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雲南の食の世界～過橋米線のふるさとを訪ねて～

茂田井　円

はじめに
　雲南のファストフードの代表格にして日常食と
して、地元で人気の米線。米の粉から作られたメ
ン（「麺」は、麦粉、もしくは麦粉を原料として造っ
た食品を指すため 1）、本稿では米の粉を原料とし
たものを「メン」と書く）では広西、湖南、湖北、
江西、福建、台湾などの「米粉」が有名だが、雲
南、貴州、四川では主に「米線」と呼んでいる注 1）。
雲南は、米線に様々な食材を盛り込んだ地方色豊
かなメン文化を持つ。
　その代表格に「過橋米線」がある。極限まで熱
された鶏ベース（豚肉ベースの店もある）のスー
プ碗がテーブルに置かれると、客が自分で、小皿
にきれいに並べられた生の肉や魚の薄切り、野菜
などを、そのスープに次々と投入する。スープの
余熱だけで、それらに火が十分通ったところで、
厨房でゆがいて温められた米線を、ザバリと入れ
て、一気に食べる。
　おもしろいのは熱々のスープ、生の具材、ゆで
麺が別々の皿に盛られて出てくること。自身で最
終工程の調理ができるので、火の通し加減をコン
トロールできる豪快さ。そのことによって食材本
来の持つ味の繊細さ、さらに客席に常備されてい
る刻み唐辛子や山椒、醤油などを使って、自身で
好みの味に仕上げることができる柔軟さが生ま
れ、多民族社会・雲南の人々を魅了する注 2）。

　この料理をメインに据えた店は省内だけにとど
まらず、近年、雲南省外の北京、上海、西寧など
中国の大都市にも展開している。日本でも「雲南・
過橋米線」の店が増えてきた。定番の中華料理と
は違うさっぱりとした味わいが、ひと味違った存
在感を放ち、日本の人々をも引きつけているよう
だ。
　この料理は、いつ頃どこで、誰が、どのように
して発明し、今や雲南から世界へと広まるまでに
なったのか。その伝播の過程を、米線の概要を踏
まえた上で、伝承と史実の両面から追った。

米線の原料
　米線とは、米を挽いた粉から作られたメンのこ
と。材料はうるち米を使う。なかでも米線に多く
使用されているのはインディカ米である。イン
ディカ米は、ジャポニカ米などの他の米に比べて、
アミロースが多いため水に溶けやすく、粘らない。
そのため、独特のつるりとしたコシが生まれる。
　平板な味を避けるために工場によってはイン
ディカ米にうるち米や雑穀を配合することもあ
る。かつて、伝統的な米線工場では米や気候の変
化に対応するために、米線を作る際には必ず米を
炊いて味や香り粘りを確かめてから、原料となる
米や水の量、水温などを日々、微妙に変えていた
そうだ。職人技の世界である。現在の大規模工場
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へと進出。現在では中国各地、また日本へまでも「雲南・過橋米線」が広まった。
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では科学的にアミロース量を測って、添加物で補
うなどの方法がとられている 2）。
　また、一般にはインディカ米の中でも早稲が多
く使われる。栽培期間の短い早稲は、栽培期間が
長くて食味がよい晩稲より、値段が安いためであ
る 3）。

米線の製法
　米線は、大きく二つの系統に大別される。生も
のの「湿米線」と乾燥させて日持ちをよくした「干
米線」である。全国に普及している作り方は次の
通り。
米線の一般的製造法 4,5）

①浸泡（米を水中に 6時間～ 10時間、浸す）注 3）

②磨漿（米を石臼などの磨砕器で加水しながらで
きるだけ細かく磨砕する）

③圧漿（布袋に入れて圧力を加えて水分を除去す
る。通常、2時間～ 4時間かける）場合によっ
てはその後、寝かせる

④拌漿（③の熟米線と生精米を加水しながら、よ
く混ぜ合わせる。熟米線には⑥で発生した短く
切れた米線を入れる。割合は 5％～ 15％）

⑤蒸餅（餅のように丸くまとめて蒸す）
⑥圧成型（押し出し口に穴を開けた容器に④を入
れて、ところてんのように押し出し、糸状にす
る）

⑦沸騰した湯で 3分～ 5分、煮る。
⑧洗う
⑨冷ます。
　上記の工程で湿米線が出来、これを乾燥させる
と干米線が出来上がる。⑤の過程を省いて、機械
に押し込み圧力を加えながら成型するものもある。
　雲南の米線の特徴は、③の吊して重しで圧力を
加えながら布袋から水分をゆっくりと落とす工程
で、自然発酵させるところにある。これを酸漿米
線と呼ぶ。③の工程は、昔ながらの酸漿米線が
24 ～ 36時間、いち早く機械化した結果、圧漿の
工程を技術の進歩で縮めることに成功した米線・
甜漿米線（蒙自から広まった）が 6 ～ 20時間となっ
ている。発酵時間が短くなると、米本来の甘さが
残るのだそうだ。
　また③の発酵に備えて、①の段階で米を浸す水
温を 30度から 50度にすることもある。職人の経
験を頼りに夏ならば冷水に浸け、冬ならば湯に浸

けて発酵をほどよくするためである 6）。
　発酵させた酸漿米線が雲南でよく発達したの
は、米線の発祥地である雲南中部の都市部が海抜
1300メートル以上の高原にあったこととも関係
があるだろう。冷涼で乾燥した気候のため、工程
の時間を長くしても、腐敗することが少なかった
のだ注 4）。
　先に触れたように米線や米粉の消費地は、雲南、
貴州を除くと中国南方の低緯度地域に集中してい
る。そのため長時間かけると、腐敗し易かったと
思われる。福建など標高の低い低緯度地域では全
工程が 2 ～ 4時間のところが一般的である。
　発酵させない干米線や湿米線も売られている
が、雲南の人にもっとも愛されているのは、ツル
ンとした喉ごしと、白米の香りと甘さが感じられ
る発酵させた湿米線の酸漿米線注 5）だ。昼どきに
は出来たての酸漿米線をカゴや木箱に並べ片手で
ひょいと持ち上げて、米線食堂へと運ぶ小僧さん
の姿がよく見かけられた。
　また昆明の小さな米線専門店で、米線を注文す
ると「粗（ズー）？　細（シー）？」と、まるで
怒っているかのような、ぶっきらぼうな声が飛ん
でくることがある。大抵「粗米線（＝太メン）」
が「酸漿米線」なので「粗」を選ぶのだが、子連
れだと「子供が食べやすい‘細（＝細メン）’に
しなさい」と諭されてしまうことがあった。子供
は酸っぱい味を嫌うためらしい。
　現在、雲南省外にも雲南「過橋米線」の店が展
開しているが、日本と天津、北京の、いくつかの
店に聞いたところ、米線は「干米線」を戻したも
のを用いていた。広い中国だし、流通網も飛躍的
に向上しているため、即断はできないが、賞味期
限の短い雲南製の酸漿米線が食べられるのは、今
のところ雲南だけ、と言えそうである。

もっとも古い米線の作り方の記録
　文献では 6世紀前半に北魏の賈思勰が著わした

『斉民要術』にその製法が伝えられている。米線
の起源といわれる記述は 2カ所ある。
ア．《食次》曰：“粲：〔一名‘乱積’。〕用秫稻米，
絹羅之。蜜和水，水蜜中半，以和米屑。厚薄
令竹杓中下-先試，不下，更与水蜜。作竹杓：
容一升許，其下節，穊作孔。竹杓中，下瀝五
升鐺裏，膏脂煮之。熟，三分之一鐺中也。”（『斉
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民要術』巻第 9、餅法）注 6）

【内容】
《隋書》に記載された《食餞次第法》、略して《食
次》の粲の作り方。
①もち米をできるだけ細かく磨砕して粉にし、絹
の篩いで漉す。
②蜜と水を半々にしてよく合わせたものを加えな
がら先ほどの細かくした米の粉と、よく混ぜ合
わせる。
③下面に穴を開けた竹勺に②を入れる。試してみ
て、下に垂れないようなら更に水と蜜を加え整
える。
④竹勺を作る方法は容量一升前後で、下面の節に
密集して穴を開けたもの。それに③を注ぎ入れ、
5升が鍋にしたたり落ちたところで、
⑤鍋の油でゆがく。

イ．粉餅法：以成稠肉臑汁，接沸溲英粉，〔若用
粗粉，脆而不美；不以湯溲，則生不中食。〕
如環餅面，先剛溲，以手痛揉，令極軟熟；更
以臑汁溲，令極澤錬錬然。割取牛角，似匙面
大，鑚作六七小孔，僅容粗麻線。若作“水引”
形者，更割牛角，開四五孔，僅容韭葉。取新
帛細・両段，各方尺半，依角大小，凿去中央，
缀角著紬．〔以鑚鑚之，密缀勿令漏粉。用訖，
洗，挙，得二十年用。〕裹盛溲粉，劔四角，
臨沸汤上搦出，熟煮。臑浇。若著酪中及胡麻
飲中者，真類玉色，稹稹著牙，与好面不殊。〔一
名“搦餅”。著酪中者，直用白湯溲之，不須
肉汁。〕（『斉民要術』巻第 9、餅法）注 7）

【内容】
　精白度の高い米粉を肉汁でこね、麻糸が通る程
度の穴をあけた牛の角に入れて熱湯の中で押し出
し、煮あげて製品とする。
　ア．の「粲」という料理は最後に油で揚げてし
まうところ以外は、工程がよく似ている注 8）。
　イ．では米粉をこねる汁が水ではなく肉汁と
なっているが、この「粉餅」こそ、米線の作り方
そのもの、との指摘がある注 9）。
　参考までに蒙自にある「橋香園過橋米線城」内
の過橋米線博物館でパネル展示されていた米線の
作り方を紹介しておく。

ウ．伝統的な米線・酸漿米線（＝粗米線）：

①米を 24時間水に浸してから、粉にし（昔は石
臼を使っていた）、そのどろどろした状態のま
ま清潔な布袋に入れて、吊して発酵させる。

②布袋のまま、上に大石を載せて圧力をかけ、脱
水する（24時間から 36時間）

③脱水処理したものを木桶に入れ、木の棒でつつ
いて砕いた後、丸い球状にまるめて、グラグラ
の鍋に入れて 70％ぐらいの蒸し具合で取り出
す。

④再び砕いて円柱状に揉む。これを蒙自の彝族の
人は「対娘」と呼ぶ。

⑤圧搾機に入れて細長い米線へと絞り出す。これ
を鍋に入れ 3分前後煮る。

⑥冷たい水に浸して洗う。
　このように米線を作る過程には、必ず液状化さ
せた米の粉を加熱し、形を整える工程が含まれる。
一般に日本でよく知られる麺類は小麦粉でできて
いる。小麦粉は水でこねると粘りをだすグルテン
というタンパク質が豊富なため、加熱しなくても
麺の形状は保たれる。
　だが、米線はグルテンがないため、そのままで
はどろどろのままとなり、形状を保つためには加
熱が必要となる。そのため米線は、加熱しない小
麦粉由来の麺にくらべてはるかに日持ちが悪い。
だから、大抵の地域では乾燥させて保存する。
　生の米線を好む雲南で、時折、腐敗米線が摘発
されるのも、賞味期限が短いゆえの悲劇といえる
のかもしれない。

過橋米線の発祥
　過橋米線、という不思議な名の由来については
いくつかの伝承がある。流布している通説は以下
の 2つ。

蒙自説
　蒙自の風光明媚な湖・南湖に浮かぶ小島で、官
吏登用試験である「科挙」に合格するために夫が
日夜勉強に励んでいた。妻はいつも夫の食事を、
長い橋をわたって届けていたのだが、夫が食べる
頃には冷めてしまう。そこで、少しでも暖かい料
理を食べてもらおうと、洗面器のように大きくて
分厚いお碗に熱いチキンスープを入れ、その上に
熱々の鶏の脂を浮かべてフタとした。熱を少しで
も逃さない工夫である。そして長い橋を渡って夫
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の眼前で生の食材を投入し、食欲をそそるように
工夫した。
　この話を聞いた村人たちが「橋をわた（過）っ
て食べる米線」ということから名付けた。（特徴：
スープの上にたっぷりと鶏油を浮かせて冷めない

ようにする）注 10）

　伝承の信憑性を少し検証してみたい。ポイント
は夫が科挙の受験者であることと、妻が南湖にか
かる橋をわたって料理を届けたことである。
　かつて蒙自は雲南中部における要衝の地であっ

写真 1　過橋米線の具材 写真 2　過橋米線の具材を次々とスープに入れていく。

写真 3　過橋米線。スープの上にはうっすらと鶏油が浮
いている。

写真 4　蒙自南湖公園にある過橋米線像
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た。前漢元封 2年（前 109年）に県が設置され、
以後、何度かの中断はあるものの、雲南を実質支
配した南詔国（8世紀半ば～ 902年）、大理国（938
年～ 1253年）の時代においても、重要城鎮が置
かれていた。これは蒙自が、紅河を利用してベト
ナムから船積みされた荷を陸揚げし、四川、ミャ
ンマーへの交易路が横断する昆明へと往来させる
通称・中越古道の中継地であったためである注 11）。
明代以降は歴代の屯田の地となり、全国から南京
へ集められた漢民族の兵士が多数、家族とともに
移住した地でもあった注 12）。
　こうして明代に漢民族の風が濃厚に入り込ん
だ。富を蓄えた一家の中には、科挙の試験に臨む
者も出てきた。明・清代を通じて蒙自だけで、科
挙の第一次試験ともいえる郷試合格者の挙人が
152人にのぼり、そのうち 18人が中央の役人と
なる資格を得る進士に合格している。科挙受験者
がいかに街に溢れていたかが想像できよう 7）。民
間人による私塾も多く 8）、学問に対する理解と憧
れの気風が強い土地柄でもあった。そのような中
で、科挙に臨む夫のために、献身的に妻が内助の
功で支える夫婦愛として伝えられたのだ。
　また話の舞台となる南湖は、現在、総面積約
41万平方メートル（東京ドーム 9個弱の広さ）
を誇る南湖公園として整備されている。湖には、
島もある。
　この景観の原型は 1552年に臨安知府の章士元
が東南部の泉を南湖に注ぎ入れたことで造られ
た。その後も浚渫しては小山を築き、亭を設ける
工事は続けられた注 13）。
　だが伝承の舞台となった清代には「草湖」と称
され、大雨でも降らない限りは湖とならず、窪地
と化していた注 14）。これでは物語を聞いて脳裏に
浮かぶような風雅な景観をなす時期が、雨期（4
月から 9月）の一時期に限られることになる。ま
た個人の庭ではない公共の場で何年も夜間まで刻
苦勉励し、妻が夜食まで届ける場所とするのは、
あまりにも無理がある。蒙自説はフィクションと
言えるだろう。
　そうはいっても、一時でも湖となる風光明媚な

「亭」で科挙合格を目指す夫に食事を届ける妻、と
いう伝承はあこがれを持って語られたに違いない。

建水説
　蒙自より個旧市を隔てて 65キロ東。水の豊か
な建水での話。
　清の咸豊 2年（1852年）、建水城東門内、鎖龍
橋の傍らに料理店「宝興楼」が開店した。その店
に李景椿という進士が通っていた。彼は豚の背肉
を市場で買ってきては料理人に指図して過橋米線
を作らせたという。
　彼は毎日、城門内に入るために鎖龍橋を渡る。
また丼ぶりから丼ぶりへと麺を入れる様子が橋を
渡したように見えることから、店主に料理の名を
聞かれた際、とっさに「過橋」と答え、名となっ
た。（特徴 :豚の脂を浮かべ、更にマコモタケの
葉でフタをした。）注 15）

　この話のポイントは李景椿。1920年に編纂さ
れた『続修建水縣志』「勲業」の項に進士合格者
として掲載されている実在の人物である。そこに
は 1836年に進士となり、山西省寶徳州に赴任し、
優れた政治を行った人物と評価されている。注 16）

　彼の赴任地であった山西省は、薄切りの羊肉を
使うしゃぶしゃぶ火鍋料理「涮羊肉」が有名であ
る。つまり建水説は、北方のしゃぶしゃぶ料理文
化が伝播して過橋米線が生まれた、ということを
物語った話といえる。そのことを清末に実際にい
た建水出身の名士に託したことは、十分に意味の
あることだったに違いない。
　ほか、発祥説話には、雲南省南部の文山説、階
級闘争説などがある。雲南から離れた地域に行く
と、雲南の有名観光地と蒙自の説話が合体した話
が流布される傾向も見られる。以下、まとめてお
く。

文山説―名物「テュン肉米線」（湯面に肉の浮い
たミーシエン）を基礎に発展したという説。（ポ
イント：当地で盛んに食べられていることから。）

階級闘争説―汚職官吏の「生で長い橋を渡り、火
を使わずして煮込まれた食品を造れ。さもないと
税を 10倍にするぞ」というムチャなお触れに奮
起して、彝族の厨師が挑戦を受けて立つ。妻が朝
に差し入れたチキンスープが冷めないことから、
考え付く。（『中国食品報』1984年 7月 27日）注 17）
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雲南から離れた地域での由緒書きの一例・大理説
－内容は蒙自説とほぼ同じだが、場所は蒙自より
よく知られた町・大理へ、勉学に励んだ夫は科挙
で第一位の「状元」になっている。（黒竜江省の
チチハルで見かけた「雲之南、過橋米線」店の由
来書きより。）
　以上より、もっとも流布する蒙自・建水説を基
に過橋米線の歴史をまとめると、
Ⅰ．6世紀前半には知られていた米線が、少なく
とも清代には雲南でも広まっていた。

Ⅱ．清代には、雲南中部の建水・蒙自付近で交易
が盛んとなり（人の移動もより盛んになり）
富裕層も生まれた。科挙の受験者および合格
者も増加した。

Ⅲ．そんな中、清代中後期に、雲南でよく食され
ていた米線に北方のしゃぶしゃぶ料理文化が
混合され、他地域では見られない独自の過橋
米線が生み出された。

と、いえる。

過橋米線が雲南で生まれた理由
　過橋米線を注文すると、テーブルにずらりと生
の肉、魚、卵や野菜が並ぶ。薄切りとはいえ、生
ものを避けがちな中国では違和感を覚えずにはい
られない。だが雲南の人にはさほど抵抗感がない。
ここに着目したい。
　生肉がテーブル上に載る料理としては、他に北
方のしゃぶしゃぶ料理があるが、この場合は生肉
を目の前で火に入れてしまうので、安心感がある。
ところが、雲南の過橋米線は、スープが熱々とは
いえ、火のないスープ碗しかない。一歩、碗に投
入する順序を間違えると、火が通らない可能性も
あるという、生肉に抵抗のある人にとっては剛胆
な料理である。
　近年、日本の「すし」「刺身」ブームが中国に
移入され、中国の高級レストランやホテルでも見
られるようになったが、中国の人にはやはり、抵
抗感の強い料理であることには変わりがない。だ
が、中国古代にまでさかのぼると、生肉生魚料理
はご馳走であった。
　中国古代では生肉や生魚の薄切り「膾」料理が
あった。春秋戦国期に編纂され、前漢期には体裁
の整った「士」身分の儀式が事細かに書かれた『儀
礼』には生肉を食べるシーンがよく登場する注 18）。

　周達生著『中国の食文化』に膾料理の盛衰が簡
単に述べられているので、引用すると、漢代には、
盛んに食べられ、「明代に至っても、『生魚片』を
食べる風習は、依然として衰えてはいなかった。」

「清代に至ると、『膾』を食べる風習は、徐々に衰
えるようになった。しかし、沿海の地域、特に広
州一帯では、『生魚片』を好む人々が、依然とし
て多くいた。」9）という。

少数民族の文化的影響
　雲南の食文化にも生の肉魚料理は存在した。
　1950年代に雲南省昆明で行われた調査で、昆
明市官渡区阿拉郷に住む彝族の料理に「生肉肝
生」、いわゆる豚肉のレバー刺があり、春節や客
をもてなすときによく食べられていた、との報告
がある 10）。
　他にも 1935年の広西象平瑶族では、魚肉の類
の生食が見られた、という報告がある 11）。
　広西象平は、当時の広西省大藤峡付近を指して
おり、広東省に近い場所で雲南からは少し距離が
ある。一方、瑶族は雲南省文山壮族苗族自治州に
も多く居住する民族である。確実な証拠ではない
が、雲南に住む瑶族も生食文化を保有していた、
とは考えられないだろうか。そして、このような
少数民族の食習慣が、雲南に住む漢族にも影響を
及ぼし、生食に対する違和感を緩和した、とは考
えられないだろうか。

明代文化の保持
　次に過橋米線が清代に建水あたりで誕生したこ
とから、周達生が指摘する「明代に『生魚片』を
食べる風習」と関連づけられないか検討したい。
私が 2004年 10月に文山州硯山県幕菲勒村を訪れ
たときのことだ。村人に出身はどこかと訊ねると、

「南京の柳樹湾の高石坎から来た」としたり顔で
答える。この地名を村人から直接聞いたときは、
本当に驚いた。というのも、雲南をフィールドワー
クする学者の文献によく登場する地名だからであ
る。上田信の『海と帝国』に詳しいが、「明の朱
元璋の雲南攻略の一環で、南京の皇城を守るため
にもっとも信頼のおける部隊を配置していたのが
柳樹湾、その数百メートル離れたところに高石坎
があった。」「雲南攻略戦争に従軍し、その後、数
度にわたって編成された雲南派遣軍は、おそらく
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柳樹湾と高石坎で結集して軍団を編成したものと
考えられる。（中略・その屯田させられた）子孫は、
部隊編成の土地であった南京を、その出身地とし
て記憶したのである」12）

　昆明や建水を歩くと、明代の遺構や屯田を伺わ
せる地名、たとえば昆明市なら王旗営、建水なら
白家営など「営」のつく地名が今なお数多く残る。
ほぼ中国全土で清代から「徐々に衰えていった」
生食文化が、明の遺風を残す雲南には根強く残っ
ていても不思議はない。このような特殊な土壌の
なかで、中国南方によく見られる米線を使った料
理・過橋米線は誕生したのではないだろうか。

過橋米線の伝播
雲南省内の伝播
　1910年にハノイ（ベトナム）と昆明とを結ぶ「滇

越鉄路」が開通した。この鉄道の大きな目的の一
つはフランス、イギリスが覇権を競い、フランス
が獲得した個旧市の錫の輸送であった。これまで
も個旧の錫は、1887年に開かれた蒙自の税関を通
過して陸運および水運によって各地へと輸送され
ていた。そのために蒙自は 1884年から 1910年の
間に人口が 3万人から 6万人へと一気に 2倍に増
えるなど、かつてない活況を呈していたのである。

　蒙自県志 13）より作成した年表。
1883年　（光緒 9年）中法戦争（日本では通称、

清仏戦争という）勃発。
1884年　（光緒 10年）フランス政府との条約に

より、蒙自に通商のためのフランス領
事館が設置される。

1887年　（光緒 13年）税関業務を開始。（本格的
に開始されるのは 1889年）
フランス、ドイツ、イタリア、アメリカ、
イギリス、デンマーク、日本などの領
事館ができる。
蒙自の主な洋行（外国資本の会社）：フ
ランス 6、イギリス 5、ドイツ 3、ギリシャ
3、イタリア 1、日本 1、アメリカ 1

※和田洋行（日本）；1909年（宣統元年）
開業。蒙自城東門内百歳坊で日本の仁丹
などを販売。漢方や雑貨、手工芸品、銅
銭を日本に輸送していた。辛亥革命後は
昆明に移り、昆明保田洋行に吸収される。

1899年　（光緒 25年）蒙自で地元民による外国
人排斥を目的にした暴動勃発。
原因は蒙自・個旧一帯は欧米人が①鉄
道を造るために大量に耕地を占有して
いるが、②その目的は個旧の錫鉱を奪
取するためと地元民が聞いて。首謀者
は蒙自の楊自元（鉱山主、弟は農民）。
彼は農民数千人を率いて蒙自城に討ち
入るも、失敗。

1910年　（宣統 2年）滇越鉄道が開通（ベトナム・
ハイフォン－蒙自―昆明間を 27日半か
ら 3日半に短縮。雲南の対外貿易の中
心は昆明に移る。

1921年　（民国 10年）個旧と蒙自を結ぶ個碧線
が開通。

1938年　北京、清華、南開大学が昆明へ。文学
院と法商学院は蒙自に開校。（西南連合
大学。蒙自には 5月から一学期間、滞
在し、9月には昆明へ移動。）

　鉄道の開通により、商業の中心は個旧、蒙自か
ら昆明へと移っていく注 19）。人と商いの移動と共
に過橋米線は建水、蒙自から、155キロ離れた省都・
昆明へ進出していった。
　まず 1920年、個旧出身の孫法が昆明に「仁和
園食館」という過橋米線専業店を開いた、と各種
の雲南発行の本では紹介されている注 20）。
　個旧出身者が過橋米線の進出に一番乗りを果た
したという確かな証拠は私の不勉強ゆえか今のと
ころ見あたらないが、錫の鉱山街として栄え、進
取の気性に富んだ街から、富と意気込みを携え昆
明に進出した、というのは十分考えられることで
はある。
　一方、1924年刊行の『昆明市誌』各業店舗の
項目に「機器麺業」が挙げられ、「この業は数年
来初めて見た業種である。多くは省内の鉄工業者
が製造している。切麺は市内の大きな消費品で経
営に従事するものは 12戸を数える。」と書かれて
いる 14）。この「麺」が小麦粉麺なのか米線なのか
は不明だが、人々が自前ではないメンを買う、若
しくは外食する習慣が一気に、この頃に広まって
いったことがわかる。
　その後の歩みを簡単に年表にまとめてみた。
1923年　玉溪の涼米線売りだった戴応德が昆明
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で過橋米線専門の德鑫園を開業 15）。
1938年　福華園が開業（当時は「たまご麺」な

どで有名）16）

1978年　「蒙自正宗過橋米線」の正統後継者と自
称する蒙自の王徳文が過橋米線を中南
海で制作し、中国商業部で金賞を受賞。

（その後、王の娘・王麗珠が 1988年に
昆明に進出。現在、蒙自で「蒙自王記
菊花過橋米線」を経営中。）17）

1981年　福華園が過橋米線店に衣替え 16）。
1989年　中国商業部「慶祝国慶 40周年」行事の「地

方風味名特食品」の第一位である金賞
に 1972年に昆明市飲食公司に再建され
た德鑫園が受賞。15）

1990年　北京で行われたアジア競技大会期間中、
雲南過橋米線が出店。1万食以上が販売
される 18）。

　因みに 1938年の福華園の名物料理・たまご麺
とは、広東の「伊府麺」のことと思われる。伊府
麺とは「水の代わりに、タマゴだけでコムギ粉を
ねって作る」19）麺のこと。
　1928年に東亜同文書院の学生 7名が滇越鉄道で
昆明入りしたときの日記に、昆明にある日本人経
営の商社（保田洋行・城外南の商埠 1区）20）前で、

「鶏蛋麺ト云フノヲ馳走ニナッテ帰ル」21）との記
述がある。今も昆明で 6店舗の過橋米線店を経営
する「福華園」の由緒書きに「たまご麺」がある
のは興味深い。
　1938年、昆明の繁華街である「南華街」で、
たまご麺と、米線の上に豚肉をよく煮込み、唐辛
子と花山椒、漬け物などで真っ赤に味付けした味
噌風のあんかけを盛った「（火＋巴）肉米線」で
名をなした店が、1981年に過橋米線店に衣替え
してから現在まで、昆明の老舗店として営業を続
けている。もとは別の製品の麺舗として営業して
いたものが、時流で過橋米線店へと変わっていっ
た代表的な例といえるのではないか。
　さらに、過橋米線は雲南の人々の誇るべき文化
ともなっていく。1990年の北京アジア競技会で
成功した直後に執筆された『五華区誌』商業街の
項目では「1991年、また新たに過橋王国が新規
開店した。雲南過橋米線の専売店の進出である。
武成路地区はここにようやく完全な商業群体を成
したのである。」と過橋米線が熱っぽく語られて

いる 22）。
　近年では、雲南省級の第二批級非物質文化遺産
でタイ族医薬など 124項目の一つに推薦されるな
ど、更なる注目を集めている注 21）。

雲南省から各地へ
　日中戦争の激化で北京大学、清華大学、天津の
南開大学が連合し、1938年に西南連合大学と改
称して雲南に移ったことがある。1939年秋より
ほぼ 5年の歳月を同大学の教員として雲南で過ご
した天津出身の何棣炳は、当時の様子を文章に残
した。
　「昆明の美食に‘過橋米線’があった。正義路
三牌坊にある飯館がもっとも有名だった。大きな
碗に熱々の鶏肉スープがあり、食べるときは皿に
盛られた生鶏、生豚肉、生魚などの薄く切ったも
のを熱々のスープにさっとくぐらせ、取り出して
調味料を加えて食べる。原理は涮羊肉（羊肉のしゃ
ぶしゃぶ。北方の名物料理）と同じだが、火鍋を
用いず、煮えたぎったスープがあるだけである。
米線や麺は当然、先に煮たものが出される。」と
詳しく書いている。小麦粉に慣れた天津出身の何
棣炳にとって、米料理ばかりでは口寂しいのか、
北方人が経営する餃子などの店に日常的に立ち
寄っている様子も描かれてはいる。だが、そのよ
うな中でも過橋米線は、お気に入りの一品だった
ことが読み取れる 23）。
　このように 1940年ごろ、昆明一の繁華街・三
牌坊 24）にある過橋米線専業店が、戦争によって
省外から来た人からも人気を博していたことが確
認できる。
　同じ頃に、食べ方の名称としての「過橋」の記
述もある。
　1983年に発表された陸文夫の自伝的要素を含
んだ小説『美食家』に、1940年代中葉に蘇州の
有名なメン屋・朱鴻興で、メンをオーダーするシー
ンがある。登場人物は一杯を頼むために、実に細
やかな指示を出す。その最後の仕上げが「過橋！」
で「加薬を麺にかけずに別の皿に盛っておき、食
べるときに麺を箸ではさんで、鉢と皿と口をちょ
うどアーチ式のメガネ橋を渡すようにして口に運
ぶ」25）と作者自身が解説を付けている。
　ここでの「過橋」は日本の冷やしそばなどの食
べ方そのものだ。
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　他に上海近郊に「過橋」の名がついた食べ物の
名称が見あたらないため、雲南の過橋米線が上海
近郊の美食家の口にものぼるほど、名が知れ渡っ
ていたと考えられる。

まとめ
　このように滇越鉄路が開通し、個旧とも鉄道で
結ばれたのを機に、過橋米線の専門店は建水、蒙
自、個旧の三角地帯を中心とした雲南中部から昆
明へと移動した。1920年代から、過橋米線店が
昆明で競い育った。そして 1940年前後に日中戦
争の戦火を逃れて北方などから多くの人々が昆明
に流入し、北方の人々の記憶にも刻まれた。
　その後は、中国の経済が回復しはじめた 1980
年代より過橋米線店が昆明を中心にさらに増加し
た。現在では北京の王府井、天津の百貨店内など
各所へと進出し、日本でも数店、独自に進出する
ほどの世界的な広がりを持つようになったのであ
る。
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注
1）　河南糧食交易中心信息部 26）。また江西の一部
地域では「米纜」、広東近辺では「河粉」など、
と地域によって少しずつ作り方の異なった米
の粉由来のメンがあり、地域によって様々な
名が冠せられている。

2）　鶏スープの椀とともに出てくる小皿の中身は
主に次のとおり。生豚肉、魚の刺身、うずら
の生卵、ゆでた鶏肉、宣威ハム、鶏皮のフラ
イ、ニラ、もやし、湯葉、キクラゲ、ネギ、
菊の花びら、刻みネギ、刻み香菜など。5元

ほどから 100元を超えるものまであり、値段
によって皿数が変わってくる。高額な過橋米
線の場合、さらに蜂の子、竹虫のフライ（タ
ケツトガの幼虫）、汽鍋鶏など雲南特産料理
が副食に付く。

3）　米を水に浸漬した後に水挽きすることによ
り、損傷澱粉の少なく、湯溶けて麺そのもの
がなくなってしまうようなことのない、優れ
た米粉（米麺）となる。また、浸漬時間は原
料米への吸水率が平衡に達する 2時間が最
適、との専門家の指摘もある 27）。

4）　吉林省のトウモロコシメンも発酵させてあ
り、酸味がある（これは普通のトウモロコシ
と粘り気のあるトウモロコシを一対一で混ぜ
る。穴の空いた器に入れ、押し出しながら、
沸騰した湯の入った鍋に直接入れて、湯がい
て食べるもの）。また遼寧省の「酸湯子」は、
3日発酵させる（先に穴の空いた付け指のよ
うな金具から成形させて、落ちてくるメンを
たっぷりの湯でゆがいて、汁をつけて食べる。
昔はよく食べたが、最近ではあまり食べなく
なったという）28）。いずれも腐敗しにくい寒
い地方で作られるものであることに注目した
い。

5）　発酵具合で味が異なる米線の呼び名は、かな
り混沌としている。一例を挙げると酸漿米線
＝吊漿米線、酸漿不酸米線＝甜漿米線、硬漿
米線＝水米線＝鮮米線、干（漿）米線など。
以下、米線の製法の違いで分けられる 3種類
をまとめておく。

（1）酸漿米線…白米を発酵させた後に潰して
作られる伝統的な方法。

（2）硬漿米線…白米を発酵させずに、すぐに
粉にして機械で押して潰し、
摩擦熱で糊化して成型。

（3）干漿米線…（2）を晒し干しにしたもの。
6）　賈思勰 29）。《食次》：《食餞次第法》のことで、
南宋のときに散逸。

　　鐺：3本足の鼎。
　　穊：しげし。稠蜜。
7）　賈思勰 29）。溲英粉は、版本によっては豆の粉、
と記されているが、上述の本では「白米英粉」
すなわち精白度の高い米粉と解している。

8）　朱偉 30）。賈思勰 31）ではこの箇所を、練った
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小麦粉を油で揚げたねじり棒の揚げ物である
「油条」のモチ米版（つまり油条の起源）と
している。

9）　関明主 32）。また洪光住 33）では「溲英粉」を
豆のデンプンとして解釈してハルサメ（粉糸）
の製法の元祖と結論づけ、「製造の基本は現
在と変わらない珍しい加工食品である。」と
述べる。

10）関明主 34）。現在、蒙自の南湖公園には、妻が
夫に米線を食べさせている像が建立されてい
る。また 1980年代の雲南に赴いた日本人よ
り、熱が冷めないようにスープの上に載せら
れた鶏の油で腹をこわした、という体験談を
聞いたことがある。今では油の量も常識的だ
が、かつては伝承の通りに分厚い油膜が浮い
ていた。

11）昆明から陸路で晋寧、江川、通海、建水、蒙
自まで、蒙自の蛮耗（1977年より個旧市に
編成され蔓耗と改称する）で舟に積み替え、
紅河による舟運でベトナムのハノイを経てハ
イフォンまでおよそ 30日の行程だった 35）。

12）  蒙自県志編纂委員会 36）。明の正徳 6年（1511）、
蒙自に新安守御千戸所が設置され、以後、蒙
自が屯田の重要な地となった。

13）1944年には中国国民党軍が干上がった南湖
でさとうきびの栽培をはじめ、群衆の猛反対
で反省して浚渫工事をし、さらに小島を一つ
造った、という珍事も起きている 37）。

14）1910年「縣城の南に草湖あり。常に水涸れ、
大雨至れば湖となる。之を又た学海とも云
う」38）（米内山が 1910年に蒙自を訪れた折
の見聞より）

「冬春干涸、野草叢生、時人称して草湖と為す。
明嘉靖 31年（1552年）・・」39）

15）関明主 34）。劉世清（1917年生まれ）家譜より。
林正秋 40）では建水説が採られている。

16）「李景椿　字松阿。道光乙未進士。任山西寶
徳州。教養有方、政聲卓著。子子乾署直隷磁
州亦能継志述事焉。」41）

註 1．道光乙未：道光 15年＝ 1836年
註 2．山西寶徳州：寶は保の誤字と思われる。現

在の山西省忻州市保徳県（山西省の北西部。
太原市と楡林市の中間付近。石炭や鉄鉱石、
石灰石等の鉱物資源が豊富。

註 3．直隷磁州：現在の河北省邯鄲市磁县のこと。
17）上記 2説は関明主 42）

18）『儀礼』「郷飲酒礼」では、犠牲とされた動物
の生肉をまな板の上に並べて祭り食べ、「公
食大夫礼」でも同様の儀式がなされている。
また、同時に火を通した肉の煮こごり（羹）
や炙り肉なども食べる。他の礼でも随所に生
肉や生魚をいただく料理が登場している 43）。

19）『昆明市誌』44）に「本市は滇越鉄路開通後、
商務は次第に盛んになった。」人口は 1918年
から 4年間に 6000人近く増え（11万 3131
人が 11万 8861人に）、外国人口も 292人に
達している。外国人の多くはベトナム所属の
フランス人。

20）梁玉虹 45）／関明主 46）。昆明に初めて過橋米
線を開いた人は孫「法」ではなく、孫「三」
とする本もある 47）。

21）雲南出版集団他 48）。「非物質文化遺産」は日
本の「無形文化財」に相当するもの。
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Summary

Description of the Rice Noodle, Mi-shen in Yunnan

Madoka Motai

Rikkyo University Centre for Asian Aria Studies

    The rice noodle, so-called Mi-shen （米線） is a traditional and familiar food in Yunnnan.
    First description on the process of rice noodle was appeared by ‘Qi Min Yao Shu （斉民要術） ’ which is the 
most completely preserved of the Ancient Chinese agricultural texts believed to have been completed in about C.E. 
6 Century.
    The procedure of noodle from rice powder which mainly uses Indica species are broadly expanded in the south 
area of China. Generally, people prefer the fermented no-dried noodle to dried one in Yunnan.
    “Yunnan crossing the bridge soup” （過橋米線） is one of the characteristic dishes using Mi-shen in Yunnan. 
First, the bowl of the chicken soup extremely heated is placed in front of customers. Secondly, thin slice of raw 
meats, fishes, vegetables, etc. successively added into the soup.
    It is considered that this dish was invented in Jianshui （建水） during the late Qing period by developing recipe 
for Shuan Yang Rou（涮羊肉）, or Mongolian hot pot, that is a popular in northern China.
    Since unconcerned custom of treatment of raw stuff on a table, it is reasonable motive that this dish spread the 
cultural sphere of “Yunnan crossing the bridge soup” in Yunnan.
    After Yunnan-Vietnam railway had been built, this dish prevailed in Kunming from the triangular zone of 
Jianshui, Mengzi （蒙自）, and Gejiu （個旧）. And now we can eat Mi shen, "Yunnan crossing the bridge soup" in 
various regions of China, and even in Japan.


