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茶道､華道､武道などの日本文化を､円本で実際に学んでいる外国人も最近は増加してきていると

思えます｡また､茶道､華道の流派によっては､海外支緋の設立など､積極的に外国及び外国人に普

及を試みています, しかし､外国人には実際にこれらを試みて､多くのJ･盾をかんじることがあるの

も事実のようですL,たとえば､茶道の場合､禅思想と rわび茶｣の世界と諾われながら､お茶会とい

うと､多くの華雑な和服に身を包んだ女件の世界と化す脇合もあり､どうしてと疑問に思う場合もあ

るようです｡,国際武道大学の別科の留学生は､剣道､柔道をはじめ何らかの日本の武道の経験者であ

ると同時に.,茶道､華道､車道のように ｢退｣のつく幸,のに大変興味がありますGまた､それらを日

本文化として理解したいと考えますが､それらが中国人陸や朝鮮半島から伝えられたもので､円本の

中で､どのように日本文化として発達したのかというところに疑r71】を感 じます｡国際武道大学に来る

留学/[･-.は､ ｢武道j と ｢武十道｣の関係から ｢侍U)噛み｣であったという r茶道｣に､関心が集まる

ことが多いですC ｢矛盾故の発達｣(注1)ともいわれることがある ｢茶道｣を取り上げ､外国人に日

本,文化として r茶道｣を縦介するときの一･助にしたいと思いますし,そのためには､まず､ ｢茶｣が日

杏-伝えられた時の状況､すなわち輸入された文化としての ｢茶｣の中にあったどのような要素が､

｢日本の茶道｣として発達していくきっかけとなったかを考えたいと思います｡

1 ｢茶｣が中国から日本-もたらされた時の状況

歴史的には､円木では､奈良時代にすでにお茶を飲んでいたといわれています (江2)｡聖武天皇

の時代に､国家安康を折蘇する r季御読経Jが行われ､その時JjEの作法のもとに､諸寺の打僧に茶

が振る舞われたとされています.日本-仏教が入ってきた時､-一緒に ｢喫薦｣の閏慨も 入ってきた

だろうということ托､よく言われています ｡しかし､中国では仏教寺院だけではなく､様々な階層の

人たちが ｢喫茶｣を楽しんでいたようです ぐ,当時u)中国で､ r喫茶｣が浸透 していった#_由には､

｢おいしさJと ｢薬効｣､それにそれを楽しむ ｢楠神的ゆとり｣などがあったように思います (注

3)(

日本の中では,平安時代の文献によると,当時の r茶Jは一つには ｢薬用｣として､また一つには

｢茶｣を飲むときの精神性を重んじたという二つu)面をもっていました,3 ｢あこがれの中国文化の模

倣j として､また r茶のもつ仙薬としての薬効惟｣ゆえの受容であったと言われています (牲 4) a

当時の中国の ｢茶｣は､陸羽式の団茶で､現在の抹茶とは入れ方も､道具もまったく異なるものです

が､ ｢薬効性｣と ｢精神性Jが茶の文化の受容の理由として述べられたことは､のちの抹茶作法から

茶の湯､茶道へと発梶してい十一･つの契機でもあったでしょうC

唐時代､中国では､陸羽が最古の茶所といわれる ｢炎経｣を書きましたs茶鯉は現在の日本の ｢茶

道｣-の影響も大きく､現在u)茶道の用語の中にも､茶経に用いられた用語がそのまま用いられてい

ることがあるほどです(注 5),,当時､茶経がそのまま日本-伝えられたわけではありませんが､当時

の中国茶には,この茶経の中にある考え方があったと考えられますOお茶の中にも道具､方法､目的
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などにこだわった飲み方すなわち ｢隠者の茶｣と､ ｢雑茶｣の区別がすでになされていたことは､当

然日本の 1-茶｣の受容にも大きな影響を5'･えたと思われます｡この桝側面が､鎌倉時代末期から室町

時代の文献に見られる ｢門前の茶軌 ｢一服一･銭｣ (往6)への発達L7,1契機となったと思われます,

現在の中国では､数多くの種類の ｢茶｣が飲まれ,その薬効が大きな意味をもっています｡また､

同時に ｢隠者の茶｣として ｢茶館｣などで一一人心めくままに蕪を楽 しむの卓>一つL.il)飲み方として放 り

上げられています 沼エア)､コしかし､Ei咽 では ｢隠者の勘 から､仏教手錠以外V7jところでk.儀礼的

な茶､もしくは茶道といった専)のに発達することはありませんでした)また韓国でも､仏教 キ院では

儀礼を伴った ｢茶礼｣がおこなわれていますが､一般的には r人参茶｣が健康のために最も多く飲ま

れていて､ F茶道J というそuLj精神性に重点をおいた発達はありません.､ただ､現在も礼儀作法とし

て､子女教育に使われていることがあります丁.

日本では､平安末期になり､団茶法は遣唐使の廃止に伴って､建文化の移入が止まるとすたれ､か

わりに､日本へ禅宗をもたらした栄西によって抹茶法がったえられました そして_, ｢禅｣と深く関

わり合いながら､ 冒~養遺 ｣として発達していきます

2 ｢茶道｣と禅との関わり合い

抹茶と禅との関わC3奮いの中で､抗のような逸話がありますー

禅を極めようとしていた達磨和尚が睡魔におそわれたので､眼陵を切り捨てたところ､そこから茶の

木がうまれたという話 しですこ抹茶は､描茶とは比較にならなレ昭 ど巨讃覚まLに有効だったJCうで｡

Lr')ちに樽の修業には欠かせない草津pjfプI,ようになりました T,}注円 【

抹茶に関しては､栄西が二度日の丸朱から帰ERjしてしばらくたった i214軍に､初めて正史にあ

らわれます｡これは r喫茶養生記j にある非常に有名な話ですが､二日酔いに悩んでいた鎌倉幕府の

将軍源実朝に､伽撞祈祷を以来された栄西が､茶 ･麓と ｢茶の徳潜むる所の蕃｣(注8)を献じたとい

う話しですe r喫茶養生記｣の中で､栄西は､ ｢日本国は苦味を食せざるか(,但大国独 り茶を唆す故

に､心臓病無く､亦長命なり.,i (注9)と述べているうに､ ｢茶｣の薬効は非常に大きいと考えて

いたようですく,この栄西の影響により､鎌倉時代から武士階層と禅思想の結びつきが深くなるに連れ

て､武士階層にも ｢抹茶｣が広く飲まれるようになりましたO栄西,Jj｢喫茶養生軌 は薬効としてJ/i

r茶｣の説明に終始 していますが､実際に栄西が中国で得た ｢抹蒸｣は禅寺で某社を伴った禅の修業

には欠かせないものとして存在 していたものでした 当時の中国禅林ではすでにfF.活規範として ｢禅

苑清規｣が用いられ､その中に ｢茶礼｣がありました｡栄西ののちも､永平寺を開創した道元､大徳

寺を開創 した宗峰妙超の師の南浦紹明など､宋-留学した僧が続き ｢｢禅苑清規｣と､その影響は十

分に考えられると思います⊂】

3 ｢会所｣で催された茶会

鎌倉時代の末期になると､禅の修業と深く関わり合いながら受容された ｢茶｣とは異なる r喫茶｣

が浸透 していましたOこれが､現在の ｢茶道｣の中にも見られる一つの側面であると思いますO ｢会

所｣ではどのような形で茶が飲まれたかというと､三々五々集まった参客は､まず簡単な食事と酒が

ふるまわれた後､庭を散策 します〔】そして､ ｢奇殿｣と表現された r喫茶の亭｣に入りますGそこに
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は､風炉､釜､茶壷に詰められた高尾などの茶､茶菓子などが用意されていました｡その後酒宴がも

たれ､歌舞音曲に一座がにぎわったとされています (注 10)o唐物の飾り付け､床の間などがなかっ

たことから､現在の茶寮での茶とはかなり異なり..むしろ､その茶の☆て方､振る舞い方は禅宗寺院

の茶礼に強い影響を受けていると言われていますが､酒宴や歌舞音曲を除けば､現在私たちが身近に

見る ｢茶事｣の形式に近いと思 うことが出来ますo ｢会所｣での茶会は､もちろん禅の修業 とい う目

的もなく､薬効を期待 してということもなく､ ｢茶会｣によって唐物を鑑賞する文化人が集まる場所

ということが電祝されたことは､ ･つの大きな変化といえるでし土う.また､この ｢茶会｣を取 り‖二

切った同朋衆と､彼らの rあり方｣は ｢茶の軌 から ｢茶道｣-の変化を方向付けしていったと言え

るのではないでしょうかO同朋衆o)姿は､剃髪して腰には)Jをした､ド僧半俗でしたO彼 らは ｢遁世

者j として､当時の身分関係から逸脱したところに､F1分たちの地位を確保 していたことは､現性欲

にとらわれない精神的な自立を示すための-一つu)ボーズでもあったと思われます｡事町時代中期には､

闘茶､RF]]茶､飲茶勝負などと呼ばれるいくつかU)種類の茶の湯の形式が生まれています】その中で､

｢会所の茶｣が ｢わび茶｣-と発展していったのは､彼らの判 こあった禅に裏付けされた価値観のた

めであったと思われます｡同時に､彼らの存在は ｢会所の茶｣を将軍のものから､上級武将や豪商へ

と広げていくことができた要凶でもあったと思われますLlまた､ ｢会所の茶｣を築き上げていったこ

の同朋衆の存在は､権力に組みせず､現世欲に左右されないという ｢個として自覚された価値観をも

つわび｣の精神を普遍化していく存在だったとも言えるでしょう0

4 ｢わび茶｣

現在の日本の ｢茶道｣といえば､ ｢わび茶｣ですが､それは相田珠光によって始まったとされてい

ますO相田珠光は､同朋衆の能阿浦から､唐物を飾り付けた一つの完成された ｢茶の湯｣を学び､将

軍足利義政に 【茶の浜】を指南､大地寺の一休宗純に参禅し茶禅一一･味の境地を開いたといわれていま

す｡彼は､会所を利用しないで､ ｢茶屋｣を使いましたが､それによって､唐物による飾 り付けを鑑

賞するという ｢炎の湯Jから､ ｢わび｣という精神性をその内容とする ｢わび茶｣-の移行 となりま

したCそして､同時に､それは ｢茶の蘇｣の r場｣をその場にふさわしい人､それは身分秩序にとら

われすせにその人の精神件に重点をおいて判断されるもの-と､押し進めていったと思えます｡織田

信良の rお茶教御政道｣にも見られるように､戦国武将にとって ｢茶の湯｣は､ ｢わび茶の席j に同

席できる教養があるかどうかを示すもの､ふさわしいものとして選ばれた者であるかどうかを示すも

のとして､認識されてきたといえるでしょうO ｢茶の湯｣を通して r場j を共有できることは､非常

に重要なことでしたOまた利用することもできました｡それが､堺の商人と r場｣を共有す る機会を

作ったともいえるでしたう(, 堺の豪商の間に ｢茶の毅｣が浸透 していった理由は､ ｢茶の湯Jの

｢場Jが彼らの経済活動と密接にむすびついていったためと言うのは当然ですが､それを可能にした

のは ｢わび茶｣の精神惟からの判断によって､その場にふさわしい人なら､身分秩序を越えて参加で

きるものになってきたからで しょう｡ ｢わび茶｣に席入 りしてきた堺の r会合衆Jは､経済的には鉄

砲と火薬の売買によって､急成長を遂げていった人々の集まりでした｡会合衆と戦国人名､本顧寺の

僧､貴族などは茶会を通 じて日頃から交淀することが出来ましたが､大事なことは禅思想あるいは

r個人としての価値意識｣によって rふさわしい人物Jかどうかが判断されたことですC堺商人の大

部分が禅僧に帰依 し,紹鴎､宗可､宗左､道安などの称号をもっていたことは､ ｢茶会の席｣にふさ

わしい人物であったことの証明みたいなものだったと思われます｡また､法体姿は､同朋衆 と同 じよ
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うに､自分たちが世俗権力に婿びないで､席にはいることができる人物であることを示すためのもの

であったとも思われます｡

5 わび茶の普遍叱

豊臣秀吉の ｢大徳寺Up)茶会｣托不特定多数の人物を集めた初めて,Jj茶会でしたい購入y)したのは､

大徳寺GFrj･lJ曽椙､由緒ある家柄の武将､堺の茶人､そして最後は:自由でしたCこのような茶会匿 茶(/I:i

湯の普遍化を一層押 し進め､さらには茶会の手順U)知識さえあれば､その精神性､すなわち禅思想に

裏打ちされた ｢茶の軌 の精神に深い造詣がなくても､楽しむことができる傾向が_ ｢わび養 gの巾

にも芽生えていくきっかけらなつたと思われます｡一方では､ r茶の湯j の精神が禅思想によって

益々その内面性を深めていき､ ｢わび茶Jが更に純粋に発達 していったことは､ゝ何人かの茶人の悲劇

的な最期という結果を尊さ生み捌したといえるでしょう<ノそしてh茶の陽の手順が確立されればされる

ほど､その手頓だけの習得が り､現在､私たちが親 しんでいる r茶道｣となったのでしょう｡ 岩茶

道Jが ｢その場にふさわしいAjとしての教養となってから､女子の教育にも縫われ出したと考 え

られるでしょう｡当跡 ま､遊宴を伴った禁中公家り茶t73湯でした那/内親王の暗みとして習指され ､

明治になってから本格的に学校教育の中で､礼儀作法として散 り入れられましたoその後､花嫁修業

ljJ3-nつとして言われました､それが現在の華やかな 嬢 茶会j とな-_つた牽抵量でもあるでしとう-,どん

な方と結ばれるにして幸)～ ｢ふさわしい女性｣として自分を磨いていく手段であったというのがし｡現

在の ｢茶道jです｡最近は､ ｢茶道.Jを花嫁修業と考える加 j:少なくなってきたようです｡また､女

捧だから rお茶t73稽領 をしなさ旨豆 いうことは..草日当挽き邑をかうようですL LかLk ｢茶道｣J3人

Ejは増加 して いるとi{-:"jI--,卓､-つ,jJl事業です<今㌻茶道j の価値観は号また ｢茶道j本来の精砕獲Lll=p

寿へ向かっているのかせきしれません,
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