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（３）埼玉で初めて抹茶製造に挑戦
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―８

（７）おいしいお茶の淹れ方は、お湯の温度、
葉の分量、浸出時間は原理を踏まえ、あとは
それぞれの好みで、ただ注ぎ切ることは肝心
日本茶のソムリエ 高宇政光・思月園店主
―２０

（４）こだわりの手もみ茶と萎凋茶
「極茶人」比留間嘉章さん（入間市）
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（５）注いで緑色のお茶でなければダメ
県内最大の茶園・県茶業協会長
長峰宏芳さん（鶴ヶ島市）
―１２

一服の茶は生活にうるおい を与え
てくれる。
特に 地域で は、 狭山 茶 はな じみ が
深い。
しか し、普 段何 気な く 飲む お茶 の
ことを、我々は意外に知らない。
そも そも、 狭山 茶と は どの よう な
お茶か。
いつ から飲 まれ るよ う にな った の
か。
生産 ・販売 の実 態、 味 の特 徴と お
いしい飲み方は。
最近 は、ど のよ うな 新 しい 挑戦 が
なされているのか。
お茶 にまつ わる 話を 何 回か に分 け
てレポートする。

＊収録内容は、『東上沿線物語』に掲載
された記事をベースに、新規の取材も加えて
います。

狭山茶はいつから飲まれるようになったのだろうか。意外なことに、関東にお
けるお茶の起源は、今の狭山や入間ではなく、川越の無量寿寺、ときがわの慈光寺
という、寺院に始まるという。入間市博物館の小田部家秀学芸員にお聞きした。

喜多院・中院の前身）を開

いたのが最澄の高弟の円仁
で、比叡山延暦寺のふもと
に茶園があったと伝えられ
ていますので、そこからお
茶が伝わった可能
性 も あ る わ け で す。
今の中院は、無量
寿寺の子院として
建 立さ れた 寺
で 、「 狭山 茶
発 祥の 地」 の
石 碑も あり ま
す。
ただ、この時代のお
茶は一部の有力寺院
の中で飲まれる
ようなもので、
「河越茶」の名
もまだありませ
ん。
―「慈光茶」と
は。
小田部 お茶が
広ま っ てい く の
は、 鎌 倉時 代 に
なっ て 、宋 か ら
新し い お茶 の 飲
み方が伝えられてか
らです。蒸した葉っ
ぱを乾燥させて石臼
で粉にし、茶わんに
入れて湯を注ぎ、撹
拌して飲む、現在の

抹茶です。臨済宗を開いた
栄西は、日本で初めての茶
書『喫茶養生記』を著して、
茶の薬効や抹茶の製茶法、
喫茶法を広めました。
栄西には３人の有名な弟
子がいるんですが、その１
人栄朝が住職をつとめたの
が慈光寺（ときがわ町）で
す。この寺は鎌倉の将軍家
や京都の九条家と密接なつ
ながりがあって、栄朝が入
山したころは勢力を極
めていた時代でした。
今も多くの国宝や重要
文化財が残されていま
す。栄朝は、慈光寺の
塔頭に霊山院という寺
を開き、関東では一番
古い禅寺と言われてい
ます。
栄朝は栄西の弟子で
すから、栄西が広めた
抹茶が慈光寺にも伝え
られ、境内でもお茶づ
くりがされて、僧侶が
飲んでいたと推測され
ます。今でも慈光寺の山に
入りますと、お茶の木がた
くさん生えています。お茶
とかかわりの深い寺だなと、
実感させられます。
―慈光寺を起点にしてお茶

ときがわ・慈光寺には
今もお茶の木が

（１）

小田部 そもそも、平安時
代の『日本後記』に
「 嵯 峨 天 皇 に大 僧
都 永 忠 が お 茶を 献
じ た 」 と あ るの が
お 茶 に つ い ての 一
番 古 い 記 録 です 。
当 時 の お 茶 はお せ
ん べ い み た いな 固
形のお茶、餅茶
（ 団 茶 ） だ った ん
で す 。 遣 唐 使が 、
唐 で 飲 ま れ てい た
お 茶 を 日 本 に伝 え
た と 考 え ら れて お
り 、 天 台 宗 を開 い
た最澄や真言宗を開いた
空海にも茶にまつわる手
紙や詩が残されています。
川越に無量寿寺（今の

川越・中院に「狭
山茶発祥の地」碑

狭 山 茶 の研 究

―狭山茶はいつごろから生
産 が始 まっ た ので す
か。
小田部 旧武蔵の国、
今 の埼 玉県 と 東京 都
で 作ら れて い るお 茶
を 総称 して 狭 山茶 と
言 って いま す 。い つ
か ら作 られ 始 めた の
か 記録 が残 っ てい な
い ので 実際 の とこ ろ
不 明な んで す が、 中
世の書物に「河越茶」
と 「慈 光茶 」 とい う
名 が出 てお り 、こ れ
が 狭山 茶の 起 源に つ
ながるお茶と考えられます。
―ということは狭山茶は川
越から始まったということ
ですか。
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出ていて、
当時の河越
氏が抹茶を
たしなんで
いたことが
確実視され
ます。
―河越氏が

訓往来』という書物で、日 ジを受け、河越茶、
本の銘茶の産地が列挙され 慈光茶は戦国以降
ています。第一は京都の栂 一切名が出てこな
尾（右京区高山寺）で、そ くなります。
れを補佐する京都・奈良の ―そうすると、江
６箇所の茶産地に次ぐ「此 戸時代はどうなっ
ノ外」の地方産地５箇所の た の で し ょ う
一つとして「武蔵河越」が か。
あげられています。 小田部 江戸時代
当時のお茶処は皆 になると明代末の
大きなお寺がある 中国から、また新
ところです。
しい茶の飲み方が
戦国時代の『旅 伝わります。釜で
宿問答』にも、日 炒ったお茶っ葉を
本の銘茶の産地が 急須に入れて飲む
記してあり、今度 釜炒り茶です。京
は河越ではなく、 都宇治の永谷宗円
「武蔵の慈光茶」 という人が、この
と出てきます。河 釜炒り茶の製法と抹茶の製
越、慈光寺が武蔵 法をミックスして独自のお
を代表する産地だっ 茶を開発したんです。それ
たようです。ただ、 が、蒸した葉っぱを抹茶に
この時代、抹茶を するのではなく揉んで乾か
し、
急須
に入
れて
飲 む、
蒸し製煎茶です。今私たち
が普段飲んでいる煎茶はこ
こに始まるんです。２７０
年ほど前で、日本人の味覚
に合ったのか、全国に広ま
山門前の茶の木

飲んだから『河越茶』です
か。
小田部 「河越茶」の名が
出てくるのは南北朝時代に
成立したとされる『異制庭

飲んでいるのは上流階級で
すし、室町から戦国時代に
なると東国も戦乱に巻き込
まれ、無量寿寺も慈光寺も
焼き討ちにあうなどダメー

河越氏館跡から茶碗、
茶入れなどが出土

が広がったということです
か。
小田部 抹茶は、鎌倉時代
以降、有力寺院から、上流
武 士の 間に 広が り
ま す。 武蔵 武士 で
も 有力 だっ た河 越
氏 は鎌 倉幕 府と も
つ なが りが あり 、
川越の上戸というところに
館跡があります。その発掘
調査で青磁や白磁の輸入陶
磁器、天目茶碗、茶入れな
どお茶に関係する出土物が

慈光寺山門

ります。
―やっと武蔵で煎茶の生産
が始まるわけですね。
小田部 当時の埼玉県は、
お茶っ葉を日で干したり、
簡単な釜炒りにして土瓶な
どで煮だして飲むいわゆる
番茶のようなものを作って
いたのではないかと考えて
います。蒸し製煎茶が広ま
り、江戸の庶民も飲むよう
になると、近在の農家の人
たちが江戸で売れるお茶 作
りを目指すようになります。
現在の入間市宮寺の吉川温

河越氏館跡

4

に機械製茶を禁止するチラ
シを作ったりしています。
手もみ製茶を誇りとしてお
り、機械製茶は鉄・油くさ
く、手もみ製茶を誇りとす
る狭山茶の評判を落とすと
して、受け入れられなかっ
たんですね。そのため高林
は製茶機械を必要としてい
た静岡に移り、製茶機械は
静岡で先に機械化が進むこ
とになります。
―狭山茶の現在の規模は。
小田部 今、埼玉県と東京
都一帯で作られているお茶
を狭山茶と呼んでいますが、
栽培面積は埼玉で１１１０
㌶、入間市（４９５㌶）、
所沢市（２０９㌶）、狭山
市（１３０㌶）が多い。水
はけがよい関東ローム層の
台地が適地なんです。産出
額は生葉で 億円（平成
年）といったところです。

（本記事は２００９年９月
～ 月入間市博物館特別展
「狭山茶の歴史と現在」の
展示を参考にし、同展資料
を一部拝借しております）

18

「山本山」です。

小田部 江戸の庶民に売れ で、緑茶にミルク、砂糖を
るようになったのが産地化 入れて飲んでいたらしいで
のスタートですが、産業と す。
して拡大するのは、安政年 ―その後狭山茶は現在のよ
間になり輸出が始まってか うな国内の家庭向けの生産
らです。当時生糸と並んで に。
お茶が主力の輸出品になり、
お茶が増産されました。こ 高林謙三の発明した製
の辺のお茶は八王子商人が 茶機械
集積し、外国人貿易商を介
在して横浜港から輸出され 小田部 そうですね。当初
ていました。これでは地元 は手作り、手もみ製茶でし
の製茶業者に利益が増えま たので生産コストが高く、
せんので、地元の製茶業者 非常な重労働であるという
軒ほどが集まって、直接 問題があり、日高市出身の
輸出する会社を立ち上 高林謙三というお医者さん
げた。それが「狭山会 が、製茶機械の発明に人生
社」で、この時、「狭 の後半をかけた。ただ、高
山茶」という地域統一 林の機械も地元ではなかな
のブランド名が確立し か受け入れられなくて、当
たようです。ただ、インド、 時の茶商組合は、大正４年
セイロンの紅
茶が人気を博
してから、海
外輸出は次第
に後退してい
きました。
―当事西洋人
が煎茶を飲ん
でいたのです
か。
小田部 紅茶
が普及する前

5
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恭（よしずみ）や、その近

吉川の故郷にある出雲祝
神社の石碑には、（吉川、
村野らが）「重ねて場を狭
山の麓に開き、以って数百
年の廃を興さんと欲す」と
あります。慈光茶、河越茶
以来すたれていた武蔵の茶
を復興しようとしたという
意味です。ただ、当時はま
だ「狭山茶」というブラン
ド名はありませんでした。
―この後、狭山茶は産業と
して発展するのですか。

11

輸出品であった狭山茶
隣の村々の村野盛政、指田
半右衛門の３人は、宇治で
蒸し製煎茶の製法を学び、
地元に帰ってからも試行錯
誤を重ね、江戸の茶商・山
本山のアドバイスも得て、
ついに関東で初めて製造に
成功し、文政２年（１８１
９年）江戸の茶商との取引
が始まります。この時の最
初の売買契約書が残ってい
ます。ここに茶問屋として
名のある山本嘉兵衛は今の

高林謙三
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「狭山会社」茶袋ラベル
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―審査
（ ） の仕方
は。
西沢 出品は全
部集めると千点
近く、外観（形、
色つやなど）、
内質検査（水色、
香り、味）を審
査する。
―最高賞は。
西沢 それぞれ
の茶種の１番は、
農林水産大臣賞
で、産地賞もあ
ります。

お茶まつり」を開きます。
品評会で業界内の技術を高
めるだけでなく、消費者と
の結びつきを強めたい。特
に狭山茶は大消費地に近い
わけです。今回は、入間の
「万燈まつり」という祭り
の日に合わせました。
日本一のお茶を試飲でき
る場を作ったんです。全部
の種類の入賞したお茶を、
体育館に一堂に並べて飲ん
でいただく。「こんなお茶
があるのか」、「こんなの
初めてだ」とびっくりする
のばかりだと思います。絶
対感 動し ま
す。
共同の製茶工場と西沢会長

―入 間茶 研
究会とは。
西沢 入 間
市茶業協会の下部組織で、
平均年齢 代の生産農家の
団体です。元々、家業を継
ぐときに、同年代でお互い
に勉強しようと、立ち上げ
た。今年で 年目になりま
す。
―今回の品評会には出品は。
西沢 メンバー 名、全員
が出します。
―普通のお茶と作り方が違

日本一のお茶を目指す
全国茶品評会
生かした品評会であってよ
いと思います。これが狭山
茶なんだというものを訴え
たい。
―埼玉県からの出品は。
西沢 全体で１６０点ほど、
うち半分近くが入間市から
です。
―一般の人も参加できるイ
ベントを開く。
西沢
月 、 日「全国
24

63
12

10

2

―「農林水産大臣賞受賞」
の看板はよく見ますが。
西沢 全国の品評会と別に、
毎年関東ブロック、さらに
県の品評会もあり、それぞ
れ農林水産大臣賞が出てい
ますので。
―開催地が有利なんですか。
西沢 やはり、地元の水を
使うので有利な面はありま
すね。ただ、産地の特色を

10

おりしも今年（２００９
年）は、主産地の入間市で
全国茶品評会が開かれる。
地元の入間茶研究会の西沢
明会長にお聞きした。
―今回開かれるのは、全国
のお茶の品評会ですか。
西沢 ８月下旬に、第 回
全国茶品評会が埼玉で開か
れ、開催地が入間市です。
―この品評会は毎年ある。
西沢 毎年、九州、関西、
関東の各ブロックで持ち回
りで。埼玉は前回は平成
年に、やはり入間で開きま
した。
―どのようなお茶が出品さ
れる。
西沢 お茶の種類は、普通
煎茶 キロ、普通煎茶 キ
ロ、普通煎茶４キロ、深蒸
し煎茶、かぶせ茶、玉露、
てん茶、蒸し製玉緑茶、釜
入り製玉緑茶の９種類あり
ます。それぞれ全国に得意
な産地があり、このうち、
今回我々が日本一を目指し
ているのは普通煎茶です。

44
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うのですか。
西沢 お茶は５月の連休に
摘んで、すでに全部作って
ありますが、日本一を目指
すためには、それなりの肥
料を施し、よりていねいに
管理もしますし、摘み方も
本当の方法で手で摘む。
―製茶は。
西沢 平成８年に共同の施
設を建て、入間の人はほと
んど全員がここの製茶機械
で作っています。
―狭山茶の特徴は。
西沢 製造の仕方、機械は
どこもそんなに変わらない
です。どこが特徴なのかと
いうと、産地の気候や土壌
に左右されるんです。「色
は静岡、香りは宇治よ、味
は狭山でとどめさす」とい
う歌があるんだけど、狭山
茶は、味が濃くて、おいし
い。埼玉西部は冬寒く、新
芽も葉肉が厚く、とろっと
した濃厚な味が出やすい。
あとは関東ローム層の土壌
のせいもありますけど。
―いいお茶を作るポイント
は。
西沢 何年もやっていると
痛感するのは、お茶の芽を
摘む日、適採日を見極める

6

のが難しいです。早過ぎて
もいけないが、遅くなった
ら致命的です。何十人の摘
み子さんを頼むわけですが、
あらかじめ日にちを決めて
も、それまでの気象で成育
が変わり、当日雨が降れば
アウト。
それと今年の芽は去年ど
んな管理をしてきたかで決
まっちゃいます。あとは摘

み方。手で
「１芯２葉
摘み」と
いう摘み
方をする
んです。
長さ７セ
ンチくら
いで、柔
らかいと
ころだけ
摘む。
―テレビ
ド ラ マ
（ＴＢＳ
「夫婦道」）
も入間が
舞台とな
り、今年は
産地が盛り
上がります
ね。
西沢 狭山茶の ％以上は
入間市が作っている。これ
だけの茶畑を一望できる場
所は全国にもない。今年は、
テレビでも取り上げてもら
い、全国の品評会もあり、
アピールしていきたい。こ
の業界も景気はいいわけで
はないが、行政も協力して
くれて、準備は着々と進ん
でいます。

7
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入間の茶畑風景
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第63回全国茶品評会審査会

8月25日（火）～28日（金）
埼玉県農林総合研究センター 茶業特産研究所

10月24日（土）～25日（日）
入間市市民会館及び入間市市民体育館
10月24日に出品茶展示会（入間市市民体育館）あり
問い合わせは全国お茶まつり実行委員会事務局（埼玉県
農林部生産振興課内）
048-830-4116

第63回全国お茶まつり埼玉大会
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小野田さん」

17

揉みながら乾かす方が、
成分がお湯に溶け出しやす
いんです。煎茶は、急須で
お湯に溶かしていただきま
すが、抹茶は葉っぱを全部
粉にして飲んでしまうので、
その必要がない。いかにい
い緑色を保ったまま乾かす
か、がポイントになります。

―作る手間は。
小野田 製造は煎茶の方が
ずっとかかります。（機械
にかけ）最初の葉っぱが出
てくるまで抹茶は１時間で
すが、煎茶は４～５時間か
かります。
―ただ、抹茶は粉にする工
程がありますね。

新しい需要掘り起こす
明日香（狭山市） 小野田実さん

―５名
の方は
それぞ
れご自
分の茶畑で生産される。
小野田 そうです。それを
会社で買い取るわけです。
―作業の時期は重ならない
んですか。
小野田 煎茶（の製造）が
終わると、連続で（抹茶の
製造機を）動かす。春、夏、
秋の３回。抹茶は、秋も作

埼玉で初めて抹茶製造に挑戦

狭 山 茶 の研 究

専用の 機械を 導入 ります。
（３） したいと感 じまし
て、平成 年に明 てん茶は揉まずに
日香という会社を設 乾かす
狭山茶といえば煎茶で、 立、工場を建て、翌年から
茶道など
本格的な ―あらためて煎茶と
で使う抹
乾燥炉を 抹茶の作り方の違い
茶は、京
使って製 を教えてください。
都が主産
造にかか 小野田 煎茶は揉み、
地。埼玉
りました。 撚りながら、乾かし
ではこれ
―メンバー ていく。かたや、て
ん茶（抹茶の前段階
まで誰も
は。
の製品）は揉まずに
手がけて
小野田
いなかっ
それぞれ 葉っぱそのままで乾
たが、狭山碾（てん）茶工 煎茶の工場を持ち、狭山茶 かすのが大きな違い
ですね。
房（有）明日香（狭山市）、 の大好きな５名です。
が初めて抹茶の製造
に挑戦している。小
野田実社長にうかがっ
た。
―抹茶を作るようになった
経緯は。
小野田 平成元年の国民文
化祭で、埼玉県大茶会が狭
山の稲荷山公園で開かれた
んです。それが盛況で、翌
年からさやま大茶会が行わ
れ、その時、地元の狭山茶
の抹茶ができないかという
声が出て、煎茶の機械を使っ
て試作を始めたんです。
年間やったんですが、
15

小野田 そうですね。それ
は石臼でやったり、今は専
用の機械があります。煎茶
なら、篩でそろえて、火入
れをすれば飲むことができ
ます。
―茶葉の育て方に違いはな
いのですか。
小野田 芽伸びの日数が長
いので肥料をたくさん施し、
覆いをかけることが必要で
す。

―抹茶の難しさはどこに。
小野田 ４年経過してみて、
やはり製造工程より、肥培
管理と被覆の方ですね。煎
茶でも、高級品は摘採する
前に５日か７日覆いをしま
すが、抹茶の場合は１ヶ月
半かけます。
―お茶の品種は。
小野田 今までは、（煎茶
と同じ）ヤブキタでしたが、
最近は抹茶専用品種に切り
替えています。
―狭山茶では今までなぜ抹
茶を作らなかったのでしょ
うか。
小野田 そもそも江戸時代

肥培管理と被覆に難し
さ

明日香工場

8

から抹茶は関西が中心で関
東は煎茶でしたし、宇治と
いう産地がしっかりしてい
ます。
―抹茶の主産地は京都です
か。
小 野田 メ イン は
宇 治と 、愛 知県 の
西尾です。
―市場は
小 野田 京 都方 面
で は（ 煎茶 と） 同
じ くら いい って い
る と思 いま すが 、
他 地域 では 煎茶 ９
割 、抹 茶は １割 で
しょうかね。ただ、
食 品業 界の 需要 は
伸 びて いま す。 ソ
フ トク リー ムに 入
れ たり 、パ ンや う
どんに入れたり。

小野田 半分以上は「明松」
というブランドで。他は、
抹茶を使った菓子類の原料
として和菓子屋さんに出す
とか。まんじゅうも作って
います。

央道）のサービスエリアで
販売しています。
―そもそも、抹茶を手がけ
ようと思ったのには新市場
開拓も狙いでは。
小野田 煎茶に関しては需
要が頭打ちですし、煎茶自
体ペットボトルとかに替っ
てきましたので、違うもの
も合わせてやっていこうと
いう考えはありました。
ただ、うちの方は市場も、
てん茶茶葉の市場も、扱っ
てくれる問屋もいないので、
自分たちで作ったものは自
分たちで商品化し販路を見
つけて売っていかなくては
ならないんです。余っちゃっ
たら、どうしようもないん
です。需要に合ったものを、
計画的に生葉の段階から生
産し、製造し、売っていく。
―いけそうですか。
小野田 こういう時代になっ
たから、逆にやりがいがあ
ります。抹茶はいろいろな
ところに伸びていく可能性
があります。食品の中に入
れるということなら、まだ
需要が掘り起こせるので。
―今回、全国の品評会に埼
玉から初めて抹茶を出品し
た。
抹茶製品

―「おてがる抹茶」とは。
小野田 煎茶のように急須
に入れて飲める抹茶で、茶
せんでかき回さなくて済む。
結構人気です。１本６百円
で２５０杯くらいとれます。
―どこで買えるんですか。
小野田 市内近辺のお茶屋
さん。今、「おてがる抹茶」
とまんじゅうは、高速（圏

小野田 出してみて比較す
ることで、自分たちのレベ
ルアップができるのではな
いかと考えたわけです。埼
玉県始まって以来です。

9

急須で飲めるおてがる
抹茶
―今、事業はどれくらいの
段階ですか。
小野田 国の支援事業とし
て始めました。達成目標が
ありますが、現段階で、そ
の ％というところです。
―現在の売り先は。
70
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狭 山 茶 の研 究
狭山茶の本場、入間市の
加治丘陵で製茶業を営む比
留間嘉章さんは、「極茶人」
と呼ばれる。全国手もみ茶
品評会では一等賞の常連、
香り高い「萎凋茶」など、
こだわり、極上のお茶作り
を目指している。最近話題
を呼 んだＴ ＢＳのド ラマ
「夫婦道」では、お茶に関
る指導を任された。
―元々出身はこちらなんで
すか。
比留間 そうです、代々お
茶の栽培を。私が家に入る
時に親父と一緒に製茶業を
始めた。
―自分なりのやり方をとっ
たのはいつから。
比留間 もちろん、やるか
らには良い物を造りたい気
持ちがあったんですが、最
初は親父からみれば遊び半
分にしか見えなかったかも
しれない。やっぱり親父が
いなくなってから変わりま
したね。
―比留間さんのお茶を、一

50

げ」をし、「仕上げ揉み」
工程をとって、最後に焙炉
の助炭の上に広げて乾燥す
るんです。
―全部手でやる。
比留間 そうです。五感を
集中させて。
―時間的には。

比留間 乾燥まで入れると
６、７時間になりますね。
僕が１日頑張って、製品で
３００㌘しか出来ないです
から
―熟練がいるんですか。
比留間 もちろん、手もみ
茶と呼べるだけのクオリティ

を持った物を作るのは非常
に技術がいりますね。
―手もみ茶はお茶としての
味がどう違うのか。
比留間 簡単に言うのが難
しいですけど、まろやかと
言ったらいいのか、奥行き
があると言ったらいいのか。
―値段的には。
比留間 一般に販売でき
るだけの量が無いん
ですよ。全国の手も
み茶振興会に出品さ
れた物を入札販売会
で落札して来て販売
するんですけども、
３㌘単位であったり、
㌘単位であったり。
―高い物だとどの位。
比留間 一番高い物
は３㌘で５千円です
ね。これはもう日本
一のお茶ですので。３等
入賞茶で ㌘６００円位
からあります。

10

―別に、「萎凋茶」という
茶をお作りになっている。
比留間 お茶には、花や果
物のような、萎凋香と呼ば

ストレスを与え香りを
引き出す

10

10

般の 人 向 け にご 説

ですが、この 年間で全国
手もみ茶品評会で 回日本
一の団体賞を取っているん
ですね。
―手もみというのは減って
来ていた訳ですね。
比留間 機械化が進み必要
がなくなった時代があった
んです。 自分に近
いか年下 の後輩達
が、昭和 年代、
保存会に 青年部を
作り始め たんです
よ。今入 間でメン
バーは 名です。
―手もみ 茶の工程
は。
比留間 最初に蒸
すんです（「蒸し」）。
次に「葉 振るい」
というの がありま
す。空気 に触れさ
せて表面 に付いた
水分を取 る。その
後に、「回転揉み」
というのが、軽回転
と重回転と２通り、
焙炉と呼ばれる道具の上で
やるんですけども。
―揉んで水分を取る。
比留間 そうですね、揉み
出した水分を下からの熱で
気化させる。あとは「中上

比留間さん

（４） 明頂けますか。
全国手もみ茶品評会で
日本一

比留間 自分が今、一生懸
命やっているのは、まず手
もみ茶。入間市は、手もみ
茶が非常に盛んなんですよ。
保存会の会長をしているん

10

34

6

れる香りがあり、香りを強
調した製品を作りたい思い 埼玉県の品種を
があるんです。
お茶の葉が萎れる時、香 ―次の段階は。
りの成分が揮発しやすくな 比留間 二つをもっとレベ
る性質を利用して、お茶に ルアップして極めたいとい
様々なストレスを与えるこ うことがありますね。もう
とで香りを引き出すという 一つは埼玉県で育成された
製法があるんですね。半発 品種を使っていきたい。埼
酵茶の製茶では一番重要な 玉県の品種は非常に香りに
部分 なんで すけ ど
も、 これを 煎茶 の
製造にも取り入れ、
オリ ジナル の機 械
など も作っ てや っ
ている所なんです。
―半 発酵茶 では な
いんですね。
比留 間 煎 茶な ん
です。微発酵煎茶という呼 特徴がある物が多いので。
び 方 を し て ま す け ど も 。 今日本全国で 数％が「や
「清花香」、「香美人（シャ ぶきた」という品種なんで
ンシャン）」という商品で すね。
出しています。
―埼玉県の代表的な品種は。
―お値段的には。
比留間 一番多いのは「さ
比留間 「清花香」１００ やまかおり」。「香美人」
㌘ で １ ６ ０ ０ 円 で す ね 。 は「ほくめい」、「むさし
「香美人」は品種により
かおり」、「ゆめわかば」。
㌘１０００円から ㌘１０ ―「極茶人」（ごくちゃに
ん）と呼ばれている。
００円まであります。
―広く出されてるんですか。 比留間 実はテレビチャン
比留間 自分のとこでしか ピオンという番組に出た時
に「極上茶仕掛人」という
売ってないですね。

名をいただいたことから、
周りの方達が「極茶人」と。
そんなに悪い呼ばれ方じゃ
ないなというのがあるんで。
―お茶入れる時の注意を。
比留間 手もみ茶はとにか
く低温でじっくりですね。
萎凋茶は高温でさっと入れ
るという。

11
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（５）

県内最大の茶園
県茶業協会長

いる人の集
まりです。
―生産者の組織というこ
狭山茶の栽培・製造から小 とですか
売りまで手がける鶴ヶ島の長 長峰 生産者と茶問屋、
峰園は６町歩（約 ヘクター 小売り屋さんも含まれま
ル）の茶園を持つ県内でも最
大規模のお茶屋さんだ。最近、
観光客でにぎわう川越・一番
街に出店し話題を呼んでいる。
同園をここまで育てた長峰宏
芳さんは、県議会議員、埼玉
県茶業協会会長も務める業界
のリーダー。福島原子力発電
所事故の放射能汚染問題対策
にも先頭に立って取り組んで
いる。長峰さんに、茶業経営
の秘訣、業界の課題などにつ
いてお聞きした。

狭山茶は完全復
活

してよく揉まれた狭山茶は、 たものと、超えなかったも ―今年は。
私は日本一おいしいと自信 のがまちまちでしたが、国 長峰
年産は、ゲルマニ
を持っています。皆さんも の方でも突然のことでお茶 ウムの検査機でもデータが
そのことを承知して自信を をどう検査すればよいか定 出ない状況です。
持って作ってもらいたい。
まらず、生葉、荒茶、注い ―それでも販売への影響は
―原発事故の放射能問題は だ茶と３段階の検査をした。 残っているのでは。
ほぼ乗り越えたと言ってよ 注いだ茶で検査すれば、狭 長峰
年産はかなり打撃
いのですか。
山茶は皆大丈夫だったんで を受けました。 年産は、
消費者は今まで鹿児島
など他のお茶を飲んで
いましたが、県や業界
などの情報から心配な
いことを知って、やは
り狭山のお茶でないと
うまくないというので、
以前のお茶屋さんに戻っ
てきていますね。
―完全に戻ったと言っ
てよいですか。
長峰 ほぼ戻ってきて
います。新茶になれば、
年産は完全復活でき
長峰 ２０１２年産のお茶 す。１年たって、ようやく ると期待しています。
―放 射能 問題 で倒産
した 業者 もあ るので
すか
長峰 大 手が ２軒つ
ぶれ たと 報道 されて
いるようです。

（鶴ヶ島市）

13

13

11

12

茶碗に注いだお茶を検査す ―放射能対策として実行さ
ればよいことになりました。 れたことは。
長峰 茶業協会会員以外も
基準は ベクレル。
10

はどれも基準値以下です。
年産は、基準値 を超え
500

6

―茶業協会とはどんな組織
ですか。
長峰 社団法人埼玉県茶業
協会。県内で茶に携わって

す。
―どのような活動を。
長峰 いろいろあり
ます。昨日総会を開
きましたが、ここ２
年は（原子力発電所
事故に伴う放射能汚
染問題で）みなさん
苦しんだので、組織を強固
なものにしていこうという
ことになりました。よく蒸

11
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含めて狭山茶振興協議会を
作り、そこで東京電力との
補償問題にあたりました。
協 議会 の中 に狭 山 茶
再 生ブ ラン ド委 員 会
を 設置 、そ こで 宣 伝
活動をしてきました。
も う１ つ、 茶業 協 会
の 下部 組織 に狭 山 茶
振 興協 力会 とい う 組
織 があ り、 業者 か ら
資 金を 集め て宣 伝 活
動を手掛けています。
― テレ ビＣ Ｍも あ り
ましたね。
長 峰 演出 家の 蜷 川
幸 雄さ んが 出て く る
テレビＣＭは県がやっ
て くれ たも ので す 。
蜷 川さ んは 無償 で Ｃ
Ｍ やポ スタ ーに 出 て
く れま した 。県 は ま
た 、昨 年西 武ド ー ム
の 西武 ・巨 人戦 を 狭
山茶の冠としました。
業 界で は今 年、 ラ ジ
オ 放送 で西 武・ 阪 神
戦を狭山茶キャンペー
ンとしてやります。

―業界の振興策で力を入れ
ていることは。

長峰 今、埼玉の場合、開
発で茶園面積がだんだんと
減ってきています。以前は、
全国の４％くらいあっ
たんですが、今は２
％を切っています。
趣味でやっているの
ではないので、もう
かる茶業にするには
どうしたらよいかと
いうことです。
―もうかるようにす
るには。
長峰 やはり、いい
茶園の管理をして、
よく蒸してよく揉ん
で、お茶の味のわか
る人に飲んでもらえ
ばおいしいというこ
とで売れます。それ
が基本です。汗をか
いて、自分で試行錯
誤して挑戦して、元
気に取り組まないと
いけません。それを
なまけていてはだめ
です。なんでも同じ
だと思います。
それと、もうかる
茶業にするには経営規模を
拡大しなければいけないと
言っています。農業でやっ
ていくには地価は１坪１万

―長峰さんは「狭山茶は一
番おいしい」と言われます
が、それはど
うしてです
か。
長峰 みか
んも昔は埼
玉ではでき
ないと言わ
れていまし
た。今はあ
ちこちでみ
かんの木を
植えていま
すが、意外
に味が濃くておいしいです。
静岡や四国のみかんは味が
うすい。それは気候だと思
いますね。寒さを耐えて、
木がしっかり養分を蓄えて
冬を過ごす。埼玉の場合、
お茶は１番茶が主力で、２
番茶は１番茶の次年度の枝
長峰さん

円以下でないと成り立ちま のだと思います。逆に後継
せん。地価は下がってきま 者が会社勤めの方がいいと
したが、農地の相続税の猶 言うようなお茶屋さんは、
予が永久営農でないとでき もうかる茶業経営になって
なくなりました。終身農業 いないわけで、その代で終
をやらないと免税しないの わってしまいます。
では考えてしまいます。
―経営規模を拡大してもも 狭 山 茶 が 一 番 お い
うかるとは限らないのでは。 しい
長峰 売り上げを伸ばさな
ければもうかりません。

千万円の売り上げでは、そ

1

んなにがんばっても 万円
のもうけにしかなりません。
―もうかる茶業に成功して
いる業者は多くないですか。
長峰 みんな一生懸命やっ
ています。後継者ができて
いるところは成功している

の目を分家させるために刈
り、せいぜい２番茶までで
す。静岡では３番茶までや
ります。木というのはあま
り刈ると疲れます。埼玉で
は、春になると蓄えた養分
が１番茶に集中して出るの
ではないでしょうか。葉が
厚く、緑も濃いです。
―あとはそれぞれ業者の努
力があるのでしょう
長峰 製造の技術もあるし、
茶園の技術もあります。肥
培管理をきちんとして木を
作らないと、うまいお茶は
できません。今は、有機栽
培で堆肥を多く使って、しっ
かりした木を作るように努
めているわけです。
―狭山茶は、小規模な農家
が作り、自分で売るという
特徴があるのですね。
長峰 そうです。静岡や九
州は、生産量が多く、消費
地と離れていますが、狭山
茶は、消費地が近く量も少
ないので、昔から地元で消
費される傾向がありました。
皆さん、だいたい茶園規模
は２町歩くらいが多いです
が、自分の茶園で栽培し、
自分の工場で作って、自分
の庭先の店で販売するとい
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もうかる茶業にすること

500

狭山茶の研究増補版
う形態が多いです。今、県
が「農業の６次産業化」を
進めています
が、狭山茶は
昔から時代の
最先端で「６
次産業」をやっ
てきているわ
けです。

―長峰園はいつからここで
お茶を。

６町歩の茶園

東上沿線物語別冊

長峰 埼玉では昔か ―現在では鶴ヶ島は、入間 で製品にするわけです。機
ら、屋敷の庭先にお などに比べ生産者は少ない 械はセットしてあり、お茶
茶の木を植えて、そ のでは。
が始まれば 時間営業です。
れを摘んで、せいろ 長峰 お茶屋さんは 軒あ
で蒸かして、ホイ ります。工場を持つのは９ ―販売はどこで。
ロの上で揉みなが 軒です。
長峰 （工場・自宅のある
ら自家製のお茶に ―長峰園の規模は。
敷地内）お店と、その裏に
することをしてい 長峰 自分のところで管理 ある作業場で注文を受けて
ました。鶴ヶ島も、 している茶園は６町歩余り 箱詰めをしたりしています。
この手もみの時代 になります。埼玉では、個 それと、川越市内の札の辻
は古い産地でした。 人の所有面積では１番だと に息子が店を出して１年過
どこの農家でもみ 思います。生産は、 町歩 ぎました。
なやっていました。 分くらいのお茶を使い、１ ―川越のお店はどうですか。
－お茶専門の農家 日 千キロくらい作ります。 長峰 お客さんは、多い日
となったのは。
には７００人も８００人も
― 町歩とは。
長峰 私の父の時 長峰 他の生産者からお茶 来るそうです。ただ、観光
代、昭和 年頃だと の葉を買うわけです。同じ のおみやげで主で単価が低
思います。物置を拡 ようなお茶を見つけるのが いので売り上げはそれほど
ではありません。
張して、日高出身の 大変ですが。
高林謙三が発明した製茶機 ―それをお茶にするわけで ―お店は２つだけですか。
長峰 そうです。ただ、今
械を２台入れて、ボイラー すね。
までのお 付き合い
で電話や インター
ネットで 全国から
注文が入 りますの
で、飛ぶ ように売
れます。 毎年商品
が足りな くなりま
す。放射 能の時は
困りましたが。
―問屋には卸さないのです
か。
長峰 以前はうちも問屋さ
32

をたき蒸気を出し、お茶を
蒸していた。当時は、飲み
物がなかったので、お茶が
とぶように売れました。

鶴ヶ島市上広谷の店舗

10

20

長峰 多い時で、一番茶で
生葉が８万キロ。製品で
万５千キロから２万キロく
らい作りますね。全部うち

20 5

1

24

んと取引をしていました。
その方が簡単で、栽培に専
念できますから。しかし、
お茶の増産で値段が安くな
り、問屋と商売していても
成り立たないと考え、小売
りでいくことにしました。
それで通り沿いに店を出し
た。
―どうしてそんなに売れる
のですか。
長峰 お茶は嗜好品ですか
ら、それぞれの工場によっ
て考え方も違いますし、で
きてくる製品は違うんです。
私は、茶碗にさす時、色が
グリーンでなければ絶対ダ
メだとずっと言っています。
黄色では気に入らない。私
の考え方は、グリーン。そ
ういう風に作らなければダ
メです。
―グリーンのお茶は作り方
によるのですか。
長峰 主に工場での製造法
です。若いころは、どうし
たらグリーンになるか寝ず
に考えました。だから、う
ちの機械のラインはお金を
かけており、他と少し違い
ます。
―蒸し方が違うのでしょう
か。

14

長峰 よく蒸して揉んであ
ると言えます。深蒸しまで
は蒸していませんが。
歳か ら政治 の世
―グリーンの方がおいしい 界に
わけですね。
長峰 要は、消費者がうま ―元々研究が好きなんです
く感じるかどうかです。私 か。
は、グリーンと黄色ならグ 長峰 いろいろ自分で考え
リーンのお茶を消費者は好 てモノを作るのは大好きで
むと思います。まろやかで、 す。
ふっくらとした味。
―政治はいつから。
―それがお客さんに評価さ 長峰 政治の世界に入った
れているわけですね。
のは 歳の時です。地元の
長峰 １人の人が買いに来 町会議員に。
て あ ちこ ち 送 って く れ
る 。 飲ん だ 人 が注 文 し
て く れる 。 そ うい う 形
で 広 がっ て き まし た 。
１ 人 の方 が い っぱ い お
金 を 使っ て い って く れ
るんです。
― 今 年は 放 射 能問 題 も
弱 ま り、 さ ら にい け そ
うですね。
長 峰 今 年 の 新茶 か ら
は 長 峰園 本 来 のお 茶 を
作って売れるかなと思っ
て い ます 。 川 越市 内 の
店 も 今は 観 光 客が 多 い
で す が、 市 民 の人 た ち
に も うち の お 茶は お い
し い と思 っ て もら え る
ようにしたいですね。

―今は経営は息子さんに譲っ
たのですか。
長峰 株式会社長峰園の社
長は息子の秀和、私は取締
役です。
―従業員は。
長峰 全部で 人を超えま
す。
―季節に摘む人は。

観光客でにぎわう川越市蔵の町の店舗

20

長峰 一番多い時は 人く
らい来てくれました。最近
は少なくなり、 人くらい
でしょうか。

新しく出し た川越の 店は 人で賑 わって いる
が、鶴 ヶ島の 長峰園 は決し てよ い立 地とは 言
えない。幹線道路からわきにそれた道沿いで、
歩いている人がいるわけでもない。それでも、
お茶が 「飛ぶ ように 売れる 」と 言う 。茶園 も
県内１ という 面積ま で拡大 した 。低 迷が続 く
狭山茶の業界で、異例の存在だろう。
長峰 さんは 、味に 自信を 持っ てい る。そ の
秘訣は 、「グ リーン のお茶 」を 作る ことだ と
言う。 そのた めに、 人知れ ぬ努 力を された よ
うだ。 お茶の 好みは 人それ ぞれ だが 、長峰 園
のお茶 が売れ ている という こと は、 その追 求
する味 が多く の人に 支持さ れて いる という こ
とだ。 やはり 、何事 もビジ ネス の基 本は品 質
であり、食品は味である。
その 長峰さ んも、原発事 故に 伴う 放射能 問
題はこ たえた ようだ 。自分 の経 営に 影響し た
だけで なく、 業界の リーダ ーと して 対策を と
りまと める立 場でも あった 。１ ３年 の新茶 か
らは、 放射能 問題の 影響は ほと んど なくな っ
たと言 う。今 後は、 長峰さ んの 言う 「一番 お
いしい 狭山茶 」をど う実現 し訴 えて いくか 、
業界の 振興も 長峰さ んの力 で一 押し しても ら
いたいところだ。
（金子）
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狭 山 茶 の研 究

―伊藤園は元々お
（６） 茶屋さんから始まっ
たのですか。
広報 １９６６年に静岡市
近年、日本茶の飲み方と で、フロンティア製茶とい
して急速に広がったのが、 う名で会社を設立し、リー
缶入り、ペッ
トボトル入
りのお茶だ。
自動販売機
で買え、持
ち運びがで
きる利便性
もある。ペッ
トボトル入
り茶市場を
切り開き、
けん引して
きたのが、伊藤園であり、 フ（茶葉）商品の販売など
そのブランド「お～いお茶」 を行っていました。当時の
だ。一体、ペットボトル入 お茶屋さんは、店頭での量
りのお茶はいつから市場に り売りが主流でしたが、伊
出たのか、どのように作る 藤園では グラム単位の
のか、排出される膨大な茶 真空パックにすることで、
殻はどう処理しているのか、 出店を拡大していたスー
などを同社広報部の大西恭 パーマーケットなどで販
子さん 角野友哉さんにお 売シーンを広げました。
聞きした。
―創業者が伊藤さんなの
ですか。
広報 いいえ、本庄正則、
本庄八郎の兄弟で創業し

１ ９ ８ ５年 に 世 界
初の缶入り茶発売

ました。創業から 年後の
年、「伊藤園」に商号を
変更しました。
―飲料としての緑茶はいつ
から扱うように。
広報
年頃から食の洋風
化が進み、若者のお茶離れ
66

75

3

などからリーフ市場が頭打
ちになりました。そこで、
緑茶をいつでもどこでも飲
めるようにしてはどうかと

いうことで、缶入り緑茶の
開発を進めました。
しかし開発は容易ではあ
りませんでした。緑茶は、
酸素や熱に影響を受けやす
いデリケートな飲み物です。
ところが、缶のふたと緑茶
の間に
若干の
空気が
入って
し ま う。
それに
よって
風味が
損なわ
れ た り、
また加
熱処理
すること焼き芋のような匂
いが出てしまうなど問題が
ありました。そこで、缶を
閉じる前にふたの間に窒素
を吹きかけて、
中の空気を追
い出すことで、
品質保持を可
能にしました。
また、原料茶
葉の火入れ具
合や茶葉の選
定に研究を重
ね、急須で入

れた緑茶本来の香りと味わ
いを実現しました。こうし
て世界で初めての「缶入り
煎茶」が出来上がり、 年
に発売しました。缶に入れ
るということは、それだけ
技術的に難しかったわけで
す。
―「缶入り煎茶」は当初か
ら売れましたか。
広報 当時は水やお茶はタ
ダというイメージがありま
して、売り上げは思うほど
伸びませんでした。また、
当時のマーケティング担当
が若者にアンケートを行っ
たところ、そもそも「煎茶」
という漢字が読めないとい
う事実が浮かび上がりまし
た。そこで、もっとわかり
やすいネーミングがないか
と模索し、当時のリーフ商
品の TVＣＭで使っていた
「お～いお茶」というフレー
ズを商品名に採用しました。
「缶入り煎茶」の発売から
４年後の 年のことです。
すると、「一緒にお茶をし
ましょう」と呼びかける、
そのフレーズの分かりやす
さから「お～いお茶」とい
うブランド名は、急速に広
まりました。

-
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缶入り茶の第１号
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―ペットボトルはいつから。 品質の「お～いお茶」を販
広報 ペットボトル入りは 売しています。畑づくりか
年に ｌを販売開始しま らこだわり抜き、さらに香
した。これも世界初です。 り高く、味わい豊かになっ
年には、 ｍｌの小型の たと考えています。
また伊藤園が推進してい
ボトルを扱い始め、２００
０年には業界に先駆けてホッ る茶産地育成事業における
トのペットボトル飲料も発 契約茶園が収穫した茶葉を
売 し ま し た 。 こ の よ う に 一部使用しています。
「お～いお茶」は、新たな ―茶産地育成事業とは。
容器展開にもチャレンジし 広報 茶産地育成事業には、
契約栽培と新産地事業の
続けています。
つの事業形態があります。
遊 休 農 地 を 活 用 し 契約栽培は、個々の茶農家
に、「お～いお茶」などの
た茶産地育成事業
製品に使用する茶葉の栽培
を依頼し、栽培指導や情報
提供を行うことで、高品質
な茶葉の栽培を実現してい
ます。一方、九州を中心に
展開している新産地事業は
1.5

13

500

5

90

96

13

―
今回「お～いお茶」をリニュー
アルされたそうですが、ど
のような内容ですか。
広報
年 月から、 年

遊休農地や耕作放棄地など
を利用した大規模な茶園造
成事業です。茶園の造成と
茶葉の生産は、地元の市町
村や事業者が主体となって
いただき、伊藤園は茶栽培
技術やノウハウを全面的に
提供しています。どちらも、
全量買い取りをお約束する
ことで、農業の安定経営を
図っていただいています。
―そうした産地の茶葉を使
用することで味も変わるの
ですか。
広報 「お～いお茶」専用
の高品質な茶葉を栽培し、
さらに飲料に適した形で加
工をしていますので、急須
で入れた緑茶本来の香りを
最大限引き出し、さらに味
わい豊かに仕上げることが
できます。
―契約栽培以外に一般の茶
農家から仕入れることもあ
るのですか。
広報 伊藤園はもともとリー
フを取り扱うお茶屋ですの
で茶市場に入って直接買い
付けができます。直接買い
付け、契約栽培、新産地事
業といろいろなルートで、
確かな品質の原料を調達し
ています。

―品種は決めているのです
か。
広報 「お～いお茶」の味
は、一品種では実現しませ
ん。香り・旨み・渋味など
それぞれの品種のおいしさ
を引き出し、最適な割合で
組み合わせることで仕上げ
ています。
―狭山茶は使われています
か。
広報 「お～いお茶」ブラ
ンドではありませんが、地
域限定で緑茶飲料「狭山茶」
を発売しました。

―加工法に特徴はあります
か。
広報 お茶は仕上げの製造
工程で「火入れ」という作
業があります。伊藤園は、
茶葉の形や重さごとに分別
し、それぞれに最適な時間
や温度で細かく分けて火入
れを行う「新・後火仕上げ」
製法を採用しています。
―基本的なことですが、缶
入りやペットボトル入り茶
は急須でお茶をいれるよう
に、茶葉にお湯を注いで液
を抽出するのですか。
広報 作り方は同じです。
大きな急須に茶葉を入れ、
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お湯を注いでいれています。
また、ペットボトルに充填
するにあたってはいろいろ
な技術も併用されます。た
とえば、そのまま入れると
オリと言われる浮遊物が混
じってしまいますので、こ
れらを「ナチュラル・クリ
アー製法」と言うマイクロ
フィルターでろ過する製法
を活用することで雑味など
を取り除き、品質保持をし
ています。
―ボトルに入れて
長くおいても味は
変わらないものな
のでしょうか。
広報 抽出したお
茶から極力酸素を
取り除くことで香
りと鮮度を保って
います。しかし、
ペットボトルは樹
脂でできているため、分子
レベルでは若干の空気を通
します。高温、多湿の場所
を避け、賞味期限内を目安
に開封後は早めにお飲みく
ださい。
―ホットでは変質してしま
いませんか。
広報 キャップがオレンジ
色のホット専用のペットボ
―茶殻のリサイクルに取り
組んでいるのですか。
広報 大きな急須に茶葉を
入れ、お湯をいれているの

用した地球環境配慮型の工
業製品の製品化に力を入れ
ています。茶殻を原材料と
して練り込んでいるわけで
す。たとえば、私どもの名
刺・封筒・ダンボール・ま
た紙ナプキンなどの紙類、
そして畳や建材、あるいは
サンダル、枕、ベンチなど
にも使われています。

残存します。その茶殻の有
用成分を活かして有効活用
で き な いか と 、 年 か ら
「茶殻リサイクルシステム」
に取り組んでいます。
―茶殻を何に再利用すると
いうことですか。
広報 従来から飼料や肥料
として活用していました。
しかし、さらに「カテキン」
の有用成分を活かすリサイ
クル方法として、茶殻を利

4

―このリサイクルの技術の
難しさはどの辺にあったの
ですか。
広報 茶殻を運搬・保存す
る際に乾燥させるのは、燃
料 を 使 用す る 上 に
二 酸 化 炭素 を 排 出
し 環 境 に負 荷 が か
か り ま す。 そ こ で
伊 藤 園 は、 水 を 含
ん だ ま まで 運 搬 ・
保 存 が でき な い か
と 考 え ま し た。
高 温 多 湿 な 茶殻
は 、 放 置 し てお
く と カ ビ が 生え
て し ま い ま す。
そ こ を ク リ アす
る 技 術 を 開 発し
ました。
― 茶 殻 を 使 うこ
と で ど の よ うな
メ リ ッ ト が ある
のですか。
広 報 国産 の 原 材
料を使えること自体も利点
ですが、やはり抗菌、消臭
の効果が大きいです。
茶殻にはカテキンが含まれ、
カテキンは抗菌や消臭の機
能があります。たとえば、
スルメが入った容器に茶殻
入りのインシュレーション

ボードを入れるという実験
をしてみます。すると、わ
ずか数分で容器の中のスル
メの臭いが消えます。ナプ
キンやサンダル、畳などは、
こ

の効果がそのまま発揮でき
るわけです。また、お茶の
香り自体に癒し効果も期待
できますね。
―製品を伊藤園が製造して
いるわけではないですね。
広報 製造はそれぞれのメー
カーが行い、どのように製

茶殻を使ったスリッパ

トルがあります。このホッ
ト専用のペットボトルは、
ボトル部分を多層構造にす
ることで、酸素の透過性を
低減し、お茶の品質を保っ
ています。

で、ご家庭で急須でお飲み
いただいた時と同様に茶殻
が必ず出ます。緑茶飲料の
販売数量の増加とともに茶
殻の排出量も年々増加して
います（ 年度の排出量は、
約 万 千トン）。
茶殻には、“消臭・抗菌”
といった効能をもつ「カテ
キン」という成分が、多く
12
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静岡
から始
まった
会社だ
が、今
はメジャー
になり
新宿に
大きな
ビルを
構えて
いる。それでも、弊紙のよ
うなマイナーな地域紙の取
材にも快く応じてくださっ
た。原料に使用している茶
葉の産地、品種などはさす
がに明かしてくれなかった
が、インタビューから伊藤
園という会社の考え方が伝
わったはずである。
伊藤園を含めメーカーは
日々努力をしており、最近

は、ボトル入り茶の味も進
化している。そのことが、
日本茶市場の維持拡大にも
貢献するし、本来の煎茶の
生産者にとっても逆に刺激
になるだろう。（金子）

19

品化するかをそれぞれの企
業と共同で技術開発してい
ます。
△
自動販売機で買うペッ
トボトル茶は、本来の日本
茶の飲み方としては邪道で
あろうが、その便利さから
生活になくてはならないも
のになっている。
そして、ボトルで飲
む日本茶市場を切り開
いてきたのが、伊藤園
だ。伊藤園は、他の大
手飲料メーカーと違っ
て、お茶から始まり今
でもお茶がメインであ
り、また「おーいお茶」
のネーミングからも親
しみを感じる会社であ
る。

伊藤園の製品群
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ですか。
高宇 釜で炒ろうが蒸気で
蒸そうが、基本的なメカニ
ズムは一緒です。ただ、葉

の周りに 度の釜があるか
度の飽和水蒸気があるか
が環境が異なり、香りの成
分の生成が変わってきます。
蒸気で蒸した方が温度が低
いからうまみ成分
は残りやすいと思
います。

―日本で煎茶はい
つごろから飲まれ
ているのでしょう
か。
高宇 煎茶は決し
て伝統飲料ではあ
りません。皆が飲むように
なったのは高度成長の後で
・ す。昭和の初め頃の狭山は
茶畑が広がっていたのでは
なく、畑の畦にお茶の木が
植えてあり、それをお茶に
していた。それば番茶にな
るだけで、煎茶にはならな
い。煎茶は明治から作られ
てはいたが、輸出用であり、
日本人が飲むためではなかっ
たんです
煎茶と言う言葉は古くか

茶よりずっとカテキンの量
が少ない。紅茶の味と香り
の成分はカテキンの酸化重
合で、カテキンの量が多い。
煎茶は甘み成分もあり、渋
みと甘みのバランスが煎茶
の味を決める。カテキンが
たくさんあると渋くなって
しまいます。

お茶の葉は放っておくと
酸化を始めるので、加熱し
て酸化を止める工程がいり
ます。それを蒸気で蒸すや
り方をしているのが煎茶で
す。中国でも緑茶をたくさ
ん作っていますが、全部釜
炒りでやっている。
―蒸気で蒸すことによって
どういう違いが生まれるの

250

蒸気で蒸して酸化を止
めたのが煎茶
―何を持って日本茶と言う
のですか。
高宇 日本で作ったお茶は
すべて日本茶です。中国茶
もそうです。台湾で作れば
台湾茶になります。

―日本茶は煎茶と言ってよ
いですか。
高宇 日本で作られている
お茶の ・９％は緑茶です。
その中でも煎茶が８割以上
です。だから煎茶が日本茶
の代表にはなっています。
―いろいろなお茶のうち煎
茶の特徴は。
高宇 要するに、煎茶は紅

110
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高宇 セミナーの講師を頼
まれたりはしています。入
間市博物館では毎年「お茶
大学」という催しに参加し
ています。
―お店でも教室を開いてい
るのですか。
高宇 日本茶の基礎的な知
識を持っていただくセミナー
を月に２回開いています。
あとはお茶の淹れ方だけの
話が３回ですね。

せん。日本茶イン
（７） ストラクターとい
う資格制度をプロ
パガンダするためにその資
格を名乗ることはあります
が。
―本を書いたり、講演され
たりする機会は多いのでは
ないですか。

日本茶と言えば、普段何
気なく煎茶を飲んでいるが、
煎茶はどんなお茶でいつか
ら飲まれるようになったの
だろうか。お茶をおいしく
淹れるにはどうしたらいい
のか。産地によってどんな
違いがあるのか、などわか
らないことが多い。東京・
赤羽にある思月園店主の高
宇政光さんは、お茶に関す
る講演も多くこなし、「僕
は日本茶のソムリエ」など
の著書もある“日本茶博士”
だ。日本茶インストラクター
制度の創設にも関わってい
る。高宇さんに、日本茶を
めぐる様々な疑問にお答え
いただいた。
―ご経歴は
高宇 僕はお茶屋の息子で
す。ここは元々祖父の始め
た店です。
―しかし、思月園の店主と
してだけでなく、お茶の専
門家としてのお名前が知ら
れていますね。
高宇 僕は思月園の代表と
して以外に肩書きは使いま

99
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らありますが、あれは「煎
じ茶」であり、今私たちが
飲んでいる煎茶ではありま
せん。
―その後、煎茶を皆が飲む
ようになったのは、日本人
の好みに一番合っていると
いうことですか。
高宇 それは違うと思いま
す。輸出がだめになり、煎

らだ。いつもお湯があるか お茶を飲むようになった。
ら小ぶりの急須を使い、１ それがなぜ煎茶だったかと
煎目、２煎目と淹れられる。 言うと、外貨がなく輸入で
高宇さんの著書『僕は日本茶のソムリエ』

煎茶が普及したのは、
戦後の高度成長期以降

農家にとっては、自家製の
お茶です。庭先や畦にお茶
の木を植えていたのです。
その頃からお茶は買うも
のではなく、自分で作って
飲むものでした。お茶がずっ
とタダだったのは、そのた
めです。コーヒーや紅茶や
抹茶は日常の飲用ではない
ので、それについてはお金

茶が余った。戦後になり高
を払う。お茶に 円を払う
度成長期に入り、団地がで
人は以前はいなかった。日
き、ダイニングテーブルが
本茶でお金を取れるように
でき、ライフスタイルが大
なったのは、ここ 年です。
きく変わる。その時に、テー
ブルの上に置くハウスウエ
注ぎ切ることが重要
アの中に保温ポットがあっ
た。象印の保温ポットは昭
欧米ではそれがないから、 きなかったからだろう。つ ―おいしいお茶の淹れ方を
和 年にできた。世界で朝 紅茶のポットは大きい。生 まり、嗜好飲料として外国 教えていただけますか。
お湯を沸かし、それを用も 活環境がまったく違う。そ から紅茶やコーヒーを買う 高宇 僕は、おいしいお茶
ないのに一日中キープして れができたのは、高度成長 余力がなく、飲むには煎茶 の淹れ方がアプリオリにあ
いる国はそんなに多くない。 の時です。私の考えでは、 しかなかったから煎茶が選 るとは考えていません。十
欧米にはそういう道具はな 日本の転換点は高度成長で 択されたのかもしれません。 人いれば十通りあっていい。
い。紅茶を淹れるプロセス あり、室町時代から続いて ―煎茶が普及する前はどん 僕がやるのは、それぞれの
の最初は、
方が作る自分ためのお茶の
淹れ方のお手伝いです。原
則・原理と技術的なポイン
トはお話しますが、必ずし
もその通りやらなくてもい
なお茶を飲んでいたのです いという立場です。
か。
―それでは、原理・原則を
高宇 それ以前は、土瓶で 教えていただけますか。
番茶をドサッと淹れていた。
いた惣村制度を壊した。農
村から都市へ大量の人口移
動が起きる。私たちのライ
フスタイルが変わった時に、

高宇 基本は、まずお湯の
温度に関しては、熱湯で淹
れれば、どんなお茶でもカ
テキンがたくさん出てきま
すから、渋いお茶ができま
す。カテキンは温度に対し
て非常に敏感で、お湯の温
度を下げると、カテキンの
浸出が抑制されて、カテキ
ンに負けてしまっていたテ
アニンなどのアミノ酸類、
うまみの成分が感じられる
ようになります。だから、
熱湯で淹れると渋くなり、
お湯の温度を下げてあげる
と渋みの少ない甘い感じの
お茶ができます。
お茶の葉の分量は、たく
さん入れれば濃くなる、少
なければ薄い。それだけの
関係です。適量は自分で決
めるしかないです。
それと、お茶は揉んであ
りますから、淹れる時に、
浸出に少し時間がかかりま
す。今は短くてもよくなり、
１分も待たなくてよいです
が、すぐには淹れないでく
ださい。
―今は時間が短くてよくなっ
ているのですか。
高宇 そうです。昔のレシ

21
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Kettle on
the fir
e 、お湯
を沸かさな
ければならない。その頃か
ら急須も普及するようになっ
た。統計はないが、急須の
普及は昭和 年代くらいか
40
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ピを見ると、「３分から５
分待て」と書いてある。昔
より今の方が早く出るよう
に、揉み方を強くした
り工夫をしています。
今の人に「５分待て」
とは言えないのです。
でも、時間も好みの
範疇です。つまり、お
湯の温度も、葉の分量
も、浸出時間もその人
の好みです。
では何が肝心かと言
うと、１点だけ付け加
えるとしたら、注ぎ切っ
てほしい。急須の中に
お湯を残さないことで
す。そのために、お湯
の量を計量して淹れた
方が注ぎ切りやすいと
申し上げます。それが
技術のポイントです。
―なぜ注ぎ切ることが
重要なのですか。
高宇 理由は２つあり、
１つはお湯を残すと１
煎目は上澄み液だけを
飲むことになるのでう
すくなる。もう１つは、
お湯が残っているとカ
テキンが浸出し続けるから
２煎目は渋くなって飲めな
くなる。
高宇さん

るためアルミ箔を貼ってい
ます。しかし、封を切って
缶にあけたら酸化は止めら
れない。どうしようもない。
缶に入れたら早く使う以外
に方法はありません。
―冷蔵庫に入れるのはどう
ですか。
高宇 冷蔵保管で化学変化
のスピードを遅くすること
はできます。しかし、出し

―お茶の選び方で、まず高
いものと安いものの違いは
何ですか。
高宇 値段の違いは、僕ら
から見た品質です。だから
値段は、お茶を選ぶための
指標の１つにはなります。
でも絶対的な指標ではあり
ません。１５００円と１０
００円のお茶で、１０００
円の方がおいしいと思われ
る方がいたらそれはその人
にとって正しいわけです。
私の本に「１０００円の
お茶ください」という章が
あり、お茶の買い方を書い
ています。結論は、失敗し

昔土瓶を使っていた時は ればいいです。ガラス瓶は たり入れたりすると温度が てくださいということ。失
お湯は残っていました。で 保管容器ではない。ガラス 上がったり下がったりしま 敗しないお茶選びの方法は
もその時代は揉み方も浅い 瓶では紫外線が通ります。 す。また冷たいものを外に ないです。失敗しない旦那
し、お湯に浸かりっ 蛍光灯からも紫外線は出て 出せば結露します。湿気は 選びの方法がないのと同じ。
ぱなしでも浸出はす いる。もう１つは酸化です。 吸うし、温度変化が大きい いろいろなところでいろい
ごくゆっくりで渋く 金属の缶でも酸化は防げま と意味がありません。冷蔵 ろなお茶を買い、自分の一
感じなかったんです。 せん。
保管、冷凍保管は業者は使っ 番おいしいと思うお茶を選
以上が原則で、あ
我々の販売用のお茶は酸 ていますが、一般の人が日 べばいいわけです。
とは自分で組み立て 化を止めるため真空包装に 常生活で使う方法としては ―品質とは、具体的に。
ないといけません。
して、袋には紫外線を止め めんどう過ぎます。
高宇 値段はこちらから見
―開けたらすぐ飲むという た品質の差ですが、どう違
ことですね。
うのか説明は難しいです。
高宇 今のお茶なら１ヶ月 産地が違えばともかく、同
以内に飲みきってしまえば、 じ産地でも作ったのが３日
大丈夫かなと思います。
早いとかいう話になってし
まう。
―産地でどういう違いが出
るのでしょうか。
高宇 それもわからないと
思います。今「やぶきた」
という品種が日本中で作ら
れ、 ％は「やぶきた」で
封を切ったら早く飲
す。狭山はちょっと違いま
み切ること
すが。だから、どこも「や
ぶきた」のにおいがする。
―地域によって気候とか土
とかの差は。
高宇 最終的には生産者で
す。生産者の技術が大きい
です。ただ、そういう生産
者は生産量が非常に少ない
です。
―生産者の技術は、栽培で
―お茶の保存の仕方
で注意する点は。
高宇 基本的に、お
茶が変質するのは、
湿気はもちろんです
が、あとは光です。紫外線
にすごく弱い。紫外線を止
めるには金属製の缶に入れ

産地の差より生産者の差
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いかとは言えません。
―南と北ではどうですか。
高宇 当然ですが、生産時
期が変わります。狭山は摘
み取りは５月の連休明け半
ばから６月初めまです。鹿
児島は４月からできます。
―味はどうでしょう。
高宇 それは繰り返します
が生産者の差になります。
たとえば「ゆたかみどり」
という品種は狭山では作れ
ないとかありますので品種
が違えば 別です が、同 じ
「やぶきた」で比較すれば、

それは生産者の違いです。
むしろ、深蒸しと普通蒸
しの製法の違いがあります。
深蒸しはどろどろと緑色に
出るタイプで粉っぽい。関
東では深蒸しが主流で、お
茶の写真を見るとみんな緑
色になっている。 年前は
あんなお茶はなかった。で
も深蒸しにしたおかげで、
緑色の甘いお茶ができるよ
うになりました。蒸かし過
ぎたおイモのようなもので
す。
40

―深蒸しは濃いのではない
のですか。
高宇 濃いわけではありま
せん。浮遊しているのは細
かいお茶の粉です。粉を飲
み込んでいるから、濃く感
じるだけです。
―結局、信頼できる生産者
のものを選べばよいという
ことですね。
高宇 ただし、それも毎年
変わります。狭山茶は東日
本大震災の放射能問題があっ
て一時全部引き揚げられま
した。個人の生産者では、

そういうことが起こり、商
売としてはリスキーです。
だからブレンドという技術
がいるんです。ブレンドは、
香りがよくて味のうすいお
茶と、香りがうすくて味の
濃いお茶を混ぜたら香りも
味もよくなるということで
はない。そんなことではな
く、１年間、１００グラム
１０００円の思月園の「若
菜」というお茶は、いつも
変わらない味と香りでおい
しいねと言ってもらうため

の技術です。

―日本茶の効能については
どうお考えですか。
高宇 僕は効能には基本的
に興味がありません。確か
に最初は薬として入ってき
ましたが、今は嗜好飲料と
して飲むものであり、「お
いしいね」でいいんです。
効能を前面に出すのはいい
ことではない。体にいい成
分がたくさんあると言いま
すが、動物実験で試してい
る。カテキンに発ガンを抑

ではないです。静岡県立大
学で薬学が専門の富田先生
が、「食べても出てしまう
だけだ」、とよく言ってい
ました。吸収するにはミル
クと一緒にしたらいいそう
です。
富田先生も言っています
が、無理やり食べなくても
抹茶を飲めばいいんです。
抹茶は食べるお茶です。世
界中のお茶で葉を直接呑み
込むのは抹茶だけです。他
はすべて茶殻として捨てる。
―ところで、ペットボトル
のお茶飲料に
ついてはどう
言ったらよい
ですか。
高宇 あれはお茶だと思っ
ていません。僕らがやって
いるものとは異質のものだ
と思っています。今ペット
ボトルは、人工香料を使わ
なくなったので、みんな同
じ味しています。
―最近よく見かける水出し
のお茶は。
宇 それは工夫の１つとし
て悪いことではないと思い
ます。ペットボトルを飲む
よりは、安くておいしいも
のができます。

であり、そんな効果が ％
出るはずがないです。
―お茶を食べると健康によ
いという説もありますが。
高宇 お茶は飲み物なので
水に溶けるビタミンＣとか
カテキンは含まれますが、
ベータカロチンとかは葉の
中に残ります。ただ、食べ
ても人間が吸収できるわけ

制する作用があるというの
もラットで注射した結果で
す。私たちは飲んでいるの

抹茶は世界唯一の食べるお茶

すか、その後の製造ですか。
高宇 農家は、荒茶といっ
て、製品の１つ手前の段階
まで作ります。栽培と製造
の技術は、両輪です。上手
な人は、肥培管理をちゃん
とやっています。しかし、
栽培がいくら上手でも、製
造がへたならどうしようも
ない。その上で生葉にあっ
た製造技術をもっている。
―それでも産地の差は少し
はあるのでしょうか。
高宇 ありますが、その差
を言葉で示すことはできま
せん。以前、３人の
専門家が日本中のお
茶の特徴を書いてく
れと言われたことが
ありますが、語彙が足りな
くて３０数種のうち５種類
か６種類しか区別できませ
んでした。結局、何が違っ
ているかと言ったら川と地
域の名だけです。
―山の上の栽培は違うので
すか。
高宇 平地と山の上では違
います。平地は日照が多い
からカテキンが多くなりま
す。山の上は、日照が少な
いからカテキンが少ないお
茶ができます。どっちがい
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―水出しの味の特徴は。
高宇 水出しにすると、香
りが出ないんです。味はそ
こそこ出ますが。カテキン
が出ないから渋くもない。
またカテキンがないと、変
色しにくいです。お湯で出
すと２時間もすると赤くな
りますが、水出しにすると
１日以上持ちます。香りと
渋みがないので、元のお茶
の味を ％引き出すわけで
はありません。

お茶の淹れ方を知らな
い

78

―今はお茶の消費は減って
いますね。
高宇 お茶の生産は ～
年がピークです。 万トン
作っていた時代があり、そ
の頃は足りなくて台湾から
輸入していました。しかし、
輸入は 年ほどで終わりま
す。今は最盛期の半分から
６割程度でしょう。
―どうしたら消費が増える
でしょうか。
高宇 それがわかればみん
な苦労しないでしょうが。
―やはり、お茶の本当のお

いしさを理解してもらうこ
とでしょうか。
高宇 煎茶はすごく短い歴
史しかないわけです。それ
以前 は土 瓶で 淹 れて
いた 。大 きな 瓶 に、
自分 で作 った お 茶を
ガサ ッと 入れ て 、お
湯を 注い で、 そ れを
一日 中飲 んで い た。
「宵 越し のお 茶 を飲
むな 」と いう の は、
せめ て朝 にな っ たら
お茶 を換 えろ と いう
こと。
そ れが 煎茶 に 変わ
り、 小ぶ りの 急 須が
出て くる が、 皆 使い
方が わか らな い 。そ
れで も、 需要 が あっ
たか ら、 ケア し ない
でも 売れ た。 と ころ
が、 だん だん 売 れな
くな って きて 、 小売
屋さ んも 何と か しな
けれ ばと 考え 始 め、
お茶 の淹 れ方 を 勉強
しな いと なっ た 。僕
がセ ミナ ーを 始 めた
のが 年前。お茶の
淹れ方は 年代にドラスチッ
クに変化していて、若い人
だけでなく年配の人たちも
77
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お茶の淹れ方を知らない。
新しくお茶と道具が導入
され、みんなどうしてよい
かわからなかったのが実情
だったんです。それ
をケアする場所がな
かった。煎茶道は、
所作振る舞いですか
ら、日常生活には関
わりがない。
―日本茶インストラ
クター制度はそうい
う状況の中で生まれ
たのでしょうか。
高宇 これからの日
本茶普及活動の核に
なるような人を育成
しようと、業者だけ
でなく一般の人も参
加できるような制度
にしようと、作りま
した。 年ほど前に、
制度を作ろうという
話が持ち上がり、当
時セミナーを開いて
いたのは東京では僕
１人でした。企画し
た人が来られて、カ
リキュラムと制度を
作るお手伝いをしました。
―資格制度の実施主体は。
高宇 日本茶業中央会とい
20
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うところが始めたのですが、
現在はＮＰＯ法人日本茶イ
ンストラクター協会が実施
し、認定しています。
―日本茶インストラクター
になるにはどうしたらよい
のですか。
高宇 試験があります。
月に１次試験があり、１月
に２次試験があります。
―どこで受験できすますか。
高宇 会場は全国８ヶ所あ
り、東京ももちろんありま
す。
―試験の内容は。
高宇 １次試験の問題は、
日本茶の歴史、栽培、製造、
保管、効能、効果、あとは
いろいろな料理など。５択
の１００問問題。１次試験
で３割くらいに絞ります。
２次試験は、お茶の鑑定と
しゃべる能力ですね。皆さ
んの前でお茶のおいしい淹
れ方のプレゼンテーション
をしてもらいます。
―３割以下しか合格しない
わけですね。
高宇 そうです。お茶屋さ
んでも資格を持っていない
人がかなりいます。難しい
わりには甲斐のない資格で
すが、それまではお茶に携

11

わる人間の中で、教育制度
がまったくなかったのです。
各地に茶業試験場があり研
修生を募集していますが、
それは農業後継者の育成事
業です。一般のお茶を淹れ
るための知識とか勉強する
ための手立てがなかった。
土台の知識を作ることはし
た方がいいのではと考えた。
僕は、それぞれの方が勉強
するための土台作りとして
この制度があると考えてい
ます。
―講習は。
高宇 講習はありません。
通信教育だけです。講習制
度を作ろうとしたのですが、
講師となる人材がいません
でした。
―合格すると。
高宇 認定証がもらえて、
資格となります。
―今、資格を持った人は全
国でどのくらい。
高宇 ３０００人くらいに
なったのではないでしょう
か。
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『障害者就
業を考える』
別冊

ＰＤＦ版

本紙ホームページ（h tt p

:/ /w w w. to j os h i nb u n .c o m ）より
申し込み、デジタル雑誌 雑誌のネッ
ト書店Ｆujisan(http://www.fujisa
n.co.jp)

で購入できます。価格は

いずれも300円です
行政編
・政策の内容は
・ふじみ野市のケース

ふじみ野障

害者就労支援センター、「就労移行
支援Ｂ型」

おおい作業所

就労支援施設編
・「障害者の働き、暮らす場を町の
中に」上福岡障害者支援センター21
（ふじみ野市）
・「８年間で200名の就職を支援」
ＺＡＣ（東松山市）
リハビリ編
・わが国で唯一の国立障害者リハビ
リセンター（所沢市）
企業編
・「障害者を正社員として採用する」
倉業サービス（富士見市）
・「障害者が自立できる社会を目指
して」社会福祉法人ヤマト自立セン
タースワン工舎（新座市）、ヤマト
福祉財団（東京・銀座）
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関連ビジネス編
・「障害者向け求人情報提供の草分
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け」

（株）イフ（東京都港区）

・「障害者の遠隔地雇用をサポート
す る ベ ンチ ャ ー 企 業 」 ウ イ ン グ ル
（本社仙台市）

見えない障害 発達障害
雄二宇都宮大学教授
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