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「天津飯」の由来 

 

アジア史  殷  晴（中国） 

 

 「天津飯」と言うと、ご飯にカニ玉をのせて餡をかけた中華料理、また鳥山明の漫画『ドラゴンボール』に

登場する架空の人物が思い出されるだろう。後者の名前は、前者に由来するもので、料理としての「天津飯」

の人気を示している。 

 しかし、中国の料理に、「天津飯」というものは存在しない。この日本生まれの中華料理はいつ、どこで生

まれたのか。どんな中国料理に起源があるのか。天津との関係は何なのか。本稿は、これらの問題を解明しよ

うとするものである。 

「東京説」と「大阪説」 

 天津飯のルーツについて、よく引用されるのは横田文良の調査である。辻学園調理・製菓専門学校の中国料

理研究室主任教授である横田は、著書『中国の食文化研究 天津編』の中で、天津飯のルーツには東京、大阪

の２説があると述べている1。 

 「東京説」とは、東京にあった「来々軒」という中華料理店が天津飯の発祥の地だとする説である。横田は

昭和三十三年に来々軒に弟子入りした宮葉進氏をインタビューしたことで、次の情報を得た。 

その三代目の主人が戦地から復員した後、東京駅の八重洲口に来々軒を出店し、このとき銀座の中国料理

店「万壽苑」からコックをまわしてもらった。そしてそのコックがあるとき“何か早く食べるものを作っ

て”という客の要望に応えて、店にはない特別のメニューを作った。卵に蟹の身を入れた蟹玉（芙蓉蟹

肉）を丼のご飯の上にのせ、酢豚の餡を応用した甘酸っぱい醤油味の餡をかけて「天津丼」と呼んだので

ある。当時天津は中国からの復員船が出る港として知られていたこともあり、当時の東京の人々に大受け

したものだそうだ2。 

 「来々軒」は、第二次世界代戦前に、東京における最も有名な中華料理店であった。新横浜ラーメン博物館

の紹介によると、明治四十三年浅草公園に開店したこの店は、初めて庶民を対象として、ラーメン、ワンタ

ン、シュウマイなどを提供し、東京ラーメンの元祖とされる3。もちろん、中華料理店はそれ以前から存在して

いたが、来々軒が「支那食は安くて美味しく、腹一杯になる」ということを街頭で宣伝し、中華料理の大衆的

普及に大きな役割を果たした4。 

 一方、「大阪説」とは、横田が辻学園の講師であった林良泰氏から聞いたものである。戦争後間もない頃、

大阪の馬場町に陸軍の「大阪八連隊」本営が設置され、その前に「大正軒」という中華料理店があった。食糧

が乏しかった戦後の混乱期に、山東省出身の「大正軒」の亭主は、「天津の民間の食習慣」である「蓋飯」を

思いつき、「天津で多く獲れたワタリガニ」で蟹玉を作ってご飯の上にのせ、上からトロリとした餡をかけ、

芙蓉蟹蓋飯を考案したという。また、大阪湾で獲られたワタリガニが高かったので、亭主が「市内を流れる土

堀川河口の川津海老」を使うようになり、従って海老の甘さと相性がよい醤油風味や塩風味の餡がかけられ

た。ゆえに、『 東京の「蟹玉」の天津丼に対して、大阪は「海老玉」の「天津飯」である』状態になった5。 

                                                 
1 横田文良「天津飯のルーツを探る」（『中国の食文化研究 天津編』辻学園調理・製菓専門学校、2009）101〜104頁。今ウィキペ

ディアの「天津飯」という項目は、横田の説を採用している。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%B4%A5%E9%A3%AFまた、フリ

ーライターである澁川  祐子がネットで連載している「食の源流探訪」というコラムで「“あん”と出合って完成した日本料理

「天津飯」」を掲載し、横田の成果を引用している。http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/38679  

2 横田文良前掲書、101頁 

3 「東京ラーメン」新横浜ラーメン博物館 http://www.raumen.co.jp/rapedia/study_japan/study_raumen_tokyo.html 

4 松崎天民『三都喰べある記』昭和7年（特265-171：国立国会図書館所蔵、近代デジタルライブラリー000000656845、31画像目） 

5 横田文良前掲書、102〜103頁 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%B4%A5%E9%A3%AF
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/38679
http://www.raumen.co.jp/rapedia/study_japan/study_raumen_tokyo.html


104 
 

 そうした東京と大阪との相違は、現状と一致している。現在、静岡県浜松市より東の関東圏では、赤い色の

少し酸味があるカニ玉の甘酢あんかけが多く、それに対して、関西圏では醤油を使ってアンを作ることが主流

で、薄茶色の場合が多いという。そのため、関東出身者は初めて大阪で天津飯を食べた時、「この店の味付け

がまずいのか」と驚いたこともあり、関西出身者には初めて甘酢あんの天津飯を食べた時、｢おお、これが食文

化の違いか｣、とショックを受けた人もいる6。また、塩田雄大の研究によると、呼び方も関東では「天津丼」、

関西では「天津飯」ということが多い7。それが上述の2つの説を裏付けていると言えよう。 

 一方、横田の調査は天津飯の由来に関する研究の空白を埋める重要な一歩であるが、「天津」という地名と

「カニ玉のせ丼」との関連性については、十分に解明しているとは言えない。たとえば、「蓋飯」とは天津独

自の食習慣ではなく、中国の各地にもご飯の上におかずをふたのようにかける食べ方がある。そのため、天津

飯の構成要素、つまりカニ玉について、より詳しく考察する必要がある。 

 

「カニ玉」と「芙蓉蟹」  

 ラーメン研究家である坂本一敏は『誰も知らない中国拉麺之路』という本で、中国で天津飯を食べた経験を

述べている。2008 年、彼は天津の鑫茂天財酒店の「天下一品」という名のレストランで、調理師の馬金鵬氏と

知り合った。馬金鵬によると、馬氏は三代にわたる調理師の家系で、初代の馬蓮慧氏が 1909 年に日本の神戸を

たずねた時、日本から「味の素」を教えてもらった代わりに、中国の「天津飯」を教えたというのである。坂

本の要請に応じて、馬氏はさらに２種類の「天津飯」を作った。一つは太刀魚を炒めたものを濃い醤油で味付

けしたものである。もう一つは卵と海老を使い、卵は白身と黄身を別々にし、ご飯の上に白身の卵を置きその

上に黄身の卵を塊で乗せ、最後にとろみを付けた塩味のソースをかけたものである8。 

 馬氏が作った「天津飯」と日本のものとの違いはさておき、まず問題となるのは、天津飯が創成された時期

である。 先に述べたように、横田の研究によれば、「東京説」にせよ「大阪説」にせよ、天津飯は戦後に生ま

れたというところが共通している。では、どちらの方が事実に近いのか。 

 この問題を解決する手がかりの一つは、昔の日本の家庭料理書を考察するところにある。田中静一は『一衣

帶水——中国料理伝来史』のなかで、明治と大正時代の日本における中国料理書をまとめて紹介している。田中

によると、明治になって最初に中国料理書が出版されたのは明治 19年であり、それから明治 45年までの 27年

間に出版された中国料理書は８種である9。それら８種の料理書をすべて読んでも、「天津飯」も「カニ玉」も

載っていなかったことがわかる。 

 一方、大正期になってから、カニ玉の中国語名、すなわち「芙蓉蟹」が頻繁に登場するようになった。表１

が示しているように、筆者が「国立国会図書館デジタルコレクション」及び「近代デジタルライブリー」に収

録された７種の大正と昭和時期の中国料理書を考察したところ、その中の５種に「芙蓉蟹」のレジピが載って

いたことがわかった。これより、（１）遅くとも 1925 年から、「芙蓉蟹」あるいはカニ玉がありふれた家庭料

理になったこと、（２）たとえすでに存在していたとしても、すくなくとも大正期まで「天津飯」は広く知ら

れた中華料理ではなかった、ということが推測できると言えよう。 

 

 

 

 

                                                 
6「天津丼のあん あなたの定番味は？」 http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0530/413352.htm?o=0 

7 塩田雄大「ことばの地域差とその背景--あなたの地域は天津飯、それとも天津丼?」『Vesta 特集：食のことば』（2007年冬 

号） 

8 坂本一敏『誰も知らない中国拉麺之路』（小学館：2008）24〜25頁 

9 田中静一『一衣帶水——中国料理伝来史』（柴田書店：1987）183頁  

http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0530/413352.htm?o=0
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表１：大正と昭和期の日本における中国料理書の一部 

 書名 発行年 著者 「天津飯」の関連料理 

① 家庭宴会支那料理 大正二年 阮塗二 なし 

② 家庭で出来る食通の喜ぶ珍料理虎の巻 大正六年 服部茂一 なし 

③ 
美味しく廉く手軽に出来る日本、支那、西

洋家庭料理 
大正十四年 秋穗敬子 芙蓉

フーヨー

蟹
ハイ

 

④ 食通の喜ぶ日本、支那、西洋珍料理 大正十五年 服部茂一 芙蓉
フヨウ

蟹
ハイ

 

⑤ 素人に出来る支那料理 大正十五年 山田政平 芙蓉
フーヨン

蟹
シエー

粉
フン

（蟹のオムレツ） 

⑥ 手軽に出来る珍味支那料理法 大正十五年 小林定美 芙蓉
フヨー

蟹
ハー

粉
フン

（かにたまごやき）、芙蓉
フヨー

蝦
ホー

仁
エン

（えびたまごやき） 

⑦ 

手軽に美味しく出来る家庭向き支那料理と

西洋料理 
昭和十二年 大日本家庭料理 

研究会 
芙蓉
フヨー

蟹
ハー

粉
フ

（かにのたまごやき）、芙蓉
フヨー

蝦
ホー

仁
エン

（たまごえびやき）、中華
チュウカ

丼
ドン

（にくいろい

ろごはん） 

注：「芙蓉蟹」や「芙蓉蝦仁」につけたふりがなはもとのレジピ通りである。また、レジピには漢字の料理名のほか、ひらがなで料

理の名前を説明する場合もあったので、それを原文のまま括弧に載せた。 

 

 また、もう一つ注目しておきたいところがある。それは「芙蓉蟹」の作り方である。料理の種類（「菜

系」）にもこだわらず、中国の各地方の料理には、「芙蓉」と名付けられたものが多い。「芙蓉」には、「木

芙蓉」（フヨウ）と「水芙蓉」（蓮の花）といった二種類があるが、双方の共通点は真っ白でふわふわした外

見である（ピンクや赤いものでもあるが、白い芙蓉は「泥より出づるも染まらず」というような高潔なイメー

ジを持っているので、漢詩によく吟詠された対象である）。そのために、各種の「芙蓉料理」の共通点は、卵

の黄身と白身を別々にして、あるいは白身のみを使うことである10。先に述べた馬金鵬氏の使った白身と黄身を

別々にする「天津飯」の作り方は、むしろその一例だと考えられる。一方、表 1 に載せた「芙蓉蟹」や「芙蓉

蝦仁」などの作り方は、すべて卵をまるのまま使うのである。現在の日本のカニ玉も、その流れを受け継いで

いる。そこで、日本の「カニ玉」は最初から中国の「芙蓉蟹」とは完全に一致していない、極端に言えば最初

から「芙蓉料理」の精髄を捨てたと考えることができよう。故に、馬氏の叙述は天津飯の由来を理解するため

にいくつか重要な手がかりを提示してはいるが、事実に合わないところが多いということも明らかになった。 

 では、「芙蓉蟹」と天津とには、どのような関係があるのか。「芙蓉蟹」を作るためには文字通り、新鮮な

カニが必要である。ゆえに、チュウゴクモクズガニの生産地である江蘇省（「蘇菜」）、またガザミなど海に

すむカニが大量に獲れる山東省（「魯菜」）や広東省（「粤菜」）など海沿いの地域は、「芙蓉蟹」を食べる

伝統がある。したがって、「魯菜」の流れを汲む天津料理には「芙蓉蟹」という料理があることは推測でき

る。 

 しかし、表 1 につけられたふりがなが示しているように、「フーヨーハイ」や「フヨウハ」といった「芙蓉

蟹」の発音は、広東語に由来したものである。そこで、日本に伝来した「芙蓉蟹」は天津料理の一種というよ

りも、「粤菜」（広東料理）の系譜を引く可能性が高いと考えられる。 

 もっとも重要なのは、たとえ天津から伝来したものだとしても、大正期から日本に存在していたカニ玉は、

何故ご飯にのせるようになってはじめて、「天津」という地名がつけられるようになったのか。言い換えれ

ば、何故カニ玉をのせた丼物は「カニ玉丼」あるいは「芙蓉蟹丼」ではなく、「天津飯」と呼ばれるようにな

ったのか。この点については、目下不明とされているようだが、若干の手がかりはある。次節では、その経緯

について考察してみたい。 

                                                 
10 方愛平「芙蓉何以入饌名」（『四川烹飪』1996年05期） 
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天津との関係 

 まずは横田の説明をもう一度読んでみよう。「東京説」における来々軒の三代目の主人は、戦地から帰って

きた復員軍人である一方、「大阪説」における大正軒は、陸軍連隊の本営の前にあった料理屋である。両者に

共通しているのは、第二次世界大戦に関わる点である。そこで、「天津飯」の「天津」は、カニ玉や「蓋飯」

とは関係がなく、元軍人・居留民の戦争の経験、具体的に言えば戦争後中国から日本に送還された経験に由来

したのではないか、という見方もあり得よう。 

 先行研究によると、第二次世界大戦後、中国の北方の最大の港として、天津の塘沽港は日本人の俘虜と居留

民を輸送する任務を負っていた。1945年10月から1946年8月にかけて、北平・天津・山西・河北など華北の各

地から合わせておよそ 340，000 人の日本人の捕虜・居留民が塘沽から帰国した11。表 2 と表 3 に見られるよう

に、1945年 12月から、毎月輸送された居留民の人数が急激に増加したが、塘沽港の輸送力にはやはり限界があ

るので、華北の各地から集められた日本人はしばらく天津に滞在しなければならなかった。 

表2：天津経由帰国した日本人の居留民の人数（月別）12 

月 10 11 12 1 2 3 5 6 7 8 合計 

人数 5674 2690 42989 25668 12841 46722 89591 14759 1873 1716 236883 

表3：天津経由帰国した日本人の居留民の人数（地域別）13 

地区 天津 北平 石家庄 太原 張家口 大同 其他 合計 

人数 95885 82758 13948 17972 13873 10860 1587 236883 

 以上の事実から判断すると、そうした人々の中に、天津に滞在中に「芙蓉蟹」（または「芙蓉蟹のせ丼」）

を食べたことのある人が存在していたと言えよう。この人物をとりあえず「Ｘさん」と称しておきたい。従っ

て、天津飯の流伝ルートを推測すれば、（１）Ｘさんが日本に帰った後、来々軒あるいは大正軒のコックにな

り、日本従来の中華料理カニ玉を活用して丼物にし、さらに自分の天津滞在経験に応じてそれを「天津飯」と

名づけたこと、（２）帰国して間もないＸさんが、来々軒あるいは大正軒で偶然に「カニ玉丼」を食べ、自分

の天津滞在中の思い出が引き起こされ、その丼物を「天津飯」と名づけた、といった２つの可能性が浮上す

る。 

 実は、横田の研究に、そうした可能性はすでに提示されていた。（「当時天津は中国からの復員船が出る港

として知られていたこともあり、当時の東京の人々に大受けしたものだそうだ」とある。）本節が強調したい

のは、「天津飯」が発明されてから天津のことを知っている人々に大受けしたのではなく、むしろ天津から帰

国した人が「天津飯」と名づけたからこそ、カニ玉が「天津」と関係付けられるようになったということなの

である。 

結びに代えて——変容する天津飯 

 以上、天津飯の由来 について、推測も交えつつ考察してきた。しかし、天津飯の歴史はそこにとどまらな

い。冒頭の部分では、「中国の料理に天津飯というものは存在していない」と述べたが、それは実は完全に正

しいわけではない。今の天津には、日本人客の注文に応じるために、「天津飯」を提供するホテルがあるとい

う14。また、中国版のクックパッドである「下厨房」にも、「天津飯」のレシピが掲載されている15。もともと

貧乏の時代に「速く食べられる料理」として作られた天津飯は、名高い中華料理に変容しつつあり、中国に逆

輸入されている。人類学者、張展鴻によると、「中国料理の中身と意味は、人々の生活スタイルと期待を反映

している」16。そういう意味では、天津飯の由来と変遷は、我々に興味深い課題を提供してくれる。 

                                                 
11 胡榮華「戰後天津暨華北地區日俘日僑遣返研究」（『抗日戰爭研究』2008年第3期） 

12 胡榮華前掲文 

13 胡榮華前掲文 

14 横田文良前掲書、104頁 

15「天津飯（天津丼）」下厨房：http://www.xiachufang.com/recipe/100001243/ 

16 Sidney C. H. Cheung: Food and Cuisine in a Changing Society. Sidney C. H. Cheung, David Y. H. Wu eds. The Globalization of Chinese Food (London: Routledge, 2002) p.100 

http://www.xiachufang.com/recipe/100001243/

