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茶粥習俗の起源と伝播・分布
―佐渡島・隠岐の島・瀬戸内海の島々を中心に―
Origin, Spreading and Distribution of the Habit of Eating Rice Porridge
in Green Tea---with a Focus on Sado Island, Okinoshima Island, and
Islands in the Seto Inland Sea
The paragraphs below describe what has been found from surveying Sado Island,
Okinoshima Island, Takamijima Island, and Sanagijima Island as well as in past surveys.
Rice porridge in green tea was a frequent meal in regions where rice was in short supply.
It was often called

Chagayu or Chagai . The habit of pouring it over cooled steamed

rice ( Tsukakegohan ) was passed down through generations. Those habits, which were
commonly found in the islands surveyed, seem to indicate that rice porridge in green tea
spread via the following routs: (1) from Kyoto or Osaka, where rice porridge in green tea had
been customarily eaten since ancient times, to adjacent regions, (2) feudal lords forced their
people to eat it in order to save rice and ease financial difficulties of their feudal states, (3)
fishermen of Wakayama Prefecture and Yamaguchi Prefecture, who brought it to coastal
areas and islands, and (4) Kitamae ships, which spread it.
The habit of eating rice porridge in green tea started for the purpose of saving rice and
was then established in areas of short rice supply. Because people liked the feeling of its
smooth texture, the flavor of low quality green tea, and its healthy image, it has been
inherited for a long time until today even in regions where rice is abundant. However, rice
porridge in green tea is suggested to disappear soon as eating habit changes rapidly.
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1．研究に至る背景
茶粥とはコメを茶汁で炊いた粥のことである。大正時代の主食調査や昭和初期の食事調査結果、
その他の文献から茶粥を食べる習慣が西日本に広く分布していたことがわかる。しかし、茶粥につ
いて「どこで食べられていたのか」「なぜそれらの地域で定着し、習慣化したのか」「食べる習慣が
どのように伝播したのか」などを明らかにするには、これらの文献だけでは不十分であった。そこで、
茶粥を食べる習慣があった地域と茶粥の内容を広範囲に調べ、その結果から全体像を把握し、詳
細な情報を組み合わせて検討する必要があると考え、これまでに、対象地域在住の栄養士、老人
福祉施設の利用者、老人クラブなど老人施設入居者およびその利用者を対象
（約11400人）に茶粥に
関するアンケート調査を実施するとともに、現地調査、文献調査を実施し、次のようなことを明らか
にしてきた。
和歌山県、奈良県、島根県、山口県では「茶粥を食べる習慣があった」者の割合が「茶粥を食べ
る習慣がなかった」者の割合より有意に高かった。特に和歌山県、奈良県では県全域に分布してい
た。佐賀県では
「茶粥を食べる習慣があった」
者の割合と
「茶粥を食べる習慣がなかった」者の割合が
同程度であった。大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、三重県、愛知県、岡山県、広島県、徳島県、
香川県では「茶粥を食べる習慣がなかった」者の割合の方が「茶粥を食べる習慣のあった」
者の割合よ
りも有意に高く、これらの地域は先の5県に比べると「茶粥を食べる習慣」は比較的希薄であったと
いえるが、限定された地域では根強く継承されていた。
茶粥が食べられていた地域はおおむね茶の木の生育に適した地域でもあった。茶粥には「番茶」
が最もよく使われていた。その理由として、
「煎茶」などの高級茶は贈答品として用いたこと、現金化
ができたこと、なども一因であったが、茶粥にはカテキンやカフェインなどの苦渋成分の少ない「番
茶」
が好まれた。番茶の代わりに「ハブ茶」
や河原に生育している薬草の一種である「カワラケツメイ」
が使われていた地域もあった。
茶粥は
「オカイサン」、
「オカユサン」
、
「チャガユ」、
「チャガイ」、
「オチャガイ」、
「オチャガユ」などと
呼ばれていたが、調査地域全体では
「チャガユ」がもっとも多かった。
茶粥が食べられてきた理由として、積極的な理由（
「おいしい・好き」「からだによい」）と消極的な
理由（「単に習慣」）
があった。島根県と山口県では「単に習慣」を理由とする割合がもっとも高かった。
この2県以外の地域では積極的な理由をあげた者の割合の方が有意に高かった。積極的な理由のう
ち、岡山県と香川県では「からだによい」
を理由にあげる割合が有意に高く、これら以外の地域では
「おいしい・好き」をあげた者の割合が有意に高かった。
残り飯に茶粥をかけて食べる「ツケゴハン」「カケゴハン」という食べ方は、1800年代からみられた
が、今回の調査でも対象地域全体で継承されていた。
鬼頭は、1880年当時の主食調査から、地域パターンをコメ中心型（米食率70％以上）
、コメ・ム
ギ型（米食率70%未満、麦食率20%未満、雑穀食率20%未満）、コメ・雑穀型（米食率70%未満、
麦食率20%未満、雑穀食率50%未満）、ムギ卓越型（麦食率50%以上）、総合型（米食率30-60%、
麦食率20-50%、雑穀食率20-50％）などに分類している。この地域パターンと茶粥の分布の関連性
を検証した結果、次のようなことが言えた。茶粥が早くから、またもっともよく食べられていたのは
コメ･ムギ型地域であり、次いでコメ・雑穀型地域と総合型地域であった。ムギ卓越型地域では雑穀
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（ムギ・アワ）だけの茶粥やコメに雑穀（ムギ）やサツマイモが混じった茶粥を食べていた。コメ中心
型地域では茶粥を食べる習慣は希薄であったが、耕地の少ない山間地帯や大河の下流デルタ地帯
で地盤が低く、また柔らかい粘土質で水田には適さない地域、海岸沿いや干拓地など、水田率の
低い地域ではよく食べられていた。このような主食パターンや地理的状況が茶粥を食べてきた地域
の特徴であり、茶粥は節米を必要とした地域で食べられてきたと言える。また、茶粥を習慣的に食
べていた地域では、茶粥が食べられた理由、茶粥の作り方、作る時に用いた道具、茶粥の呼び名、
茶粥に入れる具材、食べる時間帯などにおいて共通点が多かった。このことは茶粥を食べる習慣が
伝播によって広まったことを示唆するものと考えた。
2．目的と調査地域
北前船の航路であり、また和歌山県の漁民の往来が盛んであった佐渡島（新潟県佐渡市）
、隠岐
島後（島根県隠岐の島町）、高見島・佐柳島（香川県多度津郡）における現地調査と文献からこれら
の島々の茶粥の習慣を検証し、これまでの調査結果とも組み合わせることによって、茶粥を食べる
習慣の成立、定着の要因と伝播経路をより明確にする。
3．佐渡島、隠岐の島、高見島・佐柳島の茶粥
（1）佐渡島
佐渡島は地形的に大佐渡・小佐渡の両山脈と国仲平野に分けられる。大正時代、国仲地方は水
田がよく開け、佐渡島の中では水田率がもっとも高かった。次いで高かったのは両津湾岸地域であっ
たが、この地域は水不足地帯が多く開田が遅れ、大正の頃まで広い畑と山林原野であった。茶粥
を食べる習慣は国仲地方の一部（金井、新穂）でもみられたが、両津湾岸地域が中心であった。両
津湾岸地域は漁業と農業が盛んな地域であった。特に茶粥を食べる習慣の根強かった加茂湖に近
い潟端（写真1）では番茶を主とした製茶も盛んであった。昼食がサツマイモであったという相川、二
見地方、小木地方の水田率は低く、水源に恵まれず、畑地が多かった。これらの地域は佐渡におけ
るコメ不足地帯であり、茶粥を食べる習慣は認められなかった
（図1）。佐渡島はコメ中心型に属する
ものの、茶粥が食べられていた地域は水田率が低く、コメがあまりとれなかった地域であった。
佐渡年代記によると文政元（1818）年佐渡国産の煎茶の移出が、夷・水津・沢根港から移出され
ており、佐渡から売り出された商品の中で茶がもっとも多く、換金作物として大切な特産品であった
という。甲斐正子
（94歳）
さんは
「昭和6年潟端に嫁に来た時は、ここは干拓地で水田が少なくコメは
大事であった。茶畑が多かったが昭和40年代、畑を田んぼにした。明治15年生まれの姑の時代か
ら茶粥を食べていた。
」ということであった。上横山の旧家で生まれ育った神蔵嘉治（82歳）は「旧家
といえども自給自足の時代には節米が必要であった。茶粥は1日3食以上食べていたし、今でも食べ
ている。おカユのことをオケエと言うが、茶粥のことはチャゲエという。昔は茶の木を田の畔に作っ
ていた。畔茶は課税の対象にはならなかったことが大きな理由であった。茶は長江、上横山、秋津、
潟端、吉井本郷、大和、旭、立野川の八集落で作っていた」ということであった。佐渡島で茶粥の
呼び名として
「チャガユ」がもっとも多かったが、
「チャゲ」「チャゲエ」とも呼ばれていた。佐渡島では
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写真1

図1

加茂湖と潟端

佐渡島の茶粥を食べる地域

公的な役を果たすことを「くがい」というが、これがなまり「くげえ」と表現することから「チャガユ」の
「ガイ」が「ゲエ」になまったのではないかと推論した。猪俣文彦（54歳）さんは佐渡島の茶粥は「朝は
コメだけの茶粥であり、夕食には大根や芋を入れた茶粥であった。」という。これは和歌山県で聞き
取った茶粥の食べ方によく類似していた。また、ツケゴハンの習慣も継承されていた。
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（2）
隠岐の島
茶粥が食べられていた隠岐島後(隠岐の島町)はコメ・ムギ型の地域であった。隠岐島後では水
田が少なかったが、島後より水田がもっと少なかった島前では茶粥を食べる習慣はみられなかった。
その理由は、コメ不足のために茶粥すら食べることができなかったからである。
五箇村の田崎初江さん（81歳）
、村上フサ子さん（78歳）は「茶は自給自足であったが今では購入す
る方が多い。田植えが終わり、少し暇になった6月から7月頃、茶の木から枝ごと刈り取り、5cmくら
いに切り、蒸す。筵に広げてもむ。天日で乾燥させ、保存。使用時に炒る。これをそのまま、湯に
投じ、煮出した番茶で茶粥を作る。昔は囲炉裏に鉄なべで作った。今でも朝食に茶粥を食べてい
るが、若い者は食べない。茶の木は畦道、垣根に植えれらていたし、茶園もあった（写真2）。炒っ
た大豆を茶粥に入れることも多かった」ということであった。

写真2

隠岐の島五箇村茶園跡

（3）
高見島・佐柳島
高見島（写真3）
と佐柳島では島の真ん中に山があり、民家は島の狭い周辺に並んでいた。高見島
では昭和22年には男684人、女774人、世帯数は277であったが、次第に減少し、昭和31年には男
398人、女447人、世帯数224、平成20年では男32人、女41人、世帯数49と激減し、店は１軒もな
かった。
佐柳島では茶粥用の粉茶が販売されている食料品店が一軒あった。茶粥には番茶の粉茶を使い、
それは丸亀市の
「富田園」というお茶屋さんから仕入れているということであった。
高見島の59歳の女性は「明治8年生まれの祖母は茶粥を食べていた。昭和40年までは碁石茶で
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写真3

高見島

茶粥を作っていたが、現在では高価であることから番茶の粉茶やハブ茶を用いている」と言うことで
あった。また、佐柳島で生まれ育ったという80歳、89歳、92歳の女性は「茶粥を朝食に食べた。茶
粥の呼び名は「チャガイ」。冷や飯に茶粥をかけて食べる習慣（「ツケゴハン」）もある。茶粥は節米目
的で食べたと思う。茶粥を食べることができたらいい方であり、それほどコメがなかった。今では
おいしい、からだにいいから食べている」ということであった。
4．茶粥を食べる習慣の定着と伝播
今回の調査対象地域の主食パターンと地理的状況をみてみる。佐渡島はコメ中心型であったが、
茶粥が食べられていた地域は水田に適さない地域であった。隠岐島後（隠岐の島町）はもっとも茶粥
がよく食べられてきたコメ・ムギ型地域に属していた。ムギ卓越型地域に属する高見島や佐柳島では
コメはひと粒もとれず、島で収穫できるものはムギ・イモ・トウモロコシ・ササゲ・ダイズであり、こ
れらが主食であった。高見島や佐柳島では大正から昭和のはじめにかけて多度津町から米麦を購入
し、主食が米麦の混食になった。高見島・佐柳島で茶粥を盛んに食べるようになったのは近代のこ
とで、昔は雑炊やコメ・アワの白粥を食べていたという。文献から、塩飽諸島における茶粥を食べ
る習慣の有無とコメの収穫状況の関連を検討したところ、自足できる程度のコメが収穫できた島々
では茶粥を食べる習慣はみられなかった。これまでの調査で明らかにしてきた茶粥が食べられてき
た地域の主食パターンや地理的特徴を今回の調査によって再確認できた。
1800年代、大阪や京都で食べられていた茶粥が、どのように伝播したのであろうか。これまでの
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調査結果、文献及び今回の調査から茶粥を食べる習慣が確認できた地域を図2に示した。
和歌山県、奈良県、滋賀県、兵庫県、三重県への伝播は茶粥を食べる習慣が早くから定着して
いた京都、大阪から互いに隣接し、節米を必要とする地域へと拡大していったものと思われる。山
口県と佐賀県への伝播には次のようなことが考えられた。山口県岩国の茶粥は「岩国茶粥」と呼ば
れ、茶粥の始まりには次のような説がある。ひとつは毛利氏一族の吉川広家（1561−1625年）が関が
原の戦い（1600年）の後に岩国に移封され、領地が減らされたことにより、コメの収穫量が減少した
ことから家臣にコメを節約させる目的で茶粥を勧めたという説。また、吉川広家が出雲に柵封時代
（1591-1601年）
、その領土であった隠岐の島の総庄屋の家で茶粥を食べた。その経験から、岩国へ
移封した1602年以降、年貢米の不足に悩んだ際に、一日一回の茶粥を奨励したという説。いずれ
の説も藩の命によって節米目的で食べられたことに始まったことになる。
佐賀県の茶粥を食べる習慣の分布は鍋島藩とかかわりのあった地域に多かったが、佐賀鍋島藩
では天保元（1830）
年に下された質素倹約を目的に朝食に茶粥を食べることが半ば強制されたことに
はじまったとされていることを裏付けるものである。
図1の分布図からわかるように、分布が多くみられた西日本からは隔たった地域にある愛知県蟹江
町で分布がみられる。蟹江町は木曽川下流域のデルタ地帯に位置し、町全域が海抜0 メートルの低
湿地に属している。蟹江町の中でも、特に舟入地方で盛んに食べられていた。舟入は和歌山県の漁
民との交流が盛んに行われていた港であったとされている。これらのことから蟹江町で茶粥を食べ
る習慣は和歌山県の漁民から海路を通して伝播したことが推論できる。このことは、海に面してい
ない岐阜県では茶粥の分布がみられなかったことで裏付けられている。
佐渡島の茶粥も和歌山県の漁民からの伝播の可能性も考えられた。その理由として佐渡島では

図2

茶粥を食べる習慣が確認できた地域

117

両津港を中心とした漁民で多く食べられていたこと、新潟県では佐渡島以外で茶粥を食べる習慣が
認められなかったことがあげられる。
高見島への茶粥の伝播経路として、明治22（1889）年頃、高見島から和歌山県の地網に働きに
出かけた人が、そこで茶粥を食べ、高見島に伝えたことにはじまり、碁石茶にムギ、イモ、ササゲ、
カンコロ、ダイズなどを一緒にして炊いたものであるといわれている。香川県は降雨量の少ないこと
から茶の生育には適していなかったため、茶が栽培されたのは昭和24（1949）
年であり、それまでは
高知県で作られていた碁石茶を買い入れていた。香川県では碁石茶のことを仁尾茶とも呼び、値段
が安いことからよく飲まれていた。商人の町であり，良港に恵まれた仁尾から仁尾商人の手によって
瀬戸内海沿岸や全讃岐の各地に販売されていたことから、塩飽諸島では早くから碁石茶が飲まれて
おり、茶粥にも利用されたと思われる。
和歌山県
（龍神村・美山村・清水町）
、三重県、奈良県、島根県
（中でも石見地方、隠岐島後）で
は時にはコメの代わりにムギだけ、あるいはコメとムギ、コメとアワの混じった茶粥も食べられていた。
香川県への碁石茶の導入が早かったことから高見島や佐柳島では明治大正時代にはすでにムギ茶
粥が食べられていたものと思われる。一方、高見島や佐柳島でとれた魚介類の大半は町の魚市場で
売られたか、広島県、岡山県からくる出買いの船で買われていったとされている。これまでに広島
県や岡山県で茶粥を食べる習慣がおもに海岸沿岸に分布していたことや茶粥を食べる理由として岡
山県と香川県では「からだによい」
を理由とする割合が「おいしい・好き」を理由とする割合よりも有意
に高く、広島県でも「からだによい」を理由とする割合の方が高い傾向があることを明らかにしてきた
ものの、広島県、岡山県の瀬戸内海沿岸地方への茶粥の伝播経路が不明であった。今回の調査
結果から広島県や岡山県の瀬戸内海沿岸地方には高見島や佐柳島への出買いの船を介して伝播し
た可能性が示唆された。
今回の調査段階で対馬でも茶粥を食べる習慣のあることがわかった。現地調査までには至ってい
ないが、文献から対馬の茶粥を食べる習慣の伝播を推論してみる。対馬の朝藻には山口県大島郡
周防大島町久賀の漁民たちが早くから出かけ、漁をしていたが、明治20
（1887）年、本格的に住み着
くようになった。また、明治30（1897）年頃には紀伊の国から漁民が来るようになったと言う。我々
の調査で大島郡周防大島町と和歌山県の間には茶粥の呼び名、ツケゴハンの習慣等で共通点があっ
たことから、大島町の茶粥を食べる習慣も和歌山県の漁民からの伝播によるものかもしれない。
一方、佐渡島は西日本型食文化の飛び地とされており、北前船の影響が強い地域である。北前
船の航路が開けた元禄以降、京都、大阪には日本海沿岸の青森・秋田・庄内・越後・越中・加賀・
越前からコメが供給されていた。寛文年間（1661 〜 1672年）、北前船の西廻り航路の寄港地として
小木と同時に水津、大川（水津と大川は風の方向によっていずれかが寄港地となった。漁業の船た
まりであった）も寄港地であった。大川、水津も茶粥を食べる習慣が見られた地域である。隠岐の
島も北前船の寄港地であった。岩国への茶粥の伝播のもととされた庄屋が食べていた茶粥は北前
船によって大阪からもたらされた可能性も考えられた。なぜなら隠岐の島のアンケートの結果や聞
き取り調査の結果から隠岐の島では茶粥を朝食によく食べていたこと、茶粥の呼び名は「チャガユ」
「チャガイ」が最も多かった
（図3）
ことなど、大阪と隠岐の島の茶粥に共通点がみられたからである。
今後の研究課題は、茶粥の新たなる伝播経路として、北前船との関連性を明らかにすることである。
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図3

茶粥の呼び名

5．まとめ
佐渡島、隠岐の島、高見島・佐柳島の調査及びこれまでの茶粥調査から、次のことを明らかにした。
茶粥はコメが不足していた地域でよく食べられていたこと、
「チャガユ」「チャガイ」と呼ばれる頻度
が高かったこと、冷や飯に茶粥をかけて食べる習慣（「ツケゴハン」）が継承されていたこと、などの
共通点がみられたことから、茶粥は伝播によって広まり、その伝播経路として、
（1）早くから茶粥を
食べる習慣があった京都、大阪から隣接している地域への伝播、
（2）藩政時代の藩の財政を助ける
ため藩の命で食べることを強制されたことによる伝播、
（3）和歌山県や山口県の漁民たちによる海岸
沿岸地域や島々への伝播、
（4）北前船による伝播が考えられた。
茶粥を食べる習慣は、コメがあまりとれない地域で、節米のため余儀なく食べはじめ、定着した。
茶粥のさらりとした触感と番茶の風味が好まれ、からだにいいと感じ、コメの豊富な現在まで長く
継承されてきたが、急速な食生活の変化から間もなく消滅することが示唆された。
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