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穆儒 『北京夢華録』 記 (一）

長 井 裕 子

はじめに

穆儒 『北京夢華録』（『盛京時報』「神 雑俎」欄に1934年２月６日から７月25日まで連載）

は、清末民初の北京の生活文化誌というべきものである。儒 は連載の冒頭に「記者（儒 の

こと）はながらく『東京夢華録』に倣って『北京夢華録』を書きたいと思っていたが、時間と

資料の関係でずっとできなかった。ここにわたしが記憶していることを断片的に綴っていって、

寄せ集めてみよう。そうすれば、あるいは『北京夢華録』ができあがるかもしれない」と書い

ている。孟元老の著になる『東京夢華録』は北宋の都・ 京の繫盛記である。孟元老は12世紀、

金の軍隊に追われて南下した宋王朝の臣民として、かつての都の繁華を書き留めた。儒 は清

朝の遺民として、同じような思いで故都北京を懐旧し、『北京夢華録』執筆の構想をもったのか

もしれない。

穆儒 、1885年北京生まれ、満州族。本名穆都哩、のちに穆篤里。都哩とは満洲語で「辰」

の意味なので、穆辰公ともいう。また、穆六田と号した。清末に日本に留学、早稲田大学を卒

業した。1910年代後期から、ジャーナリスト、作家として活動した。1918年から瀋陽の盛京時

報社に勤務、同紙に文芸欄「神 雑俎」を開設し、そこに創作小説、翻訳、評論、散文など膨

大な著作を発表している。そのとき用いたペンネームが儒 である。満州国崩壊後は北京に行

き、寧裕之と改名、1953年北京文史研究館に勤務した。1961年２月５日北京で逝去。

穆儒 の家系は清朝皇帝の近衛軍である満州八旗・正藍旗であり、なかでも精鋭軍である健

鋭営に属していた。健鋭営は北京西郊香山のふもとにあった。現在ここは香山公園、北京植物

園などがある北京近郊の景勝地となっているが、もともと乾隆十二年（1747年）、四川省の金川

征伐のために精鋭兵を集め、これを訓練する目的で設けられたのである。そして金川征伐成功

ののちは、その遠征に参加した八旗の旗営（旗人の居住地）となった。『北京夢華録』は清末民

初の北京の生活文化誌であるばかりでなく、とりわけ健鋭営の生活文化について知ることがで

きる類まれな資料でもある。
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１ 『盛京時報』「神 雑俎」欄、1934.2.6付。



本研究ノートは穆儒 『北京夢華録』から清末民初の北京の日常的な「食」に関するトピッ

クを選び出し、まずそれを翻訳し、さらにそれに関してさまざまな角度から考察した 記（ノー

ト）を付すという二部構成とする。 記では、とくに清末民初の当時の北京の日常的「食」に

ついて、その背景にある起源、流動、受容など、地域間あるいは民族間の相互関係を中心に検

討し、北京文化を異文化との関係性において考察していきたい。食文化は日常的であればある

ほど、その出自には関心を払われることが少なく、したがって、その背景にある文化の流動や

融合の歴史は隠蔽されてしまう。しかし、食文化はもともと折衷的なもので、そこには多くの

異文化的要素が隠されている。異質な文化に対する融和的で寛容な態度こそが食文化の多様性

の根源である。北京の食文化の豊かさもここに担保されている。本研究ノートは「食」という

文化の最も基層にあるものを切り口として、既成概念でくくられた文化観を問い直し、北京文

化の多元性、重層性を明らかにしていくための準備作業として位置づけたい。

【翻訳】

北京の粥――豆汁粥

穆儒 『北京夢華録』より

北京の“ 酸
スウアン

豆
トウ
汁児
ジョル

粥
チョウ
”は、いま南の人北の人を問わず、不可欠な話のタネとなっている。

ここからも豆汁の名声が如何ばかりか知れよう。実は北京で日常的に販売されている粥のたぐ

いは何も豆汁だけに限られてはおらず、豆汁はその一種にすぎない。外から来た人たちは変わっ

たものだけに目を止め、その他の種類の粥があることを知らぬままなのかもしれない。それゆ

え、ひとり豆汁だけが宣伝され、その他の粥は全部片すみに追いやられてしまっている。ここ

に私の知っている粥の種類をそれぞれに書いていこう。皆さんが北京に味わいにいらっしゃる

のを期待しつつ。

豆汁の原料は緑豆で、“粉 坊
フェンファン

”（製粉屋）の副産物のひとつである。緑豆の粉をつくった残り

滓は、“麻豆腐
マァトウフ

”を除いて、豆汁として売るのが最も一般的だ。北京の内城、外城 、北京城の

郊外に至るまで、豆汁を飲まぬ人はいないし、豆汁をつくらぬ“粉坊”もないのだ。製粉屋付

近の住民は、直接そこへ出向いて豆汁を買う。製粉屋からやや遠い人のために、手押し車で売

メディア・コミュニケーション研究

２ 『盛京時報』「神 雑俎」欄に1934.2.6から2.8まで連載。豆汁は“酸豆汁児粥”、“豆汁粥”などいろいろの
呼び名があり、儒 の本文でも統一されていない。ここではとくに区別する必要があるとき以外は、総称と

しての「豆汁」に表記を統一する。なお「北京之粥」で紹介されている他の粥は次のとおり：甜漿粥、棒身

粥、大麦粥、精米粥、臘八粥、豆粥、荷葉粥。

３ 緑豆の粉をとった残りでつくる副産物のひとつで、灰緑色をした糊状の食品。羊の油などで炒めて食べる。

４ 明清時代の北京は城壁で囲まれた城郭都市であり、北側の城壁で囲まれた紫禁城を中心とする部分を内城、

南側の城壁で囲まれた部分を外城という。
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り歩く物売りがある。一輪の大八車に豆汁が入った木桶をふたつ積んで、一声“ 甜 酸 哩
ティエンスウアンラァ

，

豆汁児
トウジョル

”（甘くて酸っぱいよ～、豆汁児～）と呼び声をあげるや、胡同 じゅうで買いに来ない

人はない。ここで売るのは“生
ション
豆汁児
トウジョル

”といって、まだ火を通していないものだ。豆汁は生で

飲むのが一番体に良い。のぼせを鎮め、毒を消し、練炭 中毒も治すことができる。火を通した

豆汁は、たいてい食後に飲む。肉の脂身などを腹いっぱい食べると、ことさら豆汁を飲みたい

と思う。それゆえ、北京人（北京っ子）は、上中下どの階層であろうとも豆汁を必需品とする

のである。

よその土地で仕事をしている者は、だれでもふるさとの味を懐かしく思うものだ。張翰が鱸

を懐かしんだ故事 のように、まさしく人情を動かすところだ。しかし、北京人にどんな食べ物

が恋しいか問うてみたまえ。彼の北京人はきっと「豆汁が飲みたい」というであろう。実のと

ころ北京にはうまいものが数々あるのだが、それなのに、どうして豆汁ばかりを懐かしむのか。

これは豆汁が北京特産であることによる。さらにいえば、豆汁にはある種名状しがたい神秘性

があるからだ。北京に長く住んで豆汁に病みつきになった者だけがその奥深い味わいを解する

ことができ、そうでなければ、どう説明しても、その味わいを解することはできない。

家庭で火を通した豆汁は、どうしても街で売っているような濃さにはならない。家庭では練

炭を使うので、火力が強く、豆汁はすぐに沸騰してしまう。いわゆる豆汁の成分がすっかり沈

澱してしまい、水と分離してしまう。家庭で火を通した豆汁は、味は豆汁の味であるが、その

食感は似て非なるものである。街で売っている火を通した豆汁は、まったくこういった欠点が

ない。

わたし自身は身分の上下にはまったく無頓着なほうで、豆汁の露店にもしばしば出かけて、

ちょっと腰をおろし、一椀飲んでは、そこのおやじと世間話をしたりしたものだ。「お宅の豆汁

は特製だろ、うちではどうしてもこんなにうまく火を通せないんだよ。火を通すと、たちまち

分離してしまってね。」「いや～、あっしらも同じですよ。ただ、火を通すときは煮立たせない

ようにしますがね……」

わたしははたと膝を打って、喜んで家人にこのことを伝えた。そして豆汁に火を通してみた

のだが、やはりうまくいかないとは……。おそらくあの豆汁屋のおやじはコツを残らず全部わ

たしに伝授してくれなかったのだろう。火加減の良し悪しはコツの八割方といったところだろ

う。豆汁の屋台は北京の街の至るところにあるのに、その秘訣を探るのは容易ではない。

世が太平でわたしが小さかった頃、豆汁の商いは季節性のものだった。旧の正月一日から、

生の豆汁は売られ始め、春じゅう売っているが、夏になると売るのをやめる。いまは豆汁の愛

穆儒 『北京夢華録』 記 (一）

５ 「フートン」と読み、北京の横町、路地をいう。

６ 旧時北京では料理、暖房の燃料として〝煤球"（練炭）を用いていた。

７ 張翰は洛陽で仕官していたが、ふるさとのジュンサイの羹と鱸魚の が恋しくて、官職を投げうって故郷に

帰った故事による。『晋書』「張翰伝」にみえる。
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飲者が日増しに増えたので、季節性のものではなくなり、一年を通して売られている。

むかしは年明け一番に耳にしたのが、“粳米酒
チンミィチュウ

，白酒
パイチュウ

”の呼び声で、次に聞こえるのが“甜

酸哩，豆汁児”の呼び声だ。このふたつの飲み物は年明け早々、真っ先に売り出されるものだっ

た。“粳米酒”はうるち米で造った甘酒である。子どもたちは酒が飲めないけれど、飲んではみ

たい。小商人がその子ども心につけ込んで売り出し、金儲けを目論んだのである。大人は正月

に酒を飲むので、子どもたちも飲みたいのはやまやまだが、辛いし、酔うのも心配だ。そこで、

小商人は年の暮れにうるち米の飯に酒種を仕込んで、アルコールを醸し、適量の水と砂糖を加

えて米酒を造り、甕に入れて正月一日のために備える。正月に街をふれ売りして歩き、坊ちゃ

んたちに提供して、大儲けをするのだ。

年末年始はどの家でも大いにご馳走を食らい、大いに酒を飲む。どうしたって脂っこいもの

を食べ過ぎてしまう。そこで、“消火”（のぼせを鎮める）、解毒の効能をもつもので調節をはか

る必要がでてくる。酸っぱい豆汁が人々の脳裏に浮かび、まさに飲みたい気分が沸いてきてい

るときに、“甜酸，豆汁児”というふれ売りの声が聞こえる。すると、われ先に買いに跳び出す

のである。

むかしは年が改まり正月になると、新春の気分に満ち溢れた。とくに“上元節”は最もにぎ

やかであった。北京の城内城外の大小のお寺、お役所、商店は色とりどりのランタンを飾り、

花火を打ち上げる。“廠 ”（瑠璃廠にある広場）では正月一日から“廟会
ミャオホイ

”（縁日）が始まる。

大変な人出で、よその土地とは比べものにならない。豆汁の露店もこの期に乗じてあらわれる。

どの露店も正月一日から十五日のあいだに、半年分の上がりを稼ぎ出すのである。

北京の廟会というのは、長期のものもあれば、一年に一度のものもある。たとえば、護国寺、

隆福寺、白塔寺、土地廟などは長期のもので、三日から十二日まで、毎日順繰りに市が立つ。

そのため、一か月のうちほとんど毎日廟会が開かれることになる。

白塔寺はもともと廟会をやっていなかったが、民国になって、ラマ僧の生計が困難になった

ため、お寺を開放することにした。わずかな店賃を得るがためである。お上は暦を新暦に改め

た ので、隆福寺の廟会は二日繰り延べられることになった。それで一日から十日まで、毎日廟

会がひらかれるようになった。小商人たちはこのためどうにか生計を維持できるようになった

のだが、実のところ彼らの商売は全く昔のような繁盛とはくらべものにならないのである。

一年に一度の廟会は、正月のもの、四月のものがある。正月の廟会は、白雲観、大鐘寺、黄

寺の鬼やらいなどがある。四月の廟会は、西頂廟、万福寺、ちょっと遠いが妙峰山碧霞天君廟

である。廟会の時にはすごい人出で芋の子を洗うようだ。妙峰山を除いて、どの廟会も豆汁と

は切っても切れない関係だ。豆汁の露店は廟会には欠かすことができない点景なのである。

８ 旧暦正月十五日におこなわれる正月をしめくくる行事。元 節ともいう。

９ 民国元年（1912年）１月１日より新暦を用いることを定めた。
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同じ豆汁の露店でも、“雅”（高級）、“俗”（大衆向け）の区別がある。高級な豆汁屋は腰かけ

も格別に磨き上げ、いろいろな飾りつけもあり、漬物の小皿や豆汁のお碗もすべて上質の磁器

を使っている。そしてその店の漬物もとてもおいしい。どの豆汁の店にも漬物が置いてあるが、

豆汁とは別料金で、タダではない。むかし、ある田舎者が北京城内の豆汁屋の漬物は無料で食

べ放題だと聞き込んだ。機会があって城内へとやってきたとき、豆汁屋で豆汁を飲みながら、

特製の漬物を立て続けに十皿も平らげた。お勘定の段になって、お店が彼に漬物代を請求する

と、「なんだ、タダじゃないのかい」といったので、居合わせた人の笑いものになってしまった

とか。これは笑い話だが、北京にお出でになる予定の方がたはご承知あれ。

今の北京で一番繁華なところといえば天 橋
ティエンチァオ

だろう。もちろん東西両市場、東西各廟も相変わ

らず十分に賑わってはいる。しかし、天橋には独特の雰囲気がある。昔ながらの大道芸が天橋

ではたくさん見られるのだ。

【 記】

豆汁と北京文化

豆汁と聞くと、「豆乳」のたぐいかと誤解する向きも多いと思う。豆汁は、すでに儒 の文か

らもわかるように、緑豆の粉をつくる過程でできる副産物であり、“酸豆汁児”、“豆汁児粥”な

どともいい、豆乳とは原料も、色も、味も、全く別物である。セメントのような色は食品には

あまり見かけない無機質な色である。発酵食品であるから独特の えたにおいと酸味がある。

気分が悪くなる、というほどではないものの、好き嫌いは分かれるであろう。どの店でも決まっ

てどんぶりのような大椀で供される。大椀に口をつけて直接熱々の豆汁を啜って飲む。レンゲ

は使わない。こういった飲みかたもまた独特かと思う。

中国人でも豆汁を飲んだことがない、あるいは実物を知らない人が多いようだ。中国の伝統

10 以下三行続くが、文字不鮮明のため、不訳。
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劇である京劇の演目のひとつに『豆汁記』というのがある。路頭に迷って行き倒れになった若

者を憐れんだ娘が一杯の豆汁で彼の命を救う。それがきっかけで二人は結ばれ、さらに物語は

展開していく。明・ 夢龍の小説「金玉奴棒打薄情郎」（「金玉奴が薄情な男を棒で打つ」、『喩

世名言』所収）を原案とするが、小説中に豆汁は出てこない。もともとこの京劇は『鴻鸞禧』

（または『金玉奴棒打薄情郎』）という題であったが、のち『豆汁記』と改題された。『豆汁記』

は2004年、テレビ劇化された が、そこではなんとロマンスのとりもち役が“豆汁”から“豆
トウチァン

”

（豆乳）にすり変えられた。豆汁では視聴者にわかりにくいので、豆乳に変えたのだろう。そ

の後、作家葉広 は小説『豆汁記』 を発表し評判を呼んだが、豆汁にたいする認知度は高まっ

ただろうか。

儒 は豆汁について、「北京の特産」であり、その味わいの奥深さは「北京に長く住んで豆汁

児に病みつきになった者だけ」しか共有できないと述べている。1930年代、豆汁はすでに生粋

の北京人だけが味わいうる特殊な食品、いわば、北京人のアイデンティティを表す記号ととら

えられていたようである。1935年刊行の『北平旅行指南』 という北京ガイドブックがある。人

気作家張恨水の監修による。その“平民食品”、いわば「Ｂ級グルメ」の項では、第一番に豆汁

が張酔 作の“打油詩”（戯れ歌）によって紹介されている。

一鍋豆汁味甜酸，鹹菜盛来両大盤。 此是北平新食品，請君莫作等閑看。

麻花鹹菜一肩挑，矮 居然有幾條。 放在街頭隨便賣，開鍋豆汁是商標。

「豆汁はもっとも北京らしい食文化である」―このような思いを述べる文章は枚挙に暇がな

い。たとえば、梁実秋「豆汁児」（『雅舎談吃』 百花文芸出版社 1992）である。梁実秋は胡金

銓の名言「豆汁を飲めない者は真の北平人（北京人）とは言えない」を引き、「全くその通りで

ある」と賛同している。 趙 は「初めて豆汁を飲む」（『中国美味漫筆』 青土社 2004）という

文に、北京文化に長く親しんだ人びとが「悠然と、きわめて優雅」に豆汁を飲むさま、また熱

心に蘊蓄を傾けるさまを書いている。 豆汁に対する理解と愛着はあたかも「北京人度」を測る

バロメーターとみなされているかのようである。

食文化の記録はきわめて個人的、限定的な体験であるから、体験した時代や場所によって違

いがあるのは当然である。儒 は19世紀末ころ、豆汁売りは季節商売であったという。しかし、

11 題名は『金玉奴』、騰華韜監督。

12 2008年雑誌『十月』に発表。

13 馬 著、北平経済新聞社出版。北京燕山出版社の簡体字版（『老北京旅行指南』と改題 1997）を参照した。

14『老北京旅行指南』（北京燕山出版社）p264。

15『雅舎談吃』p53。

16『中国美味漫筆』pp91-95。
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この記述は他の資料には見られない。清末から民国期にかけての豆汁売りは、だいたいのとこ

ろ、店舗を構えず、ふれ売り、ないしは露店の二様であったようだ。また商品としては、生の

豆汁を売るものと火を通した豆汁の二種があった。生の豆汁売りは午後三時ころ胡同をふれ売

りして歩く。儒 は一輪の手押し車に桶をふたつ積んで商っていたと述べる。時代が下ると、

一輪車は二輪の大八車に変わったようだ。2002年放映のNHKスペシャル『アジア古都物語第

１集 北京 路地裏にいきづく皇都』では、当時リヤカーに豆汁を積んで胡同を売り歩く豆汁売

りの老人を取材している。

ふれ売りの呼び声について、儒 は“甜酸哩，豆汁児”と書いている。上述のNHKスペシャ

ルの豆汁売りの老人も“甜酸哩，豆汁児”と売り歩いていた。高鳳山「 喝声」（『北京往時談』

北京出版社 1988）はさまざまな行商人のふれ売りの呼び声を集め、台詞ばかりでなく、ふれ売

りの節回しも採譜して紹介している。豆汁売りの呼び声は二種収録するが、ひとつは儒 とほ

ぼ同じで“甜酸哩，豆汁児”、もうひとつは“粥，豆汁粥”というものである。

火を通した豆汁は天秤棒を担いで流しで売り歩くほかに、廟会などでは固定的な場所を確保

して商われた。簡単な付け合わせも売っていて、“ 焦 圏
チァオチュアン

”や“焼
シャ
餅
オビン
”などの軽食類のほかに、

どの豆汁売りにも共通しているのは“鹹 菜
シエンツァイ

”（漬物）である。儒 は北京のしきたりを知らな

い田舎の人が漬物を無料だと勘違いした笑い話を引いて読者に注意を促すが、漬物は無料で提

供されたとする資料も多くみられる。 はじめは無料だったが漬物ばかりを大食いする客が多

くて、のちに有料にしたというものあった。 付け合わせ漬物についてはこだわりをもつ北京人

も多かったようだ。趙 （2004）は次のようなエピソードを紹介している。

【生豆汁売り】 【豆汁の屋台】

17『北京往時談』pp293-323。

18 たとえば、汪曾祺「豆汁児」（『五味』pp171-172山東画報出版社 2005）など。

19『中国美味漫筆』p95。
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豆汁児を飲むのにいかなる鹹菜〔漬物〕を付け合わせにするかについて、論争が生じた

ことがある。ある人は文章を書いて、豆汁児を飲むには、八宝醤菜、鹵蝦小菜、醤蘿トな

どを付け合わせにしなければならないと主張した。そのため、民俗学者の愛新覚羅 生先

生は激怒し、醤菜を付け合わせにするのは「口から出まかせのでたらめ」だとし、豆汁児

を飲むには絶対に醤菜を付け合わせにできないし、これまでしたこともなく、 小 絲

児〔芥子菜の塩漬けの繊切り〕を付け合わせにできるだけだと反論した。

このように細部にもこだわり、蘊蓄を傾けあう。そこに北京人のみが知りうる豆汁飲みの流

儀があり、また北京人の矜持が見え隠れするようである。

豆汁と緑豆粉

さて、緑豆の粉、そして豆汁はどのようにしてつくられるのであろうか。緑豆を粉に加工す

る製粉屋を“粉坊”という。金雲臻『 憶』（博文書社 1989）によれば、旧時の北京には

街の至るところに“粉坊”があったという。“粉坊”のうちでも、最も良質の緑豆粉を生産する

として名高かったのは東直門の四眼井であった。 そのため街頭で豆汁を売り歩く物売りたち

はあえて「東直門のあまずっぱい豆汁だよォ」といいながらふれ売りしたという。 緑豆粉の作

り方は次の手順である：緑豆を臼で挽いて、ドロドロにし、それに白トウモロコシ粉を加えて

大きな桶に入れてしばらく置くと、やがて沈殿して三層に分かれる。上は透き通った水分で、

これは捨てる。下には真っ白な粉が沈澱する。これが緑豆の澱粉である。そして中間の緑がかっ

た灰色の少し濃度のある液体の層こそ、生の豆汁なのである。豆汁は発酵食品である。従って

発酵の度合いによって味が変化する。すなわち、しぼったその日は甘く、翌日は甘さの中に酸

味を帯び、三日目には酸っぱくなるという具合である。清朝期には店先に三つの大甕を並べて、

三種の豆汁を商う店もあったという。

次に緑豆粉の歴史をみてみよう。青木正児「粉食小史」（『華国風味』所収、弘文堂 1949）は

『周礼』「天官 人」にみえる「 餌・粉 」について次のように述べる。

鄭玄の註とそれに引かれた鄭衆の説とを合わせ見るに、「 」は大豆や米を ったもの、

もしくはそれをさらに搗いて粉末にしたもの、「粉」は豆の粉である。しかしてこれらの用

途は餌 が粘着するからそれを防ぐためにまぶすので、必ずしも餌に を用い、 に粉を

用いるとは限らず、いずれも随意に用いるのであるという。つまり我が国で餅や団子に黄

20『中国美味漫筆』p95。

21『 憶』pp28-29、『北京市非物質文化遺産資源滙編 皇城内外：東城』（北京燕山出版社 2007）pp296-297

にも同様の記述がある。

22 竹内実『北京』（文芸春秋社 1992）p332。
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粉や取粉をまぶすと同様である。

「粉 」の「粉」は、鄭衆の説に「豆屑也」即ち豆の粉だとある。しかしただの豆の粉は

そのままでは生臭くて、とても餌 にまぶして食われそうにもない。されば常識から見て、

鄭衆がいっているところのものは緑豆を澄濾して取った澱粉であろうと思われる。この澱

粉は後世ちょうど我が国の片栗粉のように使用せられ、「緑豆粉」とか「豆粉」とか呼ばれ、

単に「粉」といえばこの粉を意味するほど普通なもので、あるいは「真粉」と呼んで他の

原料から取った澱粉と区別するほど重用されている。

金雲臻（1989）によれば、北京では緑豆粉のことを“団粉”といい、料理用澱粉として、もっ

とも日常的に使われていたが、その他さまざまな用途もあったという。曹雪芹『紅楼夢』第三

十八回では、重陽の節句に蟹を賞味する場面で、鳳姐が召使に“菊花葉兒桂花蕊 的綠豆面子”

（菊の葉と木犀の蕊で香りをつけた緑豆粉）を持ってくるよう言いつけている。注によれば、

“緑豆面子”とは緑豆粉のことで、 莢
サイカチ

の実と混ぜて石鹼のように使うとある。 この場面では

緑豆粉が蟹を剥くとき指についた臭味をとるために用いられているのである。

では、緑豆粉は早くも周代に既に存在していたのであろうか。青木正児「粉食小史」は次の

ように述べ、緑豆粉の歴史を周代まで遡らせることに懐疑的である。

しかし上古における「粉」なるものは、その文字の攻勢が示しているように、「米」の製

品が起源的なものであったであろう。「米」とは粟・黍・稲などの実の仁の総称であるから、

この種の粉末が先に行われていて、豆粉は後に起こったもの、特に豆製品澱粉の如き精品

は、よほど後に起こったものと考うべきである。

青木は続けて、「ただ鄭衆の説くところの『豆屑』を右の如く解釈することによって、彼の時

代即ち後漢時代にあるいは既に緑豆粉が使用されていたであろうということだけは推測でき

る」 と結論づける。つまり、緑豆粉は周代に既にあったと考えるのは難しいが、後漢までは確

実に遡ることができるということである。

北魏の 思 が著した農書『斉民要術』には緑豆粉を麺状に加工した“粉餅”の製法 が記載

23 ここではワイド版岩波文庫『華国風味』（2001）を用いた。p11。

24 ワイド版岩波文庫『華国風味』pp13-14。

25『紅楼夢』（人民文学出版社 1990）p310の注。

26 ワイド版岩波文庫『華国風味』p14。

27 ワイド版岩波文庫『華国風味』p14。

28『斉民要術』第八巻「餅法第八十二」。
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されている。この製法は現在でも黄土高原や河北地域でみられる“盒漏
ホーロー

” という押し出し式麺

づくりと同じ原理であることが興味深い。石毛直道『文化麺類学ことはじめ』（講談社学術文庫

1995）は『斉民要術』「粉餅」の大意を次のようにまとめている。

味つけをした肉のスープの沸騰したものでリョクトウの粉をこねる。はじめ、かために

よくこねてから、ふたたび肉のスープをいれてゆるめにトロトロにしておく。ウシの角を

匙
さじ
面位のおおきさに割りとったものに、六－七の小孔をうがち、ふとめの麻糸がわずかに

とおる程度にしておく。水引（餅）のようなかたちの製品にするときには、ニラの葉がよ

うやくとおるくらいの孔を四－五個あけておく。織目のこまかな布の中央をくりぬき、そ

れにウシの角をとじつける。ゆるめにこねたリョクトウの粉を布につつみ、四隅をまとめ

て、沸騰した湯のうえから押しだして、よく煮る。これにスープをそそいで食べる。酪（ヨー

グルト）や、ゴマだれのなかにいれるならば、まことに玉のような色あいで、歯ざわりが

よく、上等の麺とことならない。

『斉民要術』の記述から、緑豆の粉が料理のわき役として用いられていたばかりでなく、古く

から“粉餅”、すなわちハルサメというかたちで、主材料としても用いられていたことがわかる

のである。緑豆の栽培とその利用は北方中国に限らない。宋代には緑豆を煎って混ぜた茶があ

るし、明代には江南地域の酒造りに使われたことが記されている。 ということは、その製造過

程で必然的に豆汁は生じ、緑豆粉同様、古くから広く中国全土に存在したはずである。しかし、

豆汁はながらく食品として記録されることはなかったのである。

豆汁と清朝皇帝

豆汁が北京の人びとに飲まれるようになったのはいつであろうか。その最も古い事例を記し

た文献として、恒蘭「豆汁児与御膳坊」（『北京往時談』北京出版社 1988）があげられる。これ

によれば、恒蘭は1927年故宮文献館で乾隆十八年（1753年）のある文書を目にしたという。そ

の内容は次のようであった。

近ごろ京
けい
師
し
（北京のこと）に新しく豆汁なる物、興

おこ
る。伊
い
立
りつ
布
ふ
（大臣の名）を派遣して、

清潔にして飲む可きか否か検察せしめたるに、不潔ならざる物のごとし。蘊
うん
布
ふ
（内務府大

臣の名）をして、豆汁の匠人、二、三名を招募し製造せしめ、膳
ぜん
房
ぼう
に派遣して当差とす。

29“盒漏
ホーロー

”は当て字、“ ”、“河漏”とも書く。

30『文化麺類学ことはじめ』p82。

31 篠田統『中国食物史』（柴田書店 1976）p200、248、278。
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すべて用いる器具は、野意膳房に准
て
照
ら
し、弁理せよ。

この文書によれば、豆汁は十八世紀半ば、北京の街角で新しく流行りだした飲料であったの

だ。ときの皇帝・乾隆帝はその味を確かめるべく、役人を派遣し、試食の結果、専門の職人を

コックとして雇うことになったのである。清朝の宮殿に入った豆汁はその後御膳房の飯局（主

食類の担当部署）で作られるようになった。その作り方は三種あったという。ひとつ目は“勾

面児”といい、水溶きした緑豆粉をくわえ濃度を整えるもので、さっぱりと甘みのある味わい

である。ふたつ目は“下米”といい、ご飯をくわえて煮るもので、米の香りと緑豆の甘みが生

かされた味わいになる。三つ目は“清 ”といい、何も入れずに火を通すものである。

このように新たに工夫が加えられ洗練された豆汁は、やがて宮中からまた北京の街頭に還流

し、広まっていったと考えられる。恒蘭（1988）によると、豆汁売りにはふたつの流派があっ

たという。そのひとつは“粥舗”（粥屋）出身の者たちである。儒 は『北京夢華録』「北京之

粥」で豆汁以外にさまざまな粥を紹介しているが、そのなかに“ 甜 漿 粥
ティエンチアンチョウ

”がある。清代、“甜

漿粥”は豆汁と双璧をなすほど北京でポピュラーな食品であったらしいが、1930年代になって、

すっかり姿を消してしまったらしい。儒 はもっぱら“甜漿粥”を商っていた“粥舗”とはど

のようなものか、次のように書いている。

昔（清朝期）は城門のあたりにはどこでも“粥舗”があった。彼らの商品は甜漿粥、焦

圏、焼餅である。開店時間は極めて早い。五更（午前三時から五時）のころには、粥はす

でに煮あがっていて、焦圏、焼餅もできている。市へ行く者、城内へ行く者、皆まず熱い

粥を啜り、熱い揚げ菓子を食べるのだ。

32『北京往時談』p37、読み下しは竹内実『北京』p334による。

33『盛京時報』「神 雑俎」欄『北京夢華録』、1934.2.9付。

【焼餅】【焦圏】
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“粥舗”の常連は、じつは宮中に参内する官吏たちであった。清朝には“上朝”という早朝宮

廷に出勤する制度があった。皇帝が軍機大臣など要職についている者に謁見するのである。そ

の時間は午前三時から四時ころであった。この制度は特別な事情（皇帝が地方に巡幸している

など）がない限り、清朝を通して毎日おこなわれた。厳冬期もおこなわれたため、暖房のない

紫禁城で大臣たちは凍えきったという。“上朝”のため官職に就いている者は未明から起き出さ

ねばならなかった。“粥舗”はそんな清朝の役人たちに早朝の軽食を提供する役目を担っていた

のである。やがて民国になると、“粥舗”の営業は大きく変化した。それは“粥舗”の主たる商

品であった甜漿粥が姿を消したことである。儒 はその原因として清代の“上朝”制度がなく

なったことと関連があると分析する。民国になって当然この制度がなくなり、それにつれて“粥

舗”のニーズも変わり、商品も変わったということなのだろう。

さて、恒蘭（1988）は“粥舗”を営む人びとがじつは御膳房や寿膳房の“粥案児”（粥担当部

門か）につらなる者たちであるという。御膳房とは皇帝の台所で、寿膳房は皇太后の台所であ

る。清朝では皇帝の台所はその他の皇族のものと厳然と分かれていた。清朝皇帝の事務を司る

機関を内務府というが、御膳房はここに属し、皇帝の食事にかかわるすべてを取り仕切ってい

た。御膳房は次の５つの部署に分かれていた。

一． 局：肉類、魚類、海鮮等の料理担当

二．素局：野菜料理担当

三．掛炉局：焼き炙り料理担当

四．点心局：餃子
チァオツ

、包子
パオツ

、焼餅、宮中菓子担当

五．飯局：粥、飯など担当

恒蘭（1988）は、かつて御膳房に奉職し、しかし何らかの理由でそこを離れた者たちが北京

の市中で“粥舗”を営み、さらにその一部が豆汁売りに転身したといっている。儒 は、豆汁

の露店には“雅“（高級）なものがあったと書いている。唐魯孫は清朝皇室の出身で、のちに台

湾に移住した文筆家であるが、「北京的独特食品」のなかで奎という旗人出身の豆汁売りをとり

あげて、彼がいかばかりか洗練されたサービスをおこなっていたかについて書いている。 北京

の豆汁には、清朝宮廷の味が流れていたといえるのではないだろうか。

清朝皇室と豆汁の因縁話は西太后にもある。御膳坊に奉職していた 徳誠というコックによ

れば、西太后は幼少のころから豆汁に親しんでいた。宮中に入ってからしばらく皇帝に従って

北京を離れ、承徳の離宮で暮らしていたが、北京に戻ってくるなり御膳坊に豆汁をつくるよう

いいつけたという。

豆汁は庶民派の廉価な飲み物ではあるけれど、皇帝ご用達ということになると、そこに付加

34 唐魯孫「北京的独特食品」（『中国吃』 江西師範大学出版社 2007）p34。

35 恒蘭「豆汁児与御膳坊」p38。
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価値がついてくる。とりわけ乾隆帝は皇帝として人気が高く、政治的な手腕はいうまでもなく、

文化の面でも時代を牽引するアイコンだった。乾隆帝は数度にわたり江南巡幸を行い、南北中

国の文化交流を促した。その精華として、現在中国伝統文化の代表となっている京劇があり、

食文化においては宴会文化の集大成たる満漢全席がある。中国各地に遺されたさまざまな乾隆

伝説は彼の皇帝の人気の証といえよう。御膳房の流れをくむ豆汁売りは、いわば「乾隆帝風味

の豆汁」を商っていたわけであり、当然配下の旗人層は皇帝にあやかろうと豆汁を味わったこ

とであろう。この流行はさらに一般の北京の人びとも波及していき、やがて皇帝ブランドの「豆

汁」は、安さもあいまって北京の食文化として根づいていったのではないだろうか。

豆汁と契丹―食の文化流動

豆汁が宮廷に献上され、皇帝たちに愛飲されることによって、北京の人びとに広く認知され

ることになったとしても、その起源はどこにあるのか。張景明『中国北方遊牧民族飲食文化研

究』（文物出版社 2008）は、『燕京風俗録』（未見）における「豆汁児は遼国の民間の食品で、

緑豆を原料とし、色は濁っていて、味は甘酸っぱい」という記載を紹介し、遼代（916－1125）

にはすでに豆汁は民間で飲まれていたとする。

遼は契丹の建てた国である。契丹は四世紀ころ、シラ・ムレン河流域（内モンゴル）で部族

を形成し始め、蒙古、突 （トルキスタン）、回 （ウイグル）、高句麗などを遊牧しながら、

次第に勢力範囲を広げ、916年契丹国を樹立し、やがて国名を遼とした。台北・故宮博物院には

遼の胡 が描いた「出猟図」があり、その民族的特色をよく表している。描かれた契丹人たち

は稚髪で、それぞれ“細狗”という細面で巻尾の猟犬を抱いて馬上にある。彼らは狩猟や遊牧

をなりわいとして、定住しない習性であった。この点、漢民族と相当異なる。しかし、建国後

五つの都城を造営、そのうちの南京析津府が現在の北京市付近にあたる（82ページ地図参照）。

遼が北辺中国で勢力を誇っていたとき、中国本土は北宋の統治下にあった。両者は緊張関係

にあったが、やがて1002年 淵の盟が結ばれ、相互に使者を送りあった。表面的にはあくまで

も遼が宋に朝貢する形式をとっていたが、遼の勢力は宋を圧倒していた。このような危うい政

治情勢のもとでも文化は流動した。食文化についていえば、漢文化圏とは異なる契丹特有の食

文化、とくに羊肉食は北宋の食文化に影響を与えたようだ。張競『中華料理の文化史』（筑摩書

房 1997）は、蘇東坡の詩「 肉頌」に詠われた“ 州好 肉，價賤如泥土。貴者不肯吃，貧者

不解煮。”（黄州の豚肉はこんなに美味いのに値段は土くれのように安い。お金持ちは食おうと

しないし、貧乏人も作り方を知らない）の句をとりあげ、このように豚肉が軽視された背景に

は、当時北宋において契丹の食文化に影響を受けて羊肉食の流行があったと見る。 張競（1997）

はまた契丹の食文化について次のようにまとめている。

36『中華料理の文化史』第五章、pp138-145。
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契丹はもともと遊牧民族で、「牧畜、田漁を稼稿と為す」（『遼史』巻四十八「百官志四」）。

日常の食事には羊肉や乳製品が多い。その習慣は中原に入ってからも変わらず、政権内に

は牧畜専門の役職を多数設けていた（『遼史』巻四十六「百官志二」）。「祭山儀」は契丹の

皇族が天地の神を祭る重要な宗教儀礼である。祭祀に用いられた生賛は雄の馬、牛、羊で

あった（『遼史』巻四十九「礼志一・吉儀」）。民俗のなかでも羊肉は多く登場してくる。正

月一日には白い羊の骨髄の脂を糀
もち
米
ごめ
の飯にまぜあわせ、こぶしぐらいに丸くにぎった儀礼

食がある。冬至の日には白い羊、白い馬、白い雁を殺し、その血を酒に入れる。祝日の儀

礼食や祭祀に供えられる食物には民族の食文化が凝縮されている。羊がそうした祝祭に多

く用いられたのは、それが生活のなかの重要な食物であったことを証明している。

契丹の食習慣は肉食を主とし、穀物や野菜、果物を従としていた。ここに契丹が豆汁を受け

入れる必然性があると考えられる。儒 は年末年始に大いに飲み食いし、「脂っこいものを食べ

過ぎ」たあとに、消化を助けさっぱりさせるために豆汁が飲みたくなると書いている。じつは

満州族も元来半狩猟半農耕民族であり、肉食を好む食習慣があった。満州族は豚肉を好み、“白

煮肉”というゆで豚の薄切りをとくに好んだという。“白煮肉”の“白”は、何の味もつけずに

湯がくことをあらわしていると同時に、肉の脂身の白色もあらわしている。つまり、彼らは肉

の脂身を好んだのである。また肉食のあとに必ずといっていいほど粥をすすった。粥は必ずし

も「豆汁粥」とは限らず、季節に応じて多様なものであった。 このようにみてくると、肉食を

主とする契丹の民びとが、その食習慣上の必要性から消化を助ける機能をもった豆汁という飲

料を発見し、それは契丹が滅んだ後も庶民の食のなかに生き残り、清朝皇帝によって「再発見」

され、洗練され、やがて広く北京の市民に受容されていったという文化流動の道すじが考えら

れよう。

しかし、もともと遊牧を主とする契丹が独自に飲み物としての豆汁を考案したのであろうか。

契丹はいかにして豆汁を発見したのか。この謎を解くカギが竹内実・羅漾明『中国生活誌―黄

土高原の衣食住』（大修館書店 1984）にあった。

竹内 羅さんの田舎では、「豆汁児
トウジョル

」を食べるということですが、それはどんなものなんで

すか。

羅 「豆汁児」は、もともと春雨を作るときの上澄みです。ほんとうの上澄みではなくっ

て、上澄みと下の沈澱の中間のものです。この部分には、まだかなり粉の溶けたも

のが残っています。これを家にもって帰って、ちょっと熱いところで発酵させてすっ

37『中華料理の文化史』p143。

38 金啓 『金啓 談北京的満族』（中華書局 2009）p16。
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ぱみをつけます。一方で、お粥をつくります。水を少なめにして、お粥のできるこ

ろに発酵させた汁を入れる。これを、おつゆとして飲むわけです。

竹内 ところで、その春雨はどうやって作るんですか。原料は何ですか。

羅 リョクズ「緑豆
リュイトウ

」という豆です。春雨を作るには、まず豆を水につけてやわらかく

します。それから、「磨
モー
」という石臼に水と豆とを同時にたらしながらひきます。そ

れをふるいのようなもので濾過します。残った残渣は豚の餌です。そうして下に落

とした汁は、しばらく置くと上澄みと沈澱とに分離するんです。その上澄みはすて

て、沈澱を布にとりあげて水をきります。それで上に残ったものが春雨のもとにな

る粉で、いわゆる片粟粉です。これではまだ湿っているので、わりあいに熱いオン

ドルの上に広げて乾かすんです。

竹内 豆腐の作り方に似ているようですね。豆汁児は、日本で豆乳といって、豆腐を作る

ときにできるものとは別ですか。

羅 ちがいます。豆乳は、中国では「豆漿
トウチアン

」です。これは、わたしははっきり覚えてい

ないのですが、たしか豆腐の固まるまえの汁で、栄養分が多いんです。蛋白質も相

当含んでいます。一方、「豆汁児」の方はほとんど栄養分がなく、澱粉が少し残って

いるくらいなものでしょう。おもな区別はそこにあるんじゃないかと思います。

北京では、「豆漿」は朝、街角で売っていますが、「豆汁児」は夕方、屋台みたい

なところに座って飲ませてくれます。ところが、わたしの田舎ではこの「豆汁児」

を日常的に、ほとんど毎日のように飲むわけです。

ここで述べられている「豆汁児」は、製法からみて、まさしく北京の豆汁と同じものである。

儒 は豆汁とは「北京の特産品」であるといい、唐魯孫も「北京以外のいかなる省いかなる県

でも売っていると聞いたことがない」 と述べており、また一般的にこのように認識されてもい

る。しかし、北京以外の地にも豆汁はあったのだ。さらに非常に興味深いのは、ここに述べら

れている豆汁の食習慣は、北京、ないしはその近郊などではなくて、はるか西方、山西省黄土

高原の村のそれであるということだ。

語り手である羅漾明のふるさとは山西省朔県で、現在の朔州市朔城区にあたる。同書で紹介

されている黄土高原の暮らしはすべて羅漾明の個人的な体験、または見聞によっている。朔県

は平地でも海抜1000メートルの黄土高原にあり、年間降雨量は400ミリと少なく、米は栽培でき

ないし、麦も貴重で、
ゆう
麦
まい
（ハダカエンバク）が主食の八割を占めるという。朔県は、桑乾河

の上流に位置する。桑乾河は永定河から分流しているので、朔県はこの二つの川によって北京

39『中国生活誌―黄土高原の衣食住』pp22-23。

40 唐魯孫「北京的独特食品」（『中国吃』 江西師範大学出版社 2007）p33。
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と結びついているともいえるかもしれない。しかし、それにしても両地は500キロメートル近く

の距離の隔たりがある。この地はじつは契丹と深いつながりがある。清・雍正十三年刊の『朔

州志』 をひも解いてみよう。この地は春秋時代には北狄が居するところで、それ以後も鮮卑、

突 など北方諸民族が侵入し、ときには中国王朝と覇を競い合った場所であったことがわかる。

激しい戦いのために廃村になったことさえもあったようだ。五代十国時代の936年、後晋が契丹

にこの地を割譲したことにより、北宋時代には契丹の支配下に置かれることとなった。朔州北

東部には遼代の遺構「応県木塔」がある。この中国最古にして最大の木塔の存在が、この地と

契丹とのかかわりを雄弁に物語っている。

朔州はまさしく北方諸民族の文化圏と漢文化圏の周縁部にあったといえる。北方諸民族の文

化の導入口でもあり、漢民族文化の発信地でもあったろう。張景明（2008）が引用するように、

豆汁が遼のオリジナルな食文化だとすれば、羅漾明が語る朔県における豆汁の食習慣は契丹の

遺風と考えることができよう。しかし、契丹はもともと遊牧民族で、農耕の歴史は浅い。そう

すると、緑豆栽培、緑豆粉づくりの長い歴史のなかで、黄土高原において豆汁が飲用されるよ

うになり、肉食を主とする契丹がその消化作用などに着目して豆汁を受容し、やがて彼らの流

動にともなって北京の地に伝播したという仮説も成り立ちうる。

羅信耀『北京風俗大全』（平凡社 1987）には次のような記述がある。

小禿児（本書の主人公の名前―筆者注）は出身に違わず立派な豆汁鑑定家で、いつも「三

41 王嗣聖編纂。ここでは台湾・成文出版社の影印本（1976）を参照した。
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杯汁」である。北京人がこれほど愛しているのに、地方からやって来た人はその臭いさえ

嗅ぐのをいやがる。彼らの意見では、こんなものは「わしらの土地では」豚の餌にしかな

らないというのだ。北京に「移住」してきた市民の多くにとっても、北京の信じられない

ようなげてものの中でも、豆汁は唯一我慢のならないものである。

このように、豆汁は他の地域の人から見れば、人間の口に入るものではなく、家畜の餌とみ

なされるようなものであった。それを口にしようとする動機は何であったのだろうか。黄土高

原の自然環境は旱魃、洪水など人間にとって過酷である。そのうえ、朔県は上古以来、戦禍の

絶えない土地でもあった。豆汁は飢えや荒廃にさらされた厳しい生活のなかから考え出された

人びとの生存のための食文化であったのかもしれない。

豆汁は契丹から出たのか、それとも契丹が媒介したのか。また別の歴史があるのか。いずれ

にせよ、豆汁の起源についてはまだ不明な点が多く、今後も考察していかなければならない。

付記：「生豆汁」店見聞記

改革開放でめざましい経済発展を続ける21世紀の中国・北京の街角で豆汁売りに出会うこと

は至難である。廟会はといえば、春節（旧正月）になると大規模なものが各地区の公園で開か

れており、そこではいろいろな伝統的な食品が売られてはいる。しかし、残念ながら豆汁を売っ

ているのを目にしたことはない。時代が移り、ライフスタイルが変わり、豆汁は過去の味になっ

てしまったかのようだ。

しかし、豆汁は完全に消失したわけではない。豆汁は“中華名小吃”（中国名物軽食）に認定

され、“老北京文化”（伝統的北京文化）の観光資源として、観光客をターゲットにしたうまい

もの街やいくつかの飲食店で味わうことができる。2011年、筆者はいくつかの豆汁を売る店を

42『北京風俗大全』p167。
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訪れたが、最も印象に残ったのは北京・牛街の豆汁店である。ここは火を通した豆汁は扱って

おらず、売っているのはすべて生の豆汁であった。豆汁はビニール袋に詰められてうずたかく

積まれてあり、その横に付け合わせの“焦圏”も積んであった。お客はひっきりなしにやって

来て、ビニール袋入りの豆汁を求めていた。店の入り口には甕がおかれていて、そのなかには

やや発酵が進んだ豆汁がはいっていた。こちらは量り売りで、１リットル2.5元（約35円）。豆

汁はまだ北京伝統の庶民の食文化としてしっかりと息づいていると感じた。
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【写真 イラスト 地図】

写真：すべて筆者撮影
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【量り売りの生豆汁】 【甕のなかの生豆汁】
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を参考に筆者作画

82ページ地図：『中国歴史地図』第六冊（地図出版社 1996）を参考に筆者作図

（2012年11月19日受理)
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