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(1) 因尾

2 大分の釜妙り茶

43 

釜妙、り茶は九州を中心に生産がなされているが，機械

化される以前は釜を斜めに据える嬉野製法と水平に据え

る青柳製法があり，前者は佐賀県嬉野市で，後者は熊本

や宮崎の山間部を中心に生産されていたことが知られて

いる。一方，大分の山間部では傾斜釜を用いる嬉野製法

の釜妙り茶がみられる 1)という興味深い記述もあるが，

詳細な報告は少ない。

井ノ上集落では粟，陸稲，大麦，小麦，豆等を作って

いた。また，シイタケや炭焼色坑道の支柱にする坑木

を切り出す山仕事があった。山の木を切るとチャの樹が

生えてくるくらい茶樹が豊富なことから，小学校の教諭

が『草津湯もみ唄』の替え歌を作っている。

そこで大分を代表する釜妙り茶の産地，因尾や宇目に

おいて，昭和前期における釜妙り茶についての調査を行

ったので報告する。なお，因尾では佐伯市本匠大字井ノ

上の久々宮永氏(大正11年生まれ)(2014.8.2. 2014.8.3). 

宇目では佐伯市宇目大字木浦鉱山の米国賓氏(昭和 8年

生まれに寿美氏(昭和14年生まれ) (2014.8.2. 2014.11.1) 

に聞き取りを行った。
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因尾良いとこ一度はおいで

山の木を切りゃ茶園になるよ

働きゃ不景気の無いところ

これに振り付けが考えられ，後に全校踊りになってい

る。

昭和の初め，井ノ上集落の 4.5軒の農家が集まって

井ノ上茶業組合をつくり，共同工場ができた。熱源は薪，

動力は発動機であった。静岡方式の製茶法が導入され蒸

し製緑茶が作られたが，工程の後半は釜で妙って乾かし

ていた。生産された茶は煎茶でなく釜妙り茶のような形
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状であったが，あまり評判は良くなかった。

久々宮氏は昭和12年に学校を卒業し茶摘みや茶採み

を手伝った。自然生えの茶樹を手摘みし，平らに据えた

大釜で、妙って蓮の上で操んで，また釜で、妙って蓮で探ん

で，この操作を数回繰り返して茶を作った。蓮の上で茶

葉を採んだが，採んだところの跡は紫色になっていた。

蓮で採む時に，集落の中には足で探む家もあって，足を

洗ってから操むことから「因尾の足洗い茶」と言われて

いた。

昭和23年，久々宮氏は虫月という近隣の集落から嫁い

できた妻から，釜を斜めに据え付けて茶葉を妙る製茶法

を教わった。その当時，虫月集落では傾斜釜による製茶

がなされており，妻の実家は茶採み名人と言われていた。

平釜から傾斜釜に変更したi待 合理的な製茶法と思った

というが，その後井ノ上集落でも数軒の農家が傾斜釜を

導入する ことになった。

久々宮氏が聞いた話として，大正時代には生葉を12貫

くらい担いで犬飼方面に売りに行っていた。井ノ上集落

がある番匠水系には自然生えの茶樹があるが，隣の水系

では茶樹を見ることができないので茶葉を売ることがで

きたという。

佐伯市本匠大字井ノ上楠木の柳井幸一氏(昭和25年生

まれ)(2014.8.2)や佐伯市本匠大字松内の稗田頼男氏(昭

和26年生まれ)(2014.8.3)にも聞きとり調査を行ったが，

因尾における釜妙り茶は傾斜釜でつくられていた。

(2) 宇目

木浦には，明治8年に紅茶の伝習所が設けられたこと

もある。茶園として管理されたものは無かったが，自然

に生えている茶樹が畦畔とか薮の中にあった。八十八夜

の頃から 5月25日頃まで茶摘みを行って，一日lOkgく

らい摘んでいた。一番茶で15，16貫の製品を作っていた。

斜めに据えた大釜でマタギ(二股になった枝でつくっ

た道具，写真 1)を使って茶葉を妙って，竹を編んで作

ってある操み台の上で、操捻する(写真 2)。採捻した茶

菓を倍炉に薄く広げて，印度熔炉で表面水分が少し乾く

くらい乾燥させる。熔炉とは印度熔炉の引出しのことで，

木枠の底に竹を格子状に細かく編んだものが張つであり

(写真 3)，印度培炉は下部に置く炭火の熱で、熔炉に広げ

た茶葉を乾燥する仕組みになっている(写真4)。印度

熔炉である程度乾燥させたら，倍炉を台に載せて，熔炉

の上で煎茶の手採み製茶法にある探み切りの様な手さば

きを行いながら茶葉を撚る操作を行う。表面に水分が戻

ったら，再び印度熔炉に入れて再び乾燥させる。茶葉の

写真 1 マタギ
注1)本来はY字型の左右対称であるが，折れたりして短くなっている。

写真2 茶撲み台と米国費氏，寿美氏

写真3 熔炉と米国費氏

写真 4 印度熔炉
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表面の水分が乾いたら熔炉を台に載せ.熔炉の上で再び

茶葉を撚るが，この時の撚り方で茶の出来栄えが決まっ

てくる。撚った茶葉はショ ーケ(竹製の米)に入れて一

晩おいて，翌朝大釜で一時間以上かけて乾燥する。大釜

は生葉を妙る時に用いる傾斜釜で，仕上げる前には殺青

の際に付いた茶渋を取り除かないといけない。出来あが

った茶は販売していたが，印度熔炉については木浦鉱山

だけのようで，他の地区では見聞きしたことがない。

また，一山越えたところにある西山集落では，特殊な

製茶法の釜妙り茶を飲んだことがある。それは前日に摘

んだ、茶葉を釜で、妙って，カマゲ(荏を袋状に縫ったもの)

の上で採んで，十分に乾燥していないままの茶葉をカマ

ゲに入れてツシ(カマドのあるニワの上の竹賞-子を張っ

た天井裏の空間)の上に置いておく 。カマドからの熱と

煙でいつの聞にか乾燥しているということだが，飲む時

は必要な分を取り出し釜で軽く妙って沸騰した薬缶に

入れて飲んだ。特に美|床しいというものではなかった。

3 考 察

平釜は製茶のみならずイモ類や豆類を煮るのにも用い

られる汎用性の釜であるのに対して，傾斜釜は製茶専用

であることから効率的な茶生産が可能となる。因尾や宇

目における釜妙り茶の製茶法は傾斜釜を用いているが，

井ノ上集落では戦後に傾斜釜が普及する経緯を知ること

ができる。久々宮氏は傾斜釜を使用してその実用性が高

いことを実感しており，その影響から集落内の数軒の農

家が傾斜釜を導入している。

さて，虫月集落にいつ. どのような経緯で傾斜釜が導

入されたのかは不明であるが おそらくは大正以降の比

較的新しい時代ではないかと推測できる。というものも，

傾斜釜の有利性が理解されれば余り時間を経ずして普及

するものと考えられ，仮に明治以前に虫月集落に傾斜釜

が導入されたとすれば，大正の頃までには近隣の集落に

も普及していたものと考えるのが妥当であろう 。

工程の後半に熔炉を用いる釜妙り茶の製茶法は，長崎2)

や宮崎3) 鹿児島4.5)にもあるが，宇目の印度培炉は他

に例を見ない製茶法である 6)。印度情炉はインロウとも

呼ばれ，これを用いる製茶法を印度製法，或いはインロ

ウ製法ともいわれている。印度製法は明治35年にインド

人から伝えられたという，直接指導を受けた経験を持つ

古老の話として残っている 7)が，この伝承は，おそら

く熔炉の呼称、から生まれた誤解であろうと考える。

印度熔炉にはインロウという別称もあり，全国の方言

で印能のことをインドウという例があることからみて，

これはインロウ (印鑑)がな まったものと考えられる。

印鑑とは携帯用の薬容器というだけでなく，外観がひ。っ

たりと接合された箱の意味でも使われ，またその内部が

引出しの多重構造となっているものにも この呼称があて

られる。『日本山海名物図会jに見える宇治の茶保育炉

も箱の中で炭火をおこし その上に茶葉を載せた箱を差

し込む形式になっている(写真 5) 8)。改めて宇目の印

度熔炉を見ればまさにこの形式であり，乾燥度を高める

ための限茶製造用の熔炉の形式が導入されたとき，印鑑

と呼んで、いたのがいつの聞にか印度となり，その言葉に

ひかれて印度培炉になり，さらに九州に紅茶製法が普及

し始めた頃のイメージと重なって，印度人の指導を受け

たという「伝説」になってしまったと考えられる。

印度熔炉は，熊本県多良木町の室で乾燥する仕組みに

も類似している 9)。 しかし室製法は収穫後の荒妙り，

採捻，乾燥という前処理仁一時保管した後の仕上げ処

理とが完全に分離しており，印度製法とは異なってい

る。宮崎県五ヶ瀬町の能倍炉製法は茶葉の乾燥が10分程

度と，採捻後の茶葉表面の水分を乾燥させる程度という

製茶法10)だが，能熔炉の上で操み切りの様な操作は行

わない。

明治の静岡県沼津市根古屋の「イピリッ茶」は，釜で

妙ってから倍炉の上で、採む工程があり JJ) 印度製法に近

い製茶法と考えられる。江戸末期から明治初期にかけて

宇治製法が各地に導入された経緯があり，その影響を受

けて手採み製茶法の操み切りの様な手さばきがあると考

える。釜妙り茶の妙るという製茶法と煎茶の倍炉で乾か

すという製茶法の折衷型であって，印度製法は印度熔炉

という特殊な道具を用いる発展形ではないかと推察す

る。

写真5 宇治の茶保育炉8) 
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釜妙、り茶には日干しゃ陰干しで乾燥する釜妙り茶もあ

るが，西山集落の釜妙り茶のように工程の途中の乾燥不

良のままの状態で保管する製茶法は他に例がない6)。原

料となっている茶葉の成熟度や釜妙りの程度でも異なっ

てくるが，ある程度水分含量が高い状態の茶葉をカマゲ

に詰めることを考えると 乾燥に要する時間次第では微

生物による醗酵の可能性も考えられる。西村集落の釜妙

り茶は後発酵茶というカテゴリーに含まれる番茶とも考

えられ，昭和初期には日本各地に40~50種類の番茶があ

り，大別しでも 15~16種類はある 12) とされたものの一

つだったのかも知れない。

昭和初期の井ノ上集落の共同工場は玉緑茶の工場であ

ったことが分かる。玉緑茶はロシア領中央アジアへ輸出

するため中国製の釜妙り茶を模倣してつくられた茶で，

静岡ではグリ茶と呼ばれている13)。しかし共同工場の

製茶法は釜で乾燥する工程が後半にあり，静岡で生産さ

れていた玉緑茶の製茶法とは異なっている。

これは今日では見ることはできないが，蒸気で蒸して

釜で乾燥させる玉緑茶が九州にはあった。嬉野では生葉

を蒸して，その後の工程で釜妙りする折衷式釜妙り茶が

明治18年に考案され，昭和30年代までこの製茶法が生産

が続けられている14)。また，ロシアとの貿易が始まった

昭和初期に，茶業組合中央会議所が熊本の青柳製法の釜

妙り茶の調査を行い. I釜妙を本製とし，湯蒸しを改良

製と称している」こと. I改良製と称せらる々湯蒸し茶

は本牒のグリ茶と大差無いもの」という茶を報告してい

る15)。井ノ上集落の玉緑茶は折衷式釜妙り茶や改良製と

呼ばれる湯蒸し茶と同様の製茶法で、あったと考えられる。

図 1は1925年から1935年までの日本茶の対ロシア輸出

量であるが，ロシアとの貿易が始まって10年程度で一気

に増加している。玉緑茶がロシアへの輸出向けに開発さ

れたという経緯からすると，おおよそ輸出量と同程度の

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

1925 1926 1927 1928 1929 1930 19311932 1933 1934 1935 

図1 玉緑茶の輸出量の推移
注1)国交回復以来の対露輸出統計(日本茶業史続編 234-235頁)より

生産量があると推測でき，玉緑茶の生産量も一気に増加

したことになる。井ノ上集落の工場で生産された玉緑茶

もロシアへ輸出された可能性は否定できないだろう。な

お，玉緑茶という名称、はグリ茶の生産量が急激に増加し

たのを受けて，昭和 7年に茶業組合中央総合会議所がそ

の茶名を広く懸賞募集して選定されている16)。井ノ上集

落の工場で生産された茶が何という呼称だ、ったのかは明

らかでない。

4 摘 要

因尾や宇目における釜妙り茶は傾斜釜を用いる嬉野製

法の釜妙り茶であった。因尾においては大正以降の比較

的新しい時代に傾斜釜が導入されて普及したと考えられ

る。また，昭和初期には玉緑茶の共同工場がつくられる

が，静岡で生産されているグリ茶とは異なり，蒸気で蒸

して釜で乾燥させる玉緑茶であった。

木浦鉱山では印度倍炉という特殊な道具を用いた印度

製法による釜妙り茶がつくられていた。また，近隣の西

山集落では釜で妙って採むが，乾燥不十分のまま保管に

移し，カマドからの熱と煙を利用して乾かしながら保管

するという自家用の釜妙り茶があった。
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