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特別号作成の趣旨 

 

 

 『ぎんなん』は 1999 年度以来、毎年作成され、2014年度に寺田徳子先生がご退職になる

まで続いてきました。その後、向井留実子が着任してからは、様々な事情により作成が止ま

っていました。この度、何篇かの寄稿や、授業で完成させた原稿などが集まりましたので、

Web版としてまとめることにしました。実は、掲載される文章は１年前にすでに集まってい

ましたが、なかなか編集の方針が固まらず、今に至ってしまいました。しっかり時間をかけ

て作文してくださった留学生の皆さんには大変申し訳なく思っています。 

今後は、毎年まとめるのではなく、優れた原稿が得られたら、その都度この文集に追加し

ていくという形態をとることにしました。そのためＰＤＦ版で作成し、日本語教室のホーム

ページ上で自由に見られるようにしました。 

 各原稿には、タイトルの左上に原稿の目的やタイプを示し、授業で作成したものについて

は、タイトルの右に、授業名、授業内容、原稿を作成した年度学期を提示しています。また、

原稿の最後に作成者の作成時の身分や学年を示しました。 

この特別号が国内外の日本語学習を行う留学生や留学生に興味のある日本人の皆さんの

お役に立つことを祈っています。 

 

 

2018年４月１日 

 

人文社会系研究科・文学部国際交流室日本語教室 

向井留実子 
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国際交流室開室 42 周年、日本語教室開室 25 周年記念に寄せて 

 

星に導く関門 

李貞善 

 

 

 日本にとって代表的な交流国のある韓半島では、約 620年の前、朝鮮時代の開幕とともに

首都の中心部を囲む漢陽都城の築造が行われた。歴史書『朝鮮王朝実録』には、漢字を代替

する固有のハングルを創製した世宗大王の補佐官として、都城の増築・修復の監督を総括し

た人物の記録が残っている。筆者にとって留学の発端であり、研究の根幹となる先祖の話で

ある。 

 都城の話から、国際交流室・日本語教室へと言の葉を紡いでゆきたいと思う。あくまでも

主観的な意見ながら、今年でそれぞれ 42 周年と 25 周年を迎えた当室に望むことを、留学

生としての筆者の経験になぞらえ「基礎（Basic）」から「蓄積（Build)」、「連結（Bridge)」

「拡散（Broaden）」という一連の道筋に沿って提示する。こうした有機的な流れ自体も、国

際交流室における長い軌跡の延長線上で、まるで城を建てて修理を繰り返しつつ、地平を拡

張していく建築の過程と一脈相通じるように思われる。 

 その出発点として、まず土台の「根本・基礎」を強化することから始めなければならない

だろう。個人的な例を挙げると、筆者の氏名である「貞善」は、「徳操を守り、真っ直ぐに

善を行う」を含意する。多少倫理的な印象とも言える名前自体に、私の意志が反映される余

地はなかったものの、氏名通り「善を実践する」ことから人生の使命を見出したことは、純

然たる自分の選択であった。 

 これを国際交流室・日本語教室に適用すると、「国際交流」という「氏名に相応しい使命」

を地道に果たすことになる。その使命とは、研究において肝心な種となる日本語、より根本

的には「文」に内在する力の大切さを留学生に伝えることであろう。つまり人文学への追求

のために、その前提に日本語で徹底的に思惟する能力を涵養させる教育が望ましい。ひいて

は、言の葉を媒介として、研究科の構成員である全ての人と人、人と学校、人と日本、日本

と他国などに至る諸主体間の重層的な関係及び疎通を深める活動を指す。 

 更に、今まで歩んできた数十年の路程を振り返り、新たな動力源を「蓄積」していくこと

が大事である。人間について探求する場の第一線で、半世紀近く試行錯誤を経ながら成し遂

げた発展の元を模索し続けることが望まれる。今日は常套的な意味で「人文学の危機・文学

の冬」とも言われる時代ではあるが、むしろだからこそ国際交流室・日本語教室に期待され

る役割は多大ではないか。それは、鉱山（無意識の世界）に眠っている鉱石のような「文・

テクスト」を不断に掘り続け、金に精巧に製錬し堅固たる学問の城として完成していく創造

力であろう。若しくは、冬場を耐え忍び尊いつぼみをほころばせる「忍冬草」のような人文
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学ならではの洞察力と慧眼、当室の力量を発揮し、無形遺産として後世に遺すことも欠かせ

ない。 

 次に、「連結」の役割を強調したい。アイルランドの詩人オスカー・ワイルドは、戯曲「ウ

ィンダミア夫人のファン」で、「我々全員は貧民街にいます、しかし、我々の何人かは星を

見ています。（”We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.”）」

という台詞を残した。人文社会系研究科を構成する各専攻分野が星であり、「一つの小宇宙」

だとすれば、研究科はその星の群れである銀河系になるだろう。そして国際交流室・日本語

教室は、それぞれの学問の領域である星と星をつなぐ「巨大な架け橋」とも喩えられる。要

するに、外国の学生たちが慣れない環境で自らが目指す「学問の星・小宇宙」に辿りつくよ

う、「連結（Bridge）」することである。そしてその連結とは、直接「繋ぐ（connect）」とい

う概念より、学生自らが目標に向かって精進するよう当室が間接的に動機付けたり、交流の

場を設けたりすることを意味する。 

 最後に、国際交流室の役割及び貢献度を国内外に「発信・拡散（Broaden）」することであ

る。ごく当然ながら、国際交流とは人・物を一方的に受け入れることではなく、お互いを尊

重し合い、共感する双方向型メカニズムである。従って、優秀な留学生を通じて東京大学文

学部の位相を全世界に発信し、各自の母国でネットワークを構築させる拠点として活かす

戦略も奏効するだろう。具体例として、UNESCO 傘下の大学間交流プログラムを挙げたい。

UNITWIN（UNIVERSITY TWINNING）と UNESCO Chairプログラムは，先進国・開発途上国にお

ける大学間ネットワークの中で推進され，国境を越えた知識の交換を促す事業である。個人

的には、今年の UNESCO UNITWIN CONFERENCE に発表者として選定され、人文社会系研究科

の所属員として誇りを持ち、学校の名誉を高めたいと思う。 

 導入部の漢陽都城の話に帰結し、本稿を締め括ることにする。筆者はソウルの都城の中心

部で生まれ、育ち、学び、仕事をしながら安定した生活の頂点に立っていたが、何故か自分

を生の芯から離れた「境界人」として認識してきた。そのような自覚は、かつて小学生の時

アメリカで経験した、言語と文化の差異に起因した皮相的な不自由とは別次元の問題であ

った。そんな自分にとって、幼い頃からの文学・哲学・文化への憧憬は、まさにあのオスカ

ー・ワイルドの言った「星」にほかならなかった。そして周囲の反対を押し切って、安住し

ていた自らの城、所謂「社会的要請が高い分野」の殻から逆に解き放たれ、詩が星のように

輝く宇宙（文学の世界）に到達した。つまり、東京大学文学部の国際交流室・日本語教室は、

そんな憧れに吸い込まれて留学の志を抱いた筆者を、生の第二幕に導いた「最善の道筋」で

あったのである。 

 今日に至るまで、筆者のような境界人を含め、数えきれない研究者たちが国際交流室とい

う名の関門を経ていっただろう。彼らも皆、故郷ではなく他国で日々奮闘しつつ、貫いた信

念で文学部の時間に各自の名前を刻み込んだに違いない。未熟ながら私も、未だ不完全な言

の葉を一字一字研ぎかさね、研究の城を築いている。都城の内に喩えた自分の領域を超克

し、遠回りの果てで城の外、人文社会系研究科という宇宙の中で念願の「星」に辿りつくこ
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とができるならば、研究者にとっては至福の瞬間であろう。その時を、多くの学生たちが迎

えるよう案内することが、国際交流室のかけがえのない使命ではないか。42 年間、土台づ

くりを確かめてきた文学部の国際交流室が、城を増築すると同様に再び礎を堅固にしつつ

自己拡張をしていき、多くの学生を各自の「星」に導く、より開かれた 通路（パッサージ）

になることを期待してやまない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

李貞善（イ ジョンソン）  〈韓国〉 

 人文社会系研究科文化資源学 

修士課程１年生 

（2016年年度現在） 
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『ぎんなん特別号』に寄せて 

 

吾輩は中国人である ―通学路上の話― 

杜玉 
 

 

本郷の大学の近くで八百屋を見つけて、 

吾輩は丸い果物と三本の長ネギを買っていた。 

それらを予め用意していた布の大きなバッグにぎゅっと詰め 

栄光とともに我が家まで帰るはずだった。 

 

吾輩のお台場での新生活はとても快適ではあるが、 

買い物だけはどうも値段が高くて不便がある。 

そこで吾輩は安くて新鮮なものを手に入れようと 

学校の周辺で買い物をしてみることにした。 

戦利品を引き連れ途方もない地下鉄へ飛び込んで、 

ひっきりなしの人混みを避け進み、 

やがて威風堂々たるガンダムの立つお台場へと帰還する。 

買った食材と冷蔵庫にある肉を炒めた回鍋肉で腹一杯になる算段だ。 

 

問題はネギである。 

無事に持ち帰りたいのだが、どうあってもバッグに収まらぬ。 

斜めに入れれば袋の上すれすれに入りきるものの、 

ほかの荷物がその位置取りを邪魔する。 

仕方なくまっすぐに立てると手提げ部分まで一気に伸び上る。 

エコな布袋、そして青々とした枝。 

なんと生活感あふれる情景だろうか。 

吾輩はその姿に、我ながらなにか感慨のようなものを憶えた。 

バッグを下げた我輩は得意そうに歩きだした。 

勢い早く、すれ違う人が少しも目に入らないほどである。 

 

ふと顔を上げれば、地下鉄に乗ってから二つ目の駅になっている。 

サラリーマン風の人が勢いよく車内に滑り込んだ。 

先ほどまでは年配の人も何人か見えたが、 

ここから先は一様にビシっとしたスーツ姿に変わった。 
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スーツたちがお喋りしている。 

読書したり、スマートホンを弄ったりしている。 

家庭を持つ父親や母親らしい人たちもいた。 

なのに吾輩のような長ネギを袋の中に差し込んでいる姿はひとつもいない。 

 

我輩はその光景を不思議に思ったが 

きっと次の駅で長ネギを持った人が乗ってくると自分に言い聞かせた。 

だが二駅過ぎても三駅過ぎても、長ネギはちっとも現れない。 

我輩には長ネギのない生活が想像出来ぬ。 

ここの人たちはきっと長ネギを二つに折って隠しているのだ。 

そんな仮説を打ち立てて、念入りに日本人の荷物を勘定してみた。 

 

どうやら袋は二つ以上あるようだ。 

貴重品や資料の入ったビジネスバッグにブランドのリュック、 

お洒落なハンドバッグなどがそのうちのひとつで、 

さらにもうひとつ、皆一様に別の小袋を持っている。 

 

女性なら化粧品や冬に欠かせない保湿グッズ、 

男性なら仕事用と思しき他の資料などが入っているようだ。 

なかには同僚から渡されただろう出張帰りの土産らしいものや 

貰ったのか贈るのか、綺麗な包装のプレゼントもあった。 

それでもやはり日本人のどのカバンの中にも、 

吾輩が一番見たい青い長ネギの姿はない。 

折られた長ネギの青臭さはどこにもない。 

 

また仕事帰りが乗ってきた。吾輩は急に不安になってきた。 

長ネギの青さがスーツの黒の背景に鮮やかさを増すたびに 

吾輩の恥ずかしい気分も募っていく。 

もはや座ってはいられない心地になってきて、 

知らず腰も席の中ほどから縁のほうへ寄ってしまっている。 

後生大事に抱えた三本の長ネギはそんな気持ちを知る由もなく、 

真っ直ぐに、黒のスーツたちの注目を浴び続けている。 
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針の筵はついに乗り換えの銀座駅まで続いた。 

駅のアナウンスを耳にした途端、 

吾輩は一目散にドアへ駆け寄り電車を飛び出した。 

ひっきりなしに人が行き交う洗練された銀座駅の暗い隅で、 

吾輩の青々とした真っ直ぐな長ネギを二つに折り裂き、 

ゴミ箱の中に容赦なく捨ててしまった。 

 

吾輩はもう長ネギとはゆりかもめに乗るまい。 

これから一緒に街を威張って歩くこともしないだろう。 

今夜の食卓に回鍋肉が並ぶことはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杜玉（ト ギョク） 〈中国〉 

 人文社会系研究科現代文芸論 

修士課程２年生 

（2016年度現在） 

 



9 

 

 

スピーチ 

 

あなたは先延ばし魔ですか 

徐貝 
 

 

皆さん、こんにちは。学際情報学府の徐貝です。今日は「あなたは先延ばし魔ですか」と

いうテーマでお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 皆さんは一ヶ月後にレポートや発表の予定がある時に、締め切りに間に合わせるために、

スケジュールをどう作りますか。 

 普通の学生がレポートを書く場合、作業量はこんな感じでしょう。はじめはゆっくりです

が、最初の頃から少しずつ進めておいて、後半には多少負荷が高くなりますが、順調に進ん

でいる状態が保たれています。 

 

 しかし、一部の人の場合は、こんなふうになってしまいます。 

 

 どういうことでしょうか。 

 まず、念頭に置いていただきたいのは、一部の先延ばしの人はいつもこういうパターンに

「口頭表現」 

この授業は、スピーチやディスカ

ッションを行いながら、伝わりや

すい発音、話し方を身につけるこ

とを目指しています。 

（原稿作成は 2016 年度 A セメスター） 
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なるというわけではないということです。一般的には、先延ばしの人は特定なことだけを先

延ばしにします。別に全てのことを延ばすわけではありません。先延ばしになるきっかけは

人の状況によってそれぞれ違っています。 

 ここからは先延ばしの人の問題点を一つずつ見ていきましょう。まず、一つ目は、注意力

が散漫になりやすくて、落ち着いて長時間集中できなくなることです。「あ、ラインのメッ

セージが届いた。」とか、「まずお手洗いに行こうか。」とか、「うん、フェイスブックを開い

て友達の写真にコメントしようか。ちょっとだけだから時間はかからないし。」といった具

合です。 

二つ目は、最初の一歩を踏み出すことに対する恐怖があります。一歩を踏み出せば後は自

然に順調にいくという言葉はよく聞かれます。でも先延ばしの人にとっては締め切りまで

何だか進めないような感じがしていて、焦っているのにぎりぎりまで始められないといっ

た癖があります。 

三つ目は、先延ばしの人は長期的目標を達成することより、目の前のほしい物をすぐに手

に入れる喜びの方に引きつけられやすいことです。つまり、大事なことを早めに始めるセル

フ・コントロールの力が足りません。 

 また、先延ばしの問題は、その人の家庭環境や時間の知覚や遺伝子などにも関わってい

て、人それぞれです。 

 それでは、この誰でも持っているかもしれない問題を、直す必要はありますか。ここで一

つ指摘したいことは、もしあなたの生活に大きな影響を及ぼしていなかったら、むりやりに

直す必要はないということです。ぎりぎりまで仕事や勉強が始められない人は非常に多い

ようですが、追い込まれたときの方がより集中しやすくて、いいアイディアが浮かんでくる

という場合もよくあります。先延ばしの問題は今まで行われた研究によって、一気に解決す

ることができません。たとえ一度解決したとしても、再び起こる可能性もかなり高いと言わ

れています。 

 最後に先延ばしの人に一言申し上げたいのですが、実は、先延ばしの人の多くは自立心と

創造力が高い人です。そして、自分は十分優秀か、十分強いか、能力があるのかなどを非常

に気にしながら焦っています。心の奥底では、受け入れられたい、認められたい、愛された

いという気持ちとずっと戦っているのです。でも、そういう自分に敬意を抱いてください。 

 

 ご清聴ありがとうございました。 

 

 

徐貝（ジョ カイ） 〈中国〉 

 情報学府情報学環 

外国人研究生 

（2016年度現在） 
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レジュメ／パワーポイント 

 

日本社会における方言のイメージ 

ケビン・ペルガー 
 

 

発表日 2016年 10月 27日 「AJコミュニケーション」 

日本社会における方言のイメージ 
東京大学人文社会系研究科 

                         特別聴講学生 ケビン・ペルガー 

Ⅰ．はじめに 

問題背景：標準語話者の優越複合・方言話者の劣等複合 

     → 方言消滅危機 

問題意識の有無？ 

 

ブリタニカ国際大百科事典： 標準語とは 

一般には共通語に一定の規制を加えた理想的とされる言語をいうが，学者により，時代により意

味が異なる。明治期には，教養のある東京の人の言葉の意味に使われたが，昭和になると，標準

語はまだ日本には存在せず，将来つくるべき理想の言語であるという見方が広まった。 
 

Ⅱ．問題の原因 

上層階級の発言力 

規範性 

選民主義 

優越複合／劣等複合 

社会におけるラベリング理論 

偏見・差別 
 

Ⅲ．方言 

魅力・憧れ 

地元への愛着と誇り 

人間の多様性＝言語の多様性 

アイデンティティ（喪失） 

日常生活に及ぶ影響 

 

参考文献 

✔  朝日新聞朝刊 グローブ 3面 3p.（2014/04/20） 

『ぬーんち わったー しまくとぅば ならてぃ あっちょーが〈なぜ私たちは島言葉を

学ぶのか〉』朝日新聞社 

✔  Becker(1963), Outsiders.  New York: Free Press. 

✔  博多弁の例 生まれてはじめて リプライズ in博多 https//youtu.be/dhbwi861fBo 

「AJ コミュニケーション」 

この授業は、学術的な場面でのコミュ

ニケーション能力の獲得を目指してい

ます。興味あるテーマについてレジュ

メやパワーポイントを作成して発表

し、ディスカッションを行います。 

（原稿作成は 2016 年度 A セメスター） 
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                       ケビン・ペルガー 〈オーストリア〉 

                           人文社会系研究科言語学 

                             大学院特別聴講学生 

                              （2016年度現在） 
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レジュメ／原稿／パワーポイント 

 

憎み合う世界－ヘイトスピーチを問う－ 

ヤン・ダウン 
 

 

<要旨> 

憎み合う世界 

‐ヘイトスピーチを問う- 

人文社会系研究科 

宗教学宗教史学専攻 

ヤン・ダウン 

 

１．在特会の嫌韓デモ 

２．ヘイトスピーチの定義 

：人種、国籍、性別、宗教、障害の有無のように簡単に変えることの出来ない 

属性を差別する憎悪表現 

３．ヘイトスピーチの事例 

 ：①インターネット上の女性＆男性嫌悪 

  ②嫌韓出版物 

  ③性的少数者反対デモ 

  ④政治家の反ムスリム公約 

４．ヘイトスピーチの先例 

 ：ドイツのナチス党政権の宣伝大臣ヨーゼフ・ゲッベルスの反ユダヤ人演説 

５．ヘイトスピーチの社会的背景 

 ：①現実の苦痛 －> 公共の敵への信念化された憎しみ 

  ②ラジオの普及 ／ インターネットの普遍化 

６．「国家」と繋がるヘイトスピーチの側面 

 ：愛国心とナショナリズムが戦争の種に 

７．憎悪を乗り越えるために 

 ：①自らの努力による知識の蓄積 

②現実から目を逸らさない、疑う心 

８．ユネスコ憲章 

 ：「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、 

   人の心の中に平和のとりでを築かなければならない」 

「AJ プレゼンテーション」 

この授業は、ゼミなどの発表の際

のレジュメや PPT 作成方法、伝わ

りやすい口頭表現の方法を学ぶ

ことを目的としています。 

（原稿作成は 2016 年度 A セメスター） 
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<全文> 

憎み会う世界 

-ヘイトスピーチを問う- 

 

 近年、盛んに行われている在特会の嫌韓デモを示して、「ヘイトスピーチ」という用語が

使われる。このヘイトスピーチに対して、「公共の場で差別的表現を使うデモ」を示す言葉

だという認識が多いと思われる。ヘイトスピーチとは、「人種、国籍、性別、宗教、障害の

有無のように簡単に変えることのできない属性を差別する憎悪表現」と言えるが、ここには

デモのような集会だけでなく、個人の発言や演説、そして映画や出版物、落書きまで含まれ

る。近年のヘイトスピーチの事例として、インターネットを中心とする女性・男性憎悪現象、

日本の嫌韓書籍、性的少数者と特定宗教への差別的発言が挙げられるが、ヘイトスピーチは

現代社会の生産物ではない。その先例として全世界に最も大きい影響を及ぼしたヘイトス

ピーチ、ドイツのナチス党政権の宣伝大臣だったヨーゼフ・ゲッベルスの演説を挙げてみた

い。ゲッベルスは反ユダヤ人書籍をきっかけに、大量失業のようなドイツの苦難は資本主義

のためであり、その背後にはユダヤ人がいるという考えを基に「ユダヤ人が全ての悪の根

源」という演説を数多く行った。彼の演説はドイツ人の心に浸透し、ユダヤ人虐殺という悲

劇を起こしてしまったのである。 

 

 では、このような企みを可能にした社会的背景は何であろうか。「現実の苦痛」と「ラジ

オの普及」が挙げられる。障害を持った失業者だったゲッベルスは、自分に対して劣等感を

持っていた。そして、数多くのドイツ人は大量失業による貧困に苦しんでいた。このような

現実の苦痛が、ユダヤ人という「公共の敵」を作り、信念化された憎しみを生み出したので

ある。また、「ゲッベルスの口」だと呼ばれていたラジオの普及によって、彼は自分の思想

を国民の心の中に植えつけることができた。同じく現代でも、過度な競争社会と世界経済の

悪化のような現実の苦痛、そしてインターネットの普及によって誰もが自分の意見を発し、

巨大な言説の生産が可能になったことが、ヘイトスピーチの社会的背景として働いている。 

 

 また、ヘイトスピーチは「国家」と繋がる側面が見られ、「お国のために」公共の敵を非

難する「愛国」の心から、「祖国のために戦う」といったような「ナショナリズム」の精神

に繋がり、戦争の種になりかねない。 

 

 私たちは現代社会に満ちている「憎悪」を乗り越えるために、何ができるだろうか。韓国

のサイバー犯罪研究会長のジョンウァンは、「ヘイトスピーチの核心は『扇動』」であり、「勉

強しないと、真実は見えない」とし、「『それは違う』と言う為には、自らの努力による知識

の蓄積が必要だ」と述べた。ゲッベルスが最も手を焼いた勢力は「現実から目を逸らさない」

「よく信じない」人たちだった。それゆえに私たちは、自ら習得した知識を基に常に疑いな

がら、自分の心の中に芽生える憎悪を警戒しなければならない。「戦争は人の心の中で生ま

れるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない」 
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ヤン・ダウン  <韓国> 

                        人文社会系研究科宗教学宗教史学 

                                 外国人研究生 

                               （2016年度現在） 
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エッセイ 

 

幸福の条件 

張文良 
 

 

年末年始、スモッグという幽霊は、再び北京の上空に徘徊しており、人々を戦慄させた。

それを退治する手段がないため、北京の市民たちは息苦しいと感じながらも、北方より吹き

込んでくる風をただ待つだけである。二十世紀の五十年代のロンドンの毒霧事件を彷彿さ

せる悪天気に、市民は無力感に襲われ、ネットメデイアに怒り、絶望、ないし自虐的な書き

込みが流されている。そもそも、二年前、北京の市長は、市民に「命をかけて取り組み、二

年以内に、スモッグ問題を解決しないならば、自ら首を切る！」と宣言したが、二年が経つ

と、問題は解決するどころか、事情は二年前より一層悪化してしまっていた。そのせいか、

最近、北京の市長は更迭された。 

このような天災に翻弄されると、人々は、政府の無能ぶりに怒りを感じるのは、至極当然

であろう。しかし、次に人々が絶望感に襲われるのは、単に政治への絶望によるのではない

ようである。 

周知のように、この三十年間、改革開放の政策のお陰で、中国は一躍、世界第二の経済体

に成長し、日本人にも熟知されている「爆買」という現象もでるほど人々は豊かになった。

しかし、豊かさと比例するほどの幸せを感じるかというと、そうではない。経済が発展した

が、社会の格差も拡大してしまった。建前として、中国は社会主義を国是としていたが、経

済格差を見れば、その内実は社会主義といえるかどうか、疑問視せざるをえない。経済の発

展は、市場原理と競争原理に負うところが大きいが、競争に負け、主流社会から取り残され

た人々は、決して幸せを感じないし、むしろ、以前よりもっと深刻な剥奪感と失敗感に苦し

んでいるに違いない。 

社会の「負け組」に幸福感がないのは、理解しやすいが、いわゆる「勝ち組」にも幸せを

感じる人は意外に多くない。中国で「勝ち組」といえば、八十年代に入試戦争で勝ちぬき、

中国の経済高速増長の波に乗り、いま、大都市で定職を持ち、わりに安定した生活を送る

人々である。かれらは、経済発展の恩恵をうけ、社会的地位もあり、経済的に何も不自由が

ないが、いずれも悩みが多くて、幸せだと自認する人は少ない。特に、近年、交通渋滞や不

動産高騰、環境汚染など経済発展の負の遺産が目立ち、都市部の人々の GNH（幸福指数）は

大幅に下落してしまっている。いままで、人々は、幸福の条件は豊かさと見なし、それは経

済の発展によるしか達成することができないと考えられていた。この三十年間、中国で一番

社会に浸透したスロ-ガンは、「時間は金銭であり、効率は生命である」というものである。

人々は、金銭のため、効率のため、時間に追われ、ある種の強迫観念にとらわれてしまった。

「読解（作品鑑賞）」 

この授業は日本語力の高い留学生を

対象としています。著名な作家によ

る小説、評論、エッセイなどを読ん

で、深く味わうとともに、エッセイな

どを書く練習を行っています。 

（原稿作成は 2016 年度 A セメスター） 
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その結果、人々は、自然の美しさを観賞する精神的な余裕がなくなったし、友人や家族と一

緒に歓談する楽しみさえも奪われてしまった。「まだ寝てる 帰ってみれば もう寝てる」

というのは、まさにこのようなライフスタイルを反映している。 

一旦、経済至上や財富至上の社会的風潮が形成されると、個人は社会の一分子であるかぎ

り、否応なしに社会の普遍的な価値観や幸福観を受け入れざるをえない。ただ、いまのよう

な自然災害は、すべての中国人に、いままでの幸福観を反省させることになった。財富はほ

んとうに幸福の唯一不可欠の条件であるのか。生活環境を破壊するまで経済を発展させる

のは、ほんとうに人々の利益に符合するのか。清潔なお水やきれいな空気を犠牲にして富を

手に入れても幸福感はないのではないか。財富は本来、人々を幸福に導く手段にすぎない

が、いつかそれは追求される目標そのものに変質してしまうのではないか。 

「幸」とは、その字源から見ると、死刑判決を受けた人が、皇帝の恩赦で命を拾うという

意味である。「福」とは、神さまに祭祀することによって、神様より食べ物や富をもらって

いるという意味である。勿論、「幸福」のこの意味は、王権時代と神権時代のもので、いま

の民権時代になると、誰ひとりとして、このように「幸福」を捉えていない。それにしても、

「幸」「福」の元々の意味を顧みるとわかるように、「幸福」は、人類にとっては、決して当

たり前のものではなく、周りの世界に感謝する気持ちや未知の世界を畏れる気持ちで、これ

を理解するべきである。 

ただ、経済の発展と社会の進歩を謳歌する人々にとっては、「幸福」は当たり前のものの

ようである。つまり、人々は「幸福」でなければいけない。「幸福」は人々が生きる間にあ

るべき生存状態であると考えられる。現代人の経済の裕福さと生活の便利さを考えると、こ

のような考え方には一理ある。しかし、日本の東日本大震災や中国の広範囲のスモッグ問題

が発生すると、人々の誇りや傲慢の影が潜んでしまう。大自然の威力を前にして我々は、全

くの無力感に襲われ、大きな恐怖を覚えてしまう。「幸福」は、現代人にとっても、偶然な

もので、無条件のものではない。 

「幸福」の条件を考える際、古い仏教の知恵は、我々にヒントを与えてくれる。まず、人々

の現実に生存状態は、「幸福」ではなく、むしろ「苦」である。仏教の言葉を借りると、人

生は「生苦、老苦、病苦、死苦、愛別離苦、怨憎会苦、五蘊皆苦」という。自然の摂理と社

会の葛藤に対して、人々は基本的にどうしようもない。これは「苦」の本質である。このよ

うな基本的な生命観と価値観をもって「幸福」を考えてはじめて、人生のささやかな楽しみ

に「幸福」を感じるのだろう。つまり、「幸福」は「楽」ではなく、「不苦」である。もし、

「楽」を「幸福」と見なせば、「楽」を永遠に追求し、「楽」が無尽にあるので、このような

追求はかならず失望に転じてしまう。反対に、「不苦」を「幸福」の基準にすれば、日常の

あらゆる瞬間を楽しむことができる。 

これは、まさに、「知足常楽」ということわざの意味である。GNH（幸福指数）は、欲望と

反比例するものである。欲望は高ければ高いほど、GNHは低くなる。現代人が幸福を感じな

いのは、欲望が極端にまで刺激され、果てがなくなることに原因があるのではないか。「知
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足」とは、我々の欲望を抑制し、豪華な生活を追求せず、素朴な生活に安住することである。

日本人によって提唱され、最近、中国でも流行っている「断舎離」という生活理念は、まさ

にこの仏教の精神に契合する。 

中国大陸では、「小確幸」ということばが若者の間で流行している。元々台湾で使われた

ことばであるが、その意味は、日常生活において確実に享受できる楽しみである。友人から

の食事の誘いや往年より多くのボーナスなどがそれにあたる。いまの時代は、大富や豪邸な

どの目標より、日常生活にある些細な楽しみのほうが、真実の「幸福」により近いのではな

いか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

張文良（チョウ ブンリョウ） 〈中国〉 

 人文社会系研究科 

外国人研究員 

（2016年度現在） 
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論文 

 

日本における餃子の伝来と受容 

殷晴 周璐蓉 
 

 

はじめに 

 パリッと焼いた餃子に、白飯とビール。今日の日本において、これは恐らく誰もが好む定

番メニューであろう。しかし、70 余年前の日本人にとって、餃子を気軽に食べることはお

ろか、それを実際に目にする機会すらまれであった。1940 年に満蒙開拓団の一員として家

族と共に満洲に渡った渡部宏一（中国名は王林起）は回想録において、初めて餃子を見た時

の様子を次のように述べている。 

 

ある年の年越しには、中国人のお手伝いさんが綿入れの外套で包んだ食べ物を届けてく

れた。大きな陶碗に、白い卵のような、小麦粉で作った食品が盛られており、湯気がま

だ立ち上がっていた。家族全員はそれが何なのか知らなかったが、お手伝いさんは身振

りで「食べてみてください」と母親に示しながら、「餃子」と言った。小麦粉で白菜と豚

挽肉のタネを包んだこの食べ物が、中国の北方では春節の祝い膳に用いられているとい

うことを知ったのは、かなり後のことであった1。 

 

 中国の国民食である餃子は、日本では長い間ほとんど誰にも知られていなかった。しか

し、日中戦争以後、日本人の好みに合わせて変容しながら、急速に日本全国へと広まってい

った。今ではすっかり日本食のように受容されている餃子であるが、そもそも中国の餃子

は、どのように日本に紹介され、またどのような理由で大衆的な食べ物として日本社会に受

け入れられたのだろうか。 

 日本における餃子の普及過程については、すでに田中静一と草野美保が提示しているも

のの、客観的事実を述べることに終始し、餃子の受容の要因を明らかにしたとは言い難い2。

そこで、本稿では、それらの研究が拠り所としていた料理書と料理雑誌に加え、これまでの

研究で使用されてこなかった日記やエッセイ、雑誌記事といった史料を活用することで、餃

子が日本社会に定着していった過程と時代背景との関連性を探り、受容の要因について考

                             
1 王林起『我在中国七十五年―二戦日本遺孤自述』（西苑出版社、2016年）、27頁。 
2 田中静一『一衣帯水―中国料理伝来史』（柴田書店、1987年）。草野美保「国民食になっ

た餃子―受容と発展をめぐって」（熊倉功夫編『日本の食の近未来』思文閣出版、2013

年）。 

「日本語アカデミック・ライティング」 

大学院生に向けた論文作成スキル養成

のための授業です。一般的な論文の構成

法、書き方、作成上の作法などを学び、

各自の分野の書き方を意識しながら、執

筆を進めます。 

（原稿作成は 2016 年度 A セメスター 

のちに一部加筆・修正） 
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察する3。以下では、中国の餃子発祥から現在までの歴史を追う形で、既存研究の成果を集

約的に論述するとともに、その中で、先行研究が、ときにやや不確かな史料に基づいて論じ

ている点についても確認・修正していく。 

 

一、中国における餃子の発祥 

 言うまでもなく、餃子を作るためには、小麦粉が必要である。中国における小麦の栽培は

遅くとも春秋時代（紀元前 770 年〜前 476 年）には黄河流域を中心に始まっていたとされ

る4。当初、小麦は粒食、すなわち今日の米のように蒸してからそのまま食べられていたが、

前漢時代（紀元前 202年〜8年）における臼の発明に伴い、粉食、すなわち料理する前に穀

物を粉にしておくという食べ方が出現した5。 

 中国において、小麦粉を原料とする食物は古くは「餅
ビン

」と総称された6。ここで言う「餅
ビン

」

は、日本の「もち」ではなく、小麦粉をこねて薄く円盤状に伸ばしたものであり、パンやナ

ンに類似する。それを基礎として、うどん（中国語では「切麺」）に代表される麺類、発酵

済みの生地を蒸して作った饅頭類（現代中国語では中に餡や具のある饅頭を包
パオ

子
ズ

と呼ぶ）、

及び薄皮で挽肉やみじん切りの野菜を包んだ餛飩・餃子類といった多種多様な料理に派生

した7。 

 三国時代（220〜265）の典籍にはすでに「餛飩」の記録が見られるのに対して、「餃子」

という名称は 16 世紀になって初めて登場し8、当初は餛飩の別称として用いられていた9。

一方、明清交替期に長崎へ亡命した朱舜水（1600年〜1682年）が日本人に明国の食物を紹

介した際には、餛飩の調理法は「麪粉ヲ水ニテコネ打ヒロメテニ、寸四方ホドニ切リ、中ヘ

何ニテモ餡ヲ少シ包ミ、煮テ汁ヲ用テ食ナリ」とし、餃子は「唐音ニキヤウツウ、一名包子、

俗ニ探官繭ト云。麪粉ニ油ヲ加テ作リ、中ヘ色々ノ餡ヲ入蒸タルモノナリ」10と異なる説明

                             
3 本稿では引用の場合を除き、「ギョーザ」を「餃子」、「ワンタン」・「雲呑」を「餛飩」、

「満州」を「満洲」で表記する。また、日本語史料の引用に際しては、仮名遣いは原則原

文のままとし、適宜、句読点を付す。 
4 趙栄光『中国飲食文化史』（上海人民出版社、2006年）、222頁。 
5 篠田統『中国食物史』（柴田書店、1974年）、54頁。 
6 例えば、後漢の辞典『釈名』では以下のように述べている。「餅、并也。溲麫使合并也。

（餅とは并なり、小麦粉を溲
ひた

して合并せしむればなり）」。劉熙『釈名』、「釈飲食」。 
7 郝懿行『證俗文』巻 1。 
8 趙栄光前掲書、251〜252頁。餃子のほかに、「扁食」や「餃餌」、「煮餑々」といった別

称もあった。 
9 例えば、張自烈（1597～1673年）の『正字通』 には、「今餛飩即餃餌別名（今の餛飩は

即ち餃餌の別名）」と述べられている。張自烈『正字通』巻 11。餛飩と餃子の関係につい

て、以下参照。趙栄光前掲書、247〜256頁。青木正児『華国風味』（岩波書店、1984

年）、70〜72頁（初出は 1949年）。 
10 安積覚輯『舜水朱氏談綺』（1707年刊行）、199〜200頁。餃子を包子と呼ぶことは他の

史料には見られないが、現在では山東省の一部の地域ではこの習慣が残っている。なお、

「探官繭」とは唐宋時代の官僚家庭が正月に作った料理で、小麦粉の皮で餡を包み、中に
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をしている。17 世紀後半において、餃子と餛飩はすでに別種として区別されていたことが

分かる。また、朱舜水が述べているのは蒸籠で作られた蒸し餃子であるが、これは、朱舜水

の出身地である浙江省では蒸し餃子がよく食べられていたためではないかと思われる。そ

の他に、餃子を油で揚げたり（揚げ餃子）、白湯で茹でたり（水餃子）する方法もあり、い

ずれもそのまま、もしくは酢や醤油を付けて食べるが、北京や山東など長江以北の地域にお

いては、水餃子が最も一般的であったと思われる。 

 18世紀以降になると、餃子は中国人の食生活に定着し、庶民の正月料理としての地位も確

立された11。それを証拠付けるものとして、穆斉賢（1801年～？）という人物の1828年（道

光四年）の日記がある。元日から水餃子を3日間連続で食し、正月の１ヶ月間で13回も食べ

たと記されている12。彼は、北京で王公の侍衛を務めており、年給は銀60両、米58斗（約1044

リットル）であった。それで母親、妻と三人の息子を養っていることから推測すると、決し

て、富裕層ではなかったと言える13。この事例から、餃子は、一般家庭でも容易に手が届く、

庶民に愛された食べ物であったことが窺える。 

 

二、日本で冷遇された餃子 

（１）江戸時代 

 興味深いことに、中国で人気を博していた餃子は、同時代の日本ではほとんど認知されて

いなかった。 

 江戸時代（1603年〜1868年）の料理本を 52点収録している『校註料理大鑑』14を紐解く

と、餃子ないし餛飩に関する記述は 1 箇所しか見つからず、『普茶料理抄』15で記されてい

る「片食」のみである（表 1）。ここにおける「片食」とは恐らく餃子の別称「扁食」の誤り

だと思われるが、栗や豆腐、生麩（「麺筋」）といった食材を使っており、餃子のイメージと

はだいぶ違う。また、表 1が示すように、中華料理を紹介する『卓子式』、及び清国の風俗

習慣を網羅的に解説する『清俗紀聞』にも蒸し餃子の調理方法が見られる。ただし、両者は

いずれも長崎に来航した清国商人から通訳を通じて聞き出した記録で、実際に作られてい

たとは考えにくい。当時餃子が食べられていたことに言及する際、「水戸光圀は餃子を初め

て食べた日本人だ」という説がよく引用されるが、筆者が調べた限り、その根拠となる史料

                             

は官位を書いた籤が入っており、将来の出世を占うという。楊吉成編『中国飲食辞典』

（常春樹書坊、1989 年）、152頁。 
11 周星「餃子：民俗食品、礼儀食品与“国民食品”」（『民間文化論壇』2007年 1号）。 
12 松筠（穆斉賢）著、趙令志・関康訳『閑窓録夢訳編』（中央民族大学出版社、2011年）、

1〜13頁。 
13 『閑窓録夢訳編』、訳者前言、9〜11頁。 
14 長谷川鋳太郎編『校註料理大鑑』（料理珍書刊行会、1915-1916年）。料理研究家の小菅

桂子によると、江戸時代以前の料理本は主として料理の盛り方や飾り方など食事の作法に

注目していたが、江戸時代に入ってから、具体的な調理方法が重視されるようになった。

小菅桂子『水戸黄門の食卓―元禄の食事情』（中央新書、1992年）、1〜2頁。 
15 普茶料理とは江戸時代初期に中国から日本へ持ち込まれた精進料理を指す。 
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は見つからなかった16。要するに、江戸時代には、長崎などの地域で中国人と接触できる一

握りの人を除き、餃子を知る日本人はほとんどいなかったのである。 

 

表 1：江戸時代の史料における餃子記述 

著者・書名 刊行年 餃子に関する説明 挿絵 

西村未達著 

『普茶料理抄』 

1772年 片食：大根、椎茸、栗子、麺筋、牛房、豆腐、

青菜。子は菜包に同し、是も小麦の粉を饂飩の

厚にうち、一寸六七分四方にきり、其上に子を

置き。是をすみどりに包△三角にして、留口は

又指に水をつけて撫で、醤油にて煮るなり。 

- 

田中信平著 

『卓子式』 

1784年 扁食：前に出たるろんへいのあんを包て、さっ

とむす。かわは麦粉に油少入、水にてこね、麺
めん

杖
ぼう

にてのばし、あんを置く。大はまぐりの形に

切てむす。おりあみ笠のことくなり、はらを切

に銭
せに

車
くるま

といふ物を用ゆ。 

 

中川忠英編 

『清俗紀聞』 

1799年 餃子：麦粉を水にてかたく搐
こ

ね、棒にて薄くの

べ、径
わたり

三寸ほどずつに丸く取りて、内に猪
ちょ

肉
にく

を

糸作りにして、椎茸、 葱
ひともじ

を細かく切りまぜ、

右の皮に包み蒸
チン

籠
ロン

にて蒸し用ゆ。 

 

 

 冷遇された餃子とは対照的に、同じく小麦粉製品である麺類と饅頭類は17世紀にはすで

に和食の一部として定着していた。『校註料理大鑑』には、うどん及び各種の饅頭レシピが

数多く記載されており17、特にうどんは大名や武士の食卓のお飾り物的存在に止まらず、

江戸中期以降には町の食べ物屋にも出るほど、手軽な庶民食となっていた18。 

 餃子が日本に受け入れられなかった背景には、肉を穢れとして忌避する社会意識が根底

にあったと考えられる。生活文化史研究者の原田信男は、日本における肉食の禁忌は弥生時

                             
16 「実は日本だけ？『餃子と言えば“焼き餃子”』」

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/36084?page=2 （2017年 1月 13日アクセス）。 

「拉麵的良伴『餃子』如何伝入日本、並成為国民人気美食？」

http://gushi.tw/japangyoza/（2017年 1月 13 日アクセス）。こうした文章によれば、

1689（元禄二）年刊行の『朱舜水氏談綺』には、「福包」と呼ばれる鴨肉を使った餃子が

水戸光圀に献上されたと記されている。しかし、『朱舜水氏談綺』という本は実際には存

在しない。それと似た書名の『舜水朱氏談綺』（注 11参照）はあるが、同書に「福包」の

エピソードは記されていない。 
17 饅頭は中国では主に主食と位置づけられてるが、日本では江戸時代からお菓子と見なさ

れている。 
18 原田信男『江戸の食生活』（岩波書店、2003年）、14頁。江原絢子・石川尚子・東四柳

祥子『日本食物史』（吉川弘文館）、151頁。 

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/36084?page=2
http://gushi.tw/japangyoza/


24 

 

代後期にその萌芽が見られ、江戸時代には頂点に達したと指摘している19。勿論、肉食は完

全に禁止されたわけではなく、当時唯一の外国人との接点であった長崎では料理用の豚や

牛を飼っており、また天保年間（1830年〜1844 年）に入ってから、豚や鹿を扱う獣肉店が

全国各地で増え始めていたとされる20。ただし、江戸時代において、肉類の食用はまだ主流

ではなく、食べられたとしても、肉の塊を焼いたり煮たりしたものであって、挽肉は珍しか

ったと言える21。こうした時代背景を考えれば、豚ないし羊の挽肉を具にした餃子が日本人

に馴染みづらかったことは容易に理解できよう。 

 

（２）明治時代〜戦前 

明治期に入ると、時代の変化とともに、日本人の食生活は多様化し、餃子の認知度も少

しずつ変化していった。その認知度を上げるのに、最も大きく貢献したのは日清戦争であ

った。 

日清戦争は、1894年（明治二十七年）から 1895年にかけて、朝鮮半島および中国大陸

の東北部を主たる戦場として行なわれ、結果として、中国は敗戦することとなった。中国

人愛国者たちは、この日清戦争の敗戦と下関条約の締結を、この上ない恥辱と感じつつ

も、日本の明治維新による富国強兵の成果を目の当たりにして、日本に学ぶことの必要性

を痛感していた。そこで、大量の中国人官費留学生が日本へ押し寄せ、世界留学史上でも

稀に見る日本留学の大ブームとなった22。実藤恵秀によれば、明治二十九年から明治三十

九年までのわずか 10 年間に、中国から日本へ来た留学生は、1万人以上の規模に達したと

いう23。こうした中国人留学生の来日とともに、日中接触が以前より頻繁になり、中国料

理店も徐々に開店し始めた。それに続いて中国料理書も出版され、さまざまな中国料理が

紹介されるようになると、餃子に関する情報が目に触れる機会も増えていった。草野美保

によると、書名に「支那」が含まれる料理関係の書籍や、料理本ではないが支那料理の記

述のある書籍、さらに、料理・食関連の雑誌類など、当時の書籍約 730 冊のうち、50冊弱

に餃子の記述が見られたという24。 

この時期における餃子伝来については、主婦向けの料理雑誌『月刊 食道楽』の、表２

のような記述が手掛かりとなる。 

                             
19 原田信男前掲書、36〜37頁。 
20 原田信男前掲書、40〜41頁。 
21 原田信男前掲書、39〜40頁。 
22 寺倉憲一「我が国における中国人留学生受入れと中国の留学生政策」（国立国会図書館

調査及び立法考査局『世界の中の中国総合調査報告書』、2011年）、181頁。 

23 さねとうけいしゅう『中国人日本留学史』(くろしお出版、1960年)、55-63頁。 

24 草野美保前掲論文、168-171頁。 
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表 2：『月刊 食道楽』における餃子記述 

 

第 1号に掲載されている餃子の説明と挿絵は表１にある『清俗紀聞』とほぼ同じ内容で

あり、それを見ると、形状は餃子よりシュウマイに近い。c に記されているレシピは a 

より詳しく、「です・ます」調で書かれていること、コラムのテーマが「支那料理 成女

學校講習會」であることから推測すると、これは当時の成女学校料理法講演会のテキスト

であったのではないかと考えられる。東四柳祥子によると、この講演会は 1900年（明治

三十三年）より開設され、早い段階で中国料理が取り入れられていた25。 

そして、1927年（昭和二年）に出版された井上紅梅『支那料理の見方』には以下の記

述が見られる。 

 

餃の例 

炸蛋餃：なかみはひき肉、製法は前と同じ。形は柏餅形。これは昔の貨幣の形である 

ゆゑ元寶といふ。正月の食べ物。 

餃子：通常餃子と稱するものは豚肉入りであるが牛肉入りのものもある。餃子には蒸 

物、茹で物、焼物がある。蒸し物は蒸餃子或は大麺餃ともいふ。大内麺餃の略 

である。茹で物は水餃子といふ。焼き物は鍋貼といふ。またなかみに依ってい 

ろいろの名稱がある。蝦仁餃子、蟹粉餃子、冬筍餃子、冬瓜餃子など。 

 

                             
25 東四柳祥子「明治期における中国料理の受容」（『梅花女子大学食文化学部紀要』

(3) 、2015年)、33-46頁。 

 掲載号 餃子に関する説明 挿

絵 

a 
第 1巻第 1号、

1905年 

「支那料理」餃子：麦粉をてかたくのべ、径三寸程づつに丸く取

って、猪肉を糸作りにして椎茸葱を細かく切り混ぜ、右の皮を包

み、蒸籠にて蒸用ゆ。 

 

b 
第 1巻第 7号、

1905年 

「支那料理」中等十碗或八碗 四点心 餃子 - 

c 
第 2巻第 2号、 

1906年 

「支那料理」水餃子：これも豚の肉を叩いて生姜と葱とを刻んだ

のと混ぜて、肉二百目に三勺位な割合に醤油を入れ、胡麻油を少

し加へて、又能く混ぜます。別にメリケン粉を能く捏ねて前の混

ぜ物を包み、丁度饅頭か柏餅の様な體裁に拵へます。是を湯の煮

え立った中へ入れてよく茹でまして、温かいのを皿に盛って、醤

油または酢を別の皿に入れて添へて出します。 

- 
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以上の記述から、明治から昭和前期において、蒸餃子、水餃子、焼餃子などがすでに料

理書に紹介されていたことがわかる。しかし、いずれも簡略な説明であり、この記述では

未知の料理を作るのは難しいと思われることから、実際に作って食べると言うよりは、紹

介程度に止まっていたと言えよう。また、各地に開店した中国料理店でもメニューとして

餃子を出す店は限られており26、日本人が手軽に餃子を食べる店にまでは発展していなか

ったのではないかと思われる。これらの事実を考え合わせると、明治、昭和前期に伝来し

た餃子は結局日本人の日常の食生活には受け入れられなかったと言える。 

餃子が受容されなかった要因については、当時の「中国蔑視」の風潮が関係していた可

能性が考えられる。例えば、1907年（明治四十年）に出版された『衣食住 日常生活』に

は、「西洋の文物を吸収するに勉めたる結果、その風俗をも吾に取入れたれども、支那は

吾に学ぶべきもの多く、吾の彼に学ぶべきもの少きこと。支那を侮蔑する観念あるこ

と。」という記述がある27。また、田中静一28は当時中国料理が重視されなかったのは「明

治維新以後日本全体にみなぎった欧化指向、西洋崇拝の思想から西洋風のものは何でもよ

いと無批判受け入れに走り、洋服を着て、洋食を食べることが文化生活と考えられた時

代」であったためとする。これらはその仮説を支持するとも考えられるが、一方で、餃子

とほぼ同時期に中国から伝来した支那そば（南京そば）はブームになり、受け入れられた

という事実がある。豚肉や鶏ガラのスープを使用し、焼いて煮た豚肉の薄切りなどをの

せ、コショウをふって食べる支那そばは当時人気のある中国料理であった。すでに 1887

年頃、横浜の南京街には南京そば専門の屋台があり29、1910年代の終わり頃には、夜食の

支那そばの行商がさかんになっている30。その後「ラーメン」と呼ばれ、日本の国民的料

理となったことは周知のとおりである。従って、「中国蔑視」を餃子が受容されなかった

原因とするには無理があると思われる。 

では、なぜ支那そばは受け入れられて、餃子は受け入れられなかったのだろうか。餃子

も支那そばも粉食であり、小麦粉と肉と野菜の組み合わせで栄養があり、共通点の多い食

べ物と言える。とすれば、違いはどこにあるのだろうか。 

その違いは、製法や食べ方が日本人にとって古くから馴染みがあるものだったかという

点にあるのではないかと思われる。12世紀終わり頃から 13世紀始め（鎌倉前、中期）に

かけて中国から麺類の製作方法が伝わってきて31、室町時代に京都市内の常設市場でそう

                             
26 草野美保前掲論文、179-184頁。 

27 山方香峰編『衣食住 日常生活』（実業之日本社、1907年）、438-441 頁。 

28 田中静一『一衣帯水: 中国料理伝来史』(柴田書店、1987年)、185頁。 

29 奥村彪生『日本めん食文化の 1300年』(農山漁村文化協会、2009年)、343頁。 

30 石毛直道『日本の食文化史』(岩波書店、2015 年)、193頁。 

31 奥村彪生『日本めん食文化の 1300年』(農山漁村文化協会、2009年)、151頁。 
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めんが実演販売されていた32という記録がある。そうめんも支那そばもこねた小麦粉を細

く引き延ばして作られる「手延べ麺」という点で共通しており、そうめんの製作経験を生

かし、機械を使って33支那そばを大量に生産することは決して難しいことではなかっただ

ろう。また、上に述べたように、江戸中期以降には、うどんも町の食べ物屋にも出るほど

手軽な庶民食となっていた。従って、明治時代には、庶民に麺受け入れの素地はあったと

考えられる。それに比べて、餃子のような料理は製法も食べ方も馴染みがなく、日本の伝

統料理にも製法が類似した品がないため、餃子の製法、特に皮作りは難しかったのではな

いかと考えられる。実際、餃子の皮を作るには、小麦粉と水を混ぜて捏ねる、捏ね終わっ

た生地を寝かせる、生地をカットし円形に整える、麺棒を使って薄く伸ばすといった煩瑣

な手順を踏まなければならないため、誰でも手軽にできるというものではない。餃子を紹

介した当時の料理書『月刊 食道楽』にも、皮の作り方について、「別にメリケン粉を能

く捏ねて前の混ぜ物を包み、丁度饅頭か柏餅の様な體裁に拵へます」といった程度しか言

及されておらず、餃子の皮を作るのは非常に難しかったと推測される。つまり、餃子はラ

ーメンに比べて馴染みが薄く、製法も難しかったため、受け入れられなかったのではない

かと思われる。 

なかなか受け入れられなかった餃子ではあるが、1930年代には、餃子を売る店は徐々

に増えてきている。 

神保町交差点の近くに餃子屋「スヰートポーヅ」が 1935年（昭和十年）に開業した。

三代目店主によると、「スヰート」は中国語の「是味多」の発音に由来しており、「美味

しい」を意味しているという。大連で包子や餃子の作り方を習ったという初代店主の忠さ

んは、当初「満州」という店名を用いていて、その当時を振り返り、「まだ餃子が珍しい

ころで人気があった。お客は中国帰りの方や中国の方が多かった」と述べている34。店の

古い奉加帳には、「北京日本小学校卒」や「大連二中同窓会」という記述、また「餃子を

喰って体格向上、行け大陸、頑張れ餃子党」という書き込みもあり、大陸の懐かしい味を

求める感情が読み取れる35。 

ただ、このような餃子屋は、山田政平が『料理の友』（1933＝昭和八年三月号）で、

「鍋貼を做る店は鮮ない。我等の知る限りでは、神田今川小路の北京亭でやっている」と

                             
32 奥村彪生『日本めん食文化の 1300年』(農山漁村文化協会、2009年)、161頁。 

33 岡田哲によると、1883年に日本初の製麺機が登場し、1910年代後半には機械打ちが手

延べより優勢になったという。（『ラーメンの誕生』ちくま新書、2002年） 

34 森まゆみ「スヰートポーヅ」（杉田淳子・武藤直人編『アンソロジー―餃子』パルコ、

2016年）、18頁。 

35 森前掲論文、18頁。 
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記述しているように36、まだ決して多くはなかった。餃子を受容する環境や条件はこの時

代においても十分整っていなかったのである。 

 

三、戦後日本の餃子ブーム 

 以上から分かるように、中国生まれの餃子は江戸時代から料理書を通じて日本人に紹介

され、戦前には一部の飲食店でも販売されていたが、広くは受け入れられなかった。    

 ところが、戦後になると、餃子を看板メニューにする店は雨後の筍のように現れた。戦

前、戦後にかけてコメディアンと美食家として活躍していた古川緑波は、餃子屋の出現を

戦後日本の社会現象と捉え、次のように述べている。 

 

戦後はじめて、東京に出来た店に、ギョーザ屋がある。〔中略〕ギョーザ屋とは、餃子

（正しくは、鍋貼餃子）を食わせる店。むろん、これも支那料理の一種だから、戦前に

だって、神戸の本場支那料理屋でも食わせていたし、又、赤坂の、もみぢのでは、焼売

と言うと、これを食わせていたものである。尤も、もみぢのは、蒸餃子であったが。然

し、それを、すなわち、ギョーザを看板の、安直な支那料理屋ってものは、戦後はじめ

て東京に店を開いたのだと思う37。 

 

 こうした餃子屋は、満洲からの引揚者によって広められた。戦後まもなく、「新橋や新宿

の焼け跡に掘っ建てた小屋の店屋」に、「満州帰りの兵隊、当時は復員者などといった人々

が、カーキー色の汚い軍服を着て日焼けのした髭面で」餃子を売り出した38。日本が高度成

長期に入った 1955年頃、東京にはすでに約 40 軒の餃子屋があり、しかも毎月 20軒ずつ増

えていたという39。もともと中華料理屋が少なかった京都や大阪にも、餃子の専門店が 4、

5 軒できた40。 

 餃子が一躍人気になった理由について、先行研究では引揚者の満洲への郷愁が餃子の消

費を促したと説明している41。確かに、餃子を提供する中華料理屋の経営者には、旧満洲で

餃子の作り方を習得した人が多かった42。また、戦後初期の餃子の味を、郷愁を込めて語る

記事が数多く見られ、「満洲の味」であるか否かは、餃子の美味しさを判断する基準ともさ

れていた。例えば、満洲育ちの遠藤周作は、「珉
ミン

々
ミン

」という渋谷にあった餃子名店の様子を

以下のように記している。 

                             
36 草野前掲論文、180-181頁。 
37 古川緑波『ロッパの悲食記』（ちくま文庫、1995年）、147頁。 
38 「餃子」（『コンセンサス』1978年 5号）。 
39 「中国版お好み焼き 餃子ブームを解剖する」（『サンケイグラフ』1955年 7月 3日）。

草野前掲論文から引用。 
40 瀬木慎一「餃子とレジスタンス」（『詩学』11(7)(103)、1956年 6月）。 
41 田中前掲論文。 
42 草野前掲論文。 



29 

 

 

「珉々」は急造の二階建て木造家屋だが、率直にいえば、真黒で汚い。細い路に面して

灰色のノレンがぶらさがり、それを両手であけると、もう客が七、八人、湯気のたった

鍋のこちらで、それぞれ何かを食べている。料理人がいためものをする煙、豚の足、大

蒜の束が天井からぶらさがって、さながら香港裏町の立食屋を私に思わせる。〔中略〕

この主人は満州の大連育ちの人である。引揚げた後、何か仕事をと思い、大連の人がよ

くたべる豚マンジュウ−−東京では餃子というあれをこしらえて売った。これが当って小

さいながらも「珉々」を渋谷に作ることができたという話だ。〔中略〕私がまだ大連に

いた子供のころ、満州人の友だちの家に遊びに行く時、〔中略〕彼の母親がニコニコと

して作ってくれた豚マンジュウ−−つまりギョウザの味をそのまま、想いださせてくれる

店を、東京ではこの「珉々」以外に知らないのである43。 

 

 日本からの移住者にとって、気候風土の厳しい満洲は必ずしも良い思い出の地ではなか

った。むしろ、異国での生活は苦労が絶えなかったからこそ、熱々の餃子を食べることは、

食生活の面においても、中国人との交流の面においても、心に残る楽しい思い出となったの

である。これは、冒頭で挙げた渡部宏一の事例からも理解できる。日本が終戦を迎えた 1945

年 8月、中国には 280万人もの日本人が残されており、そのうち旧満洲と旧関東州（大連）

に滞留する者が約半分を占めていた44。これらの人々が後に餃子の消費者となり、日本国内

の餃子ブームを牽引したと考えても不自然ではないだろう。 

 しかし、郷愁的な価値だけでは、戦後における餃子の普及を十分に説明できないと考え

る。なぜなら、第一章で述べたように、中国北部では水餃子が主流であるのに対して、日本

で流行したのは焼き餃子であったからである。しかも、具の中には中国人が使わないニンニ

クも入れるという変容が見られる。単純に懐かしい味を求めるならば、水餃子のまま広まる

ほうが自然なのではないか。 

 この問題を考えるには、戦後の日本の食生活を理解することが必要である。例えば、古川

緑波の次の記述が重要な手掛かりとなる。 

 

新宿では、石の家という店へいったことがある。餃子の他に、炒麺や、野菜の油炒め、

その他何でも、油っ濃く炒めたものが出る。客の方でも、ニンニクや、油っ濃いのが好

きらしく、「うんど、ギドギドなのを呉れ」と注文している。ギドギドとは、如何にも、

油っ濃い感じが出る言葉ではないか。これらの餃子屋は、皆、安直で、ギドギドなのを

                             
43 遠藤周作「ギョウザの味」（杉田淳子・武藤直人編『アンソロジー―餃子』パルコ、

2016年）、47〜48頁。 
44 佐藤量「戦後中国における日本人の引揚げと遣送」（『立命館言語文化研究』25巻 1号、

2013年 10月）。 
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食わせるので、流行っている45。 

 

 ここで注目したいのは、「ニンニクや、油っ濃い」料理が好まれていたことである。すな

わち、食品に余り手を加えず、そのものの風味を引き立たせるという和食の特徴とは異な

り、「食べるとスタミナがつく」と思われるニンニクと、カロリーの高い油脂が料理の要素

と見なされていた。同じく「石の家」の常連であった甲斐大策は、同店の焼き餃子を「格別

に美味だったわけではない」と評価しながらも、「私たちにとって、安価な滋養食としての

存在だった」とも述べており46、味より、値段と栄養の摂取を重視していたことが読み取れ

る。 

 このような考え方の背景には、戦争以来の飢餓体験がある。日本が太平洋戦争に突入する

前の 1941 年 4 月から、野菜や魚類、更には米穀に対する消費統制が始まっており47、日本

が降伏した時点ではすでに国民の過半数は栄養失調に陥っていた48。敗戦までに、日本本土

における米や大豆、砂糖などの基本的な食料は主に満洲、朝鮮、台湾からの輸入に依存して

いたが、日本の敗北によって、こうした食料の供給は突然に断たれることになった49。それ

に加え、1945 年は天候不順や労働力不足によって、収穫高は例年より 40％近くも減少し、

1910年以来最悪の不作の年となった50。憔悴しきった国民と 600万人にのぼる引揚者を待っ

ていたのは、食糧不足による耐乏生活であった。 

 飢餓と絶望が広がるなかで、アメリカからの食糧援助、特に小麦と小麦粉の大量輸入は社

会崩壊を防ぐことに貢献した。1946年、約 200 万ポンドの小麦粉が日本に引き渡されたが、

このような小麦・小麦粉輸入は、GHQ の占領が正式に終わった 1952 年以降も継続していた

51。当時大蔵大臣であった池田勇人が、1950年に発言した「所得に応じて、所得の少ない人

は麦を多く食う、所得の多い人は米を食う」52という言葉からもわかるように、輸入小麦は

国産米の代替品として、深刻な食糧不足を緩和し、庶民の命をつなぐ役割を担ったのであ

る。 

 満洲から持ち込まれた餃子は、上述のような時代背景のもとで登場した。歴史研究者のジ

                             
45 古川緑波前掲書、148頁。 
46 甲斐大策『餃子ロード』（石風社、1998年）、25頁。 
47 法政大学大原社会問題研究所編『太平洋戦争下の労働者状態−−日本労働年鑑・特集版』

（東洋経済新報社、1964年）、134頁。 
48 John W. Dower, Embracing Defeat : Japan in the Wake of World War II, New 
York ; London : W.W. Norton : New Press, 1999, p.91. 
49 Ibid., p.95. 真珠湾攻撃の前の時点で、日本人が消費する米の 31％、砂糖の 92％、大

豆の 58％、塩の 45％が朝鮮、満洲、台湾からの輸入に頼っていたとされる。 
50 Ibid., p.97. 
51 清水洋二解説・訳『価格・配給の安定−−食糧部門の計画』(日本図書センター、2000

年)、12頁。13〜64頁。 
52 「第 009回国会、予算委員会、第 9号」1950年（昭和 25年）12月 7日、国会会議録検索

システム。 
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ョージ・ソルトは、戦後初期の人気料理であったラーメンや焼きそば、お好み焼きはいずれ

も輸入したアメリカ小麦粉を原料とするものであり、食欲をそそるネギやニンニクをたっ

ぷり使う味の濃い食べ物であったと指摘している53。もちもちでさっぱりとした水餃子に比

べて、パリパリで油っこく、腹持ちのいい焼き餃子の方が時代の需要にマッチしていたと言

えよう。安くてうまく、生存するために必要分のカロリーを提供してくれた餃子に対して、

次のような称賛の声さえある。 

 

わたしが餃子なるものをはじめて食べたのは、たしか、安部公房宅であった。医者から

作家へ転向したばかりで、ひどく貧乏な生活だったが、満洲育ちのかれは、時には餃子

を自ら作ってご馳走してくれた。戦争以来、栄養失調の状態に陥っていたので、こんな

うまいものが食べられるならば、というわけで、それ以来、わたしの「人間改造」は、

中国の理論よりもむしろ餃子によって促進された面が多いようである。〔中略〕大砲よ

りバターを！というのが民衆の真実だとしたら、中国はアメリカ以上に日本に根を下ろ

しているのではあるまいか54。 

 

 餃子に「人間改造」されたという表現にはやや誇張があるが、飢餓が蔓延していた戦後に

おいて、ニンニク、油、輸入アメリカ小麦で作られた焼き餃子は、国民を癒やす手助けとな

っていたことが分かるであろう。 

 

四、カロリー提供源からグルメへ 

 餃子の安価なカロリー提供源というイメージは、時代の変化に伴って変わっていった。

「もはや戦後ではない」という 1956年の経済白書の結びが宣言しているように、1955年に

１人当りの実質国民総生産（GNP）が戦前の水準を超え、日本は高度経済成長を迎えること

になった55。戦争と敗戦を体験してきた国民にとって、栄養不足の危機がようやく過ぎ去り、

食事自体の美味しさを追求する時代が到来したのである。 

 1950 年代後半から、餃子の一般家庭への進出が本格的に始まった。1959 年、NHK の「き

ょうの料理」が初めて餃子の作り方を紹介し、「皮も手作りしてこそ本当の餃子」というキ

ャッチフレーズを掲げた。同年の『栄養と料理』6 月号にも、「てがるな中国の粉料理」と

して餃子のレシピが掲載されている56。「柏餅」に例えてしか餃子の形を説明することがで

きなかった 20世紀初期とは異なり、大衆食堂の看板メニューとなった餃子はこの時すでに

日本人にとって馴染みの深い料理であって、お店の味を自宅で再現する需要も実現性も高

                             
53 ジョージ・ソルト［George Solt］著、野下祥子訳『ラーメンの語られざる歴史−−世界

的なラーメンブームは日本の政治危機から生まれた』（国書刊行会、2015年）、64頁。 
54 瀬木慎一「餃子とレジスタンス」（『詩学』11(7)(103)、1956年 6月）。 
55 経済企画庁『昭和 31年年次経済報告』http://www5.cao.go.jp/keizai3/keizaiwp/wp-

je56/wp-je56-0000i1.html（2017年 3月 21日アクセス）。 
56 草野前掲論文。 

http://www5.cao.go.jp/keizai3/keizaiwp/wp-je56/wp-je56-0000i1.html
http://www5.cao.go.jp/keizai3/keizaiwp/wp-je56/wp-je56-0000i1.html
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まってきたからである。  

 餃子の皮の市販も、家庭で手軽に餃子を作ることに一役買った。餃子皮製造機は具体的に

いつ頃誰が発明したかは不明であるが、餃子皮の老舗として知られる「東京ワンタン本舗」

と「隆祥房」はそれぞれ 1950年と 1958年から餃子皮の製造を開始したという57。手間のか

かる皮作りを省くことで、手作りの餃子が家庭の食卓に上る機会は増えていった。 

 手作り餃子の普及とほぼ同時に、冷凍餃子も世に出始めた。1954 年に制定された「学校

給食法」により学校給食が全国的に実施されるに伴い、従来の、素材を冷凍しただけのもの

だったのが、「調理」冷凍食品のフライ類、スティック、コロッケなども登場するようにな

った。水産大手を始め、数多くの企業が冷食専門工場の建設や量産型機械の開発を推進し、

冷凍食品マーケティングは急速に発展していった58。また、一般家庭向けの小型電気冷蔵庫

は 1952年から発売され、1961年に冷凍食品が保存できるフリーザー付きの冷凍冷蔵庫の市

販も始まった59。1958 年の東京の下町を舞台とした映画『ALWAYS三丁目の夕日』では、自動

車修理工場を営む鈴木家が電気冷蔵庫を購入し、それまで使っていた、氷を入れて冷やす木

製の冷蔵庫を家の裏に捨てるシーンがあった（図 2）。輸出拡大で日本経済が急成長した 1950

年代後半、電気冷蔵庫は白黒テレビ・洗濯機と合わせて「三種の神器」として豊かな生活の

象徴と見なされ、庶民でも容易に買えるものになっていたのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             
57 「東京ワンタン本舗会社案内」http://www.tokyo-wantan.co.jp/corp/index.html

（2017年 4月 2日アクセス）。「隆祥房沿革」

http://www.ryushobo.com/company/company_history.htm（2017年 4月 2日アクセス）。 
58渕田嘉勝「戦後におけるわが国の食生活の変化と冷凍食品マーケティングシステムの発

展」（『第一経大論集』32巻 4号、2003年 3月）。 
59 「家電の昭和史」http://www.kdb.or.jp/syouwasireizouko.html（2017 年 4月 2日アク

セス）。 

図 2 

映画『ALWAYS三丁目の夕日』にお

ける電気冷蔵庫の登場（上）と木

製冷蔵庫の廃棄（下）のシーン 

http://www.tokyo-wantan.co.jp/corp/index.html
http://www.tokyo-wantan.co.jp/corp/index.html
http://www.ryushobo.com/company/company_history.htm
http://www.kdb.or.jp/syouwasireizouko.html
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このような時代背景の中で、「日本冷蔵」（現・ニチレイ）は 1960年に日本初の冷凍餃子

を販売した60。その後、「日本冷凍食品」や「加ト吉」（現・テーブルマーク）を含む数社が

相次いで冷凍餃子の製造に乗り出し、その中でも特に「味の素」の「ギョウザ」が注目を集

めた。1972 年に登場したこの「ギョウザ」は、発売されてから 25 年目の 1997 年に油なし

で焼ける技術の開発によりリニューアルされ、2003 年以来、米飯ものや麺類などを含む全

ての冷凍食品の単品売上高でトップを維持している。2012年、「ギョーザ」は更に改良され、

油も水も要らず、ただ熱したフライパンに並べ、ふたをして火を加えるだけで調理できるよ

うになった61。餃子がエビフライ、シューマイ、コロッケ、ハンバーグと並び冷凍食品の五

大品目の一つとして定着する62ためには、このような美味しさと調理の簡便性をともに向上

させる技術の革新は不可欠であった。 

 餃子は、家庭に普及する一方で、外食としての魅力も失われていない。それを端的に示す

のが、町おこしにおける餃子の役割である。1980 年代、重工業を中心とする高度経済成長

路線の破綻や地方の過疎化に対応するために、自由民主党が地域経済の振興策の一つとし

て「町おこし運動」を推進しはじめた。運動の目的は、地方文化の独自性を紹介することに

より国内旅行と地方への投資を刺激し、経済成長の輸出依存度を減らすことにあった。PRの

手段として、多くの地域が B級グルメのご当地ブランドを打ち出すようになった。それに成

功した代表的な例が、宇都宮市の餃子による町おこしである。1990 年、市役所の職員が、

総務庁（現・総務省）の家計調査で、宇都宮市が三年連続「餃子の一世帯当たり年間購入額」

の全国一位を占めていることから着想を得て、1993 年に「宇都宮餃子会」を発足させた。

以来、テレビ東京「おまかせ山田商会」番組との連動や餃子像の設置、餃子祭りの開催とい

った活動を通じて地域の活性化を推進し続け、宇都宮の餃子の町としてのイメージを徐々

に定着させていった63。宇都宮のほかに、福岡県北九州市や静岡県浜松市もそれぞれ特色の

あるご当地餃子で町おこしをしている。焼き方や具の材料、つけダレなどにバラエティーが

あるからこそ、餃子による町おこしが可能になったと言えよう。 

以上、餃子の安価な滋養食からグルメへのイメージチェンジについて概観してきた。興味深

いことに、この過程で、はじめの頃には魅力の中心だった満洲時代へのノスタルジー的要素

はほとんど失われ、日本の餃子は中国のそれと異なるさまざまな特徴を持つようになった。

ひとつは、第三節で言及したように、中国では水餃子が主流であるのに対し、日本では外食

                             
60 草野前掲論文。 
61 高橋広嗣「味の素ギョーザをヒットさせた『主婦の発想』」

http://toyokeizai.net/articles/-/79385?page=2（2017年 4月 2日アクセス）。味の素冷

凍食品株式会社「ギョウザの歴史」

https://www.ffa.ajinomoto.com/study/ajigyoza/history/2000.html（2017年 4月 2日ア

クセス）。 
62渕田嘉勝前掲論文。 
63 宇都宮の餃子による町おこしについて、五十嵐幸子『秘訣は官民一体—ひと皿 200円の

町おこし』（小学館、2009年）、参照。 

http://toyokeizai.net/articles/-/79385?page=2
https://www.ffa.ajinomoto.com/study/ajigyoza/history/2000.html
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か、中食か、家庭での手作り料理かを問わず、消費される餃子の大半が焼き餃子だというこ

とである。戦後初期の好みは、そのまま今日まで受け継がれてきた。もうひとつは、中国で

は主食とされる餃子は、日本では焼き餃子であるがゆえに、ご飯のおかずやラーメン屋のサ

イドメニューとして位置づけられているということである。更に、中国において、餃子は

往々にしてお袋の味、あるいは家族で一緒に作る暖かい食べ物というイメージに繋がって

いるが、日本の餃子は主にビールの友や手早くできるスタミナ料理と見なされることも挙

げられる。中国の人気冷凍餃子ブランド「湾仔碼頭」と味の素の「ギョウザ」の CMを比較

してみれば、餃子に付随する文化的意義の違いが容易に理解できよう（図 3）。 

 

おわりに 

以上、本稿では、日本における餃子の普及過程を辿り、江戸時代以降の社会背景を踏まえ、

人気食の上位を占めるほど餃子が受容された要因を考察してきた。その結果、これまで明ら

かにされていなかった、日本における餃子の受容の要因を、実証的に明らかにすることがで

きた。 

 中国では、17世紀から国民食として、また正月料理として定着していた餃子であったが、

日本では、肉食の禁忌や製法の難しさのゆえに、1940 年代までほとんど知られていなかっ

た。日中戦争後、餃子は引揚者によって日本に持ち込まれ、満洲への郷愁、安価なアメリカ

輸入小麦粉、および栄養失調に陥った国民のカロリーへの需要に支えられ、一躍、大衆料理

店の人気メニューとなった。戦後飢餓時代に流行しはじめたパリパリでスタミナ豊富な焼

き餃子は、もちもちでさっぱりした「中国式」の水餃子に取って代わり、本日に至るまでの

日本人の餃子に対するイメージを形作った。1960 年代以降、グルメ番組の紹介や餃子皮の

市販、冷凍餃子の普及と品質向上により、餃子が外食としての魅力を保ちつつ、家庭へも普

図 3 

湾仔碼頭 2014年の CM（上）と「ギョ

ウザ」2015年の CM(下) 
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及し、今では最早日本の国民食とも言えるようになった。戦争をきっかけに日本に伝来し、

更に日本で独自の発展を遂げた餃子は、食文化史における興味深い一例であると言えよう。 

 

 

 

 

 

 

 

殷晴（イン セイ） 〈中国〉 

 人文社会系研究科 アジア史学 

修士課程２年生 

（2016年度現在） 

 

 

 

周璐蓉（シュウ ロヨウ） 〈中国〉 

 人文社会系研究科 言語学 

修士課程１年生 

（2016年度現在） 


