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お茶の故郷 雲南へお茶の故郷 雲南へ

四国の真ん中、高知県の大豊町という地域で、碁石茶という固形茶が作ら
れています。お茶を後発酵させて固めるという製法のこのお茶は、雲南省の
餅茶を思わせます。雲南を起源とするこの餅茶によく似たお茶が、なぜ、四
国の真ん中でだけ作られているのか、それは未だよくわかっていません。雲
南から四国への人の移動が、いつの時代、どのようにあったのかはロマンに
満ちています。いつかその謎を追う旅をしてみたいと思っていました。

樹齢２０００年を越える茶樹が現存する雲南省ですが、この地域での喫茶
の記録を古くまで辿ることはできません。お茶の記録は、四川省の成都近く
で書かれた西漢の王褒による「僮約」が 古とされていて、 それが書かれ

お茶の栽培に長じているトーアン族。
彼らには、人類はお茶を祖先とするという
創世神話がある。

た紀元前59年には、お茶が人をもてなすために利用されていたことがわかるのですが、それ以前のことは記録がな
いのです。でも、雲南にはトーアン族という少数民族があり、彼らはお茶を祖先とする創世神話を持っていることを知
りました。古くからお茶を育て利用してきたのです。文字を持たないため、伝承によるその歴史は考古学的には意味
を持ち得ないのですが、喫茶の起源が文字による記録よりはずっと古代に溯ることは間違いないでしょう。トーアン族
の村を訪ねることも私の夢となりました。

８世紀、茶聖・陸羽は『茶経』に「茶之為用、味至寒、為飲 宜、精行儉徳之人」と記しています。詩人・盧仝は、
「・・・七椀喫不得也 唯覚両腋習習清風生 蓬莱山在何處 玉川子 乗此清風欲帰去」と詠んでいます。唐代
には、お茶はすでに文化の領域に鎮座していたようです。大地の混沌を救うために茶が天から降りてきたトー
アン族の詩を思えば、茶道という型以前に、ただの葉が人の心に勇気を与える理由がわかるような気がします。もち
ろん、体への薬としての効用も、現代でもまだ、新たなる発見が残されているほどに未知なる存在でありつづけてい
るお茶です。

２０１１年、日本のお茶は地震による原発事故由来の放射性セシウム汚染で大きな被害を受けました。茶業界の混
乱、捨て去られる茶の葉を目の前に、茶樹の原産地雲南の地へ、人類の創世神話を持つトーアン族の村へ行きたい
という思いが強くなりました。 そんな２０１１年の夏に雲南懇話会と出会ったのも何かのご縁、３ヶ月後には雲南への
FWに同行させていただくことになりました。これは雲南懇話会主催の雲南フィールドワークに参加した私の１４日間の
経験を、お茶に関することだけに絞ってまとめた記録です。



名茶産地浙江省の茶園 唐代の茶聖・陸羽 雲南の禁圧茶 釜で炒る殺青

名茶産地静岡の茶畑 安土桃山の茶聖・利休 高知県の碁石茶 蒸しによる殺青

お茶はどんな旅をしてきたのでしょうお茶はどんな旅をしてきたのでしょう



『茶経』 目次
一之源 ： 茶樹の形態、茶樹成長の自然条件、

茶の効用などにつて
二之具 ： 茶葉を採る時に使う道具と製茶用具について
三之造 ： 茶の製造方法について
四之器 ： 茶を煮る（立てる）時の茶具、茶碗について
五之煮 ： 水の等級やその選び方法、茶の入れ方について
六之飲 ： 茶の様々な飲み方とその心構えについて
七之事 ： 茶の歴史と唐までの喫茶事情に関する文献
八之出 ： 茶の産地とそれぞれの品質について
九之略 ： 時宜と場所による製茶用具と

茶道具の省略について
十之図 ： 一から九までの内容を図解した物

茶経によると、
唐代には、
蒸した茶をつき型に入れ固め
炙って乾かし餅茶で保管
それを炙って柔らかくして挽き
湯に投じ煮て塩を加えて飲ん
でいました。





雲南FW2011: Chapter Tea雲南FW2011: Chapter Tea



雲南省
面積 394,100 m2
人口 44,830,000 人

省都 昆明

１０月２７日(木) 移動日
成田 ９：００ → CA422 → 北京１１：５５
北京１４：１５ → CA4170 → 昆明１７：４０

北京経由で、昆明に到着。常春といわれる昆明ですが、
日中の陽射しは痛いほどに強く、朝夕の冷え込みは
コートが必要なほど。この激しい朝晩の温度差が、お
茶の味わいを深めているのだなと納得。

高層ビルが林立する昆明の街にはブランド店が軒を連ねて
いました。今も昔も人と物が動く拠点であり続けています。



緑茶ケーキ １８元

初のお茶： 経由地である北京首都国際空港のカフェにて

サンドイッチ ３０元
ホットドッグ ２０元
珈琲 ２８元
生ビール １５元
アイスコーヒー ２８元

トップの粉茶がむせかえるほどに
たっぷり。色はクロレラ？
非常にさっぱりしていて美味

宿舎の雲南大学のゲストルームには「云南大叶种茶 滇緑茶」と

書かれたティーバック茶がありました。滇（てん）は雲南の略称。
大葉種の緑茶！アミノ酸が感じられなくて、苦いけど渋くなくて、
香りは紅茶で、美味しいというか中華料理に合いそうな感じです。
朝までしっかり目が冴えていそう。濃い～。

高山雨露茶 ２０元

香りも甘みも素晴らしい
お茶でした。お湯を足し
て欲しかったけれどお
姉さんが恐くて言えな
かった・・・。



雲南フィールドワーク２０１１行程雲南フィールドワーク２０１１行程





雲南師範大学
日本語科 馬文瑞さん

・戦争をしながら、どうしてゆったりとお茶ができるのか、
人を殺して帰ってきて茶の湯をすることの意味はなんでしょうか。

・朝顔を切ってしまったことや、像を造ったことなんかで、
そんなに怒るのはおかしいと思うのです。他の理由があったと、
絶対に思います。

・表千家と裏千家に分かれたことはよかったのでしょうか？
どうして分かれたのでしょうか？

・お茶は中国から日本に持って帰ったけれど、
茶道は日本がつくった文化で、中国のものではないです。
その心を僕は日本から学びたいと思っています。

・NHKの大河ドラマは画像が見られるので一番勉強になります。

篤姫や江を楽しみに観ています。

利休の思いを真摯に問い続けている青年、馬君との出会い。利休の思いを真摯に問い続けている青年、馬君との出会い。

雲南の大学で茶道の講義をすることになりましたが、彼らがどの程度の知識を持っているのか、どんな点に関心を
抱いているのか、そして何よりも、どの程度日本語を解し、専門的な説明を理解して通訳することが可能なのか、そこ
を確認しないと、なかなか講義の組み立てがきまりません。前夜、空港に迎えに来てくれた学生は、実際にお点前が
観たいと言うばかりでした。朝、ホテルに迎えに来た馬君が今日の通訳だと聞いて、さっそく隣の席に呼んで、今日の
講義で何を知りたいのかと聞くと、彼はすぐに流暢な日本語でこう応えました。
「よりによって戦国時代に、何故あのように美しい茶道が生まれたのか、そして、そんな素晴らしい茶道の先生を
秀吉は何故殺してしまったのか、僕はそれを考え始めると本当に眠れなくなります。」

大陸の真ん中で、こんなに熱い気持ちで茶の道を考えている青年がいるのだということを知り、もう、それだけで今
回の旅に参加してよかったとしみじみ感激しました。熱心に考えるこの青年と語り合った３０分は、このツアーの中で
高の時間でした。

彼は、茶道という型に出会ったことで、そこから深く哲学をするに到っていました。
私はこれが利休さんが目指したものだと思っています。今、馬君に必要なのは、
問いへの答えではなくて、そのままもっと深い問いへ進んでいく環境です。
情報を運んでくる茶文化交流は他にも行っているところがたくさんあるでしょう。
私は、もっと奥へ行きたいと思いました。行けると直感しました。



雲南師範大学
敷地2696ha、
教職員2117人(教授205人、副教授535人)
全日制学生20187人、大学院生2447人

広大で美しい学びの場でした。全寮制のため、ほとんど
の学生教職員の三度の食事を担う食堂は、なんフロ
アーもあり、いくつものブースがありました。お茶を使っ
た料理もある、お茶もいろいろあるというではないです
か！メニューだけでも見てきたかったです。

一日10コマもの授業を受けている学生の息抜きは、休日に友人と集まるカラオケだそうです。

一日中そこで過ごすというその場所は、話を聞いていると茶館のようです。
お酒は置いてはいるが、誰も飲まない。みんなお茶で盛り上がるとか。お茶はいろいろな種類のお茶があるけれど、
みんな出身地のお茶が好きなのだそうです。食事もお菓子もフルーツもあって、たくさん食べてたくさん歌う。
人気があるのはSMAPとかV6で、日本語でみんなで熱唱するのだそうです。カラオケにも行ってみたかったです。



雲南師範大学での茶道の講義
『一碗に観る宇宙』

雲南師範大学での茶道の講義
『一碗に観る宇宙』

とりあえずは、準備していたパ
ワーポイントを利用して、茶道と
茶業の簡単な説明を行いました。
１００人を超える学生が集まり、
その一人一人が極めて熱心に
講義に耳を傾けていました。

朝の馬君との問答を思えば、講
義という形で「茶道」を説明する
のは間違っているように思えま
した。疑問に対する答えを「情
報」として得てしまったら、本来
の茶道の深みから返って離れて
しまうだけです。

茶文化交流のあり方を様々に想
いました。



聖一和尚が宗国から持ち帰った多くの書物の中に、
日本の茶の湯の根源をひらいた『禅苑清規十合（ぜんおんしんぎ）』一冊がある。
「清規」とは、禅院で茶礼をふくめて僧侶の守らなければならない行儀作法のこと。
喫茶喫飯の儀礼が含まれるこの書は、茶の湯の文化の根底を説くといわれている。

聖一和尚が宗国から持ち帰った多くの書物の中に、
日本の茶の湯の根源をひらいた『禅苑清規十合（ぜんおんしんぎ）』一冊がある。
「清規」とは、禅院で茶礼をふくめて僧侶の守らなければならない行儀作法のこと。
喫茶喫飯の儀礼が含まれるこの書は、茶の湯の文化の根底を説くといわれている。

径山寺にある聖一国師（円爾弁円）の記念碑径山寺にある聖一国師（円爾弁円）の記念碑





茶道の歴史については、
南浦紹明が台子を日本に持ち込んだところから始め、
三千家他いくつかの流派の起こりにつなげました。
井伊宗観、岡倉天心あたりまで触れました。
一方で、日本各地に茶が広がり、地域の禅寺で様々に茶が、
そして茶道が根付いていった経路も伝えました。
道教も触れました。

露地から茶室に入る過程を映像を通して見せました。
真行草の礼の違いや拝見の心を伝えました。
懐石料理の献立と、
四季や年中行事にちなんだ和菓子の美しさを紹介しました。

また、灰を洗う過程を、自分の稽古場の画像を披露して説明しました。
茶の栽培の大変さや楽しさを今日の茶業から溯り、渡来僧に想いをつなげました。
現代の日本のお茶の簡単な説明と、煎茶道についても少し触れました。

今回初めて灰を作る大切さと大変さを知り、炭の後始末に関する疑問が解けたと喜ばれました。
始めてみた製茶工場の様子などが好評でした。



盆略点前で一服さしあげました盆略点前で一服さしあげました

お盆の中の陰陽五行、点前の意味、
主客という概念を説明しました。
メンバーの神山さんが
お客振りも披露しました。

後は
実践教室。
茶筅を振って
お茶を点てたり、
いただき方を
体験して
いただきました。

こんな時間が
もっと多く取れると
よかったです。
皆、興味津々。



書書

書道家の田原先生が、
「和敬清寂」の他に、
金子みすずの「積もった雪」という詩を
書かれました。

見えないところに心を置く、
想いを馳せるという点で、
茶道の「相客に心する」という精神を
説明してみました。
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雲南師範大学の李水燕さんが、
出身地普洱の黒茶で
中国茶藝を披露してくれました。

李さんは、全行程を通訳として同行
してくれましたが、
茶藝にも茶にも関心が高く、
今回の旅を楽しくしてくれました。

後で知ったことですが、
李さんが所属する雲南師範大学のお茶の研究室には、
ありとあらゆるお茶が揃っていて、
(手のでない高級茶や、稀少なお茶など）

時間さえあれば、どれでも試飲できたそうです。
いろいろな民族のお茶を味わったり、茶藝も見ることもできたとか・・・・。
「中国のお茶のことで、ここにないものはないです」。 日常のお茶の道具、少数民族のお茶の道具が観たかった！
日本のほうじ茶とかぶせ茶をプレゼントしてきましたが、これは誰も飲んだことがないだろうととても喜んでもらえました。



陀茶のお店

雲南民族村のいろり雲南民族村のいろり

雲南に来たからには、
是非とも体験したかった
三道茶ですが、今回は
時間がありませんでした。
三道茶というのは、
人生の三段階をお茶で味
わう趣向で、１番目は煎っ
た茶葉に熱湯を注いだ苦
いお茶、２番目は黒砂糖、
クルミ、ミルク等を加えた甘
い香りと味のお茶、 後は、
蜂蜜、生姜、ごまが入り、甘
さと辛さが混じるというもの。
こんなお茶の時間は、あく
せくする心を沈めてくれま
すね。素晴らしい工夫です。

漢民族と２５の少数民族の生活を
紹介するテーマパークです。
各民族の住居の多くに
「いろり」がありました。
残念ながらお茶を飲む道具などは
見つけられませんでしたが、
いろりのまわりにしゃがんで
お茶を淹れる様子などを
見せてくれました。
「いろりを囲む」という場所は、
家族の、民族の絆の場所です。
居間の中に火があるスタイルは
日本とも共通した文化で、
茶道の「炉」という概念も
この「いろり」から始まっていると
いわれています。
壁には銅鑼もかかっていました。
お茶事の席入りの時に使う銅鑼
そのものでした。

雲南白族の三道茶



宿舎の雲南大学のブッフェにはお茶がありませんでした。
あった飲み物は豆乳だけで、お茶が欲しいと頼むと
グラスに茶葉を取り、熱湯を注してつくってくれました。
「プーアール」ですと言っていました。
黒茶ではありません。緑茶でもないような気がしました。
普洱で採れたお茶でつくった青茶というあたりかと思います。
日本では普洱茶＝黒茶という認識が定着してしまっていますが、
普洱は産地の名前で、黒は製法に過ぎません。後発酵茶のことです。
このお茶は、少し発酵した烏龍茶のようなお茶だったということです。

行程第一日目の夜は、
50度という白酒をたくさん

いただき、どんなお茶が出たの
やら、まるで記憶にありません。
写真で見ると色は濃いですが、
黒茶ではありません。
旅の間、黒茶が出てくることは
一度もなかったのです。





楚人古鎮訪問といっても、観光のお茶屋さんでは
とくに歴史を彷彿とさせるお茶の何かに出会うというこ
とはありませんでした。
足が三本のこの蛙はお守りです。お茶をいれる度に一
緒にお茶を掛けます。いい色に育ってくると財宝を運ん
でくれるといいます。
本来、中国茶は急須(茶壺）にお茶が染み込む味わい

を楽しみ愛おしむ養壺という考え方があるので、紫砂
の茶壺をお茶ごとに使い分けるのがよいのですが、
近は、雲南の一般家庭でも、紫砂より白磁やガラスが
使われていると李さんが教えてくれました。白磁はお茶
の味が移らないので、一つあればどんなお茶も楽しめ
るという点で便利だからです。
お店の方も、「お茶は紫砂でいれなきゃダメだよ」と素
敵な茶器を見せてくれましたが、実は白磁の方が便利
でいいんだよと、蓋椀も並べてくれました。

白磁か紫砂か白磁か紫砂か

お昼をいただいたお店のお茶、
これは大きさも薬缶のよう
ですが、急須扱いです。



きのこづくしの夜、レストランでいただいたのは普洱茶。
とても薄い色に出ます。いく種もの茸の香りを邪魔しな
い、優しいお茶でした。
李さんに聞くと、「新しい散茶の普洱茶」。
普洱市で採れた新茶の釜炒り茶というところでしょうか。
雲南のお茶は、普洱産のものでなくても、一般的に普
洱茶といっているようだとのことでした。
宇治で採れていなくても宇治川沿いのお茶なら宇治茶、
静岡茶が混ざっていれば鹿児島のお茶でも静岡茶と
いうのと同じですね。
よりの深い，日本の煎茶に形状が似たお茶でした。
でも、葉は大きく，大葉樹の緑茶のようですが、
雲南大学のゲストルームにあったお茶とは違って、水
色が本当に薄いお茶です。でも、６煎いただいてもまだ
まだ旨味と甘みが落ちることなく、水のように軽く、甘露
というばかりの素晴らしいお茶でした。

保山では高黎貢山保護局長より茸の説明を受けながら、松茸のお刺身をいただきました。



食事の後、李さんと二人脱走して当初の予定にあった茶室へ向かいました。保山市商務局科長宋平女史が案
内して下さいました。２１時頃でした。１階の喫茶では、数組のお客様が喫茶を楽しんでいました。私達も美しい
設えのその空間に腰を下ろし、メニューを開きましたが、とてもよいお値段なのにちょっとビックリでした。
地元保山のお茶が１６０元/壺、これは緑茶です。大好きな雲南の滇紅は３８０元とか！福建省の金駿眉と並ん

でダントツのお値段。普洱市出身の李さんは、なおビックリしていました。
中国の有名茶産地の緑茶と紅茶が揃っていますが、黒茶がありません。皆あまり好きでないから置いていない
ということでした。雲南といえばみんなが黒茶を常用しているものかと思っていた認識は、大いに間違っている
ことを思い知りました。

保山の茶室 （＝茶藝館 ＝ 中国茶の喫茶店）保山の茶室 （＝茶藝館 ＝ 中国茶の喫茶店）

通常は仕事帰りの人達で、１０時過ぎ
まで混み合うのですが、今日は土曜日
なので空いているということでした。
こんな高いのに混み合うというのは、
社用族が接待で茶館を利用するからだ
そうです。
若いきれいなお姉さん達が、ちょっとセ
クシーな衣装で茶藝を披露している様
子は、「茶室」という言葉で思い描いて
いた茶館ではなく、バーのようでした。
でも、お酒ではなく、お茶で接待すると
いうのは、なんと高い文化の街なのか
と思います。
だって、お酒飲んだら、酔うから、人は
おかしくなる。仕事の話はできなくなる
でしょ、と当たり前のように説明をされ
ました。



茶藝館のオーナーが抹茶というお茶を飲んでみたいというので、ホテルへ戻り、着物に着替え、茶道具を抱えて
出直してきました。急遽、夜の滇日茶藝交流の始まりです。
（滇（てん）は雲南の古称です）
オーナーのご家族やお友達など人が集まってきました。

宇治の上級煎茶を低温で濃く淹れ、次に高温で
さらっと淹れる方法で２煎味わっていただきました。
予想通り、１煎目は「ムリッ！」という顔つきでしたが、
２煎目の熱く出したお茶は好評でした。

お抹茶は八女のお茶をかなり薄めに点てた時は、
なかなか美味しいと明るい顔つきでしたが、
通常の濃さで点てると「ムリッ！」でした。

「こんなこと聞いて悪いけれど・・・
中国で茶藝といえば二十歳前後が当たり前なのですが、
どうして日本では年をとった人がお茶を入れるの？」

茶と禅の話、日本の茶道の点前の意味などを紹介しました。

「日本の茶道は文化的というのは聞いたことがあるけれど、
そういうことだったの！？！本当に奥が深い！」

「中国にはそんな茶道はない、聞いたことがない、
ただ美味しく楽しくお茶を飲むだけ」

「音楽もかけないのに流れるような動作ですごい！
でも、音楽はあった方がよくない？どうしてかけないの？」

「こんな濃いお茶だと、少ししか飲めない。薬の意味？」

お互い「へ～」ばかりの楽しい交流会でした。
茶藝館のオーナーさん



太極茶道

おつまみは銀杏

「雲南茶道」だそうです「雲南茶道」だそうです

日本の茶道を見せてくれた御礼にと、
雲南茶道を披露してくれました。昆明に茶藝を
指導する会社があって、研修を受けるのだそうです。
優雅な音楽にあわせ、大きな振りで、お茶を淹れる
パフォーマンスを見せてくれます。実際にお湯は
使いません。エアー茶藝です。
（まだ未熟だから、とオーナーは顔をしかめていました）
茶藝の内容は、伝統とは関係なく、その会社が、
いろいろと開発しているらしいと聞きました。
日本でも秋葉原あたりで茶藝カフェは流行るかもしれ
ません。



雲南省高黎貢山の国家級自然保護区は、国連教育科学文化機関（UNESCO）の承認を経て、
「世界生物圏保護区」に認定されましたた。 （「人民網日本語版」2001年5月23日）

この地域は、海抜の高度差が大きく、寒帯、温帯、熱帯など複数の気候型が混在、世界でも珍しい
常緑性広葉樹林や寒帯性の針葉樹林、独特の動植物森林生態系が見られるところだそうです。
現在、保護区では5000種以上の高等野生植物の生育が確認され、5、60種が国や省の重点保護
植物となっているほか、115種の哺乳類が生息し、このうち27種が重点保護の対象と認定されて

いるほど、鳥類も数多く生息する、野生動物の宝庫として知られている場所です。
国際的な環境保護組織や専門家が「重要なモデル標本の産地」と称するこの地域には、かつての
茶葉古道も通じ、古い茶樹も多く生息しています。



騰冲に向かう道中、眼下に茶畑！と思いきや、コーヒー園なのでした。
出発前にＮＨＫで「お茶の故郷雲南の茶畑がどんどんコーヒー園に転
作されているという番組を見ましたが、長いバスの道中、それを確かめ
る光景をたくさん目にしました。

景勝地のドライブイン（？）で、お茶の振る舞いを見つけました。
無料のようでした。缶の中のお茶は、釜炒りの緑茶、ざっくり系でした。
ポットにはしっかり熱湯が用意してありました。



保山の自然保護区高黎山で管理局程長李さん方が朝から山を
歩き集めて下さったという食材でのランチ。まさにご馳走です。
レストランには、山の実でつくった様々な薬草酒の瓶が並んで
いました。お茶のお酒はあるか聞いてみました。
日本では「利休～る」などというお茶のお酒があります。
「えええっ？」
考えたこともなかったというお顔で、「今度試してみます」と
言ってくださいましたが、覚えていてくださってるでしょうか。

このお茶も自然保護区にいつの頃からか育っている茶樹の葉を
摘んで、さくっと釜炒りしたものだそうです。
「これは無農薬のお茶です！」
何度も強調されるので、他のお茶はどのような栽培がされて
いるのか施肥の様子など知りたかったのですが、
わかりませんでした。

薬缶ですが煮出しているのではなく、急須仕様でした。



「蜀身毒道」を往きました。茶葉古道でもあります。
背の高い茶の樹が続いています。

やっと出会えた雲南の茶樹たちです！

大きな葉っぱのバラエティアッサミカです。
お茶は植物学上Camellia sinensisといいますが、

中国種（バラエティシネンシス）とアッサム種（バラ
エティアッサミカ）の２系統があります。杭州近隣
から日本に伝わったとされているのはシネンシス
です。

雲南の千年古樹！！雲南の千年古樹！！



樹齢千年の普洱茶

李所長が、４～５ｍのその茶樹をするすると
登って、出たばかりの新芽の部分を摘んでくれ
ました。開いた葉はお茶にしない、この芽の堅
い部分でお茶を作ると説明してくれました。か
じってみるとその苦さには全身が醒めるようで
した。



小さい新芽を摘み、すぐに釜炒りして保存 素焼きの土器に茶の葉を入れて、から煎りする。

お茶の香が立つと、お湯を注し、火に置いておく。沸騰したところで火から下ろし、いただく。

→

←

↓



小さな壺ですが、私には熱くて重くて持てません。
素焼きの壺でお茶を炒るという体験は初めてのことでし
たが、徐々に立ち上がってくるお茶の香りのうつろいが
気持ちを癒してくれました。
凍頂烏龍茶を濃く出して薄めたみたいな・・・感じのお茶
でした。

お茶を味わいながら、尹老師が少数民族とお茶につい
てお話をして下さいました。トーアン族では、赤ちゃんが
生まれるとお茶の産湯にいれ、亡くなると棺に茶の葉を
詰めるというお話に、数日後のトーアン族訪問に胸が高
まりました。



この薬缶の中のお茶の葉は、裁断された葉でした。雲南
に来て１０回目の食事で、初めてです。これは摘採機で
刈ったお茶です。そして抽出されやすいように切断機で切
断されてある葉でした。日本で急須で淹れる時に使ってい
る見慣れたタイプです。製茶工場のラインから出てきたの
でしょう。雲南の製茶工場に見学に行きたいです。どんな
機械が動いていて、どんな香りがするのでしょう。
雲南で今日まで見てきたお茶は、ことごとく原型を留めて
いたことに改めて気付きました。手摘みのお茶ばかりでし
た。撚りはほとんどないので、さっと摘んでさっと炒めて保
存してあるようなお茶だったと思いました。製茶工場を通
らないお茶作りの工程も是非体験してみたいものです。
道具や、火や風の使い方が興味深いです。

騰冲の街の食堂で夕飯



ホテルの部屋に戻ってからも、今日ゲットしてきた
大葉樹をしげしげと見つめ、嬉しいひとときを過ごして
いました。椿のように照りがあります。そして、葉先が
ちょっと右に傾いている様は小葉樹と変わりません。
輪郭がぎざぎざしていて、葉柄が虫のお腹みたいな
模様なのも一緒。はたしてお茶染めをしたらどんな色に
なるかなと、 密かにバックに忍ばせました。



明清以来約600年、茶馬古道の中継地として栄えた和順。東南アジアから香辛料、
翡翠、象牙などを買い入れ、 東南アジアとヨーロッパへは中国製の絹織物、布、
塩、茶、瓷器などを輸出しました。この村出身で世界に商売に出かけた華僑は3万
人を超えるといわれています。
1924年建設の和順図書館は、中国の農村にある図書館としては全国で 大、現
在7万冊余りの珍貴な図書が収集されています。門には「民智泉原」とあります。
(図書館は優秀な村人の源泉だということ)



紙コップにひとつまみの
茶の葉を入れて、
熱湯を注いでくれました。
あっちっちなので、
紙コップ二つ重ねです。
なるほど。
地元のお客さんはマイ
カップやマイボトルに入
れて持ち帰っていました。
釜炒り茶、いい香りです。
３煎目もしっかり出てい
ました。

茶葉蛋

騰冲のホテルの近くの食堂で朝ご飯。出勤前の人々で活気に満ちた朝の風景です。
お粥のトッピングの種類も豊富、茶葉蚤も豆腐餻もあって、贅沢な朝ご飯でした。
そして、お茶も、２㎝にも満たないみる芽ばかりを手摘みして、釜炒りしたきれいな
お茶でした。



和順僑郷に入ると、
いきなり｢茶道」Tea Ceremonyの案内を発見。

保山の｢茶室」が｢茶館｣であったのにも懲りず、
Tea Ceremony と書いてあるので、

少しはセレモニー的な茶藝を期待したのですが、
矢印の先にあったのは、やはり茶館でした。
茶藝でお茶を淹れてくれるのならそれは見てみたいと
思いましたが、
尹老師曰く、「ただ飲むだけの喫茶店です。外人観光客用に
喫茶を英語にすると、Tea ceremony になると普通思っている」

とのご説明でした。



お料理が揃うまで、まず、お茶が出てきました。今までにないさっぱりした口当たりと爽やかな香りが好評です。
皆さんどんどんお代わりをしています。お茶の葉を除けてみると、中にはレモングラスが入っていました。
日本でも 近人気のフレーバード・ティーですが、このレモングラスの量は大したものです。
日本でも今若い人に人気のルピシアという茶メーカーには、マスカット、サクランボ、グレープフルーツをはじめ、
ドリアンやイランイランの香りまでついた緑茶や紅茶があります。中華料理にはジャスミン・ティーという定番が
あるように、このレモングラス緑茶もお料理によく合っていました。大葉樹のタンニンは、甘い植物との相性が絶妙
です。初めてフレーバード・ティーを美味しいと思った日でした。



雲南に来て、やっと、プーアール茶を口にする機会に
出会えました。正しくは、黒茶。普洱地方の黒茶です。
塾茶と生茶の２種類を試飲させていただきました。
ちょうどお茶講座の途中でしたが、私の顔を見ると、
いきなり日本語でのインストラクションに変わりました。
そんなにたくさんの日本人が訪ねてくるのですね。

藍染めをモチーフにした素敵な陶器の茶缶を手に取りました。
女児環茶というかわいいお茶が入っています。香りは紅茶です。
女児環というのは、その形が女の子の指輪のようなところ
からつけられた名前で、竹竿にくるくると巻いて作るのだそうですが、
お湯を注すときれいな一芯二葉に戻るとか。何という手間でしょう。
葉が開いてゆく時間を楽しむお茶なのでしょう。何とも優雅です。

見慣れた藍と刺し子、日本で藍といえば香川です。またひとつ、
雲南と四国をつなぐキーワードが見つかった旅となりました。



帰国後の
茶文化交流
In 東京

帰国後の
茶文化交流
In 東京

帰国後、世界中のお茶に遊び尽くしている東京の友人宅で女児環茶会を楽しみました。
ころころからからとローダンセの花のように軽やかなそのお茶は、蓋椀の中で長い時間をかけ
て元の美しい茶の葉の形に戻りました。鮮やかで透明感のある濃いお茶は、部屋中に甘い香
りを満たし、完全発酵のお茶（紅茶）の力をどん！と見せてくれました。

雲南の行程の中で、いつも感じていたのは
常に茶道具を携帯していたいということでした。
レストランで食事をする時も、トイレ休憩の時も、
ホテルのロビーで集合を待つホンの数分も
出会う人に片っ端からお茶を飲んでもらいた
かったのです。そして感想を聞きたかった。
そして不断どんなお茶をどんな風に飲んでいる
のか聞き出したかったのです。友人が作って
いるこのカルトナージュ茶箱は、そんな思いを
具現化させるヒントをくれました。



茶葉古道を行くキャラバンの一番先頭を務める
馬の首には、一段と大きな鈴が付けられるそう
です。２番目からの鈴は首飾り状のものでした。
今回、この大将鈴を、茶葉古道博物館お土産
コーナーで購入しました。お茶事の時の鳴り物
につかおうと楽しみにしています。
本当は銅鑼を持って帰りたかったのですが、
さすがにあきらめました。

高黎貢山でお茶を淹れるのに使って
いた道具を見つけましたが、
売り物でなくがっかりしていると、
翌朝、張さんが、どこからかゲットして

きて下さり、愛でたく持ち帰った次第。
さて、囲炉裏が欲しい、火鉢が欲しい、
梅雨が来たら縁側で雨の音を聞きながら
一日お茶を炒っていたい。縁側が欲しい。
バスに揺られながら夢が広がりました。

バスの中から見つけた看板です。ズームする
と清涼山上茶と書いてあるのがわかります。
早点とは朝食のことだそうですが、どんな風な
のでしょう。お茶漬け？

銅鑼は中国起源の
楽器で、日本では
鎌倉時代の遺品に
みることができる
のだそうです。
今もお茶事の時に
席入りをする合図に
使っています。
また、熱した銅鑼で
小麦粉を焼いた物
がどらやきの起源と
か。謎の道具です。





梁河県南甸土司府文化交流梁河県南甸土司府文化交流

ここでお茶を点てて下さいといわれたのは、中国茶藝用の立派なテーブル。またとない経験です♪平らでないその
テーブルの上に道具を並べいろいろ配置を考えるのですが、水が流れるように作られているのでかなり傾斜がある
上、木肌が活きているので棗とかお茶碗などが安定しません。このような視点で道具を見たことがなかったので、たく
さんの発見がありました。底が平でないような竹そのままの味わいを活かした棗などは、こうした点茶盤に配したら、
きっとよい味わいでしょう。道具同士に相性が見つけられて道具組みが楽しくなりそうです。茶道の点前に置ける配
置の美は完全といわれていますが、道具の性が落ち着く道具組みという視点も面白いなと思いました。野点は数寄
者の遊びの極みだという気がしてきました。点前座が平であること、平でなくていいこと、面白い視点の発見でした。
さて、安定して茶筅が触れそうな場所を点前の位置に定め、高さのよき切り株を椅子として設置していただき、ようや
く心落ち着けてお茶が点てられる設えができたぞと顔を上げると、「ではどうぞ！」ということで、いきなりどやどやの
中で帛紗を捌き始めることになりました。すると今度は横で瓢箪笛の演奏が始まり、一曲終わるごとに、わ～と拍手
が起こります。松風ならぬチベット歌曲を聞きながら点てる一服のお茶、お服加減はさて、いかがでしたでしょうか。



瓢箪笛フルス（葫芦絲）

徳宏タイ族に古くから伝わる瓢箪笛「ビーラムダオ」。この笛が奏でる

メロディーには歌詞が埋め込まれていて、メロディーが求愛のメッセージ
になるのだそうです。

通訳の李ちゃんが、上原先生、お点前の途中で笛の演奏をして本当に
ご免なさい。音楽のテープとか持ってきていないのかと聞かれたので、
日本では音楽はかけないと伝えたのですが、せっかくお茶を淹れている
のに気の毒だといって即興で奏でてくれたのだそうです。

茶道のBGMについては、これまでも音楽家達が手がけては未完に終

わっているそうです。茶の湯の心を知れば、音はいらないという結論に
なるのでしょう。松風が大切なのですから。

でも、お持てなしの心で奏でていただいた笛の音につつまれ、私は
いつしか広大な中国の大地にいるのを感じていました。心地よかった
です。様々な権力の支配にその都度服従しつつこの地の人々が守りぬ
いてきたもの、いかなる権力にも屈せずに日本の茶人が守りぬいてきた
もの、そのようなことを想いながら点てたお茶、その一碗の中から、ふと
声が聞こえたような気がしました。

よき想いは決して絶えない

音があっても、音がなくても、平らでも平らでなくても、それらは全て｢型」。
求める心があるなら、すべて一つに通じるのでしょう。高きところから低き
ところへ落ちる水の性に学びながらも、人はいつの時代もなにか高きも
のを求め続け、その度に困難を招きながらも、求めることが途絶えること
はなく、その傍らには、何世紀もの間、いつもお茶が合ったように思いま
した。お茶の時間の歴史は、自分との対話にも人とのコミュニケーション
にもたっぷり時間がかけられていたことを物語っているように思います。
不思議な風を感じたよい時間でした。



さて、私は大変貴重な経験をさせていただきました。しかし、茶文化交流というならば、これでよかったでしょうか。
梁河県の皆さんは、初めて抹茶を飲んだ、おいしかったと満足です。確かに、飲み物としてのお茶は紹介ができた
ようですが、日本という国にあって、「抹茶」は確実に違う意味を持つわけです。ただのお茶が、長い歴史の中で、
人間の心のよりどころとなったこと、時に心を強め、時に癒し、和ませてくれることは、伝わったでしょうか。
茶道という型ができたこと、それが守られてきたことは、「日本流」という1つの価値観を形成することにもつながって

いて、そして、その型の存在は、総合芸術という領域で、今日の物作り、伝統工芸を支えてくることにまで繋がって
いるほど大きいのです。
短い交流時間の中で、また、この雰囲気の中で、何を話すか、どこをピックアップするか、臨機応変にいろいろ考え
たつもりですが、よかったのかはよくわかりません。今、ここでこの一服のお茶で、飲んだ人に笑顔が浮かんだのな
ら、それでことは成し得たのでしょうか。突然の交流会の場で、さっと対応できたことでこの笑顔に繋がったのです
から、これが修行というものでしょうか。主客同席の茶というよりは、客本位のお茶で、これもまた1つの型ではあっ

たのかもしれません。茶文化とはなにか、本当にいろいろ考える機会をいただきました。

野点の赤い傘と赤い毛氈、それにお琴のテープといったおきまりの三点セットは、なかなかに選ばれた設えなのか
もしれないと思いました。ついでに立礼のセットもバスに積んで、あちこちの村でお茶を点てたくなりました。そこここ
の辻でお茶を振る舞いたくなりました。そして、皆さんのお茶について話が聞きたい。お母さんのお茶、おばあさん
のお茶についても語ってもらえる時間がほしいです。



瓢箪の形をした団茶です。これは絶対買って帰るぞと
狙っていましたが、どたどたしているうちに機会を逸しました。
自分の畑の葉で、団茶作りをやってみればいいか、そんな
宿題を抱きました。

書家の方々が即興で書を書かれます。音楽が鳴り、会話が
弾むと、その時の思いを、さっと文字に表すのだそうです。
私のお点前を見ていてこれを書きましたといって、
「粉墨情縁」をいただきました。

準備され整えられた日本の茶道と臨機応変で笑顔いっぱい
の中国の茶の形。それは形の違いではなく、日本では「守」
で終わっている人が多いのだろうと感じました。その先に
行かないのは制度の所為かもしれません。守破離の「離」で
遊ぶ達人は、なぜかこそこそしないと怒られるような風土が
日本の茶道界にはある気がします。



チンポー族の村を訪問。
トトロのお土産のような包みを開くと、栄養満点なお弁当が現れました。
釜炒り緑茶とおぼしきお茶をひとつまみコップに取って熱湯を注いで
くれました。色はいつまでもうすいのですが、差しが効いて旨味があります。
緑茶ではなく、微発酵？少し萎凋されてから釜炒りをしたのかもしれません。

ここはタイ族の大モンマウ王国の中心地。「モンマウ」とは「霧立ちこめる国」
という意味だそうです。日本でいうと霧島ですね！そう、霧島茶もじっくりと
旨味が出てくるお茶です。霧島茶を思い浮かべ、モンマウのお茶をいただき
ながら、「霧」のお茶の味わいを感じました。素敵な経験でした。



ホテル泰达大酒店のロビーに置いてあったお茶のセットです。
ご自由にどうぞ？きれいな白茶です。見事な産毛です。
白毫銀針？
白毫銀針は福建省を代表する白茶で、一芯一葉の白毛に覆われ
た若芽だけで作らる高級茶です。一切揉まずに製茶するのに、ス
プーンひと匙（３ｇほど）で１リットルのお茶がいただけるほど、煎が
ききます。そして、このままグラスに入れてお湯を注ぐと、本当に摘
んだばかりのきれいな新芽の姿が蘇るのです。
白毫銀針は、福鼎大白茶と政和大白茶の２種の品種から採れる若
芽を萎凋して乾燥させると教科書にはありますが、このお茶の素性
が気になります。
味見をする間がないまま食事に出かけ、戻ったらもうありませんで
した。つまんでおけばよかった！
西双版納景邁山（けいまいさん）では、雲南大葉種から作られる白
茶があり、「餐月（美しい満月のように純粋で清らかなお茶）」という
美しい名前がついていますが、それ？このお茶の名はなんだった
のかをつきとめることはできませんでしたが、もし、雲南のお茶なら、

是非、茶樹や製造過程が見たいものです。

「茶色尚白」という言葉があります。宋の時代、お茶は白が尊ばれ
ていました。点茶法の時代です。この「白」が何なのか、日本の研
究でははっきりした答えが得られていません。中国茶を学んで、こ
の白茶の存在を知ったとき、これが「茶色尚白」なのではないかと
思いました。この白茶を粉末にして点てていたということではないか
という仮説が生まれます。抹茶の御銘に、｢昔」とか｢白｣が好まれて
使われますが、その理由もわかっていません。この白を見ていて、
「昔の白い抹茶」が浮かび上がってきました。宋の時代、この白茶
がどれほど流通していたか中国での研究を学びたいです。





ミャンマーとの国境にある国境管理事務所視察

売店でお茶を購入
香米茶 ２０元 蒸し製緑茶 １５元

お昼にいただいたお茶は、今
までとは違うタイプでした。ポッ
トにお茶の葉を入れてお湯を
注いで、へちま（？）で蓋をして
あります。お茶がなくなると、
お湯を足すのではなくて、お茶
の葉を替えます。
「上原先生、これは蒸している
葉だと言っています」と李さん
が聞いてきてくれました。
さすがミャンマー国境の村で
す。でも、お料理に漬物茶の
類はありませんでした。

売店で買ったお茶も
蒸しているとのことでした。
でも、しろっぽいお茶でした。
蒸し製釜炒り茶でしょうか。
梁河県のお茶でした。
２級とかいてあります。
大変苦味の強いお茶でした。



タイ族の竹壁の民家で茶文化交流タイ族の竹壁の民家で茶文化交流

台所にお邪魔しました。棚の上段にある黒いビニール袋の中に
お母さんの手作りのお茶がありました。蒸して炒めるそうです。すぐ
そこのお茶をつまんで作ったのだそうです。お茶をいただく時間がな
かったのが残念です。少し分けて下さったものを帰国してから飲んで
みましたが、やはり苦味の強いお茶でした。淹れ方が間違っているの
でしょう。レストランでは苦いとは感じませんでした。茶園に行って、
一緒につまんで、このかまどで製茶させていただきたかったです。

宇治の蒸し製緑茶を
プレゼントしてきまし
た。さて、お母さんは
どんな風にお茶を淹
れるでしょう。アミノ
酸の強いお茶の感
想を聞いてみたかっ
たです。



村祭りに遭遇し、盆踊りの輪に入って楽しみました。
押して～押して～返して返して♪
まるで炭坑節でした。
あとで、二階に上がった方が撮った写真を見て
ビックリ！このたらいの中身はラペソー？
踊っている場合ではありませんでした。

夕食の時のお茶も蒸し
製でした。こんなにたくさ
んお茶の葉が入ってい
るのに、まるで苦くありま
せん。色は薄いのです
が、旨味があります。
何が違うのでしょう。
水の違い？





国境の町、瑞麗には、翡翠店が軒を並べていて、どの店にも必ず喫茶の
スペースと、壁には哲学的な文字がありました。

こちらは易経の「自強不息、厚徳載物」からの言葉だそうです。
天行健、君子以自強不
地勢坤、君子以厚徳載物
（天の運行が順序正しいように、
君子は自らを向上させることを怠らない。
大地があらゆる生物を育むように、
君子は人徳を高く持ち義務を成し遂げる。）

尹老師が｢君子此徳如玉、君子玉不离身」なのですよと
教えて下さいました。老師が石をお好きな理由がわかりました。
よい石は君子のシンボル、よい石を見抜く眼力は君子の力量なのです。

｢時」「宇宙」｢地球」「続くこと」｢振り返ること」｢路傍の石」・・・。
いろいろ言葉が浮かんできました。
この翡翠が、この美しさを刻む「時」を思えば、人間の生きている時間など、
あまりにも短く、あくせくすることがバカバカしくなります。
石には興味がありませんでしたが、少し見方が変わりました。



国境のミャンマーレストランで昼食。
ミャンマービール他、ミャンマー料理を楽しむことができましたが、ラペソーなど、食べるお茶料理はありませんでし
た。残念。
ただ、お茶は興味深い物がありました。お茶の葉がバラバラに崩れていて、大きい葉の形を残した部分もあれば、
屑の状態の物も混ざっています。漬けたお茶？とにかく、後発酵の工程を経ているようです。
お味は、そういわれれば薄い酸味がするかなという気もするくらいで、とても薄いお茶でした。

ミャンマーではお茶はラペといいます。新茶で作る緑茶はラペチョウ、番茶は後発酵させて漬け物状にしてピーナ
ツなどと和えて塩味で食べます。これがラペソーで、大変美味です。その他にもう一種、番茶でも漬け込まないで、
後発酵の後に乾燥させたお茶があり、ラペチンチャウと呼ぶのだそうです。このお茶はきっとこれではないでしょう
か。お店の人はわからないと（質問が）言っていました。

村祭りの時に、もっともっとお料理を見て回ればよかったです。市場もあまり歩きませんでした。実に残念です。



莫里熱帯雨林公園の喫茶店？莫里熱帯雨林公園の喫茶店？

メニュー
当地毛峰10元
青山緑水10元
普洱沱茶10元
糯米香茶10元
鉄観音 10元
回龍茶 10元

山泉水泡

云南特産山泉泡制
香茶
･出自然味
品味人同級品

お茶のポスターに惹きつけられて、一服したい！
と粘りましたが、お腹を壊すからダメと言われました。
滝の水で淹れたりしない、その辺の水を使うだろう
からダメということです。沸かすのにダメ？
もしかしてお水出し？香茶って、何が香るのでしょう。
当地毛峰茶も気になります。
夜、お茶屋さんに連れて行ってあげるという約束を
いただき、ようやくあきらめました。

お水はチェックしました。１つは硬度７２～９４とあり
ました。軟水ですが、ちょっと高めです。
神奈川の名水は硬度３０あたりです。
また、別の水はｐｈ６．５～８．５とありました。
神奈川の水は７くらいです。
日本茶の教科書には、お茶に適した水は硬度１００
以下で、Ｐｈ６．８～８．４とあります。
硬度が高いほど、タンニンの溶出が阻害され、滋味
が淡泊になりやすく、ｐｈが高いほどお茶の水色が
濃くなり赤身を増すとあります。
中国茶版のこうしたテキストが欲しいです。



瑞麗河支流を眺めながらの夕食。
甘く、どこか遠くで酸味の感じられるお茶は、足助寒茶とか阿波番茶とかに通じるような
お茶です。食事の度に、李ちゃんはよくお茶を注いでくれて、そして、お店の人にそのお
茶の素性をいろいろ聞いてきてくれます。
｢上原先生、ここのお茶は炒めていないといいました。蒸してそのまま乾いたお茶です。
煮ています」
いつ頃摘んだお茶なのかも聞いてもらいましたが、それはわかりませんでした。漬けて
いるかもわかりませんでしたが、見た目は酸茶ではありません。
蒸してそのままにしてあるお茶・・・？酸茶前段階茶？
この旅で、高知の碁石茶と雲南の酸茶とのつながりを見つけられたらと思っていました
が、このお茶はまさにその１つのようです。「酸茶は布朗族」といった研究の｢周辺」には
例外がたくさんあるのでしょう。楽しいです。四国と雲南の酸茶のつながりは確実です。
実に楽しいです。瑞麗江支流の風が心地よい夕べでした。



清涼山磨鍋茶：１８元： 騰中の清涼山の釜炒り茶で、
この辺の人は皆これを飲んでいる

絞股藍茶：１０元： チンポー族のお茶（お茶の樹ではない）
回龍茶：１０元： 梁河県名物の蒸し製釜炒り茶
お勧めの碧螺春（江蘇省）１００ｇ３０元をゲット。
さらにお勧めの大紅袍１００ｇ６０元は試飲だけにて失礼。

国境の町は危険。夜の外
出は禁止という夜でしたが、
ごめんなさい。
普通の人がお茶を買うお店
に行って、「地元のお茶」を
買いたいです！と頼んで連
れて行っていただいたお茶
屋さん。店主林さんは１時
間にわたり、幾種ものお茶
を淹れて下さいました。
台湾のお茶も含めて豊富
な品揃えですが、これは観
光客用で、地元の人は定
番しか買わないようです。
地元のお茶というのは、蒸
し製釜炒り茶です。今度は
１級を買ってみました。
知りたかった酸茶周辺のお
茶については謎のままでし
た。製茶の過程がみたいな
ら、いくらでも茶農家に連れ
て行ってあげるとのお約束。
いつか叶うでしょうか。



民族名：トーアン族（德昂 dé áng） 。モン･クメール系｡人口約1万5千人。

居住地域は、主に雲南省佤族景颇族自治州の潞西県と臨滄地区鎮康県及び盈江、瑞麗、隴川、
保山、梁河、龍陵、耿馬等で、尊西県三台山と鎮康県軍弄などに集中的に居住している。
南アジア語系佤・德昂語派に属する德昂語を使用。自民族の文字がなく、中国語、傣族の文字を使う。

もともと“崩龍族”と言い、中国南西部辺境で も長い歴史をもつ少数民族の1つ。古代の濮人を
ルーツとし、哀牢と密接な関係がある。紀元前2世紀頃に、怒江両岸一帯に居住し、かなり早くか

ら保山、徳宏一帯の開発にたずさわった。史書に記載されている茫蛮部落が德昂族の祖先と
考えられている。
隋・唐の時代に“茫蛮”、“橡子蛮”、“望苴子蛮”と呼ばれ、前後して漢、晋王朝および南召、大理国に
従い、元代以降タイ族土司の所属民になった。1985年9月に、現在のトーアン(德昂)という名称が

正式に採用された。古来、茶を飲む習慣があり茶の栽培に長けており、古老茶農と呼ばれている。
主に農業に従事し、水稲、トウモロコシ、蕎麦、イモ類を栽培している。その他竹や茅のカゴ製品の
製作と野生植物の収集にも長けている。銀細工は彼らの伝統工芸として有名。



南見村訪問南見村訪問

梁河県のお茶で、蒸
してから釜炒りしたお
茶。この辺の山で摘
んで自分たちでお茶
を作るときも、さっと
蒸してから炒るそうで
す。
味も香りも薄いので
すが、甘みがあって、
３度お湯をたしても、
その甘みは変わりま
せんでした。



日本のお茶、ごちそうさま。
おいしかったわ。

お土産もたくさんもらっ
ちゃったから、私が作った
お茶を分けてあげるわね。

特別よ。
あら、そんなにうれしい
の？や～ね～。（バシッ）
じゃあ、みんなにもあげな

きゃねえ～。

宇治の上級煎茶を８０度くらいでさらっと煎れて
みました。
「にがい」、「でも、口の中がさっぱりする」、
｢食事の後はやっぱりお茶がいい」、「でもにがい」
といった感想を伺うことができました。
旨味たっぷりで美味しく淹れられたと思いますが、
上級煎茶の持つカフェインの苦味が気になるのですね。

食卓に出ていた調味料（お醤油系でお酢とニンニクと
ナッツと何か・・・）をお茶を出したあとの茶葉と和えて
食べていただきました。
「え～」とちょっと嫌がっています。茶殻ですからね。
お茶の葉を食べる習慣があるかなと思ったのですが、
茶葉は食べないそうです。
食べてみると、評価は花丸！「おいしい！調味料なしの
方がおいしい！」と大好評でした。

南村茶文化交流南村茶文化交流

ということで全員にお手製のお茶を
分けて下さいました。



小乗仏教を信仰している他、龍神信仰もあり、
一般的に春先に龍を祭る儀式を行うそうです。
そのような年中行事や結婚式などの儀式の時に
何を飲むのか尋ねると、特別な日に作るのは
｢香茅草茶」という飲み物であることを教えてくれ
ました。
特別な葉っぱを煮出し、お茶で割るのだそうです。
長くてよい香りがする葉っぱ？と連想ゲームを
していたら、お昼をいただいている間に、
葉を探しに行って大事なお茶をわざわざ作って
くださいました。レモングラスでした。
日常的には、白湯を飲み、来客の時にお茶をだす
ことが多いという話も聞けました。そのお茶は、
通常街で買ってくるお茶で、自分たちで作ったお茶
は自家用茶にしているそうです。

特別な日のレモングラスのお茶



女性が本当にきれいな村でした。よく働き、よく飲み、よく歌い、本当に本当に笑顔が素敵な村でした。
いつもならお茶が入っている見慣れた薬缶には、ここでは５０度の白酒がたっぷり入っていました。

いま思えば、
お茶の白酒割を体験するべき絶好のチャンスでした。
麗江のナシ族に伝わる龍虎斗という飲み方で、
緑茶や黒茶を炒め、お湯で煮だしたもので白酒を割るのです。
風邪に効くそうです。

お茶と落花生で
二次会。
話に熱が入り、
足もとにお茶を
置いての大演説。



トーアン族に伝わる詩に出会ったのは２００９年の暮れのことでした。
「世界中には様々な創世神話がありますが、地上のすべてが「茶」から始まるという
ストーリーは おそらくトーアン族に伝わるものだけでしょう。たかが神話と思わないでください。
神話には真実が隠されているのです。」

茶友の会という中国茶を楽しむ会の講演会で、会長の孔令敬先生の翻訳が紹介されました。
その時から、お茶への思いがまた一層深まったのでした。

（孔令敬：大正大学・東洋大学・青山学院女子短大等講師。専門は茶と仏教文化
著書『中国茶・五感の世界／その歴史と文化』(日本放送出版協会刊））

お茶を祖先とする民族がいるということを知った歓び！
その創世の神話に引き込まれ、いつの日か、トーアン族の村を訪ねたいと夢見た日から２年も
たたないうちに雲南を訪ねるこの旅に巡り会い、そしていよいよ旅はハイライトという時を迎えました。
が！なんと、現実は、トーアン族の村の麓で足止め。前日の雨でバスが上がれないとのことです。
涙涙涙。麓で逢ったこの子達の笑顔は救いでした。この子達は茶の子孫？

トーアン族の子供達トーアン族の子供達

そしていよいよ！
念願のトーアン族の村へ

そしていよいよ！
念願のトーアン族の村へ



友よ、兄弟よ、この歌を聴いておくれ
ご飯のときは田植えの辛さを忘れるな
水を飲むときは水源探しの苦労を覚れ
口弦を弾くときは竹を植えた先輩を思い出せ
蘆笙を吹くときは瓢箪を作った両親に感謝せよ
トーアン族の創世の歌は山岳と共に生まれ
トーアン族の歴史は緩やかな大河のようだ
友よ、しっかり聞き取るがいい
兄弟よ、私の歌に耳を澄ませ
一言も聞き落とすことなく
心の奥までしまっておけ

昔々、その昔
混沌たる大地が延々と続き
果てしなくうねる泥海に、道と川がなく
魚介と昆虫がなく
虎がいなければ、鹿もいなく
花と草と木々も生えていなく
雷がごろごろ、強風がびゅうびゅう
荒れ果てた地上には人間の影すらもなかった

トーアン族に伝わる創世神話
『ダグダガゴライビョー』

茶友の会発行『新芽』より
（翻訳：孔令敬）

トーアン族に伝わる創世神話
『ダグダガゴライビョー』

茶友の会発行『新芽』より
（翻訳：孔令敬）

昔々、その昔
きらびやかな天上に
あまねく茂りわたる茶の木があり
みどり滴る茶葉が翡翠のように
鬱葱と茶樹を優しく抱きかかえながら
脈々と万物の命を伝えてきた
宇宙を漫遊する小舟よ
茶の魂を乗せて
月日と満点の星と化して
生きとし生けるものを生み出した

天にはパダゼンという至上神があり
茶は神に仕える神僕でした。
ある時、茶が地を見ると、
そこは暗く寒く･条たる荒れ野でした。
天とは対照的でした。
心を傷めた一本の茶の木が
自分がそこへ降りて行くと
パダゼンに言うのでした。

風の神に吹き飛ばされ
５１の若者と５１の娘になって
地に落ちていった一本の茶。
暗黒の地でばらばらになった１０２の兄弟姉妹が
やっと全員集合した時に、
みんなが抱き合って喜び、
うれし涙を流し、
それが川になり、海になり、洪水となった・・・。

（一部ご紹介）



日本の見慣れた揉捻機によく似ています。
年代の確認はできませんでしたが、
電気を使わずにこれだけのことができたことを
思い起こさせてくれました。

こちらは、日本の茶工場の
ラインにある揉捻機。
手作りの揉捻機を丹念に
真似て作られたロボットで
よく働きますが、電気が
なくてはお茶ができません。

中国徳昴族博物館中国徳昴族博物館

トーアン族の村に登る
入り口にあった博物館。

正面の説明書きに、
お茶を祖先とする
創世神話が触れられて
いるのを確認しました。

参考



博物館の後方に望む茶畑。
丸い小さな山々に整然とお茶が
並んでいました。

パネルには｢青年男女茶采忙」
とありました。
下の写真は、子どもも手伝っての
製茶の工程。萎凋の様子です。

お茶がメッセージを
伝える手段であること
がわかります。
お茶の包み方で、
それが｢助けて」とか
「おめでとう」とかを
伝えるのだそうです。
文字を持たない民族の
風習の1つです。



竹を編んだテーブル。
バランスを取って料理を載せて
いかないと倒れる・・・。
何故、倒れないように作らないのか
ではなくて、
何故、倒れるように置くのかと
言う話か。
食事の間、そんなことを考えていました。

芒市での夕食。お茶は、手摘みの小さな葉。釜炒りだと聞きました。
薬缶はやはり急須仕様。限りなく薄い色ですが、甘みのあるお茶でした。
お茶うけは大きなひまわりの種。

食器はワンセットまとめてビニールでパックされた物が配られますが、
それを箸でパンと破る様もだんだん身に付いてきました。



芒市の街のお茶屋さん「閑得閣」にて茶文化交流芒市の街のお茶屋さん「閑得閣」にて茶文化交流

中国茶のお店でお茶を淹れさせていただきました。お茶は杭州名産の
龍井茶。杭州で、このコップ点前で茶藝師の試験を受けたのでした。
お茶の濃さに、店主は興味を持ったようです。いろいろなお茶を出して
きては、「茶藝師」の淹れる「濃さ」にどれも濃いと感じているのです。
中国では「無味是至味」という言葉があり、あまり味がしないことが
評価されます。日本では、お茶は旨味、苦味、渋味が折混ざったもの
がよく、旨味の強いお茶が評価されます。日本茶も持ってくればよかっ
たです。玉露の濃さにどんな顔をするか見てみたいものでした。

「南紹国茶」150元
中国茶器セット330元
茶合20元

ホテルにあったお茶のセット。
産毛がたっぷりのシルバーチップです。
甘い、甘い、甘い。
色もお湯の色のままです。甘露です。



松山は、保山市を縦に貫く高黎貢山の山脈の
南端部に位置します。直線距離にして約6kmの

すぐ東を怒江（サルウィン川）が流れ、怒江との
低差は約950mあります。日中両軍は、この地

で２年に及ぶ攻防戦を展開し、日本軍３０００人、
中国軍６７６３人の犠牲者を出し、１９４４年９月
７日、日本軍全員の玉砕で戦争が集結したとい
う地です。



龍陵抗日戦争記念館

芒市から松山へ向かうバスの中からは、今までになく、山々にお茶が
栽培されている光景を目にすることができました。標高２０００mを超える

高地ですが、覆いをしている茶園もみることもありました。
今回の旅では、日中戦争の戦跡を数カ所めぐりましたが、２０世紀に
なって、雲南の地に多くの日本人が長期にわたり住んでいたということを

初めて認識する旅となりました。そこにヤマチャがあったなら、
軍人は飲料としてお茶を利用したかもしれません。ビタミンの
供給源としてほぼ一年中利用することができたでしょう。お茶を
飲むということが、緊張を休める時間になったかもしれません。
この地での栽培のお茶の歴史、ヤマチャの存在などを調べれ
ば、わかることですが、孤立無援となった日本軍の健康と気持ち
を支えるものとしての茶があったのかもしれないと、そんなことを
考えていました。



保山博物館

１９９９年に建てられた新しい
博物館ですが、大変興味深い
展示品がありました。
左下は騰冲で見つかった明代の
青磁の茶碗、右の茶園の碑は
唐代のものです。写真の茶園は
そこには今も茶が栽培されてい
ます、ということでしょうか。
神農帝の像もありました。
そして、明の頃のお祭りで使われ
ていたという銅鑼もありました。
日本でさえ、小さな村の博物館に
ある資料にはいつでも大きな発見
があります。広い中国の地では
歴史を語る発掘がまだまだある

ことでしょう。





「嵩聖寺三塔」

唐代の南詔の文化を伝えています。
奥の院へ上がる途中にあった展示に
文様のある青磁の茶碗がありました。

魏山の街で、
チンポー族の
ゲストハウスで使った
素焼きの「ほうろく」が
ありました。
生活雑貨のお店で
大変面白かったです。
お茶は売られていなくて、
様々なハーブが
ありました。
飲むのだそうです。



巍山古城の城楼上で南詔古楽器演奏団の道教古歌の
演奏を鑑賞しました。この古城は明代に建てられたものだ
そうです。一番奥の左の方が、木魚を叩いていました。
日本のお寺で見る丸い形の木魚です。
それは楽器なのかと質問をすると、唐のころから、これは
楽器であって、日本で、これがお寺で叩かれていることは
知っているが、こちらでもそのように使うところもあるとの
ことでした。
木魚は、明末期に隠元禅師が日本に来て、黄檗禅の中で
広めたものですから、楽器という認識は日本人にはありません。
読経して眠くなるのなら音をならせばよいという、大衆への
布教のなかで、禅僧が使う魚の形の木が丸くなったのかと思って
いましたが、もともとこの形の楽器だったとは驚きました。

お茶が湿気てしまわないのか
気になる販売スタイル



雲南農業大学：
農業を専門とする農業大学は世界に３１あるが、そのうち２６がアジアにあり、その１８が中国にある。
雲南省には、中国全土の約7割に相当する動植物の 「原種」が集積しており、多様で豊富な生物資源の
「宝庫」になっているため、ここ雲南農業大学は生物多様性 (biodiversity) にかかわる世界的な研究拠点

となっている。
具体的には、「稲」、「タバコ」、 「植物病理」、「蜂蜜」、「茶」を主テーマとした研究センターが併設され、
ビジネスに直結する応用的研究が盛んで、中国の国家プロジェクトの多数を行っている。
「社会人教育学院」には約8000人の社会人学生が所属する農業を中心とした 「地域貢献型」の大学で、
すべての学部に修士課程があり、育種学、植物病理学、昆虫学、栽培耕作学などに博士課程がある。
1938年設立の雲南大学農学部を前身とし、現在は学生総数は12213人、教員1541人を擁し、
農業系学部を中心に53学部がある。また、東方蜂蜜研究所、煙草科学研究所、食品科学研究所等28の
産学官関連研究所を設立し、地域経済に密接に関連した特色のある教育研究が行われている。



茶学院での茶文化交流ということなので、日本茶を１１種持参し、
中国から日本に茶が伝わった時代からのお茶の製法や喫茶の
変遷を紹介したいと考えていろいろ準備してきましたが、
｢茶道｣ご所望ということで、師範大学同様、茶道の歴史と
盆略点前を紹介しました。
１００名近い学生に利休の思いを通訳して下さったのは、
鹿児島大学に６年の留学経験を持つ茶学院副教授の李教授でしたが、
途中で、これは茶学ではなくて哲学の部類であり難しい！と通訳を断念、
日本の「茶」の伝える文化の奥行きに思いをこめられ、何度も何度も
｢深い、深い」と言っておられました。

我々の到着が遅れたため、当初の半分の時間で
と言われたこと、師範大学に続き、ますます
｢情報」を伝える講座の形に違和感を募らせて
いたことなどから、話は端折り、早々にお点前に
移行させていただきました。
できることならば、お点前の後、雲南の白茶や
黒茶を挽いて、それを点ててみたいところでした。
白茶も黒茶も隣の部屋辺りからすぐ出てきそうで
した。彼らは、陸羽をどう捉えているのか、唐代、
宋代のお茶に思いを馳せながら、一緒にお茶を喫し、
語り合うような時間こそがほしかったと思いました。

雲南農業大学にて茶文化交流雲南農業大学にて茶文化交流



中国茶藝をなさる女子学生に隣で見て
いていただき、２服目は彼女が点てる
という目論みでしたが、それも時間切れ
でした。
お茶を召し上がった李教授の笑顔！
皆さんもお味見がしたかったことでしょう。
やはりここは、茶道の時間ではなく、
抹茶の時間にするべきでした。
抹茶の元である碾茶も持ってきていました。
石臼はないけれど、きっと、石臼か茶碾も
隣の部屋辺りから出てきたことでしょう。
覆い下という日本での工夫、その技術に
よってお茶がどうかわるのかという比較、
碾茶を挽いたときの色の変化、
茶筅での点て方による味の違いなど、
彼らの興味は尽きなかったことと思います。

赤いマフラーの方が、茶学院の邵院長です。
抹茶は、お茶の葉を全て体に取り入れられるので、
薬効的には 高のお茶の飲み方であり、昔は中国でも
そうしていたという歴史を学生に伝えておられました。
植物の薬効を上手に料理に活かす中国で、
お茶を粉末で取る形が廃れ、浸出液を飲むように
変わったのは何故なのか、気になっているテーマの
１つです。薬効が７割減にもなるのにです。
お料理そのものに茶葉を使っているということと、
香りが喫茶においてポイントが高いということかしら、
というご意見を伺いました。
もっともっといろいろと日中の茶の利用について比較をして
みたら、そこから、その奥にある様々な文化の形が比較
できたことと思います。



中国茶は発酵の妙により６通りの違いを楽しむお茶です。
発酵の浅い順に、緑茶、白茶、黄茶、青茶、紅茶、黒茶があり、
産地や品種ごとの味わいが大事です。
日本茶は、発酵による遊びをせず、蒸しや火入れの加減を
楽しむお茶です。品種はほとんがやぶきたです。
濃い緑や濃い黄色に出るお茶を見たときの顔や、
茎のお茶や茶色になるまで火入れをしたお茶など
彼らにとってお茶の概念をかえるようなこれら日本のお茶に
どんな反応をするかということが大変楽しみでしたが、
実際にお湯を入れる時間もなく、これら１１種のお茶は
すべてお土産ということで置いてきました。
とってもうれしそうでした。
急須が一番喜ばれました。抹茶も大人気でした。
熱湯を４０度に冷まして淹れる方法や急須の扱いなど、
一緒にできたら楽しかったと思います。
おいしい淹れ方を伝えたかったです。



Te と Cha と LaTe と Cha と La

農業大学についてバスを降りてからは大忙しでした。もうみんな準備して待っているというので、
着物を抱えて｢お茶室」に走りました。着替えながらも目は忙しく壁を這います。
お茶碗が年表とともにずらりと並んでいます。珠光青磁といわれる黄色も幾通りもあり、天目もそれは
それは美しい！黒も紫も微妙に違う光沢を放ち、ああ、それぞれでお茶を点てたいです。
お茶の色と茶碗の色との関係は文献に拠るものしかありませんが、実際に「使ってみる」ことをしなくては
「用の美」はわからないはずです。
鏡を見る間もなく会場に走る途中の廊下にも、気になる資料がいろいろ張ってあります。
そのうちの一枚はどうしても通り過ぎることができず、パチリ。

日本で言う「茶」は広東のchaを由来とする
もので、他にteを由来する地域とがありま
すが、その他、ミャンマーなどlaという地域

もあります。前述のラペソーのラです。でも、
日本ではこの「ラ」についての研究がまだ
されていません。
お茶をなんと発音するかを辿っていくことも
お茶の伝播を考える上で大事な要素なの
ですが、この表には雲南の少数民族がそ
れぞれお茶を何と呼ぶかが記されていた
のです。「ラ」と呼んでいそうな民族がある
ではないですか！
これ全部発音して下さい～と叫ぶも、これ
も叶わぬ夢でした。資料とか、教科書とか
是非いただきたいものです。
日本のお茶の教科書にはない情報が
たくさんありました。



もう一枚♪
基諾山ジノー族の凉拌茶の作り方が、コマ送りで記されてあります。茶葉は手で叩き、野生の山椒、つぶした
唐辛子を入れ、塩で味付けをして水を入れて出来上がり。飲みものというより、野菜感覚の食べるお茶のスープ

です。カラーのこうした詳細の文献があるというのは、知りませんでした。日本ではアクセスできませんでした。
個人旅行者がブログなどに提供している村の喫茶の様子などが、かろうじて「現実」を知る方法でしたが、
この大学にはこうした研究成果がきちんと蓄積されているようです。



茶藝(パフォーマンス？）にも様々な型があるわけですが、

茶は己との対話の際にも、他との会話を紡ぐにも、
また、集団の結束のためにも、いろいろに工夫され、
さまざまに人の歴史に取り入れられてきました。
云南の少数民族にとってのお茶のスタイルの違いは、
日本でいう関東と関西のおそばの汁の濃さの違いや
お雑煮の中身の違いといったレベルのことではなく、
民族衣装同様、彼らのアイデンティティーと密接な存在です。
こうしたパフォーマンスをお手本に、日本でも各地のお茶が
アピールできたら素敵です。日本でも消えつつある茶文化が
あります。若い人がこうした感覚で引き継いでいくような
仕掛けが日本でもできたらよいと感じました。

農業大学の学生が、今日の日のために
練習したという舞台を披露してくれました。
チベット族に伝わる方法でバター茶を
淹れるストーリーです。
新芽をモチーフにした衣装のお嬢さんが
柔らかに舞い、茶摘みの様子を表現します。
実際に火を起こし、目の前で加工して、
できたてを飲ませて下さいました。
音楽や振り付けは、実際のチベット族の
方法に倣い、彼らがアレンジしたそうです。
パフォーマンスだけでなく、踊りながら歌い
ながら、実際にお茶を淹れるというのは、
かなりの練習を重ねてきてこそできることです。
感謝です。





今回の旅で入手した雲南のお茶たち



雲南で入手したお茶を経堂にある「茶泉」という中国茶
の喫茶店で試飲しました。トーアン族の創世神話の詩を
翻訳された孔先生主催の「茶友の会」の集まりです。
中国茶数寄の集まるこの会では、高級茶は飲み尽くして
いても、こうした日常のお茶にはなかなか出会う機会が
ないため大変喜ばれました。蒸してある？炒めた？日干
し？などと、製茶へ興味が強く、楽しい報告会となりまし
た。会場には、すでにトーアン族の村に入って、そこのお
茶を商品化しているという業者さんもいました！！よい
お茶を探していたらそこに辿り着いたといいます。フルス
に魅せられて、現地で演奏法を学び、日本でフルス協会
を立ち上げて日本中に紹介して回っているという瓢箪笛
の名士もいました。雲南のお茶を囲んで、たくさんの輪
が広がりました。



台湾の茶業博覧会で会った雲南のお茶屋さん
李さんが、雲南農業大学の講義に聴講に
かけつけてくださいました。暮れにご家族で
来日し訪ねてくれました。後発酵茶の製茶期
（１１月）に体験をさせて下さると申し出て下さ
いました。

日本ではこのようなみる芽を摘むことはし
ませんが、早速チンポー族に倣い、小さ
な芽を摘んで釜炒り茶を作ってみました。
日本のやぶきたでも、素晴らしく滋味の
濃いお茶ができました！

今回の雲南
の報告を聞い
た九州の友
人が、修験の
山彦山では、
「ヤマチャを
摘んで土鍋で
炒ったお茶が
つくられてい
る」と送ってく
れました。い
ろいろ集まっ
てきていま
す！



では、お茶が儀式に使われるのはいったい何故なのか、水で
はなく、他のハーブではなく、何故お茶なのか。
雲南FWから戻った翌々月、東北の仮設住宅をまわって暖かい

お茶を振る舞うキャラバンに参加したのですが、
寥落とした光景に立ったとき、私の中に響いたのが「トーアン族
の創世の詩」でした。荒れ果てた地を眺めて心を傷めた「ちゃ」
という天の霊が勇気をふるって地に降りてきたこと、その霊か
らヒトが始まったことを伝える詩、その詩が心にこだましました。
天と地と人をつなぐものにお茶があったのです。トーアン族の
伝える茶文化は、今日の人とお茶の関係を示唆する重要な歴
史であると考えます。

日本ではお寺の重要行事の際に、茶道の家元
が献茶式を執り行っています。正式な装束を着
け、マスクをかけてお茶を点てます。自分の息が
お茶にかからないようにするのです。お茶は、
「日常茶飯」という言葉があるように、一方で人の
暮らしに非常に近い「ケ」の飲み物であり、他方
で極めて「ハレ」の場に登場する存在でもあるわ
けです。
お寺の重要行事になぜ献茶があるかという点は、
仏教の修行僧がお茶を伝えた歴史から説明がで
きますが、では、もともと仏教でなぜお茶がという
点になると、元の中国ではお茶と仏教との関係
がとくに明確に捉えられてはなく、仏教とお茶
は日本の文化ということになっています。
しかし、今回の旅で知った、村々にある特別な日
のお茶の形、雲南農業大学にあった少数民族の
伝える喫茶の形をみるなら、中国でもお茶は昔
から「儀式」の中にあったことがわかります。仏教
という概念形成以前の「いつか」から続いている
のかもしれません。



美しい棚田の文化を持つ雲南省



岡倉天心
『THE BOOK OF TEA』

１９０６年 フォックス・ダフィールド社（ニューヨーク）

東西区別なくそこにもし理があれば、それに従うべきであるし、

また美があればそれを追求すべきだと述べ、

その上で、天心は東洋の優れている点として茶道を挙げます。

茶道は、

日常生活のむさくるしい諸事実の中にある美を崇拝することを根底とする儀式である。

それは純粋と調和を、

人が互いに思い遣りを抱くことの不思議さを、

社会秩序のロマンティシズムを、

諄々と心に刻みつける。

それは本質的に不完全なものの崇拝であり、

われわれが知っている人生というこの不可能なものの中に、

何か可能なものをなし遂げようとする繊細な企てである。

（第一章、13頁）



日本で「茶文化」といえば、イコール「茶道」のことになります。

中国で「茶文化」という言葉が使われ始めたのは、比較的 近のことですが、

それは「茶の栽培」から「喫茶」まで、お茶に関する全てを指しています。

この点を抑えて、今後の茶文化交流が深まることを望みます。

また、茶道には抹茶の文化の茶道（いわゆる千家茶道など）の他に、

煎茶道があることは、日本でもあまり知られていません。

抹茶が宋から伝わった文化であるなら、煎茶は明から伝わった文化です。

明が終わるとき多くの文人が日本に亡命し、その際に中国の高い文化を日本に伝えました。

お茶も書も音楽も明の影響が強く、それは煎茶の文化に強く反映されています。

煎茶の点前も紹介していきたいです。

また、日本からは数々の団体が、茶道の点前のパフォーマンスに出かけていますが、

茶文化は見て学ぶものではありません。

茶席を一緒に作り上げる体験こそ時間をかけて提供していきたいと思います。

お茶の栽培や製茶に関しても、全くといっていいほど交流がありません。

何よりも大事な日常のお茶の研究も、両国で欠けています。

お茶の周辺、着物、染め、書、香、花での交流も必須です。

さらに、茶の原産地雲南と、雲南の茶文化の色が極めて濃い四国を

つなぐキーワード：棚田、うだつ、藍、後発酵茶、酸茶、うどんへの

研究も両国間の交流の歴史をひもとく研究の一端として極めて

重要な分野だと考えます。

たくさんの夢をつないで、

雲南FW２０１２の報告とさせていただきます。



走筆謝孟諌議寄新茶

柴門反關無俗客
紗帽籠頭自煎喫
碧雲引風吹不断
白花浮光凝椀面
一椀喉吻潤
両椀破孤悶
三椀捜枯腸
唯有文字五千巻
四椀発軽汗
平生不平事
尽向毛孔散
五椀肌骨清
六椀通仙霊
七椀喫不得也
唯覚両腋習習清風生
蓬莱山在何處

玉川子
乗此清風欲帰去
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皇帝からお裾分けされた新茶を堪能し
「仙人の境地」に例えた詩をつくりました

１杯目で「のどが潤い」
２杯目で「一人思い悩むことがなくなり」
３杯目では「はらわたにしみて腹中に納められていた

５千巻もの書物から文字が現れ」

４杯飲めば「軽くさわやかな汗を発し、
日ごろの不平不満が毛穴から去って行った」

５杯目で「からだが清くすがすがしくなる」
６杯目では「ついに仙霊に通じ、仙人の境地に達する」
そして
７杯目では「これ以上飲むことができなくなり、

羽が生えて仙人の世界に昇るように、
両脇に清風が起こるのを覚える」

後に・・・
お茶の美味しさ、喫茶のもたらす格別時間を綴った
唐代の詩人盧仝（ろどう）の詩を紹介します。

後に・・・
お茶の美味しさ、喫茶のもたらす格別時間を綴った
唐代の詩人盧仝（ろどう）の詩を紹介します。



ご静聴ありがとうございました。

2012年春


