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課題名： 

(１) 緑茶の機能性及び疫学に関する研究 

1) 緑茶の様々な機能性の発現メカニズムの解明 

 

研究の目的：  

緑茶には抗がん、抗肥満、抗糖尿病、抗炎症など様々な保健作用があり、それらの多くは細

胞実験、動物実験、疫学調査研究、臨床試験などにより実証されてきた。その結果、多くの場

合、主要緑茶カテキンであるエピガロカテキンガレート（EGCG）がこれらの作用の担い手で

あることが明らかになったが、作用メカニズムに関しては不明な点も多く残されている。  

ここでは、これまでに発表してきた EGCG の作用メカニズムを中心にして、他の研究者によ

る研究成果と突き合わせ、統一的な作用メカニズムが存在するかどうかを検討した。  

 

研究の手法：  

対象とした遺伝子や酵素は、抗糖尿病作用において EGCG がその遺伝子発現を抑制する

hepatocyte nuclear factor-4α (HNF-4α )、糖新生に関わる酵素である phosphoenolpyruvate 

carboxykinase (PEPCK)及び glucose-6-phosphatase (G-6-Pase)、緑茶成分がその遺伝子発

現を抑制する sterol-response element binding protein (SREBP)、緑茶の肝炎抑制作用におけ

る炎症性サイトカインである腫瘍壊死因子 -α（TNF-α）及びインターロイキン -１β（IL-1β）、

さらに EGCG の抗がん作用の標的遺伝子の 1 つと考えられる matrix metalloproteinases-9 

(MMP-9)を対象とした。これらのデータに関連する論文を PubMed データベースで検索し、提

出されている作用メカニズムを比較検討した。  

 

主な研究成果：  

1) 抗がん作用  

化学物質、放射線、微生物などの発がん物質は生体内で活性酸素種（ROS）の産生を促進し、

DNA を損傷する結果、突然変異を誘発し、発がんに至ると考えられている。また、ROS は

nuclear factor-κB (NF-κB) を介して  TNF-α、MMP-9 などの遺伝子発現抑制に働くほか、

二酸化窒素、cyclooxigenase-2 など、がん細胞の生育、浸潤、転移に関わる因子の遺伝子発現

を抑制することが明らかにされている。EGCG は強力な ROS 消去作用を有することから、

EGCG が ROS を消去することが、EGCG の抗がん作用に密接に関連している（図 1）。  

一方、EGCG は ROS 産生を促進するという結果も発表されている。EGCG は Ca+/calmodulin 

kinase を介して ROS 産生を促進し、ROS は 5’ -AMP activated protein kinase（AMPK）を

活性化する。活性化 AMPK は、mechanistic target of rapamycin（ｍTOR）の遺伝子発現を

抑制することにより、がん細胞の発生や成長を抑制し、その結果 EGCG はがん抑制に働くこと

となる（図 2）。  

以上のように、EGCG の抗がん作用には２つの相反するメカニズムがあり、ROS 産生抑制か

ROS 消去のどちらに作用するかは、EGCG 濃度、細胞の種類、Cu や Fe イオンの濃度により

変わると考えられる。  

2）抗糖尿病作用、抗肥満作用  

EGCG が HNF-4αの遺伝子発現を抑制して PEPCK や G-6-Pase を、また SREBP を抑制し

て、脂肪酸合成酵素などを抑制するメカニズムとして、ROS 産生の促進による AMPK の活性



化が考えられる（図 2）。AMPK の活性化がこれらの遺伝子発現を抑制することは多くの論文

で示されている。  

3) 抗炎症作用  

ROS は NF-κB 活性化を介して TNF-α、MMP-9、IL-1βなどの遺伝子発現を抑制すること

は多くのデータが示している（図 1）。これらの炎症性因子は、ガラクトサミン誘導の肝炎にも

深く関与している。従って、われわれが明らかにした EGCG がガラクトサミン肝炎を抑制する

際の作用メカニズムとして、EGCG の抗酸化作用が関与しているものと考えられる。  

 

今後の展望  

以上のように、EGCG の作用メカニズムとして ROS に関する作用が考えられるが、EGCG

が ROS 消去に働くのか  (図 1)、ROS 産生促進に働くのか  (図 2)、結果を説明するには一見相

反する作用があり、統一的に作用メカニズムを見出すことができない。今後、どのような場合

に EGCG が ROS 産生促進に働くのか、どのような場合に ROS 消去に働くのかを明らかにす

る必要がある。また、EGCG は種々のタンパク質と結合してその作用を発揮することが知られ

ている。こうしたメカニズムについても詳しい解析が必要である。  

 

（担当：茶学総合研究センター  伊勢村護、モニラ パービン、中村順行）  

 

 

主要な成果：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図２． EGCG による ROS の促進が各種遺伝子の発現活性に及ぼす影響  

     ：促進効果  

     ：抑制効果  

 

 

図 1． EGCG による ROS の抑制が各種遺伝子の発現活性に及ぼす影響  



課題名： 

(１) 緑茶の機能性及び疫学に関する研究 

2) 緑茶成分間の相互作用によるストレス緩和作用の解明 

 

研究の目的：  

健康寿命の延伸にとりストレスは大きな阻害要因である。長期にわたるストレスは様々な疾

病の発症や憎悪に関与していることから、ストレス軽減物質の探索は多くの疾病の予防につな

がると考えられる。われわれはこれまでに、緑茶に含まれる主要なアミノ酸であるテアニンが

優れた抗ストレス作用を示すことを、マウスおよびヒトで明らかにしてきた。そこで本研究で

は、テアニンに対する他の緑茶成分の影響を検討することにより、「緑茶の抗ストレス作用」を

明らかにするとともに、そのメカニズム解明をめざした。  

 

研究の手法：  

1）マウスの縄張り意識を利用して社会心理的ストレスを負荷し、代表的なストレス応答器官

である副腎の湿重量を測定し、緑茶成分摂取によるストレスへの影響を評価した。  

2）緑茶３g に水１L を加え室温で６分間撹拌し、速やかにろ過した。得られた緑茶浸出液を、

群飼育および対面飼育条件下のマウスに自由摂取させた。また各緑茶成分とテアニンとの相

互作用について検討した。  

 

主な研究成果：  

1）玉露 (Theanine-rich)の浸出液ではテアニンが最も多かったが、カフェインも多く含まれて

いた。低カフェイン緑茶 (Low-caffeine Sencha)ではテアニンが玉露の半分程度であったが、

テアニン以外のアミノ酸が多く溶出しており、カフェインはほとんど検出されなかった。

煎茶(Standard Sencha)は相対的にカテキン量が多い特徴を示した（図１）。  

2）緑茶浸出液をマウスに摂取させた場合、玉露および低カフェイン緑茶ではストレスによる

副腎肥大は有意に抑制されたが、煎茶では作用が弱かった（図２）。  

3）カフェインはテアニンの抗ストレス作用を阻害したが、カフェインに対し 10 倍量のテアニ

ンが共存すれば、副腎の肥大が抑制されることが明らかとなった（図 3）。  

4）エピガロカテキン（EGC）は少量ではストレスを軽減したが、量が多くなると抗ストレス

効果は見られなかった。しかし EGC に対して 1/10 量のテアニンが存在すれば、ストレス

による副腎の肥大が抑制された（図４）。一方ガレート型カテキンのエピガロカテキンガレ

ート（EGCG）やエピカテキンガレート（ECG）は、テアニンの作用を強く阻害した。  

5）テアニンの次に緑茶中に多いアミノ酸であるアルギニンにも、テアニンと同様に強いスト

レス抑制作用があることが見出された（図５）。  

6) これらの結果から、テアニンのストレス軽減作用をカフェインやガレート型カテキンは阻害

したが、アルギニンや EGC はテアニンの作用を補助する役割を果たしていることが明らか

となった（図６）。  

以上より、水で浸出した玉露あるいは低カフェイン緑茶は、ストレス緩和作用が期待される

緑茶であることが示された。また、玉露に比べ低カフェイン緑茶ではカフェイン量が少ないこ

とから、幼児や高齢者、妊婦などが安心して飲める優れた緑茶であることが明らかとなった。  

 
今後の展望：  

緑茶の優れたストレス軽減効果を様々な分野に応用していきたい。  

 

 

(担当：薬学部 准教授 海野けい子) 



主要な成果：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 1 供試した茶の成分組成  図 2 供試茶の抗ストレス効果  

図 4 副腎肥大に対するテアニンと EGC

の相互作用  

図 3 副腎肥大に対するテアニンとカフェ

インの相互作用  

図 5 副腎肥大におけるアミノ酸類の相

互作用  

図 6 抗ストレス効果に及ぼす各種 

成分間の関係  



課題名：  

(１) 緑茶の機能性及び疫学に関する研究  

3) 緑茶カテキンによる脳の加齢変化抑制の機構解明  

 

 

研究の目的：  
緑茶カテキンを摂取することにより加齢に伴う脳機能の低下を予防できることを、われわれ

はこれまでに老化促進モデルマウス (SAMP10)を用い明らかにしてきた。そこで、緑茶カテキ

ンを摂取していたマウスの脳内および血清中の酸化傷害の程度、カテキン成分による血液脳関

門 (BBB)透過性の違い、ならびに培養神経細胞に対する作用を調べることにより、カテキン類

の脳に対する作用について機構解明を試みた。  

 

 

研究の手法：  

1) SAMP10 マウスに緑茶カテキン成分を飲水として自由摂取させ、11 月齢の時点で学習判定

を行い、12 月齢の時点で血清中の脂質酸化傷害マーカーのレベルを測定した。  

2) BBB 透過性は in vitro アッセイキット（ファーマコセル（株））を使用した。培養神経細胞

はヒト神経芽細胞腫由来の SH-SY5Y 細胞を使用した。  

 

主な研究成果：  

1) 緑茶カテキン中の主成分であるエピガロカテキンガレート（EGCG）は経口的に摂取した時、

一部はそのまま血中に取り込まれるが、一部は腸内細菌によりエピガロカテキン（EGC）

および没食子酸（GA）に分解される。そこで EGCG、EGC および GA の脳機能に対する作

用の違いを検討した結果、EGCG を摂取していたマウスでは有意な学習能低下抑制作用が

認められたが、EGC あるいは GA 摂取群では脳に対する改善作用は認められなかった。一

方、EGC と GA を同時に摂取していた場合は EGCG と同程度の改善が認められた（図１）。  

2) カフェインをポジティブコントロールとして、EGCG, EGC, GA の BBB 透過性を比較した

結果、EGCG および EGC は GA に比べ BBB 透過性が低いものの、BBB を透過することが

示された（表１）。  

3）SH-SY5Y 細胞に対する作用を比較した結果、EGC や GA に比べ EGCG は 0.05µM という

低い濃度で細胞の分化・増殖を促進した。EGC あるいは GA は単独では作用が弱かったが、

両者が共存した場合は、細胞の分化を促進した（図２、３）。  

4) EGCG、EGC あるいは GA を摂取していたマウスでは、血清中の脂質酸化傷害マーカーのレ

ベルが対照群に比べ顕著に低かった（図４）。  

5) これらのことから、脳内に取り込まれる EGCG は僅かであるが、直接的に脳の神経細胞に

作用し分化・増殖を誘導していることが考えられた（図５）。一方で、血流を介してカテキ

ン類は生体内の酸化傷害を軽減する作用を及ぼしていることも示唆された。  

  
今後の展望：  

EGCG は EGC と GA に加水分解された後、腸および肝臓内で更に代謝されることから、カ

テキン代謝物が脳にどのように作用しているか研究を進めていきたい。  

 

 

(担当：茶学総合研究センター研究員 パービン・モニラ、薬学部 准教授 海野けい子) 

 



図 5 EGCG の脳の神経細胞の分化・増殖

メカニズム  

主要な成果：  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

図 1 カテキン類とその分解物における 

マウスの学習能低下抑制効果  

表 1 カテキン類の BBB 透過性  

図 2 カテキン類の SH-SY5Y 細胞に対す

る生育作用  

図 3 カテキン類の神経細胞の分化に及ぼ

す影響  

図 4 脳内におけるカテキン類の LPO レベ

ルの相違  



課題名： 

(１) 緑茶の機能性及び疫学に関する研究  
4) 緑茶の抗ストレス作用などの解明  
  脳波による白葉茶のストレス低減効果の評価 
 

研究の目的： 
緑茶の効能について、カフェインやアミノ酸などの成分は自律神経系や中枢神経系に影響す

る報告が多くされている。緑茶特有のテアニンやγアミノ酪酸（GABA）の抗ストレス効果・リ

ラックス効果に注目し、アミノ酸がより多く含まれる新しい緑茶「白葉茶」が開発された。我々

の先行研究で、自律神経系ストレスマーカーである唾液クロモグラニン A 濃度による白葉茶の

抗ストレス効果が検証された。本研究は、中枢神経系において脳波活動を指標に、白葉茶のス

トレス低減効果を再検証した。 

 

研究の手法： 
 生理的計測に用いた指標として背景脳波を測定した。背景脳波（EEG）は脳活動で生じる電気

変化を捉え、覚醒度や集中度、情動変化を評価する。心理的計測では、主観評価（視覚的アナ

ログ尺度：VAS）と気分プロフィール検査（POMS）を取り入れた。VAS は特定の感覚や感情の強

度を評価する際に用いられる手法で、気分状態を評価するために用いた。POMS は気分状態を緊

張・抑うつ・怒り・活気・疲労・混乱の 6 因子を測定し、総合気分障害（TMD）の評価もできる。 

精神的ストレス負荷として、一桁の数字同志の足し算と引き算を繰り返す単純計算タスクを

用いた。PC 上で自作のプログラムを使用し、回答をテンキーにより入力してもらった。単純計

算の作業成績をタスクパフォーマンスとして解析に用いた。 

被験者は 21～28 歳の学生 18 名（平均年齢 23.4 歳、男女各 9 名）。摂取用茶飲料サンプルは、

白葉茶の茶葉 30g を 70℃の熱湯 900ml に 2 分間浸し、または深蒸し煎茶「さがら」の茶葉 20g

を 90℃熱湯 900ml に 30 秒間浸して抽出した。水は沸かしたお湯を冷まして用いた。各サンプ

ルは 25℃で 250ml を摂取してもらった。摂取後は単純計算などの精神タスクによるストレス負

荷を課し、サンプル摂取前とタスク後に主観評価と脳波計測を行った。 

 

主な研究成果： 
１）茶サンプル摂取後の単純計算タスクの結果から、白葉茶の摂取が、水に比べて、計算タス

ク後の安心感スコアが高かった（図 1）。 

２）主観評価の結果から、白葉茶の摂取が、水に比べて、POMS 気分障害得点（TMD）の上昇や

活気の低減、疲労感の上昇が少なかった（図 2）。 

３）脳波の結果から、白葉茶の摂取後、計算タスクにより惹起されるストレスに伴う脳波活動

の低減が抑えられた（図 3）。 

４）上記の結果から、白葉茶の摂取は生理的心理的情動反応を誘発し、精神タスクによる気分

を改善させる可能性が示され、白葉茶のリラックス・抗ストレス効果が再確認できた。 

 

今後の展望： 
本研究の結果を論文化することにより販売促進に役立つエビデンスを提供する。また、今後

の研究で白葉茶の抽出法やその他の食品との食べ合わせなど摂取条件を多様化し、被験者の年

齢層、地域、民族などのバリエーションを検討項目に取り入れることで、更なる緑茶の効果が

解明されることを期待したい。 

 

（担当：茶学総合研究センター研究員 陽東 藍) 



主要な成果： 

 

図 1 ストレス負荷前後 VAS(安心感)得点 

 

図 2 ストレス負荷前後 POMS の F 得点及び V 得点 

 

 

図 3 ストレス負荷前後右前頭部α波帯域パワー 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

摂取前 摂取直後 摂取30分後 摂取60分後

安心感VAS結果 （mean±S.E. n=18）

水 さがら 白葉茶

**: P< 0.01
* : P< 0.05

**

*



課題名： 

(２) 茶学教育と人材育成 
1) セミナーの開催  
 ① 経営能力向上セミナー・シンポジウムなどの開催 
 

研究の目的： 

茶学総合研究センターでは、セミナーの依頼や各種シンポジウムなどに積極的に参画するこ

とにより、幅広い立場から茶の魅力を伝え、需要拡大を促し、茶業振興に寄与するとともに、

茶に係る経営能力向上を目指すことを目的とする。 

 

研究の手法： 

 茶に関して依頼のあったセミナーなどについて、主催者と綿密に連携しながら効率的なセミ

ナーを行う。また、各種シンポジウムなどにおいては茶学総合研究センターの立場を踏まえ、

茶の幅広い魅力や奥深さを伝えられ、ひいては経営能力の向上に寄与するよう心掛けた。なお、

全てのセミナーはパワーポイントを用いた方法により実施し、その資料などは茶学総合研究セ

ンターのホームページに PDF 版としてアップする。 

 

主な研究成果： 

1) 本年度開催した経営能力の向上に関する主要なセミナーは、13 回であった(表 1)。 

2) セミナーの内容は多岐にわたるが、茶の価格低迷が続くなか、茶業に対して変化を求める

もの、需要の伸びている抹茶・粉末茶関係、機能性表示関係、地域の活性化・ブランド化

戦略などについての要望が多く、全てに対応した。 

3) 特に、機能性表示に関しては、昨年 4 月から始められた制度であるが、茶においても多く

の申請が行われ、注目度の高いものである。 

4) また、本年度は県内のみならず、福岡県、佐賀県、奈良県などからの依頼もあり、茶学総

合研究センターの活動領域も全国的になってきたことが感じられた。 

5) 激動化している茶業界の中で、どのように新しい体系を構築すべきか模索する経営者も多

く、多様化の中での選択肢の提供が行われた。特に、ブランド化についてはいずれの地域

においても茶業の活性化と安定化のためには必須であり、地理的表示（GI）や機能性食品

表示などの制度の利活用も含め、各地域に応じたセミナーを開催した。 

6) セミナーの回数も多く、またいずれのセミナーにおいても参加者も多く好評であり、新聞

報道に取り上げられることも多かった(図 1)。 

 

今後の展望： 

来年度も、経営能力向上セミナーを継続するとともに、できる限り多くの要望に対応したい

と考えている。 

（担当：茶学総合研究センター センター長 中村順行) 



主要な成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表 1 セミナーのタイトルと開催月  

図 1 セミナー関係などの新聞報道  

平 29.03 日本の茶 今とこれから 

平 29.03 機能性表示の現状と産地としての活用方法 

平 29.01 嬉野茶セミナー 

平 29.01 静岡を創るスーパーセミナーより 

平 29.01 八女茶セミナー 

平 29.01 大和茶セミナー ～大和茶のブランド～ 

平 28.12 お茶と健康 島田 

平 28.11 どんどん増加する茶の機能性表示食品 

平 28.10 茶に係る機能性表示食品の概要 

平 28.10 お茶のめぐみ・お茶の未来 

平 28.09 お茶の学校～茶の効能～ 

平 28.08 茶にまつわる最近の事情～機能性と輸出～ 

平 28.06 富士探訪 富士市の魅力再発見 富士のお茶 

図 1 セミナー風景  



課題名： 

(２) 茶学教育と人材育成 
1) セミナーの開催  
 ② 外国人を対象とした茶学講座 
 

研究の目的： 

インバウンドあるいはアウトバウンドに対し、日本茶の奥深さや魅力を発信し、外国人が日

本茶の多様性や特性などを理解し、愛飲者となっていただくことで、茶業振興の一助とするこ

とを目的とし、国内外において日本茶の特性に関するセミナーを行う。特に、インバウンドに

対しては日本の文化のなかのお茶を、アウトバウンドに対しては日本茶と他国産茶との違いを

理解してもらうよう工夫した。 

 

研究の手法： 

 他国産のお茶に対する日本茶の特性を分かりやすく発信するため、日本茶の持つ歴史・文化

性をはじめ、生産、種類、加工、味、香り、生理、機能、効能など広範な項目にわたり、日本

茶の魅力を基本的には英語により、さらには通訳を介しながらパワーポイントなどを用いて発

信する。 

 

主な研究成果： 

1) 本年度は表 1 のとおり、7 回のセミナーを行った(表 1)。 

2) そのなかで、米国・カナダ、韓国、モンゴルは静岡県立大学を会場として実施した。米国・

カナダには基本的な茶に関する項目や、日本茶の魅力、海外展開、機能性などを中心に発

信した。また、韓国、モンゴルは学生が対象だったため、静岡県の農産物も簡単に紹介し

た後、静岡茶の特質などを理解しやすく紹介し、茶についての意見交換を行い、実り多い

ものとなった。 

3) オランダ、中国、スリランカについては、日本茶の普及を図るため、各々の国に出向き、

その国の要望も加味しながら、生産、機能性をはじめ、日本茶の魅力を発信した。  

4) セミナーの受講者は茶業関係者が大部分であったが、静岡との交流事業の一環として特産

品であるお茶を紹介したものもあったが、日本茶に対して深く興味を抱いていただけた。 

 

今後の展望： 

今後、インバウンドあるいはアウトバウンドは益々増加するとともに、グローバル化してい

く中で日本茶の奥深さや魅力を幅広く発信し続ける。来年度には、日本茶輸出促進協議会など

と連携し海外からの日本茶に興味を持った方々を静岡に招聘する日本茶教育事業なども実施す

る予定である。 

 

（担当：茶学総合研究センター センター長 中村順行) 



主要な成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ セミナーの課題名と対象国  

平 28.12 Spreading Japanese Tea Abroad        米国・カナダ対象 

平 28.12 静岡の農産物～お茶の魅力～          韓国対象 

平 28.09 Japanese Green Tea ～Production tec.～    オランダ対象 

平 28.09 Japanese Green Tea ～Health benefits～     オランダ対象  

平 28.10 さくらサイエンスプラン日本茶の魅力と機能性  モンゴル対象 

平 28.05 中国との交流資料 日本の茶          中国対象 

平 28.03 Japanese Green Tea and Black Tea       スリランカ対象 

          ～Focus to health benefits～ 



課題名： 

(２) 茶学教育と人材育成 
2) 人材の育成  
 ① 茶学入門 
 

研究の目的： 

静岡県は全国有数の茶葉、飲料、加工食品の生産県であり、本学を含めた複数の大学や国公

立の試験研究機関、民間企業において茶関連の食品、医薬品、化成品の研究が活発に行われて

いる。したがって本学の学生はそれらを就職先として考えることも多い。また、静岡県におい

ても世界緑茶協会や「茶の都」づくりの推進、さらには本学内にも「茶学総合研究センター」

の開設など、茶を Keyword とした取組も多い。このような背景のもと、「茶学入門」をしずおか

学のひとつの選択科目として行うことにより、学部を問わず茶に関する広範な知識と教養を身

につけることを目的とする。 

 

研究の手法： 

 当科目は茶について、歴史、文化、経済、生産、貿易、栽培、種類、加工、味、香り、生理、

機能、効能など広範な項目にわたり、それぞれの専門家が分かりやすく講義を行う。 

 

主な研究成果： 

1) 県立大学講義室の中で収容が最大規模の講義室で人数は 290 人のため、250 人程度の履修者

数を目標に応募したところ履修登録者数は 286 名と定員ギリギリであった (表 2)。  

2) また、社会人聴講生も募集したところ 3 名が受講した。 

3) 本科目は選択科目のため、一年生の履修者が多く全体の 80%強を占めていた（表 2）。 

4) 全履修者のうち単位修得者は８５％程度であったが、不修得者の大部分は欠席日数が多いた

めである。  

5) 講義は、茶に関して全般にわたるものであり、その道の専門家により行われる (表 1)ため、

非常に好評であり、茶の幅広い魅力を感じたり、何気なく飲んでいたお茶を見直すきっかけ

となる学生も多く見られた。  

6) さらに、茶に関する興味を深くする学生も多く、今後の研究の端緒になる可能性や、コーヒ

ーなどからお茶に飲用を変えたなどとの意見も見られた。   

7) 最終講義の中で、茶に関する用語を 5 分間で思いつくままに記載させた結果、成分名、茶種

名、機能性成分名などをはじめ、多い人では 100 個以上の用語を記した履修者もいた。  

 

今後の展望： 

来年度も、茶学入門は継続するとともに、社会人聴講生の受講も好評だったため、その人数

を増加させたい。 

（担当：茶学総合研究センター センター長 中村順行) 



 主要な成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 平成 28 年度茶学入門 講義期日と科目名  

表 2 平成 28 年度茶学入門 受講者数  

1年 2年 3年 4年
薬学部 27 1
食品栄養科学部 47
国際関係 58 5 14 4
経営情報 67 23 3 2
看護学部 32
社会人聴講生 3

合計 234 29 17 6 286

平成２８年度 茶学入門 講義期日と科目名 

回数 月日 担当者 科目名 

1 10 月 6日 中村 順行 ガイダンス 

2 10 月 13日 岩崎 邦彦 茶のマーケティング 

3 10 月 20日 中村 羊一郎 茶の歴史 

4 10 月 27日 中村 順行 茶の生産・加工 

5 11 月 10日 内野 稔 茶の種類と美味しい淹れ方 

6 11 月 17日 中村 羊一郎 茶の文化 

7 11 月 24日 齋藤 貴江子 茶を特徴づける成分 

8 12 月 8日 伊勢村 護 茶の機能性、特に疫学的研究から 

9 12 月 15日 海野 けい子 カテキン類の生理機能 

10 12 月 22日 陽東 藍 カフェイン・テアニンの機能性 

11 1 月 12日 今井 伸二郎 茶の免疫機能 

12 1 月 19日 原 征彦 茶の機能性に特化した商品開発 

13 1 月 26日 佐野 満昭 茶の幅広い魅力と機能 

14 2 月 2 日 望月 辰彦 「茶の都 しずおか」づくり 

15 2 月 9 日 中村 順行 世界に広まる日本茶の現状と課題 

 

図 1 平成 28 年度 茶学入門講義風景など  



課題名： 

(２) 茶学教育と人材育成 

2) 人材の育成  

  ② 県立大学以外の高校生、大学生などを対象とした茶学講座 

 

研究の目的： 

茶学総合研究センターでは県立大学以外の大学生や高校生などの学生を対象として、茶に対

する知識と教養を高め、茶を好きになり、ひいては茶の愛飲者、茶の都しずおかのサポーター

になっていただき、茶業振興に寄与することを目的とし、分かりやすさをモットーとした茶業

講座を開設する。 

 

研究の手法： 

 様々な分野の学生に対して、茶の知識量や興味に応じて、分かりやすく茶の歴史、文化、生

産、種類、加工、味、香り、生理、機能、効能など広範な項目にわたり、茶の魅力をパワーポ

イントなどを用いて発信する。特に、大学コンソーシアムでは「ふじのくに学（茶学）」を開講

することにより、参画する大学から多くの学生を受け入れるとともに静岡大学の農場を使用す

ることで実習も実施した。 

 

主な研究成果： 

1) 本年度は中高生、県教員及び県内外の大学生を対象に述べ 8 回のセミナーを開催した。 

2) 大学関係は、茶学入門は別記したが、県立大学以外にも東京農工大や県内の大学コンソーシ

アム所属の静岡大学、常葉大学、産業大学などを対象となった。 

3) なかでも、静岡県大学コンソーシアムでは「ふじのくに学（茶学）」を大学間の単位互換授

業として実施した。定員を 40 名としたところ 80 名以上の応募があり、大好評であった。講

義も県立大、静岡大、産業大の教員が各々の分野に分かれて担当し、実習も含めて実施し、

実り多いものとなった。 

4) 東京農工大学では、農学ゼミの一環として東京を会場として実施されたが、事前に講義内容

を提示し、質問に応える形で行い、その後レポート化する講義内容とした。 

5) 本年度、12 月に静岡県では静岡茶愛飲条例が可決され、来年度より小中学校に条例の施行

を実質的なものとするために、2 回にわたり 400 名弱の教員を対象に茶の授業への取り組み

方や授業の素材としての茶についてのセミナーを開催した。 

 

今後の展望： 

今後、茶の魅力を静岡県立大学のみならず、他大学とも連携しながらより幅広い学生に対し

て発信していくために、大学コンソーシアムの利用や世界緑茶協会などとの連携を強化したい

と考えている。 

 

 

 

 

 

（担当：茶学総合研究センター センター長 中村順行) 



主要な成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内　　容 場　　所

  9:15～12:25 全体概要、成分・機能 中村順行 静岡県立大学　特任教授

13:15～16:25 歴史・文化 吉野亜湖 静岡産業大学　非常勤講師

9:15～12:25 経営・マーケティング 岩崎邦彦 静岡県立大学　教授

13:15～16:25 生産、加工、販売 堀川知廣 静岡産業大学　教授

11月26日 　8:30 茶生産加工実習 稲垣栄洋 静岡大学　教授

～ ～ 観光ワークショップ 坂野真帆 そふと研究室　代表

11月27日 18:00 茶草場研修　ほか 稲垣栄洋 静岡大学　教授

日　　　時 講　　　師

グランシップ

静岡県立大学
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平 28.10 茶の生産と加工         静岡県立大学生 

平 28.10 茶学入門            静岡県立大学生 

平 28.10 ふじのくに学（お茶）      静岡大学コンソーシアム学生  

平 28.08 理系女 夏の体験 茶 in 県大   静岡県中高校生 

平 28.07 農学ゼミ 茶の機能性      東京農工大学生 

平 28.05 PBL 食品栄養学入門資料      静岡県立大学生  
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課題名： 

(3) 茶葉及び茶飲料の嗜好特性の解析 
1) 茶の嗜好性に影響する因子としての色による情動効果の解明  
  大脳半球優位性による色刺激の情動効果の検討 
 

研究の目的： 
茶の官能評価で香りや味と共に、茶の浸出液も水色と称して色が検討されることからも分か

るように、色は食品への嗜好に影響する重要な要素であり、ヒトの情動にも作用する。こうし

た色と情動との関連についての基礎研究として、先行研究の結果から、青などに比べ、赤は情

動的不安や内的注意が促進される可能性を示した。しかし、色の好き嫌いなどによる情動変化

と脳半球活動の特徴との関連についての研究はまだ少ない。本研究は物体色刺激を注視するこ

とにより引き起こされる不安、緊張、または色の好き嫌いによりもたらされるポジティブ感情

とネガティブ感情を、大脳半球優位性との関連から明らかにすること、同時にこれらの情動効

果が集中力を必要とする単純計算などのような精神作業に与える影響を検証することを目的と

した。 

 
研究の手法： 
 生理的計測に用いた指標として背景脳波を測定し、色条件ごとに左脳半球優位性を測定した。

精神的ストレス負荷として、一桁の数字同志の足し算と、足した和の奇数偶数を判別する計算

タスクを用いた。単純計算の作業成績をタスクパフォーマンスとして解析に用いた。 

被験者は 20-23 歳の大学生 8 名（平均 21.38±1.19 歳、男性 4 名、女性 4 名）。色刺激は明度

と彩度をできる限り同一にした市販の A2 判の色紙（594ｍｍ×420ｍｍ）を提示した。被験者そ

れぞれの色に対する好き嫌いのレベルを評価させた後、赤・青・緑それぞれの刺激色提示状態

で脳波を記録し、計算タスクを課した。３色の刺激色提示で計３セッションが連続で実施され、

刺激色の提示順はランダムとした。 

 

主な研究成果： 
１）赤注視後の閉眼時のα1 波で側頭後部の左脳半球優位性指標値が青のそれより有意に小さ

く、赤条件は青条件より相対的に左半球活動が抑制され、右脳半球活動がより亢進した（図

1）。よって赤条件の閉眼時が青より不快情動を引き起こす可能性が示された。 

２）嗜好度と各生理測度との相関で、嫌いな色ほど、色を見た後の閉眼時に、前頭部の左脳半

球優位性が大きく、後頭部では逆に左脳半球優位性が小さくなることが示唆された（図 2）。 

３）上記の結果から、本実験で用いた赤、緑、青の色紙刺激によって、左脳半球優位性に異な

る影響が認められた。また、嗜好度など色刺激の情動効果を大脳半球優位性による評価が

可能であることが分かった。 

 

今後の展望： 
今後は茶飲料をテストサンプルとして用い、これまで行ってきた茶の香りと色がもたらす情

動効果の評価法を統合し、茶葉及び茶飲料の嗜好特性の評価に役立つ実験系を確立することを

目指す。 

 

 

 

（担当：茶学総合研究センター研究員 陽東 藍) 



主要な成果： 

 

図 1 各色紙注視直後の閉眼時のα1 波における左脳半球優位性指標値 

 

 

図 2 色の嗜好度とすべての色紙注視直後の閉眼時左脳半球優位性指標値との相関 



課題名： 

(４) 茶の高付加価値化とマーケティング 
 1) 日本及び海外で市販されている抹茶の特性 

 

研究の目的： 

近年、日本茶の海外輸出は増加している。なかでも、抹茶についてはその歴史文化性や美味

しさ、機能性などの点から高い関心事となっている。そのため、需要は多く、高価格で取引さ

れることも多い。一方では、日本独自と考えられている抹茶が国外でも生産され始めているが、

その特性などは明らかでない。そこで、高級抹茶の嗜好、消費、購買特性を明らかにすること

を目的に、まずは国内外で市販されている抹茶の特性を明らかにする。 

 

研究の手法： 

日本産抹茶と外国産抹茶との差別化要因を明らかにするため、まずは国内と海外で市販され

ている抹茶の価格や特性情報を Web から調査する。また、市販されている抹茶パッケージなど

からトレンドサーチ分析によりキーワード間の関連の強さを評価した。 

 

主な研究成果： 

1) 市販される抹茶価格は、国内では 600～6,000 円/100g 程度が多く、海外では 1,000～5,000

円/100g とやや安価なものが多かった(図 1，2)。 

2) 産地により市販抹茶の価格差が見られ、京都、愛知では高級抹茶が販売される一方、静岡、

三重ではやや低価格帯のものが多い。鹿児島で価格差の幅が広いのは、海外輸出用の有機栽

培抹茶が国内でも販売されていることや生産地が京都のものを購入し鹿児島で販売されて

いるものが混在していることなどが要因として考えられる(図 1）。 

3) 海外で販売されている抹茶パッケージ文章のトレンドサーチ分析を行い、米国では Matcha

に対し「Organic, Ceremonial, Premium, Grade」などが重要であり、高級感、文化性など

が表現されていた(図 5)。一方、イギリスでは「Green, Organic, Powder, Certified」な

どと利用場面への期待感が強いように感じられた(図 6)。 

4) いずれの国においても「Organic」に対する期待感は強かった。米国で販売されている高価

格帯では「Ceremonial, Japanese, Premium, Pure」(図略)などが、低価格帯では「Organic, 

Green, Powder」(図略)が、重要な Keyword として解析され、金額による期待感の違いが明

らかだった。   

5) 国内で市販されている抹茶については、大きく二種類の keyword に分類された。一つは、加 

工業務用抹茶であり、二つ目は宇治や西尾の名称とともに高級抹茶に分類される。また、高

級抹茶には生産方式として「有機」が keyword として掲出されていた。さらに、加工業務用

としては「袋」が、高級抹茶には「缶」が分類されていた(図 4)。 

 

今後の展望： 

   本年度は、国内で販売されている抹茶を中心に検討したが、来年度は世界各国で市販さ

れている抹茶を購入し、その特性などを評価する。 

 

（担当：茶学総合研究センター センター長 中村順行)  



主要な成果 

 

 

 

図 2 国内市販抹茶の価格分布  

調査数：３４２  

平 均 価 格 ： 5,364

調査数：２０３  

平均価格：5,152 円  

図 3 海外市販抹茶の価格分布  

図 1 国内で市販されている抹茶の県別

価格分布と平均金額  

図 4 国内で市販されている抹茶パ

ッケージのトレンドサーチ解析  

図 5  米国で市販されている抹茶 

パッケージのトレンドサーチ解析  

図 6 イギリスで市販されている抹茶パッ

ケージのトレンドサーチ解析  



課題名： 

(４) 茶の高付加価値化とマーケティング 

 2) 国内市販抹茶の粒度及び測色値特性 

 

研究の目的： 

近年、日本茶の海外輸出は増加している。なかでも、抹茶についてはその歴史文化性や美味

しさ、機能性などの点から高い関心事となっている。そのため、需要は多く、価格的にも高価

で取引されている。一方では、日本独自と考えられている抹茶が国外でも生産され始めている

が、その特性などは明らかでない。そこで、ここでは国内市販抹茶の粒度特性た測色値特性を

明らかにすることを目的とする。 

 

研究の方法： 

国内市販抹茶の粒度分布は、HORIBA 製の Laser Scattering Particle Size Distribution 

Analyzer LA-950 を用い、0.011～3000μm 間の湿式法による粒度の大きさを計測した。 

また、測色値は、KONICA MINORUTA 製の分光測色計 CM-5 Spectrophotometer を用い、L、ａ *、

b*表色系、L、ｃ＊、ｈ＊表色系値を計測した 

 

主な研究成果： 

1) てん茶の粉砕方法には石臼をはじめ、ボールミル式、気流式、相対流式なども使用されるが、

市販抹茶の粒度分布は、大きく４種類に分類され、55%程度はタイプ A の山型であり、残り

の 30%程度はタイプ B の裾広がり型であった。一方、タイプ D の二山型もみられたが、この

タイプの抹茶は価格も安いものが多く、ブレンドか、粉砕機の種類により二山型になるのか

検討の余地がある(図 1)。 

2）タイプ A の平均径は 15.48μm で標準偏差も小さく均一性がみられた。タイプ B、C では平均

径が 25μm 程度とやや均一性に欠け、タイプ D では二山型のため平均径も 50μm と大きく、

均一性に欠けていた(表 1)。 

3) 国内で市販されている抹茶の金額と表色系の色度については、ｂ＊値には明確な違いがみら

れないが、金額が高くなるほど明度(L)、彩度(C＊)、ｈ（色相角度）が高くなる傾向がみら

れた。一方、ａ＊についてはマイナス値が低くなり、緑色が強くなる傾向がみられた(表 2)。 

4）特に、ｈ(色相角度)は 4,000 円/100g 以上の価格帯のものでは、大部分が 110 程度以上を示

し、低価格帯(1,000 円以下)のものでは 105 以下のものが多かった(図 3)。ａ＊値について

は高価格帯では-15 以下を示すが、低価格帯では-10 以上のものも多く見られた(図 4)。 

5）表色系上(L、ａ＊、ｂ＊)における市販抹茶は、概して高価格帯のお茶ではＬ値が高く、ａ＊

値が低く、ｂ＊値が高く、低価格帯の茶ではＬ値が低く、ａ＊値が高く、ｂ＊値が低い傾向が

みられた。(図 2)。 

 

今後の展望： 

   本年度は、国内で販売されている抹茶を中心に検討したが、来年度は世界各国で市販さ

れている抹茶を購入し、その特性などを評価する。 

 

（担当：茶学総合研究センター センター長 中村順行) 



主要な成果： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイプ 平均径 標準偏差 メジアン径 モード径

A 15.48 16.26 11.24 10.78

B 23.77 29.72 13.44 11.53

C 26.21 31.43 13.88 11.21

D 52.61 50.76 35.48 44.61

表 1 粒子のタイプと粒子径の関係  

図 1 粒度分布測定装置による市販抹茶の粒

度分布特性  
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図 3 抹茶金額と表色系ｈ値との関係  
図 4 抹茶金額と表色系ａ＊値との関係  

図 2 抹茶の表色系上におけるＬ、 

ａ＊、ｂ＊値との関係  

金額(100g) Ｌ(明度) ａ＊（赤⇔緑) ｂ＊（青⇔黄) Ｃ＊（彩度） ｈ（色相）

～ 1,000 57.3550 -9.2890 37.2480 38.4140 103.9840
1,001～ 2,000 57.5520 -11.4310 36.9140 38.6940 107.2100
2,001～ 3,000 56.8600 -12.3880 37.1680 39.1920 108.3580
3,001～ 4,000 58.4350 -12.8640 37.4360 39.6050 108.9190
4,001～ 5,000 58.3400 -13.3070 37.6700 39.9530 109.4430
5,001～ 8,000 58.0920 -13.7880 38.5050 40.9050 109.6970
8,001～12,000 59.4960 -13.8960 37.7240 40.2120 110.2160

12,000～ 61.1670 -14.6900 38.7250 41.4420 110.7720

表 2 抹茶の金額と表色系の色度との関係  



課題名： 

(４) 茶の高付加価値化とマーケティング 

  3) 遺伝子発現を基盤にしたチャの注目成分代謝系の解析 

 

研究の目的：  

世界保健機構  (WHO) や国連は、高齢化率が 21％を超えた社会を  ｢超高齢社会｣ と定義

しているが、現在の日本では総人口の 26.7％が 65 歳以上の高齢者となっている。また、今

後も日本の高齢化率は上昇傾向が続くとみられ、2060 年には高齢化率が 40％になると推計

されている。これは、1.3 人で１人の高齢者を支える状態であり、社会保障給付費の負担は

現在の 1.8 倍になるとされている。労働人口の減少を避けるため、重度の要介護者の増加

を防ぐ必要があると考えた。健康寿命の短縮、寝たきりや要介護状態の３大要因は、メタ

ボリックシンドローム、ロコモティブシンドローム、認知症と言われており、本研究では、

ロコモティブシンドロームと認知症の予防･改善に資するチャ成分として、アルギニン、オ

ルニチン、およびテアニンに注目した。  

チャ  (Camellia sinensis) ゲノムは、約 4×109（4 G）塩基対（bps）と推定され、すなわ

ちヒト･ゲノム  (3×109 bps) よりも大きく、さらにヘテロ接合である。このようにゲノムが

大きく複雑なため、チャのゲノム解析は進んでいない。本研究室では、チャ品種  ｢やぶき

た｣ を用い、平均鎖 460 塩基の 473,599 リード  (世界最多) の発現遺伝情報解析  (EST) を

達成している。本研究では、この EST データベースを用い、アルギニン･オルニチンとテア

ニン代謝系の解析を行った。  

 

研究の手法：  

EST データベースの keyword search（コンティグの BLAST 相同性結果を文字列検索）や

BLAST search（コンティグに対する NCBI データベース相同性検索）を使用し、アルギニ

ン･オルニチンとテアニン代謝系を含む各種代謝系の酵素遺伝子と相同性を持つコンティ

グを検索した。その後、全ゲノム塩基配列が報告されているシロイヌナズナ遺伝子を対照

として、本 EST コンティグを Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG: 

http://www.kegg.jp/kegg/) を用い系統解析した。  

 

主な研究成果：  

1) アルギニン･オルニチンおよびテアニンの代謝経路  (図１) において、チャ品種  ｢やぶき

た｣ にはそれぞれ複数種の酵素の介在が明らかになった。それらの中で、テアニン合成

酵素  (EC 6.3.1.6) は、チャで始めて遺伝子コード領域のヌクレオチド配列が明らかにな

った。  

2) 遮光栽培により、アルギニン、オルニチン、テアニンの葉中含量が増大する。この一因

として、アルギナーゼ  (EC 3.5.3.1) の発現低下が見いだされた。  

3) シロイヌナズナのトランスクリプトーム解析の結果から、乾燥ストレスにより、アルギ

ニン･デカルボキシラーゼ  (EC 4.1.1.19)、オルニチン･アミノトランスフェラーゼ  (EC 

2.6.1.13)、オルニチン･トランスカルバミラーゼ  (EC 2.1.3.3) の遺伝子発現が上昇してい

る。これにより、乾燥ストレス条件下において、アンチエイジング効果が報告されてい

るポリアミン含量の増大が見込まれる。  

http://www.kegg.jp/kegg/)


 

今後の展望：  

1) 代謝酵素遺伝子のコード領域配列が明らかになったことから、育種や栽培において、ア

ルギニン･オルニチンとテアニンの含有量増加に向けて、遺伝子発現解析が可能になっ

た。  

2) 製茶工程にこれらの遺伝子発現産物である酵素を働かせることにより、これら成分を増

強した荒茶生産への道も想定圏内となった。  

 

(担当：食品栄養環境科学研究院 教授  小林裕和 ) 

 

 

 

主要な成果  

 

 

図１ アルギニン  (Arginine)・オルニチン  (Ornithine) およびテアニン  (Theanine) 代謝系にお

けるチャ遺伝子およびその発現  

Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG: http://www.kegg.jp/kegg/) に登録されて

いるシロイヌナズナ  (Arabidopsis thaliana) の代謝経路  (EC 酵素番号 : 薄緑ハイライト ) に

対して、チャの酵素を追加表示した。紫枠 : 本 EST データベースにより酵素コード領域が

始めて明らかにされた遺伝子。青枠 : チャの遮光栽培により発現が抑制される遺伝子。赤

枠 : シロイヌナズナのトランスクリプトーム解析の結果明らかになった乾燥･塩ストレス

によって誘導される遺伝子。  

 

http://www.kegg.jp/kegg/)


課題名： 

(４) 茶の高付加価値化とマーケティング 

4) カテキン耐性乳酸菌を用いた後発酵茶の機能性 

  

研究の目的：  

近年、日本の伝統的な発酵食品が機能性食品として注目を集めている。そこで茶の新規加工

品として、副作用が懸念されるカフェインを低減させた低カフェイン茶を使用し、カテキン耐

性乳酸菌によって発酵させた後発酵茶を開発した。さらに、その機能性として抗肥満効果を評
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課題名： 

(４) 茶の高付加価値化とマーケティング 

5) 茶の花（ハチミツ）を用いた香粧品の開発 

  

研究の目的：  

最近、様々な機能が注目されているハチミツに着目し、茶の花の蜜を採取し、茶のハチ

ミツやミツロウを化粧品に添加することにより、あらゆる世代で使用することができる低

刺激で付加価値の高い世界で初めての商品を開発する。このことは、茶の花(ハチミツ)の新

たな有効利用法のひとつとして、地域資源を活用したその地ならではの商品の開発は六次

産業化にもつながるものであり、販売による地域及び茶産業の活性化に寄与することをね

らいとする。  

 

研究の手法：  

本課題における研究は、下記のとおりである。  

Ⅰ .茶の花のハチミツやミツロウを添加した化粧品の開発  

Ⅱ .茶の花のハチミツであることのエビデンスの付与  

Ⅲ .開発された商品の機能実証  

 

主な研究成果：  

1) 9 月に茶園に巣箱を設置し、11 月下旬に回収し採蜜したが、本年は天候不順によりミツ

バチの訪花の機会が少なく、集蜜量が少なかった。  

2) 本研究で得られたハチミツは、蜜蓋がないため、本来なら熟成度は低く、組成基準をク

リアしないはずであるが、十分な糖度と水分量であった。これは、ミツバチのはばたき

による濃縮というより、採蜜作業における水分の蒸発の可能性もあった。  

3) 茶の花の蜜と本研究で採取されたハチミツからテアニンが検出された。テアニン含有量

は、花の蜜では、0.0990±0.0616（n=4） ハチミツでは、0.0747±0.0177（n=6）であ

った。テアニンは、他の植物には見られない茶に特有のアミノ酸であることから、本ハ

チミツは茶花由来であることが証明される。  

4) 本ハチミツを３％含む石鹸を作成し、その使用具合をアンケートした結果、短期間にも

かかわらず 10 代から 60 代までの 48 名から回収することができた。性別的には、女性

が 75％であり、世代別では 20 代の学生が約 40％と最も多かった。  

5) 使い心地、しっとり感、香り、手触りなどは「良い」「普通」で 80％以上を超す回答が

見られたが、泡立ちでは「普通」が 30％、「悪い」が 44％だった。この理由としては、

アンケートの際に石けんの試供品が小さかったために泡立ちが悪かったようであり、今

後さらに検討が必要と思われた。  

 

今後の展望 

茶の花のハチミツ入香粧品は非常に貴重なものであり、山間地でも差別化商品となりえるも

のであるため、今後さらに研究を深化させたい。 

 

（担当：食品栄養科学部 助教 斎藤貴江子） 
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表１ 茶の花の蜜とハチミツの主要成分濃度（mg/ml）  

カテキン類

ハチミツ 0.0747 ± 0.0177 n=6 N.D. 0.00657 ± 0.0032 n＝6

花の蜜 0.099 ± 0.0616 n=4 N.D. 0.023 ± 0.00675 n＝4

カフェインテアニン

図 1 巣箱の設置状況  図 2 分析に供したハチミツ  

図 4 茶の花のハチミツ入り石鹸のアンケート調査結果  

図 3 茶の花のハチミツ入り石鹸の試作  
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Abstract: Green tea has been shown to have beneficial effects against cancer, obesity, atherosclerosis,
diabetes, bacterial and viral infections, and dental caries. The catechin (−)-epigallocatechin-3-gallate
(EGCG) has shown the highest biological activity among green tea catechins (GTCs) in most of the
studies. While several epidemiological studies have shown the beneficial effects of tea and GTCs on
obesity, some studies have failed to do this. In addition, a large number of interventional clinical
studies have shown these favorable effects, and cellular and animal experiments have supported
those findings, and revealed the underlying anti-obesity mechanisms. One of the mechanisms is
enhanced cellular production of reactive oxygen species, which is mediated through the pro-oxidant
action of EGCG, leading to the activation of adenosine monophosphate-activated protein kinase,
which suppresses gene and protein expression of enzymes and transcription factors involved in
adipogenesis and lipogenesis, and stimulates those involved in lipolysis. Recently, scientific evidence
supporting the beneficial anti-obesity effects of green tea and GTCs has been increasing. However,
future investigations are still required to clarify the reasons for the inconsistent results reported in the
human studies; to achieve this, careful adjustment of confounding factors will be required.

Keywords: green tea; catechin; obesity; adipogenesis; lipogenesis; lipolysis; AMPK

1. Introduction

Tea, a product obtained from the leaves and buds of the plant Camellia sinensis, is one of the
world’s most popular beverages. Black, oolong, and green tea are all obtained from C. sinensis leaves
through full fermentation, semifermentation, and non-fermentation, respectively [1–3]. Green tea was
discovered in China in 3000 BC or earlier, and has been well recognized to have medicinal effects [1,2].
It was brought from China to Japan by Buddhist priests thousands of years ago. In 1211, a Japanese Zen
priest, Yeisai, published the book “Kitcha-Yojoki” (Tea and Health Promotion), in which he described
the methodology of harvesting tea leaves, the processes of tea production, and the pharmacological
effects of tea. In the Edo period in Japan, medical doctor Ekiken Kaibara (1630–1714) stated in his book
“Yojokun” (Lessons for Health Promotion) that long-term drinking of green tea is not beneficial as it
removes body fat leading to weight loss [4]. However, this effect may be accepted nowadays because
of its potential usefulness in the prevention of obesity.

Several components of tea have specific health benefits [1,2,5–8]. Catechins (Figure 1), which
are polyphenolic compounds, are associated with the anti-cancer, anti-obesity, anti-atherosclerotic,
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anti-diabetic, anti-bacterial, anti-viral, and anti-dental caries effects of tea [1,2,7,8]. Caffeine stimulates
wakefulness, decreases the sensation of fatigue, and has a diuretic effect [2,7]. Theanine and
γ-aminobutyric acid lower blood pressure and regulate brain and nerve functions [2,7]. Vitamin C is
antiscorbutic, prevents cataracts, and strengthens the immune system [2,9]. This review will discuss
briefly the anti-obesity effects of green tea and its catechins, especially (−)-epigallocatechin gallate
(EGCG), which has the highest biological activity among green tea catechins (GTCs).
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2. Epidemiological Studies

Several epidemiological studies have shown the beneficial effects of tea and its catechins on
obesity [5–8]. For example, an early study in The Netherlands showed that high dietary intake of
flavones, flavonols, and catechins was inversely associated with body mass index (BMI) in women [10].

An epidemiological study carried out between 2003 and 2006 on a sample of 6472 participants
found that hot tea consumption was inversely associated with obesity; hot tea consumers had lower
mean waist circumference and lower BMI than non-consumers did. In contrast, iced tea consumption
was found to be associated with higher BMI, greater waist circumference, and greater subcutaneous
skinfold thickness after adjustment of confounding factors, e.g., sugar intake [11].

A cross-sectional, population-based survey of 8821 adults conducted in Poland found that high tea
consumers (3 cups/day) had lower BMI and waist circumference, but higher diastolic blood pressure,
than low tea consumers did. The odds ratio for tea consumption with metabolic syndrome was 0.79,
and among metabolic syndrome components, tea consumption was negatively associated with obesity
and fasting plasma glucose in women, but not in men [12].

Gyntelberg et al. conducted a cross-sectional study on 3290 men aged 53–75 years, and found
that 291 of them (8.8%) were obese and had a BMI ≥ 30. The prevalence of obesity was 6.2% among
the men using sugar in coffee or tea, while it was 10.3% among others, i.e., an inverse association was
observed between the use of sugar in hot beverages and the prevalence of obesity, and it was consistent
in the subgroups [13]. This study indicates, rather surprisingly, that ingestion of small amounts of
sucrose several times a day can have a weight-controlling, or reducing, effect.

In contrast, the results of a cross-sectional study that enrolled 554 adults in Tokushima, Japan,
showed that green tea consumption was not associated with the prevalence of metabolic syndrome or
any of its components [14].

Thus, epidemiological studies have provided conflicting results, which may have resulted from
insufficient adjustment of confounding factors, such as the estimation method of tea consumption,
cigarette smoking, and alcohol consumption [1,2,15]. Different results may have also arisen from
differences in tea temperature, in view of the temperature-dependent results mentioned above [11].
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In addition, caffeine consumption is an important factor to be adjusted, because GTCs and caffeine
synergistically enhance sympathetic nervous system activity, leading to the increase in energy
expenditure by fat oxidation [16]. In addition, intestinal microbiota and genetic polymorphisms
may have influenced the effects of tea in these studies [7,8,17].

3. Clinical Trials

Many interventional clinical studies have been conducted to examine the effect of green tea and
GTCs on obesity, and most of them have shown favorable effects [5–8]; however, some studies failed
to demonstrate such effects, giving rise to the need for further studies.

In an early study on the anti-obesity effects of green tea, Tokimistu and his colleagues conducted
a 12-week, double-blind human experiment, in which the subjects ingested one bottle of oolong tea
containing either 690 mg of GTCs (GTC group) or 22 mg of GTCs (control group) per day. The results
indicated that body weight, BMI, waist circumference, body fat mass, and subcutaneous fat area
were significantly lower in the GTC group than those in the control group, suggesting the beneficial
effect of GTCs on obesity [18]. A similar conclusion was drawn from a double-blind, randomized,
controlled study conducted on obese or near-obese Japanese children, where the results indicated that
consumption of a catechin-rich beverage ameliorated serious obesity and cardiovascular disease risk
factors, without raising any safety concerns [19].

Another study showed that GTCs enhanced exercise-induced abdominal fat loss in overweight
and obese adults. Participants received either a beverage containing approximately 625 mg of GTCs
with 39 mg caffeine (GTC group) or a control beverage containing 39 mg caffeine with no GTCs (control
group) for 12 weeks. The results showed greater body weight loss in the GTC group than in the control
group. Although changes in fat mass did not differ between the two groups, percentage changes
in total abdominal fat area, subcutaneous abdominal fat area, and fasting serum triglycerides were
greater in the GTC group [20].

Similarly, the results from a different research group showed that green tea consumption,
combined with resistance training, decreased body fat, waist circumference, and triglyceride levels,
and increased lean body mass and muscle strength [21]. In a randomized clinical trial in which
18 patients with multiple sclerosis participated, supplementation of EGCG (600 mg/day) improved
muscle metabolism during moderate exercise to a greater extent in men than that in women [22].
During exercise, postprandial energy expenditure was lower after EGCG than after placebo ingestion.
The results of a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover pilot study showed that
six overweight men administered 300 mg EGCG per day for 2 days had lower respiratory quotient
values than those administered a placebo control, during the first postprandial monitoring phase [23].
This finding suggests that EGCG alone has the potential to increase fat oxidation and may contribute
to the anti-obesity effects of green tea.

In a randomized, placebo-controlled trial, 182 moderately overweight Chinese subjects were
divided into four groups: control, GT1, GT2, and GT3 groups. The control subjects consumed two
servings of a control drink (30 mg GTCs, 10 mg caffeine/day); the GT1 subjects consumed one
serving of the control drink and one serving of an extra high-catechin drink (458 mg GTCs, 104 mg
caffeine/day); the GT2 subjects consumed two servings of a high-catechin drink (468 mg GTCs, 126 mg
caffeine/day); and the GT3 subjects consumed two servings of the extra high-catechin drink (886 mg
GTCs, 198 mg caffeine/day) for 90 days [24]. The results showed that the GT3 group demonstrated
significant reductions in intra-abdominal fat, waist circumference, and body weight than the control
group did. In addition, reductions in total body fat and body fat percentage were observed in the GT2
and GT1 groups, respectively.

In an 8-week clinical trial, 35 obese subjects with metabolic syndrome were randomly assigned
to the control (4 cups water/day), green tea (4 cups/day), or green tea extract (GTE) (2 capsules and
4 cups water/day) groups. Body weight and BMI significantly decreased in subjects who consumed
green tea and GTE capsules than in the control group subjects, suggesting the improving effect of GTE
on metabolic syndrome in obese patients [25].
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Purple tea is a variety of green tea developed in Kenya; the major constituents of its leaves are
caffeine, theobromine, epigallocatechin, EGCG, and 1,2-di-O-galloyl-4,6-O-hexahydroxydiphenoyl-
β-D-glucose. Shimoda et al. showed that purple tea improved obesity parameters, including body
weight, BMI, and body fat mass, in humans who ingested a tea infusion extracted from 1.5 g tea leaves
with 100–200 mL hot water, twice a day for 4 weeks [26].

In a randomized, placebo-controlled, double-blind, crossover study, participants received either
a beverage containing 55 mg of black tea polyphenols or a control beverage with no black tea
polyphenols, 3 times/day for 10 days. Results of the fecal lipid measurements showed that the
total lipid excretion increased from 5.51 g to 6.87 g/3 days after the intake of black tea polyphenols
when compared with intake of the control beverage. Thus, black tea polyphenols may be useful for the
prevention of obesity [27].

In a randomized, double-blind trial, 115 women with central obesity were randomly assigned
to either a high-dose GTE group or a placebo group. Treatment with high-dose GTE for 12 weeks
resulted in significant weight loss, reduced waist circumference, and decreased plasma levels of total
cholesterol and low-density lipoprotein [28].

In another clinical trial, patients with type 2 diabetes ingested green tea with either 582.8 mg of
GTCs (GTC group) or 96.3 mg of GTCs (control group) per day for 12 weeks. The results showed
that the decrease in waist circumference was significantly greater in the GTC group than that in the
control group. Adiponectin, which is negatively correlated with visceral adiposity, increased in the
GTC group. These findings suggest that a catechin-rich beverage might have several therapeutic uses
for the prevention of obesity [29].

A recent systematic review and meta-analysis revealed that green tea supplementation has
a favorable effect on blood pressure in overweight and obese adults. Results obtained from the pooled
analysis of 14 randomized controlled trials, with 971 participants, showed that supplementation of
green tea, or GTE, resulted in significant reduction in both the systolic (−1.42 mmHg) and diastolic
(−1.25 mmHg) blood pressures, as compared with those in the placebo group [30]. Several studies
support this finding, while some show conflicting results as reviewed by Li et al. [31].

In a pilot study examining how GTE-enriched rye bread can control body weight and
affect abnormalities related to metabolic syndrome, 55 obese men and women were recruited.
This single-blind, randomized study showed that the ingestion of 280 and 360 g of GTE-enriched bread
provided daily totals of 123.2 and 158.4 mg of caffeine, and 188.3 and 242.1 mg of EGCG for women
and men, respectively. The study showed that GTE-enriched bread did not significantly influence the
maintenance of waist loss or the concentrations of high-density lipoprotein, triglycerides, or glucose.
However, it caused significant reduction in waist circumference (−1.22 cm), and the maintenance of
lower blood pressure in the intervention group, compared with the control group [32].

In a crossover interventional study, Brown et al. observed that supplementation of decaffeinated
GTCs decreased body weight by 0.64 kg, while the placebo group showed an increase of 0.53 kg in
body weight, suggesting a preventive effect of GTCs on weight gain. Thus, it can be concluded that
GTCs are responsible for the anti-obesity effects of green tea, although caffeine may also contribute
to this effect [33]. Dulloo et al. showed that GTE had thermogenic properties and promoted fat
oxidation to a degree beyond that ascribable to caffeine alone, suggesting that GTE may also be useful
for the control of body composition via sympathetic activation of thermogenesis or fat oxidation or
both [34]. The results of a meta-analysis have confirmed that catechin-caffeine mixtures, or caffeine-only
supplementation, stimulate daily energy expenditure, and it can be concluded that both GTCs and
caffeine contribute to the anti-obesity effects of green tea [35].

In contrast, several studies failed to show favorable anti-obesity effects of GTCs. For example,
in a randomized, double-blind, placebo-controlled study, 83 obese, premenopausal women consumed
300 mg of either EGCG or placebo per day. The results showed that dietary supplementation of
EGCG for 12 weeks did not enhance energy-restricted, diet-induced adiposity reductions, and did not
improve weight-loss-induced changes in cardiometabolic risk factors in obese women [36].
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In the Minnesota 12-month randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial,
937 postmenopausal women received either decaffeinated GTE, containing 843 mg of EGCG, or placebo.
A sub-study was also conducted on 121 or 237 overweight/obese participants with a BMI of ≥25.0.
In the GTE group, tissue fat percentage decreased during the intervention, although baseline BMI
increased. In conclusion, decaffeinated GTE was not associated with reductions in body weight, BMI,
or adiposity in overweight/obese postmenopausal women, but it was beneficial for reduction in tissue
and gynoid fat percentages [37,38].

4. Cell-Based and Animal Experiments

Several cell-based and animal experiments have shown beneficial effects of green tea and GTCs on
obesity [4–7]. For example, some studies showed that EGCG could decrease cell viability, inhibit 3T3-L1
cell differentiation, and decrease lipid accumulation [39]. In male mice with high-fat diet-induced
obesity, acute oral administration of EGCG had no effect on body temperature and energy expenditure,
but respiratory quotient during the night decreased, suggesting decreased lipogenesis and increased
fat oxidation [40]. Bose et al. showed that supplementation of EGCG (3.2 g/kg) in the diet of mice fed
a high-fat diet for 16 weeks reduced body weight gain, body fat percentage, and visceral fat weight than
in untreated mice [41]. The results also indicated that EGCG treatment attenuated the development of
obesity, symptoms associated with metabolic syndrome, and fatty liver [41]. Heber et al. showed that
polyphenols of green, black, and oolong tea reduced visceral fat and inflammation in murine models
of obesity induced by high-fat, high-sucrose diets [42].

In another study, the anti-obesity effects of three major components of green tea (GTCs,
caffeine, and theanine) were examined in female ICR mice fed diets containing 2% green tea
and diets containing 0.3% GTCs, 0.05% caffeine, and 0.03% theanine, alone and in combination,
for 16 weeks [43]. The results showed that body weight gain and intraperitoneal adipose tissue weights
were reduced by the diets containing GTCs, caffeine, theanine, caffeine + GTCs, caffeine + theanine,
and caffeine + GTCs + theanine. The hepatic triglyceride level was significantly reduced by GTCs
and GTCs + theanine, than by the control. These results suggest that caffeine and theanine are
also responsible for the suppressive effect of green tea powder on body weight gain and fat
accumulation. In addition, a combination of GTCs and caffeine demonstrated synergistic anti-obesity
activities, and another experiment also demonstrated the possible anti-obesity effect of theanine [43].
In conclusion, most of the cell-based and animal experiments demonstrated beneficial effects of tea,
and its constituents, on obesity. Some experiments also suggested that this effect might be enhanced
by combinations of tea constituents, giving rise to a need for further studies.

5. Molecular Mechanisms

As discussed comprehensively by Yang et al., there are at least two major mechanisms involved
in the action of green tea and GTCs, classified into direct and indirect mechanisms [8]. The direct
mechanism includes effects on the digestive organs, such as prevention of absorption, inhibition of
digestive enzymes, and changes in microbiota, while the indirect mechanism is mediated through
modulation of gene expression, protein expression, and signal transduction in various tissues,
including the liver, muscle, and adipose tissues.

5.1. Inhibition of Digestive Enzymes and Prevention of Absorption

Several studies have shown that GTCs could prevent absorption and inhibit digestive enzymes,
eventually attenuating obesity. For example, Unno et al. found that in rats fed dietary GTCs (1% w/w),
body and abdominal adipose tissue weights decreased after 4-week feeding periods, compared to
those in the control rats [44]. Only 0.1% of the ingested starch was excreted in the feces of the control
rats, whereas 4.8% was excreted in the feces of the GTC group. Apparent digestibility values of both
lipids and proteins in the GTC group were lower than those in the control group, suggesting that
GTCs increased the fecal excretion of these energy nutrients. Consistent with this finding, EGCG and
epicatechin gallate were demonstrated to inhibit pancreatic lipase [45,46].
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Ikeda et al. found that lymphatic recovery of 14C-trioleoylglycerol in rats with thoracic duct
cannulation was delayed by the administration of GTCs. Experiments using individual components
of GTCs showed that only galloylated catechins suppressed postprandial hypertriacylglycerolemia,
by slowing down triglyceride absorption through the inhibition of pancreatic lipase [47].

Fei et al. found that EGCG, 3′ ′-O-methylated EGCG, and oolong tea polyphenols exhibited
inhibitory effects against pancreatic α-amylase, and that their half-maximal inhibitory concentration
(IC50) values were 0.350, 0.572, and 0.375 mg/mL, respectively [48]. Hot compressed water extract
of black tea contains lipase-inhibiting polyphenols, and may be used as the source for potential
anti-obesity dietary supplements and medications [46].

When a 13C-labeled mixed triglyceride breath test was performed, with and without GTE
ingestion, in 32 healthy volunteers aged 23–30 years with normal exocrine pancreatic function,
the cumulative percentage dose recovery value was 36.8% in the placebo group. This value was
significantly higher than that of the GTE group (28.8%), indicating that GTE decreases lipid digestion
and absorption in humans [49].

In male C57BL/6J mice fed a high-fat diet, green and black tea supplementation suppressed body
weight gain and deposition of white adipose tissue, by stimulating glucose uptake and upregulating the
expression of glucose transporter-4 on the plasma membrane of muscle cells [50]. Thus, as discussed
by Yang et al., the anti-obesity actions of green tea in high-fat diet-induced obesity include suppression
of absorption, upregulation of glucose transporter-4, and inhibition of digestive enzymes [8].

5.2. Effects on Intestinal Microbiota

In a study, rats were divided into three groups and fed either a control diet, a 0.3% EGCG diet,
or a 0.6% EGCG diet for 4 weeks. The results showed that the 0.6% EGCG group showed a significant
increase in fecal starch and protein contents, while the relative weights of abdominal adipose tissues
were suppressed, than those in the control group. EGCG reduced the population of Clostridium spp.
and increased that of Bacteroides, and, to a lesser extent, influenced the status of Bifidobacterium and
Prevotella. Thus, dietary EGCG affects the growth of certain species of gut microbiota, which may be
responsible for regulating energy metabolism in the body [51]. This and other effects of EGCG on
intestinal microbiota have been reviewed by Yang et al. [8].

5.3. Effects on Gene and Protein Expression

Numerous cellular and animal studies have shown the effects of green tea and GTCs on the
expression of obesity-related genes and proteins [6–8]. In a pioneering investigation, Murase et al.
found that a catechin-rich diet enhanced hepatic gene expression of acyl-CoA oxidase (ACO) and
medium-chain acyl-CoA dehydrogenase (MCAD), thus increasing hepatic β-oxidation activity and
reducing fat accumulation [52].

Other studies have shown that green tea and GTCs suppress the expression of genes and
proteins involved in adipogenesis, including CCAAT/enhancer-binding protein alpha (C/EBPα),
peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPAR-γ), and liver X receptor alpha (LXR-α),
and lipogenesis, including fatty acid synthase (FASN), hydroxymethylglutaryl-CoA reductase (HMGR),
acetyl-CoA carboxylase (ACC), sterol regulatory element binding protein (SREBP)-1c, and stearoyl-CoA
desaturase-1 (SCD-1) (Figure 2). However, they stimulate those involved in fatty acid mobilization,
such as ACO, hormone sensitive lipase (HSL), adipose triglyceride lipase (ATGL), and PPAR-α
(Figure 2) [5–8]. Yang et al. proposed “the AMPK hypothesis” to highlight the central role of
AMP-regulated protein kinase (AMPK), which leads to either downregulation or upregulation of
expression of various genes (Figure 2) [8].

Among these proteins, SREBPs have a key role in the regulation of the expression of genes related
to lipid biosynthesis, such as ACC, FASN, HMGR, and SCD-1 [15,53]. Therefore, it is possible that
GTC’s suppressing effects on these genes occur through suppression of the expression of SREBPs.



Molecules 2016, 21, 1305 7 of 13

Consistent with the “AMPK hypothesis”, Murase et al. postulated that, based on in vivo and
in vitro experimental results, many of the GTCs’ effects, including anti-obesity and anti-cancer effects,
are mediated by the activation of the liver kinase B1/AMPK in various tissues [54]. In an experiment
using an obese mouse model fed a high-fat diet, decaffeinated GTE attenuated diet induced-increases
in body weight gain, and increased serum adiponectin levels. The GTE group showed an increase
in hepatic protein expression of phosphorylated AMPK, which can explain the observed decrease
in hepatic protein expression of ACC, FAS, SREBP-1, and carbohydrate response element-binding
protein [55].

Treatment of pre-adipocyte 3T3-L1 cells with EGCG resulted in decreased expression of the
adipocyte marker proteins PPAR-γ2 and LXR-α, and induced generation of reactive oxygen species
(ROS), which activate AMPK [39]. As described above, consumption of purple tea improved
obesity parameters in humans, and similar effects were observed in an animal experiment. Protein
expression of carnitine palmitoyltransferase (CTP)-1A was enhanced in the liver of mice administered
purple tea. This enhancement was also observed in cultured HepG2 hepatoma cells treated with
purple tea. In conclusion, purple tea may exert an anti-obesity effect through enhancement of fatty
acid oxidation [26].

5.4. Effects on the Expression of Selected Genes and Action Mechanism of Green Tea Constituents

We previously showed that chronic administration of catechin-rich green tea reduced hepatic
gene expression of FASN in normal rats [56], which can be explained by the “AMPK hypothesis.”
In a later study, we observed that administration of an ethyl acetate-insoluble fraction of GTE, which
is devoid of monomeric GTCs, including EGCG, resulted in reduced plasma levels of triglycerides
and cholesterol, together with reduced gene expression of lipogenic enzymes, such as FASN, HMGR,
and ACC, in mice, suggesting that green tea contains other components, in addition to EGCG, which
may contribute to its anti-obesity effect [57]. This finding can be explained by the reduced expression
of SREBPs caused by green tea constituents (Figure 2), since we also observed reduced gene expression
of SREBP-1 and SREBP-2 [57].

Molecules 2016, 21, 1305 7 of 12 

 

hepatic protein expression of phosphorylated AMPK, which can explain the observed decrease in hepatic 
protein expression of ACC, FAS, SREBP-1, and carbohydrate response element-binding protein [55]. 

Treatment of pre-adipocyte 3T3-L1 cells with EGCG resulted in decreased expression of the 
adipocyte marker proteins PPAR-γ2 and LXR-α, and induced generation of reactive oxygen species 
(ROS), which activate AMPK [39]. As described above, consumption of purple tea improved obesity 
parameters in humans, and similar effects were observed in an animal experiment. Protein expression 
of carnitine palmitoyltransferase (CTP)-1A was enhanced in the liver of mice administered purple 
tea. This enhancement was also observed in cultured HepG2 hepatoma cells treated with purple tea. In 
conclusion, purple tea may exert an anti-obesity effect through enhancement of fatty acid oxidation [26]. 

5.4. Effects on the Expression of Selected Genes and Action Mechanism of Green Tea Constituents 

We previously showed that chronic administration of catechin-rich green tea reduced hepatic 
gene expression of FASN in normal rats [56], which can be explained by the “AMPK hypothesis.” In 
a later study, we observed that administration of an ethyl acetate-insoluble fraction of GTE, which is 
devoid of monomeric GTCs, including EGCG, resulted in reduced plasma levels of triglycerides and 
cholesterol, together with reduced gene expression of lipogenic enzymes, such as FASN, HMGR, and 
ACC, in mice, suggesting that green tea contains other components, in addition to EGCG, which may 
contribute to its anti-obesity effect [57]. This finding can be explained by the reduced expression of 
SREBPs caused by green tea constituents (Figure 2), since we also observed reduced gene expression 
of SREBP-1 and SREBP-2 [57]. 

 
Figure 2. Effects of (−)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG) on lipid metabolism via reactive oxygen 
species (ROS) and AMP-regulated protein kinase (AMPK). EGCG acts as a pro-oxidant, enhancing 
the generation of ROS, which activate AMPK [7,8,58–60]. AMPK activation suppresses adipogenesis 
and lipogenesis, while it increases lipolysis by regulating gene and protein expression of various 
enzymes and transcription factors, leading to the anti-obesity effect. Transition metal ions such as Fe(II) 
and Cu(II) may contribute to EGCG’s ROS-generating activity [61,62]. EGCG may also increase cellular 
ROS levels by decreasing the levels of antioxidant molecules, such as glutathione (GSH), and antioxidant 
enzymes, such as superoxide dismutase (SOD), catalase, and thioredoxin reductase (TRXR) [63–65]. 
Abca, ATP-binding cassette superfamily of transporter proteins; ACAD, acyl-CoA dehydrogenase; 
ACC, acetyl-CoA carboxylase; aP2, adipocyte protein 2; ATGL, adipose triglyceride lipase; GPAT, glycerol 
phosphate acyltransferase; LPL, lipoprotein lipase; Nrf-2, nuclear factor erythroid-2-related factor-2; 
PGC-1, peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator-1; Pref-1, preadipocyte factor-1; 
SCD1, stearoyl-CoA desaturase-1; UCP, uncoupling protein. 

SREBPs are regulated by AMPK, and it is known that green tea constituents upregulate AMPK 
by inducing the generation of ROS, as sufficient evidence has demonstrated that GTCs can act as  
pro-oxidants under certain conditions [7,8,58–60]. Metallic ions may also be associated with the  
pro-oxidant activity of GTCs (Figure 2) [61,62]. In addition, GTCs may increase ROS levels by 
decreasing the levels of antioxidant molecules and enzymes [63–65]. These pro-oxidant actions of 

Figure 2. Effects of (−)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG) on lipid metabolism via reactive oxygen
species (ROS) and AMP-regulated protein kinase (AMPK). EGCG acts as a pro-oxidant, enhancing the
generation of ROS, which activate AMPK [7,8,58–60]. AMPK activation suppresses adipogenesis and
lipogenesis, while it increases lipolysis by regulating gene and protein expression of various enzymes
and transcription factors, leading to the anti-obesity effect. Transition metal ions such as Fe(II) and
Cu(II) may contribute to EGCG’s ROS-generating activity [61,62]. EGCG may also increase cellular ROS
levels by decreasing the levels of antioxidant molecules, such as glutathione (GSH), and antioxidant
enzymes, such as superoxide dismutase (SOD), catalase, and thioredoxin reductase (TRXR) [63–65].
Abca, ATP-binding cassette superfamily of transporter proteins; ACAD, acyl-CoA dehydrogenase;
ACC, acetyl-CoA carboxylase; aP2, adipocyte protein 2; ATGL, adipose triglyceride lipase; GPAT,
glycerol phosphate acyltransferase; LPL, lipoprotein lipase; Nrf-2, nuclear factor erythroid-2-related
factor-2; PGC-1, peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator-1; Pref-1, preadipocyte
factor-1; SCD1, stearoyl-CoA desaturase-1; UCP, uncoupling protein.
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SREBPs are regulated by AMPK, and it is known that green tea constituents upregulate AMPK
by inducing the generation of ROS, as sufficient evidence has demonstrated that GTCs can act as
pro-oxidants under certain conditions [7,8,58–60]. Metallic ions may also be associated with the
pro-oxidant activity of GTCs (Figure 2) [61,62]. In addition, GTCs may increase ROS levels by
decreasing the levels of antioxidant molecules and enzymes [63–65]. These pro-oxidant actions
of GTCs can explain the findings related to their effect on gene and protein expression of enzymes and
transcription factors involved in lipid metabolism (Figure 2).

In a rat model of galactosamine-induced liver injury, we found that catechin-rich green tea
restored the galactosamine-induced increase in hepatic mRNA and plasma protein levels of TNF-α
and IL-1β to normal levels [66]. These findings are compatible with those of other studies concerning
the anti-obesity effects of green tea and GTCs. For example, Lu et al. carried out an experimental
study in which rats were divided into two groups: control rats were fed a low-fat diet and obese rats
were fed a high-fat diet. Their results showed that administration of GTCs to obese rats decreased the
expression levels of 12 genes, including orexigenic genes, anorectic genes, such as IL-1β, and genes
related to energy expenditure, than in the control rats [67].

A similar experiment showed that administration of 0.5% GTCs to obese rats increased the
percentage of fat-free mass, bone mineral density, and bone strength, while it decreased the percentage
of fat mass and serum levels of leptin, adiponectin, and proinflammatory cytokines, including
TNF-α [68]. A more recent study also showed that EGCG supplementation attenuated the elevation
in TNF-α protein in infiltrating CD68+ macrophages in the islets of rats fed a high-fat diet [69].
The results of a double-blind, placebo-controlled, human interventional trial showed that serum
TNF-α and C-reactive protein levels were significantly lower, whereas total antioxidant status was
higher, in the GTE group than those in the placebo group [70].

In these cases, the antioxidant action of GTCs is likely involved in their anti-obesity mechanism
owing to the fact that ROS stimulate nuclear factor-κB, which in turn promotes the expression of
proinflammatory cytokines, such as TNF-α and IL-1β [15,60]. GTCs may exert anti-obesity effects
through suppression of TNF-α and IL-1β expression, since these inflammatory cytokines are known to
upregulate the expression of SREBP-1 and stimulate the maturation of the SREBP-1 protein [71–73].

In contrast, as mentioned above, animal and cellular studies have shown that GTCs and other
green tea constituents may stimulate the generation of ROS, which activate AMPK [7,60,74–76] and
thus modulate the expression of genes and proteins involved in lipid metabolism. The pro-oxidant
activity of green tea/GTE has also been shown in human studies. For example, Lambert et al. showed
the generation of hydrogen peroxide in the oral cavity by either holding green tea in the mouth or
chewing green tea leaves [77]. The pro-oxidant action of GTE has been suggested to be involved in
hepatic toxicity associated with green tea supplements [78].

Therefore, it appears that two conflicting, i.e., antioxidative versus pro-oxidative mechanisms,
are operating in the effect of green tea and GTCs. One possible explanation for these different actions is
that the available concentration of green tea constituents can direct their action as either pro-oxidant or
antioxidant [61,79,80]. In human lymphocytes, EGCG at a concentration range of 1–100 µM increased
DNA strand breakage induced by bleomycin and hydrogen peroxide, but suppressed the breakage at
a lower concentration range from 0.1 to 0.01 µM, suggesting that EGCG might have a dual function as
a pro-oxidant and an antioxidant, depending on the concentration [79]. An experiment using non-obese
type 2 diabetic Goto-Kakizaki rats showed that a diet containing 0.1% EGCG, but not 0.2% or 0.5%
EGCG, reduced mRNA levels of TNF-α and IL-1β, and suppressed oxidative stress in the mesenteric
adipose tissues, suggesting that the effects of EGCG are concentration-dependent [80]. The results
of a chemiluminescence analysis showed that EGCG had a protective effect on calf thymus DNA at
low concentrations (2–30 mM), while it enhanced oxidative DNA damage at higher concentrations
(>60 mM) [61]. Further investigations are required to understand what is a determinant for GTCs to
act as a pro-oxidant or an antioxidant.
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Abstract: Background: Green tea has been shown to have beneficial effects against a variety 

of diseases such as cancer, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and neurodegenerative 

diseases. Through cellular, animal, and human experiments, green tea and its major compo-

nent, epigallocatechin-3-gallate (EGCG) have been demonstrated to have anti-inflammatory 

effects. Our previous findings have indicated that green tea and EGCG suppress the gene 

and/or protein expression of inflammatory cytokines and inflammation-related enzymes. 

Methods: Using bibliographic databases, particularly PubMed (provided by the 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed, US National Library of Medicine, National Institutes 

of Health, United States), we examined the potential usefulness of green tea/EGCG for the 

prevention and treatment of inflammatory diseases in human clinical and epidemiological 

studies. We also reviewed results from cellular and animal experiments and proposed action 

mechanisms. 

Results: Most of the results from the human studies indicated the beneficial effects of green 

tea and tea catechins against inflammatory diseases. The cellular and animal studies also pro-

vided evidence for the favorable effects of green tea/EGCG. These results are compatible 

with our previous findings and can be largely explained by a mechanism wherein green 

tea/EGCG acts as an antioxidant to scavenge reactive oxygen species, leading to attenuation 

of nuclear factor-�B activity.  

Conclusion: Since green tea and EGCG have multiple targets and act in a pleiotropic manner, 

we may consider their usage to improve the quality of life in patients with inflammatory dis-

ease. Green tea and EGCG have beneficial health effects and no severe adverse effects; how-

ever, care should be taken to avoid overdosage, which may induce deleterious effects includ-

ing hepatic injury. 

Keywords: Catechin, cyclooxygenases, green tea, IL-1�, matrix metalloproteinase, NF-�B, reactive oxy-
gen species, TNF-�.  

1. INTRODUCTION 

Inflammation is the body’s natural immune re-
sponse to harmful stimuli, such as tissue damage  
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and invading pathogens, and this response is nec-
essary as a defense mechanism to eliminate the 
hazard [1]. Chronic inflammation causes a variety 
of diseases including cancer and rheumatoid ar-
thritis (RA) [2, 3]. In the inflammation process, 
various immune cells such as neutrophils, mono-
cytes, and macrophages, are recruited, which se-
crete pro- and anti-inflammatory cytokines and 
enzymes such as tumor necrosis factor (TNF)-�, 
interleukin (IL)-1�, matrix metalloproteinases 
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(MMPs), cyclooxygenases (COXs), and IL-4 [4, 
5]. The transcription factor nuclear factor (NF)-�B 
also regulates genes involved in many inflamma-
tory processes, which play key roles in modulating 
inflammatory and immune responses [6].  

Green tea is one of the most popular drinks in 
the world and has been studied for its health-
promoting properties in various diseases such as 
cancer, obesity, diabetes, cardiovascular disease, 
and neurodegenerative diseases [7-10]. Many of 
the biological effects of green tea are believed to 
be mediated by its polyphenol catechins (Fig. 1), 
and (-)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG), which 
represents 10-15% of total catechins, generally 
exerts the most effect.  

For more than 20 years, we have examined the 
effect of green tea and green tea catechins (GTCs) 
on gene/protein expression in cell and animal ex-
periments to reveal their beneficial effects on vari-
ous diseases [8-10]. The results of such studies 
showed that green tea and GTCs affected the ex-
pression of inflammation-associated genes and 
proteins such as TNF-�, IL-1�, and MMPs [8-11]. 
We also demonstrated that EGCG alone and in 
combination with sulindac, a non-steroidal anti-
inflammatory drug (NSAID), reduced precancer-
ous lesions in rat models of azoxymethane 
(AOM)-induced colon cancer [12] (Table 1). 
EGCG and sulindac are known to inhibit COX-1 

and COX-2, which are involved in inflammatory 
regulation [13]. 

This review summarizes recent findings on the 
anti-inflammatory properties of green tea and 
GTCs to reveal their potential usefulness in the 
prevention and treatment of inflammatory disor-
ders, focusing on the effects of those inflamma-
tion-related factors for which we have published 
our own findings. 

2. EFFECT OF GREEN TEA AND GTCS ON 
TNF-�  AND IL-1�  

Our animal experiments have shown that a 
green tea beverage with a high GTC content at-
tenuated the development of galactosamine-
induced hepatitis by repressing the gene and pro-
tein expression of inflammatory cytokines TNF-� 
and IL-1� [11] (Fig. 2). The administration of the 
beverage also attenuated serum alanine transa-
minase and aspartate transaminase levels elevated 
by galactosamine.  

Recently, Marinovic et al. evaluated the poten-
tial of the four main catechins found in green tea 
(Fig. 1), in combination and individually, as 
modulators of human neutrophil functions [14]. 
Cells derived from the peripheral blood of healthy 
individuals were cultured with a mixture of 30 �M 
EGCG, 3 �M (-)-epigallocatechin, 2 �M (-)-epicate- 

  

Fig. (1). Chemical structures of (+)-catechin and major green tea catechins. 

(+) catechin ( ) epicatechin ( ) epigallocatechin(+)-catechin (-)-epicatechin (-)-epigallocatechin

(-)-epicatechin gallate (-)-epigallocatechin gallate
(EGCG)
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Fig. (2). Gene expression of inflammatory cytokines in galactosamine-induced hepatitis [11]. Galactosamine 

(G) was injected i.p. in rats and the liver samples were examined by quantitative reverse transcription-polymerase 

chain reaction. G caused the increased levels of hepatic gene expression of TNF-� (left) and IL-1� (right) as com-

pared to that of the saline-treated control group (Cont.). The group given GTC-fortified beverages (G/T) showed 

attenuated hepatic gene expression of them. The beverage alone had no effects (Tea). 

Table 1. Effects of EGCG and sulindac on AOM-

induced premalignant lesions in the rat co-

lon
 
[12]. 

Treatment 
Number of ACF/Colon, 

Mean � SD 

None 0 

AOM alone 46.2 � 4.9 

AOM + EGCG 19.5 � 5.8 

AOM + sulindac 21.4 � 3.4 

AOM + EGCG + sulindac 10.0 � 3.2 

F344 male rats treated with AOM with EGCG, sulindac, or both had the 

significant reduced number of aberrant crypt foci in the colon as compared 

with the AOM alone group. A combination of EGCG and sulindac resulted 

in more effective reduction as compared with that by either EGCG or sulin-

dac alone. Cited from [12] with publisher’s permission.  

chin-3-gallate, and 1.4 �M (-)-epicatechin, or with 
each individual catechin. It was observed that the 
catechins, both individually and in combination, 
reduced the expression of inflammatory factors, 
such as toll-like receptor-4, nucleic factor-�B (NF-
�B), and inducible nitrogen oxide synthase 
(iNOS), and decreased the release of TNF-�, IL-
1�, and IL-6. They also reduced migration capac-

ity and suppressed the production of reactive oxy-
gen species (ROS), nitric oxide, and peroxynitrite, 
while they increased antioxidant enzyme activities, 
phagocytic capacity, and calcium release. These 
results demonstrate that GTCs possess marked in-
flammation-modulatory activity. 

In addition to these results, an increasing 
amount of evidence has shown that green tea and 
GTCs have beneficial effects on various inflam-
mation-related diseases through suppression of 
inflammatory cytokine production as described in 
the following sections.  

3. EFFECT OF GREEN TEA AND GTCS ON 
TNF-�  AND IL-1� IN DISEASES 

3.1. Cancer 

Proinflammatory cytokines play critical roles in 
early events during cancer development, and tar-
geting of these cytokines may have potential as a 
cancer treatment [15]. Fujiki and his coworkers 
have demonstrated that the anticancer effect of 
green tea can be correlated to the inhibitory effect 
on TNF-� gene and protein expression [16]. 
EGCG has been shown to inhibit NF-�B transcrip-
tional activity in various human cancer cells [17]. 
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NF-�B promotes the production of proinflamma-
tory cytokines [18]. The NF-�B molecule consists 
of the p50 and p65 subunits, and the activation of 
NF-�B transcription factor is associated with nu-
clear translocation of the p65 subunit [19]. This 
factor is thought to be a potent therapeutic target 
for cancer prevention and treatment [20, 21]. Chen 
et al. described the potential treatment of ovarian 
cancer with anti-inflammatory phytochemicals in-
cluding EGCG [22].  

In an experiment to investigate its antimela-
noma effects, EGCG inhibited melanoma cell 
growth at physiological doses (0.1-1 �M) and re-
duced the activity of NF-�B, while decreasing IL-
1� secretion from melanoma cells [23]. The fact 
that urinary IL-1� levels are elevated in certain 
patients with cancer indicates that inflammation is 
associated with cancer progression, suggesting that 
EGCG’s anti-inflammatory activity might be bene-
ficial in treating such patients [24]. 

Thus, green tea and EGCG might elicit their 
anticancer effect by repressing the expression 
and/or activity of NF-�B, TNF-�, and IL-1�. An 
association of human cancer development with 
genetic changes caused by carcinogens and proin-
flammatory cytokines, and simultaneous inflam-
mation induced by proinflammatory cytokines and 
chemokines has been comprehensively reviewed 
by Fujiki et al. [25]. 

3.2. Rheumatoid Arthritis (RA) and Osteo-
arthritis (OA)  

RA is an autoimmune disease that attacks the 
joints and other parts of body. Proinflammatory 
cytokines such as TNF-�, IL-1�, and IL-17 are in-
volved in the pathogenesis of RA [26, 27]. These 
cytokines promote chemokine production, re-
cruitment of monocytes into inflammation sites, 
and osteoclastogenesis, which leads to bone re-
sorption [28, 29]. Therefore, suppression of the 
production of proinflammatory cytokines is 
thought to be a promising strategy to treat RA. Be-
cause a number of studies have shown that EGCG 
suppresses expression of proinflammatory cytoki-
nes, GTCs could be useful for prevention and pro-
gression of RA [30]. A recent review by Rieg-
secker et al. discusses the potential benefits of 
EGCG in the prevention and treatment of vascular 
inflammation in RA [3].  

In an experiment to investigate the effects of 
catechin on adjuvant arthritis in the rat, intragastric 
administration of catechin suppressed secondary 
inflammatory paw swelling, pain response, and 
polyarthritis index. Intragastric administration also 
inhibited production of IL-1�, TNF-�, and prosta-
glandin E2, and increased cAMP levels in rats 
with adjuvant arthritis [31]. 

An experiment using a model of OA demon-
strated that mice treated with EGCG exhibited re-
duced OA-associated pain and that articular carti-
lage exhibited reduced levels of IL-1� and TNF-� 
mRNA compared to vehicle controls, demonstrat-
ing that EGCG slows OA disease progression and 
exerts a palliative effect [32]. 

3.3. Vascular Inflammation 

EGCG was shown to inhibit endotoxin-induced 
expression of TNF-� and IL-1� at both mRNA and 
protein levels in human cerebral microvascular 
endothelial cells [33]. Beneficial effects of EGCG 
in prevention and treatment of vascular inflamma-
tion have been discussed by Riegsecker et al. [3]. 

3.4. Liver Injury  

As mentioned above, our animal experiments 
showed that green tea with a high GTC content 
restored the gene and protein levels of proinflam-
matory cytokines in galactosamine-induced hepati-
tis [11]. Similar observations have been reported 
in concanavalin A- and carbon tetrachloride-
induced liver injury in rodents [34-36].  

The results of a study to determine the effect of 
EGCG on concanavalin A-induced hepatitis 
showed that mice pretreated with EGCG exhibited 
lower increase in alanine transaminase and aspar-
tate transaminase levels in plasma, reduced in-
flammatory infiltration, and hepatocyte apoptosis 
in liver compared with vehicle-treated control 
mice. EGCG-pretreated mice had abrogated NF-
�B and interferon (IFN)-� at both protein levels in 
plasma and mRNA levels in liver [35].  

When mice were administered with carbon tet-
rachloride, the mRNA expression levels of TNF-�, 
COX-2, iNOS, �-smooth muscle actin, transform-
ing growth factor (TGF)-�1, procollagen-I, MMP-
2, MMP-9 and tissue inhibitors of MMP (TIMPs) 
were increased, together with an increase in the 
activity of NF-�B. Treatment with EGCG signifi-
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cantly reduced liver injury, oxidative stress, and 
the inflammatory response. EGCG also reduced 
the expression of all of the assayed profibrogenic 
markers except TIMP-2 and MMP-9. Thus, the 
protective effect of EGCG may in part be a conse-
quence of the reduction in oxidative stress and the 
proinflammatory response [36]. 

Bharrhan et al. found that catechin suppressed 
an array of signaling molecules and modulated al-
cohol-induced endotoxin-mediated liver injury in a 
rat model [37]. Xiao et al. found that EGCG at-
tenuated fibrosis, oxidative stress, and inflamma-
tion in a non-alcoholic fatty liver disease rat model 
through the TGF/phosphatidylinositol-3-kinase 
(PI3K)/protein kinase B (Akt), and NF-�B path-
way [38]. 

In a study of methionine- and choline-deficient 
diet-induced nonalcoholic steatohepatitis, it was 
found that EGCG significantly prevented liver 
damage and body weight loss, and reduced the 
elevation of plasma transaminase levels. EGCG 
treatment inhibited IL-1�, IL-6, TNF-�, and 
monocyte chemotactic protein-1 mRNA expres-
sion [39]. 

In bile duct-ligated rats, EGCG treatment ame-
liorated liver necrosis, inflammation, and fibrosis, 
and suppressed expression of the genes associated 
with liver inflammation and fibrogenesis, such as 
TNF-�, IL-1�, TGF-�1, MMP-9, and a type I col-
lagen subunit chain [40]. The EGCG’s effect may 
be due to modulation of mitochondrial oxidative 
stress and inflammation [41]. 

In an experiment using lipopolysaccharide 
(LPS)-stimulated L02 hepatocytes, EGCG reduced 
the production of inflammation-related factors in-
cluding TNF-�, nitric oxide, and MMP-2. The ef-
fect of EGCG was related to the inhibition of NF-
�B and mitogen-activated protein kinase (MAPK) 
signaling pathways. The result demonstrates 
EGCG’s hepatocyte-protective activity [42]. 

3.5. Ischemia 

In a hepatic ischemia-reperfusion experiment, 
rats were fed a powdered diet containing 0-0.3% 
green tea extract (GTE) for 5 days [43]. Dietary 
GTE (0.1%) reduced transaminase release by over 
85% and almost totally blocked pathological 
changes. Hepatic ischemia-reperfusion activated 
NF-�B and increased TNF-� mRNA and protein 

expression. These effects were blocked by GTE. 
Similarly, Giakoustidis et al. reported that in a rat 
hepatic ischemia/reperfusion model experiment, 
administration of EGCG protected liver by down-
regulating the NF-�B and c-Jun signal transduc-
tion pathways [44]. 

In rat models of intestinal ischemia reperfusion, 
Zhang et al. found that the administration of 
EGCG significantly alleviated the pathological 
changes in the injured intestine and suppressed the 
upregulated mRNA and protein expression of 
TNF-�, IL-1, and IL-6 in the serum and intestine 
[45]. 

In an experiment to evaluate the effect of 
EGCG on apoptosis and damage in testicular 
seminiferous tubules derived from rats with 
ischemia/reperfusion-induced inflammation, tes-
ticular concentration of TNF-�, IL-1�, and IL-6 
was elevated by ischemia. Rats injected with 
EGCG after ischemia induction showed reduced 
levels of the three cytokines, similar to the sham 
level [46]. 

3.6. Brain Disorders 

LPS-mediated systemic inflammation plays a 
critical role in neurodegenerative diseases. When 
macrophages were treated with LPS, expression of 
proinflammatory cytokines (TNF-�, IL-1�, and IL-
6) was induced, whereas EGCG pretreatment of 
macrophages inhibited LPS-mediated induction of 
these cytokines. EGCG treatment of neurons in-
hibited LPS-induced production of ROS, suggest-
ing that EGCG represents a potent and useful neu-
roprotective agent for inflammation-mediated neu-
rological disorders [47]. 

In a study to examine the neuroprotective ef-
fects of EGCG after transient middle cerebral ar-
tery occlusion, rats were treated intraperitoneally 
with EGCG (50 mg/kg) or vehicle immediately 
after reperfusion. EGCG prevented the impairment 
of neurological function and decreased the infarct 
volume, compared with the vehicle group. The 
upregulation of TNF-�, IL-1�, and IL-6 levels 
caused by ischemia/reperfusion was significantly 
ameliorated by EGCG. EGCG also inhibited the 
upregulation of NF-�B, and induction of COX-2 
and iNOS. Thus, EGCG may be a promising 
therapeutic agent for cerebral ischemia/reperfusion 
injury, through attenuation of inflammation [48]. 
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Infrasound, a common type of environmental 
noise and major contributor to vibroacoustic dis-
ease, can induce central nervous system damage. 
Cai et al. showed that, after 1-, 2-, or 5-day expo-
sure of rats to 16 Hz, 130 dB infrasound (2 h/day), 
EGCG significantly inhibited infrasound-induced 
microglial activation in the rat hippocampal re-
gion, as evidenced by reduced expression of a 
marker for microglia and proinflammatory cytoki-
nes (IL-1�, IL-6, IL-18, and TNF-�), as well as 
suppression of neuronal apoptosis in rat hippo-
campi. EGCG ameliorated infrasound-induced de-
creases in inhibitor of �B (I�B) in microglia and 
attenuated infrasound-induced increases in nuclear 
NF-�B p65 and phosphorylated I�B-�. These find-
ings suggest that EGCG can be used as a promis-
ing drug for the treatment of infrasound-induced 
central nervous system damage [49]. 

Syed Hussein et al. demonstrated that (+)-
catechin exhibited anti-inflammatory effects in 
LPS-stimulated BV-2 cells by suppressing the 
production of proinflammatory mediators (TNF-� 
and IL-6) and the mitigation of NF-�B through 
Akt/extracellular signal-regulated kinase (ERK)/ 
p38 MAPK, and AMP-activated protein kinase 
(AMPK) pathways [50]. These findings are very 
similar to those obtained using EGCG, as de-
scribed above. 

In an autoimmune encephalomyelitis model, 
EGCG reduced clinical severity by limiting brain 
inflammation and neuronal damage, and involve-
ment of EGCG’s control of NF-�B via its anti-
oxidative effect was proposed [51]. 

3.7. Periodontitis 

Porphyromonas gingivalis causes inflammation 
and leads to periodontitis in gingival tissue dam-
age and bone resorption. To determine whether 
continuous oral intake of EGCG would alleviate P. 
gingivalis-induced periodontitis, mice were chal-
lenged with P. gingivalis. The challenged group 
showed markedly increased alveolar bone resorp-
tion of the maxillae, and administration of EGCG 
resulted in a significant reduction in bone loss. 
Highly positive areas of IL-17 and IL-1� in the 
gingival tissue were observed in the challenged 
groups, and were reduced by EGCG treatment. 
The elevated expressions of IL-1�, IL-6, IL-17, 
IL-23, TNF-�, and other mediators in gingival tis-
sue after P. gingivalis-challenge were reduced by 

EGCG treatment, with the exception of IL-23. 
These results suggest that the anti-inflammatory 
effect of EGCG is useful in alleviating P. gin-
givalis-induced periodontitis [52]. 

3.8. Other Diseases 

Cao et al. reported that EGCG prevented in-
flammation by reducing macrophage infiltration 
and inhibiting TNF-� signaling in the pancreas of 
rats on a high-fat diet. The result suggests that 
EGCG may be beneficial in diabetes for increasing 
insulin sensitivity [53]. 

The tissue accumulation of uric acid leads to 
the formation of crystalline deposits, which trig-
gers endothelial dysfunction and the onset of an 
inflammatory response. Human umbilical vein en-
dothelial cells were subjected to uric acid with or 
without EGCG treatment. Uric acid increased the 
expression of IL-6, intercellular adhesion mole-
cule-1, TNF-�, and monocyte chemotactic protein-
1, and the production of ROS in these cells. EGCG 
suppressed the expression of inflammatory cytoki-
nes and ROS generation, suggesting it could be an 
effective approach to decrease inflammation and 
oxidative stress induced by uric acid, which is 
overproduced in gout [54]. 

In an experiment in which inflammation was 
induced in differentiated 3T3-L1 adipocytes by 
LPS, EGCG inhibited inflammation by reducing 
inflammatory mediator and cytokine levels, in-
cluding phosphorylated NF-�B, TNF-�, and IL-6. 
The 67 kDa laminin receptor, toll-like receptor-4 
signaling, and glucose transporter-4 were all in-
volved in EGCG’s mechanism of action [55]. 

In an experiment using a non-obese type-2 dia-
betes animal model, Goto-Kakizaki rats were fed a 
control high-fat diet or a high-fat diet containing 
0.1%, 0.2%, or 0.5% EGCG for 25 weeks. Oxida-
tive stress markers were reduced on supplementa-
tion with EGCG at 0.1%, but not at 0.2% or more. 
Significant reductions in the mRNA levels of 
genes related to inflammatory responses such as 
TNF-�, IFN-�, IL-1�, IL-6, and IL-18 were ob-
served in peripheral leukocytes with EGCG sup-
plementation at 0.1%, but not at 0.2% or more, 
compared with the control diet without added 
EGCG. The results suggest that supplementation 
with a low dose of EGCG reduces oxidative stress 
and the expression of genes involved in inflamma-
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tion in rat peripheral leukocytes [56]. Similar in-
flammatory responses were also found in the mes-
enteric adipose tissue of these rats [57]. 

In an experiment in which rats were fed a high-
fat diet, administration of EGCG decreased the 
fasting plasma level of free fatty acids and insulin. 
The levels of toll-like receptor-4, I�-B kinase �, 
phosphorylated NF-�B, TNF-�, and IL-6 in the 
adipose tissues from the EGCG group were all 
significantly lower than those from the high fat 
diet control group. EGCG may improve insulin 
signaling by modulating diet-induced inflamma-
tion in adipose tissues [58]. 

Inflammation plays a role in the pathogenesis 
of hypertension. A time-dependent increase in 
mRNA expression of both IL-6 and MMP-9 was 
observed in human leukaemic monocytic cell line 
THP-1 macrophages when cultured in 
normocholesterolemic hypertensive sera. GTC 
treatment prevented the increase in expression of 
IL-6 and MMP-9. The results suggest the presence 
of some humoral factors in hypertensive sera, 
which may be responsible for changing the 
phenotype of THP-1 macrophages to express 
genes with atherosclerotic potential, and that 
EGCG can modulate their expression [59]. 

Turner reviewed recent findings of the effect of 
EGCG on immune-mediated glomerulonephritis, 
and proposed mechanisms in which EGCG attenu-
ates kidney injury by acting as an antioxidant lead-
ing to inhibition of ROS generation and downregu- 
lation of renal expression of anti-inflammatory 
factors including NF-�B, nitric oxide, and iNOS. 
The author expects future studies to investigate 
whether this result can be translated to the treat-
ment of patients with glomerulonephritis in clini-
cal practice [60]. 

4. EFFECT OF GREEN TEA AND GTCS ON 
CYCLOOXIGENASES IN DISEASES 

4.1. Cancer 

There is accumulating evidence that inflamma-
tion plays important roles in the occurrence and 
development of cancer [61, 62]. While acute in-
flammation suppresses cancer, for example, acute 
inflammation induced by Mycobacterium bovis 
bacillus Calmette-Guérin suppresses bladder can-
cer cell growth and has been utilized for 30 years 
as an effective bladder cancer treatment [63], 

chronic inflammation promotes cancer develop-
ment [2]. Therefore, drugs and natural products 
that have anti-inflammatory effects appear to be 
useful for cancer prevention and therapy. Target-
ing inflammation-inducing immune cells, which 
retain more stable genomes than cancer cells, may 
produce a better outcome, since genomic instabil-
ity leads to genetic heterogeneity of tumors, which 
contributes to the development of resistance to 
therapy [64].  

Epidemiological studies have suggested that 
NSAIDs such as aspirin and sulindac have chemo-
preventive effects on colon, lung, esophagus, and 
stomach cancers [65, 66]. Animal model studies 
have also demonstrated that NSAIDs suppress the 
development of chemical carcinogen-induced co-
lon cancers [67, 68]. NSAIDs inhibit COX-1 and 
COX-2 enzymes, which convert arachidonic acid 
into prostaglandins, leading to induction of in-
flammatory reactions [69]. While COX-1 is a 
housekeeping enzyme, is constitutively expressed 
and controls homeostasis in many tissues, COX-2 
is an inducible isoform readily upregulated by in-
flammatory stimuli [70]. Rigas et al. reported that 
COX-2 overexpression occurred during colon tu-
morigenesis, and COX-2 inhibition by NSAIDs 
was chemopreventive for colon cancer [71].  

EGCG may inhibit COX-2 without affecting 
COX-1 expression in human prostate cancer cells 
[72]. EGCG inhibits melanoma cell migration 
through suppression of endogenous COX-2 ex-
pression and the subsequent release of prostaglan-
din E2; inactivation of the COX-2 upstream regu-
lator NF-�B was associated with this mechanism 
[73]. Hwang et al. reported that EGCG strongly 
activates AMPK, which is thought to exert anti-
inflammatory actions, and inhibits COX-2 expres-
sion, suggesting that AMPK has a role in regulat-
ing COX-2 expression [74]. Also, GTE and EGCG 
downregulated COX-2 expression induced by 
phorbol ester in mouse skin and in human mam-
mary cells [75].  

Intriguingly, Suganuma et al. reported that the 
combination of EGCG and NSAIDs showed syn-
ergistic anticancer effects in human lung cancer 
cells and in mice [16]. In agreement with this find-
ing, we found that EGCG reduced the numbers of 
aberrant crypt foci, a type of preneoplastic lesion, 
in rat colon and anticancer efficacy was enhanced 
with sulindac in an AOM-induced model of colon 
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carcinogenesis [12] (Table 1). Although the pre-
cise mechanism of action of a combination of 
EGCG and NSAIDs is not fully understood, this 
effect might result, at least in part, from COX-2 
inhibition. In an experiment using an inflamma-
tion-related carcinogenesis model, mice that re-
ceived intraperitoneal injection of AOM followed 
by dextran sodium sulfate treatment, EGCG and 
GTCs showed suppressed multiplicity and volume 
of colonic neoplasms compared to those untreated 
with EGCG or GTCs. Treatment with EGCG or 
GTCs decreased the protein and mRNA expres-
sion levels of COX-2 and the mRNA expression of 
inflammatory cytokines (TNF-�, IFN-�, IL-6, IL-
12, and IL-18) in the colonic mucosa. The results 
suggest that the inhibitory effects of GTCs on in-
flammation are related to the suppression of cancer 
development [76].  

4.2. Other Diseases 

Chronic hepatitis C viral infection is the leading 
risk factor for hepatocellular carcinoma and 
chronic liver disease worldwide. Lin et al. illus-
trated that (+)-epicatechin and (-)-epicatechin in-
hibited virus replication. In addition to suppressing 
virus-induced COX-2 expression, they produced 
prominent anti-inflammatory effects by inhibiting 
the gene expression of TNF-�, IL-1�, and iNOS, 
as well as COX-2 in viral protein-expressing hepa-
toma Huh-7 cells. The results suggest that (+)-
epicatechin and (-)-epicatechin may serve as 
therapeutic supplements for treating hepatitis C 
virus-related diseases [77]. 

Wu et al. demonstrated that naturally occurring 
flavonoids including catechin and EGCG attenu-
ated high glucose (15 mM)-induced inflammation 
in human monocytes. These flavonoids inhibited 
high glucose-induced expression of proinflamma-
tory genes and proteins, including TNF-�, IL-1�, 
and COX-2, at a concentration of 20 �M [78]. 
They also prevented oxidative stress in activated 
monocytes and inhibited NF-�B by a mechanism 
which included downregulation of the mRNA ex-
pression of receptor of advanced glycation end-
products. These flavonoids may prevent hypergly-
cemia-associated inflammation and atherosclerosis.  

In calvarial organ cultures, LPS-induced bone 
resorption was suppressed by EGCG. In os-
teoblasts, EGCG suppressed the LPS-induced ex-
pression of COX-2 mRNA as well as prostaglan-

din E2 production. EGCG attenuated LPS-induced 
bone resorption of mandibular alveolar bones and 
inhibited the loss of mouse alveolar bone mass in 
vivo, suggesting the beneficial function of EGCG 
in inflammatory bone resorption [79]. 

In an experiment on rat spinal cord injury, sam-
ples were taken 24 hours after trauma. EGCG-
treatment attenuated myelin degradation and TNF-
�, IL-1�, nitrotyrosine, iNOS, COX-2, and poly 
(ADP-ribose) polymerase expression, suggesting 
that EGCG may be effective in protecting the tis-
sue from secondary damage by modulating in-
flammatory reactions [80]. 

Cigarette smoking is a major risk factor for car-
diovascular diseases. In an animal model experi-
ment, rats were exposed to side stream cigarette 
smoke for a period of 12 weeks and were simulta-
neously administered EGCG orally (20 mg/kg/ 
day). The cigarette smoke exposure increased car-
diac injury markers and lipidemic anomalies in 
serum and myocardium. Supplementation with 
EGCG reversed these abnormalities and reduced 
elevated levels of NF-�B, COX-2, TNF-�, and 
iNOS in heart. Thus, the antioxidant EGCG may 
exert a cardio-protective effect through prevention 
of cardiac inflammation via reduction of oxidative 
stress [81]. 

5. EFFECT OF GREEN TEA AND GTCS ON 
MATRIX METALLOPROTEINASES IN DIS-
EASES 

5.1. Cancer 

It is well known that MMPs are deeply in-
volved in inflammation as exemplified by the 
study in which MMP-9 was shown to modulate 
inflammation and contribute to the severity of dex-
tran sodium sulfate-induced colitis [82]. Endoge-
nous MMP-9 has also been shown to promote 
rheumatoid synovial fibroblast survival, inflamma-
tion, and cartilage degradation [83]. 

In a tumor microenvironment, the inflammatory 
cells such as neutrophils, macrophages, and mast 
cells produce MMPs including MMP-2 and MMP-
9 [84]. Additionally, MMPs are expressed in a 
wide variety of human cancers, and they can influ-
ence the cancer environment by promoting angio-
genesis, cell invasion, and metastasis [85]. Hence, 
MMP expression is associated with cancer aggres-
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siveness and patient prognosis [86]. A comprehen-
sive review by Egeblad and Werb summarized the 
roles of MMPs in cell growth, survival, angio-
genesis, invasion, inflammation, and immune sur-
veillance in cancer [87]. 

During cancer invasion and metastasis, MMPs 
are required for degradation of the basement 
membrane and stromal matrix as cancer cells in-
vade adjacent tissue. We demonstrated that EGCG 
inhibited enzyme activities and gene expression of 
MMPs, including MMP-2, MMP-3, and MMP-9 
[88-90]. In agreement with our study, green tea 
catechins (0.1% in drinking water) inhibit MMP-2 
and MMP-9 in transgenic adenocarcinoma of the 
mouse prostate mice [91]. Moreover, EGCG inhib-
its MMP-2 and MMP-9 activity in the human en-
dothelial cells [92]. Later studies have reported 
similar activities of GTCs on MMPs [93, 94]. 
However, it is not fully understood how GTC in-
hibition of the proinflammatory activity of MMPs 
can be related to their anticancer activity. 

5.2. Other Diseases 

In an experiment using animals with tendinitis, 
green tea treatment regulated the activity of MMPs 
2, 8, and 9, and induced the synthesis of type I colla-
gen, glycosaminoglycans, and non-collagenous pro-
teins. Green tea may modify extracellular matrix 
components to facilitate recovery and repair [95]. 

In an asthma mouse model, mucus production, 
mucin-5B expression, p38 MAPK, and MMP-9 
expression in the asthma group were significantly 
higher than in the control group. EGCG supple-
mentation resulted in lower levels of these markers 
in the asthma group [96]. In nasal epithelial cells 
of patients with allergic rhinitis, EGCG signifi-
cantly decreased phorbol ester-induced mucin-5B 
and MMP-9 expression. The results suggest that 
EGCG may be beneficial in the treatment of aller-
gic airway inflammation [96]. 

In toluene diisocyanate-induced asthmatic 
model mice, matrix MMP-9 expression in lung 
tissues as well as TNF-� and IL-5 production in 
bronchoalveolar lavage fluid were elevated com-
pared with untreated control mice. Administration 
of EGCG resulted in reduced asthmatic reaction 
and diminished ROS generation in the lavage 
fluid, suggesting that EGCG may be useful as an 
adjuvant therapy for bronchial asthma [97]. 

6. CLINICAL TRIALS 

A number of epidemiological and intervention 
studies have revealed beneficial effects of green 
tea and GTE on various diseases including cancer, 
diabetes, metabolic syndrome, liver diseases in-
cluding gastritis, and neurodegenerative diseases 
[7, 9]. However, only a limited number of results 
in these studies has provided evidence to indicate 
that anti-inflammatory activity contributes to the 
effects.  

One example is a double-blind, placebo-
controlled trial, in which 56 obese, hypertensive 
subjects were randomized to receive a daily sup-
plement of 1 capsule containing either 379 mg of 
GTE or a placebo. After 3 months of supplementa-
tion, considerable reductions in fasting serum glu-
cose, insulin levels, and insulin resistance were 
observed in the GTE group compared with the 
placebo group. Serum TNF-� and C-reactive pro-
tein were significantly lower and total antioxidant 
status increased in the GTE group compared with 
the placebo group [98].  

On the other hand, several other studies have 
failed to show positive effects of green tea and 
GTCs on inflammation-related disorders. For ex-
ample, in a clinical trial in which 59 smoking 
healthy volunteers participated, 4-week admini-
stration of black tea, green tea, GTE, and water 
had no effect on inflammation, hemostasis, and 
endothelial markers, whereas there was a signifi-
cant negative correlation between the levels of the 
antioxidant �-carotene and the inflammation 
markers IL-6 and fibrinogen [99]. Furthermore, 
recent meta-analysis of data from randomized con-
trolled trials did not indicate a significant effect of 
supplementation with GTCs on plasma C-reactive 
protein concentrations [100]. In a double-blind, 
randomized, placebo-controlled trial to examine 
the effect of GTCs on UV radiation-induced in-
flammation, healthy adults (18-65 years old) were 
randomly allocated to receive 1350 mg encapsu-
lated green tea extract (540 mg GTCs) with 50 mg 
vitamin C, or placebo, twice daily for 3 months. 
Volunteers were assigned to the active (n = 25) or 
the placebo (n = 25) group. The results showed 
that oral GTC supplementation did not signifi-
cantly reduce skin erythema, leukocyte infiltration, 
or eicosanoid response to this inflammatory chal-
lenge [101]. Nevertheless, it seems that recently a 
growing number of reports on clinical trials have 
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produced promising data on the beneficial effects 
of green tea and GTCs through anti-inflammatory 
activity as described below. 

Acne vulgaris is a highly prevalent skin disor-
der characterized by hyperseborrhea, inflamma-
tion, and Propionibacterium acnes overgrowth. 
EGCG significantly improved acne in an 8-week 
randomized, split-face clinical trial, and was well 
tolerated. The results provide a therapeutic ration-
ale for the use of EGCG in acne [102]. 

Thirty patients participating in a study were di-
vided randomly into two groups; each group of 15 
patients was prescribed either chlorhexidine or 
green tea mouthwash. There was a significant de-
crease in plaque index, gingival index, and bleed-
ing index in both groups. However, green tea 
mouthwash resulted in a statistically significant 
decrease in bleeding index compared to the chlor-
hexidine group. There was no significant differ-
ence in tooth and tongue staining between the 
groups. The green tea-containing mouthwash was 
equally effective on reducing gingival inflamma-
tion and plaque as chlorhexidine [103]. 

In another study, 48 subjects who had teeth 
with probing pocket depth of 5-10 mm were ran-
domly allocated into the test or control group 
[104]. Subjects received repeated subgingival ap-
plication of green tea gel or placebo gel. The re-
sults indicated that green tea gel provided more 
benefit in reducing bleeding on probing and gingi-
val inflammation, when used as an adjunct to non-
surgical periodontal treatment. Similarly, Chava 
and Vedula reported that adjunctive local drug 
therapy with thermo-reversible green tea gel re-
duced pockets and inflammation during the 4 
weeks of the clinical trial in patients with chronic 
periodontitis [105]. 

A randomized controlled clinical trial con-
ducted on 110 male subjects (18-60 years old) 
found that those who performed a rinse twice daily 
for 1 min with 10 mL of mouthwash containing 
2% green tea had lower mean plaque index and 
gingival index scores compared with the control 
placebo group [106]. The results showed that the 
green tea mouthwash was effective in the reduc-
tion of plaque formation and gingivitis.  

A pilot intervention study found that GTE had a 
positive effect for safely managing allergic contact 
dermatitis, although its potency and efficacy were 

not strong enough to control allergy skin lesion of 
moderate severity [107]. Also, in a clinical study 
to investigate the therapeutic efficacy and safety of 
GTE for treatment of atopic dermatitis, 4 patients 
with atopic dermatitis associated with Malassezia 
sympodialis underwent GTE treatment 3 times per 
week for 4 weeks. All patients showed marked 
improvement on the mean scoring atopic dermati-
tis and visual analogue scale, and a significant de-
crease in the mean values of serum eosinophil 
counts after treatment. Bath therapy with green tea 
extract is an effective, safe, and nonsteroidal ther-
apy for treatment of patients with atopic dermatitis 
associated with M. sympodialis [108]. 

Periostat (doxycycline hyclate) is the only 
MMP inhibitor that has been approved by the U.S. 
Food and Drug Administration for the treatment of 
periodontal disease. Now, several clinical trials 
using Periostat in combination with standard che-
motherapeutics are recruiting patients with poly-
cystic ovarian cancer [109]. Therefore, MMP-
inhibiting GTCs may be proposed as a similar 
drug.  

These results are encouraging, however, we 
need further evidence based on intervention stud-
ies, such as that reported by Dominiak et al. [110]. 
In their study, human volunteers were adminis-
tered 2 capsules containing a mixture of natural 
antioxidants including EGCG for a period of 2 
weeks, and blood samples were collected pre- and 
post-intervention. Purified lymphocytes were sub-
jected to ex vivo exposure to TNF-� or used as un-
treated controls. The results indicated that the 
mean NF-�B DNA binding activity was increased 
upon TNF-� treatment in pre-intervention samples, 
whereas TNF-� was unable to induce NF-�B in 
post-intervention samples, suggesting that the mix-
ture could be useful to protect humans against oxi-
dative stress [110]. This example should guide fu-
ture studies using various test agents for the pre-
vention and treatment of human malignancies in 
which an anti-inflammation mechanism is in-
volved.  

7. ACTION MECHANISM OF EGCG 

As has been demonstrated by many researchers, 
green tea and GTCs can exert anti-inflammatory 
actions as an antioxidant, and the central target of 
these agents is thought to be ROS. Green tea and 
GTCs are able to scavenge ROS, which activate 
NF-�B to upregulate expression of inflammatory 
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cytokines and inflammation-related enzymes in-
cluding TNF-�, IL-1�, COX-2, and MMP-9 [10, 
18, 73, 111, 112] (Fig. 3). Therefore, suppression 
of NF-�B activation by green tea and GTCs as an 
antioxidant would result in their anti-inflammatory 
effects. It may be expected that various antioxi-
dants, such as plant polyphenols, could have the 
similar anti-inflammatory effects through an action 
mechanism similar to that of green tea and GTCs.  

It is also possible that different signaling path-
ways may be involved in the anti-inflammatory 
action of green tea and GTCs. As described above, 
(+)-catechin exhibited anti-inflammatory effects 
through modulation of the Akt/ERK/p38-MAPK 
pathway and AMPK pathway [50]. The pathway 
involving 67 kDa laminin receptor may also be an 
EGCG’s target [55, 113]. Singh et al. have pro-
posed that, in addition to anti-ROS activity, EGCG 
can inhibit the inflammatory responses in RA 
through blocking multiple steps in the Janus 
kinase/signal transducers and activators of tran-
scription pathway and the MAPK/ERK/AP-1 
pathway [114]. Yoon et al. demonstrated that 
EGCG suppressed inflammation and dermal ma-
trix degradation through inhibition of the insulin 
receptor substrate-1/PI3K/Akt pathway and activa-
tion of AMPK, both of which are deeply associ-
ated with acne development [102]. In these cases, 
an EGCG’s protein-binding nature [7, 8] appears 

to be involved. Future studies are required to know 
whether or not the actions of green tea and/or 
GTCs can be explained by a unified mechanism.  

CONCLUSION 

In this review, we illustrated the preventive and 
therapeutic effects of green tea and GTCs in in-
flammatory diseases, and discussed these effects 
with reference to our own findings. Antioxidative 
activity can explain most of the results presented 
here, although prooxidative activity of green tea 
and GTCs might be involved in their suppressive 
effects on certain diseases including cancer [7, 10, 
115].  

To improve the quality of life of patients with 
inflammatory disease, we may consider the usage 
of green tea and EGCG, because they have multi-
ple targets and act in a pleiotropic manner. Green 
tea and EGCG have been shown to exert beneficial 
health effects without severe adverse effects, al-
though care should be taken to avoid the overdos-
age of supplements, which may induce deleterious 
effects including hepatic injury [9, 116]. The re-
cent epidemiological discovery that green tea in-
take decreases the risk of cognitive dysfunction 
[117, 118] and preclinical results on brain func-
tions as discussed above, suggest that tea drinking 
may be recommended to help enjoy a high quality 
of life and long-term health. 

LIST OF ABBREVIATIONS 

Akt = Protein kinase B 

AMPK = AMP-activated protein kinase 

AOM = Azoxymethane 

AP-1 = Activation protein 1 

COX = Cyclooxygenase 

EGCG = (-)-epigallocatechin gallate 

GTC = Green tea catechin 

GTE = Green tea extract 

IFN = Interferon 

IL = Interleukin 

iNOS = Inducible nitrogen oxide synthase 

I�B = Inhibitor of �B 

 

Fig. (3). Anti-inflammation action of EGCG. ROS 

generated by various extracellular inflammatory stim-

uli activate NF-�B, a transcriptional factor that upregu-

lates gene expression of proinflammation-related pro-

teins including TNF-�, IL-1�, COX-2, and MMP-9 

[10, 18, 73, 111, 112]. EGCG acts as an antioxidant to 

scavenge ROS, leading to attenuation of the effects of 

ROS. 
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LPS = Lipopolysaccharide  

MAPK = Mitogen activated kinase 

MMP = Matrix metalloproteinase 

NF-�B = Nucleic factor-kappaB 

NSAID = Nonsteroidal anti-inflammatory drug 

OA = Osteoarthritis  

PI3K = Phosphatidylinositol-3-kinase  

RA = Rheumatoid arthritis 

ROS = Reactive oxygen species 

TGF = Transforming growth factor 

TIMP = Tissue inhibitor of matrix metallo-
proteinases 

TNF = Tumor necrosis factor 
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Abstract   Since aging is the most important risk factor for dementia, measures to slow the on-
set of brain aging are an important strategy for preventing dementia. Accumulation of oxidative 
damage is considered to be a major cause of aging. Catechins in green tea (GTCs) have power-
ful antioxidative activity. Ingestion of GTCs suppressed oxidative damage, brain atrophy and 
cognitive decline in aged mice. Age-related cognitive decline was significantly suppressed in 
mice when middle-aged mice started to drink green tea catechins. Middle-aged people are thus 
expected to be able to suppress brain aging by ingestion of GTCs. In addition, numerous people 
are stressed under various conditions. Brain aging was accelerated and lifespan shortened in 
experimental animals that were chronically and psychosocially stressed. Theanine, an amino 
acid in green tea, suppressed stress-induced aging. However, the anti-stress effect of theanine is 
blocked by catechins and caffeine that are main components in green tea. Daily drinking of sev-
eral cups of green tea is considered to suppress brain aging. In addition, theanine-rich green tea 
or green tea with a lowered level of caffeine is expected to suppress stress and stress-induced 
aging.
Keywords : brain aging, stress, green tea, catechin, theanine

Introduction

   As the elderly rapidly increase in Japan, so does the 
number of patients with dementia. Aging is related to 
various diseases such as cancer, life-style related diseases, 
cardiovascular disease and dementia. Dementia cannot be 
entirely cured at present, indicating that slowing the brain 
aging process is an important strategy in the prevention of 
dementia. 
   Aging after maturation is termed senescence, and the 
main cause of senescence is a decrease in biological func-
tions with aging. Although genetic factors are involved in 
the senescence process, posteriori factors are also heav-
ily involved, for example, the accumulation of damage 
caused by reactive oxygen species (ROS)1,2), decreased 
immune capacity3), changes in metabolism4,5), mutation or 
chemical modification of biopolymers6), or their deposi-
tion in tissues7), stress due to various environmental fac-
tors8,9), and the lack of exercise10,11).
   Green tea catechins (GTCs) have been demonstrated to 
prevent brain senescence in animal experiments12-16). Sci-
entific evidence of the ability of GTCs to prevent brain 
senescence is accumulating, and the function of green 
tea ingestion in maintaining the brain’s health gradually 
being revealed. Theanine, an amino acid abundant in tea 

leaves but not in most other plants, has been reported to 
have an anti-stress effect on animals and humans17-20). 
Among green tea components, the effects of catechins 
and theanine on brain aging are focused on in this article.

Oxidative stress and aging model mouse

   Accumulation of oxidative stress is thought to be an 
important senescence-inducing factor1,2). Although ROS 
are generated continuously in the energy producing pro-
cess, their concentration is kept constant by the presence 
of antioxidants in the body. While ROS constantly cause 
damage in proteins and DNA, such are rapidly metabo-
lized, repaired, or removed. However, as the balance is 
gradually lost with aging between the generation of ROS 
on the one hand and removal on the other, damage is be-
lieved to accumulate21). Even though excess ROS induces 
oxidative damage, it has recently been found that ROS is 
important in signal transduction22,23). When the expression 
and regulation of ROS is abnormal, biological functions 
will be altered and result in senescence, neurodegenera-
tive diseases, and lifestyle-related diseases24).
   In many elderly people, brain atrophy in the prefrontal 
cortex and a decrease in learning and memory abilities 
have been observed25). However, the degree of atrophy is 
less in elderly people who are active and practice good 
health, suggesting the ability to suppress brain atrophy. Correspondence: unno@u-shizuoka-ken.ac.jp
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There are some studies on brain atrophy carried out using 
animal models. However, since the lifespan of mice and 
rats, which are frequently used, is as short as 2 to 3 years, 
brain atrophy cannot be fully observed in these animals.
   Senescence-accelerated mice (SAMs), that were devel-
oped by a group at Kyoto University in Japan, are inbred 
mice that exhibit a short-lifespan and various senescence 
symptoms26,27). A clone of the SAMP10 mouse exhibits 
brain atrophy in the frontal region and cognitive dysfunc-
tion with aging12,13,28,29), showing characteristics similar 
to human physiological brain aging30). The level of su-
peroxide, a form of ROS, was measured in the brain of 
SAMP10 mice, and compared with the level in SAMR1, 
a normal mouse31). The results showed that ROS genera-
tion was higher in the brain of aged mice than in young 
mice. ROS generation increased with aging in SAMP10 
mice. Increased ROS generation is considered to acceler-
ate senescence, suggesting that ingestion of antioxidants 
may suppress brain aging.

Green tea catechins

   Green tea has 20-30 times higher antioxidative activ-
ity than that of blueberries and strawberries32). Catechin, 

a tannin and astringent peculiar to green tea, has potent 
antioxidative activity. The level of catechin in tea leaves 
ranges between 8 and 20% depending on cultivation and 
harvest conditions such as season, amount of sunshine, 
type of tea plant, and geography. A catechin is not a 
single component, but a family encompassing a variety of 
molecular forms. Epigallocatechin gallate (EGCG) is the 
most abundant catechin found in tea leaves with a com-
position of 5-10%. Other catechins in tea leaves include 
epigallocatechin (EGC) 1-5%, epicatechin gallate (ECG) 
1-2%, and epicatechin (EC) 0.5-1.5% (Fig. 1). The con-
centration of catechins is about 60 mg/dL when green tea 
is eluted with hot water. In commercially available bottles 
of green tea, the concentration is about 50 mg/dL. Some 
commercial beverages have increased levels of catechins. 

Anti-aging effect of GTCs

   The learning and memory abilities of SAMP10 mice 
that had ingested GTCs in drinking water were inves-
tigated12). Control mice drank water without catechins. 
Learning ability was examined by exploring how well 
mice could remember taught behavior. Mice were initially 
placed into a lighted room. After a while, the entrance to a 
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Fig. 1 Structures of GTCs
 EGCG: epigallocatechin gallate, EGC: epigallocatechin, ECG: epicatechin gallate, EC: epicatechin.
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dark room was opened. The mice immediately entered the 
dark room. A weak electric shock was delivered to mice 
to teach them not to enter the dark room. At that point, 
mice returned to the lighted room. Mice were repeatedly 
tested (max. 5 times) until they learned not to enter the 
dark room. The time for learning this task was measured. 
Longer learning time represented a lower learning abil-
ity. One month later, mice were tested as to whether their 
memory had been retained.
   A decrease in learning and memory ability was sup-
pressed in aged mice that had ingested GTCs12). Brain 
atrophy was suppressed and DNA oxidative damage 
in the brain was lower in mice that had ingested GTCs 
than in control mice13). The increased level of carbonyl 
proteins, a marker of oxidative damage in proteins, was 
also significantly reduced in aged mice that had ingested 
GTCs33). One possible beneficial effect of green tea cat-
echins is prevention of a decline in the activity of gluta-
thione peroxidase, an essential enzyme for the reduction 
of hydrogen and lipid peroxides. A decline in glutathione 
peroxidase, was prevented in aged mice that had ingested 
GTCs33). These results suggested that brain atrophy and 
cognitive dysfunction were suppressed by a reduction in 
oxidative stress as a result of the consumption of GTCs.

Psychosocial stress and aging

   Modern life creates stress, and thus many people are 
stressed. Moderate stress sometimes exerts a positive ef-
fect, but long-term stress can trigger depression34) and 
cardiovascular diseases35,36), and also accelerate senes-
cence. Psychosocial stress was applied to mice and the 
effect examined19). Two mice were separately housed in 
a cage with a partition for establishing territory (Fig. 2). 
Then, the mice were housed confrontationally in a cage 
without this partition. Mice were subjected to psychoso-
cial stress caused when an intruding mouse co-existed in 
its territory. On the other hand, group-housed mice have 
no territorial disputes because they recognize each other 
as fellow mice. The results of that study demonstrated 
that the lifespan of mice housed confrontationally was 
significantly shorter than that of group-housed mice be-
cause brain atrophy and cognitive decline had been accel-
erated18). These results indicate that brain senescence can 
be accelerated by chronic stress. However, a shortened 
lifespan and cognitive decline were suppressed in stressed 
mice that had ingested theanine, an amino acid in tea (Fig. 
3). Theanine suppresses aging by reducing psychosocial 
stress. 
   Theanine has been reported to influence the level of 
glutamic acid (Glu), an excitatory neurotransmitter in the 
brain, by acting on glutamine (Gln) receptors and inhibit-
ing the incorporation of extracellular Gln into neurons, 
which suppresses the conversion of Gln to Glu by glu-
taminase37,38). Glu can be decarboxylated into γ-amino 
butyric acid (GABA). In the hippocampus of mice that in-

gested theanine in drinking water for 2 weeks, the levels 
of Glu and pyroglutamic acid were significantly reduced; 
and, conversely, the level of GABA increased39), indicat-
ing that theanine modulates GABA production from Glu. 
Glu is the main excitatory neurotransmitter while GABA 
is the main inhibitory neurotransmitter in the brain. 
Changes in Glu and GABA metabolism may play impor-
tant roles in the control of neuronal excitation. 
   Since the anti-stress effect of theanine is, in part, weak-
ened by catechins and caffeine, major components of 
green tea19), the ingestion of theanine-rich or lowered-caf-
feine green teas would have an effective anti-stress effect. 
Epidemiologically, consumption of green tea has been 
reported to be inversely associated with psychological 
stress40). Moreover, the elderly who consumed capsules 
of theanine-rich green tea powder reportedly showed im-
proved cognitive function38).

Fig. 2 Confrontational housing and psychosocial stress of mice
 After the two mice were housed separately in a cage 

with a partition, they were housed confrontationally by 
removing the partition. 

Fig. 3   Structure of theanine
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Exercise and green tea

   Lack of physical activity is an important cause of most 
chronic diseases10). A physical performance scale showed 
a significant association with cognitive decline, whereas 
skeletal muscle mass showed no significant association 
with cognitive decline41). Individuals with sarcopenia had 
both cognitive and physical impairments, and the effect 
of sarcopenia on cognition was related to low muscle 
strength rather than low muscle mass42). The combination 
of exercise and green tea catechin supplementation had 
a beneficial effect on physical function and muscle mass 
in women (> 75 years old, n = 128)43). Epidemiological 
studies suggest that exercise and dietary antioxidants are 
beneficial in reducing age-dependent neurodegenerative 
disorders44,45). EGCG ingestion and voluntary exercise, 
separately and in combination, were able to attenuate 
cognitive dysfunction in a transgenic mouse model of Al-
zheimer’s disease46). On the other hand, exercise, but not 
a diet containing EGCG, was reported to enhanced cogni-
tion in young and aged BALB/c mice47,48). The effects of 
green tea components on cognitive function and physical 
activity require further research. Study of sarcopenia, 
senescence-accelerated (SAMP8) mice, may be useful 
for investigating the relationship between sarcopenia and 
cognitive function49).

Healthy life expectancy, dementia and green tea

   The healthy life expectancy of Japanese, i.e., the years 
that people can live independently without requiring care 
on a daily basis, was reported in 2013 by the Japanese 
Ministry of Health, Labour and Welfare to be 71.2 years 
in men and 74.2 years of age in women. The average life 
span in Japan for men is 80.2 years and for women is 
86.6 years of age (2013, the Ministry of Health, Labour 
and Welfare). Japan has become a super-aged society. It 
is important to try and extend the healthy life expectancy 
to match the average life span. A model for “suppressing 
aging” would significantly contribute to extension of the 
healthy life expectancy.
   A report from the Japanese Ministry of Health, Labour 
and Welfare estimated that the number of elderly with de-
mentia worldwide exceeded 460 million people in 2012. 
In addition, this number is expected to exceed 700 million 
people by 2025. This number is much higher than previ-
ous estimates, and thus a more effective strategy to reduce 
dementia has become an urgent national health necessity. 
   The association between green tea consumption and 
cognitive function was examined in humans44,50). The re-
sults of those studies showed that a higher consumption 
of green tea was associated with a lower prevalence of 
cognitive impairment in humans. Furthermore, a popu-
lation-based prospective study (Nakajima Project) was 
carried out on Japanese residents greater than 60 years of 
age51). The multiple-adjusted odds ratio for the incidence 

of dementia was significantly lower in individuals who 
consumed green tea every day compared to those who 
did not consume green tea at all during about 5 years of 
a follow-up period. Consumption of coffee or black tea 
showed no association with the incidence of dementia. A 
pilot study also suggested that green tea consumption is 
considered to be significantly associated with a reduced 
risk of cognitive decline52). Results demonstrating that 
green tea consumption is effective in improving cogni-
tive function or reducing the progression of cognitive 
dysfunction have accumulated. Green tea extract may 
modulate brain activity in the prefrontal cortex, a key area 
that mediates working memory processing in the human 
brain53). However, further studies are needed to clarify the 
specific mechanisms caused by green tea.

Conclusions

   The accumulation of oxidative damage is considered 
to be a major cause of aging. Catechins in green tea 
have powerful antioxidative activity. Oxidative damage, 
brain atrophy and cognitive decline were suppressed in 
aged mice that ingested green tea catechins. In addition, 
chronic psychosocial stress has been demonstrated to in-
duce a shortened lifespan and accelerated brain aging in 
experimental animals. However, theanine, an amino acid 
in green tea, suppresses stress-induced aging. Drinking 
several cups of green tea daily is considered to suppress 
brain aging. In addition, theanine-rich or lowered-caffeine 
green tea is expected to suppress stress and stress-induced 
aging.
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Area and production of tea in the world(2013)

Production of tea in the world

Kenya

Indea

Production of tea and ratio of green tea  in the world

Green tea production 
increase steadily 
for its function

India, Indonesia：
Expansion of domestic consumption

Argentina, Vietnam：Expansion of export

Amount of tea trade in the world

Change in the tea export volume in the major country

Classification of function of 
Japanese green tea

Vitamins
VitaminC, VitaminE, β
Carotene,

Minerals
Potassium, Posphorus, Zinc,
Manganese etc

Taste
Theanine, Amino acid,
Catechins, Caffeine etc

Aroma Terpene, Alcohol, Ester etc

Color
Flavonol, Theaflavins,
Chlorophyll

Tertiary
Function

Body
Modulating
Function

Catechins, Flavonol, Caffeine, Vitamins,
Amino acid, Minerals etc.

Nutr itional
Function

Primary
Function

Sensory
Function

Secondary
Function

Catechins
EC,EGC,ECG,EGCG etc.

Theaflavins
TF1,TF2A,TF2B,TF3 etc.

Others
epiafzelechin etc.

Polyphenol

Thearubigins

Classification of Polyphenol

The strength of the astringency

Theaflavins
TF3>TF2A,2B>TF1

Catechins
EGCG>ECG>EGC>C,EC

Catechins changed to theaflavins

The synthesis of Theaflavins from Catechins

％1)

(-)-EC ＋ (-)-EGC ⇒ TF1 Theaflavin 8.0

(-)-ECGGC＋ (-)-EGC ⇒ TF2 A Theaflavin 3-o-gallate 30.0

(-)-EC ＋ (-)-EGCG ⇒ TF2 B Theaflavin 3'-o-gallate 20.0

(-)-ECG ＋ (-)-EGCG ⇒ TF3 Theaflavin 3,3'-di-o-gallate 40.0
　１）　The ratio in Total Theaflavins of Black tea

Leading body
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Comparison of chemical contents of green tea 
and black tea

Green tea Black tea

Amino acid (mg/100g) 4023.16 2355.32

Theanine (mg/100g) 875-3030 1461

Glutamic acid(mg/100g) 184-533 130

Chlorophyl(mg/g) 0.435-2.569 1.039

Carotene(mg/g) 0.0196-0.0510 0.017

Theaflavins(%) 0.00-0.33 2.31

Thearubigins(%) 0.00-11.51 14.45

EGCG(mg/g) 23.37-155.15 5.53

Total Catechins(mg/g) 36.62-279.22 17.36

Characteristic constituents of Green tea
and Black tea (Dry weight)

The chemical contents of green tea
and black tea infusion (Dry weight %)

Green tea    Black tea

Total Catechin 30-42               3-10
Theaflavin 0                   2- 6
Polyphenol                2                     3
Flavonol 8                    24
Theanine 3                    3
Organic Acids            2                    2
Caffeine                   3-6                 3-6
Vitamine C                4                    0  

Comparison of chemical contents of 
green tea and black tea infusion

First serving
13%

Second
serving

10%

Third
serving

7%

Additional
servings

5%

Insoluble
components

65%

Insoluble crude fibers, Lipid, 
Chlorophyl, Carotene, Vitamin E, 
Protein, Others

Water soluble 
components

Catechins,    
Caffeine,   
Polysaccharide,   
Amino acids, 
Saponin, GABA, 
Vitamin C, 
Vitamin B, 
Fluoride,  Others

Soluble 
components

35%

Physiological functions of 
Japanese green tea components

Physiological functions of green tea components

Green Tea
Components

Contents Functions

Catechins 10～18%

Anti-oxidative , radioprotective , Anti-
mutagenic , Anti-tumor, Enzyme
inhibitory, Anti-hypercholesterolemic ,
Anti-hyperglycemic , Fat reducing, Anti-
hypertensive , Anti-u lcer, Anti-bacterial
etc .

Caffe ine 3～4%
Removal of fatigue, Sleepy feeling, Diuretic
etc.

Vitamin C 150～250mg% Removal of stress, Cold prevention

Vitamin B 1.4mg%
Excitometabolic action of carbohydrates and
amino acids

Vitamin E 25～70mg% Anti oxidative, Aging prevention
γ amino
butyric ac id

0.1～0.2% Anti hypertensive

Flavonoids 0.6～0.7% Halitosis prevention
Theanine 0.6～2% Anti hypertensive

Physiological functions of black tea components

Black Tea
Components

Contents Functions

Theaf lavins
(+Thearubigi
ns)

1～2%

Blood flow improvement effect, Anti-
oxidative , Anti-mutagenic , Anti-
hypercholesterolemic, Anti-virus , Anti-
hyperglycemic , Fat reducing, Anti-
hypertensive , Anti-u lcer, Anti-bacterial
etc .

Caffe ine 3～4%
Removal of fatigue, Sleepy feeling, Diuretic
etc.

Vitamin C 0%

Vitamin B ０．１ｍｇ％
Excitometabolic action of carbohydrates and
amino acids

Vitamin E 11.4mg% Anti oxidative, Aging prevention
γ amino
butyric acid

Anti hypertensive

Flavonoids １～３% Halitosis prevention
Theanine 1.40% Anti hypertensive

Book of health benefits of 
green tea
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☆ Blood flow improvement effect 
( Nothing in Catechins)

☆ Anti-viral, bactrial action
( Stronger than that of Catechins)

☆ Anti-hypercholesterolemic action
☆ Anti-hyperglycemic action
☆ Anti-hypertensive action
☆ Fat reduce action

Characteristic of health benefits of black tea Anti-bacterial action in polyphenol

Theaflavins > Catechins

B.subtilis B.slearothermophilus D.nigrificans

EGC >800 300 >1000

EC >800 800 >1000

EGCG >800 200 >1000

ECG >800 <100 >1000

TF1 >1000 200 >1000

TF2A 500 300 >1000

TF2B 450 300 >1000

TF3 400 200 >1000

Comparison of minimum growth inhibit ing concentrat ion of
tea polyphenol against bacter ia  (Hara.  Y & Watanabe .  M:  1989 )

minimum growth inhibiting concentration(ppm)
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Blood flow improvement effect of theaflavins Number of papers from 1990 in PubMed

Search keyword
Green tea, catechins
Black tea, theaflavins

Search keyword
Green tea, health benefits
Black tea, health benefits

Number of papers containing green tea, black tea, catechins, theaflavins  
and health benefits  from 1990

☆Absorbency in the body is low  
more than a catechins.

☆A high degree of purity crystal 
of a theaflavins is difficult to get.

☆The chemical structures of 
thearubigins isn't decided 

The possible reasons for the 
larger study of Catechins than 
Theaflavins

Crystals of catechins Change in number of 
papers and patents of 
theaflavins in Japan 

Number of patens of teaflavins in Japan

Number of patens of health benefits 
of teaflavins in Japan

Number of papers of health benefits of 
teaflavins in Japan and over seas
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The Japanese system of Food for Specified 
Health Uses and Foods with Function Claims

Foods in Genaral

Foods for Specified
Health Uses

(individual
approval
system)

Nutrient contents labelling,

Health claims labelling,

Food with Nutrient
Function Claims

(standard
regulation
system)

Nutrient contents labelling,
Nutrient claims labelling

Foods with
Function Claims

(individual
approval
system)

Function claims labelling

Drug
(including

quasi-drugs)

Foods with
Health Claims

Any food labeled as a nutritional supplement, a health support, or a nutrient
controlling food fails under the category

日本茶の特質

20

Foods for specified function uses

Foods with function claims The example of goods which focused on functionality

Classificat ion Fields Goods
Ut i l izat ion as tea GABA tea, Mixed tea, Low caffeine tea, etc

New form of tea
Packed tea, Tea bag, Matcha, Instant tea, Card type
tea, Tea powder, Tea capsule, Tea tablet

Beverage Can drink, Bottle, Tetra pack, Tea wine, Sport drink

Use for food
Tea noodle , Tea candy, Tea gum, Tea cake,
Tea chocolate, Tea jelly, Tea icecream, etc

Food material Tea flavor, Tea paste, Tea essence, powdered tea

Supplement
Catechin tablet, Water soluble catechin ,
Theanine tablet

For Cloth ing
use

Shirt, Towel, Socks, Handkerchief , Mask,
Pillow etc

For Medical use Catechin sh irt, Catechin cover, Catechin mask

For Make-up
use

Foundation , Cream, Catechin soap, Skincream,
Shampoo, Bath solt, Deodrant agent etc

Daily necessity Note , paper, Tissue paper, Toilet paper, Slipper

Others
Wax, Filter, Pet food, Pure tea polyphenol
compounds

New Type
of Tea

Dietary
Fie ld

Daily Life
Implement
Fie ld

New Type of Tea
～Utilization as tea～

GABA tea,  Low caffeine tea,  
Benifuuki tea, 
Mizudashisencha etc

Low caffeine tea

MizudashisenchaGABA tea

Benifuuki tea

Tea noodle, Tea candy, Tea gum, 
Tea cake, Tea chocolate, Tea jelly, 
Tea Ice cream, Tea cookie etc

Dietary Field
～Use for food～

Tea jamTea pieTea jelly

Tea gumTea candyTea noodle
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Shirt, Towel, 
Socks, Mask, 
Pillow etc

Daily Life Implement Field
～For clothing and medical use～

Shirt,  Socks

HandkerchiefTowel

Bedding

Pillow

Packed tea, Tea bag, Instant tea, 
Card type tea, Tea powder, Tea 
capsule, Tea tablet etc 

New Type of Tea
～New form of tea～

Tea powder
(Stick type)

Tea capsule Tea powder

Daily Life Implement Field
～For make-up use～

Skin cream

Tea soap

Cream Skin care cream

Foundation, Cream, 
Soap, Shampoo, Bath 
solt, Deodrant agent etc

Note, Letter paper, 
Tissue paper Toilet 
paper, Slipper etc

Daily Life Implement Field
～Daily necessity～

Fan

Tissue paper

Toilet paper

Deodorant tea Sterilizer

Insole of shoe

Wax, Filter, Pet food, Pure tea 
polyphenol compounds etc

Daily Life Implement Field
～Others～

Cat food

Catechin tatami

Sterilizer

Pet food

Insecticide
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本山茶産地の
活性化に向けて

静岡県立大学 中村順行

JA静岡における共販数量・金額の推移

比

率

静岡茶市場の取扱量の推移(静岡茶市場HPより引用) 静岡茶市場の取扱量の推移(静岡茶市場HPより引用)

生産の変化
消費の変化

・大型化
・均一化
・効率化

・簡便化
・ティーバッグ
・粉末茶
・ペットボトル

市場取引の変化

・多様化
・差別化
・個性化

・少量多品
種化
・差別化

付加価値

低価格化

流通の変化

☆消費の変化に伴い必要茶種が変化 ⇒ 安い茶種の増加
☆茶商のインテグレート化が先鋭化 ⇒ 低価格化

☆品質本位から価格重視に?!
☆双方向性から片方向に

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

昭和50年 平成25年 平成32年(2020年)

ウーロン茶

煎 茶

ＲＴＤ

番 茶

紅 茶

煎 茶

粉末茶

120,039t 115,000t115,710t

ティバッグ

７３．６％

３２．６％

茶類の消費量の推移は

著しく
減少

１．茶類の消費量には大きな変化がない
２．せん茶が激減し、ティバッグ、粉末茶、RTD原料の増加

番 茶
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伸びている茶種は？

かぶせ茶の生産量の推移

番茶の生産量の推移
輸出茶の推移

抹茶の生産量の推移(桑原推定)

ティーバッグ販売量の推移

急須いらず
の簡便化

簡便化、食
品素材、機
能性など

日本茶の
認知

時代の要求に応じて生産量が増大

RTD
素材

生き残るのは最も強いものでもなく
最も知力に優れたものでもない
最も変化に適応できるものである

(ダーウｲン)

社会経済の
変化は消費
を変化させる

消費の変化
は生産を変
化させる

生産消費の
変化は流通
を変える

変化なくしては発展なし!!

9

限界を知ること
☆限界の規定要因は?!
☆未来の予測例

・ 電話 ⇒ 携帯
・ テレビ ⇒ 薄型
・ 写真 ⇒ デジカメ
・ 野菜 ⇒ カット野菜
・煮物 ⇒ サラダ 煎茶

急須

粉末茶
ティバッグ

ペットボト
ル

煎じ茶、番茶
(やかん、土瓶）

１９００ １９２０ １９４０ １９６０ １９８０ ２０００ ２０２０
年

煎じ茶（やかん、土瓶） 淹茶(急須) 簡便茶？

お茶が変われば飲み方も変わる
当然、お茶の製造方法も変わる

茶の主要な飲用方法の推移 二極化は一層進む?!

一般商品に比べ、品質や信頼性が高く、歴史があり、高級感をもち、
差別化･付加価値の付いた商品で消費者ニーズに適合したもの。

ブランド化の優位性

価格競争からの脱却

安定した需要の確保

消費者が、他の類似商品と見分けられ、 商品の良さを認識し
ロイヤルユーザー(継続購入者)として価格競争を乗り越えて購入
してもらうため

ブランド化

低コスト化 消費者にとり差別性のない商品のため価格競争になりやすく、幅広
く、大量に売ることにより利益を上げるためにコストを削減が必須。

これではブランドにならない

品質が優れています(優れていない商品を売るな)

おいしいものです(他のお茶も美味しいです)

昔から作ってます(何が特徴ですか)

高級煎茶です(どこが他の高級煎茶と違うのですか)

一番茶です(大部分のお茶が一番茶ではないですか)

低コスト化のためには

需要の増加している茶種への対応
⇒ 国内外の競争に勝てる経営への立て直し

生産コストを大幅に低減させる生産技術への転換

①省エネ・低コスト大規模茶生産システムの開発
②品種を用いたビジネス経営の構築
③優良茶園の集積

機械化・IT化を駆使した低コスト茶生産
システムを構築する

規模拡大を目的とした摘採期間延長に
よる効率的な茶生産システムを構築する

新しい機械の導入

12

超熱機

ネット乾燥機

炒蒸機

CTC

サイクロン防除機

揺青機

自動被覆装置
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ピュアグリーンの体制
メリット：計画摘採、品質向上、

労力削減、雇用活用

担い手不足からの茶工場の経営立て直し

担い手の減少、遊休茶園の増大、体質強化策として茶園共同運営
管理体制も必要になってきている

・売り先のニーズに応えることができる仕組み
・情報収集から生産管理までを一元化

共同運営管理体制による担い手解消・品質向上

15

玉露

では、低コスト競争に勝てない
ところはどうするのか？

差別化によるブランド化

地域全体の売り込み

21,600円/100g

10,800円/100g

324,000円

10,800円/100g

リーディングフラッグ
の形成

高価格茶 戦略

・PR素材

・販売店の格づくり

・他の商品価格の上昇

・自己主張

1400万円/100g

大紅袍

ブランド化にとり重要なこと

①差別化されていること

②限定品、奇少価値

③誰でもが買えないこと

④こだわり、ほんもの

⑤情報発信戦略

⑥名誉

⑦物語性

ブランドの決定権は
消費者

ロイヤルユーザーの確保
↓

価格競争からの脱却

差別化要因としての地域資源の掘り起し

①自然環境、地形、風土
富士山、山間地、風景、急傾斜地

②歴史・文化
徳川400年、聖一国師、清見寺

③生産加工方法
品種、栽培方法、加工方法

④飲み方、愉しみ方
しずく茶、ヌーボー、

⑤パッケージ、容器、袋

情報、PR（周知が重要）
総体としてのブランド

日本茶と緑茶を
区別せよ!!
☆文化性
☆高品質
☆安全性
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H.Pより足助の寒茶

縁側カフェをより有効に活用 ふるさと宅配便も盛ん ふるさと納税への対応も

軽トラ市は地域の魅力を詰め
込んだ宝箱。

軽トラ市で活性化できます！

地域と地域が連携することにより、

その魅力はさらに大きなものにな

ります。

都会の人は田舎に憧れているので

すから、地方はひたすらに都会を

追従するのをやめ田舎は田舎らし

くあることが魅力であると再認識

しましょう。観光資源は身近なとこ

ろにあります。

ケットラ市が面白い グリーンティーリズムは伸びる
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本山は何でも有り

有機の郷
ホタルの郷
カブトムシの郷
たぬきの郷

てん茶
後熟茶
峰の十字星
年中新茶
100年番茶
白茶
高香味茶
和紅茶
品種誕生の地

山
川
神楽
在来作物
紅葉
新緑
温泉
年中行事
ウオークラリー

ニッチ市場で勝負
☆大きくしない
☆同じものを創らない

①人を呼び込む(イベントの活用)

②情報発信(マスメディア＜ミニ情報網の活用)

③出向く(Face to Face)

成功事例のKeyword

☆ 地域資源のフル活用

☆ マーケティング

☆ 情熱

☆ 少人数

☆ やる気
チャレンジなき所に
成功なし

Ｈ．１８．４より施行

Ｈ．２７．６に制定
Ｈ．２７．４より施行

地域団
体商標

食品の
機能性
表示

地理的
表示

中山間地に追い風

地産地
消法

Ｈ．２２．４より施行

地理的表示と地域団体商標との違い(HPより引用)

1.組合自身または構成員が使用する商標。

2.組合自身または構成員の業務に係る商品または役務を表示す

るものとして、需要者の間に広く認識されていること。

３.地域の名称と商品または役務の名称等を普通に用いられる方法

で表示する文字のみからなる商標であること。
1.地域の名称＋商品または役務の普通名称
（例）「大間まぐろ」、「草加せんべい」

2.地域の名称＋商品または役務を表示するものとして慣用されている名称
（例）「美濃焼」、「有馬温泉」（「焼」は陶磁器を、「温泉」は入浴施設や宿泊施設の提供の役務を表示
するものとして慣用されている名称である。）

3.上記＋商品の産地または役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字
（例）「仙台名産笹かまぼこ」（商品の産地または役務の提供の場所を表示する際に付される文字とし
て慣用されている文字の例としては、「名産」、「特産」などがある。一方、「元祖」、「本家」、「特選」な
どは、これに該当しない。）

4.商標に含まれる地域の名称は、商品の産地や役務の提供地の名

称であるなど、商品または役務と密接な関連性を有すること。
なお、地域の名称のみの商標、商品や役務の名称のみの商標は商標登録を受けることができない。
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・駿河湾桜えび（するがわんさくらえび） -蒲原町桜海老商業協同組合、由比町桜海老商工業協同組合、大井
川町桜海老商業協同組合

・由比桜えび（ゆいさくらえび） -由比港漁業協同組合、由比町桜海老商工業協同組合
・焼津鰹節（やいづかつおぶし）-焼津鰹節水産加工業協同組合
・三ケ日みかん(みっかびみかん） -三ヶ日町農業協同組合

☆川根茶（かわねちゃ） -川根茶業協同組合

☆静岡茶（しずおかちゃ） -静岡県経済農業協同組合連合会/静岡県茶商工業協同組合
・丹那牛乳（たんなぎゅうにゅう） -函南東部農業協同組合
・駿河漆器（するがしっき/16類・20類・21類=計3件） -静岡漆器工業協同組合
・沼津ひもの（ぬまづひもの） -沼津魚仲買商協同組合/静浦ひもの協同組合

☆掛川茶（かけがわちゃ） -掛川茶商協同組合/掛川市農業協同組合/遠州夢咲農業協同組合
・伊東温泉（いとうおんせん） -伊東温泉旅館ホテル協同組合
・伊豆長岡温泉（いずながおかおんせん） -伊豆長岡温泉旅館協同組合
・熱海温泉（あたみおんせん） -熱海温泉ホテル旅館協同組合
・遠州天然とらふぐ（えんしゅうなだてんねんとらふぐ） -遠州灘ふぐ調理用加工協同組合
・三島馬鈴薯（みしまばれいしょ） -三島函南農業協同組合
・掛川牛（かけがわぎゅう） -掛川市農業協同組合

☆東山茶（ひがしやまちゃ） -富士東製茶農業協同組合

・稲取キンメ（いなとりきんめ） -伊豆漁業協同組合

地理的表示のイメージ(HPより引用)

地理的表示法の活用 茶には素材が多い

地理的表示（ちりてきひょうじ、テロワール ）

ある商品の品質や評価が、その地理的原

産地に由来する場合に、その商品の原産

地を特定する表示である。条約や法令によ

り、知的財産権のひとつとして保護され

る。

フランスのボルドーワイン（ボルドー産）、
イタリアのゴルゴンゾーラチーズ（ゴルゴン
ゾーラ産）、スイスのエメンタールチーズ
（エメンタール産）などが狭義の地理的表
示にあたる。

どこで作ったかによる差別化。
消費者に本山、清水を納得さ
せることが可能か？

チャレンジ!!!

１．現状を把握する
ひと、生産方式、工場運営、茶業界、商品、消費者、流通、など

２．コンセプトを明らかにする
どのようになりたいのか(止めるのか)
いくら儲けたいのか

３．事業を実現するためのデザイン化
コンセプトを実行するために行うべきこと
そのための取り組み

このままでは自然消滅
⇒ 変化が必要

チャレンジあるのみ!!!

４．スケジュールの作製
何を一番に取り組むのか、いつまでに行うのか
何を捨てるのか

５．アイデアを出す
スケジュールを実行するためのアイデアを出す
まずは行動ありき
がむしゃらに突き進む

６．組織を創る
行動を効率化するための組織を創る
数値で行動が判断可能な組織とする
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食品栄養科学入門

どうしたら良かんべ〜〜
⇒ 次世代のお茶は??

茶学総合研究センター
中村順行

写真は、各種H.Pから借用

お茶は食品？

「食品」とはすべての飲食物をいう。ただし、
薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品を除く。

食品の価値

安全的価値 -飲食物は摂取する者に安全であること

栄養的価値 - さまざまな栄養素が含まれ、容易に消化、吸収されること

経済的価値 -日常食品として常用することが容易であること

実用的価値 -保存・調理・貯蔵・運搬などが簡易であること

嗜好的価値 -美感や美味感など心地よくなるもの

陸羽の時代の「茶」は、粉末状にしたものを、主に葱や生

姜等と一緒に煮て飲む、「スープのような茶」に使われて

いた。陸羽はそれを、「溝の捨て水」として非難し、「茶経」

を記し、茶だけで愉しむように提案した。 茶聖： 陸羽(唐時代)

最古の茶の科学書

どうしたら良かんべ〜???

１．国内の茶生産者は苦境に立たされている？

２．一方、世界的には緑茶が好況？

３．おチャ・茶って何？

４．歴史や文化を生み出す力があるの？

５．日本茶の特質は？

６．お茶は理想的な機能性食品？

茶生産は苦境に立たされている？
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図 緑茶の一人当たり消費量の推移 図 緑茶と茶系飲料の年間消費支出金額の推移

図 茶の生産の係る推移 図 一戸当たり茶生産規模の推移

静岡茶市場の取扱量の推移 (静岡茶市場HPより引用) 静岡茶市場の取扱量の推移 (静岡茶市場HPより引用)
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煎茶

84%

覆い茶

3%

番茶

13%

その他

0%

煎茶

66%

覆い茶

7%

番茶

25%

その他

2%

112,108 ｔ

54,720 ｔ

84,733 ｔ

88,290 ｔ

茶類全体
115,710 ｔ

茶類全体
120,037 ｔ

茶類全体に対する

煎茶の比率

７３．６％

茶類全体に対する

煎茶の比率

４７．３％

昭和50年

平成25年
加工用原料
(推定値) 

28,160 ｔ

一番儲かった時代に比較し、茶類全体量はやや減
少しているが、茶種の多様化と原料茶が増加し、煎
茶の比率が減少した。

平成32年(2020)
中村予測

煎茶は益々減少
し４万t以下に？

約３０％に減少

37,500 ｔ

儲かった時代と需給構造が変化 !!

世界における茶の生産量の推移

一方、世界的には緑茶が好況？

緑茶は機能性の高ま
りから増加している

カテキン論文数の推移
(google scholar)

日本茶(緑茶)の輸出の推移

図 日本茶輸出金額と数量の推移

ドイツ 305トン
13.1億円

アメリカ 170トン
43.6億円

カナダ 236トン
4.2億円

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 280トン
9億円

台湾 735トン
8.3億円

全体 1位 2位 3位

H21 1,958 アメリカ 1,063 カナダ 149 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 131

H23 2,387 アメリカ 1,228 カナダ 198 台 湾 171

H25 2,848 アメリカ 1,406 台 湾 365 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 205

H27 4,127 アメリカ 1,698 台 湾 735 ドイツ 305

近年の緑茶の輸出状況 (単位:ﾄﾝ)

タイ 144トン
2.9億円

香港 116トン
3.9億円

マレーシア 112トン
2.1億円

フランス 78トン
2.2億円

オランダ 44トン
1.8億円

日本茶の主な輸出先(平成27年度) 合計 4,127トン
101億円

オーストラリアの茶店

ハワイの日本茶販売店舗

海外では緑茶が好況

伊藤園「お～いお茶HPより引用」

各種H.Pより引用

12

さて、おチャ・茶とは？

Genus Camellia
Subgen. Protocamellia
Subgen. Camellia
Sect. Oleifera

C.oleifera(油茶)
C.sasanqua(山茶花)

Sect. Camellia
C.japonica(椿)

Subgen. Thea
Sect. Thea

C.sinensis(茶)
var.sinensis
var.assamica

C.taliensis
C.irawadiensis

Sect. Chrysantha
C.chrysantha(黄色椿)

Subgen. Metacamellia
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チャが他の植物と異なる点
☆カフェイン
☆ガレート型のカテキン
☆テアニン
☆その他(フッ素、アルミ等)

チャの特質

漢 三国 普 隋 唐 宋 元 明 清 中国

0 100 500 1000 1500 (1600) 2000

縄文 弥生 飛鳥奈良 平安 鎌倉 室町 安土桃山 江戸 明治大正昭和平成

発酵茶

緑茶

茶経 喫茶養生記
紅茶が世界
に広まる

茶には2000年の歴史。時代とともに多様に進化

食べる茶 味

香

同じ茶葉から様々なお茶が簡単に作れます

生 葉 緑 茶 紅 茶

カテキン類 カテキン類 ⇒ テアフラビン、テアルビジン
クロロフィル クロロフィル ⇒ フェオフイチン
ビタミンＣ ビタミンＣ ⇒ 消失(酸化物、分解物)

香り 青葉様香気 ⇒ 花様香気

発酵の程度による分類

後発酵

形状による分類

扁平形ーー龍井、旗槍

針型ーーー玉露

螺型ーーー碧螺春、

盾型ーーー屯緑、茗眉

蘭花型ーー蘭花茶

雀舌型ーー雀舌茶

珠型ーーー珠茶

片型ーーー六安瓜片

曲型ーーー天柱弦月

菊花型ーー緑牡丹

単芽型ーー白豪銀針

殺青による分類

蒸熱ーーー日本茶

湯熱ーーー低カフェイン茶

炒青型ーー龍井茶

半焙炒型ー碧螺春、

焙青型ーー毛峰

その他の分類

品種ーーーーー

製造法ーーーー

素材の部位ーー

摘採時期ーーー

二次加工ーーー

着香ーーーーー

緑茶

白茶
黄茶

青茶

紅茶

煎茶、

龍井茶

白牡丹

０％

４０％

６０％

８０％

１０％

１００％

包種茶

東方美人

紅茶

安渓鉄観音

凍頂烏龍

武夷岩茶

黒茶

様々なお茶が歴史や文化、食生活の中で生み出された

様々なお茶 お茶によって飲み方も異なる
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青葉の香りがすること

紅茶・ウーロン茶様香気

花様香気

糖 糖

プリメベロシダーゼ
青葉様香気

糖

揉捻・乾燥ストレス

植物補助色素
（クリプトクローム、
ファイトクローム）

クロロフィルa

酸化還元補酵素

電子伝達

ATP生産

一次代謝経路

二次代謝経路

煎茶の香り

糖 糖

殺青
揉捻

中国緑茶は
釜炒り香

旨味が強いこと

6.0

4.0

2.0

100 300 500 1000

価格（円／100g）

含
有
量
（
％
）

図 煎茶の価格別全窒素および遊離アミノ酸含
有量（乾物中）

全窒素
遊離アミノ酸

村松敬一郎編：茶の科学、朝倉書店（1991）

飲用方法にも変化が 現在の生活の中では
お茶を飲む風景も激変しています

⇒ 生産されるお茶も変わります

番茶 ⇒ せん茶 ⇒ 茶素材 28

例

・ 電話 ⇒ 携帯
・ テレビ ⇒ 薄型
・ 写真 ⇒ デジカメ
・ 野菜 ⇒ カット野菜
・煮物 ⇒ サラダ 煎茶

急須

粉末茶
ティバッグ

ペットボト
ル

煎じ茶、番茶
(やかん、土瓶）

１９００ １９２０ １９４０ １９６０ １９８０ ２０００ ２０２０
年

煎じ茶（やかん、土瓶） 淹茶(急須) 簡便茶？

お茶が変われば飲み方も変わる

当然、お茶の製造方法も変わる

最近のお茶の推移

さらに新しい飲み方も 将来、みんなに飲んで
もらいたいお茶って、
どんなの？ 日本茶？

30

お茶は機能性食品？

①茶は身体衰弱、意志消沈のときは、
気力を強くする。
②茶は人を愉快な気持ちにさせ、酒の
酔いを醒まし、睡気を起こさない。
③茶は小便の通じが良く、喉の渇きをと
りさり、消化不良をなくす。
④茶は身を軽くし、脚気によい。
⑤茶は精神を整え、内臓を和らげ、身体
の疲労をやすらかに除く。

茶
者
養
生
之
仙
薬
也

延
齢
之
妙
術
也

1211年 栄西禅師により喫茶養生記成立？
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31

一次機能 栄養性

ビタミン ビタミンＣ、ビタミンＥ、βカロテン
など

ミネラル カリウム、リン、微量必須元素な
ど

二次機能 嗜好性

味 テアニン、遊離アミノ酸、カテキン、
カフェインなど

香り テルペン、アルコール、カルボ
ニール、エステルなどの精油

色 フラボノール、テアフラビン、クロ
ロフィルなど

三次機能 体調調節
ポリフェノール、カフェイン、ビタミン類、γ
アミノ酪酸、微量元素など

茶の主な成分の機能性
の分類

32

25%

75%

水溶性成分

☆カテキン類(10～18%)；抗
酸化、抗菌、抗がん、生
活習慣病予防、消臭、抗
アレルギーなど

☆カフェイン(3～4%)；眠気防
止、強心、二日酔い防止

☆フラボノール(0.6～0.7%)；
抗酸化、抗がん、免疫活
性

☆ビタミンC(200mg%)；抗酸
化、免疫活性

☆ビタミンB(1.4mg%)；抗酸
化、口内炎予防

☆サポニン(0.1%）；抗喘息、
抗菌、血圧効果

☆テアニン(0.6～2%)；リラッ
クス、血圧効果

などなど

不溶性成分

☆食物繊維(20～30%)；
便秘予防、大腸がん
予防、心疾患予防

☆たんぱく質(24%)；栄養
☆βカロテン(20mg%)；
抗酸化、抗がん、抗糖
尿、抗心疾患、免疫活性

☆ビタミンE(25～70mg%)；
抗酸化、抗がん、免疫
活性

☆クロロフィル(0.80%)；
がん予防、抗突然変
異、抗腫瘍、免疫活性

茶はカテキンを始め多くの特異的な成分を含有し、それぞれ機能性を
もつため、その機能性を活かした商品も数多く開発されている

３５％

６５％

茶は機能性成分の宝庫

次々にヒトで明らかにされる機能性 茶の多用途利用の事例

表 茶の新需要の事例  

区 分  需 要 分 野 と 応 用 例  

茶 と し て 利

用  

水出し茶、各種発酵茶、新香味茶、ギャバロン茶、低カフェ
イン茶、濃縮茶、混合茶 など  

飲用・形態を

変えて利用  

ドリンク茶、ティバッグ、インスタントティ、粉末茶、微粉
末茶 (食用、即席飲用、酒割用 )、カード茶、錠剤茶、カプセ
ル茶、茶ワイン、緑茶酒、スポーツ飲料、カテキン粉末など  

食品・食用と

して利用  

☆ 形態を変えてそのまま食用として利用  
☆ 食品素材として利用  

「素材」「食品」「菓子類」「その他」健康補助食品  

飲 食 料 以 外

に利用  

☆ 衣料用など  
☆ 医療用  
☆ 化粧品、石鹸用など  
☆ 消臭剤、脱臭剤など  
☆ 日用品など  
☆ 建材、家具、家電用品など  
☆ 家畜、ペット用品  
☆ 植物活性用  
☆ その他  

 茶は飲用だけでなく、食品素材として、さらには機能性成分を活かした
様々な飲食料以外にも利用され、新しいビジネスを創造している
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機能性表示食品(茶では？)

商品名
食品の区
分

機能性関
与成分

商品名
食品の区
分

機能性関
与成分

商品名
食品の区
分

機能性関
与成分

食事の生
茶

ペットボト
ル

難消化性デ
キストリン

お～いお茶
巡りさらら

ペットボト
ル

モノグルコシ
ルヘスペリ
ジン

サンフェノ
ンEGCｇカ
プセル

サプリメン
ト

エピガロカ
テキンガ
レート

アサヒ　め
めはな茶

ペットボト
ル

メチル化カ
テキン

お～いお茶
日本の健
康　玄米茶
350

ペットボト
ル

難消化性デ
キストリン

サンテアニ
ン200

サプリメン
ト

L-テアニ
ン

テアニン サプリメント L-テアニン
ほっと食事
の生茶

ペットボト
ル

難消化性デ
キストリン

お～いお
茶　日本
の健康
玄米茶

ペットボト
ル

難消化性
デキストリ
ン

テアニンの
働きで健や
かな眠りを
サポートす
る麦茶

ペットボト
ル

L-テアニン テア眠 サプリメント L-テアニン
テアニンタ
ブレットT

サプリメン
ト

L-テアニ
ン

べにふうき
緑茶ティー
バッグ

ティーバッ
グ

メチル化カ
テキン

リフレの
ぐっすリず
む

サプリメント L-テアニン
テアニン快
眠粒

サプリメン
ト

L-テアニ
ン

快眠サプリ サプリメント L-テアニン FREE　Tea
ペットボト
ル

GABA
血圧が高
めの方の
健康緑茶

粉末
ヒハツ由
来ピペリン

茶に係る機能性表示食品申請状況（平成28年5月まで）

お茶の役割

図 理想的な機能性食品の
具備すべき条件

使用者の

安心感

無毒

低価格

入手が容易

経口摂取が

可能

高い有効性

作用機序

／有効成

分が明らか

理想的な
機能性食品

さて、あなたは？

栄養供給 栄養バランス 健康・こころ

Happy

食品 飢餓からの脱出 ⇒ 体の維持生長 ⇒

健康性

生活を豊かにするお茶
喉の渇きを満たすだけなら水でも良い
心の渇きを癒すためにはお茶が良い

体の健康補助にはサプリでも事足りるが
それでHappyになれますか？
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1
茶学総合研究センター 中村順行

日本 静岡の茶

2

漢 三国 普 隋 唐 宋 元 明 清 中国

0 100 500 1000 1500 (1600) 2000

縄文 弥生 飛鳥奈良 平安 鎌倉 室町 安土桃山 江戸 明治大正昭和平成

発酵茶

緑茶

茶経 喫茶養生記
紅茶が世界
に広まる

茶には2000年の歴史。時代とともに多様に進化

食べる茶 味

香

3

日本への茶の伝来

North china root

Central china root

South china root

北中国・韓国ルート

奈良時代( A.D.700頃)

中中国ルート
固形茶、粉末茶の伝来 ⇒抹茶

（A.D.1100頃)

南中国ルート
淹茶の伝来 ⇒ 煎茶

( A.D.1600頃) 4

喫茶養生記

①茶は身体衰弱、意志消沈のときは、
気力を強くする。
②茶は人を愉快な気持ちにさせ、酒の
酔いを醒まし、睡気を起こさない。
③茶は小便の通じが良く、喉の渇きをと
りさり、消化不良をなくす。
④茶は身を軽くし、脚気によい。
⑤茶は精神を整え、内臓を和らげ、身体
の疲労をやすらかに除く。

茶
者
養
生
之
仙
薬
也

延
齢
之
妙
術
也

1211年 栄西禅師により喫茶養生記成立？

5

茶種の変遷

平安時代 団茶 上流階級

(806-1184)

鎌倉時代 抹茶 武士、上流階級

(1185-1329)

江戸時代 抹茶、煎茶、釜炒り茶 上流階級

(1615-1865) 番茶 庶民

明治時代 煎茶、番茶

(1868-1911) 輸出用各種茶 輸出用

現在 機械製煎茶 国内用

日本における主要な茶の推移

6

茶道(茶の湯)の成立
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日本においてもお茶が文化を生み出した

一茶 茶筒 茶飯事
茶うけ 茶碗 茶化
す 茶話会 茶菓
茶番 茶色 茶寿
茶堂 海老茶 茶飲
仲間 茶目っけ 浮
世茶屋 目茶目茶
茶托 滅茶苦茶 無
茶苦茶 日常茶飯事
茶番劇 茶髪 茶巾
茶目 お茶の子 茶
腹 お茶の間 茶箪
笥 茶尻 茶坊主日本文化には仏教と茶を切り離して語れない 8

日本における茶の産業化
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年次

数
量
(t
)

生産量 緑茶輸出量 緑茶輸入量 国内消費量

外需による茶業発展期

内需による煎茶の全
国への普及期

多様化への対応期

9

品種茶の導入による茶園の変化

優良品種の育成と普及

挿木繁殖茶園による生産性の向上

在来茶園

実生による在来茶園から優良品種の育成と挿木による栄養繁殖茶園
にすることで収量性・品質の向上が果たされた

Yutakamido
ri

Sayamakaori

Kanayamid
ori

Okumid
ori

Yabukit
a

10摘採は手摘みから可搬型摘採機を経て乗用型機械に変わり、著しく摘
採能率を向上してきた

手摘み

可搬型摘採機

乗用型摘採機

摘採方法の変化

11

製造方法の変化

製造は手揉みから機械化され、徐々に投入量を増加させるとともに最
近ではコンピュータ制御による自動化に技術革新したことで、日本独
自の生産加工技術を確立し、品質の高位平準化に貢献してきた

手揉み
機械揉み

機械揉み
最近、飲用方法に急
激な変化がみられる

日本でも飲用方法がどんどん
変化しています
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13

SAITAMA

GIFU

AICHI

SHIGA
KYOTO

NARA

FUKUOKA

NAGASAKI KUMAMOTO

MIYAZAKI

SHIZUOKA

KAGOSHIMA

MIE

県 名 面積
(ha)

生産量
(1000t)

静岡県 18,300 32,200

鹿児島県 8,660 25,600

三重県 3,150 7,130

熊本県 1,640 1,300

京都府 1,580 3,020

福岡県 1,570 2,290

宮崎県 1,540 4,100

埼玉県 925 537

佐賀県 953 1,510

その他 7,082 5,113

合 計 45,400 82,800

日本における茶の生産

平成25年度

14

日本の代表的な茶園風景

直接被覆下茶園

積雪下の茶園(秋田県)

一般的な茶園
(可搬型摘採機用茶園)

乗用型摘採機用茶園

覆下茶園(玉露栽培)

15

日本茶の種類別生産量比率

煎茶
61.2%

番茶
25.2 %

かぶせ茶
4.9 %

玉緑茶
3.5 %

てん茶
2.4 %

玉露
0.3 %

その他
2.5 %

日本における種類別茶種の比率 (2014)
16

16

世界の茶のなかでの
日本茶の特質は!!

・浸出液が緑色であること

・蒸熱処理のため、浸出液

中に成分が溶出しやす

いこと

・旨味のアミノ酸含量が高

く、カテキン類の濃度が

低いこと

・香りに若葉の新鮮香が

あること

・針状のお茶であること

・ビタミンCを多く含むこと

・歴史が長く、文化性が高

いこと

日本茶の特質は

17
17

日本茶の種類

煎茶

てん茶

玉露

玉緑茶 18
18

日本茶の種類

玄米茶

ほうじ茶番茶

釜炒り茶
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a．テアニン

2058 mg%

c．アラニン

d．アスパラギン酸
e．アルギニン

f．セリン
g．その他13種

a．

633 mg%
b

c
d

e f g

b
c
d

ef
g

一番茶 二番茶 三番茶

全アミノ酸量 2764 mg%                   991 mg%  617 mg%
（乾物中） 円の面積は全アミノ酸量を表す

図 チャ生葉の茶期別アミノ酸量

a．
262 mg%

（山西貞：お茶の科学，裳華堂（1992）

施肥時期

新芽の生育

春肥 夏肥
Ⅰ

夏肥
Ⅱ

苦土
石灰

秋肥芽出し肥

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

一番茶
二番茶

三番茶
四番茶

秋整枝

茶栽培の年間スケジュール(静岡県)

20

代表的な摘採方法

Riding-type plucking machine

摘採方法

手摘み 10 ～      15 kg

手はさみ 100 ～ 200

機械摘採

二人用可搬型摘採機 700 ～ 1,000

乗用型摘採機 4,000 ～ 5,000

レール走行式摘採機 2,000 ～ 3,000

一人、一日当り摘採量

摘採方法と一人当たり摘採量

Portable machine for two persons

Hand plucking

Hand-shear plucking

21

機械化摘採

22

煎茶(荒茶)製造工程

Tea steaming machine Primary drying tea roller Tea roller
Tea steaming machine

Primary drying tea roller
Finally drying 

tea roller
Tea dryerSecondary drying 

tea roller

23

てん茶(抹茶原料)製造工程

冷却散茶機

レンガ造り、てん茶機(乾燥機)

次々にヒトで明らかにされる機能性
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お茶の役割

図 理想的な機能性食品の
具備すべき条件

使用者の

安心感

無毒

低価格

入手が容易

経口摂取が

可能

高い有効性

作用機序

／有効成

分が明らか

理想的な
機能性食品

26

茶の機能に関する代表的書籍

茶の多用途利用の事例
表 茶の新需要の事例  

区 分  需 要 分 野 と 応 用 例  

茶 と し て 利

用  

水出し茶、各種発酵茶、新香味茶、ギャバロン茶、低カフェ
イン茶、濃縮茶、混合茶 など  

飲用・形態を

変えて利用  

ドリンク茶、ティバッグ、インスタントティ、粉末茶、微粉
末茶 (食用、即席飲用、酒割用 )、カード茶、錠剤茶、カプセ
ル茶、茶ワイン、緑茶酒、スポーツ飲料、カテキン粉末など  

食品・食用と

して利用  

☆ 形態を変えてそのまま食用として利用  
☆ 食品素材として利用  

「素材」「食品」「菓子類」「その他」健康補助食品  

飲 食 料 以 外

に利用  

☆ 衣料用など  
☆ 医療用  
☆ 化粧品、石鹸用など  
☆ 消臭剤、脱臭剤など  
☆ 日用品など  
☆ 建材、家具、家電用品など  
☆ 家畜、ペット用品  
☆ 植物活性用  
☆ その他  

 茶は飲用だけでなく、食品素材として、さらには機能性成分を活かした
様々な飲食料以外にも利用され、新しいビジネスを創造している

さらに新しい飲み方も
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31

茶茗館玉露の里

お茶の郷

静岡県内の茶関連施設
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富士探訪 富士市の魅力再発見

富士のお茶

静岡県立大学 茶学総合研究センター 中村順行

１．世界のお茶
２．日本のお茶
３．富士のお茶の推移
４．世界に誇る天下一品茶
５．身体に良いお茶

3

ツバキ（山茶）科に属する永年性常緑樹

1935年 第6回世界植物学会議

チャ属とツバキ属をツバキ（Camellia）属とする

1958年 Sealy 「ツバキ属の改訂」：チャをツバキ属チャ節とす
る。

チャ節（Section Thea）

チャ（C. sinensis (L.) O. kuntze）

中国種（ C. sinensis var. sinensis ）

アッサム種（C. sinensis var. assamica）

引用文献 Sealy,J.R.:

A revision of the genus Camellia, Royal Horticultural 
Society, London, p.239 (1954)

お茶の木はツバキの親戚？

おチャとは

4

アッサム種と中国種

アッサム種 中国種

5

漢 三国 普 隋 唐 宋 元 明 清 中国

0 100 500 1000 1500 2000

縄文 弥生 飛鳥 奈良 平安 鎌倉 室町 安土桃山江戸 明治 大正昭和平成

生茶

着香茶
竜鳳
団茶

抹茶
蒸製
団茶

日干茶
火焙茶

紅茶

烏龍茶

釜炒
緑茶

普洱
緑茶

蒸製
緑茶

工芸茶

発酵茶

緑茶

茶経 喫茶養生記
紅茶が世界
に広まる

広東語 CHA

福建語 TAY

大航海時代

1606年東インド会社

ヨーロッパへ

1773年 ボストン茶会事件

1840年 アヘン戦争

広東語 CHA

福建語 TAY

大航海時代

1606年東インド会社

ヨーロッパへ

1773年 ボストン茶会事件

1840年 アヘン戦争

ボストンティパーティ事件(1773)

アヘン戦争(1840～1842)

茶には2000年の歴史

茶の分類
緑茶（不発酵茶）
蒸し製緑茶(日本式)
釜炒り製緑茶(中国式)

青茶「ウーロン茶」（半発酵茶）
紅茶（発酵茶）
※発酵：葉の酵素による酸化反応
黒茶「後発酵茶」（堆積茶）

※発酵：微生物発酵
その他
白茶
黄茶
二次加工茶

最近では中国式の６茶種に分類されることが多い
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同じ茶葉から様々なお茶が簡単に作れます

生 葉 緑 茶 紅 茶

カテキン類 カテキン類 ⇒ テアフラビン、テアルビジン
クロロフィル クロロフィル ⇒ フェオフイチン
ビタミンＣ ビタミンＣ ⇒ 消失(酸化物、分解物)
香り 青葉様香気 ⇒ 花様香気

お茶の種類の多様性

お茶の飲み方の多様性 喫茶養生記

①茶は身体衰弱、意志消沈のときは、
気力を強くする。
②茶は人を愉快な気持ちにさせ、酒の酔
いを醒まし、睡気を起こさない。

③茶は小便の通じが良く、喉の渇きをと
りさり、消化不良をなくす。
④茶は身を軽くし、脚気によい。
⑤茶は精神を整え、内臓を和らげ、身体
の疲労をやすらかに除く。

茶
者
養
生
之
仙
薬
也

延
齢
之
妙
術
也

茶種の変遷

平安時代 団茶 上流階級

鎌倉時代 抹茶 武士、上流階級

江戸時代 抹茶、煎茶、釜炒り茶 上流階級

番茶 庶民

明治時代 煎茶、番茶

輸出用各種茶 輸出用

現在 機械製煎茶 国内用

日本における主要な茶の推移 日本茶の産業化は明治時代から

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

18
59
18
75
18
85
18
95
19
05
19
15
19
25
19
35
19
45
19
55
19
65
19
75
19
85
19
95
20
05

年次

数
量
(t
)

生産量 緑茶輸出量 緑茶輸入量 国内消費量

外需による茶業発展期

内需による煎茶の
全国への普及期

多様化への対応期
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13

品種茶の導入による茶園の変化

優良品種の育成と普及

挿木繁殖茶園による生産性の向上

在来茶園

実生による在来茶園から優良品種の育成と挿木による栄養繁殖茶園
にすることで収量性・品質の向上が果たされた

Yutakamido
ri

Sayamakaori

Kanayamid
ori

Okumid
ori

Yabukit
a

摘採は手摘みから可搬型摘採機を経て乗用型機械に変わり、著しく摘
採能率を向上してきた

手摘み

可搬型摘採機

乗用型摘採機

摘採方法の変化

製造方法の変化

製造は手揉みから機械化され、徐々に投入量を増加させるとともに最
近ではコンピュータ制御による自動化に技術革新したことで、日本独
自の生産加工技術を確立し、品質の高位平準化に貢献してきた

手揉み
機械揉み

機械揉み

16

日本茶の種類別生産量比率

煎茶
63.4%

番茶
24.8 %

かぶせ茶

4.8 %

玉緑茶
2.7 %

てん茶
1.2 %

玉露
0.2 %

その他
2.2 %

日本における種類別茶種の比率 (2013)

1717

日本茶の種類

煎茶

てん茶

玉露

玉緑茶 1818

日本茶の種類

玄米茶

ほうじ茶番茶

釜炒り茶
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SAITAMA

GIFU

AICHI

SHIGA
KYOTO

NARA

FUKUOKA

NAGASAKI KUMAMOTO

MIYAZAKI

SHIZUOKA

KAGOSHIMA

MIE

県 名 面積
(ha)

生産量
(1000t)

静岡県 18,100 33,100

鹿児島県 8,670 24,600

三重県 3,110 6,714

熊本県 1,500 2,179

京都府 1,624 2,682

福岡県 1,560 2,197

宮崎県 1,510 2,613

埼玉県 960 641

佐賀県 928 1,348

その他 5,530 4,982

合 計 43,492 81,056

富士(日本)における茶の生産

平成26年度

富士のお茶の歴史

江戸時代(1600年代)： 大渕、大宮、白糸、猪之頭などで釜煎りとし、

蓆の上で揉捻しただけの日乾番茶や釜炒の

黒製の番茶を中心に製造

(1700年代)： 生産が増大。番茶を甲信地方や近郊に販売

(1800年前半)：焙炉を用いた製茶法の導入。

江戸～明治時代 ： 横浜開港により茶業が活性化。開墾による

(1800年中半)    茶園面積が増大。 天下一品茶の製造

明治時代(1800年後半)：製茶機の導入

大正時代(1900年前半)：製茶機の普及。共同工場や生葉売り出現

昭和時代(1900年中半)：高度経済成長による茶業の好況期。優良品

種茶園の増大。生産加工の大型機械化

昭和時代(1900年後半)：茶業の成熟化

平成時代(2000年前半)：茶の多様化

富士の旧街道 外需産業としての茶業産業の芽生え

明治時代以降、外
需産業を支えるうえ
で、共有地は茶園に
開拓されていった

富士の原野の開拓

清水の次郎長

幕領地・入会地の変化

悪条件地（痩地、水不足、寒冷地） 茅場

開拓（働場創出、産業化）

徳川幕府の崩壊

社会・経済状況の激変化

殖産興業の創設（外需産業に対応）

茶業ミツマタ植林

富士ひのき 富士の製紙 富士茶
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明治時代の茶

古くから富士山麓の高冷地を中心に栽培され
ていた茶も横浜開港により輸出品としての需
要の高まりとともに、富士地域全体に茶栽培
が増え、販路も拡大していった。

明治時代の茶

興津流の池田三兄弟により明治39年に19
時間を要して製茶した傑作。(新手揉製茶
法解説より転載)

天下一品茶製所扁額
明治9年(1876)、野村の茶を高く評価した外国茶商から贈られたもの。後の天下一の名称の元となるもの。

野村一郎が東京内国博
覧会で受賞したメダル

野村一郎記念碑
上：野村一郎をたたえる碑(昭和30年)
右：頌徳碑(明治37年、昭和51年移転)

野村一郎写真

明治時代の茶師 優れた手揉み技術を持つ人々を招聘したり、要請しなが
ら加工技術の普及に貢献した

茶が急激に需要拡大す
る中、富士地域の茶の高
度化を図るため、野村は
茶園を開墾するとともに、
茶師を招聘し、国内外か
らも賞賛される茶作りを
先導した。

大正時代の茶

明治時代には輸出品として高い評価を受け
た富士のお茶も、全て手摘み、手揉みのため
経費が高く、機械化へと移行するに従いやや
他産地に遅れを取り始めた時代。富士川橋
の開通により生葉の流出も急増した。

昭和初期の茶

ますます機械化が進展するとともに、高度
経済成長下で茶園も新改植が急増。苗木
生産も増加し、優良品種も他産地に先ん
じて導入された時代

富士市石坂の風景

昭和後期の茶

秋山製茶
かおる園
H.Pより
借用

優良品種の導入、機械化が進展。
各種品評会などで「富士のやぶ北茶」とし
て品質の優良性が認められ、ブランド化
が推進される

平成の茶

機械化は一層進むものの茶業は低迷。
需給の歪みを解消し、新需要創出による新
しい茶業の模索。世界中に知れ渡っている
富士とお茶をセットにブランド化!?
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富士ブランド認定品 富士地域の茶への移り変わり

1850年以前；生活に必需な茅
場、薪採取場として利用

1800年代；産業振興のなかで林業や外
需産業への対応としてミツマタ(和紙の原
料)及び茶の生産場として開拓

2000年代；外需産業から内需産業へ
の変換を遂げながら茶業は活性化

茅 場 育 林

ミツマタ

茶 園

１．世界のお茶
２．日本のお茶
３．富士のお茶の推移

４．世界に誇る天下一品茶
５．身体に良いお茶

世界に誇る
天下一品茶の復活

GOD HANDで富士の
お茶をブランドに!!!

富士のお茶生産の技
術の高さと熱意で天下
一品茶を起爆剤にブラ
ンド化に活路を見出す

天下一品茶製法の特徴

炭量 ７５０匁 普通製に比し五割減
焙爐の火度 １２０度
葉振 ３０分 低手に静かに行ふ
葉形付 ４０分 二手拾葉捌様
回轉揉 ５０分 茶葉の散乱を避け一文字に行ふ
床揉 ４０分 爐外に出し4回に区分しVの如く行ふ
回轉揉 ３０分 上乾きに依り葉尖の失わざる程度の練揉
冷床 ４０分 張籠に入れ小玉を延す為め葉捌を行ふ
揉切 ２０分 三手拾の葉揃を丁寧に行ひ低手の揉落しを佳とす
轉繰 ３０分 強力轉繰
片コクリ １２０分 三手分４０分宛含み揉又はコクリ揉み
時間 計 6時間40分

天下一品茶の復活に向けて

文献等をもとに
度重なる研修会を開催

茎裂け
現象

針状の茶
お湯で浸出



7

天下一品茶の復活 蒸熱操作

一芽づつ摘まれた新芽は蒸気で殺青。
品質を左右する重要な操作

天下一品茶の復活 床揉みから重回転

床揉みは天下一製法では最重要操作
茎裂けを引き起こすように細心の注意
を払いながら力を込めて揉む

天下一品茶の復活

天下一品茶は茎裂けも多く、一つ一つ
が長く、絡み合っているため、丁寧に解
きほぐし、中切揉で細長くしていく

中切揉

中切揉と茶葉

玉解き

天下一品茶の復活

富士地域の茶の推移

明治時代 大正時代 昭和時代 平成時代江戸時代

各種品評会
で多くの
大臣賞受賞

優良品種
茶普及率
県下一

天下一品茶
の再現で世
界に翔たけ

天下一品
茶の創造

挿し木産地の確立
優良品種の導入

他の地域にない自然環境

世界文化遺産の富士山

☆世界の富士山の創った土壌

☆世界の富士山から浸みだす水

☆世界の富士山からそよぐ風

世界文化遺産をバックに作られる富士のお茶

富士山のめぐみ
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静岡県立大学 茶学総合研究センター 中村順行

農学ゼミ
茶の機能性を探る!!??

2

チャの分類

Genus Camellia
Subgen. Camellia
Sect. Oleifera

C.oleifera(油茶)
C.sasanqua(山茶花)

Sect. Camellia
C.japonica(椿)

Subgen. Thea
Sect. Thea

C.sinensis(茶)
var.sinensis
var.assamica

C.taliensis
C.irawadiensis

Sect. Chrysantha
C.chrysantha(黄色椿)

チャはツバキ属の植物であり、ツバキ、サザンカの仲間です。

中国種とアッサム種

茶樹は、喬木で葉の大きなアッサム種と灌木で葉の小さな中国種に分けられ、樹形
の違いだけでなく、成分や葉の大きさなども異なります。

アッサム種 中国種

アッサム種

中国種

チャが他の植物と異なる点
☆カフェイン
☆ガレート型のカテキン
☆テアニン
☆その他(フッ素、アルミ等)

チャの特質

チャは他の植物に見られない機能成分を含むがゆえに飲み続けられてきました

茶には2000年の歴史。時代とともに多様に進化してきた

漢 三国 普 隋 唐 宋 元 明 清 中国

0 100 500 1000 1500 2000

縄文 弥生 飛鳥奈良 平安 鎌倉 室町 安土桃山江戸 明治 大正昭和 平成

発酵茶

緑茶

茶経 喫茶養生記 紅茶が世界
に広まる

味

香り

茶は各地域において時代の要請とともに各種各様の茶が作られてきました

Camellia sinensis
から作られる多様な
お茶は、カフェイン、
カテキン、テアニン
などの特異成分を含
むが故に世界中の
人々を虜にした

茶経

茶の始まり

神 農

西暦500年前後に陶弘
景(452-536)がまとめた

『神農本草経』に「神農
嘗百草、日遇七十二
毒、得荼而解之

陸 羽
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チャの世界への広がり

海路で伝搬陸路で伝搬

茶は中国から陸路(チャ)と海路(テ、ティ)で世界中に広まりました 8

Old Soviet Union

China

India

Sri Lanka

Indonesia
Kenya

Japan

Vetnam
an

India

A minority race in China

Darjeeling

Sri LankaKenya Indonesia

世界のチャの栽培地域

喫茶養生記(栄西：1211)

①茶は身体衰弱、意志消沈のときは、
気力を強くする。

②茶は人を愉快な気持ちにさせ、酒の酔
いを醒まし、睡気を起こさない。

③茶は小便の通じが良く、喉の渇きをとり
さり、消化不良をなくす。

④茶は身を軽くし、脚気によい。
⑤茶は精神を整え、内臓を和らげ、身体

の疲労をやすらかに除く。

茶
者
養
生
之
仙
薬
也

延
齢
之
妙
術
也

10

茶種の変遷

平安時代 団茶 上流階級

鎌倉時代 抹茶 武士、上流階級

江戸時代 抹茶、煎茶、釜炒り茶 上流階級

番茶 庶民

明治時代 煎茶、番茶

輸出用各種茶 輸出用

現在 機械製煎茶 国内用

日本における主要な茶の推移

お茶の文化を成立

一茶 茶筒 茶飯事
茶うけ 茶碗 茶化
す 茶話会 茶菓
茶番 茶色 茶寿
茶堂 海老茶 茶飲
仲間 茶目っけ 浮
世茶屋 目茶目茶
茶托 滅茶苦茶 無
茶苦茶 日常茶飯事
茶番劇 茶髪 茶巾
茶目 お茶の子 茶
腹 お茶の間 茶箪
笥 茶尻 茶坊主日本文化には仏教と茶を切り離して語れない

12

茶の機能に関する代表的書籍
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13

25%

75%

水溶性成分

☆カテキン類(10～18%)；抗
酸化、抗菌、抗がん、生
活習慣病予防、消臭、抗
アレルギーなど

☆カフェイン(3～4%)；眠気防
止、強心、二日酔い防止

☆フラボノール(0.6～0.7%)；
抗酸化、抗がん、免疫活
性

☆ビタミンC(200mg%)；抗酸
化、免疫活性

☆ビタミンB(1.4mg%)；抗酸
化、口内炎予防

☆サポニン(0.1%）；抗喘息、
抗菌、血圧効果

☆テアニン(0.6～2%)；リラッ
クス、血圧効果

などなど

不溶性成分

☆食物繊維(20～30%)；
便秘予防、大腸がん
予防、心疾患予防

☆たんぱく質(24%)；栄養
☆βカロテン(20mg%)；
抗酸化、抗がん、抗糖
尿、抗心疾患、免疫活性

☆ビタミンE(25～70mg%)；
抗酸化、抗がん、免疫
活性

☆クロロフィル(0.80%)；
がん予防、抗突然変
異、抗腫瘍、免疫活性

茶はカテキンを始め多くの特異的な成分を含有し、それぞれ機能性を
もつため、その機能性を活かした商品も数多く開発されている

３５％

６５％

機能性を主体とした茶成分とその特性

14

特定保健
用食品

栄養機能食品

機能性
表示食品

医薬品

栄養機能性食品
・栄養成分の含有表示が可能
・栄養機能について表示可能
例：カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です

特定保健用食品(特保)
・栄養成分の含有表示が可能
・特定の保健用途の表示可能
・疾病リスクの低減表示が可能
例：糖の吸収を穏やかにし、
血糖値の気になる方に適します

機能性表示食品
・栄養成分の含有表示が可能
・機能性関与成分の機能性が表示可能
・目、鼻などの部位を表示可能
・特保にない疲労、ストレス、睡眠などの用語が使用可能
例：本品はメチル化カテキンを含んでいるため花粉が気になる
方の目や鼻の調子を整えます

最近、茶の効能にも科学的エビデンスが

・食事の生茶
・テアニン
・テアニンの働き
で健やかな眠り
をサポートする
麦茶

・べにふうき緑茶
ティーバッグ(メチル
化カテキン)

次々とヒトで実証される機能性

お茶の健康性については様々な観点から立証され始めています

健康とお茶との関係

お茶は様々な機能を兼ね備え「お茶のある生活」をすることは、健康の維持・増進
はもとより、寿命の延伸にも役立ちます

飲用方法にも変化が 現在の生活の中では
お茶を飲む風景も激変している
⇒ 生産されるお茶も変わる

番茶 ⇒ せん茶 ⇒ 茶素材

同じ茶葉から様々なお茶を作ることもできる

生 葉 緑 茶 紅 茶

カテキン類 カテキン類 ⇒ テアフラビン、テアルビジ
ン
クロロフィル クロロフィル ⇒ フェオフイチン
ビタミンＣ ビタミンＣ ⇒ 消失(酸化物、分解物)
香り 青葉様香気 ⇒ 花様香気
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1919

四煎目後
5%

三煎目
7%

二煎目
10%

一煎目
13%

不溶性成分
65%

不溶性成分

粗繊維、タンパク質、カロテン、ビタミンE、

クロロフィル、その他

水溶性成分

カテキン,

カフェイン,

ポリサッカライド、

アミノ酸、

サポニン、

GABA、

ビタミンC、

ビタミンB、

など

水溶性成分
35%

煎茶成分の組成と溶出比率

20

茶の成分は温度の違いで浸出量が異なる

Q１－３ 温かいお茶と冷たいお茶で差があるのか？

茶は湯温により浸出成分が変わる

Q１－３ 温かいお茶と冷た
いお茶で差があるのか？

22

各種緑茶による抗変異活性の違い

23

カテキン類による抗がん作用

カテキンなどによるDNA修復作用

主要ながんの危険因子(国立がん研究センター情報改変図示)

食道がん
・アルコールの高摂取
・熱い飲食物
・たばこ

肺がん
・たばこ

胃がん
・塩分の高摂取
・熱い飲食物
・たばこ

乳がん
・塩アルコールの高摂取
・肥満

肝臓がん
・アルコールの高摂取
・ウイルスの感染
・たばこ

大腸がん
・保存、加工肉の高摂取
・アルコールの高摂取
・たばこ

前立腺がん
・動物性脂肪、
赤身肉の摂取過多

主要ながんの危険因子の概略
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がんと緑茶に関する疫学的調査研究のまとめ

Q１ お茶を飲む習慣がどの程度がんを予防しうるのか？
緑茶と胃がん ～日本人を対象とした「前向きコホート研究」のまとめ～

文 献
期 間

対 象
関連の強さ

著 者 年 性別 人数 年齢
死亡又は

罹患
死亡又は
罹患数

Nakachi 他 2000 1986～1999 男性・女性 8,552 ４０＋ 死亡 140 

Tsubono 他 2001 1984～1992
男性 11,902 

４０＋ 罹患
296 ↑

女性 14,409 123 

Hoshiyama 他 2002 1988～1997
男性 30,370 

40～79
死亡 240 

女性 42,481 119 

Sasazaki 他 2004 1990～2001
男性 34,832 

40～59 罹患
665 

女性 38,111 227 ↓↓(下部)

Khan 他 2004 1984～2002
男性 1,524 

４０＋ 死亡
36 

女性 1,634 15 

Sauvaget 他 2005 1980～1999 男性・女性 38,576 34～98 罹患 1,270 

Kuriyama 他 2006 1995～2001
男性 19,060 

40～79 死亡
138 

女性 21,470 55 

Suzuki 他 2009 1999～2006 男性・女性 12,251 65～84 死亡 68 

※関連の強さ：上向き矢印はリスクを上げ、下向きは下げる。

緑茶と胃がん ～日本人を対象とした「症例対照研究」のまとめ～

文 献

期 間
対 象

関連の強
さ著 者 年 性別 年齢

症例
人数

対照人数

Tajima 他 1985 1981～1983 男性・女性 40～70 93 186 ↓

Kono 他 1988 1979～1982 男性・女性 20～75 139
病院 2,547 ↓

一般住民 278 ↓↓↓

Inoue 他 1998 1990～1995 男性・女性 ４０＋ 893 21,128 ↓

※関連の強さ：上向き矢印はリスクを上げ、下向きは下げる。

前向きコホート研究：
まだ病気になっていない人達を対
象に調査し、数年後の追跡で発病
を調査する方法

症例対照研究：
特定の病気が発症した人を対象
に、健常人との比較調査する方法

胃がんに着目した緑茶との関係
～緑茶と健康のメカニズム～
機能効用ナビゲーション2013
笹月 静(国立がん研究センター)
津金昌一郎(がん予防検診研究

センター) より引
用

Q１－１ どんな調査が必要か？
Q１－２ 長期間の調査か？

男女別がんの原因 健康日本21参考資料集より引用 男女別がんと生活習慣との関係

国立がん研究センターがん情報サービス(2011)、平22国民健康栄養調査(厚労省)のデータ使用

男女別がんと食生活との関係 茶と胃がんとの関係 ～血中ポリフェノールに着目して～

多目的コホート研究(JPHC Study)の成果
(Cancer Epidemiel Biomarkers Prev.2008, 
Vol.17,343-351. 

対象者：男性約13,500人、女性約
23,300人を対象に約12年の追跡調査。
胃がん発症の494人に対し、同様の無発
症者をランダム選択し分析。

血中のカテキン類濃度を測定
した結果、女性では血中ECG濃
度が高いと胃がんリスクが低
く、喫煙状態により胃がんと
の関係が変わり、無喫煙者で
は予防効果が、喫煙者ではリ
スクが高まる傾向も見られた。
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茶と胃がんとの関係 ～飲用杯数に着目して～

多目的コホート研究(JPHC Study)の成果
(Cancer Causes Control.2004, Vol.15,483-491. 

対象者：岩手、秋田、長野、茨木、新
潟、高知、長崎の約9万人を対象に約7
～12年の追跡調査。胃がん発症の892人
に対し、緑茶の飲用杯数との関係を分
析。

男性では緑茶との関係は
みられないが、女性では
緑茶をよく飲むと胃がん
リスクは低下する。特に、
胃の下部でがんのリスク
は半減した。

32

カテキン類によるその他の機能性

� 抗酸化

� 血中コレステロール抑制

� 脂肪吸収抑制

� 抗菌、抗ウイルス

� 虫歯予防

� 腸内フローラ改善

� 消臭

� 血圧上昇抑制 などなど

33

カテキン類による抗体脂肪抑制作用 お茶による抗糖尿作用

カテキン：アミラー
ゼやグルコシラー
ゼ活性の阻害

１型糖尿病：脾臓のβ細胞の破壊によるインスリン欠
乏により、高血糖、糖尿病へと至る。

２型糖尿病：インスリンは存在するが、その分泌量が
減少し、筋肉、脂肪組織へのブドウ糖の取り込み能
が低下(インスリン抵抗性が増大)し、結果として血中

のグルコースが肝臓や脂肪組織でグリコーゲンとして
貯蔵されず、血中のグルコースが正常範囲を逸脱し
て高い血糖値となり、糖尿病となる

お茶の抗糖尿作用 Q２ 糖尿病改善において緑茶のマルチな
作用メカニズムは？

EGCG、テアフラ

ビンなどによる多
彩な作用

ア
ミ
ラ
ー
ゼ
や
グ
リ
コ
シ
ダ
ー
ゼ
の
活
性

を
阻
害
し
、
グ
ル
コ
ー
ス
の
生
成
を
抑
制

糖尿病発症リスクの軽減

境界型糖尿病患者への緑茶カテキン投与試験(空腹時
血糖値、投与量500㎎/日）

茶カテキンの血漿インスリン値に及ぼす恵お経(ヒト試験)
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動脈硬化抑制作用

マクロファージは酸化LDLを際限なく食べ、泡沫細胞へと形質転換する。泡沫細胞はやがて壊死し、細胞

外に脂質や細胞片を残し、内膜に脂肪斑を形成する。これらが大きくなり、内皮細胞を破裂させ、そこに血
液凝固が起こり、血栓が形成され、それが完全に血管をふさぐと梗塞となる

ヒトを対象とした調査

ヒトの血漿HDLコレステロール濃度に対する茶カテキン
の影響(毎日茶カテキン剤５錠(500mg)投与)

HDL(善玉)が有意に上昇⇒動脈硬化の抑制

茶及びコーヒー消費と血清コレステロールレベル(LDL(悪玉))
ー●ー 紅茶、 －－ コーヒー

緑茶の消費と血清脂質との関係(コホート研究)

Q３ お茶を飲む習慣がどの程度動脈
硬化を予防しうるのか？

茶による消臭効果 Q４ ①生理的・病的な口臭、②飲食等の口臭の
二つに対する茶カテキンの作用は同じか？

茶による口臭抑制効果

ストレクチニン
(加水分解型タンニン)

◆ 抗アレルギー作用
◆ 抗インフルエンザウイルス作用
◆ 抗酸化性 など

「べにふうき」におけるメチル化カテキンと
ストリクチニンの葉位別変動 生葉の熱水浸漬によるストレクチニンの浸出

Q５ ストリクチニンは乾燥茶葉中にしか含まれて
いないのか？

図５ カテキン、カフェイン、テアニ
ンの抗ストレス効果の相互作用

これからはテアニン

図 低カフェイン茶の水出しによる成分浸出

Q８ カフェインやカテキンとテアニンの関係は？
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43

� 血圧降下

� 脳神経機能調整

� 血管性痴呆症予防作用

� 抗腫瘍剤効果増強

� 肝がん細胞浸潤抑制作用

0 10 20 30 40 50 60

Theanine
(SHR)

Control
(SHR)

Theanine
(Normal)

Control
(Normal)

-△Mean Blood Pressure (mmHg)

0 10 20 30 40 50 60

Theanine
(SHR)

Control
(SHR)

Theanine
(Normal)

Control
(Normal)

-△Mean Blood Pressure (mmHg)

Effect of theanine on mean blood pressure in normal and spontaneous
hypertensive rats (SHR)

(H. Yokogoshi, et al. Biosci. Biotechnol. Biochem. 59, 615-618 (1995))

（Japanese Green Tea，2001）

テアニン投与後の時間（分）

ド
ー
パ
ミ
ン
放
出
量
（
％
）

図 脳線条体へのテアニン投与によるドーパミン放出量の増加
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図 M5076胆がんマウスの肝転移に対するDOXの作用
とテアニンの併用効果（スコア 0：正常～５：75％以上）

テアニンの機能性 茶のビタミン類

ビタミン類には14種類あるが、茶には13種類

が含まれる。製茶工程などにより、ビタミン
類の含量は異なるものがある。

Q６ お茶にした時もビタミンは取れるのか？
Q７ 抹茶は油溶性ビタミンの分解を防げるのか？
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静岡県立大学 茶学総合研究センター 中村順行

茶にまつわる最近の事情
～機能性と輸出について～

Camellia sinensis
から作られる多様な
お茶は、カフェイン、
カテキン、テアニン
などの特異成分を含
むが故に世界中の
人々を虜にした

茶経

茶の始まり

神 農

西暦500年前後に陶弘
景(452-536)がまとめた

『神農本草経』に「神農
嘗百草、日遇七十二
毒、得荼而解之

陸 羽

喫茶養生記

①茶は身体衰弱、意志消沈のときは、
気力を強くする。

②茶は人を愉快な気持ちにさせ、酒の酔
いを醒まし、睡気を起こさない。

③茶は小便の通じが良く、喉の渇きをと
りさり、消化不良をなくす。

④茶は身を軽くし、脚気によい。
⑤茶は精神を整え、内臓を和らげ、身体

の疲労をやすらかに除く。

茶
者
養
生
之
仙
薬
也

延
齢
之
妙
術
也

4

次々にヒトで明らかにされる機能性

25%

75%

水溶性成分

☆カテキン類(10～18%)；抗

酸化、抗菌、抗がん、生
活習慣病予防、消臭、抗
アレルギーなど

☆カフェイン(3～4%)；眠気防
止、強心、二日酔い防止

☆フラボノール(0.6～0.7%)；
抗酸化、抗がん、免疫活
性

☆ビタミンC(200mg%)；抗酸
化、免疫活性

☆ビタミンB(1.4mg%)；抗酸
化、口内炎予防

☆サポニン(0.1%）；抗喘息、
抗菌、血圧効果

☆テアニン(0.6～2%)；リラッ
クス、血圧効果

などなど

不溶性成分

☆食物繊維(20～30%)；
便秘予防、大腸がん
予防、心疾患予防

☆たんぱく質(24%)；栄養
☆βカロテン(20mg%)；

抗酸化、抗がん、抗糖
尿、抗心疾患、免疫活性

☆ビタミンE(25～70mg%)；
抗酸化、抗がん、免疫
活性

☆クロロフィル(0.80%)；
がん予防、抗突然変
異、抗腫瘍、免疫活性

茶はカテキンを始め多くの特異的な成分を含有し、それぞれ機能性を
もつため、その機能性を活かした商品も数多く開発されている

３５％

６５％

機能性を主体とした茶成分とその特性 茶の成分は温度の違いで浸出量が異なる

Q 温かいお茶と冷たいお茶で差があるのか？
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カテキン類による機能性

� 抗ガン

� 抗酸化

� 血中コレステロール抑制

� 脂肪吸収抑制

� 抗菌、抗ウイルス

� 虫歯予防

� 腸内フローラ改善

� 消臭

� 血圧上昇抑制 などなど

カテキン類による抗がん作用

カテキンなどによるDNA修復作用

がんと緑茶に関する疫学的調査研究のまとめ

Q１ お茶を飲む習慣がどの程度がんを予防しうるのか？

前向きコホート研究：

まだ病気になっていない人達を対
象に調査し、数年後の追跡で発病
を調査する方法

症例対照研究：
特定の病気が発症した人を対象
に、健常人との比較調査する方法

緑茶と胃がん ～日本人を対象とした「前向きコホート研究」のまとめ～

文 献
期 間

対 象
関連の強さ

著 者 年 性別 人数 年齢
死亡又は

罹患
死亡又は
罹患数

Nakachi 他 2000 1986～1999 男性・女性 8,552 ４０＋ 死亡 140 

Tsubono 他 2001 1984～1992
男性 11,902 

４０＋ 罹患
296 ↑

女性 14,409 123 

Hoshiyama 他 2002 1988～1997
男性 30,370 

40～79
死亡 240 

女性 42,481 119 

Sasazaki 他 2004 1990～2001
男性 34,832 

40～59 罹患
665 

女性 38,111 227 ↓↓(下部)

Khan 他 2004 1984～2002
男性 1,524 

４０＋ 死亡
36 

女性 1,634 15 

Sauvaget 他 2005 1980～1999 男性・女性 38,576 34～98 罹患 1,270 

Kuriyama 他 2006 1995～2001
男性 19,060 

40～79 死亡
138 

女性 21,470 55 

Suzuki 他 2009 1999～2006 男性・女性 12,251 65～84 死亡 68 

※関連の強さ：上向き矢印はリスクを上げ、下向きは下げる。

緑茶と胃がん ～日本人を対象とした「症例対照研究」のまとめ～

文 献

期 間

対 象
関連の強

さ著 者 年 性別 年齢
症例
人数

対照人数

Tajima 他 1985 1981～1983 男性・女性 40～70 93 186 ↓

Kono 他 1988 1979～1982 男性・女性 20～75 139
病院 2,547 ↓

一般住民 278 ↓↓↓

Inoue 他 1998 1990～1995 男性・女性 ４０＋ 893 21,128 ↓

※関連の強さ：上向き矢印はリスクを上げ、下向きは下げる。

胃がんに着目した緑茶との関係
～緑茶と健康のメカニズム～
機能効用ナビゲーション2013

笹月 静(国立がん研究センター)
津金昌一郎(がん予防検診研究

センター) より引
用

カテキン類による抗体脂肪抑制作用 お茶による抗糖尿作用

カテキン：アミラー
ゼやグルコシラー
ゼ活性の阻害

１型糖尿病：脾臓のβ細胞の破壊によるインスリン欠
乏により、高血糖、糖尿病へと至る。

２型糖尿病：インスリンは存在するが、その分泌量が
減少し、筋肉、脂肪組織へのブドウ糖の取り込み能
が低下(インスリン抵抗性が増大)し、結果として血中

のグルコースが肝臓や脂肪組織でグリコーゲンとして
貯蔵されず、血中のグルコースが正常範囲を逸脱し
て高い血糖値となり、糖尿病となる
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糖尿病発症リスクの軽減

境界型糖尿病患者への緑茶カテキン投与試験(空腹時
血糖値、投与量500㎎/日）

茶カテキンの血漿インスリン値に及ぼす恵お経(ヒト試験)

お茶の抗糖尿作用 Q２ 糖尿病改善において緑茶のマルチな
作用メカニズムは？

EGCG、テアフラ

ビンなどによる多
彩な作用

ア
ミ
ラ
ー
ゼ
や
グ
リ
コ
シ
ダ
ー
ゼ
の
活
性

を
阻
害
し
、
グ
ル
コ
ー
ス
の
生
成
を
抑
制

抗動脈硬化(ヒトを対象と

した調査)

ヒトの血漿HDLコレステロール濃度に対する茶カテキン
の影響(毎日茶カテキン剤５錠(500mg)投与)

HDL(善玉)が有意に上昇⇒動脈硬化の抑制

茶及びコーヒー消費と血清コレステロールレベル(LDL(悪玉))
ー●ー 紅茶、 －－ コーヒー

緑茶の消費と血清脂質との関係(コホート研究)

Q  お茶を飲む習慣がどの程度動脈
硬化を予防しうるのか？

動脈硬化抑制作用

マクロファージは酸化LDLを際限なく食べ、泡沫細胞へと形質転換する。泡沫細胞はやがて壊死し、細胞

外に脂質や細胞片を残し、内膜に脂肪斑を形成する。これらが大きくなり、内皮細胞を破裂させ、そこに血
液凝固が起こり、血栓が形成され、それが完全に血管をふさぐと梗塞となる

茶による消臭効果 Q ①生理的・病的な口臭、②飲食等の口臭の
二つに対する茶カテキンの作用は同じか？

� 血圧降下

� 脳神経機能調整

� 血管性痴呆症予防作用

� 抗腫瘍剤効果増強

� 肝がん細胞浸潤抑制作用

0 10 20 30 40 50 60

Theanine
(SHR)

Control
(SHR)

Theanine
(Normal)

Control
(Normal)

-△Mean Blood Pressure (mmHg)

0 10 20 30 40 50 60

Theanine
(SHR)

Control
(SHR)

Theanine
(Normal)

Control
(Normal)

-△Mean Blood Pressure (mmHg)

Effect of theanine on mean blood pressure in normal and spontaneous
hypertensive rats (SHR)

(H. Yokogoshi, et al. Biosci. Biotechnol. Biochem. 59, 615-618 (1995))

（Japanese Green Tea，2001）

テアニン投与後の時間（分）

ド
ー

パ
ミ

ン
放

出
量

（
％

）

図 脳線条体へのテアニン投与によるドーパミン放出量の増加
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図 M5076胆がんマウスの肝転移に対するDOXの作用
とテアニンの併用効果（スコア 0：正常～５：75％以上）

テアニンの機能性
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図５ カテキン、カフェイン、テアニ
ンの抗ストレス効果の相互作用

これからはテアニン

図 低カフェイン茶の水出しによる成分浸出

Q カフェインやカテキンとテアニンの関係は？
ストレスの解消から寿命の延伸を

高齢者・次世代向けお茶の開発
☆ 睡眠の質の改善
☆ ストレスの緩和

カテキン、カフェイン、テアニンの抗ストレス効果の相互作用

水出し煎茶の特質
・苦渋みが少ない

ガレート型カテキンの溶出が少
カフェインが少ない

・甘味が強い
アミノ酸の溶出比率が高い

↓

免疫機能の強化

低カフェン茶を
水出しにする

特定保健
用食品

栄養機能食品

機能性
表示食品

医薬品

栄養機能性食品
・栄養成分の含有表示が可能
・栄養機能について表示可能

例：カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です

特定保健用食品(特保)
・栄養成分の含有表示が可能
・特定の保健用途の表示可能
・疾病リスクの低減表示が可能

例：糖の吸収を穏やかにし、
血糖値の気になる方に適します

機能性表示食品
・栄養成分の含有表示が可能
・機能性関与成分の機能性が表示可能
・目、鼻などの部位を表示可能
・特保にない疲労、ストレス、睡眠などの用語が使用可能

例：本品はメチル化カテキンを含んでいるため花粉が気になる
方の目や鼻の調子を整えます

最近、茶の効能にも科学的エビデンスが

・食事の生茶
・テアニン
・テアニンの働き

で健やかな眠り
をサポートする
麦茶

・べにふうき緑茶
ティーバッグ(メチル
化カテキン)

機能性表示食品と特定保健用食品の相違(HPより引用)

特定保健用食品の市場規模の推移

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 資料より

保健の用途別市場構成の推移

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 資料より
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特定保健用食品の表示許可・承認品目の推移

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 資料より

特定保健用食品の表示許可品目数の推移

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 資料より

特定保健用食品の販売経路別及び種類別市場構成

特定保健用食品の販売経路別市場構成
清涼飲料水

茶系飲料、炭酸飲料、果実飲料、ゼリー飲料、コーヒー、粉末清
涼飲料など

乳製品 乳酸菌飲料、発酵乳など

加工食品・調味料
大豆加工品、穀物加工品、食肉・魚肉加工品、調理油、マーガリ
ン、マヨネーズ、甘味料など

菓子・その他
キャンディ、クッキー、ビスケット、チューインガム、チョコレート、錠
剤、粉末、青汁など

特定保健用食品の種類別市場構成

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 資料より

茶を中心とした特定保健用食品の機能と成分

特定保健用食品の機能と成分

保健の用途 茶に係る成分 代表的な商品例
整腸 （オリゴ糖、乳酸菌、食物繊維）
コレステロール 茶カテキン カテキン緑茶
血圧 各種ペプチド ペプチド茶
骨・ミネラル （カルシウム、イソフラボン等)
歯 茶ポリフェノール、緑茶フッ素

血糖値 難消化デキストリン(※添加)
からだすこやか茶Ｗ、京優茶緑茶、健茶
王、食事と一緒に十六茶、食事のおとも
に食物繊維入り紅茶、緑の力茶、食前茶

中性脂肪・体脂肪
茶カテキン、ウーロン茶重合ポ
リフェノール

伊右衛門特茶、ヘルシア緑茶、からだす
こやか茶Ｗ、十六茶Ｗ、カテキン緑茶

整腸 コレステ
ロール

茶を中心とした特定保健用食品例

血圧 血糖値

茶を中心とした特定保健用食品例

中性脂肪・体脂肪
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茶を中心とした特定保健用食品例
最近では Ｗ効果の商品が出現

機能性表示食品

コレステロール 18 肌 25
体脂肪・中性脂肪 125 関節 16
血糖値 34 骨・筋肉 16
ストレス 21 お腹の調子 54
血圧 31 目や鼻の不快感 6
疲労・睡眠 20 目の機能 36
記憶の精度 8

茶関係の機能性食品表示商品

商品名
食品の区

分
機能性関
与成分

商品名
食品の区

分
機能性関
与成分

商品名
食品の区

分
機能性関
与成分

食事の生
茶

ペットボト
ル

難消化性デ
キストリン

お～いお茶
巡りさらら

ペットボト
ル

モノグルコシ
ルヘスペリ
ジン

サンフェノ
ンEGCｇカ
プセル

サプリメン
ト

エピガロカ
テキンガ
レート

アサヒ　め
めはな茶

ペットボト
ル

メチル化カ
テキン

お～いお茶
日本の健
康　玄米茶
350

ペットボト
ル

難消化性デ
キストリン

サンテアニ
ン200

サプリメン
ト

L-テアニ
ン

テアニン サプリメント L-テアニン
ほっと食事
の生茶

ペットボト
ル

難消化性デ
キストリン

お～いお
茶　日本
の健康
玄米茶

ペットボト
ル

難消化性
デキストリ
ン

テアニンの
働きで健や
かな眠りを
サポートす
る麦茶

ペットボト
ル

L-テアニン テア眠 サプリメント L-テアニン
テアニンタ
ブレットT

サプリメン
ト

L-テアニ
ン

べにふうき
緑茶ティー
バッグ

ティーバッ
グ

メチル化カ
テキン

リフレの
ぐっすリず
む

サプリメント L-テアニン
テアニン快
眠粒

サプリメン
ト

L-テアニ
ン

快眠サプリ サプリメント L-テアニン FREE　Tea
ペットボト
ル

GABA
血圧が高
めの方の
健康緑茶

粉末
ヒハツ由
来ピペリン

茶に係る機能性表示食品申請状況（平成28年5月まで）

機能性表示食品

茶にかかわる機能性表示食品の成分

茶にかかわる機能性表示食品の種類

※ モノグルコシルヘスペリジンはみ
かんなど柑橘類の果実の皮や袋か
ら抽出されるポリフェノールの一種

べにふうき緑茶 ティーバッグ(HPより引用)

JAかごしま茶業株式会社

機能性関与成分名
メチル化カテキン

表示しようとする機能性
本品には、メチル化カテキンが含まれます。
メチル化カテキンは、ハウスダストやほこり
などによる目や鼻の不快感を軽減すること
が報告されています

当該商品が想定する主な対象者
ハウスダストやほこりなどにより、目や鼻に
不快感を有している成人男女

摂取量の目安
1日当たり３包９ｇ、1日当たりメチル化カテキンで３４ｍｇ
摂取方法
大きめのマグカップに１包入れ、熱湯を150～180ml注いで、2分間ティーバッグ
を上下に良く振って抽出してから飲んでください

べにふうき緑茶 三種類が受理(HPより引用)

荒畑園（静岡県牧之原市）

機能性関与成分名
メチル化カテキン

表示しようとする機能性
ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不
快感を軽減することが報告されています

当該商品が想定する主な対象者
ハウスダストやほこりなどにより、目や鼻に
不快感を有している成人男女

摂取量の目安 1日当たり
スティックタイプ2.4g（スティック4本）
粉末茶2.4g（付属のスプーン8杯分）
ティーパックタイプ9g（ティーパック3包）
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静岡県経済連でも 申請中

商品名
揉一ひとえ？？
機能性関与成分名
茶カテキン？
表示しようとする機能性
体脂肪や肥満関係？

カテキンにはこれまでに多くの
研究実績があり、また総説論文
も多い。

案
カテキン含有量〇〇mg。
1日当たり３本の粉末茶入

りスティックをお湯または
水に溶かして飲用してい
ただく

世界における茶の生産の現状

世界的には、茶の生産量は緑茶に関心が
高まり、毎年10万t程度づつ増加している。

インド

ケニア

スリランカ

茶業の好況を受け、コスト低減のため
手摘みから機械摘採が急速に進展
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世界の茶の生産量と緑茶の推移

緑
茶
の
比
率

茶
生
産
量

緑茶は機能性の高まりから
増加している

米国での販売例
谷本氏から借用

世界における緑茶の飲用状況

日本茶は、

文化性・機

能性面から

世界の憧れ

的な嗜好品
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億円t

数量

63.9億円

2,848トン

日本茶（緑茶）の輸出の推移

輸
出
数
量

輸
出
額

日本茶(緑茶)の輸出の推移

ドイツ 140トン
7.7億円

アメリカ 1406トン
30.1億円

カナダ 188トン
3.1億円

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 205トン
6.1億円

台湾 365トン
4.2億円

日本茶（緑茶）の主な輸出先(H25年度)

全体 1位 2位 3位
H20 1,701 アメリカ 776 カナダ 162 ドイツ 124
H21 1,958 アメリカ 1,063 カナダ 149 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 131
H22 2,232 アメリカ 1,136 カナダ 172 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 169
H23 2,387 アメリカ 1,228 カナダ 198 台 湾 171
H24 2,351 アメリカ 1,127 台 湾 262 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 257
H25 2,848 アメリカ 1,406 台 湾 365 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 205

近年の緑茶の輸出状況 (単位:ﾄﾝ)

タイ 131トン
2.1億円

香港 78トン
2.1億円

マレーシア 78トン
1.3億円

フランス 56トン
1.5億円

オランダ 29トン
1億円

日本茶の主な輸出先(平成25年度)

数量(t) 金額(百万

円)
数量(t) 金額(百万

円)
円/kg 数量 金額 紅茶

韓国 17.8 14.0 7.2 14.7 2 ,050 0.4 1.0
香港 66.0 111.1 77.7 172.6 2 ,221 1.2 1.6
台湾 21.8 52.2 378.1 439.9 1 ,163 17.3 8.4
中国 0.6 3.3 22.5 45.9 2 ,036 35.5 14.0
シンガポール 67.5 168.5 213.4 641.7 3 ,007 3.2 3.8
タイ 23.1 56.5 132.4 220.2 1 ,662 5.7 3.9
マレーシア 12.1 22.3 66.4 132.2 1 ,991 5.5 5.9
イギリス 22.7 52.0 25.6 73.3 2 ,859 1.1 1.4
ドイツ 101.8 151.0 154.5 456.8 2 ,956 1.5 3.0
フランス 17.8 64.3 56.0 153.4 2 ,737 3.1 2.4
イタリア 13.8 20.8 10.8 19.1 1 ,765 0.8 0.9
オランダ 37.4 78.9 30.4 109.7 3 ,608 0.8 1.4
スイス 3.1 8.4 8.8 33.3 3 ,792 2.8 4.0
カナダ 56.1 59.0 189.4 318.9 1 ,683 3.4 5.4
アメリカ 253.5 415.5 1444.0 3129.8 2 ,167 5.7 7.5
ロシア 1.2 4.2 2.9 7.4 2 ,534 2.5 1.8
　※　1)、2)；茶関係資料(2003、2014版)、公益社団法人日本茶業中央会編

           Commodity Problems {Intergovemmental Group on Tea 2012} Colombo, SriLanka

      4)；推定緑茶消費量＝(2013年茶生産量2),3)＋輸入量3)）－推定紅茶消費量

       3)；Annual Bulletin of Statisics(2014) International Tea Committee, Committee on

輸出国

増減比較
(2013/2002)

2002年1) 2013年2)

国名 茶種
調査
数

平均金額
(円)

金額の幅(円)

煎茶 5 637 372～900
玄米茶 3 293 202～420
ティバッグ 9 22 15～35
煎茶 7 719 379～1,048
玄米茶 1 1,225 1,225
ティバッグ 2 20 20
煎茶 6 1,460 542～2,437
玄米茶 2 1,787 1,623～1951
ほうじ茶 1 671 671
ティバッグ 1 19 19
煎茶 4 1,275 473～2,298
抹茶 3 3,925 2,152～6,888
玄米茶 1 278 278
ティバッグ 4 50 37～64
煎茶 2 1,089 264～1,914
抹茶 5 3,404 2,475～4794
玄米茶 2 374 348～400
ティバッグ 2 79 73～85
煎茶 8 2,078 1,100～3,542
抹茶 1 11,000 11,000
玉露 1 4,982 4,982
玄米茶 2 1,414 720～2,108
ほうじ茶 1 900 900
番茶 1 675 675
ティバッグ 6 47 38～61

※　データはJETRO「世界の農林水産物・食品小売価格(2011～2012)」より改変

※　茶の金額は円/100gとし、ティバッグは円/１バッグ当たりに換算した

ロシア

台湾

米国

中国

フランス

イギリス

日本からの輸出状況
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世界における日本茶の飲用実態世界における緑茶の生産量
と輸出量

生産量
約150万ｔ

日本
約 8万t

輸出量
約33万ｔ

日本
約０．３５ｔ

日本茶の世界における実態 日本茶の選ばれる理由

アジアでは和食に合う、文化性が高い、北米では美味しい、香味機能性が豊かなど
の理由で日本茶が選ばれている

米国における茶飲料状況

米国における茶の消費量は激増
し、マーケット規模も拡大し、これ
までのアイスティー、ティーバッ
グ、紅茶中心から緑茶へのシフト
も見られ始めている。

知って
いる

食べたこ

と飲んだ

ことがある

とても食
べたい

やや食
べたい

全く食べ
たくない

(菓子類) 71.0 49.0 42.0 35.0 9.0

(飲料) 84.0 63.0 47.0 37.0 5.0

(食べ物) 54.0 35.0 40.0 36.0 5.0

(その他

の緑茶

加工品)

44.0 27.0 24.0 38.0 9.0

緑茶加工品・緑茶を使用したものについて？

抹茶・粉末茶の多用途利用

抹茶ラテ、抹茶アイスのように海外から日本
に逆輸入

緑茶加工品・緑茶を使用した料理などについてどのように感じますか？

抹茶・粉末茶についての感想 日本茶のポジショニング
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粉末茶に対して求める価値

米国における緑茶輸入国の推移
2009 2013 伸び率

インド 604 3.9 1036 4.6 1.72
中国 8546 55.6 14234 63.2 1.67
日本 1416 9.2 1700 7.5 1.20
ドイツ 1165 7.6 732 3.2 0.63
ブラジル 314 2.0 508 2.3 1.62
台湾 375 2.4 426 1.9 1.14

合計 15236 99.1 22534 100.0 1.48

Internatioal tea committee

米国における日本茶 米国における緑茶の大部
分は中国茶(63%)であり、
日本茶は7.5%にとどまる。

また、大部分はティーバッ
グで飲まれているが、価格
は高い。

「海外市場の飛躍的拡大を目指す

高品質抹茶の低コスト製造技術の開発」

静岡県立大学 茶学総合研究センター 中村順行

１．高品質抹茶の低コスト製造技術の開発と実用化

（５）高級抹茶の特性を活かした輸出戦略の構築

日本茶インストラクター 桑原秀樹氏の
発表より作図一部追加

碾茶 1740 t

統計上は
抹茶・粉末茶 4,000 t

お点前用(上級茶）
200 ｔ (5%)

石臼＆その他
粉砕機による
食品加工用粉末
3,800 ｔ (95%)

今後、飲用・食品加
工用の中・下級粉末
は需要増加が期待
される。

将来需要

6,000 ｔ
(60%)

(40%)

抹茶・粉末茶の流通量予測

かぶせ茶の生産量の推移

抹茶・粉末茶の位置づけは？

米国と日本における抹茶・粉末茶の
販売価格は二山型となるが、抹茶と
粉末茶の混在が見られ、正当な価
格形成がされていない部分も多い

「粉末茶マーケティング戦略の構築」の成果より
～米国では～

日本産と他国産の違いの認識度

産地（日本産か否か）の判別分析

日本産と判別

その他と判別

日本産と他国産との違いは成分
分析により判別の可能性は高い

価格とクロロフィルa含量の関係

価格とアルギニン含量の関係

「粉末茶マーケティング戦略の構築」の成果より
〜他国産と成分により判別〜



2016/10/21

10

55

CTC及び揺青機により試作した茶の台湾におけ
る嗜好調査(200名強の若者を対象とした)

各空港における茶種ごとの100g当たり金額外国人の購入する茶種(n=77)

 表 インバウンドが購入する各種茶の金額と特質 

容量g（円） 100ｇ当たり円
関東 煎茶 ｰｰｰ 1,000 試飲させて販売

抹茶 ｰｰｰ 3,000 カフェの併設
玉露 ｰｰｰ 2,500

８８(1,235) 1,558 お土産用が主体
３０(1,624) 6,125 日本風のパッケージ
５８(2,382) 4,049 30～50g容量が良

茶　種
金　　　　　額

特　　　質

小売店；和風に拘り、実際に飲んでいただいて販売。英語での説明があればなお
良。玄米茶、焙じ茶も人気。
空港；和風のパッケージが重要。お土産用が主のため、一度に数個の購入が多
い。容量は30～50g程度。

関西
小売店

空　港
煎茶
抹茶

玉露

「日本茶海外輸出(革新的事業)」の成果より
〜インバウンドに関して〜

小売茶店における外国人
客の増加の割合(n=79)

日本茶輸出 2020年目標と対策

１．世界が日本茶の言葉は知っていても実物を知らない。

⇒せめては冠に日本茶の文字がほしい。
２．輸出相手国別にニーズが異なる。

⇒まずは、輸出国ターゲットを決める。
３．国内の残留農薬基準が、輸出国別に異なる。

⇒輸出国別に対応する。
４．国内生産体制が輸出向きに整備されていない。

⇒輸出するなら整備するしかない。有機栽培、抹茶等
５．輸出取引先の選定と商品化ができていない。

⇒まずは、取引先が重要。

日本茶輸出 の課題

輸出は、市場に出すのとは異なり、相手のニーズに合った
生産が必要。 作れば売れるなんてことはない!!
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理系女子 夢みっけ

夏の体験 in 県大

静岡県立大学
U N I V E R S I T Y  O F  S H I Z U O K A

2

１ お茶とは

２ お茶の機能性(カテキン)

３ 闘茶について

3

チャの分類

Genus Camellia
Subgen. Protocamellia
Subgen. Camellia
Sect. Oleifera

C.oleifera
C.sasanqua

Sect. Camellia
C.japonica

Subgen. Thea
Sect. Thea

C.sinensis
var.sinensis
var.assamica

C.taliensis
C.irawadiensis

Sect. Chrysantha
C.chrysantha

Subgen. Metacamellia
4

ツバキ（山茶）科に属する永年性常緑樹

1935年 第6回世界植物学会議

チャ属とツバキ属をツバキ（Camellia）属とする

1958年 Sealy 「ツバキ属の改訂」：チャをツバキ属チャ節とする。

チャ節（Section Thea）

チャ（C. sinensis (L.) O. kuntze）

中国種（ C. sinensis var. sinensis ）

アッサム種（C. sinensis var. assamica）

引用文献 Sealy,J.R.:

A revision of the genus Camellia, Royal Horticultural 
Society, London, p.239 (1954)

お茶の木はツバキの親戚？

おチャとは

5

アッサム種と中国種

アッサム種 中国種

Camellia sinensis
から作られる多様な
お茶は、カフェイン、
カテキン、テアニン
などの特異成分を含
むが故に世界中の
人々を虜にした

茶経

茶の始まり

神 農

西暦500年前後に陶弘
景(452-536)がまとめた
『神農本草経』に「神農
嘗百草、日遇七十二
毒、得荼而解之

陸 羽
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漢 三国 普 隋 唐 宋 元 明 清 中国

0 100 500 1000 1500 2000

縄文 弥生 飛鳥奈良 平安 鎌倉 室町 安土桃山江戸 明治大正昭和平成

発酵茶

緑茶

茶経 喫茶養生記 紅茶が世界
に広まる

茶には2000年の歴史。時代とともに多様に進化

食べる茶 味

香り

ヨーロッパにおける紅茶文化

中国からは
茶の機能性

日本からは
もてなしの文化

コーヒーハウスからティハウスに

茶の効能論争

緑茶 ⇒ 紅茶 ⇒ アフタヌーンティ

砂糖

ミルク

東洋文化への憧れ
から自国の文化に

シノワズリー
(中国趣味)

茶の湯の文化

コーヒーから紅茶に

エール(ビールの一種)
肉食文化

何故、お茶が世界中で愛飲されているのか？

①向精神作用(心に効く、ナルコチックス)
エナジードリンク、Cool Exciting、目覚まし草

②機能性作用(当初から薬用植物として認知されている)
神農本草経(最古の薬書：上薬)、喫茶養生記、紅茶論争、等々

③文化的飲み物
東洋の神秘、茶の本(岡倉天心)、茶の湯、紅茶文化

④豊かな香味、美味しい飲み物

⑤多彩なバリエーションを創り上げることが可能

⑥その他
植民地戦略、アルコールとの関係

茶の分類
緑茶（不発酵茶）
蒸し製緑茶(日本式)
釜炒り製緑茶(中国式)

青茶「ウーロン茶」（半発酵茶）
紅茶（発酵茶）
※発酵：葉の酵素による酸化反応
黒茶「後発酵茶」（堆積茶）

※発酵：微生物発酵
その他
白茶
黄茶
二次加工茶

最近では中国式の６茶種に分類されることが多い

同じ茶葉から様々なお茶が簡単に作れます

生 葉 緑 茶 紅 茶

カテキン類 カテキン類 ⇒ テアフラビン、テアルビジン
クロロフィル クロロフィル ⇒ フェオフイチン
ビタミンＣ ビタミンＣ ⇒ 消失(酸化物、分解物)
香り 青葉様香気 ⇒ 花様香気

お茶の種類の多様性
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日本への茶の伝来

North china root

Central china root

South china root

北中国・韓国ルート

奈良時代( A.D.700頃)

中中国ルート
固形茶、粉末茶の伝来 ⇒抹茶

（A.D.1100頃)

南中国ルート
淹茶の伝来 ⇒ 煎茶

( A.D.1600頃)

喫茶養生記

①茶は身体衰弱、意志消沈のときは、
気力を強くする。
②茶は人を愉快な気持ちにさせ、酒の酔
いを醒まし、睡気を起こさない。

③茶は小便の通じが良く、喉の渇きをと
りさり、消化不良をなくす。

④茶は身を軽くし、脚気によい。
⑤茶は精神を整え、内臓を和らげ、身体
の疲労をやすらかに除く。

茶
者
養
生
之
仙
薬
也

延
齢
之
妙
術
也

15

茶種の変遷

平安時代 団茶 上流階級

鎌倉時代 抹茶 武士、上流階級

江戸時代 抹茶、煎茶、釜炒り茶 上流階級

番茶 庶民

明治時代 煎茶、番茶

輸出用各種茶 輸出用

現在 機械製煎茶 国内用

日本における主要な茶の推移 日本においてもお茶が文化を生み出した

一茶 茶筒 茶飯事
茶うけ 茶碗 茶化
す 茶話会 茶菓
茶番 茶色 茶寿
茶堂 海老茶 茶飲
仲間 茶目っけ 浮
世茶屋 目茶目茶
茶托 滅茶苦茶 無
茶苦茶 日常茶飯事
茶番劇 茶髪 茶巾
茶目 お茶の子 茶
腹 お茶の間 茶箪
笥 茶尻 茶坊主日本文化には仏教と茶を切り離して語れない

17

SAITAMA

GIFU

AICHI

SHIGA
KYOTO

NARA

FUKUOKA

NAGASAKI KUMAMOTO

MIYAZAKI

SHIZUOKA

KAGOSHIMA

MIE

県 名 面積
(ha)

生産量
(1000t)

静岡県 19,900 39,900

鹿児島県 8,530 24,100

三重県 3,270 7,620

熊本県 1,640 1,740

京都府 1,560 2,970

福岡県 1,580 2,330

宮崎県 1,620 3,830

埼玉県 1,130 926

佐賀県 1,030 1,930

その他 7,940 6,754

合 計 48,200 92,100

日本における茶の生産

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1960 1970 1980 1990 2000 2010

静岡 鹿児島

静岡と鹿児島の生産量の推移

18
18

日本茶の種類別生産量比率

煎茶
63.4%

番茶
24.8 %

かぶせ茶

4.8 %

玉緑茶
2.7 %

てん茶

1.2 %
玉露

0.2 %

その他
2.2 %

日本における種類別茶種の比率 (2013)
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25%

75%

水溶性成分

☆カテキン類(10～18%)；抗
酸化、抗菌、抗がん、生
活習慣病予防、消臭、抗
アレルギーなど

☆カフェイン(3～4%)；眠気防
止、強心、二日酔い防止

☆フラボノール(0.6～0.7%)；
抗酸化、抗がん、免疫活
性

☆ビタミンC(200mg%)；抗酸
化、免疫活性

☆ビタミンB(1.4mg%)；抗酸
化、口内炎予防

☆サポニン(0.1%）；抗喘息、
抗菌、血圧効果

☆テアニン(0.6～2%)；リラッ
クス、血圧効果

などなど

不溶性成分

☆食物繊維(20～30%)；
便秘予防、大腸がん
予防、心疾患予防

☆たんぱく質(24%)；栄養
☆βカロテン(20mg%)；
抗酸化、抗がん、抗糖
尿、抗心疾患、免疫活性

☆ビタミンE(25～70mg%)；
抗酸化、抗がん、免疫
活性

☆クロロフィル(0.80%)；
がん予防、抗突然変
異、抗腫瘍、免疫活性

機能性を主体とした茶成分とその特性

茶はカテキンを始め多くの特異的な成分を含有し、それぞれ機能性を
もつため、その機能性を活かした商品も数多く開発されている

３５％

６５％

20

次々にヒトで明らかにされる機能性

21

カテキン類による抗体脂肪抑制作用 茶による消臭効果

茶による口臭抑制効果 抗アレルギー効果
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美肌？ 阻害要因 カテキンによる美肌効果

27

闘茶とは

闘茶（とうちゃ）とは、中世に流行した
茶の味を飲み分けて勝敗を競う遊び
。日本では回茶・飲茶勝負・茶寄合・
茶湯勝負・貢茶、中国では茗茶・銘
闘などの異名がある。

28

闘茶の歴史

鎌倉時代の後期、全国各地に名産地茶が誕生してきた頃、宋か
ら「お茶の味を飲み分けて勝負を競う」『闘茶』が伝わってきた。

我が国でもそれを楽しもうと各産地のお茶を集め、それを飲み当
てる闘茶に興じるようになった。

次第に盛んになった「闘茶」は、上流階級だけでなく庶民にも広が
りを見せ、それにつれて次第にギャンブル性を帯び、中には家・屋
敷まで賭けるにも至り乱世の一因にまで発展した。

そのため、建武3年に足利幕府により禁令が出されてしまった。

現在では、茶鑑定能力錬磨のためのビッグな競技大会が年1回
開催されている。

29

闘茶で使用される茶の例

☆金額別茶
☆産地別茶
☆摘採期別茶
☆品種別 等々

今回のお茶は？
初級編 茶種です

煎茶
焙じ茶
紅茶
ウーロン茶
プーアル茶

30

今回使用する茶の特徴

煎茶
日本のお茶の代表。まろやかな甘味のな
かにバランスのとれたしb実が特徴。

焙じ茶
西日本などで好まれ、香ばしさと
さっぱり味が特徴

ウーロン茶
半発酵茶とも呼ばれる。萎凋により果実様
や花様の香りに特化した日本人に馴染み
やすいお茶 プーアル茶

ダイエット効果のある
お茶として人気。微
生物発酵により熟成
した風味が特徴。

紅茶
世界の７割弱の人が飲むお
茶。産地によっても異なるが
発行することで醸し出される
豊かな香りと味が特徴
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Yoriyuki NAKAMURA
Univrsity of Shizuoka

Tea Science Center

Japanese Green Tea 

～Focus to health benefits～

Tea have different chemical 
components from other plants
☆ Ｃａｆｆｅｉｎｅ

☆ Ｃａｔｅｃｈｉｎｓ ｏｆ Ｇａｌｌａｔｅ ｔｙｐｅ

☆ Ｔｈｅａｎｉｎｅ （Ｆｒｅｅ Ａｍｉｎｏ Ａｃｉｄ）

☆ Ｏｔｈｅｒｓ（Fluorine、Aluminum etc.)

Characteristics of Tea 

Lu Yu wrote the 
first definitive book 
about tea, Tea 
sutrac; Cha-Kyou.

Shen Nong

Shen Nong was an early 
emperor, scholar, herbalist 
and the Agriculture of God 
in posterior.

Lu Yu

Tea is a Medicine originally
Different kinds of Tea 
in the World

On the base of method of processing Japanese system classifies tea to three 
groups, however Chinese tea is basically divided into six groups: Green tea, 
Yellow tea, Dark tea, White tea, Blue tea, Black tea

 

 
          Steaming                Rolling      Drying            GREEN TEA        
                                                                        (Non Fermented Tea)           
                                                 
Fresh     Panning 
Tea                                                                                                
Leaves                  Parching  Rolling     Drying             BLUE TEA     
                                                                        (Semi Fermented Tea)          
                                                                                                        
                                                                                                        
          Withering      Rolling     Fermentation    Drying      BLACK TEA     
                                                                        (Fermented Tea)  
   
                     

Can make the various types of tea 
from the same leaves

Tea leaves Green tea Ｂlack tea

Catechines Catechines ⇒ Theaflavins, Thearubigins
Chlorophyll Chlorophyll ⇒ Pheophytin
Vitamine C Vitamine C ⇒ Nothing(Oxide,      

Hydrolyzate)
Aroma Fresh, Grassy ⇒ like frowerly or fruity

Comparison of chemical contents of green tea 
and black tea

Green tea Black tea

Amino acid (mg/100g) 4023.16 2355.32

Theanine (mg/100g) 875-3030 1461

Glutamic acid(mg/100g) 184-533 130

Chlorophyl(mg/g) 0.435-2.569 1.039

Carotene(mg/g) 0.0196-0.0510 0.017

Theaflavins(%) 0.00-0.33 2.31

Thearubigins(%) 0.00-11.51 14.45

EGCG(mg/g) 23.37-155.15 5.53

Total Catechins(mg/g) 36.62-279.22 17.36

Characteristic constituents of Green tea
and Black tea (Dry weight)
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The chemical contents of green tea
and black tea infusion (Dry weight %)

Green tea    Black tea

Total Catechin 30-42               3-10
Theaflavin 0                   2- 6
Polyphenol                2                     3
Flavonol 8                    24
Theanine 3                    3
Organic Acids            2                    2
Caffeine                   3-6                 3-6
Vitamine C                4                    0  

Comparison of chemical contents of 
green tea and black tea infusion

8

・Color of poured tea is green
・Components are quickly eluted for   

steam method tea
・Amino acid content is high, catechin  

small amount of high amino acid content
・Aroma have freshly grassy flavor
・Shape is needle-like with firmly twist 
・The content of vitamin C is high
・Japanese green tea has a long history and 

high cultural aspect

Characteristics of Japanese Green Tea

Chemical Composition of Various Leaf Order

  Chemical Composition of Various Leaf Order(%)

Leaf Order Tannin Caffeine Amino acids Free Sugars

One and a Bud 14.45 3.50 3.11 0.77
Second Leaf 13.02 3.00 2.92 0.81
Third Leaf 12.79 2.65 2.34 1.02
Fourth Leaf 12.69 2.37 1.95 1.59

Stem 6.23 1.31 5.73 2.61

Chemical Composition on Different Crop Season

0

5

10

15

20

25

30

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

Tannin

Free Sugars

Amino  
Acids

Caffeine

First 4.28 5.2 5.8 5.13 5.18

Third   8. 2 8.5 8.8 8.12 8.15

First 4.28 5.2 5.8 5.13 5.18

Third 8. 2 8.5 8.8 8.12 8.15

First Crop Third Crop

First serving
13%

Second
serving

10%

Third
serving

7%

Additional
servings

5%

Insoluble
components

65%

Insoluble crude fibers, Lipid, 
Chlorophyl, Carotene, Vitamin E, 
Protein, Others

Water soluble 
components

Catechins,    
Caffeine,   
Polysaccharide,   
Amino acids, 
Saponin, GABA, 
Vitamin C, 
Vitamin B, 
Fluoride,  Others

Soluble 
components

35%

Physiological functions of 
Japanese green tea components

Chemical Composition of Various Pour Tea

0

20

40

60

80

100

20℃ 60℃ 90℃

Theanine Catechins Caffeine

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Theanine Catechins Caffeine

First Cup Second Cup Third Cup

The soluble rate of chemical 
component with pour tea

The soluble rate of chemical 
component on different water temp.
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The soluble rate of chemical component is 
different on different water temp.

Theanine Sweet, Umami
Gultamic acid Umami, acidity
Epicatechin Ｂｉｔｔｅｒ
Epigallocatechin Ｂｉｔｔｅｒ
Epicatechin gallate Ａｓｔｒｉｎｇｅｎｔ, Bitter
Epigallo catechin gallate Astringent, Bitter

Caffeine Bitter

Amino Acids

Chtechins

The major component and the taste of tea

E
G
C
G

LH
The soluble 
rate of 
Catechins

H; High 
water temp.
L; Low 
water temp.

Different Characters of 
function of Japanese green tea

Vitamins
VitaminC, VitaminE, β
Carotene,

Minerals
Potassium, Posphorus, Zinc,
Manganese etc

Taste
Theanine, Amino acid,
Catechins, Caffeine etc

Aroma Terpene, Alcohol, Ester etc

Color
Flavonol, Theaflavins,
Chlorophyll

Tertiary
Function

Body
Modulating
Function

Catechins, Flavonol, Caffeine, Vitamins,
Amino acid, Minerals etc.

Nutr itional
Function

Primary
Function

Sensory
Function

Secondary
Function

Physiological functions of green tea components

Green Tea
Components

Contents Functions

Catechins 10～18%

Anti-oxidative , radioprotective , Anti-
mutagenic , Anti-tumor, Enzyme
inhibitory, Anti-hypercholesterolemic ,
Anti-hyperglycemic , Fat reducing, Anti-
hypertensive , Anti-u lcer, Anti-bacterial
etc .

Caffe ine 3～4%
Removal of fatigue, Sleepy feeling, Diuretic
etc.

Vitamin C 150～250mg% Removal of stress, Cold prevention

Vitamin B 1.4mg%
Excitometabolic action of carbohydrates and
amino acids

Vitamin E 25～70mg% Anti oxidative, Aging prevention
γ amino
butyric ac id

0.1～0.2% Anti hypertensive

Flavonoids 0.6～0.7% Halitosis prevention
Theanine 0.6～2% Anti hypertensive

Cancer development and actions of tea catechins

Cancer progresses through several stages as it develops including 
initiation, promotion, progression, and metastasis. 
Green tea catechins have been shown to exert anti-cancer effects 
at each of these stages. 

Risk reduction No risk reduction Risk reduction No risk reduction

Colon 3 6 4 3
Lung 0 4 2 3
Stomach 2 6 8 8
Osophagus 0 2 4 5
Breast 3 5 3 0
Prostate 2 0 2 0
Ovaries 1 0 2 0
Pancreas 0 2 2 1
Kidney and
bladder

0 1 1 4

liver 1 0 0 0
Endometrium 0 0 2 1
Thyroid 1 1 0 0
Blood 1 0 0 0

Cohort Case-control
Study type

Epidemiological studies on correlation between 
green tea intake and the risk of human cancer

Cohort study:          
a group of similar 
individuals who differ 
with respect to certain 
factors under study to 
determine how these 
factors affect the rates of 
a certain outcome.

Case-control study: 
two existing groups 
differing in outcome are 
identified and compared 
on the basis of some 
supposed causal attribute.

Effects of catechins on 
weight and visceral fat 
area
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Effects of catechin on dental diseases
Catechin untreated

Catechin(0.1%) untreated

Catechin untreated

Catechin(0.05%) untreated

Effects of catechin and strictinin on infection and 
replication of the influenza virus

Main 
effect of 
strictinin Comparison of the incidence of 

influenza infection

Senescence-accelerated mouse (SAMP10) shows memory decline with aging. As mice 
prefer a dark place, mice move into the dark box when placed in the light box. However, when 
mouse was given a weak electric shock through the floor of the dark box, mouse learned not 
to enter the dark room. Memory retention was tested one month later using same test. Memory 
decline was much suppressed in mice ingested green tea catechins than in control mice that 
ingested water. 

Memory retention in mice ingested catechin
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Blood flow improvement effect of theaflavins

Electroencephalographic measurement of alpha waves shows higher frequencies 
among human subjects taking theanine as compared to those taking water.

Effect of theanine on relaxation

Group and confrontational housing

After the two mice were housed separately, for
one month, in a cage with a partition, they
were housed confrontationally by removing the 
partition. Generally, group housing mice have long 
lifespan more than the stressed mice.

Shortened lifespan in stressed mice

Prolonged lifespan of mice by theanine 
intake

Effect of theanine on 
psychosocial stress
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The Japanese system of Food for Specified 
Health Uses and Foods with Function Claims

Foods in Genaral

Foods for Specified
Health Uses

(individual
approval
system)

Nutrient contents labelling,

Health claims labelling,

Food with Nutrient
Function Claims

(standard
regulation
system)

Nutrient contents labelling,
Nutrient claims labelling

Foods with
Function Claims

(individual
approval
system)

Function claims labelling

Drug
(including

quasi-drugs)

Foods with
Health Claims

Any food labeled as a nutritional supplement, a health support, or a nutrient
controlling food fails under the category

日本茶の特質

26

Foods for specified function uses

Foods with function claims The example of goods which focused on functionality

Classificat ion Fields Goods
Ut i l izat ion as tea GABA tea, Mixed tea, Low caffeine tea, etc

New form of tea
Packed tea, Tea bag, Matcha, Instant tea, Card type
tea, Tea powder, Tea capsule, Tea tablet

Beverage Can drink, Bottle, Tetra pack, Tea wine, Sport drink

Use for food
Tea noodle , Tea candy, Tea gum, Tea cake,
Tea chocolate, Tea jelly, Tea icecream, etc

Food material Tea flavor, Tea paste, Tea essence, powdered tea

Supplement
Catechin tablet, Water soluble catechin ,
Theanine tablet

For Cloth ing
use

Shirt, Towel, Socks, Handkerchief , Mask,
Pillow etc

For Medical use Catechin sh irt, Catechin cover, Catechin mask

For Make-up
use

Foundation , Cream, Catechin soap, Skincream,
Shampoo, Bath solt, Deodrant agent etc

Daily necessity Note , paper, Tissue paper, Toilet paper, Slipper

Others
Wax, Filter, Pet food, Pure tea polyphenol
compounds

New Type
of Tea

Dietary
Fie ld

Daily Life
Implement
Fie ld

New Type of Tea
～Utilization as tea～

GABA tea,  Low caffeine tea,  
Benifuuki tea, 
Mizudashisencha etc

Low caffeine tea

MizudashisenchaGABA tea

Benifuuki tea

Tea noodle, Tea candy, Tea gum, 
Tea cake, Tea chocolate, Tea jelly, 
Tea Ice cream, Tea cookie etc

Dietary Field
～Use for food～

Tea jamTea pieTea jelly

Tea gumTea candyTea noodle
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Supplement, Card type tea, Tea 
powder, Tea capsule, Tea tablet etc 

Dietary Field
～Supplement～

Tea powder
(Stick type)

Tea capsule Tea powder

Shirt, Towel, 
Socks, Mask, 
Pillow etc

Daily Life Implement Field
～For clothing and medical use～

Shirt,  Socks

HandkerchiefTowel

Bedding

Pillow

Daily Life Implement Field
～For make-up use～

Skin cream

Tea soap

Cream Skin care cream

Foundation, Cream, 
Soap, Shampoo, Bath 
solt, Deodrant agent etc

Note, Letter paper, 
Tissue paper Toilet 
paper, Slipper etc

Daily Life Implement Field
～Daily necessity～

Fan

Tissue paper

Toilet paper

Deodorant tea Sterilizer

Insole of shoe

Wax, Filter, Pet food, Pure tea 
polyphenol compounds etc

Daily Life Implement Field
～Others～

Cat food

Catechin tatami

Sterilizer

Pet food

Insecticide

Thank you for your kind attention
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Yoriyuki NAKAMURA
Ｔｅａ Ｓｃｉｎｅｎｃｅ ｃｅｎｔｅｒ
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Shizuoka 

Japanese Green Tea 

～Production Technologies～

Classification of Tea

Genus Camellia
Subgen. Protocamellia
Subgen. Camellia
Sect. Oleifera

C.oleifera
C.sasanqua

Sect. Camellia
C.japonica

Subgen. Thea
Sect. Thea

C.sinensis
var.sinensis
var.assamica

C.taliensis
C.irawadiensis

Sect. Chrysantha
C.chrysantha

Subgen. Metacamellia

Genus Camellia
Subgen. Thea

Sect. Thea
C.sinensis

var.sinensis
var.assamica

C.taliensis
C.irawadiensis    

Two major type of Tea

Chinese Type Assam Type

Variety sinensis assamica
Growth Habit Dwarf, Bush type Tall tree 
Growth Speed Slow growing Quick growing
Leaf Character istics Small, Erect, Narrow Large, Horizontal pose, Broad
Leaf Color Dark green Light green
Leaf Pose Directed upwards Horizontal
Leaf Angle ＜50 ＜70

Origin and Spread of Tea

17

17
17

Tea clipper

5

Aminority race in China

Darjeeling

Sri LankaKenya Indonesia

World Production of Tea

India

SAITAMA

GIFU

AICHI

SHIGA
KYOTO

NARA

FUKUOKA

NAGASAKI KUMAMOTO

MIYAZAKI

SHIZUOKA

KAGOSHIMA

MIE

Prefecture Area  
(ha)

Production
(1000t)

Shizuoka 18,100 33,100

Kagoshima 8,670 24,600

Mie 3,110 6,770

Kumamoto 1,500 1,300

Kyoto 1,580 2,920

Fukuoka 1,560 2,160

Miyazaki 1,510 3,870

Saitama 899 560

Saga 891 1,350

Others 6,980 6,870

Total 44,800 83,500

Area and production of tea 
(2014)

Japanese Green Tea 
Production 
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Scene of Tea Fields in Japan

Ligth Shading Field

Field in Snow

Conventional Field

Field for Riding-type Machine

Severe Shading Field

Change of Tea Fields by 
Extension of Cultivar

Yabukita

Cutting bed after one year

Seedling

Yutakamido
ri

Sayamakaori

Kanayamid
ori

Okumid
ori

Yabukit
a

Trend of Japanese Green Tea Production 
Area with Superior Cultivars 

Paper pot cutting 

Difference in roots

Paper
pot

Mother Plant

Cutting in nursery  bed

Planting of cuttng

Cutting

Seedling Clonal

Nursery bed Not necessary Necessary
Cost of nursery Low High
Root system Tap Lateral
Early growth Good Bad
Tea field Not uniform Uniform

Difference between seedling and clonal propagation

Seedling field Clonal field

Trend of tea production area

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

A
re

a 
(h

a)

Total area Area of clonal cultivars

Spread of superior cultivars by cutting Outline of characteristics of main cultivars 

Tuyuhikari

Yabkita

Kousyun

Kanayamidori

Saemidori Tuyuhikari Yabukita Kanayamidori Okumidori

Plucking time Early Slightly early Intermediate Slightl y late Late

Yield High Very high High High Very high

Quality Very good Very good Very good Good Very good

Cold injury Severe Fairly light Light Light Fairly light

Pest injury Weak Strong Weak Strong Slighly weak
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Zigzag Planting of 
paperpot cuttings

Method of frame formation of tea plant

Young tea field (First year after planting) Tea field  ( Three year after planting)

Cultivation of Japanese Green Tea

To make it the tea field which suited mechanization for plucking, the 
frame formation after transplanting is most important

Spring   Pop- up       Summer         Summer Ca- Autumn
dressing    dressing dressingⅠ dressingⅡ Mg*  dressing 

Deep
Plowing

Plucking Plucking   

Fertilizer
Dressing

Mar.Feb.Jan.

Spring   Pop- up       Summer         Summer Ca- Autumn
dressing    dressing dressingⅠ dressingⅡ Mg*  dressing 

Deep
Plowing

１ｓｔ Autumn
Plucking Skiffing

Fertilizer
Dressing

Growth of 
new shoots

Dec.Nov.Oct.Sep.Aug.Jul.Jun.May.Apr.

３ｔｈ２ｔｈ ４ｔｈ
Plucking   

Spring   Pop- up       Summer         Summer Ca- Autumn
dressing    dressing dressingⅠ dressingⅡ Mg*  dressing 

Deep
Plowing

Plucking Plucking   

Fertilizer
Dressing

Mar.Feb.Jan.

Spring   Pop- up       Summer         Summer Ca- Autumn
dressing    dressing dressingⅠ dressingⅡ Mg*  dressing 

Deep
Plowing

１ｓｔ Autumn
Plucking Skiffing

Fertilizer
Dressing

Growth of 
new shoots

Dec.Nov.Oct.Sep.Aug.Jul.Jun.May.Apr.

Spring   Pop- up       Summer         Summer Ca- Autumn
dressing    dressing dressingⅠ dressingⅡ Mg*  dressing 

Deep
Plowing

Plucking Plucking   

Fertilizer
Dressing

Mar.Feb.Jan.

Spring   Pop- up       Summer         Summer Ca- Autumn
dressing    dressing dressingⅠ dressingⅡ Mg*  dressing 

Deep
Plowing

１ｓｔ Autumn
Plucking Skiffing

Fertilizer
Dressing

Growth of 
new shoots

Dec.Nov.Oct.Sep.Aug.Jul.Jun.May.Apr.

３ｔｈ２ｔｈ ４ｔｈ
Plucking   

Plucking of new shootsFertilizer application Deep plow subsoiler

Time of fertilizer application in Shizuoka Prefecture

Cultivation of Japanese Green Tea

Hand plucking

Riding-type 
plucking machine

Change of Plucking Methods

Portable machine for 
two persons

Plucking Methods of New Shoots

Riding-type plucking machinePortable machine for two persons

Hand plucking

Hand-shear plucking

　　　　　　　           　　 Plucking efficiency

　　　　Methods

Hand plucking 10 ～       15 kg

Hand-shear plucking 100 ～ 200

Mechanical plucking

Portable machine for two persons 700 ～ 1,000

Riding machine 4,000 ～ 5,000

Self-rail-tracking machine 2,000 ～ 3,000

The amount of new shoots
 per day per person

Difference between the hand plucking 
and the mechanical plucking tea fields

Hand plucking

Mechanical plucking

☆ A new shoot is chosen and it plucking
☆ The amount of plucked shoot is

10 -15kg/day
☆ Plucking method for high grade tea

☆ All the new shoots are plucked
in fixed height

☆ The amount of plucked shoot is 700 –
1000kg/day using portable machine 
for two person

☆ Plucking method for midle grade tea

Methods of trimming and pruning
A: light trimming of canopy
B: deep trimming of canopy
C: medium pruning

Tea field after pruning Deep Trimming of Canopy

Riding pruning machine

Methods of Trimming and Pruning
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First crop injured by frost

Anti-frost fan

Sprinkler

Frost Protection
Damaged shoot

The Principle of Air Stirring Method
(Anti-frost fan)

17

Blowing warm air
Stirring air

warm

6～8m

cold

Ceiling-shelf covering

19
Covering Culture in Shizuoka

Direct covering 

Simple tunnel covering 

＜Aim>
1. to protect the new shoots 

against frost
2. to prolong the plucking 

time
3. to produce high-grade 

tea 

to produce high-grade 
tea
The color of leaves 
grown under the under 
direct covering 
improve.

Covering Culture to produce high grade tea

Direct covering 

Tannin content of crude tea (%)
0 5 10 15

non covering

covering

Free amino asid content of crude tea (%)
0 1 2 3 4 5 6

non covering

covering

※shade period : 8days, cultivar : Yamanoibuki

Fertilizer
Nutrients (kg per hectare) 

Nitrogen   Phosphate Potassium
(N)     ( P2O5)         (K2O)

Spring dressing
Pop-up dressing
Summer dressingⅠ
Summer dressingⅡ
Autumn dressing 

100            90               130
60         

110
110
160             90              140

Sum 540           180              270

Deep plow subsailer

Riding-type fertilizer-plower 
(Fertilizer application with deep plowing)

Fertilizer Application

a．Theanine

2058 mg%

c．Alanine

d．Aspartic acid
e．Alginine

f．Serine
g．Others

a．

633 mg%

b
c
d

ef g

b
c
d

ef g

First crop Second crop Third crop

Amino acid 2764 mg%                       991 mg%      617 mg%

a．
262 mg%

b．Glutamic acid

a．Theanine

2058 mg%

c．Alanine

d．Aspartic acid
e．Alginine

f．Serine
g．Others

a．

633 mg%

b
c
d

ef g

b
c
d

ef g

First crop Second crop Third crop

Amino acid 2764 mg%                       991 mg%      617 mg%

a．
262 mg%

a．Theanine

2058 mg%

c．Alanine

d．Aspartic acid
e．Alginine

f．Serine
g．Others

a．

633 mg%

b
c
d

ef g

b
c
d

ef g

First crop Second crop Third crop

Amino acid 2764 mg%                       991 mg%      617 mg%

a．
262 mg%

b．Glutamic acid

NH4
+

Ｇｌｕｔａｍｉｃ ａｃｉｄ

Ｔｈｅａｎｉｎｅ

Ｅｔｈｙｌａｍｉｎｅ

Ａlanine？ Ｔｈｅａｎｉｎｅ

Ｔｈｅａｎｉｎｅ ｉｓ ｃｏｍｐｏｓｅｄ ｉｎ ｔｈｅ ｒｏｏｔ， ａｎｄ ｓｈｉｆｔｓ ｔｏ ａ ｎｅｗ ｓｈｏｏｔ．

Biosynthesis of Theanine (Umami)
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Umami increases by Covering Culture 

to produce high-grade tea, 
Gyokuro and Tencha, 
which are known as the   
finest tea in Japan, is made 
from the leaves grown 
under the ceiling-shelf 
covering.

Culture of Gyokuro or Tencha  

Tencha

Matcha

Gyokuro

Thank you 
for your kind attention
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小島

日本平

安倍川流域

両河内

庵原

安倍奥

静岡県立大学

茶学総合研究センター 中村順行

お茶の学校

平28.9.26

お茶の効能
藁科川流域

2

１ お茶とは

２ お茶の主要成分

３ 成分を活かした淹れ方

４ お茶の成分の持つ機能性

５ 機能性を活かした各種商品

3

チャの分類

Genus Camellia
Subgen. Protocamellia
Subgen. Camellia
Sect. Oleifera

C.oleifera
C.sasanqua

Sect. Camellia
C.japonica

Subgen. Thea
Sect. Thea

C.sinensis
var.sinensis
var.assamica

C.taliensis
C.irawadiensis

Sect. Chrysantha
C.chrysantha

Subgen. Metacamellia

Camellia sinensis
から作られる多様な
お茶は、カフェイン、
カテキン、テアニン
などの特異成分を含
むが故に世界中の
人々を虜にした

茶経

茶の始まり

神 農

西暦500年前後に陶弘
景(452-536)がまとめた
『神農本草経』に「神農
嘗百草、日遇七十二
毒、得荼而解之

陸 羽

茶には2000年の歴史。時代とともに多様に進化してきた

漢 三国 普 隋 唐 宋 元 明 清 中国

0 100 500 1000 1500 2000

縄文 弥生 飛鳥奈良 平安 鎌倉 室町 安土桃山江戸 明治 大正昭和 平成

発酵茶

緑茶

茶経 喫茶養生記 紅茶が世界
に広まる

味

香り

茶は各地域において時代の要請とともに各種各様の茶が作られてきました 6

世界のお茶

茶の分類
緑茶（不発酵茶）
蒸し製緑茶(日本式)
釜炒り製緑茶(中国式)

青茶「ウーロン茶」（半発酵茶）
紅茶（発酵茶）

※発酵：葉の酵素による酸化反応
黒茶「後発酵茶」（堆積茶）

※発酵：微生物発酵
その他
白茶
黄茶
二次加工茶
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7

お茶によって飲み方も異なる

8世界における茶の国別生産量と栽培面積(2013)

世界における茶の生産量の推移

世界における茶の生産

緑茶は機能性の高ま
りから増加している

カテキン論文数の推移(google scholar)

何故、お茶が世界中で愛飲されているのか？

①向精神作用(心に効く、ナルコチックス)
エナジードリンク、Cool Exciting、目覚まし草

②機能性作用(当初から薬用植物として認知されている)
神農本草経(最古の薬書：上薬)、喫茶養生記、紅茶論争、等々

③文化的飲み物
東洋の神秘、茶の本(岡倉天心)、茶の湯、紅茶文化

④豊かな香味、美味しい飲み物

⑤多彩なバリエーションを創り上げることが可能

⑥その他
植民地戦略、アルコールとの関係

喫茶養生記

①茶は身体衰弱、意志消沈のときは、
気力を強くする。
②茶は人を愉快な気持ちにさせ、酒の酔
いを醒まし、睡気を起こさない。

③茶は小便の通じが良く、喉の渇きをと
りさり、消化不良をなくす。

④茶は身を軽くし、脚気によい。
⑤茶は精神を整え、内臓を和らげ、身体
の疲労をやすらかに除く。

茶
者
養
生
之
仙
薬
也

延
齢
之
妙
術
也

11

茶種の変遷

平安時代 団茶 上流階級

鎌倉時代 抹茶 武士、上流階級

江戸時代 抹茶、煎茶、釜炒り茶 上流階級

番茶 庶民

明治時代 煎茶、番茶

輸出用各種茶 輸出用

現在 機械製煎茶 国内用

日本における主要な茶の推移 日本における茶の生産と輸出入の推移

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

18
59
18
75
18
85
18
95
19
05
19
15
19
25
19
35
19
45
19
55
19
65
19
75
19
85
19
95
20
05

年次

数
量
(t
)

生産量 緑茶輸出量 緑茶輸入量 国内消費量

外需による茶業発展期

内需による煎茶の全
国への普及期

多様化への対応期
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ドイツ 140トン
7.7億円

アメリカ 1406トン
30.1億円

カナダ 188トン
3.1億円

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 205トン
6.1億円

台湾 365トン
4.2億円

日本茶（緑茶）の主な輸出先(H25年度)

タイ 131トン
2.1億円

香港 78トン
2.1億円

マレーシア 78トン
1.3億円

フランス 56トン
1.5億円

オランダ 29トン
1億円

日本茶の主な輸出先(平成25年度)

14
14

日本茶の種類別生産量比率

煎茶
63.4%

番茶
24.8 %

かぶせ茶
4.8 %

玉緑茶
2.7 %

てん茶

1.2 %
玉露

0.2 %

その他
2.2 %

日本における種類別茶種の比率 (2013)

15
15

a．テアニン

2058 mg%

c．アラニン

d．アスパラギン酸
e．アルギニン

f．セリン
g．その他13種

a．

633 mg%
b

c
d

e f g

b
c
d

ef
g

一番茶 二番茶 三番茶

全アミノ酸量 2764 mg%                   991 mg%  617 mg%
（乾物中） 円の面積は全アミノ酸量を表す

図 チャ生葉の茶期別アミノ酸量

a．
262 mg%

（山西貞：お茶の科学，裳華堂（1992）

施肥時期

新芽の生育

春肥 夏肥
Ⅰ

夏肥
Ⅱ

苦土
石灰

秋肥芽出し肥

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

一番茶
二番茶

三番茶
四番茶

秋整枝

茶栽培の年間スケジュール

16
161616

茶期別主要成分組成の推移

0

5

10

15

20

25

30

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

タンニン
(カテキン)

遊離糖

アミノ酸

カフェイン

First 4.28 5.2 5.8 5.13 5.18

Third   8. 2 8.5 8.8 8.12 8.15

First 4.28 5.2 5.8 5.13 5.18

Third 8. 2 8.5 8.8 8.12 8.15

一番茶期

三番茶期

17

茶種別主要成分含量

・茶種によっても内容化学成分が異なる
・旨味のもとであるアミノ酸は抹茶や玉露で多い
・タンニン（カテキン）は釜炒り茶や番茶で多い

1818

四煎目後
5%

三煎目
7%

二煎目
10%

一煎目
13%

不溶性成分
65%

煎茶成分の組成と溶出比率

不溶性成分

粗繊維、タンパク質、カロテン、ビタミンE、

クロロフィル、その他

水溶性成分

カテキン,

カフェイン,

ポリサッカライド、

アミノ酸、

サポニン、

GABA、

ビタミンC、

ビタミンB、

など

水溶性成分
35%
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19

茶の成分は温度の違いで浸出量が異なる 湯音によりカテキンの種類も異なる

21

茶の主な成分の
機能性の分類

一次機能 栄養性
ビタミン ビタミンＣ、ビタミンＥ、βカロテン

など

ミネラル カリウム、リン、微量必須元素な
ど

二次機能 嗜好性

味 テアニン、遊離アミノ酸、カテキン、
カフェインなど

香り テルペン、アルコール、カルボ
ニール、エステルなどの精油

色 フラボノール、テアフラビン、クロ
ロフィルなど

三次機能 体調調節
ポリフェノール、カフェイン、ビタミン類、γ
アミノ酪酸、微量元素など

22

25%

75%

水溶性成分

☆カテキン類(10～18%)；抗
酸化、抗菌、抗がん、生
活習慣病予防、消臭、抗
アレルギーなど

☆カフェイン(3～4%)；眠気防
止、強心、二日酔い防止

☆フラボノール(0.6～0.7%)；
抗酸化、抗がん、免疫活
性

☆ビタミンC(200mg%)；抗酸
化、免疫活性

☆ビタミンB(1.4mg%)；抗酸
化、口内炎予防

☆サポニン(0.1%）；抗喘息、
抗菌、血圧効果

☆テアニン(0.6～2%)；リラッ
クス、血圧効果

などなど

不溶性成分

☆食物繊維(20～30%)；
便秘予防、大腸がん
予防、心疾患予防

☆たんぱく質(24%)；栄養
☆βカロテン(20mg%)；
抗酸化、抗がん、抗糖
尿、抗心疾患、免疫活性

☆ビタミンE(25～70mg%)；
抗酸化、抗がん、免疫
活性

☆クロロフィル(0.80%)；
がん予防、抗突然変
異、抗腫瘍、免疫活性

茶はカテキンを始め多くの特異的な成分を含有し、それぞれ機能性を
もつため、その機能性を活かした商品も数多く開発されている

３５％

６５％

機能性を主体とした茶成分とその特性

23

主要茶成分の機能性

表 茶の主要三次機能(機能性)成分の特性と用途 

成  分 機  能  性 用  途 

カテキン類 

抗酸化、抗突然変異、抗がん、コ
レステロール低下、血圧上昇抑
制、血糖上昇抑制、血小板凝集抑
制、抗菌、抗ウイルス、虫歯予防、
抗アレルギー、消臭 

食品酸化防止、抗
菌剤、脱臭剤、抗
虫歯剤など 

フラボノール 
毛細血管抵抗性増加、抗酸化、血
圧降下、消臭 

脱臭剤 

カフェイン 
中枢神経興奮、睡眠防止、強心、
利尿、抗喘息、代謝亢進 

眠気防止剤、感冒
剤、強心剤、アレ
ルギー軽減剤 

ビタミンＣ 抗壊血病、抗酸化、がん予防 酸化予防剤 

ビタミンＥ 抗酸化、がん予防、抗不妊 酸化防止剤 

γアミノ酪酸 血圧上昇抑制、抑圧性神経伝達 ギャバロン茶 

テアニン 
興奮抑制、リラックス効果、血圧
低下、脳・神経機能調節 

神経機能調節剤 

 
24

茶の機能に関する代表的書籍
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25

次々にヒトで明らかにされる機能性

26

カテキン類による多様な機能性

� 抗酸化

� 抗突然変異

� 抗がん

� 酸化防止

� 抗動脈硬化

� 血中コレステロール抑制

� 脂肪吸収抑制

� 抗菌、抗ウイルス

� 虫歯予防

� 腸内フローラ改善

� 消臭

� 血圧上昇抑制 などなど

27

カテキン類による抗がん作用

カテキンなどによるDNA修復作用

主要ながんの危険因子(国立がん研究センター情報改変図示)

食道がん
・アルコールの高摂取
・熱い飲食物
・たばこ

肺がん
・たばこ

胃がん
・塩分の高摂取
・熱い飲食物
・たばこ

乳がん
・塩アルコールの高摂取
・肥満

肝臓がん
・アルコールの高摂取
・ウイルスの感染
・たばこ

大腸がん
・保存、加工肉の高摂取
・アルコールの高摂取
・たばこ

前立腺がん
・動物性脂肪、
赤身肉の摂取過多

主要ながんの危険因子の概略

がんと緑茶に関する疫学的調査研究のまとめ

前向きコホート研究：
まだ病気になっていな
い人達を対象に調査し、
数年後の追跡で発病
を調査する方法

症例対照研究：
特定の病気が発症した
人を対象に、健常人と
の比較調査する方法

30

カテキン類による抗体脂肪抑制作用
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カテキンによる抗糖尿作用

カテキン：アミラー
ゼやグルコシラー
ゼ活性の阻害

１型糖尿病：脾臓のβ細胞の破壊によるインスリン欠
乏により、高血糖、糖尿病へと至る。

２型糖尿病：インスリンは存在するが、その分泌量が
減少し、筋肉、脂肪組織へのブドウ糖の取り込み能
が低下(インスリン抵抗性が増大)し、結果として血中
のグルコースが肝臓や脂肪組織でグリコーゲンとし
て貯蔵されず、血中のグルコースが正常範囲を逸脱
して高い血糖値となり、糖尿病となる

糖尿病発症リスクの軽減

境界型糖尿病患者への緑茶カテキン投与試験(空腹時
血糖値、投与量500㎎/日）

茶カテキンの血漿インスリン値に及ぼす恵お経(ヒト試験)

カテキンによる動脈硬化抑制作用

マクロファージは酸化LDLを際限なく食べ、泡沫細胞へと形質転換する。泡沫細胞はやがて壊死し、細胞
外に脂質や細胞片を残し、内膜に脂肪斑を形成する。これらが大きくなり、内皮細胞を破裂させ、そこに
血液凝固が起こり、血栓が形成され、それが完全に血管をふさぐと梗塞となる

抗アレルギー効果

美肌？ 阻害要因 カテキンによる美肌効果
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37

� 血圧降下

� 脳神経機能調整

� 血管性痴呆症予防作用

� 抗腫瘍剤効果増強

� 肝がん細胞浸潤抑制作用

0 10 20 30 40 50 60

Theanine
(SHR)

Control
(SHR)

Theanine
(Normal)

Control
(Normal)

-△Mean Blood Pressure (mmHg)

0 10 20 30 40 50 60

Theanine
(SHR)

Control
(SHR)

Theanine
(Normal)

Control
(Normal)

-△Mean Blood Pressure (mmHg)

Effect of theanine on mean blood pressure in normal and spontaneous
hypertensive rats (SHR)

(H. Yokogoshi, et al. Biosci. Biotechnol. Biochem. 59, 615-618 (1995))

（Japanese Green Tea，2001）

テアニン投与後の時間（分）

ド
ー
パ
ミ
ン
放
出
量
（
％
）

図 脳線条体へのテアニン投与によるドーパミン放出量の増加
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図 M5076胆がんマウスの肝転移に対するDOXの作用
とテアニンの併用効果（スコア 0：正常～５：75％以上）

テアニンの機能性

図３ テアニンによる抗ストレス効果

ヒト試験による低カフェイン茶の
抗ストレス効果

テアニンにはストレス解消、消寿命の延伸効果も

図５ カテキン、カフェイン、テアニ
ンの抗ストレス効果の相互作用

テアニンによる質の高い睡眠の確保

図 低カフェイン茶の水出しによる成分浸出

ストレスの解消から寿命の延伸を

高齢者・次世代向けお茶の開発
☆ 睡眠の質の改善
☆ ストレスの緩和

カテキン、カフェイン、テアニンの抗ストレス効果の相互作用

水出し煎茶の特質
・苦渋みが少ない
ガレート型カテキンの溶出が少
カフェインが少ない

・甘味が強い
アミノ酸の溶出比率が高い

↓

免疫機能の強化

低カフェン茶を
水出しにする

41

健康と茶との関係

42

茶の新需要の事例
表 茶の新需要の事例  

区 分  需 要 分 野 と 応 用 例  

茶 と し て 利

用  

水出し茶、各種発酵茶、新香味茶、ギャバロン茶、低カフェ
イン茶、濃縮茶、混合茶 など  

飲用・形態を

変えて利用  

ドリンク茶、ティバッグ、インスタントティ、粉末茶、微粉
末茶 (食用、即席飲用、酒割用 )、カード茶、錠剤茶、カプセ
ル茶、茶ワイン、緑茶酒、スポーツ飲料、カテキン粉末など  

食品・食用と

して利用  

☆ 形態を変えてそのまま食用として利用  
☆ 食品素材として利用  

「素材」「食品」「菓子類」「その他」健康補助食品  

飲 食 料 以 外

に利用  

☆ 衣料用など  
☆ 医療用  
☆ 化粧品、石鹸用など  
☆ 消臭剤、脱臭剤など  
☆ 日用品など  
☆ 建材、家具、家電用品など  
☆ 家畜、ペット用品  
☆ 植物活性用  
☆ その他  

 茶は飲用だけでなく、食品素材として、さらには機能性成分を活かした
様々な飲食料以外にも利用され、新しいビジネスを創造している
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43

茶として利用 水出し茶、各種発酵茶、新香味茶、ギャバロン
茶、低カフェイン茶、濃縮茶、混合茶 など

44

飲用形態を変えて利用 ドリンク茶、ティバッグ、インスタン
トティ、粉末茶(食用、即席飲用、
酒割用)、カード茶、錠剤茶、カプ
セル茶、茶ワイン、緑茶酒、ス
ポーツ飲料、カテキン粉末 など

45

食品・食用として利用
～形態を変えて食用～

いしびき茶、食べる茶、茶のふ
りかけ、ペースト茶、佃煮 など

46

食品・食用として利用
～食品素材・食品～

「素材」
フレーバー、エキス、多用途茶

「食品」
茶そば、茶団子、茶かゆ、茶か
まぼこ、ハム、茶料理、ジャム、
食用油、ドレッシング、マヨネーズ

47

食品・食用として利用
～菓子類など～

茶飴、茶羊かん、茶入り菓子、
クッキー、パイ、サブレ、カステラ、
プリン、ガム、キャンディー、チョ
コレート、アイスクリーム など

48

飲食料以外に利用
～衣料、医療、化粧など～
衣料用；シーツ、タオル、シャツ、靴下、寝具、のれん など
医療用；消臭シーツ、消臭カバー、紙おむつ、マスク など
化粧品、石鹸用；化粧品、化粧水、スキンクリーム、洗顔

パック、石鹸、シャンプー、リンス、入浴
剤、歯磨き粉、虫歯予防剤 など
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49

飲食料以外に利用
～消臭剤、脱臭剤、日用品など～
消臭、脱臭剤：トイレ用、冷蔵庫用、消臭スプレー、除菌シート等
日用品など：ノート、ティッシュ、トイレットペーパー、うちわ、スリッパ等

50

飲食料以外に利用
～建材、家具、ペット用品、その他
～建材、家具、家電用品；塗料、ワックス、抗菌畳、空気清浄機、布団乾燥機
家畜、ペット用品；ペット用飼料、卵、豚、さなかの肉質改善、脱臭剤
その他；植物活性用、植物活力剤、土壌改良剤、酸化防止剤など

51

51

特定保健
用食品

栄養機能食品

機能性表
示食品

医薬品

栄養機能性食品
・栄養成分の含有表示が可能
・栄養機能について表示可能
例：カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です

特定保健用食品(特保)
・栄養成分の含有表示が可能
・特定の保健用途の表示可能
・疾病リスクの低減表示が可能
例：糖の吸収を穏やかにし、
血糖値の気になる方に適します

機能性表示食品
・栄養成分の含有表示が可能
・機能性関与成分の機能性が表示可能
・目、鼻などの部位を表示可能
・特保にない疲労、ストレス、睡眠などの用語が使用可能
例：本品はメチル化カテキンを含んでいるため花粉が気になる
方の目や鼻の調子を整えます

「健康を維持する」「働きをサポートする」「健康を増進する」「調
整する」など高低、上昇、低下などの程度を示す用語は不可

各種表示食品の分類

・食事の生茶
・テアニン
・テアニンの働き
で健やかな眠り
をサポートする
麦茶
・メチル化カテキン

茶を中心とした特定保健用食品の機能と成分

特定保健用食品の機能と成分

保健の用途 茶に係る成分 代表的な商品例
整腸 （オリゴ糖、乳酸菌、食物繊維）
コレステロール 茶カテキン カテキン緑茶
血圧 各種ペプチド ペプチド茶
骨・ミネラル （カルシウム、イソフラボン等)
歯 茶ポリフェノール、緑茶フッ素

血糖値 難消化デキストリン(※添加)
からだすこやか茶Ｗ、京優茶緑茶、健茶
王、食事と一緒に十六茶、食事のおとも
に食物繊維入り紅茶、緑の力茶、食前茶

中性脂肪・体脂肪
茶カテキン、ウーロン茶重合ポ
リフェノール

伊右衛門特茶、ヘルシア緑茶、からだす
こやか茶Ｗ、十六茶Ｗ、カテキン緑茶

整腸 コレステロール

茶関係の機能性食品表示商品

商品名
食品の区
分

機能性関
与成分

商品名
食品の区
分

機能性関
与成分

商品名
食品の区
分

機能性関
与成分

食事の生
茶

ペットボト
ル

難消化性デ
キストリン

お～いお茶
巡りさらら

ペットボト
ル

モノグルコシ
ルヘスペリ
ジン

サンフェノ
ンEGCｇカ
プセル

サプリメン
ト

エピガロカ
テキンガ
レート

アサヒ　め
めはな茶

ペットボト
ル

メチル化カ
テキン

お～いお茶
日本の健
康　玄米茶
350

ペットボト
ル

難消化性デ
キストリン

サンテアニ
ン200

サプリメン
ト

L-テアニ
ン

テアニン サプリメント L-テアニン
ほっと食事
の生茶

ペットボト
ル

難消化性デ
キストリン

お～いお
茶　日本
の健康
玄米茶

ペットボト
ル

難消化性
デキストリ
ン

テアニンの
働きで健や
かな眠りを
サポートす
る麦茶

ペットボト
ル

L-テアニン テア眠 サプリメント L-テアニン
テアニンタ
ブレットT

サプリメン
ト

L-テアニ
ン

べにふうき
緑茶ティー
バッグ

ティーバッ
グ

メチル化カ
テキン

リフレの
ぐっすリず
む

サプリメント L-テアニン
テアニン快
眠粒

サプリメン
ト

L-テアニ
ン

快眠サプリ サプリメント L-テアニン FREE　Tea
ペットボト
ル

GABA
血圧が高
めの方の
健康緑茶

粉末
ヒハツ由
来ピペリン

茶に係る機能性表示食品申請状況（平成28年5月まで）
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お茶のめぐみ・お茶の未来

静岡県立大学
茶学総合研究センター 中村順行

Camellia sinensis か
ら作られる多様なお
茶は、カフェイン、カ
テキン、テアニンなど
の特異成分を含むが
故に世界中の人々を
虜にした

茶経

茶の始まり

神 農

西暦500年前後に陶弘
景(452-536)がまとめた『

神農本草経』に「神農
嘗百草、日遇七十二
毒、得荼而解之

陸 羽

漢 三国 普 隋 唐 宋 元 明 清 中国

0 100 500 1000 1500 2000

縄文 弥生 飛鳥 奈良 平安 鎌倉 室町 安土桃山江戸 明治 大正昭和平成

発酵茶

緑茶

茶経 喫茶養生記 紅茶が世界
に広まる

茶には2000年の歴史。時代とともに多様に進化

食べる茶 味

香り

ヨーロッパにおける紅茶文化

中国からは
茶の機能性

日本からは
もてなしの文化

コーヒーハウスからティハウスに

茶の効能論争

緑茶 ⇒ 紅茶 ⇒ アフタヌーンティ

砂糖

ミルク

東洋文化への憧れ
から自国の文化に

シノワズリー
(中国趣味)

茶の湯の文化

コーヒーから紅茶に

エール(ビールの一種)
肉食文化

何故、お茶が世界中で愛飲されているのか？

①向精神作用(心に効く、ナルコチックス)
エナジードリンク、Cool Exciting、目覚まし草

②機能性作用(当初から薬用植物として認知されている)
神農本草経(最古の薬書：上薬)、喫茶養生記、紅茶論争、等々

③文化的飲み物
東洋の神秘、茶の本(岡倉天心)、茶の湯、紅茶文化

④豊かな香味、美味しい飲み物

⑤多彩なバリエーションを創り上げることが可能

⑥その他
植民地戦略、アルコールとの関係

世界の茶の生産量と緑茶比率の推移
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緑茶は機能性の高ま
りから増加している

世界における茶の生産の現状

世界的には、茶の生産量は緑茶に関心が
高まり、毎年10万t程度づつ増加している。

インド

ケニア

スリランカ

茶業の好況を受け、世界的にもコス
ト低減のため手摘みから機械摘採
化が急速に進展している
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日本への茶の伝来

North china root

Central china root

South china root

北中国・韓国ルート

奈良時代( A.D.700頃)

中中国ルート
固形茶、粉末茶の伝来 ⇒抹茶

（A.D.1100頃)

南中国ルート
淹茶の伝来 ⇒ 煎茶

( A.D.1600頃)

喫茶養生記(栄西：1211)

①茶は身体衰弱、意志消沈のときは、
気力を強くする。

②茶は人を愉快な気持ちにさせ、酒の酔
いを醒まし、睡気を起こさない。

③茶は小便の通じが良く、喉の渇きをとり
さり、消化不良をなくす。

④茶は身を軽くし、脚気によい。
⑤茶は精神を整え、内臓を和らげ、身体

の疲労をやすらかに除く。

茶
者
養
生
之
仙
薬
也

延
齢
之
妙
術
也

9

お茶が歴史に関与

ボストンティパーティ事件(1773)

アメリカがイギリスから独立する
きっかけとなった事件

イギリスがアメリカに課した茶への重 税
に抗議する人々がボストン湾に茶を投げ
捨てた)

アヘン戦争(1840～1842)

イギリスで飲茶の習慣が浸透し、茶
の輸入が激増するに伴い大量の銀が
清(中国)に流れたのでその赤字貿易

解消のためにアヘンを輸出したことが
きっかけとなった事件

日本でもお茶が歴史に関与

日本においてお茶の文化が醸成された

一茶 茶筒 茶飯事
茶うけ 茶碗 茶化
す 茶話会 茶菓
茶番 茶色 茶寿
茶堂 海老茶 茶飲
仲間 茶目っけ 浮
世茶屋 目茶目茶
茶托 滅茶苦茶 無
茶苦茶 日常茶飯事
茶番劇 茶髪 茶巾
茶目 お茶の子 茶
腹 お茶の間 茶箪
笥 茶尻 茶坊主日本文化には仏教と茶を切り離して語れない

牧の原の開墾 ・雇用の創出（水利のない荒廃地に輸出用茶の導入）
・産業の振興（富国強兵策の一環としての茶の導入）
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横浜開港（1859)を契機に茶の輸出は隆盛を極め、静岡は急速に日本
一の茶業県として発展

牧の原は輸出で栄えた
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国内生産量 輸出量 輸入量 国内消費量

内需による
発展期

多様化による維持期

⇔ 実生茶園 ⇔ 栄養繁殖茶園 ⇔   ？
⇔ 手摘み ⇔ 手ばさみ ⇔ 可搬型 ⇔ 乗用型 ⇔ ？
⇔ 手揉み ⇔ 6貫機 ⇔ 背面粗揉機 ⇔ ２４０ｋ機 ⇔ ？
⇔   各種地方茶 ⇔ 輸出用茶 ⇔ 煎茶 (ＲＴＤ) ⇔ ?
⇔ 自給肥料 ⇔ 化学肥料 ⇔ 多施肥 ⇔ 効率施肥 ⇔ ？
⇔ 天然素材 ⇔ 化学合成薬剤 ⇔ 広スペクトル薬剤 ⇔ 狭スペクトル薬剤⇔ＩＰＭ ⇔ ？

栄養繁殖生産方式に
よるイノベーション

技術の断絶

機械開発による
イノベーション

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

簡便化に対する
イノベーション

外需による発展期

日本における茶の需給とイノベーションの推移

消費者の茶の購入金額も上昇から安定化?

昭
50

平
23

各種飲料の購買金額 儲かっていた時代に比較し、茶類の購入金
額は増加している (最近は、停滞している)

緑茶

94%

紅茶

6%

ウーロン茶

0%

緑茶

70%

紅茶

16%

ウーロン茶

14%

ＲＴＤ原料,

24885

加工原料,

3500

煎茶

78%

覆い茶

3%

番茶
13%

その他
6%

煎茶

65%

覆い茶

7%

番茶

22%

その他

6%

112,108 ｔ

55,600 ｔ
85,106 ｔ

88,290 ｔ

茶類全体
121,684 ｔ

茶類全体
120,037 ｔ

茶類全体に対す

る煎茶の比率

７３．６％

茶類全体に対す

る煎茶の比率

４５．７％

昭和50年

平成23年
ＲＴＤ及び加工
用原料(推定値) 

28,385 ｔ

一番儲かった時代に比較し、茶類全体量は変らないが、茶種の多様化と
原料茶が増加し、煎茶の比率が減少した

しかし、儲かった時代と需給構造が変
化

海外輸出の増加
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スーパー大健闘
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世代別購入量と価格

緑茶の購入場所の推移
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若者にも茶の潜在需要は高い

インターネット調査 2,052人(2006) 東京の消費者1000人が回答(2012年9月、岩崎)
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飲用方法に変化が 現在の生活の中では
お茶を飲む風景も激変しています

⇒ 生産されるお茶も変わります

番茶 ⇒ せん茶 ⇒ 茶素材

21

限界を知ること
☆限界の規定要因は?!
☆未来の予測例

・ 電話 ⇒ 携帯
・ テレビ ⇒ 薄型
・ 写真 ⇒ デジカメ
・ 野菜 ⇒ カット野菜
・煮物 ⇒ サラダ 煎茶

急須

粉末茶テ
ィバッグ

ペットボト
ル

煎じ茶、番茶
(やかん、土瓶）

１９００ １９２０ １９４０ １９６０ １９８０ ２０００ ２０２０
年

煎じ茶（やかん、土瓶） 淹茶(急須) 簡便茶？

お茶が変われば飲み方も変わる
当然、お茶の製造方法も変わる

茶の主要な飲用方法の推移

社会構造の変化
Keyword；グローバル化、高度情報

通信社会、少子高齢化、サービス

産業社会化、人口減少

需要・供給構造の変化
Keyword；自然健康志向、価値観・

生活様式の多様化、女性の社会

進出化、

環境保全の強化
keyword；温暖化、低炭素社会化、

自然循環機能重視型

茶業の今後の展開を考える上で

茶業に拘る将来予測は？

消費者の減少、ス
トレス社会、情報
化社会

多様化社会、小世
帯化社会、惣菜社
会、健康願望社会

省エネルギー、自
然保護社会

来るべき社会は？

要因 １ (人口の減少)

・人口の減少 ⇒ 消費者の自然減

・高齢者層の増加 ⇒ 淡白化、健康意識化、低カフェイン

・アフリカ、アジア人口の急増 ⇒ 消費量の増大

要因 ２ (世帯も少人数化)

☆大型(大量)から小型化(少量)に
☆単身世帯も増加 個食化
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要因 ３ (共働きの増加)

☆ ゆっくりと食事を創る時間の減少
☆ 惣菜、外食文化 通販、ネットショップの増加

茶業発展のＫｅｙｗｏｒｄ

多様な茶種

飲用の簡便化

低コスト技術導入

特色あるお茶

ＲＴＤ、加工用原料

嗜好の多様化

多用途利用の増加

茶価の低迷

生産農家数の激減

緑茶の輸出増加

安全・安心への関心
の高まり

リーフ茶消費の減少

収益性の低下

生産供給の不安定化

現状 ニーズ

安全安心な茶

機能性豊かな茶

美味しいお茶

打開策

品種の導入利用

有機無農薬茶の生産

発酵茶の生産

ブランド茶の構築

環境保全技術の導入

ティパック・ドリップティ
の開発

ＲＴＤ、加工用原料供給

共同管理体制の強化

優良茶園の集積

茶が いらないわけではない
でも、古臭い茶ではなく……

新しいお茶が必要!!

ピュアグリーンの体制メリット：計画摘採、品質向上、
労力削減、雇用活用

茶工場の経営体質の強化

担い手の減少、遊休茶園の増大、体質強化策として茶園共同運営
管理体制も必要になってきている

平坦地

低コスト・生産力の向上

低コスト生産技術

品種関係
病害虫抵抗性品種の導入 硝酸化抑制剤の利用
早晩性品種の導入 石灰窒素施用
減肥対応品種の導入 防除関係
ポット苗の導入 交信撹乱フェロモン剤の導入

栽培関係 耐性菌の検定
ﾊﾝﾏｰﾅｲﾌﾓｱによる台切更新 適期防除
濃緑生葉の大量生産 製造関係
年1回摘採方式の導入 フッ素樹脂加工による清掃労力の削減
防霜ファンの節電稼動 センサー利用による自動化

施肥関係 ヒートポンプ、排熱利用による省エネ化
点滴施肥 その他
浅耕施肥 乗用型管理機導入
広幅施肥 経営規模の拡大
肥効調節型肥料の利用 労働時間管理
堆肥の利用 農業機械の共同化

肥料

収奪率

30-
40％

NN

流亡 流亡

うね間施肥
（慣行）

局所施肥
（開発技術）

吸
収

収奪率

60-70％

吸
収

NN

肥料

管理技術

誘
導
技
術

局所施肥(40kg)により

窒素収奪率60～70％

年間収量20％増

（一番茶N率：5.5％）

施肥量削減下における高品質化 施肥低減技術
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フェロモン利用による散布回数の削減

150～250本/10a(90g/250本製剤)

本剤を枝にかける又
はﾛｰﾌ゜状製剤の場
合､支柱等をて、対象
作物の上部に張り渡
す

30m/10a

(54g/30m製剤)

従来品

ロープ製品

21,600円/100g

10,800円/100g

324,000円

10,800円/100g

プチ贈答文化を
創ろう

高価格茶の要因

・物語性があること

・こだわりのお茶であること

・数量が少ないこと

・品質的にも上級であること

・販売店の格

高価格茶の戦略

・販売店の格づくり

・他の商品価格の上昇

高級茶の飲用の場を広げよう

～ボトルティは面白い～

☆最高の旨味抽出が可能
☆誰でもが同じ味で出せる
☆演出が可能
☆付加価値向上

茶種の拡大による対応

日本の後発酵茶
(宮川編）さんえい
出版より

H.Pより引用

香味豊かなで新たな機能性をもつ
後発酵茶も増加

今年大流
行、生産
追い付ず

１１年振りに復活
浜松市胡桃平

今後の生きる道は?!?

高齢者・次世代向けお茶の開発

低カフェイン茶の品質改善も必要

ターゲットを絞った商品開発

写真１低カフェイン熱水処理装置

図 低カフェイン茶の味覚センサー値
官能評価用浸出液の一、二番茶とも深蒸煎茶
を100としたときのセンサー評価値

地理的表示法の活用 茶には素材が多い
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グリーンティリズムは如何 縁側カフェにより集落に人を

ふるさと宅配便も盛ん ふるさと納税への対応も

草場（しずおかのちゃぐさば）」では、高品質な緑茶を生産しようとする茶草農法に
よって、秋の七草・ササユリなどの希少植物が守り伝えられ、人と自然とが共存し
ながら、豊かな生物多様性の里山が保全されてきました

世界農業遺産の活用

六次産業化・地産地消法

（事業内容）

自らの生産等に係る農林水産物等をその不可欠な原材
料として用いて行う新商品の開発、生産又は需要の開拓

自らの生産等に係る農林水産物等について行う新たな販
売の方式の導入又は販売の方式の改善
（経営の改善）
農林水産物等及び新商品の売上高が5年間で5％以上増
加すること

農林漁業及び関連事業の所得が、事業開始時から終了
時までに向上し、終了年度は黒字となること

基本的には、ヒトが
必要とするものは
何でもお金になる

お金にできるかで
きないかは販売者
しだい

足助の寒茶

あなた方はどの道を選ぶ?!

チャレンジす
るものの足を
引っ張るな

茶を産業として成立させる
・雇用の創出
・地域への還元

地域を守る
・茶工場への協力(運営に口を出すな)

後継者の養成
・能力主義

大きな変革には垂直型組織が有効

このままでは自然消滅
⇒変化が必要

天国、地獄もリーダーしだい？
コンセプトを明らかにせよ
事業実現のデザインを示せ
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お茶の未来は

時代を読み、チャンスを活かし、チャレンジ!!

・消費者ニーズに適した茶の提供
例：☆各世代ごとでは

乳幼児--- 低カフェイン茶、若者---爽やか茶、成人---コクのある茶、老人---茶飯事の茶

☆飲用シーンごとでは

食事時---軽いお茶、ティータイム---香味豊かなお茶、アウトドア---軽いお茶、職場---癒しの茶

・チャレンジし、新しい茶の飲み方、食べ方の創造
例：食材としての茶、急須のいらない茶、Ｔａｋｅ ｏｕｔ用茶、プチ贈答品茶などなど-----

・チャンスを活かす
例：東京オリンピック、和食とのコラボ、海外輸出の増大化、食品の機能性表示

有機農業とは

生産から消費までの過程を通じて化学肥料、農薬等の人工的な化学物
質や生物薬剤、放射性物質等を全く使用せず、その地域の資源をできるだ
け活用し、自然が本来有する生産力を尊重した方法で生産する農業

有機農業の実態

１ 神懸かり的な有機農業

自然そのものに依存し、時には放任的に行う農業

２ 熱心な農家なら実現可能な有機農業

土壌を肥沃化し、生態系を考えた農業

３ 有機ブランド指向型農業

有機農業＝有利農業のイメージを利用した農業

なぜ今、有機農業か？

☆ 技術的意義

・エネルギーの削減

・生態系、環境の保全

・地力の維持

・農産物の品質向上

☆ 経済的、社会的意義

・食生活の見直し

・安心、安全志向

・自然志向

・伝統的、地域的食文化志向

有機栽培を行うと

茶園が変化する
収量：２～４割減少

品質：旨味が減少

病害虫の変化：

★カンザワハダニ、

チャノミドリヒメヨ

コバイが多発

★炭疽病、もち病

の発生増加

★ミノムシ、イラガ、

ドクガなどの発生

生物学的防除法

耕種的防除ｰｰｰｰｰｰｰｰｰ抵抗性品種、耕種的方法

遺伝学的防除ｰｰｰｰｰｰｰ不妊虫放飼、有害劣性遺伝子導入

行動制御ｰｰｰｰｰｰｰ性フェロモン等

生理活性物質の利用

発育・変態制御ｰｰｰキチン合成阻害等

導入天敵ｰｰｰｰｰｰｰ探索、導入、定着

生物的防除

土着天敵ｰｰｰｰｰｰｰ天敵農薬的利用

生
物
学
的
防
除
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耕種的防除法

抵抗性品種の利用
☆害虫抵抗性品種

クワシロカイガラムシ：みなみさやか、さやまかおり等

カンザワハダニ：やまとみどり、まきのはらわせ等

☆病害抵抗性品種

炭疽病：やまとみどり、やまなみ、うんかい等

輪斑病：やまとみどり、やえほ、こまかげ、ろくろう等

もち病：ほうりょく、こまかげ、ゆたかみどり等

耕種的防除

☆整せん枝による病害回避

☆物理的方法による害虫防除

耕種的防除法

整せん枝による炭疽病・もち病の回避

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

慣行防除 無農薬無せん枝 無農薬せん枝

発
病
葉
数
(5
0×
50
c
m
枠
内
)

1992年

1993年

0

20

40

60

80

100

120

慣行防除 無農薬無せん枝 無農薬せん枝

発
病
葉
数
(5
0
×
5
0c
m
枠
内
) 1992年

1993年

三番茶葉におけるもち病の発生

三番茶葉における炭疽病の発生

生理活性物質の利用

性フェロモン剤によるハマキムシ類の防除

チャハマキの
幼虫と雌成虫

コカクモンハマキ
の幼虫と雌成虫

フェロモントラップ

フェロモントラップ(交信かく乱)による防除

生理活性物質の利用

キチン合成阻害による昆虫の成育制御

IGR(Insect Growth Regulator)剤とは、昆虫成育制御物質ともよば

れ、昆虫の表皮形成阻害剤として、昆虫のキチン生合成を阻
害し、正常な脱皮、蛹化、羽化を阻害し、死亡させる。

IGR剤の特徴

①天敵昆虫への影響が比較的少ない

②殺虫スペクトラムが狭い

③植物体上の浸透移行性はない

④遅効的だが、残効が長い

⑤人畜毒性は低い

主要なIGR剤

アプロード、カスケード、

ファルコン、ロムダン、マトリ

ック、マッチ、アタブロン、ノー

モルト、デミリン、カーラなど

天敵の農薬化による利用

ハマキウイルスの利用

商品名「ハマキ天敵」

ＢＴ剤の利用

ＢＴ剤とはBacillus thuringiensis由来の殺虫剤で、本

菌の芽胞を昆虫が食すと病原性のある結晶性タンパ
ク質を産生し、殺虫活性を持つ

商品名「トアロー、チューリサイド、バシレックス等」
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さくらサイエンスプラン

日本茶の魅力と機能性

静岡県立大学 茶学総合研究センター 中村順行

１．静岡県立大学の概要
２．お茶とは
３．日本のお茶
４．茶の機能性
５．茶の多用途利用

目標
静岡県立大学は、その理念に基づき、教育・研究・地域貢献・国際交流において、次の目標
を掲げます。

教育
学生を第一に考え、学生生活の質（QOL）の向上を図り、高度かつ秀逸できめ細やかな教育
を提供することで、社会に貢献できる有為な人材を育成します

研究
静岡県の最高学府としての自覚を持ち、独創性豊かで高い学術性を備え、国際的な評価に
耐え得る研究を推進します

地域貢献
県民の負託に応え、県政や産業界との連携を図りながら、卓越した教育と高い学術性を備え
た研究による成果を地域に還元します

国際交流
諸外国から学生・研究者を積極的に受け入れ、また世界に情報発信することにより、静岡県
の国際交流の強力な推進力となります

静岡県立大学は、この目標を達成するため、学術的・人的資源を最大限に活用した大学運
営とその体制の確立を目指します

静岡県立大学の目標

4

静岡県立大学は、静岡県内に設置さ
れていた県立大学を統合し、1987年
に発足した大学である。1916年に設
立された静岡女子薬学校を源流とす
る静岡薬科大学、および、静岡女子
大学、静岡女子短期大学の3大学が
統合された

静岡県立大学の
沿革

5

静岡県立大学の組織 静岡県立大学の

学生数
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静岡県立大学と海外との連携 静岡県立大学茶学総合研究センター

ここからは茶の魅力と機能性について

10

� ツバキ（山茶）科に属する永年性常緑樹

1935年 第6回世界植物学会議

チャ属とツバキ属をツバキ（Camellia）属とする

1958年 Sealy 「ツバキ属の改訂」：チャをツバキ属チャ節とする。

チャ節（Section Thea）

チャ（C. sinensis (L.) O. kuntze）

中国種（ C. sinensis var. sinensis ）

アッサム種（C. sinensis var. assamica）

引用文献 Sealy,J.R.:

A revision of the genus Camellia, Royal Horticultural 
Society, London, p.239 (1954)

お茶の木はツバキの親戚？

チャの分類

11

アッサム種と中国種

アッサム種 中国種 12

Old Soviet Union

China

India

Sri Lanka

Indonesia
Kenya

Japan

Vetnam
an

India

A minority race in China

Darjeeling

Sri LankaKenya Indonesia

世界のチャの栽培地域
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13世界における茶の国別生産量と栽培面積(2013)

世界における茶の生産量の推移

世界における茶の生産

緑茶は機能性の高ま
りから増加している

カテキン論文数の推移(google scholar) 14

SAITAMA

GIFU

AICHI

SHIGA
KYOTO

NARA

FUKUOKA

NAGASAKI KUMAMOTO

MIYAZAKI

SHIZUOKA

KAGOSHIMA

MIE

県 名 面積
(ha)

生産量
(1000t)

静岡県 18,300 32,200

鹿児島県 8,660 25,600

三重県 3,150 7,130

熊本県 1,640 1,300

京都府 1,580 3,020

福岡県 1,570 2,290

宮崎県 1,540 4,100

埼玉県 925 537

佐賀県 953 1,510

その他 7,082 5,113

合 計 45,400 82,800

日本における茶の生産

平成25年度

15
15

a．テアニン

2058 mg%

c．アラニン

d．アスパラギン酸
e．アルギニン

f．セリン
g．その他13種

a．

633 mg%
b

c
d

e f g

b
c
d

ef
g

一番茶 二番茶 三番茶

全アミノ酸量 2764 mg%                   991 mg%  617 mg%
（乾物中） 円の面積は全アミノ酸量を表す

図 チャ生葉の茶期別アミノ酸量

a．
262 mg%

（山西貞：お茶の科学，裳華堂（1992）

施肥時期

新芽の生育

春肥 夏肥
Ⅰ

夏肥
Ⅱ

苦土
石灰

秋肥芽出し肥

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

一番茶
二番茶

三番茶
四番茶

秋整枝

茶栽培の年間スケジュール

16

日本茶の種類別生産量比率

煎茶
63.4%

番茶
24.8 %

かぶせ茶

4.8 %

玉緑茶
2.7 %

てん茶
1.2 %

玉露
0.2 %

その他
2.2 %

日本における種類別茶種の比率 (2013)

17

代表的な摘採方法

Riding-type plucking machine

摘採方法

手摘み 10 ～      15 kg

手はさみ 100 ～ 200

機械摘採

二人用可搬型摘採機 700 ～ 1,000

乗用型摘採機 4,000 ～ 5,000

レール走行式摘採機 2,000 ～ 3,000

一人、一日当り摘採量

摘採方法と一人当たり摘採量

Portable machine for two persons

Hand plucking

Hand-shear plucking 1818

日本茶の種類

煎茶

てん茶

玉露

玉緑茶
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1919

日本茶の種類

玄米茶

ほうじ茶番茶

釜炒り茶 20

世界の茶のなかでの
日本茶の特質は!!

・浸出液が緑色であること

・蒸熱処理のため、浸出液

中に成分が溶出しやす

いこと

・旨味のアミノ酸含量が高

く、カテキン類の濃度が

低いこと

・香りに若葉の新鮮香が

あること

・針状のお茶であること

・ビタミンCを多く含むこと

・歴史、文化性が高いこと

日本茶の特質は

2121

四煎目後
5%

三煎目
7%

二煎目
10%

一煎目
13%

不溶性成分
65%

煎茶成分の組成と溶出比率

不溶性成分

粗繊維、タンパク質、カロテン、ビタミンE、

クロロフィル、その他

水溶性成分

カテキン,

カフェイン,

ポリサッカライド、

アミノ酸、

サポニン、

GABA、

ビタミンC、

ビタミンB、

など

水溶性成分
35%

22

茶の成分は温度の違いで浸出量が異なる

23

25%

75%

水溶性成分

☆カテキン類(10～18%)；抗
酸化、抗菌、抗がん、生
活習慣病予防、消臭、抗
アレルギーなど

☆カフェイン(3～4%)；眠気防
止、強心、二日酔い防止

☆フラボノール(0.6～0.7%)；
抗酸化、抗がん、免疫活
性

☆ビタミンC(200mg%)；抗酸
化、免疫活性

☆ビタミンB(1.4mg%)；抗酸
化、口内炎予防

☆サポニン(0.1%）；抗喘息、
抗菌、血圧効果

☆テアニン(0.6～2%)；リラッ
クス、血圧効果

などなど

不溶性成分

☆食物繊維(20～30%)；
便秘予防、大腸がん
予防、心疾患予防

☆たんぱく質(24%)；栄養
☆βカロテン(20mg%)；
抗酸化、抗がん、抗糖
尿、抗心疾患、免疫活性

☆ビタミンE(25～70mg%)；
抗酸化、抗がん、免疫
活性

☆クロロフィル(0.80%)；
がん予防、抗突然変
異、抗腫瘍、免疫活性

茶はカテキンを始め多くの特異的な成分を含有し、それぞれ機能性を
もつため、その機能性を活かした商品も数多く開発されている

３５％

６５％

機能性を主体とした茶成分とその特性

24

茶の機能に関する代表的書籍
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25

次々にヒトで明らかにされる機能性

26

カテキン類による多様な機能性

� 抗酸化

� 抗突然変異

� 抗がん

� 酸化防止

� 抗動脈硬化

� 血中コレステロール抑制

� 脂肪吸収抑制

� 抗菌、抗ウイルス

� 虫歯予防

� 腸内フローラ改善

� 消臭

� 血圧上昇抑制 などなど

27

カテキン類による抗がん作用

カテキンなどによるDNA修復作用

主要ながんの危険因子(国立がん研究センター情報改変図示)

食道がん
・アルコールの高摂取
・熱い飲食物
・たばこ

肺がん
・たばこ

胃がん
・塩分の高摂取
・熱い飲食物
・たばこ

乳がん
・塩アルコールの高摂取
・肥満

肝臓がん
・アルコールの高摂取
・ウイルスの感染
・たばこ

大腸がん
・保存、加工肉の高摂取
・アルコールの高摂取
・たばこ

前立腺がん
・動物性脂肪、
赤身肉の摂取過多

主要ながんの危険因子の概略

がんと緑茶に関する疫学的調査研究のまとめ

前向きコホート研究：
まだ病気になっていな
い人達を対象に調査し、
数年後の追跡で発病
を調査する方法

症例対照研究：
特定の病気が発症した
人を対象に、健常人と
の比較調査する方法

30

カテキン類による抗体脂肪抑制作用
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カテキンによる抗糖尿作用

カテキン：アミラー
ゼやグルコシラー
ゼ活性の阻害

１型糖尿病：脾臓のβ細胞の破壊によるインスリン欠
乏により、高血糖、糖尿病へと至る。

２型糖尿病：インスリンは存在するが、その分泌量が
減少し、筋肉、脂肪組織へのブドウ糖の取り込み能
が低下(インスリン抵抗性が増大)し、結果として血中
のグルコースが肝臓や脂肪組織でグリコーゲンとし
て貯蔵されず、血中のグルコースが正常範囲を逸脱
して高い血糖値となり、糖尿病となる

抗アレルギー効果

33

� 血圧降下

� 脳神経機能調整

� 血管性痴呆症予防作用

� 抗腫瘍剤効果増強

� 肝がん細胞浸潤抑制作用

0 10 20 30 40 50 60

Theanine
(SHR)

Control
(SHR)

Theanine
(Normal)

Control
(Normal)

-△Mean Blood Pressure (mmHg)

0 10 20 30 40 50 60

Theanine
(SHR)

Control
(SHR)

Theanine
(Normal)

Control
(Normal)

-△Mean Blood Pressure (mmHg)

Effect of theanine on mean blood pressure in normal and spontaneous
hypertensive rats (SHR)

(H. Yokogoshi, et al. Biosci. Biotechnol. Biochem. 59, 615-618 (1995))

（Japanese Green Tea，2001）

テアニン投与後の時間（分）

ド
ー
パ
ミ
ン
放
出
量
（
％
）

図 脳線条体へのテアニン投与によるドーパミン放出量の増加

対照
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テアニン10μmol

0                   30                 60                  90   120 
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テ ア ニ ン

5
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1

0
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転
移
ス
コ
ア

対 照 Ｄ Ｏ Ｘ Ｄ Ｏ Ｘ＋
テ ア ニ ン

5

4

3

2

1

0

図 M5076胆がんマウスの肝転移に対するDOXの作用
とテアニンの併用効果（スコア 0：正常～５：75％以上）

テアニンの機能性

図３ テアニンによる抗ストレス効果

ヒト試験による低カフェイン茶の
抗ストレス効果

テアニンにはストレス解消、消寿命の延伸効果も

図５ カテキン、カフェイン、テアニ
ンの抗ストレス効果の相互作用

テアニンによる質の高い睡眠の確保

図 低カフェイン茶の水出しによる成分浸出

36

健康と茶との関係
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37

茶の新需要の事例
表 茶の新需要の事例  

区 分  需 要 分 野 と 応 用 例  

茶 と し て 利

用  

水出し茶、各種発酵茶、新香味茶、ギャバロン茶、低カフェ
イン茶、濃縮茶、混合茶 など  

飲用・形態を

変えて利用  

ドリンク茶、ティバッグ、インスタントティ、粉末茶、微粉
末茶 (食用、即席飲用、酒割用 )、カード茶、錠剤茶、カプセ
ル茶、茶ワイン、緑茶酒、スポーツ飲料、カテキン粉末など  

食品・食用と

して利用  

☆ 形態を変えてそのまま食用として利用  
☆ 食品素材として利用  

「素材」「食品」「菓子類」「その他」健康補助食品  

飲 食 料 以 外

に利用  

☆ 衣料用など  
☆ 医療用  
☆ 化粧品、石鹸用など  
☆ 消臭剤、脱臭剤など  
☆ 日用品など  
☆ 建材、家具、家電用品など  
☆ 家畜、ペット用品  
☆ 植物活性用  
☆ その他  

 茶は飲用だけでなく、食品素材として、さらには機能性成分を活かした
様々な飲食料以外にも利用され、新しいビジネスを創造している

38

茶として利用 水出し茶、各種発酵茶、新香味茶、ギャバロン
茶、低カフェイン茶、濃縮茶、混合茶 など

39

飲用形態を変えて利用 ドリンク茶、ティバッグ、インスタン
トティ、粉末茶(食用、即席飲用、
酒割用)、カード茶、錠剤茶、カプ
セル茶、茶ワイン、緑茶酒、ス
ポーツ飲料、カテキン粉末 など

40

食品・食用として利用
～形態を変えて食用～

いしびき茶、食べる茶、茶のふ
りかけ、ペースト茶、佃煮 など

41

食品・食用として利用
～食品素材・食品～

「素材」
フレーバー、エキス、多用途茶

「食品」
茶そば、茶団子、茶かゆ、茶か
まぼこ、ハム、茶料理、ジャム、
食用油、ドレッシング、マヨネーズ

42

食品・食用として利用
～菓子類など～

茶飴、茶羊かん、茶入り菓子、
クッキー、パイ、サブレ、カステラ、
プリン、ガム、キャンディー、チョ
コレート、アイスクリーム など
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43

飲食料以外に利用
～衣料、医療、化粧など～
衣料用；シーツ、タオル、シャツ、靴下、寝具、のれん など
医療用；消臭シーツ、消臭カバー、紙おむつ、マスク など
化粧品、石鹸用；化粧品、化粧水、スキンクリーム、洗顔

パック、石鹸、シャンプー、リンス、入浴
剤、歯磨き粉、虫歯予防剤 など

44

飲食料以外に利用
～消臭剤、脱臭剤、日用品など～
消臭、脱臭剤：トイレ用、冷蔵庫用、消臭スプレー、除菌シート等
日用品など：ノート、ティッシュ、トイレットペーパー、うちわ、スリッパ等

45

飲食料以外に利用
～建材、家具、ペット用品、その他
～建材、家具、家電用品；塗料、ワックス、抗菌畳、空気清浄機、布団乾燥機
家畜、ペット用品；ペット用飼料、卵、豚、さなかの肉質改善、脱臭剤
その他；植物活性用、植物活力剤、土壌改良剤、酸化防止剤など
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1

平成28年度ふじのくに地域・大学コンソーシアム

ふじのくに学(お茶)

静岡県立大学

茶学総合研究センター 中村順行 2

１ ふじのくに学(お茶)

２ お茶とは

３ お茶の主要成分

４ お茶の成分の持つ機能性

５ 機能性表示のお茶

3

ふじのくに学(お茶)
短期集中単位互換事業

静岡県の地域資源に関する

テーマによりフィールドワークを含

む宿泊型短期集中講義を実施し、

本県地域の特性などについて大

学の正規の科目として県内大学

の学生に提供する。

ここでは、静岡の特産物である

お茶について、農学、作物学、文

化学、生理機能、産業政策、経

営・マーケティング学等の多様な

視点からお茶を実習を含めて総

合的に学習する

4

ふじのくに学(お茶)

内　　容 場　　所

  9:15～12:25 全体概要、成分・機能 中村順行 静岡県立大学　特任教授

13:15～16:25 歴史・文化 吉野亜湖 静岡産業大学　非常勤講師

9:15～12:25 経営・マーケティング 岩崎邦彦 静岡県立大学　教授

13:15～16:25 生産、加工、販売 堀川知廣 静岡産業大学　教授

11月26日 　8:30 茶生産加工実習 稲垣栄洋 静岡大学　教授

～ ～ 観光ワークショップ 坂野真帆 そふと研究室　代表

11月27日 18:00 茶草場研修　ほか 稲垣栄洋 静岡大学　教授

日　　　時 講　　　師

グランシップ

静岡県立大学

静岡大学地域
フィールド科学
教育研究セン

ター

10月10日

10月15日

講義の概要
2日間の野外実習(フィールドワーク)と2日間の集中講義(座学)により、茶の歴史、生産

からマーケティングまで幅広く、専門家から学ぶ。

単位の取得
単位互換協定に基づき、成績評価などについては受入大学がコンソーシアム事務局を

経由して派遣大学へ通知する

5

チャの分類

Genus Camellia
Subgen. Protocamellia
Subgen. Camellia
Sect. Oleifera

C.oleifera
C.sasanqua

Sect. Camellia
C.japonica

Subgen. Thea
Sect. Thea

C.sinensis
var.sinensis
var.assamica

C.taliensis
C.irawadiensis

Sect. Chrysantha
C.chrysantha

Subgen. Metacamellia

Camellia sinensis
から作られる多様な
お茶は、カフェイン、
カテキン、テアニン
などの特異成分を含
むが故に世界中の
人々を虜にした

茶経

茶の始まり

神 農

西暦500年前後に陶弘
景(452-536)がまとめた

『神農本草経』に「神農
嘗百草、日遇七十二
毒、得荼而解之

陸 羽
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7

漢 三国 普 隋 唐 宋 元 明 清 中国

0 100 500 1000 1500 2000

縄文 弥生 飛鳥 奈良 平安 鎌倉 室町 安土桃山江戸 明治 大正昭和平成

発酵茶

緑茶

茶経 喫茶養生記 紅茶が世界
に広まる

茶には2000年の歴史。時代とともに多様に進化

食べる茶 味

香り

何故、お茶が世界中で愛飲されているのか？

①向精神作用(心に効く、ナルコチックス)
エナジードリンク、Cool Exciting、目覚まし草

②機能性作用(当初から薬用植物として認知されている)
神農本草経(最古の薬書：上薬)、喫茶養生記、紅茶論争、等々

③文化的飲み物
東洋の神秘、茶の本(岡倉天心)、茶の湯、紅茶文化

④豊かな香味、美味しい飲み物

⑤多彩なバリエーションを創り上げることが可能

⑥その他
植民地戦略、アルコールとの関係

9

Aminority race in China

Darjeeling

Sri LankaKenya Indonesia

世界の茶産地

10
10

日本への茶の伝来

North china root

Central china root

South china root

北中国・韓国ルート

奈良時代( A.D.700頃)

中中国ルート
固形茶、粉末茶の伝来 ⇒抹茶

（A.D.1100頃)

南中国ルート
淹茶の伝来 ⇒ 煎茶

( A.D.1600頃)

喫茶養生記

①茶は身体衰弱、意志消沈のときは、
気力を強くする。

②茶は人を愉快な気持ちにさせ、酒の酔
いを醒まし、睡気を起こさない。

③茶は小便の通じが良く、喉の渇きをと
りさり、消化不良をなくす。

④茶は身を軽くし、脚気によい。
⑤茶は精神を整え、内臓を和らげ、身体

の疲労をやすらかに除く。

茶
者
養
生
之
仙
薬
也

延
齢
之
妙
術
也

12

25%

75%

水溶性成分

☆カテキン類(10～18%)；抗

酸化、抗菌、抗がん、生
活習慣病予防、消臭、抗
アレルギーなど

☆カフェイン(3～4%)；眠気防
止、強心、二日酔い防止

☆フラボノール(0.6～0.7%)；
抗酸化、抗がん、免疫活
性

☆ビタミンC(200mg%)；抗酸
化、免疫活性

☆ビタミンB(1.4mg%)；抗酸
化、口内炎予防

☆サポニン(0.1%）；抗喘息、
抗菌、血圧効果

☆テアニン(0.6～2%)；リラッ
クス、血圧効果

などなど

不溶性成分

☆食物繊維(20～30%)；
便秘予防、大腸がん
予防、心疾患予防

☆たんぱく質(24%)；栄養
☆βカロテン(20mg%)；

抗酸化、抗がん、抗糖
尿、抗心疾患、免疫活性

☆ビタミンE(25～70mg%)；
抗酸化、抗がん、免疫
活性

☆クロロフィル(0.80%)；
がん予防、抗突然変
異、抗腫瘍、免疫活性

茶はカテキンを始め多くの特異的な成分を含有し、それぞれ機能性を
もつため、その機能性を活かした商品も数多く開発されている

３５％

６５％

機能性を主体とした茶成分とその特性
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13
13

a．テアニン

2058 mg%

c．アラニン

d．アスパラギン酸
e．アルギニン

f．セリン
g．その他13種

a．

633 mg%
b

c
d

e f g

b
c
d

ef
g

一番茶 二番茶 三番茶

全アミノ酸量 2764 mg%                   991 mg%  617 mg%
（乾物中） 円の面積は全アミノ酸量を表す

図 チャ生葉の茶期別アミノ酸量

a．
262 mg%

（山西貞：お茶の科学，裳華堂（1992）

施肥時期

新芽の生育

春肥 夏肥
Ⅰ

夏肥
Ⅱ

苦土
石灰

秋肥芽出し肥

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

一番茶
二番茶

三番茶
四番茶

秋整枝

アミノ酸含有量は茶期で変化する

14
141414

茶期別主要成分組成の推移

0

5
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2
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4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

タンニン
(カテキン)

遊離糖

アミノ酸

カフェイン

First 4.28 5.2 5.8 5.13 5.18

Third   8. 2 8.5 8.8 8.12 8.15

First 4.28 5.2 5.8 5.13 5.18

Third 8. 2 8.5 8.8 8.12 8.15

一番茶期

三番茶期

15

同じ茶葉から様々なお茶が簡単に作れる

生 葉 緑 茶 紅 茶

カテキン類 カテキン類 ⇒ テアフラビン、テアルビジン
クロロフィル クロロフィル ⇒ フェオフイチン
ビタミンＣ ビタミンＣ ⇒ 消失(酸化物、分解物)
香り 青葉様香気 ⇒ 花様香気

16

茶種別主要成分含量

1717

四煎目後
5%

三煎目
7%

二煎目
10%

一煎目
13%

不溶性成分
65%

煎茶成分の組成と溶出比率

不溶性成分

粗繊維、タンパク質、カロテン、ビタミンE、

クロロフィル、その他

水溶性成分

カテキン,

カフェイン,

ポリサッカライド、

アミノ酸、

サポニン、

GABA、

ビタミンC、

ビタミンB、

など

水溶性成分
35%

18

湯温と溶出成分の違い

温度により成分ごとに
溶出速度が異なる。

湯の温度
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茶の主な成分の
機能性の分類

一次機能 栄養性
ビタミン ビタミンＣ、ビタミンＥ、βカロテン

など

ミネラル カリウム、リン、微量必須元素な
ど

二次機能 嗜好性

味 テアニン、遊離アミノ酸、カテキン、
カフェインなど

香り テルペン、アルコール、カルボ
ニール、エステルなどの精油

色 フラボノール、テアフラビン、クロ
ロフィルなど

三次機能 体調調節
ポリフェノール、カフェイン、ビタミン類、γ
アミノ酪酸、微量元素など 20

主要茶成分の機能性

表 茶の主要三次機能(機能性)成分の特性と用途 

成  分 機  能  性 用  途 

カテキン類 

抗酸化、抗突然変異、抗がん、コ
レステロール低下、血圧上昇抑
制、血糖上昇抑制、血小板凝集抑
制、抗菌、抗ウイルス、虫歯予防、
抗アレルギー、消臭 

食品酸化防止、抗
菌剤、脱臭剤、抗
虫歯剤など 

フラボノール 
毛細血管抵抗性増加、抗酸化、血
圧降下、消臭 

脱臭剤 

カフェイン 
中枢神経興奮、睡眠防止、強心、
利尿、抗喘息、代謝亢進 

眠気防止剤、感冒
剤、強心剤、アレ
ルギー軽減剤 

ビタミンＣ 抗壊血病、抗酸化、がん予防 酸化予防剤 

ビタミンＥ 抗酸化、がん予防、抗不妊 酸化防止剤 

γアミノ酪酸 血圧上昇抑制、抑圧性神経伝達 ギャバロン茶 

テアニン 
興奮抑制、リラックス効果、血圧
低下、脳・神経機能調節 

神経機能調節剤 

 

21

茶の機能に関する代表的書籍

22

次々にヒトで明らかにされる機能性

23

カテキン類による多様な機能性

� 抗酸化

� 抗突然変異

� 抗がん

� 酸化防止

� 抗動脈硬化

� 血中コレステロール抑制

� 脂肪吸収抑制

� 抗菌、抗ウイルス

� 虫歯予防

� 腸内フローラ改善

� 消臭

� 血圧上昇抑制 などなど
24

カテキン類による抗がん作用

カテキンなどによるDNA修復作用
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主要ながんの危険因子(国立がん研究センター情報改変図示)

食道がん
・アルコールの高摂取
・熱い飲食物
・たばこ

肺がん
・たばこ

胃がん
・塩分の高摂取
・熱い飲食物
・たばこ

乳がん
・塩アルコールの高摂取
・肥満

肝臓がん
・アルコールの高摂取
・ウイルスの感染
・たばこ

大腸がん
・保存、加工肉の高摂取
・アルコールの高摂取
・たばこ

前立腺がん
・動物性脂肪、
赤身肉の摂取過多

主要ながんの危険因子の概略 がんと緑茶に関する疫学的調査研究のまとめ

前向きコホート研究：
まだ病気になっていな
い人達を対象に調査し、
数年後の追跡で発病
を調査する方法

症例対照研究：
特定の病気が発症した
人を対象に、健常人と
の比較調査する方法

27

カテキン類による抗体脂肪抑制作用 カテキンによる抗糖尿作用

カテキン：アミラー
ゼやグルコシラー
ゼ活性の阻害

１型糖尿病：脾臓のβ細胞の破壊によるインスリン欠
乏により、高血糖、糖尿病へと至る。

２型糖尿病：インスリンは存在するが、その分泌量が
減少し、筋肉、脂肪組織へのブドウ糖の取り込み能
が低下(インスリン抵抗性が増大)し、結果として血中

のグルコースが肝臓や脂肪組織でグリコーゲンとし
て貯蔵されず、血中のグルコースが正常範囲を逸脱
して高い血糖値となり、糖尿病となる

お茶の抗糖尿作用

EGCG、テアフラ

ビンなどによる多
彩な作用

ア
ミ
ラ
ー
ゼ
や
グ
リ
コ
シ
ダ
ー
ゼ
の
活
性

を
阻
害
し
、
グ
ル
コ
ー
ス
の
生
成
を
抑
制

糖尿病発症リスクの軽減

境界型糖尿病患者への緑茶カテキン投与試験(空腹時
血糖値、投与量500㎎/日）

茶カテキンの血漿インスリン値に及ぼす恵お経(ヒト試験)
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図５ カテキン、カフェイン、テアニ
ンの抗ストレス効果の相互作用

これからはテアニン

図 低カフェイン茶の水出しによる成分浸出

ストレスの解消から寿命の延伸を

高齢者・次世代向けお茶の開発
☆ 睡眠の質の改善
☆ ストレスの緩和

カテキン、カフェイン、テアニンの抗ストレス効果の相互作用

水出し煎茶の特質
・苦渋みが少ない
ガレート型カテキンの溶出が少
カフェインが少ない

・甘味が強い
アミノ酸の溶出比率が高い

↓

免疫機能の強化

低カフェン茶を
水出しにする

39

健康と茶との関係 食品の分類(HPより引用)

41

41

特定保健
用食品

栄養機能食品

機能性表
示食品

医薬品

栄養機能性食品
・栄養成分の含有表示が可能
・栄養機能について表示可能
例：カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です

特定保健用食品(特保)
・栄養成分の含有表示が可能
・特定の保健用途の表示可能
・疾病リスクの低減表示が可能
例：糖の吸収を穏やかにし、
血糖値の気になる方に適します

機能性表示食品
・栄養成分の含有表示が可能
・機能性関与成分の機能性が表示可能
・目、鼻などの部位を表示可能
・特保にない疲労、ストレス、睡眠などの用語が使用可能
例：本品はメチル化カテキンを含んでいるため花粉が気になる
方の目や鼻の調子を整えます

「健康を維持する」「働きをサポートする」「健康を増進する」「調
整する」など高低、上昇、低下などの程度を示す用語は不可

各種表示食品の分類

・食事の生茶
・テアニン
・テアニンの働き
で健やかな眠り
をサポートする
麦茶
・メチル化カテキン

茶を中心とした特定保健用食品の機能と成分

特定保健用食品の機能と成分

保健の用途 茶に係る成分 代表的な商品例
整腸 （オリゴ糖、乳酸菌、食物繊維）
コレステロール 茶カテキン カテキン緑茶
血圧 各種ペプチド ペプチド茶
骨・ミネラル （カルシウム、イソフラボン等)
歯 茶ポリフェノール、緑茶フッ素

血糖値 難消化デキストリン(※添加)
からだすこやか茶Ｗ、京優茶緑茶、健茶
王、食事と一緒に十六茶、食事のおとも
に食物繊維入り紅茶、緑の力茶、食前茶

中性脂肪・体脂肪
茶カテキン、ウーロン茶重合ポ
リフェノール

伊右衛門特茶、ヘルシア緑茶、からだす
こやか茶Ｗ、十六茶Ｗ、カテキン緑茶

整腸 コレステロール
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茶を中心とした特定保健用食品例

血圧 血糖値

茶を中心とした特定保健用食品例

中性脂肪・体脂肪

茶を中心とした特定保健用食品例
最近では Ｗ効果の商品が出現

機能性表示食品

茶にかかわる機能性表示食品の成分

茶にかかわる機能性表示食品の種類

茶関係の機能性食品表示商品

商品名
食品の区
分

機能性関
与成分

商品名
食品の区
分

機能性関
与成分

商品名
食品の区
分

機能性関
与成分

食事の生
茶

ペットボト
ル

難消化性デ
キストリン

お～いお茶
巡りさらら

ペットボト
ル

モノグルコシ
ルヘスペリ
ジン

サンフェノ
ンEGCｇカ
プセル

サプリメン
ト

エピガロカ
テキンガ
レート

アサヒ　め
めはな茶

ペットボト
ル

メチル化カ
テキン

お～いお茶
日本の健
康　玄米茶
350

ペットボト
ル

難消化性デ
キストリン

サンテアニ
ン200

サプリメン
ト

L-テアニ
ン

テアニン サプリメント L-テアニン
ほっと食事
の生茶

ペットボト
ル

難消化性デ
キストリン

お～いお
茶　日本
の健康
玄米茶

ペットボト
ル

難消化性
デキストリ
ン

テアニンの
働きで健や
かな眠りを
サポートす
る麦茶

ペットボト
ル

L-テアニン テア眠 サプリメント L-テアニン
テアニンタ
ブレットT

サプリメン
ト

L-テアニ
ン

べにふうき
緑茶ティー
バッグ

ティーバッ
グ

メチル化カ
テキン

リフレの
ぐっすリず
む

サプリメント L-テアニン
テアニン快
眠粒

サプリメン
ト

L-テアニ
ン

快眠サプリ サプリメント L-テアニン FREE　Tea
ペットボト
ル

GABA
血圧が高
めの方の
健康緑茶

粉末
ヒハツ由
来ピペリン

茶に係る機能性表示食品申請状況（平成28年5月まで）

べにふうき緑茶 ティーバッグ(HPより引用)

JAかごしま茶業株式会社

機能性関与成分名
メチル化カテキン

表示しようとする機能性
本品には、メチル化カテキンが含まれます。
メチル化カテキンは、ハウスダストやほこり
などによる目や鼻の不快感を軽減すること
が報告されています

当該商品が想定する主な対象者
ハウスダストやほこりなどにより、目や鼻に
不快感を有している成人男女

摂取量の目安
1日当たり３包９ｇ、1日当たりメチル化カテキンで３４ｍｇ
摂取方法
大きめのマグカップに１包入れ、熱湯を150～180ml注いで、2分間ティーバッ
グ
を上下に良く振って抽出してから飲んでください
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べにふうき緑茶 三種類が受理(HPより引用)

荒畑園（静岡県牧之原市）

機能性関与成分名
メチル化カテキン

表示しようとする機能性
ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不
快感を軽減することが報告されています

当該商品が想定する主な対象者
ハウスダストやほこりなどにより、目や鼻に
不快感を有している成人男女

摂取量の目安 1日当たり
スティックタイプ2.4g（スティック4本）
粉末茶2.4g（付属のスプーン8杯分）
ティーパックタイプ9g（ティーパック3包） 50

茶の新需要の事例
表 茶の新需要の事例  

区 分  需 要 分 野 と 応 用 例  

茶 と し て 利

用  

水出し茶、各種発酵茶、新香味茶、ギャバロン茶、低カフェ
イン茶、濃縮茶、混合茶 など  

飲用・形態を

変えて利用  

ドリンク茶、ティバッグ、インスタントティ、粉末茶、微粉
末茶 (食用、即席飲用、酒割用 )、カード茶、錠剤茶、カプセ
ル茶、茶ワイン、緑茶酒、スポーツ飲料、カテキン粉末など  

食品・食用と

して利用  

☆ 形態を変えてそのまま食用として利用  
☆ 食品素材として利用  

「素材」「食品」「菓子類」「その他」健康補助食品  

飲 食 料 以 外

に利用  

☆ 衣料用など  
☆ 医療用  
☆ 化粧品、石鹸用など  
☆ 消臭剤、脱臭剤など  
☆ 日用品など  
☆ 建材、家具、家電用品など  
☆ 家畜、ペット用品  
☆ 植物活性用  
☆ その他  

 茶は飲用だけでなく、食品素材として、さらには機能性成分を活かした
様々な飲食料以外にも利用され、新しいビジネスを創造している

51

食品・食用として利用
～形態を変えて食用～

いしびき茶、食べる茶、茶のふ
りかけ、ペースト茶、佃煮 など

52

食品・食用として利用
～食品素材・食品～

「素材」
フレーバー、エキス、多用途茶

「食品」
茶そば、茶団子、茶かゆ、茶か
まぼこ、ハム、茶料理、ジャム、
食用油、ドレッシング、マヨネーズ

53

食品・食用として利用
～菓子類など～

茶飴、茶羊かん、茶入り菓子、
クッキー、パイ、サブレ、カステラ、
プリン、ガム、キャンディー、チョ
コレート、アイスクリーム など

54

飲食料以外に利用
～衣料、医療、化粧など～
衣料用；シーツ、タオル、シャツ、靴下、寝具、のれん など
医療用；消臭シーツ、消臭カバー、紙おむつ、マスク など
化粧品、石鹸用；化粧品、化粧水、スキンクリーム、洗顔

パック、石鹸、シャンプー、リンス、入浴
剤、歯磨き粉、虫歯予防剤 など
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55

飲食料以外に利用
～消臭剤、脱臭剤、日用品など～
消臭、脱臭剤：トイレ用、冷蔵庫用、消臭スプレー、除菌シート等
日用品など：ノート、ティッシュ、トイレットペーパー、うちわ、スリッパ等

56

飲食料以外に利用
～建材、家具、ペット用品、その他
～建材、家具、家電用品；塗料、ワックス、抗菌畳、空気清浄機、布団乾燥機
家畜、ペット用品；ペット用飼料、卵、豚、さなかの肉質改善、脱臭剤
その他；植物活性用、植物活力剤、土壌改良剤、酸化防止剤など
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世界お茶まつり Ｏ－ＣＨＡ学術セミナー

茶に係る機能性登録食品の特徴

静岡県立大学 茶学総合研究センター 中村順行

Ⅰ．機能性表示について

食品の分類(HPより引用) 保健機能食品の概要(HPより引用)

機能性表示食品と特定保健用食品の相違(HPより引用)

6

25%

75%

水溶性成分

☆カテキン類(10～18%)；抗
酸化、抗菌、抗がん、生
活習慣病予防、消臭、抗
アレルギーなど

☆カフェイン(3～4%)；眠気防
止、強心、二日酔い防止

☆フラボノール(0.6～0.7%)；
抗酸化、抗がん、免疫活
性

☆ビタミンC(200mg%)；抗酸
化、免疫活性

☆ビタミンB(1.4mg%)；抗酸
化、口内炎予防

☆サポニン(0.1%）；抗喘息、
抗菌、血圧効果

☆テアニン(0.6～2%)；リラッ
クス、血圧効果

などなど

不溶性成分

☆食物繊維(20～30%)；
便秘予防、大腸がん
予防、心疾患予防

☆たんぱく質(24%)；栄養
☆βカロテン(20mg%)；
抗酸化、抗がん、抗糖
尿、抗心疾患、免疫活性

☆ビタミンE(25～70mg%)；
抗酸化、抗がん、免疫
活性

☆クロロフィル(0.80%)；
がん予防、抗突然変
異、抗腫瘍、免疫活性

茶はカテキンを始め多くの特異的な成分を含有し、それぞれ機能性を
もつため、その機能性を活かした商品も数多く開発されている

３５％

６５％

機能性を主体とした茶成分とその特性
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Ⅱ．特定保健用食品について
市場規模の推移

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 資料より

保健の用途別市場構成の推移

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 資料より

特定保健用食品の表示許可・承認品目の推移

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 資料より

特定保健用食品の表示許可品目数の推移

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 資料より

特定保健用食品の販売経路別及び種類別市場構成

特定保健用食品の販売経路別市場構成
清涼飲料水

茶系飲料、炭酸飲料、果実飲料、ゼリー飲料、コーヒー、粉末清
涼飲料など

乳製品 乳酸菌飲料、発酵乳など

加工食品・調味料
大豆加工品、穀物加工品、食肉・魚肉加工品、調理油、マーガリ
ン、マヨネーズ、甘味料など

菓子・その他
キャンディ、クッキー、ビスケット、チューインガム、チョコレート、錠
剤、粉末、青汁など

特定保健用食品の種類別市場構成

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 資料より

茶を中心とした特定保健用食品の機能と成分

特定保健用食品の機能と成分

保健の用途 茶に係る成分 代表的な商品例
整腸 （オリゴ糖、乳酸菌、食物繊維）
コレステロール 茶カテキン カテキン緑茶
血圧 各種ペプチド ペプチド茶
骨・ミネラル （カルシウム、イソフラボン等)
歯 茶ポリフェノール、緑茶フッ素

血糖値 難消化デキストリン(※添加)
からだすこやか茶Ｗ、京優茶緑茶、健茶
王、食事と一緒に十六茶、食事のおとも
に食物繊維入り紅茶、緑の力茶、食前茶

中性脂肪・体脂肪
茶カテキン、ウーロン茶重合ポ
リフェノール

伊右衛門特茶、ヘルシア緑茶、からだす
こやか茶Ｗ、十六茶Ｗ、カテキン緑茶

整腸 コレステロール
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茶を中心とした特定保健用食品例

血圧 血糖値

茶を中心とした特定保健用食品例

中性脂肪・体脂肪

茶を中心とした特定保健用食品例
最近では Ｗ効果の商品が出現

Ⅲ.機能性表示食品について

サプリメ

ント
45%

その他
54%

生鮮品
1%

食品の区分（Ｈ．２８．８）

211

91

36

36

30

25

16

12

6

6

3

2

栄養補助食品

清涼飲料水

菓子類

発酵乳

粉末飲料

水産加工物

米煎餅

レトルト食品

大豆加工品

野菜

食用油

果実

食品の名称（Ｈ．２８．８）

機能性のカテゴリーと成分

1

3

5

6

8

12

12

13

18

18

19

26

28

41

44

48

54

64

0 10 20 30 40 50 60 70

健康な肝臓の機能を維持

筋肉をつくる力をサポート

体温を維持する

疲労感を軽減

目や鼻の不快感を緩和

睡眠の質の向上

記憶の精度を高める

コレステロール値を改善

血糖値の上昇を抑える

ストレス緊張の緩和

骨代謝の促進

関節の動きをサポート

肌のうるおい

目の機能をサポート

血圧のサポート

お腹の調子を整える

中性脂肪を抑える

体脂肪を減らす

16

16

16

26

36

37

41

41

47

60

0 20 40 60 80

酢酸

グルコサミン

Ｌ－テアニン

ルティン

ビフィズス菌

ＧＡＢＡ

イソフラボン

ＥＰＡ

ＤＨＡ

難消化デキストリン

機能性別カテゴリー（Ｈ．２８．８） 成分別ＴＯＰ１０（Ｈ．２８．８）

1

1

1

1

2

7

8

12

0 2 4 6 8 10 12 14

ピペリン

ガレート型カテキン

ＥＧＣＧ

ＧＡＢＡ

モノグルコシルヘスペリジン

メチル化カテキン

難消化デキストリン

テアニン

ティー

バッグ
9%

粉末茶
15%

サプリメ

ント
33%

ペットボ

トルなど

飲料
43%

茶における機能性成分と食品区分

機能性成分別カテゴリー（Ｈ．２８．８）

茶に限定した食品区分（Ｈ．２８．８）

モノグルコシルヘスペリジンは、近年流行っている中性脂肪を
下げる働きのあるポリフェノールの一種です。

ヘスペリジンは、オレンジなどの柑橘類全般に含まれているポ
リフェノールであり、ビタミンPと言われます。

ピペリン (英: piperine) は、アルカロイドに分類され、ブラック

ペッパーの辛みのもととなっている成分である。この化合物は伝
統医学や殺虫剤の用途にも用いられてきた
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1 ⾷事の⽣茶
キリンビバ
レッジ株式会
社

緑茶（清涼
飲料⽔）

難消化性デキスト
リン

⾷事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排
出を増加させるとともに、糖の吸収をお
だやかにするため、⾷後の血中中性脂肪
や血糖値の上昇をおだやかにする

2015/4/11

2 テアニン
森下仁丹株式
会社

テアニン含
有⾷品

L-テアニン 作業などに由来する緊張感を軽減する 2015/5/6

3

テアニンの働きで
健やかな眠りをサ
ポートするむぎ茶

株式会社伊藤
園

⻨茶(インス
タント⻨茶)

L-テアニン 夜間の健やかな眠りをサポート 2015/5/18

4
べにふうき緑茶
ティーバッグ

JAかごしま茶
業株式会社

煎茶 メチル化カテキン
ハウスダストやほこりなどによる目や鼻
の不快感を軽減

2015/6/21

5
アサヒ めめはな
茶

アサヒ飲料株
式会社

清涼飲料⽔
（⼤⻨⼊り
緑茶）

メチル化カテキン
およびガロカテキ
ン-

ほこりやハウスダストによる目や鼻の不
快感を緩和

2015/7/2

6
サンフェノンＥＧ
Ｃｇカプセル

株式会社タイ
ヨーラボ

サンフェノ
ンE G C g
イージー
シージー カ
プセル

エピガロカテキン
ガレート（ＥＧＣ
ｇ）

エネルギーとして脂肪を消費しやすくす
る

2015/7/14

7 ほっと⾷事の⽣茶
キリンビバ
レッジ株式会
社

緑茶（清涼
飲料⽔）

難消化性デキスト
リン（⾷物繊維）

⾷事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排
出を増加させるとともに、糖の吸収をお
だやかにするため、⾷後の血中中性脂肪
や血糖値の上昇をおだやかにすることが
報告されています。さらに、おなかの調
子を整えることも報告されています

2015/8/12

8 サンテアニン200
株式会社タイ
ヨーラボ

L-テアニン
含有加工⾷
品

L-テアニン
起床時の疲労感や眠気を軽減する。一過
性の作業にともなうストレスをやわらげ
る。

2015/8/23

9

お〜いお茶 ⽇本
の健康 ⽞⽶茶
（げんまいちゃ）

株式会社伊藤
園

清涼飲料⽔
難消化性デキスト
リン（⾷物繊維）

おなかの調子を整える機能と、⾷事から
摂取した脂肪の吸収を抑えて、⾷後の中
性脂肪の上昇を抑える機能

2015/8/26

茶における機能性表示食品（平成28年8月31日分まで） 10
ヘルシープラス
さらさらむぎ茶

株式会社伊藤
園

清涼飲料⽔
モノグルコシルヘ
スペリジン

気温や室内温度が低い時などの健やかな
血流（末梢血流）を保ち、体温（末梢体
温）を維持する。血中の中性脂肪が気に
なる方の中性脂肪を減らす

2015/9/13

11
お〜いお茶 巡り
さらら

株式会社伊藤
園

清涼飲料⽔
モノグルコシルヘ
スペリジン

気温や室内温度が低い時などの健やかな
血流（末梢血流）を保ち、体温（末梢体
温）を維持する。血中の中性脂肪が気に
なる方の中性脂肪を減ら

2015/9/13

12 快眠サプリ
オリヒロプラ
ンデュ株式会
社

テアニン含
有加工⾷品

テアニン 朝目覚めた時の疲労感を軽減する 2015/10/1

13
お〜いお茶 ⽇本
の健康 ⽞⽶茶350

株式会社 伊
藤園

清涼飲料⽔
難消化性デキスト
リン（⾷物繊維）

おなかの調子を整える機能と、⾷事から
摂取した脂肪の吸収を抑えて、⾷後の中
性脂肪の上昇を抑える

2015/10/18

14 テア眠
株式会社タイ
ヨーラボ

L-テアニン
含有加工⾷
品

L-テアニン
夜間の良質な睡眠（起床時の疲労感や眠
気を軽減）をサポートする

2016/1/14

15 爽眠α
株式会社プロ
グレ

L-テアニン
含有⾷品

L-テアニン 起床時の疲労感や眠気を軽減する 2016/2/4

16
リフレのぐっすり
ずむ

株式会社リフ
レ

Ｌ-テアニン
含有加工⾷
品

L-テアニン

すっきりとした目覚めと起床時の眠気の
軽減・疲労感の回復に役⽴つ）するとと
もに、一過性の作業などによるストレス
（精神的負担）を和らげる

2016/2/22

17
テアニンタブレッ
トT

株式会社東洋
新薬

テアニン加
工⾷品

L-テアニン
健やかな眠りをもたらし、翌朝起床時の
疲労感（疲れやだるさの感覚）を軽減す
る

2016/3/6

18 テアニン快眠粒
株式会社 全
⽇本通販

L-テアニン
含有加工⾷
品

L-テアニン

夜間の健やかな眠り（起床時の疲労感や
眠気の軽減）をサポートする機能。一過
性の作業によるストレスをやわらげる機
能。

2016/3/13

19

ＦＲＥＥ （フ
リー）Ｔｅａ（
ティー）

ポッカサッポ
ロフード＆ビ
バレッジ株式
会社

紅茶飲料 GABA
デスクワークに伴う一時的な精神的スト
レスを緩和する

2016/3/27

20
キリン サプリ
レモン

キリンビバ
レッジ株式会
社

清涼飲料⽔
テアニン(L-テアニ
ン) クエン酸

⼼理的負荷のかかる事務作業により発⽣
する一時的なストレスを軽減する。⽇常
⽣活や運動後の疲労感を軽減

2016/3/28

21 ネナイト
アサヒフード
アンドヘルス
ケア株式会社

Ｌ－テアニ
ン加工⾷品

Ｌ－テアニン
睡眠の質を高めること（起床時の疲労感
や眠気を軽減すること）

2016/3/30

22
血圧が高めの方の
健康緑茶

⼤正製薬株式
会社

粉末清涼飲
料

ヒハツ由来ピペリ
ン

血圧が高めの方の血圧を改善し、正常な
血圧を維持

2016/3/30

23 ⾷事の刻の緑茶
⽇本薬剤株式
会社

緑茶（清涼
飲料⽔）

難消化性デキスト
リン（⾷物繊維）

⾷後の血中中性脂肪や血糖値の上昇をお
だやかにする

2016/4/27

24
べにふうきティー
パック

株式会社荒畑
園

煎茶 メチル化カテキン
ハウスダストやほこりなどによる目や鼻
の不快感を軽減する

2016/5/24

25 べにふうき粉末茶
株式会社荒畑
園

粉末茶 メチル化カテキン
ハウスダストやほこりなどによる目や鼻
の不快感を軽減する

2016/5/24

26
べにふうきス
ティックタイプ

株式会社荒畑
園

粉末茶 メチル化カテキン
ハウスダストやほこりなどによる目や鼻
の不快感を軽減する

2016/5/24

27
⾷事のおともに緑
茶

株式会社エル
ビー

清涼飲料⽔
難消化性デキスト
リン（⾷物繊維）

⾷事の脂肪や糖分の吸収を抑える 2016/7/1

28
⾷事のおともに烏
龍茶

株式会社エル
ビー

清涼飲料⽔
難消化性デキスト
リン（⾷物繊維）

⾷事の脂肪や糖分の吸収を抑える 2016/7/1

29
まるごと健康粉末
茶 濃いみどり

株式会社伊藤
園

緑茶(粉末
茶)

ガレート型カテキ
ン

体脂肪を減らす機能や、LDLコレステ
ロールを減らす機能

2016/7/1

30
神⼾居留地 かろ
やか緑茶

富永貿易株式
会社

緑茶（清涼
飲料⽔）

難消化性デキスト
リン（⾷物繊維）

⾷事から摂取した脂肪の吸収を抑えると
ともに、糖の吸収をおだやかにし、⾷後
の血糖値の上昇を抑える、おなかの調子
を整える

2016/7/15

31
まるごと健康粉末
茶 べにふうき

株式会社伊藤
園

緑茶（粉末
茶）

メチル化カテキン
ほこりやハウスダストなどによる目や鼻
の不快感を軽減する

2016/7/19

32

天使の健康 べに
ふうき緑茶ティー
バッグ

森永製菓株式
会社

煎茶 メチル化カテキン
ハウスダストやほこりなどによる目や鼻
の不快感を軽減する

2016/8/8

33 熟すやナイト
井藤漢方製薬
株式会社

L-テアニン
含有⾷品

L-テアニン
朝目覚めたときの疲労感を軽減する,一
過性の作業などによる精神的なストレス
感をやわらげる

2016/8/10

べにふうき緑茶 ティーバッグ(HPより引用)

JAかごしま茶業株式会社

機能性関与成分名
メチル化カテキン

表示しようとする機能性
本品には、メチル化カテキンが含まれます。
メチル化カテキンは、ハウスダストやほこり
などによる目や鼻の不快感を軽減すること
が報告されています

当該商品が想定する主な対象者
ハウスダストやほこりなどにより、目や鼻に
不快感を有している成人男女

摂取量の目安
1日当たり３包９ｇ、1日当たりメチル化カテキンで３４ｍｇ
摂取方法
大きめのマグカップに１包入れ、熱湯を150～180ml注いで、2分間ティーバッグ
を上下に良く振って抽出してから飲んでください

べにふうき緑茶 三種類が受理(HPより引用)

荒畑園（静岡県牧之原市）

機能性関与成分名
メチル化カテキン

表示しようとする機能性
ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不
快感を軽減することが報告されています

当該商品が想定する主な対象者
ハウスダストやほこりなどにより、目や鼻に
不快感を有している成人男女

摂取量の目安 1日当たり
スティックタイプ2.4g（スティック4本）
粉末茶2.4g（付属のスプーン8杯分）
ティーパックタイプ9g（ティーパック3包）

静岡県経済連でも 申請を準備中

商品名
静岡粉末茶？
機能性関与成分名
茶カテキン？
表示しようとする機能性
体脂肪や肥満関係？

カテキンにはこれまでに多くの
研究実績があり、また総説論文
も多い。

案
カテキン含有量〇〇mg。
1日当たり３本の粉末茶入

りスティックをお湯または
水に溶かして飲用してい
ただく
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茶学入門 ガイダンス

平成28年 後期

茶学総合研究センター
中村順行 2

チャの分類

Genus Camellia
Subgen. Protocamellia
Subgen. Camellia
Sect. Oleifera

C.oleifera
C.sasanqua

Sect. Camellia
C.japonica

Subgen. Thea
Sect. Thea

C.sinensis
var.sinensis
var.assamica

C.taliensis
C.irawadiensis

Sect. Chrysantha
C.chrysantha

Subgen. Metacamellia

チャが他の植物と異なる点
☆カフェイン
☆ガレート型のカテキン
☆テアニン
☆その他(フッ素、アルミ等)

チャの特質

Camellia sinensis
から作られる多様
なお茶は、カフェ
イン、カテキン、
テアニンなどの特
異成分を含むが故
に世界中の人々を
虜にした

茶経

茶の始まり

神 農

西暦500年前後に陶弘
景(452-536)がまとめた
『神農本草経』に「神農
嘗百草、日遇七十二
毒、得荼而解之

陸 羽

漢 三国 普 隋 唐 宋 元 明 清 中国

0 100 500 1000 1500 2000

縄文 弥生 飛鳥 奈良 平安 鎌倉 室町 安土桃山江戸 明治 大正昭和平成

発酵茶

緑茶

茶経 喫茶養生記 紅茶が世界
に広まる

広東語 CHA

福建語 TAY

大航海時代

1606年東インド会社

ヨーロッパへ

1773年 ボストン茶会事件

1840年 アヘン戦争

広東語 CHA

福建語 TAY

大航海時代

1606年東インド会社

ヨーロッパへ

1773年 ボストン茶会事件

1840年 アヘン戦争

ボストンティパーティ事件(1773)

アヘン戦争(1840～1842)

茶には2000年の歴史。時代とともに多様に進化してきた 何故、お茶が世界中で愛飲されているのか？

①向精神作用(心に効く、ナルコチックス)
エナジードリンク、Cool Exciting、目覚まし草

②機能性作用(当初から薬用植物として認知されている)
神農本草経(最古の薬書：上薬)、喫茶養生記、紅茶論争、等々

③文化的飲み物
東洋の神秘、茶の本(岡倉天心)、茶の湯、紅茶文化

④豊かな香味、美味しい飲み物

⑤多彩なバリエーションを創り上げることが可能

⑥その他
植民地戦略、アルコールとの関係
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茶の分類
緑茶（不発酵茶）

蒸し製緑茶(日本式)

釜炒り製緑茶(中国式)

青茶「ウーロン茶」（半発酵茶）
紅茶（発酵茶）

※発酵：葉の酵素による酸化反応
黒茶「後発酵茶」（堆積茶）

※発酵：微生物発酵
その他
白茶
黄茶
二次加工茶

最近では中国式の６茶種に分類されることが多い 喫茶養生記

①茶は身体衰弱、意志消沈のときは、
気力を強くする。

②茶は人を愉快な気持ちにさせ、酒の
酔いを醒まし、睡気を起こさない。

③茶は小便の通じが良く、喉の渇きを
とりさり、消化不良をなくす。

④茶は身を軽くし、脚気によい。
⑤茶は精神を整え、内臓を和らげ、身

体の疲労をやすらかに除く。

茶
者
養
生
之
仙
薬
也

延
齢
之
妙
術
也

世界の茶の生産量と緑茶比率の推移
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緑茶は機能性の
高まりから増加

している

茶の機能性(カテキン)に関する論文数の推移

茶の機能性が科
学的にも明らかに
され、生産量は緑
茶を中心に、毎年
10万t程度づつ増
加しているが、国
内では需給の歪
みが生じている。

茶を巡る現況

ドイツ 140トン
7.7億円

アメリカ 1406トン
30.1億円

カナダ 188トン
3.1億円

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 205トン
6.1億円

台湾 365トン
4.2億円

日本茶（緑茶）の主な輸出先(H25年度)

タイ 131トン
2.1億円

香港 78トン
2.1億円

マレーシア 78トン
1.3億円

フランス 56トン
1.5億円

オランダ 29トン
1億円

日本茶の主な輸出先(平成25年度)
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県 名 面積
(ha)

生産量
(1000t)

静岡県 19,900 39,900

鹿児島県 8,530 24,100

三重県 3,270 7,620

熊本県 1,640 1,740

京都府 1,560 2,970

福岡県 1,580 2,330

宮崎県 1,620 3,830

埼玉県 1,130 926

佐賀県 1,030 1,930

その他 7,940 6,754

合 計 48,200 92,100

日本における茶の生産

静岡県立大学
U N I V E R S I T Y  O F  S H I Z U O K A

茶の栽培加工から
機能性、販売、経営手法まで総合的に科学する!!

茶学総合研究センター
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大学内の各教員が茶の研究を各々の専門性を活かして実施している。そ

れらの情報を一元化するとともに、相互に連携した取組みを行う。また、

県内の他大学や公設試験研究機関をはじめ行政・茶業界とも連携して茶

業振興に貢献する。

約30人程度の教員が
茶を研究している

茶学総合研
究センター

茶学総合研
究センター

目的及び組織体制

商品の開発から機能性の評価まで一連の研究実施

低カフェイン茶の製造法の確立

深蒸し煎茶と低カフェイン茶の味覚セン
サーによる比較(深蒸し煎茶を１００とし
た場合)

自然科学分野から

熱水シャワー方式による低カ
フェイン茶の製造

昨年度の主要な成果概要

マウスを用いた対面飼育によるストレス軽減効果

マウスを用いた社会心理的ストレスの把握法

ヒト試験による低カフェイン茶の抗ストレス効果

ヒト試験によるストレス軽減効果の調査法

低カフェイン茶による抗ストレス性の解明昨年度の主要な成果概要 昨年度の主要な成果概要

低カフェイン茶は
学生に対しても抗
ストレス作用を示
した

昨年度の主要な成果概要

図１ 留学生を対象としたセミナー募集パンフ

図2 留学生を対象としたセミナーの概要
(左：O-CHAプラザ内での美味しいお茶の淹れ方、右：森内茶園での闘茶会風景)

産官学民のコンソーシアムを形成して研究実施

日本茶の海外輸出戦略の構築

社会科学分野から

2009 比率 2013 比率 伸び率
トン ％ トン ％ 倍

インド 604 3.9 1036 4.6 1.72
中国 8546 56 .5 14234 63 .2 1 .67
（単価) 3.8ﾄﾞﾙ/kg

日本 1416 9 .2 1700 7 .5 1 .20
(単価) 19 .4ﾄﾞﾙ/kg

ドイツ 1165 7.6 732 3.2 0.63
ブラジル 314 2.0 508 2.3 1.62
台湾 375 2.4 426 1.9 1.14

合計 15236 99.1 22534 100.0 1.48

米国における緑茶の輸入量と金額

米国における茶の消費量の推移

・日本茶海外輸出コンソーシ
アム

・海外粉末茶マーケティング
コンソーシアム

昨年度の主要な成果概要
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産地（日本産か否か）の判別分析結果

日本産
と判別

その他
と判別

0 10 20 30 40

～1,000円

1,001円～…

2,001円～…

3,001円～…

4,001円～…

5,001円～…

10,001円～…

20,001円～
商品点数 日本
商品点数 米国

日米の価格帯別抹茶・粉末茶の販売商品点数

米国における日本茶(抹茶・粉末茶)の実態調査

太い線で結ばれた語句はよ
りつながりの強いことを示
す

粉末茶に対して求める価値

米国と台湾における日本茶の評価

昨年度の主要な成果概要

統括 中村 順行 特任教授

顧問 伊勢村 譲 客員教授

所轄 小林裕和 食品栄養環境科学研究院長
茶学総合講座

茶学総合研究センター
センター長：中村順行特任教授(博士(農学))
副センター長：下位香代子教授(学術博士)
連携研究員：小林裕和食品栄養環境科学研究院長、教授(博士(農学))、伊勢村護名
誉教授、客員教授(理学博士)、佐野満昭客員教授(薬学博士)、岩崎邦彦教授(博士(農
業経済学))、海野けい子准教授(薬学博士)、斎藤貴江子助教(博士(農学))、今井伸二
郎(医学博士) 等 順不同

静岡県立大学 食品栄養環境科学研究院 茶学総合研究センター
〒422-8526 静岡市駿河区谷田52-1
TEL/FAX 054-264-5822 E-mail yori.naka222@u-shizuoka-ken.ac.jp
http://dfns.u-shizuoka-ken.ac.jp/labs/tsc/

茶学総合研究センターホームページ

http://dfns.u-shizuoka-ken.ac.jp/labs/tsc/

茶学総合研究センター スタッフ

静岡県は全国有数の茶、飲料、加工食品の生産県であり、本学
を含めた複数の大学や国公立の試験研究機関、民間企業におい
て茶関連の食品、医薬品、化成品の研究が活発に行われている。

従って、本学の学部生や大学院生はそれらを就職先として考える
ことも多い。また、静岡県においても世界緑茶協会や「茶の都」づく
りの推進、さらには本学内にも「茶学総合研究センター」の開設な
ど、茶をKeywordとした取組も多い。

このような背景のもと、学生には、学部を問わず茶に関する広範
な知識と教養を身につけることが望ましい。そこで、当科目は茶に
ついて、歴史、文化、経済、生産、貿易、栽培、種類、加工、味、香
り、生理、機能、効能など広範な項目をそれぞれの専門家に解説し
て頂き、茶への関心を高め、知識を深めることを目的とする。

茶学入門 授業概要 茶学入門 授業概要
平成２８年度 茶学入門 講義期日と科目名 

 

回数 月日 担当者 科目名 

1 10 月 6日 中村 順行 ガイダンス 

2 10 月 13 日 岩崎 邦彦 茶のマーケティング 

3 10 月 20 日 中村 羊一郎 茶の歴史 

4 10 月 27 日 中村 順行 茶の生産・加工 

5 11 月 10 日 内野 稔 茶の種類と美味しい淹れ方 

6 11 月 17 日 中村 羊一郎 茶の文化 

7 11 月 24 日 齋藤 貴江子 茶を特徴づける成分 

8 12 月 8日 伊勢村 護 茶の機能性、特に疫学的研究から 

9 12 月 15 日 海野 けい子 カテキン類の生理機能 

10 12 月 22 日 陽東 藍 カフェイン・テアニンの機能性 

11 1 月 12 日 今井 伸二郎 茶の免疫機能 

12 1 月 19 日 原 征彦 茶の機能性に特化した商品開発 

13 1 月 26 日 佐野 満昭 茶の幅広い魅力と機能 

14 2 月 2 日 望月 辰彦 「茶の都 しずおか」づくり 

15 2 月 9 日 中村 順行 世界に広まる日本茶の現状と課題 

茶学入門 評価方法

１．授業への取り組み度

２．適当な講義日に小レポートを実施

３．２月にレポート提出

以上の3項目を評価して合計点数をつける

昨年度の授業評価アンケートより

・席の後部に座る学生の声がうるさく集中できない

⇒各先生に注意するように依頼する。

・遅刻する学生が多く、前を横切られると非常に邪魔

⇒やむなく遅刻した学生は、後ろから邪魔にならないように教

室に入り、着席すること。

・授業の資料が不鮮明で分かりにくいものが多かった

⇒資料は、あくまでも参考に配布しているもの。時間内に聞き取

り、自分にとって重要なことはノートすること。

☆本授業は、茶学の入門講座であり、幅広く茶の魅力を知り、今後
に活かしてほしいと考えている。幅広い分野のなかから自分の
興味を見つけたり、何故お茶が日常茶飯事なのか？何故世界中
で愛飲されるのかを考えていただきたい。
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1茶学総合研究センター 中村順行

茶の生産・加工

静岡県立大学 茶学入門

平成28年10月27日
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チャはツバキ属の植物

Genus Camellia
Subgen. Protocamellia
Subgen. Camellia
Sect. Oleifera

C.oleifera
C.sasanqua

Sect. Camellia
C.japonica

Subgen. Thea
Sect. Thea

C.sinensis
var.sinensis
var.assamica

C.taliensis
C.irawadiensis

Sect. Chrysantha
C.chrysantha

Subgen. Metacamellia

3

� チャの起源

� 日本のチャの起源

① ヒマラヤ山系の中国南部
② インドアッサム地方
③ 中国雲南地方

・日本茶自生論

ヤマチャの自生

ヤマチャは栽培種と異なる花器形態

チャの葉と実の化石（古第三期時代始新世後期の地層

3500～4500万年前）

チャの実の化石縄文期遺跡

1820年代 アッサム種の発見

以後、盛んに研究（二元論など諸説）

現在、ゲノムの多様性から検討

（茶樹の4変種（小葉or大葉、喬木or灌木）など）

お茶の木の生まれた
場所は？

チャの起源

4

1935年 第6回世界植物学会議

チャ属とツバキ属をツバキ（Camellia）属とする

1958年 Sealy 「ツバキ属の改訂」：チャをツバキ属チャ節とする。

チャ節（Section Thea）

チャ（C. sinensis (L.) O. kuntze）

中国種（ C. sinensis var. sinensis ）

アッサム種（ C. sinensis var. assamica）

引用文献 Sealy,J.R.:

A revision of the genus Camellia, Royal Horticultural 
Society, London, p.239 (1954)

お茶の木は大きく
二つに分けられる

チャの分類

Camellia sinensis か
ら作られる多様なお
茶は、カフェイン、カ
テキン、テアニンなど
の特異成分を含むが
故に世界中の人々を
虜にした

茶経

茶の始まり

神 農

西暦500年前後に陶弘
景(452-536)がまとめた

『神農本草経』に「神農
嘗百草、日遇七十二
毒、得荼而解之

陸 羽

6

Old Soviet Union

China

India

Sri Lanka

Indonesia
Kenya

Japan

Vetnam
an

India

A minority race in China

Darjeeling

Sri LankaKenya Indonesia

世界のチャの栽培地域
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7世界における茶の国別生産量と栽培面積(2013)

世界における茶の生産量の推移

世界における茶の生産

緑茶は機能性の高ま
りから増加している

カテキン論文数の推移(google scholar) 8

主要国の茶の輸出量の推移

世界の茶輸出の推移

9

日本への茶の伝来

North china root

Central china root

South china root

北中国・韓国ルート

奈良時代( A.D.700頃)

中中国ルート
固形茶、粉末茶の伝来 ⇒抹茶

（A.D.1100頃)

南中国ルート
淹茶の伝来 ⇒ 煎茶

( A.D.1600頃)
10

喫茶養生記

①茶は身体衰弱、意志消沈のときは、
気力を強くする。

②茶は人を愉快な気持ちにさせ、酒の
酔いを醒まし、睡気を起こさない。

③茶は小便の通じが良く、喉の渇きをと
りさり、消化不良をなくす。

④茶は身を軽くし、脚気によい。
⑤茶は精神を整え、内臓を和らげ、身体
の疲労をやすらかに除く。

茶
者
養
生
之
仙
薬
也

延
齢
之
妙
術
也

11

茶種の変遷

平安時代 団茶 上流階級

鎌倉時代 抹茶 武士、上流階級

江戸時代 抹茶、煎茶、釜炒り茶 上流階級

番茶 庶民

明治時代 煎茶、番茶

輸出用各種茶 輸出用

現在 機械製煎茶 国内用

日本における主要な茶の推移

12

日本における茶の生産と輸出入の推移
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生産量 緑茶輸出量 緑茶輸入量 国内消費量

外需による茶業発展期

内需による煎茶の全
国への普及期

多様化への対応期



3

1313
横浜開港（1859)を契機に茶の輸出は隆盛を極め、静岡は急速に
日本一の茶業県として発展

明治初期の茶の輸出状況

14

品種茶の導入による茶園の変化

優良品種の育成と普及

挿木繁殖茶園による生産性の向上

在来茶園

実生による在来茶園から優良品種の育成と挿木による栄養繁殖茶園
にすることで収量性・品質の向上が果たされた

Yutakamido
ri

Sayamakaori

Kanayamid
ori

Okumid
ori

Yabukit
a

15
摘採は手摘みから可搬型摘採機を経て乗用型機械に変わり、著しく摘
採能率を向上してきた

手摘み

可搬型摘採機

乗用型摘採機

摘採方法の変化

16

製造方法の変化

製造は手揉みから機械化され、徐々に投入量を増加させるとともに最
近ではコンピュータ制御による自動化に技術革新したことで、日本独
自の生産加工技術を確立し、品質の高位平準化に貢献してきた

手揉み
機械揉み

機械揉み

17

Average annual temperature(℃) Annual rainfall (mm)

国内茶生産地の年平均気温11.5～18℃。冬季の最低気温ｰ4.1～4.5℃程
度。降水量1300mm以上。茶芽の生育する4～10月に900mm以上。

茶の栽培適地

18

日本の代表的な茶園風景

直接被覆下茶園

積雪下の茶園(秋田県)

一般的な茶園
(可搬型摘採機用茶園)

乗用型摘採機用茶園

覆下茶園(玉露栽培)
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県 名 面積
(ha)

生産量
(1000t)

静岡県 18,300 32,200

鹿児島県 8,660 25,600

三重県 3,150 7,130

熊本県 1,640 1,300

京都府 1,580 3,020

福岡県 1,570 2,290

宮崎県 1,540 4,100

埼玉県 925 537

佐賀県 953 1,510

その他 7,082 5,113

合 計 45,400 82,800

日本における茶の生産

平成25年度

20

日本茶の種類別生産量比率

煎茶
63.4%

番茶
24.8 %

かぶせ茶
4.8 %

玉緑茶
2.7 %

てん茶
1.2 %

玉露
0.2 %

その他
2.2 %

日本における種類別茶種の比率 (2013)

2121

日本茶の種類

煎茶

てん茶

玉露

玉緑茶 2222

日本茶の種類

玄米茶

ほうじ茶番茶

釜炒り茶

23

a．テアニン

2058 mg%

c．アラニン

d．アスパラギン酸
e．アルギニン

f．セリン
g．その他13種

a．

633 mg%
b

c
d

e f g

b
c
d

ef
g

一番茶 二番茶 三番茶

全アミノ酸量 2764 mg%                   991 mg%  617 mg%
（乾物中） 円の面積は全アミノ酸量を表す

図 チャ生葉の茶期別アミノ酸量

a．
262 mg%

（山西貞：お茶の科学，裳華堂（1992）

施肥時期

新芽の生育

春肥 夏肥
Ⅰ

夏肥
Ⅱ

苦土
石灰

秋肥芽出し肥

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

一番茶
二番茶

三番茶
四番茶

秋整枝

茶栽培の年間スケジュール

242424

茶芽の葉位別成分含量

茶葉の葉位別主要成分含量(%)

葉位 Tannin Caffeine Amino acids Free Sugars

一心１葉 14.45 3.50 3.11 0.77
第2葉 13.02 3.00 2.92 0.81
第3葉 12.79 2.65 2.34 1.02
第4葉 12.69 2.37 1.95 1.59

茎 6.23 1.31 5.73 2.61
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茶期別主要成分組成の推移
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Tannin

Free Sugars

Amino  
Acids

Caffeine

First 4.28 5.2 5.8 5.13 5.18

Third   8. 2 8.5 8.8 8.12 8.15

First 4.28 5.2 5.8 5.13 5.18

Third 8. 2 8.5 8.8 8.12 8.15

一番茶期

三番茶期

26挿し木

挿木１年目

Paper pot cutting 

Difference in roots

Paper pot Soil bed

チャの育苗

27

植え付け後のせん枝苗の植え付け 定植1年後の茶園

定植後のせん枝による樹形形成

チャの定植と仕立

28

代表的な摘採方法

Riding-type plucking machine

摘採方法

手摘み 10 ～      15 kg

手はさみ 100 ～ 200

機械摘採

二人用可搬型摘採機 700 ～ 1,000

乗用型摘採機 4,000 ～ 5,000

レール走行式摘採機 2,000 ～ 3,000

一人、一日当り摘採量

摘採方法と一人当たり摘採量

Portable machine for two persons

Hand plucking

Hand-shear plucking

29

せん枝の方法
A:浅刈り
B:深刈り
C:中切り

Portable pruning machine Riding pruning machine

せん枝後の茶園

チャせん枝(更新)

30

Tunnel type covering

Direct covering 
＜Aim>
1. to protect the new shoots against 

frost
2. to prolong the plucking time
3. to produce high-grade tea. Gyokuro, 

which is known as the finest tea in 
Japan, is made from the leaves grown 
under the ceiling-shelf covering.

被覆栽培

Ceiling-shelf covering
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被覆による成分の変化

白葉茶(左)、煎茶(右)

遮光による葉色の変化

遮光によるアミノ酸類の増加

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

0％ 85％ 98％ 100％

遊
離

ア
ミ

ノ
酸

含
有

率
（
％

）

遮光率

ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ

ｾﾘﾝ

ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸

ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸

ｸﾞﾙﾀﾐﾝ

ｱﾙｷﾞﾆﾝ

ﾃｱﾆﾝ

（露地）

日本における白葉品種
32

First crop injured by frost

Anti-frost fan

Sprinkler

防霜対策

33

持続型茶業を目指した施肥と防除

Deep plow subsailer

White Roots

Dispenser releasing 
sex pheromone

Natural enemies

Sex pheromone dispensers 
disruption of communication 34

揉捻 乾燥

緑茶 殺青

揉捻 乾燥

軽後発酵茶 黄茶 殺青 揉捻 悶黄 乾燥

後発酵茶 黒茶 殺青 揉捻 渥堆 乾燥

軽発酵茶 白茶 萎凋 乾燥

半発酵茶 青茶 萎凋 撹拌 殺青 揉捻 乾燥

完全発酵茶 紅茶 萎凋 揉捻 発酵 乾燥

不発酵茶

不発酵茶

（蒸し）

（釜炒り）

発酵茶

茶の製造法の概略(六大茶種)

35

煎茶(荒茶)製造工程

Tea steaming machine Primary drying tea roller Tea roller Tea steaming machine

Primary drying tea roller
Finally drying 

tea roller
Tea dryerSecondary drying 

tea roller
36

てん茶(抹茶原料)製造工程

冷却散茶機

レンガ造り、てん茶機(乾燥機)
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37

手作り用釜

釜炒り茶製造工程

締炒機

炒葉機

38

半発酵茶(ウーロン茶)製造工程

生葉 日光萎凋 室内萎凋 殺青 揉捻 乾燥

39

発酵茶(紅茶)製造工程

生 葉 萎 凋 ローターバン 発 酵玉解き
篩い分け

揉 捻

CTC

乾 燥

紅茶
Auction

手摘み

分級
篩い分け

オーソドックスタイプ

非オーソドックスタイプ

半オーソドックスタイプ

レッグカット

Silver Tip

（スリランカ）

2nd flush
（ダージリン）

1st flush
（ダージリン）

BOP

（スリランカ）

autumnal  
（ダージリン）

（1923年開発）

（1930年頃開発）

（1958年開発）

揉捻工程

40

発酵茶(紅茶)製造工程

生葉 萎凋 発酵（酸化）揉捻 乾燥

41

世界の茶のなかでの
日本茶の特質は!!

・浸出液が緑色であること

・蒸熱処理のため、浸出液

中に成分が溶出しやす

いこと

・旨味のアミノ酸含量が高

く、カテキン類の濃度が

低いこと

・香りに若葉の新鮮香が

あること

・針状のお茶であること

・ビタミンCを多く含むこと

・歴史、文化性が高いこと

日本茶の特質は

42
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どんどん増加する 機能性表示食品

静岡県立大学 茶学総合研究センター 中村順行

本日の話題提供

・食品の分類について
・特定保健用食品
・機能性表示食品

・地域団体商標
・地理的表示に関して

食品の分類(HPより引用) 機能性表示食品と特定保健用食品の相違(HPより引用)

機能性表示食品制度の基本的考え(農水省HPより引用)

科学的根拠 適正な表示

機能性表示食品制度の主な流れ(HPより引用)
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特定保健用食品について 市場規模の推移

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 資料より

保健の用途別市場構成の推移

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 資料より

特定保健用食品の表示許可・承認品目の推移

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 資料より

特定保健用食品の表示許可品目数の推移

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 資料より

特定保健用食品の販売経路別及び市場構成

清涼飲料水
茶系飲料、炭酸飲料、果実飲料、ゼリー飲料、コーヒー、粉末清
涼飲料など

乳製品 乳酸菌飲料、発酵乳など

加工食品・調味料
大豆加工品、穀物加工品、食肉・魚肉加工品、調理油、マーガリ
ン、マヨネーズ、甘味料など

菓子・その他
キャンディ、クッキー、ビスケット、チューインガム、チョコレート、錠
剤、粉末、青汁など

特定保健用食品の種類別市場構成

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 資料より

特定保健用食品の販売経路別市場構成
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特定保健用食品の機能と成分

保健の用途 茶に係る成分 代表的な商品例
整腸 （オリゴ糖、乳酸菌、食物繊維）
コレステロール 茶カテキン カテキン緑茶
血圧 各種ペプチド ペプチド茶
骨・ミネラル （カルシウム、イソフラボン等)
歯 茶ポリフェノール、緑茶フッ素

血糖値 難消化デキストリン(※添加)
からだすこやか茶Ｗ、京優茶緑茶、健茶
王、食事と一緒に十六茶、食事のおとも
に食物繊維入り紅茶、緑の力茶、食前茶

中性脂肪・体脂肪
茶カテキン、ウーロン茶重合ポ
リフェノール

伊右衛門特茶、ヘルシア緑茶、からだす
こやか茶Ｗ、十六茶Ｗ、カテキン緑茶

茶に関する特定保健用食品の用途と成分
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食品の種類 主たる成分
茶系飲料 茶カテキン、難消化性デキストリン
清涼飲料水 茶カテキン、難消化性デキストリン
緑茶清涼飲料水 茶カテキン、難消化性デキストリン
粉末茶清涼飲料水 難消化性デキストリン
炭酸飲料水 茶カテキン
チューインガム 緑茶フッ素
チョコレート 茶ポリフェノール

茶に関する特定保健用食品の種類と成分 茶を中心とした特定保健用食品例
整腸 コレステロール

茶を中心とした特定保健用食品例

血圧 血糖値

茶を中心とした特定保健用食品例
中性脂肪・体脂肪

茶を中心とした特定保健用食品例
最近では Ｗ効果の商品が出現

機能性表示食品について

サプリメ

ント
45%

その他
54%

生鮮品
1%

食品の区分（Ｈ．２８．８）

211

91

36

36

30

25

16

12

6

6

3

2

栄養補助食品

清涼飲料水

菓子類

発酵乳

粉末飲料

水産加工物

米煎餅

レトルト食品

大豆加工品

野菜

食用油

果実

食品の名称（Ｈ．２８．８）

ＲＣＴ
8%

ＳＲ（

成分）
92%

評価法の区分（Ｈ．２８．８）

システマティックレビュー

ランダム化比較試験
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機能性のカテゴリーと成分
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健康な肝臓の機能を維持

筋肉をつくる力をサポート

体温を維持する

疲労感を軽減

目や鼻の不快感を緩和

睡眠の質の向上

記憶の精度を高める

コレステロール値を改善

血糖値の上昇を抑える

ストレス緊張の緩和

骨代謝の促進

関節の動きをサポート

肌のうるおい

目の機能をサポート

血圧のサポート

お腹の調子を整える

中性脂肪を抑える

体脂肪を減らす
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グルコサミン

Ｌ－テアニン

ルティン

ビフィズス菌

ＧＡＢＡ

イソフラボン

ＥＰＡ

ＤＨＡ

難消化デキストリン

機能性別カテゴリー（Ｈ．２８．８） 成分別ＴＯＰ１０（Ｈ．２８．８）
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茶に関する食品の種類 ☆サプリメント
の大部分はテ
アニン

☆清涼飲料
水の大部分は
難消化デキス
トリン

☆粉末茶、
ティーバッグ
はメチル化カ
テキン
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機能性関与成分 含有量
Ｌ－テアニン 200㎎
難消化性デキストリン ５ｇ
メチル化カテキン 最小34㎎
モノグルコシルへスぺリジン 170㎎
ＥＧＣＧ 最小300㎎
ガレート型カテキン 394㎎
ＧＡＢＡ 28㎎
りんごポリフェノール 110㎎
ローズヒップ由来ティリロサイド 0.1㎎

茶に関する機能性関与成分と含有量

※モノグルコシルヘスペリジンは、近年流
行っている中性脂肪を下げる働きのあ
るポリフェノールの一種です。
ヘスペリジンは、オレンジなどの柑橘類
全般に含まれているポリフェノールであ

り、ビタミンPと言われます。

※ティリロサイドは、ポリフェノール成分の
一つ。ローズヒップなどに含まれ、ダイ
エット効果（内臓脂肪の減少）が見られ
ており、摂取量が多いほどその効果が
高いといわれている。

テアニンの働きで健やかな
眠りをサポートするむぎ茶
麦茶(インスタント麦茶)
SR(成分)L-テアニン200mg

夜間の健やかな眠りをサ
ポート

熟すやナイト
食品(サプリメント形状)
SR(成分)L-テアニン200mg
1日4粒を目安に、少しずつ水など
でお飲みください。

朝目覚めたときの疲労感を軽減す
る,一過性の作業などによる精神的
なストレス感をやわらげる

Ｌ－テアニン

食事の生茶
加工食品(その他) 清涼飲料水SR(成
分)難消化性デキストリン
（食物繊維として）5g

食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて
排出を増加させるとともに、糖の吸収をお
だやかにするため、食後の血中中性脂
肪や血糖値の上昇をおだやかにする

食事のおともに緑茶
加工食品(その他)清涼飲
料水
SR(成分)難消化性デキス
トリン（食物繊維） ５ｇ

５００ｍｌ食事の脂肪や糖
分の吸収を抑える

難消化性デキストリン

天使の健康 べにふうき緑茶
ティーバッグ
加工食品(その他) 煎茶
SR(成分) メチル化カテキン
34mg/3包（抽出後） 3包（9g）

ハウスダストやほこりなどによる目
や鼻の不快感を軽減する

べにふうき粉末茶
加工食品(その他) 粉末茶
SR(成分) メチル化カテキン
35.5 mg/付属のスプーン8杯分
2.4g(付属のスプーン8杯分）

ハウスダストやほこりなどによる
目や鼻の不快感を軽減する

メチル化カテキン
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まるごと健康粉末茶 濃いみどり
加工食品(その他)緑茶(粉末茶)
SR(成分)ガレート型カテキン
394mg※ ※スティック2本を
600mlの熱湯で1分間抽出した際
の分析値 2本
体脂肪を減らす機能や、LDLコレ
ステロールを減らす機能

サンフェノンＥＧＣｇカプセル
加工食品(サプリメント形状) サン
フェノンE G C g カプセル
SR(成分)（ＥＧＣｇ） 300mg

エネルギーとして脂肪を消費しや
すくする

ガレート型カテキン、ＥＧＣＧ

ヘルシープラス さらさらむぎ茶
加工食品(その他)清涼飲料水
SR(成分)モノグルコシルヘスペ
リジン 170mg

気温や室内温度が低い時など
の健やかな血流（末梢血流）を
保ち、体温（末梢体温）を維持
する。血中の中性脂肪が気にな
る方の中性脂肪を減らす

お～いお茶 巡りさらら
加工食品(その他清涼飲
料水
SR(成分)モノグルコシル
ヘスペリジン 340m

気温や室内温度が低い
時などの健やかな血流
（末梢血流）を保ち、体
温（末梢体温）を維持す
る。血中の中性脂肪が
気になる方の中性脂肪
を減ら

からだ巡茶 Ａｄｖ
ａｎｃｅ（アドバンス）
加工食品(その他)
清涼飲料水
SR(成分)ローズヒッ

プ由来ティリロサイ
ド0.1mg 1本
(410ml)
体脂肪を減らす

その他

べにふうき緑茶 ティーバッグ(HPより引用)
JAかごしま茶業株式会社

機能性関与成分名
メチル化カテキン

表示しようとする機能性
本品には、メチル化カテキンが含まれます。
メチル化カテキンは、ハウスダストやほこり
などによる目や鼻の不快感を軽減すること
が報告されています

当該商品が想定する主な対象者
ハウスダストやほこりなどにより、目や鼻に
不快感を有している成人男女

摂取量の目安
1日当たり３包９ｇ、1日当たりメチル化カテキンで３４ｍｇ
摂取方法
大きめのマグカップに１包入れ、熱湯を150～180ml注いで、2分間ティーバッグ
を上下に良く振って抽出してから飲んでください

静岡県経済連でも 申請を準備中

商品名
揉一ひとえ粉末茶？
機能性関与成分名
茶カテキン？
表あ示しようとする機能性
体脂肪や肥満関係？

カテキンにはこれまでに多くの
研究実績があり、また総説論文
も多い。

案
カテキン含有量〇〇mg。
1日当たり３本の粉末茶入

りスティックをお湯または
水に溶かして飲用してい
ただく

フーズサイエンスセンターと連携しSRの作成(FSCのHPより引用)
機能性表示食品の受理はスタートライン

１．商品の信頼度の向上
口先だけでなく、エビデンスに裏打ちされた
販促が可能

２．認知度の向上
ＰＲ素材として活用しやすい

３．販路の拡大
嗜好品から健康関係食品に!!
従来の嗜好品販売先からドラッグストア・薬局
などへの販売先の拡大
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権利の主張と表示の活用

⇒差別化、ブランド化

Ｈ．１８．４より施行

Ｈ．２７．６に制定
Ｈ．２７．４より施行

地域団
体商標

機能性表
示食品

地理的
表示

特定保健
用食品

Ｈ．３．７に制定

地理的表示と地域団体商標との違い(HPより引用)

地域団体商標 (HPより引用)

1.組合自身または構成員が使用する商標。

2.組合自身または構成員の業務に係る商品または役務を表示す

るものとして、需要者の間に広く認識されていること。

３.地域の名称と商品または役務の名称等を普通に用いられる方法

で表示する文字のみからなる商標であること。
1.地域の名称＋商品または役務の普通名称
（例）「大間まぐろ」、「草加せんべい」

2.地域の名称＋商品または役務を表示するものとして慣用されている名称
（例）「美濃焼」、「有馬温泉」（「焼」は陶磁器を、「温泉」は入浴施設や宿泊施設の提供の役務を表示
するものとして慣用されている名称である。）

3.上記＋商品の産地または役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字
（例）「仙台名産笹かまぼこ」（商品の産地または役務の提供の場所を表示する際に付される文字とし
て慣用されている文字の例としては、「名産」、「特産」などがある。一方、「元祖」、「本家」、「特選」な
どは、これに該当しない。）

4.商標に含まれる地域の名称は、商品の産地や役務の提供地の名

称であるなど、商品または役務と密接な関連性を有すること。
なお、地域の名称のみの商標、商品や役務の名称のみの商標は商標登録を受けることができない。

地域団体商標の概要 (HPより引用)

・駿河湾桜えび（するがわんさくらえび） -蒲原町桜海老商業協同組合、由比町桜海老商工業協同組合、大井
川町桜海老商業協同組合

・由比桜えび（ゆいさくらえび） -由比港漁業協同組合、由比町桜海老商工業協同組合
・焼津鰹節（やいづかつおぶし）-焼津鰹節水産加工業協同組合
・三ケ日みかん(みっかびみかん） -三ヶ日町農業協同組合

☆川根茶（かわねちゃ） -川根茶業協同組合

☆静岡茶（しずおかちゃ） -静岡県経済農業協同組合連合会/静岡県茶商工業協同組合
・丹那牛乳（たんなぎゅうにゅう） -函南東部農業協同組合
・駿河漆器（するがしっき/16類・20類・21類=計3件） -静岡漆器工業協同組合
・沼津ひもの（ぬまづひもの） -沼津魚仲買商協同組合/静浦ひもの協同組合

☆掛川茶（かけがわちゃ） -掛川茶商協同組合/掛川市農業協同組合/遠州夢咲農業協同組合
・伊東温泉（いとうおんせん） -伊東温泉旅館ホテル協同組合
・伊豆長岡温泉（いずながおかおんせん） -伊豆長岡温泉旅館協同組合
・熱海温泉（あたみおんせん） -熱海温泉ホテル旅館協同組合
・遠州天然とらふぐ（えんしゅうなだてんねんとらふぐ） -遠州灘ふぐ調理用加工協同組合
・三島馬鈴薯（みしまばれいしょ） -三島函南農業協同組合
・掛川牛（かけがわぎゅう） -掛川市農業協同組合

☆東山茶（ひがしやまちゃ） -富士東製茶農業協同組合

・稲取キンメ（いなとりきんめ） -伊豆漁業協同組合

静岡県内で登録されている地域団体商標 一部

使用料をとって商標の使用
を許諾。取得してよかったこ
ととして、漁業者、生産者、
流通業者だけではなく、横の
繋がりをもって「釧路ししゃ
も」ブランドを推進していく体
制ができた。

商標権取得により、イベントやＰＲ
を行う際に今まで以上に若手生産
者との連携ができ、産地全体でブ
ランドの向上に努めることができる
ようになった。また若手生産者が地
元駅での試食販売を実施し、あら
ためて地元特産品であることをＰＲ
するなど、新しいイベントを行うよう

になった。

やはり、取得するだけではなくそれを活用してどのようにブランド
発信をしていくかが重要と考えている。その他の効果としては、
地域団体商標を取得したことで、組合員のそれぞれに商標権保
護の意識が芽生えている。

地域団体商標権利取得後の効果事例
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地理的表示(HPより引用) 地理的表示のイメージ(HPより引用)

地理的表示の効果(HPより引用)

地理的表示（ちりてきひょうじ、テロワール ）

ある商品の品質や評価が、その地理的原

産地に由来する場合に、その商品の原産地

を特定する表示である。条約や法令により、

知的財産権のひとつとして保護される。

フランスのボルドーワイン（ボルドー産）、イ
タリアのゴルゴンゾーラチーズ（ゴルゴン
ゾーラ産）、スイスのエメンタールチーズ
（エメンタール産）などが狭義の地理的表
示にあたる。

どこで作ったかによる差別化。
消費者に本山、清水を納得さ
せることが可能か？

地理的表示の活用法

八女伝統本玉露

飲料等類茶葉（生のものを除く。）
福岡県内 八女伝統本玉露推進協議会

特定農林水産物等の特性

茶葉収穫前に稲わら等の天然資材で被覆することにより「覆い香」といわ
れる香気成分の含有量が高い茶葉が生産される。味は濃厚で非常にう
ま味が強く、「まろやか」で「こく」がある。

地域との結び付き

立地条件がもたらす朝夕の気温差が朝霧の発生を促し、うま味成分が
多く蓄えられるため、高品質な茶が生産される。稲わら等の天然資材に
よる棚被覆（間接被覆）や自然仕立て、手摘み作業といった生産方法を
110年以上守り受け継いでいる。

農林水産大臣登録第○○○号
GIマーク

地理的表示の活用法

登録
番号

名称 登録生産者団体
特定農林水産物等の生
産地

1 あおもりカシス あおもりカシスの会 東青地域
2 但馬牛 神戸肉流通推進協議会 兵庫県内
3 神戸ビーフ 神戸肉流通推進協議会 兵庫県内
4 夕張メロン 夕張市農業協同組合 北海道夕張市

5 八女伝統本玉露
八女伝統本玉露推進協
議会

福岡県内

18
三島馬鈴薯
【登録簿】
【産品紹介】

第2類野菜類
馬鈴しょ

静岡県三島市の箱根西麓
地域）
静岡県田方郡函南町の
箱根西麓地域

平成28
年

10月12
日

地理的表示保護は、世界貿易機関（WTO)協定の枠組み
の中に位置づけられている
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University of Shizuoka Tea Science Center Yoriyuki NAKAMURA

CLAIR FELLOWSHIP EXCHANGE SEMINAR

Spreading Japanese Tea Abroad
& the Health Benefits of Tea

1. University of Shizuoka   Overview
2. Spreading Japanese Tea Abroad
3. Focus to Health Benefits

COE-PR-engl.wmv
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University of Shizuoka : Past & Present 

The University of Shizuoka, by  
absorbing various prefectural 
universities established in Shizuoka, 
came into being in 1987. It combined 
the Shizuoka College of Pharmacology, 
originally founded in 1916as Shizuoka 
Women’s Pharmacology School, along 
with Shizuoka Women’s University and 
Shizuoka Women’s Junior College.

The University of Shizuoka’s Aims
Aims
The University of Shizuoka has the following aims for education, research, contributing to the 
community and international relations.

Education
Putting students first, we will improve their quality of life and provide fine-tuned, high-level, 
excellent education, developing human resources who contribute to society.

Research
Aware of being the highest educational institution in Shizuoka Prefecture, we will gather high-
level, original academics and promote research that gets international recognition.

Contributions to the Community
In response to citizen mandates, we will promote ties with the prefectural government and local 
industry, providing results to the community through research made possible by excellent 
education and academics.

International Exchange
We will actively take in students and researchers from foreign countries, and by spreading 
information across the world, strongly promote international relations in Shizuoka Prefecture.

The University of Shizuoka aims to utilize academic and personnel resources to their maximum 
levels in order to achieve these goals.

5

Organization of University of Shizuoka
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Tea Science Center

The Tea Science Center will facilitate the
promotion of research and education related
to tea at the university, and also aims to
advance the understanding of tea production
technologies and the health benefits of tea,
not only in Japan but throughout the world .

1. Studies on the health benefits and epidemiology of green tea
We study the relationship between tea consumption and various illnesses, as well 

as the scientific functionality of green tea, which has been found to extend healthy 
life span. and application to the skin, etc.
2. Sharing our excellence in research and information about tea

We promote the tea industry by offering lessons or teaching seminars, and also 
making the information. We have acquired about tea available to interested parties.
3. Marketing to promote tea consumption

We seek to understand both tea quality and consumers' taste characteristics, in 
order to best determine a suitable and effective marketing strategy.

9

Tea Science Center

At the Tea Science Center, we teach about the health benefits of tea and pass on 
our knowledge about the best methods of cultivation, processing and marketing the 
various types of teas. The Center also collaborates extensively with other 
laboratories and organizations related to the tea industry

Spreading Japanese Tea Abroad

Tea have different chemical 
components from other plants
☆ Ｃａｆｆｅｉｎｅ

☆ Ｃａｔｅｃｈｉｎｓ ｏｆ Ｇａｌｌａｔｅ ｔｙｐｅ

☆ Ｔｈｅａｎｉｎｅ （Ｆｒｅｅ Ａｍｉｎｏ Ａｃｉｄ）

☆ Ｏｔｈｅｒｓ（Fluorine、Aluminum etc.)

Characteristics of Tea World Tea Production

Shift in no. of research papers on 
catechin (Google Scholar)

Tea production by country & cultivation area (2013)

Green tea production is 
on the rise, as it has 
high functionality
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Green Tea Drinking Abroad

Japanese tea 
is considered 
an item of 
high taste 
across the 
world, from 
cultural and 
functional 
aspects

Used courtesy of Mr. Tanimoto
Ex. of sale in U.S.

Why is Green Tea Loved Around the World?

①Psychotropic Use (warms heart, is a narcotic)
Energy drink, cool/exciting, stimulant grass

②Functional Use (initially recognized as medicinal plant)
Shennong Ben Cao Jing (ancient Chinese book on  
medicinal plants), Kissa Yojoki, tea wars, etc.

③Cultural Drink
Mystery of the Orient, Book of Tea (by Okakura 
Tenshin), Cha-no-Yu, Tea Culture

④Abundantly Fragrant, Delicious Drink

⑤Has a Multitude of Possible Variations

⑥Others
Colonial strategy, relation with alcohol

15

・Color of poured tea is green
・Components are quickly eluted for   

steam method tea
・Amino acid content is high, catechin  

small amount of high amino acid content
・Aroma have freshly grassy flavor
・Shape is needle-like with firmly twist 
・The content of vitamin C is high
・Japanese green tea has a long history and 

high cultural aspect

Characteristics of Japanese Green Tea 日本茶（緑茶）の主な輸出先(H25年度)Main Export Destinations for Japanese Tea (FY2013)

Germany 140t
$7.3 million

France 56t
$1.4 million

Holland 29t
$950,000

Taiwan 365t
$4 million

Hong Kong 78t
$2 million

Thailand 131t
$2 million

Malaysia 78t
$1.2 million

Singapore 205t
$5.8 million

Canada 188t
$2.9 million

America 1406t
$28.5 million

The State of Japanese Tea Around the World

Production Volume
About 1.5 million t
Japan
About 80,000 t

Export Volume
About 330,000t
Japan
About 0.35t

World Green Tea Production 
& Export Volume

Consumption of Japanese Tea Overseas

China
a

Japana

Production Export

Sencha

Teabag
a

Matcha

Tea Drinking in the U.S.

The amount of tea consumed in 
the U.S. has sharply increased 
and the market expanded, with a 
visible shift from black tea, ice 
tea and tea bags to green tea.

Changes in consumption of tea in U.S.
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Trend search for powder tea

Japanese Tea in the U.S.

Shift in countries from which U.S. 
imports green tea

Most of the green tea in the 
U.S. is from China, with 
that from Japan stuck at 
7.5%. Most of it is also 
drunk using tea bags, and is 
sold at high prices.

2009 Ratio 2013 Ratio
ton ％ ton ％

Indea 604 3.9 1036 4.6
China 8546 56.5 14234 63 .2

（Price) 3 .8ﾄﾞﾙ/kg
Japan 1416 9.2 1700 7 .5

(Price) 19.4ﾄﾞﾙ/kg
Germany 1165 7.6 732 3.2
Brazil 314 2.0 508 2.3
Taiwan 375 2.4 426 1.9

Total 15236 99.1 22534 100.0

Internatioal tea committee
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Functions of Green Tea

Different Characters of 
function of Japanese green tea

Vitamins
VitaminC, VitaminE, β
Carotene,

Minerals
Potassium, Posphorus, Zinc,
Manganese etc

Taste
Theanine, Amino acid,
Catechins, Caffeine etc

Aroma Terpene, Alcohol, Ester etc

Color
Flavonol, Theaflavins,
Chlorophyll

Tertiary
Function

Body
Modulating
Function

Catechins, Flavonol, Caffeine, Vitamins,
Amino acid, Minerals etc.

Nutr itional
Function

Primary
Function

Sensory
Function

Secondary
Function

Physiological functions of green tea components

Green Tea
Components

Contents Functions

Catechins 10～18%

Anti-oxidative , radioprotective , Anti-
mutagenic , Anti-tumor, Enzyme
inhibitory, Anti-hypercholesterolemic ,
Anti-hyperglycemic , Fat reducing, Anti-
hypertensive , Anti-u lcer, Anti-bacterial
etc .

Caffe ine 3～4%
Removal of fatigue, Sleepy feeling, Diuretic
etc.

Vitamin C 150～250mg% Removal of stress, Cold prevention

Vitamin B 1.4mg%
Excitometabolic action of carbohydrates and
amino acids

Vitamin E 25～70mg% Anti oxidative, Aging prevention
γ amino
butyric ac id

0.1～0.2% Anti hypertensive

Flavonoids 0.6～0.7% Halitosis prevention
Theanine 0.6～2% Anti hypertensive

Can make the various types of tea 
from the same leaves

Tea leaves Green tea Ｂlack tea

Catechines Catechines ⇒ Theaflavins, Thearubigins
Chlorophyll Chlorophyll ⇒ Pheophytin
Vitamine C Vitamine C ⇒ Nothing(Oxide,      

Hydrolyzate)
Aroma Fresh, Grassy⇒ like frowerly or fruity

The chemical contents of green tea
and black tea infusion (Dry weight %)

Green tea    Black tea

Total Catechin 30-42               3-10
Theaflavin 0                   2- 6
Polyphenol                2                     3
Flavonol 8                    24
Theanine 3                    3
Organic Acids            2                    2
Caffeine                   3-6                 3-6
Vitamine C                4                    0  

Comparison of chemical contents of 
green tea and black tea infusion
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First serving
13%

Second
serving

10%

Third
serving

7%

Additional
servings

5%

Insoluble
components

65%

Insoluble crude fibers, Lipid, 
Chlorophyl, Carotene, Vitamin E, 
Protein, Others

Water soluble 
components

Catechins,    
Caffeine,   
Polysaccharide,   
Amino acids, 
Saponin, GABA, 
Vitamin C, 
Vitamin B, 
Fluoride,  Others

Soluble 
components

35%

Physiological functions of 
Japanese green tea components
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Various Functions Thanks to Catechin

� Antioxidant

� Antimutagen

� Cancer-fighting

� Oxidation resistant

� Anti-atherogenic

� Lowers blood cholesterol

� Lowers fat absorption

� Antibacterial, antivirus

� Prevents cavities

� Improves intestinal flora

� Eliminates odors

� Controls blood pressure

� Etc. Etc. Etc.

Cancer development and actions of tea catechins

Cancer progresses through several stages as it develops including 
initiation, promotion, progression, and metastasis. 
Green tea catechins have been shown to exert anti-cancer effects 
at each of these stages. 

Risk reduction No risk reduction Risk reduction No risk reduction

Colon 3 6 4 3
Lung 0 4 2 3
Stomach 2 6 8 8
Osophagus 0 2 4 5
Breast 3 5 3 0
Prostate 2 0 2 0
Ovaries 1 0 2 0
Pancreas 0 2 2 1
Kidney and
bladder

0 1 1 4

liver 1 0 0 0
Endometrium 0 0 2 1
Thyroid 1 1 0 0
Blood 1 0 0 0

Cohort Case-control
Study type

Epidemiological studies on correlation between 
green tea intake and the risk of human cancer

Cohort study:          
a group of similar 
individuals who differ 
with respect to certain 
factors under study to 
determine how these 
factors affect the rates of 
a certain outcome.

Case-control study: 
two existing groups 
differing in outcome are 
identified and compared 
on the basis of some 
supposed causal attribute.

Effects of catechins on 
weight and visceral fat 
area

Antidiabetic Effect from 
Catechin

Type-1 Diabetes: Insulin deficiency caused by 
destruction of beta cells in spleen, leading to high 
blood sugar and diabetes.
Type-2 Diabetes: While insulin is present, it has 
reduced secretion volume, and the intake function for 
glucose to muscles and fatty tissue drops (insulin 
resistivity expands). As a result, glucose in the blood 
is not stored as glycogen in the liver and fatty tissue, 
and glucose in the blood deviates from the normal 
range, causing high blood sugar levels and diabetes.

Catechin: Inhibits 
activation of 
amylase and 
glucosylase 
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Senescence-accelerated mouse (SAMP10) shows memory decline with aging. As mice 
prefer a dark place, mice move into the dark box when placed in the light box. However, when 
mouse was given a weak electric shock through the floor of the dark box, mouse learned not 
to enter the dark room. Memory retention was tested one month later using same test. Memory 
decline was much suppressed in mice ingested green tea catechins than in control mice that 
ingested water. 

Memory retention in mice ingested catechin

32

� Reduces blood pressure

� Regulates cranial nerves 
performance

� Prevents vascular dementia

� Strengthens anti-tumor agents

� Improves cell infiltration 
resistance from lung cancer

0 10 20 30 40 50 60

Theanine
(SHR)

Control
(SHR)

Theanine
(Normal)

Control
(Normal)

-△Mean Blood Pressure (mmHg)

0 10 20 30 40 50 60

Theanine
(SHR)

Control
(SHR)

Theanine
(Normal)

Control
(Normal)

-△Mean Blood Pressure (mmHg)

Effect of theanine on mean blood pressure in normal and spontaneous
hypertensive rats (SHR)

(H. Yokogoshi, et al. Biosci. Biotechnol. Biochem. 59, 615-618 (1995))

（Japanese Green Tea，2001）
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Graphic : Increase in dopamine release resulting from 
administering dopamine injections in the
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Graphic : Combined effect of DOX and theanine against 
liver metastasis in liver cancer mouse M5076                    
（score 0：normal ～５：above 75％）

Functionalities of theanine

Electroencephalographic measurement of alpha waves shows higher frequencies 
among human subjects taking theanine as compared to those taking water.

Effect of theanine on relaxation

Group and confrontational housing

After the two mice were housed separately, for
one month, in a cage with a partition, they
were housed confrontationally by removing the 
partition. Generally, group housing mice have long 
lifespan more than the stressed mice.

Shortened lifespan in stressed mice

Prolonged lifespan of mice by theanine 
intake

Effect of theanine on 
psychosocial stress

図３ テアニンによる抗ストレス効果

Anti-stress effect of low-caffeine

tea in human testing

Theanine is effective against stress and fosters life expectancy

Reduction of stress by theanine

Anti-stress and sleep-regulating properties of theanine
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From Relief of Stress to Extension of Lifespan

Tea Development for the Elderly & 
Future Generations

☆ Improvements in Quality of Sleep
☆ Easing of Stress

Non-
caffeinated 
tea steeped in 
cold water

Characteristics of sencha
steeped in cold water
• Little bitterness & astringency
• Little elution of gallate-type catechin
• Little caffeine
• Strong sweet flavor
• High elution rate of amino acids

↓

Strengthens immune system functions Interaction of anti-stress effects of catechin, caffeine, theanine

Relationship Between Green Tea & Healthy Lifespan

Relationship between healthy 
lifespan and tea (Men)

Relationship between healthy 
lifespan and tea (Women)

Green Tea is Necessary for Ages to Come

Nutrient supply Nutritional balance Health/Mind

Happy

Food Product        
Saves from starvation ⇒ Maintains/develops body ⇒

Healthy

Green Tea Makes Our Lives Better
If your throat is dry, drink water
If your heart is dry, drink green tea

We take supplements to boost our 
health, but will they make us happy?
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お茶と健康

静岡県立大学 中村順行

Camellia sinensis
から作られる多様な
お茶は、カフェイン、
カテキン、テアニン
などの特異成分を含
むが故に世界中の
人々を虜にした

茶の始まり

神 農

西暦500年前後に陶弘景
(452-536)がまとめた『神農
本草経』に「神農嘗百草、日
遇七十二毒、得荼而解之

茶には2000年の歴史。時代とともに多様に進化してきた

漢 三国 普 隋 唐 宋 元 明 清 中国

0 100 500 1000 1500 2000

縄文 弥生 飛鳥奈良 平安 鎌倉 室町 安土桃山江戸 明治 大正昭和 平成

発酵茶

緑茶

茶経 喫茶養生記 紅茶が世界
に広まる

味

香り

茶は各地域において時代の要請とともに各種各様の茶が作られてきました

何故、お茶が世界中で愛飲されているのか？

①向精神作用(心に効く、ナルコチックス)
エナジードリンク、Cool Exciting、目覚まし草

②機能性作用(当初から薬用植物として認知されている)
神農本草経(最古の薬書：上薬)、喫茶養生記、紅茶論争、等々

③文化的飲み物
東洋の神秘、茶の本(岡倉天心)、茶の湯、紅茶文化

④豊かな香味、美味しい飲み物

⑤多彩なバリエーションを創り上げることが可能

⑥その他
植民地戦略、アルコールとの関係

喫茶養生記

①茶は身体衰弱、意志消沈のときは、
気力を強くする。

②茶は人を愉快な気持ちにさせ、酒の酔
いを醒まし、睡気を起こさない。

③茶は小便の通じが良く、喉の渇きをと
りさり、消化不良をなくす。

④茶は身を軽くし、脚気によい。
⑤茶は精神を整え、内臓を和らげ、身体
の疲労をやすらかに除く。

茶
者
養
生
之
仙
薬
也
延
齢
之
妙
術
也
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茶種の変遷

平安時代 団茶 上流階級

鎌倉時代 抹茶 武士、上流階級

江戸時代 抹茶、煎茶、釜炒り茶 上流階級

番茶 庶民

明治時代 煎茶、番茶

輸出用各種茶 輸出用

現在 機械製煎茶 国内用

日本における茶の推移の概略

https://welq.jp/21922
https://welq.jp/21922
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1-fv8wN3NAhXCo5QKHQkxAacQjRwIBw&url=http://www.caplogue.com/archives/legend_of_Shennong_and_Kojiki.html&psig=AFQjCNFCve5dtDl70eEPVAN1ndleRrHUKQ&ust=1467848720708078
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1-fv8wN3NAhXCo5QKHQkxAacQjRwIBw&url=http://www.caplogue.com/archives/legend_of_Shennong_and_Kojiki.html&psig=AFQjCNFCve5dtDl70eEPVAN1ndleRrHUKQ&ust=1467848720708078
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiki6WosKHMAhVLGpQKHVk_DnkQjRwIBw&url=http://matome.naver.jp/odai/2135917379156648101&psig=AFQjCNFBw36Ixw0Q--lfUWnvWAXxDYd9jA&ust=1461384591576850
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiki6WosKHMAhVLGpQKHVk_DnkQjRwIBw&url=http://matome.naver.jp/odai/2135917379156648101&psig=AFQjCNFBw36Ixw0Q--lfUWnvWAXxDYd9jA&ust=1461384591576850
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日本茶の種類別生産量比率

煎茶
63.4%

番茶
24.8 %

かぶせ茶

4.8 %

玉緑茶
2.7 %

てん茶

1.2 %

玉露
0.2 %

その他
2.2 %

日本における種類別茶種の比率 (2013)
8

茶種別主要成分含量

・茶種によっても化学成分含量が異なる
・旨味のもとであるアミノ酸は抹茶や玉露で多い
・タンニン（カテキン）は釜炒り茶や番茶で多い

99

四煎目後
5%

三煎目
7%

二煎目
10%

一煎目
13%

不溶性成分
65%

煎茶成分の組成と溶出比率

不溶性成分

粗繊維、タンパク質、カロテン、ビタミンE、

クロロフィル、その他

水溶性成分

カテキン,

カフェイン,

ポリサッカライド、

アミノ酸、

サポニン、

GABA、

ビタミンC、

ビタミンB、

など

水溶性成分

35%

10

茶の成分は温度の違いで浸出量が異なる

11

25%

75%

水溶性成分

☆カテキン類(10～18%)；抗

酸化、抗菌、抗がん、生
活習慣病予防、消臭、抗
アレルギーなど

☆カフェイン(3～4%)；眠気防
止、強心、二日酔い防止

☆フラボノール(0.6～0.7%)；
抗酸化、抗がん、免疫活
性

☆ビタミンC(200mg%)；抗酸
化、免疫活性

☆ビタミンB(1.4mg%)；抗酸
化、口内炎予防

☆サポニン(0.1%）；抗喘息、
抗菌、血圧効果

☆テアニン(0.6～2%)；リラッ
クス、血圧効果

などなど

不溶性成分

☆食物繊維(20～30%)；

便秘予防、大腸がん
予防、心疾患予防

☆たんぱく質(24%)；栄養
☆βカロテン(20mg%)；
抗酸化、抗がん、抗糖
尿、抗心疾患、免疫活性

☆ビタミンE(25～70mg%)；
抗酸化、抗がん、免疫
活性

☆クロロフィル(0.80%)；

がん予防、抗突然変
異、抗腫瘍、免疫活性

茶はカテキンを始め多くの特異的な成分を含有し、それぞれ機能性を
もつため、その機能性を活かした商品も数多く開発されている

３５％

６５％

機能性を主体とした茶成分とその特性

12

主要茶成分の機能性

表 茶の主要三次機能(機能性)成分の特性と用途 

成  分 機  能  性 用  途 

カテキン類 

抗酸化、抗突然変異、抗がん、コ
レステロール低下、血圧上昇抑
制、血糖上昇抑制、血小板凝集抑
制、抗菌、抗ウイルス、虫歯予防、
抗アレルギー、消臭 

食品酸化防止、抗
菌剤、脱臭剤、抗
虫歯剤など 

フラボノール 
毛細血管抵抗性増加、抗酸化、血
圧降下、消臭 

脱臭剤 

カフェイン 
中枢神経興奮、睡眠防止、強心、
利尿、抗喘息、代謝亢進 

眠気防止剤、感冒
剤、強心剤、アレ
ルギー軽減剤 

ビタミンＣ 抗壊血病、抗酸化、がん予防 酸化予防剤 

ビタミンＥ 抗酸化、がん予防、抗不妊 酸化防止剤 

γアミノ酪酸 血圧上昇抑制、抑圧性神経伝達 ギャバロン茶 

テアニン 
興奮抑制、リラックス効果、血圧
低下、脳・神経機能調節 

神経機能調節剤 
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次々にヒトで明らかにされる機能性

14

カテキン類による多様な機能性

 抗酸化

 抗突然変異

 抗がん

 酸化防止

 抗動脈硬化

 血中コレステロール抑制

 脂肪吸収抑制

 抗菌、抗ウイルス

 虫歯予防

 腸内フローラ改善

 消臭

 血圧上昇抑制 などなど

15

カテキン類による抗がん作用

カテキンなどによるDNA修復作用

がんと緑茶に関する疫学的調査研究のまとめ

 

がんの部位 リスク軽減あり リスク軽減なし リスク軽減あり リスク軽減なし

大腸 3 6 4 3
肺 0 4 2 3
胃 2 6 8 8
食道 0 2 4 5
乳房 3 5 3 0
前立腺 2 1 2 0
卵巣 1 0 2 0
すい臓 0 2 2 1
腎臓、膀胱 0 1 1 4
肝臓 1
子宮内膜 2 1
甲状腺 1 1
血液 1

前向きコホート研究 症例対照研究

データは、～緑茶と健康のメカニズム～ 機能効用ナビゲーション 2013 
(静岡県経済産業部農林業局茶業農産課) 

表１ がんと緑茶に関する疫学調査研究(伊勢村護) 

前向きコホート研究：
まだ病気になっていな
い人達を対象に調査し、
数年後の追跡で発病
を調査する方法

症例対照研究：
特定の病気が発症した
人を対象に、健常人と
の比較調査する方法

17

静岡県における市町村別がんSMR分布図
（1969～1982）

がんと緑茶に関する疫学的調査

18

カテキン類による抗体脂肪抑制作用

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn7eml3qbOAhUGsJQKHbZKAIcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fbe-diet.h-and-w.jp%2Findex.php%3Fe%3D39&psig=AFQjCNH6yxvcv-Tg59GJoJvTcT_x-9_93w&ust=1470364904324377
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn7eml3qbOAhUGsJQKHbZKAIcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fbe-diet.h-and-w.jp%2Findex.php%3Fe%3D39&psig=AFQjCNH6yxvcv-Tg59GJoJvTcT_x-9_93w&ust=1470364904324377
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF-O_H59HQAhVLmpQKHYL4C4kQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.marutamaen-shop.com%2Fcolumn%2F001.html&psig=AFQjCNEPIvGOP9rUCXA-lHJSAEELP-s-7Q&ust=1480640945019073
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF-O_H59HQAhVLmpQKHYL4C4kQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.marutamaen-shop.com%2Fcolumn%2F001.html&psig=AFQjCNEPIvGOP9rUCXA-lHJSAEELP-s-7Q&ust=1480640945019073
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カテキンによる抗糖尿作用

カテキン：アミラー
ゼやグルコシラー
ゼ活性の阻害

１型糖尿病：脾臓のβ細胞の破壊によるインスリン欠
乏により、高血糖、糖尿病へと至る。
２型糖尿病：インスリンは存在するが、その分泌量が
減少し、筋肉、脂肪組織へのブドウ糖の取り込み能
が低下(インスリン抵抗性が増大)し、結果として血中
のグルコースが肝臓や脂肪組織でグリコーゲンとし
て貯蔵されず、血中のグルコースが正常範囲を逸脱
して高い血糖値となり、糖尿病となる

糖尿病発症リスクの軽減

境界型糖尿病患者への緑茶カテキン投与試験(空腹時
血糖値、投与量500㎎/日）

茶カテキンの血漿インスリン値に及ぼす恵お経(ヒト試験)

カテキンによる動脈硬化抑制作用

マクロファージは酸化LDLを際限なく食べ、泡沫細胞へと形質転換する。泡沫細胞はやがて壊死し、細胞
外に脂質や細胞片を残し、内膜に脂肪斑を形成する。これらが大きくなり、内皮細胞を破裂させ、そこに
血液凝固が起こり、血栓が形成され、それが完全に血管をふさぐと梗塞となる

美肌にカテキン効果

成人男性の腕２カ所に、紫外線の一種UV-B波
を５分間、６日間照射
２カ所のうち一方に照射前に毎回１%のカテキ
ン液を塗布
（カテキン液＝エタノール水99g＋カテキン1g）
（他方にはエタノール水のみを塗布）

紫外線

茶による消臭効果

24

インフルエンザにも効果的

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_992Eo9nNAhWIo5QKHeVVBSMQjRwIBw&url=http://www.white-family.or.jp/htm/white-family/naika/009.html&psig=AFQjCNFv7FodnM6lavnRTkAKtKEirbxPUQ&ust=1467703293498125
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_992Eo9nNAhWIo5QKHeVVBSMQjRwIBw&url=http://www.white-family.or.jp/htm/white-family/naika/009.html&psig=AFQjCNFv7FodnM6lavnRTkAKtKEirbxPUQ&ust=1467703293498125
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi55sHxp9nNAhXHjpQKHS1_DroQjRwIBw&url=http://soflantec.com/%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%AD%E3%83%B3%E9%85%8D%E5%90%88/&psig=AFQjCNE01M5_Jk6uHDqfWJtwDsw-HbSY3g&ust=1467704371027069
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi55sHxp9nNAhXHjpQKHS1_DroQjRwIBw&url=http://soflantec.com/%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%AD%E3%83%B3%E9%85%8D%E5%90%88/&psig=AFQjCNE01M5_Jk6uHDqfWJtwDsw-HbSY3g&ust=1467704371027069
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKrobSqdnNAhUCmZQKHVhxAmYQjRwIBw&url=http://www.ekenkoshop.jp/category/daily/shoshu/goodsprint.html?PROD_CD%3D4902430363938%26PROD_CD_SKU%3DTH075948595&bvm=bv.126130881,d.dGo&psig=AFQjCNF8RPkKN5-oTQBBZQt-otCvTpwfpg&ust=1467705072886355
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKrobSqdnNAhUCmZQKHVhxAmYQjRwIBw&url=http://www.ekenkoshop.jp/category/daily/shoshu/goodsprint.html?PROD_CD%3D4902430363938%26PROD_CD_SKU%3DTH075948595&bvm=bv.126130881,d.dGo&psig=AFQjCNF8RPkKN5-oTQBBZQt-otCvTpwfpg&ust=1467705072886355
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8ucb9p9nNAhUKn5QKHduUCWsQjRwIBw&url=http://soflantec.com/%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%AD%E3%83%B3%E9%85%8D%E5%90%88/&psig=AFQjCNE01M5_Jk6uHDqfWJtwDsw-HbSY3g&ust=1467704371027069
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8ucb9p9nNAhUKn5QKHduUCWsQjRwIBw&url=http://soflantec.com/%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%AD%E3%83%B3%E9%85%8D%E5%90%88/&psig=AFQjCNE01M5_Jk6uHDqfWJtwDsw-HbSY3g&ust=1467704371027069
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj14Ybx8NHQAhXHnpQKHQ_xDJwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmamemugi-blog.blogspot.com%2F2016%2F02%2Fkidsdentalcheckup.html&psig=AFQjCNEFik2s5x0AdKL1ZJ1hL02cU_s5Ew&ust=1480643304666207
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http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQm4fP8NHQAhUBu5QKHSV1DYsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmin-voice.com%2Fgreen-tea2-6137.html&psig=AFQjCNEFik2s5x0AdKL1ZJ1hL02cU_s5Ew&ust=1480643304666207
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抗アレルギー効果

26

 血圧降下

 脳神経機能調整

 血管性痴呆症予防作用

 抗腫瘍剤効果増強

 肝がん細胞浸潤抑制作用

0 10 20 30 40 50 60

Theanine

(SHR)

Control

(SHR)

Theanine

(Normal)

Control

(Normal)

-△Mean Blood Pressure (mmHg)

Effect of theanine on mean blood pressure in normal and spontaneous

hypertensive rats (SHR)

(H. Yokogoshi, et al. Biosci. Biotechnol. Biochem . 59, 615-618 (1995))

（Japanese Green Tea，2001）

テアニン投与後の時間（分）

ド
ー
パ
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図 脳線条体へのテアニン投与によるドーパミン放出量の増加
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図 M5076胆がんマウスの肝転移に対するDOXの作用
とテアニンの併用効果（スコア 0：正常～５：75％以上）

テアニンの機能性

図３ テアニンによる抗ストレス効果

ヒト試験による低カフェイン茶の
抗ストレス効果

テアニンにはストレス解消、寿命の延伸効果も テアニンによる質の高い睡眠の確保

図 低カフェイン茶の水出しによる成分浸出

29

お茶は長寿の秘訣

30

長寿の秘訣 ３分野
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健康と茶との関係

健康
維持、増進

一次機能

ビタミン、ミネラルなど
の栄養成分

二次機能

味質、香りなど
の嗜好性成分

三次機能

生理活性成分
など

精神文化

茶の湯など

外部環境
ストレス

内部環境
ストレス

病気

老
化

X

茶

32

表 茶の新需要の事例 

区 分 需 要 分 野 と 応 用 例 

茶として利

用 

水出し茶、各種発酵茶、新香味茶、ギャバロン茶、低カフェ
イン茶、濃縮茶、混合茶 など 

飲用・形態を

変えて利用 

ドリンク茶、ティバッグ、インスタントティ、粉末茶、微粉
末茶(食用、即席飲用、酒割用)、カード茶、錠剤茶、カプセ
ル茶、茶ワイン、緑茶酒、スポーツ飲料、カテキン粉末など 

食品・食用と

して利用 

☆ 形態を変えてそのまま食用として利用 
☆ 食品素材として利用 

「素材」「食品」「菓子類」「その他」健康補助食品 

飲食料以外

に利用 

☆ 衣料用など 
☆ 医療用 
☆ 化粧品、石鹸用など 

☆ 消臭剤、脱臭剤など 
☆ 日用品など 
☆ 建材、家具、家電用品など 
☆ 家畜、ペット用品 

☆ 植物活性用 
☆ その他 

 茶は飲用だけでなく、食品素材として、さらには機能性成分を活かした
様々な飲食料以外にも利用され、新しいビジネスを創造している

茶の新需要の事例

33

☆お達者度が長い市町の
特徴は、運動習慣がある
人、大豆製品を食べる人、
緑茶を飲む人が多く、喫煙
経験がある人や肥満に該
当する人が少ない。

☆世代間の交流が多く、
二世帯以上の人が多い

☆「運動」「食生活」
「社会参加」が長生きに
つながると考えらる。
また、「緑茶」をよく飲む人
ほど、長生き。

健康長寿の理由
・地場の食材が豊富で食生活が豊か
・日ごろからたくさんお茶を飲む
・元気に働いている高齢者が多い
・温暖な気候からくる穏やかな県民性

健康寿命の延伸には

34

飲食料以外に利用
～衣料、医療、化粧など～
衣料用；シーツ、タオル、シャツ、靴下、寝具、のれん など
医療用；消臭シーツ、消臭カバー、紙おむつ、マスク など
化粧品、石鹸用；化粧品、化粧水、スキンクリーム、洗顔

パック、石鹸、シャンプー、リンス、入浴
剤、歯磨き粉、虫歯予防剤 など

35

飲食料以外に利用
～消臭剤、脱臭剤、日用品など～
消臭、脱臭剤：トイレ用、冷蔵庫用、消臭スプレー、除菌シート等
日用品など：ノート、ティッシュ、トイレットペーパー、うちわ、スリッパ等

36

飲食料以外に利用
～建材、家具、ペット用品、その他
～建材、家具、家電用品；塗料、ワックス、抗菌畳、空気清浄機、布団乾燥機
家畜、ペット用品；ペット用飼料、卵、豚、さなかの肉質改善、脱臭剤
その他；植物活性用、植物活力剤、土壌改良剤、酸化防止剤など
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日韓農食品文化学生交流

静岡の農産物、お茶の魅力

静岡県立大学
茶学総合研究センター 中村順行

静岡の位置付け
日本のほぼ中央に位置し、
日本一高い富士山と日本
一深い駿河湾から多種多
様な農水産物がみられる

日本一高い
富士山

日本一深い
駿河湾

静岡のイメージは

１

生産量 １位 ２位 ３位 ４位 ５位

農産物 茶

わさび

青梗菜

ｾﾙﾘｰ

みかん メロン レタス

水産物 みなみまぐろ

かつお

さくらえび

しらす

あさり類

生のり（養殖）

かつお節

めばちまぐろ

さば類

いせえび

まいわし

うなぎ
（養殖）

めかじき

いわし（煮干
品）

消費量 全国順位（金額） 全国順位（数量）

静岡市 浜松市 静岡市 浜松市

米 １ ３ ２ １

緑茶 １ ２ １ ２

マグロ １ ５ １ ４

鰹節等 ３ ２ ３ ２

しらす干し １ ３ １ ４

生産量・消費量日本一の農林水産物が多数

Shizuoka Prefecture

・茶研究者の集積(世界一）

・茶関連団体・企業の集積（日本一）

・飲料ボトラーの集積（日本一）

（三井農林、伊藤園、

アサヒ飲料、大塚製薬、・・・）

工技研

県茶研

（独）
野菜茶研

県水産研

静大

県立大
東海大

フォトンバレー

フーズサイエンスヒルズ
ファルマバレー

治験ネットワークの活用

光技術の応用

創薬探索（食薬融合）

静岡県は茶（健康）研究開発拠点が集積

平成22年健康寿命 平成25年健康寿命

男性 女性 男女計 男性 女性 男女計

静岡県
71.68歳
全国2位

75.32歳
全国1位

73.53歳
全国1位

72.13歳
全国3位

75.61歳
全国2位

73.90歳
全国2位

全国 70.42歳 73.62歳 72.13歳 71.19歳 74.21歳 72.74歳

☆地場の食材が豊富で
食生活が豊か

☆全国一のお茶の産地
であり、日ごろからお
茶をたくさん飲んで
いる

☆元気に働いている高
齢者が多い

☆温暖な気候からくる穏
やかな県民性

静岡県人は健康寿命が長い
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静岡県内の食の地域間差

製造品出荷額等全国順位

製造品出荷額全国第4位！
「産業のデパート」

静岡県はビジネスチャンス
の宝庫です

産業の特徴

静岡の野菜 静岡のお茶

お茶の牧野園H.P.より

石垣栽培とは玉
石を一定の角度
に積み上げた栽
培法。

この作り方は、明
治35年頃から試

作され大正の初
めころに完成した
と言われる。

石垣いちご

初期の石垣栽培（自然石を積み上
げた間で栽培）

近年の石垣栽培（石垣イチゴ専用ブ
ロックで栽培）

マスクメロンの原産国はイギリスで、明治
時代には日本へ渡来。

日本で最初にマスクメロンが栽培が行わ
れたのは、明治20年。東京の新宿御苑が
始まりだといわれています。

温暖で自然に恵まれた静岡県では、大正
７年に温室メロン栽培が始まり、現在では、
メロン収穫量、作付け面積共に40％の
シェアをもっている生産地となっている。

温室メロン

初期のハウスメロン栽培

近年のハウスメロン栽培
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トマトが日本に伝わったのは17世紀の半ば。
当初は、「唐なすび」と呼ばれていた。

最初はヨーロッパと同様に観賞用として珍重され
ていた。食用になったのは明治以降。キャベツや
たまねぎ、アスパラガス、にんじんなどの西洋野菜
とともに改めてヨーロッパやアメリカから導入された。
日本で食用として利用されるようになったのは明
治以降で、さらに日本人の味覚にあった品種の育
成が盛んになったのは昭和に入ってからのこと。
最近では、ミニトマトの人気が高い。

トマト わさび 奈良時代（718年）には

すでに「山葵」（わさび）
の名前が見られるが、
江戸時代に現在の静岡
市有東木（うとうぎ）地区
に住む村人が野生のわ
さびを栽培したのが、栽
培普及の端緒と伝えら
れる。

わさび田

温州ミカン

温州ミカンの最初の原木は
400 - 500年前に発生したと

推察される。中国から伝
わった柑橘の中から枝変わ
りして生まれたとされるが、
親は明らかではない

16

お茶の魅力

17

アッサム種と中国種

アッサム種 中国種

チャが他の植物と異なる点
☆カフェイン
☆ガレート型のカテキン
☆テアニン
☆その他(フッ素、アルミ等)

何故、お茶が世界中で愛飲されているのか？

①向精神作用(心に効く、ナルコチックス)
エナジードリンク、Cool Exciting、目覚まし草

②機能性作用(当初から薬用植物として認知されている)
神農本草経(最古の薬書：上薬)、喫茶養生記、紅茶論争、等々

③文化的飲み物
東洋の神秘、茶の本(岡倉天心)、茶の湯、紅茶文化

④豊かな香味、美味しい飲み物

⑤多彩なバリエーションを創り上げることが可能

⑥その他
植民地戦略、アルコールとの関係
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19

Aminority race in China

Darjeeling

Sri LankaKenya Indonesia

世界の茶産地

20 20

日本への茶の伝来

North china root

Central china root

South china root

北中国・韓国ルート

奈良時代( A.D.700頃)

中中国ルート
固形茶、粉末茶の伝来 ⇒抹茶

（A.D.1100頃)

南中国ルート
淹茶の伝来 ⇒ 煎茶

( A.D.1600頃)

喫茶養生記

①茶は身体衰弱、意志消沈のときは、
気力を強くする。
②茶は人を愉快な気持ちにさせ、酒の酔
いを醒まし、睡気を起こさない。

③茶は小便の通じが良く、喉の渇きをと
りさり、消化不良をなくす。

④茶は身を軽くし、脚気によい。
⑤茶は精神を整え、内臓を和らげ、身体
の疲労をやすらかに除く。

茶
者
養
生
之
仙
薬
也

延
齢
之
妙
術
也

22

25%

75%

水溶性成分

☆カテキン類(10～18%)；抗
酸化、抗菌、抗がん、生
活習慣病予防、消臭、抗
アレルギーなど

☆カフェイン(3～4%)；眠気防
止、強心、二日酔い防止

☆フラボノール(0.6～0.7%)；
抗酸化、抗がん、免疫活
性

☆ビタミンC(200mg%)；抗酸
化、免疫活性

☆ビタミンB(1.4mg%)；抗酸
化、口内炎予防

☆サポニン(0.1%）；抗喘息、
抗菌、血圧効果

☆テアニン(0.6～2%)；リラッ
クス、血圧効果

などなど

不溶性成分

☆食物繊維(20～30%)；
便秘予防、大腸がん
予防、心疾患予防

☆たんぱく質(24%)；栄養
☆βカロテン(20mg%)；
抗酸化、抗がん、抗糖
尿、抗心疾患、免疫活性

☆ビタミンE(25～70mg%)；
抗酸化、抗がん、免疫
活性

☆クロロフィル(0.80%)；
がん予防、抗突然変
異、抗腫瘍、免疫活性

茶はカテキンを始め多くの特異的な成分を含有し、それぞれ機能性を
もつため、その機能性を活かした商品も数多く開発されている

３５％

６５％

機能性を主体とした茶成分とその特性

23

同じ茶葉から様々なお茶が簡単に作れる

生 葉 緑 茶 紅 茶

カテキン類 カテキン類 ⇒ テアフラビン、テアルビジン
クロロフィル クロロフィル ⇒ フェオフイチン
ビタミンＣ ビタミンＣ ⇒ 消失(酸化物、分解物)
香り 青葉様香気 ⇒ 花様香気 24

SAITAMA

GIFU

AICHI

SHIGA
KYOTO

NARA

FUKUOKA

NAGASAKI KUMAMOTO

MIYAZAKI

SHIZUOKA

KAGOSHIMA

MIE

県 名 面積
(ha)

生産量
(1000t)

静岡県 19,900 39,900

鹿児島県 8,530 24,100

三重県 3,270 7,620

熊本県 1,640 1,740

京都府 1,560 2,970

福岡県 1,580 2,330

宮崎県 1,620 3,830

埼玉県 1,130 926

佐賀県 1,030 1,930

その他 7,940 6,754

合 計 48,200 92,100

日本における茶の生産

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1960 1970 1980 1990 2000 2010

静岡 鹿児島

静岡と鹿児島の生産量の推移
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25 25

日本茶の種類別生産量比率

煎茶
63.4%

番茶
24.8 %

かぶせ茶
4.8 %

玉緑茶
2.7 %

てん茶
1.2 %

玉露
0.2 %

その他
2.2 %

日本における種類別茶種の比率 (2013)
26

26

日本茶の種類

煎茶

てん茶

玉露

玉緑茶

27
27

日本茶の種類

玄米茶

ほうじ茶番茶

釜炒り茶 28

カテキン類による多様な機能性

� 抗酸化

� 抗突然変異

� 抗がん

� 酸化防止

� 抗動脈硬化

� 血中コレステロール抑制

� 脂肪吸収抑制

� 抗菌、抗ウイルス

� 虫歯予防

� 腸内フローラ改善

� 消臭

� 血圧上昇抑制 などなど

29

カテキン類による抗がん作用

カテキンなどによるDNA修復作用

がんと緑茶に関する疫学的調査研究のまとめ

前向きコホート研究：
まだ病気になっていな
い人達を対象に調査し、
数年後の追跡で発病
を調査する方法

症例対照研究：
特定の病気が発症した
人を対象に、健常人と
の比較調査する方法
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31

カテキン類による抗体脂肪抑制作用 カテキンによる抗糖尿作用

カテキン：アミラー
ゼやグルコシラー
ゼ活性の阻害

１型糖尿病：脾臓のβ細胞の破壊によるインスリン欠
乏により、高血糖、糖尿病へと至る。

２型糖尿病：インスリンは存在するが、その分泌量が
減少し、筋肉、脂肪組織へのブドウ糖の取り込み能
が低下(インスリン抵抗性が増大)し、結果として血中
のグルコースが肝臓や脂肪組織でグリコーゲンとし
て貯蔵されず、血中のグルコースが正常範囲を逸脱
して高い血糖値となり、糖尿病となる

糖尿病発症リスクの軽減

境界型糖尿病患者への緑茶カテキン投与試験(空腹時
血糖値、投与量500㎎/日）

茶カテキンの血漿インスリン値に及ぼす恵お経(ヒト試験)

抗アレルギー効果

カテキンによる美肌効果

36

� 血圧降下

� 脳神経機能調整

� 血管性痴呆症予防作用

� 抗腫瘍剤効果増強

� 肝がん細胞浸潤抑制作用

0 10 20 30 40 50 60

Theanine
(SHR)

Control
(SHR)

Theanine
(Normal)

Control
(Normal)

-△Mean Blood Pressure (mmHg)

0 10 20 30 40 50 60

Theanine
(SHR)

Control
(SHR)

Theanine
(Normal)

Control
(Normal)

-△Mean Blood Pressure (mmHg)

Effect of theanine on mean blood pressure in normal and spontaneous
hypertensive rats (SHR)

(H. Yokogoshi, et al. Biosci. Biotechnol. Biochem. 59, 615-618 (1995))

（Japanese Green Tea，2001）

テアニン投与後の時間（分）

ド
ー
パ
ミ
ン
放
出
量
（
％
）

図 脳線条体へのテアニン投与によるドーパミン放出量の増加
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図 M5076胆がんマウスの肝転移に対するDOXの作用
とテアニンの併用効果（スコア 0：正常～５：75％以上）

テアニンの機能性
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図３ テアニンによる抗ストレス効果

ヒト試験による低カフェイン茶の
抗ストレス効果

テアニンにはストレス解消、消寿命の延伸効果も

図５ カテキン、カフェイン、テアニ
ンの抗ストレス効果の相互作用

これからはテアニン

図 低カフェイン茶の水出しによる成分浸出

39

健康と茶との関係
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玉緑茶の発展に期待
～よみがえれ嬉野茶～

静岡県立大学 中村順行

緑茶における茶業発展の推移

①社会・経済的ニーズの変化

②需要ニーズの変化

③生産様式の変化

④生産環境の変化

⑤新品種・新商品の登場

商品が替る要因

昭和50年代

平成年代

時代は瞬く間に変わる!!

環境要因 (人口の減少)

☆人口の減少 ⇒ 消費者の自然減

☆高齢者層の増加 ⇒ 淡白化、健康化、低カフェイン

☆アフリカ、アジア人口の急増 ⇒ 消費量の増大

環境要因 (世帯も少人数化)

☆大型(大量)から小型化(少量)に
☆単身世帯も増加 個食化

環境要因 (共働きの増加)

☆ ゆっくりと食事を創る時間の減少
☆ 惣菜、外食文化 通販、ネットショップの増加
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社会構造の変化
Keyword；グローバル化、高度情報

通信社会、少子高齢化、サービス

産業社会化、人口減少

需要・供給構造の変化
Keyword；自然健康志向、価値観・
生活様式の多様化、女性の社会

進出化、

環境保全の強化
keyword；温暖化、低炭素社会化、

自然循環機能重視型

茶業の今後の展開を考える上で

茶業に拘る将来予測は？

消費者の減少、ス
トレス社会、情報
化社会

多様化社会、小世
帯化社会、惣菜社
会、健康願望社会

省エネルギー、自
然保護社会

茶類の消費量の推移は

今後とも、リーフ型の煎茶が激減
し、ＲＴＤ原料、ティーバッグ、粉
末茶などの簡便茶が増加する

平成16年がＲＴＤの急激な増加
などにより消費量のピーク。

煎茶 １０ｇ ４３０ｍｌ 食品標準成分表

番茶 １５ｇ ６５０ｍｌ 食品標準成分表

粉末茶 ３ｇ ２００ｍｌ 中村推定

RTD １ｇ １００ｍｌ 茶業中央会推定

紅茶 ５ｇ ３６０ｍｌ 食品標準成分表

ウーロン茶 １５ｇ ６５０ｍｌ 食品標準成分表

茶類の飲用量の推移

各種茶の消費量を、主に食品標
準成分表に基づき、中村が試算

緑茶と茶系飲料の購入金額の推移

せん茶とＲＴＤ の消費量の推移(中村推定）

飲用方法に変化が 現在の生活の中では
お茶を飲む風景も激変しています
⇒ 生産されるお茶も変わります

番茶 ⇒ せん茶 ⇒ 茶素材

11

玉露

美味しくて簡便に飲める茶も必要

ティーバッグ,粉末茶類の利用も増加

多極化

スーパー大健闘

小売店苦戦

通販拡大

対面販売から消費者
の選択購入に移行

パッケージや説明文章で
勝負、ブランディング

購入場所にも変化が

お茶は多くの茶商品の中
からパッケージや価格で
購入される
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伸びている茶種は？

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0

5000

10000

15000

20000

25000

かぶせ茶の生産量の推移

番茶の生産量の推移
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輸出茶の推移

抹茶の生産量の推移(桑原推定)

ティーバッグ販売量の推
移

急須いらず
の簡便化

簡便化、食
品素材、機
能性など

日本茶の
認知

時代の要求に応じて生産量が増大

RTD

素材
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リーフ茶
急須

粉末茶
ティバッグ
ドリップ

茶園の機械化栽培体系

茶園管理
システム

日本型
発酵茶

蒸製製
茶機械

新殺青乾
燥器械

茶ドリンク
昭和50年
代後半

にごり茶
ドリンク 業務用茶

(やかん）

RTD、給
茶機

蒸し製煎茶(昭
和30年代)

輸出
用茶

持続的発展のためには進化が必要

限界を知ること
☆限界の規定要因は?!
☆未来の予測

☆茶への要求は高い

☆しかし、茶の需要が変化している

×供給の変化がない ⇒ 需給の歪み

茶の潜在需要は高い

インターネット調査 2,052人(2006) インターネット調査 2065人、複数回答(2006)

9割以上はお茶を好むが ？？、その種類はＲＴＤ、リーフ茶など多く、夏場には冷たい
麦茶やウーロン茶に人気が集中する。
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緑茶を飲んで期待する効果は？

情 感 機 能 性

生産の変化 消費の変化

・大型化
・均一化
・効率化

・ティーバッグ
・粉末茶
・ペットボトル

市場取引の変化

・多様化
・差別化
・個性化

・少量生産
・多品種化
・差別化

付加価値

低価格化

煎茶流通の変化 ☆消費の変化に伴い必要茶種が変化 ⇒ 安い茶種の増加
☆茶商のインテグレート化が先鋭化 ⇒ 低価格化

☆今後の方向
・新ジャンル商品への取り組み
・取引先との連携強化
・原料供給と商品との連動
⇒直結による低コスト化
⇒商品に応じた生産

煎茶の市場価格の推移の概略

・時期相場性
・みる芽重視
・一番茶後半から原料供給相場

旨味重視の茶市場 香り重視の茶市場 ？

大量供給向けに機能

香りに特化した市場は
みられない

・時期相場性は無し
・みる芽重視よりも熟した芽が重要

・最近では高香味ＲＴＤ用原料供給
も求められ始めている

・香りに興味を持つ消費者も増加し
ている

・萎凋香を中心に様々な茶がチャ
レンジされている

現状では少量供給。
多彩なニッチ市場。
自販を中心に供給されることが多い

茶は旨味と香り ～最近では香り重視型が注目される～

全茶種間における釜炒り茶と蒸し製玉緑茶の生産量

2.8% 0.2%

全国
97%

佐賀県
2%

長崎県
1%

全国の荒茶生産量（平成25年度）

玉緑茶は希少価値
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生
産
量
（ｔ
）

玉緑茶（釜炒り茶＋蒸し製玉緑茶）の生産県比率

釜炒り茶と蒸し製玉緑茶の県別生産量

平成27年全生連調査より

玉緑茶の主役は嬉野茶

新たな時代に適応した価値あるお茶の発掘と創造を
通じ、日本茶のもつ幅広い魅力を世界に伝えること
が目的。
専門審査員による一次・二次審査。TOKYO TEA 

PARTYで消費者による三次審査を行い、審査委員会
による擬賞会議の上、日本茶大賞を決定する。

尚、一次審査では、緑茶流通業者及び生産家による
審査員に加え、コーヒー・紅茶・中国茶や他の食品業
種等より審査員の参画を予定しております

玉緑茶は注目されている

日本茶AWARD

日本茶アワード2014 日本茶大賞 茶友さ
ん（蒸し製玉緑茶）

日本茶アワード2014 日本茶大賞特別賞
宮崎茶房さん（釜炒り茶）

消費者の評価も高い

香気の高い発揚には、審査員
のみならず多くの消費者からも
高い賞賛の声も多かった

九州では一般的でも、東京を始め
他の地域ではなかなか手に入りに
くい珍しいお茶。

日本茶アワード2015 日本茶大賞特別賞
甲斐雅也さん（新香味釜炒り茶）

日本茶アワード2016 日本茶準大賞
西海園さん（蒸し製玉緑茶）

安定的に評価が高い

飲み口と口当たりがまるやか。甘味と特有の香り
の広がるお茶。癖がなく、渋味が少なく、これまで
飲んだことのないお茶との出会いを感じた。

⇒国内にも、まだまだ市場は広い。

二極化は進む?!

一般商品に比べ、品質や信頼性が高く、歴史があり、高級感をもち、
差別化･付加価値の付いた商品で消費者ニーズに適合したもの。

ブランド化の優位性

価格競争からの脱却

安定した需要の確保

消費者が、他の類似商品と見分けられ、 商品の良さを認識し
ロイヤルユーザー(継続購入者)として価格競争を乗り越えて購入
してもらうため

ブランド化

低コスト化 消費者にとり差別性のない商品のため価格競争になりやすく、幅広
く、大量に売ることになりためのコスト削減が必須となる。

これではブランドにならない

品質が優れています(優れていない商品を売るな)

おいしいものです(他のお茶も美味しいです)

昔から作ってます(何が特徴ですか)

高級煎茶です(どこが他の高級煎茶と違うのですか)

一番茶です(大部分のお茶が一番茶ではないですか)

嬉野茶

原料供給茶

平坦地

低コスト・生産力の向上

機械化の推進 晩生品種の活用、茶園整備
優良農地の集積 共同管理(施肥、防除、摘採等)
加工コストの削減 工場の効率化、新製造法の導入
低コスト生産技術 省エネ・低コスト生産システムの開発

従来の煎茶工程 220分
新規製造法 80分

高温加湿熱気製造

機械化・IT化を駆使した低コ
スト茶生産システムを構築する

ハンマーナイフモアの活用

需要の増加している茶種への対応
⇒ 国内外の競争に勝てる経営への立て直し
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ピュアグリーンの体制メリット：計画摘採、品質向上、
労力削減、雇用活用

茶工場の経営体質の強化

担い手の減少、遊休茶園の増大、体質強化策として茶園共同運営
管理体制も必要になってきている

平坦地

低コスト・生産力の向上

品種関係
病害虫抵抗性品種の導入 硝酸化抑制剤の利用
早晩性品種の導入 石灰窒素施用
減肥対応品種の導入 防除関係
ポット苗の導入 交信撹乱フェロモン剤の導入

栽培関係 耐性菌の検定
ﾊﾝﾏｰﾅｲﾌﾓｱによる台切更新 適期防除
濃緑生葉の大量生産 製造関係
年1回摘採方式の導入 フッ素樹脂加工による清掃労力の削減
防霜ファンの節電稼動 センサー利用による自動化

施肥関係 ヒートポンプ、排熱利用による省エネ化
点滴施肥 その他
浅耕施肥 乗用型管理機導入
広幅施肥 経営規模の拡大
肥効調節型肥料の利用 労働時間管理
堆肥の利用 農業機械の共同化

低コスト生産技術対応は当たり前
⇒ 更なる大きな変革も必要!!!

効率的な機械も開発されている

~新型萎凋機～

萎凋機の内部

新型萎凋機

効率的な機械も開発されている

~ネット型てん茶乾燥炉～

ネット型てん茶乾燥炉

29

CTC及び揺青機により試作した茶の台湾におけ
る嗜好調査(200名強の若者を対象とした)

マーケティング
顧客の創造

ブランディング
顧客の確保

・異業種とのコラボ → ホテル、洋菓子屋、花屋‥
・プチ贈答文化 → 記念日の贈り物

： 自分へのご褒美も含めて

：

・付加価値の付与
・差別化の強化

プチ贈答文化
日常飯事のお茶を
ハレの日の愉のしみに
ハレの行事とセットに

高いものを安く売ってはいけない
安いものを高く売ってはいけない

高いものをさらに高く
安いものをさらに安く

付加価値をつけるためにはブランディングが必要

付加価値を付けることにより
価格を上げよう!!
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ブランド化にとり重要なこと

①差別化されていること

②限定品、奇少価値

③誰でもが買えないこと

④こだわり、ほんもの

⑤情報発信戦略

⑥名誉

⑦物語性

ブランドの決定権は
消費者

ロイヤルユーザーの確保
↓

価格競争からの脱却

飲んでみんね 長崎？

今後の生きる道は?!?

高齢者・次世代向けお茶の開発

例えば、低カフェイン茶も必要

ターゲットを絞った商品開発

写真１低カフェイン熱水処理装置

図 低カフェイン茶の味覚センサー値
官能評価用浸出液の一、二番茶とも深蒸煎茶
を100としたときのセンサー評価値

高級茶の飲用の場を広げよう

～ボトルティは面白い～

☆最高の旨味抽出が可能
☆誰でもが同じ味で出せる
☆演出が可能
☆付加価値向上

グリーンティーリズム

本物を実体験させる

ふるさと宅配便によるPR ふるさと納税への対応も

六次産業化・地産地消法

（事業内容）

自らの生産等に係る農林水産物等をその不可欠な原材
料として用いて行う新商品の開発、生産又は需要の開拓

自らの生産等に係る農林水産物等について行う新たな販
売の方式の導入又は販売の方式の改善
（経営の改善）
農林水産物等及び新商品の売上高が5年間で5％以上増
加すること

農林漁業及び関連事業の所得が、事業開始時から終了
時までに向上し、終了年度は黒字となること

基本的には、ヒトが
必要とするものは
何でもお金になる

お金にできるかで
きないかは販売者
しだい

足助の寒茶
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地理的表示法の活用 茶には素材が多い

差別化要因としての地域資源の掘り起し

①歴史・文化
背振山、釜炒茶 ⇒ 圧倒的な歴史

②自然環境、地形、風土
輸出茶の先駆け(大浦慶、伊万里焼も重要)

③生産加工方法
蒸性にない香り、加工方法

④飲み方、愉しみ方
⑤パッケージ、容器、袋

情報、PR（周知が重要）
総体としてのブランド

売茶翁

今後の生きる道は?!?

チャンスを活かし、チャレンジあるのみ!!

・消費者ニーズに適した茶の提供
例：☆各世代ごとでは

乳幼児--- 低カフェイン茶、若者---爽やか茶、成人---コクのある茶、老人---茶飯事の茶

☆飲用シーンごとでは

食事時---軽いお茶、ティータイム---香味豊かなお茶、アウトドア---軽いお茶、職場---癒しの茶

・チャレンジし、生き残る商材の創造
例：品種茶、玉露、-----

・チャンスを活かす
例：東京オリンピック、和食とのコラボ、海外輸出の増大化、食品の機能性表示

成功事例のKeyword

☆ 地域資源のフル活用

☆ マーケティング

☆ 情熱

☆ 少人数

☆ やる気
チャレンジなき所に
成功なし
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10年後の静岡を創るスーパーセミナー

静岡を買いますか？

～地域産業の活性化(お茶)～

静岡県立大学茶学総合研究センター
中村順行

静岡県内の主要茶産地

主要茶産地における農業生産収入に占める茶業の比率

静岡市 46.3 沼津市 23.3 12.7 相良町 70.1
清水市 32.0 榛原町 73.3
蒲原町 0.0 富士宮市 5.6
由比町 1.8 芝川町 10.1 島田市 59.0

金谷町 83.5
浜松市 3.0 富士市 38.9 川根町 90.0
天竜市 46.8 富士川町 7.2
浜北市 2.1 中川根町 92.1
龍山村 78.5 藤枝市 42.6 本川根町 88.5
佐久間町 59.8 岡部町 51.0
水窪町 44.3 磐田市 27.1
舞阪町 0.0 菊川町 68.6 竜洋町 0.1
雄踏町 0.0 小笠町 37.3 豊田町 9.5
細江町 3.8 豊岡村 5.9
引佐町 2.3 掛川市 58.8 福田町 0.0
三ケ日町 0.0 大東町 24.0
春野町 25.3 大須賀町 16.7 袋井市 26.6

浅羽町 6.9

57.6

菊川市 37.7

掛川市 18.6

藤枝市 13.0

袋井市

12.8

1.4

1.6

42.4

静岡市

浜松市

富士宮市

島田市

牧之原市 35.9

富士市 19.1

磐田市 14.4

11.1

川根本町

平成26年平成5年 平成26年 平成5年 平成26年 平成5年

日本国中に
煎茶が普及

ペットボトル
などの普及

緑茶の生産量・消費量などの推移

5

摘採は手摘みから機械摘みに変わり、著しく摘採能率を向上してきた。製造は手揉みから機
械化され、徐々に投入量を増加させるとともに最近ではコンピュータ制御による自動化に技術
革新したことで、日本独自の生産加工技術を確立し、品質の高位平準化に貢献してきた

手摘み 可搬型摘採機 乗用型摘採機

手揉み 機械揉み ＦＡ対応機械揉み

緑茶生産方法の推移 現在の生活の中では
お茶を飲む風景も激変しています
⇒ 生産されるお茶も変わります

番茶 ⇒ せん茶 ⇒ 茶素材

緑茶消費方法の推移
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茶類の消費量の推移は

今後とも、リーフ型の煎
茶が激減し、ＲＴＤ原料、
ティーバッグ、粉末茶な
どの簡便茶が増加する

平成16年がＲＴＤの急激な増加など
により消費量のピーク。

急須で淹れるお茶の減少は続く
県内の茶栽培面積・農家数・生産量の推移

栽培農家の規模の推移

緑茶の生産実態の推移

JA静岡管内の推移

①茶の消費構造の変化
⇒さまざまな茶の提案・消費拡大が必要

②茶価の低迷
⇒需給の歪みの解消、市場形成能の確立

③生産量の減少
⇒優良農地の確保、担い手の養成

④やぶきた一辺倒
⇒改植事業の利用、多彩な茶種の形成

⑤国内人口の減少
⇒海外輸出の推進

⑥輸出(インバウンド含)の増大
⇒輸出対応型茶の生産方式の確立

静岡県茶業の現状と課題

①新たな需要創出と消費拡大
a．新たな需要を喚起する静岡茶の開発
b．多彩な魅力を持つ静岡茶の生産と販売戦略
c．生産と商工が連携した販売と流通の体制強化

②未来を担う茶業経営体の育成
a．地域の核となるビジネス茶業経営体の育成
b．生産効率・収益性の高い生産基盤づくり
c．産地を維持する持続的茶業の推進

③魅力あふれる茶文化の創造と世界への発信
a．新しい茶文化の提案と発信
b．ふじのくに「茶の都しずおか」の魅力発信

主要な推進事項(静岡県)

峰の十字星

黄金みどり

新たな需要創出

～新しい香味発揚茶の開発～

富士山頂熟成茶

☆最高の旨味抽出が可能
☆誰でもが同じ味で出せる
☆演出が可能
☆付加価値向上

多彩な魅力をもつ静岡茶

～ボトル化による新飲用方法の提案～
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茶文化の発信

～グリーンティーリズム等による実体験～ 単純な農産物原料供給産業からの脱却
⇒ 六次産業化、観光業化、地域全体の売り込みを

お茶のもつ魅力を活かして地域茶業の活性化を

差別化戦略として地域資源を活用することが重要

①自然環境、地形、風土
富士山、山間地、川、茶草場、急傾斜地など

②歴史・文化
徳川400年、聖一国師、牧の原開拓、清水港など

③生産加工方法
品種、栽培方法、加工方法など

④他業態との連携、情報の発信

茶を利活用した
地域ブランドの強化
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大和茶ブランド
～儲かるためには～

静岡県立大学 中村順行

茶業の推移(緑茶)

環境要因 (人口の減少)

☆人口の減少 ⇒ 消費者の自然減

☆高齢者層の増加 ⇒ 淡白化、健康化、低カフェイン

☆アフリカ、アジア人口の急増 ⇒ 消費量の増大

環境要因 (世帯も少人数化)

☆大型(大量)から小型化(少量)に
☆単身世帯も増加 個食化

環境要因 (共働きの増加)

☆ ゆっくりと食事を創る時間の減少
☆ 惣菜、外食文化 通販、ネットショップの増加

社会構造の変化
Keyword；グローバル化、高度情報

通信社会、少子高齢化、サービス

産業社会化、人口減少

需要・供給構造の変化
Keyword；自然健康志向、価値観・
生活様式の多様化、女性の社会

進出化、

環境保全の強化
keyword；温暖化、低炭素社会化、

自然循環機能重視型

茶業の今後の展開を考える上で

茶業に拘る将来予測は？

消費者の減少、ス
トレス社会、情報
化社会

多様化社会、小世
帯化社会、惣菜社
会、健康願望社会

省エネルギー、自
然保護社会
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茶類の消費量の推移は

今後とも、リーフ型の煎茶が激減
し、ＲＴＤ原料、ティーバッグ、粉
末茶などの簡便茶が増加する

平成16年がＲＴＤの急激な増加
などにより消費量のピーク。 煎茶 １０ｇ ４３０ｍｌ 食品標準成分表

番茶 １５ｇ ６５０ｍｌ 食品標準成分表

粉末茶 ３ｇ ２００ｍｌ 中村推定

RTD １ｇ １００ｍｌ 茶業中央会推定

紅茶 ５ｇ ３６０ｍｌ 食品標準成分表

ウーロン茶 １５ｇ ６５０ｍｌ 食品標準成分表

茶類の飲用量の推移

各種茶の消費量を、主に食品標
準成分表に基づき、中村が試算

緑茶と茶系飲料の購入金額の推移

せん茶とＲＴＤ の消費量の推移(中村推定）

飲用方法に変化が 現在の生活の中では
お茶を飲む風景も激変しています
⇒ 生産されるお茶も変わります

番茶 ⇒ せん茶 ⇒ 茶素材 10

玉露

美味しくて簡便に飲める茶も必要

ティーバッグ,粉末茶類の利用も増加

多極化

スーパー大健闘

小売店苦戦

通販拡大

対面販売から消費者
の選択購入に移行

パッケージや説明文章で
勝負、ブランディング

購入場所にも変化が

お茶は多くの茶商品の中
からパッケージや価格で
購入される

伸びている茶種は？
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番茶の生産量の推移
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輸出茶の推移

抹茶の生産量の推移(桑原推定)

ティーバッグ販売量の推移

急須いらず
の簡便化

簡便化、食
品素材、機
能性など

日本茶の
認知

時代の要求に応じて生産量が増大

RTD

素材
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13

例

・ 電話 ⇒ 携帯 ⇒ ＩＰｈｏｎｅ
・ テレビ ⇒ 薄型
・ 写真 ⇒ デジカメ⇒ ＩＰｈｏｎｅ
・ 野菜 ⇒ カット野菜
・煮物 ⇒ サラダ

煎茶
急須

粉末茶
ティバッグ

ペットボト
ル煎じ茶、番茶

(やかん、土瓶）

１９００ １９２０ １９４０ １９６０ １９８０ ２０００ ２０２０
年

煎じ茶（やかん、土瓶） 淹茶(急須) 簡便茶？

お茶が変われば飲み方も変わる
当然、お茶の製造方法も変わる

茶の主要な飲用方法の推移

生産の変化 消費の変化

・大型化
・均一化
・効率化

・ティーバッグ
・粉末茶
・ペットボトル

市場取引の変化

・多様化
・差別化
・個性化

・少量生産
・多品種化
・差別化

付加価値

低価格化

煎茶流通の変化 ☆消費の変化に伴い必要茶種が変化 ⇒ 安い茶種の増加
☆茶商のインテグレート化が先鋭化 ⇒ 低価格化

☆今後の方向
・新ジャンル商品への取り組み
・取引先との連携強化
・原料供給と商品との連動
⇒直結による低コスト化
⇒商品に応じた生産

茶の潜在需要は高い

インターネット調査 2,052人(2006) インターネット調査 2065人、複数回答(2006)

9割以上はお茶を好むが ？？、その種類はＲＴＤ、リーフ茶など多く、夏場には冷たい
麦茶やウーロン茶に人気が集中する。
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緑茶を飲んで期待する効果は？

情 感 機 能 性

煎茶の市場価格の推移の概略

・時期相場性
・みる芽重視
・一番茶後半から原料供給相場

旨味重視の茶市場 香り重視の茶市場 ？

大量供給向けに機能

香りに特化した市場
はみられない

・時期相場性は無し
・みる芽重視よりも熟した芽が重要

・最近では高香味ＲＴＤ用原料供
給も求められ始めている

・香りに興味を持つ消費者も増加
している

・萎凋香を中心に様々な茶がチャ
レンジされている

現状では少量供給。
多彩なニッチ市場。
自販を中心に供給されることが多い

茶は旨味と香り ～最近では香り重視型が注目される～

県内45％
（大和茶１０％）

三重、
静岡など

大阪など

奈良県産茶の流れ

・市場への原料供給だけではブランドになりにくい

・ブランドは消費者が決めるもの
・大和茶としての価格形成能を高めたい

茶園面積の推移

荒茶生産量の推移

奈良県産茶の全国との比較 ～栽培面積と生産量の推移～
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玉露
0%

かぶせ茶
5%

てん茶
3%

煎茶
59%

釜炒り

茶
0%

蒸し性玉緑茶
3%

番茶
26%

その他
4%

かぶせ

茶
17%

てん茶
10%

煎茶
24%

番茶
49%

茶種別生産量（全国）

茶種別生産量（奈良県）

奈良県で生産されるお茶は、全国平均に比較すると番茶が多く、かぶせ茶・てん茶がやや多
い、特徴的な茶生産地域でもある。

奈良県産茶の全国との比較 ～奈良県産茶の特徴は～

0
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1500
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3500

1989 1993 1998 2003 2008 2013 2015

一番茶

二番茶

全国平均

奈良県産

奈良県産

全国平均

一・二番茶（煎茶）の価格の推移

奈良県産茶の全国との比較 ～煎茶の一二番茶価格～

10a当たりの荒茶生産量(平成27年度)

全国平均 奈良県 静岡県
174 234 179

収益は、
生産量×価格

二極化は進む?!

一般商品に比べ、品質や信頼性が高く、歴史があり、高級感をもち、
差別化･付加価値の付いた商品で消費者ニーズに適合したもの。

ブランド化の優位性

価格競争からの脱却

安定した需要の確保

消費者が、他の類似商品と見分けられ、 商品の良さを認識し
ロイヤルユーザー(継続購入者)として価格競争を乗り越えて購入
してもらうため

ブランド化

低コスト化 消費者にとり差別性のない商品のため価格競争になりやすく、幅広
く、大量に売ることになりためのコスト削減が必須となる。

これではブランドにならない

品質が優れています(優れていない商品を売るな)

おいしいものです(他のお茶も美味しいです)

昔から作ってます(何が特徴ですか)

高級煎茶です(どこが他の高級煎茶と違うのですか)

一番茶です(大部分のお茶が一番茶ではないですか)

大和茶

原料供給茶

平坦地

低コスト・生産力の向上

機械化の推進 晩生品種の活用、茶園整備
優良農地の集積 共同管理(施肥、防除、摘採等)
加工コストの削減 工場の効率化、新製造法の導入
低コスト生産技術 省エネ・低コスト生産システムの開発

従来の煎茶工程 220分
新規製造法 80分

高温加湿熱気製造

機械化・IT化を駆使した低コ
スト茶生産システムを構築する

ハンマーナイフモアの活用

需要の増加している茶種への対応
⇒ 国内外の競争に勝てる経営への立て直し

平坦地

低コスト・生産力の向上

品種関係
病害虫抵抗性品種の導入 硝酸化抑制剤の利用
早晩性品種の導入 石灰窒素施用
減肥対応品種の導入 防除関係
ポット苗の導入 交信撹乱フェロモン剤の導入

栽培関係 耐性菌の検定
ﾊﾝﾏｰﾅｲﾌﾓｱによる台切更新 適期防除
濃緑生葉の大量生産 製造関係
年1回摘採方式の導入 フッ素樹脂加工による清掃労力の削減
防霜ファンの節電稼動 センサー利用による自動化

施肥関係 ヒートポンプ、排熱利用による省エネ化
点滴施肥 その他
浅耕施肥 乗用型管理機導入
広幅施肥 経営規模の拡大
肥効調節型肥料の利用 労働時間管理
堆肥の利用 農業機械の共同化

低コスト生産技術対応は当たり前
⇒ 更なる大きな変革も必要!!!

ピュアグリーンの体制メリット：計画摘採、品質向上、
労力削減、雇用活用

茶工場の経営体質の強化

担い手の減少、遊休茶園の増大、体質強化策として茶園共同運営
管理体制も必要になってきている
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かん水同時施肥

点滴かん水同時施肥

茶樹の根付近へ必要時に水分や肥料
成分を効率よく供給することにより

・茶の収量の増加
・施肥作業の省力化
・施肥量の削減
・施肥効果の増大化 が期待できる

液肥混入器コントローラー

濾過器

液肥

かん水パイプ

点滴タイプや散水タイプがある

局所施肥(40kg)により

窒素収奪率60～70％

年間収量20％増

（一番茶N率：5.5％）

局所施肥での高品質化

フェロモン利用による散布回数の削減

150～250本/10a(90g/250本製剤)

本剤を枝にかける又は
ﾛｰﾌ゜状製剤の場合､支
柱等をて、対象作物の
上部に張り渡す

30m/10a

(54g/30m製剤)

従来品

ロープ製品

平成27年
輸出量：４１２７ｔ
金 額：101億円

日本茶(緑茶)の輸出の推移

ドイツ 305トン
13.1億円

アメリカ 1,698トン
43.6億円

カナダ 236トン
4.2億円

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 280トン
9.0億円

台湾 735トン
8.3億円

日本茶（緑茶）の主な輸出先(H25年度)

近年の緑茶の輸出状況 (単位:ﾄﾝ)

タイ 131トン
2.1億円

香港 116トン
4.0億円

マレーシア 78トン
1.3億円

フランス 78トン
2.2億円

イギリス 32トン
1.2億円

日本茶の主な輸出先(平成27年度)

ロシア 4トン
0.8億円

全体 輸出量 輸出量 輸出量

2005 1,096 アメリカ 353 ドイツ 96 台湾 84
2006 1,576 アメリカ 865 シンガポール 103 香港 93
2007 1,625 アメリカ 750 カナダ 137 シンガポール 94
2008 1,701 アメリカ 776 カナダ 162 ドイツ 124
2009 1,958 アメリカ 1,063 カナダ 149 シンガポール 131
2010 2,232 アメリカ 1,136 カナダ 172 シンガポール 169
2011 2,387 アメリカ 1,228 カナダ 198 台湾 171
2012 2,351 アメリカ 1,127 台湾 262 シンガポール 257
2013 2,848 アメリカ 1,406 台湾 365 シンガポール 205
2014 3,516 アメリカ 1,550 台湾 570 シンガポール 256
2015 4,127 アメリカ 1,698 台湾 735 ドイツ 305

2009 比率 2013 比率 伸び率
トン ％ トン ％ 倍

インド 604 3.9 1036 4.6 1.72
中国 8546 56.5 14234 63.2 1 .67
（単価) 3.8ﾄﾞﾙ/kg

日本 1416 9.2 1700 7.5 1 .20
(単価) 19.4ﾄﾞﾙ/kg

ドイツ 1165 7.6 732 3.2 0.63
ブラジル 314 2.0 508 2.3 1.62
台湾 375 2.4 426 1.9 1.14

合計 15236 99.1 22534 100.0 1.48

米国における緑茶の輸入量と金額

米国における茶の消費量の推移

輸出茶の現状
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香味

価格

差別性

残留
農薬

商品 輸出茶
の生産

輸出対象国に
より異なるMRL

に対応した防
除法

緑茶か萎凋・
発酵茶か

リーフ、粉
末茶、ティ
バッグか

高級茶？か
低コスト茶で
勝負か

他国産茶との
違いや物語
性の付与

輸出茶の生産に拘わる主要課題

ターゲット
が大切!!

中国緑茶との比較(米国)

輸入量 価格
トン ﾄﾞル/kg

中国 14,234 3.8
日本 1,700 19.4

比較 0.12倍 5.11倍

高温加湿熱風
による殺青技術

熱効率を高めた

簡易で高品質なてん茶、
CTC緑茶の製造技術

冷風萎凋による新香味緑茶製造技術

海外ニーズに対応できる
多様な茶加工体系の実証

新型揺青機

炒り葉機

香りの高い釜炒り茶
の製造技術

高品質釜炒り茶

炒蒸機

ネット乾燥機

低温萎凋機

栽培と加工技術を組み合わせた輸出対応型生産体系の実証

日本茶輸出額
50.5億円

病害虫複合抵抗性品種
「みなみさやか」

サイクロン式防除機

輸出対応型
大規模栽培体系の確立

病害虫に強く、香り
が強い品種の活用
病害虫に強く、香り
が強い品種の活用

紅茶・半発酵茶用品種
「べにふうき」

輸出対応型
栽培体系の実証

販売戦略
（マーケティングプロジェクトと連携）

日本茶輸出額
１５０億円に！

マーケティング
顧客の創造

ブランディング
顧客の確保

・異業種とのコラボ → ホテル、洋菓子屋、花屋‥
・プチ贈答文化 → 記念日の贈り物

： 自分へのご褒美も含めて

：

・付加価値の付与
・差別化の強化

プチ贈答文化
日常飯事のお茶を
ハレの日の愉のしみに
ハレの行事とセットに

高いものを安く売ってはいけない
安いものを高く売ってはいけない

高いものをさらに高く
安いものをさらに安く

大和茶にはブランディングが必要

付加価値を付けることにより
価格を上げよう!!

ブランド化にとり重要なこと

①差別化されていること

②限定品、奇少価値

③誰でもが買えないこと

④こだわり、ほんもの

⑤情報発信戦略

⑥名誉

⑦物語性

ブランドの決定権は
消費者

ロイヤルユーザーの確保
↓

価格競争からの脱却

35

玉露

差別化商品によるブランド化

今、番茶が面白い H.Pより足助の寒茶
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グリーンティーリズムは伸びる

本物を実体験させる

高級茶の飲用の場を広げよう

～ボトルティは面白い～

☆最高の旨味抽出が可能
☆誰でもが同じ味で出せる
☆演出が可能
☆付加価値向上

六次産業化・地産地消法

（事業内容）

自らの生産等に係る農林水産物等をその不可欠な原材
料として用いて行う新商品の開発、生産又は需要の開拓

自らの生産等に係る農林水産物等について行う新たな販
売の方式の導入又は販売の方式の改善
（経営の改善）
農林水産物等及び新商品の売上高が5年間で5％以上増
加すること

農林漁業及び関連事業の所得が、事業開始時から終了
時までに向上し、終了年度は黒字となること

基本的には、ヒトが
必要とするものは
何でもお金になる

お金にできるかで
きないかは販売者
しだい

足助の寒茶

差別化要因としての地域資源の掘り起し

①圧倒的な歴史を売れ
②茶山への誘客
③原料供給からの脱却を図れ
⇒大和茶ブランド
香味の差別化
販売戦略

④園地の役割分担
機械化低コスト茶園の集積
傾斜地茶園の活用
有機栽培茶園

⑤次代につなぐ担い手養成

情報、PR（周知が重要）
総体としてのブランド

今後の生きる道は?!?

チャンスを活かし、チャレンジあるのみ!!

・消費者ニーズに適した茶の提供
例：☆各世代ごとでは

乳幼児--- 低カフェイン茶、若者---爽やか茶、成人---コクのある茶、老人---茶飯事の茶

☆飲用シーンごとでは

食事時---軽いお茶、ティータイム---香味豊かなお茶、アウトドア---軽いお茶、職場---癒しの茶

・チャレンジし、生き残る商材の創造
例：品種茶、玉露、-----

・チャンスを活かす
例：東京オリンピック、和食とのコラボ、海外輸出の増大化、食品の機能性表示

成功事例のKeyword

☆ 地域資源のフル活用

☆ マーケティング

☆ 情熱

☆ 少人数

☆ やる気
チャレンジなき所に
成功なし
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八女茶のグローバル展開
～茶の消費動向と八女茶の普及～

静岡県立大学 中村順行

緑茶における茶業発展の推移

①社会・経済的ニーズの変化

②需要ニーズの変化

③生産様式の変化

④生産環境の変化

⑤新品種・新商品の登場

商品が替る要因

昭和50年代

平成年代

時代は瞬く間に変わる!!

環境要因 (人口の減少)

☆人口の減少 ⇒ 消費者の自然減

☆高齢者層の増加 ⇒ 淡白化、健康化、低カフェイン

☆アフリカ、アジア人口の急増 ⇒ 消費量の増大

環境要因 (世帯も少人数化)

☆大型(大量)から小型化(少量)に
☆単身世帯も増加 個食化

環境要因 (共働きの増加)

☆ ゆっくりと食事を創る時間の減少
☆ 惣菜、外食文化 通販、ネットショップの増加
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社会構造の変化
Keyword；グローバル化、高度情報

通信社会、少子高齢化、サービス

産業社会化、人口減少

需要・供給構造の変化
Keyword；自然健康志向、価値観・
生活様式の多様化、女性の社会

進出化、

環境保全の強化
keyword；温暖化、低炭素社会化、

自然循環機能重視型

茶業の今後の展開を考える上で

茶業に拘る将来予測は？

消費者の減少、ス
トレス社会、情報
化社会

多様化社会、小世
帯化社会、惣菜社
会、健康願望社会

省エネルギー、自
然保護社会

茶類の消費量の推移は

今後とも、リーフ型の煎茶が激減
し、ＲＴＤ原料、ティーバッグ、粉
末茶などの簡便茶が増加する

平成16年がＲＴＤの急激な増加
などにより消費量のピーク。

煎茶 １０ｇ ４３０ｍｌ 食品標準成分表

番茶 １５ｇ ６５０ｍｌ 食品標準成分表

粉末茶 ３ｇ ２００ｍｌ 中村推定

RTD １ｇ １００ｍｌ 茶業中央会推定

紅茶 ５ｇ ３６０ｍｌ 食品標準成分表

ウーロン茶 １５ｇ ６５０ｍｌ 食品標準成分表

茶類の飲用量の推移

各種茶の消費量を、主に食品標
準成分表に基づき、中村が試算

緑茶と茶系飲料の購入金額の推移

せん茶とＲＴＤ の消費量の推移(中村推定）

飲用方法に変化が 現在の生活の中では
お茶を飲む風景も激変しています
⇒ 生産されるお茶も変わります

番茶 ⇒ せん茶 ⇒ 茶素材

11

玉露

美味しくて簡便に飲める茶も必要

ティーバッグ,粉末茶類の利用も増加

多極化

スーパー大健闘

小売店苦戦

通販拡大

対面販売から消費者
の選択購入に移行

パッケージや説明文章で
勝負、ブランディング

購入場所にも変化が

お茶は多くの茶商品の中
からパッケージや価格で
購入される
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伸びている茶種は？
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ティーバッグ販売量の推
移

急須いらず
の簡便化

簡便化、食
品素材、機
能性など

日本茶の
認知

時代の要求に応じて生産量が増大

RTD

素材
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リーフ茶
急須

粉末茶
ティバッグ
ドリップ

茶園の機械化栽培体系

茶園管理
システム

日本型
発酵茶

蒸製製
茶機械

新殺青乾
燥器械

茶ドリンク
昭和50年
代後半

にごり茶
ドリンク 業務用茶

(やかん）

RTD、給
茶機

蒸し製煎茶(昭
和30年代)

輸出
用茶

持続的発展のためには進化が必要

限界を知ること
☆限界の規定要因は?!
☆未来の予測

☆茶への要求は高い

☆しかし、茶の需要が変化している

×供給の変化がない ⇒ 需給の歪み

茶の潜在需要は高い

インターネット調査 2,052人(2006) インターネット調査 2065人、複数回答(2006)

9割以上はお茶を好むが ？？、その種類はＲＴＤ、リーフ茶など多く、夏場には冷たい
麦茶やウーロン茶に人気が集中する。
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緑茶を飲んで期待する効果は？

情 感 機 能 性

生産の変化 消費の変化

・大型化
・均一化
・効率化

・ティーバッグ
・粉末茶
・ペットボトル

市場取引の変化

・多様化
・差別化
・個性化

・少量生産
・多品種化
・差別化

付加価値

低価格化

煎茶流通の変化 ☆消費の変化に伴い必要茶種が変化 ⇒ 安い茶種の増加
☆茶商のインテグレート化が先鋭化 ⇒ 低価格化

☆今後の方向
・新ジャンル商品への取り組み
・取引先との連携強化
・原料供給と商品との連動
⇒直結による低コスト化
⇒商品に応じた生産

煎茶の市場価格の推移の概略

・時期相場性
・みる芽重視
・一番茶後半から原料供給相場

旨味重視の茶市場 香り重視の茶市場 ？

大量供給向けに機能

香りに特化した市場は
みられない

・時期相場性は無し
・みる芽重視よりも熟した芽が重要

・最近では高香味ＲＴＤ用原料供給
も求められ始めている

・香りに興味を持つ消費者も増加し
ている

・萎凋香を中心に様々な茶がチャ
レンジされている

現状では少量供給。
多彩なニッチ市場。
自販を中心に供給されることが多い

茶は旨味と香り ～最近では香り重視型が注目される～ 二極化は進む?!

一般商品に比べ、品質や信頼性が高く、歴史があり、高級感をもち、
差別化･付加価値の付いた商品で消費者ニーズに適合したもの。

ブランド化の優位性

価格競争からの脱却

安定した需要の確保

消費者が、他の類似商品と見分けられ、 商品の良さを認識し
ロイヤルユーザー(継続購入者)として価格競争を乗り越えて購入
してもらうため

ブランド化

低コスト化 消費者にとり差別性のない商品のため価格競争になりやすく、幅広
く、大量に売ることになりためのコスト削減が必須となる。

これではブランドにならない

品質が優れています(優れていない商品を売るな)

おいしいものです(他のお茶も美味しいです)

昔から作ってます(何が特徴ですか)

高級煎茶です(どこが他の高級煎茶と違うのですか)

一番茶です(大部分のお茶が一番茶ではないですか)

八女茶

原料供給茶
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マーケティング
顧客の創造

ブランディング
顧客の確保

・異業種とのコラボ → ホテル、洋菓子屋、花屋‥
・プチ贈答文化 → 記念日の贈り物

： 自分へのご褒美も含めて

：

・付加価値の付与
・差別化の強化

プチ贈答文化
日常飯事のお茶を
ハレの日の愉のしみに
ハレの行事とセットに

高いものを安く売ってはいけない
安いものを高く売ってはいけない

高いものをさらに高く
安いものをさらに安く

付加価値をつけるためにはブランディングが必要

付加価値を付けることにより
価格を上げよう!!

全茶種間における福岡県産茶の生産量

全国の荒茶生産量（平成25年度）

福岡県産茶の位置づけ
福岡県
２．５％

0

5000
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15000
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25000

30000

35000

40000

45000

50000

3.3%

29.2%1.9%
7.2%

全国 福岡県

せん茶

せん茶

番茶

[系列名]

かぶせ茶
かぶせ茶

その他緑茶
蒸し製玉緑茶
てん茶

てん茶

玉露 玉露
釜炒り茶

福岡県産茶のイメージ

☆八女茶

☆あまくてコクがあり旨みの強いお茶
☆玉露の産地
☆中山間地

八女茶のはじまりは、僧周瑞が1423年
（応永30年）に霊巌寺を建立するととも

に、お茶の栽培を伝えたのが由来とさ
れています

福岡県産茶の比率（全国比較）

福岡県産茶とは

伝統本玉露

かぶせ茶

せん茶
簡便茶
飲食材素材 など

福岡産茶のイメージ図

産地戦略
☆より高いフラッグを掲げ、

裾野を広げる

☆八女茶＝伝統本玉露

☆世界の八女茶を狙う

☆通常の飲用茶から脱却

☆より高価格志向に

低コスト生産

ほんものづくり
⇒ブランド化

ブランド化、高価格化のためには、

お茶だけでなく、飲み方、什器など

関連商品すべてに拘ることも重要

福岡県産茶の産地戦略は

高価格

98
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114

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

金 額 (円/100g)

品

質

品質の向上によ
る価格の上昇

ブランド力による
価格の上昇

高価格

ある一定線以上は、ブランド力による価格の向上
ブランド力：店の格、信用度、歴史、包装、知名度など

茶の価格に見られる品質とブランドの関係

ブランドの力 消費者に満足していただける価格とは ブランド化にとり重要なこと

①差別化されていること

②限定品、奇少価値

③誰でもが買えないこと

④こだわり、ほんもの

⑤情報発信戦略

⑥名誉

⑦物語性

ブランドの決定権は
消費者

ロイヤルユーザーの確保
↓

価格競争からの脱却
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21,600円/100g

10,800円/100g

324,000円

10,800円/100g

プチ贈答文化を
創ろう

高価格茶の要因

・物語性があること

・こだわりのお茶であること

・数量が少ないこと

・品質的にも上級であること

・販売店の格

高価格茶の戦略

・販売店の格づくり

・他の商品価格の上昇

高級茶の飲用の場を広げよう

～ボトルティは面白い～

☆最高の旨味抽出が可能
☆誰でもが同じ味で出せる
☆演出が可能
☆付加価値向上

グリーンティーリズム

本物を実体験させる

ふるさと宅配便によるPR ふるさと納税への対応も

六次産業化・地産地消法

（事業内容）

自らの生産等に係る農林水産物等をその不可欠な原材
料として用いて行う新商品の開発、生産又は需要の開拓

自らの生産等に係る農林水産物等について行う新たな販
売の方式の導入又は販売の方式の改善
（経営の改善）
農林水産物等及び新商品の売上高が5年間で5％以上増
加すること

農林漁業及び関連事業の所得が、事業開始時から終了
時までに向上し、終了年度は黒字となること

基本的には、ヒトが
必要とするものは
何でもお金になる

お金にできるかで
きないかは販売者
しだい

足助の寒茶

平成27年
輸出量：４１２７ｔ
金 額：101億円

日本茶(緑茶)の輸出の推移
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ドイツ 305トン
13.1億円

アメリカ 1,698トン
43.6億円

カナダ 236トン
4.2億円

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 280トン
9.0億円

台湾 735トン
8.3億円

日本茶（緑茶）の主な輸出先(H25年度)

近年の緑茶の輸出状況 (単位:ﾄﾝ)

タイ 131トン
2.1億円

香港 116トン
4.0億円

マレーシア 78トン
1.3億円

フランス 78トン
2.2億円

イギリス 32トン
1.2億円

日本茶の主な輸出先(平成27年度)

ロシア 4トン
0.8億円

全体 輸出量 輸出量 輸出量

2005 1,096 アメリカ 353 ドイツ 96 台湾 84
2006 1,576 アメリカ 865 シンガポール 103 香港 93
2007 1,625 アメリカ 750 カナダ 137 シンガポール 94
2008 1,701 アメリカ 776 カナダ 162 ドイツ 124
2009 1,958 アメリカ 1,063 カナダ 149 シンガポール 131
2010 2,232 アメリカ 1,136 カナダ 172 シンガポール 169
2011 2,387 アメリカ 1,228 カナダ 198 台湾 171
2012 2,351 アメリカ 1,127 台湾 262 シンガポール 257
2013 2,848 アメリカ 1,406 台湾 365 シンガポール 205
2014 3,516 アメリカ 1,550 台湾 570 シンガポール 256
2015 4,127 アメリカ 1,698 台湾 735 ドイツ 305

2009 比率 2013 比率 伸び率
トン ％ トン ％ 倍

インド 604 3.9 1036 4.6 1.72
中国 8546 56.5 14234 63.2 1 .67
（単価) 3.8ﾄﾞﾙ/kg

日本 1416 9.2 1700 7.5 1 .20
(単価) 19.4ﾄﾞﾙ/kg

ドイツ 1165 7.6 732 3.2 0.63
ブラジル 314 2.0 508 2.3 1.62
台湾 375 2.4 426 1.9 1.14

合計 15236 99.1 22534 100.0 1.48

米国における緑茶の輸入量と金額

米国における茶の消費量の推移

輸出茶の現状

地理的表示法の活用 茶には素材が多い

地理的表示（ちりてきひょうじ、テロワール ）

ある商品の品質や評価が、その地理的原

産地に由来する場合に、その商品の原産

地を特定する表示である。条約や法令によ

り、知的財産権のひとつとして保護され

る。

フランスのボルドーワイン（ボルドー産）、
イタリアのゴルゴンゾーラチーズ（ゴルゴン
ゾーラ産）、スイスのエメンタールチーズ
（エメンタール産）などが狭義の地理的表
示にあたる。

どこで作ったかによる差別化。
消費者に本山、清水を納得さ
せることが可能か？

地理的表示の活用法

八女伝統本玉露

飲料等類茶葉（生のものを除く。）
福岡県内 八女伝統本玉露推進協議会

特定農林水産物等の特性

茶葉収穫前に稲わら等の天然資材で被覆することにより「覆い香」とい
われる香気成分の含有量が高い茶葉が生産される。味は濃厚で非常
にうま味が強く、「まろやか」で「こく」がある。

地域との結び付き

立地条件がもたらす朝夕の気温差が朝霧の発生を促し、うま味成分が
多く蓄えられるため、高品質な茶が生産される。稲わら等の天然資材に
よる棚被覆（間接被覆）や自然仕立て、手摘み作業といった生産方法を
110年以上守り受け継いでいる。

農林水産大臣登録第○○○号
GIマーク

地理的表示の活用法

平坦地

裾野を広げるためには低コスト・生産力の向上も必要

機械化の推進 晩生品種の活用、茶園整備
優良農地の集積 共同管理(施肥、防除、摘採等)
加工コストの削減 工場の効率化、新製造法の導入
低コスト生産技術 省エネ・低コスト生産システムの開発

従来の煎茶工程 220分
新規製造法 80分

高温加湿熱気製造

機械化・IT化を駆使した低コ
スト茶生産システムを構築する

ハンマーナイフモアの活用

需要の増加している茶種への対応
⇒ 国内外の競争に勝てる経営への立て直し
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平坦地

低コスト・生産力の向上

品種関係
病害虫抵抗性品種の導入 硝酸化抑制剤の利用
早晩性品種の導入 石灰窒素施用
減肥対応品種の導入 防除関係
ポット苗の導入 交信撹乱フェロモン剤の導入

栽培関係 耐性菌の検定
ﾊﾝﾏｰﾅｲﾌﾓｱによる台切更新 適期防除
濃緑生葉の大量生産 製造関係
年1回摘採方式の導入 フッ素樹脂加工による清掃労力の削減
防霜ファンの節電稼動 センサー利用による自動化

施肥関係 ヒートポンプ、排熱利用による省エネ化
点滴施肥 その他
浅耕施肥 乗用型管理機導入
広幅施肥 経営規模の拡大
肥効調節型肥料の利用 労働時間管理
堆肥の利用 農業機械の共同化

低コスト生産技術対応は当たり前
⇒ 更なる大きな変革も必要!!!

ピュアグリーンの体制メリット：計画摘採、品質向上、
労力削減、雇用活用

茶工場の経営体質の強化

担い手の減少、遊休茶園の増大、体質強化策として茶園共同運営
管理体制も必要になってきている

差別化要因としての地域資源の掘り起し

①歴史・文化
霊厳寺、玉露 ⇒ 圧倒的な歴史

②自然環境、地形、風土
都市近郊、山間地

③生産加工方法
栽培方法、加工方法

④飲み方、愉しみ方
⑤パッケージ、容器、袋

情報、PR（周知が重要）
総体としてのブランド

今後の生きる道は?!?

チャンスを活かし、チャレンジあるのみ!!

・消費者ニーズに適した茶の提供
例：☆各世代ごとでは

乳幼児--- 低カフェイン茶、若者---爽やか茶、成人---コクのある茶、老人---茶飯事の茶

☆飲用シーンごとでは

食事時---軽いお茶、ティータイム---香味豊かなお茶、アウトドア---軽いお茶、職場---癒しの茶

・チャレンジし、生き残る商材の創造
例：品種茶、玉露、-----

・チャンスを活かす
例：東京オリンピック、和食とのコラボ、海外輸出の増大化、食品の機能性表示

成功事例のKeyword

☆ 地域資源のフル活用

☆ マーケティング

☆ 情熱

☆ 少人数

☆ やる気
チャレンジなき所に
成功なし
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平成 28 年度 茶学総合研究センター 業績目録 
 

所 属 学 会 

特任教授: 中村
なかむら

 順行
よりゆき

・博士(農学)    日本茶業学会  

【センター協力教員】 

助 教: 斎藤
さいとう

 貴
き

江子
え こ

・博士（農学） 日本栄養・食糧学会、日本農芸化学会、植物環境工学会、The 

Oxygen Society、レギュラトリーサイエンス研究会 

【センター共同研究員】 

准教授： 海野
う ん の

 けい子
け い こ

・薬学博士      

教 授： 小林
こばやし

 裕和
ひろかず

・農学博士  

教 授： 下位
し も い

 香代子
か よ こ

・学術博士     

教 授： 岩崎
いわさき

 邦彦
くにひこ

・博士(農業経済学)   

センター研究員：陽東
ようとう

 藍
あい

・博士（工学）  

【客員共同研究員】 

客員共同研究員： 伊勢村
い せ む ら

 護
まもる

・理学博士（客員教授・名誉教授） 

客員共同研究員： 佐野
さ の

 満昭
みつあき

・薬学博士（客員教授） 

客員共同研究員： 今井
い ま い

 伸二郎
しんじろう

・医学博士（客員教授） 

 

研究センター概要 

 食品栄養科学部、薬学部、経営情報学部などがそれぞれ進める茶に関する研究情報を一元化するとともに、

茶の栽培加工から機能性、販売、経営手法まで総合的に科学することを目的に相互に連携した取り組みを行

う。県内の他大学や公設試験研究機関をはじめ行政・茶業界と連携して、茶業振興に寄与することを目的に、

日本の大学では初めて開設した茶の総合研究センターとして幅広く活動している。 

 

主要研究題目 

１．緑茶の機能性及び疫学に関する研究 

緑茶の機能性の強化と各種疾病との関連を調査する 

２．茶学教育と人材育成 

茶の都を牽引し、お茶の総合的知見を有する人材を育成する 

３．茶葉及び茶飲料の嗜好特性の解析 

茶の品質特性の評価と嗜好性の解析により販売促進戦略を構築する 

４．茶の高付加価値化とマーケティング 

消費者の視点に立脚した緑茶のマーケティング戦略を調査研究する 

 

研究業績 

【原著論文】 
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1. Uehara Y., Ishizuka K., Shimamura Y., Yasuda M., Shimoi K., Masuda S.: Exploration of food 

materials and components showing the suppressing effect on absorption of strontium and the promoting 

effect on excretion of cesium in vivo. Integr. Cancer Sci. Ther., 3(6)1-4 (2016). 

2. Koichi Inoue, Yasuto Miyazaki, Keiko Unno, Jun Zhe Min, Kenichiro Todoroki, Toshimasa Toyo'oka: 

Stable isotope dilution HILIC-MS/MS method for accurate quantification of glutamic acid, glutamine, 

pyroglutamic acid, GABA and theanine in mouse brain tissues. Biomed Chromatogr. 30, 55-61 (2016) 

3. Keiko Unno, Ayane Hara, Aimi Nakagawa, Kazuaki Iguchi, Megumi Ohshio, Akio Morita, Yoriyuki 

Nakamura: Anti-stress effects of drinking green tea with lowered caffeine and enriched theanine, 

epigallocatechin and arginine on psychosocial stress induced adrenal hypertrophy in mice. 

Phytomedicine. 23, 1365-1375 (2016) 

4. Monira Pervin, Keiko Unno, Yoriyuki Nakamura, Shinjiro Imai: Luteolin suppresses ultraviolet 

A- and B-induced matrix metalloproteinase 1- and 9 expression in human dermal fibroblast cells. 

J Nutr. Food Sci., 6, 6 (2016) 

5. Suzuki Takuji, Miyoshi Noriyuki, Hayakawa Sumio, Imai Shinjiro, Isemura Mamoru and Nakamura 

Yoriyuki: Health Benefits of Tea Consumption. In “Beverage Impacts on Health and Nutrition, Second 

Edition”. Eds. Ted Wilson and Norman J. Temple, pp. 49-67 (2016) Springer, Cham, Switzerland 

6. Sumio Hayakawa, Kimie Saito, Noriyuki Miyoshi, Tomokazu Ohishi, Yumiko Oishi,  Noriyuki Miyoshi, 

and Yoriyuki Nakamura: Anti-Cancer Effects of Green Tea by Either Anti- or Pro- Oxidative Mechanisms. 

Asian Pac J Cancer Prev., 17, 1649-1654 (2016) 

7. Saito, K., Nagahashi, R., Ikeda, M. and Nakamura. Y. : Honeybee (Apis mellifera L, Hymenoptera: 

Apidae) produce honey from flowers of tea plants (Camellia sinensis L., Theaceae). Am. J. Exp. Agri. 

10(4): 1-4, 2016. 

8. Tomokazu Ohishi, Shingo Goto, Pervin Monira, Mamoru Isemura and Yoriyuki Nakamura.: 

Anti-inflammatory Action of Green Tea. Antiinflamm Antiallergy Agents Med Chem., 15, 1-17 (2016) 

9. Takuji Suzuki, Monira Pervin, Shingo Goto, Mamoru Isemura and Yoriyuki Nakamura.: Beneficial 

Effects of Tea and the Green Tea Catechin Epigallocatechin-3-gallate on Obesity. Molecules, 21, 

1305 (2016). 

10. 陽東藍, 中村順行, 横越英彦: 大脳半球優位性による色刺激の情動効果の検討, 日本生理人類学会誌   

21(4) 159-165 (2016) 

 

【総説】 

1. Keiko Unno: Prevention of brain aging by green tea components: Role of catechin and theanine 

J. Phys. Fitness Sports Med., 5(2), 117-122 (2016) 

 

【プロシーディングス】 

1. 斎藤貴江子,石川美智子,佐野満昭，中村順行、乳酸菌を用いた後発酵茶の開発と機能性.日本未病システ

ム学会誌 22(1)：68-70，2016.  

 

【報告書】 

1. 海野けい子（代表）、中村順行、井口和明、山田浩：テアニンの抗ストレス作用における検討：脳にお
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けるテアニン、カテキンおよびカフェインの相互作用 静岡県立大学 US フォーラム 2016 p.93.  

2. 井口和明（代表）、海野けい子（分担）：男性ホルモンによるアンチエイジング素材の探索 静岡県立大

学 US フォーラム 2016 p.94. 

3. 中村順行： 平成 27年度 茶学総合研究センター 実績報告書 

4. 中村順行：平成 27 年度 茶産地確立支援事業実績報告書 

5. 中村順行：農水省革新技術緊急展開事業「海外輸出に対応できる日本茶生産体系の実証研究」報告書 (平

成 27 年度) 

6. 中村順行：「水資源環境の見える化」調査・検討事業 報告書 

 

【学会発表(口頭、ポスターなど)】 

1. 斎藤貴江子, 佐野 満昭, 中村順行, 新規に開発した低カフェイン茶の特徴と抗酸化活性.カテキン

学会・茶学術研究会合同学会（静岡）2016年 10月 27日 

2. Saito, K., Sano, M., and Nakamura, Y.： Development of a post-fermented tea and its physiological 

effects. International Conference on Advances in Human Nutrition, Food Science & Technology. 

(Toronto, USA) Jun. 2016  

3. 斎藤貴江子、中村順行、低カフェイン茶の開発 茶学術研究会 （静岡）2016 年 3月 14日 

4. 斎藤貴江子、佐野満昭、中村順行, 低カフェイン茶の開発とその特徴、および嗜好調査 

第 23 回日本未病システム学会 (福岡)2016 年 11月 5日  

5. Saito，K. and Nakamura, Y. : Development of low caffeine green tea and its properties. The 3rd 

International Conference on Pharma and Food. （Shizuoka） Nov. 2016 

6. 中村順行、岩崎邦彦、西川博、内野稔、佐藤真紀、鈴木麻子、秋山麻子：海外市場に対応した粉末茶の

マーケティング戦略の構築、茶業研究報告、122、27-30(2016) 

7. 高木知芙美、Teerawat Chaiwoot、中村順行：台湾の若者における日本茶の消費動向と嗜好調査、茶業

研究報告、No.122、54(2016) 

8. 伊勢村 護：緑茶カテキンの健康効果と作用メカニズム、第 32回茶学術研究会講演会、第 13回日本カ

テキン学会年次学術大会合同大会 2016（静岡）、抄録集 p.15、2016年 10月 28日 

9. Yuto Yoshikawa, Yoriyuki Nakamura, Keiji Wakabayashi, Noriyuki Miyoshi : Development of LC-MS 

method for green tea catechin metabolites. 1Sch. of Food and Nutri. Sci., 2Grad. Program in Food, 

Nutr. and Envr. Sci., Univ. Shizuoka, Shizuoka 422-8526, Japan. JCPF 

10. 吉川祐人 1、中村順行 2、若林敬二 2、三好規之 1,2: 緑茶カテキン腸内細菌代謝物の LC-MS 分析法の開

発 JSoFF 

11. 古川一実 1，加藤美知代１，青島洋一 2，中村順行 3.1静県大・食品栄養、2 静県大院・食品栄養環境科

学研究院, チャ（茶樹：Camellia sinensis）の培養・形質転換技術の歩み.  植物細胞分子生物学会 

12. 野田誠紀、海野けい子、川崎洋平、井口 和明、中村 順行、山田 浩：低カフェイン緑茶による高齢

者の睡眠ならびにストレスへの影響に関する検討, 茶学術研究会 30周年記念大会講演会（静岡）、講演要

旨集、p.3-4、2016年 3月 14 日 

13. パービン・モニラ、中川愛美、原 彩、高垣晶子、南条文雄、今井伸二郎、中村順行、海野けい子：EGCG

とその代謝物の血液脳関門透過性ならびに培養神経細胞に対する作用, 茶学術研究会 30 周年記念大会講

演会（静岡）、講演要旨集、p.67-68、2016年 3月 14日 

14. 海野い子、原 文音、中川愛美、井口和明、大塩 恵、森田明雄、中村順行：緑茶の抗ストレス作用に



 4 

関する検討, 茶学術研究会 30 周年記念大会講演会（静岡）、講演要旨集、p.79-80、2016年 3月 14日 

15. けい子、原 文音、井口和明、林美智子、中村順行：緑茶の抗ストレス作用に関する検討：テアニン、

カテキン、カフェインの相互作用, 日本薬学会第 136年会（横浜）、講演要旨集 3、p.98、2016年 3月 

16. Monira Pervin, Aimi Nakagawa, Aya Hara, Akiko Takagaki, Fumio Nanjo, Shinjiro Imai, Yoriyuki 

Nakamura, Keiko Unno：緑茶カテキンの血液脳関門透過性と培養神経細胞に対する作用, 日本薬学会第 136

年会（横浜）、講演要旨集 3、p.138、2016年 3月 29日 

17. 海野けい子、野田誠紀、川崎洋平、山田 浩、大塩 恵、森田 明雄、井口 和明、中村 順行：高齢

者の睡眠に対する緑茶成分の作用, 日本基礎老化学会第 39 回大会（伊勢原）、抄録集、p.40、2016 年 5

月 27 日 

18. 海野けい子、原文音、中川愛美、井口和明、大塩 恵、森田 明雄、中村 順行： 緑茶の抗ストレス

作用における成分間の相互作用, 第 16 回日本抗加齢医学会総会（横浜）、プログラム・抄録集、p. 193、

2016年 6月 11日 

19. パービン・モニラ、中川愛美、原 彩、高垣晶子、南条文雄、今井伸二郎、中村順行、海野けい子：Preventive 

effect of green tea catechins on cognitive dysfunction, 第 16回日本抗加齢医学会総会（横浜）、プ

ログラム・抄録集、p. 236、2016年 6月 12日 

20. 石野真悠、北澤秀文、陽東 藍、海野けい子、目黒真一、時光一郎、三浦進司：老化に伴う筋萎縮への

茶カテキンの効果〜SAMP8 マウスでの検討〜, 第 31 回老化促進モデルマウス (SAM) 研究協議会（岐阜）、

抄録集、 p.9、 2016年 7月 9日 

21. 海野けい子、Monira Pervin、中川愛美、井口和明、原 彩、高垣晶子、南条文雄、中村順行：緑茶カテ

キンによる脳の加齢変化抑制の機構解明, 第 31 回老化促進モデルマウス (SAM) 研究協議会（岐阜）、抄

録集、 p.45、 2016年 7月 10 日 

22. 大西慎太郎、海野けい子、Monira Pervin、石野真悠、榛葉有希、望月裕介、三浦進司、北澤秀文、目黒

真一、時光一郎：脂質の過剰摂取による脳老化の促進ならびに茶カテキンによるその予防, 第 32 回茶学

術研究会講演会・第 13 回日本カテキン学会年次学術大会・合同大会 2016（静岡）、抄録集、 p.28、 2016

年 10 月 28日 

23. 海野けい子、Monira Pervin、井口和明、原 彩、高垣晶子、南条文雄、中村順行：茶カテキンによる脳

の老化抑制およびそのメカニズムの解明, 第 32回茶学術研究会講演会・第 13 回日本カテキン学会年次学

術大会・合同大会 2016（静岡）、抄録集、 p.29、 2016 年 10月 28 日 

24. Shigenori Noda, Keiko Unno, Yohei Kawasaki, Megumi Ohshio, Akio Morita, Kazuaki Iguchi, Yuriyuki 

Nakamura, Hiroshi Yamada：Effects of green tea with lowered caffeine on stress and sleep quality 

of the elderly. The 3rd International Conference on Farm and Nutrition (Shizuoka), p. 118, 2016 

25. Mayu Ishino, Hidefumi Kitazawa, Shintaro Ohnishi, Keiko Unno, Shinichi Meguro, Ichiro Tokimitsu, 

Akihiko Morita, Shinji Miura: The effect of tea catechins on age-related muscle atrophy. The 3rd 

International Conference on Farm and Nutrition (Shizuoka), p. 120, 2016 年 11 月 18日 

26. Monira Pervin, Aimi Nakagawa, Akira Minami, Shinjiro Imai, Yuriyuki Nakamura, Keiko Unno: Effect 

of green tea catechins on cognitive function in mice and neuronal cell growth and differentiation.  

The 3rd International Conference on Farm and Nutrition (Shizuoka), p. 128, 2016 年 11月 18 日 

27. 陽東藍、中村順行、横越英彦：脳波による白葉茶のストレス低減効果の評価、電気学会研究会知覚情報

研究会資料 PP11-12   2016 年 1月 8日 

28. 康 美玲, 丹羽康夫, 小林京子, 閔 俊哲, 豊岡利正, 中村順行, 小林裕和: 茶のカテキン類異性体を特
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異的に生産するフラバノール還元酵素群の解析. 第 31回茶学術研究会総会･講演会 (静岡), 要旨集 p. 39, 

2016年 3月 14日 

 

対外活動 

【講演】 

1. 海野けい子：認知症予防 第 12回女性未来農業創造研究会、東京、（2016年 1月 14日） 

2. 海野けい子：ストレス予防について 県大サンデー（2016 年 1月 24 日） 

3. 海野けい子：食品の機能性：老化およびストレスを予防する食品成分について 東海薬剤師生涯学習セ

ンター講座（2016年 6月 8日） 

4. 海野けい子：お茶やミカンで脳は変わる？ オープンキャンパス模擬授業（2016年 8月 12日） 

5. 海野けい子：期待の健康食材“緑茶”の認知症と老化への予防, クリナップ 料理で脳のアンチアイジ

ング、東京、（2016年 10月 18 日） 

6. 斎藤貴江子 肌をリラックスさせるための茶の新しい有効利用.アカデミックフォーラム COSME Tech 

2016 （東京）2016年 1月 21 日  

7. 斎藤貴江子： お茶とミツバチ、高大連携出張講義、静岡県立清水南高校，2016年 6月 20日 

8. 斎藤貴江子： 環境リスク教育セミナー 静岡科学館るくる 2016年 3月 10日 

9. 中村順行：お茶と健康 島田(平 28.12) 

10. 中村順行：静岡の農産物～お茶の魅力～ 県大(平 28.12) 

11. 中村順行： Spreading Japanese Tea Abroad 県大(平 28.12) 

12. 中村順行：どんどん増加する茶の機能性表示食品 茶業関連団体(平 28.11)  

13. 中村順行：茶学入門 茶の生産と加工 県大(平 28.10)  

14. 中村順行：茶に係る機能性表示食品の概要 世界お茶まつり(平 28.10)  

15. 中村順行：さくらサイエンスプラン日本茶の魅力と機能性 県大(平 28.10)  

16. 中村順行：茶学入門 ガイダンス 県大(平 28.10)  

17. 中村順行：ふじのくに学（お茶） 静岡(平 28.10)  

18. 中村順行：お茶のめぐみ・お茶の未来 牧の原(平 28.10)  

19. 中村順行：お茶の学校～茶の効能～ 静岡(平 28.09)  

20. 中村順行： Japanese Green Tea ～Production tec.～ オランダ(平 28.09)  

21. 中村順行： Japanese Green Tea ～Health benefits～ オランダ(平 28.09)  

22. 中村順行：理系女 夏の体験 茶 in県大 県大(平 28.08)  

23. 中村順行：茶にまつわる最近の事情～機能性と輸出～茶業関連団体(平 28.08)  

24. 中村順行：農学ゼミ 茶の機能性 東京(平 28.07)  

25. 中村順行：富士探訪 富士市の魅力再発見 富士のお茶 富士(平 28.06)  

26. 中村順行： PBL食品栄養学入門資料 県大(平 28.05)  

27. 中村順行：中国との交流資料 日本の茶 中国(平 28.05)  

28. 中村順行： Japanese green tea and black tea スリランカ(平 28.03)  

29. 中村順行：本山茶産地の活性化に向けて 静岡(平 28.03)  

30. 中村順行：静岡抹茶ブランド化への提言 静岡(平 28.03)  

31. 中村順行：変化する茶業への対応 茶業関係者(平 28.03)  

32. 中村順行：変貌する茶業情勢化における産地戦略は 茶業関係者(平 28.02)  
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33. 中村順行：富士山からのおくりもの お茶の効能 富士(平 28.02)  

34. 中村順行：世界の茶・日本の茶 静岡(平 28.02)  

35. 中村順行：茶の審査法のいろいろ 茶業関係者(平 28.01)  

36. 中村順行：地域資源を活用した茶産業のイノベーションによる地域の活性化 和歌山(平 28.01)  

37. 中村順行：世界に広まる日本茶の現状と課題 県大(平 28.01)  

 

【その他刊行物】  

1. 陽東藍, 横越英彦：抗ストレス食品の研究開発・現状と課題、食品と開発  51(10) 4‐7（2016） 

2. 中村順行：日本茶の時間です「茶殻ですっきり消臭」、毎日が発見 11月号（2016） 

3. 中村順行：お茶のパワーで健康長寿、読売家庭版 5 月号（2016） 

4. 中村順行：緑茶 1日 5杯でダイエット・認知症予防に効く、日経ヘルス 10月号（2016） 

5. 中村順行：日本の茶処が積み上げた知恵、mundi4 月号（2016） 

 

【その他新聞報道等】 

中日新聞 お茶漫歩連載 

1 月  7日 中日 『お茶漫歩』 山のお茶希少性に消費者が注目 

1 月 21日 中日 『お茶漫歩』世界お茶まつり「五感で感じよう」  

2 月  4日 中日 『お茶漫歩』機能性食品表示 健康長寿へ一杯を 

2 月 18日 中日 『お茶漫歩』グローバル化 新しい日本茶 創造を 

3 月  3日 中日 『お茶漫歩』二十四節気 茶葉の輝き増す 啓蟄 

3 月 17日 中日 『お茶漫歩』変わる飲み方 変わらぬ本質 

3 月 31日 中日 『お茶漫歩』加工法 風土や嗜好で多種多様 

4 月 14日 中日 『お茶漫歩』茶消費の多様化 変革期の今こそ挑戦を 

4 月 28日 中日 『お茶漫歩』養生の仙薬 心の渇きを癒す力 

5 月 19日 中日 『お茶漫歩』蒸気で蒸す緑茶製造 世界の中で日本特有 

6 月  2日 中日 『お茶漫歩』体に良い三つの成分 茶は長生きの秘薬 

6 月 16日 中日 『お茶漫歩』日本茶アワード 消費者目線で魅力世界に 

6 月 30日 中日 『お茶漫歩』多岐にわたる商品 遊び心や斬新さ工夫を 

7 月 14日 中日 『お茶漫歩』「専門職大学」構想 人材育成へ茶学部を 

農業新聞 

3 月  9日 日本農業新聞 多様化する茶品種 1「消費の変化」やぶきたに風穴 開発進み人気も高まる 

3 月 10日 日本農業新聞 多様化する茶品種 2「香り」変わり種 若者が注目 ヒットの鍵は加工に 

3 月 16日 日本農業新聞 多様化する茶品種 3「第３世代」やぶきたの孫に注目耐病性優れ被覆茶に好適 

3 月 17日 日本農業新聞 多様化する茶品種 4「機能性」消費増へ新たな提案 健康志向捉え販路広げる 

3 月 18日 日本農業新聞 多様化する茶品種 5「可能性」産地・物語性売込み 潜在需要を掘り起こし 

その他新聞記事 

1 月  6日 静岡（夕）『茶況』静岡で輸出促進セミナー 26日 

1 月 28日 静岡（夕）『茶況』抹茶、粉末茶の需要探る 3月にセミナー 

2 月 20日 静岡（朝）「沼津」消費拡大など茶業者決意新た  

2 月 23日 静岡（夕）『茶況』新茶期に向け情報交換会 製茶機メーカー 
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2 月 25日 静岡（夕）『茶況』海外販売増へ対策会議 日本茶輸出促進協議会 

3 月  1日 静岡（夕）『茶況』茶の効能でパネル討論 14日、茶学術研究会 

3 月  4日 静岡（夕）『茶況』鹿児島・島物はやや遅れ 掛川のメーカー生育状況を報告 

3 月  8日 中日 粉末緑茶などをテーマにセミナー 牧之原 

3 月 15日 中日（夕）『夕刊茶況』茶学術研究会設立 30 周年シンポ 

4 月  7日 静岡（夕）『茶況』紅茶の分析活用 競争力の強化を スリランカでセミナー 

8 月  8日 静岡（夕）『茶況』藤枝で第 2 回和紅茶会議 30日 

8 月 12日 東京 『戦後 71年目の経済秘史』 茶の実から飛行機の油 需要物資拾う「子供動員」 

8 月 18日 静岡（朝） 将来は理系女子に 中高生、身近なテーマで実験 県立大学が進路選択応援  

10月 24日 静岡（夕）『茶況』機能性や文化テーマに講話 29,30 日に学術セミナー 

11月 30日 静岡（夕）『茶況』ブランドの在り方を考察 共同工場研修会 

12 月  9 日 静岡（朝） 茶業功労者 元県茶業研究センター長 中村順行さん ポット苗の技術開発 

12 月  9 日 静岡（朝） お茶の魅力発信へ宣言 品評会 本県関係者表彰「まつり」三重大会 

12 月  9 日 中日 「茶業功労者」次世代の品種開発 中村順行さん 県立大学茶学総合研究センター長 

 

【委員会等活動】 

斎藤貴江子 富士山麓アカデミック＆サイエンスフェア実行委員 2008年〜 

斎藤貴江子 静岡市環境審議会委員 2016 年〜 

中村順行：国際銘茶品評会評茶委員 

中村順行：日本茶アワード審査委員長 

中村順行：日本茶新評価運営委員会委員 

中村順行：静岡抹茶研究会外部アドバイザー 

中村順行：日本茶インストラクター認定委員 

中村順行：静岡県産抹茶ブランド戦略策定委員会委員 

中村順行：水資源循環の見える化検討委員会委員 

中村順行：香り緑茶協議会委員 

中村順行：世界和紅茶会議実行委員会委員 

中村順行：日本茶アワード実行委員会委員 

中村順行：静岡白葉茶ブランド推進協議会委員 

中村順行：地域結集型研究開発プログラム事業化推進協議会委員 

中村順行：茶産地確立支援事業推進委員 

中村順行：全国手もみ保存会全国手もみ茶品評会審査委員 

中村順行：農業・工業原材料生産と光技術研究会企画委員 

中村順行：静岡県茶手揉保存会審査員 

中村順行：公益財団法人世界緑茶協会評議員選定委員 

中村順行：静岡市茶輸出推進協議会委員長 

中村順行：掛川市茶振興計画策定委員長 

 

【受賞】 

中村順行：公益社団法人日本茶業中央会茶業功績者表彰(2016.12) 



平成 28 年度 新聞記事一覧 
中日新聞 お茶漫歩連載 

1 月  7日 中日 『お茶漫歩』 山のお茶希少性に消費者が注目 

1 月 21日 中日 『お茶漫歩』世界お茶まつり「五感で感じよう」  

2 月  4日 中日 『お茶漫歩』機能性食品表示 健康長寿へ一杯を 

2 月 18日 中日 『お茶漫歩』グローバル化 新しい日本茶 創造を 

3 月  3日 中日 『お茶漫歩』二十四節気 茶葉の輝き増す 啓蟄 

3 月 17日 中日 『お茶漫歩』変わる飲み方 変わらぬ本質 

3 月 31日 中日 『お茶漫歩』加工法 風土や嗜好で多種多様 

4 月 14日 中日 『お茶漫歩』茶消費の多様化 変革期の今こそ挑戦を 

4 月 28日 中日 『お茶漫歩』養生の仙薬 心の渇きを癒す力 

5 月 19日 中日 『お茶漫歩』蒸気で蒸す緑茶製造 世界の中で日本特有 

6 月  2日 中日 『お茶漫歩』体に良い三つの成分 茶は長生きの秘薬 

6 月 16日 中日 『お茶漫歩』日本茶アワード 消費者目線で魅力世界に 

6 月 30日 中日 『お茶漫歩』多岐にわたる商品 遊び心や斬新さ工夫を 

7 月 14日 中日 『お茶漫歩』「専門職大学」構想 人材育成へ茶学部を 

農業新聞 

3 月  9日 日本農業新聞 多様化する茶品種 1「消費の変化」やぶきたに風穴 開発進み人気も高まる 

3 月 10日 日本農業新聞 多様化する茶品種 2「香り」変わり種 若者が注目 ヒットの鍵は加工に 

3 月 16日 日本農業新聞 多様化する茶品種 3「第３世代」やぶきたの孫に注目耐病性優れ被覆茶に好適 

3 月 17日 日本農業新聞 多様化する茶品種 4「機能性」消費増へ新たな提案 健康志向捉え販路広げる 

3 月 18日 日本農業新聞 多様化する茶品種 5「可能性」産地・物語性売込み 潜在需要を掘り起こし 

その他新聞記事 

1 月  6日 静岡（夕）『茶況』静岡で輸出促進セミナー 26日 

1 月 28日 静岡（夕）『茶況』抹茶、粉末茶の需要探る 3月にセミナー 

2 月 20日 静岡（朝）「沼津」消費拡大など茶業者決意新た  

2 月 23日 静岡（夕）『茶況』新茶期に向け情報交換会 製茶機メーカー 

2 月 25日 静岡（夕）『茶況』海外販売増へ対策会議 日本茶輸出促進協議会 

3 月  1日 静岡（夕）『茶況』茶の効能でパネル討論 14日、茶学術研究会 

3 月  4日 静岡（夕）『茶況』鹿児島・島物はやや遅れ 掛川のメーカー生育状況を報告 

3 月  8日 中日 粉末緑茶などをテーマにセミナー 牧之原 

3 月 15日 中日（夕）『夕刊茶況』茶学術研究会設立 30 周年シンポ 

4 月  7日 静岡（夕）『茶況』紅茶の分析活用 競争力の強化を スリランカでセミナー 

8 月  8日 静岡（夕）『茶況』藤枝で第 2 回和紅茶会議 30日 

8 月 12日 東京 『戦後 71年目の経済秘史』 茶の実から飛行機の油 需要物資拾う「子供動員」 

8 月 18日 静岡（朝） 将来は理系女子に 中高生、身近なテーマで実験 県立大学が進路選択応援  

10月 24日 静岡（夕）『茶況』機能性や文化テーマに講話 29,30 日に学術セミナー 

11月 30日 静岡（夕）『茶況』ブランドの在り方を考察 共同工場研修会 

12 月  9 日 静岡（朝） 茶業功労者 元県茶業研究センター長 中村順行さん ポット苗の技術開発 

12 月  9 日 静岡（朝） お茶の魅力発信へ宣言 品評会 本県関係者表彰「まつり」三重大会 

12 月  9 日 中日 「茶業功労者」次世代の品種開発 中村順行さん 県立大学茶学総合研究センター長 



中日新聞 お茶漫歩 

  H27 年（2015 年）11 月 12 日 (朝

H27 年（2015 年）11 月 26 日 (朝刊) 



中日新聞 お茶漫歩 

 

 

  

H27 年（2015 年）12 月 10 日 (朝刊) 

H28 年（2016 年）1 月 7 日 (朝刊) 



  

H28 年（2016 年） 2 月 4 日 (朝刊) 

中日新聞 お茶漫歩 

 

H28 年（2016 年）1 月 21 日 (朝刊) 



中日新聞 お茶漫歩 

  H28 年（2016 年）2 月 18 日 (朝刊) 

H28 年（2016 年） 3 月 3 日 (朝刊) 



 

 

 

  

H28 年（2016 年）3 月 17 日 (朝刊) 

中日新聞 お茶漫歩 

 

H28 年（2016 年）3 月 31 日 (朝刊) 



中日新聞 お茶漫歩 

 

  H28 年（2016 年）4 月 14 日 （朝刊） 

H28年(2016年) 4月 28日 (朝刊) 



中日新聞 お茶漫歩 

 

  

H28 年（2016 年）6 月 2 日 (朝刊) 

H28 年（2016 年）5 月 19 日 (朝刊) 



中日新聞 お茶漫歩 

  

H28 年（2016 年）6 月 30 日 (朝刊) 

H28 年（2016 年）6 月 16 日 (朝刊) 



中日新聞 お茶漫歩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

H28 年（2016 年）7 月 4 日 (朝刊) 

1 月  7日 中日 『お茶漫歩』 山のお茶希少性に消費者が注目 

1 月 21日 中日 『お茶漫歩』世界お茶まつり「五感で感じよう」  

2 月  4日 中日 『お茶漫歩』機能性食品表示 健康長寿へ一杯を 

2 月 18日 中日 『お茶漫歩』グローバル化 新しい日本茶 創造を 

3 月  3日 中日 『お茶漫歩』二十四節気 茶葉の輝き増す 啓蟄 

3 月 17日 中日 『お茶漫歩』変わる飲み方 変わらぬ本質 

3 月 31日 中日 『お茶漫歩』加工法 風土や嗜好で多種多様 

4 月 14日 中日 『お茶漫歩』茶消費の多様化 変革期の今こそ挑戦を 

4 月 28日 中日 『お茶漫歩』養生の仙薬 心の渇きを癒す力 

5 月 19日 中日 『お茶漫歩』蒸気で蒸す緑茶製造 世界の中で日本特有 

6 月  2日 中日 『お茶漫歩』体に良い三つの成分 茶は長生きの秘薬 

6 月 16日 中日 『お茶漫歩』日本茶アワード 消費者目線で魅力世界に 

6 月 30日 中日 『お茶漫歩』多岐にわたる商品 遊び心や斬新さ工夫を 

7 月 14日 中日 『お茶漫歩』「専門職大学」構想 人材育成へ茶学部を 



 

  
日本農業新聞  

 

H28 年（2016 年）3 月 9 日 日本農業新聞 

 



 日本農業新聞  
 

 

 

H28 年（2016 年）3 月 10 日 日本農業新聞 



 

日本農業新聞  
 

 

日本農業新聞  

H28 年（2016 年）3 月 16 日 日本農業新聞 

 



  日本農業新聞  

H28 年（2016 年）3 月 17 日 日本農業新聞 

 



  日本農業新聞  

H28 年（2016 年）3 月 18 日 日本農業新聞 

 



  
 

 

 

 

  

中日新聞 平成 28年（2016 年）3 月 15日 夕刊 

静岡新聞 



 

 

  

静岡新聞 

静岡新聞 

中日新聞 H28 年（2016 年）12 月 9 日 



 

  

静岡新聞 

静岡新聞 



 

 

  



 

 

  



 

東京新聞 H27 年（2016 年）8 月 12 日 


