， 2016 年に 70 万人を超える

（ 2017 年に 66 万人に減る）  

 以上のうち前 2 例は全国的にも突出した著

名遺跡だが，川越の例は遺跡ではなく整備さ

れた近世の町並みが資産。首都圏にあること

を割り引いても，瞠目すべき数字を維持して

いる。成否は歴史的価値を全国にどう知らし

めるかにある。  

 

Ⅲ．歴史資産としての嶺岡山  

 ※二つの要素  

・徳川幕府直轄４牧のうちのひとつで，しか

もほとんど手つかずのままに残っている  

・日本近代酪農発祥の地であること  

⇒ 2 点いずれであっても歴史的資産として望

みうる最高の価値がある。  

※叙情性  

・大山千枚田のある光景  

 ⇒歴史性と「風光明媚」（であること）の共存 

・歌人古泉千樫  
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15 嶺岡西一牧の野付村に残された文書にみる地域畜産株式会社 
 
 「みんなみの  嶺岡山の焼くる火の  こよ

ひも赤く  見えにけるかも」  

 「夕食 (ゆうげ )終へて  外 (と )に出て見れば

あかあかと  山焼 (やまやけ )の火のひろがり

にけり」  

「久美の葉の  しろく光れるなぎさ道  牛ひ

とつゐて  海にむきたつ」  

 故郷の山と牛のいる風景を詠む→嶺岡山に

触発されて歌人の感性が生まれた？  

※遺構の現認性  

・さまざまな牧遺構や石造物が現状でもよく

観察できる  

 ⇒人を呼ぶ訴求性がある  

※歴史的継続性  

・現存する牧司（士）の家と文書  

・酪農関連の井戸などの現存  

 

 

・乳製品を使った料理の伝統（「チッコカタメ

タノ」など）  

 

Ⅳ．むすび  

 ※鴨川市・南房総市と嶺岡牧  

 自分たちの町にすごい歴史資産があるとい

うことを知るべき  

 ⇒この資産の活用は，必ず地域の活性化に

つながる  

※嶺岡牧研究の必要性  

 文書と遺構，両面からの調査  

 とくに遺構の視認性を高めることが早急に

必要（野馬土手・馬捕り場等の整備）  

※地域住民の関心の掘り起こし  

 ⇒市役所と住民が一体となった活動の重要性 

※戦略とロードマップの整備  

  

日本の原風景が広がる嶺岡牧  

嶺岡西一牧の野付村に残された文書にみる地域畜産株式会社
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ミニ企画展 

嶺岡西一牧の野付村に残された文書にみる 

日本で初めての地域畜産株式会社 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 嶺岡西一牧の野付村に残された文書にみる地域畜産株式会社 
  

１ 嶺岡株金取立帳  山田邨  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1878（明治 11）年９月１日  

嶺岡牧社の設立のため山田村の住民から株金を徴収するための名簿。84人の名がみられる。村の戸

主全員を嶺岡牧株金取り立ての対象者にしている。  

横帳  w12 ㎝×h32 ㎝ 山田区有文書  

２ 嶺岡牧社出納録  山田邨  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1878（明治 11）年  
山田区が嶺岡牧社の株金を住民から徴収した時の帳簿。組長が区費を集金するように株金

を集めている。  
横帳  w12 ㎝×h33 ㎝ 山田区有文書  
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嶺岡西一牧の野付村に残された文書にみる地域畜産株式会社嶺岡西一牧の野付村に残された文書にみる地域畜産株式会社
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３ 嶺岡牧場内官林并境内調書  
 
 
 
 
 
 
 
 
1882（明治 15）年 10 月 30 日  
嶺岡牧社が明治政府から借りた嶺岡牧内にある大川山の官林及び大杉観音堂の境内を調べ，

惣代から千葉御派出官に提出した報告書。簡単な図面が付けられている。  
冊  w17 ㎝×h25 ㎝（絵  w34 ㎝×h25 ㎝） 山田区有文書  
４ 嶺岡牧場内人民私有地坪垣調査  
 
 
 
 
 
 
 
 
1882（明治 15）年 10 月 30 日  
嶺岡牧社が明治政府から借り受けた嶺岡牧内に点在している私有地について取り調べ，惣

代から千葉御派出官に提出した報告書。私有地の位置を示す簡単な付図が付く。  
冊  w17 ㎝×h25 ㎝（絵  w35 ㎝×h25 ㎝） 山田区有文書  
５ 嶺岡牧場内飛地取調書・嶺岡牧場内観音堂取調書・上申書写  
 
 
 
 
 
 
 
 

1882（明治 15）年 11 月６日  
嶺岡牧内にある飛地について取り調べ惣代から千葉縣令  船越衛に，嶺岡牧内にある大杉観
音堂の規模を調べ名主から千葉縣農商課に宛てた報告書，及び大杉観音堂の上申書。  
冊  w17 ㎝×h25 ㎝ 山田区有文書  

 

19 嶺岡西一牧の野付村に残された文書にみる地域畜産株式会社 
  
６ 嶺岡牧場内立入許可願・許可書  
 
 
 
 
 
 
 
 

許可願： 1885（明治 18）年 4 月 29 日  許可書： 1886（明治 19）年 3 月 8 日  
嶺岡牧社解散で政府に返した嶺岡牧の実態を調べるため千葉縣令  船越衛に山田村の惣代人  
川名宇吉，長居佐市，戸長  坂田治郎左ヱ門が提出した立入許可願と許可書。  
綴  w17 ㎝×h25 ㎝ 山田区有文書  
７ 嶺岡事件契約書  

 
 
 
 
 
 
 
 

1887（明治 20）年 9 月 15 日  
嶺岡牧社の解散後，地域の殖産興業にとり畜産会社が必要として住民で費用負担し，畜産会

社を再結成することを契約した書。川名宇吉ほか 88 名が署名捺印している。  
冊  w17 ㎝×h25 ㎝ 山田区有文書  
８ 嶺岡畜産株式会社定款  
 
 
 
 
 
 
 
 

1907（明治 40）年頃  
謄写版印刷した嶺岡畜産株式会社の定款。第二条本社の地番が大山村乙一番地となってお

り，本社を八丁陣屋跡から現在の現嶺岡乳牛試験場に移す時の定款案とみられる。  
冊  w17 ㎝×h24 ㎝ 加藤牧士家文書  
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９ 嶺岡畜産株式会社預牛馬規則  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1890（明治 23）年頃 
嶺岡畜産株式会社が農家から牛を預か

る際の規則。 
綴 w17 ㎝×h25 ㎝ 加藤牧士家文書 

 

10 嶺岡畜産会社株券状預り証  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1887（明治 26）年 6 月 25 日  
嶺岡畜産株式会社から購入した山田村 91 戸の共有株を鈴木作治郞が預主となり預かること
を，山田村共有者惣代の川名七郎，川名用右ヱ門，奥沢安太郎，鈴木久七に宛てて記した預

り証。  
綴  w35 ㎝×h25 ㎝ 山田区有文書  

21 嶺岡西一牧の野付村に残された文書にみる地域畜産株式会社 
  
11 嶺岡山買受ニ関スル書類  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1908（明治 41）年  
嶺岡畜産株式会社を解散し，嶺岡牧の土地を地域の住民に売却するための土地売渡證書。売

渡地の地番，売渡者氏名，売却日も空欄になっていることから，事前に嶺岡畜産株式会社の

方針を知らせたひな形とみられる。  
封筒  w12 ㎝×h34 ㎝ 状  w39 ㎝×h28 ㎝ 山田区有文書  
12 嶺岡山代金不納  13 嶺岡畜産会社書状  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1908（明治 41）年頃  
嶺岡畜産株式会社解散に伴う嶺岡牧の土地

購入代金を支払っていない者のリストとみ

られる。  
断簡  w24 ㎝×h25 ㎝ 山田区有文書  

明治 22（ 1889）年 12 月 27 日  
嶺岡畜産株式会社から山田区長に宛てた例

会に関する書状。  
 
綴  山田区有文書  
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14 畜牛結核予防法より畜牛現在届方達  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1903（明治 36）年７月 18 日  
結核を予防するために 1901（明治 34）年に制定された「畜牛結核予防法」に基づき，農家が飼養す

る牛を届けるよう命じた通達。配布された様式をみると，届け先は千葉縣北條警察勝山分署の署長

宛てとなっている。  

綴  w1６㎝×h2４㎝ 山田区有文書  
15 畜牛現在届  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1907（明治 40）年５月 20 日  
農家から亭主された畜牛届けを平群村役場でまとめたもの。牛を一頭ずつ，種類，牡牝，毛

色，用途などについて記している。使途として「乳用」は僅か１軒のみの届けになっている。 
冊  w17 ㎝×h25 ㎝ 山田区有文書  

23 嶺岡西一牧の野付村に残された文書にみる地域畜産株式会社 
  

16 平群製酪組合株主  
 
 
 
 
 
 
 
 

1907（明治 40）～ 1916（大正５）年  
平群山田に愛光社が乳加工場を造ったが短期間で

工場を那古出張所に移したため，地域の酪農家が出

資して平群製酪組合を立ち上げバターの製造を行

った。本史料は，平群製酪組合の株主と株数が記さ

れている。  
冊  w17 ㎝×h25 ㎝ 山田区有文書  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 安房郡畜牛畜産組合第 18 部会協議会開催通知  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1922（大正 11）年 4 月 14 日  
906（明治 39）年設立の安房郡産牛組合は，比較会，共進会の開催などを通し牛種の改良を
進めてきた。1915（大正４）年，安房郡畜牛畜産組合に改称。この組合の事務所は 42 部あ
ったが，そのうち平群村の事務所である 18 部の部長が出した協議会の通知。  
封筒：w8 ㎝×h21 ㎝ 状：w16 ㎝×h24 ㎝ 山田区有文書  
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