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はじめに 

 

文化の奥深い宇治の街 

 

国際観光学部教員 渡辺和之 

「抹茶なら好きだよ」。かくいうゼミ生の一言で、後期の大学入門ゼミはスタートした。

女子学生だけではない。男子学生も「抹茶、めっちゃ好き」と乗ってきた。「では、宇治に

でも行くか？」と聞くと、「行きた～い」とのことである。 

宇治にはちょっとした土地勘があった。数年前、生き物文化誌学会が宇治で開かれた。

その時に、地元の方々の面白い発表を聞くことができた。あのお話をぜひゼミ生たちに聞

かせてやりたい。おそらくゼミ生たちが興味を持っているのは抹茶と言っても、抹茶スイ

ーツのことだろう。きっかけはそれでよい。抹茶のことを知ることで、お茶について学ぶ

こともできる。数ある日本茶の産地のなかで、どうして静岡ではなく、抹茶といえば宇治

なのかも、きっと学べることだろう。 

宇治には、抹茶の他にもさまざまな観光資源がある。平等院しかり、源氏物語しかり。

宇治川の古戦場もある。歴史や文学に関心ある人が、わざわざ新幹線に乗って全国から見

に来るほどの知名度が宇治にはある。さらに、宇治は全国でも数尐ない鵜飼い（うかい）

を見ることができる場所でもある。女性の鵜匠（うしょう）がいることに加え、日本で初

めて鵜の卵の人工孵化（ふか）に成功した歴史的な場所でもある。そして、何より、風光

明媚な場所である。宇治川の川風に吹かれながら、ただ歩いているだけでも心地よい。カ

メラを構えれば、そのままで絵になるし、学生たちの言葉を借りれば、「インスタ映え」す

るのである。 

 ただ、心配な点が１つだけあった。京都と比べると、宇治は観光地としてはやや地味な

のである。学生の好きそうな恋みくじとか、パワースポットとか、そうした若者向けの派

手なアトラクションはそう多くない。宇治は至って玄人好みの観光地なのである。はたし

て、ゼミ生は源氏物語や源平の戦いに興味を持てるのだろうか。平安貴族の夢見た浄土の

世界に思いをはせることができるのか。尐し不安であった。 

だが、今回、宇治のことを尐し知るだけで、そうした心配は無用であることがわかった。

お茶の歴史をひも解けば、鎌倉時代も、室町時代も、江戸時代も、宇治でなら語ることが

できる。戦前戦後から現代に続く土地利用の変化も、宇治の茶業と大きく関わっている。

観光地として、抹茶で売ることができるだけでも、十分魅力的なアトラクションであると

思い至ったからである。宇治は、多くの人々をひきつける入口を持ちながら、地域の風土

や歴史に育まれた観光資源について、さまざまな角度から深く学ぶことのできる、きわめ

て稀有な観光地なのである。 

 かくして、われわれゼミ生（1 年生 14 名、3 年生の Student Assistant 2 名、教員 1 名

の計 17名）は、①宇治茶、②平等院と源氏物語、③鵜飼いの３つのテーマから観光地とし
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ての宇治の魅力にアプローチすることにした。実際には、日程の都合で、逆の順番に計 3

回に分けて宇治を訪れた。 

第 1回目のフィールドワークでは、2017年 7 月 16日に立命館宇治高校で開催された女性

鵜匠（うしょう）の澤木万里子さんの講演会を聞きに行った。第 2 回目のフィールドワー

クでは、2017 年 12 月 10 日に平等院、宇治神社、宇治上神社、源氏物語ミュージアムを訪

れた。第 3 回目のフィールドワークでは、2017 年 12 月 26 日に宇治商工会議所の小山茂樹

副会頭のお話を聞き、商店街のマッピング調査を実施した。 

前期の大阪フィールドワークの甲斐があってか、ゼミ生たちはあとでレポートを書くこ

とを考えて行動していた。今回は、ネットからの引用が格段に尐なくなったのが大きな進

歩である。ただ、何となく街を歩いていただけのように見えたが、彼らは博物館のパンフ

レットや町なかの観光案内板をしっかり写真におさめていた。現地で見たこと、考えたこ

とだけで、レポートを書けるようになったのである。 

 

 

写真 0-1 宇治にも学生が好きなおみくじはたしかにある。だが、それだけで終わらない所

が宇治の良い所である。撮影：2017年 12月 10日（以下撮影者名がない写真は編者撮影）。 

 

  



8 

 

 

第 1部：宇治川の鵜飼いとウミウのウッティー 

 

鵜飼いは人間が野生動物をどこまで飼いならすことができるかを考える上で格好のテー

マである。というのも、野生の鵜を人間がコントロールすることは難しい。特に日本で鵜

飼いに使うウミウは、なかなか人間の言うことを聞かない。このため、首に縄を付けて魚

を取らせるのである。しかも、ウミウは家畜化が難しい。人間が鵜小屋を作って、オスの

鵜とメスの鵜をつがいにさせても、子供が生まれない。このため、ウミウは毎年海で捕ま

えてきたものをトレーニングして鵜飼いに使うのである。 

ところが、宇治では偶然の出来事から野生のウミウが鵜小屋の中で卵を産んだ。これを

人工孵化（ふか）器で温め、育てることに成功した（写真 1-1）。宇治で鵜匠をする澤木万

里子さんの夢は、宇治川で放ち鵜飼いをすることである。動物は生まれて初めて見た生き

物を自分の母親と思う。子供の頃から人間の手で育てれば、首に縄を付けなくても、人間

の言うことを聞くウミウが育つのではないか。澤木さんは人工孵化したウミウのすべてに

ウッティーという名前を付けた。ウッティーと彼女が呼べば、魚を取ったウミウがターン

して彼女のところに魚を持ってくる。そんな宇治独自の鵜飼いを、彼女はめざしていると

いう（渡辺和之）。 

 

 

写真 1-1 ウミウのウッティー。宇治川の鵜小屋前にて。撮影：2018年 7月 27日。 
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ウッティーについて 

 

                          国際観光学部 1年 原田康弘 

 2017 年 12 月 10 日、私は渡辺先生と米田君の計 3 人で京都の宇治へフィールドワークに

行った。私たちはまず平等院に行き、次にその敷地内にある博物館へ入館した。その後、

ウッティーを実際に見に行った。ウッティーたちは小屋にたくさんいた。かわいかった（写

真 1-2）。 

 私は今回を合わせると、２回目の宇治フィールドワークになった。１回目に既に宇治へ

行っており、その日は平等院のほかに立命館宇治高校へ行き、ウッティーについての講義

を聞くことができた。ここでは、その日に聞いたこと、その時にあった出来事を元にウッ

ティーについて説明していく。 

 

 

写真 1-2 宇治川の中の島にある鵜小屋。撮影：2017年 12月 10日。 

 

 宇治への１回目のフィールドワークは７月 15 日に行った。いろいろな場所を巡った後、

立命館宇治高校へ行き、観光協会の澤木万里子さんの話を聞いた。澤木さんは「鵜飼い（う

かい）」という、鵜（う）を使ってアユなどをとる漁業をされている方で、その鵜匠歴は 15

年だそうだ。動物と関わりたいという強い思いから鵜匠（うしょう）を志した。このよう
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に、強い意志がないと一流にはなれないのだと思った。 

   鵜について説明すると、鵜は賢く記憶力が良い動物だそうだ。嫌なことを特に覚えてい

る。逆に優しく接しすぎても、なめられてしまう。接し方は大事だという。特徴として、

大きなくちばしをもっていて、目は青く、瞬膜（しゅんまく）と呼ばれる眼球を保護する

半透明の膜をもっており、これが水中ではゴーグルのような役目を果たす。さらに、両脇

には頑丈な羽をもっており、広げると 120㎝にも及ぶ。全国では大きく 12ヶ所で鵜飼いが

行われていて、特に岐阜県の長良川の鵜飼いは有名だ。また、代表的には舟で行う舟鵜飼

い、徒歩で行う徒歩（かち）鵜飼いなどがある。ちなみに僕が住んでいる和歌山県では、

有田市の有田川で徒歩鵜飼いが行われていたそうだが、人手が足りなくなったため、現在

では休止中とのことだ。京都では京都市の嵐山の鵜飼い(女性鵜飼い)や、宇治川の鵜飼い

(女性鵜飼い)が行われている。 

澤木さんは講義の後半頃になると、鵜匠の服装になってくださった。頭には三角巾のよ

うな布を巻いて帽子状にしたものを被り、身体には紺色の服を着ていて、足には藁（わら）

でできたスカートのようなものを巻いていた（写真 1-3）。まるで浦島太郎のような服装だ

と澤木さんは言っていて、確かによく似ているなと思った。紺色の服を着る理由は、魚を

逃さないようにするためだそうだ。派手な色だと魚は恐れて逃げてしまう。 

 

 

写真 1-3 澤木万里子さんとウミウのウッティー。今年初めて鵜飼いにデビューする鵜であ

るため、初心者マークがついている。撮影：2018年 7月 27日。 
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海鵜（ウミウ）で国内初の人工孵化（ふか）に成功したことで、ウッティーを数多く育

てている団体が誕生した。鵜は、孵化する確率が非常に低い。これは野生の鵜を人が人工

的に育てるので、鵜への負担が自然界でいるよりもやや大きいためであると考えられる。

2016年では 10個の有精卵から 2個の卵が孵化した。かなり低確率なので、尐し驚いた。他

の孵化しなかった卵は中止卵と呼ばれ、死んでしまったので、そのまま破棄されてしまう。

また、2017 年には 11 個の有精卵から 5 個の卵が孵化したそうだ。2017 年からは保育器が

導入され、温度・湿度を一定に保ち育てることができるようになり、孵化の確率が前年に

比べ上がったのだと考えられる。このように、鵜の孵化は思った以上にシビアで、鵜飼い

をする前からさまざまな苦労をされていると思った。 

これからも、澤木さんを含めその他の鵜匠さんや、鵜を育てている方々には頑張ってい

ってほしいと思う。今回、澤木さんの貴重な話を聞くことができて、本当に良かったし、

興味も湧いてきて楽しかった。 

 最後に、私は２回目のフィールドワークで見た、ウッティーが生息する小屋が宇治に存

在することの意味について考える。それは、その小屋が宇治に設けられていることで、ウ

ッティーがさまざまな観光客に注目され、それにより鵜の存在が宇治全体に伝えられてい

くと考えるからだ。私はフィールドワークで鵜の存在を知った。宇治を訪れる日本中、あ

るいは世界中の人々にまで、ウッティーのことを知ってほしいと思う。 
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講演会の報告：澤木万里子さん「宇治川の鵜飼いと『ウミウのウッティー』」 

 

                         国際観光学部 1 年 米田数馬 

2017年 7月 16日、私は京都の宇治市にある立命館宇治高校で、澤木万里子さんによる「ウ

ミウのウッティー」についての講演をうかがうためにフィールドワークに行った。 

澤木さんは、宇治川の鵜匠（うしょう）であり、全国で 3 人目の女性鵜匠だ。澤木さん

が、鵜飼いを仕事に選らんだ動機は、「鳥が好きだから」とおっしゃっていた。また、鵜飼

いだけでは生きていけないので、鵜飼いを副業にして、本業は観光協会で働いていること

がわかった。 

次に、鵜についての話を聞いた。鵜は喉元が伸び縮みして、魚を溜めることができる。

これはくちばしが、カミソリの羽根のように切れ味がよく、喉元が袋状になっているため

だ。この鵜の特徴をいかして、鵜匠が喉元を紐で絞り、魚を飲み込まないようにして、鵜

が捕った魚を吐き出させて、川魚を集めるのが、鵜飼いである。この時の鵜匠の服装は、

甚平の上に前掛け、下は草のスカートを装着して、風折鳥帽子という長方形の布を前で止

めて、上を三角にして頭に着けたものだ。これは、かがり火の粉で髪の毛やまつ毛を燃や

さないためだ。このときの帽子は、鵜は白色を嫌うので、黒色を着ける。また、草のスカ

ートは、雤具の役割を果たすそうだ（写真 1-4）。 

 

 

写真 1-4 宇治川の鵜飼い。撮影：2018年 7月 27日。 
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鵜飼いに使う鵜を選ぶにも基準がある。鵜飼いをするとき６羽の鵜を選ぶ。選ばれる基

準は、前日の働きぶりと目や羽根を見て決めるという。選んだ鵜は籠に入れて、他の鵜は

休ませる。 

鵜の性格について。鵜は賢い動物なので、嫌なことをされると根に持つ。だから、叩い

たり、怒鳴ったりしてはいけない。また舐められてもダメだ。なので、選ばれた鵜には鵜

飼いが終わると１日１回のエサを与える。しかし、１日のリズムを覚えてくると、さぼる

鵜がでてくる。そういう鵜が、お盆を過ぎに現れるので、エサを減らすなどして対処して

いるそうだ。 

鵜飼いの種類には、昼にやるか夜にやるか、徒歩か船か、つなぎか放ちかなど、さまざ

まな種類がある。例えば、山梨県の笛吹川と和歌山県の有田川では、徒歩(かち)鵜飼いをし

ていた。 

今回、京都のフィールドワークをしてみて、宇治市では、鵜飼いにたいへん力を入れて

いることがわかった。また、澤木さんの講義を聞いたことにより、京都の宇治市は、抹茶

だけでなく、鵜飼いも全国的に有名であることに気づくことができてよかった（写真 1-5）。 

 

写真 1-5 講演が終わって。立命館宇治高校にて。撮影：2017年 7月 16日。 
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また、抹茶料理や鵜飼いなど、現地に行って初めて知ることもあった。事前調査でイン

ターネットや本などで調べてから現地にゆくと、行く前に調べたこととは違ったものが見

えてきたし、その上で、現地の人に話を聞いてみると、知識がさらに深まることがわかっ

た。この先、フィールドワークをする時、宇治=抹茶のように誰でも知っているイメージだ

けでその地域を見るのではなく、ウッティーのように知る人ぞ知る文化に触れることが、

観光学を学ぶ上で大事だと思った。 

 

  



15 

 

第 2部：源氏物語と宇治川の流れ 

 

 源氏物語で宇治が登場するのは、最後である。源氏物語は後半にゆくにつれ、重い話に

なる。この世のさまざまな矛盾や苦悩が中盤過ぎる頃からだんだんと展開し、最後の宇治

十帖でクライマックスを迎える。若い頃は何をやっても完璧と言われた光源氏に愛された

女性たちが、年とともに苦悩を重ねてゆく。そして、その苦悩は光源氏のようには完璧に

なれない子や孫の代にまで引き継がれてゆく。 

宇治の源氏物語ミュージアムでは、この宇治十帖の部分だけを紹介している。はたして

学生にどこまで理解できるのだろうか。ままならなない人生に翻弄される登場人物に学生

は共感できるのだろうか。「源氏物語は女が尼になる話」と瀬戸内寂聴さんは言った。だが、

尼になることが世の中に抗して主体的に生きる姿であるといわれても、学生はピンと来る

のだろうか。かつての私のように、若者は光源氏が夜な夜な女性たちのもとに通ってゆく

所にしか興味を持てないのではないか。そんな心配をしていた。 

ところが、博物館の映像を見終わった後に学生に感想を聞くと、男子学生は「匂宮はク

ソだ」「薫もクソだ」というのである。女子学生に至っては「（浮舟の）脇が甘いのは隙が

ある証拠」と手厳しい。彼らが当時の時代背景をどこまでわかっているのかは、あやしい

ものである。だが、大事な所はちゃんと理解しているようで、安心した（渡辺和之）。 

 
写真 2-1 宇治橋にて。撮影：2017年 12月 10日。 
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平等院鳳凰堂と源氏物語ミュージアム 

 

                           国際観光学部 1年 田中水菜 

 2017 年 12 月 10 日に宇治フィールドワークを行った。今回のフィールドワークで特に興

味を持った平等院鳳凰堂と源氏物語ミュージアムについて感想を述べる。 

初めに平等院鳳凰堂に向かった。平等院鳳凰堂へは京阪宇治駅から宇治橋を渡り、食事

処や土産販売店が立ち並ぶ平等院表参道を見てまわった。拝観時のパンフレットによると、

平等院は 1052年関白藤原頼通により、父道長の別荘を寺院に改め、創建された。翌年、阿

弥陀如来を安置する阿弥陀堂が建立され、現在では鳳凰堂と呼ばれている。敷地内にある

鳳翔館は平等院に関する展示物が展示されている博物館である。国宝の雲中供養菩薩像 52

躯のうち 26躯が鳳翔館に展示されている。いずれの菩薩たちも雲に乗り、様々な楽器を奏

で舞うなど、伸び伸びと繊細に彫り上げられているとの記載があった（平等院 2017）。韻を

付けて念仏を唱えたり、木魚を叩いたり、菩薩が楽器を持っていることを考えると、成仏

するためには音が必要であるのかと思った。 

鵜小屋を見に行き、昼食を終えて、源氏物語ミュージアムに向かった。道中で宇治神社

と宇治上神社を見学した。源氏物語ミュージアムは宇治上神社から尐し歩いたところにあ

る。観光案内所でもらった『京都 宇治：時を超えて、今も昔も』によると、源氏物語は紫

式部が平安時代半ばに書いた長編物語である。全編 54 帖のうち 41 帖までは光源氏を主人

公にし、宮廷での恋愛と光源氏にしのびよる人生の影を描いたものである。45帖から 54帖

までの 10 帖は二人の男性（光源氏の息子の薫と孫の匂宮）と三人の姫君（大君、中の君、

浮舟）の悲しい恋愛話である。最後の 10 帖の舞台となったところが宇治であるため、「宇

治十帖」と呼ばれている(宇治市商工観光課 2017) (注１)。 

ミュージアムには源氏物語にまつわる様々な展示があり、宇治橋を模した通路や昔使わ

れていたお香のテスターなど工夫があった。また、20 分のオリジナル映画が上映されてお

り、「浮舟」と「橋姫」の話が紹介されている。私たちが見たのは「浮舟」で、高校の授業

で習った物語だったが、理解しやすく良かった。ミュージアムを出て宇治を歩くと、ミュ

ージアムで知ったことがはっきり理解できて面白かった。 

 今回、フィールドワークの際には、ちゃんと目的をもって行動するべきだと感じた。本

来 12 月 10 日の目的は鵜飼いだったが、時期ではないこともあり、鵜飼いについてはあま

り時間を取れなかった。フィールドワークの目的に沿った事前学習が必要だと感じた。 

 

注 

(1) 本文がない 41帖の「幻」の次に、42帖から 44帖まで「匂宮」「紅梅」「竹河」の匂宮三

帖が続き、45帖の「橋姫」から 54帖の「夢の浮橋」までが宇治十帖となる。 

 

文献 
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平等院 2017「平等院（拝観時のパンフレット）」平等院

（https://www.byodoin.or.jp/common/pdf/pamphlet-ja.pdfでも閲覧可：最終閲覧日：2018

年 7 月 19 日） 

宇治市商工観光課 2017『京都 宇治：時を超えて、今も昔も』宇治市役所・宇治市観光協会

（https://www.city.uji.kyoto.jp/0000003935.html でも閲覧可：最終閲覧日：2018 年 7

月 19 日） 

 

 

写真 2-2 平等院鳳凰堂。撮影：2017年 7月 16日。  
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源氏物語ミュージアムを見学して 

 

国際観光学部 1年 紀平真優 

2017年 12月 10日、私はゼミのフィールドワークで宇治の源氏物語ミュージアムに行っ

た。源氏物語は授業で多尐は物語の内容をつかんでいたものの、具体的な内容までは頭に

入らない部分があった。しかしこのミュージアムでは、源氏物語を人形で再現した 20分ほ

どの動画を見ることができたり、立体の人形で源氏物語を再現した展示物があるなど、あ

まり源氏物語に親しみがない人達でも理解しやすいように工夫が施されてあった。 

私がこの施設で印象に残ったのは、「宇治への道行き」と言って、都から宇治への道のり

を表している通路だ。円を描くような通路で、下を見ると思わず写真を撮りたくなるほど

綺麗にライトアップされている。また、鴨川を渡り山道を越え六地蔵から木幡をぬけると

宇治に着くということを再現している。宇治から都までの道のりは牛車などでいくと６時

間ほどかかったそうだ。この通路には喜撯法師の「わが庵は 都のたつみ しかぞすむ よを

宇治山と ひとは いふなり」という百人一首の歌が書かれていた。高校の頃授業でこの歌

は、「宇治山」と「憂い山」を掛けていて、穏やかに暮らす宇治の人に対して、都で忙しく

働く人からの中傷を皮肉に詠った歌だと教わったことを思い出した。この歌のように、京

都から宇治への道は平安時代には暮らしの差がでるほど遠かったということなのかと、私

なりに考えた。 

 このミュージアムでは、源氏物語と宇治川や宇治上神社などを絡めて説明していた。私

達は源氏物語ミュージアムに行く前に宇治川や宇治上神社に立ち寄ったので、このミュー

ジアムに行った後に寄れたら、今回とは異なる視点で見学できたのだろうなと思った（写

真 2-3と 2-4）。また、ミュージアム内の展示板には、「紫式部は平安貴族たちにとって身近

な場所であった宇治を舞台にすることで、物語という虚構の世界に臨場感を与えていて、

京都を公的な建前の舞台とするなら、宇治は貴族たちの本音の世界として捉え、紫式部は

優雅さと憂愁をあわせもつ宇治を舞台に、男と女のこころの葛藤を美しくはかなく、描い

ています」と書かれていた。上で書いた百人一首の詩のように、平安貴族は宇治に憧れを

もっていたことが伺える。 

 また、藤原道長と源氏物語の関りについても書かれていた。「藤原道長は源氏物語の完成

を楽しみにしていて、紫式部が隠し置いていた物語の草稿を持ち出すこともあった」とい

う。こうした教科書を読んだだけでは分からない情報も、読みやすく紹介されていた。 

 このように宇治の源氏物語ミュージアムは、さまざまな視点から分かりやすく興味を示

しやすい形で源氏物語を再現していた。今までは物語といった形でしか源氏物語を見るこ

としかなかったけど、こうして当時の時代背景を知るのもおもしろいと感じた。また、宇

治川の景色が美しかったので、次回はゆっくり歩いてみたい。 
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写真 2-3 宇治神社の智恵の輪。くぐると学問が成就する。撮影：2017年 12月 10日。 

 

 

写真 2-4 宇治上神社。撮影：2017年 12月 10日。 
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宇治川の歴史 

 

国際観光学部 1年 陶山達也 

  2017年 12月 10日、初めて京都の宇治という街を私は訪れた。当日、電車から降りて尐

し歩くと、今までみたことのない神妙な景観が目に飛び込んできた（写真 2-5）。この景観

の空気を感じて、宇治川にはどのような歴史があるのか、調べてみることにした。 

  まず、宇治橋の畔にあった案内板によると、宇治川は、京都防衛上の要衝であったため、

幾度となくこの川を挟み、数々の戦が行われてきたとのことである（写真 2-6）。なかでも、

「平家物語」に出てくる木曽義仲と源義経の両軍で交わされた戦闘は、宇治川史上最も歴

史に残る戦であった。この話は、現在でも古典の授業で使用されているので、私も習った

ことがある。 

  また、現地の方とお話しする機会があり、その方から「宇治川」は京都の宇治のみに流

れているのではなく、他に 4箇所の土地で流れているということを教えてもらった。これ

を知ったとき、正直とても驚いた。日本全国に同じ名前の川が 5ヶ所あるというのは、知

らない方が多いのではないか(1)。この 5ヶ所の「宇治川」のうち、京都に流れる宇治川は、

あの有名な豊臣秀吉が伏見城築城をするために様々な建築資材を運ぶために、わざわざ改

修工事を行った川だという。これにより、川の近くには宿屋、問屋、酒蔵などが立てられ、

宇治の街の発展にも繋がった。この宇治川の改修が行われた伏見は、宇治の街からは尐し

離れるが、京阪の中書島駅から北へ 3分歩いた川沿いにある。自分がこの場所を訪れた時、

昔の文化のみの空気に触れることができ、とてもいい経験となった。 

 今回のフィールドワークを通じて、宇治のような昔ながらの街を決して壊してはいけな

いと感じた。昔の人が引き継いできた、日本ならではの綺麗な景観を保つために、我々の

ような若者が、もっと東京や大阪のような都会だけではなく、地方に目をやり興味を持つ

ことが必要だと思った。 

 

注 

(1) 他の４つの宇治川は、兵庫県神戸市、島根県益田市、島根県雲南市、高知県吾川郡を流

れている。 
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写真 2-5 宇治川の流れ。撮影:2017年 7月 16日。 

 

 

写真 2-6 宇治橋の観光案内板。撮影 2018年７月 30日。 
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伏見稲荷大社 

 

国際観光学部 1年 藤田圭吾 

 2017年 12月 10日、宇治フィールドワークの帰り道に、私は以前から行ってみたかった

伏見稲荷大社（以下稲荷大社）へと足を運んでみた。稲荷大社は言わずと知れた観光名所

であり、京都府内では最も有名な観光地の１つである（写真 2-7）。2011年には御鎮座 1300

年を迎え、全国にある“お稲荷さん”の総本宮である（注１）。交通のアクセスは電車であ

ればいたってシンプルで、JR奈良線の稲荷駅の改札を出ると、すぐ稲荷大社である。そこ

から坂道を上ると大きな社が見える。 

自分が訪れた時間はちょうど観光客が帰っていく夕方の時間帯だったが、それでも人は

多かったように感じる。日本人以外の姿も多く見受けられ、人気を感じることができた。 

せっかくなので、稲荷山を登ってみることにしたのだが、これが思ったよりもきつかっ

た。山道はきれいに整備された石の階段が続いており、登りやすくはあったのだが、なか

なか長い道のりであった。登り切った時にはすっかり日も暮れ、夜になっていた。達成感

を感じながら、もと来た道を帰る途中に一度足を止めた。そこからは京都のきれいな夜景

が一望できたのだ。ふと顔を上げ見渡すと、同じように眺める人が多くいた。この夜景を

見るのが目的の人もいるようだった。 

今回の目的は夜景ではなかったにしろ、とてもいい経験になったと思う。次は夜景目的

で訪れるのも悪くないだろう。山道は長く、あまり歩くのが得意でない人にはおすすめは

できないが、その後に見る景色のために歩くのもいい気分転換になるだろう。それに忘れ

てはいけないのは、道中には有名な千本鳥居もあるため、退屈はしないだろう。 

 

注 

(1)伏見稲荷大社ホームページ http://inari.jp/about/（最終閲覧日：2018年 6月 29日） 

 
写真 2-7 伏見稲荷大社。撮影：藤田圭吾。2017年 12月 10日。 
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第３部：宇治で抹茶尽くし 

 

 最近の学生たちと接していて気付いたことがある。彼らはフィールドワーク中もスマホ

に目をやり、ガイドブックや観光パンフレットをまったく見ないのである。ガイドブック

も、昔に比べると、ビジュアルでおしゃれになったし、観光パンフレットも、地元の観光

協会がかなり力を入れて作っている。観光パンフレットをひとそろい集めてくれば、レポ

ートが書けるくらい、内容は充実している。にもかかわらず、学生たちは紙のものには見

向きもしない。まったくもって、もったいない話である。 

 「では、君らはどうやって観光情報を入手するのか」と女子学生に聞くと、「SNS やイン

スタ」だという。なかでもよく参考にするのが、「インスタグラムのハッシュタグ」なのだ

そうである。「たとえば」と、学生はスマホを見せながら、私に説明をはじめる。「宇治 ラ

ンチ」と入力すると、肉料理の写真がたくさん出てくる。「宇治 カフェ」で検索すると、

さまざまな抹茶スイーツが出てくる（閲覧日：2018 年 6 月 28 日）。そうして気に入った写

真をタップすると、いろいろな情報があらわれる。店の名前、住所はもとより、「いいね」

の数、行って食べた人の感想などを見ることができる。店の雰囲気がわかる写真や、店の

待ち時間までわかる。なかには、外国人の書いた英語の記事もある。こうして、写真を見

ることで、「気になった場所を見つけて、行きたいところを決める」のだという。まるで食

べ物屋を見つけるような感覚で、学生たちは観光情報を探すのである。 

 せっかくプロの人が観光情報をうまくまとめているので、見てみたらどうかと思う。だ

が、そう学生に言うと、「先生もインスタを開設してみたら」と言われてしまった。たしか

に写真にキャプションを付けるだけの作業である。作ろうと思えば、短時間で作れなくも

ない。もっと詳しいことが知りたい人には、プロの作った観光情報を、リンクに貼ってお

いてあげればよい。そういう、見る方も作る方も気軽に作れて、見栄えのするものが、今

や観光の入口になりつつあるのである。 

 ともあれ、そんなインスタ時代に育つ学生たちの食べ歩きを、次に紹介したい。彼女た

ちは、たくさんの写真のなかから、どんな雰囲気のものを探しあてたのか。また、実際に

宇治の町を歩いてみることで、何を見つけ、何を食べ、何を写真に納めたのか。彼女たち

の書いた文章から、昨今の学生の世界観を、感じとって頂ければと思う（渡辺和之）。 
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写真 3-1 抹茶スイーツに胸をときめかせるゼミ生。撮影：2017年 12月 26日。 

 

 

写真 3-2 茶そばに胸をときめかせるゼミ生。撮影：2017年 12月 10日。 
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抹茶尽くしの 1日 

 

国際観光学部 1 年 柳瀬理瑚 

京都の宇治でフィールドワークをすることになった。きっかけは、渡辺ゼミには抹茶好

きな子が多く、先生がそれを知り「京都で抹茶巡りをしようか」とおっしゃったことから

始まった。 私も抹茶が大好きな 1 人なので、このフィールドワークは楽しみだった。今回

は、2017 年 12 月 26 日に抹茶の本場である宇治で食べた物を紹介する。 

まず、宇治商工会議所の小山茂樹副会頭がしてくださったお茶の話を聞き終えてから、

昼ご飯に抹茶蕎麦を食べに行った。お店を探しながら歩いていると、半額の文字が目に入

り、茶願寿カフェに入ることになった。そこは、決められた時間帯に決められた商品を半

額で食べることができるサービスを行っているお店だった。私が食べた天ぷら抹茶そばは、

440 円というお得な値段で食べることができた。そして、初めて食べた抹茶蕎麦は、見た目

は色鮮やかな麺で、抹茶蕎麦の香りとともに、美味しく頂いた（写真 3-3）。しかし、私は

麺にも抹茶の味がすると思っていたので、その点では自分の思っていたものとは違った。 

 

 

写真 3-3 天ぷら抹茶そば。撮影：柳瀬理瑚。2018年 12月 26日。 

 

次に平等院鳳凰堂に向かっていると、抹茶饅頭と肉まんを売っていた（写真 3-4）。年齢

層が高い女性 2 人に「美味しいよー」と勧誘され、食べたくてたまらなくなり、みんなで

発狂していると、SA(Student Assistant)のＨさんと渡辺先生が買ってくれた。私が食べた

のは、もちろん抹茶饅頭だ。皮は尐しパサついていたが、中はトロッとした抹茶の餡子が

入っていて、美味しかった。ちなみに、肉まんは、柴漬けと牛肉が入っていた。食べ始め

は中華まんの感じだが、後味は和風で、こちらも美味しかったと、食べた友人が言ってい

た。 
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写真 3-4 抹茶饅頭と肉まん。撮影：柳瀬理瑚。2018年 12月 26日。 

 

最後に、「みんなで抹茶スイーツを食べて帰ろう」と言って、入ったお店が Gochio Cafe

（伍町カフェ）だ。お店の前に、抹茶×獺祭（だっさい）アイスのスイーツが看板に出され

ていた。私は獺祭というお酒の名前を知っていた。どんな味がするのか気になったのと、

その外観に一目惚れをしたので、そのアイスを注文した（写真 3-5）。私が想像していた獺

祭の味は辛口だった。だが、実際は獺祭とアイスのまろやかな甘みが、抹茶の尐しあるに

がみとマッチしていて、上品な味でとても美味しかった。 

 

 

写真 3-5 抹茶×獺祭アイス。撮影：柳瀬理瑚。2018年 12月 26日。 
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この他にも、Gochio Cafe には、たくさんのメニューがあった。渡辺ゼミのみんなは、抹

茶クレープ、ほうじ茶クレープ、抹茶ラテ、ほうじ茶ラテ、フレンチトーストなどを頼ん

でいた。意外とみんなの食べたい物が被っていないことに私は驚いた。 

抹茶の餃子や抹茶のたこ焼き、抹茶のソフトクリームなど、私は、もっとたくさんの抹

茶を使った食べ物を楽しみたかった。解散してから何人かでいろいろと食べに行こうと話

し合っていた。だが、フィールドワークに行った日はものすごく寒かったので、みんなも

う帰ろうとなってしまった。春になったら、宇治を訪れ、抹茶尽くしを楽しむつもりだ。

また、宇治市観光協会の茶室で本場の抹茶を体験したかったが、当日は年末の休みでやっ

ていなかった。ちゃんと調べてから行けばよかったと思った。 

大阪フィールドワークに続き、宇治フィールドワークも 2 班に分かれて行くことになっ

た。尐し残念な気持ちもあったが、それぞれ楽しむことができたので良かったと思った。 
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宇治で食べ歩き 

 

国際観光学部 1年 吉川未来 

私たち渡辺ゼミは２グループに分かれて宇治にフィールドワークに行った。私のグルー

プは 2017年 12月 10 日に平等院鳳凰堂と源氏物語ミュージアムを見学し、宇治の食べ物を

食べ歩きをした。今回はその時の食べ物について紹介したい。 

 まず、初めに宇治平等院の表参道終点辺りにある“川文”というお店に入った。お蕎麦

を中心にうどんや丼もののセットメニューが豊富にあった。その中でも宇治と言ったら抹

茶のイメージがあったので、私は抹茶そばを頼んだ。抹茶そばはとても色鮮やかな緑色を

していた。尐し抹茶の風味も感じることができ、大変食べやすく美味しかった。 

 次に、稲房安兼（いなふさやすかね）の茶団子をいただいた。こちらのお店も平等院の

表参道の比較的見つけやすい場所にお店がある。30個入りで 440円という手頃なお値段に

も関わらず、食感はとてもモチモチしていて、抹茶の風味も良く、濃厚で美味しい。みん

なでペロリと完食した。 

 続いてもまた、平等院の商店街を歩いていると TVでも紹介された“丸吉”というお店の

三色団子が目に入った。誘惑に負けてしまい、思わずそちらを購入した。一本 130円で、

ここの三色団子は、煎茶・抹茶・ほうじ茶と一度に 3つの味が味わえる一品となっている。

どれもとても色が美しく、モチモチで、風味が香り、美味しかった。なかでも、ほうじ茶

が私の一番好みの味だった。 

 最後に、またまた平等院の表参道にある“田中九商店”のお店で、抹茶餃子というもの

をいただいた。こちらは餃子の皮に抹茶が練り込まれていて、抹茶塩で食べる宇治ならで

はの一品だ。抹茶餃子という名前なので、抹茶の風味が強いのかなと思ったが、そこまで

抹茶・抹茶していなかった。抹茶塩につけて食べると風味が広がり、美味しかった。他に

も抹茶ラーメンといった気になるメニューもあった。今度また行く機会があれば食べてみ

たい。 

 今回、宇治にフィールドワークに行って思ったことは、やはり宇治は抹茶というイメー

ジ通りだった。どこを歩いても抹茶が目に入ってくるという印象を受け、抹茶好きにはた

まらない場所だと感じた。また、街並みもどこか心が落ち着く雰囲気だった。素晴らしい

土地だったので、またプライべートでも訪れたい。 
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写真 3-6 宇治で食べ歩き。撮影：2017年 12月 10日。 
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宇治で「インスタ映え」 

 

国際観光学部 1年 榎本理沙 

2017年 12月 10日のフィールドワークでは、京都の宇治に行った。今回のフィールドワ

ークでは、まず平等院鳳凰堂と鵜小屋を見学し、次に宇治市源氏物語ミュージアムへ行っ

て、歴史を感じてきた。また、宇治に着いてすぐに、食べ歩きを開始した。宇治はお茶の

生産地というだけあって、お茶屋さんも多く、お茶を使った食べ物が沢山あった。その中

でも特に美味しくて、今流行りの「インスタ映え」する食べ物を紹介する。 

まず１つ目は川文というお店の“抹茶そば”である（写真 3-7）。お店は平等院鳳凰堂へ

と続く平等院商店街の終点辺り、平等院鳳凰堂から一番近い場所にある。宇治に来たら抹

茶そばを食べたいと思っていたので、昼ご飯を食べるのに入った。抹茶そばは思っていた

よりもお茶の香りがしつこくなかったので、食べやすく美味しかった。また、お店の二階

では平等院の緑が見えるので、抹茶そばを食べるには持ってこいの場所である。 

写真 3-7 抹茶そば（川文）。撮影：榎本理沙。2018年 12月 10日。 

 

 ２つ目は稲房安兼というお店の“茶だんご”である（写真 3-8）。お店は平等院商店街の

中ほどにあり、享保 2年（1717年）創業の老舗である。茶だんごは大正時代から続くもの

なのだそうだ。味は、最初口にしたときはほんのりお茶の風味を感じる程度だが、時間が

経つにつれてお茶の香りが広がって美味しかった。また、歯ごたえも柔らかすぎず、硬す

ぎず、モチモチで食べやすかった。 
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写真 3-8 茶だんご（稲房安兼）。撮影：榎本理沙。2018年 12月 10日。 

 

 ３つ目は田中九商店というお店の“抹茶餃子”である（写真 3-9）。お店は平等院商店街

の中ほど、先に紹介した稲房安兼の隣にある。“抹茶餃子”というネーミングと見た目に惹

かれて買った。抹茶塩をつけて食べた。味は見た目ほど「抹茶！」ということはなく、ほ

んのりお茶の香りがする程度で、食べやすく美味しかった。 

 

写真 3-9 抹茶餃子（田中九商店）。撮影：榎本理沙。2018年 12月 10日。  
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 そして４つ目は憩和井というカフェの“抹茶ソフトクリーム”である（写真 3-10）。行く

前から Instagramで見つけて、宇治に行ったら絶対食べようと思っていた抹茶スイーツな

ので、食べるのが楽しみだった。ソフトクリームの上にふんだんに抹茶パウダーがかかっ

ていて、見た目通り、抹茶の味が濃厚で、すごく美味しかった。 

 

写真 3-10 抹茶ソフトクリーム（憩和井カフェ）。撮影：榎本理沙。2018年 12月 10日。 

 

 最後に、宇治は今回が初めてだった。自宅の最寄り駅から一本でいけるのに、今まで一

回も行ったことがなかった。フィールドワークということで、レポートに使える写真が撮

れたらいいなと思い、一眼レフや goproを持って行った。景色から食べ物まで何もかも写

真映えする場所だったので、思わず沢山シャッターを切った。外国人観光客が多いのも納

得の場所だった。フィールドワークで回れる時間や場所が限られていたので、今度行くと

きにはもっと色々まわって、宇治の更なる魅力を見つけ、紹介したい。今回のフィールド

ワークでも沢山のことを学び、楽しむことができた。 
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第４部：宇治でお茶の歴史を学ぶ 

 

宇治は、観光地として、見てよし、撮ってよし、食べてよし、飲んでもよしである。学

生は、昼は茶そば、食後に抹茶アイス、歩きながら茶団子や抹茶饅頭、3 時のおやつにはカ

フェで抹茶パフェや抹茶ケーキと、１日中、抹茶尽くしを経験した。残念ながら、抹茶そ

のものを飲むことはできなかった。抹茶を気軽に飲める宇治市営の茶室が年末年始で休み

だったためである。 

かくして学生の撮った写真は抹茶色に染まった。だが、そもそも宇治はなぜ茶色ではな

く、抹茶色なのだろうか。つまり、番茶やほうじ茶など茶色のお茶ではなく、玉露や抹茶

など緑色のお茶の産地なのだろうか。 

私が学生を宇治に連れてきたのは、ひとえにこの謎を解いてもらいたかったからである。

さいわい、宇治商工会議所の小山茂樹副会頭に宇治の茶業の歴史を学生にもわかりやすく

お話していただく機会に恵まれた。スイーツを入口に宇治の茶業の歴史を知ってゆくと、

宇治の懐の深さが見えてくる。そして、宇治をはじめとする日本の茶業の抱える問題も見

えてくるだろう（渡辺和之）。 

 

 

写真 4-1 小山茂樹副会頭のお話を伺って。撮影：2017年 12月 26日。宇治商工会議所。 
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宇治のお茶のイメージ 

 

国際観光学部 1 年 中島和香 

2017 年 12 月 26 日に宇治にフィールドワークへ行った。宇治商工会議所で、宇治茶伝道

師である小山茂樹さんに宇治茶についての話を聞くためだ。私たちも事前にお茶について

は尐しは学んでいった。だが、実際に話を聞いてみると、お茶のことを想像以上に深く知

ることができた。 

まず、宇治商工会議所に着いて、話を聞く前に宇治茶をいただいた。普段、私は緑茶を

めったに飲まないため、飲むことができるか尐し不安だった。緑茶は、麦茶やウーロン茶

に比べて苦みが強く、特に後味で残る苦みが苦手だったからだ。しかし、宇治でいただい

たお茶は、苦みもあるのに後味はさっぱりとしていて、飲みやすく、とても美味しかった。 

茶は、健康長寿の妙薬と言われていて、茶道を楽しむ女性はいつまでも若々しく元気と

呼ばれるほどだ。茶を飲んで、健康で 108歳 “茶寿の祝い”を迎えましょうとも言われて

いるそうだ。宇治には坂道や細い道も多く見られた。宇治で見かけたお年寄りの方が元気

に歩かれていたのは、宇治の緑茶の効果なのではないかと思った。 

私が話を聞いて１番おどろいたのが、宇治には茶畑がもうほとんど残っていないという

ことだ。宇治にはたくさんの茶畑が広がっているイメージがあり、今では茶畑があまりな

いことを知って驚いた人も多いだろう。現在は宇治には茶畑 80ヘクタールしかないそうで、

今まであった茶畑のほとんどが住宅に変わったそうだ。さらに農業を離れる若者が増えて

いることも問題だ。 

今回、小山さんには、「宇治のお茶」に対するイメージが「抹茶スイーツ」になってしま

っていることについても、話して頂いた。お茶には、抹茶以外にも煎茶などたくさんの種

類や飲み方がある。しかし、現在、空前の抹茶ブームということもあり、「宇治＝抹茶」と

いうイメージになってきており、実際に宇治にも抹茶スイーツのお店が多く見られた。私

も話をしていただくまでは、抹茶のイメージしかなかった。しかし、出してもらったお茶

を飲んだり、宇治茶の歴史や作り方などを聞いたりして、スイーツや食べ物としてだけで

なく、お茶を飲み物として飲んでみたいと思った。 

私は京都に住んでいるので、宇治茶や抹茶の食べ物を見かけることが多い。これからは、

抹茶スイーツとしてだけではなく、茶葉について詳しく見たりするなど、視点を変えて生

活していきたいと思う。 
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800年にわたる日本茶のふるさと 

 

                           国際観光学部 1年 石光日向 

私は抹茶が大好きだ。抹茶やお茶について知りたい。そんなきっかけから、抹茶を代表

とする宇治に行き、はじめて抹茶でスイーツを作ろうと提案した、宇治商工会議所の副会

頭の小山茂樹さんにお話を伺いに行った。小山さんは、宇治にお茶が伝わる歴史と現状に

ついて、深く語ってくれた。 

 お茶が産まれたのは中国の雲南地方から東南アジアの山岳地帯にかけてである。日本に

伝わった例として、小山さんに頂いた資料には、鎌倉時代に中国より伝えられたお茶の栽

培法を、明恵上人（みょうえしょうにん）が宇治の里人に伝授して以来、約 800 年間にわ

たり「日本茶のふるさと」として、日本のお茶文化を支えてきたと書かれている。宇治に

は宇治川があり、宇治川の川霧がお茶の栽培に適していたという。鎌倉時代初期、栄西禅

師（ようさいぜんじ）が伝えた宋風の喫茶法である抹茶法を、日本では 800年続けている。

中国にはもうこの宋風の抹茶法はなく、これが日本のお茶 800 年のルーツになった。織田

信長、豊臣秀吉、徳川家康ら、天下人によって引き立てられながら、宇治のお茶は、品質

の向上、生産の拡大によって、露地で栽培する煎茶、茶園に覆いをかける抹茶や玉露を生

み出した。 

 お茶は山火事があっても一番に芽を吹くほど強く、健康に良いと言われている。中国で

は元々、お茶を薬として使っていたそうだ。茶を飲み続けていると、肌は白く、髪は黒く

なり、性格は明るく元気になると言われている。これは科学的に証明されているそうだ。 

 宇治の現状はあまり良いものではない。抹茶スイーツが目的の観光客は多いのになぜだ

ろうか。宇治に行って周りを見渡しても、想像していたような緑の茶畑はあまりない。 

 小山さんのお話によると、毎年 1 回日本茶サミットが開かれているが、このお茶サミッ

トに参加する条件として、茶畑が 100 ヘクタールないと参加できない。ところが今の宇治

には 80ヘクタールしかもうない。でも、お茶のふるさとといわれている宇治を日本茶サミ

ットから外す訳にもいかず、サミットへの参加条件を約 100 ヘクタールとして、ギリギリ

宇治も参加できている状況にある。これは日本人の農業離れが 1 番関係しているように思

われる。また、本場のお手前用の宇治抹茶を作る量も減り、高価なものになった。 

世間では、抹茶スイーツの流行により、抹茶スイーツ用の抹茶ばかりを作っているそう

だ。もっと、お茶や、本場のお手前用の抹茶を知ってもらうためには、宇治の歴史や、お

茶の歴史について、詳しく知ってもらえる観光が必要だと、小山さんはおっしゃっていま

した。 

お茶について、こんなに深いお話を聞いたのは初めてだった。お話を聞いた時はすぐに

でも宇治の本場の抹茶が飲みたくなった。また、私が観光計画を立てる場合には、この宇

治の歴史やお茶の文化についていろんな人に知ってもらえるような観光計画を立てたいと

思った。 
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第５部 宇治の茶業と商店街 

 

お茶はモンスーン・アジアを代表する作物である。その起源地は、ゴールデン・トライ

アングルと呼ばれる地域で、中国の雲南省から東南アジア大陸部を経て東部ヒマラヤに至

る山岳地帯である。モンスーンとは、毎年 6月頃からインド洋から吹く湿った空気が、ヒ

マラヤ山脈にぶつかって降る雤のことで、日本では梅雤と呼ばれている。お茶の栽培地の

多くは、このモンスーンの雤の恵みを受ける地域、すなわち日本から東部ヒマラヤに至る

モンスーン・アジアに集中している。 

お茶の日本史を考える上で、お茶と世界の関わりを抜きに語ることは難しい。そもそも

現在あるお茶の多くは中国から伝来したものである。紅茶や烏龍茶も、明治以降、海外か

らもたらされた。現在、日本にあるお茶は、日本人の口にあうように改良され、受け継が

れたものである。鎌倉時代に栄西禅師が中国から伝えた抹茶は、覆いをしないで栽培する

点が現在と違う。そもそも当時、抹茶を飲んでいた中国の庶民は、現在では緑茶を飲んで

いても、抹茶は飲んでいない。宇治に来た中国人観光客は、抹茶は渋いといいながら、抹

茶スイーツはおいしいと食べている。お茶は、現在でも、世界各地との関わりのなかで、

独自の進化を続けている。 

お茶にはさまざまな種類がある。緑茶に限定しても、抹茶、玉露、煎茶、番茶、ほうじ

茶などがある。それらの違いを、われわれは日常的に見た目や味では知っているが、その

作り方の違いをきちんと説明できる人はそう多くない。だが、この製法の違いを学ぶこと

こそが、宇治の茶業を理解するための第 1歩となる。 

第５部は、宇治の茶業について、フィールドワークで得たデータを報告する。現地に行

く前に勉強した緑茶の種類や歴史、当日小山茂樹副会頭からうかがった話や、教えていた

だいた茶業統計、また学生がおこなった商店街のマッピング作業などを整理した（渡辺和

之）。 
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写真 5-1 宇治茶発祥伝説「駒の足蹄」の記念碑。碑文は大正 15年に宇治郡茶業組合によ

って作られた。撮影:2018 年 7月 27日。 
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緑茶の基礎知識 

 

                          国際観光学部教員 渡辺和之 

 宇治のフィールドワークをおこなうにあたり、緑茶についての最低限の知識が必要と考

え、緑茶について学んで行った。このレポートでは、大森正司（著）『お茶の科学』（講談

社ブルーバックス）のなかから、緑茶の種類や淹（い）れ方についてメモした。宇治を訪

れる際には本書を読んでゆくと、お茶に関する理解が深まり、楽しさが倍増する。 

 

お茶の学名と品種 

お茶の木の学名はカメリア・シネシス(Camellia sinesis)である。ツバキ科カメリア属

で、ツバキの仲間である。お茶の生育には、温暖で年間降水量が 1300-1500mm 以上必要で

あり、弱酸性の土壌がよい。カメリア属のなかでお茶に使われる品種は、中国種とアッサ

ム種である。日本で緑茶として飲むのは中国種であり、アッサム種はミルクティーなどの

一部紅茶に使われる(大森 2017:16-18)。 

 

お茶の栽培地と消費地 

 世界の国々のなかでもっとも多くお茶を栽培しているのが中国である。世界のお茶の生

産量 517万トンのうち、40.5％を占める。2位はインド(23.2%)、3位はケニア(8.6%)、4位

はタンザニア(7.0%)、5 位はスリランカ(6.5%)である。日本 (1.6%)は、トルコ(2.5%)につ

いで 7位である(前掲書:23)。 

 これに対し、1人当たりのお茶の消費量がもっとも多いのがトルコで、3.18kgである。2

位はアフガニスタン(2.73kg)、3 位はリビア(2.70kg)、4 位はイギリス(1.81kg)、5 位はモ

ロッコ(1.74kg)である。日本(0.91kg)は 19位であり、台湾(1.56kg)、香港(1.38kg)、スリ

ランカ(1.36kg)、中国(1.14kg)にも負けている(前掲書:24)。 

 日本は、お茶をたくさん作っている国なのに、尐なくとも今日に関する限り、日本人は

あまりお茶を飲んでいないのである。 

 

「発酵」の有無 

お茶には、大きく分けると、緑茶、ウーロン茶、紅茶などがある。お茶の世界では、そ

の違いを「発酵」の有無で説明することが多い。ただし、これは、厳密にいうと発酵では

ない。科学的には、「発酵とは微生物が作用することで人間が利用できるようになること」

をさす。お茶の世界でいう「発酵」には微生物は作用していないので、付加発酵とか、酸

化発酵とか、酸化と呼ぶ人がいる（前掲書:25-27）。このレポートでは、さしあたり、「発

酵」と呼んでおこう。緑茶は無「発酵」茶、ウーロン茶は半「発酵」茶、紅茶は「発酵」

茶ということになる。 

茶葉（ちゃよう）を摘んだ後、殺青（さっせい）といって、蒸気をかけて茶葉の酸化酵
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素を止めてしまうと緑茶になる。しかし、揉捻（じゅうねん）といって、摘んだ茶葉を揉

むと、茶葉の酸化酵素がカテキンを酸化して茶色に変色し、紅茶となる。この茶葉を揉ん

でカテキンを酸化させる工程が、お茶の世界でいう「発酵」である。この「発酵」を途中

でやめると、ウーロン茶になる。 

ちなみにお茶のなかにも、微生物の力を借りて発酵させたお茶がある。カビを付けたり、

バクテリアの力を借りて発酵させるのである。前者のカビ付けの方法をするものに、プー

アル茶を代表とする中国の黒茶、富山のバタバタ茶などがある。後者には、徳島の阿波晩

茶がある。これは、漬物のような木桶に入れて密封し、乳酸発酵させたものである。また、

前者と後者の両方の方法を用いるものに、愛媛の石鎚黒茶、高知の碁石茶がある。カビ付

けをして漬け込むことで、発酵によってうまみと酸味が出るのである（前掲書:130-139）。 

 

緑茶の種類 

緑茶には、栽培方法によって、異なる種類のお茶が出来る。緑茶の栽培方法には、大き

く分けて、覆下（おおいした）栽培と露地（ろじ）栽培の２つがある。 

覆下栽培とは、簀子（すのこ）や筵（むしろ）を張って太陽の光を遮るものである。そ

うすることで、お茶の新芽が深い緑色となり、うまみが増す。この栽培方法を用いるもの

に、玉露（ぎょくろ）、かぶせ茶、碾茶（てんちゃ）、抹茶（まっちゃ）がある。 

玉露は、太陽の光を 20日以上遮り、収穫前の新芽を育てたもので、かつその年の新茶の

時期に初めて摘んだ葉だけを使って作った一番茶である。 

かぶせ茶は、太陽の光を 1週間程度遮った一番茶である。 

碾茶は、玉露同様に太陽の光を 20日以上遮って育てた一番茶である。その後、玉露は摘

んだ茶葉を蒸した後に揉むのに対し、碾茶は揉まずに蒸した茶葉を温風で数メートルの高

さで巻き上げ、余分な水分を除いて乾燥させる。 

抹茶は、碾茶を茶臼という石臼で粉にひいたものである。 

 露地栽培とは、茶樹に覆いをかけず、太陽の光を当てて育てるものである。この栽培方

法を用いるものに、煎茶、番茶、ほうじ茶、釜炒り茶などがある。 

煎茶は、新茶の時期に摘んだ一番茶を使い、茶葉を 40 秒程蒸して仕上げたものである。

ちなみに煎茶より長く 2-3 分蒸気をかけて蒸したものを深蒸し煎茶という。茶葉がやわら

かく、細くなるので、茶成分が出やすく、味も水色もよくなる。 

番茶は、二番茶以降の葉を使って作ったものである。一番茶の収穫が 5 月だと、二番茶

は 6 月中旬、三番茶は 7 月下旬、秋冬茶は 9 月以降のものである。収穫時期が遅いので番

茶という。収穫後の製法は、玉露や煎茶と同じであるが、夏の太陽の光を浴びて茶葉は固

くなり、渋みのもとであるカテキンも増える。 

ほうじ茶は、番茶や古くなった煎茶を炒って焙じたものである。炒ることで香ばしい香

りが出るとともに、カフェインが熱で飛んでしまう。このため、夜寝る前にほうじ茶を飲

んでも眠くならない。 
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釜炒り茶は、摘んだ生の茶葉を蒸さずに釜で炒って作るものである。中国の緑茶はほと

んど釜炒り製法をしている。日本では佐賀県のうれしの茶がその代表で、四国の一部にも

釜炒り茶がある（前掲書：28-37）。 

 

おいしいお茶の淹れ方 

 お茶をおいしく淹れるには、必ず沸騰したお湯を使うことが大事である。低温で入れる

お茶の場合でも、さましてから使う。沸騰したお湯をポットにそそぐと、温度は 10度下が

る。それを茶碗に移すとさらに 10度下がる。高温で淹れるお茶の場合、お湯が冷めないよ

うに容器の 8 分目まで熱湯を注ぎ、温めておく。また、急須やポットに入れたお茶は必ず

最後まで注ぎきる。お湯が尐しでも残っていると、茶成分が抽出されて、苦みや雑味が出

る（前掲書：187-188）。 

玉露。低温でじっくり淹れるのがポイントである。急須の湯を湯冷ましに入れるのを繰

り返し、湯の温度を 50-60 度に下げ、急須に茶葉を入れて湯を注ぎ、ふたをして 2 分、二

煎目は 60度のお湯を入れ、１分程淹れる。 

煎茶。一番茶のうまみや甘みを引き出す時には 70度前後の低めのお湯で 2分、深蒸し煎

茶の場合は 1分、渋みや苦みを利かせてさっぱり飲みたい場合は 90度前後の熱めのお湯で

1 分淹れる。二煎目は短く 1分淹れる。 

番茶。大き目の急須を用意し、茶葉もお湯も多めに淹れる。番茶らしい香ばしさを出す

には熱湯を一気に注ぐ。淹れる時間は 1-2 分程度。熱湯を注ぐと渋みや苦みが立ったさわ

やかな味のお茶になる。 

ほうじ茶。番茶同様、熱湯を一気に注ぐ。淹れる時間は 30 秒。1 分まで待つと香気が飛

んでしまう。アイスティーにする場合、グラスに氷をたくさん入れて、香気を逃さないよ

うに一気に冷やす。 

抹茶。茶葉を丸ごと飲めるため、カテキン、アミノ酸、ビタミン ABC が豊富で、健康・

美容効果が注目されている。抹茶の飲み方には「薄茶」と「濃茶」がある。前者は各自で

飲み切るお茶、後者はたっぷりの抹茶を練るように点て、飲むのがポイントである。口当

たりよくおいしく点てるコツは、抹茶がだまにならないよう手早く混ぜることである。だ

まになる場合、あらかじめ茶こしやふるいにかけておく（前掲書：187-196）。 

 

おいしい紅茶の淹れ方 

参考までに紅茶の淹れ方も記しておこう。紅茶はカテキンの渋みが特徴で、緑茶のよう

なうまみはない。おいしく淹れるにはブクブクいうまで沸騰したお湯をすばやくポットに

注ぎ、ポットの中で茶葉を対流させることである。これをジャンピングという。茶葉が対

流によって上下に激しく振動することで、よく茶葉が開き、茶成分がしっかりと出る。温

度の低いお湯で淹れると、ジャンピングが起こらず、茶成分が十分に出なくなる。淹れる

時間は、茶葉の大きいものは 3分程度と長め、小さいものは 2分程度、ティーバックは CTC
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製法になっているので、さらに出やすく、1分でよい（前掲書：199-201）。 

 他にも、本書はお茶の加工法、歴史、栄養、健康・美容効果についても触れており、お

茶を科学的な視点から手っ取り早く知るには格好の本である。関心ある人はぜひ手に取っ

てみることをお勧めする。 

 

文献 

大森正司 2017『お茶の科学』講談社ブルーバックス 
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宇治茶の歴史 

 

国際観光学部教員 渡辺和之 

宇治商工会議所を訪れ、小山茂樹副会頭からお話をうかがった。小山さんは、宇治茶の

歴史をたどりながら、宇治茶の抱える現在の問題まで語ってくれた。以下ではそれをもと

に、帰ってから調べたことを付け加えて報告したい。 

 

お茶の歴史 

お茶の木（茶樹）の原産地は、中国雲南省からタイ、ラオス、ミャンマーの山岳地帯に

またがる、ゴールデン・トライアングルのあたりだと考えられている。日本に伝わったの

は、平安時代初め頃と考えられている。ただし、もともと茶の野生種であるヤマチャの木

が日本に自生しており、山地で暮らす移動民がお茶を飲んでいたのではないかとの説があ

る。これを自生説というが、学会からは根拠がないとみなされている。 

橋本素子氏によると、「自生種なら日本の西南部の照葉樹林帯に茶の木があるはずだが、

これにはなく、もっぱらかつて茶の栽培があったとみられる焼畑地帯か、雑木林地域にし

かない。また、現時点では自生の茶の木は認められていないために、茶は中国大陸から伝

来したものと考えられている」(橋本 2016:11)。この点は松下智氏が日本各地のヤマチャの

自生地を歩いて調査している（松下 1999）。 

だが、小山さんはこうした学説を知ったうえで、「日本人が古くからヤマチャを飲んでい

た方がロマンがあっていい」と、自生説を支持している。また、藤原京から曼荼羅の「荼」

の字を書いた木簡が出土した。これはお茶だったのではないかとの説もある。「そうだとす

れば、定説よりもお茶のはじまりが早くなる」と、小山さんは言う。 

橋本氏によると、文献で確認できる日本最古のお茶は、805年に唐から最澄とともに唐か

ら帰国した弟子の永忠が、815年に嵯峨天皇に茶を献上したものである。また、最澄は空海

のもとから帰らない弟子の泰範に書状と茶を送っている。最澄や永忠の帰国と茶を送った

時間差が 10年もあることから、この間、日本で茶を栽培していたと考えられている。ちな

みにこの時代のお茶は、団茶ではなく、今日の京番茶のように、煮出して飲んでいたと考

えられている(橋本 2016:12-14)。 

 宇治茶のはじまりは、平安時代末期から鎌倉時代初期に起源をもつ。1191 年に宋から帰

国した栄西（ようさい）が、九州平戸の背振山（せふりやま）で育てた茶の種を、明恵（み

ょうえ）に送った。明恵は、住職をしていた京都の栂尾（とがのお）高山寺（こうざんじ）

に茶を植えたが、宇治を訪れた際に、宇治の人に茶の栽培の仕方を伝えたという。明恵は

馬を降り、馬の蹄（ひづめ）の後にお茶の種を播いた。この故事は、宇治では「駒の蹄影」

（こまのあしかげ）と呼ばれ、宇治茶のはじまりとして知られている。明恵がお茶の種を

播いたと伝わる萬福寺（まんぷくじ）の総門前には、明恵の歌として「都賀山乃尾上の茶

の木分植てあとそ生へし駒の蹄影（とがやまの おのうえのちゃのき わけうえて あと
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ぞおふべし こまのあしかげ）」とある。お茶の伝来は、滋賀では最澄、奈良では空海、京

都では明恵と、高僧が伝えたとの伝説ではじまっている点が興味深い(前掲書:53-54)。 

 ちなみに、栄西や明恵が飲んでいたお茶は、碾茶（てんちゃ）を粉末に挽いて飲む抹茶

であった。作り方も、現在、宇治で機械を使わず、手もみで作る方法とまったく同じであ

る。ただし、唯一違うのは、碾茶を栽培する際に収穫前の畑に覆いをして日光を遮らなか

ったことだけである。現在では、抹茶の原料となる碾茶や玉露を作るときには、覆下栽培

といって、お茶のうまみを増すために収穫の 3 週間前から覆いをして日光を遮っている。

だが、この栽培方法は戦国時代末期から江戸時代初期に開発されたものである（前掲書：

46, 116-119）。 

また、萬福寺の建立は、明恵の時代よりもずっとあとの江戸時代初期である。橋本氏に

よると、中世には萬福寺のあたりは近衛家の荘園であった。近衛家には、中世には税の１

つとして茶が納められていたとの記録がある。もともと茶とかかわりの深い場所に萬福寺

が建てられている(前掲書:141)。駒の蹄影の伝説が史料に初めて登場するのは、江戸時代

初期の近衛家の文書であったという。中世ではお茶の産地といえばまず一番に登場するの

が、栂尾であった。宇治が栂尾を抜いて茶の産地のトップに立つのは、戦国時代末から江

戸時代初期にかけてである。ここから、駒の蹄影伝説は、この時期に創造されたものでは

ないかと、橋本氏はいう（前掲書：99-100）。 

 江戸時代になると、徳川将軍家にお茶をおさめるため、宇治から江戸までお茶を運んで

行った。これをお茶壷道中という。ずいずいずっころばしの歌に「茶壷に追われてどっぴ

んしゃん」とある。このように、茶壷が通る時、茶壷に対して非礼があってはならず、宇

治の人は「茶壷に関わるとろくなことがない」ので、「どっぴんしゃん」と戸口を閉めたの

だと、小山さんは言っていた。 

このお茶壷道中を担ったのが宇治茶師である。宇治茶師とは、宇治で茶の取引を幕府か

ら認められた商人のことである。宇治茶師のなかには、御物（ごぶつ）茶師、御袋（おふ

くろ）茶師、御通（おとおり）茶師の 3 種類の茶師がいた。もともとは御物茶師と御通茶

師しかなかった。だが、彼らは 18世紀になる頃から茶師としての体面を保つために借金を

抱えることが多くなり、御袋茶師が加わった。御物茶師の筆頭が茶頭取である。ながらく

上林家がこの勤めを果たしていた（前掲書：128-135）。小山さんによると、現在、「綾鷹」

を作っている店である。ちなみに小山さんの家は幕末に新たに加わった御控（おんひかえ）

茶師だったという。幕末に茶師の監察制度はなくなり、自由に茶の商売ができるようにな

った。それまで小山さんの家は茶の生産に関わる農家であったが、茶の取引に関わる商人

になったのだという。 

江戸に運ばれたお茶壷は、山梨県でひと夏を越す。これはお茶を夏の間、涼しい所に置

いておくことで、新茶特有の青臭さをとって、まろやかにするためであるという。京都御

所に収めるお茶は、京都の愛宕山（あたごやま）にひと夏置いたという。 

 江戸時代は、抹茶以外のお茶が発明された時代でもあった。煎茶は宇治田原町の湯屋谷
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の永谷宗円（ながたにそうえん）が開発し、全国にひろまった。玉露の開発にはいくつか

の説がある。江戸の茶商の山本嘉兵衛が、宇治小倉の茶師木下吉左衛門と玉露の原型とな

る「玉の露」を生み出したとする説がよく知られている（前掲書：145-150）。小山さんに

よると、永谷宗円の家は永谷園、山本嘉兵衛の家は山本山として、現在はお茶漬屋として

よく知られている。また、明治時代初期に、玉の露を改良し、現在の玉露の製法を築いた

のが宇治の辻利右衛門である。こちらは「辻利」である。明治になると、お茶は生糸や瀬

戸物とともに海外にまで輸出された。 

 

宇治の地の利 

小山さんによると、お茶を作るうえで、宇治は地の利に恵まれた場所であった。インド

のダージリンは山霧が出るが、宇治は宇治川の川霧が出る。川が横にあるため、湿気をも

たらし、夜と昼の寒暖の差が大きいのがよい。くわえて肥沃な土がある。多くの野菜はア

ルカリ性の土が良いが、お茶は酸性の土がよい。宇治は都に近く、交通の便がよかった。

当然、戦いも多かったので、米を作ると武士に取られてしまう。その点で換金性の高いお

茶はよかった。平安時代から貴族の別邸もあった。彼らが持っていためずらしいものを、

宇治の人はよく見ており、新しいものを取り入れる気性を持っていた。 

巨椋池（おぐらいけ）があったことも、宇治がお茶の産地として発展するのにおおいに

貢献した。現在ではなくなってしまったが、かつて伏見の南には巨椋池という大きな池が

あった。この池が遊水地として機能していたので、淀川の下流の大阪では洪水にならなか

った。戦国時代以前、巨椋池の東端は現在の宇治川まで来ていた。このため、当時の奈良

へゆく大和街道は巨椋池を迂回するように、京阪宇治線に沿って、伏見から六地蔵を経て

宇治を通っていた。戦国時代にも、宇治の北には槙島城という城が巨椋池のなかの島にあ

り、織田信長に攻め落とされている。ところが、天下統一した豊臣秀吉が伏見城を築城す

る際に太閤堤という堤防を作り、巨椋池と宇治川を切り離した。それでも、江戸時代にな

っても、巨椋池は宇治の近くまで来ており、JR 宇治駅の約 2km 北西に小倉という港があっ

た（林屋 1983:193）。この巨椋池の水運が宇治と京都の物資の運搬を容易にした。宇治のお

茶を京都に運ぶだけではない。お茶を作るためには肥料が必要である。小山さんによると、

現在では、菜種油粕をお茶の肥料にしているが、江戸時代から戦前にかけては、下肥（し

もごえ＝人糞のこと）を枯れ葉と混ぜて堆肥（たいひ）を作っていた。京都のなかでも下

京区の下肥は一番良かったという。よいものを食べているからというのがその理由だそう

である。江戸時代に宇治川を伝って下肥を船で運んでいたことは、宇治市史に記載がある

（林屋・藤岡 1976:209）。 

 

宇治茶の現在 

巨椋池は、昭和 8年から干拓がはじまり、昭和 16年までに水田になった。小山さんによ

ると、戦後、宇治の茶畑は尐なくなった。その要因の１つが宅地開発である。宇治は電車
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で京都まで 20分、大阪にも 1時間でゆける。このため、茶畑が都市化で住宅地に変わって

しまった。もう１つの要因が税金である。後継者が農業を続ければ、税制上の優遇措置を

受けられるが、後継者が農業をやめてしまうと、相続税や固定資産税が払えなくなり、お

茶畑を売ってしまうことが多いという。 

昭和 39 年はお茶の生産量が最大の年である。栽培面積では同じ年に 230ha を記録した。

それ以降、栽培面積は減尐をたどり、現在では 80ha と 1/3 になってしまった。全国 80 あ

まりの市町村で作る日本茶サミットがある。その出場資格に栽培面積が 100ha 以上とある

が、宇治市の場合は 100ha を下回ってからずいぶんたつ。10 年以上前から宇治を外して日

本茶サミットはできないと問題になった。それで出場資格に「おおむね 100ha」という言葉

を付けて宇治も参加させてもらっている。宇治で覆下栽培がさかんなのはこのためである。

栽培面積が尐ないから、抹茶や玉露のような高級品でしか商売にならない。煎茶のような

露地栽培には、広い畑が必要なのである。 

宇治でもお茶の栽培面積を増やそうと努力しているが、なかなか厳しい。宇治はお茶と

観光で売っているが、抹茶スイーツの町になっている。昔、小山さんは抹茶スイーツを開

発しようとした。昭和 57年頃のことである。お茶が売れず、クリスマスケーキに抹茶を使

ってもらおうとしたが、職人さんには「抹茶は苦い」と取りあってもらえなかった。作っ

た１ロット（ケーキにして約 50個分）をすべて買い取るからと言っても駄目だった。試作

品を作ってまわりの人に食べさせてみたら好評だったので、売れるとわかっていたのに取

り上げてもらえなかった。当時のケーキは生クリームではなく、バタークリームだった。

抹茶に生クリームは合うが、生クリームは日持ちしないので、バタークリームでケーキを

作っていたのである。それが今ではみなが抹茶スイーツを作るようになった。 

宇治には毎年 600 万人の外国人観光客が訪れる。その多くが平等院に行き、抹茶スイー

ツを食べて帰る。しかし、お菓子だけでは将来が心配であると、小山さんは言う。一度食

べたらそれで終わりになりかねない。高校生のビデオコンテストでお茶を取り上げたのは 1

組だけである。他はみなが抹茶スイーツを取り上げた。お茶を取り上げた組はコンテスト

で優勝した。審査員もわかっているのである。 

というのも、抹茶スイーツにする抹茶は、宇治で作ったものではない。宇治で作られた

ものだけが宇治茶なのではない。宇治に流通し、袋詰めして、出荷されるものも、宇治茶

という。宇治茶とは生産地商標ではなく、集積地商標なのである。小山さんによると、宇

治茶の登録商標は、京都府、奈良県、三重県産で生産されたお茶のみである（大阪府では

お茶を生産していない）。この 4府県でとれるお茶を国から宇治茶として認可された。伊勢

（三重県）は昔からお茶の産地である。今では三重県のお茶がないとペットボトルのお茶

はできない。抹茶スイーツを作る加工用の抹茶も三重県で作る。加工用の抹茶は店では売

っていない。宇治の店で売っている抹茶は、30g（10 匁）800-1000 円のお点前用の高級品

である。 

肝心のお点前用の抹茶も減尐していると、小山さんは言う。しかし、加工用のものはす
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こぶる増えている。そこが宇治の人にとっては歯がゆい所である。昔は女性ならみんなお

茶のたしなみがあったけど、今ではそれがなくなった。茶道にこだわらず、一般の方にも

気軽に抹茶を飲んでほしいところだが、やはり茶道の方々がいちばんのお得意さんなので、

そうも言えない。学校でも茶道をやっている。お茶は健康にも美容にも効果があるので、

ぜひ若いうちからお茶を飲む習慣をつけて欲しいとのことである。 

観光客に広めるための対策として、商工会議所でも台湾や香港にも売り込みに行ってい

る。所得の多い人に抹茶が受ける傾向にある。抹茶入りのキットカットはすごかった。お

おいに売れたという。グリーンティーができたのは昭和 30年代のことである。宇治清水で

はじまった。お茶の問屋さんが市場に出せないものをグリーンティーに加工して売り出し

た。昭和 40年代までは、お茶に砂糖を入れるのはもってのほかという固い考え方があった。 

お茶は捨てるところがない。抹茶、玉露、煎茶、玄米茶、ほうじ茶、番茶はもちろん、

ペットボトルのお茶にしたり、お茶を加工するときに出たほこりも茶染めの染料や蚊取り

線香の香料になる。ペンキ屋が商品にならないお茶をペンキに混ぜている。お茶が入って

いると、フジツボが付かなくなるらしい。塩屋にもお茶を売っている。抹茶塩というのが

今でもある。変わったところでは、化粧品にもお茶を入れるものがある。お茶業界でない

所からお茶を利用した新しい試みが出ているとのことである。 

 

おわりに 

 お話をうかがって、あらためて宇治は日本茶業界の中心であることを実感した。宇治の

歴史は日本茶業界の歴史でもある。学生は、綾鷹、辻利、伊右衛門など、ペットボトルの

お茶が宇治の茶業から発したと知り、目を丸くしていた。宇治商工会議所の忚接室には、

歴代会頭の顔写真が飾られていた。きっとこの方々の歴史をたどると、宇治茶の近現代史

になるのだろう。そんな思いで商工会議所をあとにした。 

 ちなみに宇治では小学校の蛇口からお茶が出ることでも有名である。小山さんの著書に

よると、この制度は昭和 40 年代からはじまったそうである。昭和 30 年代までは大きなや

かんにお茶を沸かしてお茶を出していたという。宇治では山間部を除く 20の公立小学校の

「湯飲場」にはお茶専用の蛇口が設けられている。先生や用務員さんがお茶を沸かしてタ

ンクに貯めておき、休み時間になって児童がお茶を飲めるようにしているという。種類は

日替わりで煎茶、ほうじ茶、玄米茶が用意されていて、茶葉（ちゃよう）は宇治茶商組合

や OB茶店が寄贈しているという（小山 2009:92-93）。 

 小山さんは視察で海外の茶所もよく訪れていた。私たちが訪れた時も、シャイ茶を求め

てエジプトに行った時の新聞記事を頂いた（小山 2017）。2011年、ちょうどアラブの春で、

テロの危険性がさかんに報じられていた頃で、観光客がほとんどいなかったという。「エジ

プトは新婚旅行で日本からもたくさんの人が訪れる観光地だったのに残念です」とこぼし

ておられた。まったく、「バングラデシュも 2016 年のテロ以降同じ状況になってしまいま

した」と私が言ったら、「バングラデシュもお茶で有名ですよね」と、小山さんはシレット



47 

 

のこともご存じだった。スリランカのヌワラエリアにも視察で行かれたそうである。第 1

線で活躍されているプロの方は、本当に研究熱心である。煎茶をいたただきながら、イン

ドのダージリンやネパールのイラムの茶業談議に花が咲いた。茶の道は、世界に通じてい

るのだと、あらためて宇治の懐の深さを思い知った。 
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統計でみる宇治の茶畑 

 

国際観光学部 1 年 永井晴香・松下綾里 

他県の生産地の茶畑面積に比べ、宇治市の茶畑面積はどのように変化しているかという

ことに関心をもった。前回のフィールドワークの時、宇治商工会議所の小山副会頭から教

えていただいた京都府の茶業研究所の統計資料を参考に、レポートを書くことにした。 

 表 1-1を見ると、全国の都道府県でもっともお茶の栽培面積や生産量が多いのは、京都

府ではなく、静岡県である（表 1-1）。お茶の種類でいうと、煎茶の生産量の１位はここで

も静岡県である。京都府は、煎茶では上位 3位に入らず、おおい茶だけが 1位である。お

おい茶とは、かぶせ茶・玉露・てん茶などの高級茶葉のことである。また、てん茶とは、

抹茶の原料となるお茶のことで、てん茶を茶臼で粉にしたものが抹茶である。ちなみに、

お茶の栽培面積と生産量の 2位は鹿児島県、3位は三重県である。しかし、京都府のお茶の

栽培面積は 4位、生産量では 5位、煎茶では 8 位となっている。つまり、京都府はかぶせ

茶・玉露・てん茶（抹茶）などの高級茶葉でしか全国のお茶の産地に勝てないのだ。 

 

 

 

 次に、宇治市内でどんなお茶が作られているのか、荒茶の生産量を調べた（表 1-2）。荒

茶とは、農家が出荷する段階のお茶のことである。多い順に並べると、１位がてん茶（抹

茶）（43,261kg）、2位が玉露（14,302kg）、3位が煎茶（5,686kg）、4位がかぶせ茶（1,302kg）

である。番茶に至ってはゼロであり、宇治市では栽培していない。ちなみに山城地域（宇

治市、城陽市、久我山町、八幡市、京田辺市、井手町、宇治田原町、木津川市、和束町、

南山城村）では、１位がてん茶（抹茶）（1,454,942kg）、2位が煎茶（535,155kg）、3位が

番茶(494,605kg)、4 位がかぶせ茶（237,916kg）、5位が玉露（148,077kg）である。京都府

全体では、1位がてん茶(抹茶)（1,526,797kg）、2位が煎茶（543,645kg）、3位がかぶせ茶

（237,935kg）、4位が玉露（163,443kg）、5位が番茶（51,013kg）である。 

 

表1-1　全国のお茶の栽培面積と生産量

順位 栽培面積(ha) 荒茶生産量(t) 煎茶生産量(t) おおい茶生産量(t)
静岡 静岡 静岡 京都

17400 30700 19500 1780
鹿児島 鹿児島 鹿児島 三重
8520 24600 15800 1530
三重 三重 宮崎 静岡
3000 6370 3090 680

京都(4位) 京都（5位） 京都（8位)
1580 3190 553

出典：平成28年度京都府茶業統計Ⅲ　

参考資料１　平成28年度茶生産実績の府県別順位

1

2

3
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次に同じ資料をもとに荒茶の生産量の内訳を比べてみた（図 1-2）。山城地域でも京都府

全体でも、共通して 1位なのはてん茶（抹茶）で、この点では宇治市とも共通している。

しかし、山城地域や京都府全体の生産量 2位は、宇治市では 5位の煎茶である。ちなみに、

3 位以下は、山城地域では番茶、かぶせ茶、玉露の順で、京都府全体ではかぶせ茶、玉露、

番茶となる。山城地域や京都府全体では煎茶や番茶が多いが、宇治市では真逆の高級な玉

露やてん茶（抹茶）やかぶせ茶のほうが多く栽培されているのである。 

 

 

 

 宇治市の茶園の栽培面積は、すでに 10年前には 80ha台にまで減っている(図 1-2)。京都

府と山城地域の茶園面積は、尐しではあるが上昇してきている。しかし、宇治市は年々減

尐しているのが現状だ。 

 

表1-2　お茶(荒茶）の種類別に見た生産量の内訳(kg)

市町村 煎茶 番茶 かぶせ茶 玉露 てん茶(抹茶） 合計
宇治市 5,686 0 1,302 14,302 43,261 64,551
山城地域 535,155 494,605 237,916 148,077 1,454,942 2,870,695
京都府合計 543,645 51,013 237,935 163,443 1,526,797 2,970,695
出典：平成28年度茶業統計（４）荒茶生産量及び生産金額

出典：平成28年度茶業統計Ⅰ

0% 20% 40% 60% 80% 100%

宇治市

山城地域

京都府合計

図1-1 お茶(荒茶）の種類別生産量の割合

煎茶 番茶 かぶせ茶 玉露 てん茶(抹茶）
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 以上のことから、京都府は、静岡などの全国の生産地と比較して、てん茶など高級なお

茶が多い所であるが、宇治市は京都府内の他の生産地と比べても際立って玉露やてん茶な

どの高級なお茶に特化しており、煎茶や番茶が非常に尐ない産地であることが今回の調査

でわかった。 

 

参考文献 

京都府茶業研究所 2016『平成 28年度京都府茶業統計Ⅰ～Ⅲ』

file:///C:/Users/w/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/3ELWXJFD/h28_cha

gyoutoukei_1.pdf（最終閲覧日：2018年 1月 30日） 

 

注 

・本稿を作成するにあたり、図表の作成を松下が、本文の作成を永井が担当した。 

  

図1-2　茶園面積の推移　単位はha
出典：平成28年度京都府茶業統計Ⅱ
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宇治フィールドマップ調査 

 

国際観光学部 1年 岡本瑠可・紀平真優・吉川未来・渡辺和之 

2017 年 12 月 26 日、私たちは京都府宇治市へ行き、フィールドワークを行った。そこで

私たちは、宇治の観光スポットの一つである宇治橋商店街と平等院表参道のマップを作成

した。そして、二つの商店街にどのような店があり、観光客向けの店と地元の人向けの店

がどのくらいの比率で存在しているのかを調査した（資料１と２）。また、二つの商店街を

調査して発見したことをこのレポートで述べる。 

 われわれが両商店街の表通りに面した家屋をメモした所、宇治橋商店街には 147軒、平

等院表参道には 47軒の商店・事務所・民家を含む家屋があった（資料３）。それらを観光

客向けの店、地元の生活に関わる店（事業所を含む）、その他居住施設（駐車場を含む）に

分けて集計し、グラフにした（図 2-1から 2-4）。 

 

 

 

まず、観光に関する店をみると、宇治橋商店街と平等院表参道、両方とも京都を代表す

るお茶や抹茶に関する飲食店やカフェ、お菓子、みやげもの屋が多くあった（図 2-1）。こ

の点に関し、店の数ではさほどの大差はない。カフェやお茶などのみやげ物屋は、どちら

かというと、宇治橋商店街より平等院表参道にやや多くあった。 

次に地元向けの店をみると、圧倒的に宇治橋商店街に多くあることが判明した（図 2-2）。

平等院表参道にあるのは、服・雑貨、時代道具、おもちゃに関わる店だけである。これら

の店は、グラフでは地元の人向けの店に分類したが、観光客が買ってゆくこともあり、観

光客向けの店に分類してもよい店である。つまり、地元の人向けの店は、ほぼ宇治橋商店

街にあるといえる。ここから、地元住民の民家も宇治橋商店街に偏って存在しているのか
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と考えた。 

 

 

 

しかし、その他居住施設を見ると、民家の数では、宇治橋商店街が平等院表参道を約 3

倍上回る。また、駐車場の数も圧倒的に宇治商店街の方が多い（図 2-3）。ただ、マップを

見ると、その分布は宇治橋商店街の特に北（地図でいうと田淵電機商会より上の方）の住

宅街に集中している（資料１）。平等院表参道には、よく見ると民家、会社の社員寮、駐車

場が、飲食店やみやげもの屋に交じって所どころにある（資料２）。 

 



53 

 

 

 

 最後に、宇治橋商店街と平等院表参道との建物数を比較する（図 2-4）。観光に関する店

は、どちらかと言うと宇治橋商店街の方がやや多いが、平等院表参道にも宇治橋商店街と

ほぼ同じ位多くある。また、地元の生活に関する店は、宇治橋商店街の方が圧倒的に多く、

平等院表参道にはほとんどない。つまり、宇治橋商店街も平等院表参道も、どちらも訪日

外国人観光客や国内観光者に利用しやすい街である。ただ、平等院表参道が観光客向けに

特化した商店街であるのに対し、宇治橋商店街は地元の生活感を感じながらみやげ物も買

える商店街である。さらに、その他居住施設に関しても、あくまで表通り沿いで見る限り、

宇治橋商店街の方が多いが、平等院表参道にも民家、寮、集会場、駐車場がある。平等院

表参道から宇治橋商店街は徒歩ですぐ行ける距離にある。このため、平等院表参道に住ん

で商売をする人も、ここから会社へ通勤する人も、歩いて宇治橋商店街まで買い物にゆく

ことができることには変わりない。 

結果として、宇治市の宇治橋商店街と平等院表参道はどちらも観光客に訪れてもらいや

すい街である。また、地元の人の買い物がしやすい点では、宇治橋商店街がすぐれている

が、観光客向けの店が並ぶ宇治橋商店街にも平等院表参道にも地元の人の居住施設が表通

り沿いにあることがわかった。 

 最後に、作成したマップをみると、平等院表参道では横に並んで同業の店が並んでいる

（資料２）。この点で、平等院表参道では競争が激しくなるのかと疑問に思った。 

 

注 

・本稿を作成するにあたり、マップ作製を渡辺が、建物数の集計を紀平と吉川が、グラフ

と本文の作成を岡本が担当した。 
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資料１ 

 

 

 

宇治橋商店街
至商工会議所・市役所

〇 ガソリンスタンド ガソリンスタンド

〇 御旅所 神社

〇 髪工房 美容室

民家 民家 △ △ 駐車場 駐車場

駐車場 駐車場 △ △ 駐車場 駐車場

居酒屋あぶらや 飲食店 ● 〇 タバコ タバコ

民家 民家 △ △ 駐車場 駐車場

民家 民家 △ △ 駐車場 駐車場

長谷川菓子店 菓子 〇 〇 フラワーショップキノシタ花屋

スーパーランドリー コインランドリー 〇 ● 京料理長谷川 飲食店

じゃぶじゃぶ 〇 丸京ドライクリーニングクリーニング

民家 民家 △ 〇 毎日新聞 新聞店

小西工務店 工務店 〇 ● 御料理と喫茶ロバ 飲食店

洛南タイムス 新聞社 〇 〇 時計眼鏡ワカヤマ 時計・眼鏡店
△ 民家 民家

社会福祉法人不動園 社会福祉法人 〇 △ 民家 民家

民家 民家 △ △ 民家 民家

嶋田邦男税理士事務所 税理士事務所 〇

新日本補聴器 補聴器 〇 〇 森井電機 電化製品

駐車場 駐車場 △ △ 駐車場 駐車場
中村歯科医院 医療機関 〇 △ 民家 民家
工事中 工事中 △ 民家 民家

酒屋 〇 △ 駐車場 駐車場

ハ百由商店 八百屋 〇 △ 駐車場 駐車場

伊藤ハム 肉屋 〇 〇 田淵電機商会 電化製品

〇 村田自動車 自動車店

京都信用金庫 金融機関 〇

古川整形外科 医療機関 〇

中村藤吉本店 お茶 ★ 〇 理容みずおか 理容店

★ パテシエ宇治 抹茶カフェ

至JR宇治駅

有馬湯(温泉) 銭湯 〇 〇 服部医院 医療機関

民家 民家 △

焼き鳥なかい 飲食店 ● ★ お茶ヤマサン お茶

宇治書店 本屋 〇

新町薬局 薬局 〇 ★ 茶願寿 抹茶カフェ

朝日新聞 新聞 〇
京都文教大学・短期
大学サテライトキャ
ンパス

大学機関 〇 〇 さし治商店 木製品

サイトー写真館 写真館 〇 △ 宇治橋商店街振興組合 商店街組合事務所

駐車場 駐車場 △ ★ Gochio Café 抹茶カフェ

民家 民家 △ 〇 オクダ ？
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民家 民家 △ 〇 オクダ ？

あしたば 美容室 〇 〇 つむぎざっかや 雑貨

暮らしの相談所 相談所 〇 ● うどん 飲食店

民家 民家 △ 〇 さんもと洋服 洋服

民家 民家 △ △ 民家 民家

創作ダイニング 飲食店 ● ★ 辻利 お茶

民家 民家 △ 〇 薬 薬局

マンション マンション △ 〇 クリーニング、たばこ クリーニング

〇 川魚ふな栄 川魚
舌にお礼を言わせたい乱 飲食店 ●

ひろかわクリニック 医療機関 〇 ★ 大茶萬 お茶

カワイ音楽教室 カルチャーセンター

地鶏屋Kokoro 飲食店 ●

Mr.まっちゃ共和国 お茶 ★ 〇 京都銀行 金融機関

タマキのお茶のパン 抹茶パン ★

タイニースプラウト 雑貨 〇 ★ ワキモト お菓子

△ 駐車場 駐車場

おおたでんき 電化製品 〇

ナツカ 有機食材 〇 〇 三協立山アルミ アルミサッシ

 Kid's いわき 絵本　おもちゃ 〇 〇 アプロ スーパー

駐車場 駐車場 △

Kurashi kubo life style雑貨 〇

やまもと盛茶会 お茶？ ★ 〇 三星自動車商会 自転車屋

● ほうおう亭 たこ焼き

上林茶屋 記念館 〇

● うなぎ　うな好 飲食店

上林春松抹茶本店 お茶 ★ ★ カフェグリルアーム カフェ

〇 床屋 理容店

増井医院 医療機関 〇 〇 手芸の店マロニエ 手芸用品

△ 民家 民家

うどん・そば大阪屋 飲食店 ● 〇 ゆば 食材店

大阪屋マーケット スーパー 〇 ★ コーヒー カフェ

民家 民家 △ △ 民家 民家

お茶の上林 お茶 ★ 〇 茶道教室 茶道教室

民家 民家 △ 〇 アオイハウズィング 不動産

工事中 工事中 △ 〇 たくみ宇治彩菜 集配センター

田中診療所 医療機関 〇

〇 西尾歯科 医療機関

とのや 八百屋 〇 ★ とにまる喫茶 カフェ

？ ？ ？ ● ラーメン豚骨野郎 飲食店

元気食堂 飲食店 ● ● 島きく地鶏玉子 飲食店

△ 駐車場 駐車場

BMB整骨院 医療機関 〇 〇 カット・パーマあじさい村美容室

駐車場 駐車場 △ 〇 カルチャーセンターBMB
カルチャーセン
ター

時計修理 時計 〇 ● ソフトクリーム お菓子

キンキメガネ メガネ 〇 〇 社会福祉法人不動園 社会福祉法人

民家 民家 △ 〇 荒物・金物・釣具 金物屋

？ ？ △ 〇
大西パン、ドライク
リーニング

パン

宇治彩菜・どら焼き お菓子 ★ ★ 宇治彩菜どらやき お菓子

永楽屋伊兵衛 お茶 ★ 〇 宇治薬品 薬局

凡例：●観光に関する店（うちお茶に関する店は★）、

　　　○地元の生活に関わる店、△その他居住施設 至宇治橋

調査：2017年12月26日
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資料２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平等院表参道商店街

至宇治橋商店街 至宇治橋

紫式部像

● 京料理宇治川 飲食店

宇治駿河屋 不明 ？ △ 民家 民家

寺嶋屋 おもちゃ 〇 ★ 憩和井 抹茶カフェ

寺島屋弥兵衛 お茶 ★ ★ 岩井製菓 お菓子

★ 六茶庵 カフェ

駐車場 駐車場 △ △ 駐車場 駐車場

福寿園宇治茶工房 お茶 ★

It's fair trade 服　雑貨 〇 △ 民家 民家

民家 民家 △

桜町々内会集会所 集会所 △ ★ 中村藤吉本店 お茶

伊藤久右衛門 お茶 ★ 〇 柳古堂　 時代道具

高村三光園 お茶 ★ ● 蛸Q 飲食店

● 田中九商店 飲食店

山田園茶舗 お茶 ★ ★ 稲房安兼 お菓子

お茶の上林 お茶 ★ ★ ほずえ カフェ、雑貨

上林三入(三星園） お茶 ★ ★ 和夢茶屋Café カフェ

△ 民家 民家

そば処ながの 飲食店 ● ★ まるきち カフェ

泉園 お茶 ★ △ 民家 民家

蓮華茶屋 お茶 ★ △ 蓮華寮 寮

西村商店 ？ ？

川文めん処 飲食店 ● △ 民家 民家

★ ますだ茶舗 飲食店

● 手打ちうどん宇治茶屋 飲食店

平等院入り口 ★ 赤門茶屋 抹茶カフェ

★ スターバックス カフェ

● 京料理竹林 飲食店

● きくや茶そば 飲食店

△ 民家 民家

△ 民家 民家

？ 扇谷 ？

★ 福寿園宇治喫茶館 抹茶カフェ

凡例：●観光に関する店（うちお茶に関する店は★）、

　　　○地元の生活に関わる店、△その他居住施設

調査：2017年12月26日
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資料３　宇治商店街調査

１．観光に関する店 宇治橋商店街 平等院表参道
飲食店 14 9
カフェ（抹茶カフェを含む） 6 8
お茶（みやげものも含む） 9 10
お菓子(和菓子、抹茶パン、ソフト) 6 2
お茶の記念館 1 0
小計 36 29
２．地元の生活に関する店 宇治橋商店街 平等院表参道
八百屋 2 0
肉屋 1 0
川魚 1 0
有機食材 1 0
その他食材(パン、ゆば） 2 0
スーパー 2 0
薬局 3 0
美容院・理容店 6 0
医療機関・医療機器 9 0
工務店（アルミサッシを含む） 2 0
金物・釣具・木製品 2 0
金融機関 2 0
自動車店 1 0
自転車店 1 0
電化製品 3 0
メガネ・時計 3 0
社会福祉法人・相談所 3 0
新聞社・新聞店 2 0
クリーニング 2 0
銭湯・コインランドリー 2 0
カルチャーセンター(茶道教室を含む） 2 0
写真館 1 0
タバコ屋 1 0
酒屋 1 0
本屋 1 0
花屋 1 0
不動産屋 1 0
大学機関 1 0
税理士事務所 1 0
ガソリンスタンド 1 0
商店街組合事務所 1 0
集配センター 1 0
神社 1 0
服・雑貨・手芸用品 5 1
おもちゃ 1 1
時代道具 0 1
不明 1 3
小計 71 6
３．その他 宇治橋商店街 平等院表参道
民家 21 8
寮 0 1
集会所 0 1
駐車場 14 2
マンション 1 0
不明 2 0
工事中 2 0
小計 40 12
合計(1+2+3) 147 47
調査：2017年12月26日
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写真 5-2 平等院表参道。撮影：2018年 12月 26日。 

 

写真 5-3 宇治橋商店街。撮影：2018年 12月 26日。 
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宇治を訪れる観光客 

                          国際観光学部教員 渡辺和之 

 宇治は外国人観光客にも人気のスポットである。観光客は何を目的にどこを訪れるのか、

宇治市が作成した統計資料（「観光客入込客数統計」と『観光客動向調査報告書』）をもと

に紹介する。 

 図 3-1は宇治を訪れる観光客の変化を示したものである。2016年には 558万人の観光客

が宇治を訪れている。ただし、この数には、博物館や観光施設（平等院などの神社仏閣と

源氏物語ミュージアムなど）を訪れる人に加え、大規模公園（太陽の丘や宇治市植物公園

など）、行事・祭事・イベント（花火大会など）、レクリエーション施設やリゾート施設（ア

パレル宇治など）を訪れる人も含めまれている。このため、実際に宇治に観光を目的に訪

れる人は、神社仏閣を訪れる 237万人程度と考えてよいのだろう。そこで、本稿では、両

者の違いを、宇治を訪れる広義の観光客（図 3-1の合計）と狭義の観光客（図 3-1の神社

仏閣を訪れる人数）と呼んでおこう。 

 

 

 

 図 3-1によると、広義の観光客は 1983年より 2倍近くまで増え続けており、特に 2004

年以降、急速に増えている。狭義の観光客も、2004年までは 200万人以下でほぼ横ばいで

あったが、それ以降、増えている。なお、2013年には広義の観光客も狭義の観光客もとも

出典：宇治市観光入込客数統計・年別(1月1日～12月31日）

図3-1　宇治を訪れる観光客の年次変化(1983年から2016年）
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に急激に減尐している。これは 2012年から 2014年まで平等院では平成の大改修がおこな

われたことを反映している。平等院の改修によって宇治を訪れる広義の観光客が 550万人

から 400万人以下まで 150万人以上も減っていることを考えると、平等院が宇治の経済全

体に及ぼす影響がいかに大きいかがわかる。 

 宇治市は、宇治を訪れる外国人を含む観光客にアンケート調査をおこなっており、日本

人 2152人、外国人 440 人から回答を得ている（表 3-1）。外国人の内訳をみると、もっとも

多いのが台湾、2位は中国、3位は欧州、４位は東南アジアである。年齢別でみると、もっ

とも多いのが日本人・外国人ともに 20代の人たちである。2位も韓国（10代と 40代と 50

代が同数）、日本（50 代）以外の国では、30代になっている。宇治は若い人に人気の観光

地であることがわかる。ただ、韓国を除くと 10代の人は他の世代に比べると尐ない。宇治

は、未成年者や親子連れには、取りつきにくい所なのかもしれない。 

 

 

 

 

 

 次に宇治を訪れる外国人観光客の目的を示した（表 3-2）。第 1位は、中国（宇治茶）を

除くと、日本人、外国人ともに神社・仏閣・名所・旧跡である。第 2位は、多くの外国人

表3-1　宇治を訪れる外国人観光客の年齢構成
単位は％

合計(人） 19歳以下 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上 不明・無回答
台湾 154 7.8 39.6 24.7 14.9 8.4 3.9 0.6 0.0
中国 91 2.2 60.4 26.4 1.1 6.6 1.1 1.1 1.1
香港 19 0.0 47.4 31.6 15.8 5.3 0.0 0.0 0.0
韓国 20 20.0 25.0 15.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0
東南アジア 36 2.8 47.2 33.3 11.1 2.8 2.8 0.0 0.0
北米 33 0.0 27.3 27.3 9.1 18.2 12.1 3.0 3.0
欧州 54 1.9 55.6 22.2 5.6 1.9 13.0 0.0 0.0
オセアニア 16 6.3 25.0 18.8 12.5 6.3 25.0 6.3 0.0
その他 17 0.0 47.1 29.4 11.8 11.8 0.0 0.0 0.0
外国人合計 440 4.8 45.0 25.5 10.2 8.0 5.2 0.9 0.5
日本人 2153 8.2 19.9 11.6 16.8 17.8 15.2 8.5 2.0
出典：宇治市2017『宇治市観光客動向調査報告書』

表3-2　宇治を訪れる外国人観光客の目的
単位は％(複数回答)

合計(人）
寺院、神社、
名所、旧跡

自然や風景、
まちの景観

宇治茶
(購入・体験)

抹茶スイーツ
源氏物語
関係

その他

台湾 154 67.5 36.4 31.2 45.5 11.7 1.3
中国 91 46.2 26.4 56.0 38.5 8.8 4.4
香港 19 47.4 31.6 31.6 42.1 0.0 26.3
韓国 20 50.0 25.0 20.0 20.0 0.0 0.0
東南アジア 36 63.9 25.0 58.3 30.6 5.6 2.8
北米 33 54.5 18.2 45.5 18.2 9.1 6.1
欧州 54 74.1 18.5 35.2 11.1 7.4 13.0
オセアニア 16 62.5 12.5 25.0 6.3 0.0 12.5
その他 17 64.7 29.4 41.2 17.6 5.9 23.5
外国人合計 440 60.7 28.0 39.8 32.7 8.2 6.1
日本人 2153 72.2 24.7 8.3 19.0 2.6 13.1
出典：宇治市2017『宇治市観光客動向調査報告書』
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が宇治茶をあげている。それ以外の国では、台湾と香港は抹茶スイーツ、日本と韓国は自

然や風景・まちの景観、中国は神社・仏閣・名所・旧跡を２位にあげている。第３位には、

抹茶スイーツをあげるのが中国、韓国、東南アジア、北米、日本で、自然や風景・まちの

景観をあげるのが、台湾、香港、北米、欧州である。北米は抹茶スイーツと自然や風景・

まちの景観が同数だった。源氏物語関係の施設で見ると、もっとも多いのが台湾で、つい

で北米、中国である。回答がゼロだった韓国、香港、オセアニアを除くと、日本は最低で

ある。日本人にとって源氏物語がいかに遠い存在になっているかがうかがえる。 

 

 

 

 宇治を訪れる観光客がどこを訪れたかを示した（図 3-2）。圧倒的に多く訪れているのは

平等院である。外国人、日本人ともに 76%の人々が平等院を訪れており、宇治を訪れる観光

客の４人に３人は平等院を訪れていることになる。次に多いのは、外国人の場合は宇治上

神社と宇治神社になるが、日本人の場合は観光センターとなる。とはいえ、観光センター

を訪れても、そのなかにある市営茶屋対鳳庵で宇治茶を体験するのは外国でも 9.6％、日本

人に至っては 1.6%にしかすぎない。源氏物語ミュージアムも外国人が 9.5%であり、日本人

の 6.2%よりも上回っている。日本人の比率が外国人より高いのは、萬福寺、三室戸寺、興

出典：宇治市2017『宇治市観光客動向調査報告書』

図3-2　宇治を訪れる観光客の訪問地(複数回答)
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聖寺、県神社、天ケ瀬ダムにしかすぎない。これらの神社仏閣も、PRしだいでは外国人の

方が日本人よりも多くなる可能性がある。天ケ瀬ダムも自然や風景を重視する韓国人に宣

伝すれば、訪れる人が今後増えるのかもしれない。 

 結果として、平等院がいかに宇治の観光にとって大きな存在であるのかがよくわかった。

「宇治茶」、「抹茶スイーツ」といいながらも、やはり宇治は平等院を参拝する人で成り立

つ門前町なのである。宇治茶や抹茶スイーツは、あくまで平等院にひきつけられてやって

きた人たちが現地で楽しめる観光体験なのである。 

 問題は、ここからである。逆にいえば、現在、宇治を訪れる観光客で平等院を訪れなか

ったという人が４人に１人はいる。おそらくそれらの人々は、一度は平等院を見学し、ま

た宇治にやってきたリピーターなのだろう。そうした人たちが宇治をさらに理解し、何度

でも楽しめる工夫が、観光の現場にある。そこには、やはり、宇治茶や抹茶スイーツなど、

宇治の人たちが歴史的に培った文化が大きく貢献しているのだろう。 

 この点で、宇治には、宇治茶や抹茶スイーツの他にも、神社仏閣、宇治川の風景、源氏

物語ミュージアム、鵜飼いなど、他にはない魅力的な観光スポットがある。また、あまり

観光客には知られていないが、花火や県祭りをはじめとする祭りやイベントもあるし、太

陽の丘運動公園や植物園も、近隣住民には親しまれている。個人的には、毎年４月に太陽

の丘運動公園でおこなわれている宇治スイートリレーマラソンに私はお世話になっている。

１周走るごとに、エイドステーションで宇治のスイーツをつまみ、参加賞でもらったクー

ポン券で宇治茶を買って帰るのが私の楽しみである（サンスポ 2018）。 

 宇治にはこの他にも、まだまだ隠れたよい所がたくさんある。そうした場所をもっと観

光客に知ってもらうためにも、観光を学ぶわれわれがさまざまな角度から宇治の文化を紹

介してゆくことが重要であると、私は考えている。 
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あとがき 

 

 3回のフィールドワークで、学生も宇治の魅力がよくわかってきた。私が思った以上に、

学生は澤木万里子さんや小山茂樹さんのお話を関心持って聞いていた。また、お話をうか

がった後、宇治の商店街のマップ作りや茶業統計などの整理もおこなった。それだけでも

成果は十分にあったといえる。 

ただ、その副作用も大きかった。宇治の魅力に一番まいってしまったのは他ならぬ教員

の私であった。ミイラ取りがミイラになってしまったわけである。おかげで鵜飼いや宇治

茶の世界を楽しく勉強する機会を頂いた。レポートを年度内に出せなかったのは、ひとえ

に私の勉強が遅かったためである。汲めども、汲めども、汲みつくせない、宇治の文化の

奥深さを改めて思い知らされた。 

本当は、以上のレポートの他に、アニメの聖地巡礼についてレポートを書いた学生もい

た。だが、「ホームページにだけは絶対に公開しないで下さい」と念を押されてしまった。

「響けユーフォニアム」のファンだと知れわたると、恥ずかしいらしい。実に残念である。 

これを機に宇治の鵜飼い、文学や歴史、茶業などに関心を持つ人があらわれてくれたら、

私としても宇治の方々の想いにこたえることができたと、胸をなでおろせる次第である。 

最後にお世話になった宇治の方々に心よりお礼を申し上げたい（渡辺和之）。 
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