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                          京丹後市 2014.4.2 撮影 

梅が咲き誇り、そろそろ桜の便りも聞くころになりました。 

皆様におかれましては如何お過ごしでしょうか。 

ハバネロはじめ唐辛子の播種時期を迎え、今年の出来を期待しながら、5 月定植までに土作りや、元肥施肥、

マルチ張りなどこれから多忙になってきます。 

                                                                                      事務局 

 

 

 

2015.3.3～6 まで FOODEX2015(千葉・幕張)に出展してまいりました。 

出展社は国内外 2,700 社とアジア最大規模の食品専門の展示会です。 

 弊社はハバネロの加工品として『京はばねろ篠ソース』と「京ハラペーニョ・ピクルス」をメインに出展

いたしました。 

 約 200 名の入場者に試食をしていただきましたが、殆どの方が辛いけれど病みつきになる美味しさと評価

して頂き、大手商社はじめ、高質小売店、海外からも約 50 社からの引き合いをいただくことができました。 

    

 ハバネロ友の会 会報誌 3 月 
2015.3.10 発行 
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篠ファームからのお知らせ 
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MUTTSUNN 通信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         HOLA! 

パロ・サント～聖なる樹～ 

をご存じでしょうか？？ 

すっきりとした香りが心地いい 

アンデスのペルー付近が原産の木香です。 

この香りはさわやかで気分転換や就寝前にもグッ

ド！ 

また「聖なる樹」と呼ばれ、アンデスではインカ帝

国の時代から「幸福を呼び込む」とされてきました。 

以前このコラムでご紹介した 

ペルーの知的障害者自立支援施設 

「ひまわりセンター」 

 

ここではセンター運営の資金集めの一つとして 

このパロ・サントの香り袋を制作しています。 

 

右の写真は料理上手な職員と利用者達が作ってくれ

た「アロス・コン・ポジョ」（鳥の炊き込みご飯）で

す。パクチーやニンニクが聞いていてヤミツキになる

こと間違いなし☆ 

この料理のお供は、辛くてすっぱいセビッチェ（魚の

マリネ）このコンビが暑いペルーの夏を吹き飛ばして

くれます☆ 

＊センターの詳しい活動内容ついては一般社団法人

ひまわりの会の HP で紹介しています。 

http://jpnhimawarinokai.web.fc2.com/index.ht

ml         

左の写真は、利用者（センターに通う障碍者）が

木工講師の下、硬いパロサントを金槌とのみを使

って割っているところです。 

 

この横では、パロサントの香りに包まれながら、

利用者のお母さんたちがおしゃべりしながら楽し

く香り袋を制作しています。 
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ニューメキシコ紀行（３）最終回 New Mexico 北部とネイティブアメリカンの大地 

 ９月号、１月号でご紹介したニューメキシコ紀行、最終回となる今回は、ニューメキシコ州の北部から

西部、州境地帯にかけての、ネイティブ・アメリカン（先住民族）のエリアについて紹介します。 

 高原、砂漠、森林など多様な地形や気候を持つ

ニューメキシコには、白人や、その前のスペイン

人の入植以前から、先住民族が住んでいました。

彼らの祖先は、２万年以上前に、陸続きであった

シベリアとアラスカを経由しわたってきた、アジ

ア系モンゴロイド人種です。プエブロ族、アパッ

チ族、ナバホ族、ホピ族などの部族が、それぞれ

の文化や言語を大切にしながら、リザベーション

といわれる居留地、あるいは都市部で暮らしてい

ます。言葉は全く違っており、お互いに通じない

そうです。でも共通語は英語なので問題はありません。 

 

ニューメキシコの州都である SantaFe から、北西に車で約２時間のところにある、プエブロ族の村、タ

オス・Taos Pueblo は、約 1000 年前から人が住み始め、伝統的な日干し煉瓦であるアドビ（Adobe）

を使った家は当時から増築に増築が重ねられてきました。今でも約

150 人が居住、電気や水道のない伝統的な生活を送っており、1992

年には世界遺産に指定されています。現在、家にはドアが付いてい

ますが、昔はドアがなく、ハシゴで天井から出入りし、外敵が来た

時にははしごを外したそうです。ハシゴの横には、土地の名物であ

る大型の唐辛子（チリ）が飾られています。丸い鎌倉のようなもの

はパンを焼くオーブンです。家の多くがカフェや土産物屋となって

おり、見学はいつでも可能です。（有料） 

 

 

天野了一さんのニューメキシコ紀行 
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 そこから、さらに西へ約 400 キロ、ニューメキシコの西北のはずれには、アメリカで唯一、ユタ、ア

リゾナ、コロラド、ニューメキシコの４つの州が一点に重なる場所があり、four corners といわれてい

ます。辺境中の辺境ともいえるこの場所ですが、ちょっとした観光地になっており、ナバホ族の人がアク

セサリーなどの工芸品を売っています。 

 荒涼とした平原地帯となっているフォーコーナーズ地域は、約 30 万人いるといわれる、ナバホ・イン

ディアンの居留地です。ナバホ族は独自の警察や裁判所も有しており、サマータイムの不採用など、アメ

リカの中の外国のような場所です。 

                            

 ここから、さらに 1 時間ほど西に行くと、奇岩のそびえるモニュメントバレーに着きます。ジョン・フ

ォード監督の映画「駅馬車」や「フォレスト・ガンプ」はじめ、多くの CM でも使われているアメリカ

西部の原風景のひとつ。荒涼とした砂漠に見えますが、実際は観光地になっており、バレー内をナバホ族

のガイドするジープで回ることができます。どこを見ても絵になる絶景ですね。 
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モニュメントバレーの中にはナバホ族の経営により、近代的なホテルやキャンプ場も整備されています。

人気があり夏場は非常に予約困難ですが、ぜひここで一泊し、朝日や夕日をゆっくり眺めることをおすす

めします。 

 モニュメントバレーのホテルのレストランでは、ナバホ料理を楽しむことができます。「ナバホ風タコ

ス」は、ふくらんだトルティーリャ皮に、チリ（唐辛子）の煮込みをはさんだもの（左）。ニューメキシ

コのタコスやグリーンチリ料理とは異なり、辛くはありません。また、トルティーリャに特製サルサソー

スと野菜、チーズを載せたナバホ風ピザ（右）も人気です。ナバホランドのレストランは閉まるのが早い

ので早めに行きましょう。 

この他、この近くには（とはいいつつも車で半日

かかります。ガス欠に注意）、鉄砲水が創った幻想的な洞穴「アンテロープキャニオン」や、自然に出来

た石の橋「アーチズ」など、想像を絶する魅力的な大自然のスポットが点在しています。遠いので行くの

は大変ですですが、グランドキャニオン方面からも行けるので、是非足を伸ばしてみてくださいね。（終） 
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 バングラデシュのジョロキア工場の従業員シャヒンから、結婚したという報告を受けた。 

 彼は現在 18 歳。ジョロキア事業を始めて 3 年目に入社し、今年で 5 年目になる。早すぎる結婚に少し反対

したものの、最後は彼が決断したことなので、彼の考えを尊重し結婚を祝福している。 

  

 彼が当社に来た当時は 13 歳。給料はいくらでもいいから働かせて欲しいと、工場の門を叩いた。学校に通

いながら午後から工場の掃除や雑用等の仕事をし、翌年には初等教育を終え、正式に入社し、それから毎年当

社で働いてくれている。 

 小さい子供だった彼が、いつの間にか成長し大人になった。彼の父親からは、言うことを聞かなくなってき

たのでよろしく頼みますと、従業員でありながら、教育まで引き受けていた。 

 自分より早い結婚に少し複雑な思いをしながら、彼が父親になる日を心待ちにしている。 

Ryo Takeuchi 

 

 シャヒン：世界の果ての日本人（TBS）において、ボディーガードや洗濯などのシーンで数多

く登場。 副主役を務める。 

 

 

 

 

 

 

 

バングラディッシュからの便り 
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          鍋にはやっぱり篠シスターズ 

春の気配が感じられる季節になりましたが、まだまだ、鍋が美味しいですよね。 

皆さんは、どんな鍋がお好きですか？ 我が家は、今年、ブタ鍋と餃子鍋が多かったです。そして、キムチ鍋。 

 

鍋の作り方は、大体こんな感じ。 

・ 昆布で出汁をとります。 

・ 味噌か醤油ベースになると思いますが、必ずハバネロうま辛醤油を少し入れます。 

・ そして、味噌ベースならば、最後に篠ソースをたらり。 

・ 美味しい鍋の出来上がり！ 

・ 私は、食べる時にも、うつわに篠ソースを入れます。 

 

・ キムチ鍋の場合は、ブタ肉を最初に少し炒めます。その時にハバネロうま辛ラー油を使用。 

・ 当然、具を入れて、キムチを入れた後に、ハバネロうま辛醤油と篠ソースをたらり。 

・ 後は、〆の雑炊、麺類の時も篠ソースやハバネロうま辛醤油を入れると美味しいですよね。 

 

汗をかきながら、モリモリ食べています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府摂津市在住 

武村 尚史（たけむら ひさし） 

 

篠らー1 号 武村さんのお便り 
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こんにちは、段々と近づいてきました。どこかへ出掛けたくなりますね～ 

またまた今回は前回に引き続きキューバのお話。お出かけした気分になってください。 

今回はふらっとハバナ市街地の散歩篇。キューバといえば思いつく方もいらっしゃるかと思いますが・・・ノ

ーベル文学賞作家ヘミングウェイ。なんと彼は人生の 3 分の１をキューバで過ごしました。 

お酒と葉巻と釣りを愛した彼にキューバは天国のような国だったのではないでしょうか。その彼の軌跡を今で

も街のあちこちにみることができます。 

ショッピング通りの真ん中にあるホテル“アンボス ムンドス”は彼が常宿にしていたホテル。ピンクの外観

とコロニアルなインテリアがとても素敵です。彼が使っていた部屋は 

そのまま残され、宿泊しなくとも見学できます。ここで色々な名作が生まれたんですね～ 

 

そのホテルから少し先に行くと バー“ボデギータ デル メディオ”があります。 

ここは彼が大好きなカクテル “モヒート”を飲んだところ。今でもここのバーの売りは 

モヒートでカウンターにグラスがずらりと並んでいます。私も大好きなモヒート、昼間の暑さもあり休憩で飲

んだモヒートは格別でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そしてもうひとつ彼が一躍有名にしたカクテル“ダイキリ”。 

彼がよく通っていたお店がまだ営業しています。 

 

 

 

 

奈佐有子さんのメキシコのお話 
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カウンターには彼の銅像が立っていて、今にも話出しそうです～！ サインや写真多数。 

ダイキリの味はもちろん素晴らしい～！ちなみに彼の名前がついたカクテルもあります。 

お酒が好きな方は是非ためして見て下さい。 

 

 

 

 

 

古きよき時代のキューバを残す旧市街。ヘミングウェイの足跡を辿りながら散策するのもお勧です。 

先日アメリカとの国交正常化を進めると発表したキューバ。 

経済的に生活が豊かになるのは素晴らしいですが・・・あののんびりとしたキューバが失われるのではと複雑

な気持ちです。 

ヘミングウェイが愛したハバナが変わらないことを願います。 

 

ほんとうに昼間は倒れそうに暑いので是非バーで休憩しながら散策してくださいね！ 
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京都・伏見稲荷前で中華料理「きんちゃん」です。http://www.kyoto-r.com/s/kintyan.html 

http://tabelog.com/kyoto/A2601/A260601/26007844/ 

 

お稲荷さんは、初午大祭も終わり、落ち着きを取り戻すかと思いきや、なんのなんの、春節祭を含めての中国人の

団体や各国の外人さん、学生さんで賑やかです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都・伏見稲荷 きんちゃんからの寄稿 

ネギラーメンです、ア

ツアツに熱した油を

ネギに回しかけカキ

油や豆板醤でチャー

シューと和えたもの

をラーメンに載せる

基本中華ラーメンで

す。 

肉野菜炒め定食です、チ

ャイニーズきんちゃん開

店当時からの定番人気

定食で、いまだに多くの

注文をいただきます。篠

ソースは必要です。 

 

カレーあんかけチャンポ

ンです。アツアツで気を

つけないとやけどしちゃ

います。篠ソースは、外

せません。 

 

 

 

薄切り豚ロースとキャ

ベツのピリ辛篠ソース

炒めです。 

御飯が進み過ぎ注意で

す。 

 

きんちゃんオリジナル

辣油です、何種類か

の唐辛子、香辛料、野

菜で作ります。 

あと、少々の隠し味

も。 

 

京都 伏見の酒粕ラー

メンです。期間限定で

やっています。 

静かにブームが来て

るかもです。 

以外に篠ソース、バッ

チリです。 

 

京はばねろ篠ソースを各テーブルにおいて皆様にお好みでお使い頂いております。 
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わが家のちょい辛メニュー 

～野菜の梅唐辛子ソース添え～ 

以前友人から梅唐辛子なるものをいただき、豚肉料理や鍋の調味料として重宝したことがありました 

とてもさっぱりしたその味を食べたくなり、篠ソースを利用して簡単自家製梅唐辛子ソースを作ってみました 

野菜に添えてぜひお試しください 

 

（梅唐辛子ソース） 

 

材料 梅干 2 個、みりん大１、篠ソース適宜、しそ１～２枚、ゴマ少々 

 

作り方 

① 種を取り除いた梅干の果肉をすり鉢ですりつぶします 

② ①にみりんと篠ソースを適宜加えよくまぜます 

  （篠ソースはたっぷり目に入れたほうが酸味とのバランスもよいので美味しくできます） 

③ みじん切りにしたしそとゴマを加えて出来上がりです 

 

 

中村まりこさん寄稿 
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■ハバネロメルマガ会員」ご参加お勧めください。 

ハバネロに関心を持たれておられる方がお近くにおられましたら是非お誘いください。 

申込みは簡単で、ホームページより申込みに必要事項をご記入頂き、事務局へお送りしていただけるだけで登

録完了です。また、いつでも退会出来ますのでお気軽にお申込みください。 

メルマガ会員の方には特典も考えております。 

http://www.shinofarm.jp/habanero_tomonokai.htm 

                                                                事務局 

 

■会員の皆様の宣伝コーナー開設いたします。 

ご自分の会社やお店の宣伝・自己紹介など、案内したい内容がありまましたら投稿してください。 

行政関係の方もどんどん投稿してください。 

ハバネロ以外でも全く問題ありませんので、会報誌を活用していただけたら幸いです。 

原稿の締め切りは、毎月 5 日までお送りいただけましたら幸いです。 

当月の 10 日頃をめどに、会報誌に掲載して配信致します。 

原稿の送り先は、事務局（info@shinofarm.jp ）宛にお願いいたします。   

                                                                    事務局 

■「ハバネロなんでも質問コーナー」開設中 

事務局（ info@shinofarm.jp ）宛にご質問いただければ、直接ご質問者にお答えすると共に、承諾いた

だいた内容は直近の号でも紹介したいと思います。   匿名希望の方は「匿名希望」と伝えてください。 

■京都府京丹波町和知地区の特産品 

先日(3/8)にメキシコ唐辛子ハラペーニョの栽培について勉強会を開催いたしましたが、生産者の皆さん、

真剣な面持ちで聴講して頂きました。 

特に今年から京都府京丹波町和知で特産化を目指した和知ハラペーニョ生産協議会を立ち上げましたので、今

後の活動が楽しみです。 
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京丹波町和知の地域の方が、真剣に特産化に意識を持たれていますので、微力ですが応援させていただけた

らと思います。※本年度は 50a 規模で栽培いたします。 

                                     有限会社篠ファーム 
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ハバネロ通信３月号（Office Com Junto：児嶋きよみ） 

 

2015 年 2 月 Global Session 

濱田雅子の服飾講座「服飾から見た生活文化」シリーズ その５ 

アメリカ史に見る職業着 

  ―植民地時代～独立革命期― 

講師：濱田雅子（元武庫川女子大学教授、アメリカ服飾社会史研究会会長） 

日時：2015 年 2 月 28 日（土） 1:30-3:00 
場所：ガレリアかめおか 3 階第４会議室  

参加費： 600 円 

コーディネーター：児嶋きよみ 

報告要旨 

本報告ではアメリカの植民地時代から独立革命期の 100 年間にわたる職業着について語らせていた

だく。資料は P.F.コープランド著、濱田雅子訳『アメリカ史に見る職業着―植民地時代～独立革命期

―』（せせらぎ出版、1998 年）Peter F. Copeland, Working Dress in Colonial and Revolutionary America

（Greenwood Press, Westport, Conn. 1977.である。コープランド氏の専門研究分野は、アメリカ独立

革命やカリブ海の海底研究や 18～20 世紀の軍服や市民服に関する分野であり、元はアメリカ合衆国ワ

シントン D.C.のスミソニアン協会の歴史関係の主任イラストレーターをつとめておられた。そして、

現在はアメリカ史に関するフリーのイラストレーター、ライター、

コンサルタ ントとして活躍されており、論文や専門書の他、子ど

も向けの絵本 30 数冊を精力的に出版しておられる。コープランド

氏の著作のなかでも一番の労作である本書には、彼自身が描いた

200 点を上回る挿絵と 36 枚の写真が収録されており、1710 年から

1810 年までの 100 年間にわたって、欧米で労働に携わっていた人々

が着用していたと推察される職業着が、歴史的背景や彼らの生活状

態とともにビジュアルに描かれている。中産階級や下層階級の人々

が、上流階級の華やかで、きらびやかな衣裳とは趣きを異にする、

仕事の場面に特有な服装で労働に携わっている様相が、豊富な絵画

資料によって再現されている。本書に登場する人物（合計 424 名）

──船乗り、漁師、農民、商人、呼び売り、フロンティア開拓 者、

御者、正規兵や民兵、医者、法律家、聖職者、使用人、年季契約奉公人、 奴隷、犯罪人、民族諸集団

など──一人ひとりの仕事に取り組んでいる姿やしぐさや表情や、職種によって異なるさまざまな服装

は、18 世紀の欧米の中産階級や下層階級の生活の様相を彷彿とさせてくれる。 

 

 

児嶋きよみさん寄稿 
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コープランド氏が収集した資料は、労働する姿を描いたヨーロッパのグラフィック・アートやアメリカの版画

や逃亡奴隷を捕えるための広告や旅行者の明細書や糧食の注文書といったような原資料である。挿絵に対する

コープ ランド氏の解説には、それぞれの衣服の説明、挿絵や版画の出典が示されて いる。彼は衣服や織物につい

て、大変詳しく説明を加えており、スカート丈 やズボン丈、帽子の形、半ズボンよりも長ズボンが好まれたこと、

また、ジャケットの裁断といったようなさまざまな変化に着目している。また、本文に続く包括的な用語解説では、

18 世紀の生活についての詳細を記述するために 歴史家が必要とするであろう言葉が要約されている。 以上に述べ

てきたように、コープランド氏の著作はアメリカ服装史研究の価値ある魅力的な業績であるが、今後、この研究は

18 世紀の文化史に関する研究および 18 世紀の中産・下層階級の衣服の実物に関する研究と統合される ことによっ

て、さらなる発展が期待されるものと確信する。本書は服装史研究者の方々と歴史研究者の方々に、ぜひお読みい

ただきたい労作である。 

以下に船乗りの衣服の例として、イギリスの船乗りとアメリカの航海長のイラストと解

説を紹介する。 

  

図５  イギリスの船乗り（1740－1780 年） この船乗りは、その衣服からイギリス海軍

の軍艦の船乗り、あるいは商船の船乗りのいずれかであると思われる。彼の着ている衣服

はおよそ 40 年間、イギリスの 船乗りに特有の衣服であり続けた。円い帽子は３ヵ所 で

鍔が巻き上げられている。いつの時代にも見られる ようなスカーフをしているが、この

図では格子柄である（縞柄も一般的であった）。縞柄のウェストコート（時には水玉模様

あるいは柄物のこともあるが、格子柄であることはほとんどない）を着、古い帆布製（時 

には格子柄や縞柄のこともある）のスロップス［slops］、あるいはペティコート・トラ

ウザーズをは いている。靴ははいていない。暖かい季節には船上で は、靴をはかずに済

ませることが多かった。 出典：「The Sailor’s Return」，The Dress of the British Sailor

（ロンドン，1957），国立海事博物館の好意による．[著者画] 

 

 

図 21  アメリカの航海長（1776－1781 年） 鍔が巻き上げられて三角形に  

なった小さな帽子、スカーフ、ジャ ケットにペティコート・トラウザーズとい  

うこの船乗りの姿は、 18 世紀後半の前檣員の典型的な装いである。彼の横縞 

の靴下は、1780 年代初期のはやりであった。 

出典 ：  Peter Copeland, Everyday Dress of the American Revolution 

（ニュー・ヨーク， 1975）． 

 

本書の序論 

我々は新聞、月刊誌、旅行記、手紙、日記および会計簿はもとより、18 世紀の一流の芸 

術家たちが描いた肖像画から、当時のアメリカの上層階級がどのような装いをしていたか 

をほぼ完全に想い浮かべることができる。これらの有益な資料の成果として、より裕福な 

人々の植民地時代の衣服の挿絵の作品集が出版されてきた 1)。だが、果たして我々はその 時

代の労働者階級の確かな様子を想い描くことができるであろうか。残念ながら、18 世紀の

アメリカには、イギリスが生んだウィリアム・ホガース（William Hogarth, 1697-1764）や 

マーセルス・ラルーン（Marcellus Laroon, 1679-1772）やウィリアム・ヘンリー・パイン（William Henry Pyne, 

1769-1843）といったような、当時の街の一般大衆や地方の農民を描いた人々は生まれなかったのである。また、文

学作品も労働者階級の職業着に関する豊富な資料を提供してくれはしない。新大陸の芸術家たちが、その時代の兵

士や労働者や開拓者の生き生きとした描写に、その才能を傾けるようになったのは、１世代あるいはそれ以上 が経
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過してからである。しかも彼らの肖像画は非常に理想化され、不正確なものであった。 そのためにアメリカ独立革

命の時代に生きていた植民地アメリカの一般大衆は、その時代 の歴史に記されることなく、消えてしまったのであ

る。今日の歴史研究者にとって、例え ば、ボストンの魚屋とかニュー・ヨークの行商人とか農村バージニアの開拓

民の実際の様 子や衣服を非常に正確に確定するのは困難である。  

そこで、我々は主に、推測に頼るか、ヨーロッパの資料に依拠する他すべがないのである。18 世紀アメリカの典

型的な自由労働者は西ヨーロッパ人であり、彼らは本国を離れてから、わずか１世代ないし２世代しか経っていな

い。このことから、彼らの職業着の大半はイギリスの労働者階級の職業着と同じであると結論してもさしつかえな

いであろう。 ニュー・ヨークやペンシルベニアやノース・カロライナでは例外があった。これらの州に はそれぞ

れオランダ人やドイツ人やスコットランド高地人の影響が残っていたのである。 また、さらに未開の開拓地にも例

外があった。この地域ではインディアンのブランケット・ コート（blanket coat）やレギンス[leggings]やモカシ

ン（moccasins）やヘラジカ皮のブリー チズ［breeches]や房のついた狩猟用のシャツ[hunting  shirt]や毛皮の縁

なし帽（fur cap）やズボン[trousers]などの衣服が採り入れられていた。イギリスの衣服と植民地の衣服に違いが

見られるのは、すべてアメリカの労働者がイギリスの労働者よりも豊かであったためである。 

植民地の労働者はヨーロッパの労働者よりも高い賃金を手に入れることができた。その ためアメリカ人は一般に

ヨーロッパ人よりも清潔で、質の良い衣服を身につけていたので ある。当時の多くの証人たちは、アメリカ人の風

采はイギリス人より勝っていると証言し ている。シュバリエ・フェリックス・ドゥ・ボージュールはこう述べてい

る。「アメリカ 人の街や家や衣服は、どこに行ってもその清潔さが目をひく。このようなアメリカの状態 は、こ

の国を訪れた外国人を他の何ものにも増して楽しませてくれる。誰もがきちんとした身なりをしている。男性はウ

ールのスーツを着用し、婦人聖職者たちは、一般にいつも 清潔な亜麻布製の白い衣服を着用している。そして、他

の国々では悩みの種であるのだが、いとも悲惨な胸が悪くなるようなぼろをまとって、公衆の面前に現れるような

人は誰もいない  2)」と。 

   しかしながら、18 世紀のアメリカにも貧困や抑圧がなかったわけではない。ヨーロッパ におけると同じように、

乞食やストリート・シンガーや逃亡した召使いや失業した船乗りたちが街をうろついていた。泥棒たちや売春婦た

ちや詐欺師たちが、都市の最下層部で暮らしていた。泥棒や追い剥ぎが田舎の旅行者や馬車を悩ませた。また、貧

しい農民たちは、大西洋のかなたの農民たちと同じように、その地にしがみついてかろうじて命を長らえるだけの

暮らしをしていた。しかしながら、アメリカでは貧困や犯罪の問題はヨーロッパほどには蔓延してはいなかった。  

アメリカで発展した柔軟な階級制度が植民者の比較的高い生活水準の一因となった。だ が、18 世紀初期にはこの

ような柔軟性がいつも見られたわけではない。イギリスにおける と同様に、当時はより厳格な階級区分が行われて

おり、バージニアやメリーランドやサウ ス・カロライナの入植貴族階級や、ニュー・ヨークの荘園的特権をもった

土地所有者やニュー・イングランドの富裕な商人たちが、小規模ではあるが、影響力のある上層階級を構成していた。

世紀が進み、土地がより容易に手に入るようになるにつれて、多くの労働者階級はわずかの努力と幸運とによって、

そのささやかな財産を増やして、富裕な中産階級の仲間入りをすることができるようになった。他の人たちは独立職

人や商店主や居酒屋の主人となった。あまり運のなかった人たちは、下層階級の中に閉じ込められたままであった。

これらの人たちは借地農や非熟練労働者や船乗りや雇われ人であり、この階級の最下層には年季契約奉公人や無償渡

航移住者［18～19 世紀に一定期間の労役を代償としてヨーロッ パからアメリカ大陸へ無賃で渡航した移住者――濱

田］や貧民や黒人奴隷がいた。本書で扱うのはこれらの中産階級や下層階級の衣服である。  

労働者階級の衣服は素材においても裁断においても上層階級の流行の衣服とはかなり異 なっていた。労働者階級

の衣服は上層階級のものより、デザインが質素でゆったりとしていて、より機能的であった。労働者階級の衣服は粗

悪な織物（ホームスパン〈homespun〉が 多い）で作られ、富裕な人たちによって愛好された刺繍［embroidery］を

施したボタンホー ルや襞飾り［ruffle］や金銀糸入りのモールなどの装飾品はあしらわれてはいなかった。色 彩に

ついては、上層階級が明るい緋色や黄色を好んだのに対して、労働者階級の衣服は一 般に単調な色彩であった。金

持ちは上質の輝くような白さのオランダの亜麻布を身につけていた。それに対して、労働者階級のシャツ（shirt）

やスモック［smock］やエプロン［apron］には、無漂白で粗悪な薄い黄土色の亜麻布が用いられた。  
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双方の階級によって着用された衣服の種類もやはり異なっていた。紳士たちは流行のニー・ ブリーチズ（knee 

breeches）をはいており、労働者階級に人気のあったズボンを軽蔑した。 紳士たちはこのズボンを下層社会を象徴

する粗末な衣服であると見なした。一方、労働者たちは、ぴったりしたニー・ブリーチズよりもズボンの方が、労

働のためには実用的で快適であることに気づいたのである。ニー・ブリーチズを所有した人たちも、それを革など

の丈夫で長持ちする素材で作らせたであろう。さらに労働者階級は、流行のロング・コート（long coat）よりもジ

ャケット[jacket]を好んだ。下層階級の帽子は鍔が巻き上げられずに全 体に下がっていた。それとは対照的に、紳

士たちは狩猟などのスポーツをする時以外には、 帽子を巻き上げていることがほとんどであった。あらゆる階級が

鬘［wig］を被っていた。ある外国人客は、1740 年代にこう述べている。「誰もが鬘を被っていた。田舎者も日雇い

労働者も、要するに労働者たちは誰もが頭に鬘を被って日々の仕事をしている 3)」と。農夫たちは耕作中でさえも鬘

を被っていた。 

労働者にはフォーマル・スーツ（formal suit）のような衣類はめったに持てるものではなかった。フォーマル・

スーツの持ち主は、仕立てが良ければこの衣服が２世代ないしそれ 以上もってくれることを期待したであろう。そ

のためフォーマル・スーツは大切にされ、日曜日の教会での礼拝や結婚式や葬式のような特別の場合に備えておか

れたのである。上質の布や上質の亜麻布を入手するのは非常に困難だったので、他の種類の衣類も念入りに 保存さ

れていた。ガウン（gown）や襞飾りの付いた亜麻布のボディ・シャツ（body shirt）やモール飾りが付き、鍔が反

りあがったビーバー帽（beaver hat）や銀のバックル付きの靴は すべて貴重品であった。 

衣服の裁断と色は社会階級を正確に表す指標であった。18 世紀のアメリカでは、通行人 が身につけている衣服

や携行している身のまわり品を見ただけで、その人の職業を見分けることができた。靴直しは黒ずんだ革のエプロ

ンでそれとわかり、肉屋は青いエプロンと汚れを防ぐための腕カバーと鋭い刃物と腰に結び付けられたナイフ・ケ

ースで、船乗りはモンマス帽[Monmouth cap]とタールを塗ったズボンで、御者は長いフロック（frock）と牛飼い用

の長い太い鞭でそれとわかった。上層階級の特定の職業についてもこれと同じことが言えた。例えば、医者は黒い

スーツと「医者用の鬘」と金の柄の付いた杖からそれとわかった。  

婦人労働者もやはり容易に見分けることができた。婦人労働者のガウンは上層婦人のも のより質素で、丈が短

かった。彼女たちはスカートの下にたが（hoop）をつけておらず、目の粗い亜麻布あるいは安価な木綿のエプロン

は、襞飾りや装飾が施されたりしたエプロ ンよりもずっと粗末ではあるが、機能的であった。婦人労働者のもとで

は、植民地の貴婦人にとって非常に大切な入念にプリントされた織物や刺繍を施された布を見かけることはめった

になかった。婦人労働者はその階級が手にすることができる簡素な格子柄や縞や水玉で満足しなければならなかっ

た。 

 既製服を店で入手することは可能であったが、既製服産業は非常に小規模なものであっ た。既製服は下層の特定

の職業だけに向けて作られたものであり、極めてありきたりのものであった。船乗りの衣服は海岸通りの「既製服

屋」で既製服を購入できた。南部農村のプランテーションの黒人奴隷たちには、既製のジャケットと「ニグロ・ク

ロス」（negro cloth）や「ニグロ・コットン」（negro cotton）製のブリーチズ――これらは、イギリスで作られ、

購入されたものである――があてがわれることもあった。兵士たちには、入手可能な場合には、既製の軍服（uniform）

があてがわれた。実際、議会はアメリカ独立革命中にこのような多くの軍服をフランスから輸入したのである。ま

た、労働者の革のブリーチズもやはり既製品であった。これらの衣服は安価であるにもかかわらず、丈夫であり、

家庭で作るのは大変むずかしかった。そこで、商人たちは労働者たちのなかに、このような衣服の恰好の市場を見

出したのである 4)。  

植民地における織物製造は家内工業として始まったものであり、特に、貧乏人の階層や農村地帯で行なわれた。

粗悪なホーム・スパンの亜麻布や羊毛が、北部と中部のあらゆる植民地で生産された。多くの家族が自分たちが身

につけるため、あるいは近隣で余剰品を売ったりするために、十分な量のホーム・スパンの織物を製造することが

できた。アレキ サンダー・ハミルトン（Dr. Alexander Hamilton, 1755-1804）の試算によると、1791 年にアメリ

カ合衆国で着用されていた衣服全体の４分の３が地方で生産された布で作られていたという。 

＊  ＊ ＊ ＊ 
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本書は 1710 年から 1810 年の時期を包括している。大量生産の既製服が利用できるようになるまでは、労働者が

身につけていたスタイルには、100 年経ってもほんのわずかな変化しか見られなかった。これは注目すべきことであ

ろう。このように、例えば農民や御者や船乗りの衣服には、本書に示された 100 年間にわたって、重大な変化は見

られなかったのである。都市労働者と熟練職人たちの衣服は、彼らが上層階級のファッションを意識的に模倣した

ため、大きく変化した。 
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