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序論 

 

本研究の目的 －内モンゴルの茶文化— 

 中国内モンゴルのモンゴル文化には磚茶の文化がある。磚茶がモンゴルの乳文化と融合

した乳茶の文化である。 

 モンゴル人は遊牧民だった。遊牧民の生活は 5 畜とよばれるラクダ、ウマ、ウシ、ヤギ、

ヒツジの飼育によって成り立っている。様々な畜産物、肉、乳、毛、毛皮、などの生産に

よって生活がささえられてきた。多数の家畜を引き連れて草原を遊牧してまわり、伝統的

な住居も、ゲルと呼ばれる円筒形の、フェルトの布で囲まれたテントだった。食事の中心

も肉と乳を加工した乳製品だった。 

 しかしその遊牧民の生活がいつしか乳茶ときりはなせられなくなった。 

 モンゴル人の一日の食事は二茶一食だ。つまり、朝昼が茶、夕が食だ。茶というのは乳

茶である。朝昼の食事は乳茶なのである。 

 乳茶が大事なのは日常の食事のだけではない。接客においても、まず供されるのが乳茶

である。乳茶には、厳しいというわけではないが、精巧な作法がある。その作法をこころ

えていることが、乳茶を出す方にも、乳茶をいただく客人も必要だ。その作法にのっとっ

て乳茶をだし、いただくことによって、遠来の客を歓待するひと時、一日、一夕が楽しめ

る。 

 乳茶には、精巧な茶道具の文化もそなわっている。乳茶を注ぐ茶壺、銀製や木製、銅製

の茶碗である。茶壺にもさまざまある。銅製、銀製、陶器などで、その形、装飾も様々あ

る。 

 乳茶をいただくこと、それはモンゴル人にとって、いささか華やかでもある生活のひと

時である。磚茶自体も、遠く離れた華中華南から運ばれてくる高価な外来の嗜好食品だっ

た。 

 本論の目的は、そのような乳茶文化が遊牧民だったモンゴル人の生活のなかにしっかり

と根を下ろしてきたことをあきらかにしつつ、それがどのようにして形成されたのか、そ

して乳茶文化とはどのような茶文化なのかをあきらかにすることにある。これは、茶産地

が、モンゴルから遠く離れた中国中南部であることにおいても、注目すべき課題である。 

  

華中華南で形成された茶文化とモンゴル茶文化 

 中国は世界に冠たる茶文化の国である。 
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チャはツバキ科のツバキ属多年生常緑植物である。チャの栽培条件は、年平均最適気温

は 14℃～16℃、年間降水量は 1300mm～1400mm 以上が望ましい（村松敬一郎 1991）。

中国茶産地は中国モンスーン気候の華中、華南に集中している。茶は温暖多雨の照葉樹林

文化の産物だ。その照葉樹林が広大にひろがるのが中国の華南華中だ。 

茶文化はその華中華南から様々な形で世界にひろがり、様々な茶文化を作り上げた。日

本の緑茶文化も、ヨーロッパの紅茶文化もそんな多様な茶文化のひとつひとつである。し

かし磚茶文化も、重要な茶文化の一支流だ。磚茶は固形茶のひとつである。お茶は、おお

きく葉茶文化と固形茶文化にわかれる。紅茶や緑茶、ウーロン茶は、茶葉の形を残した葉

茶である。しかしそれとは異なる固形茶の文化が、モンゴルやチベット、新疆から中央ア

ジアなどにひろくひろがっている。固形茶とは茶の葉や茎を発酵させて固く固めた茶であ

る。世界の茶文化は、葉茶文化と固形茶文化をその両輪として世界に広がった。 

磚茶は固形茶のひとつであり、おもにモンゴルをはじめとする牧畜地方に広がった固形

茶文化だ。その磚茶がいったいどのようにして、遠く、砂漠と草原の国のモンゴルにまで

伝えられ、なにゆえにいかようにして遊牧文化のモンゴルにひろがり、乳茶文化の形成に

いたったのか。何故磚茶だったのか。本論では、こうした謎の解明をめざす。 

 

茶馬交易 

その際、特に注目したいのは、茶馬交易である。華中華南の照葉樹林文化の産物の茶文

化が、遠くモンゴルにまで伝えられるにあった最重要の手段が茶馬交易であったからであ

る。すなわち、照葉樹林の産物である茶がモンゴルにまで運ばれて、南方の中国には欠け

たウマと交換された。この茶馬交換が、茶をモンゴルにまで送る交易を支えた。 

中国の歴史は、北方遊牧民族と黄河以南に分布する農耕漢民族との抗争の歴史であった。

中国の国土が大きく拡大するときは、漢や唐の時代のように、農耕民の漢族が西域や北方

乾燥地域にまで支配圏を拡大するか、元や清朝時代のように北方乾燥地の民が、南方農耕

民地域を支配した時である。 

そういう乾燥地民族と湿潤農耕文化民族との潜在的対立のなかで、後者は軍事力にも荷

役畜にもなるウマを必要とし、乾燥地の民は、植物文化の香りと覚醒や安息の効果もある

茶を求めた。それゆえに生まれることになったのが、茶馬交易である。 

茶馬交易は北方ではシルク・ロードの交易とも結びついて、西域にまでも伸びた。シル

ク・ロードの交易をささえたのは絹馬交易だといわれているが、ここでは茶と馬の交易の

重要性に注目する。茶馬交易は、18 世紀以降、北方は現在のモンゴル国のロシア国境キャ
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フタまで伸びる。シルク・ロードより長くないが、茶馬交易路も東アジアを南北に貫いた。

これはロシアにまで、いくつもの民族文化を横切りつつのびる、国際色豊かな交易であっ

た。 

 しかし茶馬交易はそれだけ、南北対立の民族紛争に巻き込まれやすい交易路であり、

しばしば中断の憂き目にもあった。それにもかかわらず茶馬交易は、内モンゴルにおける

磚茶文化形成におおきなやくわりをはたしたのである。 

 

 このような問題意識に基づいた本論文の目的は、したがって①中国茶がどのようにして

モンゴルへ伝播し、普及したか、②どのようなモンゴル独特の茶文化が形成されたか、③

その茶文化はどのようなものであったかを明らかにすることにある。 

 

具体的には、以下の三つの問題を解明することをめざす。 

① 植物としての茶の性質、内モンゴルの歴史自然環境、中国茶の産地及び種類につい

て論じることによって、モンゴル地域と中国茶産地の関係を明らかにする。 

② 茶馬交易を分析することによって、茶がどのようにモンゴルへ普及し、モンゴルに

磚茶文化が定着したかを解明すること、 

③ 茶馬交易によって普及された茶が牧畜文化とどのように融合したかをモンゴル乳茶

文化から明らかにすることの三つである。 

 

これまでの研究 

 

モンゴル茶文化に関する研究が、これまで多方面から進められ、多くの成果が挙げられ

てきた。次に、その諸研究を、以下の二つの内容でまとめておきたい。 

 

食文化の視点からの研究 

 

Lobsangcuidan 

1981 mongGul jang aGali yin uilbUri (モンゴル文『蒙古民俗鑑』)内蒙古人民出版社 

burintegUs 

1997 mongGul jang uile yin nebterkei toli aju aqui yin bodi  (モンゴル文『蒙古民俗百科全

書・経済巻』)内蒙古科学技術出版社 
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顔其香主編 

2001 『中国少数民族飲食文化集』商務印書館 

小長谷有紀 

2005 『世界の食文化③モンゴル』東京印書館 

沙日娜  

2013 『内蒙古飲食文化』内蒙古人民出版社 

Da,caGan 

1992 sUnid yin jang aGali (モンゴル文『蘇尼特民俗志』)内蒙古人民出版社 

Jo,serengdongrub 

2006 UjUmUcin no ulamjilaltu ideken umdaGan no soyul  (モンゴル文『ウジムチン伝統飲食

文化』) 内蒙古人民出版社 

 

以上の諸研究は、モンゴル民族誌と内モンゴル各地区の地方誌である。主に、モンゴル

乳茶の種類、作法、しきたりなどの叙述があり、モンゴル茶文化の基礎資料である。 

 

茶交易に関する研究 

 

艾梅霞（米）著範蓓蕾訳 

2007 『ティーロード』中信出版社 

鄧九剛  

2000『茶の道』内蒙古人民出版社 

ヴイクダー・H・メア アーリン・ホー著忠平美幸訳 

2010『お茶の歴史』河出書房社 

包慕萍 

2007『モンゴルにおける都市建築史研究―遊牧と定住の重層都市フフホト』東方書店 

 

艾梅霞氏はモンゴル国で働いた経歴があるアメリカ人である。『ティーロード』は 18 世

紀から栄えた中国清朝とロシアの間の国際茶貿易をモンゴル国の視点から解説したもので

ある。 

鄧九剛氏は内モンゴルフフホト出身の歴史作家である。鄧九剛氏が中国とロシアの間の

国際茶交易に活躍した山西商人の商業活動及び商業活動の拠点となったフフホトを中心に



5 
 

論じた。 

ヴイクダー氏の『お茶の歴史』では「ダライ・ラマの名前の由来－チベットとモンゴル

の磚茶」という題名で論じられている。 

艾梅霞氏の研究は、モンゴル国のみに限られている。モンゴル茶文化を論じる際、モン

ゴル高原を南から北へ横切る国際茶貿易の重要な中継地である内モンゴルの位置が重要で

ある。 

鄧九剛氏は内モンゴルを中心に活躍した漢人商人に着目して、茶交易を論じたが、モン

ゴル茶文化についての記述が少ないである。 

包慕萍のモンゴルにおける都市建築史研究は主にフフホトを中心にモンゴル都市建築歴

史をその時代背景と結びついて論じた。清朝とロシアの遠距離中継交易及び交易によって

栄えたフフホトの空間構造などを詳しく検討し、茶がモンゴルへどのように普及され、茶

交易がモンゴル社会にどのような影響を与えたかを理解するうえで貴重な研究となる。 

 

調査期間と調査方法 

 

研究方法は、フィールドワークによって得た調査資料の分析と文献資料分析である。 

筆者は、2010 年～2014 年のまでの 5年間にわたって、継続的にフィールドワークを行って

きた。調査地は以下の通りである。 

② 中国内モンゴル自治区の首府フフホト市、通遼市、興安盟、シリンゴル盟 

②中国雲南省西双版納ダイ族自治州、湖北省赤壁市 

③ 日本宮崎県西都市銀鏡、 

フィールドワークでの調査は、筆者がモンゴル語、中国語、日本語を使用した。 

 

調査の主な経緯は下記の通りである。 

 

(1)2010 年 3 月 9 日～2010 年 3 月 22 日：中国雲南省西双版納ダイ族自治区における茶産地

の調査 

(2)2010 年 8 月 3 日～2010 年 9 月 12 日：中国湖北省における磚茶工場の調査 

(3)2011 年 8 月 7 日～2011 年 9 月 17 日：中国内モンゴルフフホトにおける茶文化調査 

(4)2012 年 1 月 20 日～2月 10 日：中国内モンゴルにおける農耕モンゴル人村落調査 

(5)2012 年 7 月 13 日～2012 年 9 月 2日：中国内モンゴルフフホト市、通遼市における茶交
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易、旅蒙商人調査 

(6)2013 年 4 月 9 日～2013 年 11 月 25 日：中国内モンゴル通遼市、興安盟、フフホト市に

おける農耕モンゴル人村落及び茶文化調査 

(7)2014 年 5 月 1 日～2014 年 5 月 6日：日本宮崎県西都市銀鏡の自家製茶調査 

(8)2014 年 7 月 17～2014 年 18 月 14 日：内モンゴルシリンゴル盟の牧畜食文化調査 

 

以上の調査は、以下の科学研究助成の支援を得た。 

 

(1)平成 20～25 年科学研究補助金(基盤研究(S))「牧畜文化解析によるアフロ―ユーラシア

内陸乾燥地文明とその現代的動態の研究」(課題番号 21221011) 研究代表者 嶋田義仁 

(2)平成 26～29 年科学研究補助金（基盤研究（A））「アフロ・ユーラシア内陸乾燥地文明の

歴史生態人類学的研究」(課題番号 26257003) 研究代表者 嶋田義仁 

 

論文構成 

 

本論文は、三部から構成される。 

第Ⅰ部「モンゴル高原と中国茶」は、植物としての茶の特徴、内モンゴルの自然・歴史

環境、中国茶の産地、種類について論じるものであり、内モンゴルと茶産地の地理的、歴

史的関係を明らかにする。３章からなる。 

第１章では、植物としての茶の性質について論じる。 

第 2章では、内モンゴルの自然環境、歴史環境について論じる。 

第 3章では、中国茶の産地、種類、製造方法について論じる。 

第Ⅱ部「茶のモンゴルへの伝播と確立」は、茶がモンゴルへどのように伝播し、普及さ

れたかを論じる。5章からなる。 

第 4章では、唐代～明代までの茶馬交易による茶のモンゴルへの伝播を論じる。 

第 5 章では、茶馬交易路と中国茶の種類を整理することによって中国茶文化の基礎構造

を考察する。 

第 6 章では、清朝の対モンゴルの諸政策に着目しながら、漢人商人によるモンゴルへの

茶の普及を考察する。 

第 7 章では、モンゴル人が茶交易にどのように参入したかを、モンゴル高原を南から北

へ横切る遠距離交易ルート、ラクダ隊商、遠距離交易によって栄えたモンゴル商業都市の
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構造から明らかにする。 

第 8章では、モンゴル茶文化の近・現代的発展について論じる。 

モンゴル経由の茶交易を世界茶貿易の中で論じ、家畜に頼る茶交易の世界茶文化のお

ける位置づけを試みる。 

 また、多彩、多様なモンゴル茶文化が中華人民共和国社会主義政策によって、どのよ

うに変化したかを考察する。 

第Ⅲ部「モンゴルにおける茶文化」は、内モンゴルにおける茶文化を、牧畜民の食生活

を乳茶、農耕民化した牧畜民の特有料理と乳入れない茶に代表させて検討して、モンゴル

茶文化の文化的、社会的側面を論じるものである。4章からなる。 

第 9 章では、牧畜民の食を支えた乳製品と肉類料理の加工方法、特質を考察して、朝、

昼には乳茶と乳製品、夕飯には肉料理をとる「二茶一食」の食事バターンを解明する。 

第 10 章では、モンゴル乳茶の作法、利用方法について論じて、乳茶が牧畜民の社会生活

とどのようにかかわっているかを明らかにする。 

第 11 章では、モンゴル風乳茶に使われる飲茶道具を道具の素材、施される文様の二点か

ら分析して、モンゴル茶道具の特徴を明らかにする。 

第 12 章では、農耕モンゴル人の特有地域料理と乳茶をとりあげ、農耕化したモンゴル人

の食文化の変化を明らかにする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅰ部 

内モンゴルの自然歴史環境と中国茶 
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1 章 植物としてのチャ 

 

1 節 茶樹 

チャは嗜好飲料植物として人類が利用しはじめてから、2000 年あまりの歴史がある（橋

本実 1988：90）。チャ（Camellia sinensis (L.) Kuntze）はツバキ科のツバキ属の多生

常緑植物であり、二つの変種がある。温帯地域の小葉種（中国種 var. sinensis）と熱帯地

域の大葉種（アッサム種 var. assamica）である。しかし、その中間型も多数存在してい

る。 
 

大葉種と小葉種 

大葉種は、直立型喬木である。樹高は、10ｍを超えるものもあり、葉のサイズは 12×4cm

以上になる。小葉種は樹高が 2～3m ほどの灌木型であり、地上ですぐ枝分かれする。葉の

サイズが大葉種より小さい。葉の形は、小葉種葉は短楕円、尖っているものなど様々があ

り、表面は平滑である。大葉種の葉は長くて先端が尖り、表面にしわがある。 

大葉種の茶は発酵しやすく、主に紅茶に使用される。小葉種の茶は発酵しにくく、緑茶

に適している。大葉種は寒さに弱いが、小葉種は耐寒性が強い。大葉種は主にインド、ス

リランカ、インドネシアなど熱帯地域で栽培に適され、小葉種は中国、日本、トルコなど

温帯地域や、インド、スリランカの高山地で栽培されている（表 1-1）。 
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表 1-1 茶樹二大種の特徴 

                                     出典：森田明雄ら 2013 

 

一元説と二元説 

飲茶の発祥地は中国であることは言うまでもないが、野生植物のチャ樹がいつから栽培

植物として利用されるようになったかはまだはっきりしていない。中国のどこが茶の原産

地であるか議論がなされてきたが、原産地に、二元説と一元説がある。 

二元説は、欧米で有力で、インドのアッサム地方と中国の東南部が二つの原産地とみる。 

一元説は、橋本実氏をはじめ中国・日本の研究者たちが提唱している。その原産地は、

台湾からインドにかけての照葉樹林地帯の中心部にあたる中国の四川、雲南、貴州地域だ

とする。 

一元説の有力な証拠は野生大茶樹の発見である。貴州省務川の老鷹山に樹高 6m 余の十数

株の野生大茶樹の群落が発見されたのに始まり、雲貴高原地域で野生茶樹が次々と発見さ

れている。筆者は、2010 年、日本でも人気があるプーアル茶の産地である中国雲南省の西

双版納ダイ族自治州を訪れ、雲南大野生茶樹の一つ「南糯山古茶樹」を実見した。西双版

納ダイ族自治州は、ダイ族、ハニ族、ジノー族など 11 の少数民族が共存している多民族地

域である。ダイ族は低平地で水田耕作をしてきたが、ハニ族の集落は山腹にあり、主に焼

き畑を営んできた。そのハニ族がチャの栽培も行わっている。南糯山は海抜 1500m 前後で

あり、古茶樹の樹齢は 800 年以上、樹高は 5.48m であった（写真 1-1、1-2）。 

 大葉種（アッサム種） 小葉種（中国種） 

茶樹の形状 喬木型、直立 潅木型、地上ですぐ枝分かれ 

樹高 10ｍ超えるものもある 2～3m 

葉形 長く先端が尖り、表面にし

わ 

短楕円、葉の先端は尖っているものなど

様々、表面平滑 

葉のサイズ 12×4cm 以上 9×3cm 以下 

酸化酵素の活性 発酵しやすい 発酵しにくい 

耐寒性 弱い 強い 

用途 紅茶向き 緑茶向き 

茶樹経済的寿命 30～40 年 50 年 

主な栽培国 インド、スリランカ、イン

ドネシア、アフリカ諸国 

中国、日本、トルコ、南米、イラン、イン

ドやスリランカの高地など 
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写真 1-1 南糯山古茶樹           写真 1-2 古茶樹茶 

 

2 節 チャ栽培条件 

 

チャは種子、挿し木によって栽培される。茶樹が種子を付けるまでには 4 年～12 年を要す

る。茶樹が収穫（摘採）に適するまで成長するには 3 年かかる。 

チャが中国外で栽培された国の第一は日本である。801 年留学僧最澄が天台山より種子を

持ち帰り叡山に植えたのが日本最古の茶園とされている（岡倉天心 2005：43）。そして 19

世紀、イギリス東インド会社が中国から茶を輸入し始めるが、イギリスはその後植民地イ

ンドやセイロンでチャ栽培を成功させた。チャは現在アフリカ(ケニア、カメルーン)など

世界のひろい範囲で栽培されるようになった。 

チャの栽培には気温や降雨量など気象条件のほか土壌条件の考慮も必要である。チャの

栽培条件は以下の如くである（松下智 2002、村松敬一郎 1991）。 

① 栽培可能な年平均気温は 11 度以上、最適気温は 14 度～16 度である。 

年平均気温が 11 度以下になると霜害や凍害受けて茶栽培が不可能になる。年平均気温が

11℃以上あっても、冬の気温が低いと、凍害や霜害が起こる。そのため、茶栽培には冬の

気温調整が重要である。日本では、古くから茶樹を被覆する防霜対策がとられてきた。最

近では防霜ファン（扇風機）が普及している。 

しかし、平均気温が 17 度～18 度を超す暑い地域では、冬に十分な低温に遭遇しないため、

茶樹の冬の間の休眠が浅くなり、新芽の生育が不揃いになりやすくなる。そのため、被陰

樹の混植が茶園に必要となる。古くから高山・山間部で銘茶が出るのは雲や霧に恵まれ自

然の被陰効果があったからである。 

② 年間降水量は、1300mm～1400mm 以上 

③ 土壌は排水性、通気性がよく、pH4～5 程度の弱酸性が望ましい。  
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現在、栽培茶の分布の最北限は黒海に面したグルジア共和国とそれと近隣するロシア領

である。最南限は南アフリカと南アメリカのアルゼンチである。 

 

 
地図 1-1 栽培茶の主な分布地 

出典：橋本実 1988：98 を基に作成 

 

3 節 茶の成分と機能 

 

古代医書からみた薬用性 

「茶はもともと薬として用いられ、後に飲み物となった」と岡倉天心の『茶の本』の冒

頭に書かれている。 

茶は古代には薬と考えられていた。それが時代とともに次第に日常化して、嗜好飲料に

変わった。中国、日本の薬書には、茶の薬用性に関する記述が数多く記載されている。『茶

経』に収録された茶の薬効をみると、覚醒作用、元気回復、軽身羽化などである。羽化と

は、羽化登仙の神仙思想の羽化であり、茶を神仙思想と結びつける傾向は、宋の時代まで

見られる（岩間真知子 2009：43）。 

日本臨済宗の開祖、宋で二度にわたる修行をした栄西の『喫茶養生記』には、「諸々の薬

は一種の病の薬であるが、茶は万病の薬である」とある。日本でも茶は薬として認識され

てきた。古代中国では茶の薬効について、二つの面から注目している。 
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一つは、養生薬である。茶は病気を予防する薬であり、病気を治療する薬ではないこと

が古典の中から読み取れる。神仙思想は長生不老のことであった。長生不老のため茶を服

用する。飲み続けると病気にならない、養生効果が期待されることが表している。それ故、

万病の薬である。 

第二は、覚醒作用である。それ故、茶は仏教僧侶たちの瞑想に用いられ、仏教と深い関

係を結んできた。 

 

チャの成分と効能 

茶の効能は、現代の科学的研究によっても次々と明らかにされている。 

まず、チャ葉にはカフェインが含まれている。1827 年フランスの科学者がチャ葉からカ

フェインを分離した。カフェインは脳を興奮させる覚醒作用がありながら依存性がある。

すなわち、カフェインを摂取し続けすると、それを反復して摂りたい欲求が生じるのであ

る。カフェインは茶の苦み成分でもある。 

チャ葉にはカテキン類も多く含まれる。カテキンとはタンニンとして知られていた渋み

成分である。カテキン類の作用と効能については多方面で注目されている。 

報告されている茶の主な健康効能作用を表 1-2 にまとめた。 

 

表 1-2 茶の主な健康効能 

抗酸化作用 抗炎症・抗アレルギー作用 

抗突然変異作用 肝臓機能保護作用 

遺伝子保護作用 抗肥満作用 

抗ガン作用 抗菌・抗ウイルス作用 

血中コレステロール上昇抑制作用 抗う蝕作用 

血小板凝集抑制作用 腸内フローラ改善作用 

血圧上昇抑制作用 免疫機能改善作用 

脳卒中とその進展抑制作用 脳・自立神経系調節作用 

血管内河機能保護作用 認知障害予防作用 

抗動脈硬化作用 リラックス作用 

高脂血症抑制作用 血糖上昇抑制作用 

             出典：衛藤英男、冨田勲ほか 2013：23 
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人は肉体的あるいは精神的に強いストレスをうけると酸化ストレス状態におかれる。こ

れによって生じる疾病は、体内の抗酸化性物質によって緩和される。茶には抗酸化作用が

ある。それ故、茶を飲むとストレスが解消され、病気にならないという予防効能がある（衛

藤英男、冨田勲ほか 2013：22）。 

抗突然変異作用というのは、発ガン性がある物質は強い突然変異活性があるが、チャ葉

のカテキン類にはその活性を失わせる作用があるということである。また、抗ガン作用、

遺伝子保護作用などもこの作用に由来する（衛藤英男、冨田勲ほか 2013：22）。 

古代医書に記述された養生効能は主にカテキン類の健康効能に由来する。 

チャ葉には、アミノ酸の一種であるテアニンも含まれている。特に、日本の被覆栽培の

茶に多い。被覆により茶葉のテアニン成分が増加するという。テアニンは茶の旨味成分で

あり、リラックス効果をもたらす。覚醒、興奮効果を示すカフェインを含む茶には、人を

リラックスさせ、落ち着かせる効果もあるのである。 

僧侶たちが瞑想のため茶を飲むのは、カフェインとテアニンの覚醒・興奮・リラックス

効能を利用していた。 

チャ葉には、ビタミン類、ミネラルなども多く含まれている。 
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2 章 内モンゴルの自然と歴史 

 

1 節 内モンゴルの自然環境 

地形 

モンゴル高原の大部分は標高 1000m 以上である。高原の真ん中にゴビ砂漠が横たわって

いる。昔からゴビを中心に、ゴビ南モンゴルとゴビ北モンゴルとに分けられてきた。中国

文献では、「漠南蒙古」と「漠北蒙古」と記載されてきた。現在の内モンゴルはゴビ南モン

ゴルであり、モンゴル国はゴビ北モンゴルである。 

内モンゴルはモンゴル高原の最南端に位置する。地形は内モンゴルの東北から西南方に

かけて、大興安嶺、陰山山脈、賀蘭山が繋がって横たわっている。これらの山脈の北、西

北側には、標高 1000m 以上内モンゴル高原地帯が広がる。山脈の南側は 500m 以下の低平

地である。東側の平原には、西遼川とその支流が流れる西遼川平原があり、西側の陰山山

脈の南には黄河が流れる河谷平原が広がる。トメト平原と河套平原である。 

 

 

地図 1-2 モンゴル高原地形 
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降水量 

モンゴル高原を囲む大興安嶺、陰山山脈の山脈はモンゴル高原に吹き渡る風をさえぎる。

そのため、山脈の北側と南側の気候が大きく異なる。山脈の南側は、年平均降水量が 300mm

～500mm ある夏雨型のモンスーン気候帯になる。気温も温かいである。山脈の北側は年間

降雨量 300mm 以下の冷涼な乾燥地が広がる。 

内モンゴルの西部は、ゴビ砂漠に接する地域であり、著しく乾燥した砂漠地域（年平均

降水量 100mm～50mm 以下）が広がっている。 

 

    

 

         地図 1-3 モンゴル高原年平均降水量 

         出典：藤田昇、加藤聡史ら 2013：14 
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気温 

 気温も異なる。大興安嶺山脈の内陸側は、寒冷な偏西風が吹きわたされる。内モンゴル

最北端のフルンボイル市は年平均気温-6 度～-3 度の寒冷地である。 

しかし大興安嶺山脈の南側にある通遼、赤峰市は、冬の偏西風がこの山脈に遮断され、

年平均気温が 0 度～6 度の冷温帯地域となる。 

他方、内モンゴル西部のゴビ砂漠地帯になると、年平均気温が 9 度以上温暖地帯になる。 

  

   

 

地図 1-4 モンゴル高原年平均気温 

          出典：藤田昇、加藤聡史ら 2013：13 

 

植生 

内モンゴルの植生も、多様な自然環境に応じて多様である。 

年降水量は 300mm 以下の乾燥地が広がる内モンゴル西部にはステップ草原が広がり、一

部は沙漠である。中部には湿潤草原地帯(300mm～500mm)が広がる。 

降雨が多い大興安嶺には森林が広がる。 
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牧畜と農耕 

大興安嶺陰山山脈内陸側のステップ草原地帯では、おもにウシ、ヒツジ、ヤギ、ウマ、

ラクダの五畜が飼育される牧畜が行われている。 

最も乾燥がすすんだ内モンゴルの西部とオルドス高原では、砂漠地帯に適したラクダ、

ヒツジ、ヤギが主に飼育される。比較的湿潤な内モンゴル中部と東部では、ウシ、ウマ、

ヒツジ中心の牧畜が行われてきたが、最近ではヤギの飼育も増えている。 

大興安嶺東南部西遼河の支流シラムレン川流域は、比較的温暖な気温と、降水量に恵ま

れ、農牧混合地である。 

黄河とその支流が流れる陰山山脈の南麓の河套平原も、農牧地帯である。 

 内モンゴルの自然区分を改めて分類すると、牧畜地帯と農牧地帯と分けられる。牧畜地

帯は、さらに森林湿潤地帯、乾燥ステップ草原地帯、砂漠地帯と三つに分けられる。農牧

地帯は、内モンゴル高原外側河川沿い平原地帯に形成されている。 

内モンゴル全体がチャの栽培に適していない地域である。モンゴルで愛飲されているモ

ンゴル茶の原料は中国南方から輸入されているのである。 

 

2 節 内モンゴルの歴史 

 

内モンゴルは中国の五つの少数民族自治区の 1 つである。1947 年内モンゴル自治政府が

成立した。1949 年、中華人民共和国が成立すると、内モンゴル自治政府が中華人民共和国

の自治区になった。内モンゴルは中国語の表記であり、モンゴル語で「ウブリ・モンゴル」

という。日本語で直訳すると、南モンゴルである。日本の内モンゴルという表現は中国語

から引用したものである。なぜ異なる表現が同時に使われるようになったかをモンゴルの

歴史を遡って考えてみよう。 

 

1．古代モンゴル 

 

モンゴル帝国 

ゴビ砂漠を内包したモンゴル高原は、遊牧民の生産と活動の舞台となってきた。かつて、

匈奴、契丹など幾多の遊牧民族の興亡があった。モンゴル人が歴史舞台に登場したのは 12

世紀半ばである。すると 1206 年、チンギス・ハーンが諸遊牧部族を統一して、ユーラシア

大陸の大半を占めるモンゴル帝国の基礎を築いた。その後継者たちは領土を南、東、西へ
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拡大した。モンゴル帝国は、モンゴル高原に君臨するモンゴル皇帝（大ハーン）を中心に、

各地に分封されたチンギス・ハーンの子孫たちが支配するチャガタイハン国、ジョウーチ

ハン国、イルハン国からなる連合体帝国構造をなした。 

1271 年、フビライは大ハーンの国号を大元と改称した。翌年大都(北京)の建設を始めた。

1276 年には、南宋の首都杭州を降して肥沃な江南を支配下においた。中国史における大帝

国元朝の成立である。 

 1368 年、明朝を建国する朱元璋によって元朝は滅ぼされた。 

 

北元 

モンゴル高原へ退却したフビライの皇統は「大元」の国号を使い続け、モンゴル諸部族

を統治し続けた。モンゴル史における北元である。しかし、明朝はモンゴル人が大元の後

裔であることを否認した。モンゴル人は自らモンゴルを自称とし続けたにもかかわらず、

明朝はモンゴルを「韃靼」と呼んだ。この時代の中国史書においてもモンゴルは「韃靼伝」

に記された。韃靼は本来モンゴル高原の一遊牧部族の名であった。 

 1447 年、フビライの皇統であるバト・モンケはダヤン・ハーンと称して、モンゴル高原

にあった諸部族を再統一した。ダヤン・ハーンのもとで、モンゴル諸部族の再編成が行わ

れた。モンゴル人は六つの大部族に分けられた。そして三部族ずつ左右つまり東西に分け

られ、左翼モンゴル、右翼モンゴルと称された。左翼モンゴルを構成したのはゴビ砂漠東

北に分布していたハルハ、チャハル、オリヤンハンの 3 部族であった。右翼モンゴルを構

成したのはトメト、オルドス、ユンシェーブ 3 部族であった。そしてダヤン・ハーンの子

孫をそれらの六つの部族の首長とした。 

 ダヤン・ハーンとその直系の子孫はチャハル部を支配した。チャハル部の長が大ハーン

として、全モンゴルを統括する連合体制が築かれた。 

 モンゴル人はゴビ砂漠を中心に、モンゴル諸部族を南モンゴルと北モンゴルに分けてき

たが、ダヤン・ハーンの再編成によって、モンゴル諸部族は左右に分けられ、西部モンゴ

ルと東部モンゴルという分け方も用いられるようになった。 

 1547 年から、右翼モンゴルのトメト部のアルタン・ハーンが勢力を拡大した。その結果、

チャハル部が圧迫され、大興安嶺の東に移動した。アルタン・ハーンは大ハーンに代わっ

てモンゴルの実権を握った。この時期、アルタン・ハーンによって、現内モンゴルの首都

となるフフホトの建造、チベット仏教の再導入などが行われた。 

 アルタン・ハーンの死後、1604 年に即位したチャハル部のリンダン・ハーンがモンゴル
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の再統一を試みた。しかしリンダン・ハーンは病死した。リンダン・ハーンの息子が満州

人のヌルハチが立てた後金に降伏し、大元の玉璽（皇帝の印章）を献上した。1636 年、後

金は国号を大清国にして、モンゴルの大ハーンとして君臨することになった。モンゴル人

は「韃靼」から「モンゴル」という名も回復した。 

 

清朝時代 

チャハルの降伏により、ダヤン・ハーンの再編成した部族連盟は、左翼モンゴルのハル

ハ諸部を除いてすべてが清朝支配下にはいった。しかしハルハ部はモンゴル高原の西北部

に割拠していたオイラト部と同盟関係を結んだ。清朝に朝貢を行ったが、朝貢国としての

自治を保持した。 

オイラトはフビライとハーン位を争ったフビライの弟の子孫の直轄部族であり、ダヤ

ン・ハーンの統治政権にも入っていなかった。 

しかし、17 世紀後半、オイラトの政権を握ったジュンガル部のガルダン・ハーンがハル

ハに侵攻した。ハルハは清朝の庇護を求め清朝に服属した。 

1696 年清康熙帝は、ハルハの土地を取り戻す名義でガルダン・ハーンを討伐する戦争を

開始した。ジョーン・モド戦でガルダン・ハーンは敗走し、1697 年病死した。その後、ジ

ュンガル部と清朝は友好関係を結ぶ。しかし、1715 年、ジュンガル部が再び反乱を起こし

た結果、清朝に鎮圧され、1758 年、西モンゴル全体が清朝支配に入った。 

清朝は、モンゴル諸部に盟旗制度を実施した。清朝皇帝から旗に領地を与え、部族長を

旗のザサク（旗長）に任命した。ザサクになった王公たちは王府を建造し、領民は旗内で

移動放牧をするようになった。この時期から、モンゴルの部族名がその領地の地名となっ

た。 

清朝は、初期に征服した南モンゴルを「内属ザサク」、北モンゴルを「外藩ザサク」に再

編成した。それ故、清朝時代から内モンゴル、外モンゴルの呼び名が出現した。 

1723 年から清朝による漢人農民のモンゴル地域への移民政策が実施された。これにより

モンゴル地域には漢人移民が殺到し、内モンゴルの農耕可能地域での農耕化が進んだ。モ

ンゴルに移住した漢人は、モンゴル王権ではなく新たに設立した清朝の政府機関に管理さ

れた。モンゴルには、モンゴル人社会と漢人社会が併存することになった。 

ロシアと清朝のキャフタ条約が結ばれ、清朝とロシアの交易活動が活発化すると南モン

ゴルは遠隔国際貿易の交易拠点となった。 

南モンゴル社会は劇的な変化を経験していくことになる。 
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2．内モンゴル 

 

1911 年～1949 まで 

 1911 年、清朝が崩壊した。すると外モンゴルのハルハの王公たちは活仏のジェブツンダ

ンバ 8 世を元首に推戴して、清朝からの独立を宣言した。ジェブツンダンバ 8 世はボグド・

ゲゲーン（お聖人様）とも呼ばれていたため、後にボグド・ハーンと呼ばれることとなる。

中国では 1912 年、中華民国が成立した。内モンゴルは中華民国の一部と見なされた。これ

により、内モンゴルと外モンゴルは分断され、別々の道を歩むことになる。内モンゴルは、

綏遠省、察哈爾（チャハル）省、熱河省という三つの省に編成された。 

 中華民国の政情は安定せず、軍閥の勢力争いが続いた。内モンゴルも軍閥に支配された。

軍閥は軍事費などを充実するため、漢人農民を招いてモンゴル土地の開墾を進めた。1930

年代日本に占領される前まで、内モンゴルにおいて大規模の漢人の移住が行われた。 

1932 年、日本の主導のもとで中国東北地域では満州国が成立した。東部モンゴルは満州

国統治下に入った。1937 年、日本軍はフフホトに入って、シリンゴル盟のドムチョクドン

ロプ（徳王）を主席とする「蒙古連盟自治政府」（蒙疆政府）を成立させた。終戦後の 1947

年、満州国統治下の東部モンゴルと蒙疆政府下の西モンゴルを統一した内モンゴル自治政

府が創設された。2 年後、内モンゴル自治政府は中華人民共和国の最初の自治区となって現

在に至っている。 

 中国及び外国において内モンゴル自治区と称されるが、モンゴル人自身は南モンゴル自

治区という自称を使い続けている。内モンゴルの東部についてもモンゴル人はダヤン・ハ

ーンのモンゴル再編に従って東部モンゴルと呼び続けている。 

 

1949 年以降 

 中華人民共和国の自治区なった内モンゴルは、社会主義改造政策、10 年にわたる文化大

革命などを経験した。それは内モンゴル人にとっては中国政府による大弾圧を受けた時代

であった。この時期の内モンゴルの歴史については楊海英の司馬遼太郎賞受賞した『墓標

なき草原上、下』に詳しい。 

  

内モンゴル自治区の総面積は、118 万平方kmであり、日本の約 3 倍もある。総人口は 2,500

万人あるが、そのうちモンゴル人の人口は 400 万人弱にすぎない。モンゴル族以外、朝鮮

族、満州族、回族、ダグール族、エヴンェンキ族、オロチョン族などの少数民族が 100 万
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人ぐらいいる。残りの 2,000 万人は漢民族である。漢民族が内モンゴルの圧倒的多数派に

なっている。 

中国語とモンゴル語が公用語として用いられている。モンゴル語の標準語はチャハル語

である。 

牧畜と農業が主な産業である。豊富な鉱産資源に恵まれ、石炭、天然ガス、希土の生産

量は中国一位である。鉄鋼業、林業、風力発電などもある。 

2000 年から西部大開発によって内モンゴルは高度経済発展の時代を迎えている。しかし、

資源開発による環境破壊とともに砂漠化による黄砂などの深刻な環境問題が生じた。砂漠

化の元凶が牧畜民の家畜とされたため、砂漠化対処政策として禁牧や生態移民などの政策

が実施されている。ヒツジ、ヤギ、ウシ、ウマ、ラクダの五畜を基盤として築かれた遊牧

文化の崩壊が懸念される一方、持続可能な発展につなげるため、中国政府は生態環境の保

全、民族文化を生かした観光業にも力を入れている。 

民族文化資源を生かした観光業の開発を目的に内モンゴルでは、文化大革命によって破

壊された寺院や遺跡などの修繕や再築が行われている。草原に建設された観光施設では、

牧畜民の伝統的住居ゲルが建てられ、ヒツジ肉をはじめとする草原料理が提供されている。

そのうち接客の重要な手段なったのはモンゴル風の乳茶である。乳茶はモンゴル伝統的文

化の最も代表的文化である。遊牧文化を中心文化とするモンゴルにおいては、中国中南部

に生産される茶は外来文化である。そんな外来文化がなにゆえモンゴル伝統文化を代表す

る文化の位置を占めるに至ったのかをこれから考えてみよう。 
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3 章 中国茶 

 

1 節 茶産地 

中国茶産地は主に四つの茶区に分けられる。江北茶区、江南茶区、華南茶区、西南茶区

である(地図 1-5)。 

江北茶区とは、長江（揚子江）以北の東西細長い地域に分布する茶産地の総称である。

江南茶区とは、長江（揚子江）流域及び長江（揚子江）以南の一部の茶産地を指す。 

華南茶区とは、江南茶区の南に位置する中国最南端の茶産地をいう。 

西南茶区とは、四川盆地と雲貴高原を含めた中国西南方に広がる茶産地の総称である。 

中国の国土面積は広大であるが茶産地は主に東南部に集中し、日本の茶産地より南に位

置している。それを中国の自然環境からみてみる。 

 

 

              地図 1-5 中国 4 大茶区 

              出典：守屋毅 1981：80 を基に作成 
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1．中国自然環境 

 

地形 

 中国の地形は大興安嶺東麓から成都西部にかけて直線を引くと、標高 1000m を境に東南

部と西北部に分けられる(地図 1-6)。この線に沿って北京、太原、西安、成都が並ぶ。東南

部はほぼ 1000m 以下の低平地と丘陵地帯であり、西北部は 1000m 以上の高原に盆地が幾

つか形成された地形が広がっている。チベット高原は平均 4000mにも上る高原地帯である。

1000m 以下の東南部にも、最高標高 1000m 以上の雲貴高原が存在するが、高原というより

山岳地、谷からなる地形である。 

  

 

      

 

               地図 1-6 中国地形 
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降水量 

中国の年平均降水量の分布は、400mm 以下の沙漠気候を含んだ乾燥地、400mm～８

00mm の半乾燥地域、800mm 以上の湿潤地域に 3 区分できる。 

①ラサハルビン・ラインより西北部は、砂漠気候を含んだ乾燥地域(年平均降水量 400mm

以下)である 

②ラサハルビンのラインと成都瀋陽・ラインの間は、半乾燥地帯域(平均年降水量 400mm

～800mm)である。 

④ 成都瀋陽・ラインより南東部は、アジア・モンスーン影響下の湿潤地域（年平均

降水量 800mm 以上）になる。 

 

      

 

             地図 1-7 中国年平均降水量 
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気温 

中国年平均気温も 3 地域に分けられる。14℃以上の温暖地域、4 度～14 度の間の冷涼地域、

4 度以下の寒冷地域である。 

①華南、華中は 14 度以上の湿潤温暖地域である。 

②華北、新疆ウイグル自治区、内モンゴル、東北部の南部は 4 度～14 度の冷涼地域である。 

③大興安嶺、ハルビン、チベット自治区、青海省は 4 度以下の寒冷地域である。 

 

      

 

地図 1-8 中国年平均気温 

          

 

2.四大茶区 

中国茶産地は、年平均気温が 14℃以上、年平均降水量が 800mm 以上の南方地域に分布

している。これはモンスーン気候区にあたる。 

茶産地は四茶区に分けられる。 

四大茶区に含まれる省は以下のようである。 

江北茶区：江蘇省北部、安徽省北部、河南省南部、山東省南部、陝西省南部 
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江南茶区：江蘇省南部、安徽省南部、湖北省、湖南省、江西省、浙江省 

華南茶区：広東省、広西省、福建省 

西南茶区：雲南省、四川省、貴州省 

四大茶区の気候を、守屋毅氏の『お茶のきた道』により整理する。 

 

表 1-3 四大茶区の気候状況 

茶区 最低月平均気温（℃） 最高月平均気温（℃） 年平均気温（℃） 年平均降水量（mm）

江北茶区 －2.6～1.5 27.5～35.5 15.3～16.0 690～1017 

江南茶区 －0.4～6.9 28～30.5 16.2～18.5 1499～2081 

華南茶区 7～14 27.9～30.7 18.2～28.5 1206～2728 

西南茶区 5～10.6 32.2～30.5 15.1～18.5 1151～1779 

                              出典：守屋毅 1983：84 

  

揚子江の北側に位置する江北茶区は、中国最北の茶区である。降雨量は少なく（1000mm

以下）、冬の気温も低い（－2.6℃～1.5℃）。冷害を受けやすい茶区である。しかし、新中国

成立後、新茶業技術が導入され、新興の茶産地が育成された（松下智 2002：74）。茶樹は

耐寒性が強い小葉種であり、主に緑茶の製造が行われている。 

揚子江流域の南側にある江南茶区は、中国茶を代表する茶業地帯である。降水量や気温

に恵まれた低平地と丘陵がある。また茶の運ぶに便利な長江水運に恵まれた茶区でもある。

それゆえ、清朝時代茶業の開発が盛んに行われ、新中国成立後も、茶業開発の中心となっ

た。中国茶研究の中心をなす中国農業科学院茶葉科学研究所は、浙江省杭州の龍井茶産地

に設置されている。茶樹は小葉種が中心であり、紅茶と緑茶のほか、磚茶も生産されてい

る。内モンゴルに利用されている磚茶のすべてがこの茶区から提供されている。 

華南茶区は、中国最南の茶区で、温暖、多雨にめぐまれ年間 10 か月にわたって、茶摘み

が行われている。茶栽培に適した山間部では瑤（ヤオ）族、壮（チワン）をはじめとする

少数民族が多彩な伝統文化を維持してきた。自家用の茶栽培が行われてきたが中華人民共

和国成立後、少数民族解放政策によって茶業の開発がすすめられた（松下智 2002）。大葉種、

小葉種茶樹の栽培に適している。紅茶、緑茶、ウーロン茶が生産される。ただし、一部を

除いて、茶業生産体制が充分でなく、茶産量はそんなに多くない。 

西南茶区は、既に述べたように茶の原産地である。南部は雲南高原地帯で、北部は長江

上流の四川盆地である。チベット人が四川茶を好み、茶は宋の時代から茶馬交易によって
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チベットへ輸出された。雲南茶も明の時代から茶の栽培が推進され、チベットへ輸出され

ていた。 

雲貴高原は 20 以上の少数民族が分布して中国で最も多い少数民族の住む地域となってい

る。大葉種、小葉種いずれも栽培されている。紅茶、緑茶とともに、多様な固形茶が生産

されている。 

漢民族が多く分布する長江中流、下流地域は、新中国における茶業開発の中心になって

きた。新中国成立した後、茶栽培がすすめられ、西南、華南地域の少数民族の住む山間部

地域でも、新興茶産地へ成長した。 

 

2 節 茶の初製 

 

1．茶の初製による毛茶六大種類の製造 

 

中国茶の歴史的発展を、岡倉天心は『茶の本』で、茶は芸術と同じように、いろいろな

時代的変化と流派があり、茶の発展は、唐朝の煮出す団茶、宋朝の泡立てる抹茶、明朝の

濾す煎茶の三時期に分けられるとしている。われわれ現代人は、この最後の流派に属して

いる（岡倉天心 2005：30）。茶は固形茶から葉茶へ、茶の飲用方法は煮出し方法から淹れ

たて方法へ発展してきた。 

中国茶は製造によって、毛茶、精茶、再加工茶、に分けられる。これは、初製、再製、

再加工という、異なった製茶の工程に対応した茶の分類である。 

生葉(加工されていない茶葉をいう)は初製によって「毛茶」になる。毛茶は日本の「荒

茶」に相当する半製品であり、毛茶は様々加工を加えられて、製品としての売買される茶

となる。この毛茶に様々な種類があり、それが六大茶類である。すなわち、緑茶、黄茶。

黒茶、青茶、白茶、紅茶である。六大種類とは初製を経た毛茶の分類に由来する(写真 1-3)。 
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六大茶類の違いは、チャ葉の持つ酵素の働きをどのように利用するかによって生じる 

(図 1-1)。 

チャ葉中の酵素の働きにより発酵して出来上がるのは発酵茶であり、紅茶、青茶、黄茶、

白茶、黒茶がある。他方、チャ葉を発酵させない茶があり、これは不発酵茶である。不発

酵茶は緑茶である。 

発酵茶は、発酵度合により、完全発酵茶、半発酵茶、軽度発酵茶の 3種類に分けられる。

完全発酵茶には、紅茶と黒茶がある。半発酵茶には、青茶がある。軽度発酵茶は、黄茶と

白茶である。 

発酵過程のちがいによっても、発酵茶は「前発酵茶」と「後発酵茶」に分けられる。 

チャ葉の発酵を止めた後、再発酵させる茶を、「後発酵茶」と呼ぶ。後発酵茶には、黒茶、

黄茶がある。 

後発酵茶に対して、発酵を止めずに始めから発酵させる茶を「前発酵茶」という。前発

酵茶には紅茶、青茶、白茶がある。 

 

 

 

       
緑茶          黄茶        黒茶 

     

   紅茶         青茶          白茶 

         写真 1-3 六大茶類の見本 
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図 1-1 発酵度合による分類 

 

 したがって、茶の初製方法には 2 方法がある。殺青による方法と萎凋による方法である。

殺青は発酵をとめる。殺青によって、不発酵茶である緑茶と後発酵茶である黄茶、黒茶と

いう 3種類の茶が作られる。萎凋は発酵を進める。萎凋によって、前発酵茶の青茶、白茶、

紅茶が作られる(表 1-4)。 

 

表 1-4 六大茶類の初製工程（毛茶の製造） 

製造工程 茶類 

殺青➝揉茶➝乾燥 緑茶 

殺青➝揉捻➝悶黄（メンフアン） 黄茶 

殺青➝初揉➝渥堆（ウオドイ）➝復揉➝乾燥 黒茶 

萎凋➝揺青（ヨウチェン）➝炒青（殺青）➝揉捻➝乾燥 青茶 

萎凋➝乾燥 白茶 

萎凋➝揉捻➝発酵➝乾燥 紅茶 

            出典：呂毅、坂田完三ら 2004 を基に作成 

 

2．殺青グループ（緑茶、黄茶、黒茶） 

 

蒸し製と釜炒り製 

殺青は、加熱によって生葉の酵素活性を失わせ、茶葉成分の発酵を防ぐ作業である。こ

れによりチャ葉の発酵を止め、茶葉から生臭さを除くことができる。殺青方法には、「蒸青」、
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「炒青」がある。蒸青は蒸気を使う蒸方法、炒青は釜で炒る方法である。 

日本では蒸製が主流である。茶工場では蒸機を使用する。ただ、九州などの山間部での

自家用茶の製造には蒸し法とともに手作業釜炒り法が見られる。日本の製造をここで紹介

しておく。 

手作業の蒸し法は、かまどの上に鉄鍋を置く。鍋の上に木製の蒸し器が載せられる。鍋

と蒸し器の隙間を蒸気が漏れないように草で編んだものを固く詰める。蒸し器の底に穴の

空いた仕切り板がしかれ、蒸気がこのから蒸し器の中に入る。蒸し器の上にチャ葉を入れ

た蒸籠を置き、蓋をかぶせる。蓋の下から蒸気が漏れてきたらチャ葉を長い箸でかき回す

（写真 1-4）。蒸す時間は経験知で判断される。蒸しが足りないと茶が苦くなる。蒸しすぎ

ると葉が柔らかくなり、色や形が悪くなる。 

釜炒り手作業は、炒る前にチャ葉に水をかけておく。目的はチャ葉を乾燥させないよう

にするためである。竹で火を起こす。火が燃えると釜の中に茶葉をいれて両手でかき回し

て炒る。炒る時間はだいたい 15 分ぐらいであった（写真 1-5）。炒ったチャ葉は広げて冷ま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の中国では釜炒り製方法のみが用いられている。工場では機械を用いるが自家製茶

には手作業も見られる。同じ手作業釜炒りでも、日本の釜炒りは釜を水平に置くが、中国

では釜を傾斜させて置く（写真 1-6）。 

 

揉茶と揉捻 

殺青の後の作業には、揉茶と揉捻、初揉と複揉がある。このちがいによって緑茶、黄茶、

  
写真 1-4 蒸製殺青（日本宮崎県）   写真 1-5 釜炒り製殺青（日本宮崎県） 
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黒茶の違いが出る。 

揉茶とは、蒸たり、釜炒りされた茶葉を、揉みながら熱風乾燥する作業である。目的は

茶葉の水分を蒸発させることである。手もみ方法と機械使用がある（写真 1-8、1-9）。揉茶

は緑茶、初揉が黒茶を作る。揉む回数によって、初揉、復揉がある。日本では粗揉、中揉、

精揉に分けられている。これによって黄茶ができる。 

「揉捻」とは、茶葉に加重をかけながらこねる作業である。目的は初揉みの不足を補い、

茶葉水分を均一化することである。揉捻機を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乾燥による緑茶の作り 

乾燥は、揉茶した茶を乾燥させる。これによって緑茶ができる。 

乾燥はチャ葉水分を減らす作業である。日本自家製茶の乾燥の場合、炭火の上に、真ん

中が突起した茶籠を置き、チャ葉を茶籠に広げて乾燥させる(写真 1-7)。 

工場製茶では、熱風が送られている乾燥室の中を、チャ葉をコンベヤーにのせてゆっく

  

写真 1-8 手揉み（日本宮崎県）     写真 1-9 揉み機（日本宮崎県） 

  

写真 1-6 中国殺青用傾斜釜（雲南）   写真 1-7 乾燥工程（日本宮崎県） 
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り移動させて乾燥させる（村松敬一郎 1991：56）。 

こうしてできあがる緑茶はチャ葉酵素の働きを止められた不発酵茶である。 

悶黄による黄茶の作り 

悶黄は揉捻された茶の最後加工で、これによって黄茶を作る。方法は、揉んだ茶葉を籠、

紙などで包み込み、しばらく放置する。 

この作業によって茶葉成分が酸化して茶葉の色が黄色になる。それ故、悶黄を経た茶は

黄茶と呼ばれる。 

悶黄はチャ葉に、軽度の発酵を促す工程であり、黄茶はそれ故軽発酵茶である（守屋毅

1981：90）。 

 

渥堆（堆積工程）による黒茶の作り 

渥堆は、黒茶を作る作業である。揉んだチャ葉を 1m 位に積み上げ、一定の湿度と温度の

室内で保存して、微生物の繁殖を促す。この作業は堆積工程とも呼ばれる。殺青によって

茶葉の酵素働きは止められている。堆積工程においてすすむ発酵は、チャ葉の酵素発酵に

よるのではなく、微生物によるのである。これは、チャ葉の酵素の発酵による他の発酵茶

製造とは根本的に異なる発酵茶である。 

堆積中、チャ葉の山の温度が 70℃位に上昇し、外側の葉に水滴がみられると、かき混ぜ

るか堆積を中止する。発酵が行き過ぎて、茶の品質に影響を与えないようにするためであ

る。 

堆積工程の堆積場所の環境、堆積する時間の違いによって、様々の風味の黒茶が作られ

る。 
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黒茶の特有風味 

茶は嗜好飲料である。嗜好品としての茶の香、味、色は品質の決め手である。各種の茶

類にそれぞれ独特の風味がある。それらは、原料の生葉に含まれている化学成分と製造過

程における成分の物理・化学的変化の違いで形成される。茶の品質を左右する成分は主に、

苦味の成分カフェイン、渋味の成分カテキン類、旨味の成分テアニンである。 

これらの成分量は、品種、産地、栽培条件、チャ葉の成熟度、茶葉の摘採時期などによ

ってことなる。 

茶は、若い葉を摘採して製造する。緑茶、紅茶類は特にチャ葉が成熟度の低い若葉期間

中に摘採する。若葉が多いほど品質が優れ、高価である。通常、茶樹の一番上の柔らかい

芽と葉の「一芯一葉」で作られる茶が高品質の茶であり、硬化した葉や茎の混入割合が多

くほど茶の品質が低下する。 

しかし黒茶は原料に硬化した茶葉である四、五葉のみならず茎、枝も使用する。 

茶樹の葉は熟成度（硬化度）によって成分含有量が異なる（表 1-5）。チャ葉が硬化し成

熟度が高くなるほどカテキン類、カフェイン、アミノ酸の量が減少する。一方、糖類は成

熟した葉と、茎に多い。したがって黒茶の原料成分はほかの茶類の成分とかなり異なる。 

 

 

写真 1-10 堆積工程「渥堆」 
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図 1-2 茶摘み葉位別の示す図 

 

表 1-5 チャ葉（茶の原料）別の化学成分の含有量         （％） 

葉位 カテキン類 カフェイン アミノ酸 糖分 

一芯一葉 14.45 3.50 3.11 0.77 

第二葉 13.02 3.00 2.92 0.81 

第三葉 12.79 2.65 2.34 1.02 

第四葉 12.69 2.37 1.95 1.59 

茎 6.23 1.31 5.73 2.61 

                 出典：呂毅、坂田完三 2004：76  

 

緑茶、紅茶などの風味は主に、チャ葉の化学成分を組み合わせにより作り出される。し

かし、黒茶の特有の風味はその独特の堆積工程から生まれる。堆積工程中、チャ葉のアミ

ノ酸が微生物に消費され大幅に減少する。カテキン類も堆積中に酸化して減少するゆえに、

あっさりした渋味となる。糖分も減少するが原料に多く含まれている。ほかの茶類よりや

や多い。苦味のカフェインの堆積中の変化は少ないが、原料となる硬化がすすんだ茶葉に

その含有量が少ないため、黒茶の中のカフェイン含有量も他の茶類よりやや低い。 

黒茶は堆積工程により、渋味が少ない、まろやかな、独特の味が作り出される。 
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茶の香りはチャ葉に含まれる数種の揮発性成分の含有バランスによって作れる。緑茶は

爽やかな香り、烏龍茶（青茶）は花の香り、紅茶には果実の香りがある。黒茶の香りは、「陳

香」（熟成した香り）と言われる独特の香りである。それは、堆積工程によって作り出され

たものである（呂毅、坂田完三 2004：80）。 

 この黒茶から磚茶は作られる。 

 

3．萎凋グループ 

 

萎凋による白茶の作り 

萎凋によって製造される茶には、青茶、白茶、紅茶がある。 

萎凋とは、生葉を室内で広げて萎らせる作業である。目的は生葉に柔軟性を与え、香味

の発揚に必要な発酵を進行させる作業である。方法には、自然萎凋と人工萎凋がある。 

自然萎凋は室内に張った網またはジュート製の布に茶葉を薄く広げて自然に萎らせる伝

統的な方法である。 

人工萎凋は機械で室内に風を通して、より早い時間でチャ葉を萎らせる手法である。 

殺青は発酵を止めるが萎凋は発酵を促す。萎凋により茶葉の発酵は促進されるが、発酵

を進めるか抑制するかによって、異なる発酵程度の青茶、白茶、紅茶が作られる。 

 白茶は、萎凋で発酵させられるだけでできあがる。軽発酵茶である。 

 

揺青による青茶の作り 

揺青は、チャ葉をしおらせながら軽く刺激して、チャ葉成分を発酵させる作業である。

伝統方法は、籠の中で萎れた茶葉を揺り動かして、茶葉に傷をつけて、葉成分を発酵させ

るのである。 

しかし、その後、発酵がある程度に進んだ茶葉を、殺青（炒青）する。炒青とは、釜炒

り殺青方法の中国語の表現である。つまり、発酵を途中で止めさせる。 

次に、揉んで茶葉の水分を減少させ（揉捻）、乾燥させて仕上げる。 

青茶は発酵させられた後、発酵を止められた毛茶であり、「半発酵茶」である。 

 

発酵を促す揉捻（紅茶作り） 

紅茶は揉捻して作られる。萎凋の次に揉捻する。茶葉の水分を減少させる目的ではなく、

茶葉の組織を破壊して発酵を促すためである。紅茶は発酵が最大限に促進された毛茶であ
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り、完全発酵茶である。 

 

発酵 

発酵は揉捻されたチャ葉を冷涼で多湿な場所に静置して発酵を促す。 

 

3 節 再製と再加工 

 

初製を経た毛茶(六大種類)はまだ半製品である。毛茶は再製か再加工を経て製品として

完成される。紅茶、緑茶、黄茶、青茶、白茶の毛茶は再製によって精茶に仕上げられ、製

品される。しかし、黒毛茶のほとんどは、再加工により、様々な固形茶に作られ、製品と

して完成される。 

 

1．再製 (精茶製造) 

 

「再製」は、「火入れ」、「篩分け」、「合組」、「包装」に分けられる。 

「火入れ」は、乾燥作業である。 

「篩い分け」は、毛茶の中の大きな茶の除去、粉の除去を目的する、形状を揃える作業

である。 

「合組」は、各産地また各毛茶工場で生産された茶の特質を生かして、消費地の嗜好や

価格に適するように合わせることをいう。一般に異なる等級の茶を取り合わせること、そ

れを混合することを指す。 

「包装」は、製品として完成する。 

烏龍茶、鉄観音といった銘柄品が完成する。 

  

2．黒茶の再加工 (固形茶製造) 

 

 現在中国で生産されている固形茶の原料の殆どは黒茶毛茶である。黒茶は固形茶の代名

詞となっている。 

固形茶を作る再加工は「ブレンド」、「蒸熱」、「加圧成形」、「乾燥」、「包装」という五つ

の基本工程からなる。 

「ブレンド」は、原料である黒茶毛茶をまず、「切断」や「篩い分け」で、大きさ、成熟
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度や茎含有量の異なるいくつかの等級に分ける。それを各種の固形茶の規格合わせて一定

の割合でブレンドする。 

異なった等級の毛茶のブレンド割合により、製品の茎含有量などが決められ、その品質

が決まる。さらに、各等級にブレンドされた毛茶の型に入によって品質が左右される。 

毛茶を型に入れる場合、一番下に敷く茶を「底茶」、中身に入れる茶を「里茶」、表面を

作る茶を「面茶」という。その三層の製造により、固形茶全体に異なる等級のブレンド毛

茶を入れることができる。固形茶の品質は原料である毛茶のブレンドと、型に入れる異な

る等級毛茶の選択、という二重のブレンドによって決められる。 

「蒸熱」は、ブレンドした原料を蒸熱して柔らかくすることである。通常は、100～1011℃

で蒸す。蒸す時間は数秒から一分間と短い（呂毅、坂田完三 2004：68）。 

「加圧成形」は、蒸した茶をそれぞれの型に入れ加圧成形することをいう。 

「乾燥」は、固形茶を室内でゆっくり陰干する作業である。温度が高すぎると、固形茶

の表面にひびが現れ、固形茶の外側は乾くが真ん中には水分が多くなる。 

 

最後は、包装である。磚茶の包装には通気性がよく竹で編んだ筒と紙が使用される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真 1-11 雑を選び出す作業       写真 1-12 加圧成形する型 

  
写真 1-13 磚茶の乾燥         写真 1-14 磚茶の包装 
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固形茶の風味は初製段階での黒茶の「堆積工程」により作られるが、固形茶の形状と品

質は再加工工程により作り出される。型入れによって様々の形とサイズの固形茶が作られ

る。「ブレンド」により固形茶の品質が決められる。 

 

3．多様な固形茶の規格と特徴 

 

3.1 固形茶の分類 

現在中国では黒茶毛茶を原料に様々な固形茶が作られている(表 1-6)。形には円盤状、半

球形状、円柱形状、長方形などがある。 

多種の固形茶の規格と特徴を呂毅、坂田完三らの『中国黒茶のすべて』により整理して

みる。 

 

表 1-6 中国産黒茶固形茶の規格 

種類 形状 規格 重量（kg） 茎含量（％） 産地 

茯磚茶  

 

長方体 

長方状 35×18.5×5cm 2 20 湖南省 

黒磚茶 長方状 35×18×3.5cm 2 18 湖南省 

花磚茶 長方状 35×18×3.5cm 2 15 湖南省 

青磚茶 長方状 34×17×4cm 2 25 湖北省 

康磚茶 隅が丸い長方状 15.8×9.2×4.7cm 0.5 8 四川省 

緊茶 長方状 15×10×2cm 0.25 5～15 雲南省 

方茶 正方形状 10×10×2.2cm 0.25 6 雲南省 

湘尖茶  

籠入り 

籠入り 58×35×50cm 40～50 5～15 湖南省 

方包茶 直方体（籠入り） 50×68×32cm 35 60 四川省 

六堡茶 籠入り 高 57cm 直径 53cm 40～55 10～15 広西区 

金尖茶  

円形 

隅が丸い楕円状 24×19×12cm 2.5 15 湖南省 

餅茶 円盤状 直径20cm、厚さ2cm 0.357 4～6 雲南省 

沱茶 半球状 外径8cm厚さ4.5cm 0.1 5 雲南省 

                         出典：呂毅、坂田完三 2004：40 

 

固形茶は形状によって 3 グループに分けられる。①長方体、②籠入り、③円形、の三つ

である。 
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長方体茶一つの重さは、0.25kg（緊茶、方茶）と 0.5kg の（康磚茶）の軽量グループと

重い 2kg グループ（茯磚茶、黒磚茶、花磚茶、青磚茶）がある。籠入りの固形茶も重い。

湘尖茶 40～50kg、六堡茶 40～55kg、方包茶 35kg である。円形茶の場合は、軽量の餅茶

0.357 kg、沱茶 0.1 沱茶と金尖茶 2.5 kg、がある。 

茎含有量の割合が茶の品質を決める。茎含量が多いほど茶の品質が劣る。茎含有量の少

ない高級茶は雲南産の長方体茶（緊茶、方茶）と、円形茶（餅茶、沱茶）である。これら

は重さも 0.25 kg、0.357 kg、0.1 kg という軽量小型茶である。 

他の茶類には、茎含有量が 15～25％ある。籠入り方茶のように 60％もある。 

磚茶、籠入り茶は主に、江南茶区の湖北省、湖南省と、西南茶区の四川省で生産される。

籠入り六堡茶は広西で生産される。軽量高品質の円形固形茶は雲南省で生産されている。

重量固形茶は湖南省の生産である。 

六堡茶を除く磚茶、籠入り茶の出荷先は、主に内モンゴル、チベット、新疆、青海省、

甘粛省などの少数民族地域である。つまり固形茶の殆どは少数民族地域で消費されている

(図 1-9)。雲南産の円形固形茶のみは主に国内で消費されるほか一部が海外に輸出されてい

る。 

 

    

地図 1-9 中国固形茶の主産と主消費地 

出典：呂毅、坂田完三 2004：34  



41 
 

3.2 長方体 

次に、各種固形茶を詳しくみてみよう。 

長方体とは、レンガのようなすべての面が長方形（正方形も長方形の一種である）

で構成される面が 6 つある多面体である。それ故、長方体固形茶が磚茶とも呼ばれる。

磚はレンガの意味である。磚茶はモンゴル語でヘビーチャイ（heb-chai）という。ヘビは

型、チャイは茶の意味である。 

長方体状には、①雲南省産の方茶、緊茶、②湖南省産の茯磚茶、黒磚茶、花磚茶、③湖

北省産の青磚茶、④四川省産の康磚茶の固形茶がある。 

 

①雲南省産の方茶と緊茶 

方茶 

方茶は 10×10×2.2cmの正方形の板状で重さが 0.25kgの雲南プーアル茶の固形茶である。

プーアル茶は雲南省プーアルに集められて出荷されていた茶の総称である。高品質である

方茶は北京、上海、広州などの都市で飲用され、少量が輸出されている。 

 

緊茶 

緊茶もプーアル茶で作られる雲南省の固形茶である。15×10×2cm の長方板状で、重さ

0.25kg である。茎含量は 5％～15％のものがある。緊茶は「プーアル磚茶」とも呼ばれる。

主な出荷先はチベットであり、雲南省内の一部少数民族の地域も緊茶の消費地である。 

 

②湖南産の磚茶 

茯磚茶 

茯磚茶は 1860 年前後、湖南省で生産され始めた。夏の三伏期間に加工されるため茯磚茶

と呼ばれた。夏の三伏とは、夏至の後の第三の庚の日が初伏、第四の庚の日が中伏、立秋

後の最初の庚の日が末伏であり、暑さの一番厳しい期間である。茯磚茶の規格は

35×18.5×5cm の長方体であり、重さが約 2 kg、茎含量が 20%である。出荷先は主に新疆ウ

イグル自治区、甘粛、青海省である。 

 

黒磚茶 

黒磚茶は、1940 年湖南省で生産され始めた。35×18×3.5cm の大きさで、重さが 2 kg の

長方体茶である。茎含量が 18%ある。黒磚茶は 1940 年代、旧ソ連へ輸出されていた。現在
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主に、甘粛省、寧夏、青海省、新疆ウイグル自治区に出荷されている。 

 

花磚茶 

花磚茶は湖南省で生産される。花磚茶の前身は花巻茶である。花巻茶は高さ約 150cm、

直径 20cm の柱形で、重さは 36kg であった。重い花巻茶は運送が大変であったため、1958

に生産が停止された。代わって、重さ 2kg、茎含量 15%、サイズ 35×18×3.5cm の花磚茶に

生まれ変わった。主に山西省、寧夏回族自治区、内モンゴルに出荷される。 

 

③湖北省産の青磚茶 

青磚茶の原料は黒茶の一種である老青茶である。産地は湖北省、重さ 2kg、サイズ

34×17×4cm の長方形の茶であり、茎含量が 25%である。19 世紀の後半から湖北省の洋楼洞

で大量生産が始まった。青磚茶には「川」の字が書かれている。山西省の茶商によって、

モンゴル、ロシア、新疆地域へ輸出されていた。1950 年代から内モンゴルへ出荷されるよ

うになり、現在に至る。 

 

④四川省産の康磚茶 

康磚茶は四川省で生産される。穀雨（四月二〇日前後）に摘採した茶葉で作られる。康

磚茶は四隅の角が丸い長方体で重さは約 500g であり、茎の含有量が比較的少ない 8%の上

等磚茶である。四川省のチベット自治州、チベット自治区、青海省に出荷される。 

 

3.3 籠入り 

籠入り茶とは、竹籠に固く詰められた固形茶である。 

籠入り茶には、湖南省産の湘尖茶、広西自治区産の六堡茶、四川省産の方包茶がある。 

 

湖南省産の湘尖茶 

湘尖茶の産地は湖南省である。この「湘」字は湖南省の略称である。湘尖茶は大きさ

58×35×50cm の籠に詰められた黒茶である。出荷先は山西省、甘粛省などである。 

 

広西自治区産の六堡茶 

湘尖茶は広西ワン族自治区の大葉種で作られる籠入り固形茶である。六堡茶は長さ 57cm、

直径 53cmの樽のような形の茶である。一籠の重さは 40～55kgである。主な出荷先は広西、
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広東省、香港、澳門である。 

 

四川省産の方包茶 

方包茶は四川省で生産される。方包茶立方体に近い竹籠に納められているため、この名

の由来となった。重さは約 35kg で、大量の茎が含まれるのが特徴である。茎の含有量が総

重量の約 60％も占める。主に四川省チベット族自治州に出荷され、甘粛省、青海省にも出

荷される。 

3.4 円形 

円形茶は丸い形に固められた固形茶をいう。 

円形茶には、①四川省産の金尖茶、②雲南省産の高品質の餅茶と沱茶がある。 

 

①四川省産の金尖茶 

金尖茶は、四川省で生産される。立夏に摘採した茶葉で作られた固形茶である。金尖茶

は四隅が丸くなった楕円形をしていて重さ約 2.5kg、規格は 24×19×12cm である。出荷先

は康磚茶と同じ四川省のチベット族自治州、チベット自治区、青海省である。 

 

②雲南省産の高品質の餅茶と沱茶 

餅茶 

餅茶は、直径 20cm、厚さ 2cm の円餅状、重さ 0.357kg のプーアル固形茶である。茎含

量は 4～6％であり、高品質の茶である。餅茶は宋代の団茶に起源を有する。昔は圓茶と呼

ばれていたが1960年代から餅茶と呼ばれるようになった。昔の出荷地はチベットであった。

現在は、国内のみならず海外にも輸出されている。 

沱茶 

沱茶は雲南のプーアル茶で作られた茶である。清朝の 1902 年に作りはじめられた茶であ

る。外径 8cm 厚さ 4.5cm の碗形をしていて、重さ 0.1kg である。沱茶も高品質の茶であり

茎含量は 5％である。 

1970 年代後半からフランスで沱茶が血中コレステロール低下作用を示すなどの研究結果

が発表され、ヨーロッパで人気を得た。現在、フランス、ドイツ、イタリアなど 20 余りの

国に輸出されている。 
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4．黒茶とほかの茶類の相違 

 

モンゴル、チベットをはじめとする牧畜民の愛飲する磚茶の原料である黒茶は、他の茶

類と異なる点が多い。 

① 原料が異なる。緑茶、紅茶は若芽を多く使用するが黒茶は成熟した古葉、茎、枝まで

利用する。 

② 製造工程が異なる。緑茶、紅茶はチャ葉の酵素活性の働きを利用するが、黒茶は堆積

工程により微生物発酵が生ずる茶である。 

③ 原料に含まれる化学成分量が違う。茶樹の若葉ほど化学成分量が多く含まれるが、黒

茶の原料となる成熟チャ葉ほど少ないからである。 

④ それゆえ、黒茶と他の茶類の風味が違う。黒茶の原料には、渋味成分カテキン類、甘

味成分アミノ酸、苦味成分カフェインの含有量が少ない。 

⑤ 香も異なる。緑茶、紅茶などの香りはチャ葉に含まれる多数の成分によって作り出さ

れるが、黒茶は堆積工程により作り出される。 

⑥ 黒茶の独特性は原料である成熟したチャ葉と製造過程の独特の「堆積」工程によると

ころが大きいである。 

⑦ 黒茶毛茶の殆どは固形茶の原料である。黒固形茶の消費地はチベット、内モンゴルを

はじめとする牧畜地域である。 

中国茶では多様な種類の茶が生産されているが、モンゴル人が何故に、独特の黒茶の磚

茶を利用することになったのかを第二部で論じる。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅱ部 

茶文化のモンゴルへの普及 
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4 章 唐～明時代の茶馬交易 

 

1 節 唐代の茶文化 

 

シルク・ロードと絹馬交易 
黄河流域に栄えた漢文化が、西域にまでその勢力を伸ばした漢時代以降、漢文化はシル

ク・ロードを通じて、新疆や中央アジアのオアシス・遊牧文化のみならず、さらに西方、

地中海文化とまで結ばれるに至った。 

シルク・ロード交易には関連する地域の政治状況によって浮沈と興隆があった。漢代以

降やや衰えたシルク・ロード交易が、再び興隆をきわめるのは、7 世紀の唐の時代である。

7世紀初頭に建国された唐朝は、現在の甘粛省、新疆をつうじて中央アジアまで勢力を拡大

した。 

交易はモノとヒトの移動だけではなく宗教、芸術、技術などの交流でもあった。ペルシ

ャの工芸文化や、インドを起源とする仏教とそれに伴う仏教芸術、音楽なども、シルク・

ロードを通じて東アジアにもたらされた。 

シルク・ロードを通じて西方に輸出された中国の代表的特産品は絹であった。 

揚子江南部に位置した江南地区の特産品である絹は、タリム盆地に点々と連なるオアシ

スを経て、パミールを越え、インドやイランさらに、地中海地域にも運ばれた。それゆえ、

この交易ルートは「絹の道」、すなわちシルク・ロードと呼ばれてきた。 

古くから古代中国の特産であった絹布がシルク・ロードの最重要交易品となったのは絹

が、西方から輸入される奢侈品に対する最見返り交換品となったからだ（日比野丈夫ほか

1987：232）。特に牧畜民から馬を受け取り、農耕民漢族が見返りに絹を贈る絹馬交易がそ

の仲介になった。 

 

唐代の茶馬交易 

唐代には、もう一つの奢侈・嗜好品が登場する。茶である。茶の原産地は、照葉樹林文

化がひろがる雲南・四川という中国南部地域である。松下智氏の『緑茶の世界―日本茶と

中国茶』によると中国の喫茶文化は三国時代(3 世紀)からあった。茶は仏教とともに広がっ

た。酒を禁じられた僧侶たちは茶を栽培し、修行の合間、儀式の最中に、茶を飲んだ。 

唐代には、陸羽の『茶経』（789 年）が書かれた。『茶経』は茶に関する初めての体系的書
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物である。飲茶方法、製造方法などが詳しく紹介され、「茶 cha」という漢字が初めて登場

するのも、この文献である。それ故、陸羽は茶聖と称されるに至る。 

陸羽の『茶経』が書かれた頃、喫茶文化は江南地方から北方黄河流域へ広がっていた。

茶は広い範囲の階層に嗜好される飲み物になり、シルク・ロードの交易品ともなったので

ある。その茶も、絹と同じようにおもに馬と交換された。漢族農業文化地域では、ウマの

飼育は難しく、良馬は、北方西方の乾燥地域の遊牧民族から獲得するのが望ましかったか

らである。 

中国茶は、茶馬交易という形で周辺の牧畜地域へ伝播した。茶は外国からの朝貢品

である奢侈品の見返り品として輸出され、同時に、国防用の馬と交換する主要商品に

なった。茶はそういった政治性を色濃く帯びながら周辺地域へ広がった。 

茶馬交易の公的記録は、『新唐書』「陸羽伝」に「時に回紇入朝し、始めて馬を駆って茶

を市う」（メアら 2010：81）がある。これは、茶馬貿易の最初の記録である。「回紇」とは、

当時の北方の諸遊牧民族の一つである。7 世紀初めから、回紇と名称した。唐天宝の 3 年（西

暦紀元の 744）には、現在の鄂尓渾（オリホン）河流域で汗国を建てて、唐と友好朝貢関係

を維持していた。その後、キルギスに滅ぼされ西へ移動した。その後裔は現在の新疆のウ

イグル民族を形成した（張秀春、程景林 1986：105）。 

しかし、茶馬交易を大いに発展されたのは宋、明の両漢民族王朝であった。しかしモン

ゴルは、この時代の茶馬交易からかなり排除される傾向がみとめられる。 

 

2 節 宋代の茶文化 

1．宋の茶文化 

宋代の茶馬交易 

907 年唐朝の崩壊とともに、北方契丹王朝、西方西夏王朝、中華北宋王朝の三国鼎立状況

となった。西夏は東西交流の重要通路である河西回廊に位置した。契丹は中華文明圏と北

方遊牧地帯の中間地帯に位置した。いずれも、北宋の軍事、交易の上で、戦略的重要な位

置にあった。西夏、契丹と宋朝間の関係は、ときに連盟、ときに抗争という関係であった。

こうした政治状況のなかで、宋朝は、茶馬交易を発展させた。それには、宋朝の財政危機

改善の意図と、ウマ獲得による軍事力増強の意図があった。 
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宋代茶文化の発展 

中国における茶文化が興隆期をむかえるのは宋代であった。井上充幸「『竹懶茶衡』

拾遺－明末の文人李日華の喫茶生活」によれば、｢…茶事は唐代の末まではあまり盛んで

はなく、隠者や風雅な人士が、手ずから荒れ果てた雑草だらけの畑で茶葉を摘み、…

中略… 雲霧や露などの自然の風味が豊かであったのはそれ故である。宋代に至り、

茶の貢納制度を設けて皇帝の御用に充てたため、…中略… 民間にもその習俗が広く

浸透し、ついに不可欠のものとなったのである。それ故茶の栽培は水と肥料を施し、

野菜と同じように栽培したので、茶本来の味は落ちてしまった｣（井上充幸：22） 

唐の時代から飲茶が始まったが、茶はシルク・ロード交易で輸入する奢侈品の見返

りとして輸出する贅沢品であった。しかも、茶は中国南部の生産品であり、唐朝の中

心があった黄河流域では生産されてない。茶は唐朝中心部にとってもいわば「輸入品」

であったから、その価格は高く、量も少なかった。それゆえ井上の指摘するように、

茶文化は唐時代に一般庶民の生活のなかに浸透することはなかった。 

 しかし、宋代になると、茶は一般人の生活にも欠かせない飲料になった。茶の栽培

も盛んに行なわれ、生産量が上昇し、周辺民族との茶交易も発展した。これには、宋

の文化がそもそも中国中南部の文化に根差しているという背景がある。 

 

2．チベットの茶文化 

 

チベットへの茶文化のひろがり 

茶の原産地と言われる今の雲南・四川は、数多くの言語、文化を持つ多民族を内包した

地域あった。雲南・四川と近隣するチベットとは早い時期から経済的交流があり、飲茶文

化もチベットにはやくから広がった。唐の使者がチベットを訪れた時、チベット王はチベ

ットにある数多くの茶を自慢した、と『唐国史補』に書かれている（アメら 2010：135）。 

それだけに、チベット人は良質の茶にたいする嗜好があった。チベット人の茶の嗜好性

について、梅原郁氏の『青唐の馬と四川の茶』に指摘がある。西蕃（チベット）は雅州名

山茶（四川の銘茶）のみを欲しがり、名山茶を好む西蕃は、悪い商人が粗悪な茶で騙そう

としても、識別能力があるからそれを見破る、というのである（梅原郁 1973：204）。当時

のチベット人にとって四川茶が茶の代名詞であり、四川茶が珍重されたいたことがわかる。

チベット人の四川茶への嗜好は、宋朝の四川茶で馬を買う政策に影響を与えたと考えられ

る。チベット人の茶好みは、チベット仏教がひろがるチベットでは酒類が飲まれなかった
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ことも関係しているであろう。チベット人は酒の代わりに茶を飲んだのである。 

 

茶馬司とチベット商人 

宋時代、四川の茶でチベットから戦闘用の馬を買うことを眼目として、茶馬司（茶馬交

易を管理する役所）が四川に設置された。四川の農家と商人はチベット人のみに茶を売る

ことしか許可されなかった。そこで、損害を被ることになった四川の茶農家や茶商は専売

制廃止を訴える次のような嘆願書を宋朝に出した。 

「四川の茶の専売制による損害があまりにも大きい。茶園の所有者はそれをまぬがれる

ために逃亡するか自殺を図るありさまで、被害は近隣にまで広がりをみせでいる。茶の生

産を減らしたくても、それは禁止されている。生産を増やそうとしても、（茶を安い値段で

買う政府の）市場しか増えていない。人々は、この土地は茶を栽培するためのじゃなくて、

苦難を増やすためにだけ有るのさ、と嘆いている」（アメら 2010：83）。  

政府に奪い取られた茶は、四川から西へ険しい道を辿ってチベットに運ばれ、チベット

商人からは馬を得た。 

宋朝がチベットを選んだ理由は、チベット高原は茶の生産地である雲南と四川と隣接し、

飲茶風習はチベットにすでに広がり、浸透していたことに加えて、チベット諸部族と他の

遊牧民との連合を防ぐという狙いもあった。 

「チベット人は夏の間青海の涼しい高原牧草地で馬を放牧した後、馬を連れて西北部の

主要な茶馬市場に行く。茶葉交換の交渉では、宋の領地で暮らす地元のチベット人かウイ

グル商人のいずれかが、通訳兼仲介者として雇われた」（アメら 2010：83）。 

 

３.周辺遊牧民への茶文化のひろがり 

 

茶の輸出先は、チベットのみに限られなかった。ウイグル商人などに媒介されて、北方

の牧畜地帯へも流入していた。 

宋朝時代の周辺牧畜国々の茶文化についてみてみよう。 

張碧波・董国尭主編『中国古代北方民族文化史』（1986）には、契丹人茶文化について論

じた箇所がある、 

「契丹人の山儀礼に茶と果実がある」、という。山儀礼とは、契丹人の山神を祀る儀礼で

ある。「契丹人は肉と酪を主食にして、飲茶習慣がすでに流行している。彼らの大量に飲む

茶葉と茶製品はすべて華南から来る。茶は契丹と五代十国、北宋の貿易の主要な商品であ
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る」（張碧波、董国尭 1986：547）。酪は発酵乳、ヨーグルトである（広野卓 1995：130）。 

李燾『続資治通鑑長篇』巻 148 載には、｢…当界の西北と接隣するのは諸蕃であり、茶数

斤で一匹羊を博することができると西夏の使節は言った｣（陳炳應 1989：128）と記述され

ている。 

1206 年、金朝は国家財政支えるため、「…7 品以上官、其家方許食茶｣（『金史、食貨志・

茶』1976：1108）と、七品以上の官位にあるもののみに茶を許す布告をだした。中国王朝

官制には、一から九までの等級（品）があった。これを「九品」官制度という。一品は最

上位の官であり、九品は最下位の官である。7 品は下位三番目の官である。 

 1127 年、北宋朝は女真族の金朝に華北を奪われた。それ故、黄河下流の開封にあった首

都を長江流域の臨安（現杭州）に南遷した。これが南宋である。この時代茶馬交易は途切

れた。1227 年、南宋もモンゴル遊牧民によって滅ぼされた。 

 

3 節 元朝の茶文化 

 

チベットの茶文化は唐の時代から記録されているが、北方遊牧民の飲茶習慣に関する記

録はきわめて少ない。 

1206 年モンゴル帝国が成立する。それは、モンゴル高原と中国を支配した大帝国であっ

た。1271 年モンゴル帝国の第五代皇帝フビライ・ハーンは国号を大元と改称した。 

元朝は茶の専売を続けた。 

しかし、モンゴル人の茶文化について記録が現れない。マルコポールの旅行記である

『東方見聞記』には茶に関する記録がない。1240 年に編纂された『元朝秘史』にも

茶のことは記されていない。フランシスコ会宣教師ギヨーム・リュブリュキは 1254

にモンゴル帝国の首都カラコルムに数週間滞在した。飲み物などの詳細の記録を残し

たが茶についての記録はない。モンゴル人はワインも飲んでいたが馬乳酒を大量に飲

んでいたと書かれている。 

 

『飲膳正要』 

しかし、モンゴル人が全く茶に接触していなかったわけではないだろう。 

元朝の宮廷料理長忽思慧が 1330 年に編纂した『飲膳正要』には、茶に関する記述が書き

残された。 

『飲膳正要』は元代には秘書すなわち秘密の書物とされて公刊されず、明代になって朝
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廷の指示のもとに出版された（小長谷有紀 2005：199）。 

この書物には 95 種類の料理が紹介されている。食材の名称には、トルコ語、ウイグル語、

ペルシャ語、アラビア語などが確認されていることから、元代のモンゴルにおいて食文化

の広域的交流があったことがわかる。 

95 種類の料理のうち茶という字がついているものは 19 点である（表 2-1）。そのうちバ

ターを入れた茶は 5 点、穀物入れた茶は 2 点、薬材加えた茶は 1 点があり、ほかは茶葉の

みを利用した茶である。 

茶の原料には、茶樹[ Ｃamellia sinensis(Ｌ․)O․Kｔze․]から採る各種茶のほか、枸杞、女須

児、温桑など野生植物茶が 3点ある。 

 

野生植物茶類 

枸杞はナス科の落葉小低木。実は熟すると紅色で、枸杞子という。果実酒や漢方薬に用

いる。若葉を乾燥させて茶にする。 

女須児の語源が不明である。しかし、産地は直北地と記しているため、南方に栽培され

る茶樹からとる茶ではないと考えられる。 

温桑茶について『金史』には「章宗承安三年八月、以謂費国用而資命設官制之。以尚書

省令史承德郎刘成往河南視官造者、以不視嘗其味、但採民言為温桑、実非茶也、上以為不

干、杖七十、罷之」（『金史・食貨志四・茶』1976：1108）と紹介されている。産地は黒峪

であり黒谷とも表記する。北京市延慶県以北地区を指している。 

 

茶樹から採る茶類 

西番茶の「西番」（西蕃）とは、古代中国ではチベット地域及びチベット系諸民族を指す

言葉であった。現在「西藏」と呼ばれている。西番茶の飲み方はバターを入れて煎じて飲

む。現在のチベット人も煮出すバター茶を飲んでいる。それ故、西番茶はチベット人の飲

む茶でないかと推測される。 

煎じて飲む茶を煎茶という。中国の煎茶は唐代の釜に煮て飲む茶を指している。日本

の「煎茶」とは違う。日本の煎茶は葉茶を湯に浸して飲む茶をいう。中国では、この

ような日本淹れだし茶を唐の煎茶と区別して、淹茶または「泡茶・パゥチャ」という。 

茶の種類は末茶、茶芽など多種の茶があった。煎じる（煮る）、炒める、点てる、などの

飲用方法があった。 

末茶は粉末状の茶をいう。日本の抹茶と相当する茶である。 
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茶芽について『茶経』に記載されている。茶には「芽」のみ採るものと、「葉」を採るも

のの 2 種類あった。 

「芽の紫者上、緑者次、芽の笋者上、牙者次、葉の巻者上、舒者次」とある。芽の紫者

上、緑者次、芽の笋者上、牙者次は、芽のみの茶である。芽の色が紫で、形が笋（筍が地

中から立ち上がったように）のようなものは、上質な茶であった。この上質な芽を「紫笋

茶」という（石田雅彦 2003：48）。 

しかし、元代の宮廷には紫笋茶よりも上等な茶が飲まれていた。紫笋雀舌茶である。芽

の細く円錐状に尖った状態を雀の舌に例えたのであろう。『飲膳正要』（2009：38）には、

紫笋茶は紫笋雀舌茶に及ばないと記されている。紫笋雀舌茶は紫笋茶よりも上質の茶であ

ったことが窺える。 

元代の茶の産地も広範囲にわたっている。その中有名なのは、現在の浙江省の湖州市で

ある江南湖州、現在の広西ワン族自治区である広南、現在の浙江省杭州あたりの江浙慶元

路、現在の四川省である四川などである（王静愛、左偉ら 2009：75）。 

元代には、多種な茶類及び多様な作法などがあった。 
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表 2-1『飲膳正要』に紹介された茶類 

 名称（中国語） 材料 いれ方 産地 

 

 

 

 

 

 

 

茶樹から

とる茶類 

範殿師茶 茶芽  江浙慶元路 

紫笋雀舌茶 茶芽  福建 

金字茶 末茶  江南湖州 

川茶   四川 

藤茶   四川 

夸茶   四川 

燕尾茶   江浙、江西 

孩児茶   広南 

玉磨茶 紫笋、炒米   

清茶 茶芽 煎じる  

炒茶 茶芽、バター、乳 炒める  

籣膏 玉磨末茶、バター 点てる  

蘇筌 金字末茶、バター 点てる  

建湯 玉磨末茶 点てる  

香茶 白茶、竜脳、百薬、麝香、香粳米 煎じる  

西番茶 バター 煎じる 本土 

野生植物

茶類 

枸杞茶 枸杞、雀舌茶、バター   

女須児 女須児  直北地 

温桑茶 温桑  黒峪 

                 出典：元・忽思慧『飲膳正要』2009 を基に作成 

 

しかし、外国使節の接待などの場面に茶が出された例が見られない。モンゴル人の

日常生活中での飲茶に関する記録も見られない。それゆえ、元代には、茶がモンゴル

人の間それほど普及しなかったと推測される。 

モンゴルに茶文化がひろがるのは、明朝の晩期になった 1571 年に、右翼モンゴルの

トメト部の首領アルタン・ハーン（汗）（1507～1585）が明朝と朝貢貿易を結んでからで

ある。これにより、元朝以来禁じられていた漢蒙交易が再開され、茶がモンゴルに直接流

入する機会が訪れた。この茶文化に関しては、明の茶文化において論ずる。 
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4 節 明朝の茶文化 

 

１．明朝の茶馬交易の復興 

 

 茶馬交易が復活するのは、明朝になってからである。 

 元朝のモンゴル族は、朱元璋にモンゴル草原へ追いやられた。朱元璋は、明朝の建

国者となり、洪武帝（在位 1368～1398)となった。 

 中国を再び漢民族の支配下においた洪武帝は、チベット商人との茶馬交易を復活さ

せた。 

茶馬交易管理を強めるために、チベット商人には、金牌信符という金の割り符が配

布された。割符の片割れは、一対となる片割れとだけぴったり合う。朝廷の役人が、

割符が合致するかどうかを確認したうえ、茶馬の交換をゆるした。チベット商人に茶

馬交易の特権を与えることよって、茶交易を国家統制し、民間商人の密輸を防いだの

である。これにより、明朝は軍馬として必要な馬も手に入れた。 

 

明朝時代の途絶えたモンゴルとの茶馬交易 

明朝はしかしモンゴルに対しては警戒を解かなかった。明朝はモンゴル人の再侵入

を防ぐため、万里長城を修復した。それ故、明朝と北方モンゴル人との交易が禁じら

れた。茶もモンゴル地域へ流入する機会が減少した。 

 モンゴル地域は茶樹の生育に適していない。モンゴル人が茶を手に入れる唯一の手

段は交易であった。それゆえ、茶貿易には交易ルートの保護による交易の治安、保障

を支える政治勢力が必要であった。 

しかし、明の時代、北方草原に戻ったモンゴル人には四分五裂の状態が続いていた。

それゆえ、モンゴル人は茶を明朝との公式ルートで買うことがなかった。 

しかし、茶が遊牧民の生活にとって重要だったことは、メアらの『お茶の歴史』に

紹介されている。明朝の長官が朝廷に提案した「馬調達政策改善覚書」にみてみよう。 

遊牧民族に対して、「中国におとなしく従えば、その見返りに茶をたっぷり供給す

る。反抗すれば、罰として茶の供給を止める。茶なければ、遊牧民は病気になって死

ぬだろう」、それゆえ、一つか二つの遊牧部族を罰して、みせしめにしたいと、この

政策改善書は提案しているのである（メアら 2010：90）。 

中国王朝は、馬を調達するため、絹、銀、金などの特産品を専用品としてきた。し
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かし、茶が交易品になって北方民族の間にひろがると、北方民族は茶依存症に陥った。

それ故、北方民族への茶供給の停止は、北方民族を苦しめる政策ともなりえたのであ

る。 

 

2．トメト・アルタンハーン（汗）の登場 

 

 この苦境からモンゴルを救ったのは、右翼モンゴルのトメト部の首領アルタン・ハー

ン（汗）（altan qagan 1507～1585）である。かれは、明朝と朝貢貿易を結んだ。これ

により、元朝以来禁じられていた漢蒙交易が再開され、茶がモンゴルに直接流入する機会

が訪れた。 

 アルタン・ハーン（汗）は、元朝崩壊以降、内紛争が続いていたモンゴル諸部族を再統

一したダュン・ハーン（dayan qagan）の孫である。ダュン・ハーンは中国語で「俺答汗」、

「阿勒坦」と表記されている。アルタン・ハーンはしかしモンゴル民族の一部であるトメ

ト（土黙特）部の統治者であり、モンゴル全体の大ハーンではなかった。 

アルタン・ハーン（汗）が明朝と和議を結ぶことによって次のことが可能となった。 

 

万里の長城にそった馬市の設置 

宋朝から始まった茶馬交易は中国とチベットの間で行われ、モンゴル人を排除してきた。

特に明朝は厳しかった。アルタン・ハーン（汗）は明朝に通商要求を申し出たが、明朝側

に拒否された。それゆえ、アルタン・ハーン（汗）はしばしば明朝領土への侵攻を繰り返

した。1543 年、アルタン・ハーン（汗）は河西回廊（甘粛省）を支配下に収めた。その結

果、モンゴル人はチベット人と直接接するようになった。 

河西回廊とは、中国と新疆ウイグル地を結ぶ回廊である。東は蘭州の西にある烏鞘嶺か

らはじまり、西は古代中国王朝の西端にあった玉門関に至る。南側には 4000m 以上の祁連

山脈がそびえて、北にはテンゲル砂漠やバダインジャラン砂漠など砂漠が広がるその間の

西北から東南方向に走る狭い長く平地である。その長さは 900km、幅は数 km から 100km

である。その形は走廊（回廊）のようであり、黄河の西に位置するから河西走廊と、呼ば

れた。新疆地区（西域）と黄河流域（中原）の重要な通路であり、シルク・ロードの一部

分として、東西交流の国際通路であった。 

1570－1571 年に、明朝は万里長城に沿った張家口、大同、得泉堡、新平堡、山西の水泉

営などを、モンゴルとの合法的通商関口として開放し、馬市が開かれることになった。 
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馬市は毎年、秋、春二回に開かれた。期間は 1 か月であった。一日 300 人に限ってモン

ゴル人が市に入ることが許された。市は、明朝の兵士 500 人によって警備されていた。 

馬市において、明朝側が 1571 年から 1574 年の間にモンゴルから購入した馬の取引数は

表 2-2 のようになる。1571 年に 7,030 頭、1572 年に 7,845 頭、1573 年に 19,303 頭、1574

年に 24,170 頭と、馬の取引数は年を追って増加した。 

 

表 2-2 明朝馬市から購入した馬頭数 

年度 1571 年 1572 年 1573 年 1574 年 

馬頭数 7,030 頭 7,845 頭 19,303 頭 24,170 頭 

             出典：包慕萍 2007 をもとに作成    

 

中国茶は、茶馬交易を通じて周辺の牧畜文化地域へ伝播した。 

茶は、外国からの朝貢品である奢侈品見返り品として輸出され、同時に、国防用の

馬と交換する主要商品になった。茶はそういった政治性を色濃く帯びながら周辺地域

へ広がった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 章 茶馬古道と中国茶の種類－茶文化の基礎構造－ 

 

1644 年、明朝は東北のツングース系満州族に滅ぼされ、清朝政権が成立した。明朝
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の瓦解とともに、明朝時代に整備された茶交易に関する法律、茶交易にともなう馬の管理

システム、国境防衛策は、なくなった。官営茶馬交易の歴史はここで幕を閉じた。 

官営茶馬交易のシステムが崩壊すると、茶の自由貿易が始まった。中国とチベット

の貿易の中心地は、万里の長城の馬市から打箭爐に移った。打箭爐は今日の四川省西

部の康定町である。 

 そのすぐ西側には標高 2000m 以上の断崖がそびえている。その断崖を通る険しい

峠道を「背夫」（ベイフ）と呼ばれる人力運搬団が茶を担って通った。「背夫」による

運搬は 1950 年頃まで続いていた（竹田武史 2010：129）。 

 

         

          写真 2-1 「背負」人 

            （メアら：2010） 

 

清朝時代の茶交易に入る前に、ここであらためて、中国茶文化をチベットという茶

生産地でない近隣の乾燥地域へとひろげる基礎となった茶馬古道の整理を試みてみ

よう。さらに、中国特有の茶製品の整理もおこなおう。 

１節 茶馬古道 

 

中国では茶馬交易ルートは茶馬古道と呼ばれてきた。それは主に、チベットと中国王朝

間の貿易ルートを指している。 
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主な茶馬古道は、三つあった。①雲南・チベット民間ルート、②チベット・四川民間ル

ート、③西寧・チベット官営ルート、である。 

 

① 雲南・チベット民間ルート 

四川茶は専売品であったが、雲南地域は宋朝時代、独立王朝であり、中国王朝の直轄地

ではなかった。それゆえ、早い時点からチベットと貿易が行われていた。そのルートとな

ったのが、雲南・チベット民間ルートである。 

 

② チベット・四川民間ルート 

チベット・四川民間ルートは、清朝になってから開発された自由貿易による交易路であ

る。これは、四川からチベットまで直線てきにむかうルートであったが、メコン川や揚子

江の上流を横切るルートであった。メコン河上流、長江上流は、3000m 以上のチベット高

原から東南にむかい流れおちる急流である、これらの河川を横切るとなると、急峻な谷を

のぼりおりしなければならない。たいへん困難なルートであった。それゆえ、チベットか

ら四川までの直線ルートでは、大量の馬を調達することは難しかったが、清朝時代になる

とこのルートも使われ始めた。 

 

③ 西寧・チベット官営ルート 

 西寧・チベット官営ルートは、馬を買う目的の官営ルートであった。これは、チベット・

四川民間ルートで使われたメコン河上流・長江上流横断ルートを避けて、おおきく北方を

迂回、陝西省、甘粛から西寧をへて、現在の清海省を横切って、チベットに至るルートで

あった。 
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              地図 2-1 茶馬古道   

              出典：王静愛 左偉 2009:79 を基に作成 

     

朝廷が買い上げた茶は労役人によって、西北集積場へ運ばれた。西北集積場とは、秦州、

煕州、岷州など宋朝の西北国境線を沿った売茶場をいう(図 2-1)（梅原郁 1973：212）。朝

廷官人たちは買馬市で、茶と交換に、チベット商人から馬を購入した。  

     

2 節 中国茶の種類 

 

1．唐代の「餅茶」 

 

現在、中国では一般に葉茶が利用されている。飲用方法は淹れだし方法である。そ

の葉茶製法と淹れ出し飲法は明朝から定着したものである。明朝以前の茶は固形茶の

時代であった。 

『茶経』によって、唐代の茶文化は餅茶（ビンチャ）文化が主流であったことが認

められる。 

『茶経』六之飲に「飲に、觕茶・散茶・末茶・餅茶なる者あり」と記されている。
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「觕茶」は番茶の類であり、「散茶」は葉のままの茶、「末茶」は葉茶を炒めるなりし

てそのまま粉末状にしたもの、「餅茶」は茶を圧縮して造る固形状の茶である。この

四種類を形状によって大別すれば、「固形茶」の餅茶、「散茶」の觕茶・散茶・末茶に

分けられる（石田雅彦 2003：49）。 

 しかしながら、その『茶経』には散茶の製法などが記されていない。殆どが固形茶

である餅茶の製法、飲法、茶器の紹介である。それ故、唐代には餅茶が代表的茶であ

ったことがわかる。 

 

「餅茶」の製法 

 『茶経』では、「餅茶」（ビンチャ）の製造工程が、「採」「蒸」「搗」「拍」「焙」「穿」

「封」の七文字に集約されている。 

「採」とは、三月から五月の間、晴れあがった日に、茶の芽を摘んで背負った茶籠

に入れて運ぶことをいう。 

「蒸」とは、蒸籠に簀子を敷き、その上に茶葉が入った手篭をおいて蒸すことをい

う。蒸し上がったら、木製三つ叉でかいて広げ散らす。 

「搗」とは、臼に蒸し上がった茶葉を入れ、杵で砕くことをいう。 

「拍」とは、茶型を台の上に置き、搗きつぶした茶葉を入れて固く押し込み、固く

なるように強くたたくことをいう。できた餅茶は並べて、自然乾燥させる。 

「焙」とは、茶餅に穴を開け、串に刺して「焙」という乾燥機に入れ、遠火で乾燥

させることをいう。 

「穿」とは、楮の皮を紐にして、できあがった餅茶を繋ぐことをいう。 

「封」とは、餅茶を焙炉に保存することをいう（孔令敬 2002：73）。 

「餅茶」の餅は中国語で、小麦粉などをこねて薄く円盤状に伸ばし、なべで焼くか蒸

す食物の総称である。現在でも、中国で多様な固形茶が造られている。そのうち、円

盤状の固形茶が餅茶と呼ばれている。それゆえ、唐代の餅茶も円盤状の固形茶であっ

たと考えられる。 

 

唐式煎茶法 

このような製法で作られた餅茶の飲用法も『茶経』に記されている。 

まず火にかざして「赤ん坊の腕のようにやわらかく」なったら、紙袋に入れて冷ま

す。その後、薬研（漢方で、薬種を砕いたり、粉末にしたりする道具）で挽く。粉に
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なった茶を鍋に入れて煮る。最後に茶碗に注ぐ（メアら 2010：56）。 

唐代の鍋に煮て飲む方法は、中国では「煎茶」法と呼ばれる。 

唐代には多様な茶類があるにもかかわらず固形茶が主流であった。それは唐代の政

治・経済・文化の中心は北の黄河流域の長安（西安）にあったからだ。茶は南方から

「貢茶」として北方の長安へ運ばれたのであり、それゆえ運搬と保存しやすい固形茶

が最もふさわしい形であった。 

さらに、茶馬交易においても、硬く締まった固形茶は、運送に便利だけではなく、

計量の面でも便利であった。それゆえ、固形茶は茶馬交易にも使われた。 

 

2．宋代の「片茶」 

 

宋代の製茶には、固形茶と散茶の二種類があった。『宋史・食貨志』巻 183 に、 

「茶に二種あり。曰く片茶。曰く散茶」とある。片茶は宋代では固形茶を総称して

いう言葉であった（石田雅彦 2003：49）。 

片茶は固形茶の発展によって誕生した精巧な固形茶である。 

 

「片茶」の製法 

「片茶」の製造方法は以下のようであった。 

①摘んだ茶葉を再三水洗いしてから甑に入れて蒸す。 

②蒸し上がった茶葉を流れる水で何回も洗って冷やしてから、揉んで水を切る。 

③瓦のすり鉢に蒸した茶葉を固形茶一個分ずつ入れ、水を加えながら杵でつく。 

④すり鉢から取り出した茶は、攪拌してまんべんなく均し、揉んで滑らかにする。

⑤その茶を型に入れて固形茶にする。型には円形や方形、花形があり、文様も龍や

鳳などさまざまあった。 

出来上がった固形茶を乾燥させる。 

この工程は複雑である。まず強火で炙った後、沸騰した湯にくぐらせる。これを三

度繰り返してから、一晩中弱火で炙る。翌日、焙炉1に入れる。固形茶の厚さによっ

て焙炉に入れる日数を 6 日から 15 日の間で選ぶ。日数が満ちたら、湯気にくぐらせ

てつや出しをする。その後、密室に貯蔵する（孔令敬 2002：101）。 

唐の餅茶と比べると宋の片茶は龍や鳳の文様が施され、飾りが華麗で、表面も滑ら

                                                  
1 『茶経』にも焙がある。この焙は餅茶を作る時に使う墻（くど）である。宋代の焙炉は茶の保存

用のもので、竹で編んで作り、蒲の若葉で覆う。上には蓋がある（布目朝風 1989：222）。  
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かで光沢のある品であった。 

餅茶と片茶には、茶を砕く手法にも違いがあった。唐代では蒸した茶葉を臼に入れ

て杵で搗いたが、宋代ではすり鉢ですった。唐代の餅茶は茶葉の形を多少残して固形

化したが、宋代の片茶は茶葉の形を残さず繊細に砕いて固形化した（石田雅彦 2003：

255）。宋代になってはじめ抹茶(末茶)の真正な茶の粉末を得ることができたのであ

る。それ故、飲法も、煎茶法から点茶法へ移り変わった。 

 

点茶法 

宋代の茶に関する総論的茶書である蔡襄の『茶録』では、点茶法について次のよう

に記している。 

炙り方 

まず、片茶を熱湯に浸し、表面を削って、その削った茶を弱火で炙る。片茶を炙る

ときに鉄製の茶鋏を使う。 

碾き方 

炙った片茶を紙にしっかり包み、槌で砕く。その後、この茶を銀製か鉄製の碾2で

する。 

篩いかた 

茶の粉末を目がきわめて細かい絹布で篩う。 

湯加減 

沸かさなければいけないが、沸かしすぎてはいけない。湯沸かしには茶瓶を使う。

茶瓶は、金製が最高級品だが、民間で銀製か鉄製、あるいは磁器の茶瓶が使われた。 

温め方 

使用する前に茶碗を必ず温めておく。茶の白い泡を美しく目立たせるために黒い茶

碗を使用する。温めたら冷めにくい厚めの茶碗が良い。 

点て方 

茶の粉末を茶碗に入れる。その後茶瓶で熱湯を少々注いて、茶沫を均一に混ぜる。

再度湯をいれる。茶匙（後に、攪拌用の茶具は茶匙から茶筅に変わった）で円を描き

ながら手を回して強く混ぜる（孔令敬 2002：97）。 

 唐代と比べて宋代の固形茶がかなり変化したことがわかる。唐代では鍋に煮て飲ん

でいたのに対して、宋代には瓶で沸かした湯を、茶の粉末の上に直接注いで攪拌して

                                                  
2 碾は薬研である。製薬の時に、粉薬を作る器具である。宋代以降は金属製の碾であるが、『茶経』の碾は、

木製であった（布目朝風 1989：144）。 
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飲むようになった。また、泡が出るまで茶匙で攪拌し、湯と茶末が充分溶け合った茶

を作るようになった。 

 釜で煮て飲む方法は「煎茶」と呼ばれたのに対して、茶碗で攪拌して飲む方法は「点

茶」と呼ばれた。 

 

3．宋代の散茶 

 

『茶経』には片茶は主に「以て歳貢及び邦國の用に充つ」、散茶は「本路の為の食

茶に充つ」、とある。食茶は庶民が日常的に飲む茶を指す。すなわち固形茶である片

茶は宮廷御用茶であったのに対して、散茶は一般大衆の日常的に飲用する茶であった

（石田雅彦 2003：51）。 

1127 年開封（北宋の首都）が陥落したとき、宋政権は南方へ移った。首都を南京

に置いて南宋が建てられた。首都は後にさらに南の杭州に移った。宋政権の南遷に連

れて散茶が流行したという。 

散茶が流行した背景には、南宋の首都杭州あたりは唐代から「散茶」の名産地であ

ったことがある。散茶は首都の杭州周辺や、近くの産地から直接調達することができ

た。茶産地から離れた唐代や北宋時代には運搬しやすい固形茶が珍重されたが、王都

が茶産地に近い南宋では散茶が流行した。 

散茶の流行には製茶技術の進歩も欠かせない理由であった。散茶の製法には、揉む

手法が導入された。揉まれて製茶された茶は、飲用するとき有効成分が出やすい。こ

の革新的な技法は、飲茶法が「煎茶」から「点茶」、そして後の「淹茶」（急須に茶葉

を入れ、湯を注いで飲む方法のこと。日本でいう「煎茶」へと発展するうえで重要

な役割を果たした（孔令敬 2002：105）。 

宋代では、固形茶にしても、散茶にしても、飲用するときは茶をさらに細かく粉末

にしてから飲用していた。これを「末茶」と呼ぶ。他方葉茶をそのまま淹れて出し汁

を飲む習慣は明代に入ってから始まった。 

 

4．元代から明代へ 

 

元代の茶文化は宋代茶文化の伝統を継承した。『飲膳正要』には、多種の茶類及び

飲用方法が記されている。その中には特色のある飲み方もあった。末茶にバターを混
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ぜた「蘇筌」や「蘭膏」、油と牛脂で茶芽を炒めた「炒茶」などである。これら特色な茶の

飲み方は、遊牧民の食生活から生まれたものである。 

明代に入ってから貢納用の固形茶は廃止された。明太祖朱元璋は茶農の苦労を哀れ

んで製造に手前がかかる固形茶の献上をやめさせ、貢納茶を一律葉茶にした。ただし、

固形茶製造が廃止されたわけではなく、固形茶は茶馬交易用のみに生産されるように

なった。しかし、中国本土での固形茶飲用の歴史は終焉を迎えるのである。 

 

蒸製から釜炒製へ 

明代以前、固形茶にしても葉茶にしても、「蒸す」製法が中心であったが、明代に

は、釜で炒って製茶する技術が生まれた。製茶技術の変化につれて、飲み方も茶壺（急

須）を使用し、葉を湯に浸して出汁を飲む方法が普及した。これは現代風の喫茶の始

まりでもあった。 

唐代から明代にかけて茶は、固形茶から葉茶が主流になり、製茶技術も蒸製から釜

炒り製へ発展した。 

飲用方法は、唐代の固形茶を釜で煎じて飲む「煎茶」、宋代の葉茶を茶碗で立てて

飲む「点茶」、明代の葉茶を急須で浸して飲む「淹茶」の三段階の歴史発展を遂げた。 

 

團茶・団茶 

日本では、中国固形茶のことを団茶・團茶と呼ぶ。団（團）は丸い、丸くまとめる

或はひとかたまりに集まったものなどの意味で用いる。中国で、この意味での団（團）

茶が登場したのは宋代であった。 

『宋史』には片茶について「龍・鳳は皆團片なり。石乳・白乳3は皆狭片なり」と

ある。石田雅彦（『「茶の湯」の前史の研究』2003）は團片の「團」は丸い形をした

形状からきた名と推察している。 

明代の『滇略』には、「士庶所用、皆普茶也。蒸而成団」とある。普茶は普洱（プ

ーアル）茶を言う。普洱（プーアル）茶は雲南省普耳（プーアル）地域に集められて

出荷された雲南茶の総称である（陳正雲 2007：25）。その普茶は、茶葉を蒸して「団」

（丸い固まり）とするというのである。 

現在の雲南省のプーアル茶の固形茶は丸い、円盤状であり、餅茶と呼ばれている。 

中国では、団（團）茶は主に丸い、円盤状の固形茶を指していた。現在は、団茶と

                                                  
3 石乳や白乳と名付けられる団茶のことである（布目風潮 1989：209）。 
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いう名称は消えた。円盤状固形茶を餅茶、正方状固形茶を方茶、レンガ状固形茶を磚

茶と呼び分けている。 

固形茶の総称としては「緊圧茶」という言葉が用いられている。しかし、日本では

中国固形茶のすべてが団（團）茶と呼ばれている。すなわち、レンガ状、正方状など

丸い形状以外のものも団（團）茶と称されている。 

中国では団（團）を丸い形の意味で使われてきたが、日本ではひとかたまりの固形

茶の意味で使用されているように思われる。 

 

5．日本の茶 

 

日本への茶の普及の歴史は、唐・宋・明末の三代のそれぞれの段階に、新しい普及

があった。中国からの渡来時期の三段階に応じて、平安時代、鎌倉時代、江戸時代と

いう三時期に特有の茶文化の展開があった（守屋毅 1981：107）。 

日本には 9 世紀に空海と最澄が茶を始めてもたらした。しかし茶文化は休眠状態が

続いた。茶への関心は、12 世紀になってようやく目覚めたのだが、そのとき、正式

な茶のいれかたとなったのは、宋代に流行った葉茶の泡立て式だった（守屋毅 1981：

9）。 

平安時代の茶は唐の「餅茶」とその飲用法が伝来したと考えられる。しかし、それ

は宮廷貴族の階層のみに限られた風習であった。したがって、唐朝の衰退に伴って喫

茶風習も消えた。 

宋から帰国した留学僧によって茶が再び日本に伝来された。栄西の『喫茶養生記』

によると、当時の日本に伝えられたのは蒸し製散茶であり、飲用法は「末(抹)茶」を

泡立てて飲む方法であった。この「散茶」の製法と飲用法が、今日にいたるまでの日

本の茶の製法と茶道の基盤を築いたのである。 

葉茶を湯に浸して飲む日本の「煎茶」（中国では「淹茶」、「泡茶」という）は、明

末に中国人僧侶や商人によって日本に伝えられた（孔令敬 2002：136）。孔令敬は、

明式煎茶は日本で広がった背景を以下のように述べている。 

江戸時代には海外貿易に対する取り締まりが強化され、「鎖国」政策が取られてい

た。長崎は日本の唯一の開放港となった。貿易相手は明・清とオランダ、朝鮮に制限

された。その結果、中国人の長崎への出入りが頻繁になり、長崎に定住する華僑が増

えた。これらの定住商人の手で創建されたお寺も現れた。三福寺と称される、興福寺、
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福済寺と崇福寺である。これらの三寺の住職には、中国からの僧侶が招請されていた。

来日した中国人僧のほとんどが、茶産地がある南方出身者であった。 

さらに、満州族の清の軍が南下するにつれて、招請僧のほか、戦乱を逃れて日本に

渡航した僧侶も多かった。こうした情勢のもとに、煎茶法が日本に知られ、認知され

るようになった。 

煎茶の日本での発展に大きく貢献した人物は、中国僧隠元であった。1654 年、妙

心寺の日本人僧の招請で、福建省出身で、黄檗山万福寺に住持していた隠元が来日し

た。隠元が日本にもたした禅宗は黄檗宗と呼ばれ、1663 年京都宇治大和田村に開宗

した。隠元らが伝えた煎茶法は、その後、売茶翁の別名で親しまれている黄檗僧の月

海元昭の活動によって広がった。 

こうした背景の下で、「煎茶」という新しい飲み方が江戸中期から日本に定着した。 

 

6．黒茶 

 

黒茶の発生 

中国茶は唐代から宋代まで蒸製緑茶であった。明代になってから蒸製緑茶から釜炒

り緑茶へ変化した。しかし、現在中国で生産される固形茶の殆どは黒茶であり、チベ

ット、モンゴル人の利用する磚茶もすべて黒茶である。黒茶の発生については不明だ

が、プーアル茶の伝統製造方法から推測できる。 

 

プーアル茶の製造方法 

プーアル茶というのは、かつての普洱（プーアル）府（現雲南省西双版納ダイ族自

治区州）管轄内に産する大葉種茶を原料とし、後発酵過程で仕上げられる散茶と固形

茶の総称である。 

現在のプーアル茶は 1970 年代から取り入れた後発酵堆積工程によって作られてい

るが、それ以前のプーアル茶の作り方は以下のようになっていた。 

① 緑茶のように製造された茶葉を日干し乾燥させる。 

② 暗くて、風通しの良いところに数年間置く。これは自然「後発酵」方法である。 

しかし、1970 年代、後発酵堆積工程（微生物による発酵）をとりいれ、短い期間

での後発酵を可能にした（呂毅、坂田完三ら 2004：63）。 

伝統製造方法で作ったものを「生茶」、人工堆積方法で作ったのを「熟茶」と称す
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る。 

 

黒茶の生成 

この茶がどうして黒茶になったのか。 

茶馬交易時代、緑茶として作られた茶の塊は、雲南・四川で竹皮に包まれ、竹籠や

皮袋に詰められた。それが何千キロメートルの旅をしてチベットまでに到着するとこ

ろには、熟成（発酵）して赤褐色に変化し、まろやかな口当たりの黒茶になったので

はないかと推測されている（陳正雲 2007：59）。 

16 世紀ごろ、この偶然の黒茶が、湖南省安化県の製茶業者に発見され、茶葉を堆

積して微生物による発酵を促す人工的発酵方法で黒茶を生産されるようになった。そ

こで価格の安さに惹かれた茶商人が、湖南茶を買って遊牧民に売り始めた。そのためこの

茶の生産が急速に広まった。 

1595 年、御史（都察院の役人）の李楠は黒茶である湖南茶を批判し、苦くて身体に毒で

あり、そもそも本当の茶ではないことがままある、と言った。しかし、政府は、ウマと交

換するため、手に入る茶なら何でも欲しかった。別の御史の徐僑は、湖南茶の取引を許可

するという政府の判断を擁護し、この茶は確かに苦いが発酵馬乳とまぜれば病を起こさな

い、と言った（メアら 2010：90）。こうして、湖南産の黒茶も茶馬交易に参入することに

なった。 

 

7．清代の多様な茶類 

 

清代の茶文化は、殆ど明代の茶文化を受け継ぎ発展させたものである。中心は、周

辺遊牧民の飲む固形茶と、釜炒り散茶の生産であった。 

釜炒り散茶の種類は多様化した。伝統の緑茶と黒茶以外、紅茶、白茶、青茶の多様

な発酵茶と再加工茶である花茶（ジャスミン茶）が現れた。 

 青（烏龍）茶は清代の 1855 年頃から作り始められた、半発酵茶である。 

白茶は 1857 年に発明された、軽度発酵された茶である。 

紅茶は明末・清初（1643 年ごろ）に発明された、完全発酵茶である（守屋毅 1981：

91）。 

清代には、地域による喫茶の嗜好性の違いも顕著になった。福建や広州では烏龍茶

が愛飲され、長江の中下流域では緑茶、四川や雲南ではプーアル茶（黒茶）の飲用が
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中心となった。一方、茶の栽培が難しい北方では、北京中心に花茶の消費が圧倒的に

多くなった。 

花茶とは、茶葉に花の香りを吸着させた茶である。香片茶ともいう。中国では主に、

ジャスミン（茉莉花）、珠蘭花、木犀花を使用する。ジャスミンの場合、八分咲にな

った花を、緑茶に混ぜて幾重にも積み重ねておく。数時間堆積させることで、茶葉に

ジャスミンの香をつけさせる。 

茶と花びらの量の割合は茶葉三に対して花びら一が定量であるとされた。花茶の製

造飲用が始まったのは 19 世紀後半からのことであった。福建省の茶商が茉莉香片と

称して北京で売り出したところ大歓迎を受けたのに始まるという（矢沢利彦 1989：

58）。 

他方、固形茶の生産は、伝統のある四川が重要な産地であった。後に、雲南もチベ

ット向けの固形茶の産地となった。清朝の『物理小識』に「普洱茶蒸而成団、西蕃市

之」（陳正雲 2007：30）と記されているように、雲南産のプーアル茶を団茶にしてチ

ベットへ輸出していた。チベット向けの固形茶は四川・雲南の茶産地が担っていたこ

とが窺える。 

黒茶の人工的製茶技術が開発された湖南、湖北省はおもにモンゴル向けの固形茶の

産地となっていた。清朝とロシアの間での、長距離貿易が開通するにつれて、湖南・

湖北の固形茶が大いに発展した。かくして、固形茶の新主流となる磚茶が誕生した。 

 

3 節 磚茶の誕生は 19 世紀 

 

1．モンゴルに広がった多様な茶と磚茶の欠如 

 

現在内モンゴル人に利用されている茶は、川字青磚茶（黒茶系）である。製造元は湖北

省の茶工場である。 

 最初にモンゴルへ運ばれた茶は黒茶であるが磚茶ではなかった。磚茶の磚は中国語のレ

ンガの意味である。すなわち長方形立体のレンガのように硬い茶が磚茶である。 

 モンゴル人は磚茶のように型に入れて固く作られた茶をヘビーツアイ（hebyincai）という。

へビは型の意味、ツアイは茶の意味である。 

 ヘビーツアイがモンゴルに入る前は、ボリドウー茶(borduGu)という茶が飲まれていた。

ボリドウーは竹や柳の枝などで編んで作った小さいかごを意味し、このかごに入った茶が、
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ボリドウー茶である。そのボリドウー茶はスビゲル茶（sebiger）とも呼ばれる。スビゲルは

ぼうぼうとして柔らかいという意味で、スビゲル茶というのは茶の特徴から名づけた名で

ある（damrinbadzar1987：162）。 

山西商人が最初製造した茶は「帽盒茶」と呼ばれた。清朝初期、旅蒙山西商人は湖北省

の羊楼洞に茶庄4を開設して、商品としての「帽盒茶」を、モンゴル地域へ売り始めた。 

「帽盒茶」がどのような茶であったについては、様々な説がある。茶葉を蒸して、柔らか

くしてから、足で踏み整えて作った円柱体形茶であるというのは一致している。しかしど

の様な容器に入られて、円柱体形になるかについては、いくつかの説がある。1説によれば

その容器は帽子ケースのような形であった。それゆえに帽盒茶と名付けられたという（馮

金平 2006：80）。他説は、その円柱体形は帽子のケースに似ているから帽盒茶と呼んだと

いう（遊謨俊 2008：80）。 

現在の中国では、すでに述べたように、円盤状、長方形状、半球形状、円柱体形状など

多様な形状の黒固形茶が作られている。 

                                                  
4 茶庄というのは原料を買付け、自分で製造と販売をする商社 

 

   写真 2-2 円盤形状             写真 2-3 長方形状 
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写真 2-4 半球形状           写真 2-5 円柱体状         

 

２．磚茶の誕生 

 

磚茶製造は 1861 年頃 

モンゴル人はなぜレンガ状の磚茶のみ利用したのか。 

1862 年ごろ編集された『蒲圻県志・風習志』に磚茶について初めての記録が現れる。そ

れを根拠に、磚茶の誕生した年代は 1861 年～1862 年の間とするのが一般的である。  

内モンゴルで愛飲されている川字青磚茶も 1861 年頃、山西商人によって生産され始めた

（馮金平 2006：50）。その製造方法について、同治年代（1862 年～1874）に再編された『崇

陽県志』に、山西商人は羊楼洞から粗茶葉を購入して、釜炒りした後、布袋にいれて揉み、

甑で蒸した後レンガ形に圧製したとある。 

 

ロシア人の磚茶生産 

最初の圧茶機はどのようなものだったのは不明であるが、艾梅霞は最初の圧茶機は木製

型と槓桿を組み合わせた手作り機だったと述べている。この機の操縦には 4 人を必要とし

た。一秒で最大 6 個の磚茶を製造できた（艾梅霞 2007：104）。 
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写真 2-6 圧茶機（艾梅霞：2007） 

 

1863 年、ロシア商人が羊楼洞、漢口にいくつかの茶厰を開設した際に、磚茶の製造に蒸

気ボイラーを導入した。廃棄された火車（蒸気機関車）の蒸気ボイラーを改造して磚茶製

造に使用したため、磚茶に火車の絵をプレスして記念とした。これにより、ロシア人茶厰

から「火車頭」という紅磚茶のブランド名が誕生した。紅茶磚の別名は米磚ともいう。紅

磚茶の原料は紅茶を米のような小さい粒に粉末にするから、米磚と呼ばれた。紅茶を愛飲

するイギリスの国旗のデザインが漢字の米と似ているから、米という名が使われたという

説もある。 

ロシア商人は漢口から長江を下がり上海に至った。そのあと、海路で天津までいたった。

天津から北京を通って張家口に達した。そこからは、ラクダを使用するモンゴル経由の陸

路に繋がる運送ルートを利用した（左近幸村 2012：72）。 

 

紅茶磚茶 

後に、山西商人も紅茶磚茶を作り始めた。「牌楼」商標の紅茶磚茶が有名であった。牌楼

とは、中国伝統的建築様式の門の一つである。牌楼を牌坊ともいう。海外では中華文化の

シンボルの一つとされている。磚茶に中華のシンボル牌楼の絵をプレスしたのは海外に輸

出す商品であったからである。 

 

川字青磚茶 

モンゴル人に最も好まれたのは磚茶に川字が刻まれた川字青磚茶であった。川字マーク

は、モンゴル人と長期間付き合って信頼関係を築いた大盛魁の支店、三玉川、長盛川の商

標であったため、人気があったという。モンゴル人は茶を買うとき、包装の外から手で触
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れ、磚茶にプレスされた川字を確認してから買ったと伝えている。 

 

   
写真 2-9 火車頭紅磚茶 

 

  

3．茶をレンガのように作る理由 

 

磚茶が誕生した理由は、①遠隔運送、②輸出の増加、③貨幣として使用された、などの

理由があった。 

 

 

     
写真 2-7 牌楼紅磚茶               写真 2-8 川字青磚茶  
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遠距離ラクダ運送 

キャフタ市場が開かれると、旅蒙商人が貿易活動をロシア国境まで伸ばした。つまり、

交易をウランバートルからキャフタまで延長することになった。そのため、遠距離の交易

に適応した交易機能が求められた。長距離交易のラクダ運搬には 3 つの条件が備えられな

くてはならない。 

第１に、ラクダに荷物を積む場合揺れが少ない方が望ましい。丸い形より方形のほうは揺

れ動きが比較的穏やかである。 

ラクダへの荷物の一般的乗せ方を説明しよう。 

ラクダに荷物を乗せるときは、まず、ラクダのコブのまわりにフェルトをあて、2本の棒

をコブの左右両側に当ててフェルトを固定する。 

次に、その棒に荷物をむすぶ。 

運ぶ貨物によって駄載方法もことなる。塩、米、小麦など重いものは袋に入れて両側に

均等に振り分ける。雑貨などはまとめて方形にするか、方形の籠に入れて運ぶ。モンゴル

人は引っ越しする場合、子供も四角いかごに入れて運ぶことが多い。 

このように、ラクダに荷をのせる場合、方形の形の荷が好まれたのである。 

漢人商人の場合、商品は日常雑貨なので、箱を用いることが多い。それ故、箱に詰めや

すいレンガ形の茶が求められたと考えられる。 

 

第 2 は、磚茶のレンガのように硬い性質が、ラクダの運送には適していた。葉茶は傷つき

やすい商品である。長距離の家畜に頼る運搬には適応しない。しかし硬く圧された方形の

 

写真 2-10 荷役用のフタコブラクダ        写真 2-11 荷物を載せる整備 

（艾梅霞：2007）                （梅棹忠夫 1990：601） 
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茶はラクダの揺れに長時間耐えられる。 

第 3 は、荷物の小ささである。方形茶は荷茶用に圧縮して小さくかつ軽くした茶である。

葉茶 50kg を固形茶にすると 30kg の磚茶になる（馮金平 2006:149）。 

ラクダと船の積載力には格差がある。それ故、積載力が小さいラクダ運搬の荷は軽く高

価奢侈品が中心であったが、船では食糧など重い日常生活品が運ばれた(応地利明 2012：

30)。茶の場合、積載量が多い船では葉茶が運ばれたが、積載力が低いラクダでは磚茶が運

ばれたではないかと考えられる。 

 

茶輸出の増加 

 キャフタ市場からロシアへ輸出される中国商品では、茶が少量であった。18 世紀におけ

るロシアの主力輸出貨物は毛皮であった。輸出額の 80％弱を占めた。これに対して、中国

側からの主力輸出貨物は、輸出額の63％を占める南京木綿と18％を占める絹織物であった。

あわせて 81％にものぼった。茶の輸出は 16％弱でしかなかった（吉田金一 1974：193）。 

 18 世紀の露清貿易は、極端に言えばロシアの毛皮と中国の南京木綿の取引であった。そ

のため交換には南京木綿が評価基準とされていたほどである。しかし、1800 年、南京木綿

に代わって茶を評価単位とし、これに基づいて課税するという法令が出された。茶が中国

からロシアに輸出する主力貨物となるにいたっていたからである。1802 年ロシア側の茶の

輸入量は中国品物の輸出量の 42％にのぼり、1850 年は 92％にも達した（吉田金一 1974：

193）。 

しかし、清朝国内では、1853 年太平天国の農民蜂起が生じた。これによって茶の生産は

減少し、茶の供給不足が生じた。それ故、粗末な磚茶を作り出した。その粗末さは 2 点あ

った。 

 まず、原料である。磚茶の原料は、粗老の茶葉（成葉）と茎、枝を利用する。すでに述

べたように、山西商人が洋楼洞に初めて青磚茶を作った際、原料は粗老茶葉であった。 

 茶の品質を左右する要素のうち、茶葉の熟成度が一番重要である。中国茶の茶摘み部位

は、芽、一芽一葉、一芽二葉、一芽三葉、一芽四葉、一芽五葉に分けられる。一芽と一葉

を含んだ部位で作られた茶は最高の高級茶である。昔は皇帝に献上する茶であった。一芽

と二葉を含めた部位で作られるのは、中国内市場で販売される茶の中で最高上等茶である。

一芽と三つの葉をついた部分で製造されるのは中等茶であり、一芽と四つの葉を含む原料

は粗茶に用いられる最低品等の茶である（王玲 2010：19）。この粗茶が磚茶の原料となっ

た。 
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 その粗茶をどのように市場へ売り出すのか。そのひみつは、製造方法にあった。 

 磚茶の製造過程は初製と再製に分けて行われる。初製は毛茶（荒茶）を作る過程である。

再製過程でレンガ形の固形茶が作られる。レンガ形固形茶を作るとき、最下部に敷く茶を

底茶という。底茶の上には裏（里）茶、表面には面茶（洒面茶）をのせる。 

 底茶、裏茶、面茶に使用される茶類は異なる。青磚茶の場合、レンガ方形の木製型の中

央に枝或は茎という最低級の茶を置き、底茶と面茶には形を作る上等な茶を使用する。1つ

の磚茶には等級が異なる茶類が使われる。これにより新芽だけではなく、老葉、さらに枝、

茎までの利用が可能になる。 

  

貨幣としての磚茶 

モンゴル人は磚茶を貨幣として利用していた。ある物品が貨幣として使われるようにな

るための最低必要な条件は、その物品がいつでも、どこでも、いかなる物品とも交換し得

る価値と信用性を有していることにある（嶋田義仁 2010:275）。 

モンゴル人の伝統的貨幣は家畜である。そのうち、羊（ヤギ）が五畜の中で身体が最も

小さく繁殖力も強いため、基幹貨幣の役割を果たしてきた。絹が貨幣として使われた時期

もあった。 

茶が貨幣として使用された理由は以下の点にあった。①価値がある共通流通交易品、②

多様なサイズと多重細分の容易性、③運搬しやすさと保存しやすさである。 

 

① 価値がある共通流通交易品 

清朝側には銀両5、ロシア側はルーブルが流通していた。中継位置にあるモンゴルでロシ

ア、中国側の交易をおこなう場合、異なる貨幣の換算が必要だった。この複雑な換算を省

略して交易を効率的円滑に促進するためには、価値が高くどちらも歓迎する品物が新貨幣

として求められた。それが、磚茶であった。 

 

② 磚茶の多様なサイズと多重細分性 

磚茶は箱に詰める個数により多様なサイズが作られていた。磚茶を箱に詰める個数によ

って、青磚茶には四つの規格があった。一箱二十四個詰めの 24 型と、一箱二十七個詰めの

27 型、一箱三十六個詰めの 36 型、一箱三十九個詰めの 39 型である。一箱七十二個詰めの

紅磚茶もあった。 

                                                  
5 お椀や馬の蹄に似た銀の塊で、決まった重さはなく、常に重さを量りながら使用する秤量銀貨幣でした。 
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各規格の磚茶の重さは異なり、消費地も異なっていた。24 型は 3.25kg、36 型は 1.5kg 

であり、27 型、39 型の重さは同じ 2kg であった。紅磚茶は 1kg であり最も軽量であった。 

 24 型、36 型の茶は主に張家口、フフホト、モンゴル、ロシアへ出荷されていた。27 型、

39 型はフフホト、包頭、新疆へ出荷された（呂毅、坂田完三ら 2004：54）。 

72 型はロシア人自ら作ったロシア向けの茶であり、張家口からモンゴル、ロシアへ運送

された。 

モンゴル、ロシア市場では主に 24 型（3.25kg）、36 型（1.5kg）、72 型（１kg）の磚茶

が販売された。 

フフホトは中央アジア、外モンゴル、ロシアと中国江南地域を結ぶ最も重要な中継都市

となったため、72 型を除いた 4 種類の型がすべて流通していた。 

フフホトから新疆へ出荷されたのは 2kg の 27 型、39 型であった。西北地域市場では、

磚茶の交換率は一律であったと考えられる。 

運送先によって出荷される磚茶の規格及び重量が異なったことは、消費先の市場交換率

とかかわっていた。運送先と磚茶規格の相応関係は茶工場から出荷される際に、決められ

ていた。しかし、実際の消費地には、地域間の再流通によって、多様の茶がもたらされた

という。特に同じモンゴル人同士の外モンゴルと内モンゴルでの市場はそうだった。 

では、モンゴル人は多様な規格の磚茶をどのように利用していたか。 

モンゴル人は飲用には、24 型、36 型、72 型の上質の茶を利用した。それをモンゴル語

で、ゾザンチャイ（jujaGancai）という。 

貨幣としては、主に比較的粗末な 39 型を利用していた。それをシリチャイ（siracai）と

いう。 

 

表 2-3 磚茶規格 

規格 重さ（kg） 茶類 

24 型 3.25 黒茶 

36 型  1.5 黒茶 

27 型 2 黒茶 

39 型  2 黒茶 

72 型  1 紅茶 

出典：馮金平 2006：52 
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同じ磚茶でも上質と粗末の区別があり貨幣価値が違った。さらに、1 つの磚茶を 60 分に

細分していた。30 分すなわち一節半分の磚茶を、ホグスチャイ（quGuscai）と呼んだ。 

しかし、磚茶の流通範囲は広大であったため、地域ごとに換算値が異なっていた。以下

はフフホトの交換値である。 

ゾザンチャイ 1 個 ＝ シリチャイ 60 個 

ホグスチャイ 1 個 ＝ シリチャイ 30 個 

羊 1 匹（中等）  ＝ シリチャイ（39 型）7 個 

羊１匹（上等） ＝ シリチャイ（39 型）12、13 個 

馬 1 匹（中等） ＝ シリチャイ（39 型）46 個 

シリチャイ（39 型）1 個＝ 羊肉 1.5kg 

    出典：『蒙古学百科全書・経済巻』2009：449 

 

③ 運搬しやすさ、保存しやすさ 

運搬しやすさ 

モンゴル人の伝統的貨幣は家畜であった。家畜貨幣は部族間での交換、異民族間のバザ

ー、定期市場での交易など、大量、大規模の交易に適した貨幣である。羊は群れ動物であ

ったから、家畜一頭、二頭を都市、町へ連れて行くというのは困難であった。しかし、定

住都市、町の形成とともに、モンゴル人は日常製品を短距離にある市場で、しかも恒常的

に購入することができるようになった。そのため、品物を一度に大量購入する必要がなく

なった。随時必要な量だけを購入すればよい。そのために、利用が容易で持ちやすい貨幣

が求められた。 

そこで茶が貨幣として使用し始める理由があった。貨幣として耐久性、保存しやすさが

必要であったから、これらの性能がより厳しく求められた。したがって磚茶はますます

固くなった。それ故、モンゴル人は磚茶を飲用する際に、磚茶を砕くために、イフ或は

斧を使わなければならない。磚茶がレンガのように硬いことは、ラクダ運搬に長時間耐

えられなければならないことと、貨幣としての耐久性の必要という二つの理由があった

のである。 

 

保存しやすさ 

一般に、茶は貯蔵性が弱い。緑茶は常温で保存していると、だんだん爽やかな香りが失

われ、色が黒くなり、味も悪くなってしまう（呂毅、坂田完三ら 2004：87）。しかし、硬
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く固められた磚茶は保存しやすい茶であった。その保存に優れた性質は、磚茶の原料が黒

茶であることに由来する。緑茶は貯蔵時間が経つにつれて可溶成分が減少し、緑茶の味が

なくなる。しかし、黒茶の場合、保存中に可溶成分が増加し、こくのある味になる（呂毅、

坂田完三ら 2004：88）。さらに、硬く固めることによって、茶の香り、味をもよく保つこ

とができた。緑茶、紅茶のように保存が難しく、変質し易い茶は貨幣にならない。 

 

磚茶貨幣の欠点 

しかし、いくら耐久性があっても茶は金属に劣る。 

二十世紀の初め、フィンランドの東洋学者グスタフ・ヨン・ラムステットがウランバー

トル市場についてこう書いている。 

「ウルガ（ウランバートル）の市場で羊肉などの買い物をするときは、磚茶の束を使用

人に背負わせていくのである。磚茶のほうがハダッキ（長短の絹織物）よりも多少は確実

な通貨ではあったが、崩れやすいし、とくに角はすぐにこすれて丸くなってしまうので、

あまり多くの人の手を渡らないうちに、支払いの手段には使えなくなってしまう。崩れて

汚れた磚茶は、飲み物に使うほかはない。そこで、モンゴル人は最終的にはお金を飲んで

しまう」（G・J・蘭司鉄 2014：43）。 

磚茶は金・銀などと比べると耐久性が劣るが、最終的に自分で消費できる特性もあった。 

モンゴル社会において、レンガのような長方形状で、硬い磚茶が定着したのは、ラクダ

に頼る運送手段、輸出の増加、貨幣としての条件など三つの理由があった。 

モンゴルでは、多様な茶を多面的に利用してきた。飲用には上質の茶が利用され、貨幣

としては粗末な磚茶が使用されていた。 
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6 章 清朝時代の茶馬交易 

 

清朝成立するとともに中国王朝は再び非漢民族である満州人によって統治された。モン

ゴル諸部族も段階的に清朝の支配下へ組み込まれた。 

1636 年、内モンゴル諸部は征服された。その半世紀後の 1691 年には外モンゴルも清朝

の支配下に入った。1758 年、西モンゴルのジュンガル部も清朝に征服され、モンゴル全体

が清朝の支配下に入った。 

清朝は、モンゴル諸部族に盟旗制度、仏教の扶植（導入）、旅蒙商など、行政、宗教、商

業にわたる緒政策を実施した。それは遊牧モンゴル社会を大きく変化させた。そんな社会

背景のなかで、磚茶文化もモンゴル人の生活のなかに定着することになった。 

その諸政策を詳しく検討してみよう 

 

1 節 清朝の統治構造 

 

1．多様な地方統治 

 

清朝における地方分類 

清朝統治構造には、「本部」、「藩部」、「朝貢国」、「互市」など、地域レヴェルの違いに応

じた諸政策があった（包慕萍 2007：5）。 

「本部」とは、おおむね従来の明朝の版図にあたり、中華文化が継続的に受け継がれて

きた地域である。 

「藩部」とは、清朝が新たに征服し、その地域の民族文化や制度を維持しながら清朝に

従属させた地域である。  

「朝貢国」とは、周辺国の君主の国が貢物を捧げ、これに対して中国皇帝側が恩賜を与

えるという形式をとった朝貢貿易のなかに位置付けられた周辺国である。この関係では、

中国皇帝が君主に爵号を与え皇帝と君主の君臣関係が結ばれ、周辺国君主は中国皇帝の臣

下となった。清朝の朝貢国は、朝鮮や東南アジアのベドナム、タイ、ミャンマーなどであ

った。 

「互市」とは、中国王朝と周辺の国々との間の国境や交易路上の指定地点でおこなう交

易をいう。対象貿易国は朝貢形式の冊封を受けない、交易のみを行う関係である。清朝時
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代の互市はヨーロッパ諸国であった。交易場としては広州があった。 

 

地方統治のちがい 

これらの地域を管理する制度、機関も、地域レべルにおいて異なっていた。 

「本部」以外の「藩部」、「朝貢」、「互市」は理藩院によって管理させられた。 

「本部」は六つの部（礼部、兵部、工部、戸部、吏部、刑部）に管理させた。 

「藩部」においては盟旗制度が実施されたが、「本部」では行省制度が採用された。陽強

の『清代蒙古族盟旗制度』によると、その内容は次のようであった。 

① 「本部」管理は六つの機関に分業させるが、藩部は理藩院に管理させる。 

② 行省の官位者は皇帝が任命する。盟旗においては各地の王公たちに爵位を与えて統治

者として認める。 

③ 「本部」には、租税形式で国家財政を支える経済的義務があった。「盟旗」では予備

軍の提供、参戦など軍事的義務が重要であった。 

 

       

地図 2-2 清朝の本部と藩部及び朝貢国 

         出典：包慕萍 2007  
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2．盟旗制度 

 

盟旗制度は盟と旗からなる。 

 

盟 

盟（アイマク）は、いくつかの旗の上に設置する機構である。旗と清朝の理藩院との間

に介在する組織であるが、理藩院と各旗の連絡及び盟内各旗間の紛争などの処理を任務と

するに過ぎない。盟長は旗長の中から任命する。三年ごとに各旗ザサクを招集し盟会を開

催する。 

盟名は盟会が開催される場所の地名による名前が多い。たとえば、ジエルム盟（現在の

通遼市）の名前はジエルム山に由来する。最初の盟会がジエリム山の付近で開催されたか

らである。 

 

旗 

旗をモンゴル語でホショー（qusigu）という。ホショーは、動物の頭の先の口鼻あたりを

指す言葉である。モンゴル人の飼う馬、牛、ラクダ、羊、ヤギなど五畜をダブンホショー

マル（tabunqusigumal）（五つの鼻）と表現する 

旗名はほとんど従来のモンゴル部族の名前で命名された。比較的大きい部族は、前後或

は左右で分けて旗を編制した。例えば、ホルチン部族は、左右両翼に分けられ、左翼をも

前、中、後の三旗に分け、右翼も前、中、後三旗に分けた。 

旗長をモンゴル語でザサク（jasag 札薩克）という。ザサクで統轄される旗をザサク旗

という。内モンゴルには 49 の、外モンゴルには 86 ザサク旗が設置された。 

 

都統旗、ラマ旗 

ザサク旗以外に都統旗、ラマ旗もあった。 

都統旗は主に清朝の征服に頑固に反抗したチンギス・ハーンの正統部である察哈爾（チ

ャハリ）部の各旗とアルタン・ハーン（汗）のトメト左右両旗及びフルンボイル地域にあ

った諸旗であった。これらの部族の各旗に清朝政府が大臣、将軍を総官として任命し、理

藩院が直接管理した、自治権がない旗である。 

ラマ旗は活仏ホトクト（qutuGtu）が統轄する旗であり、その旗民をシャビナリ（弟子た

ち(Sabinar）とよぶ。モンゴル地域には七つのラマ旗が設置された。外モンゴルのジェブツ
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ンダンバ・ホトクト旗(トシェート・ハーン中旗境内)をはじめとする五つのラマ旗と青海

モンゴル地域のチャハンノモン・ハンラマ旗、内モンゴルのシリトフレー旗であった。内

モンゴルのシリトフレーラマ旗は、現在の通遼市（旧ジリェム盟）のフレー旗であった。

ラマ旗には軍事義務、納税義務がなかった。 

旗の下の行政・軍事単位は漢語で佐領、モンゴル語でソムと呼ぶ。1 ソムは 150 人の兵士

から構成される。18 歳から 60 歳の間のモンゴル人男性すべて（ラマと貴族の随丁を除く）

に、兵役義務があった。随丁とは召使いである。清朝時代、官職に就いたモンゴル人王公

たちの随丁人数は爵位によって異なっていた。最高王の随丁数は 60 人あり、最下位官の随

丁は 4 人あった。 

旗内における佐領（ソム）の維持は、清朝にとってモンゴル統治の要諦であり、軍事動

員に随時対応可能な態勢を取らせていた。 

清代の盟旗制度は、軍事、行政合一単位であった。 

旗による分割は、従来モンゴル王公たちの領地を縮小し、勢力を削減する制度であった。

旗には、旗を越えた放牧の禁止、他民族の立ち入り制限など「封禁政策」も課せられた。

牧畜生活はこれにより、部族リーダを中心に広範囲で遊牧してきた形態から、固定された

一定範囲の移動放牧形態へと転換させられることになった。これに伴い官職に就いたモン

ゴル王公たちも各自が固定王府を建設して定着し始めた。 

 

中華人民共和国における盟旗制度 

1947 年成立した内モンゴル自治政府は、1949 年中華人民共和国の自治区になった。自

治区になっても、清時代の盟旗制度が部分的に受け継がれた。 

自治区行政組織は、上位から自治区、盟、旗、ソムの四つのレヴェルに分けられた。そ

れぞれが、中国の地方共通行政区の行政単位である①省、②市、③県、④郷と対応する。 

つまり、①の省は自治区に、②の市は州、盟に、③の県は旗に、④の郷はソムに、対応す

る（表 2-4）。内モンゴルに、自治区以下盟や旗などの独特の行政組織名がみとめられたの

は、内モンゴルがモンゴル文化の伝統下にあり、かつモンゴル人が多数住む少数民族区で

あったからであある。 

しかし、1983 年より、「市管県体制」が中国国務院により施行されはじめると、盟が市へ

と再編されはじめた。ジョーウオダ（昭鳥達）盟は赤峰市（1983）になり、ジェリム（哲

里木）盟は通遼市（1999）となった。さらに、2000 年から「西部大開発」政策がすすめら

れるや、盟の市への改変は加速された。「民族地域経済の発展」、「都市化を促進する」ため
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に、民族自治地方行政区の再構築が行われたのである（羅維慶 2007：96）。その結果、フ

ルンボイル盟がフルンボイル市に（2001）、イェケジョウー盟がオルドス市に（2002）、バ

ヤンノール盟がバヤンノール市に（2003）、ウランチャブ盟がウランチャブ市に（2003）と

なった。現在、盟としてのこっているのは、興安、シリンゴル、アラシャンの 3 盟にすぎ

ない。 

 

表 2-4 中国地方行政 

 

 

 

 

    

 

出典：オンドロナ 2007：27 

 

2 節 フフホトの建設 

 

１．青城と満州八旗城の双子都市建設 

 

青城 

アルタン・ハーン（汗）によって明朝と右翼モンゴルの和議が 1571 年に結ばれるや、そ

の翌年 1572 年から、フフホトの建設が始まった。フフホトは現在のモンゴル自治区の首都

である。フフホトが位置するのは、ヒマラヤ山地から北流してきた黄河が陰山山脈にぶつ

かり東流して形成する沖積平原の河套平原の東端、黄河が南流する地点の東側である。モ

ンゴル語で｢フフ｣は｢青｣の意味、｢ホト｣は都市を意味する。直訳すると｢青い都市｣、｢青城｣

となる。フフホトが完成した 1575 年、フフホトは明朝によって｢帰化城｣と命名された。「帰

化城」の帰化は「帰順朝廷、接収教化」の略である。以来、モンゴル語のフフホトと並ん

で、帰化城という中国名も 1940 年代まで用いられていた。 

最初建設されたフフホト城は、包慕萍氏によれば、土の城壁を有し、各辺長 400m のほ

ぼ方形であり、内城の周囲は二里（約 1km）、城内は南北の城門を結ぶ大通りで街並みが二

つに分かれていた。1691 年外城が内城の北に増築された。 

 中国共通の行政区分 少数民族地域の行政区分 

① 省レヴェル 省、直轄市（区） 自治区 

② 市レヴェル 市（区） 州、盟（アイマク）（aimag） 

③ 県レヴェル 県 旗（ホショー）（qusigu） 

④ 郷レヴェル 郷、鎮 ソム（somu） 
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 ハーン（汗）の宮廷となったオルド6や役所がフフホトの中心に設置されていた。城内の

半分が空地だった。しかし城の周囲に遊牧民のゲルが数多くたてられていた。 

 フフホトを建設した目的には、モンゴルを再振興させるためにフビライ・ハーンの大都

（現在の北京）を模倣した都市を建設しようというモンゴル側の政治的目的と、フフホト

に市場を設けモンゴルの経済発展をはかろうという経済的目的があった（包慕萍 2007）。 

 しかし、フフホトは新たに成立した清朝政府にとっても要衝の町であった。それゆえ、

フフホトには、1737 年、清朝の軍事組織満州八旗が駐屯する要塞満州八旗城も建設された。

フフホトに建設された八旗城は綏遠城と呼ばれた。完成した後、山西の右玉県にあった八

旗軍隊をこの新城に移らせた。綏遠城の名は、右玉の八旗軍を統括していた綏遠将軍とい

う官名に由来した（包慕萍 2007：193）。 

八旗城というのは清朝時代に設けられた満州八旗が駐屯する城壁都市である。八旗城は

清朝の初期から末期にかけて、北京をはじめ、中国各地のみならず内・外モンゴル、ウイ

グル、チベット、台湾などの辺境に至る広い範囲に建設された（包慕萍 2007：194）。1737

年に八旗城が建設されたのは、後に述べるように、1727 年に清朝とロシアの間にキャタフ

条約が結ばれ、対ロシア交易が加速されたことと関連している。 

 

フフホトの発展の三段階 

 包慕萍によれば、フフホトは建設以来、3 段階の変容をとげた。 

 第 1 段階はモンゴル王権およびチベット仏教統治下の「遊牧都市」形成 

 第 2 段階は清朝支配下における清朝支配拠点都市と遠隔中継貿易都市形成 

 第 3 段階は「近代」への変容 

 

 第 1 段階のモンゴル王権およびチベット仏教統治下の「遊牧都市」とは、アルタン・ハ

ーンがフフホトを建設した 1572 年からモンゴルが清朝に編入される 1636 年までの時期、

及び、清朝に編入された後移民政策が実施される 1720 年代までの時期の都市形態を指して

いる。 

 アルタン・ハーンによって、モンゴルではチベット仏教の元朝以来の再導入が図れた。

これにともない、フフホトに、最初の仏教寺院イヘ・ジョウ（大召寺）が建創され、チベ

ット仏教はモンゴル全域に大いに広がった。モンゴルが清朝の藩部として清朝側に編入さ

                                                  
6  モンゴル王公たちの伝統的移動式ゲルの尊称である。清朝時代から、定住化したモンゴル定住王府もオ

ルドと呼ばれるようになった。 
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れた後、清朝はモンゴルの懐柔を図る目的で、チベット仏教の増加をはかった。これによ

り、モンゴル社会におけるラマ僧侶の階級が形成された。モンゴル社会では、モンゴル王

権と仏教権威が併存するようになった。 

 しかし、モンゴルの社会基盤は遊牧文化であり、都市形態には遊牧的要素が主要な役割

をはたしていた。フフホトの空間構成は、城にはハーンの宮殿であるオルドが設けられ、

周囲にモンゴル仏教寺院、ラマ僧の居住地、モンゴル人の移動式住居ゲルの宿営地が形成

された。北城門には、家畜市場が設置され主要な商業区となっていた。 

 この都市構造は清朝統治下に入ってからも、清朝が移民政策を実施する前までは維持さ

れていた。それゆえ、この時期はハーンの統治と仏教の下で遊牧要素を維持した「遊牧都

市」形成時代といえることができる。 

 第 2 段階の清朝支配と遠隔中継貿易都市形成とは、清朝から漢人のモンゴルへの移民が

許可された 1723 年から、清朝とロシアが天津条約を締結した 1862 年までの時代の都市形

成である。この時代に、フフホトは大きな変革を経験した。1つは清朝が漢人のモンゴルへ

の移民を許可したことである。移民政策によってモンゴルに移住してきた漢人は、モンゴ

ル王権ではなく、清朝に新たに設立した機関である「庁」によって管理された。こうして、

モンゴルにはモンゴル人社会と移民社会が併存するようになった。さらに 1730 年代になる

と、満州八旗城が新設された。これにより清朝の対モンゴル統治が強化された。 

 これによって、フフホトの遊牧的要素が薄れ、次第に定住都市へと変貌した。 

 もう 1 つの変革は、清朝がロシアとキャフタ条約を結んだことである。これによって、

モンゴルは中国とロシア、中央アジアとの貿易の中継地となった。その貿易の担い手はお

もに山西出身の漢人かイスラム教徒の回民であった。 

 第 3 段階はキリスト教布教や西洋諸国の影響を受けた近代化都市形成時代である。1860

年から 1950 年代までの時期にあたる。この時期に、清朝は西洋諸国と次々と条約を締結し

た。これらの条約によってキリスト教が宣教の権利を獲得し、教会の建設、貿易などがで

きるようになった。こうした西洋諸国の影響はモンゴルの都市と建築にも影響を及ぼした。 

西洋の汽船に頼る運送手段の発達により、ラクダキャラバンに頼るモンゴル経由の遠隔

地中継貿易は衰退し始めた。 

1911 年、清朝の崩壊と同時に外モンゴルが独立した。翌年 1912 年中華民国が成立した。

内モンゴルと外モンゴルは分断された。中華民国の一部となった内モンゴルでは、モンゴ

ル政府が廃止された。 

1937 年、フフホトに入った日本軍はシリンゴル盟の王ドムチョクドンロプを主席とする
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「蒙古連盟自治政府」設立した。フフホトにおける日本式都市計画などが行われた。 

終戦後は、1947 年、内モンゴル自治政府が創設され、1949 年に、中華人民行共和国の最

初の自治区となった。この時期の都市計画、建築設計はソ連モデルにしたがって建設され

た。 

 この時期、モンゴル社会は急激な変動を経験した。キリスト教の伝来、内・外モンゴル

の分断、日本の植民地主義、社会主義ソ連の影響などを経て、フフホトは近代都市へ変貌

した。 

 

フフホトと茶交易 

モンゴル茶文化の普及は第２段階の清朝支配と遠隔中継貿易都市形成と深い関係がある。 

 1727 年、ロシアと清朝の間にキャタフ条約が結ばれると、フフホトは北ジア遠隔茶貿易

の中心地となり、1737 年の綏遠城の建設により、同時に清朝のモンゴル支配の政治・軍事

拠点ともなった。綏遠城の建設により、フフホトのモンゴル人に対する管理も強化された。

綏遠城とフフホト城の距離は 2.5km 離れていたが、一体的都市構造へ発展することになっ

た。現在のフフホトはフフホト城と清朝の満州八旗城の双子城から発達したものである。 

八旗城の旗人はしかし清朝政府から俸禄を受け軍人役人階層であり、八旗城内には商店

などが殆どなかった。商業の中心となったのは、フフホト城である。 
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         地図 2-3 フフホト城と八旗城の位置 Google map よる 

 

２．チベット仏教の再導入と商業区の形成 

 

ダライ・ラマとアルタン・ハーンの同盟 

モンゴル帝国の崩壊後、モンゴル帝国の庇護を受けていたチベットのサキャ派政権は崩

壊した。チベットの各宗派はそれぞれ独自にモンゴル高原の諸勢力の庇護を求め、相互の

権力争いが続いていた。そんな中、チベット仏教のゲルク派が、勢力の拡大をとげた。そ

れにともない既存宗派との摩擦が著しくなった。 

そこでアルタン・ハーン（汗）は、1578 年、ゲルク派のデプン僧院とセラ僧院の座主で

あったソナム・ギャツォ（1543～1588）を青海（ココノル）湖畔に招くと、ソナム・ギャ

ツォにダライ・ラマの尊号を与えた。チベット語のギャツォは「海」を意味し、モンゴル

語で「海」を「ダライ」という。ダライ・ラマとは「海のラマ」である。 

モンゴル支配者とチベット宗教界の要人の新たな同盟関係が結ばれた。元朝以来、二回

目のチベット仏教の導入政策が開始された。 

 

フフホトにおける仏教寺院の建設 

1579 年、最初のチベット仏教寺院イヘ・シジョー（漢語表記で大召）がフフホトに建設
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された。その 5年後イヘ・ジョーの東方にシレト・ジョー寺院が建てられ、さらに 1621 年、

シレト・ジョーの東方にバガ・ジョー（小召）寺院が建築された。寺院と仏像建設の推進

と並行して、チベット語の仏教経典のモンゴル語訳事業もすすめられた。 

かくして、フフホトを中心とする内モンゴル地域にチベット仏教が広がり、寺院僧職階

層が形成されることになった。 

それとともに、寺院周辺には売買城と呼ばれた商業地区が数多く建設されることになっ

た。 

先に指摘したように、アルタン・ハーン（汗）は、モンゴルへの茶の再導入を試みた。

中国の茶馬市は唐代からずっと甘粛、青海など茶産地の四川・雲南の西北部にあった。し

かしアルタン・ハーン（汗）は、茶馬市をモンゴルに接した万里長城沿いにも設置するこ

とをすすめた。そこから、茶はモンゴルへ正式に流入し始めた。そういう点で、アルタン・

ハーン（汗）はモンゴル茶文化の基盤を築いた人物だと言っても過言ではないだろう。 

しかしそれだけではなかった。アルタ・ハーンは商業都市フフホトを建設し、仏教寺院

もたてて仏教文化をひろげ、フフホトの仏教的商業文化都市形成に多大な貢献をなしたの

である。 

「遊牧民は、その経済の一面的性質のために、またその移動的性質のために、またその財

産が動産的で、貨幣的性質をもつために、本質的に商業によって特色がづけられている。

彼等が、彼等と異なった生活様式をもつ農耕民や狩猟民と接触する場合にそれは特に顕著

であった」（松田壽男 1987：232）と指摘されている。モンゴル人は交易、商業に敏感であ

り、積極的であった。アルタン・ハーン（汗）の政策はモンゴル人の商業性を表す一例で

あった。  

 

3 節 ロシアまで伸びた茶貿易 

 

キャフタ通商条約 

 フフホトの発展とモンゴルにおける茶文化の定着を語るうえで見逃せないのは、清

朝とロシアの間で結ばれたキャフタ条約である。 

16 世紀末からロシアはシベリアへの進出を始めた。1636 年までにシベリア全域を

支配し、中国東北境界にまで進出するようになった。何回かの軍事衝突の後、両国の

境界線を決定する「ネルチンスク条約」（1689 年）が結ばれた。それは清とヨーロッ

パ国家との間に結ばれた初めての対等条約である。 
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1691 年清朝は外モンゴルを征服した。そのため、ロシアと清朝の国境を再度定め

なければならなかった。1727 年キャフタ条約が締結された。その結果、両国の国境

が確定されるとともに、両国の貿易の主要市場が、清朝支配下のモンゴルと国境を接

するバイカル湖の南、ロシア前哨基地キャフタに設置された。 

ロシア政府によるキャフタ市場は以下のようであった。 

「キャフタ市場は 200m 四方とする。四隅にそれぞれ塔を建てるべし。この正方形

の市場の中に 32 軒の売店を設置する」（メアら 2010：153）。 

それはロシア側の市場の様子であるが、清朝側の漢人商人たちは自分たちの市場を

国境の反対側（現在のモンゴル国境界内）に開設した。 

キャフタ通商条約締結により、中国茶はモンゴルを経由してロシアへ輸出された。

山西商人も商業活動をロシアまでに伸ばした。これにともない、キャタフ条約の 10

年後の 1737 年、フフホトには満州八旗という軍団が駐在する満州八旗城も建設され

た。 

 

フフホトを中心とする北アジアの国際交易 

モンゴル地域は中継貿易に巻き込まれた。フフホト城は中央アジア、外モンゴル、

ロシア、江南地域を結ぶ商業ネットワークの最も重要な中継都市として発展した。ロ

シアは高級な毛皮を中国へ輸出した。江南地域から綿布、シルク、茶などがモンゴル、

ロシア、中央アジアへ輸出された。中央アジア・モンゴルからは、家畜、羊毛、毛皮

などが漢民族地域へ輸出された。 

ロシアの輸出品は主に獣毛皮であった。それが中国のキャフタ弁事司官の記録から

よみとれる。キャフタには庫倫（現ウランバートル）大臣の管轄下にキャフタ弁事司

官が一名、理藩院から派遣されていた。キャフタ市場の商人管理と、生じた問題処理

など行う官僚であった。彼は次のように述べている。中国内地から多数の商人が緞布

茶烟などを持って、毎年張家口からキャフタ地方に来て、ロシア人と交易し、ロシア

の黒狐などの毛皮や毛織物と交換して張家口に帰る（吉田金一 1974：160）。ここで

いう緞はシルク、布は綿布、烟はタバコである。 

モンゴル人が売る毛皮は主に羊、牛の毛皮であった。ロシアから輸出されたのは獣

皮、獣毛であるが、モンゴルから中国内地へ販売される毛皮にはロシアとモンゴルの

両方の毛皮が含まれていた。 
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図 2-1 フフホトを中心とする中継貿易 

出典：包慕萍 2007  

 

4 節 旅蒙商山西商人の誕生 

 

1．旅蒙商と山西商人 

 

龍票による交易の管理 
清朝時代には、旗を越えた放牧の禁止、漢民族がモンゴル地域への立入制限である「封

禁政策」が実施された。このような政策下のもとに、「旅蒙行商」という特殊な商業スタイ

ルが出現した。清朝初期、漢人商人の対モンゴルにおける商業活動は以下の方式にしたが

っておこなわれた。 

①  清の理藩院から「龍票」という一年の在留許可書を得る。「龍票」を与えられた商

人のみがモンゴル旗に入る権利を得た。 

②  漢人商人が旗に入ると、旗ザサクに「龍票」を見せて、ザサクから「龍票」の検証

を受けるとともに、人数、商品、携帯物の点検が行われた。 
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③ その後、ザサクの指定する王府、ラマ寺院、牧畜民の営地で商売をする。 

③  別の旗へ移動すると又同じ手続きをしてから商売を始める。 

④  在留期間が切れる前に漢民族地域へ戻らなければならない。内地に戻る時も、関口

で検査を受けた後、帰ることが許可される。 

⑤  商売期間内における固定家屋の購入及び店舗の開設が禁止された。牛車やラクダに

商品を積載し、テント或いは天幕で生活しながらの売買のことが許可された。 

 

 漢人商人はモンゴル地域で固定住居を持たずに旅商人として活動した。それゆえに、そ

の商業は「旅蒙行商」と呼ばれた。旅蒙商たちは一年を周期として内地（長城以南）とモ

ンゴルを往復繰り返す生活を送っていた。その商売スタイルは清朝のモンゴルへ移民政策

を実行されるまで維持された。 

 

山西商人 

旅蒙行商する漢人商人のほとんどが山西商人であった。「晋商」（山西省の略称は晋）と

呼ばれる山西商人は昔から優れた商業民であったことを、唐代の歴史家李延寿
り え ん じ ゅ

の『北史』

が次のように書いている。 

「川の東には大勢の優れた商人がいて、彼らはほとんど農業や養蚕に従事しない。30 歳

過ぎても畑の耕しかたを知らない人たちがいる」（メアら 2010：152）。この場合川とは黄

河をいう。山西は、オルドスの東側を河套平原から南流してくる黄河の東側の山地地域で

ある。かつて晋国が栄えた。その北部は内モンゴル自治区に接する。山西商人は明朝の国

防政策によって巨大の富を蓄えたという。 

当時、中国には山西商人と新安商人の二つの商人グループがあった。 

山西商人は山西出身であり、新安商人は安徽出身であった。 

 南京を首都に建国された明朝は、しばらくして国都を南方から北京に移した。それとと

もに、万里長城地帯へ軍隊を常駐させ北辺防衛にあたらせた。それゆえ、江南地域から北

方の首都北京や軍駐屯地に、茶など江南の産物を運送する流通、商業活動が活発化した。

15・16 世紀の江南地域では農作物の商品化が進んで、商業都市が発達した。 

他方、朝廷は軍事食糧を商人に運ばせ、代償として塩の販売権を与えた。塩は国家の専

売品であり、莫大な利益が保証されていた。特に出身地山西省はモンゴル地域と近い立地

条件にあり、山西商人はこの交易にも参加しやすかった。かくして、茶と塩の交易によっ

て、山西商人は巨富をえる（愛宕松男、寺田隆信 1998：436）。 
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2．移民政策の開始と旅蒙商業の躍進 

 

封禁政策から移民政策への転換 

1723 年に、清朝はモンゴルへの漢人の移民を許可する。それは内モンゴルにとって、画

期的変化であった。これまで、「封禁」政策によって漢民族のモンゴルへの流入が制限され

てきた。しかし、移民を許可することによって大量の漢人移民がモンゴルへ移住すること

になった。移住してきた移民は清朝が設立した政府機関「庁」に管理された。一つの地域

に二つの管理機関が設置されることになった。モンゴル人は従来通りモンゴル王公に管理

され、移民は新政府機関「庁」に管理されることになった。それは「蒙漢分治」であった。 

移民政策が採られた背景には 2 つの理由がある。 

1 つは、清朝の統治秩序がより安定したからである。清朝は 1720 年に西モンゴルのジュ

ンガル部の残留勢力の反乱に勝利した。チベットも清朝の藩部に編入させられた。 

もう１つの原因は、中国本土の人口の増加である。人口の増加は本土における農耕地の

不足を引き起こした。それゆえ、周辺地域への移民による「借地養民」政策が必要となっ

た。 

モンゴルには、農耕を目的する農耕移住民のみならす、商業を目的とする漢人商人と回

民（イスラム教徒）商人が移住してきた。 

漢人商人は仏教寺院から土地を借り、店舗を設けはじめた。その結果、フフホトをはじ

めとする内モンゴル主要都市には、仏教寺院を中心に漢人商人商店街が形成され、｢売買城｣

と呼ばれた。 

回民商人はモスクを建設し、これらの街区がモスクを中心に形成された。 

他方、既に旅蒙行商していた漢人商人も「行商」から「座商」へと転換しはじめ、商業

拠点をフフホトなど都市に設けた。 

 

旅蒙商の大盛魁商号 

旅蒙商の中で最も有名であったのは、王相卿の創立した大盛魁商号であった。 

王相卿は山西省太谷県に生まれた（生年月日不詳）。かれは 17 世紀の 90 年代中期から、

故郷の北方、万理長城の関口である殺虎口に駐屯する清軍隊に、日常消費品を販売しはじ

めた。 
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写真 2-12 行商（艾梅霞 2007）     写真 2-13 裕福な旅蒙商人（艾梅霞 2007） 

 

大盛魁は本店をフフホトに設置した。商業規模がおおきくなると、本店の下に、分号と

小号という支店組織をつくりあげた。分号はフフホトの本店が直接管理し、上下従属関係

を持つ支店である。分号の名には出店した地域の地名がつけられた。大盛魁ウリヤスタイ

分号、大盛魁ホビト分号、大盛魁張家口分号などである。これに対して、小号は大盛魁が

資金を出して、外部から店主（掌柜）を招聘する支店であったが、小号は大盛魁の名を使

用しない。利益を出資者と分割し、損失は、小号自身が責任を負った。 

 

表 2-5 大盛魁の主な小号 

店名  東盛昌 天順泰 徳祥魁 盛吉茂 三玉川 大盛川 

経営内容 内地商品

などの小

売業 

絹織物の

経営 

馬、羊の

家畜交易

毛皮交易 茶交易 票号（銀

行） 

                     出典：艾梅霞 2007 を基に作成  

 

旅蒙商人がモンゴルに張り巡られた商業網によって、茶文化はモンゴル全域へ広がり、

浸透した。 

移民政策により、モンゴル地域内には、都市、町の寺院周辺には、多民族雑居地区が形

成されはじめた。周辺の牧畜民がその都市、町、寺院を訪れ、茶を含む日常生活品を家畜、

畜産品で交換した。モンゴル人の自足自給生活スタイルが崩れ始め、彼らの生活は商品経

済に巻き込まれはじめた。 
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3．山西商人の茶運送ルート 

 

 山西商人の茶運送には多様な運搬手段の併用という特徴がみられる。 

陸路による茶交易は、清朝とロシア間の関係の交易の中心であった。それゆえ、茶交易

がロシアの関税統計、清朝側の朝廷報告書類などによって分析されてきた（左近幸村 2012）。

モンゴル人が茶交易にどれほどどのように参入していたかの文書情報はきわめて少ない。

ところが、茶交易路はモンゴルを南から北へ横断する。茶交易陸路の真ん中にモンゴル地

域が位置している。しかも長い道のりを占めている。茶交易は遊牧モンゴル人に頼るしか

ない。それ故、茶の運送ルートを漢民族地域とモンゴル地域の南北二つ分けて考察してみ

る。 

 

漢民族地域の運送ルート  

漢民族地域を貫走する茶交易ルートは、長江中流の漢口（現在の武漢）から漢水を遡り

樊城に至る。次に陸路で、河南の南陽を経由して、黄河を渡り、汾河にそって山西省を通

り抜け、雁門関を出て張家口に着くルートであった。 

 山西商人が漢口から山西に至るルートを利用する理由は次のようである。 

① 中国王朝は首都を（唐代の西安、北宋朝の開封、元朝の北京）を中心に、陸路における

駅伝制度、河川における漕運制度を整備してきた。 

駅伝は、道路に沿い、適当な間隔で人･馬･車などを常備した施設すなわち駅を置き、駅

を繋いで往来する交通･通信の制度である。中国では、秦・漢時代から、首都を中心に全国

にわたって駅伝制度を施行し、清朝末期まで及んだ。主に公務により移動する官僚や軍隊

に運送・宿泊サービスをするとともに公文伝達連絡業務を遂行した。 

漕運制度は、古代中国専制国家における水運による物資を運送する交通・物流制度であ

る。特に隋唐以降食糧輸送を主体として発展した。主に食糧生産の中心である長江流域か

ら首都や長城防衛要塞へ貢米や軍資を運送した（千葉正史 2005：2）。 

山西省の位置は、南は唐の首都長安（西安）や北宋の開封から近い。北は元朝時代に首

都となった北京と近隣する。これらの首都圏内に位置した山西は、発達した物流、商業交

通路に恵まれていた。 

② 山西商人の銀行にあたる「票号」の殆どは出身地に置かれている。出身地の山西省は旅

蒙商人の資金供給地であった。 
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張家口まで運搬される商品第一集散地は長江流域の漢口(現在の武漢)であった。漢口は

漢水と長江の合流する場所に位置した。范鍇の『漢口叢談』巻二に、「漢口、自明以来、久

為巨鎮」（松浦章 2009：69）。とあるように明代以来漢口は商業町として栄えた。鎮は、中

国郷級行政区である。町のことを指す普通名詞でもある。巨鎮とは、大きい町のことであ

る。 

清代商品経済の発展に伴い、漢口はさらに繁栄した。長江は青海省のチベット高原を水

源地域として東流し東シナ海へ注ぐ。全長は 6300km のアジア最長の川である。青海から

チベット高原を下り四川盆地を経て湖北省の宜昌市までを上流部。宜昌から江西省の九江

までは中流、九江から海に注ぐまでの間を下流部という。その最下流部を「揚子江」とい

う。中国国外では「揚子江」が長江の名になっている。 

漢口は長江の中流に位置した。清代の前期に書かれた『広陽雑記』巻四に、次のように

ある。 

「漢口不特為楚省咽喉、而雲・貴・四川・湖南・広西・陜西・河南・江西之貨、皆于此

焉轉輪、雖欲不雄天下、不可得也、天下有四聚、北則京師、南則佛山、東則蘇州、西則漢

口」（松浦章 2009：71）。つまり、漢口は雲南、貴州、四川などの西の各省と南部の湖南、

東部の江西をはじめとする各省からもたらさる物質の重要な集散地であったというのであ

る。これらの各省は長江とその多数の支流河川で結ばれている。漢口の繁栄は長江の水運

を利用した水上航運業によるところが甚大であった。 

漢口を拠点する民船は木造の平底帆船であった。 

漢口を航行する民船は 500～1000 石7 程度の積載量の船は主流だったという。 

開港により外国の汽船が航行する前までは、民船は漢口内河水運に中心役割を担ってい

た。 

 

                                                  
7 日本では、船の積載量を表すときには、1 石=10 立方尺（約 278 リットル）とされている。 
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           地図 2-4 茶の漢民族地域の運送路  

                出典：馮金平 2006：10 を基に作成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 漢水を利用する水運は、しかし茶交易ルートの一部に過ぎない。大半分は陸路であった。 

 山西省の北から南へ黄河の二番目の大支流である汾河が流れている。唐、宋時代から漕 

運の記録が見られる。しかし、明・清時代になると、流域人口の膨張、軍隊の駐在の原因

で開墾が行われたため汾河水量が激減して、航行は不可能になった。また、寺田隆信の『山

    
写真 2-14 樊城付近の漢水運送拠点   写真 2-15 明清時代長江上流の運送船 

（艾梅霞：2007）                 （松浦章：2009） 
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西商人の研究』には明代の北防軍事食糧を運ぶには、人力車、牛車、騾馬車を利用してい

たと書かれている。山西商人の茶の運送もこれらの陸路運送手段を利用するようになった。 
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7 章 茶馬交易によって栄えたモンゴル定住都市 

 

1 節 モンゴルの多様なアエン（隊商） 

 

これまで、モンゴルへの茶文化の伝播を、モンゴルの外の中国王朝の諸政策に注目しな

がら考察してきたが、このあたりで、モンゴル文化の内側から、茶文化のモンゴルでの発

展をかんがえてみよう。 

 

家畜によるちがい 

モンゴル人は馬、ラクダ、牛、羊、ヤギなどの家畜を飼育してきた。衣、食、住のすべ

てを五畜から得ることができる。その中、馬、ラクダ、牛は運搬、乗用にも重要であった。 

荷役畜としての大型家畜も馬、牛、ラクダで用途が異なる。ウマはスピードが優れて、

戦争、緊急伝達などに適用している。ラクダは、力が強く、積載量が大きく、乾燥地に適

している。ラクダは運搬に用いられることが多かった。 

地理的要因により、運搬、荷役の家畜も異なる。 

豊かな草原のモンゴルでは牛車が用いられる。ここでいう豊かな草原とは河川、水場が

豊富であり、平坦な草原を指している。牛は大量の水を飲むうえ、牛車の運行には、平坦

道が適するからだ。 

砂漠地帯ではラクダが運搬の主役になる。らくだは、水、牧草の不足した沙漠でも何日

も長距離移動できる能力を持っているからだ。 

山岳、山地の牧畜民はヤクを主な運搬手段とした。ヤクは山地の急峻な山道も移動でき

るからである。 

トナカイ牧畜民はトナカイを利用した。トナカイが生きているのは、寒冷なシベリアだ。

トナカイは寒冷気候に適し、暖地では生息不可能になるからだ。 

長距離の交易、物流活動をモンゴル語ではアエン(ayan)と称する。アエンにどの家畜を用

いられるによってアエンを、ラクダのアエン、ラクダ車のアエン、牛車アエン、ヤク、ト

ナカイアエン、ロバ・ラバのアエンに分類できる。 

 

塩アエン 

運送する貨物によって、塩、食糧、木材、ジンなどのアエンがある。 
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塩アエンをモンゴル語で、「ダブソンアエン」(dabusunayan)という。ダブソは塩の意味で

ある。モンゴル人の重要なアエンの 1 つであった。モンゴル人は自分の食べる塩のみでは

なく、家畜に与える塩も大量に必要とした。モンゴル地域の有名な塩産地は、アラシャン

盟のジランタイ塩湖、シリンゴル盟のエイジノーリ塩湖、青海のチャリハーン塩湖がある。

その中、内モンゴル東部にあたる現在の赤峰市、通遼市、興安盟のモンゴル人にとって、

シリンゴル盟のエイジノーリ産出の塩を運搬したダブソンアエンは有名であった。 

春、夏、秋の年三回にアエンを行った。エイジノーリに着いたらまず食物である乳製品

のデージ8をエイジノーリに献上してから。塩を積んだ。帰るときは、家畜の毛を少し取っ

てエイジノーリのオボに置いて、旅の安全を祈った。 

エイジノーリには以下のタブーがあった。赤食（肉類）の携帯の禁止、死体を運んだ車、

鉄車、女性、病の人、家畜のエイジノーリ入りを禁止していた。 

ダブソンアエンは自由に塩を採掘、運搬していたが、清朝時代になると役所が設置され、

塩の運搬には一定の金を払うようになった（『蒙古民俗百科全書・経済巻』1997：40-441）。 

エイジノーリのエイジは母の意味である。エイジノーリ塩湖は「母の湖」であった。そ

の塩は母の恩恵だと見なされていたのである。それ故、モンゴル人は皆で自由にその「恩

恵」を分かち合ってきたのである。 

 

食料アエン、木材アエン 

食糧アエンをモンゴル語でボダンアエン(budaGanayan)という。塩、毛、皮を町に売ったお

金で、米、小麦を購入する。公的食糧を運ぶアエンを指す。 

木材アエンはモンゴル語で、モドンアエン(modunayan)という。建築に用いられる木材の

運送をさす。モンゴル人はゲルに住んできたが、定住が進むと土ゲル、王公貴族の豪邸、

ラマ寺院の建造に大量の木材が必要とし、それ故森林地帯から牛車、ラクダ車で木材を運

送した。 

 

                                                  
8 デージは最初のもの、初めのもの、精華、珍品。 
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 地図 2-5 テメー・ジン運送路  

出典：包慕萍 2007 を基に作成 

 

2 節 茶のラクダ隊商テメー・ジン(temen・jing) 

 

張家口からモンゴル、ロシアまでの交易は茶をラクダの背に乗せて運送した。そのルー

トを中国語では「駝道」という。「駝」とはラクダの意味で、「駝道」はラクダの道という

意味である。茶をラクダの背に乗せて運送するアエンをモンゴル語でテメー・ジン(temen・

jing)という。 

ジンのアエンとは主に旅蒙商人の雑貨（ジン）を運送するアエンを指す。 

ラクダを利用して漢人商人が貨物を運送するアエンは、テメー・ジンという。テメーは

ラクダの意味である。 
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1．交易ルート 

 

茶の運送はテメー・ジンによっておこなわれた。そのルートには以下のルートがあった。

張家口から北へ向かうと西側には陰山山脈、東側には大興安嶺がある。内モンゴルから外

モンゴルへ入るにあたって、その両山脈の間を横切るしかない。内モンゴル高原に入ると、

北へむかう 4 つのルートがあった（地図 2-5）。 

 

① 張家口から直接イヘ・フレー（ウランバートル）にむかいモンゴル国境のキャフタに

至るルート 

② 張家口からフフホトを経てアルタイ山麓のホビドに至るルート 

③ 張家口からフフホトを経てハンアイ山麓のウリヤスタイに至るルート 

④ 張家口からフフホト経由でイヘ・フレー（ウランバートル）、キャフタに至るルート 

⑤ウルムチに向かう西北へのルートも開かれた。このルートは新疆成立後、フフホトか

ら西進して包頭に至り、河套平原を横切る。そして北流してくる黄河上流にむかって、南

へさかのぼる。銀川を経てさらに黄河の上流にむかってすすみ、蘭州に至る。ここで長安

から西域にむかう昔のシルク・ロードに入ると、西進してウルムチにいたる。 

⑥ 現在のモンゴル国最北西端にあるホビド、ウリヤスタイから、南に横たわるアルタイ

山脈を越えて新疆に至る延長路線も開かれた。 

蒙漢境界上の最も重要な中継地は、張家口であった。張家口は北京のすぐ北にあり、北

京と内・外モンゴルを結ぶ要地に位置していたからである。 

 

交易ルートの距離と移動必要日数 

各主要ルートの道のりは以下の通り遠距離だった（『蒙古学百科全書・経済巻』2009：1046）。 

 

フフホト➝イヘ・フレーまで、 1435km 

フフホト➝ウリヤスタイまで、 2660 km 

フフホト➝ホビドまで、    3310 km 

フフホト➝新疆古城まで、   2765 km 

 

移動必要日数は以下の通りだった。 

フフホトからウリヤスタイまで約 2 ヶ月 
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フフホトからホビトまで約 2 ヶ月半 

フフホトからイヘ・フレー（ウランバートル）までは約 50 日 

新疆の古城へフフホトからへは 3ヶ月であった。                    

これらのルート上には大小の砂漠が分布している。北ルートには、内モンゴルシリンゴ

ル盟のホンシャンダック沙地とゴビ砂漠が横たわっている。西北ルートの、内モンゴル領

内には、オルドスのクブチ砂漠、アラシャン盟の巴丹吉林（バダンジリン）砂漠が広がっ

ている。 

いずれにせよ、砂漠をわたる遠距離ルートであり、馬、牛車の利用は不可能であった。

砂漠に適応したラクダに頼る長距離の交易であった。           

 

沙漠、沙地、ゴビ 

沙漠、砂漠などの用語を整理しておこう。 

中国において「沙漠」（ Sand desert,Sandy desert）とは、乾燥地域(C.W.Thornthwaite

湿潤指数‹0.20)の地面に細かな砂が広がり、風によって形が変形する砂丘がある地形を指す。

「沙地」とは、半乾燥地・半湿潤・湿潤地区における土地被覆が少なく、沙漠化や風食な

どの影響で、土地が風食状態になった土地を沙地と称する（額尓徳尼 2011：3）。 

日本では、砂漠と沙漠の 2 つの表記を用いている。 

「砂」も「沙」も日本の音読みでは「サ」で同じだが、意味が違う。「砂」は石が少ない

スナである。「沙」は水が少ない広漠たる荒れ地という意味が含まれている。さばくには、

砂だけではなく、土や岩もある。それ故、広い意味でさばくというときは、「沙漠」を使う。

砂のさばくのときは「砂漠」と分けて使う（遠山正瑛 1992：25）。 

日本の沙漠とは、木も草も生えていない広漠としたところで、砂や土、石など地盤がむ

き出しの場所である（遠山正瑛 1992：34）。 

中国では砂丘があるのは沙漠であり、沙地は自然や人間に活動によって劣化した土地の

意味で使われている。日本の場合、植物の少ない或は全くない地域を砂漠と定義している。

中国の分類方法は砂丘があるかどうかによって、日本は植生のあるかないかを基準にして

分類しているようにみられる。 

モンゴル人自身は砂漠や草原をどのように分類しているのであろうか。 

モンゴル語には極乾燥地帯を表現するのに、少なくてもエレソ、マンハー、チェル、ゴ

ビという四つの単語がある。『蒙古語辞典』（1995）を引いてみると、次のようになる。 

エレソ（elesu）とは、土より大粒の砂利地。 
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マンハー(mangqa)とは、エレソの塊の峰。つまり砂丘である。 

チェル(chul)とは、乾燥雨が少なく、植物がまばらに生える地域で、気温差が大きく、風

食がある地域。 

ゴビはモンゴル語であり、灌木を中心にした乏しい草地で、森林や河川の少ない、 

砂礫がひろがるステップを指している。 

そしてモンゴルでは、その 4 つの単語を組み合わせて多様な土地景観を表している。エ

レソ・マンハー、エレソ・チェル、エレソ・ゴビ、ゴビ・チェルなどである。 

エレソ・マンハーとは、砂丘がある砂礫地。 

エレソ・チェルとは、砂礫がひろがる植物が希少地。 

エレソ・ゴビとは、砂礫が広がる灌木が存在するステップ地。 

ゴビ・チェルとは、水、植生が希少、人間、動物が少ない或は無人地を指す。 

モンゴル語のエレソ・マンハーは中国語の「砂漠」概念に相当する。日本の砂漠定義は

エレソ・チェルに相当する。 

日本語のゴビ砂漠という表現も混乱させる。モンゴル人は、モンゴル南部から内モンゴ

ル自治区北部にかけての広い範囲の乾燥地域をゴビ(Gobi)と称するが、日本ではゴビ砂漠と

呼ばれている。モンゴル人にとって、ゴビは牧草地の一種であり、ステップである。中国

語でいう砂丘のひろがる「砂漠」でもないし、日本で言うような植物が少ないか全くない

砂漠でもない。ゴビはモンゴル人にとっては家畜を飼育可能な地域であり、ラクダ、羊、

ヤギを中心に飼育するゴビ牧畜民が暮らしている。 

 モンゴル人は土地をより細かく綿密に分類し、1 つの土地景観を複数の特徴から説明して

いる。そのような細かい、綿密な分類は干ばつや雪害などに襲われるモンゴルの草原で、

五畜を追い、季節に合わせて移動するモンゴル人にとっては欠くことのできない知識であ

る。 

 

2．茶のラクダ運搬団 

 

ゴビ砂漠の駱駝  

中国語ではラクダを「沙漠之舟」にたとえるが、モンゴル人の諺では「ラクダはゴビの

飾り」と言う。ゴビ地帯に生活する牧畜民にとって、ラクダは生活になくてはならない家

畜である。毛、乳、肉などの利用のほか、暑さ、寒さ、乾燥、粗食に耐えるがゆえに荷駄

獣として、隊商にも利用されてきた。「馬より良い乗り物はない、ラクダより良い荷運びは
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ない」という諺がある。しかし砂漠の生活は苦しい。「隊商には四十男と四歳ラクダ」とい

うのは、堅強でしかも経験がある人と最も頑固なラクダにしか任せられないほど、ゴビ砂

漠での長距離運送は辛苦をともなったことを表現している。 

ラクダには、フタコブラクダとヒトコブラクダがある。アフリカ・中東ではヒトコブラ

クダが中心に飼育されてきたが、中央アジア、モンゴル地域では、フタコブラクダが飼育

されてきた。 

内モンゴルのフタコブラクダは主に、アラシャン盟、オルドス、ウランチャブ盟（現在

の集寧市）、シリンゴル盟のスニト旗のゴビ地帯に飼育されている。モンゴル人はラクダを

管理、訓練する一連の技術を習得している。ラクダには年齢、性によって異なった呼称が

ある。 

 

表 2-6 ラクダの名称 

性別  

年齢 

メス オス 

1 歳 オヒン・ボトグ（botuGu） エル・ボトグ（botugu） 

2 歳 オヒン・トロム(torum) エル・トロム(torum) 

3 歳 ゴンジ(Gunji) ゴナン・タイロゲ(Gunantailug) 

4 歳 ドンジ(dUnji) ドナン・タイロゲ(dUnentailug) 

5 歳以上 何歳＋インゲ(yngge) 去勢した場合 種ラクダ 

何歳＋アダ(ada) ボオラー(boora) 

              出典：『蒙古族民俗百科全書・経済巻』1997 ：359 

 

メスラクダは二年に一回子供を生む。妊娠周期は 12 か月である。長距離交易ではオスラ

クダを使い、メスと小ラクダは固定営地に残すが、短距離の引っ越しなどでは母ラクダに

人間の子供、高齢者を乗せで運ぶことがある。 

ラクダを運搬に使うためには、普通オスラクダを三歳から訓練をする。それを 1 人の牧

民が行う。横たわる、起きる、人を乗せる、歩く、小走りする、走る、左右に回る、等々

様々な訓練が行われる。3、4 歳になると去勢し、ラクダを荷物運びに慣らす（布仁青格勒

2008）。ラクダは 5 歳から 15 歳の間が一番力を持つ時期と言われている。茶交易には、5

歳から 7 歳のアダが最も人気があった。300 斤から 400 斤を載せて、一時間約 3km～5km

走ることができた。一日全体では 10 時間から 16 時間も歩んだ。 
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茶のラクダ運搬団 

茶の運送には、主に三種の運搬団が活躍していた。 

① ハラチンテメー・ジン 

主に内モンゴル人から構成される。漢人旅蒙商に雇われる。重要拠点はフフホトと張家

口である。 

② ハルハテメー・ジン 

外モンゴルのハルハ人によって経営された。幾つの組合（ガリ）が連合し組織される民

間運搬組織である。重要拠点はイヘ・フレーであった。ハルハ人とはモンゴルの一部族で

あり、現在モンゴル国の多数派の民族である。 

③ 回民商隊 

回民から構成された隊商である。新疆への通商路が開通してからムスリム圏である西北

地域で活躍した。 

 

表 2-7 茶の運搬団 

 民族 拠点 主な組織単位 

ハルハテメー・ジン 外モンゴルの

ハルハモンゴ

ル 

イヘ・フレー

（現在のウラ

ンバートル） 

 

ガリ（gar） 

ハラチンテメー・ジン 内モンゴルの

モンゴル人 

フフホト、張家

口 

房子（ファン

ズ） 

回民隊商 回民族（ムスリ

ム） 

フフホト、包

頭、新疆 

 

出典：鄧九剛 2000 と『蒙古民俗百科全書・経済巻』1997 を基に作成 

 

 伝統的モンゴル人アエンの組織単位名をモンゴル語でガリ「Gal」と呼ぶ。「Gal」は火のこ

とでる。キャンプする時、火をおこすことから由来したものである。1 ガリには、指導者、

責任者であるガリンアハ(Galyinaqa)がまずいる。モンゴル語のアハは兄貴の意味である。二

番目の人物はタシリゲ(tasilag)と呼ぶ。ガリンアハの補佐員、車の修理や家畜病気の治療に

優れた人である。三番目の人物は、オダガヒ(udaGaki)と呼ぶ。オダガヒを話し方が上手で、

文字を読める賢い人が担当する。一番下の人をオトゲンドウ(otuGundegU)という。オトゲン

ドウとは一番下の弟の意味である。年齢が一番小さく、弟子役の存在であった。 
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表 2-8 ガリの人物組織 

ガリンアハ

（Galiyinaqa） 

タシリゲ 

(tasilag) 

オダガヒ 

(udaGaki) 

オトゲンドウ 

(otuGundegU) 

 

総指導者、責任者

第一人物の補佐員、

車の修理、家畜の病

気を治療する 

話し方が上手、文字

を読める賢い人 

年齢の一番小さい、

弟子役のような存在

出典：『蒙古民俗百科全書・経済巻』1997：953 を基に作成  

 

ハルハテメー・ジンでは、1 ガリが 2 人から 4 人から構成される。3 ガリが 1把子（batsi）

になる。「把子」は漢語の人数単位である。1 把子は 6～12 人と、40 から 60 頭のラクダで

構成される。 

ハルハ商隊ではモンゴル語で命名されるが、把子という漢名も導入されていた。 

漢人商人に雇われるモンゴル人の①のハラチンテメゲン・ジンーは最大規模の隊商だっ

た（艾美霞 2007）。 

商隊の基本組織単位は「房子」で、「大房子」、「中房子」、「小房子」の三つの規模レベル

があった。房子はテントを意味し、モンゴル語ではマイハーン（maiqan）とよばれる移動施

設である。 「大房子」は 40 人、「中房子」は 30 人、「小房子」は 17 から 20 人を収容でき

た。この隊商の 1 把子は 14 頭のラクダから構成される。 

「大房子」は 14 把子を管理する。したがって 1「大房子」は 196 頭のラクダから構成さ

れた。ハラチン商隊の組織名はすべて漢名で命名されていた。しかし、ハラチン隊商は、

モンゴル隊商と、把子のラクダ定数と世話する人数が異なっていた。 

組織ごとに、漢人商社の「帳房先生」という会計を担当する漢人と助手三人が付いてい

た。 

フフホトから出発してモンゴル各旗に入ると「大房子」は、各旗の地理、人口によって

「大房子」を「中房子」や「小房子」に再編成してから行商を行う。それゆえ、各「中房

子」、「小房子」の人数、ラクダ数は固定されない、柔軟性があった。 

大手商社大盛魁は 15「大房子」の規模で、モンゴル地域で売買していたと言われている。

つまり、大盛魁は同時に約 3000 頭のラクダを使用していたことになる。 

伝統的モンゴル・アエンは漢民商人の貨物を運送するようになってから漢民族の組織名

も用いるようになった。漢人、回民、モンゴル人が一緒に同行する場合が多かったという。

フフホトでは漢人運営する業者が多数存在していた。モンゴル人もそれらの運送業者に賃
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金労働者として雇われていた。新疆の貿易が盛んになると、回民の独自の運送業は発達し

た。外モンゴルの独立によりフフホトのラクダ運送業者は倒産したが、新疆ルートでの回

民運送業者は活発化した。 

 

表 2-9 ハルハテメー・ジンの構成 

 がリ数 人数 ラクダ（頭） 

1 把子（バーズ）   3 6~12 40~60 

1 ガリ   1 2~4 20~40 

出典：艾梅霞 2007 を基に作成 

 

表 2-10 ハラチンテメー・ジンの構成 

 把子数 人数 ラクダ（頭）

房子 大房子 14 40 196 

中房子  ― 30  ― 

小房子  ― 17~20  ― 

1 把子  1 3～4 14 

              出典：艾梅霞 2007 を基に作成 

 

テメー・ジンの出発時期 

テメー・ジンは主に冬に行われた。夏に行われる場合、夜に移動した。 

ハラチン商隊とハルハ商隊は主に、秋末から翌年の春先までの間に行われたが、出発時

期が多少異なる。 

ハルハ人は主に昼間に旅した。朝 5、6 時に出発して夕方まで約 11、12 時間を移動した。

ハラチン人は夜に旅した。午後 3 時から 5 時の間に出発して翌朝の 3 時ごろまで 10、12 時

間移動した（艾梅霞 2007：84）。 

冬に行われる理由は、以下の要因ではないかと考えられる。 

① ラクダの生理的サイクル 

ラクダの毛は夏に全部落ち、秋に少し長くなり、冬に一番多くなる。また春になると

毛は落ち始る。春の家畜は痩せて力は弱い。夏から青草を食べ始め、秋には脂肪を蓄え

る。それ故、家畜の一番肥える、力が強く、毛も一番多い時期は冬である。隊商活動を

毛が多い時期に選ぶことは、荷物を積むときラクダに傷をつけない配慮もあった。 
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② 地理的要因 

内モンゴルから北へ向かうルートにはゴビ砂漠があった。モンゴル高原はサハラ砂漠よ

り北方に位置したが、夏は 40 度を超える酷熱で、日刺しが強いゴビを移動するのは相当の

苦労だった。イヘ・フレーに近づくとトーラ川が流れている。トーラ川はモンゴル国の中

部から北部にかけて流れている。イヘ・フレーはトーラ川の北岸に位置した。イヘ・フレ

ーに入るには川を渡らなくてはならない。乾燥地になれたラクダに川を渡させるのは難儀

であった。1868 年、ある旅行者は「ラクダは、川を渡させるため 6、7 人が棍棒で叩いて

も、役に立たない。ラクダは精一杯頭をねじる。まったく進まない」（艾梅霞 2007：93 ）

と語っている。冬には川は凍結するので容易にわたれる。 

テメゲン・ジンーの長い旅の終点はイヘ・フレーである。イヘ・フレーからキャフタま

では主に牛車で輸送する。その間は、ラクダ運送には適しない山岳地とタイガ森林が広が

っているからである。 

 

    

   写真 2-16 イヘ・フレー（現ウランバートル）の茶の集散地（艾梅霞：2007） 

     

1904 年、シベリア鉄道の完成によって、ロシア茶の輸送ルートはシベリア鉄道の駅があ

る日本海沿岸から内陸に向かうルートにかわった。そのため、キャフタ貿易は完全に衰退

し、ロシア人はモンゴル経由の茶貿易から撤退した。 

さらに、1911 年、外モンゴルが独立を宣言した。これにより、茶の遠距離運送も途切れ

た。しかしその後も、短距離のアエンは内モンゴル内部の各旗、部族間で近代化の運送手

段である自動車が普及するまで機能していた。例えば、オルドスのクブチ沙漠に生きるモ
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ンゴル人は中国社会主義年代にもラクダ運搬団を組織して交易を行っていた。「ラクダ運搬

団は多くて 10 人、少なくとも 8 人ぐらいで 1 つの組を構成した。彼等が 100 頭ぐらいのラ

クダの隊列を引導して、クブチ沙漠を横切り、黄河沿岸の農村から食糧を運び、また沙漠

南部に戻るという」（布仁青格勒 2008：19‐26）。 

 

 

写真 2-17 ラクダ運搬 （艾梅霞：2007）   写真 2-18 ラクダ隊商 1（艾梅霞：2007）    

 

写真 2-19 ラクダ隊商 2（艾梅霞：2007）     写真 2-20 ラクダ隊商 3（艾梅霞：2007）  
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写真 2-21 ラクダ商隊を経験した回民年配者（鄧九剛：2000） 

                 

 ラクダに頼る遠距離茶交易によってモンゴルでは、商業定住都市が栄えた。 

次に、茶交易の拠点として栄えたモンゴル商業都市の構造をみてみよう。 

 

3 節 モンゴルの都市 

 

包慕萍氏によると、モンゴル人は、移動式都市と定住都市の二つタイプの都市を有してき

た。 

 

移動式都市 

移動式都市は遊牧生活を基盤とした都市。モンゴル人は、一家族、複数の家族、部族、

ハーン（皇帝）のオルドなどの集団を単位として、ある宿営地から次の宿営地へ移動して

いくという生活スタイルを有していた。それゆえ、建物が密集する定住農耕社会の都市と

異なり、モンゴルでは、離れ離れのように見えても、馬の移動によって都市機能を補完す

ることが可能な一定区域の商店街、集住地から離れた地点で置かれる市場、宗教施設、ホ

トなどが複合して都市文化を形成した（包慕萍 2007：76）。 

 

遊牧・定住の複合性をもつ定住都市 

定住都市は、モンゴル帝国時代から建設され始まった城壁を備えた定住的都市を指す。

モンゴル帝国の首都カラコラム、元の大都、上都などが挙げられる。モンゴルの勢力の拡

大に伴い、膨大な数の非遊牧民を支配するに至ったことによって、彼らの居住する定住都



111 
 

市が建設された。 

モンゴル人の定住都市の特徴は、遊牧・定住の複合性である。定住都市は遊牧民にとっ

ては冬季の居住地にすぎなかった。モンゴル人はゲルに住みながら幾つかの居住地を季節

ごとに移動しながら生活してきた。その居住地全体の中の一つが定住都市であった。しか

し、都市に通年定住したわけではない。非牧畜民は特定城内に通年定住した。 

都市の特徴は様々な民族、様々な宗教が併存することであった。儒教、道教、チベット

仏教、イスラム教など多様な宗教が併存した。さまざまな人種・民族も各々の宗教施設を

核に住居した。 

家畜市場を持つこともモンゴル定住都市の特徴の１つであった（包慕萍 2007：19）。 

 

4 節 茶馬交易によって栄えた定住都市 

 

19 世紀から内モンゴルを中心にて定住都市が繁栄した。その繁栄は、茶を主要な交易品

目とする長距離交易と牧畜経済の発展によってもたらされたものであった。 

このようなモンゴル特有の都市を、ラマ寺院、売買城、家畜市場の三要素から、分析し

てみてみよう。 

 

1．ラマ寺院 

 

中国の茶文化、日本の茶文化、いずれも仏教と深い関係を持って、発展した。モンゴル

人の茶文化も同様に仏教と切り離せない。 

モンゴル人が茶生産地の江南地方を支配した元朝時代、チベット仏教が初めて中国に導

入された。茶が正式にモンゴル高原に輸入されたトメト・アルタンハーン時代（16 世紀）、

チベット仏教の二回目の導入が図られた。チベット仏教とモンゴル茶文化の直接的な関係

を記す文献資料はなかったが、モンゴルにおける茶文化の普及にはチベット仏教が大きな

影響を与えた。 

 

清朝時代のラマ寺院の所有土地 

清朝は、モンゴル人を懐柔するためチベット仏教を利用し、モンゴル地域に多数のラマ

寺院を建造し、ラマ僧侶数を増加させた。18世紀末、モンゴル地域における、寺院数は1500、

ラマ僧の数は 20 万人ものぼったという（胡日査 2009：2）。モンゴル地域には活仏、大ラ
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マ仏、弟子のシャビナリ、定住施設寺院などをかかえるラマ教社会が形成された。その経

済を支えたのは、寺院の所有する土地であった。寺院の所有する土地は、寺院牧場、農耕

地、不動産であった。 

① 寺院牧場 

寺院を建造する際には、旗ザサクや貴族が、活仏、大ラマに牧草地を献上した。清代に

は独立のラマ旗も設置され、旗の土地は清朝政府から直接与えられた。殆どの寺院が牧場

を経営していた。牧場に家畜を放牧するのは活仏や寺院に所属する仏徒のシャビナリであ

った。放牧によって寺院の支出、仏灯に使用するバターなどがまかなわれた。家畜は活仏

や大ラマの財産であった。シャビナリの生活を維持したのは家畜の乳や毛であった。フフ

ホトの寺院の牧場は、陰山の北麓にあったという。 

② 農耕地 

清朝が移民政策を実行すると、活仏や大ラマは所有する土地を開墾して、移住してきた

漢人農民を雇用した。 

③ 不動産 

都市、町、交易拠点に位置した寺院は、周辺の土地に部屋を建てて外来商人に賃借する

不動産経営を行った。 

チベット仏教は定住屋敷と寺院を有し、大勢のラマ、シャビナリが生活する定住集団を

形成した。他方、寺院はその寺院への巡礼、崇拝のためやってくるモンゴル人が集まる場

所でもあった。 

 

二つタイプの寺院 

モンゴルの寺院は二つのタイプがある。 

①都市に位置した寺院 

代表的なのは、フフホトのイヘ・ジョウ（大召）、バガ・ジョウ（小召）などの寺院であ

る。フフホトはモンゴル王権が建設した城壁都市である。しかし清朝の移民政策が実行さ

れた後、フフホト城の南側に点在するラマ寺院を中心に漢人商人による商店街が形成され

た。 

モンゴル国の首都となったウランバートルも仏教寺院の門前町から発展した。1924 年、

モンゴル人民共和国が成立する前、ウランバートルの名はイヘ・フレーと呼ばれていた。

ハルハモンゴルのチベット仏教の活仏であるジャブツンダンパ・ホトクトはゲルの寺院に

住み、弟子や領民の住民はその周辺に、活仏の寺院を囲む形で配列されていた。このよう
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な活仏を中心に移動する集団がイヘ・フレーである。しかし、ホトクトは移動生活をやめ

て、現在のウランバートルに寺院を設け、定住するようになった。これがモンゴル人の巡

礼地になったために、イヘ・フレーを中心に門前町が形成された。清朝政府は、この都市

を庫倫（クーロン）と呼び、庫倫辦事大臣を置いてハルハモンゴルを管理する機関とした。

後に漢人商人も住み着き、ロシア人も訪れるようになり、ウランバートルはハルハモンゴ

ルの政治、宗教、経済、交通の中心地となった。 

フフホトとウランバートルは茶貿易時代のラクダ隊商の起点と終点になった。二つの拠

点の間には、ラクダ隊商に便宜をはかるラマ寺院が点在していた。 

 

②草原やゴビに立つ寺院 

仏教寺院が都市や町など人が集まるところにあるのは普通であるが、移動性が強い遊牧

社会では、草原、ゴビに寺院が建てられている。それらの寺院には、年中行事や儀礼の際、

遠くから遊牧民が集まってくる。そのとき、商人たちも商品を運んできて商売する。この

ようにラマ寺院は、宗教施設のみではなく定期市の役割も果たした。 

寺院は土地、家畜を所有して、シャビナリを支配していた。通過する隊商から通過費を

収集し、運送隊にラクダを売って収入も得た。シャビナリも運送に参加することで寺院に

利益をもたらした。 

 

遠距離茶貿易が遊牧モンゴル社会で順調に展開されたのは、寺院、ラマ僧侶によるとこ

ろが大きかった。 

 

2．「売買城」 

 

売買城とは、清朝の移民政策によりモンゴル地域で形成された漢人商人の商店街をい

う。 

売買城は主に都市部のラマ寺院を中心に形成された。ラマ寺院は所有土地を漢人商人に

貸し出し、家賃を得た。漢人商人は線香、仏用道具、日常製品などを寺院や巡礼に来るモ

ンゴル人に販売した。 

 

｢売買城｣の構成 

売買城は、小売店、住宅区、職人工房、廟、歓楽街などから構成された。 
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包慕萍の『モンゴルにおける都市建築研究市』によると、小売店が設置されたのは複数

のモンゴル仏教寺院を結ぶ道路沿いであった。モンゴル人が寺院を巡礼する道沿いであっ

た。 

土地を借りる資金を最低限に抑えるため、山西商人の店舗と居住地は一緒になっていた。

建物は前店後住式であった。道路を面した表部屋を商店用にして、商店の奥へを居住区に

した。 

外来商人の家賃節約政策と巡礼道に沿った商店配置により、売買城は狭い道路が迷路の

ように張り巡らされた都市となった。 

フフホトの売買城には、染房、木匠房、フェルト房、石匠房、皮行などの職人店舗があ

った。 

染房、木匠房、フェルト房、石匠房は主にフホト及びその周辺住民の需要に応じた。 

皮行は、主に中継貿易にかかわっていた。高級獣皮、獣毛を扱う店舗と家畜の毛革を加

工する店舗という 2 種類の皮行があった。寺院を囲む繁華な商店街に、貴族の礼服に使う

獣皮、獣毛を扱う店舗が集中し、繁華街のまわりに、家畜毛皮を加工する皮行があった。 

漢人の宗教廟は市街地の中心部ではなく、外延部に建てられた。規模は住宅の敷地と間

違えられるほど小規模であった。様々の職業別の守り神が信仰されていた。そのため、単

なる宗教的施設にとどまらず、民事上或いは商業上の問題の解決場所としても利用されて

いた。 

歓楽街では飯店と茶園が中心であった。飯店は芝居や歌の興行が行われる高級飯店であ

った。茶園は点心を供する茶館であった。フフホトのイヘ・ジョー（大召寺）の西側にあ

った「月明楼」飯店が特に有名だった。これらの飯店、茶館は公共社交場の役割を果たし

ていた。 

フフホトに形成された売買城のスタイルがドロン・ノール、ホビト、ウリヤスタイ、イ

ヘ・フレー（ウランバートル）などの売買城にも適用された。 

1911 年の、外モンゴルの独立により、外モンゴルでは売買城が潰された。漢人商人が駆

逐され、ごく少数の漢人商人はモンゴル国に編入された。内モンゴルの売買城はそのまま

都市の一部として残された。しかし、2000 年の西部大開発の実施にともない商人の都合で

作られた迷路のような狭い町並みは、新しい都市計画によって、改造された。伝統的売買

城は現在のフフホトには見られなくなった。 

現在のフフホトのイヘ・ジョウ－（大召寺）を中心とした商店街、茶の専門店街、「月明

楼」飯店などは新しく作られたものである。 
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3．家畜市場 

 

都市部の売買城や寺院を中心とした草原の定期市は、モンゴル人の日常生活に大変な便

利を与えた。同時、モンゴル人の「商品」である家畜を扱う家畜市場も栄えた。  

家畜は牧畜民において、衣食住の源であり、財産、商品でもあった。牧畜民の商品は自

ら「移動」できる。それ故、多民族間の遠距離貿易を可能にしてきた。 

内モンゴルでは主に三つの家畜市場が形成された。フフホト、フフホト西側の包頭、東

側のシリンゴル盟のドルンノールにあった家畜市場である。フフホトはハルハからくる家

畜を扱い、ドルンノールは東北地域の家畜とハルハの一部家畜を扱った。包頭は主に西北

地域の羊毛、毛皮などを扱った。 

 

   
写真 2-22 フフホトの再現された売買城の一角 写真 2-23 イへ・フレーの売買城（艾梅霞：2007）



116 
 

   

          地図 2-6 内モンゴルにあった三つの家畜市場 

 

3.1 フフホト家畜市場 

 

市場の位置 

茶貿易時代、フフホトの家畜市場がモンゴル最大規模の市場であった。フフホトの家畜

市場は北城門外、現在の旧城北門、伊利広場のあたりにあった。家畜市場の位置は、水場

と牧草地の存在が重要であった。フフホトの家畜市場の西側には、ジャダガイ(jadaGai)川が

南から北へ流れていたので、家畜市場に連れてこられる家畜の飲み水が保障された。 

フフホトの北、陰山山脈麓には牧草地が広がっていたから家畜は放牧地から直接市場へ

入ることができた。 

家畜市場の隆盛につれて、フフホト城と八旗城の間の広い場所がラクダ、馬など、大型

家畜を交易する市場となった。フフホト人は家畜市場を「橋」と呼ぶ。したがって羊市を

「羊橋」、馬市を「馬橋」、牛市を「牛橋」と呼んだ。 

 

市場の運営 

家畜市場は、冬から春までが閑散期、夏から秋までが最盛期であった。閑散期をモンゴ

ル語でエボリーアリジア（ebulyinaraljiya）という。冬の交易という意味である。夏の最盛
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期をハルンーアリジア（qalaGunaraljiya）と言う。熱い時期の交易という意味である。つま

り、家畜交易は冬、夏の二季節に行われていた。 

閑散期には、フフホト周辺の労役などに必要な少数家畜の売買が行われていた。最盛期に

は、北京、漢口、江南など外商たちが集まる大規模の家畜売買が行われていた（鄧九剛 2000：

220）。 

羊市は 5 月から始まるが、馬、牛市は早くでも 8 月から開始されていた。 

少数家畜の引き取りは家畜市場内で行われ、大量の家畜の引き取りはフフホトの北、陰山

山脈の牧草地で行われていた。馬、羊の大量引き取りの際は、群単位で売買した。群はモ

ンゴル語でスロゲ（sUrUg）という。家畜市場の群単位は大群と小群の区別があった。馬群

単位は、小群の下限が 33 頭であり、大群の上限が 350～360 頭であった。羊群単位の大群

の上限は 300 頭であった（Wang,bayarqu 2001：64）。 

 

では、家畜市場でどのぐらいの家畜が取引されていたのか。 

『蒙古学百科全書・経済巻』（2009：448）によると、清朝時代のフフホトの家畜市場で

は最大で年 20 万頭の馬が引き取りされた。オルドスの一部を除けば、殆ど外モンゴルから

のハルハ馬だった。 

羊は大盛魁だけで、年 30 万頭を売買した。羊の 70％はハルハ羊が占めていた。 
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       図 2-2 フフホト城の寺院、売買城、家畜市場の配置 

            出典：包慕萍 200：70 を基に作成 

 

家畜市場の構成  

家畜市場の繁栄によって、仲買業が生まれた。中国語では「牙紀」或は「牙行」と呼ば

れる。その集団は家畜の管理、鑑定、家畜病気の治療方法など知識や技術を身に着けた漢

人、回民であった。それぞれ馬牙紀、羊牙紀、ラクダ牙紀などがあった。 

清朝時代以前は、モンゴル人は自ら家畜を追って定期市へ行っていたが、清朝時代以降、

旅蒙商人が草原に入り牧畜民から買い上げることになった。フフホトの家畜市場で取引さ

れる家畜は、大盛魁をはじめとする旅蒙商人に買い上げられた家畜だった。売る相手も南

方漢人商人が多かった。それ故、都市部の仲買業を経営する人は漢族、回族だった。 

しかし、漢人仲買商人と回民仲買商人の扱う家畜が異なっていた家畜市場には牧畜民の

五畜以外、ロバ、騾馬の売買も行われていた。ロバ、騾馬は馬と一緒に「馬橋」で引き取

りされていた。回民商人は、主にロバ、牛、羊、ラクダを扱い、漢人仲買人は主に馬、騾

馬を扱っていた（Wang,bayarqu 2001：67）。 

家畜を買いに来る外来商人を「客人」と呼ぶ。馬を買う商人を馬客、羊を買う商人を羊
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客と呼ぶ。「客人」を招待する「車馬大店」と呼ばれる専用旅館もあった。 

中継貿易に関わるラクダ運送業者も栄えた。 

家畜市場の周辺に、商品専用家畜の世話や家畜売買に従事する回民の居住区が形成され

た。最初にフフホトに移住してきた回民は主に山西省出身者多かった。新疆とフフホトの

間の通商がはじまると、寧夏、ウルムチなどから多くの回民がモンゴルへ移住してきた。

彼らはフフホト北城門外にモスク、店舗を構え、回民街区が形成された。回民のモスクは

中国で清真寺と呼ばれる。現在のフフホト旧城北門にある清真大寺は 1723 年、内モンゴル

で建てられた最初のモスクであった。 

 寺院周辺の商業街区には、地元及び巡礼するモンゴル人に向けた漢人商人の小売商店や

工房などが集中したのに対して、中継貿易に関わる家畜市場では、仲買店、車馬大店、ラ

クダ運送業者などの回民街区が形成された。 

 

多民族商人 

家畜商には、大盛魁など大手山西商人の商号（清朝時代から中華人民共和国成立以前

の商店の呼び名）のほか、北京、河北など地域の漢人商人の商号も 20 軒以上あった。

漢人商人以外に、回民、モンゴル人の小規模の商人もいた。 

1767 年、ムミンガン旗（現、包頭市の管轄内）の貴族サムダンジャマスがフフホトのジ

ャンギという役人に書いた手紙にこのようにある。バヤラトというフフホトの住民がテメ

ゲン・ジンーの途中に、一頭のラクダをなくした。そのため、バエンダライ、ドルジとい

う二人のオーナに通報して、処罰を要求した（『蒙古学百科全書・経済巻』2009：452）。そ

の手紙の内容からフフホトには、バヤラトというラクダ運送業者がいて、バエンダライ、

ドルジという二人の家畜商がいたことがわかる。 

  

3.2 ドロン・ノール家畜市場 

 

フフホト家畜市場は主にハルハ、つまり外モンゴルの家畜を扱う市場だった。内モン

ゴル全体の地形は半月弧形であり、フフホトはそのほぼ中央にあたる。北方のハルハと

周辺の家畜の受け皿になりうる立地だった。 

フフホトの東側に位置するシリンゴル盟のドロン・ノール家畜市場は、東部の赤峰市

から近く、河南省とも隣接している。それゆえ、主にシリンゴル草原と赤峰市、通遼市

など東北地域の家畜を扱った。そして、東北地区（旧満州）の遼寧省や吉林省、南の河
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南省などへ販売した。 

その中、オルドスは特別であった。オルドス高原の南は陝西省と接して、家畜の販売

には便利だった。オルドス人は家畜を主に陝西へ販売して、一部をフフホト市場に売っ

ていた。 

ドルンノール市場は、8、9 月は馬市の最盛期であった。毎日 1000 頭以上の馬が市場に

集まっていた。毎年少なくても、馬 7 万頭、牛 4 万頭、羊 35 万頭の取引があった（『蒙古

学百科全書・経済巻』2009：1069）。 

フフホトとドロン・ノール市場の馬は、主に南方の河南省、河北省、山東省、山西省な

ど農耕地へ販売され、羊は主に北京で消費された。これらの家畜は群れごとに放牧しなが

ら目的地まで運送されていた。 

北京は羊肉の一大消費地であった。北京には、満州皇帝の宮廷のほか、モンゴル人八旗、

満州八旗もあった。冷凍装置がない年代には、羊群を放牧しながら北京に運送した。その

運送路は「京羊道」と呼ばれた（鄧九剛 2000）。生きたままで売るほか、残りの部分は冬に

なると屠殺して、住民向けの肉屋で販売した。 

 

3.3 包頭家畜市場 

 

地理的位置 

 家畜及び肉の商売のほか、毛、皮の商売も家畜市場の重要な構成部分であった。家畜の

毛、皮貿易を中心に発達したのは包頭であった。 

包頭の位置は、北の陰山山脈、南の黄河とオルドス高原、西の河套平原、東のフフホト

に囲まれている。地理的に、フフホトとドロン・ノールのような漢人農耕社会と接してい

ない。しかし、新疆、青海などとの交易路が開通すると、西北地域（新疆、青海省、甘粛

省）の物産を北京、天津へと輸送する途中の重要な中継地となった。 

西北地域（新疆、青海省、甘粛省）は、多民族集団が共存してきた砂漠地帯である。主

にヤギ、ヒツジ、ラクダが飼育されてきた。包頭は西北地域の畜産品を北京へ輸出するこ

とで重要だった。砂漠地帯は、肉よりも家畜の毛など家畜生産の副産品が優れた。北京条

約以降、ドイツ、イギリス、ロシアなど外国商人もモンゴル地域へ進出して毛、皮などを

天津から海外へ輸出するようになった。包頭は西北部の毛、皮貿易の最大の中心中継都市

となった。 
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水運に恵まれた包頭 

『蒙古学百科全書・経済巻』によれば次のようであった。 

「日中戦争以前、毎年 5 月から毎日西寧、蘭州、寧夏産の羊毛を運ぶ船が南海子（現、

包頭市東河区の東南に位置する）埠頭に来航していた。停泊する帆船は 300～400 に上り、

南北 10 里（約 5 キロ）に伸びていた。陸路では、アラシャン、トメト草原、ハルハの羊毛

はテメゲン・ジンーで包頭へ運んでいた」。西寧、蘭州、寧夏は黄河上流の地域である。黄

河は水上運輸の大動脈であった。このように、西北地域の家畜毛は黄河を船で、モンゴル

地域の家畜毛はラクダ隊商で、包頭まで運送されていた。 

黄河は青海省を水源として、まず東へ向かって蘭州に至り、黄土高原とぶつかり流れを

北に変え、陰山山脈に向かって北上した。次に陰山山脈にあたると東行して陰山山脈とオ

ルドス高原の間に河套平原を形成する。そして内モンゴルトグト県河口鎮（フフホトの西

南）のあたりで再び南に向きを変えて南下した。そして、西安方向から流れる渭川と合流

すると、東方に向きを変えて渤海へ注ぐ。全長約、5464km で、中国では長江（揚子江）に

次いで、2 番目の長さ、世界での 6 番目の長さである。 

内モンゴルトグト県の河口鎮（フフホトの西南）を境界として、上流と中流に分かる。

内モンゴルでの流域は上流部にあたり、黄河流域の最北部になる。 

黄河上流部は 10 月の中旬から翌年の 4 月中旬までは、結氷期になる。黄河水運は結氷期

である冬は利用できない。つまり、西北地域と包頭間の水運は冬には運航できなかった。 

家畜の毛刈り時期は 5 月から始まる。ラクダは春には毛を落とし、最も痩せて、運搬に

向いていない時期である。ところが、黄河はちょうど解氷期に入り、船で毛を運ぶことが

できた。冬になって黄河が再び結氷すると、テメン・ジンーの活躍時期になる。そのころ

は越冬用肉の屠殺時期であるため、屠殺した家畜皮の出荷シーズンともなった。 

包頭は水陸運送を利用できる地理条件に恵まれ、畜産品を扱う商業都市へ発展した。 

これらの内モンゴル三大家畜市場は、モンゴル全域の家畜売買をほぼ網羅した。南北

東西を結び、農耕社会と牧畜社会との交流、交易の中核地帯となり、商業経済発展の基

礎となった。 

 

4．商業都市の構造と変化 

 

フフホトでは、回民族、漢民族、満州族、モンゴル人が、それぞれの宗教施設を中心に

住み分けた。モンゴル王のオルドは真ん中に置かれ、その周りに牧畜民の越冬地である空
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地があった。モンゴル人はゲルに住んだ。牧畜民は夏に草原で過し、冬にフフホト城に戻

った。城の南にはモンゴル人のラマ寺院が点在した。ラマ寺院の周辺に漢人商人の「売買

城」が形成され、｢売買城｣では、漢人の商店、工房、歓楽街、廟、住宅が形成されていた。 

家畜交易に従事するイスラム教徒である回民はフフホト城の北にあるジャダガイ川沿い

に居住し、モスクと店舗などを建設し、かれらの街区を形成した。 

フフホト城の東北に新増築された八旗城には、満州旗人の住宅、宗教施設、官府の「将

軍役署」などが配置された。 

フフホトをはじめとする内モンゴル都市は多民族、多宗教の共存で成り立っていたが、

家畜市場を持つなどモンゴル人の伝統的定住都市の特徴を備えていた。都市は遊牧民と無

縁のように語られる場合が多いが、牧畜都市には古い歴史があった。 

しかし、このようなモンゴル都市にも新しい変化が見られるようになった。牧畜要素が

薄れはじめた。その主原因は漢人移民の大量の流入によるが、清朝の盟旗制度、「封禁政策」

など一連の政策によるモンゴル人王公貴族たちの定住化も、モンゴル定住都市の牧畜文化

を失わせた重要な原因の 1つではないかと考えられる。 

茶文化は、フフホトをはじめとする都市、町などを拠点としてモンゴル、さらに世界中 

へ広がった。フフホトはモンゴル高原の南北結ぶだけではなく、モンゴルを横断する東西

陸路と海路を結ぶ要所に位置したからである。それだけではない。茶貿易を支えたのはモ

ンゴル人の富である家畜でもあった。茶をはじめとする中国江南地方の農産品と交易され

たのは馬、牛、ラクダ、羊、ヤギなどの五畜とそれらの毛、皮など畜産品であった。茶の

運手段にはラクダが主役であった。それ故、モンゴル人の茶文化は、牧畜文化と融合しな

がら広がり、モンゴル社会に浸透したのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-24 モンゴルラマ寺院  写真 2-25 漢人廟    写真 2-26 回民モスク 
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8 章 近・現代磚茶文化 

 

１節 茶のヨーロッパへの拡大 

 

1．ポルトガル、オランダ、イギリスの役割 

 

ポルトガルとオランダの役割 

中国茶は大航海時代の到来とともにヨーロッパにも運ばれはじめた。東洋との貿易を開

拓したポルトガル人は、東洋特産の絹、香料（胡椒）などをリスボンへ輸入した。これら

の特産物をリスボンからフランス、ネーデルランド、バルチック海方面へ運んだのはオラ

ンダ船であった（角山栄 1980：14）。 

しばらくして 1602 年に、オランダ東インド会社が成立された。1607 年、オランダ東イ

ンド会社がマカオからジャワに茶を輸送した。をれゆえ、オランダは、記録されているか

ぎり初めて茶を輸送したヨーロッパの国となる（メアら 2010：184）。1609 年には、オラ

ンダ東インド会社の船がはじめて日本の平戸に来航した。翌年、オランダは平戸から、バ

ンダム（インドネシア，ジャワ島西端のバンテン港）経由で、ヨーロッパへ日本茶を輸出

しはじめた（角山栄：1980）。 

 

イギリスの紅茶文化 

 ヨーロッパ諸国の中では、イギリスが茶の最大輸入国兼消費国になり、独自の紅茶文化

を築いた。イギリス人はなぜ茶に熱中したのか。諸原因があった。 

・コーヒー競争からの脱落 

17 世紀のヨーロッパ各国には、コーヒー、チョコレート、茶の三種類の嗜好飲料がほぼ

同時に、贅沢飲料として輸入されていた。イギリスでは 1650 年に、最初のコーヒー・ハウ

スができた。コーヒーが茶より先にイギリス人に愛飲された。それは、現在のアラビア半

島南部のイエメン共和国の南西部の港モカから輸出されるモカ・コーヒーであった。イギ

リス東インド会社がその輸入にあたった。しかし、しばらくしてオランダ人がジャワに大

規模のコーヒー園を作るジャワ・コーヒーがヨーロッパにでまわることになった。ジャワ・

コーヒーの価格の安さにイギリスのモカ・コーヒーが敗れた。イギリスは輸入の重点を中

国茶にかえざるをえなかった（角山栄 1980：67）。 
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・イギリス国内消費の増加 

1657 年、イギリスに一足先にできていたコーヒー・ハウスで初めて茶が売り出された。

しかし、イギリスは茶を中国の直接取引ではなくオランダ人から分けてもらっていた。そ

のうえ、イギリス政府側は茶課税をした。それ故、茶の値段が高く、茶は上流社会でしか

飲まれなかった。 

だが、茶は胡椒等香辛料と同様に、少量でも購入できた。茶には、飲みだすとやめられ

なくなる習慣性もあった。それゆえ、茶には爆発的な需要を引き起こす可能性があった。

非合法手段による茶の密輸も横行していた。 

1790 年代には全イギリス領の住居者は、階級と老若男女の区別なく、一年一人当たり 1

ポンド以上の茶を消費するようになった。ここで至って東インド会社は全力で中国茶の輸

入を図ることになった（矢沢利彦 1989：153）。 

 ヨーロッパには、紅茶は上流階級の飲み物、コーヒーは中産階級の飲み物という違いも

あった。 

 

２．イギリスの中国茶の輸入とアヘン戦争 

 

アヘン戦争 

イギリスが初めて茶を中国から直接直輸入したのは、1689 年である。18 世紀初めに、清

朝は海禁政策をとりはじめた。広東（広州港）が唯一開港であった。その広州からイギリ

スは中国の茶を輸入した。これをきっかけに茶が広東からヨーロッパへひろがりはじめた。 

しかし、清朝は茶の輸出に積極的ではなかった。中華中心思想や、朝貢貿易の観念があ

り、「天朝恩恵」として他国が欲しがるから譲るという姿勢であった。 

その中国も 19 世紀になると西洋列強によって門戸開放を強制されることになった。そこ

でイギリスは中国茶の輸入増大をはかるのであるが､その対価として支払ったのは銀であ

った｡イギリスは、大量の銀の流出を防ぐために､アヘン輸入を禁止していた中国にアヘン

を輸出し､茶とアヘンの交換が始まった｡その結果､銀の流れが逆転するとともに、アヘン中

毒が中国内に蔓延した。それゆえ清朝政府は､アヘン禁止政策にしたがいアヘン取締りを厳

格化した。しかしその結果、イギリスと中国の間のアヘン戦争が勃発した（1840-1842）。 

 

茶貿易の繁栄 

イギリスの攻撃は厳しく､アヘン戦争を終結させるため1842年南京条約が結ばれたが､そ
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れは、中国史上初めての不平等条約であった｡広州、福州、厦門、寧波、上海の 5 港が開港

させられた。それ以降、最も香りがある一番茶を高速のクリッパー船が運ぶティ・レース

時代に入った。 

自由貿易の高まりの中で、1834 年イギリス東インド会社の独占権が廃された。中国貿易

が自由化された。そして、中国茶を扱う茶業者が次々と開業した。茶は新茶の香りに値打

ちがある。ロンドンのセリ市で一番茶に最も高い値段がついていた。そのため、中国から

ロンドンへの船の海上運送のスピードが問題となった。 

こうした中で、1840 年代の後半に中国貿易のための快速帆船の建造が始まった。こうし

てイギリスのクリッパー時代が始まった（角山栄 1980：113）。 

一番茶を運ぶクリッパー船による中国からロンドンへ向けての、最短時間と最大積荷の

経済性をめぐる競争がティ・レースと呼ばれた。 

しかし、1869 年に、スエス運河が開通するとともに、茶の交易ルートは蒸気汽船による

スエス経由に変わった。20 年近く続いたティ・レースも幕を閉じた。 

一方、中国ではティ・レースの影響によって、茶貿易港としての広州港が衰退に向かい、

かわって茶を輸出する上海が栄えた。続いて、茶産地から最も近い港である福州港が茶の

輸出港として登場し、上海をも凌駕した。 

イギリスの中国茶輸入は、1841 年に 3668 万ポンドであったが、1861 年にはその 2 倍以

上の 7794 万ポンドとなり、中国茶の輸出が活況を極める時代となった（表 2-11）。 

ロシアも五港開放をきっかけに、中国へ進出した。漢口などに茶工場を建設し、紅磚茶

を生産して自国のロシアへ運んだ。 

 

表 2-11 イギリスの中国茶の輸入（1678～1861）       単位：1000，重量ポンド 

 年 1678 1699 1721 1762 1785 1790 1801 1821 1841 1861 

輸入量  5 20 1,000 4,000 10,856 15,035 23,730 26,750 36,680 77,940

主に緑茶 主に紅茶 

               出典：『茶の文化その総合的研究第一部』1981：175  

 

アッサムとセイロン茶の開発 

しかし、1823 年、イギリスはインドのアッサムでアッサム茶を発見、そのプランテーシ

ョン茶園開発をすすめ、1869 年ごろアッサム紅茶製造に成功した。 

アッサム茶の成功が、中国茶の世界茶文化の独占の時代に終止符を打った。1867 年以降、



126 
 

セイロン（現在のスリランカ）でもセイロン茶の父といわれるジェームス・テイラーのセ

イロン茶農園の生産も始まり、インド・セイロン茶が、世界市場を席巻し中国茶を圧倒す

ることになった。 

 

3．茶貿易の変化 

 

中国茶の衰退 

茶貿易の流れが大きく変化した。 

1867 年、中国茶はヨーロッパにおける茶の総消費量の 90%を占めていたが、1905 年な

ると、29%を占めるだけとなった（矢沢利彦 1989：206）。中国紅茶はインド・セイロン紅

茶に負け、緑茶も日本茶に敗北するに至った。 

 

葉茶と磚茶の輸出割合の変化 

これに応じて、中国茶の葉茶と磚茶の輸出割合にも変化が生じた。1867 年、輸出中国茶

の 95%が葉茶、5%がロシア人向けの磚茶であった。ところが 1905 年なると、61%が葉茶、

39%が磚茶となった（矢沢利彦 1989：206）。中国茶のヨーロッパへの輸出は減少したが、

モンゴル、ロシア向けの磚茶の輸出が伸びていく傾向が見られたのである（グラフ 2-1）。

20 世紀になると、中国茶の輸出は磚茶に頼ることになった。 

 

    
          グラフ 2-1 ロシアの葉茶と磚茶の輸入量の比較 

出典：左近幸村 2012 
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磚茶と紅茶 

海路運送と陸路運送（砂漠・ステップ）はともに運送を目的とした人間活動であるが、

運送力の相違によって交易のあり方がだいぶ異なる。イギリスをはじめヨーロッパには、

船を運送手段とする海路茶貿易によって、葉茶による紅茶文化が築かれた。ラクダを主な

手段とするモンゴル経由の陸路ルートでは茶は、ラクダで運び安いサイズに固く圧搾され

た磚茶を中心とする磚茶文化が生まれた。 

18 世紀ごろ、モンゴル地域では少なくてもモンゴル人、漢人、イスラム回民、ロシア人

など多様な民族商人が活躍して、モンゴル地域では南の農耕漢民族、北のロシア、西のイ

スラム圏、中東などともつながる全方位に開放された。そういった通商の流れに従い、茶

が西、北へと広がりモンゴル語の「chai」の呼称もひろがることになった。 

 

２節 「cha」と「te」 

 

茶の伝播の陸路と海路説－橋本説－ 

現在世界各国の茶の呼称は、広東語の「cha」と福建語の「te」の二グールプに分けられ

ている。日本における茶樹の権威である橋本実は、茶の言葉の違いは、茶伝播の陸路と海

路による違いと考えた。 

広東語系の「cha」は陸路によって、北方の北京、朝鮮、日本、モンゴルへ広がった。西

方のチベット、ベンガル、インド、中近東、さらに一部東欧圏やアフリカにも入った。ロ

シアへは黒海ルート、あるいはモンゴルルートによって広がった。 

他方、ヨーロッパはポルトガルを除けば、福建語の「テー」のグループに属す。これは

厦門と直接貿易を始めたオランダの影響からであるという。この呼称のひろがりは海路に

よるものであった。 

 

橋本説への疑問 

橋本実は世界各地の茶の呼称を茶が 17世紀初めからヨーロッパへ輸入された海上交易史

に基づいて広東語の「cha」（陸路）と福建語の「te」（海路）と分けている。しかし、この

説に疑問がある。 

第 1 に、茶の呼称は、すでに唐代の陸羽の『茶経』においで茶 という漢字に定着してい

た。つまり、cha という言葉は漢字を使う民族に共通使用されていた。広東語の cha が北京

へ伝えられたのではなく、長安、北京など華北地方の語である cha が各地へ伝えられたと
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考えられる。 

第 2 に、広東省は中国国内で重要な茶生産地と言えない。広州（広東省の省都）も、清

朝時代になって海禁政策によって、設置された一時唯一ともなった海港に過ぎない。 

ポルトガルがマンダリン語の「cha」を使う広東省の澳門を統治して茶を導入したことに

より、ポルトガルには、マンダリン語のチャが伝えられた。 

『英印口語辞典』によれば、十七世紀中ごろイギリスに茶が初めて導入されたときは、

cha と tcha と綴っていた。それがやがてフランス語を借りて the となり、十八世紀初めこ

ろから現在の tea になった（角山栄 1980：14）。 

他方、1595 年よりオランダは福建省の厦門と直接貿易をしていた。福建の方言では「cha」

を「te」と発音した。それゆえ「テー」という呼称がオランダ人によってヨーロッパにも

たらされた。つまり、茶が初めてヨーロッパへ輸入されたときは、「cha」と「te」という

二つの呼称で呼ばれていた。それゆえ、「cha」の呼称が陸路のみで伝播されたわけではな

い。 

しかし、オランダの影響が強く、茶がオランダを経て西欧各国から北欧へ広がったから

福建語のテーの呼称がヨーロッパに広がった（角山栄 1980：15）。 

第 3 に、中国茶は漢民族以外の周辺牧畜民によって世界へ伝播されたことも考慮すべき

である。牧畜民による運送は言うまでもなく陸路だ。茶の陸路による伝播は、大航海時代

以前の唐の時代からあった。歴史は相当古い。モンゴル・チベット牧畜民による「chai」

の呼称は、マンダリン語の cha を chai 或は ja と発音したことに由来する。牧畜民の媒介

によって茶が伝播された地域に「chai」のグループが形成される。 

海路運送には福建方言「te」の呼称が最も多い。 

陸路運送には「chai」、「shai」の呼称が多い。それゆえ、世界各地の茶の呼称を改めて

整理すると表 2-12 のようになる。福建方言の「te」グループ、マンダリン語の「cha」グ

ループ、モンゴル・チベット語の「chai」 グループの三つに分けられる。 

中国茶は南の海路と北の陸路によって世界中に広がった。その中、陸路によって伝播さ

れた地域は第一伝播圏、海路は第二伝播圏となる。 
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表 2-12 世界各地の茶の呼称 

福建語系 マンダリン語 モンゴル・チベット語系 

マレー  teh  テー 

セイロン they テーイ 

南インド tey  テイ  

オランダ thee テー 

イギリス tea  ティー 

ドイツ  tee  テー 

フランス the  テー 

スペイン te  テ 

イタリー te  テ 

チェコ  te  テ 

ハーンガリー tea テア 

デンマーク te  テ 

スウェーデン te テ 

ノルウェー te テ 

フィンランド tee テー 

ポルトガル cha チャ 

朝鮮 cha チャ 

日本 cha チャ 

イラン cha チャ 

ベンガル cha チャー 

 

 

モンゴル chai チャイ 

チベット ja ジャ 

ヒンディーchaya チャーヤ 

トルコ cay チャイ 

ギリシャ tsai チャイ 

アルバニア cai チャイ 

アラビア shay シャー 

ソ連 shai シャイ 

  chai チャイ 

ポーランド chai チャイ 

                  出典：橋本実 1988：30 を基に作成 

 

茶文化発展の３段解説 

モンゴル経由の国際茶貿易の発展とともに、モンゴル茶文化も定着した。茶は様々な

利用形態があった。食用、薬用、飲用の順に発展してきた（孔令敬 2003：166）。 

孔令敬によれば茶の原産地である中国大陸の西南部で生活している少数民族は茶の葉を

野菜として調理して食べている。たしかに茶の葉を野菜として使うという発想は、中国西

南方の少数民族の間では古くからあり、茶葉を漬けて食べたり、豚肉や穀物、葱などと煮

てスープにしたりする料理法があった。喫茶の原点がそこにあると考えられる。すなわち、

茶の最初の利用形態は食用であった。 

茶が茶樹の原産地から北へ伝播されると、人々は茶の薬理作用に注目し、茶を薬草と見

た。漢方医の医学古典に茶の薬用性能が数多く説かれている。こうして薬用効能を重んじ

て利用された時期を薬用段階と呼ぶ。 
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茶の栽培、製茶技術の発展とともに茶が商品となり世界中へ広がった。同時に日常生活

の常用飲料として定着した。これは茶の飲料としての性格が定着した段階である。 

 

モンゴル茶文化の歴史をみても、茶文化はこのような段階を歩んできたと考えられる。

トメト・アルタンハーン（汗）の朝貢貿易以前の段階が薬用性段階であるに対して、その

以降、国際貿易時代は茶がモンゴル社会に飲用品として定着した段階といえる。 

 

3 節 粗末青磚茶の定着 

 

1．青磚茶の発祥地羊楼洞 

 

羊楼洞の発展 

羊楼洞は、湖北省の東南にある赤壁市（県級市）の最南端に位置している。羊楼洞は、

地理的に湖南、江西、湖北三茶産地の交差点に位置して、山西商人の拠点漢口からもっと

も近い茶の産地であった。唐代から羊楼洞あたりでは、茶の栽培が行われていた記録があ

る。山西商人の茶交易の旺盛とともに羊楼洞は商業都市の一つとなった。 

 1861 年漢口（現在の武漢の一部）が天津条約によって通商港となった。ロシア、イギリ

ス、ドイツ、フランス、日本の 5 カ国の租界が置かれた。すると、外国商人の「洋人」が

湖北省の漢口に進出し、羊楼洞も国際的商業都市へ発展した。人口は 4 万人を超え、商店、

店舗、茶工場が立ち並び、「小漢口」と称されるほど栄えた。 

 

羊楼洞の衰退 

しかし、1904 年、シベリア鉄道の完成によってロシアへの茶の輸送ルートは太平洋岸に

移り、陸路モンゴルを通過するキャフタ貿易が衰退した。山西商人はロシア貿易に参入す

る余地がなくなった。羊楼洞の山西商人は次々と破産した。 

1911 年の外モンゴル独立宣言により、ハルハモンゴルとの遠距離交易は中断した。その

結果、1929 年には、山西商人の大手商社大盛魁が倒産した。ここまで 200 年以上栄えた

茶貿易は大盛魁の倒産とともに幕を閉じ、洋楼洞も不景気となった。清朝時代 80 軒もあ

った洋楼洞の茶庄数は、1920 には 16 軒、1936 年には 5 軒となってしまった（表 2-13）。 
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表 2-13 羊楼洞の茶庄数 

 年代 光緒初年 

（1875~） 

清末宣統年年代

（1909~1912）

民国初年 1920 年 1936 年 

茶庄数（軒） 80 48 30 16  5 

               『洞天福地―鄂南古鎮羊楼洞』2008：71  

 

日本人の磚茶製造 

1938 年、日本も漢口で、中日製茶株式会社を創立した。1943 年には、洋楼洞の茶庄も合

併して「武漢製茶株式会社」と改名した（遊謨俊 2008：17）。 

磚茶は日本人に馴染みがないと思われるが実は、日本も 19 世紀後半に磚茶の製造を試み

ていた。 

1858 年、アメリカとの間に日米修好通商約が締結された。日本は、1874 年から日本茶を

輸出産業として茶業振興に乗り出した。緑茶をアメリカへ輸出するほか、紅茶製造も始め

た。ロシア市場開拓のため磚茶製造も試みた。 

明治 8 年、日本政府は多田元吉氏を中国へ派遣した。彼は、湖北省の咸寧県、漢口から

各種の磚茶を持ち帰り、磚茶を作り始めた。これは日本磚茶の始まりと言われている。そ

れは失敗に終わったが、明治 11 年には、磚茶製造に成功してロシアへの輸出が可能となっ

た。しかし、中国磚茶との競争、品質問題、金融機構の不備、日露戦争の勃発などが重な

り、失敗に終わった。 

しかし、1943～1945 年には、磚茶製造を再度中国で始め、モンゴルへ輸出した（馮金平 

2006：93）。 

 

羊楼洞から磚茶工場の転出 

1949 年、中華人民共和国が成立した直後、羊楼洞にあった茶庄（茶工場）が合併され、

中国茶葉公司羊楼洞磚茶厰が成立した。1952 年、北京～広州までの「京広鉄道」が開設さ

れると、この磚茶厰は羊楼洞から 4km 離れた鉄道駅がある咸寧市趙李橋鎮に移り、国営趙

李橋磚茶厰と名を変えて、現在に至っている。 
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2．社会主義計画経済政策と内モンゴルの磚茶 

 

社会主義計画経済政策は理想の共産主義社会に至るための準備段階であったが、大躍進

政策や文化大革命によって多大な損失を中国社会にもたらして、深刻な影響を与えた。 

モンゴル茶文化にもこの時代の烙印が深く刻まれている。 

 

供銷(購買、販売)合作社 

中華人民共和国成立した 1949 年から 1957 年まで、各領域における諸制度の社会主義改

造が行われた。この時期、中国の農村では、労働力を相互に交換する「互助組」から、土

地や農具、耕作用家畜を提供する「初級合作社」、土地などの生産手段を集団所有し、集団

労働を行う「高級合作社」などの、新しい形態の経済組織が次々に打ち建てられた（仁欽

2014：61～87）。さらに 1958 年、行政単位で組織され、集団所有、集団労働、統一的経営

と分配を明確した人民公社が生まれた。 

農村が集団化された理由は、都市・工業化を中心とした社会主義社会を建設するためで

あった。そのため、農作物を強制的に国有企業に集中させ、農業製品を消費者に高価で販

売することによって、国家が利潤を得て、その利潤を工業へ回すという政策ができあがっ

た。 

合作社形態の組織は金融、サービス業などでも建てられた。供銷(購買、販売)合作社、

信用合作社、手工業生産合作社、運輸合作社などがあった。 

高度に公有化され、集団化された人民公社は、しかし 1982 年の新憲法により行政機能が

郷人民政府に移された結果解体されはじめた。中国経済は 1949 年～1980 年代まで国家が

主導した計画経済時期であった。 

茶はいうまでもなく農産物であり、国営茶厰（茶工場）に供出された。国営茶工場が製

品化された茶は統一分配によって各地方へ分配され、販売された。こうした組織的購買と

販売を担ったのは供銷合作社であった。供銷合作社をモンゴル語で「ホリシア」（qorsiya）

という。 

茶を含めた住民の必需品の供給や畜・農産物の販売が供銷(購買、販売)合作社によって

行われた。内モンゴルには、盟単位の供銷合作総社があって、その下に旗供銷合作社、ソ

ム供銷合作社などが設置された。 

供銷合作社は、16 歳の公民が、一定の資金を出すことで合作社社員になる。社員たちは

社員証、購入証を与えられる（錫林郭勒盟志編纂委員会編 1996：937）。入社した合作社か



133 
 

らのみ物を買うことができ、別のソム或は旗の合作社からは商品を買うことができなかっ

た。 

商品の仕入れは、盟総社の統購部である「采購供応站」が磚茶を含む物品を購入し、下

位の分社に配布する。他方、牧畜民の生産する畜産品は下位合作社に買い上げられ、盟総

社を経て国営企業に購買された。 

 

産地の指定 

中華人民共和国が成立した後、洋楼洞にあった磚茶茶庄が洋楼洞国営磚茶茶廠となった。 

1950 年代から、青磚茶の規格は統一され、「27 型」だけが生産されるようになった。そ

して包装紙にはモンゴル文字を印刷することにした（呂毅、坂田完三 2004：54）。その時

から青磚茶は内モンゴルの専用茶となった。 

社会主義計画体制下では、中国固形茶の産地と消費地の関係が固定された（表 2-14）。 

中国固形茶の産地は、雲南省、四川省、湖南省、湖北省の四つあった。 

雲南、四川産の固形茶は、主にチベット、青海、雲南へ出荷された。湖南省の黒磚茶は

主に新疆、甘粛、青海など西北地へ出荷され、少量が山西、チベットへ出荷された。 

生産される茶の種類も定まっていた。雲南、四川、湖南の固形茶はすべて黒茶類であり、

形状は円盤状、碗形、正方、レンガ状など様々あった。 

湖北省産の固形茶は紅茶類と黒茶類の二つがあった。いずれもレンガ状の磚茶であった。 

黒茶類の青磚茶は内モンゴルへ出荷され、紅磚茶は新疆、甘粛、青海へ出荷された。 

固形茶の産地と消費地あいだは、はっきりした固定的対応関係が結ばれていた。チベッ

トや西北地域では、紅茶類、黒茶類の固形茶や多様な形状の茶が利用されていたが、内モ

ンゴルでは、湖北省の青磚茶のみを入手できた。 
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表 2-14 中国の緊圧茶（固形茶） 

茶類 種類 形状 主産地 出荷先 

 

 

 

 

 

黒茶系 

餅茶 円餅形 雲南 チベット、青海、雲南 

円茶 円餅形 雲南 チベット、青海、雲南 

方茶 正方形 雲南 チベット、青海、雲南  

沱茶 碗形 雲南・四川 西南各省 

黒磚茶 磚形長方 湖南 新疆、甘粛、銀川 

花磚茶（花巻茶） 磚形長方（円柱形） 湖南 山西 

茯磚茶 磚形長方 湖南・四川 チベット、青海 

康磚茶 円角長方 四川 チベット 

金尖茶 楕円枕形 四川 チベット 

緊茶 心臓形 雲南 チベット、青海、雲南 

青磚茶 磚形長方 湖北 内モンゴル 

紅茶系 紅磚茶（米磚茶） 磚形長方 湖北 新疆、甘粛、青海 

                          出典：守屋毅 1981：72 

 

粗末な磚茶 

社会主義計画体制のもとで、茶の生産、買付、販売のいずれも国家の統一的な計画と管

理に基づいて行われていた。まず輸出が優先されていた。社会主義工業国を築くための工

業材料を輸入するための資金として茶の輸出が必要とされた。輸出茶の残りを、国内の茶

の消費に回した（王静 2013：36）。 

守屋毅氏は『お茶のきた道』に当時の中国茶の生産を以下のように記録している。 

四川省では、主として、緑茶、紅茶、「辺茶」の三種類が作られていた。この三種類は、

内銷茶・外銷茶・辺銷茶という分類にほぼ対応する。緑茶は国内向け、紅茶は国外向け（輸

出用）、そして「辺茶」は辺境むけであった。四川では緑茶・紅茶を「細茶」と言い、「細

茶」に対して、「辺茶」は「粗茶」であった。各茶の原料は、「辺茶」の場合、粗老の茶葉

（成葉）を主要原料とする。「辺茶」が「粗茶」と呼ばれるのは、それゆえである。緑茶な

どの「細茶」には新芽を使用した。伝統的には、粗・細の兼摘が普通だったが、現在では、

「細茶」の摘みを優先し、「辺茶」には、修剪した葉と枝をもちいる方法が奨励されている

（守屋毅 1981：64）。 

 現在、湖北省趙李橋磚茶厰では、春に緑茶と紅茶を作るための茶摘みが終わった後、茶
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畑を修剪する。青磚茶の原料は、夏になって新しく生えてきた赤茎を利用している。 

明白にわかるように、現在内モンゴルに利用されている磚茶は国家からの計画、管理の

プロセスの中で粗悪性を最大限に拡大したものである。 

社会主義政策により、内モンゴル磚茶は二つの面で改造された。第 1 に、産地の指定に

より、サイズ、茶類などが単一化された。第 2 に、国家の計画により原料の粗悪が奨励さ

れ、磚茶の粗悪性が最大限に拡大された。磚茶は粗悪茶の代名詞となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 節 改革・開放政策と磚茶 

 

現在の羊楼洞 

筆者は 2010 年羊楼洞を訪れた。人口の少ない静かな町であった。茶貿易時代の茶工場の

建物（写真 2-28）、茶を運搬する一輪車の痕跡が残された石板路（写真 2-29）、二階建て店

舗（写真 2-30）がそのまま残されていた。 

  

写真 2-27 モンゴル文字が印刷され包装   写真 2-28 青磚茶の原料 
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一輪車は茶産地である羊楼洞から水運を利用できる埠頭まで茶を運搬するために使用さ

れた人力車である。 

木製一輪車の長さは 1m ほど、幅 10cm 程度で、真ん中に木造の一輪がある。車輪両側の

車台に荷物を載せる。約 300 斤（150kg）の荷物が載せられた。人は両ながえを持ち、肩帯

を首にまきバランスを図りながら前方へおす。車輪は木造で摩損しやすいため、車輪面に

は鉄板が敷かれていた。この一輪車が往来した羊楼洞の石板敷きの道に車輪の痕跡線がで

きた。 

一輪車の痕跡が残された石敷き道の入り口には、「明・清石板路」という看板が立てられ

ていた。 

 

   

写真 2-29 茶工場の建物    写真 2-30 一輪車の痕跡が残された石板路 

  
写真 2-31 二階建て店舗        写真 2-32 羊楼洞に流れる小河 
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明・清石板路を挟むように向き合う建物は茶貿易時代の茶庄である。4ｍ程度高さの「前

店後院」の建築スタイルをとっている。石板路に面する表店には商売をする商店がおかれ、

商店の裏には後院である小さい庭が備わっていた。後院には主に茶の製造場である工房が

あった。家の二階は倉庫として使用されていた。昔のカウンターが残されている建物もあ

った。 

 

改革・開放政策 

1978 年末から改革・開放政策が中国で実施された。その重点は沿海地区だった。海上交

通により世界市場にアクセスし易い沿海部を中国の世界との交流窓口として発展させた。 

2000 年、「西部大開発」国家政策を打ちだされた。新疆ウイグル自治区、チベット自治区、

内モンゴル自治区、寧夏回族自治区、広西ワン族自治区の 5 自治区と陝西省、甘粛省、青

海省、四川省、貴州省、雲南省の 6 省および 1 直轄市（重慶市）がその西部大開発政策の

対象となった（図 2-7）。西部はほとんど少数民族地域であった。 

2004 年中国政府は新たな「中部崛起」計画を立てた。山西、河南、湖北省を含む 6 省に

改革・開放政策が実施されることとなった。 

 

  

写真 2-33 趙李橋茶厰に展示されている一輪車    写真 2-34 一輪車運ぶ様子 

（馮金平：2006） 
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地図 2-7 羊楼洞の位置と改革・開放政策区域 

   出典：王愛静、左偉 2009：95 を基に作成 

 

2006 年、黒龍江、吉林、遼寧省に対しても東北部「振興東北工業老基地」という改革・

開放政策がはじまった。 

 

磚茶文化の開発 

2004 年の「中部崛起」という改革・開放政策を契機に、湖北省は地域発展の目標として

辺銷茶をブランド産業へ発展させる方針を打ち出した。 

茶園の管理、経営などの改革が行われた。羊楼洞における茶貿易時代の建築、路線など

の保護、修繕などにも力を入れて、観光業の開発によって茶業をサポートしようとしてい

る。 

青磚茶にも多様な新商品が生まれた。一口サイズの磚茶、インスタント磚茶等々である。
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売り場も昔の国営商店、合作社のみからスーパ・マケットや茶の専門店など様々なところ

に売られた。乳製品や干し肉などの民族商品専門店にも磚茶が必ず置かれるようになった。 

社会主義市場経済政策の実施により、計画経済時代の産地と消費地の対応関係が崩れた。

四川、雲南、湖南省など湖北省以外の磚茶製品も内モンゴル市場へ自由に流入されるよう

になった。 

 

    

写真 2-35 一口サイズ磚茶         写真 2-36 インスタント磚茶 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅲ部 

内モンゴルにおける乳茶文化 
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9 章 牧畜地帯の食生活 

 

茶文化がモンゴルへ普及した時期は、モンゴル社会を画期的に変化させた清朝時代であ

った。 も顕著な変化は、従来の牧畜生業以外、農耕モンゴル人村落社会が形成されたこ

とである。その変化は食文化、茶文化にも反映されている。 

牧畜地帯の食卓では、ヒツジ肉料理と乳を入れる磚茶が主役になった。これらの料理が

内モンゴルでは「草原料理」、「蒙古料理」と呼ばれる。 

農耕地域には、漢人農耕村落のほか、農耕モンゴル人村落社会も存在している。農耕モ

ンゴル人の料理では草原料理と異なり、豚肉料理と乳を入れない葉茶が中心となっている。 

 

1 節「五畜」の恵み 

 

モンゴル人はヒツジ、ヤギ、ウシ、ウマ、ラクダの五種類の家畜を飼育してきた。地域

によってヤク、ロバ、ラバも飼育されるが伝統的五畜に含まれない。衣住食のすべてが五

畜から得られてきた。 

ヒツジはいつでも食べる肉の貯蔵庫である。肉用に屠ると毛皮も利用できる。この毛皮

は衣服や、敷物にする。殺さないうちに、羊毛を刈り取る。毛を刈りフェルトに加工して

敷物、天幕の壁とする。羊毛はゲルと呼ばれるテント式住居の素材を提供する。 

ヤギも主に肉用家畜であった。ヤギを独自に群として飼育することはない。ヒツジの群れ

と混合して飼育する。伝統的混合群のヒツジとヤギの比重は普段 3：1 の程度であった

（D ,adiya 2013：36）。                                      

現在、ヤギの肌に密着した柔らかい産毛がカシミヤとして高価商品となり経済家畜とし

てヤギの頭数が増加している。 

カシミヤが注目される以前は、刺し毛でばさばさのような質のヤギ毛は、フェルトにす

ることができなかった。毛皮が敷物に使われるか毛を抜いたなめし皮を衣服、手袋などに

利用するただけであった。 

家畜は食用として肉が利用されるほか、乳がもう一つの重要な恵みであった。現在、ミ

ルクと言えば牛乳であるが、実は、ウシは舌を巻いて草を食べるため、草の丈が短い牧草

地ではウシの飼育が困難であった。モンゴル高原のウシの放牧に適さない乾燥地では、ヒ

ツジ、ヤギ、ラクダが飼育され、それが搾乳対象となっていた。しかし 1990 年代からフフ
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ホトなど都市を中心に乳業が発達して、酪農ウシの飼育が増加した。紙パックに入れたウ

シ・ミルク製品も容易に入手できるようになった。それゆえ、草原のヒツジ、ヤギ、ラク

ダの搾乳が珍しくなりつつある。 

これらの乳は、チーズなどの多様な乳製品に加工される。もちろん生乳としては乳茶に

利用する。 

ウシは搾乳のほか、車に引かせて水運びや、引っ越し荷物の運搬などに、役畜としても

利用されてきた。 

ウマは、乗り物として重要だった。去勢されたオスが乗用され、メスが出産後搾乳され

る。しかしウマの乳は乳製品生産や、乳茶に使わず、馬乳酒のみに利用されてきた。 

ラクダは、丈夫な家畜であり、特に冬にはウマの代わりの乗り物となり、運搬、運送の

主役であった。メスは出産後搾乳された。 

このように、五種類の家畜すべてにわたって多角的な利用ができる。特にどの家畜もメ

スが搾乳される。モンゴル人の食生活は豊富な乳生産におおきく依存している。 

もちろん、内モンゴルにおける五畜の分布は一様ではない。ラクダの多い地域もあれば、

ウシの多い地域もある。そのため、すべてのモンゴル人が五畜の家畜を所有し、利用して

きたわけではない。しかし、モンゴル人は、一種の家畜だけを飼育することをしない。複

数の家畜を飼育する。 

このような複数の家畜の多角的利用が小長谷有紀の『世界の食文化 3モンゴル』では、「万

作型」と名付けられている。農耕のあり方に「豊作型」と「万作型」がありうるように、

牧畜にも「豊作型」と「万作型」がある。「豊作型」は少品種生産の豊かさをいう。「万作

型」は多品種少量生産の豊かさをいう。ある種の家畜に特化させ利用する牧畜経営は豊作

型になる。それに対して、モンゴルの場合は、五種類の家畜をすべて有することが理想的

であり、五畜すべての恵みを得るようとする牧畜システムであった。まさしく万作型と言

える（小長谷有紀 2005：63）。 

 

2 節 乳製品の「白食」 

 

五畜の乳で作られた乳製品を「ツガン・イデゲン」と総称する。「白い食物」の意味であ

る。 
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1．家畜の搾乳方法 

 

ヒツジ、ヤギ 

ヒツジ、ヤギの妊娠期間は五ヶ月であり、交尾期は通常 9 月中旬から 10 月中ごろまでで

ある。そして、翌年の 2 月中旬から 3 月中ごろに出産する。しかし、搾乳は 5 月下旬から

始まる。その頃になると、気温が上昇し、草も伸び、ヒツジ、ヤギが青草を十分に食べら

れるようになる。するとメスの乳がよく出るようになる。そうなってから搾乳が開始され

る。 

ヒツジ、ヤギの搾乳方法は、母ヒツジ、ヤギの頭を向き合わせて一列に並べ、一本の紐

で一頭一頭繋ぎ、後肢の間から搾乳する。ヒツジは 9 月下旬、ヤギは 11 月上旬ごろまで搾

乳する（平田昌弘 2013：142）。 

 

ウシ 

ウシの妊娠期間は 10 ヶ月であり、6 月～8 月までが交尾期である。通常翌年の 4 月から

6 月にかけて出産期を迎える。出産 1 ヶ月後、搾乳が開始される。 

ウシの搾乳方法は、仔ウシを先に哺乳させる。仔ウシの口から乳泡が出るようになると、

仔ウシを乳房から離して、母ウシの近くに繋ぎとめる。搾乳者は小椅子に座り、両膝でバ

ケツを抱えながら搾乳する。通常は、母ウシの右側から搾乳する。バケツを地面に置いて

椅子を使わずにしゃがんで搾乳する人もある。ウシの場合、通常、11 月から翌年の 4 月ま

では搾乳しないが、人間の赤ちゃんに飲ませる必要がある場合、一年中搾乳することもあ

る。 

ヒツジ、ヤギ、ウシの搾乳は一日朝夕二回に行われる。秋になり、草が枯れてきたら、

搾乳回数は一日一回、さらに二日に一回ともなる。 
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           写真 3-1ウシの搾乳 

 

ウマ 

ウマの妊娠期間はウシと同様 10 ヶ月である。ウマは 4 月から 6 月の間が交尾期であり、

翌年の 2 月から 4 月にかけて出産期を迎える。搾乳期間は 7 月中旬から 10 月下旬までであ

る。 

ウマの搾乳方法は、ウシと同じように先に仔ウマに哺乳させてから、搾乳者が母ウマの

右側から搾乳する。搾乳姿勢は、右手は母ウマの側方から、左手は後肢の間から乳を搾り

上げる。右膝は地面につき、左膝はたてて中腰になり、バケツを左膝の上に乗せて搾乳す

る。また、もう一人が母ウマをとりおさえる必要がある。この人は通常男である。ウシの

場合一人でも搾乳できるが、ウマの場合 低二人が必要となる（平田昌弘 2013：144）。 

ウマの搾乳は一日 5 回から 10 回も行われる。ウマの一回の泌乳量が少ないからである。

搾乳量は 6 月と 7 月が多く、8 月から徐々に低下していく。 

 

ラクダ 

ラクダの妊娠期間は 12 ヶ月である。ラクダの発情期は通常、12 月や 1 月であり、出産

は 11 月～12 月になる。ラクダの搾乳は出産した当日から始まる。通年にわたって搾乳が可

能である。搾乳は春、夏、秋に一日何回が行われるが冬には一日二回ぐらいになる。搾乳

方法はウマと同様である。 

気候や家畜の都合によって家畜の交尾を積極的コントロールすることもある。そして家

畜の出産期や搾乳期間なども変化していくこともある。また、雨の多寡、牧草の成長など

にも左右される。 
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表 3-1 五畜の搾乳とかかわる一年のカレンダ  

 交尾期 妊娠期間 出産期 搾乳期間 

ヒツジ 9 月中旬～10 月中旬 5 か月 翌年の 2 月中旬～3 月中旬 5 月下旬～9 月下旬 

ヤギ 9 月中旬～10 月中旬 5 か月 翌年の 2 月中旬～3 月中旬 4 月下旬～11 上旬 

ウシ 6 月～8 月 10 か月 翌年 4 月～6 月 通年可能 

ウマ 4 月～6 月 10 か月 翌年 2 月～4 月 7 月中旬～10 月下旬

ラクダ 12 月～1 月 12 か月 翌年 11 月～12 月 通年可能 

 

家畜によって乳の出る季節や期間がずれている。通常各種の乳製品をたっぷり食べるこ

とができるのは、夏を中心にした搾乳時期のみである。ヒツジ、ヤギ、ウマの搾乳時期は

夏だけである。夏以外の季節にはウシ、ラクダの搾乳が可能であるが泌乳量が減少し、た

っぷりといえない。そのため、乳の多角的な利用を、一年を通じて可能にするためには長

期の保存が可能な加工技術が必要となる。 

 

2．ヒツジ、ヤギ、ウシ、ラクダ乳の加工 

 

ヒツジ、ヤギ、ウシ、ラクダの乳から、同じ加工方法で多様な乳製品が作られる。しか

し、ウマの乳は馬乳酒のみに加工される。 

ヒツジ、ヤギの乳を混合して加工することが多い。ラクダやウシの乳は別々に加工する。 

内モンゴルでは、地域によって乳製品の呼び名が多少異なる。しかし基本的加工方法は

共通している。 

モンゴル人の乳製品の加工は、まず脂肪分離からはじまる。脱脂には、「ホーレルフ」（ｋ

OgerUlkU）、「エードリフ」(egedegUlkU)、「エセゲフ」(yisgekU)の三つの方法がある。いずれ

の方法を採用しても、脂肪分が抽出され、脱脂乳が残る。次の段階では、脱脂乳を様々な

方法で多様な乳製品に加工する。 

 

2.1 脱脂加工 

 

①「エードリフ」(egedegUlkU)方法 

エーデリフとは凝固させることを意味する。乳を加熱しないで、静かにおいておき、表

面にのぼった脂肪分を掬い取る方法である。 
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まず、生乳を、加熱しないで、容器に入れて静置する。夏は比較的涼しい場所を選び一

晩静置する。暑すぎると脂肪分が充分に浮上しないからである。しかし寒すぎると発酵が

うまく進めなくなり、脂肪の浮上も順調にならない。それゆえ、静置きには、適切な気温

を選ぶことが重要である。翌朝、表面に浮上した脂肪をとる。この脂肪をウルム（urume）

と呼ぶ。ウルムを取った後の固まった酸乳をエースン・スー（eeson・suu）と呼ぶ。スー

は乳を、エースン・スーは凝固した乳を意味である。 

ウルムをそのまま食するほか、再加工し、シャル・トス（バターオイル）を抽出する。 

 

シャル・トス(sira・tosu) 

ウルムを白布袋に入れてゲルのハナからぶら下げて置く。三、四日間集めたウルムをま

ず、箸などでとろとろ状まで攪拌する。その作業をエリチムホ（ercimlegUlkU）という。そ

のあと、加熱してバターオイルのシャル・トスへと加工する。シャル・トスは黄色油の意

味である。シャル・トスは一年以上に保存できる。シャル・トスを加工する際に生じる酸

っぱい残り物をズーヒー（jOgekei）と呼ぶ。ズーヒーはそのままモンゴルアム（黍）や乳茶

とともに食べる。 

 

②「ホーレルフ」（kOgerUlkU）方法 

ホーレルフとは沸騰させることを意味する。積極的に加熱して脂肪分を取り出す方法で

ある。 

生乳を鍋に入れて、強火で加熱する。沸騰してからさじで生乳を何度も掬い落とす。こ

のすくい落とす作業をサモルホ（samurqu）という。100 回も繰り返すとも言われている。

後に、弱火で半日ほど加熱し続けた後、鍋ごとに涼しい場所に一晩静置する。翌朝、表面

に浮上した脂肪分を収集して乾燥させる。収集された脂肪分をハタースン・ウルム

（qataGsGsan・UrUme）と呼ぶ。乾燥させたクリームの意味である。 

ハタースン・ウルムを取った後に残った脱脂乳をボルソン・スー(boluGsan・sU)と呼ぶ。

熟成した乳の意味である。 

この加工方法は通常、秋が近づいてから行う場合が多い。秋になると草が実り栄養分が

たっぷりになる。この時、家畜の乳が濃くなり、脂肪分も多くなる。すると厚めのハター

スン・ウルムができる。 
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③「エセゲフ」(yisgekU) 

エセゲフとは発酵させることをいう。乳を桶の中に入れて攪拌して発酵させ、脂肪分を

浮き上がらせる方法である。 

伝統的モンゴルの家には必ず乳発酵容器が置かれている。容器は木製で、直径は 30cm ほ

ど、高さは 1m ほどの桶である（写真 3-4）。内モンゴルでは、容器の中に末端に十字形状

の羽がついた木製棒が入っている。この木製棒を「ブルール」という。 

桶の中に乳を入れて、羽ついた木製棒で攪拌する。そして、浮かび上がった脂肪分を取

り出して、集めてシャル・トソに加工する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乳が以上の三つの方法で脱脂される。脱脂された乳が、二つの方法で発酵させ飲み物や

チーズに加工される。1 つは、脱脂された乳に発酵容器に入った発酵乳を加えて、乳酸発酵

を進める方法である。この方法で作られる乳製品はそれほど酸っぱくない低発酵状態のも

   
写真 3-4 乳発酵容器、羽ついた攪拌棒、攪拌作業 

       
 写真 3-2 ウルムの集め        写真 3-3「ホーレルフ」（kOgerUlkU）方法 
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のである。もう 1 つは、発酵容器の中に入れて発酵を促進させる。この方法で作られる乳

製品は高発酵のものである。 

 

2.2 低発酵乳の加工 

 

① 飲み物 

 

タラグ(taraG) 

ウルムを作って脱脂された乳に、発酵容器で発酵させた乳をスターターとして加える。

静置して発酵を進めさせる。発酵して糊状になったものをタラグ（taraG）と呼ぶ。タラグは

春先までの長期間の保存ができる。モンゴルアム（キビ）と混ぜて食べたり、スープにし

たりする。食材の乏しい冬は貴重な乳製品になる。 

 

ホールメゲ（quGumaG） 

 低発酵したヒツジ、ヤギ、ウシ、ラクダ乳の上に、ハタースン・ウルムを取った後に残

った脱脂乳ボルソン・スー(boluGsan・sU)を加えて飲む飲料である。発酵度はタラグより低

い。タラグはそのまま飲まれるが、ホールメゲは必ずボルソン・スーと混ぜて飲む特徴

がある。 

 

② チーズ類 

 

エージィグ(egejegei) 

生乳を鍋に加熱した後、発酵容器で発酵させた乳をスターターとして加える。生じるホ

エーを除いて、残りのカードを取り出し丸い形にして乾燥させる。この方法で作られたチ

ーズをエージィグと呼ぶ。 

 

ホロート（qurud） 

ウルムをとった後の脱脂酸乳のエースン・スーで作られるチーズである。ウースン・ス

ーをそのままモンゴルアムなどと混ぜて食べることもある。エースン・スーは低発酵乳で

ある。 

エースン・スーを鍋に入れて強火で加熱して、凝固させる。生じる液体を取り除く。こ
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の液体をシャルオス（sirausu）と呼ぶ。シャルオスはタラグに加えるほか家畜に与える。加

熱中にずっとさじで凝乳を練る。凝乳が餅のように粘性が生じると木製型に入れ、押し整

いてから叩きだす。そして、乾燥させる。型の形状、大きさは多様である。魚、花、桃、

心臓、レンガ形状等々がある。 

 

ビャスラグ(bisilaG) 

ハタースン・ウルムを取った後に残った脱脂乳ボルソン・スーに発酵容器で発酵させた

乳をスターターとして加えて発酵をすすめる。浮かび上がってくるホエーをお玉などです

くい取って除去し、凝固したものを布袋に入れ、重石をのせるなどで脱水して固めて作る

チーズである。 

 

2.3 高発酵乳の加工 

 

① 飲み物 

 

アイラグ(airaG) 

エセゲフ方法で乳の脂肪分を取り出した後、脱脂された乳を繰り返して攪拌して発酵を

促進させる。攪拌によって高度発酵が進められた乳をアイラグと呼ぶ。そのまま飲用する

ほかアイラグを加熱し、脱水させ、チーズ加工に回される。 

アイラグは乳酒の原料ともなる。 

タラグとアイラグはいずれも発酵乳であり、いわゆるヨーグルトである。タラグとアイ

ラグの違いは、タラグは静かに置いて作られるのり状の低発酵乳である。アイラグは攪拌

  

写真 3-5 ホロートを作る木製型 
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して高発酵させた液体発酵乳である。 

 

乳酒 

 五畜乳すべてから乳酒が作られる。モンゴル乳酒には、醸造宗酒と蒸留酒の 2 種類があ

る。ドブロクには、ウシ、ヒツジ、ヤギ、ラクダの単独或は混合乳を高発酵させたものと、

馬乳のみを単独で高発酵させたものの 2 種類がある。いずれもアルコール度が低い。醸造

をさらに蒸留加工へ回して得られるアルコール度が高くなった透明蒸留酒は、「アリヒ」

(ariki)と呼ばれる。 

 アルヒを自家製の蒸留装置で蒸留する。「鍋に 20L 前後の発酵乳を入れ、その上に筒型の

樽を置く。この樽は蓋も底もないものである。樽の上には冷水を入れた鍋をのせて冷却用

の鍋とする。発酵乳があたたまってアルコール分が気化すると、この冷却用の鍋底で冷や

されて液体となり、そのしずくを集めるのである。しずくを集めるために、樽の中にはア

ルコール分を受ける小さな容器がつるされている。ここからに樋のようにして樽の外へ出

す仕掛けを付けたものもある」（小長谷有紀 2005：146）。20L の発酵乳から 2L のアルヒを

作ることができる。 

 

②  チーズ類 

 

「アールル」（aGarul） 

アイラグから作られる酸っぱいチーズを「アールル」（aGarul）という。 

アイラグを加熱して、ホエーを除いて、カードを取り出し、重石をのせるなどで脱水し

て固める。 

 

以上は、普段 も食べられる幾つかの乳製品の加工方法と呼名を紹介した。これはあく

までも基本的乳製品であり、地域によって乳製品の加工方法及び種類も多少の差がある。 

 

3．馬乳酒「チゲ」(cege) 

 

馬乳酒の加工 

伝統的醸造馬乳酒を内モンゴルではチゲ（cege）と言い、モンゴル国ではアイラグ(airaG)

と言う。内モンゴルでは、ヒツジ、ヤギ、ウシ、ラクダの高発酵乳をライラグと呼び、ウ
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マの高発酵乳のみをチゲと呼ぶ。それに対して、モンゴル国では、ヒツジ、ヤギ、ウシ、

ラクダの高発酵乳が「オンダ」（飲むものの意味）とよばれ、ウマ乳を発酵させたものがア

イラグと呼ばれている。 

モンゴル人の伝統的馬乳酒（チゲ）はウマの生乳を乳酸菌と酵母で発酵させたドブロク

状の乳酒である。蒸留馬乳酒は 19 世紀以降「結核に効く飲み物」として広まった時期から

馬乳酒は蒸留馬乳酒を指すようになった（石井智美 2013：47）。 

 馬乳はほかの乳と比べ、乳脂肪と乳タンパク質の含有量が少なく、乳糖の含有量が多い。

馬乳酒つくりは、この含有量の多い乳糖の積極的な利用を狙った加工である。しかし、乳

脂肪と乳タンパク質の含有量が低いため、でき上がった酒が重くならず、喉ごしが良くな

る（平田昌弘 2013：151）。 

 製造方法は、搾りたてのウマ乳をよく冷ましたのちに、発酵容器であるフフルにそそい

で上下に攪拌する。その回数は一日数千回におよび、ときに一万回前後にも達する。相当

の重労働であるため、通常男性がする仕事であった。フフルはウシの皮で作られた袋であ

り、伝統的発酵容器である。現在ポリ容器などを使うのが増えている。 

 馬乳がフフルの中で攪拌・静置され、翌朝に微酸味が呈するとチゲになる。時間が経つ

に従って酸味が増やす。 

 牧畜民は、夏には馬乳酒を一日何度も飲み続けて過ごす。小長谷有紀の調査によると、

1997年、モンゴル国の成人男子で一日平均 4Lを飲んでいたという（小長谷有紀 2005：151）。

馬乳酒 1ml あたりのアルコール分は 1.5～2.5％であり、アルコール分が低いため、モンゴ

ル人は子供にも適度に飲ませる（石井智美 2013：51）。 

 13 世紀にモンゴル帝国を訪れた宣教師ウィリアム・ルブルグの旅行記には、馬乳酒のあ

る間は馬乳酒だけを飲み、そのほかに食べ物は摂らないとあるようにモンゴル人は馬乳酒

を飲んでいる間ほかの食べ物を摂取しなかった。馬乳酒が飲用、食用の両方の役割を果た

していたことが窺える。 

 

馬乳酒の薬用性 

馬乳酒を飲むと「結核にならない」、「血圧が下がる」、「身体に良い」、「胃に良い」、「風

邪をひかない」などの効果がでることが遊牧民に経験的知られてきた。 

 馬乳酒のエネルーギは 1L あたり、約 400kcal と、エネルーギが低い故大量に飲むことが

可能になった（石井智美 2013：54）。つまり、エネルーギが低くでも大量に飲むことで、

一日身体が必要なエネルーギが確保され、ほかの食べ物を必要としないのである。 
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 馬乳酒には特にビタミン C が多量に含まれている。馬乳酒 100ml あたり 8mg のビタミン

C が含有されている。日本では、一日あたりビタミン C の必要量は 50mg とされているが、

モンゴル遊牧民は馬乳酒を一日1L飲むだけでビタミンCを80 mg摂取することができる。

一日の必要量が十分に確保されているのである（小長谷有紀 2005：152）。野菜や果物を食

べない遊牧民は馬乳酒を飲むことで、ビタミン C を補給してきたのである。 

馬乳酒はそのほか、アミノ酸、乳酸、酵素、ミネラルと微量のアルコールも含む。その

ため、胃腸の働きを高めて、消化を助ける。水分の排出を調節し、皮膚粘膜を柔らかくし、

不眠や血液循環障害を改善する。補血作用もあるため、肺結核、胃腸疾患、高血圧、心臓

病、ストレスなどに効果があるとされている（徳力格爾 2005：87）。 

馬乳酒は野菜類の不足するモンゴル人にとっては、大変重要な食物であり、薬物でもあ

った。乳製品の加工に向いてない馬乳の性質を活用して、栄養分、機能性を有した飲み物

にした。 

 

4．「白食」の特徴 

 

モンゴル人の乳製品である「白食」の特徴は次のようにまとめられる。 

①モンゴル人の乳製品は豊富かつ多様である。ヒツジ、ヤギ、ウシ、ラクダ、ウマのい

わゆる「五畜」すべての乳を有効に利用して作られている。 

②モンゴルの乳製品は加工方法によって乳脂肪、低発酵、高発酵の三種類に分けられる。

乳脂肪乳製品を除く飲み物やチーズ類の殆どが脱脂された発酵乳で作られる。つまり、モ

ンゴル人の通常食べている乳製品の殆どは脂肪分が少ないあっさり風味のものが多い。 

 

表 3-2 乳製品の加工方法による分類 

乳脂肪 低発酵乳 高発酵乳 

ウルム、ハタースン・ウルム、

シャル・トソ 

タラグ、ホールメゲ、エージ

ィグ、ホロート、 

ビャスラグ 

アイラグ、乳酒、アールル 

 

③乳製品の多くは保存に優れているゆえに、乳利用の長期化が可能になった栄養分の塊

である。脱水加工を経て栄養の塊に加工される。通常、10kg から 500g のチーズが作られ

る（沙日娜 2014：59）。長期間の保存に耐えられるようにしっかり乾燥させると、さらに
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水分が減少して強固になる。それゆえ乳製品は少量食べるだけで栄養をしっかり摂取でき

る。また、移動性が強い生活形態に有利な、軽量かつ持ち運びやすい食物である。 

④乳製品には調味料を加えるなど味付けしない。そのため、主食として大量にたべるこ

とが可能である。余計な味がついていないので、食べ飽きることもない。 

⑤馬乳酒は特殊な乳製品である。栄養補給にくわえて、薬功もある飲料であった。 

 

3 節 肉類の「赤食」 

 

1．家畜を屠る時期と肉の保存 

 

屠る時期 

夏はもっぱら乳製品を食べるのに対して、冬は肉を中心に食べる。肉料理は「赤い食物」

と総称される。秋の終わりに家畜をまとめて屠る。家畜は越冬する間に痩せてしまうので、

冬に入る前にまとめて屠るのである。 

冬の間越冬するためエネルーギを消費した家畜は春に も痩せている。春に家畜を屠る

ことをしない。 

旧暦の 5、6 月から、家畜が太り始める。その時の家畜の肥を「オソン・タルグ」という。

直訳と「水脂肪」という意味である。夏の草には水分が多く含まれていることから由来し

た名である。出産した女性或は病人がいない限り、夏は家畜を屠って食べない。 

旧暦の 7、8 月から家畜には「トソン・タルグ」という「油脂肪」がつく。秋に草は熟成

して実をつける。草の水分も減少し、油分が多くなる。その時期、テンゲル（天）祭祀や

お祝いなどのおりに家畜を屠って食物として利用する。 

旧暦 10 月に、越冬用の食料を確保するために家畜をまとめて屠る。この時期から気温も

下がり、肉の冷凍保存に有利になる。 

 

家畜の去勢 

モンゴル人が食べる家畜の主な肉は、去勢したオスの肉である。 

家畜を群れとして維持するにあたって、オスをたくさん保有していると、オス同士が争

って群れが分裂する。群れとして家畜を管理する上で、種オス以外のオスを去勢する必要

があった。去勢オスを飼育し続けることによって、大量の生きた食材を長期間にわたって

保つことができた。そのため、モンゴル人はオスの仔畜を食べることはめったにない。だ
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いぶ成長した家畜肉を食べる。去勢された家畜の肉は成長しても、柔らかくで旨味がたっ

ぷりある。 

また、去勢した大量のオスは、モンゴルが歴史的に活躍したパワーの源泉であった。化

石燃料の利用が発達する以前、ウマは世界 速の動力であり、ラクダは積載能力が世界

強の動力であった。その意味で、大型家畜を有するモンゴル遊牧民は巨大な軍事力を行使

できる軍事集団であった（小長谷有紀 2007：66）。 

家畜の去勢をモンゴル語でマル・チャガラフ（caGalaqu）という。マルは家畜の意味、チ

ャガラフは去勢の意味である。家畜によって、去勢年齢、去勢時期、呼び名も異なってい

る。 

ヒツジ、ヤギは生まれた年の春末や夏の初期に去勢される。生まれて数ヶ月後である。 

ウマは、4 歳で去勢される。時期は、四月。ウマの去勢は去勢専門の人に任せる。去勢す

る日を決めた後、近隣に通知する。その日、近隣の皆が集まって協力する。ウマの去勢を

ハイリフ（qaGariqu）、あるいはアガタラフ(aGtalaqu)とも呼ぶ 

ウシは、2 歳で去勢される。通常春に行われる。去勢はやはり専門職に任せる。 

ラクダの去勢は、5 歳の時、旧暦の 10 月に行われる。アダラフ(adalaqu)と呼ばれる。ウ

マ、ウシと同様に専門の人によって去勢される。 

 

肉の保存 

冷凍施設がない昔は、夏の暑い時期に屠って食べることは難しかった。いったん屠った

らさっそく食べおわらないと腐敗してしまう。ヒツジならば一頭からおよそ 20～30kg の肉

を得ることができる。ウシならば、200kg ほどの肉が出る。これだけの量を短日の間に消

費するのは容易ではない。来客あるいは祭祀の場合、通常はヒツジを屠る。しかも近隣の

皆で食べる。 

肉の保存には、冷凍保存と乾燥保存がある。 

モンゴル地域の冬は寒冷で自然の冷凍庫である。肉の保存には問題ない。 

貯蔵する時は、解体貯蔵と丸ごと貯蔵がある。 

乾燥かつ風が強いモンゴルの自然環境では、肉を風干しする保存方法がうまれた。肉を

細長い形にする。そして、少量の塩をまいて、通風のよい、日陰のところに干す。この干

し肉はボルツと呼ばれる。ボルツは乳製品のチーズ類と同じように圧縮された食品である。

かつては戦争に行く兵士や旅に出る隊商の食糧であった。 

ヒツジ肉やウシ肉いずれもボルツを作る。しかし、ヒツジ肉は冷凍保存、ウシ肉は風干
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し保存することが多い。モンゴル諺では「ヒツジ肉は百日をたつと毒、ウシ肉は百日をた

つと薬」とあるように、家畜によって肉の性質や保存方法が異なっているのである。現在、

市販されているのもウシ肉のボルツが主流である。 

しかし、冷蔵庫が普及した現在、肉はいつでも、どこでも食べられる食物となった。 

 

2．代表的な肉料理 

 

モンゴルの伝統的肉料理はヒツジ肉にほかならない。通常肉を食べると言えばヒツジ肉

を指している。モンゴル人は死んだ家畜の肉を食べない。自ら屠った家畜の肉だけを食べ

る。家畜を屠ることをマル・ガリガフ（mal・garGaqu）という。マルは家畜、カリガフは引

き出す、盛り付けるなどの意味する語である。食べるために屠る家畜に殺すという言葉を

使用しない。 

小型家畜を屠る方法はモンゴル語でウルチリフ（UrUcegulkU）と言う。まず、家畜をあお

むけにして、家畜の胸に、手が入る大きさの切れ目を入れる。そこから家畜の腹の中に手

を入れて動脈を探りあてると、それを引っ張って断ち切る。動脈から血があふれるが、血

を仰向けにした家畜の背中側にためて、血を地面に流さない。モンゴルでは、家畜を屠る

際に、血を地面に流すことをタブーとしてきた。 

 

内臓料理 

屠った家畜は肉のほか、内臓や血も食べる。ただし、通常、客のもてなしや宴会、儀礼

の料理には内臓を使用しない。内臓は屠った日に調理して食べる。たべきれない残りは家

畜の胃袋にいれて保存して家庭料理で食べる。 

 腸はきれいにして、小麦粉を混ぜた血を詰める。ネギなどを加えて味つけとする。こう

した血詰め腸をザイダス(jaidasu)と呼ぶ。肉を切って腸に詰めることもある。 

血詰め腸は、ほかの内臓と茹でて食べる。 

 

「シュース」(sigUsU) 

ヒツジ肉の塊を塩茹でした料理をシュースという。モンゴルの 高の肉料理である。結

婚式や儀礼、宴会、客のもてなしに出されるもっぱら儀式用料理である。 

モンゴル語で養分、滋養をシメ・シュースという。ヒツジ肉の塊料理がシュースと呼ば

れることから、ヒツジ肉は一番栄養分が含まれている 高の料理として見なされているこ
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とがわかる。 

シュースには、ブヘリ・シュース、ハガス・シュース、ウルール・シュースの三つの種

類がある。ブヘリは丸ごと茹でたヒツジ全体を盛り付ける料理。ハガスはヒツジ肉の半分、

半身を盛り付ける料理。ウルールはヒツジ肉の半身であるが、右肩と左肢を盛り付ける。 

盛り付ける際、なるべくヒツジが生きていた姿のように置く。 

食べる時もしきたりが定められている。まず、目上の人が肉を切って客に分ける。それ

をフンデフ（kUndekU）という。「触れる」と言う意味である。触れてから皆自由に食べてゆ

く。 

家庭で食べる塩茹でヒツジ肉にはシュースほどしきたりや儀式がない。食べる分だけを

茹でて食べる。漢字で「手把肉」と表記する。手で掴んで食べる肉という意味である。正

確には手だけで食べるのではない。手でつかんだ肉を、刀で削って食べるのである。刀は

食事の際の重要な道具である。 

 

 内モンゴルは地理的に農耕漢民族の分布域と近隣して、漢民族文化に多かれ少なかれ影

響を受けてきた。特に、清朝時代の盟旗制度や移民政策などの政治政策によって、中華文

化浸透が加速された。それは食文化にも反映された。つまり、モンゴルの伝統的食材を基

に中華調理方法で作られた多様な料理が生まれた。現在、これらの料理の多くは、ホテル

や観光地などで、接客用料理となっている。 

 

肉より肉汁 

モンゴル語で肉汁をメハー・シュールという。メハーは肉、シュールは汁の意味である。

モンゴル語では、肉を食べることを「シュールを飲む」と表現する。肉より肉汁を重んじ

てきた。肉より肉汁の方は滋養、養分が満ちたものとみなれてきたのである。五畜の中で

は、ヒツジ肉のシュールが も重視されてきた。 

『飲膳正要』で紹介されている 95 種類の珍しい料理の内、75 種類がヒツジを利用した料

理である。ヒツジの内臓などを用いた料理もあるが、殆どはヒツジ肉汁料理であった。 

肉汁は疲労回復になるとされ、出産した女性には肉汁を飲ませる。女性の体力回復がは

かられ、乳がよく出るようになると考えられている。 

風邪や女性の冷え症などに効く、特別なビトゥー・シュールがある。ビトゥーは「閉鎖

的」、「閉じこもる」などの意味である。この料理は、椀の中に細切りしたヒツジ肉をいれ、

塩などで味付けしてから、餃子の生地のように伸ばした練った小麦粉のペーストを椀の上
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からかぶせて密封するからである。その密封椀を蒸し器で蒸し、できがったら、蓋にした

熱い小麦粉生地とスープを一緒に食べる。一種の家庭治療の薬膳料理である。 

肉汁は滋養の満たした 高の食べ物である同時に薬の役割を果たす薬膳でもあった。 

現在内モンゴルでは、モンゴル医薬学の治療方法では、ヒツジ肉のスープの食物療法が

継続されている。 

ヒツジ肉のスープは心臓疾患による血液循環障害、肺疾患による酸素交換機能障害、肝

疾患よる体力低下、脾臓疾患による消化機能障害、腎臓疾患による泌尿器系障害や生殖能

力低下など病気によく効くと考えられている（徳力格爾 2005：88）。 

 

3．「赤食」の特徴 

 

モンゴルの肉料理の特徴は以下の 2 点にまとめられる。 

モンゴルの肉料理は香辛料を使わない。モンゴル肉料理に加えられるのは少量の塩のみ

で、基本的に薄塩味だけの料理となる。モンゴル人は肉そのものの美味さを好む。 

肉より肉汁を重んじる。客を肉で招待する場合、「肉を食べなさい」と言わずに「肉汁を

飲みなさい」という言葉で表現する。肉汁は肉より栄養分が含まれているとみなされてき

たからである。 

 

4 節 穀物類の「紫食」 

 

牧畜地帯でもちいられる食材には、穀物類もある。穀物料理は「ボル・イデゲン」と総

称される。直訳すると「紫色食物」である。 

 

1．モンゴルアム 

 

 モンゴルアムを中国語で「糜子」という。黍の一種であり、学名は Panicum  miliaceum 

L．である。熟成期間は短く 70～120 日で収穫する。乾燥に強い。そのため、内モンゴルに

広い範囲で栽培されてきた。モンゴルアムを主に炒めて利用する。炒めたアムをモンゴル

語でホールソンアムという。中国語で「炒米」という。 

ホールソンアムの加工作業は以下のようである。 

① 生のモンゴルアムを鉄製の大きななべに入れ、その上に適量な水をかけてからか
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まどに火をつけて温める。目的は生モンゴルアムを柔らかくするためである。 

② 蒸しながら絶えずにかき混ぜる。ある程度の蒸気が出れば、火を止めてモンゴル

アムを鍋から取り出して置く。 

③ 細い砂土をなべの中に入れて、砂土を赤くなるまで加熱する。その後、蒸したモ

ンゴルアムを鍋に少しずついれて、木製のかき回す道具で砂土と混ぜながら強火

で炒る。 

④ モンゴルアムが熟したら鍋から砂ごと取り出しておく。モンゴルアムは黄色くて

焦げていないのが一番良い。砂土を再び鍋にいれて温め、残りを順次炒ってゆく 

⑤ すべての蒸しモンゴルアムを炒り終わると、炒ったモンゴルアムを、臼などで脱

穀する。そしてモンゴルアムが完成する。 

ホールソンアムの加工には、家の主婦は朝 4、5 時に起きてモンゴルアムを蒸す。2 時間

ほどの朝食後、炒める作業を始める。その作業はだいたい昼まで続く。午後から脱穀作業

をする。通常２ヶ月ほど間の食べる量を準備する。 

ホールソンアムはウルム、タラグなどと混ぜて食べる。乳茶にも入れて食べる。アムを

入れた乳茶をアム茶という。ホールソンアムは毎日炊くご飯と違って、大量に作って保存

していつでも容易に食べられる簡単な携帯食である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．小麦料理 

 

小麦を使った料理には、ボース、ホウシューリ、餃子、うどん、油揚げなどがある。小

麦を使った料理が一般家庭でも食べられるようになったのは、清朝時代漢人商によって小

  

写真 3-6 モンゴルアムの加工作業  写真 3-7 ホールソンアム（炒米） 
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麦が茶とともにラクダの背に乗せられて売り込まれてからである。 

 

ボース 

ボースはモンゴル人の も代表的な小麦を使った肉料理のひとつである。ボースは中国

語の「包子（バオズ）」から由来した。しかし、モンゴル人の「ボース」は中華料理の「バ

オズ」と違う。 

まず、詰め肉が異なる。中華料理のバオズが豚肉中心であるに対して、ボースはヒツジ

肉の具が中心である。 

次に、皮が違う。中華料理のバオズの皮はまんじゅうのように小麦にふくらし粉を入れ

て練って作る。これに対して、ボースの皮はふくらし粉を入れず餃子の皮のように練って

作る。 

また、皮の大きさと形状も違う。バオズはまんじゅうの大きさである。ボースは小さい

目の餃子のようである。 

同じ食材を利用して、多様な料理を作る。餃子は日本で焼いて食べるが内モンゴルでは

蒸すか、茹でて食べる。 

ホウシューリはボースのように小麦粉の生地にヒツジ肉具を詰めて包む。包んだものを

麺棒で、円盤状或は半月の形状に薄く伸ばす。そして、油で焼いて食べる。 

うどんもモンゴルではよく食べるが、ヒツジ肉うどんである。発酵乳うどんもある。 

 

油揚げ 

様々な形にねった小麦粉を、バターやヒツジ肉油で揚げたお菓子のようなものである。

様々な小麦料理は、外観は中華風、中身はモンゴル風という中華料理とモンゴル料理ｚ

合併体のようなものが多い。 
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5 節 「二茶一食」食事パターンの成立 

 

 モンゴル人の食生活は肉と乳の高たんぱく質の組み合わせである。そのため、穀物と野

菜を主食する農耕社会からみれば、偏食ではないかという見方が多い。そのため、喫茶の

導入は遊牧民の「偏食」食生活を補うためだと説がれてきた。しかし、モンゴルでは、茶

の普及は清朝に入ってから、ロシアとの国際貿易によって広くひろまった。モンゴル高原

の奥にあるモンゴル国では、社会主義革命の前夜においても茶はまだまだ贅沢品の一種で

あった（小長谷有紀 2007：116）。モンゴル人は動物に依存する限られた食材でどのように

身体の健康を維持してきたかにモンゴル食文化の特徴がみられる。 

 

1．遊牧民の食文化の特質 

 

季節的食べ分けること 

モンゴル帝国を訪れた南宋の使節彭大雅と徐霆の著書『黒韃事略』にモンゴル人の食生

活について「冬……には夕方みな少しの肉を食べ肉汁を飲み」「夏には牝馬の乳が豊富なの

で、彼らはめったに肉を食べない」（小長谷有紀 2005：71）とある。 

遊牧民の基本食材は肉と乳である。肉と乳の食材を食べ分けてきた。家畜は春から出産

が始まる。新緑の季節を迎え、搾乳がはじまる。夏には遊牧民はもっぱら乳製品を食べて

過ごす。 

家畜が肥え太った秋末ごろから越冬用肉を準備する。モンゴルの寒冷でかつ長い冬には

    

     写真 3-8 「ボース」          写真 3-9 餃子作り 
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肉を中心に摂取する。 

 

携帯食の発達 

遊牧民の一日での食べ物は乾燥させた保存食が中心であった。 

家畜の世話をして、仕事に合わせて食事をとるのであるから、食事の支度には時間を費

やさない。そうした生活に適した食物は、すぐ食べられる、簡便な加工品である。乳製品

のチーズ類、干し肉ボルチャ、モンゴルアム、小麦の油揚げなど、一度加工されば二次加

工を必要としない簡便な携帯食が発達した。 

遊牧生活は移動性が強い。四季を応じて放牧地を選択することは一年中頻繁に引っ越し

を繰り返すことであった。そうした移動を繰り返す生活形態にとっては、携帯しやすい食

品が必要であった。 

乾燥させた保存食をどのように食べていたか。マルコ・ポールの旅行記には書き残され

ている。「モンゴル人は旅にでるとき、10 ポンドぐらいのチーズを携帯する。食べるとき、

身につけている皮囊に入った飲み物と混ぜておく。馬の走りに揺れられて、チーズが充分

溶けた後に飲む」（Qa,danbijarasan1995：354）と携帯食を液体に混ぜて食べていたのである。 

 

一日の食事パターン 

 遊牧民の一日の食事パターンは、家畜の世話をしながら、仕事が一段落した仕事の合間

に、これらの簡便な食べ物を飲みものと混ぜたりして食べることであった。手間がかかる

料理や肉食は、家畜の仕事が終わった夕方に食べていた。つまり、一日の中でも、「白食」

と「赤食」を時間的に食べ分けていたと考えられる。 

 

薬用機能性 

夏になると発酵乳類を大量に飲むことによって、身体に重要なたんぱく質やエネルーギ

が得られると同時にビタミン Cなども摂取され、健康が維持される。 

冬の肉食においては、肉より肉汁が重んじられてきた。肉汁は滋養に満ちた薬膳である。 

遊牧民の料理は、食であり薬でもあった。遊牧民の食生活では、病気治療は食事と同時

に行われた。 

 

 

 



162 
 

2．「二茶一食」食事パターンの成立 

 

16 世紀から茶がモンゴルへ広がったが、贅沢・嗜好品の領域にとどまっていた。しかし

清朝時代になると旅蒙商人、国際茶貿易の活発によって、喫茶はモンゴル社会に深く浸透

し、一般牧畜民も飲めるようになった。 

茶の普及につれて、喫茶と食事を共にする形式が生まれ、現在に至っている。朝搾乳を

終えてから自家製乳製品と乳茶をのむ。昼も、乳製品の加工など仕事の合間に自家製乳製

品と乳茶をとる。夕飯時には、放牧から戻ってきた家畜の世話を終えてから、家族そろっ

て肉うどんなどの本格的食をとる。一日の食事は、「二茶一食」のパターンで成り立ってい

る。 

乳茶は朝と昼には食の代わりになっている。その理由は二つあった。 

第 1 は、乳茶を飲む同時に各種の乳製品、モンゴルアムなども摂取されているからである。 

食文化においては、外来文化の影響で変わったものと、変わらないものがあった。昔な

がらの遊牧食の形式そのものは変わらなかった。伝統的食の形式は伝統的飲みものに各種

の乳製品をあてに食べるという形式であった。それが、茶の広がりとともに、従来の伝統

飲み物が茶に取って代わられて、茶と各種の乳製品を食べるようになったのである。 

第 2 は、茶葉には多様な有効成分が含まれ、中国古代医書では、万能薬として紹介されて

きたからである。茶の薬用効能について、現代科学実証によっても明らかにされている。

茶がモンゴル食文化にとりいれたのは、茶が遊牧民の食用と薬用を兼ねる食文化に適した

ことも重要な理由であった。 

以下は、遊牧食文化と融合しながら発展したモンゴル茶文化を考察してみてみよ。 
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10 章 モンゴル乳茶文化 

 

1 節 乳茶の作法 

 

1．材料 

 

モンゴル人の飲むお茶は煮出す乳茶である。乳茶をモンゴル語でスーテイツァイという。

スーは乳、ツァイは茶の意味である。直訳すると「乳を入れた茶」である。 

モンゴル人の飲むお茶は、中国、日本、ヨーロッパなどで飲まれる葉茶の淹れたて茶で

はなく磚茶を利用する煮出す乳茶である。それ故、モンゴル風の乳茶はイギリス風のミル

ク・ティーとことなる。 

元代の『飲膳正要』に記された数多くの茶類のうちに、バターや乳などを入れた茶類も

紹介されている。南方農耕民の茶が北方遊牧社会へ渡って、その遊牧食と融合したことが

窺わられる。現在のモンゴル風の乳茶は、古代モンゴル人の喫茶様式を継続したものであ

る。 

第 1 に、材料である。イギリス風ミルク・ティーの材料は紅茶、ミルク、砂糖であるに

対して、モンゴル風の乳茶の材料は、磚茶（黒茶）、乳、水、塩である。 

第 2 に、作法である。イギリス風ミルク・ティーの作法では、淹れたて紅茶にミルク、

砂糖を好みによって加えて混ぜてから飲む。モンゴル乳茶は、茶と乳を混ぜて煮出して、

後に適量塩を加えて出来上がる。 

モンゴル風の磚茶乳茶の原料をくわしくみてみよう。 

 

茶 

磚茶は、黒茶系の湖北省産の青磚茶である。 

 

乳 

乳茶には主に、牛乳、ヒツジ・ヤギ乳、ラクダ乳が利用される。馬乳は利用しない。馬

乳は馬乳酒のみに用いられる。 

乳は、前日に搾った乳が静置してあれば、その上澄みを用いることが多い。一晩置

かれていた乳の上澄みは、浮き出た乳脂肪分のかたまりである。これを用いるとクリ
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ーム風味の濃いお茶になる。 

もし前日の搾った乳で乳製品を作ってしまい前日の乳がない場合には、その朝に搾

ったばかりの乳を使う。そうするとあっさりした風味のお茶になる。 

モンゴル人は乳を飲む習慣があまりなかった。母乳の足りない子どもに飲ませる程

度であった。その理由としては、以下のようであった。 

第 1 に、モンゴル人は乳糖不耐性であると言われている。乳を飲むとおなかがゴロ

ゴロするのは乳糖不耐性である。しかし、乳糖不耐性遺伝形質を持っていても、人の

発育に乳が必須な内は、乳糖を分解して栄養分を吸収することができる。そのため赤

ん坊の間には、乳は重要な食べものになるが、大人が飲むとおなかの不都合が起こす

のである（小長谷有紀 2005：113）。 

第 2 に、モンゴル人が乳を飲まない理由としては、乳を加工して多様な乳製品にす

ることもある。乳をのむではなく「食べる」ものにしてゆく食戦略がモンゴル人には

あった。保存のできる状態に加工することによって、食材の少ない時期にも乳製品を

食べられることが、乳と肉に頼るモンゴル人の食生活には必要であった。 

 

水 

茶を沸かす水は、お湯、生水いずれでもよい。しかし濁水、アルカリ性の高い水を

使わない。雪溶け水、河水を利用する場合もある。 

モンゴル人の住むモンゴル高原は緯度が高く、標高も高く、乾燥している。汗をそ

んなにかく実感がなくでも、不完全蒸発が盛んである（小長谷有紀 2005：114）不完

全蒸発とは、温度が高いほど蒸発が激しくなることである。モンゴル高原はそんなに

温度が高くないが、風が強く乾燥している。体から水分（汗）が蒸発しやすいのであ

る。 

それ故、日常的に水分を十分に補っておく必要がある。牧畜民は、通常生水を飲ま

ない。その代わりに大量の乳茶を飲むのである。生水をハリオソという。黒い水の意

味である。黒色は白色の対立色であり、モンゴル人にとって、白色は乳、乳製品の色

で、明るい、善の象徴ともなる。それに対して黒色は汚い、不幸、悪などの象徴とし

て用いられる場合が多い。生水あるいはお湯を飲むときは、一滴二滴乳を入れ「白く」

させて飲む習慣がある。 
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塩 

モンゴル風乳茶は塩で味つける。大量の茶を飲むと塩の摂取量が多すぎると思われ

るかもしれない。 

モンゴル牧畜民の食事は基本的にあっさり味である。肉料理でも塩だけで味をつけ

る。中華料理のような多数の調味料を使用しない。乳茶のあては、乳製品、モンゴル

アム（キビ類）、小麦油揚げなどの塩分が含まれないものが多い。農耕民は漬物や味

噌、醤油などを通じて、大量の塩分を摂取しているのに比べると、モンゴル人の塩分

の摂取量が少ない。このようなあっさりとした食生活の中で、塩入り乳茶は重要な塩

分の補給源になっている。 

乳の量、塩の加減は、地域によって異なる。それゆえ、各地方の味、また家庭の

味が作り出される。たとえば、オルドス茶は、乳の量が比較的に多い。シリンゴル盟

の察哈爾(チャハル)、赤峰市の克什克勝旗の茶は、乳が比較的少量で、茶色が濃い。

呼倫貝爾、シリンゴル盟の蘇尼特地方は、塩を加えない乳茶を好む。 

乳を入れない煮出す茶を「ハリ・ツアイ」（黒茶）と呼ぶ。乳の乏しい季節に飲む

ことが多い。乳を搾る家畜を持たない貧困さの表現ともなる。 

乳と塩は基本的材料である。それにバター、モンゴルアムなどを加えて多様な風

味の乳茶が作られる。 

 

２．作法 

 

モンゴル風煮出す乳茶の作法は地域によって異なるが基本は以下の通りである。 

 

搗茶 

磚茶はレンガのように硬い。それをナイフや斧でくだく。通常磚茶は皮製の布で包んで

ある。茶を砕くためのナイフ、斧などが一緒に包まれることもある。皮製布の上で茶を

崩したり、削ったりするからである。毎朝削る人もいるが、暇な時に大目に削って 

袋に入れておき、それを必要な時に利用することもある。削られた茶やくだかれた茶

をオゴリ（oGur）という茶臼に入れて搗く。これが「搗茶」である。搗き棒をマンチョ

（mancui）という。 

オグリは直径 17cm、高さ 35cm ほどの木製筒である。搗茶をするときは、茶が飛び

出さないように左手でオグリの口をつつんで、右手でマンチョを握って搗く。搗く回数を
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数えてはいけいない決まりがある。しばらく搗いたら、粉々になった茶を鍋に入れる。茶

を小さい布袋に入れて鍋に入れることもある。現在は、オゴリで搗く作業が消えつつある。

削られた茶やくだかれた茶をそのまま使用することが多い。オグリで茶を搗いて粉々にし

て飲む方法は、古代中国にあった固形茶を薬研やすり棒などで粉粉にする飲茶方法と似て

いる。 

モンゴル草原では、茶を搗くトントンという音は、今朝はわが家が一番だぞという、早

起き奥さんの近隣奥さんたちへのメッセージでもあった。お嫁さんたちの勤勉さをはかる

基準だった。 

 

煮茶 

磚茶をつく間、鍋でお湯を沸かす。お湯が沸騰したら、茶を入れる。モンゴル人の女性

にとっては、料理の腕よりもお茶の腕のほうが大事である。おいしいお茶を作るには、水、

ミルクなどの材料の選ぶことはもちろん、お茶の濃度の按配、火の調節も大事なポイント

になる。火を強火、弱火を変化させても火を消すことはしない。肝心なポイントがある。

それは、沸騰するお茶をさじですくいあげて落とすという作法である。モンゴル語で「サ

モリホ」（samurqu）という。何回かサモリホをした後、茶を笊で濾して茶殻を取り除く。茶

を布袋に入れて煮る場合、袋ごと取り出す 

 

   

 写真 3-10「オグリ」と「マンチョ」   写真 3-11 茶入れ小布袋 

 

そのあと、ミルクと塩を入れて沸騰させながら、茶をすくいおとす作法を何回繰り返え

すと、乳茶ができあがる。 
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2 節 乳茶の利用方法 

 

１．家庭の場合 

 

モンゴル人の食事パターンは「二茶一食」である。モンゴル語で「ウグルニー・ツアイ

（朝のお茶）」「ウデンイン・ツアイ（昼のお茶）」「オロイン・ホール（夕食）」という。 

 

「ウグルニー・ツアイ（朝のお茶）」 

朝の乳茶が出来あがったら「朝ご飯」の食事が始まる。奥さんは家族の一人一人にお茶

を入れる。しかし「朝のお茶」といっても茶だけを飲むわけではない。テーブルの上は既

に、チーズやバターの乳製品類、バターやヒツジ肉油で揚げた油揚げ、モンゴルアム（キ

ビ）などが用意されている。場合によって昨夜の夕食の残りである骨付き肉やボース（肉

饅頭）などをあてにすることもある。 

これらを乳茶の中に入れて食べる。茶碗の中に冷たい食物を入れると乳茶はすぐ冷める

ので乳茶をはやく飲み、熱い乳茶を何度もお代わりする。そのうち、チーズは柔らかくな

り、肉やボースも温かくなってくる。同時に、碗の中のチーズや肉類はお茶が浸み込むの

でおいしくなる。 

  

写真 3-12 サモルホ１          写真 3-13 サモルホ 2 
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したがって、「朝のお茶」とは、こういった栄養満点のスープだといってもよい。     

 

「ウデンイン・ツアイ（昼のお茶）」 

「昼のお茶」も朝とそう変わらない。しかし朝の茶とはちがって必ずしも家族そろって

とは限られない。各々の仕事に合わせて暇な時間に飲む。 

 

「オロイン・ホール（夕食）」 

朝と昼の「軽食」のような食事に対して、夕食は肉うどんやボースなど肉類料理を食べ

る。これは一日中の「一食」である。 

 

2．接客の場合 

 

お茶は、一般牧畜民の一日の食事の主役を演じるのみにとどまらず、接客の際にも重要

なおもてなしになる。客を招待するとき席順の決まりがある。 

 

席順 

モンゴル人の住居はゲルと呼ばれる円形天幕である。中国語で「蒙古包」と表記されて

 

写真 3-14 草原食卓風景 



169 
 

いる。ゲルは入口のある正面を南或は東南向きにしてたてられる。ゲルの中央天井には、

天窓(tuGunu)  )が取り付けられている。日光は天窓を通って入る。中央に置かれたストーブ

であるトリガ（tulGa）の煙も天窓から外へ出る。天窓は照明と、換気の機能を果たしている。

この天窓とストーブを中心にゲル内の社会空間も性、年齢、尊卑によって分割してきた。 

入口の左側は女性、右側は男性や訪問者の座る場所である。その入口側前半分は若者、

奥の後半分は家長と年長者の場所である。その入口側前半分は若者、奥の後半分は家長と

年長者の場所である。男性用の馬具などは西南側に、女性用の食器、茶道具などはゲルの

東南部に置かれる。 

入口の正対面の奥には、仏壇はおかれる聖なる場所になる。 

その空間分割は接客の場合も遂行される。机の奥の座つまり北の場所は上座になる。尊

敬すべき客を上座に、机の西側に北から南へ年上から若い順に着く。机の東側にも同様の

順で女性の席が決められる。 

 

 

写真 3-１5 モンゴル住居ゲル  
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       図 3-1 ゲル内の区間分割 

 

渡すしきたり 

客が席に着くと、まずやかんに入った乳茶が運ばれてくる。田舎でも都会でも、接客の

始まりを意味するアィテムである。この家の奥さんは、何も言わずに乳茶を、お碗いっぱ

いに注いで客に手渡す。「お椀にいっぱい、幸せもいっぱい」という表現があるように、半

分だけ入れることは縁起が悪いと認識されている。しかし、こぼれないように注意する必

要もある。客は、全部飲めなければ、残しておけばよい。なぜなら、残さずに無理をして

飲みほすと、空になった椀に再び満たされるからである。モンゴル人は碗を空にして置か

ない。空にするのは縁起が悪いという考えがある。残しておいた茶は、しばらくすると冷

たくなる。するとそれは捨てられて、温かいお茶が注がれる。 

 

受けとりしきたり 

乳茶のお椀を受け取る際にも、しきたりがある。右手で受け取る。両手で受け取るのは

正式ではない。受け取る側は、服のボタンかをしっかりとめ、腕まくりしていた場合は、

袖をきちんと戻し、帽子を正しく整えてから受け取る。お茶は女性から進められるが、お

酒は男性から進められる。 
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3．モンゴル風喫茶店 

 

現在の都市のレストランの食事の始まりも乳茶からスタートする。フフホトのモンゴル

レストランは喫茶と食堂を兼営している。朝食には牧畜民のモンゴル風軽食のような「朝

のお茶」が提供される。昼、夕食は本格的な料理と乳茶が出される。三食外の時間は、テ

ィタイムになり、モンゴル流の軽食がついている。 

現代的乳業技術がなかった時代、牧畜民の乳製品は商品になりにくかった。都市住民が

乳茶を飲むことも贅沢なことであった。 

 1990 年代後半、フフホトに本社を置く「伊利」や「蒙牛」といった大乳業メーカーが成

立した。これらの乳業メーカーの影響で、フフホト周辺の農村に乳用牛飼養する酪農が盛

んになった。これに伴い、都市部にもモンゴルレストラン（喫茶店）が普及し始めた。都

市住民もレストランや家庭で気軽に乳茶を飲めるようになった。 

飲みやすい粉末状のインスタント乳茶も出回っている。牧畜民の嗜好に合わせた塩味や

モンゴルアムを入れた風味など、何種類もの味付けの製品が作られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4．乳茶と儀礼 

 

牧畜民は乳と肉を家畜から得ている。そのため、食に関する儀礼には、家畜の出産時、

搾乳時、家畜屠殺時に行われる儀礼がある。乳をめぐる儀礼は、新生命の祝福であるが肉

をめぐる儀礼は、家畜の死を正当化する葬式儀礼である。 

乳儀礼は、搾乳シーズンの開始期前、行われる。仔畜や仔畜を繋ぐ綱に乳や乳製品を塗

りつけたり振りまいたりして祝福するのである。 

     
 写真 3-16 モンゴルレストラン風景       写真 3-17 インスタント乳茶 
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肉を食べるという行為は家畜のいのちを奪うことを意味している。そのため、家畜の死

を正当化する儀礼が必要だった。越冬用肉のため家畜をまとめて屠る。その時、モンゴル

人は魂の宿る場所と考えられてきた家畜のアマンフズー（首の骨）に脂肪やバターを詰め

て、火に捧げて、家畜の再生を祈る祝詞を唱える。家畜の死を契機に、家畜の再生を祈願

する。死んでも生まれ変わるから殺すという道理である。 

乳茶の儀礼は乳をめぐる儀礼とほぼ重なっている。それは、乳を入れる茶が乳製品と見

なされているからである。 

 

乳を振りまく儀礼―「サチュリ」（saculi） 

サチュリとは、乳や乳製品を天と地へと振りまく儀礼である。儀礼用匙は九つのくぼみ

が彫られている。それゆえ、一度振りまくと九つの神に乳を捧げていることになる。儀礼

用匙以外、家庭用のお玉を用いて乳を捧げることもある。 

 この儀礼は通常、搾乳する際、乳製品ができあがった際、旅にでる際に行われる。乳の

代わりに乳茶も同様に振りまかれる。振りまくとき、女性たちは、必ず身なりを整える。

髪の毛を帽子やスカーフでおおう。 

 乳を振りまく儀礼背後には、天地に対するモンゴル人の感謝する気持ちや、天地に恩恵

を返すという考えがあった。 

 

 

牧畜民の生活需要品のほぼすべてが家畜から得られる。家畜は大地に生える草をたべ、

生長し、増える。その草は天から降る雨によって、芽が伸び、牧草地になる。乳を与えた

家畜そのものではなく、その背後にある天地に捧げて感謝の気持ちを表しているのである。 

 チンギス・ハーン祖先祭祀やオボー祭祀などの儀礼でも、まず、恵みを与えた天地へ乳

  
写真 3-18 サチュリ用の桶と匙
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を振りまき、感謝の意思を済ませでから次の段階へ移る。サチュリはあらゆる祭祀、儀礼

の序奏であった。 

 オボー（obuGa）とは、神聖と視される山や丘の頂上、あるいは平原や河川のほとりに建

てられた石積みの築壇である。昔からモンゴル人は、オボーを 神霊が宿る場と見なしてき 

た。定期的(普段旧暦 5 月 13 日)に祭りが行なわれてきた。この行事はオボー祭祀と呼ばれ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

乳製品を塗りつける儀礼―ミララグ(milayalGa) 

サチュリは目に見えない神様へ乳を振りまく感謝や祝福の儀礼であるに対して、ミララ

グは、具体的、愛している服や馬具など、家畜、人間の子供に対して乳、乳茶や乳製品を

塗りつけて祝福する儀礼である。 

 子供が生まれてから三日後、親戚の人々が来て、幼児の額に乳、バターなど乳製品を塗

りつけ、健やかな成長を祈るお祝いをする。 

 春、初めて生まれてきた仔畜にも頭や額に乳、バター塗り付け、丈夫に成長することを

祝福する。 

そのほか、自分の愛用する服や馬鞍などにも乳を塗りつけかわいがる気持ちを表す。 

 

デージ（degeji） 

モンゴル人は食べ物を「デージ」と「ウーデブリ」と分ける。デージとは食べ物の 初

の部分を言い、ウーデブリは 後や残り部分をいう。デージとウーデブリは、食べ物の大

 

写真 3-19 オボー祭祀 
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きさや性質の差で区別するのではなく、人の食べる順番によって区別される。 

 宴会や結婚式などで、シュースを食べる際、身分の高い尊敬すべき人から差し上げる。

身分が 高の人にデージをあげ、 後の残った部分を受ける人は、身分が 低ということ

を意味している。通常は、デージを差し上げてから皆自由に食べ始めるから、ウーデブリ

は存在しない。ただ、宴会に参加する人は宴会が始まる前に到着するよう注意する。途中

で行くと、ウーデブリを食べに行くことになり、出席を遠慮することが多い。 

 一般家庭でも、 初は 年長者にデージを上げてから食事が始まる。乳茶も同様に 初

の一碗を年長者に渡してから、家族全員が飲み始める。 

 デージを献上する行為は、人々の社会地位、名誉の象徴、人間関係を表す儀式でもあっ

た。 

 

5．贈り物 

 

 磚茶そのものが貴重な贈り物である。主に、女性に贈る場合が多い。 

モンゴル結婚式では婚約するとき、女性側に贈る結納品はヒツジ・シュースが も代表的

なものであった。茶がまた贅沢品だった時代には、ヒツジ・シュースの代わりに磚茶を贈

り、磚茶シュースと呼ばれていたという。 

オボーを建造する際は、まず選定された場所にオボーの台座を造る。その時、多数の宝

物を地面に埋めておく習慣があった。その多数の銀や宝石と一緒に茶も埋められていた

（D ,adiya 2013：21）。茶は金、銀、宝石と並べる高価なものであったことが窺われる。 

 茶を贈る背景には二つの意味合いがあった。日常生活に欠かさない飲み物であり、乳茶

の支度は女性とかかわるから、女性に贈られてきた。 

磚茶は貨幣であった、貴金属や宝石と同じような価値をなした。それ故、高価な贈り物

として用いられてきた。 

乳茶を屋外へ捨てたり、地面にこぼしたりすることをできるだけ避ける。茶殻はゲルの

西や西北側の特定の場所に集めておく。 
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11 章 飲茶道具 

 

1 節 茶道具の種類と素材 

 

モンゴルの茶道具は、素材によって、銀製、銅製、木製、鉄製の四つに分けられる。 

 

１．銀製道具 

 

銀椀、茶を淹れる銀壺などがある。 

 

銀椀 

モンゴル椀の主流は、木製と銀製椀である。銀碗には、木胎銀碗と銅胎銀碗がある。

木胎銀碗を、江上波夫｢蒙古高原横断記｣では、銀縁木椀と記している。しかし、モン

ゴル人は銀で飾り包んだすべての椀を銀椀と見なすから、これは銀椀である。このほ

か、磁器包銀椀も製造された。これは銀で飾った磁器椀である。 

中国の特産である磁器は唐の時代から海外へ輸出されてきた素晴らしい工芸品で

あるが、モンゴルで使用された磁器は、皇帝、貴族たちが生活する宮廷に限られた贅

沢品だったと思われる。重く壊れやすい磁器は、長距離移動する遊牧生活を営むモン

ゴル人の生活には、適応しなかった。磁器がモンゴル人の日常生活用品として広く使

われ始めた歴史は新しい。磁器は、牧畜生活が定住化し始めてから、使用されるよう

になったではないかと考えられる。 

椀の部位は、口造り、胴、腰、高台に分けられる（図 3-2）。木胎銀椀の作製方法

は、木材でまず椀型をつくり入念に磨き仕上げた後、椀の内側から口までを、銀板で

がっちり包む。そののち、椀胴の木の部分に赤い漆を塗って装飾する。腰と高台も銀

で作る。 

木胎銀椀は飲茶にも飲酒にももちいられる。 
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図 3-2 木胎銀椀の構造       写真 3-20 木胎銀椀 

 

モンゴル人の銀碗は特別な容器である。生活用品である一方、モンゴル人男性たち

の装飾品の一つである。銀椀はモンゴル人男性が身に付け携帯し自慢する、私的所有

物である。モンゴルの習慣では、銀椀は重要な客、偉い人にお酒やお茶を献上する時

のみに使われる。 

 

銀製茶壺 

銀製茶壺は、高級の希少工芸品である。 

 

   

  写真 3-21 銀製茶壺（ザビヤ、銀たがをはめた木製トンブ） 

 

モンゴル人の銀製品は、生活用品より装飾品のほうが多い。金、銀は古代よりその

不変性、希少性から富や権力の象徴として尊ばれ、世界中で装飾工芸用品に用いられ

てきたが、モンゴルでもその例に漏れない。さらに、モンゴル人には、貴金属、宝石

なども身を守る、健康によいという観念がある。この観念が銀製茶道具にも反映され
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ている。 

 

2．銅製茶道具 

 

皿、さじ、茶壺、鍋などが多い。 

 

茶壺 

モンゴル茶壺の殆どが銅製品である。色、形、模様、および大きさは多様性に富む。

形から、円筒形、丸形、花瓶形に分類できる。 

 

A) 円筒状茶壺 

円筒状やかんをモンゴル語で「トンブ」(tunbu)という。蓋つき、大口、つぎくち

つき、注ぎ板つきなど四つの形に分けられる（写真 3-22）。その用途はミルクや茶の

飲用である。平均の高さは 30-45ｃｍ。 

銅製以外、木製トンブもある。木製トンブにも、4、5 個の金属製たががはめられ

ている（写真 3-21）。銅製トンブにもたがをはめる場合がある。 

 

         

写真 3-22 トンブ(tunbu)  

 

B) 花瓶形の茶壺 

デザインも模様も細工が良い花瓶形の茶壺をモンゴル語で「ザビヤ」(jabiya)と呼

ぶ。中国語では｢龍文壺｣ともいわれる（写真 3-23）。仏具の「甘露瓶
かんろびん

」とよく似てい
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る。 

 

 

       写真 3-23 ザビヤ(jabiya) 

  

C) 丸形茶壺 

丸形茶壺は日常よく使う茶道具である。文様図案なども少ない。お茶入れ、お湯沸

かしなどに利用する。 

モンゴル語で「ディブリ」(debUre)とよぶ。 

 

  

          写真 3-24 ディブリ(debUre)  

 

鍋 

鍋も銅製品が多い。鍋は乳茶を煮る容器である。 

 

皿、さじ 

皿、さじにも銅製品が見られる。  

皿は銅製のほか木製もある。主に、乳製品、お菓子、肉などを盛るために用いられ

る。供物や偉い人に食物を献上する場合に使うことが多い。 

さじも銅製、木製が多い。さじは普通の日常調理用品以外、乳茶の作法にも役割を
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果たす。乳茶を煮る過程で、液体をさじで絶えずにすくい上げる。これによって、ミ

ルクがお茶の味によく染み込んで、乳茶の口あたりがよくなる。 

 

 

写真 3-25 銅製皿、さじ、鍋 

 

3．銅とモンゴル人 

  

世界の青銅器文化 

モンゴルの道具の殆どが金属である。特に一般家庭調理道具には銅製品が多い。 

金や銀は、金属の状態で存在して、人類に 初に使われるようになったのに対して、

銅は、硫化物や酸化物の状態で自然界に存在していたから還元して銅を得るといった

精錬工程を必要とした。銅の採掘や鋳造技術は古代文明においても重要な役を果たし

た。 

銅の利用で も早いのは、紀元前 5000 年ごろのエジプトの墓より副葬品として出土され

た銅製武器や用具である。紀元前 3800 頃に銅と錫の合金である青銅が出現した。青銅文化

は次第に、地中海域に広がり、ヨーロッパでは紀元前 3000 年ごろから青銅器が使用され、

青銅器文化が栄えた。古代中国の青銅器も有名である。ただし、青銅器は青銅で制作した

工芸品を意味し、銅銭などの貨幣は青銅製であっても青銅器に含まれない。 

 

夏家店上層文化 

中央アジアを生活圏とした遊牧民と金属の関わりもふるい。オルドス青銅器文化と夏家

店上層文化には、騎馬民族の代表的な青銅器文化がみられる。 

夏家店上層文化は紀元前 1100～1000 年ごろに始まり、紀元前 700 年～500 年ごろまで続

いた、現在の内モンゴル東部、河北省北部、遼寧省西部を中心とし、北はシラムレン川の



180 
 

北に達する青銅器文化であった。東胡となる牧畜民がこの地を征服することによって成立

した文化である。 

青銅器製品としては、馬具や車具が多く出土している。装飾には動物の頭部を模倣した

特徴的な図柄がみられる。直筒型の容器も多い。 

 

オルドス青銅器文化 

オルドス青銅器文化は紀元前 6 世紀から紀元前 1 世紀の頃（中国の周の時代から前漢ま

で）、現在の内モンゴル・オルドス地方など、陰山山脈と万里長城に挟まれた地域に栄えた

文化である。この地域はその頃匈奴の領地であったため、匈奴の芸術文化とも呼ばれる。

大量に出土した青銅器のデザイン、文様にはスキタイの強い影響がうかがわれる。動物の

デザインは猛獣の格闘（特に猛獣が草食獣を襲う）場面が多い。日本では江上波夫による

研究がよく知られている（『内蒙古・長城地帯』：1935）。 

 騎馬民族の一支流であるモンゴル族もその草原文化の遺風を引き続き、それを飲茶道具

にも受けいれた。 

一方で、銅は金、銀より安く、熱を伝えやすい。また、展延性が良いなどの性能から、

様々な調理道具に利用されてきた。熱効率が良く熱が器具の全体にむらなくいきわたり、

調理後も冷めにくい特性が、モンゴル人の煮出す乳茶を温かく飲むのに適応した理由だと

考えられる。 

銅製品は外観デザインの多様さに、とどまらず色も多彩である。それは、銅と他の金属

との化合のしかたによって変わる。銅合金には、白、青、緑、黄、赤などの地色がある。 

 

4．木製道具 

 

木製品は、木椀、オグリ（茶臼）、木皿、木さじなどがある。 

 

木椀 

木椀の木材は樺の木である（鄧九剛 2000：209）。木碗には、普通の木碗とバゲブリ

碗という二種類がある。 

バゲブリ(baGbur)は チーズ、お菓子などを入れる蓋つき椀である。景泰藍製1や銅

                                                  
1景泰藍とは銅製の七宝焼きのことである。その製造の歴史は中国の元代までさかのぼる。明代の景泰年

間（1450 年～1456 年）に 盛期をむかえ当時は青いものが多かったために「景泰藍」と称された。 
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製もある。 

写真 3-26 ①皿、②③④バゲブリ碗、⑤さじ 

  

木皿 

 木皿は、肉、お菓子、乳製品を並べる容器である。 

バゲブリと木皿は、来客時のお茶接待の際、菓子、乳製品を並べるのに使う場合が多

い。 

 

オゴリ(uGur) 

オゴリ」(uGur)は、磚茶を搗き砕くために使われる臼である。高は 30cm、直径は

約 15-20cm ほどである。磚茶をオゴリにいれて、マンチゥィ（木槌）でつき砕く。

草原では各家がオゴリを持っている。硬い木根をつかって製造する。銅あるいは鉄製

品も少数見られる。オゴリはいつもゲル（モンゴル人の伝統的家屋）の南東部に置く。 

  

5.鉄製道具  

鉄製品にはトリガ(tulGa)と鍋(toGuGa)がある。トリガを中国語では「火撑子
ほ ち ん ず

」とい

う。ゲルの真ん中に置かれる炉である。形も多種ある。 
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       写真 3-27 トリガとトリガに乗せられる鍋 

 

2 節 茶道具の加工場所と職人 

 

1.多民族的な生産 

 

茶道具製造の中心地フフホト 

茶道具の加工場所、材料の輸入先については、18 世紀のモンゴル・ゴビ砂漠を媒

介にした清朝とロシアとの茶貿易を主題とした『茶の路』に次のようにある。 

「…鉄器の種類はとても多くて、鉄製のなべ、シャベル、はさみ（大きいはさみと

小さいはさみを含む）、刀などの大部分は福建から来て、少数は帰化城（今フフホト）

の工房で加工する。銅器は雲南の原料を使用して帰化城で加工する。…木碗、原料は

全国各地の樺木を使い、帰化城の工房で加工する」（鄧九剛 2000：209）と記載され

ている。 

モンゴル人に使われている道具の殆どはフフホト（今内モンゴルの首府）の工 

房で製造されていたことが分かる。しかし、職人についての言及はない。 

職人のついては主に二つのタイプがあったと推測される 

 

移民職人 

18 世紀のフフホト市の空間構造において、漢人移民、回族移民が民族別に住み分

け、各自の街区を形成していたことを既にみた。特に、｢売買城｣が漢人移民によって

形成された街区であり、中でも職人工房が点在したことが、包慕平の『モンゴルにお

ける都市建築史研究』に明らかにされている。 
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伝統職人 

しかし他方で、職人にはモンゴル社会の伝統的職人もいた。 

『蒙古民俗学』（Qa,danbijarasan：1995）によると、モンゴル社会には「鉄匠」、「木匠」、

｢銀匠｣という職人がいて、モンゴル語で「ダリハン」（darqan）と呼ばれた。 

鉄匠は、鉄で日常生活に使用する馬の道具、はさみ、刀、印章などを製作する。 

銅匠は、銅で茶壺、桶、盆、鞍の飾りボタンなどを制作した。 

木匠は、家具、皿、箱、木椀などを制作した。 

銀匠は主に、金、銀、宝石の指輪，ボタン、女性の頭飾などを制作した。 

しかし、17 世紀モンゴルには、モンゴル人ダリハン以外に、漢民族、回族、ロシア

人の「ダリハン」もいたという。 

 モンゴル人の飲茶道具はそれゆえ、製作段階から既に、多民族要素が織り込まれて

いた。その上、清朝の統治に入った後、さらに新しい移民職人がモンゴルに流入した。 

 

2.多民族的茶道具文化 

 

飲茶道具の素材、種類、デザインなどを考察すると、モンゴルにみられる茶道具文

化の形成史を、いくつかにまとめることができる。 

第 1 に、お茶文化の広がりとともに、モンゴルの伝統的道具である銀椀、トンブな

どが飲茶道具として用いられ、飲茶文化に適した形に進化したということが言える。

たとえば、夏家店上層文化に見出される直筒刑の容器は牧畜民の容器として認識され

ている。牧畜民が使用した伝統的容器である筒状形のトンブが、お茶という新しい飲

物に応じて、四種類にまで進化したのである。 

第 2 に、新型茶道具も導入された。典型的な例は茶壺である。丸形茶壺は南方漢人

からもたらされたと思われる。花瓶形では仏具デザインと相似しているの、シルクロ

ード沿いで出土されているペルシャ風の水差しとの相似がみられるのがある。『図解

草原帝国』（レネ・グルセ：2012）には、モンゴル王公たちの前に長頸瓶が置かれてい

る絵がいくつ挿入されている。形は茶壷と似ているが、取っ手が付いてないため、お

茶を飲む容器だとは考えられない。長頸瓶形は、インドやペルシャから西域を通って

もたらされた工芸品ではないかと推測される。しかしその形のままに飲茶道具として

受けいれられた。 

 



184 
 

  

写真 3-28 仏具「甘露瓶
かんろびん

」         写真 3-29 ササン朝ペルシャ水差し        

 

  

      写真 3-30 ジンギス・ハーンと息子たちの会話 

 

第 3 に、モンゴル人の日常用品は決して豊富といえない。そのなか、飲茶文化がも

たらした飲茶道具はモンゴル人の生活を潤わせ、物質文化を豊かにした。 

第 4 に、遊牧生活をするモンゴル人には、丈夫で長持ちする金属道具が好まれてき

た。飲茶道具もその伝統を受け続いた。一方、飲茶道具に比較的安い銅製品が数多く

見られるのは、飲茶習慣が牧畜民の日常飲み物として定着してきたことの証でもある。
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3 節 茶道具と模様 

 

モンゴル人の伝統的装飾文様は多種、多彩である。模様のことをモンゴル語でへー・

オガレィジ(ke・uGalja)という。モンゴル伝統的模様図柄の分類について、ロシアの

イ・ブ・クチシクブの、幾何、植物、動物、自然という４分類方法とデ・メィデリの

幾何、動物、植物、自然、宗教という 5 分類方法が代表的である（Ba,bolud 2008：8）。 

モンゴル伝統文様は多様性に富んでいる。次に飲茶道具によく施される文様図柄を

銀碗、壺などの実例を取り上げ、検討してみよう。 

 

1．銀椀と模様 

 

写真 3-31 銀椀１の模様 

 

                  

写真 3-31 銀椀 1 

 

 

 

 



186 
 

プジェンへー 

銀椀 1 の底に描かれた図案はプジェンへーの一種である。 

 

        

            図 3-3 プジェンへー 

 

プジェンへー(pUjinhke)は中国絹によく見られる図案で、漢字の｢寿｣の変種の一つ

である。それは、モンゴルと漢民族の交易が盛んに行なわれていたことの証である。

モンゴル人はその図案を、めでたさや、長寿などの意味で使用する。 

 

蝙蝠 

プジェンへーのまわりの蝙蝠図案も外来模様の一つである。中国では蝙蝠の「蝠」

は｢富｣、｢福｣と同音であることから、蝙蝠は古くからめでたいものとして装飾芸術に

好んで用いられてきた。 

プジェンへーと蝙蝠の組み合わせの典型は、｢五福捧寿｣という吉祥図案である。五

匹の蝙蝠が寿の字を取り囲むめでたい文様で、長寿、栄華富貴、安楽健康、積善、天

寿、という五福を全うすることを願う時に用いられる。 

 

        

図 3-4 五福捧寿図案 
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アルハンヘー 

蝙蝠のまわりにはアルハンヘー(aluqanke)という金槌をモチーフした模様がある。 

 

     

             図 3-5 アルハンヘー(aluqanke) 

 

「匈奴、鮮卑、契丹、モンゴルなど、民族に幅広く使われてきた伝統的模様の一つ」

（burintegUs 主編 1999：1272）であり、強固で、丈夫な、つながり途切れぬ無限、永

遠を意味する。変形種は 1000 以上あるとも言われている。主に物体の角、縁、ヘリ

に施される。 

 

暗八仙 

暗八仙とは、中国民間伝承における八人の仙人の持ち物の総称である。仙人たちが

悪を懲らしめ貧しい人々を救う物語は、民間に広く伝えられている。人々は無病息災、

不老長寿などを彼らに託すとともに、その持ち物も吉祥物として用いてきた。 

 

 

 

               図 3-6 暗八仙 
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桃と花 

桃は中国民間では多寿を表し、｢福｣を表す蝙蝠と｢寿｣を表す桃二個を組み合わせる

場合が多い。｢2｣は｢双｣であることで｢福寿双全｣というめでたい言葉を表す。 

6 枚の花弁の文様が施されている。モンゴルの伝統的花文様には主に、十字花をモ

チーフした 4 花弁文様とハス花文様が用いられる。6 枚花弁は 4 枚花弁から発したと

思われる。漢民族は｢五｣を吉数として好み、漢族文化には 5 枚花弁文様が多い。 

 

        

             図 3-7 モンゴル花文様 

 

四大力士、八吉祥 

四大力士(dUrbenkucuten)はライオン、龍、虎、鵬という四つの動物から成り、勇ま

しさ、高貴、力強さの象徴として用いられてきた。 

 

    

     図 3-8 龍（luu）  鵬(matar)  ライオン(arsilan)  虎（baras） 

 

八吉祥(naimantakil)は仏教における宝物で、吉祥を象徴する八種（法螺、法輪、法

傘、白蓋、蓮花、法瓶、双魚、盤長）の器物からなる。幸福の前兆として装飾に広く

用いられる。 

 

 

                  図 3-9  八吉祥（namantakil） 
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写真 3-32 銀椀 2 の模様 

 

 

写真 3-32 銀椀 2 

 

朝廷七宝 

底の円内に朝廷七宝（qaGantUrUyindoluganerdeni）が施されている。それは、王、王

後、像、馬、法輪、臣、如意からなる七宝である。 

 

    

           図 3-10 朝廷七宝（qaGantUrUyindoluganerdeni） 
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図 3-11 ハス・ヨンドンへー     図 3-12 皇後イヤリング・皇帝腕輪 

 

ハス・ヨンドンへー、皇後ピアス皇帝腕輪 

ハス・ヨンドンへー（qas・yundunke）は、中国と日本では読み方が異なるが、｢万

字｣と表記している。 

モンゴル人は左万字を｢ハス｣、｢ハスタマガ｣、右万字を｢ヨンドン｣という。ハス・

ヨンドンは古代インド、ペルシャ、ギリシアなど多くの地域に使われていたそうであ

る。ブリントクスによると「内モンゴル赤峰市の｢紅山文化｣古遺跡にも発見されたた

め、アルタイ系民族が昔から使用したと推測されている」（burintegUs 主編 1999：1275）。 

モンゴルでは、太陽崇拝や四季循環など自然崇拝の象徴、部族の印章図案、数字の

「９」など、多種な解釈が見られる。模様としては、家畜の増殖、安泰、人間の長生

きなど、めでたい吉祥の意味でよく使われる。 

 皇帝腕輪(qaganbagu)、皇後イヤリング(qatunsUig)｣は、二つ丸の繋がりを「皇帝腕

輪」、二つの四角繋がりを「皇後イヤリング」と称する。形が腕輪とイヤリングに似

ていることから、そんな名前が付けられたそうである。語頭に皇帝、皇後と言う語を

付けていることから、その幾何模様は高貴の象徴であることが窺えられ、高貴、幸福、

和睦などの意味で用いられる。 

 ハス・ヨンドンへーと皇後ピアス皇帝腕輪図案の外延部には、珊瑚、トルコ石の象

眼細工と宝八仙、八吉祥、四大力士の図案が施されている。 
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2．茶壺と模様 

 

花瓶形茶壺 

 

 

        写真 3-33 「花瓶形」茶壺 

 

茶壺の中では、｢花瓶形｣茶壺に多彩な模様が集中している。 

a.蓋は如意を蓮座に乗せた形。             

b.本体に円形図案が彫られ、主体は龍文。 

c.高台は蓮座文様。 

d.取っ手とつぎ口に立体形龍文。 

e.縁、繋がりなどにモンゴル伝統的幾何学文様。 

 

    

図 3-13 如意             図 3-14 蓮座 

 

茶壺の文様は銀碗と比べると比較的単調であるが、文様の配置が一定の規則にした

がっている。注ぐ口と取っ手に立体形龍、蓋と高台は如意と蓮座、本体に龍が彫られ

る。 
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3．茶道具文様の特質 

 

以上、銀碗と壺の実例をもとに、文様図案を分析した。飲茶道具に施された文様図

柄の特質をいくつかにまとめることができる。 

 

1）銀碗、やかんのいずれも、モンゴル伝統文様、漢民族民間吉祥図案、仏教美術、

という三つの伝統文化の基調文様を備えている。 

2）銀碗の模様は、下半部分に集中している。多種、多様な民族や宗教伝統において

練り上げられてきた文様図案を、下半部分中心に渦巻形で配列する。 

3）やかんの文様は比較的単調であり、文様の配置は、基本的に取っ手と注ぐ口と本

体の円枠に龍が彫られる。蓋が如意形、高台が蓮座文様となる。縁などにはモンゴ

ル伝統的幾何形文様が加われる。 

4）銀碗の文様は派手である。｢住所不定、家畜の群れを追い、牧草、水を主眼とする

移動生活をする遊牧民の奢侈消費は派手な服装と個人装飾及び各種の整備、馬道具

などの物品の装飾に限られている｣（レネ・グルセ[法]著 2012：38）。そんな伝統的

消費スタイルが生活用品であるとともに装飾品である銀碗にも引き続かれている。 

5）飲茶道具には、龍の図案が比較的多い。龍はモンゴル人にとって主に三つの意味

合いがある。 

(a)モンゴル伝統的文様に｢四大力士｣というライオン、虎、龍、鵬の４動物の文様

がある。龍は、他の３種の動物と並ぶ、勇ましく、強い猛獣とされている。 

(b)龍は、海の王「龍王」である。お茶は｢聖水｣とたとえられてきたが、その茶を

龍が施された道具から飲むことは、その人の健康、無病を海の王に祈願すること

になる。 

(c)古代から龍は漢民族にとって帝王、権力の象徴であった。さらに、漢民族はみ

ずからを｢龍の子孫｣、｢龍の伝人｣と伝えてきた。その伝統を も発揚したのは清

朝時代である。つまり、清朝時代に、「中華式」文化がモンゴル社会にも波及し

たと考えられる。そのことが、飲茶道具に反映されているわけである。 

6）山水文、花鳥図案ではなく、福、長寿を願うめでたい中国民間吉祥図案が用いら

れる。 

7）モンゴルの伝統的幾何形文様、動物文様も多い。この点で、中国文人たちが愛玩

した山水風景の磁器道具と異なる。古代草原美術伝統が茶道具文様に引き続がれて
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いる。 

8）蓮華文様は仏教文様であることはいうまでもない。モンゴル人は蓮華文様に接触

したのは 18 世紀に限られない。蓮華文様は、唐の時代にすでにシルクロードによ

って仏教とともに伝播された。また、モンゴルに仏教が正式に導入されたのは元の

時代である。シルクロードの経由か、元代仏教によるかははっきりいえないが、遅

くとも元の時代には、蓮華文様が導入されていた。飲茶道具の蓮華文様は連座文様

が多い。 

 

4 節 モンゴル飲茶道具の特徴 

 

1．素材は金属が主流 

金属の中でも銅製品が多い。中国のお茶淹れには通常陶磁器製の急須が用いられる

が、モンゴル式の煮出す茶の容器には、急須より大きい金属製やかんが使用された。 

２.茶道具の新展開 

飲茶道具の発展には２系列がみとめられた。ひとつは、モンゴルの伝統的容器銀椀、

トンブなどの飲茶道具として利用とその進化。もう一つは新型道具の導入である。 

３．文様図案の三要素 

文様図案は漢民族文様図案、仏教文様、モンゴル伝統文様など三つを基調にする。

漢民族文様図案の導入には二つの契機があった。①漢族のモンゴルへの移民。②清朝

時代にモンゴルに広がった｢中華式｣文化の反映。例は龍の図案である。 

モンゴル伝統的文様は幾何形、動物がモチーフの中心である。レネ・グルセは（『図

解草原帝国』）、固定居住持たず移動生活をする騎馬民族のスキタイ人、匈奴人の芸術

においては、写実主義の彫塑、浅浮彫、絵画などが発達せず、装飾を目的する幾何形

文様が発達した、と指摘しているが興味深い。一方、草原騎馬民族の芸術の主題には、

動物図案が多い。その影響は、飲茶道具に施される伝統文様にもみられた。 

 モンゴル人の物質文化、芸術は、その草原騎馬民族の生活のなかで生まれたが、飲茶

習慣のモンゴルへの広がりとともに、異なる民族（農耕民）、異なる宗教文化の要素がその

芸術に加われることになった。 
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12 章 農耕モンゴル人の特有料理と乳茶 

 

1 節 農耕モンゴル人村落社会 

 

１．モンゴルにおける農業 

遊牧モンゴル人が農耕と全く関わらないと言えない。昔から、降水量、気温が穀物栽培

にある程度に適した地域では、牧畜を損なわない程度の農耕が行われてきた。 

大興安嶺南麓の西遼河の支流であるシラムレン川流域は、11 世紀ごろ契丹人の根拠地で

あった。契丹人は牧畜と農耕の両方を営んでいた。そのため、農民に対する支配と遊牧民

に対する支配という二重支配体制を持つ遼時代を築いた（小長谷有紀 2007：253）。 

フフホトはモンゴル王権によって成立された城郭都市である。多様な民族と多様な生業

を内包した都市であり、当時のフフホト周辺には既に農耕をする漢人集落があった。 

明朝の山西、大同の軍事都統であった肖大亨の書き残した『北虜風習』には、「万里長城

から近い地のモンゴル人は、農業を営んでいる。農具には、ウシ、犂がある。栽培作物は、

小麦、豆、黍、モンゴルアム（キビ）があり、昔から栽培されてきた。 近から栽培され

たわけではない」（肖大亨 1979：22）と、フフホト周辺のトメト地域はより早い時期から

農耕化されたと記されている。 

古代モンゴル人の農法はシンプルな自然農法であった。牧草地から離れた地或は冬営地

を選ぶ。春雨が降った後、種を散らして、ウマやウシ群れを追いかけて通過される。種は

家畜の足によって踏み埋められる。収穫した後、ウシやウマを踏ませて脱穀する。それは

「漫散子農法」と呼ばれる（Qa,danbijarasan1995：248）。 

時代が下がるにつれてナムク・タリヤーと呼ばれる農業が現れた。ナムク・タリヤーは

漫散子農法と違って、牛を使う犂を導入した。しかしいずれも、牧畜業に支障にならない

程度の農業であった。牧草地の周辺農耕地であった。作物も乾燥に強い、手間がかからな

い短期間で収穫できるモンゴルアム、そばなどであった。 

内モンゴルで、広範囲に農耕化が進められたのは、清朝時代の移民政策が実施されてか

らである。多数の漢人農耕移民が農耕可能な地域へ移住してきた。 

 漢人農民の入植によって、牧草地が農地として開墾され、定住農耕社会が形成された。 
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2．四つ農耕地の出現 

 

漢人農耕民の村落 

清朝移民政策によって内モンゴルで主に四つの農業地が出現した。西遼河流域のホルチ

ン地域、フフホトと周辺のトメト平原、チャハル、河套平原である（Qa,danbijarasan1995：

245）。 

陰山南麓のフフホトとトメト平原では、より早い時期から農耕が行われてきたが、牧畜

が重要な比重を占めてきた。しかし、清朝時代に完全に農耕化が進み、山西、陜西からの

漢人移民を中心した村落が形成された。 

河套平原の農耕歴史はそんなに古くない。清朝初期、西モンゴルを討伐した軍隊の定住

化によって開墾が始まった。その後、山西、陜西、甘粛の破産した漢人農民が多数移住し、

ほぼ全域の農地開墾をなしとけた。そして、漢人を主たる農耕村落が形成された。 

チャハルは 16 世紀まで存続したフビライ・ハーンの皇統の直轄部族であった。清朝時代

からその領地がチャハルと呼ばれるようになった。中国語で察哈爾と表記する。しかし、

チャハル王が反乱したため、清朝皇帝に鎮圧された。チャハル王族が廃された。そして、

張家口の北側の草原にあったチャハル部は八つの旗に編成された。いわゆる「チャハル八

旗」である。張家口には、清朝の官僚都統が置かれ、皇帝直属の旗となった。清朝末から

チャハル領地の農耕化も進められ、牧畜が減少した。 

中華民国時代、チャハルの東部は張家口を省都した察哈爾省に編入され、西部はフフホ

トを省都とする綏遠省に属された。中華人民共和国成立後の1952年、察哈爾省が解体され、

南部は山西、河北省に編入されて、北部は内モンゴルと合併された。 

チャハルは以上の複雑な経緯によって現在の内モンゴルの地図上から消えた。 

トメト平原、河套平原、チャハルは、漢人農耕民の入植によって、農耕化が進められた。

モンゴル人を主とするモンゴル独自の農耕コミュニティは形成されなかった。 

多くの遊牧民は周辺放牧地へ撤退し、漢人農民と混交しないに牧畜生活を維持続けたが

残りの少数は漢民族に同化され、母語のモンゴル語を話すこともできなくなった。 

牧畜が維持された地域では草原料理が維持されたが、同化されたモンゴル人の料理は漢

人料理と変わらないようになった。 
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農耕モンゴル人村落 

西遼河流域ホルチン地域では、約 20 万平方 km の面積に約 256 万のモンゴル人が生活し

ている。内モンゴルの全モンゴル人の人口は 338 万で、ホルチン地域のモンゴル人人口は

その 76％を占める。内モンゴルでは、モンゴル人が も密集して暮らしている地域である。

住民の殆どは、半牧半農定住生活をおくっている。 

ホルチン地域は、ホルチン部族の領地であったから清朝時代から「ホルチン草原」、「ホ

ルチン地方」という地名で知られてきた。その範囲は南が現在の遼寧省瀋陽市付近の長城

に接し、北が今の黒龍江省ノン江流域に及ぶ、南北 1050km、東西 435km の広い地域であ

った。 

清朝の移民政策により、ホルチン地域へ移住してきた漢人農民の殆どは山東、河北出身

者であった。彼らは、気温や降水量に も恵まれたホルチン地域の東北、東南部に（今の

黒龍江省、遼寧省、吉林省）入植した。そのため、モンゴル人の放牧地が縮小され、やむ

を得ず故郷を離れ、北へ移住したのもが多かった。故郷に残ったモンゴル人は農耕民に転

じた。そのプロセスは決して平和ではなかった。衝突も激しいかった。生活の安定を求め

る、或は漢人と雑居することをいやがる農耕モンゴル人は再び北上した。そのため、ホル

チン地域の東北、東南部は漢民族の地域となり、ホルチン地域から割譲された。モンゴル

人はホルチン地域の北部のごく狭い地域に追い込まれた。そのため、モンゴル人の人口密

度が増大し、牧畜業が困難になり、人口の扶養力が高い農耕が選択されはじめた。 

現在、ホルチン地域に含まれるのは、興安盟、通遼市、赤峰市の 3 地域である。現在の

行政区分である興安盟、通遼市、赤峰市である。 

モンゴル人の村落生活と伴って形成された定住文化が、その食文化にも反映されている。 

 

2 節 農耕モンゴル人の特有料理と乳茶 

 

1．豚肉料理 

 

豚肉を食べる理由 

五畜を基盤とした移動生活をおくるモンゴル人はヒツジ肉をおもに食べてきた。定住農

民モンゴル人は豚肉を主に食べている。 

越冬用の肉は豚肉である。農耕民に転じたモンゴル人は農耕をしながら複数の家畜を飼

育してきた。いわゆる半農半牧である。漢人農民と違うモンゴル人村落生活の特徴である。
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ラクダを除くヒツジ、ヤギ、ウシ、ウマが飼育されている。肉用としてはヒツジ肉も食べ

られている。しかし、豚肉も食べる。 

豚肉をいつから食べるようになったことははっきりいえない。社会主義年代以前、冨人、

貴族は越冬用にヒツジ、ウシを何頭も屠っていたと村の年配者が語った。豚肉食は社会主

義年代からはじまったのである。 

牧畜の社会主義改造も、農業改造と同様に初級合作社（協同組合）、高級合作（社協同組

合）、人民公社のプロセスで行われた。それは、農業と同じように国家の社会主義工業化を

支援する社会主義改造であった。 

中国では牧畜は農耕より「おくれたもの」とみなされてきた。それ故、牧畜の発展には

社会主義改造だけがでは十分ではないので、生産技術を改善するべきだと「一改一善」政

策が採用された（仁欽 2014：69）。「一改一善」は社会主義改造と生産技術の改善である。

その「一改一善」が牧畜を専業する地域に適用された。しかし、半牧半農地域では異なる

結果が生じた。 

半牧半農地域では、「先進」である農耕が推進され、「おくれた」牧畜業はむしろ否定さ

れた。人民公社に集団化された家畜が大量に屠殺され、肉として売られた。その結果、社

会主義改造によって半牧半農地域の家畜頭数が顕著に減少した。 

農耕優先政策によって、家畜が減少したことが、ヒツジ肉に代わって豚肉が登場する原

因であった。 

もう一つの原因は、モンゴル人の伝統家畜は公有化されたが、豚は私的飼われることが

できることである。それゆえ、モンゴル人も近隣に住む漢人の飼う豚を飼育して食肉を保

障したと考えられる。 

 

現金収入源である家畜 

1980 年代から人民公社が解体され、生産責任制が実施された。この政策は、土地の分配

と家畜の私有化である。家畜を個人的所有することになった後も、豚肉を中心に食べる習

慣は変わらなかった。豚肉を食べる習慣が深く浸透したこともあるが、半牧半農地域の人々

にとって、家畜は重要な現金収入源であったことも重要だ。そのため、家畜を屠って食べ

る「赤食」が消えたが、家畜を屠らないまま利用できる搾乳が回復され、「白食」は現在ま

で維持されている。 

農耕は種を播いてから収穫してお金を入手するまでは、少なくても半年ぐらいの時間が

かかる。つまり、半年間、現金収入が得られない。しかし家畜を持てば、緊急の時などお
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金が必要となるとき、随時売って現金が得られる。それ故、家畜は農耕モンゴル人にとし

て「銀行」のような存在であった。食べるより売る事が重要だ。 

重要現金収入源なった家畜は、高価家畜へ特化させる傾向がつよい。そのため、ホルチ

ン地域で飼育される家畜種の入れ替わりは早かった。たとえば、1990 年代、カシミヤの値

段が高騰するとカシミヤ・ヤギが導入された。 

2004 年から、通遼市、赤峰市で大規模の「家畜交易市場」が相次いて建設された。「草原

黄牛」2などブランド牛を作り上げ、食肉業が発達した。肉用牛の需要も急増した。その結

果カシミヤ・ヤギの代わり肉用ウシを飼育するようになった。そのため、通遼市のウシ飼

育頭数も顕著に増加した。 

 

豚の血、内臓料理 

牧畜モンゴル人は越冬用肉を、家畜が一番肥える秋の終わりにまとめて屠る。農耕モン

ゴル人は農耕作業が終える 11 月末から、越冬用豚を屠り始める。一世帯の越冬用肉は豚一

頭であった。村の屠夫は 12 月の中旬まで越冬用豚の屠殺で忙しい。 

豚は刀で首を刺して屠る。これは五畜を屠る伝統方法と異なっている。首から流れる血

を容器に集める。屠った当日には、肉を食べずに血と内臓を調理して食べる。 

集めた豚血には、そば粉を入れて攪拌する。その後、ねぎ、塩などを入れて味付ける。 

糊状のそば豚血の一部を鍋に薄くのばして焼いて食べる。血を焼いて食べることは牧畜民

にはない。漢民族料理にも見られない。農耕モンゴル人の特別な料理である。 

腸は洗浄して、残りのそば血を詰める。それを、他の内臓と一緒に鍋で茹でる。内臓を

取り出し、輪切してたべる。 

内臓を茹でたスープには、高粱を入れて煮込んで粥を作る。この料理も自ら穀物を栽培

するモンゴル人のオリジナル料理である。 

屠殺の日は親戚や仲良い近隣を招待して共食する。招待されなかった、招待しようとし

ても来ない場合は、何らかのもめごとがあって仲が改善できないことを反映している。あ

まり交際がなくても、招待されたら、これから仲良くしようというメッセージの発信であ

る。共食の側面から、村人の社会関係を把握することができる。 

 

豚肉の保存 
                                                  
2 2006 年から内モンゴルホルチン地域では、中国政府によってスイスのシンメンタール種のウシが導入さ

れた。ホルチン地域の在来ウシと交雑させ、肉用専用ウシの養殖基地が建設された。そのホルチン在来種

とシメンタールの交雑ウシがいわゆる「草原黄牛」や「ホルチン黄牛」である。このウシは在来種より体

格が大きい、生長が早い特徴がある。 



199 
 

 内臓を取り出した豚肉を丸ごと保存する。解体しない。豚肉を庭の一角に、近くの河か

ら運んできた氷とともに埋める。肉を冷凍する方法である。 

 大晦日の前日に、掘り出して、家に運んで解凍する。解凍してから、解体して、大晦日

に食べる肉を用意する。 

 

大晦日の料理 

大晦日は肉だけを食べる。大量の骨つき豚肉を大きい鍋で茹でる。塩で味付ける。肉が

出来上がったら、取り出して家族全員がたっぷり食べる。肉を茹でたスープに白菜漬物や

干しインゲン豆を加えて食べる。 

 牧畜モンゴル人は大晦日にヒツジ肉をかたまりのまま丸茹でした料理であるシュースを

食べる。農耕モンゴル人も豚肉を食べるようになったが、大晦日に大量の肉を食べる伝統

は保ってきたのである。これは農耕モンゴル地域の特殊な料理といえる。 

 越冬用肉以外豚肉は塩漬けして保存する。一口サイズに切った豚肉の脂身と赤身を鍋に

いれて、塩をまいて煮詰める。焦げないようにお玉で攪拌する。肉の油がたっぷり出て、

水分が完全に蒸発されたら火を止めて冷やす。冷やした肉と油はかめなどの容器にいれ

て容器の口をしっかりかぶせて保存する。この肉は野菜炒めや煮込みなどに利用する。

漢民族料理と殆ど変わらない。 

 

2．なぜ乳茶を飲まないか 

 

 半牧半農地域では、家畜を肉食用に屠ることをせず、家畜の乳利用を主にしてきた。乳

製品の種類と加工方法はそのまま維持されてきた。しかし、塩味の乳茶だけが飲まれてい

ない。代わりに、淹れたての濃い紅茶を飲む。モンゴル人はこの濃い紅茶を｢ハリ・ツアイ｣

という。黒い茶の意味である。モンゴル人は乳を入れない茶を黒茶と呼ぶからである。雲

 

写真 3-34 大晦日に食べる肉 写真 3-35 大晦日の食事風景 写真 3-36 豚血料理 
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南産の紅茶を好む。 

普段、朝、昼、晩三食の後で飲まれている。茶葉を手いっぱい抓んでコップにいれ、上

から湯を注ぐ。濃い赤色がつくと熱いうちにすする。冷めた茶は飲まない。食後飲まれる

ため、茶菓子などは必要としない。茶だけを飲む場合が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

接客の場合、 初は茶が出される。茶葉を普段よりも多めにいれ、濃い茶で客におもて

なしをする。茶葉を大量に使うことによって客を歓迎している気持ちを表しているのであ

る。逆に薄い茶はケチやあまり歓迎していない気持ちを示す。 

 接客のしきたりは乳茶と殆ど変わらない。儀礼には、乳と重ねる乳を振りまくサチュウ

リや、塗りつけミララグなどの儀礼がなくなった。デージ、贈り物などの利用やしきたり

が援用されている。 

 乳製品は食べ続けられているが、乳茶を飲む習慣はなくなった。その理由として牧畜民

の農耕民化にともなう以下の二つの理由が挙げられる。 

① 牧畜業は生き物を相手に仕事するため、食事は短時間で、すぐ食べられるものが求め

られた。朝、昼は簡便な乳茶と乳製品のようなものを食べ、家族そろって食事するの

は夕食のみであった。しかし、農耕は比較的決まった時間にやる仕事であり、料理す

る時間の余裕があった。一日三食、家族がそろって食べることもできた。そのため、

乳茶を飲みながら食事をとる食事形態は衰退したと思われる。 

② 農耕モンゴル人の食卓には、漬物、塩漬け肉料理の比重が高い。このことは塩味の乳

茶が飲まれなくなった原因の一つである。牧畜民は味付のない乳製品を主食とするた

  
写真 3-37 雲南産の紅茶    写真 3-38 ハリ・ツアイを飲コップ 
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め、乳茶から塩分を摂取する。しかし、農耕モンゴル人は、米や漬物、塩漬け肉料理

を食べようになったため、乳茶から塩分をとる必要がなくなったと考えられる。 
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結論 

 

本論は、モンゴル地域から遠く離れた中国の中南部（華中華南）で産する中国茶がどの

ようにモンゴル地域へ伝播し、普及し、モンゴル独特の茶文化が形成されたかを明らかに

することであった。 

 ウマ、ウシ、ラクダ、ヒツジ、ヤギの五畜を基盤とした牧畜文化を有するモンゴルに、

中国茶がどのように伝播し、普及し、独特のモンゴル茶文化が形成されたのかを、遠距離

茶馬交易、モンゴル乳文化の分析から解明することを試みた。 

 

第Ⅰ部の考察 

第Ⅰ部では、植物としてのチャの性質、内モンゴルの自然、歴史環境、中国茶の産地、

茶の種類などを論じて、内モンゴルと茶産地である中国との関係を明らかにした。 

チャ（Camellia sinensis (L.) Kuntze）はツバキ科のツバキ属の多年生常緑植物であ

る。茶の栽培条件は、年平均気温 11℃以上 17℃以下、年平均降水量 1300mm～1400mm 以

上、土壌の条件は pH4～5 程度の弱酸性土壌が望ましい。 

内モンゴルの自然環境は、年平均降水量 50mm～500mm、年平均気温は－6℃～9℃の乾

燥・冷涼な地域である。チャの栽培に適しない地域である。モンゴル人は茶を入手するに

は、交易のみであった。 

 

表 4-1 茶の栽培気候条件と内モンゴル気候 

 チャの栽培可能な気候条件 内モンゴル気候 

年平均気温 11℃以上、最適気温は 14℃～16℃ 50mm～500mm  

年平均降水量 1300mm～1400mm 以上 －6℃～9℃ 

土壌状況 pH4～5 程度の弱酸性    ― 

 

しかし、農耕漢民族と北方遊牧モンゴル人はしばしば対立していた。 

モンゴル人が歴史舞台に登場したのは 12 世紀からであった。1206 年チンギス・ハーン

が諸遊牧部族を統一して、モンゴル帝国を築いた。その後継者たちにより領土は拡大され、

1276 年南宋を降して東アジアの南北を統一した元朝が成立された。 

1368 年、元朝は漢民族王朝である明朝に滅ぼされ、モンゴル人はモンゴル高原に退去し
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た。その結果、その後は再び明朝とモンゴルの対立が続くことになった。 

しかし 1571 年、陰山山脈の麓に位置するトメト部のアルタン・ハーンは明朝と朝貢関係

を結ぶことに成功した。これにより元朝崩壊以来禁じられた蒙漢交易が再開され、万里長

城に沿って市場が設置された。 

モンゴル人は清朝に支配されるまで、ゴビ砂漠を中心に、ゴビ南側のモンゴルを南モン

ゴル、ゴビ北側のモンゴルを北モンゴルと呼び分けていた。モンゴルが清朝に支配される

と、盟旗制度によって南モンゴルは「内ザサク」、北モンゴルは「外藩ザサク」に編成さ

れた。偏された。それゆえ、南北モンゴルは内外モンゴルと呼ばれるようになった。1911

年、清朝が崩壊すると、外モンゴルは清朝から独立した。内モンゴルは、中華民国の領土

となった。こうして、内モンゴルと外モンゴルが分断された。 

1947 年内モンゴル自治政府が創立された。2 年後、中華人民共和国成立すると中国の最

初の自治区になり、現在に至っている。 

 内モンゴルは中国茶産地から遠く、歴史的に対立があったにもかかわらず内モンゴルに

は、中国茶が伝播し、普及した。しかしそこには、モンゴルの乳文化と融合した独特の茶

文化が形成されることになった。磚茶をもちいる乳茶文化である。 

中国茶の種類には、緑茶、白茶、青茶、紅茶、黄茶という六種類がある。 

モンゴル人に利用されている茶は、黒茶を原料とした硬く長方体に固めた磚茶である。 

 

第Ⅱ部の考察 

第Ⅱ部では、このような特別な磚茶がどのようにモンゴルへ伝播し、普及したかを、唐

代から明代までの伝播期、清朝時代の磚茶の誕生と普及期、近・現代の磚茶文化の三時期

と、茶交易によって栄えたモンゴル都市構造を加えて考察した。 

1．唐代から明代までの伝播期 

唐代から始まった茶馬交易に焦点をあてて、中国茶の周辺牧畜地域への伝播を論じた。

茶馬交易とは、農耕民は馬を、牧畜民は茶を必要したことから、互いの利益をはかった交

易であった。北方モンゴル族からの国防の危機に直面した宋代、四川茶をチベットのみに

売る茶の専売制が実施され、茶馬交易の管理が強化された。専売制が、モンゴル人が支配

した元代に一時停止されたが、明代に再び復活され清朝まで続いた。 

こうした政治性を帯びた茶馬交易によって、四川からチベットまでの茶馬古道と呼ばれ

る交易路が生まれるとともに、遠距離運送に適した多様な固形茶が誕生した。緑茶と異な

る黒茶文化も生まれた。周辺牧畜地帯には、黒茶を原料とする固形茶の文化が形成された
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のである。 

他方、中国本土の茶文化は、唐代の餅茶、宋代の片茶、明代の散茶の歴史的発展を経た。

つまり、固形茶から葉茶へ変化した。飲茶法も各段階に応じて、煎茶法、点茶法、淹茶法

がうまれた（表 4-2）。 

 

表 4-2 中国茶文化の歴史発展 

 唐代 宋代 明代 

茶の種類 餅茶 片茶 散茶 

飲用法 煎茶法 点茶法 淹茶法 

製茶技術 蒸し製 釜炒り製 

 

2．清朝から 1949 年までは磚茶の誕生と普及期 

宋と明の時代、軍事力を持つモンゴル人は茶馬交易から排除され、茶のモンゴル地域へ

の流入が妨害された。茶がモンゴルへ正式伝播されたのは明朝の晩期であり、普及したの

は清朝からであった。 

モンゴル茶文化の普及を、清朝茶馬交易の発展、ラクダ隊商、モンゴル定住都市の三つ

の視点から明らかにした。 

まず、清朝茶馬交易発展では、清朝の対モンゴルの諸政策に注目しながら、漢人商人に

よるモンゴルへの茶の普及を考察した。その普及には、清朝の盟旗制度、移民政策など諸

政治政策のもとですすめられて、モンゴル社会の定住化があった。旅蒙商と呼ばれる山西

出身の漢人商人はラマ寺院などの定住施設や集団を利用して茶交易を進めた。その結果、

茶がモンゴル社会に広がり、浸透した。 

ラクダ隊商では、モンゴル高原を南から北へ横切る遠距離交易ルートに活躍したラクダ

隊商を考察して、モンゴル人が茶交易にどのように参入したかを明らかにした。 

モンゴル定住都市では、モンゴル経由国際茶交易によって栄えたモンゴル商業都市が形

を、ラマ寺院、「売買城」、家畜市場という三つの側面から考察した。モンゴル伝統的都市

の多民族性、多様な宗教の共存、家畜市場の特徴を引き続いた定住都市が形成したが、次

第に、遊牧要素が薄れた定住都市へ変貌したことを明らかにした。 

この時期の、中国茶文化の発展は、 

ラクダ運搬による長距離交易輸出、貨幣としての流通など要因によって、レンガのよう

な硬い、長方形状の磚茶が誕生し、モンゴルでは磚茶文化が定着した。 
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葉茶は、紅茶、青茶、白茶、黄茶が生まれ、緑茶と黒茶とともに「六大茶類」が形成さ

れ、現在に至る中国茶文化の基盤が築かれた。 

 

3．近・現代磚茶文化 

モンゴル磚茶文化を世界茶交易環境の中で論じて、家畜に頼る茶交易の世界茶文化にお

ける位置づけを試みた。茶馬交易はシルク・ロード交易とともに古代中国の対外貿易の 1

つであったのに対して、モンゴル経由のラクダに頼る茶の中継貿易は、西洋を中心の船と

いう近代的運送手段による交易に対抗する交易であった。それに故、中国茶は陸路、海路

の南北両ルートによって世界中へ広がった。 

しかし、モンゴルに定着した多様、多彩な磚茶文化が中国国家主導の計画経済の社会主

義改造をへて、単一、粗末な茶文化に転じた。それ故、磚茶は、レンガのような長方体、

レンガのような硬さ、粗悪性、の三点で特徴がつけられるようになった。 

 

第Ⅲ部の考察 

第Ⅲ部では、茶馬交易によって普及された磚茶がどのように牧畜文化と融合したかをモ

ンゴル乳茶文化の分析から明らかにした。 

モンゴル乳茶文化を、牧畜民の食生活、乳茶の作法及び利用方法、飲茶道具、農耕民モ

ンゴル人の特有料理と乳茶の視点から考察した。 

1．牧畜民の料理 

牧畜民の食を支えたのは乳製品の「白食」料理と肉類の「赤食」料理であった。その加

工方法と特質を分析した結果、モンゴル食文化は、朝、昼には乳製品などの保存食と乳茶、

夕飯には肉料理をとる「二茶一食」食事パターンであった。 

牧畜食文化のその特徴は以下の 5 点に整理できる。 

 

表 4-3 牧畜食文化の特徴 

白食と赤食の季節的食べ分けること 

携帯食の比重が多いこと 

白食と赤食の時間的食べ分けること 

食と食物治療を同時に行うこと 

あっさり薄い味 
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2．乳茶の作法及び利用方法 

乳茶の作法、茶の利用方法に着目して、茶がモンゴル社会生活とどのようにかかわって

いたかを明らかにした。 

乳茶はモンゴル食文化である「白食」に分類される乳製品のカテゴリーにはいる。それ

ゆえ、「白食」をめぐる食文化が乳茶にも適用された。 

3．飲茶道具 

モンゴル飲茶道具を、道具の素材、施される文様の二点から考察し、以下の特徴を明ら

かにした。 

①茶道具の素材は金属が主流であった。金属の中でも銅製品が多い。 

②茶道具の発展には２系列がみとめられた。1 つは、モンゴルの伝統的容器である銀

椀、トンブなど利用による飲茶道具文化の発展。もう１つは新型道具の導入である。 

③茶道具に施される文様図案は、漢民族文様図案、仏教文様、モンゴル伝統文様とい

う三つ文様文化の要素があった。 

4．農耕モンゴル人の特有料理と乳茶 

清朝時代から農耕に転じたモンゴル人は、生産様式の変化により、ヒツジ肉や乳茶を飲

まずに、豚肉や乳を入れないハリ・ツアイを好むようになった。しかし、伝統的牧畜文化

の形式や思想の一部がこれらの農耕モンゴル人の生活や文化に織り込まれている。漢族農

耕文化にしたのではなく農耕と牧畜が融合した独特な地域文化が築かれたのである。 

 

総合的考察 

茶栽培に適しないモンゴルの茶文化は、地理的に遠く離れた茶産地との間に形成さ

れた遠距離茶馬交易を通じて、歴史的に対立があったにもかかわらず、すこしずつ、

さまざまな段階をへて、形成された。茶馬交易はシルク・ロード交易とも結びつく交

易であった。したがって、モンゴル茶文化は伝統的牧畜文化に、漢人やイスラーム民

などの異なる民族、チベット仏教やイスラームなど多様な宗教文化が加えられて形成

されたのである。このことの意義を最後に、もうすこし詳しく考えてみよう。 

 

1．遠距離茶馬交易と国際的な茶文化体系 

中国茶は、唐代から日本や周辺牧畜地域へ伝播された。日本茶の渡来は、文化、宗教の

伝播、交流によってもたらされた。それゆえ、儀礼化し、芸能化した独特な茶道文化が生

まれた。 
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ところが、モンゴル茶は農耕民と牧畜民の相互の利益を図る交易によってもたらされた。

それ故、嗜好品としての商品性が強いである。 

家畜に頼る遠距離交易によって黒茶固形茶の文化が生まれた。黒茶は遠距離運送の途中

で発生した茶類であり、固形茶は家畜を運送手段とする交易によって生まれた茶の形状で

ある。 

磚茶はラクダ運搬による長距離交易輸出、貨幣としての流通など要因によって 19 世紀に

誕生した。モンゴルでは多様な固形茶から磚茶文化が定着した。 

 

 

          図 4-1 中国茶の伝播 

 

 

清朝時代のモンゴル経由のラクダを運送手段とした国際茶交易は、西洋を中心とした近

代海上交易による茶交易ととともに、世界茶文化の形成に主要な役割をはたした、茶文化

普及の車輪のひとつであった。それ故、中国茶は、陸路と海路の南北２ルートによって世

界中へ広がった。陸路では、磚茶文化が生まれ、海路では、紅茶文化が形成された。 

 

2．モンゴル茶文化内の多様な要素 

モンゴル茶文化は、東アジアの政治的変動により、内モンゴル社会が大きく変化した時
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期に普及し、定着した文化である。それ故、モンゴル茶文化にはその時代背景が反映され

ている。最も顕著な変化は、モンゴルへの漢人移民の流入、チベット仏教の広がりであっ

た。モンゴル茶文化には、伝統牧畜文化とともに農耕文化、チベット仏教文化、の三つの

要素が織り込まれている。 

茶交易によって栄えた商業都市は、ラマ階層及びラマ寺院を中心とした漢人移民の売買

城、家畜市場によって運営された。しかしその横には、モンゴル人が生産する家畜の大市

場があり、西域からやってくるイスラーム民（回民）の商業区もあった。ロシアからもた

らされる毛皮の商店もあった。 

これにともない、都市住民となるモンゴル人や農耕民となるモンゴル人もあらわれた。

内モンゴルでは、牧畜民の飲む乳を入れる乳茶と、農耕化にしたモンゴル人の乳を入れな

い茶文化が形成された。 

茶道具に施される文様図案には、仏教美術、漢人民間吉祥図案、モンゴル伝統文様の三

つの文様図案がある。 

 

3．多文化交流のうえに成立したモンゴル牧畜茶文化 

茶馬交易によってもたらされた磚茶が牧畜民の食文化と融合し、モンゴル乳茶文化が形

成された。 

牧畜民の食を支えたのは乳製品の「白色」と肉料理の「赤食」である。四季を応じて生

き物である家畜を相手に仕事する生活生産様式によって、簡便な保存食が発達し、一日の

食事パターンは朝、昼は簡便な保存食と飲み物、夕飯は肉類の料理を食べることであった。 

茶がモンゴルに普及された後、朝、昼は乳製品の保存食と乳茶、夕飯は肉料理を食べる

「二茶一食」食事パターンが生まれた。 

乳茶は食の代わりになった。乳茶のあては、各種乳製品などの保存食である。牧畜民の

乳製品などは味付けのないものが多い。それ故、塩味の乳茶は牧畜民の重要な塩分補給源

もなっている。 

 乳茶は乳製品の「白食」のカテゴリーに分類されている。「白食」の食文化は乳茶にも適

用される。 

モンゴル茶文化は多民族、多様な宗教文化によって形成された文化であり、牧畜文化及

び内モンゴルの社会変動を広域なユーラシア文化のなかで理解するうえで重要なモンゴル

文化の例である。 
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1973「青唐の馬と四川の茶‐北宋時代四川茶法の展開‐」、『東方学報』45：195－244 

岡倉天心著、山口景史訳 

2005『茶の本』新風舎 

応地利明 

2012『中央ユーラシア環境史第 4巻生態・生業・民族の交響』臨川書店 

愛宕松男 寺田隆信 

1998『モンゴルと大明帝国』講談社 

カ） 

小林章夫 

1984『コーヒー・ハウス』駸々堂 
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小長谷有紀編集 

 1990『梅棹忠夫著作集・第 2巻・モンゴル研究』中央公論社 

小長谷有紀 

1991『モンゴルの春』河出書房新社 

国学院大学、日本文化研究所 

 2004『東アジアにみる食とこころー中国・台湾・モンゴル・韓国・日本』東京印書館 

サ） 

塩川伸明・小松久男ら 

2012『ユーラシア世界１〈東〉と〈西〉』東京大学出版会 

嶋田義仁 

2012『砂漠と文明』岩波書店 

仁欽 

 2014「内モンゴルの牧畜業における社会主義的改造に関する研究」、『中央ユーラシアに

おける牧畜文明の変遷と社会主義』アフロ・ユーラシア内陸乾燥地文明研究叢書 8：

61－87 

斯波義信 

1968『宋代商業史研究』風間書房 

タ） 

竹田武史 

2010『茶馬の古道 中国のティーロードを訪ねて』淡交社 

高田公理、嗜好品文化研究会 

2008『嗜好品文化を学ぶ人のために』世界思想社 

高田公理・栗田靖之・CDI 

 2004『嗜好品の文化人類学』講談社 

谷坂智佳子 

2004『自家用茶の民俗』大河書房 

角山栄 

1980『茶の世界史 緑茶の文化と紅茶の社会』中央公論社 

徳力格爾 

2005『モンゴル医薬学の世界』出帆新社 

遠山正瑛 
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 1992『沙漠緑化に命をかけて』TBS ブリタニカ 

ナ） 

仲田進一 

 1985『銅のおはなし』日本規格協会 

日本紅茶協会 

2013『紅茶の大事典』成美堂 

布目風潮 

 1989『緑芽十片』岩波書店 

ハ） 

橋本実 

1988『茶の起源を探る』淡交社 

藤田昇、加藤聡史ら 

2013『モンゴル草原生態系ネットワークの崩壊と再生』京都大学学術出版会 

フフバートル 

 2000『私が牧童だったころ モンゴル人がかたるモンゴルの世界』インターブックス 

平田昌弘 

2013『ユーラシア乳文化論』岩波書店 

ヘレン・サベリ著竹田円訳 

2014『お茶の歴史』原書房 

古田紹欽（全訳注） 

2000『栄西喫茶養生記』講談社 

包慕萍 

2007『モンゴルにおける都市建築史研究―遊牧と定住の重層都市フフホト』東方書店 

本郷成人 

 2001『貴金属の科学』田中貴金属工業株式会社 

マ） 

守屋毅 

1981『茶の文化その総合的研究』 第一部、第二部 淡交社 

守屋毅  

1981『お茶のきた道』日本放送出版協会 

松浦章 
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2009『清代内河水運史の研究』関西大学出版部 

松下智 

2002『緑茶の世界－日本茶と中国茶』雄山閣 

村松敬一郎 

1991『茶の化学』朝倉書店 

森豊 

1972『シルクロードの駱駝』新人物往来社 

森田明雄・増田修一ら 

2013『茶の機能と化学』朝倉書店 

ラ） 

李祖定著 山村敏江訳 

 2009『中国伝統吉祥図案』説話社 

呂毅、坂田完三ら 

 2004『中国黒茶のすべて』幸書房 

ヤ） 

矢沢利彦 

1989『東西お茶交流考―チャは何をもたらしたか』東方書店 

吉田金一 

1974『近代露清関係史』近藤出版社 

吉田光邦 

 1985『文様の博物誌』同朋社 

 

（中国語） 

艾梅霞（米）著範蓓蕾訳 

2007『ティーロード』中信出版社 

阿木尓巴図 

 2007『蒙古族工芸美術』内蒙古大学出版社 

王玲 

2010『品鑑中国茶』中国軽工業出版社 

王淑芬、杜心寬、銭占元 

2006『ホルチン情勢』内蒙古人民出版社 
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王静愛、左偉 

2009『中国地理図集』中国地図出版社 

王鏡輪 

 2012『閑来松間座－文人品茶』故宮出版社 

山東省地図出版社 

 2012『中国地理地図』 

向斯 

2012『心清一碗茶―皇帝品茶』故宮出版社 

錫林郭勒盟誌編纂委員会 

 1996 『錫林郭勒盟誌』内蒙古人民出版社 

代林、馬静 

2011『大盛魁聞見録』内蒙古人民出版社 

鄧九剛 

2000『茶葉之路』内蒙古人民出版社 

佟靖仁 

 1987『呼和浩特満族簡史』内蒙古大学出版社 

馮金平 

2006『赤壁茶興茶馬古道』蘭州大学出版社 

G・J・蘭司鉄[フィンランド] 泰米尓訳 

2014『七回東方旅行記』内蒙古人民出版社  

レネ・グルセ[法] 陳大為訳 

 2012『図解草原帝国』武漢出版社 

胡日査 

2009『清朝内モンゴル寺院経済研究』遼寧民族出版社 

黄鉴晖 

2002『明清山西商人研究』山西経済出版社 

張秀春、程景林 

1988『茶酒的伝説』吉林文史出版社 

張碧波・董国尭主編 

1995『中国古代北方民族文化史』黒竜江人民出版社 

 

元・忽思慧著 張工彧（校注） 
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2009『飲膳正要』中国中医薬出版社 

遊謨俊 

2008 『洞天福地―鄂南古鎮羊楼洞』香港華文出版社 

顔其香主編 

2001 『中国少数民族飲食文化集』商務印書館 

 

陳正雲、周詩鴻 

2007『普洱茶経』南海出版社 

陳炳應 

 1989「西夏商業初談」、『中国民族史研究』2：128 中央民族学院出版社 

陽強  

2004『清代蒙古族盟旗制度』民族出版社 

1976『金史·食貨志四·茶』中華書局 

 

（モンゴル語） 

 

Ba,bolud 

2008 mongGul arad on ke uGaija  (モンゴル文『蒙古民間図案』) 遠方出版社 

damrinbadzar 

1987 mongGul on ideken tobciya （モンゴル文『蒙古族食譜』）内蒙古科学技術出版社 

Qa,danbijarasan 

1995  mongGul jang Uile on jUi  （モンゴル文『蒙古民俗学』) 遼寧民族出版社 

Lobsangcuidan 

1981 mongGul jang aGali yin uilbUri (モンゴル文『蒙古风俗鉴』)内蒙古人民出版社 

 

sampilnorbu 

1990 mongGul on jang aGali yin toimU  (モンゴル文『蒙古民俗』)  遼寧民族出版社 

S ,sampinlnorbu 

1997 mongGul UndUsUten no ideken umdaGan  (モンゴル文『蒙古族飲食文化』) 遼寧民族

出版社 

肖大亨  

1979 mongGul on jang surtaGun no temdeglel  （モンゴル文『北虜風俗』) 内蒙古自民出
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版社 

D ,adiya 

2013  mongGul yosu jangsil ba domnuqu yosu  (モンゴル文『蒙古礼節と民間呪術』) 内蒙

古人民出版社 

Da,caGan 

1992 sUnid yin jang aGali (モンゴル文『苏尼特风俗志』)内蒙古人民出版社 

 

burintegUs 

1997  mongGul jang uile yin nebterkei toli aju aqui yin bodi  (モンゴル文『蒙古民俗百科全

書・経済巻』)内蒙古科学技術出版社 

1997 mongGul jang uile yin nebterkei toil uyun no bodi   (モンゴル分『蒙古民俗百科全書・文

化巻』) 内蒙古科学技術出版社      

mongGul sodulul on nebterkei toil nairaGulqu jUblel 

2009  mongGul sodulul on nebterkei toil aju aqui yin bodi  (モンゴル文『蒙古学百科全書・経

済巻』)内蒙古人民出版社 

Jo,serengdongrub 

2006 UjUmUcin no ulamjilaltu ideken umdaGan no soyul  (モンゴル文『ウジムチン伝統飲食

文化』) 内蒙古人民出版社 

Wang,bayarqu 

2001 mongGul araljiya qudalduGa yin sodulul  (モンゴル文『蒙古貿易研究』) 内蒙古文化

出版社 
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