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高度経済成長期における狭山茶の生産および緑茶消費の変化に関する生活史的研究
A Study on the Production of Sayama-cha (The Tea Mainly Made in
Saitama Prefecture) and the Change of Consumption of Green Tea in
the Rapid Economic Growth
Sayama-cha is known as the northern end of the commercialized green-tea production
area in Japan. It is famous for the rich taste and mainly consumed in Saitama prefecture
and neighboring cities in Kanto district. However it is not well known that the Sayama-cha
industry underwent continuous development under the rapid economic growth period while
the most of Japanese agricultures have declined in its production in these years.
The purpose of this study is to investigate how and why Sayama-cha has not declined but
rather demonstrated a high growth from 1960s to 1990s. This article presents a case study
of Kaneko-mura (Iruma city, Saitama prefecture), where we conducted intensive interviews of
9 tea-farming households.
First, we examined the strategies of individual families against the rapid economical
changes. Our observation is focused on how they expanded agricultural lands, invested on
larger factories, and enlarged their markets. Second we looked into not only its production
technique depending on farmlands but also distribution and consumption process. The
attention is paid on the pre-modern management so called ji-en (my own farms), ji-sei (my
own factories), ji-han (my own shops) and tried to know such traditional style is still alive or
not today.
It is true that the Sayama-cha families experienced the rapid innovation and achieved the
high growth through introducing extensive farmlands and large-scale machineries. Moreover,
as their important tradition, most of families still possess their own retailer shops and
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stick to sell their tea hand to hand. This is why Sayama-cha have successfully built up the
indigenous culture of luxury merchandises, while having avoided to be incorporated into the
post-war mass production system.
Ⅰ．はじめに――品評会の現場から
日本で最大規模を誇る緑茶の品評会、第63回「全国茶品評会」は、2009年10月24日（土）に埼玉
県入間市を会場として開催された。総出品数979点のなかで、地元の産地茶である狭山茶は華々し
い戦績をあげた。出品数の集中する煎茶10kg部門と4kg部門で、埼玉県入間市の生産者が上位1・2
位に入り、農林水産大臣賞を独占、さらに市町村単位で上位3点の合計点数で争う産地賞にも輝い
。狭山茶の典型的なキャッチコピーは、かつての茶摘み歌に由来するという
「色は静岡、
たのである（1）
香りは宇治よ、味は狭山でとどめさす」
であるが、地元開催の有利さを差し引いても、今回の品評会
の実績はこれをみごとに裏付けた格好である。
狭山茶とは、埼玉県および東京都の一部で作られた生葉（茶畑から摘採された加工前の茶葉）を
加工してできた茶を指す言葉である。狭山茶の中〜近世および近代の歴史はおおよそ明らかになっ
ており、その淵源は中世記録にみえる河越茶にあるというが、商品生産としての発展は下って近世
も後期のできごとである［木村・飯島 1959, 174; 大村 1975, 137 〜 138］。狭山茶という名称は、明
治8年（1875）の輸出会社「狭山会社」
の誕生［須永 1996, 15］
をきっかけに定着したものとされている。
現在の主産地は武蔵野台地の一画、青梅付近から東にのびる加治丘陵とその南にうかぶ狭山丘陵
に挟まれたいわゆる狭山地方であり［木村・飯島 1959, 175; 村本 1952, 31］、行政上は入間市・狭
山市・所沢市の3市の生産量が9割を占めている。
狭山茶は大多数の日本茶と同じく無発酵の緑茶であるが、京都の宇治茶、静岡の静岡茶などと
並ぶ産地茶として、またそれらの経済的北限地としても知られている［小田部 2002, 8 〜 10, 入間市
博物館編 1999］。寒冷な気候条件もあって、肉厚の茶葉から作られる濃厚な味わいに特徴がある。
生産中心である埼玉県入間市の加治丘陵南麓地域を訪ねると、台地上には一面見渡すかぎり美し
い茶園が広がり、扇風機のようなかたちをした防霜ファンが林立する光景が印象的である。集落に
足をはこぶと、屋敷内に建てられた大型の工場がつぎからつぎに現れ、道路沿いにも「××園」と大
書した看板やカラフルな幟が立てられている。
ところで狭山茶が上記のようなブランドイメージを保っているのは、地域的にいえば都内からせい
ぜい関東近郊といったところであろう。その最大の理由は流通範囲の制約である。やや古い統計数
値であるが、昭和62（1987）年の『埼玉の地場産業』に掲げられた取り扱いルートの統計では、生産
者の自己小売り50％、産地問屋20％、小売店25％（県内13％、県外12％）、県外問屋5％とあって
［松井 1987, 189］、生産者の自己小売
（いわゆる庭先販売）に依存した地元の県内消費が主流になっ
ている（2）
。これには狭山茶生産の量的な限界も関わっている。狭山茶の生産量は、県別では全国
第11位（平成20年度）と、静岡県（1位）・鹿児島県（2位）
から大きく水をあけられており（3）
、生産規模
だけでいえばむしろ零細産地のひとつの域を出ない。
生産量の限界については、なにより生産者自身がよく知っている。しばしば耳にする「向こうは大
量生産だけど、こっちは高品質で勝負していかないとお茶として成り立っていかない」
（後述のG氏）
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といった語り口は、量より質の考え方、そして味覚のよさを押し出す狭山茶の宣伝戦略を端的に表
わしている。実際、
「狭山茶の特徴は品質的に高級茶ということである」
［松井 1987, 186］といわれ
るとおり、今回の調査で聞かれた範囲でも、店頭でよく出る価格帯は例外なく1,000円（100g）程度
であって、けっして安価な品ではない。品質重視、高級品志向がキャッチコピーに止まらないことは、
はじめに紹介した品評会の戦績が具体的に物語るものでもある。このように狭山茶とは、量よりは
質を求める一種の高級品として出回り、かつごくローカルな嗜好とともに消費されている点に特徴が
ある。
Ⅱ．狭山茶フィールドワークの課題
筆者ら早稲田大学村落社会学研究室では、これまで埼玉県を関東近郊農村における代表的な
地場産業として狭山茶に注目し、生活史的な観点からフィールドワークによる現地調査を重ねている。
2008年の調査開始から現在まで、インタビューを実施した生産農家および問屋は25軒にのぼってい
る。本助成研究では、狭山茶の生産中心として著名な入間市の加治丘陵南麓村落をとりあげ、入
間市茶業協会の協力により6地区から9軒の生産農家を選定することで、戦後における狭山茶生産
に関するインテンシブな調査を行った。調査は2008年6月〜 7月にかけ、一番茶と二番茶の繁忙期
を避ける形で実施し、原則として農家1軒あたり2回ずつ、通算26時間半ほどのインタビューデータを
。
得た。残る助成期間はこれら調査データの整理・分析、および一部農家の補充調査にあてた（4）
本 研究では主につぎの2点の問題意識を掲げて調査に臨むことにした。ひとつは狭山茶の戦後
史、とくに高度経済成長期への注目である。近世から明治期の狭山茶生産の歴史や手揉み茶時代
の技術誌には比較的豊富な知見があるが、戦後の機械化を含む動向は多くが不明である（5）
。これ
について筆者は、既発表の論考で埼玉県所沢市の一農家を取り上げ、つぎの点を指摘した。第1に、
狭山茶業を特徴づける茶園が本格的に拡大するのは昭和30 〜 40年代以降のできごとで、それ以
前はいわゆる畔畦茶に依存する小規模な生産にとどまっていたこと、第2に、そのような生葉の生
産量の拡大は、茶工場の大規模な機械化による処理量の増大と深く関わっていることである［渡部
2007, 93 〜 98］。つまり狭山茶の産地形成は、意外なことに戦後それも高度経済成長期という、一
般には離農が加速した時期に起きた可能性が高いのである。本研究ではまずこの見通しを確かめる
ため、加治丘陵南麓地域を対象に、統計レベル・地図レベルの検証を加えた。
ふたつめは、茶の生産・流通・消費の全過程への
注目である。狭山茶の生産地域では、製茶農家がみ
ずから茶園をもち、そこでとれた生葉を加工する。加
工には、やはり農家みずからが屋敷内に大規模な機
械の工場を構えている。さらに狭山茶生産地域では、
製造農家自身ができあがった製品をそのまま小売りし
てしまうことが非常に多い。調査対象地域に、家屋
の一角を店舗スペースに改築して小売店のようなたた
ずまいをした家が散 見するのはこのためである（写 真
写真1

自宅店舗の一例
（後述のC家、2009年11月撮影）

１）。この種の自宅店舗には、きれいに包装された製
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品茶の棚、在庫をつめた茶箱や冷蔵庫、接客用の茶器一式、受賞歴を示すトロフィーや賞状の類
がところせましと並ぶ。自前の茶園と製造施設に加え、小売機能まで併存させる形態は、一口に
「自
園・自製・自販」とよばれる。
こうした経営形態は概説的に存在を知られてはいたが［渕之上・渕之上 1999, 288］、産地特性と
して正面から論じられたことはなく、当然ながら高度経済成長下の様相も検討されてこなかった。そ
こで本研究では、個々の家の生業のあゆみのなかで生産規模の拡大と販路の動向を相関的に分析
することをめざした。とくに自販という直接消費者との交渉面を通じ、生産から消費までの全過程を
単一のフィールドで一望できるという点は、一般の商品生産・地場産業論ではまず得られないメリッ
トである。高度経済成長期における緑茶の生産拡大は、流通・消費面ではいかなる変容と持続の
あゆみを経てきたのであろうか。嗜好品の地域文化を形成していく可能性を展望することをめざして
事例分析を進めた。
Ⅲ．狭山茶の高度経済成長
本調査のフィールドは、埼玉県入間市に属する加治丘陵の南麓地域のうち、同市金子地区を中心
とする数ヶ村落である。旧入間郡金子村は明治22年に9つの近世村が合併してできた単位で、昭和
45年の農業集落カードによると、この範囲の総戸数は1,091戸、うち総農家数561戸、平成12年時点
では総戸数3,007戸、総農家数393戸
（うち販売農家数は289戸）を数える。農業集落としての外貌は
保っているとはいえ、内実としてはかなりの離農傾向が進んでいる。平成12年の販売農家の内訳を
みると、田のある農家は4戸、畑のある農家は155戸、樹園地のある農家は263戸となっており、この
地域の現在の農業があくまで茶業を中心に持続している様相がうかがえる。やはり平成12年の販売
農家に限った経営耕地面積をみても、総面積263.2 haのうち、田0.51 ha、普通畑63.71 haに対して
茶園は199.97 haと圧倒的な卓越を示している。ちなみに入間市全体のお茶屋は100軒をわずかに切
る程度で、金子地区では約50軒を数える。
近現代における加治丘陵南麓の茶業の動向を直接に知らせる文字資料は乏しいが、地形図によっ
て土地利用の変遷をみることができる。図１は、明治19年
（1886）に発行された1:20,000迅速図「扇町
屋村」
（①）、さらにそれ以後の1:25,000旧版地形図「青梅」のうち、大正15年（1926）発行（②）、昭
和22年（1947）発行（③）、昭和42年（1967）発行（④）、昭和52年（1977）発行（⑤）、そのて現行の平
成14年
（2002）発行（⑥）、以上の計6時点の土地利用を示したものである。茶畑の面的拡大は、聞き
書きの対象年代とちょうど重なる時期に進んでいる。とくに注目されるのは、昭和42年時点と昭和
52年時点の土地利用に画期的な差がみられる点である。前者では畑のなかに茶畑が点在する程度
であったものが、後者では一転、茶畑のなかに畑が点在するという表現のほうがふさわしいほど茶
畑を卓越させているのである。
つぎに農林業センサスに基づき、耕地の利用方法ごとの傾向を数量的に検討しておく。普通畑を
みると、とくに1950年には3,300haを超えていたものが昭和40年前後には2,000haを下まわり、1980
年には650haにまで減少している。この時期、根通りの多くの集落で兼業化など離農傾向が進んだ
ことは否定できない。ところがこれら耕地の減少にもかかわらず、茶園だけは平行して増加しており、
高度経済成長の趨勢のなかで唯一特異な傾向を示している
（図２）。いずれにせよ茶園の耕地面積は、
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1960年には1950年に比べて倍増し、1980年には耕地全体の8割を占めるに至っているのである。も
ちろんそれまで茶畑が存在しなかったわけではないが、当時の茶畑とは茶園ではなく、一種の畦畔
栽培（畦畔茶）であったことが知られている［大村1975］。もちろん、このような茶園の面的な拡大と
いうできごとが、商品を生み出す製茶加工やその流通・販売の動向と無関係であったとは考えられ
ない。個々の経営体のインテンシブな精査が求められる所以である。

④ 昭和42年（1967）

① 明治19年（1886）

② 大正15年（1926）

⑤ 昭和52年（1977）

③ 昭和22年（1947）

⑥ 平成14年（2002）

首都圏中央連絡自動車道
（八王子−川島）

畑

図１ 埼玉県入間市旧金子村周辺の土地利用の変遷
（1886年〜 2002年）
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図２ 旧金子村の経営耕地面積の推移
世界農林業センサス市町村別統計書により作成。ただし経営耕地総面積には田および果樹園が含まれる。

Ⅳ．狭山茶の伝統と革新
１）狭山茶農家の経営類型
本調査研究でとりあげた家々の基本的な性格を示すと表１のようになる。いずれも製造農家であっ
て問屋に相当する機能などを担ってはいないが、製造の規模やその売りさばき方まで含めてみると、
経営形態は一つとして同じものがない。最たる共通点は、みずから茶園を保有し（自園）
、そこでと
れた生葉をみずからの工場に持ち込んで加工（自製）していることである。茶園の面積には相当の開
きがある。ほかに自園以外の他農家の生葉を買って加工し（買い葉）、生産量を増やしている茶工場
も多い。自園と買い葉の比率は家によってさまざまである。ちなみに昭和50年代末以降、防霜ファ
ンの設置も進んでいる。
屋敷の一画などには大きな工場の建物を構えており、搬入された生葉は即日、加工に回される。
いわゆる茶業農家とは一義的にはこの茶工場の存在に特徴づけられる。工程は生葉を荒茶の段階
にする一次加工と、その荒茶を最終的な製品茶にする二次加工（再製）に分けられる。手揉み製茶
は過去のものとなり、家ごとに設備投資を繰り返し、大処理量のラインへの増強を進めている。並
行して茶摘み（摘採）の変化もあり、手ばさみから可搬式へ、さらに近年では全自動のレール式や1
人乗りの乗用型へと発展し、時間あたりの摘採量を伸ばしている。こうした生産規模の増強は先述
の茶園の面的な拡大と明らかに対応するものといえる。
ところで家ごとの偏差が出やすい要素として、加工後の販売方法の問題がある。大別して問屋を
利用する場合と、みずから消費者への小売り（自販）を行う場合がある。後者のような対面的な庭先
販売はけっして稀でなく、多くの家が母屋や納屋の一画に店舗スペースを構えて直接販売にあたって
いる。一方、製造農家ほど数は多くないが、問屋
（茶問屋・茶商）も根通りやその周辺の産地内に散
見する。その役割は、製造農家から荒茶を仕入れ（6）
、みずからの工場で二次加工し、製品化して
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調査対象の茶業家一覧
（埼玉県入間市旧金子村）
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表1

販売することである
（そこからの販売形態としては、他の問屋卸しや小売店卸し、自らの庭先販売が
ありうる）。製造農家の側からすると、販路を問屋に一任することで、二次加工
（再製）
の機械を所有
せず、自園・自製は荒茶の段階にとどめることも可能になる。
表示の範囲では、ほぼ全戸がなんらかの自宅販売を行っている。たとえばA園やB園では、よい
茶は自宅で売りきってしまい、せいぜい年末に売れ残った分を問屋に卸す程度と、典型的な自園自
製自販のスタイルをとっている。C園は現当主が店舗スペースを始めたというユニークな経歴の持ち
主である。比率でいえば、問屋を相対的に重んじるG園やすべて荒茶出荷とするH園まで、自販と
問屋の組み合わせが多様であることはいうまでもない。また、製品茶への仕上げを行うかたわらで、
に直接卸しを行うF園やG園のケースもある。なかでもG園はみ
自宅ではなく他の専業的な小売店（7）
ずから小売店を設置してしまうほど商戦に積極的で、自販形態の大規模化したものと捉えることも
可能である。なおD園は複雑な家業形態をとっているので後段で触れることにしたい。
以上のような販路の多彩さは、製造農家自身が茶の製品（商品）化とその販売という営みにどこま
で積極的に関与していくかの偏差と捉えることができる。そして大勢として、製造農家自身が最終
的な小売りに深く関わる点では、狭山茶業家とは「農家のようで農家でないような」
（F氏）、いわば
商いをする商人の相貌を兼ね備えているのである。同時に、このような販路の選択が経営全体のあ
りかたを左右する面も重要である。たとえば、小面積の経営は製品化で付加価値をつけて販売する
メリットをもち（A氏）、あるいは大面積の経営は問屋への荒茶出荷で利益を求めていくのに向いて
いる（H氏）、といったようにである。したがって狭山茶業家の経営形態は、耕地・機械レベル（処
。
理量の増減）
だけでなく、販路レベル
（商品化の選択）
の両面に規定されているといえる（8）
２）
「商い」の高度経済成長
ところで前掲表では、それぞれの経営のあゆみが一見なだらかかつ順調な発展をたどったように
見受けられるが、じつはそのなかでもいくつか特筆すべき変化が見出せる。つぎに示す3軒は、茶を
めぐる家業と商いのありかたがいわゆる高度経済成長期に劇的な変化をきたしたことを示す事例で
ある。
〔事例１〕C氏によれば、茶園が拡大したのは高度経済成長期のサラリーマン化が原因だといい、
「高度成長でいい追い風が吹いて、ぱっと茶畑が広がった」と端的に述懐する。C園では父親の代に
は製造は手揉みで、問屋業を中心に営んでいた。自身の代になった昭和43〜44年ころ「高度成長で
こっちのほうに波が来るよ」と感触を得て、自園と自製工場を整備した。さらに昭和45年にはそれまで
の再製場を改築して売り場にした。現在でも自宅販売を主、他の小売店への製品茶の卸しを副とす
る販路をとっている。
〔事例２〕F氏によれば茶業が「急に伸びてきたのは戦後からだな」といい、サラリーマン化で空い
た畑が茶になったことが大きい。とくに昭和40年代は勤めに比べて収入がよく、
「お茶面白い商売
だったのよな」ということで、自身も養豚を整理して茶に一本化した。10年ほど問屋出荷をしたが、問
屋との関係がうまくいかず、
「自分で売りたかったのよ、自分で作ったものは自分の責任で」と小売り
に切り替えた。昭和50年〜60年の間に、自宅販売だけでなく10店舗の小売店をもつに至った。現在
でも小売店3店舗ほどと自宅販売を行っている。
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〔事例３〕D家では、同家からの分家が営む問屋のみに出荷している。もとはD氏の祖父が近所の
本家から分出し、昭和8年に創業した。まだ機械も少なかった時期で、屋敷を担保に機械を買い、夫
婦で苦労した。D氏の父の代になり、昭和40年ころ穀物栽培をやめて「全面的にお茶になっちゃっ
た」。さらに昭和43年ころD氏の父親の弟が分家し、
「生産者のままでは伸びない」と問屋を始めた。
D家でもそれまでの荒茶で問屋に卸すかたちから、この 弟の店（問屋） に販路を一本化し、現在に
至っている。問屋の側では直接販売と小売店卸しを行っている。
昭和40年代がひとつの画期となったことは、いまの茶業家たちにも一様に実感されている。労力の
かからない茶園の拡大が急速に進み、普通畑を茶園に転換するなどして、いまみるような一面の茶
「昭和40年代ころは作れば作るほど売れたん
園の景観が生み出された（9）。その背後にあったのは、
ですよ、どんなぼろでも作れば売れたんですよ」
（E氏）と回顧されるような空前の好況である。当時
のお茶の稼ぎの魅力はいまでも異口同音に語られる。めざましい現金収入が茶の増産に拍車をかけ、
設備投資を促し、それがまた〔事例２〕の語るような儲けによって報われた時代だったといえる。こう
した経営耕地の拡大や多額の設備投資、農繁期の集中的な労働の必要などは、現金収入のひとつ
の域を出なかった製茶から専業的な茶業家への成熟を促した契機でもある。
あわせて注目されるのは、このような量的な拡大がしばしば自販という小売機能の強化をともなっ
。
〔事例１〕の場合、ここ1代で茶園と茶工場と店舗スペースをすべて作り上げ、昭
ている点である（10）
和40年代の前半に自園・自製・自販としての面目を一新した経緯をもつ。
〔事例２〕も同様であり、茶
業への専業化とともに販路を工夫し、小売りへの特化を選ぶに至っている。いっそう複雑な〔事例
３〕でも、D家の出荷はたんなる問屋卸しというより、一方は荒茶の製造、もう一方はその二次加工
と販売に特化して互いに協業するかたちで、いわば2軒の家業の複合的な自販スタイルとみるのが正
確である。いずれも昭和40年代、とくにその初めころを画期として、茶園の面的拡大と小売り機能
の集約化を選択したものといえる。一種のマス・プロダクションへの収斂を拒むかのような、ローカ
ルな商いを手放さない茶業家の主体性が前景化してくるのである。
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Ⅴ．むすび―<嗜好品の地域史>をめざして―
本研究ではいわゆる高度経済成長という一時代に近郊農村に本格的に形成された商品生産地を
とりあげ、その生産・流通・消費の特質を明らかにした。加治丘陵南麓地域の茶業にとっての高度
経済成長は昭和40年代に起きたできごとであり、その最たる特徴は、製造・加工と小売りとが分
化することなく、商いをする農家 として多彩な才覚を兼ね備えた茶業家の成熟を生み出してきた点に
ある。かれらが商いを手放さず、むしろ積極的に取り組んできた理由、それはひとえに稼ぎの魅力
によるものだ。
「一から十まで儲けちゃうってこと」
（A氏）、
「（値段は）自分で決めるんだ、勝手に」
「だから面白いのよ」
（F氏）というように、自販をする人物ならばだれしも思いどおりの品に値段を自
分で付け、中間マージンをとられることなく直に小売することの魅力を知っている。問題は、このよ
うなローカルな商いの営みが、高度経済成長期という経済の大変動期をくぐって持続してきたこと、
むしろ積極的な生成をみせてきたことである。
これら家の商いの重点化の過程は、それぞれの 家としての経済 成長のありかたを示すと同時に、
通説的に捉えられがちな、高度経済成長に翻弄される地域経済といった構図に強く再検討を迫るも
のである。高度経済成長期における生産規模の量的な拡大は、当然のことながら商品としての茶の
爆発的な増産を意味したはずだが、それにも関わらず、その流通は地域内に集約化される指向を
失わず、ローカルな嗜好品の文化の域にとどまった。この地域ならではの高級品の消費、いわば嗜
好品の文化とでもいうべきローカルな茶の消費を持続させた最たる要因はこの点にある。結果として、
それが大量生産や価格競争といったその後の経済状況からも一応の距離をもたせ、安定した狭山
茶の地位を保つ要因となってきたことは否定できない。いずれにせよ戦後日本の高度経済成長とは、
土着の文化を解体するだけでなく、嗜好品の消費という契機を通じあたらしい嗜好品文化の地域史
を創出した時代として、再度検証に値する。
注
（1） 品評会の記録は、当日頒布された『第63回全国茶品評会

審査成績書・入札販売結果』
（第

63回全国お茶まつり実行委員会、2009年）
17 〜 18 ページによる。
（2） 同様に、村本達郎は昭和27年時点［村本 1952, 31］、大村進は昭和50年時点［大村 1975,154］、
宮沢松男は昭和55年の統計数値をあげ、県内消費の卓越を述べている。とくに後者は自己小
売りや直接小売店卸しなど流通経路の「短絡化」と市場範囲の狭さを指摘しており参考になる
［宮沢 1984, 34］。
（3） 埼玉県農林部生産振興課（http://www.pref.saitama.lg.jp/A06/BQ00/chagyou/chatoukei.
htm）による
（4） 調査の全過程および事後のデータ整理・分析には、早稲田大学人間科学部村落社会学研究室
に所属する研究代表者と協力者（矢野・井上・藤井）があたった。調査の一部は、当研究室の
主宰する講義「実験調査研究法（地域社会調査研究法）」
（早稲田大学人間科学部、2008年度
前期開講）の一環として学部生の参加を得た。成果の一部は、渡部・藤井により入間市博物館
の企画展「アリットフェスタ2009特別展

狭山茶の歴史と現在」にポスター出展する機会を得た
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［渡部 2009, 26］。
（5） 八木勇によって、戦後狭山茶における機械化の進展が手際よく整理されている［八木 2001, 22
〜 25］
。また研究拠点となってきた入間市博物館の成果として、近時刊行された『国登録有形
民俗文化財 「狭山茶の生産用具」報告書』
［入間市博物館編 2009］が機械化前後を知る上で
有益である。なお戦後の茶業家の類型について、主に産業地理学による取り組みもある（後述
の註8 〜 10参照）。
（6） 厳密にいえば、仕入れは荒茶にかぎらず、完成茶の状態で製造農家や別の問屋から求め、ブ
レンド等の製品化を施す場合もある。またこれらの過程では、茶市とよばれる一種の市場にお
ける入札の取引も行われている。
（7） 一般的にいうと、消費者に直に製品を売るのはいわゆる小売店の仕事ということになるが、本
調査研究では専門的な小売店の実態を扱っていない。製造農家から問屋を経由するルートの
場合、問屋自身の庭先販売だけでなく、市街地の小売店への卸しの割合が一定を占めるもの
と思われる。また本文で述べるとおり、製造農家の選択肢としても、問屋を経由せず、みずか
ら製品まで仕上げたものを小売店に直接卸す経路をとることがある。
（8） たとえば、これまで狭山茶業家の経営の類型化はいくつか試みられているが［稲葉 1985; 山田
1970］、都市化など外在的な条件で経営形態が規定されることが前提とされており、商いをす
る農家の経営選択は捨象されている。また耕地生産ベースの検討の域を出ておらず、経営規模
と販路選択の一意的な対応づけ
［山田 1970, 6］
などに疑問が残る。
（9） 茶園の拡大にともなう、いわゆる生葉売り農家の増加の原因については、宮沢松男や稲葉俊彰
が同様の指摘を行っている
［宮沢 1984, 31 〜 32; 稲葉 1985, 10］。
（10）やはり入間市域を対象にした山田邦彦は、昭和45年の時点で、生産者の小売り機能がますま
す強化されていく方向性を予見している［山田 1970, 3］。前掲の宮沢もまた昭和59年時点で、
工場の大規模化による「農家的性格から企業的性格へ」のトレンドを想定している［宮沢 1984,
33］。ただこれら生産者自身の商い指向は、経営のありかたを大きく左右する要因とは捉えられ
ておらず、今後に課題を残している。
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