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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) お茶成分の脳における作用 : カテキン  
 

研究の目的：  
緑茶の摂取が認知機能の低下予防に効果があることが、これまでの疫学調査から明らかとさ

れてきている。そこで緑茶の主要な成分であるカテキンならびにその代謝物について、脳に対

する作用を明らかにすることを目的とした。  
 
主な研究成果： 

1）  カテキン摂取による脳機能ならびに寿命への影響：  カテキン類は緑茶葉（乾物）中 10〜
18％を占める成分である。その中で緑茶カテキンとして最も量が多いのがエピガロカテキ

ンガレート (EGCG)で、全体の 50〜60％を占める。次いでエピガロカテキン (EGC)、エピ

カテキンガレート (ECG)、エピカテキン (EC)等が含まれている。通常のマウスに比べ、緑

茶カテキンを摂取していたマウスでは加齢に伴う学習能の低下が有意に抑制されていた。

加齢に伴う認知機能の低下抑制に関しては、カテキンを少なくとも 1mg/kg 以上毎日摂取

する必要があり、濃度に依存してより高まることが示唆された。EGCG は脳機能の低下抑

制効果があったが、同じ濃度の EGC では改善効果が見られなかった。  
2）EGCG の吸収と代謝ならびにカテキンの血液脳関門 (BBB)透過性 :経口的に摂取した EGCG

はごく少量が小腸から取り込まれ血中に移行するが、大部分の EGCG は腸内細菌により

EGC と GA に分解される。EGC は大腸でさらに分解され、摂取後８時間以上経過すると

主要な分解産物として 5-(3’,5’-dihydroxyphenyl)-γ -valerolactone (EGC-M5) 等が生成す

ることがヒトやラット、マウスで報告されている（図１）。EGCG 等が脳内にどの程度取り

込まれるのか、これまで明らかとなっていなかったことから、インビトロの BBB モデル

（RBT-24、ファーマコセル（株））を用い、カテキン類が血管側から脳実質側にどの程度移

行できるか調べた。その結果、EGCG は 30 分間で 4.0％、EGC は 5.0％移行することがわ

かった（表１）。  
3) 培養細胞を用いた検討 : 脳内に取り込まれるような少量の EGCG 等で神経細胞に変化が起

きるのかどうか検討するため、ヒト神経芽細胞腫の SH-SY5Y 細胞に EGCG 等を作用させ

た。その結果、50nM で作用させた時神経細胞の分化の指標となる神経突起が最も長くな

り、神経突起の数も多くなることが見出され、その作用は EGCG で最も顕著であった。

EGCG に次いで EGC-M5 も神経突起を伸ばす作用を示すことが明らかとなった。  
4) 脳内の遺伝子発現変化 : マウスについて海馬での遺伝子発現を、コントロール群のマウスと

比較してみた結果、最初期遺伝子と呼ばれる一連の遺伝子の発現が有意に高まっているこ

とが明らかとなった。  
5) EGCG とその代謝分解物の脳に対する作用 : これまでの結果をまとめると、EGCG とその代

謝分解物である EGC-M5 の両方が時間差をもって脳に作用することにより、加齢に伴う脳

機能の低下を抑制しているのではないかと考えられた。  
 
 上記内容は下記の雑誌に掲載された。  
海野けい子：化学と生物  58(11), 621-627 (2020) 
 
今後の展望：  

今後カテキンの代謝分解物の作用を含めた解析が必要と考えられ、これらの作用機構が更に

明らかなることが期待される。  
 (担当：茶学総合研究センター 海野けい子) 

 



 

図  1. EGCG およびその代謝分解物  
 

 

表１ . カテキンおよびその代謝分解物の血液脳関門透過性  

 

 



課題名：  

(１) 緑茶の機能性及び疫学に関する研究  

２) お茶成分の脳における作用：  テアニン  
 

研究の目的：  
現代の生活では多くの人々が様々なストレスを抱えており、ストレス軽減の重要性が高まっ

てきていることから、本研究では実験動物を用いたストレス負荷モデルを用い、テアニンの効

果を明らかにすることを目的とした。  
 
主な研究成果：  
1）  社会心理的ストレスの負荷による副腎の肥大とテアニンによるその抑制：ストレスが長期

にわたり負荷された場合「うつ」や気分障害、心血管系疾患、加齢関連疾患など様々な疾

患の発症や悪化をもたらす。オス動物の縄張り意識を利用した「対面飼育」という方法で

のストレス負荷は、互いの存在がストレスとなる。生体にストレスが負荷されると興奮性

のシグナルを経て、視床下部−下垂体−副腎からなる HPA 軸 (hypothalamic-pituitary-
adrenal axis)の活性化によりホルモン分泌の変化や副腎肥大といったストレス応答反応が

見られる。実験で一般的に使用されている ddY という系統のマウスを用いた時、対面飼育

条件下では副腎の肥大とともに糖質コルチコイドの日内リズムが変化したが、テアニンを

摂取することによりそれらが正常状態となった（図１）。  
2）ストレスの負荷よる寿命短縮とテアニンによるその抑制： 老化促進モデルマウス SAMP10

マウスでは、通常の飼育条件である群飼育の時に比べ対面飼育条件下では生存期間が 3/4
に短縮された。しかし同じストレス条件下でもテアニン（6 mg/kg）を含む水を摂取してい

たマウスでは、生存期間が群飼育の場合と同程度まで延長した（図２）。  
3）ストレス負荷による学習能低下の促進：SAMP10 は 11 月齢以降になると有意に学習能が低

下するが、8 月齢の時点ではまだ学習能の低下は観察されない。しかし対面飼育条件下で

は 8 月齢の時点で既に脳機能が低下しており、ストレスにより脳機能の低下も促進される

ことが見いだされた。一方テアニンを摂取していた対面飼育群のマウスでは、脳機能の低

下は認められなかった。  
4) ストレスによる脳の萎縮とテアニンの作用 : SAMP10 では対面飼育によるストレス負荷開

始１ヶ月後に大脳皮質において顕著な萎縮が生じており、その後更に萎縮が進行した。テ

アニンを摂取していた場合もストレス負荷１ヶ月後に顕著な萎縮が観察されたが、２ヶ月

後の時点で萎縮が一旦回復した。  
5) 脳内の遺伝子発現変化 : SAMP10 の海馬では，Npas4 (neuronal PAS domain protein 4) の

発現が有意に低下していたが、テアニンを摂取していた群ではその低下が抑制されていた。

Lcn2 (lipocalin 2) はストレス負荷により顕著にその発現が増加し、テアニン摂取により発

現が抑制されていたことから、これら遺伝子の重要性が示唆された（図３）。  
 
 上記内容は下記の雑誌に掲載された。  
海野けい子：化学と生物  58(12), 667-672 (2020) 
 
今後の展望：  
ヒトにおけるストレス軽減効果としては、軽いストレスが負荷されるような時にテアニンを飲

んでいるとストレスが軽減されることが明らかとなっている。ストレスに対する感受性には個

人差があるが、テアニンの適切な摂取は心身の健康維持に有用であると考えられる。  
 (担当：茶学総合研究センター 海野けい子) 



 

図  1. ストレス負荷による糖質コルチコイドの     図２ . ストレスによる寿命短縮と  
日内リズムの変化とテアニン摂取による改善      テアニンによるその抑制  

 

 
図３ . ストレス負荷による脳内の遺伝子発現の変化  

 



課題名：  

(１) 緑茶の機能性及び疫学に関する研究  

３) お茶成分の脳における作用：  緑茶  
 

研究の目的：  
緑茶を飲んだ場合にも、テアニンが示すストレス軽減作用を同様に期待できるのかどうかま

だ明らかとなっていない。実際、緑茶中の主要な成分であるカテキンやカフェインがテアニ

ンに対し阻害的に作用する場合があることが明らかとなったことから、緑茶のストレス軽減

および抗うつ作用を明らかにすることを目的とした。  
 

主な研究成果： 

1）  緑茶成分間の相互作用：テアニンによる副腎肥大抑制作用は、カフェインあるいはエピガ

ロカテキンガレート (EGCG)の共存で強く抑制されることが明らかとなった。一方ガレート

基を持たないエピガロカテキン (EGC)は、低濃度ではストレスを軽減する作用を示すとと

もに、テアニンに対しては何ら妨害作用を示さないことが明らかとなった。またテアニン

以外の遊離アミノ酸について検討したところ、グルタミン酸やグルタミンにはストレス軽

減効果は認められなかったが、アルギニンは優れたストレス軽減効果を示すことが明らか

となった（図１）。  
2）低カフェイン緑茶によるストレス軽減効果： 摘み取った茶葉を熱水で処理することにより

茶葉中のカフェインを当初の 1/3~1/4 に低下させた「低カフェイン緑茶」を作製した。低

カフェイン緑茶を用い 20 代、40〜50 代（中高齢者）および 80〜90 代（高齢者）の参加者

に低カフェイン緑茶の「水出し」を飲んでいただき、ストレスへの影響を観察した。その

結果いずれの年代においても対照群に比べ低カフェイン緑茶を摂取していた群で、唾液ア

ミラーゼ活性により評価したストレスが軽減していることが明らかとなった（図２）。  
3）低カフェイン緑茶の睡眠に対する作用：睡眠時の脳波を簡易睡眠計（スリープスコープ，ス

リープウェル（株），大阪）を用いて測定した。睡眠には個人差があったが高齢者では、「早

朝覚醒」が低カフェイン緑茶摂取群で抑制されていた。早朝覚醒とは、予定していた時間

よりも早く目が醒めてしまい再び寝つくことができない状態で、多くの高齢者で認められ

る睡眠障害の一つである。中高齢者では早朝覚醒時間は短いが、同様の効果が認められた。  
4) 抹茶のストレス軽減作用 : 抹茶中に含まれるテアニン (T)とアルギニン(A)の和に対する、カ

フェイン (C)と EGCG(E)の和のモル比を示す「CE/TA 比」が２以下の抹茶では、マウスの

ストレスによる副腎肥大を抑制することができた。実際にヒトにおいて CE/TA 比が 1.79
の抹茶を摂取した場合ストレス軽減効果が認められたが、CE/TA 比が 10.79 の抹茶ではス

トレス軽減効果が認められなかった。  
5) 白葉茶の抗うつ作用 : 茶樹を２週間ほど完全に遮光すると、一般の煎茶に比べてアミノ酸量

を６−７倍に増加させることができる（表１）。このようにして作製された緑茶を「白葉茶」

と言い、旨味の強い緑茶として注目されている。白葉茶はテアニン量が多いことから、ス

トレス軽減効果が期待された。そこで白葉茶について臨床研究を行なった結果、予想に反

し一般煎茶と比べ有意なストレス軽減効果は認められなかった。しかし白葉茶を摂取して

いたマウスではうつ様行動が有意に低下することが明らかとなった。  
 これらの内容は下記の雑誌に掲載された。  
海野けい子：化学と生物  59(1), 30-35 (2021) 
 
今後の展望：  

ストレスを抱えた時には抹茶、夕方には良い睡眠のために低カフェイン緑茶、起床時に

は気持ちを高める煎茶や白葉茶など、状況に合わせた緑茶の選択が心身の健康増進に寄

与するものと考えられる。  
 (担当：茶学総合研究センター 海野けい子) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図  1. 緑茶成分間の相互作用  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  ２ . 低カフェイン緑茶によるストレス軽減効果  
 
 

表１ . 白葉茶および煎茶中の成分比較  

 



課題名：  

(１) 緑茶の機能性及び疫学に関する研究  

４) 緑茶による脳の老化予防  
 

研究の目的：  
高齢化が世界的に進んでおり、老化予防は世界共通の課題となっている。認知症は遺伝的要

因のほか脳の老化が大きく影響することから、脳の老化予防は認知症の発症を遅らせる重要な

鍵となると考えられている。緑茶の摂取が認知症リスクの低減に有効であることは、これまで

の疫学的研究により実証されてきたが、その作用機構についてはいまだ十分な解明には至って

いない。緑茶の作用としてはこれまで主にエピガロカテキンガレート（EGCG）の抗酸化作用

に着目した研究が行われているが、緑茶の効果は EGCG の効果だけで説明できるものではな

い。カフェイン、テアニン、アルギニンなど他の緑茶成分との相互作用や、緑茶の代謝物の関

与についても検討する必要があると考えられる。そこで本研究では、緑茶成分がどのように脳

の老化予防に関与しているか明らかにすることを目的とした。  
 

主な研究成果： 

1）  カテキン：寿命や脳機能に対するカテキンの作用、カテキンとその代謝分解物の血液脳関門

透過性、神経細胞に対するカテキンの作用、カテキンとその代謝分解物の脳に対する作用の

観点からその作用を説明した。すなわち、EGCG とエピガロカテキン（EGC）はともに血

液脳関門を通過して脳実質に到達することが示唆されているが、神経細胞の分化を促進す

る効果は EGCG の方が高いことが明らかとなった。また、腸内細菌叢による EGCG の分解

産物が神経細胞の分化を促進することから、EGCG とその分解産物が時間差をもって神経

細胞に作用することが示唆された。  
2）  テアニンとアルギニン：緑茶に含まれる遊離アミノ酸のテアニンやアルギニンには、ストレ

スを軽減する作用がある。ストレスによる寿命の短縮とテアニンおよびアルギニンによる

その抑制、ストレスによる脳機能の低下と酸化傷害の蓄積、ストレス負荷による脳の萎縮と

テアニンによるその抑制、ストレス負荷による海馬内遺伝子発現の変化とテアニンおよび

アルギニンによる抑制等について説明した。これにより長期間のストレスは脳の老化を早

めるが、テアニンやアルギニンは抗ストレス作用により脳の老化を抑制することを示した。 
3）  緑茶の機能：低カフェイン緑茶や抹茶によるストレス軽減、および白葉茶による抗うつ作用

について示した。  
 

以上のことから、緑茶の主要なカテキンである EGCG は神経細胞を活性化すること、その代

謝分解物もタイムラグを伴いながら同様の作用を及ぼすことが示唆された（図１）。カテキンと

その分解物の血液脳関門透過性から、緑茶数杯分、あるいは緑茶のペットボトル約 1 本を毎日

摂取することが加齢による認知機能の低下を抑制する可能性がある。  
また、テアニンやアルギニンは優れたストレス緩和効果を持ち、ストレスによる寿命の短縮や

認知機能の低下を抑制することが示された。ストレス脆弱性には個人差があることから、テア

ニンやアルギニンはストレスに感受性が高い人に必須の物質であると考えられる（図２）。しか

し、テアニンとアルギニンの効果は、カフェインと EGCG の同時摂取により大きく左右される

ことから、緑茶に含まれる CE/TA 比（カフェイン＋EGCG/テアニン＋アルギニンのモル比）

の違いは、ストレス軽減や睡眠に影響を与えることを明らかとした。  
 
これらの内容は下記の雑誌に掲載された。  

Unno K, Nakamura N: Green Tea Suppresses Brain Aging. Molecules 26, 4897 (2021) 
 

 (担当：茶学総合研究センター 海野けい子、中村順行 ) 



 
 

 

 
図  1. EGCG とその代謝分解物の脳に対する作用仮説  

緑茶摂取２〜3 時間後に小腸から取り込まれた少量の EGCG が脳に到達し、神経細胞の分化を

促進する。一方、大部分の EGCG は腸内細菌により 8 時間以上かけて分解され、生じた EGC-
M5 等の代謝分解物が血流を介して脳内に到達し、再び神経細胞の分化を促進する。このよう

に EGCG とその代謝分解物が時間差をもって脳を活性化していると考えられる。  
 

 

 

 

図２ストレスと脳老化との関係  
ストレスに抵抗性を示す場合は、ストレスにより生じた脳の萎縮はその後回復し、正常老化

を示す。一方ストレス感受性が高い場合は、ストレスにより生じた脳萎縮、酸化傷害、うつ等

が進行し、その結果、認知機能低下や寿命短縮など老化促進をもたらす。  
 

 

 



課題名：  

(１) 緑茶の機能性及び疫学に関する研究  

５) 低用量のテアニンによる中高齢男性の睡眠の改善  
 

研究の目的：  
睡眠は健康な生活を送るための大切な基盤であるが、睡眠障害に悩む人は増加している。睡

眠に関する国際的な調査では、米国では 56%、欧州では 31%、日本では 23%の人が、十分かつ

適切な睡眠がとれていないことを訴えていることから、多くの人が自分の睡眠に満足していな

いことが示されている。緑茶の成分の一つである L-テアニン（テアニン）は、ほとんどの臨床

試験で抗不安、抗ストレス、記憶、認知、睡眠改善効果があることが証明されているが、これ

らの効果は、テアニン 1 日 200〜400mg の摂取で効果が認められている。そこで今回、より低

用量（100mg/日）のテアニンの睡眠改善効果について検討した。  
 

研究の手法：  
1) 中高年男性 25 名を対象に、二重盲検無作為クロスオーバー試験を実施した。参加者は無作

為に A 群と B 群に振り分けられた。グループ A は先にテアニンを摂取し、グループ B は

介入期間の後半にテアニンを摂取した（図１）。  
2) 睡眠中の脳波を簡易睡眠計（スリープスコープ、スリープウェル（株）、大阪）で測定し、

起床後の主観的な睡眠の質を質問紙で評価した。  
ノンレム睡眠、レム睡眠、覚醒の代表的な睡眠パラメータについて、参加者の背景情報に

応じたサブグループ解析を行った。  
 
主な研究成果：  
1）  睡眠分析では、テアニン期間とプラセボ期間において調べたすべての睡眠パラメータに有

意差はなかった（表１）。  
2）  睡眠の質を示す、睡眠時間あたりのステージ 2 における非レム睡眠の割合は有意ではなか

ったが、テアニン摂取で改善傾向が認められた（p = 0.053）（表１）。  
3）  サブグループ解析を行った結果、50 歳未満の群、および緑茶摂取習慣が週 3～4 日未満の

群で、ステージ 2 のノンレム睡眠の割合がプラセボよりもテアニン摂取群で高かった（p = 
0.018, 0.048 ）（図２）。  

 
 以上より、テアニン 100mg/日を摂取した場合、有意な睡眠改善効果は認められなかった。

しかし、サブグループ解析により、年齢と緑茶摂取習慣によって、テアニンは睡眠の質を示す

ステージ 2 のノンレム睡眠に改善効果があることが示された。以上の成果は下記の雑誌に掲載

された。なお本研究は、掛川市役所お茶振興課ならびに掛川市在住の参加者の協力の下で行わ

れた。  
 
Takeichiro Tominaga, Daisuke Furushima, Keiko Unno, Ibuki Sugiyama, Makoto Ozeki, Yoriyuki 
Nakamura and Hiroshi Yamada. An Exploratory Evaluation of a Low Dose Theanine Consumption 
on Improving Sleep in Middle-Aged and Older Males. Food Sci Nutr Res, 5, 1-7 (2022)  
 
今後の展望：  

本研究により、低用量テアニンの効果は被験者の特性により異なる可能性が見出されたこと

から、低用量テアニンについて更なる研究が必要であることが示唆された。  
 

(担当：薬学部 古島大資、山田浩；茶学総合研究センター 海野けい子、中村順行 ) 
 
 



 

 
図１ . クロスオーバー試験のデザイン  

 
表１ . 睡眠のパラメーター  

 

 
図２ . ストレス負荷時における脳内代謝物の変化とテアニンの作用  

テアニン摂取による 50 歳未満の参加者における N2（％）（A）。緑茶摂取日数が週 3、4 日未

満の参加者における N2（％）（B）（*、p＜0.050）。  



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している。 

 

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、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て実施し、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 回であり、大部分はコロナ

禍のためオンラインで行った(表 1)。 

2) セミナーの内容は多岐にわたるが、コロナ過でも拡大基調の輸出関係やお茶の機能性研究

の成果を分かりやすく伝達してほしいとの依頼やこの時期ならではのお茶の文化的なこと

や茶の本質的な特質、さらにはアフターコロナを見越しての今後の茶業動向などについて

の依頼が多く、全てに対応した。 

3) お茶の健康については、茶業関係者のみならず、研究員、総合食品講座受講生、静岡市民な

どの幅広い対象者に茶の機能性を各々の立場に応じて紹介した。 

4) また、本年度は茶の品種やお茶の種類の特質についての依頼も多く、一般には知られていな

い品種茶の特質などについても一歩踏み込んだセミナーとした。 

5) 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からは好評であり、茶学総

合研究センターの知名度の向上にも役立っているものと考えている。 

 

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 セミナーの開催時期とタイトル  
次世代に展開する茶の魅力

茶学総合研究センター
中村順行

令3年1月

 

2021.01 次世代に展開する茶の魅力 

2021.01 海外市場の特性と輸出戦略 

2021.05 日本における茶の文化 

2021.06 歴史を紡ぐ茶の文化 

2021.06 これは知っておきたい世界の銘茶 

2021.07 食品総合講座 食品としてのお茶 

 2021.08 香駿 その誕生秘話 

2021.09 茶の特質と日本茶のすべて 

2021.09 茶の機能と多用途利用 

2021.10 茶業動向と新商品開発 

2021.10 お茶の健康効果を知る 

 2021.10 茶の機能と多用途利用 

2021.12 戦後の日本茶業、これからどこに 

 



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： 

コロナ禍においても日本茶の輸出は増大し、日本茶への関心は高まっている。そこで、オン

ラインが主体とはなるが、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

において外国人を対象とした日本茶の特性に関するセミナーを行う。オンラインのため、後日

録画しておいたものを YouTube で配信できるようなことも考えてスライドを作成する。 

 

研究の手法： 

 他国産のお茶に対して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、4 回のセミナーを行った。 

2) 対象となった外国人としては、これぞ日本茶、茶の特質と日本茶のすべてについては欧米人

へのオンライン配信とした。 

3) 日本の品種 こだわりの特性については中国浙江大学の学生に対しオンラインセミナーで

日本の品種特性や機械化の進捗状況などについて講義した。 

4) 日本の夏のお茶については、日本の豊かな自然の中でお茶生産が行われ、生活の中にお茶が

密着している様子がわかるような構成とし、フランスのリヨンで行われたメッセ会場にて

YouTube 配信ができるようにフランス語の字幕で流すようにした。 

 

 

今後の展望： 

今後、アフターコロナを見通したときには、益々DX も進み、情報化社会の深化によるグロー

バル化が急激に進むものと考えられる。そのため、それに順応して日本茶の奥深さや魅力を幅

広く発信し続ける。さらに、来年度は日本茶輸出促進協議会などと連携し海外への日本茶情報

を発信するとともに、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 外国人を対象とした講座  

Yoriyuki NAKAMURA
Ｔｅａ Ｓｃｉｎｅｎｃｅ ｃｅｎｔｅｒ
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Shizuoka 

Advance of mechanization 
in Japanese tea and 

contribution of cultivar

Excellent Character of Japanese 
Green Tea and Advanced Production 
Technology in Japan

Yoriyuki NAKAMURA
University of Shizuoka

Tea Science Center

This is real Japanese tea 

Yoriyuki NAKAMURA
University of Shizuoka

Tea Science Center

 

2021.09 これぞ日本茶 

2021.09 茶の特質と日本茶のすべて 

2021.12 日本の品種 こだわりの特性 

2021.12 日本の夏のお茶 

 

GREEN TEA

～Here's the difference between
Japanese tea and Chinese tea～

University of Shizuoa、 Tea science ceｎter 
Yoriyuki NAKAMURA



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、ChaOI プロジェクトの推進、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、本

学においても「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) 茶学入門の本年度の受講生はコロナ禍のため募集を半減し１１６名とした。 

2) 本科目は選択科目のため、一年生の履修者が多く全体の８７％を占めていた（表 1）。これ

は、茶学入門が定着し、先輩から新入生に「履修したほうが良いおすすめの全学部共通科目」

のひとつとして紹介されていることも要因であろうかと思われる。 

3) 本年度は全履修者のうち単位修得者は出席率も高く、レポートの出来も良く 100%であった。 

4) 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ため、非常に

好評である。今までにないお茶の知識の習得や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。 

5) 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。  

6) また、他県出身者の多くは静岡県立大で静岡の特産物である茶を学べたことの意義は大き

く、今後も継続してほしいとの要望が多かった。 

 

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のため、アフターコロ

ナではぜひとも多くの人数を受け入れたい。 

 

 

（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  

令和 3 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 7 日 中村 順行 ガイダンス、世界の茶の加工法 

2 10 月 14 日 中村 羊一郎 茶の歴史 

3 10 月 21 日 吉野 亜湖 茶の文化 

4 10 月 28 日 川木 純平 
茶の生産現場から 

～多彩な品種と新しいお茶～ 

5 11 月 4 日 岩崎 邦彦 茶のマーケティング 

6 11 月 11 日 
カウクルアムア

ン・アムナー 

茶を活かした取り組み 

～ティーツーリズム～ 

7 11 月 18 日 太田 奈月 茶の香り 

8 11 月 25 日 中村 充 茶の種類と美味しい淹れ方 

9 12 月 9 日 海野 けい子 
茶の主要成分（テアニン、カフェイン） 

の生理機能 

10 12 月 16 日 時光 一郎 茶のカテキンを活かした最新の商品開発 

11 1 月 6 日 齋藤 貴江子 茶樹を特徴づける化学成分とその代謝 

12 1 月 13 日 佐野 満昭 茶の幅広い魅力と機能～ヒトへの貢献～ 

13 1 月 20 日 小林 栄人 「茶の都 しずおか」づくり 

14 1 月 27 日 
ステファン･ダ

ントン 
世界に広まる日本茶の現状と課題 

15 2 月 3 日 中村 順行 次世代に展開する茶の魅力 

 
 

 

 

 
 

薬学部 食品栄養科学部 国際関係学部 経営情報学部 看護学部 合計

1年生 17 26 28 18 12 101
2年生 0 0 11 0 1 12
3年生 0 0 0 0 0 0
4年生 0 0 3 0 0 3
合計 17 26 42 18 13 116

表 1 令和３年度 茶学入門受講生の内訳  

講義風景  



課題名： 

(２) 茶学教育と人材育成 

2) 人材の育成  

  ② 県立大学以外の学生などを対象としたお茶講座 

 

研究の目的： 

茶学総合研究センターでは県立大学以外の学生を対象としても、茶に対する知識と教養を高

め、茶の幅広い魅力を知り、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のなかの「ふじのくに学（茶学）」の

開講は、参画する大学から多くの学生を受け入れてきたが、本年度はコロナ禍のためオンライ

ンを主体とし、定員を 40 名とした。 

 

主な研究成果： 

1) 「ふじのくに学（お茶）」は短期集中講座として 9 月 6 日から 9 日に開催した。 

2) 受講生は、応募者 100 名以上の中から、主催大学である県立大学は 20 名とし、静岡大学 4

名、常葉大学 4 名、静岡産業大学 4 名、英和女子短期大学 2 名、静岡理工科大学 1 名、文化

芸術大学 4 名、大阪府立大学 1 名の 8 大学 40 人とした。 

3) 初日はふじのくに茶の都ミュージアムで実習の予定だったが、県内に緊急事態宣言が発令

されたため、残念ながら急遽オンラインでの中継に切り替えた。中継では白井副館長兼学芸

課長の案内によるミュージアム見学を行った。 

4) ２日目からは、生産・加工・流通・販売・文化などを予定通り、オンラインで講義した。中

でもお茶の淹れ方講座では、あらかじめ配布していたお茶の葉や茶漉しを用いて、リアルタ

イムでお茶を淹れ、香りや色、味を体験した。 

5) お茶は淹れるだけではなく、お湯の温度や蒸らす時間による抽出される栄養の違いも学ん

だ。今回使用した川根茶は、水色が薄い黄金色のものであったが、学生は色から想像した以

上の味の濃さへの驚きと美味しさを感じたとの感想があった。 

6) グループワークでは、これからの静岡茶の活性化方策について討議を重ね、レポートとして

まとめた。発信方法については SNS による方法が圧倒的に多かった。 

 

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更なる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 

 ふじのくに学（お茶）の講義概要 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茶の機能と多用途利用

茶学総合研究センター
中村順行

令和３年度 ふじのくに学(お茶)



課題名： 

(２) 茶学教育と人材育成 

2) 人材の育成  

 ③ 「学生に美味しいお茶を‼」プロジェクトによる茶の提供 

 

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。静岡の県立大学にお

いて多彩なお茶を飲む機会や学ぶ機会を提供することで、茶の持つ幅広く、奥深い魅力や静岡

の風土の素晴らしさについての理解を深めるとともに、お茶の知識や愛飲者になってもらうこ

とを目的とする。 

 

研究の手法： 

 コロナ過であっても三密を避けるなど細心の注意を払い、学生に美味しいお茶を様々な機会

をとらえて飲んでいただくとともにお茶に関する情報発信を行う。 

 

主な研究成果： 

1) これまで、食堂や茶学入門、イベント時などの機会に、コロナ禍に対応した方法で学生にお

茶を提供してきた。 

2) 下食堂が廃止される前までは、下上の両食堂にティバッグ数種類を準備し食事時に自由に

お茶を愉しんでいただいた。 

3) 夏には下食堂が閉鎖され、上食堂だけとなったが月 1 回は Free Tea Café の日を決め、月

替わりにその季節に合ったお茶を提供し続けた。また、上食ではティーサーバー用の粉末茶

も提供し、食堂においた。 

4) 初夏には野外での楽しい食事をとのことで「キッチンカー」が出現した折には、呈茶サービ

スを行った。 

5) しずおか学「茶学入門」受講生には、機会あるごとに紅茶と緑茶の配布。美味しい淹れ方も

講義の中で指導した。 

6) 茶学入門で提供したお茶が好評だったため、レポート提出時にも紅茶を配布した。 

7) お茶と同時に、パンフレットとして「茶と暦」を月 1 回刊行した。 

 

 

今後の展望： 

現状、コロナ禍のためなかなか幅広い呈茶が行えないが、地道に活動するとともに、アフタ

ーコロナではもう少し規模を拡大した Free Tea Café なども再開したいと考えている。 

（担当：茶学総合研究センター 中村順行) 



主要な成果 

  

  

 

 

 

コロナ禍において細心の注意を払いながら毎月 1 回の Free Tea Café を継続した  

学生の参画を得ての野外での呈茶やベンダーへの茶の提供を実施した  



課題名： 

(２) 茶学教育と人材育成 

2) 人材の育成  

  ④お茶とお菓子の関係を学ぶ 

 

研究の目的： 

茶学総合研究センターでは、茶に対する知識と教養を高め、茶の幅広い魅力を知り、ひいて

は茶の愛飲者になっていただくことを目的に、お茶とチョコレート、お茶とお菓子などのコラ

ボ企画を立て、よりお茶に親しみやすい環境づくりを行ない、最終的には茶の需要を増やし茶

業振興に寄与することを目的とする。 

 

研究の手法： 

 食品栄養科学部栄養生命科学科 1 年生を対象に「日常茶飯事、お茶とお菓子のマリュアージ

ュ」と題して、日本茶とお菓子の深い関係とその歴史について講義するとともに、学生自らが

出身地の銘菓を持ちより、お茶とのマリュアージュを愉しんだ。また、藤枝茶楽研究部の藤枝

ジュニアお茶大使・博士に「お茶とお菓子の魅力発見！」と題して、お茶全般の概説をもとに

藤枝茶の歴史と藤枝の銘菓についてセミナーを行った。 

 

主な研究成果： 

1) お茶とお菓子のマリュアージュへの参加者は 30 名弱であったが、講義で行ったお茶の歴史

やお茶とお菓子との関係などについても非常に興味を抱いたようだった。 

2) 5 種類のお茶と学生の地元の銘菓の相性については、初めてのお茶もあったり、お菓子のバ

ラエティさもあったりでコロナ過でも楽しい時間を過ごせたようだった。 

3) 藤枝茶楽研究部の小学生から高校生までの 20 名程度によるお茶とお菓子の魅力発見につい

ては、年齢層の幅広さがあり講義内容を小学 5 年生程度にしたが、それでもスライドの漢

字などに読めないものがあったようであり、フリガナの必要性も感じた。 

4) お茶の講義の中では、矢張り地元藤枝の茶の歴史には興味が深いようであった。 

5) お茶は 4 種類を準備したが、その中のひとつである「藤枝かおり」を好きという子が多かっ

た。これは、いつも研究部で見たり、飲んだりしているのが原因かとも思われる。 

6) お菓子は、藤枝の銘菓「お竹せんべい、どらやき、サッカークッキー」だったが、予想外に

食べたことのない人が多かったが、お茶とのコラボは楽しんでいた。 

 

 

今後の展望： 

今後、茶の魅力を飲むだけでなく様々なものと関連付けて幅広く発信して行くことで消費者

も楽しみが増え、茶の需要も増加するように思うので、お茶の関係以外とも幅広く連携しなが

らより幅広いお茶の利用や飲用方法、愉しみ方などを追及していきたいと考えている。 

 

 

 

（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 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お茶とお菓子の
マリュアージュ

食品栄養科学部 栄養生命科学科1年生

日常茶飯事

写真等は各種HPから引用

県立大学内でのコラボ企画  

藤枝市お茶の学校 お茶と銘菓のコラボ  



課題名： 

(２) 茶学教育と人材育成 

3) 機能性情報の発信 

①静岡県内における茶の機能性情報の発信 

 

研究の目的： 

静岡県内の茶業者(生産者、流通業者)へ茶の機能性研究成果や米国の消費者ニーズなどの最

新情報を提供し、機能性を武器に販路開拓につなげられるよう茶業者を育成する。 

ここでは、静岡茶輸出拡大支援セミナーを開催する。 

 

研究の手法： 

 静岡茶の輸出拡大を視野に入れ、①輸出のために知っておきたい日本茶の特質と機能性の知

識、および②1 月に開催された Global Tea Initiative 7th Annual Colloquium の発表内容を

概説するとともに茶と Covid-19 に関する情報をわかりやすく提供する。 

 

主な研究成果： 

1) 11 月 16 日には、オンラインで「輸出のために知っておきたい日本茶の特質と機能性の知

識」と題してセミナーを行った。 

2) 参加者は、静岡茶輸出拡大協議会の会員 25 名だった。 

3) セミナーの内容は、世界の中の日本茶の位置づけや緑茶輸出のライバルとなる中国茶との

違い。日本茶の機能性成分特性とその健康効果などを示し、日本茶を輸出する上での付加

価値戦略を示した。 

4) その後、個別相談会が開催され、機能性表示などについて質問が寄せられた。 

5) 2 月 18 日には、オンラインで「米国における緑茶機能性 ～GTI 7th Annual Colloquium

等で発表された 茶と Covid-19 情報～」と題してセミナーを行った。 

6) 参加者は、22 名であり、内容的にはオミクロン株が猛威を振るうなかでその現状と 1 月

23 日の GTI コロッキアムでのコロナ関係情報を中心とした。 

7) コロッキアムには県立大学からは山田浩先生による茶カテキンによる上気道感染予防効果

が発表された。 

8) さらには、今までに県内で行われてきた「茶学術セミナー」「ChaOI フォーラム公開セミナ

ー」の総括と文献情報について紹介した。 

 
 
今後の展望： 

茶学総合研究センターでは、茶の機能性についての情報を様々な方法で今後とも発信して

いく予定である 

 

 

 

 

（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 

 

 

 

 

 

 

UCDにおけるGTIコロッキアムの開催

静岡茶の輸出拡大に意欲的な静岡県内の茶業者を対象に、機能性等の教育やＵＣＤ校が主催

するシンポジウムでの発表内容の解説を行った  

静岡県立大学山田浩先生による USD シンポジウムでの発表  



課題名： 

(３) 茶の高付加価値化とマーケティング 

1) 海外における日本品種の普及と生産の現状 

 

研究の目的： 

近年日本の農作物の関心が高まるとともに日本の品種が海外に持ち出され生産される種苗法

による許諾契約違反が増加している。茶においても海外で日本品種が栽培される事例は見られ

るが許諾契約もさることながらその実態は明らかではない。 

そこで、まずは世界各国における日本品種の導入状況とその生産状況を明らかにすることを

目的とする。 

 

研究の手法： 

 世界各国の文献調査や聞き取り調査により日本品種の導入状況とその生産について調査する。 

 

主な研究成果： 

1) 現在、日本茶は 100 カ国程度には輸出され、増加傾向が続いている。 

2) 一方、日本茶は蒸熱による殺青処理が基本であり、他の国には見られない技術を誇る。 

3) また、日本の品種や茶種は蒸熱処理が行われることが前提で育成され、加工工程を経るた

め、中国緑茶とは一線を画している。 

4) 日本の品種が海外で栽培されるようになったのは、大戦時における占領地での生産のため

の日本種苗利用、日本での緑茶供給不足による海外での日本品種における日本茶生産、最近

では日本茶普及に伴う海外での日本茶生産などが主である。 

5) 本年度の調査では、少なくとも 22 ヵ国で日本品種が栽培、あるいは研究素材として導入さ

れていることが分かった。なかには、日本の栽培管理機械の導入はもとより蒸熱とその後の

加工機械などがセットで導入され、日本茶が生産されている場所もあった。 

6) 一方、大部分の地域では脆弱な日本品種は生産力が少なく、定着しない地域も多い。 

7) 日本品種が導入され、比較的うまくいっている地域のほとんどは日本人の指導による栽培

管理が行われている場所であり、定植時の潅水や整せん枝管理技術など周到な管理が行わ

れていた。 

8) また、お茶の生産地は熱帯、亜熱帯地域に広がっているが、それらの地域で日本のように機

械化栽培体系を採用する場合には新芽生育を揃えることが必要となる。新芽生育を揃える

ためには冬季間の休眠が重要であり、日本品種の持つ休眠特性をも考慮した導入も視野に

入れる必要性が感じられた。 

 

今後の展望： 

日本品種の海外展開は周到な管理技術が付随した場合に成功する可能性も高いため、単に

導入するだけでなく、ソフト部分も同時に導入する必要性も高く、その部分のマニュアルが

ないため、導入地域に適したものを早急に作成する必要がある。 

 

（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； 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表的な導入品種 代表的な導入品種

中国
やぶきた、おくみどり、あさひ、あ
さつゆなど

オーストラリア
やぶきた、さやまかおり、
おくひかり

台湾 やぶきた ケニア やぶきた

韓国

やぶきた、ふうしゅん、りょうふ
う、めいりょく、さえみどり、おく
みどり、かなやみどり、べにふう
き、ほくめいなど

ニュージーランド やぶきた

ベトナム
やぶきた、ゆたかみどり、さやまか
おり、めいりょくなど

アルゼンチン 日本種実生

タイ やぶきた ブラジル やぶきた
インドネシア やぶきた、やまかい、かなやみどり ネパール やぶきた
インド やぶきた ウズベキスタン 日本種
スリランカ やぶきた、べにふうき フランス 日本種
トルコ やぶきた エチオピア 日本種
ジョージア やぶきた実生 米国 やぶきた
アゼルバイジャン やぶきた イギリス 日本種

 

中国浙江省御茶村の本格的な棚仕立て  

韓国での日本の茶園管理機の使用

世界各国で試験栽培や導入普及している日本品種の一例  



（３）茶の高付加価値化とマーケティング 

   2) 茶草場農法茶のマーケティング戦略の構築  

 

研究の目的 

世界農業遺産「静岡の茶草場農法」に関し、消費者の世界農業遺産に対する意識や静岡の茶

草場農法茶の購買行動を多角的に評価していくことで、「静岡の茶草場農法」の価値を付加した

販売が可能な新たなルートを開拓し、農法実践者の所得向上に貢献するため、学術的な裏付け

を伴う調査を行うことを目的とする。 

 

研究の手法 

調査方法は、先行事例調査をもとにアンケート調査を Web で行う。対象とする地域と消費者

は、東京で 400 人、静岡県内の西部、中部、東部の各地域 200 人づつの 600 人、計 1000 人。 

 

主な研究成果 

1) 今回のアンケートではお茶に対して 4 割弱が味(おいしさ)に、次に健康効果やリラックス

効果に 2 割強の方が期待していた。 

2) 日頃飲むお茶は、静岡でリーフ茶の割合が高く、ペットボトルは東京で多かった。 

3) リーフ茶の中では煎茶が多く、3 杯以上/日飲む人が 265 人、１～2 杯程度が 310 人であ

り、毎日飲む方が半数以上であった。 

4) お茶を購入する際にはお茶の種類と価格、品質が重要であり、次に産地・生産者、健康な

どの機能性、ブランドなどが重視されていた。 

5) 情報を得る媒体としては圧倒的に、テレビ番組(699)が多く、若者では Web サイト(437)や

ＳＮＳ(255)が多かった。 

6) 世界農業遺産あるいは茶草場農法について、詳しく説明できる方は 7％程度と少なかっ

た。また、名前を知っている人は静岡で多く 25％程度で、東京では 15％程度だった。 

7) 茶草場農法茶に臨むことは、まず真っ先に味や香りがよいこと(371)が上げられ、次に健

康に良いこと(338)や無農薬や減農薬・減化学肥料であること(333)が上げられていた。 

8) 販売戦略のひとつとしてパッケージへの記載事項については、消費者はやはり品質の特徴

(205)や健康効果(166)への期待が多く、無農薬・減農薬(104)、有機栽培(53)、環境への

やさしさ(61)などの関連項目も多かった。 

9) 一方、茶草場農法により生産されたお茶に対して、101～300 円(251)、51～100 円(222)、

301 円～500 円(102)程度の価値を認め、上乗せしても良いと答える人も多かった。 

10) 茶草場農法茶を盛り上げるためには、テレビ・ラジオでの発信(563)や新聞・雑誌等を使

った PR(190)、ＳＮＳでの発信(344)との意見が非常に多かった。 

11) 茶草場農法 10 周年記念には、様々な農家の茶草場農法茶が購入できる展示即売会(363)、

茶草場農法茶と合う料理・スイーツ等の試食・試飲(312)等への参加希望が多かった。 

 

今後の展望 

今回のアンケート結果を活かし、茶草場農法実践者が活性化するような方策の提案と実践を

行うことが望まれる。 

  

                          （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 

お茶に期待することは？            日頃飲むお茶の種類は？ 

  

 

お茶の飲用頻度は？             購入場所は？ 

 

 

購入時に重視することは？  

 



世界農業遺産・茶草場農法について 

あなたは、日頃どのような媒体を使って、情報を得ているか？  

 

「世界農業遺産」についての知名度と情報源は？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茶草場農法で作られたお茶の

袋・パッケージに、どのような

ことが記載されているのが最

も良いと思いますか？  

 

 

 

 



茶草場農法茶に期待することは？ 

 

環境や地球温暖化に配慮した茶草場農法で生

産されたお茶に、その価値として、あなたが通

常購入しているお茶に、いくら位を上乗せし

てもよいですか？ 

 

 

 

茶草場農法茶への参画・盛り上げるための企画と記念事業への参画は？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）茶の高付加価値化とマーケティング 

   3) 茶の有効利用  ―茶の花のハチミツー 

 

 

研究の目的: 

緑茶は健康維持に効果があり世界中で飲用されている日本の代表的な農産物である。ミツバ

チが古くから茶の花粉を好むことは知られていたが、茶の花の蜜やハチミツに関する報告は今

までにない。そこで本研究では茶の花のハチミツ採取を目的とし、さらに茶の花の蜜とハチミ

ツの主要成分を分析して、茶の花のハチミツの新規機能性食品としての可能性を検討した。 

 

研究の手法: 

養蜂には集蜜力が高く商業的に広く使用されている西洋ミツバチを使用し、9 月中旬から 11

月上旬の茶花開花期に、静岡県内の茶園（非公表）に一般的な巣箱を設置した。茶の花の蜜と

茶園で採取されたハチミツのカテキン、カフェイン、テアニン含有量を HPLC（高速液体クロマ

トグラフィー）で分析した。また、ハチミツの糖度、ｐＨ、水分含有量を測定して品質を評価

とした。茶の花の蜜は、人工気象器で養液栽培した茶樹から採取した。 

 

主な研究成果: 

1）採取されたハチミツは、糖度 81.4-82.8、ｐＨ3.9-4.1、水分含量 15.5-17.0％で、国内外の

天然ハチミツとしての基準を満たしていた。 

2) 茶の花の蜜と本研究で採取したハチミツを分析し、テアニンとカフェインが含まれている

ことを明らかにした。 

3) 茶の花の蜜とハチミツにテアニンが含まれていたことにより、採取されたハチミツが茶の

花の蜜由来であることを証明した。 

4) 茶の花の蜜に含まれるカフェインの濃度は、ミツバチの記憶力を向上させる濃度に一致し

ていた。この結果から、ミツバチは、効果的に集蜜する能力を有していることがわかった。 

5）茶の花のハチミツ採取に好適な茶畑の条件を確立した。 

 

 

本研究では、茶の花のハチミツを採取することを達成した。ミツバチによって集められた花

の蜜は、体内で代謝されたあとにハチミツとして加工されることから、茶の花のハチミツには、

既存の茶の成分とは異なる新規成分が含まれている可能性が示唆された。今後新たな機能性食

品としての有用性が期待される。 

 

今後の展望: 

茶の花のハチミツの採蜜量を増加のための検討と、ハチミツの詳細な成分分析をする。 

 

 

 

（担当：食品栄養科学部 助教 斎藤貴江子） 

 

  



主要な成果 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハチミツの品質  

ハチミツと花の蜜に含まれる主要成分含有量  

ハチミツ採取に使用した茶園  

茶の花とミツバチの関係  



(４) 緑茶や地域産品のマーケティングに関する研究 

１）海外における静岡発農産物のブランドづくり 

 

 

研究の目的： 

現在、緑茶など本県の農産物の海外展開が進められている。たとえば、緑茶の輸出量は2000

年に2,232トンであったが、2020年は5,274トンに伸びている。この10年間で約２倍強増加し

ている（財務省貿易統計）。 

このような状況を踏まえ、本研究は、静岡発の農産物の「海外におけるブランド戦略」を

構築することを目的としている。本研究において実証データと実践に基づく農産物のグロー

バルブランディング戦略を構築することができれば、緑茶など、静岡県農産物のグローバル

ブランディングの実践に結びつけていくことが可能である。 

具体的に本研究では、日本と海外の消費者データを収集・分析し、地域産品のグローバルブラ

ンディングの理論的フレームワークを構築するとともに、実践的プログラムを提案する。  

研究成果は、著書、論文、地域産業などを対象としたセミナーなどで、地域に発信をし、地域

産業の海外におけるブランドづくりの実践につなげていく。  
 

 

主な研究成果： 

ブランド力の規定要因として、アメリカ、イギリス、シンガポール、スペイン、日本の消費

者調査結果から統計的に抽出されたのは、相対的な影響度が高い順に以下の 4 つである。  
 

① コンセプトが明確・イメージが明快   
② 感性に訴求する  

  ③ 独自性がある             
④ クチコミ・パブリシティ発生しやすい  
 

つまり、この４つの要因を向上させることによって、ブランド力が強くなることが示唆され

る。一方、いずれの国においても「価格の安さ」はブランド力に影響をまったく与えていなか

った。価格の安さではブランドは構築できないということがわかる。  
上記をベースに、本研究では、海外でのブランド構築のための具体的な方向性を提案した。  
現在、研究担当者は、本研究成果などを活用し、静岡のトマト生産者と連携して、静岡発の高

糖度トマトのヨーロッパでのブランドづくりを実施中である。 

ヨーロッパには、ファッションや車などの分野では高級ブランドは存在しているが、野菜の高

級ブランドはほとんどないため、“ブランド戦略そのものの輸出”し、現地での実践から研究成

果の検証を行っている。 

 

 

 

（担当：茶学総合研究センター 岩崎邦彦） 



主要な成果 

 

図：ブランド力の尺度作成（3 変数から 1 因子抽出） 

 

  

  図：ブランド力に影響を与える要因の国際比較 

 

研究成果の発信 

 

著書：岩崎邦彦『世界で勝つブランドをつくる』日本経済新聞出版、2021 年 12 月  
寄稿：  
 岩崎邦彦「消費者を引きつける「食」のマーケティング」『食品と科学』2021 年 6 月号  
 岩崎邦彦「どうすれば強い「食」ブランドが生まれるのか」『食品と科学』2022 年 1 月号  

中日新聞、新茶特集、2021 年 4 月 10 日  
岩崎邦彦「中小食品メーカーのマーケティング戦略」『食品 IT マガジン』連載中  

セミナー・講演：  
静岡県立大学  茶学入門「緑茶のマーケティング」  
全国農業高等学校長協会  
JA 静岡中央会    静岡県農業振興公社  
文部科学省  産業・情報技術等指導者研修   
静岡県総合教育センター産業教育専門研修  

  全国農業経営コンサルタント協会 

 大分県農業会議   JA鹿児島県経済連 

 埼玉県庁  滋賀県庁  福岡県庁 

静岡県立静岡農業高校  

  他 

アメリカ イギリス スペイン シンガポール 日本

コンセプト明確・イメージ明快 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

感性訴求 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

独自性 〇 〇 〇 〇 〇

クチコミ・パブリシティ発生 〇 〇 〇 〇 〇

低価格 × × × × ×
データ）アメリカ、イギリス、スペイン、シンガポール各国500人、日本人1000人調査（2020、21年）
注）◎はブランド力への影響度を示す標準化回帰係数が0.3以上、〇は0.3未満で有意を示す。
×は統計的な有意性はないことを示す。



課題名： 

(４) 緑茶や地域産品のマーケティングに関する研究 

2) 緑茶と観光の融合による価値創造 

 
研究の目的： 

今日、日本の消費者のリーフ緑茶に対する需要が低迷し、多くの茶生産者、茶卸売業、茶小

売業は停滞もしくは衰退の業況にある。  
とくに、日本一の茶園面積を有する「静岡県」（Table1）の茶業界は、厳しい状況にある。茶

産地静岡の活力維持のためには、従来の発想にとらわれない戦略的展開が不可欠になっている。 
そこで本研究では、従来の“静岡の緑茶を売る”とう発想から、“緑茶のある静岡を売る”、

すなわち、地域をマーケティングするという発想に転換し、緑茶とツーリズムを融合した“グ

リーンティ・ツーリズム”による茶産地のイノベーションの方向性を検討した（Figure1）。  
 

 
主な研究成果： 

消費者に対する質問紙調査から得られたデータを用いて、緑茶とツーリズムを融合した茶産

地マーケティングの方向性を分析した結果、グリーンティ・ツーリズムに惹かれる消費者が観

光地目的地に何を求めているのかなど、グリーンティ・ツーリズムの戦略策定に資する情報が

定量的に明らかになった。 

また、調査結果からは、グリーンティ・ツーリズムが２つのタイプに類型化できることが示

唆された。具体的には、一つが「交流・体験型のグリーンティ・ツーリズム」であり、もう一

つは「リラックス型グリーンティ・ツーリズム」である（Figure2）。 

グリーンティ・ツーリズムが定着すれば、消費者の緑茶への愛着向上や、茶産地のブランド

イメージ向上等によって、緑茶の需要増加や茶産地の活性化が期待できる。 

 

 

研究成果の発信 

 本研究の成果は、「Marketing Green Tea Tourism Destinations」『The Routledge Handbook 

of Tea Tourism』Routledge 近刊に所収予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(担当：茶学総合研究センター 岩崎邦彦) 



主要な成果  
 

Table 1: Share of Japanese Tea Plantation Area by Region 
 

Rank Region Plantation 
Area (ha) 

Country 
Share 

1 Shizuoka 15,200 38.9% 
2 Kagoshima 8,360 21.4% 
3 Mie 2,710 6.9% 
4 Kyoto 1,560 4.0% 
5 Fukuoka 1,540 3.9% 
 Others 9,730 24.9% 
 Total 39,100 100.0% 

 
Source: Agriculture, Forestry and Fisheries Statistics, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (2020) 

 
Figure1 : Innovation concept for tea-producing region of Shizuoka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2: Conceptual framework for marketing green tea tourism destinations 
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ABSTRACT
L-theanine (theanine), one of the ingredients of green tea, had been proven to have anti-anxiety, anti-stress, memory, 
cognitive, and sleep improvement effects in most clinical trials. However, these effects have shown efficacy at a 
dose of 200–400 mg of theanine a day. In this study, we explored the sleep-improving effects of a lower dose (100 
mg/day) of theanine.

A double-blind, randomized crossover study was conducted on 25 middle-aged and older males. Participants 
were randomly assigned to Groups A and B. Group A took theanine first, and Group B took theanine later in 
the intervention period. The participants took theanine/placebo for one week. Electroencephalogram (EEG) 
parameters were measured with a monitoring device during sleep, and subjective sleep quality after waking up 
was evaluated using a questionnaire. Following the statistical analysis between interventions, subgroup analyses 
according to the participants’ background information were conducted on the representative sleep parameters of 
non-REM sleep, REM sleep, and wakefulness.

Of the 25 participants, three withdrew from this study. In the sleep analysis, there was no significant difference in all 
sleep parameters between the theanine and placebo periods. In particular, the difference in the percentage of non-
REM sleep in stage 2 per sleep duration was not significant (p = 0.053). However, subgroup analysis of the results 
showed that the percentage of non-REM sleep in stage 2 in groups aged <50 years was higher in theanine than 
that of the placebo, and in groups with green tea consumption habit of <3 to 4 days per week (p = 0.018, 0.048).

The intake of 100 mg/day of theanine does not have an effect on sleep improvement. However, subgroup analyses showed 
that theanine had an improved effect in stage 2 non-REM sleep according to age and green tea consumption habit.
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Introduction
Sleep is an important foundation for a healthy life. However, 
the number of people suffering from sleep disorders has been 
increasing. In an international survey of sleeping problems, 56% 
of people in the United States, 31% of people in Europe, and 23% 
of people in Japan complained about not getting enough and proper 
sleep [1]. These results showed half of people are not satisfied with 
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their sleep. Sleeping changes may be caused by internal factors 
such as illness and stress and external factors such as lifestyle and 
sleep environment. Psychological stress is one of the main causes 
of sleep disorders [2]. If psychological stress can be controlled, it 
is thought that sleep disorders may improve, and people can get 
comfortable sleep. Therefore, it is important to search for methods 
that reduce stress before bedtime and improve sleep disorders.

Theanine is a free amino acid that is abundant in green tea and 
is known as one of the tasty ingredients of tea [3]. The chemical 
structure of theanine is similar to that of glutamate and glutamine, 
and theanine can easily cross the blood-brain barrier [4]. In the 
central nervous system, it is believed that theanine competitively 
antagonizes glutamine and inhibits glutamine transporters, thereby 
suppressing excitatory neurotransmission of glutamate [5-6]. 
Through this mechanism, theanine is thought to exert physiological 
effects. Previous clinical trials have reported that theanine has 
psychological effects such as anxiolytic and anti-stress, as well as 
improving memory and cognitive functions [7-10]. 

Recent animal research and clinical trials have shown that 
theanine may affect sleep improvement. In an animal experiment 
that examined the effects of theanine intake on sleep, rats were 
found to suppress the sleep-inhibiting effects of caffeine by 
theanine administration [11]. Kim et al. [12] reported that the 
administration of theanine to mice improved their brain waves, 
including REM sleep and waking during sleep. In contrast, in 
clinical trials in humans, theanine intake in healthy adult males 
and postmenopausal middle-aged and older women improved the 
feeling of falling asleep, waking up, and sleep efficiency [13-14]. 
They also examined whether theanine has a strong drowsiness 
effect during daytime [15]. Together with the previous results, the 
authors considered that theanine does not have a strong drowsiness 
effect or a strong hypnotic effect like sleeping drugs but has a very 
mild effect on improving sleep quality. Additionally, a randomized 
controlled trial of children with attention-deficit/hyperactivity 
disorder (ADHD) reported that theanine intake improved sleep 
efficiency [16].

Previous clinical trials examining the effects of theanine on sleep 
have commonly used theanine doses of 200-400 mg/day [13-16]. 
However, low-caffeine green tea with a theanine content of 50-100 

mg tends to improve sleep in middle-aged and older adults [17-18]. 
These results suggested that even a low dose of theanine improves 
sleep quality. Theirs is the only report on the psychological 
improvement effects of a low dose of theanine. Nobre et al. [19] 
reported that 50 mg/day of theanine produced a relaxation effect 
in the resting state. 

In line with these studies, we hypothesized that theanine might 
have a sleep-improving effect even when theanine doses are low. 
In this study, we examined whether theanine intake of 100 mg/day 
would improve sleep quality in middle-aged and older men.

Methods
Participants 
Twenty-five middle-aged and older male workers living in 
Kakegawa City, Shizuoka Prefecture, Japan, were enrolled in 
this study. The inclusion criteria were as follows: 40-65 years old 
men, working from Monday to Friday with Saturday and Sunday 
as holidays, and working from approximately 9:00 am to 5:00 
pm. The exclusion criteria were as follows: participants taking 
medications such as tranquilizers and sleep inducers that affect 
sleep, cigarette smokers, those who consumed alcohol during the 
study period, and those who were not eligible to participate as 
advised by a physician. The participants were instructed to refrain 
from consuming caffeine-containing beverages, such as green tea 
and coffee, during the study period. The sample size per group 
was determined by considering the number of participants in 
the previous study and dropouts. Written informed consent was 
obtained from all participants before participating in the study, and 
participants were screened for eligibility based on the selection 
and exclusion criteria. This study was conducted in accordance 
with the Declaration of Helsinki and the Ethical Guidelines for 
Medical and Health Research Involving Human Subjects. The 
study protocol was approved by the Research Ethics Committee of 
the University of Shizuoka (No.1-39).

Study design
The study design was a randomized, placebo-controlled, double-
blinded, and crossover study. Randomization was performed by 
generating a pseudo-random number on a computer and creating 
an allocation table (Figure 1). Participants were randomly assigned 
to groups A and B in a 1:1 ratio. The study period was divided into 

Figure 1: A flowchart of the cross-over study design.
One subject withdrew after randomization. Two subjects withdrew before the 4th period. 
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four, and one period was equivalent to 1 week. The first period was 
the no-sample intake period. Group A took theanine in the second 
period and a placebo in the fourth period, and Group B took a 
placebo in the second period and theanine in the fourth period. 
The third period was the washout period. The study was performed 
from February 1 to 28, 2020.

The theanine used in this study was a commercially available 
product, “Suntheanine” (Taiyo Kagaku Co., Ltd. Mie, Japan). The 
placebo was lactose, which is almost identical in appearance, taste, 
and aroma to theanine. The participants took 100 mg tablets of 
either theanine or placebo once a day, with water or barley tea for 
one week. The tablets were taken approximately two hours before 
bedtime. After taking the tablets, the participants were instructed to 
refrain from eating, exercising, and using blue light devices such as 
computers and smartphones as much as possible. The participants’ 
background information and other lifestyle habits including, green 
tea and coffee drinking habits, medication use, and healthy food 
intake, were obtained from a survey questionnaire.

Measurement of EEG data and subjective sleep quality
The outcome was the electroencephalogram (EEG) data during 
sleep. EEG measurements were performed according to the criteria 
of the American Academy of Sleep Medicine [20]. A portable 
single-channel EEG monitoring device (Sleep Score, SleepWell 
Co., Osaka, Japan) was used for the EEG data [21]. 

Participants attached electrodes to their forehead and mastoid 
before sleeping to collect electrophysiological signals. 
Measurements started when the participants slept and finished 
when they woke up. The measurements were recorded for three 
days, from Wednesday to Friday (Figure 2). The raw EEG data 
were analyzed by Sleep Well Co. (Japan), and the most suitable day 
for analysis were selected, and unanalyzable days due to missing 
data were excluded from the analysis. The EEG data measurement 
items were as follows: sleep time (min), sleep latency (min), sleep 
efficiency (%), percentage of non-REM sleep, which is classified 
into stage 1 (N1), stage 2 (N2), and stage 3 (N3) per sleep time 
(%), percentage of REM sleep per sleep time (%), percentage 
of awakening per sleep time (%), total awakening time 2 hours 
before the final awakening (min), the number of awakenings per 
1hr (counts/ hour), and the delta power of non-REM sleep in the 1st 

cycle per time (μV2/ min). In the EEG analysis, sleep time was an 
indicator of sleep quantity, but the other parameters were indicators of 
sleep quality. Since the length of REM sleep, non-REM sleep, and the 
awakening state depends on the sleep time of each person, the length 
was normalized by the sleep time and calculated as a percentage. The 
values of delta power reflect the sleep depth.

Subjective sleep quality was measured for five days from Monday 
to Friday. Participants evaluated their sleep quality after waking 
up based on a 3-point score (1 = bad, 2 = normal, 3 = good). The 
mean value of subjective sleep quality for five days was used as 
the representative value.

Statistical analysis
The full analysis set was used for all analyses. The qualitative 
variables of the background factors were calculated as frequencies 
and proportions. Means and standard deviations (SD) were 
calculated for the continuous variables. The distribution of the 
data was checked using the Shapiro–Wilk test for normality. A 
paired t-test was performed to compare the differences between 
interventions for normality data, and a Wilcoxon signed-rank test 
was performed for non-normality data. A p-value of <0.050 was 
considered statistically significant. Normality analysis was carried 
out as a one-tailed test, while other analyses were carried out as 
a two-tailed test. The participants were divided into subgroups 
according to background factors such as age, green tea drinking 
habit, and coffee drinking habit. Then, sub-group analysis was 
performed on sleep parameters, the percentage of REM sleep, non-
REM, and awakening, which are typical indicators of sleep quality. 
All statistical analyses were performed using the statistical analysis 
software SAS.9.4.ver (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA).

Results
Background of the participants
Of the 25 participants, one withdrew from the study after a 
randomized assignment (Figure 1). Therefore, the study was 
conducted with 13 participants in Group A and 11 in Group B. 
Two participants withdrew before the 4th period of the study. The 
background information of the participants is presented in Table 
1. The mean age was 46.2 years (SD = 5.86) in Group A and 47.1 
years (SD = 6.16) in Group B. The tendency of green tea and 
coffee drinking habits was similar between groups A and B. In 

Figure 2: One period schedule for measurement. 
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green tea and coffee drinking habits, the number of respondents 
who answered “every day” and “5 or 6 days a week” accounted 
for more than half of the total participants. The numbers of 
respondents taking medicines and health food products were also 
almost the same, the numbers of Group A was 1,2 and the numbers 
of Group B was 1,3. The medication was mainly antihypertensive 
and diabetes drugs. Although one patient in Group B was taking 
olopatadine, an allergic rhinitis medicine with drowsiness as a side 
effect, this was included in the analysis due to the full analysis set. 
The type of health food products is mainly vitamins and probiotics.

Table 1: The background of the subjects.
Factor Group A (N=13) Group B (N=11)
Age, Mean (SD) 46.2 (5.86) 47.1 (6.16)
Green tea drinking habit, N (%)
Everyday
5 or 6 days per week
3 or 4 days per week
1 or 2 days per week
1 or 2 days per month
No consumption

8 (62)
1 (8)
1 (8)
2 (15)
1 (8)
0 (0)

8 (73)
1 (9)
1 (9)
1 (9)
0 (0)
0 (0)

Coffee drinking habit, N (%)
Everyday
5 or 6 days per week
3 or 4 days per week
1 or 2 days per week
1 or 2 days per month
No consumption

7 (54)
1 (8)
2 (15)
2 (15)
0 (0)
1 (8)

4 (36)
1 (8)
2 (18)
1 (9)
0 (0)
4 (36)

Medication, N (%) 1 (8) 1 (9)
Health food product, N (%) 2 (15) 3 (27)

Effects of low dose theanine on sleep
The EEG results for sleep and subjective sleep quality are shown 
in Table 2. Participants who could not properly measure EEG data 
were excluded, and 19 participants were analyzed. The present 
study results showed that the difference in all sleep parameters 
between the intervention periods was not statistically significant. 
In N2%, which indicates sleep quality, the values of the theanine 
group (SD = 51.46) tended to be higher than that of the placebo 
group (SD = 48.64), but the difference was not statistically 
significant (p = 0.053).

Table 2: Sleep parameter; All parameters are expressed as the mean 
(SD). n=19, α=0.05, a; paired t-test, b; Wilcoxon signed-rank test.
Parameter Placebo Theanine p- value
Sleep time (min) 348.00 (67.97) 335.53 (86.46) 0.282a

Sleep latency (min) 9.39 (6.46) 14.34 (16.73) 0.113b

Sleep efficiency (%) 87.62 (6.28) 87.06 (6.83) 0.712a

N1 non-REM (%) 20.32 (9.01) 19.42 (6.31) 0.506a

N2 non-REM (%) 48.64 (10.51) 51.46 (7.91) 0.053a

N3 non-REM (%) 2.82 (3.62) 2.58 (3.89) 0.599b

N1+N2+N3 non-REM (%) 71.78 (4.96) 73.47 (5.59) 0.268a

REM (%) 19.43 (5.37) 18.46 (4.60) 0.383a

Awakening (%) 8.80 (5.23) 8.08 (5.27) 0.560a

Total awakening time 2 hours 
before the final awakening (min) 15.24 (14.45) 13.32 (8.17) 0.775b

The number of awakening (count/hr) 10.56 (6.27) 9.69 (6.3) 0.560a

δ power in the 1st sleep
(μV2/min)

1387.08 
(566.88)

1431.53 
(1155.18) 0.622b

Subject sleep quality score 2.11 (0.11) 2.07 (0.13) 0.484a

Sub-group analysis 
Following the overall analysis, subgroup analysis according to 
the participants’ backgrounds was conducted. Nobre et al. [19] 
and Kobayashi et al. [22] examined the relaxation effects of 50 
mg theanine; the former observed the participants relaxing, but 
the latter did not. A clear difference between these studies is the 
subject background. The participants of the former study were 
young, healthy human volunteers; in contrast, the participants of 
the latter study were highly anxious volunteers. We hypothesized 
that the effect of low dose theanine might vary depending on 
the background factors of the participants; thus, we performed a 
subgroup analysis (Table 3, Figures 3a, 3b).

Table 3: Sub-group analysis; All values are expressed as the mean (SD). 
p <0.05 are indicated in bold digits and underlined (a; paired t-test, b; 
Wilcoxon signed-rank test).

Placebo Theanine p-value
<50 years old (n=15)
N1 (%) 19.62 (9.47) 18.46 (5.25) 0.461a

N2 (%) 48.48 (11.59) 52.33 (8.49) 0.018a

N3 (%) 3.56 (3.75) 3.26 (4.14) 0.636b

N1+N2+N3 (%) 71.66 (5.08) 74.05 (3.98) 0.118a

REM (%) 19.86 (5.46) 19.01 (4.30) 0.546a

Awakening (%) 8.49 (5.39) 6.96 (3.05) 0.145a

>50 years old (n=4)
N1 (%) 22.95 (7.53) 23.04 (9.38) 0.981a

N2 (%) 49.25 (5.95) 48.2 (4.54) 0.765a

N3 (%) 0.03 (0.05) 0.05 (0.06) 1.000b

N1+N2+N3 (%) 72.23 (5.18) 71.28 (10.26) 0.856a

REM (%) 17.83 (5.45) 16.4 (5.79) 0.147a

Awakening (%) 9.95 (5.16) 12.28 (9.66) 0.646a

Green tea consumption habits
<3 or 4 days per week in green tea drinking habits (n=4)
N1 (%) 23.53 (16.47) 18.98 (8.57) 0.341a

N2 (%) 45.1 (17.68) 52.53 (13.13) 0.048a

N3 (%) 1.58 (1.88) 2.15 (3.97) 0.641a

N1+N2+N3 (%) 70.2 (3.19) 73.66 (5.59) 0.373a

REM (%) 22.6 (0.77) 20.18 (5.16) 0.386a

Awakening (%) 7.2 (3.08) 6.23 (2.83) 0.413a

>5 or 6 days per week in green tea drinking habits (n=15)
N1 (%) 19.47 (6.52) 19.54 (5.94) 0.955a

N2 (%) 49.59 (8.4) 51.18 (6.56) 0.303a

N3 (%) 3.15 (3.94) 2.7 (4.00) 0.447b

N1+N2+N3 (%) 72.2 (5.34) 73.42 (5.78) 0.482a

REM (%) 18.59 (5.77) 18 (4.51) 0.645a

Awakening (%) 9.23 (5.68) 8.57 (5.72) 0.676a

Coffee consumption habits
<3 or 4 days per week in coffee drinking habits (n=9)
N1 (%) 20.46 (12.04) 18.38 (5.85) 0.408a

N2 (%) 48.71 (12.72) 53.42 (8.30) 0.057a

N3 (%) 3.39 (3.27) 2.64 (3.45) 0.553a

N1+N2+N3 (%) 72.56 (6.04) 74.44 (4.60) 0.393a

REM (%) 19.68 (5.60) 19.24 (4.48) 0.845a

Awakening (%) 7.78 (2.98) 6.32 (2.37) 0.052a

>5 or 6 days per week in coffee drinking habits (n=10)
N1 (%) 20.2 (5.78) 20.36 (6.86) 0.910a

N2 (%) 48.58 (8.79) 49.7 (7.52) 0.520a

N3 (%) 2.3 (4.02) 2.53 (4.43) 0.750b

N1+N2+N3 (%) 71.08 (3.94) 72.59 (6.47) 0.507a

REM (%) 19.21 (5.46) 17.75 (4.82) 0.135a

Awakening (%) 9.72 (6.70) 9.66 (6.68) 0.977a
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Based on an age-group analysis, the value of N2% of the <50 
years old group was 48.48 (11.59) in the placebo period and 
52.33 (8.49) in the theanine period and N2% of the theanine 
period was significantly higher than that of the placebo period 
(p=0.018). The results of the comparison of green tea consumption 
habit also showed that the value N2% was 45.1 (17.68) in the 
placebo period and 52.33 (8.49) in the theanine period, and it’s 
significantly higher in the group consuming tea <3 to 4 days per 
week (p = 0.048). Although age and the group analysis of green 
tea consumption habits showed a difference in N2% between the 
theanine and placebo periods, the results of the comparison by 
coffee consumption habits did not show any difference. In the <3 
to 4 days per week group, the values of N2% were 53.42 (8.30) 
in the theanine group and 48.71 (12.72) in the placebo group. 
There was a high tendency for theanine, but the difference was 
slightly less than significant (p = 0.057). In the same group, the 
value of awakening % was 6.32 (2.37) in the theanine period and 
7.78 (2.98) in the placebo period. Its tendency was lower in the 
theanine period, but this difference was not significant (p = 0.052). 
Another group or any other values showed no differences between 
the theanine and placebo periods.

Discussion
In the present study, we conducted an exploratory study to evaluate 
the effect of theanine dose (100 mg/day) on sleep improvement. 
The results of this study showed no significant differences in sleep 
parameters between the theanine and placebo periods. However, 
the value of N2 % showed a higher tendency during the theanine 
period. N2 is one of the stages of non-REM sleep. The non-REM 
sleep stage was divided into a light sleep stage and a deep sleep 
stage. The light sleep stages are N1 and N2, and the deep sleep 
stage is N3. Although the physiological role of the non-REM sleep 
stage is still unclear, the role of N2 is to decrease the heart rate 
and body temperature [23]. This represents the resting state of the 
brain [24]. Therefore, it is said that getting longer non-REM sleep 
is getting a more refresh effect, and thus a high N2 % reflects a 
good quality of sleep.

We then examined the influence of age, green tea, and coffee 
consumption habits on sleep parameters, including N2, by 
subgroup analysis. The results showed that N2 % in the theanine 
period was significantly higher than that in the placebo period in 
the group of people who were <50 years old and in the group of 
people who consumed green tea <3 to 4 days per week (p=0.018, 
0.048). However, in the group that consumed coffee <3 to 4 days 
per week, N2 % in the theanine period showed a high tendency, 
and the awakening % in the theanine period showed a low 
tendency, but these differences were not significant (p = 0.057, 
0.052). These results suggest that the effects of a low dose (100 
mg) of theanine on non-REM sleep stage 2 were affected by age 
and green tea consumption habits. This may be because age and 
green tea components such as theanine and caffeine are related to 
the sleep state [25-27]. In other words, these results may lead to the 
hypothesis that the effects of low dose theanine were dependent 
on the participants’ background. Additionally, the N2 stage is 
considered important in the memory process [28], and memory 
improvement effects of theanine in humans have been reported 
[10,29]. Therefore, the results of this study may support the 
beneficial effects of theanine on memory.

This study had some limitations. First, there was gender and 
age bias. In this study, only middle-aged and older men were 
included. Therefore, it is difficult to generalize the effects of low-
dose theanine. Hence, women and younger generations need to be 
included in the study for further investigation. Second, the effect 
of the regular dose (200-400 mg) of theanine was not confirmed in 
this study, and the dif ference of the effects between low (100 mg) 
and regular (200–400 mg) doses is yet to be elucidated. Third, the 
participants were asked to refrain from drinking caffeine-containing 
beverages such as green tea and coffee during the study period but 
were not prohibited from drinking them. Therefore, the participants 
might consume caffeinated beverages, and the effects of theanine 
might have been attenuated by caffeine consumption. Caffeine 
has awakening effect on sleep [27]. However, the consumption of 
caffeinated beverages in daily life is free, and the practical use of 
theanine can be evaluated. Further research is needed to elucidate 
the effects of low doses (100 mg) of theanine on sleep.

Figure 3: Sub-group analysis of N2.
In participants aged <50 years, theanine intake significantly increased N2 (%) (A). In participants who drank less than 3 or 4 days a week, N2 (%) was 
significantly higher in the theanine group than in the placebo group (*, p <0.050). 
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Conclusions
In the present study, consumption of 100 mg/day of theanine has 
no significant effect on sleep improvement. However, analysis 
of background factors such as age and green tea drinking habits 
revealed that low-dose theanine intake affected non-REM 
sleep, suggesting that the effects of low-dose theanine may vary 
depending on the characteristics of the participants.
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Abstract: Epidemiological studies have demonstrated that the intake of green tea is effective in
reducing the risk of dementia. The most important component of green tea is epigallocatechin gallate
(EGCG). Both EGCG and epigallocatechin (EGC) have been suggested to cross the blood–brain barrier
to reach the brain parenchyma, but EGCG has been found to be more effective than EGC in promoting
neuronal differentiation. It has also been suggested that the products of EGCG decomposition by
the intestinal microbiota promote the differentiation of nerve cells and that both EGCG and its
degradation products act on nerve cells with a time lag. On the other hand, the free amino acids
theanine and arginine contained in green tea have stress-reducing effects. While long-term stress
accelerates the aging of the brain, theanine and arginine suppress the aging of the brain due to their
anti-stress effect. Since this effect is counteracted by EGCG and caffeine, the ratios between these
green tea components are important for the anti-stress action. In this review, we describe how green
tea suppresses brain aging, through the activation of nerve cells by both EGCG and its degradation
products, and the reductions in stress achieved by theanine and arginine.

Keywords: arginine; brain aging; catechin; epigallocatechin gallate; green tea; stress reduction; theanine

1. Introduction

Since the aging population is growing worldwide, the prevention of brain aging is
a universal problem. In Japan, in particular, the number of elderly people is increasing
rapidly, with the highest percentage of elderly people in the world. According to data
collected in 2012 by a research group from the Ministry of Health, Labor and Welfare
of Japan, over 70% of women aged 95 years and over suffer from dementia. Similarly,
over 50% of men aged 95 years and over suffer from dementia. Besides genetic factors,
dementia is greatly affected by brain aging, environmental factors, and lifestyle-related
factors. Improving these aspects and mitigating age-related changes are believed to help
to delay the onset of dementia. With age, various changes, such as arteriosclerosis, cli-
macteric disorder, diabetes, hyperlipidemia, kidney disease, hypertension, obesity, and
poor memory, commonly occur. However, these age-related changes have reportedly
been improved or counteracted in people who followed advice pertaining to exercise and
diet [1]. Ingesting green tea is one such recommendation. In fact, green tea consumption
has been epidemiologically shown to be inversely associated with both male and female
heart disease mortality and male cerebrovascular and respiratory mortality [2]. In addition,
there are accumulating reports that the ingestion of green tea is effective in preventing
dementia [3–7]. In order to elucidate the effect of green tea, studies mainly focusing on
the antioxidant effect of epigallocatechin gallate (EGCG) have been conducted in vivo and
in vitro [8–11]. The effects of EGCG are often strong, but the effects of green tea cannot
always be explained by the effects of EGCG alone. It is also necessary to investigate the
interactions among other green tea components, such as caffeine, theanine, and arginine.
In addition, the involvement of green tea metabolites must be studied too. Detailed studies
have been conducted on the metabolites of green tea catechins [12–14], and research on

Molecules 2021, 26, 4897. https://doi.org/10.3390/molecules26164897 https://www.mdpi.com/journal/molecules

https://www.mdpi.com/journal/molecules
https://www.mdpi.com
https://orcid.org/0000-0002-5568-4601
https://doi.org/10.3390/molecules26164897
https://doi.org/10.3390/molecules26164897
https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.3390/molecules26164897
https://www.mdpi.com/journal/molecules
https://www.mdpi.com/article/10.3390/molecules26164897?type=check_update&version=2


Molecules 2021, 26, 4897 2 of 20

their biological effects has been undertaken in recent years [15–21]. It should be noted that
the metabolites produced by the gut microbiota have important effects on our health.

Theanine, the most abundant free amino acid in green tea, has been found to re-
lieve stress and have a relaxing effect [22–26]. In addition, arginine, which is the second
most abundant free amino acid in Japanese green tea, has an anti-stress effect similar to
theanine [27,28]. However, since the stress-reducing effects of theanine and arginine are
counteracted by EGCG and caffeine, the composition ratio of these components is important
for the anti-stress effect of green tea [27,29]. Stress is deeply involved in the development
and progression of many diseases, such as asthma, hypertension, peptic ulcers, obesity,
and diabetes. The brain is also subjected to significant stress. Even healthy people undergo
atrophy in the brain when they are repeatedly subjected to intense stress—for example, as
a result of bereavement, job loss, accidents, or major natural disasters [30–32]. It has also
been reported that brain atrophy occurs in abused children [33–35]. Furthermore, many
people are more stressed than before due to the current coronavirus pandemic [36,37]. The
stress-reducing effect of theanine and green tea is thought to contribute to the maintenance
of mental health and the control of brain aging in many people.

In order to clarify the functionality of foods, we must examine the interactions among
food components and the actions of metabolic decomposition products. In this review, we
focus on the effects of green tea components—catechins, EGCG metabolites, theanine, and
arginine—on brain function. In addition, we explain the anti-stress and anti-depressant
effects of several types of green tea.

2. Catechins

Among the tea catechins, epicatechin was first isolated from green tea extract by
Michiyo Tsujimura in 1930 [38]. Catechin can take four different structures: (+) catechin, (−)
catechin, (+) epicatechin, and (−) epicatechin; the (−) epi-form is most common in green tea.
In addition, gallic acid is contained in catechins and gallocatechins, and (−) epigallocatechin
gallate (EGCG) is the most abundant catechin in green tea. (−) Epigallocatechin (EGC),
(−) epicatechin gallate (ECG), and (−) epicatechin (EC) are also found (Figure 1). Unlike
normal flavonoids, catechins rarely exist in nature as a sugar-bound glycoside. Although
catechins are also found in arboreal fruits such as cacao, grapes, apples, and peaches,
their main components are free catechins, such as (+) catechin, (−) epicatechin, and (−)
epigallocatechin, that do not contain gallic acid. Therefore, gallate-type catechins such as
EGCG and ECG are unique to tea leaves.
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2.1. Lifespan

Brain aging does not always coincide with body aging, but lifespan is an important
marker of body aging. It has been confirmed that green tea or EGCG has a life-prolonging
effect on nematodes, flies, and mice [39–41]. According to the results of an epidemiological
survey of approximately 91,000 Japanese people aged between 40 and 69, who were
followed for 18.7 years, all-cause mortality was significantly reduced in those who drank
five or more cups of green tea every day, compared to those who drank less than one
cup/day [2]. Similarly, elderly Chinese men who consumed tea almost every day showed a
10–20% lower risk of death compared to their counterparts who seldom consumed tea [42].

The relationship between the intake of green tea catechins and lifespan was investi-
gated using senescence-accelerated model mice, SAMP10/TaSlc (SAMP10), with a short
lifespan. The median survival time (MST) was significantly prolonged when 1 mg/kg
(equivalent to one cup of green tea per day in humans) was taken daily [41]. Even when 5 to
60 mg/kg of green tea catechins was taken, MST was prolonged, although not significantly,
when compared with mice consuming no green tea catechins [41]. It thus seems impor-
tant to drink several cups of green tea at least daily, but not to consume large amounts
of catechins.

2.2. Cognitive Function

Green tea intake has been reported to prevent cognitive decline [3,4,43,44]. In experi-
ments using SAMP10, we found that the daily ingestion of green tea catechins suppressed
brain dysfunction in aged mice [45,46]. To clarify the effect of green tea catechins on the
suppression of cognitive impairment with aging, the effect of the start time of green tea cate-
chins intake was investigated in aged SAMP10 mice. Six- or nine-month-old SAMP10 mice
began drinking water containing green tea catechins until they were 11 months old [47].
In SAMP10 mice, six and nine months of age are considered an adult and middle-aged,
respectively. Mice that received green tea catechins from 6 to 11 months had significantly
higher memory acquisition capacity, as examined by the passive avoidance trials, than
control mice of the same age who did not consume green tea catechins. Consuming green
tea catechins from 9 to 11 months also tended to improve learning ability. The daily inges-
tion of green tea catechins has been suggested to suppress brain dysfunction with aging.
Additionally, even if ingestion started from middle age, this appeared to be more beneficial
than not consuming it at all.

Next, the dose-dependency of the effect of green tea catechins on cognitive function
was examined. A significant effect on memory acquisition was observed at 1 mg/kg or
more of green tea catechins, as assessed by the passive avoidance test, and the most effective
dose was observed to be 15 mg/kg [41]. Long-term memory retention was significantly
higher in mice consuming green tea catechins daily at 60 mg/kg. Spatial working memory
measured using a Y-maze was significantly increased in mice that ingested green tea
catechins at 30 mg/kg and over [41]. In other words, green tea catechins’ suppression of
cognitive decline was dose-dependent, with a minimum required dose of 1 mg/kg in mice
(equivalent to one cup of green tea in humans).

Comparing the effects of catechins between EGCG and EGC, EGCG suppressed the
decline in cognitive function, but no effect was observed with EGC at the same concentra-
tion [48]. The difference between the two is epitomized by the presence or absence of a
galloyl moiety, but gallic acid (GA) itself had no effect [48]. As for the action of catechins,
the importance of antioxidative activity has been highlighted. In fact, in mice ingesting
the green tea catechins EGCG or ECG, lipid peroxidation in the cerebral cortex was signifi-
cantly reduced compared to the control group, indicating that the antioxidant capacity was
not significantly different between EGCG and EGC [48]. In other words, it is difficult to
completely explain the difference between EGCG and EGC by antioxidative activity alone,
on the suppression of cognitive decline.
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2.3. Absorption and Metabolism of Catechins

When EGCG is orally ingested, a small amount is taken up from the small intestine
and enters the systemic circulation with no degradation [49,50], and only a trace amount
remains eight hours after ingestion. On the other hand, most EGCG is decomposed into
EGC and GA by the intestinal microbiota [51]. Degalloylated catechins have been reported
to be further degraded in the large intestine, converting into 5-(3′,5′-dihydroxyphenyl)-
γ-valerolactone (EGC-M5) (Figure 2), 5-(3′,4′-dihydroxyphenyl)-γ-valerolactone, and 5-
(3′,4′,5′-trihydroxyphenyl)-γ-valerolactone as the major degradation products more than
eight hours after ingestion [13,14,52]. These valerolactones are readily absorbed into the
large intestine and subsequently metabolized and distributed [13]. The conjugated forms of
these catechins and metabolites, such as sulfates (EGC-Mg-Sul) and glucuronides (EGC-M5-
GlucUA), have been found in plasma and urine [13]. GA becomes a glucuronide conjugate
(PG-GlucUA) via pyrogallol (PG) [51] (Figure 2).
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2.4. Blood–Brain Barrier Permeability of Catechins and Their Degradation Products

Since catechins and their degradation products need to cross the blood–brain barrier
(BBB) in order to act directly in the brain, the permeability from the vascular side to the
brain parenchyma side was measured using an in vitro BBB assay kit (RBT-24, Pharmaco-
Cell Company Ltd., Nagasaki, Japan). The permeability of EGCG was 4% and that of
EGC was 5% in 30 min [17,48] (Table 1). These values are lower than the permeabilities
of caffeine and GA, but catechins such as EGCG and EGC undoubtedly reached the brain
parenchyma. Using a similar in vitro BBB model, the transfer rates of (+) catechin and (−)
epicatechin have been reported to be 7.4% and 15.4% in 1 h, respectively [53]. This indicates
that the difference in the configuration of the hydroxyl group at the 3-position of the flavan
structure greatly affects BBB permeability. EGCG has a large galloyl group at the 3-position,
but the high permeability of GA is considered to enhance that of EGCG to a level similar
to EGC. EGC-M5 showed slightly higher permeability than EGCG and EGC. EGC-M5
conjugates were less permeable than EGC-M5, while EGC-M5-Sul showed slightly higher
values than EGCG [17]. These data indicate that the effects of both catechins and their
degradation products in the brain should be noted. On the other hand, when EGC and GA
were present together, the permeability of EGC was considerably reduced as compared
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with EGC alone. Further research is needed to evaluate whether such competitive effects
actually occur in the brain.

Table 1. BBB permeability of green tea catechins and their metabolites.

Sample Coexistence
Sample

Permeability Coefficient
(10−6 cm/s)

BBB Permeability
(%) (0.5 h)

EGCG − 13.45 ± 0.57 4.00 ± 0.17
EGCG EGC 10.53 ± 0.63 3.13 ± 0.19
EGC − 16.70 ± 1.86 4.96 ± 0.55
EGC EGCG 12.39 ± 1.56 3.68 ± 0.47
EGC GA 6.01 ± 1.57 1.79 ± 0.47
GA − 31.73 ± 3.39 9.42 ± 1.01
GA EGC 26.98 ± 2.77 8.01 ± 0.82

EGC-M5 − 17.99 ± 0.79 5.34 ± 0.23
EGC-M5-Sul − 14.61 ± 1.35 4.34 ± 0.40

EGC-M5-GlcUA − 12.53 ± 0.02 3.72 ± 0.01
Pyrogallol − 13.79 ± 1.62 4.10 ± 0.48

Pyro-GlcUA − 9.28 ± 1.41 2.76 ± 0.42

Caffeine − 45.22 ± 4.41 13.43 ± 1.31
Data are expressed as the mean ± SEM (n = 3). (Data of Ref. 17 and 48 are modified).

2.5. Effect of Green Tea Catechins on SH-SY5Y Cells

SH-SY5Y, a human neuroblastoma, was used to investigate the action of green tea
catechins that entered the brain parenchyma. When SH-SY5Y cells were treated with
50 nM of catechins, the neurites, which are markers of nerve cell differentiation, became
longer, and their number increased. The action of EGCG was stronger than that of EGC
and GA (Figure 3) [48]. The effect of EGC-M5 on SH-SY5Y cells was the second strongest
after EGCG [17]. EGC-M5-Sul was also found to have a neurite-stretching effect [17].
Interestingly, it was reported that when 5-(3′,4′-dihydroxyphenyl)-γ-valerolactone was
administered to rats, the sulfate-conjugated 5-(3′,4′-dihydroxyphenyl)-γ-valerolactone was
detected in the brain, but not in the form of aglycones [15]. Therefore, EGC-M5-Sul may
play an important role in the brain as an EGCG degradation product.
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Figure 3. The neurite outgrowth of human SH-SY5Y cells treated with EGCG and its metabolites.
A cell suspension (2.5 × 104 cells/well) was plated in a 24-well plate. Samples dissolved in 0.01%
DMSO were added to the culture medium to produce a final concentration of 0.05 µM, and these
were cultured for 72 h at 37 °C. Each value represents the mean ± SEM (neurite length, n = 103–107).
Asterisks represent significant differences relative to the control (* p < 0.05, Bonferroni’s t-test) [17,48].

2.6. Altered Gene Expression Due to Green Tea Catechin Ingestion

In order to elucidate the mechanism by which the intake of green tea catechins sup-
presses the decline in brain function, we investigated which genes’ expression was changed
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in the brain. The hippocampus of SAMP10 mice treated with green tea catechins for one
month displayed significantly increased expression of some of the immediate early genes
(IEGs), such as nuclear receptor subfamily 4, group A, member 1 (Nr4a1), FBJ osteosarcoma
oncogene (Fos), early growth response 1 (Egr1), neuronal PAS domain protein 4 (Npas4),
and cysteine-rich protein 61 (Cyr61) [41]. The expression of IEGs is first induced in response
to extracellular stimuli and is widely used as a marker of neural activity. Fos, Egr-1, and
Npas4 play key roles in long-term synaptic plasticity [54]. In addition, Npas4 regulates the
excitatory and inhibitory balance within circuits. Nr4a1 plays a role in regulating the den-
sity and distribution of spines and synapses [55], and in suppressing the age-related decline
in brain function [56]. Cyr61 is needed for dendritic arborization in the hippocampus [57].
The increased expression of these IEGs in the hippocampus is thought to increase synaptic
plasticity, contributing to the maintenance and improvement of learning and memory
abilities. The transcription of many IEGs in neurons is initiated by the calcium ion influx
associated with synaptic activity and action potential [58], and EGCG modulates calcium
signals in hippocampal neurons [59,60]. Therefore, EGCG may increase the expression of
IEGs via an increase in the levels of intracellular calcium ions in hippocampal nerve cells.

2.7. Actions of EGCG and Its Degradation Products on Brain

Since the transfer of catechins to the brain parenchyma is restricted by the BBB, the
amount of catechins in the brain is considered to be lower than that in the periphery.
The concentration-dependent effect of green tea catechins on cognitive function was ob-
served in mice, but it was suggested that a daily intake of 1 mg/kg or more of green
tea catechins suppresses age-related cognitive decline [41]. Epidemiological studies have
also reported that a daily intake of one or several cups of green tea reduces the risk of
dementia [3,4,42–44]. The quantity of catechins contained in green tea is generally around
70 mg/100 mL when eluted with hot water from tea leaves, and 30–50 mg/100 mL in
commercially available bottles of green tea. Based on the BBB permeability of catechins,
as discussed in Section 2.4, the concentration of EGCG and its degradation products will
presumably promote the differentiation of nerve cells when several cups of green tea, or
approximately one bottle of catechins, are consumed. This may reduce the age-related
decline in cognitive function.

We hypothesize that by drinking a few cups of green tea every day, both EGCG and
its degradation products may be taken up in the brain and activate nerve cells, as shown
below and in Figure 4.

1. Two to three hours after ingesting green tea, a very small amount of EGCG is taken up
from the small intestine and enters the brain parenchyma through the bloodstream.

2. The incorporated EGCG activates the nerve cells by enhancing IEG expression and
promoting cell differentiation. After this, the EGCG is excreted.

3. On the other hand, in the large intestine, most of the EGCG is decomposed from EGC
into valerolactones, such as EGC-M5, by the intestinal microbiota over a period of 8 h.

4. The resulting EGC-M5 (and other decomposed products) is taken up from the
large intestine.

5. EGC-M5 and its conjugates are delivered to the brain via systematic circulation.
6. Nerve cells are reactivated again.

In this way, by drinking a few cups of green tea every day, brain aging might be
slowed. The bioavailability of catechins was thought to be low, but in fission metabolites,
it has been reported to be approximately 40 to 62%, albeit with large variability among
individuals [52,61]. It has been pointed out that phenylvalerolactone and phenylvaleroic
acid are important as metabolic fission products common to flavan-3-ols [52]. In addition
to the effects of EGCG degradation products on nerve cells, beneficial effects on blood
pressure, immunity, and glucose metabolism have been reported [18–20]. The physiological
effects of catechin degradation products will become even more apparent in the future.
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3. Theanine and Arginine

Theanine is one of the amino acids that has been discovered in Gyokuro, a high-grade
green tea. In 1950, Yajiro Sakato revealed its chemical structure to be γ-glutamylethylamide [62].
Theanine is an amino acid unique to tea. Almost no theanine is detected in other kinds
of Camellia (Genus Camellia) plants [63]. Amino acids make up 1–8% of dried tea leaves,
of which theanine makes up approximately half [64]. Since theanine is synthesized in the
roots of tea and stored in the leaves via the trunk, it is thought that theanine is produced
to store the absorbed ammonia nitrogen in a safe form [65]. The young shoots at the tip
have a high content of theanine. Because theanine is metabolized into polyphenols such as
catechins in sunlight [66], blocking the sunlight for two to three weeks before harvesting
suppresses the decomposition of theanine and maintains high levels. Arginine is the second
most abundant free amino acid in tea cultivated in Japan after theanine, but its content is
low in Assam and its hybrids [67].

As theanine is similar to glutamic acid, which is one of the transmitters in the brain, it
was predicted to have some physiological action in the brain, and many studies have been
conducted to address this. Theanine absorbed from the intestine enters the brain through
the BBB [68]. Furthermore, it has been reported that theanine’s effects on neurotransmitters
in the brain, such as dopamine [66], suppress excitation by caffeine [69], improve mem-
ory [70], have a high affinity for the glutamine transporter [70], and enact a neurogenic
effect [71]. As regards the actions of theanine in humans, a relaxing effect [26], stress
reduction [24,25], and a reduction in depression and schizophrenia [72] have been reported.
On the other hand, little attention has been paid to the functionality of arginine in green
tea, but it has been revealed to have an excellent stress-reducing effect, similar to that of
theanine [27,28]. Here, we focus on the suppression of brain aging via the stress-reducing
effects of theanine and arginine and introduce a partially elucidated mechanism.

3.1. Adrenal Hypertrophy by Psychosocial Stress and Its Suppression by Theanine

Moderate stress is thought to be necessary and beneficial, but when excessive stress
is experienced for a long period of time, it causes the onset and exacerbation of various
diseases, such as depression, mood disorders, cardiovascular diseases, and age-related
diseases [73,74]. A confrontational housing situation, using territorial male mice, increases
the psychosocial stress load in each mouse, which is similar to the stress encountered
by humans (Figure 5) [75]. When the mice experience stress, stress responses, such as
changes in hormone secretion and adrenal hypertrophy, are observed in the activation of
the hypothalamus–pituitary–adrenal (HPA) axis via excitatory signals. Adrenal hypertro-
phy and the altered diurnal rhythm of glucocorticoids were observed in mice placed in
confrontational housing. However, the ingestion of theanine (6 mg/kg) brought them to a
normal state [75]. The normal circadian rhythm of glucocorticoids has been reported to be
important for synaptogenesis in the brain [76], and stress-induced hormonal disturbances
are thought to cause cognitive decline. The normalization of the HPA axis by theanine may
also affect brain function.
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Figure 5. Confrontational housing as a psychosocial stress loading scenario. To create confrontational
housing, a standard polycarbonate cage was divided into two identical subunits with a stainless-steel
partition (single housing). Two mice were housed in the partitioned cage for one week (for a short-
term experiment) or one month (for a long-term experiment). Then, the partition was removed, and,
subsequently, the two mice co-inhabited the same cage (confrontational housing). Group-housed
mice were housed in groups of six as a control housing scenario. These mice ingested water with or
without theanine (6 mg/kg).

Adrenal hypertrophy, due to confrontational housing, has been observed in all strains
of male mice examined so far, but differences in resilience to stress have been found. For
example, adrenal hypertrophy began to decrease after 10 days of stress loading in ddY
mice [75] (a commonly used outbred strain), but hypertrophy was observed even after
7 months in senescence-accelerated SAMP10 mice [77]. SAMP10 mice have a shorter
lifespan than normal mice, and brain atrophy and decreased brain function are observed
with aging [77]. Theanine showed an excellent suppressive effect on adrenal hypertrophy
in mice of both strains. In females, adrenal hypertrophy was not clearly observed under
confrontational housing conditions, because females are less territorial than males.

3.2. Longevity Shortened by Stress and Its Suppression by Theanine and Arginine

The average survival time of SAMP10 mice was 17.6 ± 1.2 months under normal
group housing conditions, which decreased significantly under confrontational housing
conditions to 13.6 ± 1.5 months (Figure 6) [77]. Survival was reduced by three quarters
due to stress loading. However, mice drinking water containing theanine (6 mg/kg) under
the same stress-loading conditions showed a similar survival time to group-housed mice
(17.9 ± 1.4 months). The longevity of group-housed mice was not prolonged by theanine
intake, indicating that theanine suppresses the shortening of survival time by reducing
stress. On the other hand, no shortening of lifespan due to stress load was observed in
ddY mice. Individual differences in susceptibility to stress are well known, but it is not yet
fully understood what causes these differences. SAMP10 and ddY mice may be suitable
laboratory animals to assess differences in stress sensitivity.

The median survival time (MST) was significantly longer in SAMP10 mice ingesting
arginine (3 mg/kg) under stress-loading conditions (16.6 months) than in mice receiving
no arginine (10.5 months) [28]. The dose of arginine was based on data regarding the
suppression of adrenal hypertrophy, which was observed to occur at approximately half the
dose of theanine. It was also determined by the fact that arginine represents approximately
half the theanine in green tea.
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Figure 6. The effect of confrontational housing on the lifespan of SAMP10 mice. Mice were housed
alone for one month before confrontational housing conditions were induced. Mice that died early
were observed, and the maximum survival time was approximately 20 months (closed square). In
contrast, group-housed control mice began to die at around 12 months of age, with a maximum
survival time of 26 months (open circles) (n = 12) [77].

3.3. Promotion of Cognitive Decline Due to Stress Load, and Accumulation of Oxidative Damage

SAMP10 mice undergo a significant reduction in learning ability after 11 months of
age, but no reduction has yet been observed at 8 months of age. However, under stress-
loading conditions, it has been found that learning ability declines as early as 8 months of
age, indicating that stress promotes a decline in brain function [77]. On the other hand, no
reduction in brain function has been observed in stress-loaded mice ingesting theanine or
arginine [28,77]. Since the brain consumes a large amount of oxygen, it is susceptible to
oxidative damage due to the production of many reactive oxygen species (ROS) during the
metabolic process [78]. When the level of 8-oxodeoxyguanosine in cerebral cortical DNA
was measured at 9 months of age as a marker of oxidative damage, this damage was seen to
be significantly increased in mice under stress-loaded conditions as compared with mice of
the same age under group housing conditions [77]. SAMP10 mice produce more ROS in the
brain from a young age than normal mice [79], and the activity of glutathione peroxidase
tends to decrease in aged mice [80]. Therefore, oxidative damage tends to accumulate with
age. However, as theanine has no direct or strong antioxidant effect similar to catechins, the
suppression of oxidative damage via the ingestion of theanine is considered to be indirectly
caused by the balance of ROS production/elimination in the brain.

3.4. Brain Atrophy Due to Stress Load and Suppression by Theanine

It has been reported that severely stressed people [30–32] and abused children [33–35]
experience brain atrophy. SAMP10 mice show cerebral atrophy with aging, and it was
revealed that stress load further promotes cerebral atrophy [77]. In order to clarify when
and where stress-induced brain atrophy occurs, the brains of mice under confrontational
housing conditions were closely analyzed using ex vivo magnetic resonance scanning
(MR) [81]. The mice were kept under confrontational housing conditions. The theanine
group freely drank water containing theanine (6 mg/kg/day). The control mice drank
water. Significant atrophy occurred in the cerebral cortex one month after stress loading,
and then atrophy progressed in the control mice (Figure 7a) [81]. Similar atrophy levels
were observed in the theanine group mice one month later under stress loading, but these
were recovered after 2 months. The hippocampus tended to atrophy one month after the
start of stress loading, but at 6 months, the hippocampus of mice in the theanine group
was significantly larger than that of control mice [81], while the cerebral cortex of ddY mice
atrophied in the control group one month after the start of stress loading but recovered
thereafter [81] (Figure 7b). No atrophy was observed in the theanine group of ddY mice.
Similar effects were observed in the hippocampus. There was a difference in stress-induced
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brain atrophy between SAMP10 and ddY mice. These results confirm that stress-induced
atrophy of the brain occurs at an early stage, and theanine is involved in the suppression
and recovery of stress-induced brain atrophy.
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Figure 7. The time course of the neocortex volume in SAMP10 (a) and ddY mice (b) between the
control (open circle) and theanine (closed circle) groups under confrontational housing conditions.
The mice were dissected after 0, 1, 2, 4, and 6 months of confrontational housing and subjected to
measurement for ex vivo MR (n = 3–12; *, p < 0.05) [81].

3.5. Changes in Hippocampal Gene Expression Due to Stress Loading and Suppression by
Theanine or Arginine

Since changes in the initial stage of stress loading were clearly important, changes
in hippocampal gene expression on the third day of stress loading were comprehen-
sively investigated. The expression of lipocalin 2 (Lcn2) was markedly increased in
SAMP10 mice by stress loading but was clearly suppressed following theanine intake [81]
(Figure 8). The increase in ddY was slight. Excessive Lcn2 expression has been reported
to lead to increased neuronal cell death, as Lcn2 is released from activated astrocytes and
increases nerve cell damage and inflammation [82]. Excessive Lcn2 expression in SAMP10
mice is thought to be a primary cause of brain atrophy. In addition, the control of Lcn2 by
theanine may be critical in suppressing the chronic inflammation associated with aging
and neurodegenerative diseases.

Molecules 2021, 26, x FOR PEER REVIEW 11 of 20 
 

 

into the brain, is reported to act strongly on the glutamine transporter and suppress hy-

perexcitability by suppressing the supply of glutamate [70]. Since Npas4 also regulates 

nerve excitement/inhibition, it is necessary to investigate how the balance between gluta-

mate and γ-aminobutyric acid (GABA), an inhibitory neurotransmitter, is altered by 

theanine intake. 

 

Figure 8. Expression levels of Lcn2 and Npas4 mRNA in the hippocampus of SAMP10 and ddY 

mice. Mice consumed theanine (closed bar) or normal tap water (control, open bar) ad libitum. After 

single housing for one month, hippocampal samples were obtained from mice housed confronta-

tionally after 0 days, 3 days, and 1 month. Values are expressed as the means ± SEM (n = 3–6, * p < 

0.05) [81]. 

Next, to investigate the mechanism of the anti-stress effect of arginine, early changes 

in gene expression levels were measured in SAMP10 mice on day three of stress loading 

[28]. The genes that maintain mitochondrial functions and neuronal survival, including 

hemoglobin alpha, adult chain 2 (Hba-a2) and hemoglobin beta, adult minor chain (Hbb-

b2), were significantly increased in mice that ingested arginine. In contrast, several genes 

associated with the oxidative stress response and neuronal excitotoxic cell death, includ-

ing nuclear receptor subfamily 4, group A, member 1 (Nr4a1), activity-regulated cytoskel-

eton-associated protein (Arc), and cysteine-rich protein 61 (Cyr61), were remarkably in-

creased in response to stress. However, their expression was significantly suppressed in 

mice that ingested arginine. In fact, lipid peroxidation in the brains of stressed mice was 

significantly lowered by arginine intake [28]. These results indicate that arginine reduces 

oxidative damage and enhances mitochondrial functions in the brain. 

Both theanine and arginine have a stress-reducing effect, but there are differences in 

the major genes that they each target. Since many changes occur in organisms in response 

to stress loading, it is possible that there are various targets in stress reduction. 

3.6. Changes in Hippocampal Metabolites and Behavior One Month after Stress Loading 

Furthermore, the effects of theanine intake on behavior were compared at one month 

after stress loading, at which point cerebral atrophy was markedly observed. As a result, 

in SAMP10 and ddY mice, the immobility time in the tail suspension test was significantly 

shortened in the theanine intake group, suggesting that theanine intake improves depres-

sive behavior in stress-loaded mice [86]. After this, changes in the metabolites in the hip-

pocampus were investigated. The hippocampus is a stress-sensitive tissue in the brain. 

For example, chronic stress has been shown to significantly reduce the hippocampal vol-

ume in mice and impair hippocampal neurogenesis [87]. Neurogenesis in the hippocam-

pus occurs throughout life, which regulates the inhibitory circuitry [88] and could be as-

sociated with hippocampus-dependent learning and memory [89–91]. 

0

10

20

30

40

0
 d

a
y

3
 d

a
y

s

1
 m

o
n

th

0
 d

a
y

3
 d

a
y

s

1
 m

o
n

th

SAMP10 ddY

m
R

N
A

 f
o
ld

 c
h

a
n
g
e
s

Lcn2

0

1

2

3

4

0
 d

a
y

3
 d

a
y

s

1
 m

o
n

th

0
 d

a
y

3
 d

a
y

s

1
 m

o
n

th

SAMP10 ddY

m
R

N
A

 f
o

ld
 c

h
a

n
g
e
s

Npas4

*

*

*

* *
*

Figure 8. Expression levels of Lcn2 and Npas4 mRNA in the hippocampus of SAMP10 and ddY mice.
Mice consumed theanine (closed bar) or normal tap water (control, open bar) ad libitum. After single
housing for one month, hippocampal samples were obtained from mice housed confrontationally
after 0 days, 3 days, and 1 month. Values are expressed as the means ± SEM (n = 3–6, * p < 0.05) [81].
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On the other hand, the expression of Npas4 was significantly reduced in the hippocam-
pus of SAMP10 mice by stress loading, but this reduction was suppressed in the mice
ingesting theanine [81] (Figure 8). In ddY mice, the expression of Npas4 was increased,
while this was slightly suppressed in the theanine group. Npas4, one of the IEGs, plays
an important role in neural activity-dependent synaptogenesis as a transcription factor
and is closely involved in anxiety, depressive behavior, and learning behavior [83]. It
has been reported that Npas4 expression in the hippocampus decreases when rats are
subjected to chronic stress, but this level is more effectively restored in stress-resistant
(resilient) compared to stress-vulnerable rats [84]. These early changes in gene expression
are considered to be one reason for the stress vulnerability of SAMP10 mice. Although
SAMP10 is vulnerable to stress, it has been suggested that theanine may enhance resilience
by regulating Npas4 and Lcn2 expression.

Glutamate, the major excitatory neurotransmitter, regulates the HPA axis via gluta-
mate receptors in the paraventricular nucleus of the hypothalamus [85]. Theanine, taken
into the brain, is reported to act strongly on the glutamine transporter and suppress hy-
perexcitability by suppressing the supply of glutamate [70]. Since Npas4 also regulates
nerve excitement/inhibition, it is necessary to investigate how the balance between glu-
tamate and γ-aminobutyric acid (GABA), an inhibitory neurotransmitter, is altered by
theanine intake.

Next, to investigate the mechanism of the anti-stress effect of arginine, early changes
in gene expression levels were measured in SAMP10 mice on day three of stress load-
ing [28]. The genes that maintain mitochondrial functions and neuronal survival, including
hemoglobin alpha, adult chain 2 (Hba-a2) and hemoglobin beta, adult minor chain (Hbb-b2),
were significantly increased in mice that ingested arginine. In contrast, several genes
associated with the oxidative stress response and neuronal excitotoxic cell death, including
nuclear receptor subfamily 4, group A, member 1 (Nr4a1), activity-regulated cytoskeleton-
associated protein (Arc), and cysteine-rich protein 61 (Cyr61), were remarkably increased
in response to stress. However, their expression was significantly suppressed in mice that
ingested arginine. In fact, lipid peroxidation in the brains of stressed mice was significantly
lowered by arginine intake [28]. These results indicate that arginine reduces oxidative
damage and enhances mitochondrial functions in the brain.

Both theanine and arginine have a stress-reducing effect, but there are differences in
the major genes that they each target. Since many changes occur in organisms in response
to stress loading, it is possible that there are various targets in stress reduction.

3.6. Changes in Hippocampal Metabolites and Behavior One Month after Stress Loading

Furthermore, the effects of theanine intake on behavior were compared at one month
after stress loading, at which point cerebral atrophy was markedly observed. As a result,
in SAMP10 and ddY mice, the immobility time in the tail suspension test was signifi-
cantly shortened in the theanine intake group, suggesting that theanine intake improves
depressive behavior in stress-loaded mice [86]. After this, changes in the metabolites in the
hippocampus were investigated. The hippocampus is a stress-sensitive tissue in the brain.
For example, chronic stress has been shown to significantly reduce the hippocampal vol-
ume in mice and impair hippocampal neurogenesis [87]. Neurogenesis in the hippocampus
occurs throughout life, which regulates the inhibitory circuitry [88] and could be associated
with hippocampus-dependent learning and memory [89–91].

Among the statistically altered metabolites, kynurenine (Kyn) and histamine were sig-
nificantly higher in SAMP10 than in ddY. Kyn has been reported to increase in chronically
stressed rats [92]. In addition, the Kyn pathway plays a key role in depressive behavior
in mice [93,94]. Since Kyn is produced from tryptophan via indoleamine-2,3-dioxygenase
(IDO), the high expression level of IDO in SAMP10 mice under stress loading may con-
tribute to the high level of Kyn in SAMP10 mice [86]. Histamine, which is enhanced by
a variety of stressors, has strong effects on excitability in the hippocampus [95]. The syn-
thesis of histamine is controlled by the inhibitory H3 auto-receptors located on histamine
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neurons [96]. Theanine intake significantly suppresses histamine levels in stress-loaded
SAMP10 mice [86], suggesting that the histaminergic system is an important target for
theanine. In addition, theanine has been suggested to improve sleep quality [72,97]. It is
interesting that histamine likely plays a pivotal role in the regulation of sleep–wakefulness
via the H1 and/or H3 receptors [96].

On the other hand, carnosine has been shown to be present at high concentrations in
the brain and has been reported to have antidepressant effects [98,99]. Carnosine levels were
significantly lower in SAMP10 than ddY mice, but these levels were significantly increased
in SAMP10 mice that ingested theanine under confrontational housing conditions [86]. In
addition, the levels of ornithine, which has anti-stress effects, were significantly lower in
SAMP10 mice than in ddY mice [86].

In summary, depressive behavior was observed under long-term stress conditions.
Here, depression-related Kyn and excitement-related histamine levels increased in the
hippocampus, while antidepressant-related carnosine and anti-stress-related ornithine
levels decreased. It has been suggested that theanine intake regulates their levels and
improves depressive behavior. These metabolic differences may help to determine stress
vulnerability.

3.7. Brain Aging Acceleration Due to Psychosocial Stress

The relationship between stress and brain aging described in this section can be
summarized as follows (Figure 9). In stress-vulnerable mice (SAMP10), brain atrophy was
observed at least one month after stress loading, which then further progressed with aging,
resulting in aging promotion (decreased brain function and shortened lifespan). On the
other hand, in stress-resilient mice (ddY), the degree of atrophy in the brain due to the
stress load was not significant; furthermore, this atrophy was recovered, and no effect on
brain function or longevity was observed.
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Figure 9. The relationship between stress and brain aging.

In SAMP10 mice given theanine, stress-induced atrophy in the brain subsequently
recovered, though not completely. No atrophy was observed in ddY mice receiving
theanine. In addition, mice ingesting theanine and arginine exhibited suppressed cognitive
decline and lifespan shortening. Stress seems to cause neuroinflammation, oxidative stress,
imbalances in excitation/suppression, and the suppression of neurogenesis in the brain.
Although some of theanine and arginine’s target genes have been identified in the early
stages of stress loading, further research is needed to elucidate the effects of theanine and
arginine on complex biological stress responses. Nevertheless, for those who are vulnerable
to stress, theanine and arginine are probably essential substances.

4. Function of Green Tea

Green tea (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) is an unfermented tea that remains green
via the rapid inactivation of enzymes during heating, such as polyphenol oxidase, and the
prevented oxidation of the components. There are two main types of green tea [100]. One is
Sencha, which is made from ordinary tea leaves and is rich in catechins. The other includes
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Gyokuro and Tencha, which are deprived of sunlight for approximately 20 days before
harvesting. Shaded tea leaves have a high content of theanine because their metabolization
into catechins is suppressed. The theanine content is higher in higher-grade green tea.
Matcha tea is made by grinding Tencha into a fine powder with a stone mill. Catechins,
caffeine, and amino acids containing theanine provide the taste components of astringency,
bitterness, and umami, respectively. In addition, the balance of these ingredients affects the
functionality of the tea.

4.1. Stress-Reducing Effect of Green Tea with Lowered Caffeine

It has been determined that the stress-reducing effect of theanine is strongly sup-
pressed by the presence of caffeine and EGCG [27]. Therefore, the amount of caffeine in
picked tea leaves can be reduced to 1/3–1/4 by spraying them with hot water [27]. The tea
produced in this way is called low-caffeine green tea.

The elution of caffeine and EGCG depends on the water temperature—their elution
degree decreases in cold water—but amino acids and EGC are less affected by water
temperature [101]. Therefore, low-caffeine green tea eluted with cold water has low levels
of caffeine and EGCG and relatively high levels of theanine, arginine, and EGC. The mean
value of each component of green tea used in clinical studies with participants in their
80s–90s is shown in Table 2.

Table 2. The content of caffeine, catechins, and amino acids in a solution of green tea.

Green Tea
Caffeine
(mg/L)

Catechins (mg/L)

EGCG EGC ECG EC CG (+) C Total

Standard 120 117 73.2 26.5 43.9 0.41 5.47 266
Low -caffeine 37.2 64.7 145 10.7 53.8 0.26 4.13 278

Green tea
Free amino acids (mg/L)

Theanine Glu Arg Asp Gln Ser Ala Asn GABA Total

Standard 36.0 9.12 7.28 7.44 5.34 2.99 0.90 0.76 0.47 70.4
Low -caffeine 85.2 18.2 21.6 12.9 15.8 5.73 2.16 1.21 1.51 164

Low-caffeine green tea (20 g) was steeped in 2000 mL room-temperature water. Standard green tea (10 g) was steeped in 2000 mL boiling
water. EGCG, (−) epigallocatechin gallate; EGC, (−) epigallocatechin; ECG, (−) epicatechin gallate; EC, (−) epicatechin; CG, (−) catechin
gallate; (+) C, (+) catechin; Glu, glutamic acid; Arg, arginine; Asp, aspartic acid; Gln, glutamine; Ser, serine; Ala, alanine; Asn, asparagine;
GABA, γ-amino butyric acid.

Participants in their 20s (young), 40s–50s (middle-aged), and 80s–90s (elderly) drank
low-caffeine green tea eluted with room-temperature water. Salivary alpha-amylase is a
non-invasive biomarker of the sympathetic nervous system [102]. The salivary amylase
activities (assessed in the subjects waking up in the morning) in the low-caffeine green tea
intake group were shown to be lower than those in the control group (standard green tea or
barley tea) in all age groups [103–105]. This indicates that the ingestion of low-caffeine green
tea is useful for suppressing stress. A self-diagnostic assessment of accumulated fatigue and
work severity, which was created by the Japanese Ministry of Health, Labor, and Welfare,
was carried out every Monday morning and every Friday evening throughout the test
period. The degree of fatigue accumulation on Monday morning was significantly lower
in the middle-aged low-caffeine green tea intake group [104]. An electroencephalogram
(EEG) was taken during sleep using a single-channel EEG (Sleep Scope, SleepWell Co.,
Osaka, Japan). Although there were individual differences in sleep characteristics, an early-
morning awakening was suppressed in the elderly low-caffeine green tea intake group [105].
A similar effect was observed in middle-aged people [104]. Early-morning awakening,
with an inability to return to sleep, is a common sleep problem in older people [106], and
so the intake of low-caffeine green tea may improve their quality of sleep. In addition,
in elderly participants whose salivary amylase activity was lowered by the ingestion of
low-caffeine green tea, several sleep parameters, such as sleep efficiency, sleep onset latency,
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and non-REM sleep, were improved [105]. These data show that reducing the caffeine and
EGCG levels in green tea not only enhances the stress-reducing effects of theanine but also
improves sleep. Better sleep is broadly beneficial because chronic insomnia can increase
the risk of cognitive impairment, anxiety, depression, and cardiovascular disease [107].

4.2. Stress Reduction by Matcha

Matcha is a green tea that contains more theanine and caffeine, and fewer catechins,
than Sencha. However, these components vary considerably depending on the cultivation
conditions and harvest time. Therefore, some samples of Matcha were evaluated for their
stress-reducing effects via an animal experiment. Here, Matcha with a CE/TA ratio of 2 or
less—where the CE/TA ratio indicates the molar ratio of the sum of caffeine (C) and EGCG
(E) to the sum of theanine (T) and arginine (A)—was able to suppress stress, indicated by
adrenal hypertrophy, in mice [29].

The stress-reducing effect of Matcha suspended in water was examined in participants
in their 20s. When evaluated by salivary amylase activity, Matcha with a CE/TA ratio of
1.79 was shown to reduce stress, but that with a CE/TA ratio of 10.79 did not show any
effect [29]. A similar difference in effect was observed when these Matcha varieties were
baked into cookies and ingested [108].

Of the 76 brands of Matcha sold in Japan, 32 had a CE/TA ratio of 2 or less [29]
(Figure 10). Of the 67 brands of Matcha sold outside of Japan, only one brand had a CE/TA
ratio of 2 or less. These data indicate that not all Matcha varieties can be expected to have a
stress-relieving effect.
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Figure 10. The amount of theanine, and the molar ratio of caffeine and EGCG to theanine and
arginine, in 76 samples of Matcha marketed in Japan (a) and 67 samples of Matcha marketed outside
of Japan (b).

4.3. Anti-Depressant Effect of Shaded White Leaf Tea (SWLT)

When a green tea plant is completely shaded for approximately two weeks, its levels
of amino acids can be increased six- to seven-fold as compared with ordinary Sencha. The
green tea produced in this way is called shaded white leaf tea (SWLT), and it is gaining
interest as a green tea with a strong umami taste [109]. In SWLT, the theanine level is
increased around 5-fold, and the arginine around 13-fold, compared to normal Sencha
(Table 3); its CE/TA ratio is 1.12, thus suggesting a stress-reducing effect. However, no
significant stress-reducing effect of this variety was observed in a clinical study [110].
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Table 3. The caffeine, catechin, and amino acid contents in the eluate of SWLT and Sencha.

Tea
Caffeine
(mg/L)

Catechins (mg/L)

EGCG EGC ECG EC GC CG (+) C

SWLT 209.8 150.4 135.2 24.6 41.0 5.0 2.8 3.4
Sencha 112.0 134.2 229.0 21.0 46.6 13.6 4.6 2.0

Tea
Free amino acids (mg/L)

Theanine Arg Gln Asn Asp Glu Ser GABA Total

SWLT 140.2 69.9 51.7 33.8 33.5 19.3 12.6 0 361.0
Sencha 28.8 5.4 3.9 0.7 5.5 6.9 2.2 0 53.5

Shaded white leaf tea (SWLT) and Sencha green tea (3 g) were steeped in 500 mL room-temperature water for 3 h.

In SWLT, complete shading for two weeks causes the decomposition of soluble pro-
teins, and its free amino acid composition is significantly different from that of general
Sencha [110]. Although theanine levels are increased in this variety, the proportion of
theanine in its total amino acid level is lower compared to Sencha, while the proportions of
arginine, glutamine, asparagine, aspartic acid, etc., were higher. An increase in asparagine
and aspartic acid was found to suppress the anti-stress effect of theanine [110]. Further-
more, no stress-reducing effect was observed in the eluate with a CE/TA ratio of 0.9 or
higher. It seems that tea eluate and Matcha are somewhat different.

On the other hand, depressive behavior was significantly suppressed in mice ingesting
SWLT for one month [110]. Depression is the most common mental illness, and stress is a
major risk factor for it. Stress loads initially cause excitement, but chronic stress leads to
depression. Therefore, in the context of long-term stress, a green tea that not only reduces
stress but also alleviates depression is necessary. The intake of green tea has been reported
to prevent depression, suggesting the involvement of caffeine and catechins [111]. For
example, caffeine and EGCG have been reported to increase the expression of glutamate,
a major excitatory neurotransmitter in the brain, while inhibiting GABA, an inhibitory
neurotransmitter [112,113]. Balancing excitement and depression in the brain is considered
to be very important for maintaining physical and mental health. In the near future, it will
be possible to produce green tea with a CE/TA ratio suitable for improving depression
in humans.

5. Conclusions

Epidemiological and animal studies have suggested that daily intake of green tea
catechins suppresses age-related cognitive decline. EGCG, the main catechin in green tea,
has been suggested to activate nerve cells, and its metabolic decomposition products act
similarly, with a time lag. Based on the BBB permeability of catechins and their degradation
products, several cups of green tea, or approximately one bottle of catechins, may reduce
the age-related decline in cognitive function.

In addition, theanine and arginine were shown here to have an excellent stress-
reducing effect and to suppress the shortening of lifespan and the deterioration in cognitive
function due to stress. Since brain atrophy followed by aging promotion, due to psy-
chosocial stress, were observed in stress-vulnerable mice, but not in stress-resistant ones,
theanine and arginine are probably essential substances for individuals who are vulnerable
to stress.

However, the effect of theanine and arginine was shown to be greatly determined by
the simultaneous presence of caffeine and EGCG. Differences in the molar ratio of CE/TA
(caffeine + EGCG/theanine + arginine) in green tea were shown to affect stress reduction
and sleep in experimental and clinical studies.

EGCG and theanine are unique ingredients in green tea that affect brain function. The
daily intake of a quantity of green tea appropriate for each physical and mental health
condition is suggested to suppress brain aging by activating nerve cells and reducing stress.
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Plant albinism causes the etiolation of leaves because of factors such as deficiency of 
chloroplasts or chlorophylls. In general, albino tea leaves accumulate higher free amino 
acid (FAA) contents than do conventional green tea leaves. To explore the metabolic 
changes of etiolated leaves (EL) in the light-sensitive Japanese albino tea cultivar 
“Koganemidori,” we performed integrated metabolome and transcriptome analyses by 
comparing EL with green leaves induced by bud-sport mutation (BM) or shading treatments 
(S-EL). Comparative omics analyses indicated that etiolation-induced molecular responses 
were independent of the light environment and were largely influenced by the etiolation 
itself. Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) enrichment and pathway 
analyses revealed the downregulation of genes involved in chloroplast development and 
chlorophyll biosynthesis and upregulation of protein degradation-related pathways, such 
as the ubiquitin-proteasome system and autophagy in EL. Metabolome analysis showed 
that most quantified FAAs in EL were highly accumulated compared with those in BM 
and S-EL. Genes involved in the tricarboxylic acid (TCA) cycle, nitrogen assimilation, and 
the urea cycle, including the drastically downregulated Arginase-1 homolog, which 
functions in nitrogen excretion for recycling, showed lower expression levels in EL. The 
high FAA contents in EL might result from the increased FAA pool and nitrogen source 
contributed by protein degradation, low N consumption, and stagnation of the urea cycle 
rather than through enhanced amino acid biosynthesis.
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INTRODUCTION

Albinism in plants is manifested as a phenotype of chlorotic 
or etiolated leaves (EL; i.e., white or yellow coloration, 
respectively) caused by deficiency of chloroplasts or chlorophylls. 
Many albino mutants have been identified in diverse plants, 
such as Arabidopsis (Motohashi et  al., 2012), rice (Wu et  al., 
2011), tobacco (Bae et  al., 2001), and tomato (Ishiga et  al., 
2009). Albinism phenotypes are caused by various factors, 
including environmental stress factors and abnormalities in 
genes involved in chloroplast development and/or chlorophyll 
biosynthesis (Kumari et  al., 2009). In Arabidopsis albino or 
pale green leaf mutants, a difference in metabolic profiles 
associated with disruption of the internal membrane structure 
of chloroplasts is observed (Satou et  al., 2014). However, less 
attention has been paid to metabolic dynamics in albino plants, 
although many studies of plant albinism have focused on direct 
factors causing albinism and the physiological functions involved 
in photosynthesis.

Tea plants (Camellia sinensis L.) are cultivated predominantly 
in Asia for production of green, oolong, and black tea, which 
are popular beverages throughout the world. Approximately 2 
billion cups of tea are consumed daily worldwide (Drew, 2019), 
and drinking tea reportedly has numerous health benefits (Zhang 
et  al., 2019). In general, tea quality is defined as the balance 
of the umami taste components such as free amino acids (FAAs) 
including theanine (Thea) and bitter taste components such 
as catechins and caffeine. In tea plantations, bud-mutants 
(bud-sports) with albino (chlorotic or etiolated) leaves are 
occasionally observed. Albino tea leaves generally contain higher 
FAA contents than those of conventional green tea leaves 
(Morita et  al., 2011; Du et  al., 2017; Cheng et  al., 2018; Lu 
et  al., 2018). Accumulation of high quantities of FAAs in the 
leaves improves the drinking quality of the brewed tea. Therefore, 
tea farmers have cloned albino mutants by cuttings to cultivate 
them as a unique cultivar and to take advantage of higher 
prices. Albino tea cultivars can be  classified into two main 
types: temperature sensitive and light sensitive (Zhang et  al., 
2020a). The Chinese cultivars “Anjibaicha,” “Qiannianxue,” and 
“Xiaoxueya” are the most important temperature-sensitive 
cultivars in cultivation, and the causes of albinism in these 
cultivars have been well studied. These cultivars develop “snow-
white” new leaves under a low temperature (<20°C) but greenish 
leaves under higher temperatures (22–25°C; Du et  al., 2017). 
“Huangjinya,” “Baijiguan,” and “Yujinxiang” are the predominant 
cultivars of light-sensitive tea in cultivation. Their leaves change 
to green with a decrease in light intensity or under shading 
(Wu et  al., 2016; Liu et  al., 2017; Zhang et  al., 2017), but 
these cultivars are poorly studied.

Omics approaches, such as metabolomics and transcriptomics, 
have become powerful tools for systematic monitoring of cellular 
responses (Fukushima and Kusano, 2014). In particular, integrated 
analysis of multiple omics data aids discovery and elucidation 
of underlying molecular mechanisms of complex traits. The major 
breakthrough in transcriptomics came with next-generation 
sequencing-based RNA sequencing (RNA-seq), which has allowed 
transcriptome analysis in species without prior availability of 

genomic information (Wang et al., 2009). Additionally, metabolomics 
has been extensively used as a principal tool for systems biology 
and molecular breeding as a result of technological advances, 
especially in improved mass resolution and sensitivity, high-
throughput analysis, chromatography and analytical methodologies, 
and increasing availability of bioinformatics tools and databases 
(Hall et al., 2002; Bino et al., 2004; Baran et al., 2009; Quanbeck 
et  al., 2012; Rhee, 2013; Rai et  al., 2017; Nakabayashi and 
Saito, 2020). Metabolomics directly provides an understanding 
of the association between metabolism and certain biological 
events. Integration of metabolomics and transcriptomics has 
contributed to understanding the regulation of plant metabolism, 
such as the identification of specific responses and coordinate 
regulation in glucosinolate metabolism to sulfur or nitrogen 
deficiency in Arabidopsis (Hirai et al., 2004), the understanding 
of cultivar differences in response to cold stress in tobacco 
(Jin et al., 2017), and metabolic reprogramming under different 
light qualities and intensities in leaf lettuce (Kitazaki et al., 2018).

Recently, integrated metabolome and transcriptome analyses 
of the light- and temperature-sensitive Chinese albino tea cultivars 
“Huangjinya” (Zhang et  al., 2017) and “Baiye 1” (Zhang et  al., 
2018), respectively, revealed a potential mechanism for coordinated 
regulation of carbon and nitrogen (N) metabolism. However, 
these previous studies (Zhang et  al., 2017, 2018) are limited by 
the fact that each EL is compared to a different environmental 
condition of light and temperature or different genotype. Most 
of the omics-based previous studies on albino tea leaves have 
focused on some N metabolism, such as the tricarboxylic acid 
(TCA) cycle, and have not comprehensively analyzed key primary 
metabolisms, such as the urea cycle and photosynthesis-related 
and specialized metabolisms. In addition, the genes expressed 
in EL are not accurately listed because most transcriptome 
analyses are in de novo-based RNA-seq, not reference genome 
based. Therefore, the previous omics analyses have not explained 
the detailed mechanisms leading to metabolic changes in EL.

The present study was designed to examine the metabolic 
changes of EL in the light-sensitive Japanese albino tea cultivar 
“Koganemidori” by comparing them with green leaves induced 
by bud-sport mutation (BM) and/or shading treatment based 
on metabolomic and transcriptomic analyses. Our discovery of 
BM allowed for comparative analyses independent of differences 
in genotype and light environment in EL. The recent draft 
genome sequencing in tea plants (Wei et  al., 2018) allowed us 
to perform the reference genome-based RNA-seq. The results 
indicated that the high FAA contents in EL were caused by 
promotion of the protein degradation pathway, low N consumption, 
and stagnation of the urea cycle rather than by enhanced amino 
acid biosynthesis.

MATERIALS AND METHODS

Plant Materials and Chlorophyll Meter 
(SPAD) Measurement
Four Japanese albino tea cultivars, “Koganemidori,” “Hoshinomidori,” 
“Kiraka,” and “Yamabuki,” and a leading green tea cultivar in 
Japan, “Yabukita,” were investigated in this study. Mature tea ridges 
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of “Koganemidori,” “Hoshinomidori,” and “Yabukita” were managed 
at the Tea Research Center, Shizuoka Prefectural Research Institute 
of Agriculture and Forestry, Kikugawa, Shizuoka, Japan. Mature 
tea ridges of “Kiraka” and “Yamabuki” were managed in private 
tea plantations at Fukuroi and Shizuoka, respectively, in Shizuoka 
Prefecture. New shoots of each albino tea cultivar in the four 
crop seasons, namely, spring (first), early summer (second), 
midsummer (third), and autumn (fourth), were plucked at three 
sites in tea ridges to measure the SPAD value. The average 
temperature in each sampling season in Shizuoka, Japan, was 
14°C for spring, 23°C for early summer, 25°C for midsummer, 
and 19°C for autumn. The SPAD value of the third leaf from 
the shoot tip at the four-leaf stage of new shoots was measured 
using a SPAD-502Plus absorbance-based chlorophyll meter (Konica 
Minolta Inc., Osaka, Japan). The new leaves of “Yabukita” were 
also used as a reference.

Mature tea ridges of “Koganemidori” and its BM were shaded 
with an 85%-black-shade cloth (85P, Dio Chemicals, Tokyo, 
Japan) for 14  days in the first crop season in spring. The tea 
canopy was indirectly covered by the shade cloth. After shade 
treatment, at the development of the fourth leaf of new shoots, 
the shoots were plucked from approximately eight sites in one 
replicate from nonshaded and shaded tea ridges. The plucked 
shoots with three replicates were immediately separated into 
individual leaves, frozen in liquid N, and stored at −80°C until 
subsequent analyses. Some of the frozen samples were freeze-
dried, ground to a fine powder, and stored at room temperature 
in the dark for subsequent chemical component analysis.

The experiment was conducted in 2015 and 2017, but the 
shading treatment of BM was not conducted in 2015. Each 
sample was defined as EL, BM, shaded EL (S-EL), and shaded 
BM (S-BM). In 2015, the dried samples were used for analysis 
of FAAs, catechins, and caffeine contents. In subsequent catechins 
and caffeine measurements, for the fourth new leaves of S-EL, 
only two replicates could be  performed because of the small 
sample volume. Before plucking, the bottom leaf of new shoots 
at the four-leaf stage was used to measure photosynthesis 
activity. In 2017, the frozen samples were used for metabolome 
and transcriptome analyses, and the dried samples were used 
to analyze the chlorophyll content.

Measurement of Chlorophyll Content
Chlorophylls a and b were extracted from finely ground powder 
(5 mg) of freeze-dried leaf samples using N,N'-dimethylformamide 
(5  ml). After incubation for 24  h at 4°C in the dark to allow 
complete decolorization, the samples were centrifuged at 
2,000  ×  g for 30  min, and the absorbance of the supernatant 
was measured at 663.8 and 646.8 nm using a spectrophotometer 
(UV-1800, Shimadzu, Kyoto, Japan). Chlorophyll a and b 
contents were calculated using the equation of Porra et  al. 
(1989), and their total value was expressed as a phenotype of 
chlorophyll content.

Measurement of Photosynthetic Activity
The photosynthetic rate was measured with a portable photosynthesis 
system (LI-6400XT, LI-COR, Lincoln, NE, United  States). 

The conditions in the leaf chamber were set as follows: 
photosynthetic photon flux density 1,500  μmol  m−2  s−1, CO2 
concentration 380  μmol  mol−1, and block temperature 25°C. 
Photosynthesis was measured from 10:00 to 14:00. The net 
photosynthetic rate was expressed as the rate of CO2 uptake. 
Each leaf was measured three times to account for measurement 
errors, and the average value was taken as the measured value 
for each leaf.

Quantification of FAA Content
Dry ground plant tissue (10  mg) was added to 10  mg of 
polyvinylpolypyrrolidone and 5 ml of ultrapure water and extracted 
by shaking (130 strokes per minute) for 60  min at room 
temperature. After centrifugation at 2,000  ×  g for 15  min at 
4°C, the supernatant was passed through a 0.45-μm cellulose 
acetate filter (ADVANTEC, Tokyo, Japan). The filtered solution 
was stored at −30°C until high-performance liquid chromatography 
(HPLC) analysis. Homoserine, as an internal standard, was added 
to the filtered solution, and o-phthalaldehyde derivatives were 
analyzed using HPLC. The HPLC system (Shimadzu, Tokyo, 
Japan) comprised two LC-10AT pumps, a DGU-20A5R degasser, 
a CTO-10Avp column oven, a Prominence RF-20A fluorescence 
detector, an SCL-10Avp system controller, and an SIL-10AF 
autosampler. The HPLC conditions were as follows: injection 
volume, 5  μl; column, 150  mm  ×  4.6  mm  ×  5  μm Develosil 
ODS-HG-5 (Nomura Chemical Co., Ltd., Aichi, Japan); 
temperature of the column oven, 40°C; excitation wavelength, 
340  nm; and emission wavelength, 450  nm. Eluent A [5  mM 
citrate buffer, pH 6.0, and 5% (v/v) acetonitrile] and eluent 
B [5  mM citrate buffer, pH 6.0, and 70% (v/v) acetonitrile] 
were used as the mobile phases at a flow rate of 1.0 ml min−1. 
The elution was performed with the following gradient: initial 
concentration of 5.0% B, followed by 0.1  min hold at 5.0%, 
4.9  min linear gradient from 5.0 to 12% B, 15  min linear 
gradient from 12 to 22% B, 5.0  min linear gradient from 
22 to 95% B, 5.0 min hold at 95% B, 1.0  min linear gradient 
from 95 to 5.0% B, and 5.0  min linear gradient from 5.0 to 
0%. The solution of this mobile phase was eluted for 36  min 
per sample. Eight major FAAs in tea leaves (Mukai et  al., 
1992; Asp, aspartic acid; Asn, asparagine; Glu, glutamic acid; 
Gln, glutamine; Arg, arginine; Thea, theanine; Ala, alanine; 
GABA, gamma-aminobutyric acid) were used as standards 
and quantified.

Quantification of Catechins and Caffeine 
Contents
Dry ground plant tissue (25  mg) was added to 5  ml of 50% 
acetonitrile and extracted by shaking (130 strokes per minute) 
for 60 min at room temperature. After centrifugation at 2,000 × g 
for 15  min at 4°C, the supernatant was passed through a 
0.45-μm polytetrafluoroethylene filter (ADVANTEC, Tokyo, 
Japan). The filtered solution was stored at −30°C until HPLC 
analysis. The HPLC system (Shimadzu, Tokyo, Japan) comprised 
two LC-10ADvp pumps, a DGU-14A degasser, a CTO-20  AC 
column oven, a Prominence SPD-M20A photodiode array detector, 
an SCL-10Avp system controller, and an SIL-10ADvp autosampler. 
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The HPLC conditions were as follows: injection volume, 5  μl; 
column, 150 mm × 4.6 mm × 5 μm Develosil RPAQUEOUS-AR-5 
(Nomura Chemical Co., Ltd., Aichi, Japan); temperature of the 
column oven, 40°C; and photodiode array detector, 190–400 nm. 
Eluent A [400:10:1 ml (v/v/v), ultrapure water: acetonitrile: 85% 
phosphoric acid] and eluent B [2:1  ml (v/v/v), Eluent A: 
methanol] were used as the mobile phases at a flow rate of 
1.0  ml  min−1. The elution was performed with the following 
gradient: initial concentration of 1.0% B, followed by 2.0  min 
hold at 1.0% B, 43  min linear gradient from 1.0 to 80% B, 
5.0  min hold at 80% B, 10  min linear gradient from 80 to 
1.0% B, and a final concentration of 1.0% B for 5.0  min. The 
solution of this mobile phase was eluted for 65 min per sample. 
Six catechins [EC, (−)-epicatechin; ECG, (−)-epicatechin gallate; 
EGC, (−)-epigallocatechin; EGCG, (−)-epigallocatechin gallate; 
GC, (+)-gallocatechin; and (+)C, (+)-catechin] and caffeine were 
used as standards and quantified.

Metabolome Analysis Based on Capillary 
Electrophoresis-Time-of-Flight Mass 
Spectrometry
The metabolome analysis was conducted by Human Metabolome 
Technologies, Inc (Yamagata, Japan). Frozen ground samples 
(30  mg) were transferred to a tube containing 600  μl of 
methanol and 50  μM of an internal standard from Human 
Metabolome Technologies, Inc. After homogenization, 600  μl 
of chloroform and 240  μl of ultrapure water were added to 
the homogenate, mixed well, and centrifuged at 2,300  ×  g 
for 5  min at 4°C. The resultant water phases were subjected 
to ultrafiltration using a Millipore Ultrafree-MC centrifugal 
filter device 5  kDa (Millipore, Billerica, MA, United  States) 
and then centrifuged at 9,100  ×  g for 120  min at 4°C. The 
filtrates were dried, dissolved in 50  μl of ultrapure water, and 
subjected to CE-TOFMS analysis using an Agilent CE-TOFMS 
system (Agilent, Palo Alto, CA, United  States) following a 
previously described method (Soga and Neiger, 2000; Soga 
et  al., 2002, 2003). The 171 metabolites detected in at least 
one sample were used for subsequent analyses. Principal 
component analysis (PCA) was performed based on normalized 
data for the relative peak area to confirm reproducibility among 
replicates using the “prcomp” function in R software ver. 4.0.2 
(R Core Team, 2020). Differentially accumulated metabolites 
(DAMs) were detected based on multiple testing with the 
Benjamini-Hochberg false discovery rate (FDR) from p-values 
obtained with Welch’s t-test using the “t.test” and “p.adjust” 
functions in R software ver. 4.0.2 (R Core Team, 2020). A 
cutoff of FDR  <  0.05 was applied as DAMs in the 
subsequent analysis.

Transcriptome Analysis Based on 
RNA-Seq
Total RNA was extracted using the RNeasy Plant Mini Kit 
(Qiagen, Valencia, CA, United  States) in accordance with the 
manufacturer’s instructions. During RNA extraction, DNase 
treatment was not used because it did not affect the library 
preparation method. The RNA concentration was measured 

using a Qubit fluorometer (Thermo Fisher Scientific, Waltham, 
MA, United  States), and the RNA quality was assessed using 
a Bioanalyzer (Agilent). RNA samples with RNA integrity >8.0 
were used for subsequent RNA-seq. Library preparation was 
performed using a KAPA Stranded mRNA-Seq Kit (Kapa 
Biosystems, Wilmington, MA, United  States) in accordance 
with the manufacturer’s instructions. Sequencing was performed 
using a HiSeq  4,000 platform with the TruSeq SBS Kit v3-HS 
(Illumina, San Diego, CA, United  States) in paired-end mode 
with a read length of 100  bp. Each experiment was performed 
with three biological replicates for each sample. The sequence 
data in this RNA-seq have been deposited in the DNA Data 
Bank of Japan (DDBJ) Sequence Read Archive (accession 
number: DRA010755).

Reads were preprocessed using Trimmomatic-0.39 with the 
following parameters: ILLUMINACLIP TruSeq3-PE-2.fa:2:30:10, 
LEADING:15, TRAILING:15, SLIDINGWINDOW:10:15, and 
MINLEN:50. After preprocessing, the remaining reads were 
mapped to the tea reference draft genome (Wei et  al., 2018), 
which was downloaded from the Tea Plant Information Archive 
(TPIA; Xia et  al., 2019), using STAR ver. 2.7.3a (Dobin et  al., 
2013). Gene expression levels were estimated using RSEM ver. 
1.3.3 (Li and Dewey, 2011). The output of RSEM was subsequently 
analyzed using R software ver. 4.0.2 (R Core Team, 2020). 
Genes with zero counts in at least one sample were excluded, 
and 20,137 genes were used for subsequent analyses. PCA was 
performed based on transcripts per million to confirm the 
reproducibility among replicates using the “prcomp” function 
in R software ver. 4.0.2 (R Core Team, 2020).

Differentially expressed genes (DEGs) were detected using 
the R package “edgeR” ver. 3.30.3 (Robinson et  al., 2010) as 
follows. The count data of the remaining genes were normalized 
using the trimmed mean of the M-values method with the 
function “calcNormFactors.” The function “exactTest” was 
performed to calculate the log-transformed fold change (log2FC) 
and the FDR. The cutoff of FDR  <  0.05 was applied as DEGs 
in the subsequent analysis. Kyoto Encyclopedia of Genes and 
Genomes (KEGG) pathways and gene ontology (GO) 
enrichment analyses of the DEGs were performed using 
TeaCoN, a gene co-expression network database for tea plants 
(Zhang et  al., 2020b) with a cutoff FDR of <0.05. Pathway 
analysis of DAMs and DEGs was constructed based on the 
KEGG pathway. The genes used for the pathway analyses are 
summarized in Supplementary Table S1. Public tissue 
transcriptome data (Wei et  al., 2018) were downloaded from 
TPIA (Xia et  al., 2019).

RESULTS

Seasonal or Shading-Induced Changes of 
Leaf Color in Four Japanese Albino Tea 
Cultivars
We investigated the seasonal changes of leaf color in four albino 
tea cultivars in Japan from spring (the first crop season) to autumn 
(the fourth crop season). The EL of the temperature-sensitive 
cultivars “Kiraka,” “Hoshinomidori,” and “Yamabuki” were green 
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from early summer (the second crop season) to autumn (the 
fourth crop season; Supplementary Figure S1). Conversely, the 
EL of the light-sensitive cultivar “Koganemidori” were maintained 
from spring (the first crop season) to autumn (the fourth crop 
season; Supplementary Figure S1).

On albino tea plants, only the newly emergent leaves are 
etiolated, whereas the mature leaves are green. Thus, the mature 
leaf color of “Koganemidori” was green (visual observation; 
Figure  1A). In a tea ridge of new EL of “Koganemidori,” 
we  observed a BM in which the leaves reverted to green as 
a natural mutation (Figure  1A). The EL changed to green 
under shading treatment (Figures  1A,B,E). Additionally, the 
chlorophyll content in green leaves of BM was increased in 
response to shading treatment (Figures  1C–E). The 
photosynthetic rate of EL was low, whereas that of mature 
leaves was high, compared with the photosynthetic rates of 
BM and S-EL (Figure  1F).

Characterization of Tea Quality-Related 
Metabolites in EL
To characterize the chemical components of the EL of 
“Koganemidori,” we  analyzed the contents of eight FAAs (Asp, 
Asn, Glu, Gln, Arg, Thea, Ala, and GABA), six catechins [EC, 
ECG, EGC, EGCG, GC, and (+)C], and caffeine as major tea 
quality-related metabolites by HPLC. Figure  2 shows the FAA 
contents in new leaves and stems of EL, BM, and S-EL at 
the first crop in 2015. In most cases, the FAA contents in EL 
were significantly higher, especially in the third and fourth 
mature leaves, than those in BM. In new stems, the Glu, Gln, 
Thea, and Ala contents in EL were significantly higher than 
those in BM. The catechins and caffeine contents in EL, BM, 
and S-EL in the first crop are shown in Figure  3. In most 
leaves, especially the first and third leaves, the EC, ECG, EGC, 
and EGCG contents in EL were significantly lower than those 
in BM. The EC and GC contents in EL were decreased by 
shading. In new stems, the EGC content in EL was lower 
than that in BM. The caffeine content in EL was higher than 
that in BM and was increased in the second and third leaves 
by shading.

Integrated Omics Analyses Based on 
Metabolome and Transcriptome Data
To understand the molecular mechanism of etiolation and the 
induced metabolic changes in a light-sensitive albino tea cultivar, 
we  conducted analyses of the metabolome and transcriptome 
of each “Koganemidori” leaf in 2017. Metabolome analysis 
based on CE-TOFMS detected a total of 171 metabolites (84 in 
the cation mode and 87  in the anion mode; Supplementary 
Table S2). RNA-seq using a HiSeq  4,000 platform (with three 
replicates in each condition) yielded approximately 19–30 
million raw reads per replicate (Supplementary Table S3). Of 
the preprocessed reads, approximately 97% passed quality 
control and were mapped to the reference genome with an 
approximately 98% mapping rate. Expression of 20,137 genes 
was detected in all replicates. PCA was performed to assess 
the reproducibility of the metabolomes and transcriptomes. 

Under the same conditions, data for all three replicates 
corresponded closely, and EL, BM, S-BM, and S-EL were 
separated on the first principal component in both omics 
analyses (Figures  4A,B). DAMs and DEGs were detected 
statistically on the basis of the FDR cutoff of <0.05  in the 
three comparisons, namely, EL vs. BM (BM/EL), EL vs. S-EL 
(S-EL/EL), and BM vs. S-BM (S-BM/BM), to reveal the effect 
of greening and shading. A Venn diagram revealed 43 DAMs 
in common between BM/EL and S-EL/EL (Figure  4C), but 
only two DAMs in common between S-EL/EL and S-BM/BM 
(Supplementary Figure S2). The common DAMs detected 
between BM/EL and S-EL/EL included numerous FAAs 
(Figure  4C; Supplementary Table S2). For upregulated and 
downregulated DEGs, Venn diagrams revealed the same pattern 

A B

C D

E F

FIGURE 1 | Green phenotype induction in etiolated leaves (EL) of 
“Koganemidori.” Phenotype of the albino tea cultivar “Koganemidori” (A). 
Phenotype of EL after shading treatment (B). Green leaves resulting from a 
bud-sport mutation (BM) in the tea ridge of “Koganemidori” (C). Phenotype of 
BM after shading treatment (S-BM; D). Chlorophyll content in the third new 
leaf of etiolated leaves (EL), BM, shaded EL (S-EL), and S-BM at the first crop 
in 2017 (E). Photosynthetic rate of four leaves by leaf position in new shoots 
and mature leaves of EL, BM, S-EL, and S-BM at the first crop in 2015 (F). 
Data and error bars are the mean ± SD (n = 3). Statistical tests were 
performed based on Tukey’s honestly significant difference (HSD) test using 
the “glht” function of the R package “multcomp” ver. 1.4–13. Different letters 
above bars indicate a significant difference in each part of new shoots 
(Tukey’s HSD test, p < 0.05).
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as described for DAMs (Figure 4D; Supplementary Figure S2). 
Upregulated DEGs in common between BM/EL and S-EL/EL 
were enriched in KEGG pathways such as “photosynthesis 
(ko00195)” and “porphyrin and chlorophyll metabolism 
(ko00860)” involved in photosynthesis and chlorophyll metabolism 
and “TCA cycle (ko00020)” and “nitrogen metabolism (ko00910)” 
involved in amino acid metabolism (Figure  4D). 
Downregulated DEGs in common between BM/EL and S-EL/
EL were enriched in KEGG pathways such as “proteasome 
(ko03050),” “ubiquitin mediated proteolysis (ko04120),” and 
“autophagy (ko04136)” involved in protein degradation 
(Figure 4D). The GO terms that were enriched in upregulated 
or downregulated DEGs in common between BM/EL and 
S-EL/EL showed similar results to the KEGG pathway analysis 
(Supplementary Tables S4 and S5).

We conducted pathway analysis of DEGs involved in chloroplast 
development and chlorophyll metabolism. The Golden2-like 
(GLK) genes encode transcription factors that regulate chloroplast 
development in diverse species (Fitter et  al., 2002). The two 
homologs (GLK1-1, TEA009544; and GLK1-2, TEA015144) of 
the GLK1 ortholog were significantly downregulated in EL 
compared with that in BM and S-EL, but the GLK2 ortholog 
was upregulated in EL (Supplementary Figure S3). Genes that 
function in photosynthesis and light harvesting were also 
significantly downregulated in EL (Supplementary Figure S3). 
Additionally, most genes involved in chlorophyll biosynthesis, 

including the crucial genes protochlorophyllide reductase (POR) 
and chlorophyll a synthase (CHLG), were significantly 
downregulated in EL compared with that in BM and S-EL 
(Figures 5A,B). Most homologs of chlorophyllase (CLH), catalyzing 
the hydrolysis of chlorophyll, and chlorophyllide a oxygenase 
(CAO) were significantly upregulated in EL (Figures  5A,B).

Metabolome analysis based on CE-TOFMS indicated that 
most FAAs were highly accumulated in EL in contrast to BM, 
S-BM, and S-EL (Figure  6). We  used an integrated omics 
approach to understand the metabolic changes of pathways 
leading to high FAA contents in EL. Many genes involved in 
the TCA cycle and N assimilation showed low expression levels 
in EL (Figure  7). With a focus on the urea cycle of the N 
excretion pathway for recycling, the downregulation of one 
Arginase (ARG) homolog (ARG-1, TEA009085), which was the 
most highly expressed of the three ARG homologs, was observed 
in EL (Figure  7; Supplementary Figure S4).

DISCUSSION

Albino tea leaves generally accumulate higher FAA contents 
than those of conventional green tea leaves (Morita et  al., 
2011; Du et  al., 2017; Cheng et  al., 2018; Lu et  al., 2018). 
In the present study, we conducted an integrated metabolomic 
and transcriptomic approach to examine the metabolic changes 

FIGURE 2 | Effect of green phenotype induction on free amino acid content in new leaves and stems of the light-sensitive albino tea cultivar “Koganemidori.” The 
free amino acid contents in leaves at each leaf position (first, second, third, and fourth) and stems of new shoots at the first crop season in 2015 were analyzed by 
high-performance liquid chromatography (HPLC). Data and error bars are the mean ± SD (n = 3). Statistical tests were performed based on Tukey’s honestly 
significant difference (HSD) test using the “glht” function of the R package “multcomp” ver. 1.4–13. Different letters above bars indicate a significant difference in 
each part of new shoots (Tukey’s HSD test, p < 0.05). NS: not significant (p ≥ 0.05).
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of etiolation by comparing EL with green leaves (BM and 
S-EL) in a light-sensitive albino tea cultivar. Analyses of 
DAMs and DEGs showed that many molecules were shared 
among the greenish phenotypes (Figure 4). Although EL have 
hypersensitivity to light, our transcriptome data indicated that 
the common DEGs between BM/EL and S-EL/EL did not 
enrich the GO term associated with high light stress response 
(Mullineaux et  al., 2018), such as response to reactive oxygen 
(GO:0000302), response to oxidative stress (GO:0006979), and 
so on (Supplementary Tables S4 and S5). These results 
indicated that the etiolation-induced molecular responses were 
independent of the light environment and were largely 
influenced by the etiolation itself. Analyses of KEGG pathways 
and GO enrichment among the common DEGs revealed that 
the expression of genes functioning in chloroplast development 
and chlorophyll biosynthesis was drastically lowered in EL 
compared with that in BM and S-EL (Figure  4; 
Supplementary Figure S3; Supplementary Tables S4 and S5). 
The GLK transcription factors regulate chloroplast development 
(Fitter et  al., 2002). The Arabidopsis glk1 glk2 double mutant 
shows a pale green leaf phenotype, and mesophyll cells contain 
small chloroplasts with sparse thylakoid membranes that fail 
to form grana (Yasumura et  al., 2005; Waters et  al., 2008). 
In EL of the albino tea cultivar “Koganemidori,” the expression 
of two GLK1 orthologs (GLK1-1 and GLK1-2) was drastically 

reduced, but that of the GLK2 ortholog was not 
(Supplementary Figure S3). In the eudicot Arabidopsis, two 
GLK homologs, GLK1 and GLK2, act redundantly to regulate 
monomorphic chloroplast development (Fitter et  al., 2002). 
Conversely, in the monocot maize, each gene acts alone in 
one of the two photosynthetic cell types that develop in the 
leaf (Rossini et  al., 2001). These results suggested that the 
GLK1 homologs predominantly regulated chloroplast 
development in etiolation of albino tea leaves. Many genes 
involved in chlorophyll biosynthesis, including POR and CHLG, 
were downregulated in EL (Figures  5A,B). POR catalyzes 
the conversion of protochlorophyllide to chlorophyllide 
(Figure  5A) and is the only reaction that requires light in 
the chlorophyll pathway (Griffiths, 1978). The causal gene 
of the rice faded green leaf (fgl) mutant, which shows a 
yellow-green leaf phenotype, is a POR homolog (Sakuraba 
et  al., 2013). Previous studies on an albino tea cultivar have 
observed reduced expression of POR and its encoding genes 
(Dong et  al., 2018; Lu et  al., 2018). These results suggest 
that etiolation of a light-sensitive albino tea cultivar might 
be  caused by a redundant reduction of genes involved in 
chloroplast development and chlorophyll biosynthesis. A 
future challenge is to understand the regulatory mechanism 
of these genes, such as epigenetic regulation. For example, 
in a yellow fruit somatic mutant of apple (Malus × domestica), 

FIGURE 3 | Effect of green phenotype induction on catechin and caffeine contents in new leaves and stems of the light-sensitive albino tea cultivar “Koganemidori.” 
The catechin and caffeine contents in leaves at each leaf position (first, second, third, and fourth) and stems of new shoots at the first crop season in 2015 were 
analyzed by high-performance liquid chromatography (HPLC). Data and error bars are the mean ± SD (n = 3). The fourth new leaves in shaded EL (S-EL) comprised only 
two replicates. Statistical tests were performed based on Tukey’s honestly significant difference (HSD) test using the “glht” function of the R package “multcomp” ver. 
1.4–13. Different letters above bars indicate a significant difference in each part of new shoots (Tukey’s HSD test, p < 0.05). NS: not significant (p ≥ 0.05). NT: not tested.
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El-Sharkawy et  al. (2015) observed that differences in DNA 
methylation in the promoter region might be  an epigenetic 
factor responsible for the difference in fruit color.

The present HPLC and CE-TOFMS analyses showed that 
FAAs were more strongly accumulated in EL than they were 
in BM and S-EL (Figures 2, 6). Due to the annual (environmental) 
effect in the field and the differences of analytical methods, 
the trend in the FAA accumulation pattern in S-EL was slightly 
different between 2015 and 2017, but that pattern in BM was 
robust (Figures  2, 6). This result also indicated that FAAs 
were highly accumulated in EL under etiolation alone regardless 
of the light environment and that comparison of BM and 
S-EL green leaves, which share the same genetic background 
and environment as EL, is suitable as a comparative control 
to reveal metabolic changes in EL. This is an important point 
for understanding the metabolic changes because most previous 
studies (Morita et  al., 2011; Du et  al., 2017; Zhang et  al., 
2018) on albino tea leaves have been based on comparisons 
between an albino cultivar and a conventional green tea cultivar 
that differ in genetic backgrounds, which raises concerns about 
bias owing to the genetic differences. A comparative analysis 
of EL and shading-induced green leaves has also been performed, 

but it has not been possible to isolate physiological responses 
due to differences in light conditions (Zhang et  al., 2017). The 
experimental design in this study with BM and shading treatment 
allowed us to eliminate the effects of the light conditions and 
genetic background and to evaluate the effects of metabolic 
changes in etiolation itself. We conducted an integrated pathway 
analysis on primary metabolism, namely, the TCA cycle, N 
assimilation, and the urea cycle, involved in amino acid 
biosynthesis. Many genes involved in the TCA cycle and N 
assimilation showed low expression levels in EL (Figure  7). 
Downregulation of nitrate reductase (NR) and nitrite reductase 
(NiR) involved in N assimilation and of genes in the glutamine 
synthetase/glutamate synthase (GS/GOGAT) cycle was observed 
in EL (Figure  7). Theanine synthetase (TS) genes were not 
upregulated in EL (Figure  7). The metabolites from glycolysis 
in EL accumulated at the same level as in BM and S-EL 
(Supplementary Figure S5). These phenomena in EL, which 
have been observed in a previous study (Zhang et  al., 2017), 
might by caused by feedback inhibition in the TCA cycle and 
N assimilation metabolism due to the accumulation organic 
acids and amino acids. In addition, these results might indicate 
that the strong accumulation of FAAs in EL was not caused 

A C

B D

FIGURE 4 | Profiles of metabolomes and transcriptomes in etiolated tea leaves (EL) and under green phenotype induction by bud-sport mutation (BM) and shading 
treatment (S-EL). Principal component analysis (PCA) of the metabolome (A) and transcriptome (B) of EL under green phenotype induction. PC1 and PC2 scores 
were plotted to assess the reproducibility among the three replicates for all samples. Venn diagram analyses of differentially accumulated metabolites (DAMs; C) and 
differentially expressed genes (DEGs; D) in comparisons between BM/EL and S-EL/EL. Representative metabolites and enriched Kyoto Encyclopedia of Genes and 
Genomes (KEGG) pathways in DAMs and DEGs in common between BM/EL and S-EL/EL are listed to the right of the Venn diagrams.
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A B

FIGURE 5 | Expression profiles of genes involved in chlorophyll biosynthesis. Schematic presentation of the chlorophyll biosynthesis pathway (A) and expression 
profiles of genes involved in the pathway (B). Heatmaps show log2 fold change (log2FC) of the expressed genes in the comparisons between BM/EL (left), S-EL/EL 
(middle), and S-BM/BM (right). An asterisk in the boxes indicates a significant difference [false discovery rate (FDR) < 0.05].

FIGURE 6 | Metabolic changes of free amino acids in etiolated tea leaves (EL) and under green phenotype induction by bud-sport mutation (BM) and shading 
treatment (S-EL). The free amino acid contents in the third new leaf at the first crop season in 2017 were analyzed by capillary electrophoresis-time-of-flight mass 
spectrometry (CE-TOFMS). Ala means β-alanine. Data and error bars are the mean ± SD (n = 3).
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by the promotion of N assimilation and amino acid biosynthesis. 
In Arabidopsis albino or pale green leaf mutants, enhanced 
accumulation of several FAAs (especially Glu, Gln, and Asn) 
resulting from upregulation of N assimilation-related genes was 

observed (Satou et al., 2014). It was suggested that the albinism-
induced FAA accumulation in tea plants and Arabidopsis might 
be caused by different mechanisms. In addition to the regulatory 
mechanisms of each metabolic pathway, one reason that an 

A

B

FIGURE 7 | Etiolation-induced metabolic dynamics in the tricarboxylic acid (TCA) cycle, nitrogen assimilation, and the urea cycle based on an integrated pathway 
analysis of the metabolome and transcriptome in etiolated tea leaves (EL) and under green phenotype induction by bud-sport mutation (BM) and shading treatment 
(S-EL). The metabolism pathway was displayed with log2 fold change (log2FC) of metabolome data (A). Expression profiles of genes involved in the pathway (B). 
Heatmaps show log2 fold change (log2FC) of the metabolites and the expressed genes in the comparisons BM/EL (left), S-EL/EL (middle), and S-BM/BM (right). An 
asterisk in the boxes indicates a significant difference (FDR < 0.05).
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albino plant differs between tea and Arabidopsis plants is 
chimeras within the tree (the new leaves are albino and the 
mature leaves are green in a typical albino tea cultivar), which 
differ depending on the N sources for plant growth. However, 
in the present study, we detected the downregulation of ARG-1, 
which is the most highly expressed of the three ARG homologs 
in tea plants (Figure  7; Supplementary Figure S4). Although 
the upregulation of ARG-3 was observed in EL, it was the 
lowest expressed of the three ARG homologs 
(Supplementary Figure S4). ARG-1 was more highly expressed 
in new leaves than in mature and old leaves based on publicly 
available tissue transcriptome data for tea plants 
(Supplementary Figure S4; Wei et al., 2018). Arginase hydrolyzes 
arginine to urea and ornithine. An important role of mammalian 
ARG is elimination of waste N via the urea cycle. In contrast 
to this detoxification function, the coordinated activity of ARG 
and urease in plants provides a mechanism to recycle urea-N 
(Zonia et  al., 1995; Todd and Gifford, 2002). These results 
suggest that the reduced N efflux for N recycling in the urea 
cycle by downregulation of ARG might diminish the metabolic 
flow of the urea cycle, which in turn may cause upstream 
accumulation of amino acids. Functional analysis of ARG-1 
in tea plants warrants further study.

The present KEGG pathways and GO enrichment analysis 
revealed the upregulation of protein degradation-related pathways, 
such as the ubiquitin-proteasome system (UPS) and autophagy 
in EL (Figures  4C,D; Supplementary Tables S4 and S5). The 
UPS and autophagy are evolutionarily conserved systems for 
degradation of proteins and organelles (Dikic, 2017). Chloroplasts 
are also a target of the UPS and autophagy (Ling et  al., 2012; 
Ishida and Makino, 2018). The turnover of damaged chloroplasts 
is critical for management of oxidative damage and recycling 
of assimilated nutrients (Ishida and Makino, 2018). Two types 
of autophagy degrade chloroplasts: the Rubisco-containing body 
(RCB) pathway (Ishida et  al., 2008; Izumi et  al., 2015), by 

which autophagosomes transport a portion of the chloroplast 
stroma in a specific form enclosed in small bodies containing 
stromal proteins, and chlorophagy (Izumi et  al., 2017), which 
involves vacuolar transport of entire chloroplasts. In particular, 
RCB-mediated autophagy is important in recycling amino acids 
during developmental growth or adaptation to sugar starvation 
(Izumi et  al., 2013; Ono et  al., 2013; Hirota et  al., 2018). It 
is possible that chloroplast development in EL is abnormal, 
and therefore, autophagy of incomplete chloroplasts may 
be  active. The N cost of Rubisco and light-harvesting complex 
chlorophyll-binding proteins of photosystems I  and II (LHCs: 
LHCA and LHCB) is high in leaves (Evans and Seemann, 
1989; Makino et  al., 2003). These proteins are imported into 
chloroplasts. The LHCs bind pigments in chloroplasts, which 
are then protected against protein degradation (White and 
Green, 1987). However, the chlorophyll content was low in 
EL (Figure  1E); therefore, almost all LHCs could be  degraded 
because they could not bind to chlorophyll. The degradation 
of LHCs might have contributed to the high FAA content in EL.

The predominant N-containing compounds in tea plants are 
protein, chlorophyll, FAAs, and caffeine. In the present quantitative 
analysis, the caffeine content in EL was higher than that in BM 
and S-EL or did not change (Figure 3; Supplementary Figure S6), 
although the many genes involved in caffeine biosynthesis were 
downregulated in EL (Supplementary Figure S6). These results 
suggest that, although low N consumption in chlorophyll biosynthesis 
might have contributed to the elevated accumulation of FAAs in 
EL, N consumption in caffeine biosynthesis was not a factor. 
We performed transcriptome analysis of the flavonoid and catechin 
biosynthesis pathway, a specialized secondary metabolism pathway 
in tea plants. Most genes involved in the general flavonoid pathway 
and those involved in synthesizing catechins, including phenylalanine 
ammonia-lyase (PAL), chalcone synthase (CHS), leucoanthocyanidin 
reductase (LAR), and anthocyanidin reductase (ANR), were 
downregulated in EL (Supplementary Figure S7). These metabolic 

FIGURE 8 | Hypothetical schematic model of albinism-induced accumulation of free amino acids in an etiolated tea cultivar.
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changes in flavonoid and catechin biosynthesis also contributed 
to the high phenylalanine content (Figure 6), an initial precursor 
in these pathways and amino acids, and low catechin content in 
EL (Figure  3).

The present study revealed the etiolation-induced metabolic 
changes leading to FAA accumulation from integrated omics 
analyses, from which a hypothetical schematic model of FAA 
accumulation is proposed (Figure  8). The high FAA contents 
in EL were largely a result of the increased FAA pool and 
N source arising from protein degradation, especially from 
degradation of chloroplasts and LHCs, and low N consumption 
rather than enhanced amino acid biosynthesis. Integrated 
analyses of the Chinese light-sensitive albino tea cultivar 
“Huangjinya” also indicated that a similar mechanism was 
in operation by comparison with shading treatment (Zhang 
et  al., 2017). The present analyses, through comparisons with 
green leaf phenotypes induced by the BM or shading treatment, 
indicated that the etiolation-induced molecular response was 
independent of the light environment and was largely influenced 
by the reaction of the etiolation itself. In particular, the BM 
shared the same genetic background and light environment 
as the EL, thereby avoiding the confounding influence of 
genetic and environment differences, which is a limitation 
of previous studies of albino tea (Zhang et  al., 2017, 2018). 
Additionally, the drastic downregulation of ARG-1 might cause 
stagnation of the urea cycle and contribute to the upstream 
accumulation of FAAs. These findings will contribute to not 
only the breeding of high-quality tea but also the use of 
albino plants as agricultural crops.
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Key Points 

• Tea is manufactured from the leaves of the Theaceae plant (Camellia sinensis).

28 

• Various types of brewed tea are consumed worldwide and the types of tea vary with respect to

clinical benefits.
Tea exhibits beneficial effects on cancer, obesity, metabolic syndrome, type 2 diabetes, cardiovas
cular disease, and possibly some neurodegenerative diseases.

• A major component of tea catechins is (-)-epigallocatechin gallate. It may be responsible for many
of the biological effects of tea.
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Introduction 

Tea is the world's most popular beverage after water. Green, black, and oolong teas are all obtained 
from the leaves and buds of the Theaceae plant (Camellia sinensis) when the leaves are served follow
ing no fermentation, full fermentation, or a semi-fermentation process, respectively [1]. The three 

primary tea products are probably not equal with respect to health benefits. A search of the PubMed 
database carried out for the last 10 years is suggestive of the popularity of tea in human health research. 
This search (May 23, 2020) of "green tea," "black tea," and "oolong tea" yielded 5,692, 1,374, and 
328 citations, respectively. Tea contains various constituents with potential health promoting effects, 
such as caffeine, polyphenols, vitamins, y-aminobutyric acid, and theanine. 

Tea polyphenols or catechins have been suggested to protect against cancer, obesity, metabolic 
syndrome (MetS), diabetes mellitus (DM), cardiovascular disease (CVD), and neurodegenerative dis
eases [2-5]. Tea consumption may also have antibacterial, antiviral, hepatoprotective, and microbiota
modulating effects [2-5]. Among the catechins, (-)-epigallocatechin gallate (EGCG, Fig. 28.1) 
appears to be the chemical with the greatest biological activity, with green tea containing the highest 

amount ofEGCG. Black and oolong teas contain some EGCG as well as additional bioactive catechin 
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Fig. 28.1 Chemical structure of EGCG 

derivatives formed during fermentation, such as theaflavins, thearubigins, theasinensins, and chaflo
sides. This chapter mostly focuses on the human health promoting effects of consumption of green tea 
and/or green tea catechins (GTC). 
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G reen Tea Benefit fo『Obe sity and Metabolic Synd rome 

The MetS is a group of associated variables including elevated levels of body mass index (BMI), body 
fat, waist circumference, blood pressure, triglyceride, blood glucose, and hemoglobin Ale concentra
tions and reduced levels of high-density lipoprotein-cholesterol (HDL-C). The results of several epi
derniological studies suggest that tea is a preventive agent for MetS, but confirmatory studies are 
required [ 4]. 

A cross-sectional population-based survey saw an inverse association of green tea consumption 
with MetS and some of its components. The high tea consumers（翠cups/day) exhibited lower BMI 
and waist circumference, but diastolic blood pressure was not affected [6]. After adjusting for con
founding factors, higher tea consumption had a significant inverse association with MetS. In a study 
of 6,500 adults, an inverse association was observed between tea intake and MetS markers [7]. A more 
recent systematic review and meta-analysis of six observational studies concluded that there was a 
significantly reduced risk ofMetS for individuals consuming more tea [8]. However, a study of 5,100 
adults in Poland reported that tea consumption was related to some components but not to MetS [9]. 
The conflicting results could have been confounded by differences in the base diet and genetic back
ground of these Polish subjects. 

A recent pooled analysis of six human trials showed that consumption of GTC-containing bever
ages (540-588 mg GTC/beverage) for 12 weeks significantly reduced total fat area, visceral fat area, 
subcutaneous fat area, body weight, BMI, and waist circumference and improved blood pressure. 
Further analyses of pre-MetS and MetS studies indicated significantly improved MetS in the GTC 
consumers [10]. These encouraging findings indicate, therefore, that daily consumption of GTC 
reduces abdominal fat and improves MetS. 

The anti-obesity effects of green tea have been investigated in 24 human studies published between 
2002 and 2013 [11]. Five out of 11 trials in Asian populations showed significant weight loss of 
1-2 kg, and three out of 13 trials in Western populations resulted in notable weight loss ranging from
1 to 9 kg. A randomized, double-blind, crossover, and placebo-controlled clinical trial in which green
tea extract (GTE) was given to overweight or obese women for 6 weeks showed that it resulted in a
significant 4.8% reduction in low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) and a 25.7% increase in
leptin [12]. However, there was no significant effect on total cholesterol, triglycerides, and HDL-C.
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In  addition, a beneficial effect of green tea in overweight or obese peoples was demonstrated by a 
meta-analysis of 21 papers that included 1700 overweight or obese subjects. Green tea significantly 
decreased total plasma cholesterol (about -3.38 mg/dL) and LDL-C levels (about -5.29 mg/dL), but 
with no effect on plasma triglyceride and HDL-C levels [13]. 

Generally, regular consumption of green tea, and EGCG commonly found in GTE, seems to pro
vide benefits for improved weight management and Mets management. These improvements proba
bly contribute to reductions in CVD risk. 

一
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Benefit s  of G『eenTeafo『Cardiovascula『Di sease

Many studies have investigated the relationship between tea consumption and risk of CVD. Two of 
the studies mentioned above reported that GTE or green tea lowers LDL-C [12, 13]. 

According to a comprehensive review by Yang et al., tea may help reduce the risk of CVD and 
related diseases [2]. The evidence for this is as follows: 

(a) A meta-analysis of 14 prospective cohort studies showed an inverse association between tea con
sumption and risk of stroke.

(b) A systematic review and meta-analysis of ten human trials observed that tea reduces systolic and
diastolic blood pressure.

(c) A multiethnic study saw inverse associations between tea consumption and both coronary artery
calcification and incidence of cardiovascular events.

(d) The Shanghai Men's Health Study reported an inverse association between green tea consump
tion and CVD mortality among non-smokers.

Other studies have provided additional weight to these findings. People consuming吝cups/day of
green tea (vs <1 cup/day) had a lower mortality of approximately 18-25% for both heart disease and 
CVD [14]. Similarly, a study of 101,000 Chinese adults revealed that habitual tea drinkers had a 
15-22% reduced risk of atherosclerotic CVD incidence, atherosclerotic CVD mortality, and all-cause
mortality [15]. The findings also revealed that at age 50, habitual tea drinkers had 1.4 more years free
of atherosclerotic CVD and 1.3 years longer life expectancy [15].

Taken as a whole, these results strongly indicate that green tea consumption is associated with 
reduced risk of CVD and related diseases. 
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Benefit s of G『eenTeafo『Type 2 Diabete s Mellitu s 

Epidemiological studies have detected antidiabetic effects of green tea [l, 3]. For example, a large 
cohort study on 17,400 Japanese published in 2006 showed type 2 DM among drinkers of green tea 
of �6 cups/day was improved relative to those who drank <1 cup/week [16]. Similarly, an analysis of 
a large cohort study from eight European countries revealed that tea consumption was inversely asso
ciated with the type 2 DM incidence which was improved for drinkers of �4 cups/day compared to 
non-drinkers [17]. Remarkably, the result from an analysis indicated that replacing sugar-sweetened 
beverages with tea can lower type 2 DM incidence by 22%, whereas substituting fruit juice or milk 
did not alter type 2 DM incidence significantly [18]. 

Additional evidence for the beneficial effects of tea on type 2 DM comes from the following two 
studies. A hospital-based case-control study in Vietnam showed an inverse association of tea con
sumption with risk of type 2 DM; persons drinking >2 cups/day had a lower risk than those drinking 
<1 cup/day [19]. A Japanese intervention study on 60 subjects with mild hyperglycemia demonstrated 
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derivatives formed during fermentation, such as theaflavins, thearubigins, theasinensins, and chaflo
sides. This chapter mostly focuses on the human health promoting effects of consumption of green tea 
and/or green tea catechins (GTC). 
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G reen Tea Benefit fo『Obe sity and Metabolic Synd rome 

The MetS is a group of associated variables including elevated levels of body mass index (BMI), body 
fat, waist circumference, blood pressure, triglyceride, blood glucose, and hemoglobin Ale concentra
tions and reduced levels of high-density lipoprotein-cholesterol (HDL-C). The results of several epi
derniological studies suggest that tea is a preventive agent for MetS, but confirmatory studies are 
required [ 4]. 

A cross-sectional population-based survey saw an inverse association of green tea consumption 
with MetS and some of its components. The high tea consumers（翠cups/day) exhibited lower BMI 
and waist circumference, but diastolic blood pressure was not affected [6]. After adjusting for con
founding factors, higher tea consumption had a significant inverse association with MetS. In a study 
of 6,500 adults, an inverse association was observed between tea intake and MetS markers [7]. A more 
recent systematic review and meta-analysis of six observational studies concluded that there was a 
significantly reduced risk ofMetS for individuals consuming more tea [8]. However, a study of 5,100 
adults in Poland reported that tea consumption was related to some components but not to MetS [9]. 
The conflicting results could have been confounded by differences in the base diet and genetic back
ground of these Polish subjects. 

A recent pooled analysis of six human trials showed that consumption of GTC-containing bever
ages (540-588 mg GTC/beverage) for 12 weeks significantly reduced total fat area, visceral fat area, 
subcutaneous fat area, body weight, BMI, and waist circumference and improved blood pressure. 
Further analyses of pre-MetS and MetS studies indicated significantly improved MetS in the GTC 
consumers [10]. These encouraging findings indicate, therefore, that daily consumption of GTC 
reduces abdominal fat and improves MetS. 

The anti-obesity effects of green tea have been investigated in 24 human studies published between 
2002 and 2013 [11]. Five out of 11 trials in Asian populations showed significant weight loss of 
1-2 kg, and three out of 13 trials in Western populations resulted in notable weight loss ranging from
1 to 9 kg. A randomized, double-blind, crossover, and placebo-controlled clinical trial in which green
tea extract (GTE) was given to overweight or obese women for 6 weeks showed that it resulted in a
significant 4.8% reduction in low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) and a 25.7% increase in
leptin [12]. However, there was no significant effect on total cholesterol, triglycerides, and HDL-C.
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In  addition, a beneficial effect of green tea in overweight or obese peoples was demonstrated by a 
meta-analysis of 21 papers that included 1700 overweight or obese subjects. Green tea significantly 
decreased total plasma cholesterol (about -3.38 mg/dL) and LDL-C levels (about -5.29 mg/dL), but 
with no effect on plasma triglyceride and HDL-C levels [13]. 

Generally, regular consumption of green tea, and EGCG commonly found in GTE, seems to pro
vide benefits for improved weight management and Mets management. These improvements proba
bly contribute to reductions in CVD risk. 
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Benefit s  of G『eenTeafo『Cardiovascula『Di sease

Many studies have investigated the relationship between tea consumption and risk of CVD. Two of 
the studies mentioned above reported that GTE or green tea lowers LDL-C [12, 13]. 

According to a comprehensive review by Yang et al., tea may help reduce the risk of CVD and 
related diseases [2]. The evidence for this is as follows: 

(a) A meta-analysis of 14 prospective cohort studies showed an inverse association between tea con
sumption and risk of stroke.

(b) A systematic review and meta-analysis of ten human trials observed that tea reduces systolic and
diastolic blood pressure.

(c) A multiethnic study saw inverse associations between tea consumption and both coronary artery
calcification and incidence of cardiovascular events.

(d) The Shanghai Men's Health Study reported an inverse association between green tea consump
tion and CVD mortality among non-smokers.

Other studies have provided additional weight to these findings. People consuming吝cups/day of
green tea (vs <1 cup/day) had a lower mortality of approximately 18-25% for both heart disease and 
CVD [14]. Similarly, a study of 101,000 Chinese adults revealed that habitual tea drinkers had a 
15-22% reduced risk of atherosclerotic CVD incidence, atherosclerotic CVD mortality, and all-cause
mortality [15]. The findings also revealed that at age 50, habitual tea drinkers had 1.4 more years free
of atherosclerotic CVD and 1.3 years longer life expectancy [15].

Taken as a whole, these results strongly indicate that green tea consumption is associated with 
reduced risk of CVD and related diseases. 
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cohort study on 17,400 Japanese published in 2006 showed type 2 DM among drinkers of green tea 
of �6 cups/day was improved relative to those who drank <1 cup/week [16]. Similarly, an analysis of 
a large cohort study from eight European countries revealed that tea consumption was inversely asso
ciated with the type 2 DM incidence which was improved for drinkers of �4 cups/day compared to 
non-drinkers [17]. Remarkably, the result from an analysis indicated that replacing sugar-sweetened 
beverages with tea can lower type 2 DM incidence by 22%, whereas substituting fruit juice or milk 
did not alter type 2 DM incidence significantly [18]. 

Additional evidence for the beneficial effects of tea on type 2 DM comes from the following two 
studies. A hospital-based case-control study in Vietnam showed an inverse association of tea con
sumption with risk of type 2 DM; persons drinking >2 cups/day had a lower risk than those drinking 
<1 cup/day [19]. A Japanese intervention study on 60 subjects with mild hyperglycemia demonstrated 
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that ingestion of GTE reduced the blood level of hemoglobin Ale, an indicator of glucose control and 
a marker used to diagnose DM [20]. 

However, several studies failed to show this effect [21, 22]. For example, the results of a cohort 
study which monitored 47,000 participants aged 30-69 indicated no association between the intake of 
tea and the risk of type 2 DM [21]. These conflicting results indicate that the possible antidiabetic 
benefit of tea needs to be further investigated. 

Benefits of Green Tea for Neurodegenerative Diseases 

Evidence suggests that tea has benefits for neurodegenerative disorders such as Alzheimer's disease 
(AD), dementia, cognitive impairment, and depressive symptoms. For ex皿ple, a cross-sectional sur
vey of 2,015 persons aged �65 in China demonstrated that the age-gender-standardized prevalence 
rates of dementia, AD, and vascular dementia were lower in green tea consumers [23]. However, a 
prospective study of 1,840 Japanese Americans in the USA failed to see an association for tea con
sumption with AD [24]. 

In the case of Parkinson's disease, a meta-analysis of eight studies including 345,000 participants 
found an inverse association and decreased smoking-adjusted risk by 26% when consumption was 
increased by 2 cups/day [25]. 

A small randomized, single-blind study reported that consumption of matcha tea (a kind of green 
tea), compared to placebo, significantly improved attention abilities and psychomotor speed in 
response to stimuli [26]. However, another double-blind, randomized controlled study failed to 
observe a favorable effect on cognitive function after green tea (2 g/day) was consumed for 1 year [27]. 

Benefits of Green Tea for Cancer 

Recent epidemiological studies, systematic reviews, and dose-response meta-analyses indicate that 
long-term and high-dose consumption of green tea reduces the risk of various types of cancer [1, 3, 
4]. For example, in a study of Hong Kong Chinese men, habitual green tea consumption significantly 
reduced the risk of prostate cancer in a dose-dependent manner for intake of EGCG [28]. The possible 
beneficial effect of green tea consumption on cancer is also suggested by a pooled analysis of eight 
cohort studies in Japan which concluded that moderate consumption of green tea reduced woman's 
risk of total cancer [14]. Another cohort study indicated that green tea drinkers had reduced risk of 
hematologic neoplasms including acute myeloid leukemia and follicular lymphomas compared with 
the non-drinkers of green tea [29]. 

Conversely, some studies have failed to demonstrate such risk reduction, and therefore more 
research is needed to better understand the utility of green tea for cancer prevention [1]. It also should 
be noted that the inconsistencies in results may be due to several different factors, such as quantity of 
tea consumption, tea temperature, smoking, alcohol consumption, intestinal flora, and genetic poly
morphisms [3]. 

Intervention studies can provide much useful information on the chemopreventive effects of tea in 
humans. Two Japanese studies showed that green tea extract is an effective supplement for the chemo
prevention of metachronous colorectal adenomas [30, 31]. Similarly, a recent randomized clinical 
study carried out in Korea reported that among 143 patients the incidence of this adenoma was signifi
cantly lower in the group given 0.9 g/day GTE for a year than in the control group [32]. 

In an intervention study carried out in Italy on 30 men with high-grade prostate intraepithelial 
neoplasias, the proportion of men who developed prostate cancer was far lower in those treated with 
600 mg of GTC daily for 12 months compared with those given a placebo [33]. 
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Green Tea Effects May Be Variable in Different People 

There are many complicating factors with respect to the effect of green tea consumption on human 
health. While EGCG is probably one of the more important catechins associated with the health ben
efits of green tea, the amount of EGCG in different green tea products is variable [34]. The ability of 
the EGCG in tea leaves to be solubilized is related to the time of brewing which varies between indi
viduals, with longer brewing times resulting in greater EGCG content in the tea. Before the EGCG 
and other catechins reach the bloodstream, there is considerable potential for these phenolic com
pounds to be modified by the gut microbiome [2]. All of these factors complicate a "one tea fits �11" 
�pproach. However, one can generally suggest a safe upper limit of 3 to 5 cups of green tea per day 
with little risk of deleterious effects. 

�

Summary 

Green tea has several potential health benefits with respect to weight management, type 2 DM, CVD, 
cancer, and possibly cognitive function. EGCG is probably the compound most responsible for the 
benefits of green tea consumption. Consumption of up to 3 to 5 cups per day can be recommended in 
clinical practice. 
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Key Points 
• Fatty acids (FAs) differ by the structure of their hydrocarbon chain containing no double bonds 

(saturated, SFA), one double bond (monounsaturated, MUFA), or multiple double bonds (polyun

saturated, PUFA). 

• Essential fatty acids (EFA) cannot be synthesized by human beings. These are PUFA (omega-6 and 

omega-3 fatty acids) and must be consumed in the diet or taken as a supplement. These fatty acids 

decrease risk of heart disease and other chronic conditions. 

• Some foods contain trans-fatty acids (TFA), naturally occurring and industrially produced. The process of 

partial hydrogenation of unsaturated fatty acids(PHOs) creates TFA. TFA increases risk of heart disease. 

Most SFA increase low-density lipoprotein-cholesterol (LDL-C), a causal factor for atheroscle

rotic cardiovascular disease. 

• When MUFA and PUFA replace SFA in the diet, lipids/lipoproteins are improved, which reduces 

the risk of CVD. 
• Recommended healthy eating patterns are low in SFA and higher in unsaturated fat and/or carbo-

hydrate from whole grains, although will vary in total fat based on the macronutrient substituted 

for SFA. Importantly, a healthy eating pattern can be individualized to accommodate dietary pref

erences as a strategy to promote adherence. 

Introduction 

The Internet is littered with misinformation about macronutrients, foods, and diets. This has created 

many misconceptions about dietary fat and how it impacts health. In addition, there is much confosion 

about including foods containing fat in healthy diets. Many patients obtain their health information from 

P. A. Sapp · P. M. Kris-Etherton（こ）
Depart�ent of Nutritional Sciences, The Pennsylvania State University, University Park, PA, USA 

e-mail: PZS5199@psu.edu; PMK3@psu.edu 

K. S. Petersen 
Department of Nutritional Sciences, Texas Tech University, Lubbock, TX, USA 
e-mail: Kristina.Petersen@ttu.edu 

© The Author(s), under exclusive license to Springer Nature Switzerland AG 2022 

T. Wilson et al. (eds.), Nutrition Guide for Physicians and Related Healthcare Professions, 
Nutrition and Health, https://doi.org/10.1007/978-3-030-82515-7 _29 

309 



情報処理学会第83回全国大会

6J-04 

ドロ ー ン空撮画像からの茶樹列検知を用いた

茶園の改植計画作成システムの提案

西川 慶↑ 中村 順行 i 湯瀬 裕昭↑

静岡県立大学大学院経営情報イノベー ション研究科t

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 i

1はじめに
高齢化による担い手不足解消や 生産コストの

削減を踏まえ， 農業の省力化に向けた取り組み
に期待が集まっている． 茶業にお いても， 省力
化に向けた機械化生産 の可能な茶園形成が望ま
れるが， 新・改植への取り組みは進んで い な い．
そこで， 本研究で は， 新・改植を推進するため，
機械化生産茶園に適した効率的な改植計画作成
システムの提案を目的とする． 提案システムで
は， まずドロ ー ンにより空撮された茶園の画像
から茶畑の形状や茶樹列の位置を抽出する． 図 1
にドロ ーンで茶園を空撮し茶樹列を抽出するイ
メ ー ジを示す． 次に， 茶園を効率的に機械で管
理するための， 茶樹改植計画作成を支援するプ
ログラムを試作する．

怠ご

図 1ドロ ーンによる茶園の空撮

2ドロ ー ン空撮画像からの茶樹列検知
2. 1 ドロ ーンによる空撮

2020年1月から2021年 1月にかけ， OJI社の
McNic Miniを用いて約60 0枚の茶園画像を定期的
に空撮した． 茶園 の様子は茶葉摘採や台下げ

（茶樹 の高さを落とす作業）によって異なるた
め， 年間を通して撮影を行うことで茶園の変化
を記録した．

空撮した茶園画像の一 例を図2と図3に示す．
図2は6月に撮影された画像で， 茶菓摘採前の様
子を表す． また， 図3は7月に撮影された 画像で，
台下げ前後の様子を表している．

Proposal d tea plantation replanting plan aeation可em
usngtea tree rONdetectionfran imagescaptured by UAVs 
Ke Nishik邸at, Yoriyuki Na<郡urざ，Hir函i Yuzet 
tGra:luaeSchool of Mai�細釘 aid lnformaion of 
lnnovaion, Univffsity of Shizuoka 
まTm Scia,ce 001t0", Graluae Division of Nutritiona咋
Environm釘a Scia,ces, Univffsity of Shizuoka 

図2空撮された茶園(2020 年6月 15日）

←• 
図3台下げ前後の茶園(2020年7月2日）

2. 2列検知手法
本研究では， Hough 変換[ 1]を用いて列検知を

行う． Hough変換とは， 画像から直線を検知する
手法で， 数式1によって表される． なお， pを原
点と直線の距離， 0を線の法線が X 軸と成す角度
とする． また， プログラム作成に際し， トウモ
ロコシに対して列検知を行った[2]を参考にした．

p = x*cos(0) + y*sin(0) （数式1)

3.2空撮画像に対する列検知
空撮された茶園画像に対する列検知結果を図 4

に示す． 実行環境は(OS: Wind⑳110 • CPU: Intel 
Corei5)が搭載されたノ ー トパソコンを用いた．
また， 列検知用のプログラムはPython 3.8と
OpenCV 4. 1.2を使用した．

図4空撮された茶園画像への列検知
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3茶園の改植計画作成システムの提案
3.1茶園機械化の条件

静岡県が発行する茶生産指導指針[3]によると，
機械化に適した茶園の条件は次の5 つである．
①茶園の傾斜度は5度(8%）以下にする
② 畝の長さは50~100m程度とする
③ 区画内の畝方向と畝幅を統一する
④ 幅3 m以上の枕地を確保する

⑤ 隣接する道路から茶園への進入路では段差を
できるだけなくす．

本研究では，①，⑤は既に満たされていると
仮定し，②，③，④を考慮し茶園の改植計画作
成支援プログラムを試作することにする．

3.2茶園の改植計画作成支援プログラムの概要
本研究では，実際の茶園を参考に，方向が異

なる茶樹列を持つ茶畑を組み合わせたサンプル
デ ー タ作成し，そのデ ー タから茶園の改植計画
作成を支援できるプログラムを試作する．プロ
グラムでは，サンプルデ ー タの茶樹列座標を基
に，全列の長さ合計・向きごとの長さ合計•長
辺もしくは短辺に合わせて改植した際に残る列
と改植される列の長さ合計を表示する．

作成したサンプルデー タの一例を図5に示す．
このデ ー タでは，横（長辺）56m,縦（短辺）

35mの長方形の茶園を想定し，各茶樹列の始点と
終点の座標を用いて線として描画している．な
お，今回は例として 2 方向列のみのデー タを挙げ
たが，プログラムは斜めの茶樹列も想定して試
作した．

横(m)
28 

-1 I' 

,.. j 
I 
II II I II I I 』

-

· 11111 i I I I I: - -

56 

'I I 

図5茶園サンプルデー タの一例

3.3 改植計画作成支援プログラムの実行結果
図5に示したサンプルデー タをプログラムで処

理した結果を表1にまとめる．なお，プログラム
の実行には列検知と同様の環境を用いる．

このサンプルデー タでは，長辺に合わせて改
植する場合は499.8mの茶樹列が残り，534.4mの
茶樹列が改植される．また，短辺に合わせて改
植する場合の結果も得られる．それらの情報は，
改植計画作成時の参考となると考えられる．

表1プログラムによる出力例
・全列長さ合計(1034.2m)

・向きごとの情報
長さ合計1番目の向き 横
長さ合計：539.8m

長さ合計2番目の向き 縦
長さ合計：494.4m

・残す列と改植する列の長さ合計
長辺に合わせて改植する場合：

残す列合計：499.8m
改植する列合計：534.4m

短辺に合わせて改植する場合：
残す列合計：432.4m
改植する列合計：601.8m

4茶園改植計画作成システムに関する考察
本研究で提案したドロ ー ンによる空撮画像か

らの茶樹列検出と茶園の改植計画作成支援プロ
グラムを組み合わせれば，茶園の改植計画作成
システムになると考える．

本研究では茶園の改植計画作成システムの基
礎となる2つの要素についての提案を行ったが，
それを実用化するためには，統合したシステム
の作成を行い，現実の茶園で使用し評価するこ
とが考えられる．統合したシステムでは，GPSと
連携させて地図に茶樹列を表示させるなどの機
能があると，実際に改植作業を行う際のイメ ー

ジが分かりやすくなると思われる．今後の課題
としては，列検知の精度向上や複雑な形の茶園
への対応が挙げられる．

5おわりに

本研究では，ドローンにより空撮された茶園
の画像から茶畑の形状や茶樹列の位置の検出方
法を示し，茶樹改植計画作成を支援するプログ
ラムの試作し，茶園の改植計画作成システム構
築のための基礎的な研究を行った．今後，提案
した2つの機能統合を図り，茶園の改植計画作
成システムを開発したいと考えている

参考文献
[I] P. V. C. Hough, "A method and means for raxignizing
oomplex patterns," patぼns. U.S. 祖釘 OfficeNo. 3069654.,
1962.
[2] M.B碑，E. P. d. Fratas, "A UAV Guida,ceSyst帥

Using Crop R⑳Da匂ion aid LineFollow0" Algorithms,"
..burna of lntalig釘＆Robotic Syst釦s, 97, p. 605- 621,
2020.
[3]静岡県産業部，“茶生産指禅指針”,pp. 27-29, 2008.
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ー ． はじめに

リ ーフ茶の消費減少等により荒茶価格が低下するととも
にコロナ禍により， 茶業経営はますます厳しくなっている。
一方海外マーケットに巨を向けると緑茶の消費は増加し，
特に抹茶はスー パーフードとして憔界中の関心事であり，
日本茶輸出の牽引役ともなっている。海外における抹茶に
対するニー ズの高まりは， 飲食用素材などへの多用途利用
も大きな要因となっている。

?i
 

抹茶の生産と輸出

近年 ， 抹茶の原料である猥茶の生産量は飲食用素材も含
め10年 前 に比較し倍増の3 ,464 t (2019) となっている。
また， 枇界的に消費が増大するなか， 中国では抹茶生藍に
本［要が入れられ， 他に台湾， 韓国， ベトナムなどでも抹茶
が生産されるようになっている凡

このような中， 日本からの輸出も堅調で， 全体の輸出量
5, 274 t, 16 2 億円のうち粉末茶が61％を占め， 昨年度のコ
ロナ禍においても前年以上の伸びを示している(20 20)。輸
出先は， 少なくとも世界70カ国以上になるが， アメリカを
中心に台湾， ドイツ， シンガポール ， 香港などが多く， ア
メリカと台湾で輸出量の56%， 金額の55％と大半を占め
る。しかしながら ， アメリカと台湾では， 粉末茶比率がア
メリカ72%， 台湾25％と輸出茶種の様相が異なっている

(20 20) l) 0 

3. 国内外で市販されている抹茶の科学的特性

抹茶の品質を大きく左右する科学的特性として粒度分布，
色， 化学成分含量などがある。今回 国内で購入した日本
産抹茶76点， および海外のアメリカ， オランダ， イギリ
ス， フランス， 台湾など11カ国から購入した日本産抹茶40
点外国産抹茶17点の計57点の合計133点の科学的特性
を調査した。

＊ 静岡県立大学
(University of Shizuoka) 

§責任著者連絡先 E -mail : yori.naka222@u-shizuoka-ken.ac.Jp

(I) 粒度分布特性

抹茶は， 硯茶を粉砕することにより作られるが， 粉砕法
には石臼をはじめ， ボールミル式， 気流式， 相対流式， 積
層式など各種の方法が使用されている。石臼や積層式は
「剪断破砕J， ボールミル式は「圧縮破砕」， 気流， 相対流式
は「衝撃破砕」により粉砕するため， 粒子の形状も異なる。
また， 粒子径も一般的な使用法では， 積層式は二山型にな
りやすく， ボールミル式は大型になりやすいと言われるが，
長時間の粉砕処理によりいずれの方法でも粒度は小さくな
る2)0

抹茶の粒度分布特性を堀場製作所製の L aserScattering 
Particle Size Distribution Analyzer LA-950 を用いて計測
した結果， 同内で購入した抹茶の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。タイプDの二山型も若干みられたが， このタイプ
の抹茶は価格も安いものが多かった。一方， 海外で購入し
た抹茶では， 日本産抹茶でさえタイプAで25%， タイプ
Dで38％だった。また， 外国産抹茶ではタイプAは10% ,
タイプDでは63％と二山型が多かった。抹茶のタイプ別の
平均径はタイプAで15�17 !lm, タイプDは39�53 !lm
であり， タイプAは標準偏差が小さく均一性が見られるが，
二山型のタイプD では均一性に欠けていた（図1)。

(2) 測色特性

測色特性は， コニカミノルタ製の分光測色計 CM-5 Spec
trophotometerを用いて計測した。抹茶の金額と測色値に

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* ）， 色相角度(h) が高く
なる傾向がみられた。一方， a* 値（ 数値が小さいほど緑色，
高いほど赤色）はマイナス値が大きくなり， 緑色が強くな
る傾向がみられた。また， h値は4 ,000円／100 g以上の価
格帯のものの大部分が110以上の数値を示し， 価格が安価
なほど低かった。また， a＊値は価格が高くなるほど低くマ
イナス14以下を示したが低価格帯ではマイナス10以上
のものも多くみられた（図2)。

なお， h値と a＊値は逆相関関係(-0 .9898*＊）が裔く，
クロロフ ィル a含量の測定時に使用する吸光度A664 も h値
と0 . 8983** , a＊値と 一0.9090* ＊の高い相関関係をもち， 緑
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国内外から購入した抹茶133点の化学成分特性を調査し

た結果でも， テアニン含量およびEGCG/EGC(epigallocat

echin gallate/ epigallocatechin) 比率は， 市販価格が高くな

るほど高くなる傾向が見られた。同価格帯の抹茶でも国内

購入の日本産抹茶に比較して海外から購入した日本産抹茶

のテアニン含量およびEGCG/EGC比率は低く， 海外販売

外国産抹茶には含量や比率の高いものが見られなかった

（図3)。

4
 

日本産抹茶の特性

3�000 

色の程度が価格に大きく影響していることは明らかだった。

海外で購入した抹茶は国内で購入したものよりも同価格

帯においても h値は低く， a* は高い傾向だった。国内外で

市販される日本産抹茶は， ある一定以上の価格帯からは，

いずれの数値も同程度となってくるが， 市販価格が高い理

由はその抹茶のもつブランドカに因るところが大きい。

(3) 化学成分特性

抹茶（祇茶）は覆下で栽培されるため， 遮光の程度や期

間などによっても成分量は異なり， 概してアミノ酸含量が

高く， カテキン含星は低い。また， 葉色は濃緑色となりク

ロロフ ィル含量は高まる叫

抹茶を輸出する場合， 大部分の国で中国産抹茶と競合す

る。特に， 大市場のアメリカにおいては輸入緑茶の65％を

中国産が占め（ 日本産は8%）， なおかつ価格は日本産に比

較して1 /5 程度と安い1）。また， 中国はEU諸国向けには有

機栽培茶を輸出するなど相手先のニーズに即した対応を

とっている。この中国産との競争においては， 抹茶の差別

性の明確化が重要と考えられる。

日本産抹茶と中国産抹茶との違いは， 日本産では色相角

度が大きく， 被覆の程度を示すA664やEGCG/EGC比率が

高いこと， テアニンやアルギニン含有率が高いことなどの

特徴がある。しかしながら， 日本産抹茶においても秋冬番

茶期に製造されたと思われるものは中国産抹茶とほぼ同様

の成分特性を示し， 差別化しにくい。

抹茶の香りについては， 日本産で香ばしい香りや甘い香

りが強い。香ばしい香りは 2- ethyl-3 ,5-dimethylpyrazine, 

2 , 3-diethyl-5- methylpyrazineなど のピラジン類に加え

2-acetyl-l- pyrrolineであり， 甘い香りはfuraneol等の影

響を強く受ける。 また， 日本産には青海苔様の dimethyl

sulfide等の低沸点成分が海外産抹茶より多く含まれる。 一方，

海外産抹茶は土臭い香りの 2-isopropyl-3- methoxypyrazine,

熟れた果実様の香りの trance-4,5- epoxy- 2- decenal, 金属

様の香りの(Z)-1 ,5-octadien-3 - one等が強い。

さらに， 差別化要因として機能性も注目されている。抹

茶の抗ストレス効果はテアニン「17 mg/ g」以上， （（カ
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ー ． はじめに

リ ーフ茶の消費減少等により荒茶価格が低下するととも
にコロナ禍により， 茶業経営はますます厳しくなっている。
一方海外マーケットに巨を向けると緑茶の消費は増加し，
特に抹茶はスー パーフードとして憔界中の関心事であり，
日本茶輸出の牽引役ともなっている。海外における抹茶に
対するニー ズの高まりは， 飲食用素材などへの多用途利用
も大きな要因となっている。

?i
 

抹茶の生産と輸出

近年 ， 抹茶の原料である猥茶の生産量は飲食用素材も含
め10年 前 に比較し倍増の3 ,464 t (2019) となっている。
また， 枇界的に消費が増大するなか， 中国では抹茶生藍に
本［要が入れられ， 他に台湾， 韓国， ベトナムなどでも抹茶
が生産されるようになっている凡

このような中， 日本からの輸出も堅調で， 全体の輸出量
5, 274 t, 16 2 億円のうち粉末茶が61％を占め， 昨年度のコ
ロナ禍においても前年以上の伸びを示している(20 20)。輸
出先は， 少なくとも世界70カ国以上になるが， アメリカを
中心に台湾， ドイツ， シンガポール ， 香港などが多く， ア
メリカと台湾で輸出量の56%， 金額の55％と大半を占め
る。しかしながら ， アメリカと台湾では， 粉末茶比率がア
メリカ72%， 台湾25％と輸出茶種の様相が異なっている

(20 20) l) 0 

3. 国内外で市販されている抹茶の科学的特性

抹茶の品質を大きく左右する科学的特性として粒度分布，
色， 化学成分含量などがある。今回 国内で購入した日本
産抹茶76点， および海外のアメリカ， オランダ， イギリ
ス， フランス， 台湾など11カ国から購入した日本産抹茶40
点外国産抹茶17点の計57点の合計133点の科学的特性
を調査した。

＊ 静岡県立大学
(University of Shizuoka) 

§責任著者連絡先 E -mail : yori.naka222@u-shizuoka-ken.ac.Jp

(I) 粒度分布特性

抹茶は， 硯茶を粉砕することにより作られるが， 粉砕法
には石臼をはじめ， ボールミル式， 気流式， 相対流式， 積
層式など各種の方法が使用されている。石臼や積層式は
「剪断破砕J， ボールミル式は「圧縮破砕」， 気流， 相対流式
は「衝撃破砕」により粉砕するため， 粒子の形状も異なる。
また， 粒子径も一般的な使用法では， 積層式は二山型にな
りやすく， ボールミル式は大型になりやすいと言われるが，
長時間の粉砕処理によりいずれの方法でも粒度は小さくな
る2)0

抹茶の粒度分布特性を堀場製作所製の L aserScattering 
Particle Size Distribution Analyzer LA-950 を用いて計測
した結果， 同内で購入した抹茶の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。タイプDの二山型も若干みられたが， このタイプ
の抹茶は価格も安いものが多かった。一方， 海外で購入し
た抹茶では， 日本産抹茶でさえタイプAで25%， タイプ
Dで38％だった。また， 外国産抹茶ではタイプAは10% ,
タイプDでは63％と二山型が多かった。抹茶のタイプ別の
平均径はタイプAで15�17 !lm, タイプDは39�53 !lm
であり， タイプAは標準偏差が小さく均一性が見られるが，
二山型のタイプD では均一性に欠けていた（図1)。

(2) 測色特性

測色特性は， コニカミノルタ製の分光測色計 CM-5 Spec
trophotometerを用いて計測した。抹茶の金額と測色値に

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* ）， 色相角度(h) が高く
なる傾向がみられた。一方， a* 値（ 数値が小さいほど緑色，
高いほど赤色）はマイナス値が大きくなり， 緑色が強くな
る傾向がみられた。また， h値は4 ,000円／100 g以上の価
格帯のものの大部分が110以上の数値を示し， 価格が安価
なほど低かった。また， a＊値は価格が高くなるほど低くマ
イナス14以下を示したが低価格帯ではマイナス10以上
のものも多くみられた（図2)。

なお， h値と a＊値は逆相関関係(-0 .9898*＊）が裔く，
クロロフ ィル a含量の測定時に使用する吸光度A664 も h値
と0 . 8983** , a＊値と 一0.9090* ＊の高い相関関係をもち， 緑
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国内外から購入した抹茶133点の化学成分特性を調査し

た結果でも， テアニン含量およびEGCG/EGC(epigallocat

echin gallate/ epigallocatechin) 比率は， 市販価格が高くな

るほど高くなる傾向が見られた。同価格帯の抹茶でも国内

購入の日本産抹茶に比較して海外から購入した日本産抹茶

のテアニン含量およびEGCG/EGC比率は低く， 海外販売

外国産抹茶には含量や比率の高いものが見られなかった

（図3)。
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日本産抹茶の特性
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色の程度が価格に大きく影響していることは明らかだった。

海外で購入した抹茶は国内で購入したものよりも同価格

帯においても h値は低く， a* は高い傾向だった。国内外で

市販される日本産抹茶は， ある一定以上の価格帯からは，

いずれの数値も同程度となってくるが， 市販価格が高い理

由はその抹茶のもつブランドカに因るところが大きい。

(3) 化学成分特性

抹茶（祇茶）は覆下で栽培されるため， 遮光の程度や期

間などによっても成分量は異なり， 概してアミノ酸含量が

高く， カテキン含星は低い。また， 葉色は濃緑色となりク

ロロフ ィル含量は高まる叫

抹茶を輸出する場合， 大部分の国で中国産抹茶と競合す

る。特に， 大市場のアメリカにおいては輸入緑茶の65％を

中国産が占め（ 日本産は8%）， なおかつ価格は日本産に比

較して1 /5 程度と安い1）。また， 中国はEU諸国向けには有

機栽培茶を輸出するなど相手先のニーズに即した対応を

とっている。この中国産との競争においては， 抹茶の差別

性の明確化が重要と考えられる。

日本産抹茶と中国産抹茶との違いは， 日本産では色相角

度が大きく， 被覆の程度を示すA664やEGCG/EGC比率が

高いこと， テアニンやアルギニン含有率が高いことなどの

特徴がある。しかしながら， 日本産抹茶においても秋冬番

茶期に製造されたと思われるものは中国産抹茶とほぼ同様

の成分特性を示し， 差別化しにくい。

抹茶の香りについては， 日本産で香ばしい香りや甘い香

りが強い。香ばしい香りは 2- ethyl-3 ,5-dimethylpyrazine, 

2 , 3-diethyl-5- methylpyrazineなど のピラジン類に加え

2-acetyl-l- pyrrolineであり， 甘い香りはfuraneol等の影

響を強く受ける。 また， 日本産には青海苔様の dimethyl

sulfide等の低沸点成分が海外産抹茶より多く含まれる。 一方，

海外産抹茶は土臭い香りの 2-isopropyl-3- methoxypyrazine,

熟れた果実様の香りの trance-4,5- epoxy- 2- decenal, 金属

様の香りの(Z)-1 ,5-octadien-3 - one等が強い。

さらに， 差別化要因として機能性も注目されている。抹

茶の抗ストレス効果はテアニン「17 mg/ g」以上， （（カ
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国内外で市販されている抹茶の抗ストレス効果の推測（文献
4)より改変作成）

フェイン＋EGCG)／（テアニン＋アルギニン））比率が「2 」
以下で認められることを著者らは明らかにしている4)（図
4)。この数値に国内市販抹茶では77点中32点が， 海外市
販抹茶では67点中1点だけが該当し， 中国をはじめとする
海外痒抹茶や秋冬番茶期に製造された抹茶での抗ストレス
効果は認め難く， 強力な差別化要因にもなる。

5
 

おわりに

抹茶は，「健康 ・ 機能性が高いこと」，「香味豊かでおいし
いこと」，「緑色が綺麗であること」などの特徴を持ち， 和
食ブ ー ム， 健康食ブ ー ムのなかでス ー パ ー フ ー ドとして壮
目を浴びている。 一 方では， 現状で市販されている抹茶の
多様さ， 不透明さに，「What is Matcha ?」， さらに「Is
this Matcha ?」と問いかけられる場面も多く， 消費者の
混乱を招いているものも多い。 8本産抹茶の優位性を保持
する上で抹茶が但界的になればなるほど抹茶の定義の世界
標準化とわかりやすい表示が必要と考えられる。

文 献
l) 公益杜団法人日本茶業中央会(2020),「令和2年度版茶関
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一般社団法人日本調理科学会

代議員総会報告

2021 年度代議員総会 議事録

開 催日時：令和3年6月6日（日） 13: 00�13: 35 

開 催 方 法：オンライン開催(ZOOMミ ーティング）

出 席：大野智子， 菊池節子， 池田昌代， 岩森大， 太E8尚子， 佐藤幸子， 下坂智恵， 杉山久仁子， 鈴野弘子，
玉木有子， 豊満美峰子， 奈良一寛， 小原章裕， 小出あつみ， 高崎禎子， 平島円， 山中なつみ， 安藤真美，
橘ゆかり， 中田忍， 東根裕子， 藤原智子， 村上恵， 山本奈美吉村美紀， 石井香代子， 杉山寿美， 次田一 代，
村田美穂子， 武田珠美， 田原美和， 舟木淳子， 松隈美紀（以上， 代議員33名）
綾部圃子， 新井映子， 高村仁知， 平尾和子， 中村恵子， 佐藤靖子， 飯田文子， 阿久澤さゆり， 数野千恵子，
小西史子，名倉秀子， 磯部由香， 坂本薫， 升井洋至， 岡本洋子， 三成由美，（以上理事16名）， 藤井恵子，
峯木員知子（以上， 監事2名）

議決権行使：石川匡子， 亀山周平（以上， 代議員2名）
委 任 出 席：大橋きょう子， 笠松千夏， 柴田圭子， 高橋秀子， 堤ちはる，

配布資 料
資料1 2020年度事業報告
資料2 2021年度事業計画
資料3 2021年度収支予算書
資料4 2021年度学会賞報告
資料5 2020年度貸借対照表
資料6 正味財産増減計算害
資料7 監壺報告書
資料8 会長指名理事の辞任に伴う新理事選任 の件

1. 開会の辞 平尾和子副会長より開会の辞があった。
2. 会長挨拶 綾部園子会長より， 2021年度代議員総会開会の挨拶があった。
3. 議長選出

東根裕子代議員が議長として推薦され， 満場 一致で承認した。

議事録作成人は， 安藤真美代議員， 議事録署名人は綾部会長および東根議長とした。
代議員総会は， 定款第21条第1 項に「過半数の出席で成立する」 とあり， 代議員総数は41名， 過半数は21名である

こと， 本日の出席者は議決権行使2名，委任 状6名を含めて合計41名であり， 本代議員総会は成立することが宣言され

山口智子（以上， 代議員6名）

た。
議長は， 本代議員総会はZOOMミ ーティングを利用して開催する旨を宣言し， この会議システムにより 出席者の

音声が即時に他の出席者に伝わり， 出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いにできる状態となって
いることが確認され， 議案の議事に入った。

4. 議事
（報告事項 l

第1号報告 2020年度事業報告 の件
資料lに基づき， 新井映子筆頭副会長より2020年度の事業報告の説明があった。

第2号報告 2021 度事業計両及び収支決算書の件
資料2に基づき， 新井映子筆頭副会長より2021年度事業計画の説明があった。

続いて資料3に基づき ， 新井映子筆頭副会長より2021年度収支予算について説明があった。

第3号報告 2021年度学会賞の件
資料4に基づき， 新井映子学会賞選考委員長より2021年度学会賞の選考について経過及び結果が報告された。第1

囲学会賞選考委員会を2021年4月20日にリモ ー トで， 第2回を4月25日～28日メ ールにて電磁的方法で開催 し， 各
候補者について審査を行い， その選考 結果を会長に報告， その後理事会に諮り， 各賞の受賞者が次の通り理事会で承
認された。

＊学会賞 吉村美紀氏（兵庫県立大学）「食材 ・ 食品ハイドロコロイドの調理加工における物件・咀哨性・構造の基
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2. 緑茶のストレス軽減および抗うつ作用

Stress reducing and anti-depression effects of green tea 

要約

海野けい子

UNNOKeiko 

静岡県立大学茶学総合研究センタ ー

Tea Science Center, University of Shizuoka 

緑茶に含まれるテアニン(T)やアルギニン(A)は優れたストレス軽減作用を

示す。 一方で緑茶の主要な成分であるカテキン(EGCG, E)やカフェイン(c)は

それに対し拮抗的に作用する。 したがって， これら成分のバランスCE/TA比は緑

茶のストレス軽減効果のマ ー カー となる。 カフェイン量を低下させた低カフェイン

緑茶は， 20代， 40-50代（中高齢者）および80-90代（高齢者）の参加者のスト

レスを軽減し， 高齢者や中高齢者の睡眠の質を高めた。 抹茶ではCE/TA比が2 以

下のものでストレス軽減効果が認められたが， 茶溶出液でストレス軽減効果を期待

するにはCE/TA比は0.5以下が望ましいことが見出された。 また白葉茶では抗うつ

作用が期待された。 体調に合わせて緑茶を選択することは， 心身の健康増進に寄与

するものと考えられる。

1. はじめに

「適度なストレス」は私たちに必要な刺激であるが， 長期にわたり過度なストレ

スが負荷された場合は「うつ」や気分障害， 心血管系疾患， 加齢関連疾患など様々

な疾患が引き起こされると考えられている。 ヒトが「ストレス」と感じる様々な要

因の中で， 職場や学校， 家庭における対人関係に起因する社会心理的ストレスは主

要なストレスである。 そこで実験動物に社会心理的ストレスを長期に負荷した場合

の寿命や脳機能への影押を明らかにするとともに， ストレス軽減について緑茶成分

を中心にその効果を検討してきた。昨今はコロナウィルスの世界的流行により日常

生活に様々な制限が加えられたことから， ストレスを強く感じている人が増加して

いることも報告されており， ストレス軽減の重要性はより高まっていると考えられ
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る。

2. 社会心理的ストレスの負荷方法

ストレス負荷実験でよく用いられている方法は， 動物に電気ショックや拘束， 強
制水泳などの物理的苦痛を与える方法であるが， 身体に直接危害が加わるのではな
い心理的ストレスが長期間にわたり負荷された場合では， 生体の応答が異なる可能
性が考えられる。 また， 社会心理的ストレスを負荷するために実験動物でこれまで
よく用いられている方法の一つとし て， 雄動物（マウス， ラットなど）のナワバリ
意識を利用 し た居住者と侵入者間による対面飼育という方法がある 1) 。 居住者の
ケ ー ジに， 別のケ ー ジから侵入者を入れ対面させる。 この場合， 侵入者は居住者か
ら激し い攻撃を受けるため長期間にわたる同 居飼育は困難で， 身体への直接的スト
レスは無視できない。 またケ ー ジが変わるという物理的ストレスも侵入者には加わ
ることになる。 そこでこれらを改善 し た新たな方法を考案 し た 2

,
3
) 。 2匹の雄マウ

スを， ステンレス製の仕切り板で2 つに区切ったケ ー ジに1匹ずつ入れ単独飼育
を行うことで， マウスにナワバリ意識を確立させた後， 仕切り板を外 し て2匹の
対面飼育を行った（図1)。 マウスは互いを侵入者とみなすが， これらマウスは2

」仕切り板

△区:|1 ナワバリ意識の確立

↓
単独飼育

(1ヶ月）

互いの存在がこ·�11 ストレスとなる

対面飼育

図l 対面飼育によるストレス負荷試験

匹とも居住者でもある。 仕切り板を外 し た直後に2匹の間では互いの臭いを嗅ぐ，

追いかける， 一方が他方に乗りかかる， などの行動が観察されることから優劣の関

係は成立し ている。 その後2匹のマウスの間で時に闘争行動が見られるが， 激し

い闘争には至らず， 体重の減少などの顕著な変化も認められない。 したがってスト

レス負荷条件下で長期飼育が可能であり， 寿命や脳機能等に対する長期にわたる社

会心理的ストレス負荷の影響を調べることができる。 群飼育により若い時から同じ

ケ ー ジで飼育し たマウス同士では闘争が少ないが，同じ群れの仲間であるかどうか，

ということを認識する情報源の一つが尿の臭いである凡仕切り板を用いた対面飼

育の方法では， 単独飼育の条件下でも少なくとも尿の臭いの情報は共有し ているこ

とから， 同じケ ー ジ仲間とし て認識 し ていることが， 激し い攻撃には至らない一 因

ではないかと推察される。

ここで紹介する長期の実験系では， 1月齢で購入した老化促進モデルマウス

(SAMPlO) を1ヶ月間， 仕切板を入れたケ ー ジで単独飼育を行った後， 仕切り板

を外 し て対面飼育を開始 し た。 この系統のマウスは正常に4 ~ 5ヶ月で成熟 し た

後， 老化徴候が早期に現れるため平均生存期間が通常のマウスに比べやや短いとい

う特徴を示す5) 。 脳機能の測定はSAMPlO にとって初老期に相当するll~12月齢

で行った。 対照群とし て， 同月齢の群飼育群のマウスを対面飼育群のマウスと比較

し た。 一方緑茶成分のストレス軽減効果を簡便に評価する方法と し ては， 1月齢

で購入し たddYマウスを1週間， 仕切り板を入れたケ ー ジで単独飼育を行った後，

仕切り板を外 し て対面飼育を開始 し ， 1日後に副腎肥大の抑制の程度で抗ストレ

ス作用を評価し た。ddYマウスは広く実験に使用されている一般的マウスで， 成長

が早く体が大きいので副腎の肥大が評価し やすい。 仕切板を用いた対面飼育では，

これまで調べたすべての系統の雄マウスで副腎の肥大が観察されている。 一方雌の

場合は縄張り意識が雄ほど強くないため， 副腎の有意な肥大は観察されない。

3. ストレス負荷による副腎の肥大

ストレスが負荷された時 ヒトも他の動物も共通 し て内分泌系および神経系を介
したストレス応答がおこる。 内分泌系では， 視床下部の室傍核から副腎皮質刺激ホ

ルモン放出ホルモン(CRH)， 下垂体前葉から副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)， そ
し て副腎皮質からは糖質コルチコイドが血中に放出される視床下部 一 下垂体 ー 副腎

(HPA)軸の機能の活性化が知られている。 また自律神経系では視床下部 ー 交感神

経ー 副腎髄質系を介し て， おもにアドレナリンが分泌される。 このように副腎は感
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追いかける， 一方が他方に乗りかかる， などの行動が観察されることから優劣の関

係は成立し ている。 その後2匹のマウスの間で時に闘争行動が見られるが， 激し
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ここで紹介する長期の実験系では， 1月齢で購入した老化促進モデルマウス

(SAMPlO) を1ヶ月間， 仕切板を入れたケ ー ジで単独飼育を行った後， 仕切り板

を外 し て対面飼育を開始 し た。 この系統のマウスは正常に4 ~ 5ヶ月で成熟 し た

後， 老化徴候が早期に現れるため平均生存期間が通常のマウスに比べやや短いとい
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し た。 一方緑茶成分のストレス軽減効果を簡便に評価する方法と し ては， 1月齢

で購入し たddYマウスを1週間， 仕切り板を入れたケ ー ジで単独飼育を行った後，

仕切り板を外 し て対面飼育を開始 し ， 1日後に副腎肥大の抑制の程度で抗ストレ

ス作用を評価し た。ddYマウスは広く実験に使用されている一般的マウスで， 成長

が早く体が大きいので副腎の肥大が評価し やすい。 仕切板を用いた対面飼育では，

これまで調べたすべての系統の雄マウスで副腎の肥大が観察されている。 一方雌の

場合は縄張り意識が雄ほど強くないため， 副腎の有意な肥大は観察されない。

3. ストレス負荷による副腎の肥大

ストレスが負荷された時 ヒトも他の動物も共通 し て内分泌系および神経系を介
したストレス応答がおこる。 内分泌系では， 視床下部の室傍核から副腎皮質刺激ホ

ルモン放出ホルモン(CRH)， 下垂体前葉から副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)， そ
し て副腎皮質からは糖質コルチコイドが血中に放出される視床下部 一 下垂体 ー 副腎

(HPA)軸の機能の活性化が知られている。 また自律神経系では視床下部 ー 交感神

経ー 副腎髄質系を介し て， おもにアドレナリンが分泌される。 このように副腎は感
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受性の高い重要なストレス応答器官であり
， ストレスの指標の一つとして副腎の肥

大が共通して見られる。 対面飼育下の 2匹のマウスの間では優劣の関係が成立し
ており， 劣位のマウスの方が優位のマウスに比べ副腎がより肥大している傾向が見
られたが， 両者の差はわずかであり

， 優位および劣位どちらのマウスの副腎も ， 群
飼育群のマウスに比べ顕著に肥大していた。 このことから ， 優劣の違いはあっても
対面飼育下では2匹のマウスはほぼ同等のストレスを感じているものと推察され
た 3)

0 

対面飼育を行ったddYマウスでは24時間後に副腎が有意に肥大し， その後1週
間は肥大が継続し10日目頃から徐々に退縮した 3）。 一方，SAMPIOマウスでは対面
飼育を閉始してから6ヶ月経過した時点でも， ストレスに応答するHPA軸が活性
化していることが示唆された見このことからマウスの系統によりストレスからの
回復力に違いがあることが明らかとなった。 ストレスに対する感受性に個人差があ
ることはよく知られているが，SAMPIOとddYマウスはストレス脆弱性の違いを
解明するための良いモデルであると考えられる。

4. テアニンの作用と緑茶成分による副腎の肥大抑制

テアニン（医 2) は緑茶中には 1.6~3.4%
， 紅茶には0.5�4.I ％含まれている

茶に特有のアミノ酸で見脳内の神経伝達物質の一つであるグルタミン酸と構造が
似ていることから， 脳内での生理作用に着目した研究が行われてきた。 これまでに
リラックス作用 7) ， ストレス軽減作用 8

,
9
) ， うつ病・統合失調症の症状軽減作用 10)'

睡眠改善作用 11) ， 等がヒトにおける研究で報告されている。 また動物等を用いた
研究から， 血液脳関門を介した脳への取り込み 12) ． ド ー パミン等の脳内神経伝達

゜ ゜

N
H

／
 

NH2

theanine 
医2 テアニンの構造

14 (346) 

OH 
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物質への影響 13) ， カフェインによる興奮の抑制 1
4

) ， 神経への保護作用 1
5

) ， グルタ

ミン輸送体への高い親和性 1
5

)
， 神経細胞の新生への関与 16) 等が報告されている。

ストレス時におけるHPA軸の活性化の調節は， 視床下部の室傍核にあるグルタ

ミン酸受容体を介して行なわれており 17) ， 興奮性神経伝達物質であるグルタミン

酸はグルタミンから供給されている。 脳内に取り込まれたテアニンはグルタミン輸

送体に強力に作用し， 細胞外のグルタミンの神経細胞内への取込みを阻害し脳内に

おけるグルタミン酸代謝を調節していると考えられている 1
5

)。 ddYマウスにスト

レスを負荷した時副腎の肥大とともに糖質コルチコイドの日内リズムが変化した

が ，
テアニンを摂取することによりそれらが正常状態となった見このことから，

テアニンはHPA軸の正常化を介してストレス軽減作用をもたらしていることが示

された。 また ， 糖質コルチコイドの正常な日内リズムは脳におけるシナプス形成に

重要であることが報告されていることから 18)
，

ストレスによるホルモンの日内リ

ズムの乱れは脳機能低下の一 因として重要だと考えられる。

ストレス負栃による副腎肥大に対する抑制効果を指標にして， 緑茶成分のストレ

ス軽減作用ならびに成分間の相互作用を検討した 19)。 テアニンを摂取していたマ

ウスでは対面飼育条件下でも副腎の肥大は観察されなかったが ， テアニンによる副

腎肥大抑制作用はカフェインあるいはエピガロカテキンガレー ト(EGCG)の共存

で強く抑制された。 しかしガレー ト基を持たないエピガロカテキン(EGC)は低濃

度ではストレスを軽減する作用を示すとともに， テアニンに対しては何ら妨害作用

を示さなかった。 またテアニン以外の遊離アミノ酸について検討したところ ， グル

タミン酸やグルタミンにはストレス軽減効果は認められなかったが ， アルギニンは

優れたストレス軽減効果を示すことが明らかとなった。 そこでテアニンに対するカ

フェイン ，
EGCG, EGCおよびアルギニンについて共存による影響を検討した。 テ

アニン量は， ヒトがサプリメントとしてテアニンを一般的に用いている用量である

200mg に相当する量とした。 アルギニン贔は， 緑茶中ではテアニン量の 1/2 程度

であることに基づき ， テアニンの 1/2 最とした。 その結果 ，
テアニンに対して 5

倍量のカフェインが共存した場合はテアニンによる副腎肥大抑制効果が打ち消され

てしまうことが示された。しかしテアニンとアルギニンの両者の共存により，カフェ

インの作用が打ち消され副腎肥大が抑制された。 EGCGに対しても， テアニンとア

ルギニンが協同的に拮抗することが明らかになった。 またEGCもテアニンと協同

的に作用した（図3)。
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受性の高い重要なストレス応答器官であり
， ストレスの指標の一つとして副腎の肥
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ており， 劣位のマウスの方が優位のマウスに比べ副腎がより肥大している傾向が見
られたが， 両者の差はわずかであり

， 優位および劣位どちらのマウスの副腎も ， 群
飼育群のマウスに比べ顕著に肥大していた。 このことから ， 優劣の違いはあっても
対面飼育下では2匹のマウスはほぼ同等のストレスを感じているものと推察され
た 3)

0 

対面飼育を行ったddYマウスでは24時間後に副腎が有意に肥大し， その後1週
間は肥大が継続し10日目頃から徐々に退縮した 3）。 一方，SAMPIOマウスでは対面
飼育を閉始してから6ヶ月経過した時点でも， ストレスに応答するHPA軸が活性
化していることが示唆された見このことからマウスの系統によりストレスからの
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ることはよく知られているが，SAMPIOとddYマウスはストレス脆弱性の違いを
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4. テアニンの作用と緑茶成分による副腎の肥大抑制
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， 紅茶には0.5�4.I ％含まれている
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9
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物質への影響 13) ， カフェインによる興奮の抑制 1
4

) ， 神経への保護作用 1
5

) ， グルタ

ミン輸送体への高い親和性 1
5

)
， 神経細胞の新生への関与 16) 等が報告されている。

ストレス時におけるHPA軸の活性化の調節は， 視床下部の室傍核にあるグルタ

ミン酸受容体を介して行なわれており 17) ， 興奮性神経伝達物質であるグルタミン

酸はグルタミンから供給されている。 脳内に取り込まれたテアニンはグルタミン輸

送体に強力に作用し， 細胞外のグルタミンの神経細胞内への取込みを阻害し脳内に

おけるグルタミン酸代謝を調節していると考えられている 1
5

)。 ddYマウスにスト

レスを負荷した時副腎の肥大とともに糖質コルチコイドの日内リズムが変化した

が ，
テアニンを摂取することによりそれらが正常状態となった見このことから，

テアニンはHPA軸の正常化を介してストレス軽減作用をもたらしていることが示

された。 また ， 糖質コルチコイドの正常な日内リズムは脳におけるシナプス形成に

重要であることが報告されていることから 18)
，

ストレスによるホルモンの日内リ

ズムの乱れは脳機能低下の一 因として重要だと考えられる。

ストレス負栃による副腎肥大に対する抑制効果を指標にして， 緑茶成分のストレ

ス軽減作用ならびに成分間の相互作用を検討した 19)。 テアニンを摂取していたマ

ウスでは対面飼育条件下でも副腎の肥大は観察されなかったが ， テアニンによる副

腎肥大抑制作用はカフェインあるいはエピガロカテキンガレー ト(EGCG)の共存

で強く抑制された。 しかしガレー ト基を持たないエピガロカテキン(EGC)は低濃

度ではストレスを軽減する作用を示すとともに， テアニンに対しては何ら妨害作用

を示さなかった。 またテアニン以外の遊離アミノ酸について検討したところ ， グル

タミン酸やグルタミンにはストレス軽減効果は認められなかったが ， アルギニンは

優れたストレス軽減効果を示すことが明らかとなった。 そこでテアニンに対するカ

フェイン ，
EGCG, EGCおよびアルギニンについて共存による影響を検討した。 テ

アニン量は， ヒトがサプリメントとしてテアニンを一般的に用いている用量である

200mg に相当する量とした。 アルギニン贔は， 緑茶中ではテアニン量の 1/2 程度

であることに基づき ， テアニンの 1/2 最とした。 その結果 ，
テアニンに対して 5

倍量のカフェインが共存した場合はテアニンによる副腎肥大抑制効果が打ち消され

てしまうことが示された。しかしテアニンとアルギニンの両者の共存により，カフェ

インの作用が打ち消され副腎肥大が抑制された。 EGCGに対しても， テアニンとア

ルギニンが協同的に拮抗することが明らかになった。 またEGCもテアニンと協同

的に作用した（図3)。
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屈3 テアニンのストレス軽減作用に対する他の緑茶成分の作用

5. ストレスと「うつ」， 脳機能， 寿命

対面飼育群のマウスについて， うつ様行動が引き起こされているか観察した。 強

制水泳および尾懸垂試験により， 諦めて動かなくなってしまう時間を測定すること

により「うつ」の状態を推測した。 その結果， いずれの測定方法においても対面飼
育群のマウスおいて， 水を摂取していたマウスに比ベテアニンを摂取していたマウ

スでは， 諦めて動かなくなってしまう時間が短縮していることが見いだされた。

SAMPlOの場合， 加齢に伴いうつ様行動が観察されることが報告されているが， テ

アニンの摂取はうつ様行動を抑制していることが見いだされた。 このことからテア

ニンには抗うつ作用の可能性も示唆された2) 。 実際， 健常者 (20~69 歳の男女）

が毎日 200mg のテアニンを 4 週間服用した結果うつに関する自己評価調査で有

意な改善が認められたことが報告されている ll)
0

マウスを用いた検討では，SAMPlOマウスが寿命の短縮に加え加齢に伴い大脳が

萎縮するという特徴を示すことから， 脳萎縮に対する作用を調べた。 その結果， 対

面飼育群のマウスでは群飼育群に比べ有意に大脳の萎縮が促進していることが見い

だされた。 一方， テアニンを摂取していた場合は， 対面飼育条件下でも大脳の萎縮

は促進していなかった 2)。 健康な人においても， 例えば家族との死別， 失業， 事故，

または大規模な自然災害などにより， 強いストレスに繰り返しさらされると脳が萎

縮することが報告されている20,21 )。 また虐待を受けた子供たちに脳萎縮が起きてい

ることも報告されていることから 22)， 脳の萎縮は実験動物だけの話ではない。

対面飼育の条件下で飼育したマウスについて， ステップスルー 装置を用いた受動

回避試験により学習記憶能を測定した。 予めマウスを明室に入れ， となりの暗室へ

の入口を開けるとマウスは暗所を好むことから素早く暗室に移動する。暗室に入っ
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た時に床に弱い電流を流し， 暗室に入ると電気ショックが与えられることを学習さ

せる。 暗室から明室にマウスを移動し， 上記の作業をくり返すと， 若いマウスでは

すぐに学習し，B音室に入らず明室に留まるようになるが， 老齢になると学習能力が

低下し， 繰り返し暗室に入ってしまい， 明室になかなか留まることができない。 8

月齢の時点で群飼育群のマウスの学習能を比較した結果， 対面飼育群で顕著に学習

能が低下していることが見いだされた 2) 。SAMPlOの場合， 加齢に伴い学習記憶能

も低下するため通常の群飼育では11月齢以降になると有意に学習能が低下するが，

8月齢の時点ではまだ有意な学習能の低下は観察されないことから， 対面飼育に

より脳機能の低下が促進されることが見いだされた。 一方， テアニンを摂取してい

た対面飼育群のマウスでは， 脳機能の低下は認められなかった。

また， 対面飼育下にあったSAMPlOマウスでは成熟後早い時期から死に始める

マウスが見られた見これら早期に死亡したマウスに外傷はなく， 対面飼育群のマ

ウスの平均生存期間は 14ヶ月であった。 一方， 群飼育群のマウスの平均生存期間

は 18ヶ月であったことから， 対面飼育のマウスでは群飼育のマウスに比べ約 4ヶ

月寿命が短縮し， 群飼育の場合の3/4の寿命となったことが見いだされた。 一方

マウスにテアニン (6 mg/kg) を飲水として自由摂取させたところ， 対面飼育下に

あるにもかかわらずテアニン摂取群では平均生存期間が 18ヶ月に延長しており，

群飼育の場合とほぼ同じ平均生存期間となった。 同様にSAMPlOマウスにストレ

ス負荷条件下でアルギニン (3 mg/kg) を自由摂取させたところ， 生存期間中央値

(MST)は17ヶ月で， 水を摂取していたマウス(11ヶ月）に比べ有意に延長してい

た 23) 。 テアニンやアルギニンの寿命延長効果は， 対面飼育により生じた寿命短縮

作用を打ち消しているものであり， 通常飼育下でストレスを殆ど感じていない場合

は， それ以上の寿命延長効果は示さなかった。

ストレスは心血管系疾患， 消化器系疾患， 内分泌 ・ 代謝系疾患などの様々な病気

の発症や進行に深く関わっていることから， ストレスがヒトの寿命にも影響してい

ることは容易に想像される。 しかし平均寿命より短命であったヒトたちはストレス

を強く受け， それより長寿だったヒトたちではストレスが少なかったかと言うと，

それほど単純ではないのも事実である。 ストレスと寿命との関連はまだ十分には解

明されていないが， 少なくとも神経が常に高まったような状態は寿命が短縮する一

因だと考えられている 2
4

) 。 またストレスに対する感受性には個人差があるのも事

実であり， ストレスを感じやすい人にとってはストレスの軽減は重要だと考えられ

る。
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対面飼育群のマウスについて， うつ様行動が引き起こされているか観察した。 強
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が毎日 200mg のテアニンを 4 週間服用した結果うつに関する自己評価調査で有

意な改善が認められたことが報告されている ll)
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マウスを用いた検討では，SAMPlOマウスが寿命の短縮に加え加齢に伴い大脳が

萎縮するという特徴を示すことから， 脳萎縮に対する作用を調べた。 その結果， 対

面飼育群のマウスでは群飼育群に比べ有意に大脳の萎縮が促進していることが見い

だされた。 一方， テアニンを摂取していた場合は， 対面飼育条件下でも大脳の萎縮

は促進していなかった 2)。 健康な人においても， 例えば家族との死別， 失業， 事故，

または大規模な自然災害などにより， 強いストレスに繰り返しさらされると脳が萎

縮することが報告されている20,21 )。 また虐待を受けた子供たちに脳萎縮が起きてい

ることも報告されていることから 22)， 脳の萎縮は実験動物だけの話ではない。

対面飼育の条件下で飼育したマウスについて， ステップスルー 装置を用いた受動

回避試験により学習記憶能を測定した。 予めマウスを明室に入れ， となりの暗室へ

の入口を開けるとマウスは暗所を好むことから素早く暗室に移動する。暗室に入っ
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た時に床に弱い電流を流し， 暗室に入ると電気ショックが与えられることを学習さ

せる。 暗室から明室にマウスを移動し， 上記の作業をくり返すと， 若いマウスでは

すぐに学習し，B音室に入らず明室に留まるようになるが， 老齢になると学習能力が

低下し， 繰り返し暗室に入ってしまい， 明室になかなか留まることができない。 8
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能が低下していることが見いだされた 2) 。SAMPlOの場合， 加齢に伴い学習記憶能

も低下するため通常の群飼育では11月齢以降になると有意に学習能が低下するが，
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た対面飼育群のマウスでは， 脳機能の低下は認められなかった。

また， 対面飼育下にあったSAMPlOマウスでは成熟後早い時期から死に始める
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ウスの平均生存期間は 14ヶ月であった。 一方， 群飼育群のマウスの平均生存期間

は 18ヶ月であったことから， 対面飼育のマウスでは群飼育のマウスに比べ約 4ヶ

月寿命が短縮し， 群飼育の場合の3/4の寿命となったことが見いだされた。 一方

マウスにテアニン (6 mg/kg) を飲水として自由摂取させたところ， 対面飼育下に

あるにもかかわらずテアニン摂取群では平均生存期間が 18ヶ月に延長しており，

群飼育の場合とほぼ同じ平均生存期間となった。 同様にSAMPlOマウスにストレ
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た 23) 。 テアニンやアルギニンの寿命延長効果は， 対面飼育により生じた寿命短縮

作用を打ち消しているものであり， 通常飼育下でストレスを殆ど感じていない場合

は， それ以上の寿命延長効果は示さなかった。

ストレスは心血管系疾患， 消化器系疾患， 内分泌 ・ 代謝系疾患などの様々な病気

の発症や進行に深く関わっていることから， ストレスがヒトの寿命にも影響してい

ることは容易に想像される。 しかし平均寿命より短命であったヒトたちはストレス

を強く受け， それより長寿だったヒトたちではストレスが少なかったかと言うと，

それほど単純ではないのも事実である。 ストレスと寿命との関連はまだ十分には解

明されていないが， 少なくとも神経が常に高まったような状態は寿命が短縮する一

因だと考えられている 2
4

) 。 またストレスに対する感受性には個人差があるのも事
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6. 低カフェイン緑茶のストレス軽減効果と睡眠に対する作用

カフェインやEGCGはテアニンのストレス軽減作用に対し抑制的に作用するが 19) '
水で滝れる「水出し」とすることで溶出する カフェインやEGCG を減らすことが
できる。 これは カフェインやEGCGが低温では顕著に溶出量が低下するのに対し，
アミノ酸類やEGC は水温の影響をほとんど受けないことによる 25) 。 また，摘み取っ
た茶葉を熱水で短時間処理することにより， 茶葉中の カフェインを当初の 1/3 ~
1/4 に低下させた「低カ フェイン緑茶」は， 相対的にテアニンの効呆が高まるこ
とが期待された。 そこで20代， 40~50代（中高齢者）および80~90代（高齢者）
の参加者に「水出し」した低カフェイン緑茶を飲んでいただき， ストレスや匪眠ヘ
の影響を観察した26-28)0 

唾液中のアミラ ー ゼ活性を測定する（唾液アミラ ー ゼモニタ ー ， ニ プロ（株），
大阪）ことによりストレスの程度を評価した結果， いずれの年代においても対照群
に比べ低カフェイン緑茶を摂取していた人たちではストレスの程度が軽減している
ことが期らかとなった。 また2 0代では， 主観的なストレスの程度をVAS (Visual 
Analogue Scale)を用いて数値化した評価でも， 低カフェイン緑茶摂取群で有意に
ストレスが低下していた28)。 中高齢者では， 厚生労働省が策定した「労働者の疲
労蓄積度診断チェックリスト」を用いて疲労感の程度を評価したところ， 月曜の朝
の疲労感が低カフェイン緑茶摂取群で有意に低下していた 27)。 月曜の朝に不調を
感ずる人は多くいることから， 低カフェイン緑茶のこの抗疲労効呆は興味深い結果
である。

また， 睡眠時の脳波を簡易睡眠計（スリ フスコ フ， スリ プウェル（株），
大阪）を用いて測定し， 匪眠への影響を検討した。 睡眠には個人差があったが高齢
者では，朝早く目が醒めてしまいその後再び寝つくことができない「早朝覚醒」が，
低 カフ ェイン緑茶摂取群で抑制されていた26) 。 早朝覚醒は高齢者によく見られる
睡眠上のトラブルの一つであることから， 低カフェイン緑茶に切り替えることは高
齢者の匪眠の質の向上につながる可能性がある。 中高齢者では早朝覚醒の時間は短
かったが低カ フェイン緑茶摂取群で改善効果が認められた 27) 。 さらに高齢者では，
通常の緑茶を摂取していた時に比べ低カフェイン緑茶に切り替えたことによりスト
レスが軽減していた参加者ほど 睡眠に関する種々のパラメ ータ ー （睡眠時間， 巾
途覚醒， 睡眠効率， 入眠潜時 ノンレム睡眠）に改善が認められた 26)。 中高齢者
では， 低カフェイン緑茶の摂取量が多い参加者ほど睡眠の質の高さを示すノンレム
睡眠の割合が高まっていたことから27)， 低 カフェイン緑茶への切り替えは中寓齢
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者においても睡眠の質の向上につながるものと考えられる。

8. 抹茶のストレス軽減作用

抹茶は煎茶に比べ茶葉に含まれるテアニン量が多く カテキンは少ないが， カフェ

インを多く含んでいる緑茶である。 先に示したように カフェインとEGCG は， テ

アニンおよびアルギニンの抗ストレス作用に対し拮抗的に作用することから， 日本
国内で販売されている抹茶について比較した結果， 各抹茶に含まれるテアニンやア

ルギニン，カフェイン，カテキン量にはかなり大きな違いがあることが明らかとなっ
た。 カフェイン量には抹茶の種類による違いはあまり見られなかったが， テアニン
とEGCG の割合は大きく変動していた。 またアルギニンはテアニン量に比例して
変動した。 種々の抹茶についてストレスを軽減することができるかどうか実験動物
を用いて評価した結果， 抹茶中に含まれるテアニン( T)とアルギニン(A)に対
する， カフェ イン(C)とEGCG (E)のモル比を示す「CE/TA比」が2以下の抹
茶では， マウスのストレスによる副腎肥大を抑制することができたが， 2 より大
きい抹茶ではストレスによる副腎肥大を抑制することができないことが明らかと
なった 29) 。 日本国内で販売されている抹茶についてCE/TA比を比較した結果，76
銘柄中32銘柄はCE/TA比が2以下であった29）。 一般に， 上級～ 中級の抹茶はCE/
TA比が2以下のものが多かった。 一 方海外で販売されていた67銘柄ではCE/TA
比が2以下のものは 1銘柄のみであった 29) 。

CE/TA比が2以下の抹茶では， 実際にヒトにおいてストレスが軽減されるのか
調べてみた。20代の被験者がCE/TA比1.79の抹茶 3gを水に懸濁して摂取した場合，
ストレス軽減効果が認められたが，CE/TA比が10.79の抹茶ではストレス軽減効果
が認められなかった 29

) 。 また， 抹茶を飲む習慣はそれほど一 般的ではないが， 抹
茶を含む菓子類は多く販売されていることから， 焼菓子などとして抹茶を摂取した
場合も同様の効果が認められるか検討してみた。 その結果クッキー として摂取した
場合も，CE/TA比が1.79の抹茶ではCE/TA比が10.79の抹茶に比ベストレス軽減効
果が高かった 30) 。 抹茶の臨床研究では， 量的にどの程度摂取すればストレス軽減
効果が期待できるのか更に検討する必要があるが， これまでの研究から少なくとも
抹茶のCE/TA比にば注意を払う必要があると考えられる。

白葉茶の抗うつ作用

「白葉茶」は， 茶樹を2週間ほど完全に遮光することにより一般の煎茶に比べて
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アミノ酸量を6~ 7倍に増加させた緑茶であり（図4 )， 旨味の強い緑茶として
注目されている。 白葉茶では一般煎茶に比ベテアニン が約5倍に増加していたこ
とから， ストレス軽減効果が期待された。しかし臨床研究において一般煎茶と比べ
た時に， 有意なストレス軽減効果は残念ながら認められなかった 31)。 そこでその
原因の解明に向け， 動物実験を行ってみた。白葉茶では完全な遮光を行うことから
茶葉中の可溶性タンパク質の分解が生じ， 遊離アミノ酸組成が一般煎茶の場合と大
きく異なり， テアニンは量的に増加するものの一 般煎茶に比べ全アミノ酸に占める
割合はむしろ低下してしまう一方で， アルギニンやグルタミン ， アスパラギン， ア
スパラギン酸等の割合が増加した（図 5) 31)。そこでアミノ酸の比率の違いによ
るテアニンのストレス軽減効果に対する影響を検討した結果， アスパラギンやアス
パラギン酸の増加はテアニンの作用を抑制することが見出された 31)。
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図4 白葉茶と煎茶の主要成分
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次に白葉茶および一般煎茶に含まれる割合でテアニン ， アルギニン ， カフェイン ，

EGCG を溶解した水をマ ウスに与えた時も， マ ウスのストレスを軽減できなかった。

白葉茶のCE/TA比は1 .12であり， 一 般煎茶は4.47であった。 低 カフ ェ イン緑茶等

のデータと合わせて考えると， 茶溶出液の場合はCE/TA比が0.54以下ではストレ

ス軽減効果が認められたが， 0.9以上では効果が見られない ことが示唆された。抹

茶の場合と茶溶出液の場合では， ストレス軽減効果が期待されるCE/TA比に違い

があることが明らかとなった。 茶溶出液と抹茶との作用の違いについては今後更な

る検討が必要である。

ところでうつ病は最も一般的な精神疾患で， ストレスはその重要な危険因子であ

るが， 緑茶の摂取がうつ病を予防することが報告されてい る 32) 。「うつ」の予防に

おいて， 緑茶中の カフ ェ イン や カテキンの関与が示唆されていることから， 実験動

物を用い白莱茶の抗うつ効果を検討した。 その結果， 白葉茶を摂取していたマ ウス

ではうつ様行動が有意に低下することが明らかとなった 31) 。 これらのことから，

白葉茶の場合は抗うつ効果が期待されると考えられる。

まとめ

緑茶に含まれるテアニン やアルギニン は優れたストレス軽減作用を示すが， 緑茶

の主要な成分である カテキン (EGCG)や カフ ェ イン はそれに対し拮抗的に作用す

る。ストレス軽減効果に着目して緑茶の作用を評価した場合， 緑茶溶出液ではテア

ニン とアルギニン に対する， カフ ェ イン とEGCG のモル比であるCE/TA比は0.5以

下であることが望ましいことが示された。抹茶の場合はCE/TA比が2以下であれ

ばストレス軽減効果が認められたことから， 抹茶と茶抽出液との違いについて今後

更なる検討が必要である。緑茶は食品であるが， 緑茶に含まれるテアニンや カフ ェ

イン ， EGCG, アルギニン の組成の違いにより実際にストレスが軽減されたり睡眠

に影響が生じたりすること等， その機能性が明らかとなった。うつ状態が軽減され

る可能性も示唆された。ストレスが負荷された時生体の応答では興奮状態になる

場合もあれば抑うつ状態になる場合もある。これにはストレスの状況や個人による

感受性の違いなど複雑な要因が関与するが， い ずれにおいても脳内の興奮と抑制の

バラン スを保つことは， 心身の健康を保つ上で非常に重要であると考えられる。状

況に合わせた緑茶の選択は心身の健康増進に寄与するものと考えられ， 食品成分が

持つ機能性について更なる解明が進むことが期待される。
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日本における茶の文化史
喫茶の渡来から現代、そして将来は

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

煎茶

食べるお茶、
飲むお茶

遣唐使 隠元禅師

団茶から散茶に

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 唐風
固形茶、粉茶の伝来 ⇒茶の文化

( A.D.700頃)

中中国ルート 宋風
抹茶法の伝来 ⇒抹茶

（A.D.1100頃)

南中国ルート 明風
淹茶の伝来 ⇒ 煎茶

( A.D.1600頃)
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中国 南北朝 隋 元 中華⺠国
日本 鎌倉 安土桃山室町 明治大正昭和江⼾

漢 唐 宋 明 清
飛鳥奈良古墳弥生 平安

お茶の始まり

植物としてのチャの原産地

茶の文化(利用)のはじまり

植物としての茶の起源は中
国西南地域を起源とし、一方
はアッサムに、一方は中国に
広まったと考えられている

茶の利用の始まりは食べるお茶
なのか？ 飲むお茶なのか？
茶の文化は蜀の国(四川省成都
付近)で漢民族により発展した

茶の古い文字
荼(と)、櫝(か)、蔎(せつ)、茗(めい)など

紀元前５９年中国漢時代に王褒が書いた
「僮約」という文章の中に「荼を煮る。
荼を買う」

隋から唐時代に茶の文化が大きく発展

隋は南北朝を
統一。茶は皇帝
に愛飲され、次
第に一般社会
にも波及

唐時代には茶
の生産地域も
拡大し、全国民
的な食飲料と
なっていた

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。

唐時代に花開いた茶
ＨＰより引用

陸 羽 茶のバイブル

遣唐僧などにより日本に渡来か？

最澄
空海
永忠
唐で流行化して
いた茶を仏教と
ともに導入

茶本来の味を
追求

唐代長安の法門寺から発掘された当時
の茶道具と思われる品々

奈良時代後半から平安時代初期

遣唐僧（最澄、空海、永忠など）により唐風喫茶文化が日本に渡来

文明先進国である唐の文化を貪欲に輸入。
洛陽や長安の都をモデルに平安京の国造り

平安京大内裏の「茶園」

日吉の茶園
最澄が唐(中国)から持

ち帰った種を植えて約
1200年前に作られた日
本最古の茶園。『日本茶
発祥の地』と言われてい
る。

固形茶：新芽を蒸して固めて
乾燥⇒薬研で粉にして⇒熱湯
で煎じて、そのまま飲む

弘仁６年 ８１５

嵯峨天皇（786-842）、近江
の唐（韓）崎に行幸し、そ
の途次梵釈寺にて僧永忠
（742-816）より 茶を献じら
れる。(日本後紀)

その後、嵯峨天皇は機
内および近江、丹波、
播磨などの国に茶を植
え、毎年これを献ぜしむ
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空白の時代から新しいお茶に～平安時代中後期～

唐王朝の滅亡から戦乱の後
の宋王朝の安定化までの間
は中国との交流が途絶える

平安時代初期には大いに隆盛するかに
思えたお茶への関心が薄れ、わずかに寺
院などに伝えられるのみとなった

中国

茶は唐に興り、
宋に盛んとなる
内容的にもより
精美で多彩になる

栄西の登場

二度の入宋を果たし新しい
喫茶法「抹茶法(点茶法)」
を持ち帰る
龍鳳団茶のような高級な茶を茶碾で粉
末にし、この抹茶を入れた碗に湯を注
ぎ、茶筅で練るのが宋時代の点茶法

泡の立て方や泡の特質などにも注意が
払われている

空白の時代に突入

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

佐賀県背振山

9
Wikipediaより引用

茶
の
味
は
味
は
苦
く
、
性
質
は
寒
。
効
能
は
五
臓

（肝
、
心
、
脾
、

肺
、
腎
）
の
病
気
、
食
べ
過
ぎ
に
よ
る
胃
も
た
れ
を
治
し
、
長
く
服

用
す
れ
ば
気
分
を
安
ら
か
に
し
、
元
気
を
ま
し
、
身
を
軽
く
し
、
老

化
に
も
耐
え
う
る茶は上薬

陶弘景は「神農本草
経集注」により苦菜
を茶とした

最古の薬書
（後漢1～2世紀）

トピックス
お茶は薬草？

薬草 ⇒ 嗜好品

栄西⇒明恵⇒全国での茶の栽培普及

鎌倉時代には
栂尾茶を第一(本茶)とし、仁和寺、醍醐、宇

治、葉室、般若寺、神尾寺のほか
大和(室尾)、伊賀(八鳥)、伊勢(河居)、駿河

(清見)、武蔵(河越)などが産地

貴族、武士、
僧侶階級

庶民にも
波及

闘茶の流行

ギャンブル
エスカレート

本来の新しい喫茶法の提唱

⇒鎌倉：禅院茶礼の普及

⇒室町：書院
の茶の湯

やがて日本独自の茶道へと発展
栄西から種子を譲り受けた明恵は栂尾に播種

茶の湯の誕生から日本の精神文化に

☆闘茶などによる乱れた茶会
☆唐様の豪華な書院茶の湯

本来の
茶の湯とは

改革

村田珠光(1423-1502)
博打や飲酒を禁止。豪華な書院の茶を廃し
⇒亭主と客との精神交流を重視。草庵の茶の湯

武野紹鴎(1502-1555) 珠光を引継ぎ、千利休の師。

茶道の祖

千利休(1522-1591) わび、さびの茶の湯の大成。
茶道の大成者

上の好ませ給うもの
下また好む

茶のブームは権力
者により地方にも
広がりを見せる

広がりは上から
下にも、しかし
高級な茶、茶道
具はなし

庶民のお茶

振り茶の文化

成熟⇒変化 新しい茶のブーム到来

江戸時代に代わり徳川の治世が続くとともに、茶の栽培は全国に波及し庶民
にも手が届くものに変化してきた

高級茶 庶民のお茶

宇治抹茶⇒権力者の茶
城下等で茶の栽培

☆地域の風土に密着した番茶の成立
☆釜炒り製法の導入
☆煎じ茶⇒煎茶に
☆覆い下茶(抹茶)⇒玉露に

茶の全国への波及
とともに多彩なお
茶や飲み方などが
開発される
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釜炒り茶の導入と文人茶の成立

釜炒り茶(中国、明時代に始まり日本には安土桃山時代末期には伝来)

伝説的には、加藤清正の朝鮮出兵より持ち帰ったものが熊本の青柳茶
朝鮮から佐賀に来た陶工が伝えたものが嬉野茶

黄檗宗を伝えた隠元禅師(1592-1673)が茶器とともに伝来

釜炒り茶 ： 新しいお茶。澄んだ水色。啜り茶。仙茶

成熟し、権力的な茶の湯に対する反権力。新しい時代のお茶として

文人たちは清風のお茶に着目
高遊外売茶翁(1675-1763)

～日本に煎茶を普及させた文化人～

抹茶 淹し茶

蒸し製煎茶・玉露の創造

煎茶の開発(1738)
抹茶とは異なる新しいお茶とその飲み方の創造

庶民は抹茶は飲むことができず、一般には色が赤黒く味も粗末
な「煎じ茶」を飲んでいた。

⇒永谷宗円は柔らかい新芽を蒸して揉むことで、味もすぐれた緑

の新しい煎茶（淹し茶）を創造(1738)した。⇒煎じ茶から煎茶に
煎茶にとって必要な急須は隠元禅師の釜炒りの道具を応用

玉露の開発(1835)
「玉露」は、製茶業者山本山の商品名
に由来。山本山の六代山本嘉兵衛（徳
翁）が、宇治の小倉の木下家において
碾茶製造用の覆い下茶葉を露のよう
に丸く焙り、これが「玉露」の原型と
なったとも言われ、煎茶と同様に急須
で飲めるようにしたもの。

お茶の多様化

煎じ茶 淹し茶

開国に伴う外国貿易の開始
明治初期の茶の種類別輸出量（ｔ）

年次 緑茶 紅茶 磚茶
明治1～ 5年 7,122
　　　6～10年 11,273
    11～15年 16,410
　　16～20年 18,644 27 14
　　21～25年 21,395 45 12
　　26～30年 21,181 35 55
　　31～35年 18,651 512 337
　　36～38年 15,577 251 151

大蔵省外国貿易年表

百里園

明治の開化とともに、牧の
原台地を初め三方原台地
も開墾され、輸出用の茶

として緑茶、紅茶、磚茶、
ウーロン茶の製造も手
がけた。

輸出用に各種各様のお茶が生産された

1850年代の茶

茶は横浜開港により輸出品としての需要の高
まりとともに、茶栽培が増え、販路も拡大して
いった。

茶の運搬

手揉み

茶の運搬

安政6年(1859)
；横浜開港

１８０ｔが輸出さ
れる

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。

1800年代後半の茶
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牧之原台地の開墾による茶の増強

・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）

1900年代前半の茶

1850年代には輸出品として高い評価を受け

たお茶も、全て手摘み、手揉みのため経費が
嵩むとともに、徐々に製茶機械、茶鋏などが
開発されるとともに、機械化へと移行する

茶園の管理

鋏摘み風景

機械製茶

機械製茶

鋏摘み風景

・1885(明18)
高林、蒸器(2号)
焙茶機(3号)、摩
擦器械(4号)

・1908(明41)
やぶきた選抜

・1915(大4)
茶摘み鋏特許

1950年代以降の茶

秋山製茶
かおる園
H.Pより
借用

優良品種の導入、機械の大型化が進展。
好況時における全国への煎茶の普及。

近代的な茶工場

富士のやぶきた茶

優良品種の定植

スプリンクラーによる茶園管理可搬型鋏摘み風景
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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 ⇔ 簡便茶 ⇒
⇔ 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

産業化以降の緑茶需給とイノベーションの推移

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
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25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
製造方法の変化 製造方法の変化

お茶も手揉み茶や番茶から煎茶、深蒸し煎茶に変化し、最近では簡易
に飲用できるティーバッグ、粉末茶、ペットボトルに変化してきている

手揉み煎茶

深蒸し煎茶

ティーバッグ

普通煎茶

番 茶

粉末茶

ペットボトル

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 茶への要求が変化している

緑茶と茶系飲料の購入金額の推移

消費されるお茶の種類が変化
⇒ 生産方式の変化が必要

29

最近の茶業の推移は

国内消費量と生産者価格の推移 県内の茶栽培面積・農家
数・生産量の推移

変化への対
応が必要

消費者の茶の購入金額は堅調

各種飲料の購買金額 昭和30～40年代に全国に煎茶が普及。昭和
50年代は作れば儲かっていた時代
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日常茶飯事の茶
☆ コスト低下
☆ 簡便化
☆ 飲用水化

愉しみのお茶
☆ かわいさ
☆ 話題性
☆ 面白さ
☆ インスタ映え
☆ 高級品
☆ ブランド

消費者が必要としているお茶の提案
・妊婦さん、子供、高齢者 ⇒ 低カフェイン茶
・体脂肪の気になる方 ⇒ カテキン強化茶
・アレルギー ⇒ べにふうき緑茶 ・ストレスの気になる方 ⇒ テアニン強化茶
・肉食に合うお茶 ⇒ ・パンに合うお茶 ⇒ その他

緑茶消費の推移の概観 消費に与える要因 (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

消費に与える要因 (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

消費に与える要因 (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の重要要因

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？

さて、次世代のお茶は
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これは知っておきたい

世界の銘茶の数々

2

おチャの仲間

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

油 茶

黄花ツバキ

ツバキ

お 茶

サザンカ

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

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

アッサム種

中国種

•麦茶

•ハトムギ茶

•熊笹茶

•竹茶

•そば茶

•ハブ茶

•甜茶

•甘茶

•甘茶蔓茶

•杜仲茶

•苦丁茶

•ドクダミ茶

•紫蘇茶

•緑甘茶)

•ゴーヤー茶

•マタタビ茶

•柚子茶

•陳皮茶

•韓国伝統茶

•マテ茶

•羅漢果茶

•コカ茶

•ルイボス茶

•桜漬葉茶

•昆布茶

•梅昆布茶

お茶でないお茶

飲み物の総称として茶という文字が使われている

包種茶

ｳｰﾛﾝ茶など

紅茶

普通煎茶

深蒸煎茶

玉 露

抹 茶

玉 緑 茶

番 茶

ほうじ茶

釜炒り茶(中国製)

蒸製

釜炒り製

不発酵茶

（緑茶）

半発酵茶

発酵茶

後発酵茶 ﾌﾟｰｱﾙ茶など

お茶の分類 一番茶、二番茶、川根茶等

菊川茶、掛川茶等

宇治、八女、朝比奈等

宇治、静岡、等

嬉野製、熊本製等

京番茶、秋冬番茶等

茎焙じ、加賀焙じ等

龍井茶、碧螺春等

鉄観音、高山茶、東方美人

ダージリン、ウバ、キーモン

古樹茶、金花プ―アール等

生葉収穫

蒸し機

粗揉機

揉捻機

中揉機

精揉機

蒸製(煎茶)製造工程

生葉 殺青 乾燥揉捻
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7

手作り用釜

釜炒り茶製造工程

締炒機

炒葉機

8

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

9

発酵茶(紅茶)製造工程

生葉 萎凋 発酵（酸化）揉捻 乾燥

生

葉

殺

青

好気発酵

好気発酵
(堆積)

揉

捻

乾

燥

乾

燥

加
圧
成
形

好気発酵

加
圧
成
形

水
分
補
給

好気発酵 嫌気発酵
漬
け
物

嫌気発酵

好気発酵

後発酵茶製造工程

同じ茶葉から様々なお茶が作れ、成分も変わる

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

カテキン

パーオキシダーゼ

揉捻
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

カテキン類のテアフラビンへの変化
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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 お茶の種類の多様性

お茶の飲み方の多様性 日本人にとり伝説的な

世界の三大紅茶

ダージリン紅茶； 澄んだ水色の美しさと、マスカットフレーバーの香りが特徴。
「紅茶のシャンパン」とも呼ばれる。最近では発酵度が低く、緑茶に近いものもある。

ウバ紅茶； 「サロメチールのようなメントール系のウバフレーバー」と称される
甘い刺激的な香りが魅力。

キーモン紅茶； スモーキーななかにも蘭の花のような甘い香りと、果物のような
甘さが特徴的な紅茶です。明るく澄んだ水色も美しい。

ダージリン ウバ キーモン

原産地 インド スリランカ 中国

水色
オレンジ

(時期で変化)
橙色 赤銅色

香り
ウッドノート
マスカット系

メントール香
花のような香り

スモーキー

味 やさしい口当たり コクと爽やかな渋み やさしい甘み

旬の時期 ５月〜６月 ８月〜９月 ４月〜５月

ダージリン紅茶

インド北東部のダージリン地⽅が原産地。
爽やかな⼝当たりと芳醇なマスカットフレーバーが特徴。紅茶のシャンパン。
春茶、夏茶、秋茶で特徴が異なるが、香りは夏茶が良い。

最近では有機栽培のお茶が増加している。

中国種の遺伝子を多く持ち、ゲラニオー
ルが多く、リナノールが少ない

標高2,200mを走るダージリン・ヒマラヤ鉄道、茶
の運送用山岳鉄道

ウバ紅茶

ウバフレーバー。
爽やかなメントール系の香り。成分的には、ゲラニオール

が少なく、リナノールが多い。

渋みが強く、ミルクティに良く似合う。
水色が非常に美しく、カップに注いだとき内側の縁に
移る⾦色の光は「ゴールデンリング」と呼ばれる。
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キーモン紅茶

祁門紅茶；細い撚りと黒っぽい茶葉の色が特徴。花や果実、また蜜香に、ほの

かに上品でスモーキーなオリエンタルで華やかな ”祁門香”が特徴。

渋みのない深い味わいと合わさり、風格を醸す。

世界一高価なお茶

大紅袍(岩茶)

幻の岩茶と⾔われる⼤紅袍の樹齢は約1000年。
武夷⼭の⼭肌に古⽊を三本だけ残している⼤変貴重なお茶。
年間⽣産量も２キロ程度。
名前の由来。
⼤昔に胃腸病で苦しむ皇后の病を治そうと武夷⼭の茶の薬効を噂で聞いた皇太⼦が、その茶
葉を持ち帰り、皇后に飲ませると３⽇後には病は治り、⼤喜びした。皇后は⼤紅袍（⼤⾂が
着る紅の⾐）を茶樹に掛けて⽊を守り、そして、護茶将軍を任命し、毎年そのお茶を皇帝に
献上するよう命じた。それ以降、その茶樹を⼤紅袍と呼ぶようになったというものである。

上海のお茶のオークションで⼤紅袍２０グラムが出品
された。落札価格が中国元で19万8000元（⽇本円で
約２８７万円）。100g当たりでは1,435万円。

害虫が香りを創る

東方美人

19世紀中頃；害虫(ウンカ)の被害葉を用い製茶した
ところ、蜜のように甘くかぐわしい香りと味で評判に。
その後、実際に人気が出始めるのは19世紀末から
20世紀に入ってからで、英国で名付けられた「オリエ
ンタル=ビューティ」。東洋では響きの美しい「東方美
人」が定着した。

ウンカの吸汁ストレスや内分泌物質により茶の二次代謝機能がお
こり香気成分が発揚する。その程度は、新芽の生育とウンカの発
生も外部要因（天気、湿度、風量）に大きく左右される

微生物による発酵茶

プーアル茶

熟茶：殺青後の茶葉を積み上げ高温多湿状態で保存することで、空気中にいる麹菌の
一種を茶葉に棲みつかせ、発酵を促し熟成させたもの。品質がほぼ一定で味わいや価
格が比較的安定しています
生茶：殺青後の茶葉を風通しのよい乾燥した倉庫（乾倉）でゆっくりと自家発酵(陳
化)させるお茶。熟成期間や保管方法などで品質や味わいが全く異なりそれによって
価格差も大きく変わる。

プーアール茶の歴史は古く、２０００年以上。
唐時代から始まった茶のシルクロード版。
「茶馬古道(ティーロード)」はプーアール県を
出発点として辺境のチベットなどへの交易路

中国を代表する献上茶

龍井茶

龍井茶は、中国緑茶の代表格ともいえるお茶。
龍井は、龍が飛び出したという伝説の井戸の名前に由来。
茶葉は釜に押しつけるようにして仕上げるため、扁平になっているのが特徴。水
色は透明感のある黄緑色で、口にふくむと一瞬さっぱりとした印象があるが、そ
の実、甘みもコクもあり、味わい豊かなお茶である。

産毛が多く、一芽一葉の葉が芽と同じ位の大
きさであるほど、高級品である。茶は黄色が
かった茶色であり、高級品ほど飲用後に甘味
が残る。

龍井村と茶園

茶樹の代謝を利用した最高峰の芸術品

玉 露(ぎょくろ)

玉露とは、被覆下栽培したお茶。
一般的に旨味の原因となるテアニンは根で生成され、幹を経
由して葉に蓄えられる。テアニンに日光があたると渋みの原
因となるカテキンに変化するため、被覆により抑える。
また、被覆により特徴的な香り（覆い香）が生ずる。

玉露はアミノ酸・カ
フェインが高く、カテ
キン類含有量が比較
的低いもの。

玉露の濃厚な旨味を愉しむためには低
温で淹れることによりカフェイン・カテキ
ン類の溶出を抑えることが重要
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歴史を紡ぐ茶の文化
～喫茶の渡来から現代まで～

静岡県立大学 茶学総合研究センター
中村 順行

団茶から散茶に

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

食べるお茶、
飲むお茶

遣唐使 隠元禅師

蒸製緑茶の
歴史は古い

日本への茶の伝来

北中国・韓国ルート

中中国(浙江)ルート

南中国(福建)ルート

北中国・韓国ルート 唐風
固形茶、粉茶の伝来 ⇒茶の文化

( A.D.700頃)

中中国ルート 宋風
抹茶法の伝来 ⇒ 抹茶

（A.D.1100頃)

南中国ルート 明風
淹茶の伝来 ⇒ 煎茶

( A.D.1600頃)
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

中国 南北朝 隋 元 中華⺠国
日本 鎌倉 安土桃山室町 明治大正昭和江⼾

漢 唐 宋 明 清
飛鳥奈良古墳弥生 平安

お茶の始まり

植物としてのチャの原産地

茶の文化(利用)のはじまり

茶樹の原産地は
中国西南地域

茶の文化は蜀の
国(四川省成都付
近)で漢民族により
発展した

茶の古い文字
荼(と)、櫝(か)、蔎(せつ)、茗(めい)等

紀元前５９年中国漢時代に王褒が
書いた「僮約」という文章の中に
「荼を煮る。荼を買う」。
茶文字に変わるのは唐時代

巨大な茶樹ははしごを
かけて摘む

茶は羹(スープ)として
飲まれていた

茶
寿

唐時代に花開いた茶文化
ＨＰより引用

茶のバイブル

遣唐僧などにより日本に渡来か？

最澄
空海
永忠
唐で流行化していた茶
を仏教とともに導入

茶本来の味を追求

陸 羽

唐時代の「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」。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。

蒸す

乾燥

搗く

保存再乾燥

奈良時代後半から平安時代初期

遣唐僧（最澄、空海、永忠）により唐風喫茶文化が日本に渡来
文明先進国である唐の文化を貪欲に輸入。憧れの文化 平安京大内裏の「茶園」

日吉の茶園
最澄が唐から持ち
帰った（約1200年前）

と言われる日本最古
の茶園。

固形茶：新芽を蒸して固めて
乾燥⇒薬研で粉にして⇒熱湯
で煎じて、そのまま飲む

弘仁６年 ８１５

嵯峨天皇、近江の唐（韓）崎
に行幸の折、永忠（742-816）
が茶を献じる。(日本後紀)

嵯峨天皇は機内および
近江、丹波、播磨など
の国に茶を植え、毎年
これを献ぜしむ



2

空白の時代から新しいお茶に～平安時代中後期～

唐から宋への過渡期。戦乱
の後の安定化までの間は中
国との交流が途絶える

国風文化。茶は衰退。お茶への関心が薄
れ、わずかに寺院などに伝えられるのみ
となった

中国

茶は唐に興り、
宋に盛んとなる
内容的にもより
精美で多彩になる

栄西の登場

新しい喫茶法「抹茶法(点
茶法)」を持ち帰る

唐時代：団茶を薬研で粉末化し、熱湯で
煎じて飲む

宋時代：龍鳳団茶のような固形茶を臼で
粉末にし、この抹茶を入れた碗に湯を
注ぎ、茶筅で練る点茶法。

空白の時代に突入

龍鳳団茶

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

佐賀県背振山

栄西⇒明恵⇒全国での茶の栽培普及

鎌倉時代には
栂尾茶を第一(本茶)とし、仁和寺、醍醐、宇

治、葉室、般若寺、神尾寺のほか
大和(室尾)、伊賀(八鳥)、伊勢(河居)、駿河

(清見)、武蔵(河越)などが産地

貴族、武士、
僧侶階級

庶民にも
波及

闘茶の流行

ギャンブル
エスカレート

本来の新しい喫茶法の提唱

⇒鎌倉：禅院茶礼の普及

⇒室町：書院
の茶の湯

やがて日本独自の茶道へと発展
栄西から種子を譲り受けた明恵は栂尾に播種

茶の湯の誕生から日本の精神文化に

☆闘茶などによる乱れた茶会
☆唐様の豪華な書院の茶の湯

本来の
茶の湯とは

改革

村田珠光(1423-1502)
博打や飲酒を禁止。豪華な書院の茶を廃し
⇒亭主と客との精神交流を重視。草庵の茶の湯

武野紹鴎(1502-1555) 珠光を引継ぎ、千利休の師。

茶道の祖

千利休(1522-1591)

わび、さびの茶の湯の大成。茶道の大成者

上の好ませ給うもの
下また好む

茶のブームは権力
者により地方にも
広がりを見せる

広がりは上から
下にも、しかし
高級な茶、茶道
具はなし

庶民のお茶

振り茶の文化

成熟⇒変化 新しい茶のブーム到来

江戸時代に代わり徳川の治世が続くとともに、茶の栽培は全国
に波及し庶民にも手が届くものに変化してきた

高級茶 庶民のお茶

宇治抹茶⇒権力者の茶
城下等で茶の栽培

☆地域の風土に密着した番茶の成立
☆釜炒り製法の導入
☆煎じ茶⇒煎茶に
☆覆い下茶(抹茶)⇒玉露に

茶の全国への波及
とともに多彩なお
茶や飲み方などが
開発される

釜炒り茶の導入と文人茶の成立

釜炒り茶(中国、明時代に始まり日本には安土桃山時代末期には伝来)

伝説的には、加藤清正の朝鮮出兵より持ち帰ったものが熊本の青柳茶
朝鮮から佐賀に来た陶工が伝えたものが嬉野茶

隠元禅師(1592-1673)が茶器とともに新しい時代のお茶を伝来

釜炒り茶 ： 新しいお茶。澄んだ水色。啜り茶。仙茶

成熟し、権力的な茶の湯に対する反権力。新しい時代のお茶として

文人たちは清風のお茶に着目
高遊外売茶翁(1675-1763)

～日本に煎茶を普及させた文化人～

抹茶 淹し茶
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蒸し製煎茶・玉露の創造

煎茶の開発(1738)
抹茶とは異なる新しいお茶とその飲み方の創造

庶民は抹茶は飲むことができず、一般には色が赤黒く味も粗末
な「煎じ茶」を飲んでいた。

⇒永谷宗円は柔らかい新芽を蒸して揉むことで、味もすぐれた緑

の新しい煎茶（淹し茶）を創造(1738)した。⇒煎じ茶から煎茶に

玉露の開発(1835)
「玉露」は、製茶業者山本山の商品名
に由来。

碾茶製造用の覆い下茶葉を露のよう
に丸く焙り、これが「玉露」の原型と
なったとも言われ、煎茶と同様に急須
で飲めるようにしたもの。

お茶の多様化

煎じ茶 淹し茶
開国に伴う外国貿易の開始

明治初期の茶の種類別輸出量（ｔ）

年次 緑茶 紅茶 磚茶
明治1～ 5年 7,122
　　　6～10年 11,273
    11～15年 16,410
　　16～20年 18,644 27 14
　　21～25年 21,395 45 12
　　26～30年 21,181 35 55
　　31～35年 18,651 512 337
　　36～38年 15,577 251 151

大蔵省外国貿易年表

牧之原台地の開墾による茶の増強

・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）

百里園

明治の開化とともに、牧の
原台地を初め三方原台地
も開墾され、輸出用の茶

として緑茶、紅茶、磚茶、
ウーロン茶の製造も手
がけた。

輸出用に各種各様のお茶が生産された

1850年代の茶

茶は横浜開港により輸出品としての需要の高
まりとともに、茶栽培が増え、販路も拡大して
いった。

茶の運搬

手揉み

茶の運搬

安政6年(1859)
；横浜開港

１８０ｔが輸出
される

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)

1900年代前半の茶

1850年代には輸出品として高い評価を受け

たお茶も、全て手摘み、手揉みのため経費が
嵩むとともに、徐々に製茶機械、茶鋏などが
開発されるとともに、機械化へと移行する

茶園の管理

鋏摘み風景

機械製茶

機械製茶

鋏摘み風景

・1885(明18)
高林、蒸器(2号)
焙茶機(3号)、摩
擦器械(4号)

・1908(明41)
やぶきた選抜

・1915(大4)
茶摘み鋏特許
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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

21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
製造方法の変化 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

日常茶飯事の茶
☆ コスト低下
☆ 簡便化
☆ 飲用水化

愉しみのお茶
☆ かわいさ
☆ 話題性
☆ 面白さ
☆ インスタ映え
☆ 高級品
☆ ブランド

消費者が必要としているお茶の提案
・妊婦さん、子供、高齢者 ⇒ 低カフェイン茶
・体脂肪の気になる方 ⇒ カテキン強化茶
・アレルギー ⇒ べにふうき緑茶 ・ストレスの気になる方 ⇒ テアニン強化茶
・肉食に合うお茶 ⇒ ・パンに合うお茶 ⇒ その他

緑茶消費の推移の概観 さて、次世代のお茶は
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1県大 茶学総合研究センター 中村順行

食品素材としての茶の利用
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茶

世界も注目！
お茶はスーパーフード
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①スーパーフード「抹茶」は世界の関心事

②お茶‼‼ 「飲む」から「食べる」に

③飲むお茶も変化している

④お茶の機能性への関心も高い

目 次

現在のお茶に期待されるものは？

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？

抹茶は世界のスーパーフード

抹茶は、
急須で淹れたお茶では摂取できない
、プロビタミンA(βカロテン)、ビタ
ミンE(トコフェノール)、食物繊維な
ども摂取可能。

☆抹茶は美味しい
☆急須で淹れた場合、カテキンの40％
程度は茶殻に残るが、抹茶では全て
を摂取可能。

☆緑色が美しいのみならず、食品素材
としても有用。

抹茶には
美味しさと健康性が求められる

抹茶は食材としての利用も急増 海外で市販されている抹茶

抹茶道具販売(イギリス)

有機日本茶専門店
(オランダ)
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各種食材やお菓子への利用も急増 輸出国の購買行動

価格の異なる抹茶のトレンドサーチ解析

2019年
輸出量：5,108ｔ
金 額：146億円

図1 日本茶の輸出量と金額の推移

輸出茶金額の割合(2019)

明治期以降の輸出量の推移

日本茶の輸出量と金額の推移

1月から8月期までの2019年と2020年の輸出比較

コロナ禍における日本茶の輸出状況
コロナ禍においても輸出
は堅調
特に、EUが増加

食材用抹茶
（秋冬番茶）

抹 茶

（市販茶5,200円）

国内外で市販される抹茶の特性 外国産抹茶との差別化
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・リーフ茶の最高峰は玉露
・粉末茶類の最高峰は抹茶

食品素
材場面

飲用場面

高品質粉末
茶利用食品

簡便飲用茶

粉末飲用茶 香味と機能性を
活かした飲食物

緑色を活かした飲食物

高品質飲
用粉末 茶

海外茶市場の構造モデルの提示

粉末茶類リーフ茶

海外市場における日本茶の構造

ポイント

☆輸出茶はリーフ茶と粉末茶類に大きく

分類される

抹茶は飲料用と食
材用があり、金額的
にも大きく異なる

お茶‼飲むからを食べるへ

ミエン(ラオス、タイ)、ラペソー(ミャンマー)など

擂茶(中国)

その他
打油茶(中国)

油茶
など

世界の「食べる」茶 H.Pより
料理素材としての茶の価値

外食で食べたい茶料理 食べる茶葉を自宅で使用するための購入希望の形態
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食べる茶葉を業務用として使用するための購入希望の形態 茶葉を用いた料理について

茶葉の用途

22

飲むお茶の飲み方も変化している

もう都会では茶殻は出せない
⇒ ベンディングマシン、粉末茶、ペットボトルで対応

飲み方が変われば、茶種も変わる

せん茶だけでは対応できない 需給の歪み
番茶 ⇒ せん茶 ⇒ 茶素材

23

玉露

美味しくて簡便に飲める茶

ますますの簡便化志向

高級ボトリング茶粉末茶 ティバッグ

煎茶ラテ

ポスト急須も必要では

急須いらずの新規本格的緑茶

高級茶の飲用の場を広げる

～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
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25

ティーバッグも増加（遊び心、高級化路線が重要）

26

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

27

お茶の機能性への関心も高い

28

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

29

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
30

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

ＨＰより引用
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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

32

カテキン類による抗体脂肪抑制作用 ＨＰより引用

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

抗アレルギー効果 ＨＰより引用

カテキンはUVから肌を守る

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

36

Covid-19 情報

分子ドッキングシュミレーションにより茶の成分に効果あり
2020．2～3

2020．11～2021.1

日本国内から細胞試験により茶の成分に効果あり

2021．1

緑茶消費量の多い国ほど感染率が低い傾向

2021．6

高濃度カテキンは感染後の回復を早める

唾液中にカテキンを含むと感染力を低下させるため飛沫感
染を低下させることが予想させる
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37

カフェインの機能性

 覚醒作用

 大脳刺激作用

 疲労回復

 強心作用

 利尿作用

カフェインの別名は
「目覚まし草」

お茶を飲んで
て良かった

38

カフェインによる
運動機能の向上

39

 血圧降下

 脳神経機能調整

 血管性痴呆症予防作用

 抗ストレス作用

 記憶学習行動促進作用 テアニン投与後の時間（分）

ド
ー
パ
ミ
ン
放
出
量
（
％
）

対照

テアニン 5μmol

テアニン10μmol

0                   30                 60                  90   120 

1000

800

600

400

200

0

対照

テアニン 5μmol

テアニン10μmol

0                   30                 60                  90   120 

1000

800

600

400

200

0

テアニンの機能性

Nippon Nogeikagaku Kaishi Vol.72, No.2, pp.153～157,1998 

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
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

0% 85%

98% 100%
図１ 遮光率とアミノ含量の⽐較

白葉茶

強遮光処理をすることで白い芽の品種と同様な白葉茶の生産が可能です。

高アミノ酸含有茶
抗うつ効果が高い

H.Pより引用

若い女性や高齢者は睡眠阻害、妊娠時には乳児への影響を
避けるため、茶の飲用を遠慮する人が多い

低カフェイン茶

最近では、様々な低カフェイン茶が販売されるようになってきました
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43

生葉
収穫

嫌気
処理

蒸熱
処理

深蒸煎茶製造
に準じた工程

火入
れ

製
品

ギャバロン茶

ギャバロン茶は嫌気処理で作
成され、血圧上昇抑制、ストレ
ス解消、睡眠の質の向上に効
果が高い

微生物制御発酵茶
ＨＰより引用

食品の分類(HPより引用) 特定保健用食品
⇒機能性表示食品に変化

機能性表示食品の市場規模

47

消費者が求める機能性の項目

消費者が求める機能性は？
出所.株式会社矢野経済研究所「健康食
品市場に関する調査（2017年）
注.調査時期： 2016年12月、調査（集計）
対象：国内在住の30代以上の男女1,193

名（男性598名、女性595名）、調査方法：
インターネットアンケート、複数回答

主要な機能性のカテゴリーと成分

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

茶関係の機能性表示食品も増加 (各メーカーHPより引用)

0

2

4

6

8

10

12

14

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。

52

茶の多用途利用
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

資料：厚生労働省「平成２２年人口動態統計」

茶は理想的機能性食品

54

ありがとうございました

世界的に茶へのニーズは高い

しかしながら、国内ではお茶は転換期
新しい飲み方、食べ方の提案が必要
新商品の開発のチャレンジを
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香駿
その誕生と現状

品種は時代の要請に応じて育成されてきた

　奨励品種選定の時代的推移

年代 時代背景 選定の目的 選定品種

昭10年代
輸出の拡充強
化

栄養系品種の増殖による多収
量化、高品質化

やぶきた、こやにし、
ろくろう等

昭30年代前半
輸出再興、国
内需要へ移行

紅茶用品種の採用
べにほまれ、からべ
に、ただにしき

昭30年代後半
景気高騰、洋
食化

洋食に対応した品種の採用
ふじみどり、べにふ
じ、はつもみじ

昭40年代
国内需要の急
増、製茶機械
の大型化

多収性、早晩性品種、高品質
化

くらさわ、かなやみど
り、おおいわせ

昭50、60年代
需要の硬直
化、凍霜害の
多発

耐寒性品種の採用
さやまかおり、おくひ
かり

平成時代
バブルの崩
壊、多様化

香味に特徴ある品種の採用 香駿、つゆひかり

香駿12ha、つゆひかり139ha

１９７０(昭45) 交配（くらさわ(1967)×かなやみどり(1970)）
１９７８(昭53) 栄養系比較試験 系統名：７０－１１－６
１９８７(昭62) 奨励品種決定試験
１９９５(平7) 育成
１９９６(平8) 種苗法登録出願 品種名：香駿

育成時の特性

さわやかで持続性のある香りが強く、収量性は幼木期には極多、
成園でも多収を示すとともに、芽数が多く、芽揃いが優れる

香駿の育成経過と特性

命名の由来

香駿は、駿河の国で育成され、やぶきたと

は異なる特徴ある香りが消費者ニーズに合
致し、香味にポイントをおいたブランド品にな
ることを意味し命名された。

香駿はやぶきたとは明らかに異なる

香駿育成時の課題
？やぶきたと同時期の中生種で共同工場への導入は難しい
？芽数型で芽が小さく、硬化しやすく、機械化栽培に適応しにくい
？うま味にかけ、渋みが強い
？香りが強く、やぶきたとは全く異なる

時代の要請
☆やぶきたを片親とし、やぶきたの早晩性が望まれた
☆やぶきたの香味を超えるやぶきたの育成
☆品質はやぶきた至上主義。他は異味、異臭
☆機械化栽培体系には芽重型

香駿育成時の背景

品種組合せ ⇒ ブランド化
共同工場 ⇒ 自園自製自販
マス市場 ⇒ ニッチ市場

香駿は釜炒り適正も高い
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香駿は萎凋香も発揚しやすい

ゲラニオール：新鮮なバラの花香
リナノールオキサイドⅣ：なまこ様の香り

「香駿」の萎凋香の特徴は、検査者の概評によるとバラ様の甘い花香、ミルキー、
フルーティー等であり、また、萎凋により香気が高まる傾向である

香駿は萎凋香も発揚しやすい

品種が替わる要因

①社会・経済的ニーズの変化

②需要ニーズの変化

③新品種の登場

④生産様式の変化

⑤生産環境の変化

生産振興に寄
与する品種

需要に応え
られる品種

品種普及の変遷(茶の場合）

早出し、品質向上(在来種からの選抜) ⇒ 生産力増強(多収性品種)

⇒ 輸出用茶種への対応(紅茶用品種) ⇒ 多収性・生産安定(耐寒

性品種) ⇒ 高品質(やぶきた後代) ⇒ 各種需要に対応、機能性

新い時代を
切り拓く品種

品種活用の今後の展開
これからの品種に求められる形質は？

構造の変化に対応して
Keyword；

◎グローバル化、

◎少子高齢化、

◎サービス産業社会化、

◎自然健康志向化、

◎価値観・生活様式の多様化、

◎女性の社会進出化、

◎温暖化、

◎低炭素社会化、

◎自然循環機能重視化

◎その他

需要ニーズに応えられる品種

☆世界に通用する香味を持つ品種

☆刺激の少ない低カフェイン品種

☆機能性が強化された品種

☆低コスト対応型超多収品種

☆個性的な香味特性を持つ品種

☆各種需要対応型（茶種、飲食品

素材など）品種

☆安定生産可能な品種

☆ストレス耐性品種

☆少肥適応型品種

☆その他

成熟化産業では、現状の生産振興よりも
需要のニーズに沿った新生産方式が必要

品種の普及方法は？

新品種は生まれた子供。育てるのは現場。成人して社会貢献

当面の課題

☆育種側では、新しい遺伝子の導入・活用

☆世の中のニーズ・ウオンツの推測

☆行政側では、新改植への指導・補助

☆消費へのマーケティング力の向上

☆生産者・流通業者はブランド力の強化



2022/2/22

1

茶の機能と多用途利用

茶学総合研究センター
中村順行

令和３年度 ふじのくに学(お茶)

2

世界に翔ばたく日本茶

カテキン論文数の推移(google scholar)

世界における茶の生産量の推移

緑茶は機能性の高ま
りから増加している

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 平成29年
輸出量：4642ｔ
金 額：144億円

日本茶(緑茶)の輸出の推移

日本茶の輸出量と金額の推移

ドイツ 342トン
13.4億円

アメリカ 1,407トン
59.0億円

カナダ 190トン
7.0億円

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 343トン
1.1億円

台湾 1,080トン
13.7億円

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)

香港 206トン
12.1億円

マレーシア181トン
2.8億円

フランス 94トン
2.9億円

イギリス 36トン
2.0億円

日本茶の主な輸出先(平成29年度)

ロシア 5トン
0.2億円

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
2016 4,108 アメリカ 1,420 台湾 793 シンガポール 342
2017 4,642 アメリカ 1,407 台湾 1,080 シンガポール 343

台湾とアメリカへの輸出量の推移

台湾とアメリカへの輸出金額の推移

主要な輸出先「米国と台湾」

台湾におけるタピオカ抹茶
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世界における緑茶の生産量と輸出量

生産量
178.8万ｔ
日本

7.7万t

輸出量
36.1万ｔ
日本

0.4万ｔ

日本茶の世界における実態

世界の茶の生産量と輸出量（2016）

緑茶の生産量と輸出量

茶の生産量と輸出量

生産量
５５６万ｔ
日本
約 7.7万t

輸出量 日本
179.8万ｔ 0.4万t

日本茶は
幻のお茶

8

米国における緑茶の国別輸入量と金額

米国における緑茶輸入量

米国における緑茶輸入金額

茶の輸入価格（2017）
中国 680円/kg

日本 3,343円/kg

海外で市販されている抹茶

・全ての成分が摂取可能なこと
・健康に良さそう
・緑色がきれいで美味しい
・文化性が豊かである
・他用途利用しやすい

海外で市販されている抹茶

抹茶道具販売(イギリス)

有機日本茶専門店
(オランダ)

国内外における市販抹茶の現状 国内外で市販される抹茶の粒度特性
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国内外で市販される抹茶の測色特性 国内外で市販される抹茶の化学的特性

15

25%

75%

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

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

３５％

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

６５％

機能性を主体とした茶成分とその特性

16

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 

 

17

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
18

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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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

20

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

茶による消臭効果

抗アレルギー効果 カテキンによる美肌効果
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25

カフェインの機能性

 覚醒作用

 大脳刺激作用

 疲労回復

 強心作用

 利尿作用

カフェインの別名は
「目覚まし草」

お茶を飲んで
て良かった

26

カフェインによる
運動機能の向上

27

 血圧降下

 脳神経機能調整

 血管性痴呆症予防作用

 抗ストレス作用

 記憶学習行動促進作用 テアニン投与後の時間（分）

ド
ー
パ
ミ
ン
放
出
量
（
％
）

対照

テアニン 5μmol

テアニン10μmol

0                   30                 60                  90   120 

1000

800

600

400

200

0

対照

テアニン 5μmol

テアニン10μmol

0                   30                 60                  90   120 

1000

800

600

400

200

0

テアニンの機能性

Nippon Nogeikagaku Kaishi Vol.72, No.2, pp.153～157,1998 

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

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

29

お茶は長寿の秘訣

30

長寿の秘訣 ３分野



2022/2/22

6

31

31

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例
最近では Ｗ効果の商品が出現

茶関係の機能性表示食品も増加 (各メーカーHPより引用)

34

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

35

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

36

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
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37

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

38

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

39

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

40

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

41

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

42

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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茶 学 概 論

静岡県立大学
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

6
世界における茶の国別生産量と栽培面積(2019)

世界における茶の生産量の推移

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)

世界における茶の生産

中国とケニアで世界のお茶の
生産量の68％を占める
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緑茶生産量の推移主要茶産地における緑茶生産量の推移

中国における緑茶生産量の推移

中国以外の
主要緑茶生産国の
生産量の推移

緑茶の生産量は圧
倒的に中国が中心

緑茶生産比率

8

日本への茶の伝来

北中国・韓国ルート

中中国ルート

南中国ルート

北中国・韓国ルート

奈良時代( A.D.700頃) ⇒粉茶

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)

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
時代とともに飲用茶も大きく変化してきた
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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

産業化以降の需給とイノベーションの推移

11

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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日常茶飯事の茶
☆ コスト低下
☆ 簡便化
☆ 飲用水化

愉しみのお茶
☆ かわいさ
☆ 話題性
☆ 面白さ
☆ インスタ映え
☆ 高級品
☆ ブランド

消費者が必要としているお茶の提案
・妊婦さん、子供、高齢者 ⇒ 低カフェイン茶
・体脂肪の気になる方 ⇒ カテキン強化茶
・アレルギー ⇒ べにふうき緑茶 ・ストレスの気になる方 ⇒ テアニン強化茶
・肉食に合うお茶 ⇒ ・パンに合うお茶 ⇒ その他

緑茶消費の推移の概観

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

日本における中山間地と平坦地に
おける茶園面積の推移

静岡県内の主要茶産地

16

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 15,200 25,200

鹿児島県 8,360 23,900

三重県 2,710 4,696

熊本県 1,180 1,084

京都府 1,556 2,208

福岡県 1,510 1,664

宮崎県 1,330 1,999

埼玉県 825 884

佐賀県 705 1,137

その他 4,293 5,349

合 計 37,669 68,121

日本における茶の生産

令和2年度(2020)

17

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

18挿し木

挿木１年目

Paper pot cutting 

Difference in roots

Paper pot Soil bed

チャの育苗
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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

20

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)

21

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 22

First crop injured by frost

Anti-frost fan

Sprinkler

防霜対策

23

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

包種茶

ｳｰﾛﾝ茶など

紅茶

普通煎茶

深蒸煎茶

玉 露

抹 茶
玉 緑 茶

番 茶

ほうじ茶

釜炒り茶

蒸製緑茶

釜炒り製緑茶

不発酵茶

（緑茶）

半発酵茶

（部分発酵茶）

発酵茶

後発酵茶 ﾌﾟｰｱﾙ茶など

お茶の分類
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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
26

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)

27

手作り用釜

釜炒り茶製造工程

締炒機

炒葉機

28

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

29

発酵茶(紅茶)製造工程

生葉 萎凋 発酵（酸化）揉捻 乾燥

30

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
Vitamin C  content of various tea

日本茶の特質は
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針状のお茶であること

蒸して細く撚れるお茶
は日本茶しかない

浸出液が緑色であること

発酵の程度による分類

後発酵 緑茶

白茶

青茶

煎茶、

龍井茶

白牡丹

０％

４０％

６０％

８０％

１０％

包種茶

東方美人

紅茶

安渓鉄観音

凍頂烏龍

武夷岩茶

発酵の程度による分類

後発酵 緑茶

白茶

青茶

煎茶、

龍井茶

白牡丹

０％

４０％

６０％

８０％

１０％

包種茶

東方美人

紅茶

安渓鉄観音

凍頂烏龍

武夷岩茶

アミノ酸含量が高く、カテキン類の濃度が低い

緑茶

ウーロン茶

紅茶

0

2

4

6

8

10

12

14

16

カテキン類
アミノ酸

緑茶

ウーロン茶

紅茶

生葉のカテキン類含量
中 国 種：13～17%

中 葉 種：16～23%

アッサム種：25～30%

※紅茶茶はカテキン類が酸化
され、重合しテアフラビン
類、テアルビジン類に変化
し、赤色となる。

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

ビタミンCを多く含有すること

*「一碗からピースフルネスを」をテーマに15

世千宗室（鵬雲斎玄室大宗匠）が平和の
尊さを茶道の精神をもって訴える活動をハ
ワイを皮切りに世界中で行い、茶道は日
本文化を代表するものになった。

日本茶の文化

岡倉天心
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Excellent Character of Japanese 
Green Tea and Advanced Production 
Technology in Japan

Yoriyuki NAKAMURA

University of Shizuoka

Tea Science Center

This is real Japanese tea  

Yoriyuki NAKAMURA

University of Shizuoka

Tea Science Center

Change in World 

Tea Production

Shift in no. of research papers on 

catechin (Google Scholar)

Green tea production is on 

the rise, as tea has beneficial 

health effects

Search keyword

Number of research papers containing 

green tea, black tea, catechins, theaflavins  

and health benefits  from 1990

Changes in the production of amount of tea

Total 5.3 million tons

0.08 m.t.

1.7 m.t.

Total 1.8 million tons

3.6 m.t.

0.37 m.t.

1.43 m.t. 0.004 m.t.

Export volume of world tea

Production volume of world tea

Japanese Green Tea is Hard to Acquire Overseas

Germany 342t

13.4 billion yen

USA 1,407t

59.0 billion yen

Canada 190t

7.0 billion yen

Taiwan 1,080t

13.7 billion yen

日本茶（緑茶）の主な輸出先(H25年度)

Change in green tea exports from Japan (t)

Hong Kong 206t

12.1billion yen

France 94t
2.9 billion yen

U.K. 36t

2.0 billion yen

Green Tea Exports from Japan (2017)

Russia 5t
0.2 billion yen

Ratio of import green tea volume 
from each country of the USA

Total Export Export Export

2005 1,096 USA 353 Germany 96 Taiwan 84
2006 1,576 USA 865 Singapore 103 HongKong 93
2007 1,625 USA 750 Canada 137 Singapore 94

2008 1,701 USA 776 Canada 162 Germany 124
2009 1,958 USA 1,063 Canada 149 Shingapore 131
2010 2,232 USA 1,136 Canada 172 Shingapore 169
2011 2,387 USA 1,228 Canada 198 Taiwan 171
2012 2,351 USA 1,127 Taiwan 262 Shingapore 257

2013 2,848 USA 1,406 Taiwan 365 Shingapore 205
2014 3,516 USA 1,550 Taiwan 570 Shingapore 256
2015 4,127 USA 1,698 Taiwan 735 Germany 305
2016 4,108 USA 1,420 Taiwan 793 Shingapore 342
2017 4,642 USA 1,407 Taiwan 1,080 Shingapore 343

SAITAMA

GIFU

AICHI

SHIGA
KYOTO

NARA

FUKUOKA

NAGASAKI KUMAMOTO

MIYAZAKI

SHIZUOKA

KAGOSHIMA

MIE

Prefecture Area  
(ha)

Production
(1000t)

Shizuoka 15,200 25,200

Kagoshima 8,360 23,900

Mie 2,710 4,696

Kumamoto 1,180 1,084

Kyoto 1,556 2,208

Fukuoka 1,510 1,664

Miyazaki 1,330 1,999

Saitama 825 884

Saga 705 1,137

Others 4,293 5,349

Total 37,669 68,121

Area and production of tea 
(2020)

Japanese Green Tea 

Production 

Ligth Shading Field

Field in Snow

Conventional Field

Field for Riding-type Machine

Severe Shading Field

Scene of Tea Fields in Japan
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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

Riding-type plucking 
machine

Portable 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

Plucking Methods of New Shoots

Kieko Saito
Yoriyuki NAKAMURA

Ｔｅａ Ｓｃｉｎｅｎｃｅ ｃｅｎｔｅｒ
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Shizuoka 

Plucking with riding machine 

Making Process of Japanese Green Tea

Cooperative tea factory

Tea steaming machine

Primary drying tea roller

Tea roller

Secondary drying tea roller

Finally drying tea roller

Automatically controlled tea factory

Controller  panel

Tea flow controller panel

Display the state of tea 
on the screen and 
intensively manage

Steamed green

teas

Sencha

Regular Sencha

Heavily Steamed 
SenchaGyokuro

Kabusecha 

Tamaryokucha 
(steamed)

Tencha Matcha

Bancha

Reprocessed

teas

Hojicha, 
Genmaicha etc.

The main types of Japanese Tea
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Production of Various Kinds of Japanese Green Tea

 

Sencha 
75.0 % 

Bancha 
13.3 % 

Kabusecha 

4.8 % 

Tamaryokucha 
4.1 % 

Tencha 

1.2 % 

Gyokuro 
0.2 % 

Othres 
1.4 % 

Production of various kinds of tea in Japan 
Amino acidsTannin (Catechine)

The soluble rate of chemical component on 

different water temp.

Caffeine

15

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

LH

First serving
13%

Second
serving

10%

Third
serving

7%

Addit ional
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

Green Tea
Components

Contents Functions

Catech ins 10～18%

Anti-oxidative , radioprotective , Anti-
mutagenic , Anti-tumor, Enzyme
inhibitory, Anti-hypercholesterolemic ,
Anti-hyperglycemic , Fat reducing, Anti-
hypertensive , Anti-ulcer, 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 acid

0.1～0.2% Anti hypertensive

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

Research on the Functionality of Green Tea was 

Initiated in Japan
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. 
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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

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

Electroencephalographic measurement of alpha waves shows higher frequencies 

among human subjects taking theanine as compared to those taking water.

Effect of theanine on relaxation
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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 Overview of 

Japanese green tea

The only steaming process in the world

Steaming by handSteaming machine

The oxidizing enzymes contained in the fresh leaves are stopped by the steam-heat.

By steaming the leaves it becomes the aroma and taste exceptional to Japanese tea.

Steaming is an important 
process in making of  
Japanese green tea

中国緑茶との違い

Japanese
(Steamed) 

Chinese
(Pan fired)

Differences between Japanese tea and Chinese tea

Untwisted

Needle-like

・Components 
are easily eluted
・Ｇｒｅｅｎ

・Components are 
not easily eluted
・Reddish brown

Appearance Color

North china root

Central 
china root

South 
china root

North-china root
North china⇒ Korea⇒ Japan 

Oldest root (about A.D.600)

Central china root
Introduction of the cake tea, 

powder tea (About A.D.1100)

South china root
Introduce of pour tea

(About A.D.1600)

１．The introduction of Tea into Japan

Wa-Kei-Sei-Jｙaku (和敬清寂)

“Wa” : open each other’s heart.
“Kei” : respect each other.
“Sei” : purify your surrounding   

and your spirit.
“Jyaku”: maintain a spirit of 

quietness

Sprits of  “Chanoyu / Sado”

In chanoyu, through exchanges of 
hospitality and appreciation, the host 
and guests can share a quite, 
heartwarming, peaceful time and 
reach a state of spiritual 
enlightenment so called Wa-Kei-Sei-
Jyaku.
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31

3.Breeding and spreading cultivar suitable for 
Japanese green tea

Superior cultivar

Cutting propagation and clonal tea field

Seedling tea field

Yutakamidori Sayamakaori

Kanayamidori

Okumidori

Yabukita

美しい風景4. Beautiful tea fields blended into life 

1)Thickness of the branch of leaf layer is made uniform.

2)The size of a leaf is made uniform.

3)The aging of stem (branch) is made uniform.

The control by trimming and pruning

5. High-yield and quality tea field by high technology 6. The only steaming process in the world

Steaming by handSteaming machine

The oxidizing enzymes contained in the fresh leaves are stopped by the steam-heat.

By steaming the leaves it becomes the aroma and taste exceptional to Japanese tea.

Steaming is an important 
process in making of  
Japanese green tea

7. Japanese green tea is a sharp tea like a needle

Needle type tea can only be done by steaming

36

0 20 40 60 80 100 120 140 160

114

116

118

120

122

124

126

 蒸し 時時 (  秒 )

 色
色
色
色

緑

黄

Steaming time (Seconds)

Green

Yellow

Color changes depending 

on steaming time

8. Japanese green tea infusion is green color

Japanese
(Steamed) 

Chinese
(Pan fired)

Difference in color 
between Japanese and 
Chinese green tea

Popular           Deep 
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9. Japanese green tea has a high amino acid                   
and a low catechin content

Amino acid contents of various 
kinds of tea

Chinese type 13～17％
Hybrid 16～23％
Assam type 25〜30％

Catechins contents of 
various kinds of tea

mg/100g

10. Japanese green tea has a  green 
note

Green note

A little roasted aroma with 

floral and sweet note

Steamed 
tea

Pan fired 
tea

Japanese 
green tea

Chinese 
green tea

Oolong tea
Black tea

Refreshing and 

greenish  aroma 
Floral and fruity aroma 

Withering
Oxidizationing

11. Japanese green tea contains       
a high amount of vitamin C

mg/100g

The level of vitamin C which has been shown 

to prevent scurvy and the common cold, is 

decreased during the fermentation stage.

Vitamin C content of various tea

50mg/100g

6mg/cup

What is Matcha tea

Matcha is super food

Matcha、
It is possible to consume 
vitamin A (beta carotene), vitamin E 
(tocophenol), dietary fiber etc which 
can not be ingested with tea brewed 
in teapot.

☆Matcha is delicious

☆When brewed with teapot, about 40% of   

catechin remains in the tea shell, in Matcha  

all can be ingested.

☆Green color of matcha is beautiful, It is also 

used for sweets such as cakes and foods.

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
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Matcha
Tencha, which are 
known as the   finest 
tea in Japan, is made 
from the leaves 
grown under the 
ceiling-shelf covering.

Tench
a

Matcha

Direct covering by shading 

Cultivation of Tencha (Matcha)  Umami increases by Covering Culture 

Tea grinder (special stone mill 
designed for matcha grinding)Tencha dryer (‘Tencha-ro’)

Processing stages

Grinding stages
Production Process of Matcha

Tea leaf cooling spreader
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静岡県立大学 茶学総合研究センター 中村順行

お茶の健康効果を知る

2021,10.23 

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

学内の各教員が専門性を活かして実施

する茶に関する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 センター4本柱

１．緑茶の機能性及び疫学に関する研究

２．茶学教育と人材育成

３．茶葉及び茶飲料の嗜好特性の解明

４．茶の抗付加価値化とマーケティング

目 次

お茶の健康効果を知る

☆ トピックス

☆ お茶とは

☆ おチャの機能性成分

☆ 機能性に特化した品種や栽培・加工法

☆ 茶の特定保健用食品と機能性表示食品

5

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの違い

感染経路 症状の持
続期間

季節性 潜伏期間 感染者の
無症状率

症状

新型コロナウイルス 飛沫、接触 2〜3週間 なし 2〜14⽇
(平均5⽇)

数％〜
60％

発熱、咳、のどの痛み、倦怠感、頭
痛、息切れ、嗅覚・味覚障害など

インフルエンザ 飛沫、接触 3〜7⽇ 冬場
1〜4⽇

(平均2⽇)
10%

発熱、咳、のどの痛み、倦怠感、頭
痛、鼻水、関節痛、下痢など

お茶とインフルエンザウイルス

6

唾液腺

唾液

口からの飛散

新型コロナウイルスは口中の粘膜や唾液腺から侵入し、増殖し、口から飛沫感染する。
Ruoshi Xu et al: Int. J. Oral Sci. 2020 12:11より引用

口腔内環境の重要性

お茶と新型コロナウイルス
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お茶は唾液中の新型コロナウイルスを
不活化する？

TCID50 ；「Tissue Culture Infectious Dose 50」の略。50％組織培養細胞感染率

ヒト試験
が必要 COVID-19症候群の治療のために高濃度EGCGが使用された

�被験者：10名（男性：3、女性7）、27～74歳

投与前、PCR陽性 (発熱、味覚・嗅覚消失、呼吸器または胃腸症状)

�使用緑茶抽出物：THEAPHENON E  (THE) : ティーソルーションズ

カテキン：85-95%（90.34%)、EGCG：56-72%（64.04%)

�用量及び投与方法
◎ 呼吸マスクを用いた噴霧：0.3%THE溶液5ML、1日2回、最長15日間

総カテキン：27㎎/日、EGCG:19㎎/日

◎ 経口投与：3CPS（THE300㎎*3)/日、最長15日間

総カテキン：813㎎/日、EGCG：576㎎/日

8

ECGC総投与量
595mg/⽇

Saverio Bettuzzi et al. COVID 2021, 1(1), 2-12

お茶と新型コロナウイルス

�すべての患者が完全に回復 （投与開始15日後）

回復までの⽇数 ： 中央値 9⽇ (範囲 7〜15⽇) 一般的には31⽇を要す

TMPRSS2

Zhichao Zhang et al.
Trends in Food Science & Technology 114 (2021) 11–24 一部改変

① Nrf 2の活性化を介した感染抑制
② 肺線維症の抑制
③ 血栓症の抑制
④ 敗血症予防
⑤ Mpro阻害によるウイルス複製抑制
⑥ 小胞体ストレスの抑制
⑦ サイトカインストームの抑制
⑧ 酸化ストレスの予防

①

②

③

④
⑤

⑥

⑦

⑧

ECGCの可能性

COVID-19の予防と治療のため
のEGCGの用量と安全性の問題

ヒトを対象にした臨床試験、
疫学調査による検証が必要

EGCGは新型コロナウイルスに対して様々な活性を示す

10

カテキン論文数の推移(google scholar)

世界における茶の生産量の推移

緑茶は機能性の高ま
りから増加している

緑茶の健康効果が輸出を後押し

コロナ禍においても輸出は堅調 特に、EUが増加

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

お茶って、な～に

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）

ツバキ節（Section Camellia）

サザンカ節（Section Paracamellia）等 11節

ツバキ属
（genus

Camellia）

チャはツバキの仲間、でも飲用されるのは茶樹だけ

12

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)

ツバキ

サザンカ
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13
Wikipediaより引用

茶
の
味
は
味
は
苦
く
、
性
質
は
寒
。
効
能
は
五
臓

（肝
、
心
、
脾
、

肺
、
腎
）
の
病
気
、
食
べ
過
ぎ
に
よ
る
胃
も
た
れ
を
治
し
、
長
く
服

用
す
れ
ば
気
分
を
安
ら
か
に
し
、
元
気
を
ま
し
、
身
を
軽
く
し
、
老

化
に
も
耐
え
う
る

茶は上薬
陶弘景は「神農本草
経集注」により苦菜
を茶とした

最古の薬書
（後漢1～2世紀）

トピックス
お茶は薬草？

薬草 ⇒ 嗜好品

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

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
カテキン、カフェイン、テアニン、ビタミン類、
γアミノ酪酸、微量元素など

茶のもつ機能性

＋ 精神機能

お茶の機能性成分

25%

75%
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

16

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

17

茶の機能に関する代表的書籍

18

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
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19

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

ＨＰより引用
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

21

カテキン類による抗体脂肪抑制作用 ＨＰより引用

22

インフルエンザにも効果的

23

腸内フローラの改善

茶の健康効果20選(日本茶業中央会)

抗アレルギー効果 ＨＰより引用
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25

カフェインの機能性

 覚醒作用

 大脳刺激作用

 疲労回復

 強心作用

 利尿作用

茶の別名は
「目覚まし草」

お茶を飲んで
て良かった

26

カフェインによる運動
機能の向上

今回、低カフェインの効能試験をします

通常の緑茶

低カフェイン緑茶

１週間

２週間

だ液を採取
（30 秒）

アミラーゼモニターで測定

脳波

毎日、朝・晩の食前

３日ずつ２回（６日間）睡眠中

ストレスの程度

睡眠の質

スマートウオッチを
利⽤

そのまま就寝

①

②

28

 血圧降下

 脳神経機能調整

 血管性痴呆症予防作用

 抗ストレス作用

 記憶学習行動促進作用 テアニン投与後の時間（分）

ド
ー
パ
ミ
ン
放
出
量
（
％
）

対照

テアニン 5μmol

テアニン10μmol

0                   30                 60                  90   120 

1000

800

600

400

200

0

対照

テアニン 5μmol

テアニン10μmol

0                   30                 60                  90   120 

1000

800

600

400

200

0

テアニンの機能性

Nippon Nogeikagaku Kaishi Vol.72, No.2, pp.153～157,1998 

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

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

30

べにふうき

べにふうき（紅富貴）は、べにほまれと枕Cd86を交配した後代のアッサム種に近い茶品
種である。紅茶、半発酵茶の用途として開発
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サンルージュ

新芽中のアントシアニン含量が高い茶品種で
炭疽病や輪斑病に比較的強い抵抗性を示し、
芽数が多く、仕立てやすいなど栽培特性に優
れています。アントシアニンは抗酸化作用や抗
眼精疲労作用が期待できる植物由来機能性成
分として注目されている。

農研機構茶業研究所成果集より引用

0% 85%

98% 100%
図１ 遮光率とアミノ含量の比較

白葉茶

強遮光処理をすることで白い芽の品種と同様な白葉茶の生産が可能です。

H.Pより引用

若い女性や高齢者は睡眠阻害、妊娠時には乳児への影響を
避けるため、茶の飲用を遠慮する人が多い

低カフェイン茶

最近では、様々な低カフェイン茶が販売されるようになってきました

34生葉
収穫

嫌気
処理

蒸熱
処理

深蒸煎茶製造
に準じた工程

火入
れ

製
品

ギャバロン茶

ギャバロン茶は嫌気処理
で作成され、血圧上昇抑
制に効果が高い

特定保健用食品
⇒機能性表示食品に変化

機能性表示食品の市場規模

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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茶を中心とした特定保健用食品例
最近では Ｗ効果の商品が多い

0

2

4

6

8

10

12

14

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㎎

茶に関する機能性表示食品とその成分

※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。

39

機能性表示食品例

Ｌ－テアニン

難消化デキ
ストリン

メチル化カテキン
EGCGなど

40

茶の多用途利用

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

41

ありがとうございました
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茶学総合研究センター
中村順行

令和３年 茶学入門

世界の茶の生産と加工

令和2年 後期

令和3年度茶学入門概要

令和3年度茶学入門概要

10月7日(第1回目)～10月21日(第3回目)

オンライン開催

10月28日以降(第4回目以降)

対面開催 看護学部棟４階 １３４１１

4

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの違い

感染経路 症状の持
続期間

季節性 潜伏期間 感染者の
無症状率

症状

新型コロナウイルス 飛沫、接触 2〜3週間 なし 2〜14⽇
(平均5⽇)

数％〜
60％

発熱、咳、のどの痛み、倦怠感、頭
痛、息切れ、嗅覚・味覚障害など

インフルエンザ 飛沫、接触 3〜7⽇ 冬場
1〜4⽇

(平均2⽇)
10%

発熱、咳、のどの痛み、倦怠感、頭
痛、鼻水、関節痛、下痢など

お茶とインフルエンザウイルス

お茶は新型コロナウイルスを不活化する？

お茶と新型コロナウイルス
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COVID-19症候群の治療のために高濃度EGCGが使用された

�被験者：10名（男性：3、女性7）、27～74歳
投与前、PCR陽性 (発熱、味覚・嗅覚消失、呼吸器または胃腸症状)

�使用緑茶抽出物：Theaphenon E  (ThE) : ティーソルーションズ
カテキン：85-95%（90.34%)、EGCG：56-72%（64.04%)

�用量及び投与方法
◎ 呼吸マスクを用いた噴霧：0.3%ThE溶液5ml、1日2回、最長15日間

総カテキン：27㎎/日、EGCG:19㎎/日

◎ 経口投与：3cps（ThE300㎎*3)/日、最長15日間

総カテキン：813㎎/日、EGCG：576㎎/日

7

ECGC総投与量
595mg/⽇

Saverio Bettuzzi et al. COVID 2021, 1(1), 2-12

お茶と新型コロナウイルス

�すべての患者が完全に回復 （投与開始15日後）

回復までの⽇数：中央値 9⽇ (範囲 7〜15⽇) 一般的には31⽇を要す

TMPRSS2

Zhichao Zhang et al.
Trends in Food Science & Technology 114 (2021) 11–24 一部改変

① Nrf 2の活性化を介した感染抑制
② 肺線維症の抑制
③ 血栓症の抑制
④ 敗血症予防
⑤ Mpro阻害によるウイルス複製抑制
⑥ 小胞体ストレスの抑制
⑦ サイトカインストームの抑制
⑧ 酸化ストレスの予防

①

②

③

④
⑤

⑥

⑦

⑧

ECGCの可能性

COVID-19の予防と治療のための
EGCGの用量と安全性の問題

ヒトを対象にした臨床試験、
疫学調査による検証が必要

EGCGは新型コロナウイルスに対して様々な活性を示す

9

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

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？

おチャとは

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 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
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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

産業化以降の需給とイノベーションの推移

14

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

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 15,200 25,200

鹿児島県 8,360 23,900

三重県 2,710 4,696

熊本県 1,180 1,084

京都府 1,556 2,208

福岡県 1,510 1,664

宮崎県 1,330 1,999

埼玉県 825 884

佐賀県 705 1,137

その他 4,293 5,349

合 計 37,669 68,121

日本における茶の生産

2020年

17

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

18
挿し木

挿木１年目

Paper pot cutting 

Difference in roots

Paper pot Soil bed

チャの育苗
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19

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

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

First crop injured by frost

Anti-frost fan

Sprinkler

防霜対策

22

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

包種茶

ｳｰﾛﾝ茶など

紅茶

普通煎茶

深蒸煎茶

玉 露

抹 茶
玉 緑 茶

番 茶

ほうじ茶

釜炒り茶

蒸製緑茶

釜炒り製緑茶

不発酵茶

（緑茶）

半発酵茶

（部分発酵茶）

発酵茶

後発酵茶 ﾌﾟｰｱﾙ茶など

お茶の分類

Cooperative tea factory

Tea steaming machine

Primary drying tea roller

Tea roller

Secondary drying tea roller

Finally drying tea roller

煎茶(荒茶)製造工程
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25

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)

26

手作り用釜

釜炒り茶製造工程

締炒機

炒葉機

27

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

28

発酵茶(紅茶)製造工程

生葉 萎凋 発酵（酸化）揉捻 乾燥

同じ茶葉から様々なお茶が作れ、成分も変わる

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

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

新鮮な若
葉の香り

煎茶の香気

糖 糖

釜炒り茶の香気

殺青
揉捻

釜香、焙煎香
が少し入る

後発酵茶の香気

乳酸菌による香気、
黴臭い香気

茶種の違いによる香気の発揚
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発酵によりカテキンがテアフラビンに重合する

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

32

世界に翔ばたく日本茶

カテキン論文数の推移(google scholar)

世界における茶の生産量の推移

緑茶は機能性の高ま
りから増加している

平成29年
輸出量：4642ｔ
金 額：144億円

日本茶(緑茶)の輸出の推移

日本茶の輸出量と金額の推移

ドイツ 342トン
13.4億円

アメリカ 1,407トン
59.0億円

カナダ 190トン
7.0億円

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 343トン
1.1億円

台湾 1,080トン
13.7億円

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)

香港 206トン
12.1億円

マレーシア181トン
2.8億円

フランス 94トン
2.9億円

イギリス 36トン
2.0億円

日本茶の主な輸出先(平成29年度)

ロシア 5トン
0.2億円

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
2016 4,108 アメリカ 1,420 台湾 793 シンガポール 342
2017 4,642 アメリカ 1,407 台湾 1,080 シンガポール 343

世界における緑茶の生産量と輸出量

生産量
178.8万ｔ

日本
7.7万t

輸出量
36.1万ｔ

日本
0.4万ｔ

日本茶の世界における実態

世界の茶の生産量と輸出量（2016）

緑茶の生産量と輸出量

茶の生産量と輸出量

生産量
５５６万ｔ

日本
約 7.7万t

輸出量 日本
179.8万ｔ 0.4万t

日本茶は
幻のお茶

緑茶生産量の推移主要茶産地における緑茶生産量の推移

中国における緑茶生産量の推移

中国以外の
主要緑茶生産国の
生産量の推移

緑茶の生産量は圧
倒的に中国が中心

緑茶生産比率
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静岡県立大学 茶学総合研究センター 中村順行

お茶には多くの健康効果がある

2021,10.28 

チャはツバキの仲間、
でも飲用されるのは茶樹だけ

2

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)

ツバキ

サザンカ

茶は薬草だった

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

お茶の機能性成分

25%

75%
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

3

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

4

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

5

カフェインの機能性

 覚醒作用

 大脳刺激作用

 疲労回復

 強心作用

 利尿作用

茶の別名は
「目覚まし草」

お茶を飲んで
て良かった

ニューヨークの『Matcha Bar』で売られ

ている、抹茶のエナジードリンク（
Whitford/BFA/REX/Shutterstock/AFLO）

6

 血圧降下

 脳神経機能調整

 血管性痴呆症予防作用

 抗ストレス作用

 記憶学習行動促進作用 テアニン投与後の時間（分）

ド
ー
パ
ミ
ン
放
出
量
（
％
）

対照

テアニン 5μmol

テアニン10μmol

0                   30                 60                  90   120 

1000

800

600

400

200

0

対照

テアニン 5μmol

テアニン10μmol

0                   30                 60                  90   120 

1000

800

600

400

200

0

テアニンの機能性

Nippon Nogeikagaku Kaishi Vol.72, No.2, pp.153～157,1998 

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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唾液腺

唾液

口からの飛散

新型コロナウイルスは口中の粘膜や唾液腺から侵入し、増殖し、口から飛沫感染する。
Ruoshi Xu et al: Int. J. Oral Sci. 2020 12:11より引用

口腔内環境の重要性

お茶と新型コロナウイルス お茶は新型コロナウイルスを不活化する？

TCID50 ；「Tissue Culture Infectious Dose 50」の略。50％組織培養細胞感染率
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お茶とお菓子の
マリュアージュ

食品栄養科学部 栄養生命科学科1年生

日常茶飯事

写真等は各種HPから引用

本日の話題提供

お茶の歴史
お茶の種類
お菓子の歴史と種類
お茶とお菓子の関係

3

おチャの仲間

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

油 茶

黄花ツバキ

ツバキ

お 茶

サザンカ

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

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

アッサム種

中国種

•麦茶

•ハトムギ茶

•熊笹茶

•竹茶

•そば茶

•ハブ茶

•甜茶

•甘茶

•甘茶蔓茶

•杜仲茶

•苦丁茶

•ドクダミ茶

•紫蘇茶

•緑甘茶)

•ゴーヤー茶

•マタタビ茶

•柚子茶

•陳皮茶

•韓国伝統茶

•マテ茶

•羅漢果茶

•コカ茶

•ルイボス茶

•桜漬葉茶

•昆布茶

•梅昆布茶

お茶でないお茶

飲み物の総称として茶という文字が使われている

団茶から散茶に

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

食べるお茶、
飲むお茶

遣唐使 隠元禅師

蒸製緑茶の
歴史は古い



2022/2/22

2

お茶の始まり

植物としてのチャの原産地

茶の文化(利用)のはじまり

茶樹の原産地は
中国西南地域

茶の文化は蜀の
国(四川省成都付
近)で漢民族により
発展した

茶の古い文字
荼(と)、櫝(か)、蔎(せつ)、茗(めい)等

紀元前５９年中国漢時代に王褒が
書いた「僮約」という文章の中に
「荼を煮る。荼を買う」。
茶文字に変わるのは唐時代

巨大な茶樹ははしごを
かけて摘む

茶は羹(スープ)として
飲まれていた

茶
寿

日本への茶の伝来

北中国・韓国ルート

中中国(浙江)ルート

南中国(福建)ルート

北中国・韓国ルート 唐風
固形茶、粉茶の伝来 ⇒茶の文化

( A.D.700頃)

中中国ルート 宋風(栄西)
抹茶法の伝来 ⇒ 抹茶

（A.D.1100頃)

南中国ルート 明風(隠元)
淹茶の伝来 ⇒ 煎茶

( A.D.1600頃)
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

中国 南北朝 隋 元 中華⺠国
日本 鎌倉 安土桃山室町 明治大正昭和江⼾

漢 唐 宋 明 清
飛鳥奈良古墳弥生 平安

奈良時代後半から平安時代初期

遣唐僧（最澄、空海、永忠）により唐風喫茶文化が日本に渡来
文明先進国である唐の文化を貪欲に輸入。憧れの文化 平安京大内裏の「茶園」

日吉の茶園
最澄が唐から持ち
帰った（約1200年前）

と言われる日本最古
の茶園。

固形茶：新芽を蒸して固めて
乾燥⇒薬研で粉にして⇒熱湯
で煎じて、そのまま飲む

弘仁６年 ８１５

嵯峨天皇、近江の唐（韓）崎
に行幸の折、永忠（742-816）
が茶を献じる。(日本後紀)

嵯峨天皇は機内および
近江、丹波、播磨など
の国に茶を植え、毎年
これを献ぜしむ

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

佐賀県背振山

茶の湯の誕生から日本の精神文化に

☆闘茶などによる乱れた茶会
☆唐様の豪華な書院の茶の湯

本来の
茶の湯とは

改革

村田珠光(1423-1502)
博打や飲酒を禁止。豪華な書院の茶を廃し
⇒亭主と客との精神交流を重視。草庵の茶の湯

武野紹鴎(1502-1555) 珠光を引継ぎ、千利休の師。

茶道の祖

千利休(1522-1591)

わび、さびの茶の湯の大成。茶道の大成者

上の好ませ給うもの
下また好む

茶のブームは権力
者により地方にも
広がりを見せる 茶の湯とともに菓子文化も発達

京菓子 釜炒り茶の導入と文人茶の成立

釜炒り茶(中国、明時代に始まり日本には安土桃山時代末期には伝来)

伝説的には、加藤清正の朝鮮出兵より持ち帰ったものが熊本の青柳茶
朝鮮から佐賀に来た陶工が伝えたものが嬉野茶

隠元禅師(1592-1673)が茶器とともに新しい時代のお茶を伝来

釜炒り茶 ： 新しいお茶。澄んだ水色。啜り茶。仙茶

成熟し、権力的な茶の湯に対する反権力。新しい時代のお茶として

文人たちは清風のお茶に着目
高遊外売茶翁(1675-1763)

～日本に煎茶を普及させた文化人～

抹茶 淹し茶

江戸菓子
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蒸し製煎茶・玉露の創造

煎茶の開発(1738)
抹茶とは異なる新しいお茶とその飲み方の創造

庶民は抹茶は飲むことができず、一般には色が赤黒く味も粗末
な「煎じ茶」を飲んでいた。

⇒永谷宗円は柔らかい新芽を蒸して揉むことで、味もすぐれた緑

の新しい煎茶（淹し茶）を創造(1738)した。⇒煎じ茶から煎茶に

玉露の開発(1835)
「玉露」は、製茶業者山本山の商品名
に由来。

碾茶製造用の覆い下茶葉を露のよう
に丸く焙り、これが「玉露」の原型と
なったとも言われ、煎茶と同様に急須
で飲めるようにしたもの。

お茶の多様化

煎じ茶 淹し茶

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
時代とともに飲用茶も大きく変化してきた

0
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19
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19
45

19
55

19
65

19
75

19
85

19
95

20
05

20
08

20
10

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

産業化以降の需給とイノベーションの推移

16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

同じ茶葉から様々なお茶が作れ、成分も変わる

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

カテキン

パーオキシダーゼ

揉捻
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

カテキン類のテアフラビンへの変化
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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

包種茶

ｳｰﾛﾝ茶など

紅茶

普通煎茶

深蒸煎茶

玉 露

抹 茶

玉 緑 茶

番 茶

ほうじ茶

釜炒り茶(中国製)

蒸製

釜炒り製

不発酵茶

（緑茶）

半発酵茶

発酵茶

後発酵茶 ﾌﾟｰｱﾙ茶など

お茶の分類 一番茶、二番茶、川根茶等

菊川茶、掛川茶等

宇治、八女、朝比奈等

宇治、静岡、等

嬉野製、熊本製等

京番茶、秋冬番茶等

茎焙じ、加賀焙じ等

龍井茶、碧螺春等

鉄観音、高山茶、東方美人

ダージリン、ウバ、キーモン

古樹茶、金花プ―アール等

21

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 15,200 25,200

鹿児島県 8,360 23,900

三重県 2,710 4,696

熊本県 1,180 1,084

京都府 1,556 2,208

福岡県 1,510 1,664

宮崎県 1,330 1,999

埼玉県 825 884

佐賀県 705 1,137

その他 4,293 5,349

合 計 37,669 68,121

日本における茶の生産

令和2年度(2020)

静岡県内の主要茶産地

地域により生産される茶種も異なる 煎茶
てん茶
かぶせ茶
玉緑茶

新潟県の村上から
茨木県の大子が
経済的な北限

日常茶飯事の茶
☆ コスト低下
☆ 簡便化
☆ 飲用水化

愉しみのお茶
☆ かわいさ
☆ 話題性
☆ 面白さ
☆ インスタ映え
☆ 高級品
☆ ブランド

消費者が必要としているお茶の提案
・妊婦さん、子供、高齢者 ⇒ 低カフェイン茶
・体脂肪の気になる方 ⇒ カテキン強化茶
・アレルギー ⇒ べにふうき緑茶 ・ストレスの気になる方 ⇒ テアニン強化茶
・肉食に合うお茶 ⇒ ・パンに合うお茶 ⇒ その他

緑茶消費の推移の概観
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年代 菓子の時代 特 徴

紀元前 上古時代 大陸文化の輸入前で、果物も含めて日本固有の菓子が作られ始めた時代。

大和時代

奈良時代 唐菓子時代
遣隋使、遣唐使により唐からお菓子とその製法が伝わった。 これまでの簡単な穀物

の加工品に比べ、味・形・製法がすぐれ、唐菓子に工夫を加えた独自の菓子が創り出
された。この時代の末期に砂糖が輸入された。

平安時代

全国菓子工業組合連合会（全菓連）

お菓子の歴史

古代人は農耕を主に、米、粟、麦を主食に、その間に野生の木の実や果実を食べていた。菓子

は果子という字がもと。菓子の始まりは、「古能美」（このみ、木の実）または「久多毛能」（くだもの、
果物）であったろうと思われる。人工的に手を加えた今のお菓子の原形は奈良・平安時代に輸入
された唐菓子に始まるとされる。

奈良時代に遣隋使や遣唐使の中国大陸との往来が盛んになり、大陸の文化の一部として、８
種の唐菓子（からくだもの）と１４種の果餅（かへい）がその製法と合わせ伝られた。

唐菓子とは、米粉、小麦粉などを、色々な形に作り、水あめ、蜜、あまずらなどの甘味や塩味を
つけ、また油で揚げたりしたもので、在来の「ほしいい」など単純な穀物の加工品に比べ味、形、
加工方法など優れたものがあり、宮中や貴族社会から次第に一般へも普及していった。

唐菓子・唐菓物（からくだもの）は、唐朝から
伝わったという菓子。米粉や小麦粉などの粉類
に甘葛（あまずら）の煮詰めた汁もしくは水飴、
献上する上級品では蜂蜜など甘味料を加えてこ
ね、果物の形を造った後、最後に油で揚げた製
菓をさす

清浄歓喜団

緑豆、米の粉、蒸し餅、ケシ、
乾燥レンゲなどを練ってゆで
たもの。団喜（だんき）とも呼
ぶ。現存する清浄歓喜団は、
小麦粉の生地で小豆餡を茶
巾状に包み胡麻油で揚げたも
のとなっている。日本最古の
菓子

平安時代以前

年代 菓子の時代 特 徴

鎌倉時代

点心時代

砂糖の輸入が増加し、国内でも生産されるようになった。 一方、茶の栽培が盛んとな

り、茶菓子（点心、茶子）が求められるようになり、砂糖とまみえて現在の和菓子の源
流が生まれた。

南北朝時代

全国菓子工業組合連合会（全菓連）

お菓子の歴史

菓子の発展に大いに役立ったのが、お茶の伝来と普及がある。この茶道の隆盛とあいまって、
点心としてのお菓子が求められた。当時の点心は第１が羹類、第２がめん類、第３がまんじゅう類、
第４がもち類だった。

https://www.ndl.go.jp/kaleido/entry/25/1.html

『七十一番職人歌合』からの写と見られ、そのなかから饅頭売り（左）
の絵。

茶を楽しむ茶道が始まり、太閤秀吉の桃山時代に
至ってその極に達しました。この茶道の隆盛とあい
まって、点心としてのお菓子が求められました。点
心も中国から渡来したならわしで、食事と食事の間
に食べるものや茶うけをいいます。

鎌倉・南北朝時代

年代 菓子の時代 特 徴

室町時代 南蛮菓子時代 ポルトガル人やスペイン人により砂糖や卵を用いたカスティラ、カラメル等のお菓子
が持ち込まれ、我が国のお菓子に大変革をもたらした。 これらの南蛮菓子は長崎を
中心にして全国に伝わった。

安土桃山時代

全国菓子工業組合連合会（全菓連）
お菓子の歴史

室町時代（1543年）ポルトガル船が種子島に漂着したのを始まりに、鉄砲 、キリスト教の伝来な

どともにカステラ、ビスカウト（ビスケット）、ボーロ、コンフェト（金平糖）、アルヘイト（有平糖）など
のお菓子が伝来した。
これらのお菓子は、原料や製法などの点で和菓子の製法に大きな変革をもたらし、白砂糖はそ
れまでの菓子の味を一変させ、砂糖は製菓材料として重要な役割を担うこととなった。

南蛮菓子

カステラ,金平糖,
飴,ドロップ,ボーロ,
カルメ焼き,ビス
ケット,パン,カス
ドース,オランダせ
んべい,タルト,なが
さき,砂糖漬け,かり
んとう,黒棒,豆板,
金花糖などなど

室町・安土・桃山時代

年代 菓子の時代 特 徴

江戸時代 京菓子・江戸菓
子

茶道と共に発達した点心は、上流階級の菓子「京菓子」として独特の発展をした。 一

方、政治・経済・文化の中心が江戸に移るにつれ、生活に密着した色々な菓子が作
られた。 現在の和菓子の殆どが、この時代に作られた。

明治時代 洋菓子輸入時
代

明治維新を経過して、ドロップ、キャンデー、チョコレート、ビスケット等が輸入され、菓
子界に革命。多くの製菓会社が創立された。大正時代

全国菓子工業組合連合会（全菓連）
お菓子の歴史

江戸時代に入り、文化の中心地は江戸に移ったが、京都からの伝来物は「下りもの」として尊ば
れた。 しかし、漸く亨保・安永・天明年間（1720～1780）頃になると江戸の個性も出始め、桜餅、

金つば、大福餅、おこし、せんべい等の生活に密着した菓子が作られ武士や町人に歓迎された。
また、文化･文政（1804～1830）以後の江戸は庶民の街として、今川焼、五家宝、紅梅焼、かりん
とう等が、幕末には最中と切山椒が人気を集めた。

明治時代になり、文明開化の名の下に外国の文化が自由に入り、お菓子の世界にも、洋菓子製造
技能や洋風食材が導入された。当初は、バターやミルクといった食材に人々はなじめなかったが、
次第に輸入が増えるにつれ、その製造に関心を寄せる者が現れ始めた。日本で最初に製造され
た洋菓子は、明治８年（1875）のビスケット。

江戸時代になって戦乱が止み、平和になった

ことから、菓子づくりが飛躍的に発展していきま
す。日本中の城下町や門前町で独特の和菓子
が生まれたのもこの時代。京都の京菓子と江戸
の上菓子が競い合うようにして、菓銘や意匠に
工夫を凝らした和菓子が次々に誕生しました。

現在食べられている和菓子の多くは、江戸時

代に誕生したものです。

江戸時代の菓子見本帖『御蒸菓子御見本』と『御干菓子御見本』。江戸時代の和菓子の 大
成がよくわかる 所蔵 / 名古屋市蓬左文庫

江戸・明治・大正時代

年代 菓子の時代 特 徴

昭和時代 菓子大量生産
時代

第２次大戦後、昭和27年に砂糖の統制が撤廃になり、菓子業界が急激に活発化。
昭和30年代に入り、洋菓子、和菓子、米菓等順調な伸びをみせ、機械化による本格
的な大量生産時代に入った。

国際化時代 昭和46年チューインガム、キャンデー、チョコレート、ビスケット等すべての菓子が自
由化され、完全な国際化時代を迎える。

現代 健康志向時代 昭和50年代には入り、豊になった食生活、生活の24時間化の中で人々の健康志向
が高まり、それに応じたお菓子が増加。お菓子の種類や消費態様が多様化
。

全国菓子工業組合連合会（全菓連）

お菓子の歴史

昭和も３０年代になると、製菓機械やカカオ豆等の輸入が自由されチョコレート、チューインガム、
洋菓子の生産が急増。平和の象徴としてクリスマスケーキがもてはやされ、また冷凍ショーケース
の普及とともに、ショートケーキ、シュークリーム、プリンと言った洋生菓子が定着。さらに、ビスケッ
ト、米菓、和生菓子等も順調な伸びを示し、菓子も漸く機械化による本格的な大量生産時代へと進
みました。

昭和５０年台（1975）に入ると、消費の多様化が進む中で、従来の美味しさ、食べやすさ、楽しさの
他に、機能性を重んじる菓子が現れ始めた。
① 機能を狙ったもの ： のど痛緩和、口臭除去、虫歯予防、ダイエットなど
②低カロリーを謳ったもの ： マルチトールやソルビトール、キシリトールなど砂糖の

代わりに糖アルコールを使用
③栄養素を加えたもの ： ビタミン、ミネラル、繊維などを強調
④総合栄養的な商品 ： 各種の栄養をバランスよく含んだもの

昭和・令和時代

平安時代；中国からもたらされた「唐菓子」

戦国時代；ポルトガル人等から伝えられた「南蛮菓子」

明治維新後；欧米諸国のお菓子を取り入れた「洋菓子」

大分類 中分類 小分類

和菓子

生菓子 もちもの、蒸し物、焼きもの、流しもの、練りもの、揚げもの

半生菓子 あんもの、おかもの、焼きもの、流しもの、練りもの、砂糖漬けもの

干菓子 打ちもの、押しもの、掛けもの、焼きもの、あめもの、揚げもの、豆菓子、米菓

洋菓子

生菓子
スポンジケーキ類、バターケーキ類、シュー菓子類、発酵菓子類、フィユタージュ類、タルト・
タルロレット類、ワッフル類、シュトルーゼ類、料理菓子類

半生菓子 スポンジケーキ類・バターケーキ類・発酵菓子類・タルト・タルロレット類の一部、砂糖漬類

干菓子 キャンデー類、チョコレート類、チューインガム類、ビスケット類、スナック類

お菓子の種類
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季節の和菓子 【二十四節気】季節の生菓子（和菓子）とお茶を愉しむ。

https://chakatsu.com/basic/24_index/

【立冬】＜11/7〜11/21＞

立冬とは、暦の上ではこの日
から冬が始まる日のことで、少
しずつ冬の気配を感じ始める
頃のこと。

【小雪】＜11/22〜12/6＞

小雪とは、冷え込みが厳しくなり、
雨も雪となって降り始める頃のこと。
わずかな雪という意味で、積もるほ
ど降らないことから小雪と言われた
ようです。

【大雪】＜12/7〜12/21＞

大雪とは、本格的に雪が降り始め、冬
が到来する頃のこと。山々だけでなく、
平野にも雪が降り始め、全国的に冬
ムードになってくる時期です。

ニフティニュース編集部和菓子のイメージランキング

各地区のお菓子の知名度ランキング 全国都道府県別の銘菓の一例

和菓子
洋菓子

男女別お菓子の好みランキング Matchaは世界の関心事
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MatchaのCookBook お茶請けとは

お茶の味を引き出すためのお菓子・漬物など。
せんべいや漬物など塩っ気の聞いたものから、クッキーや大福など甘い
ものまでいろいろあります。

知っておくと良いマナー

ようかん

・煎茶
・深むし煎茶
・抹茶

煎茶や抹茶のような香り高く、
渋みとコクのあるお茶がよく合
います。
甘～い羊羹には旨み、苦旨み
がありコクと香りの有る深むし
煎茶もお互いを引き立ててく
れます。

クッキー

・紅茶
・煎茶
・ほうじ茶

甘いクッキーには、紅茶や煎茶
が良く合います。全粒粉を使っ
た素朴な焼き菓子は独特の風
味があるため、香ばしいほうじ
茶が合います。後口もさっぱり
させてくれます。

チョコレート

・煎茶
・深むし煎茶
・紅茶

ミルクチョコレートには深蒸し
茶や煎茶。ホワイトチョコには
抹茶や紅茶が合います。以前
「チョコに合う飲み物は？」と
いう特集を組ませていただい
たので、詳細はこちらからどう
ぞ。

お茶とお菓子の相性

お煎餅

・ほうじ茶
・玄米茶
・煎茶

お煎餅には、ほうじ茶や玄米
茶のような香ばしいお茶が良く
合います。
お互いの香ばしさを引き立てて
くれます。

ケーキ

・紅茶
・煎茶
・深むし煎茶

生クリームやチョコレートの甘い
ケーキには、濃い味の深蒸し煎
茶 パウンドケーキ等のバター
風味のケーキには紅茶や煎茶
が良く合います。

漬物 や ピクルス

・煎茶
・ほうじ茶
・玄米茶

甘みがある漬物には、煎茶か
抹茶。しょっぱい漬物には、ほ
うじ茶や玄米茶がよく合います。
ピクルスには さっぱりとした煎
茶が合います。

お茶とお菓子の相性

【玄米茶】香りが繊細なので甘みの強いお菓子
はNG。豆大福、生八ツ橋、ドライフルーツ&

ナッツで素朴に

月刊『茶の間」より

【新茶】爽やか
な香りを損なわ
ない「干菓子」
「ようかん」「
カステラ」がベ
スト。

お茶とお菓子の相性

【玉露】高級茶には上品な「生菓子」だけじゃない、「ビスケット」「チョコレート」
「茶だんご」も相性良し

甘いお菓子と苦みのあるお茶

甘みが強い鹿の子や饅頭、羊羹には、なめらかな味わいを引き立てる玉露や抹茶など、
味の濃いお茶が良く合います。また、口の中をリセットする意味で、キリッとした味わいの
煎茶もおすすめです。

乾いた甘いお菓子と苦みの少ないお茶

きな粉をまぶしたお菓子や焼き菓子には、喉越しが良くごくごくと飲める番茶やほうじ茶が
おすすめです。後味も良く、口の中をさっぱりさせることができます。

お茶とお菓子の相性
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和菓子（お茶請け） 緑茶（日本茶）の種類

練りきり 玉露 / 抹茶

わらびもち かぶせ茶 / 蒸し製玉緑茶

鹿の子 蒸し製玉緑茶

くず饅頭 茎茶 / 深蒸し煎茶

すあま 煎茶

かりんとう ほうじ茶 / 釜炒り茶

羊羹（ようかん） 普通（蒸し）煎茶 / 芽茶 / 抹茶

最中（もなか） 玄米茶 / 煎茶 / 抹茶

どらやき 深蒸し煎茶 / 釜炒り茶 / 玄米茶

大福 煎茶 / 芽茶 / かぶせ茶

醤油せんべい ほうじ茶 / 玄米茶 / 番茶

お菓子とお茶の相性

洋菓子 お茶の種類

生チョコ 抹茶・玉露

マカロン 抹茶・玉露

プリン 煎茶・玉露

ギモーブ（マシュマロ） 煎茶・玉露

ケーキ 煎茶

ほうじ茶 玄米茶 紅茶 緑茶
緑茶(やぶ
きた)

緑茶(本
山)

和紅茶

ドミニカ 8 10 7 6 1
ブラジル 9 5 23 5 3 7
ベネズエラ 9 22 10 8 8
ペルー 8 3 1 7 6 13

お茶の種類チョコレート
の種類

ドミニカ：ほうじ茶
今日は少しのぜいたくを～いつものティタイムに
世界旅行～

ブラジル：ほうじ茶
恋はそんなに甘くない

ベネズエラ：緑茶
ちょこっとひといきティータイム

ペルー：緑茶
「この組み合わせ好きだなぁ」もっと知りたい
あなたの好み

ペルー：緑茶
友達とリモチョコ品評会～あなたのお気に入りを
見つけて～

お茶とチョコの相性 バレンタインに向けた一言コメント

お茶とチョコ
は合うんです

お菓子1年分
お茶1年分の景品

Free Tea Café

毎月細々と
行っています

お茶の種類

①緑茶(煎茶)
日本で一番よく飲まれるお茶。新鮮な

香りを持ち、旨味と渋みのバランスが真
髄。

②烏龍茶
半発酵茶。地域や品種により大きく

異なる高い香りに酔いしれるほどのお茶。

③紅茶
世界のお茶の65％が発酵茶である紅

茶。爽やかな渋みと香りに特徴。本日
は清水産の和紅茶

④プーアル茶
後発酵茶。微生物発酵により作られる

お茶。芳醇でまろやかな香味が特徴。

⑤ほうじ茶
二次加工茶。番茶や茎茶などを焙煎し

て作る。非常に香り豊かであっさりとした
味のお茶。

本日のお茶とお菓子

お茶とチョコは合うんです⁉ あなたのマリュアージュは？

協賛：MEIJI



2022/2/22

1

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

アッサム種中国種

•麦茶

•ハトムギ茶

•熊笹茶

•竹茶

•そば茶

•ハブ茶

•甜茶

•甘茶

•甘茶蔓茶

•杜仲茶

•苦丁茶

•ドクダミ茶

•紫蘇茶

•緑甘茶)

•ゴーヤー茶

•マタタビ茶

•柚子茶

•陳皮茶

•韓国伝統茶

•マテ茶

•羅漢果茶

•コカ茶

•ルイボス茶

•桜漬葉茶

•昆布茶

•梅昆布茶

お茶でないお茶

飲み物の総称として茶という文字が使われている

3

世界における茶の国別生産量と栽培面積(2019)

世界における茶の生産量の推移

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

中国とケニアで世界のお茶の
生産量の68％を占める

緑茶生産比率

4

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
カテキン、カフェイン、テアニン、ビタミン類、
γアミノ酪酸、微量元素など

茶のもつ機能性

＋ 精神機能

お茶の機能性成分

25%

75%
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

5

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

6

唾液腺

唾液

口からの飛散

新型コロナウイルスは口中の粘膜や唾液腺から侵入し、増殖し、口から飛沫感染する。
Ruoshi Xu et al: Int. J. Oral Sci. 2020 12:11より引用

口腔内環境の重要性

お茶と新型コロナウイルス



2022/2/22

2

お茶は唾液中の新型コロナウイルスを
不活化する？

TCID50 ；「Tissue Culture Infectious Dose 50」の略。50％組織培養細胞感染率

ヒト試験
が必要

包種茶

ｳｰﾛﾝ茶など

紅茶

普通煎茶

深蒸煎茶

玉 露

抹 茶

玉 緑 茶

番 茶

ほうじ茶

釜炒り茶(中国製)

蒸製

釜炒り製

不発酵茶

（緑茶）

半発酵茶

発酵茶

後発酵茶 ﾌﾟｰｱﾙ茶など

お茶の種類 一番茶、二番茶、川根茶等

菊川茶、掛川茶等

宇治、八女、朝比奈等

宇治、静岡、等

嬉野製、熊本製等

京番茶、秋冬番茶等

茎焙じ、加賀焙じ等

龍井茶、碧螺春等

鉄観音、高山茶、東方美人

ダージリン、ウバ、キーモン

古樹茶、金花プ―アール等

加工法の違いにより
各種の茶ができる

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 お茶の種類の多様性

お茶の飲み方の多様性 本日、試飲していただくお茶

蒸製

釜炒り製

不発酵茶

（緑茶）

半発酵茶

発酵茶

後発酵茶

玉露
抹茶
ほうじ茶

龍井茶
ジャスミン茶

高山烏龍茶

和紅茶
セイロン紅茶

阿波番茶
プーアル茶



2022/2/22

3

⻨ 茶

低カフェイン緑茶

１週間

２週間

だ液を採取
（30 秒）

アミラーゼモニター
で測定

毎日、朝・晩の食前

スマートウォッチで計測

ストレスの程度

睡眠の質

①

②

スマートウォッチ
の装着

これまでの成果

お茶の効果を感じてみませんか？ モニターに是非ともご参画を

スマートウォッチとアミラーゼモニターにより、
睡眠の質と抗ストレス効果を計る

期間：2021年11月29日(月)～12月17日(日)
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輸出のために知っておきたい
日本茶の特質と機能性の知識

静岡県立大学 茶学総合研究センター
中村順行

2

世界における茶の生産量の推移

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)

世界における日本茶の位置

輸出量 日本
189.5万ｔ 0.5万t

世界の茶の生産量と輸出量（2019）

日本茶は
幻のお茶

生産量
６１５万ｔ

日本
約 7.7万t

世界における緑茶の生産量と輸出量

生産量
196.7万ｔ

日本
7.7万t

輸出量
38.9万ｔ

日本
0.5万ｔ

緑茶中における日本茶の実態
緑茶の生産量と輸出量

緑茶生産比率

4

世界の茶のなかでの日本茶の特質は!!

・世界唯一。蒸し製であること

・蒸熱処理のため、浸出液

中に成分が溶出しやす

いこと

・浸出液が緑色であること

・香りに若葉の新鮮香が

あること

・針状のお茶であること

・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

・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

蒸し製

炒り製

日本茶
(Steamed) 

中国茶
(Pan fired)

中国緑茶との違い

Untwisted

Needle-like

・摘採後、速やか
に酵素の活性を
止めことで美しい
緑色となる

・釜炒りのため、
やや赤褐色の水
色となる

形状 水色

青葉様の新鮮香

Green note

釜香
やや焙煎香

Steamed 
tea

Pan fired 
tea

Japanese 
green tea

Chinese 
green tea

烏龍茶
紅 茶

新鮮香
若葉の香り 花様、果実様の香り

萎凋
発酵
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日本茶の神髄は針状のお茶

蒸すことにより針状に撚れるお茶は日本茶だけ

生葉のカテキン類含量
中 国 種：13～17%
中 葉 種：16～23%
アッサム種：25～30%

※紅茶茶はカテキン類が酸化
され、重合しテアフラビン
類、テアルビジン類に変化
し、赤色となる。

mg/100g

緑茶は、アミノ酸濃度が高い

各種茶のアミノ酸含量

*「一碗からピースフルネスを」

*茶とは、飲み物の茶から、茶に関連する全ての情
報が統合されたモノを意味した総合芸術。

*一杯の茶を飲むことから多くのことを学べる

日本茶は文化に密着

岡倉天心

10

25%

75%

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

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

３５％

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

６５％

機能性を主体とした茶成分とその特性

11

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

活性酸素が関
与する疾患

がん

糖尿病

アトピー

肝臓病

アレルギー

心臓疾患
脳機能

胃潰瘍

⽼化促進
10

カテキン類は活性酸素を抑制する
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13

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

14

カテキン類による抗体脂肪抑制作用 ＨＰより引用

15

腸内フローラの改善

茶の健康効果20選(日本茶業中央会) Kuriyama, S. et al, Am J Clin Nutr 2006: 83, 355-361.

緑 茶 コーヒー紅茶、ウーロン茶

認
知

症
の

オ
ッ

ズ
比

21

認知障害の改善

17

インフルエンザにも効果的

18

唾液腺

唾液

口からの飛散

新型コロナウイルスは口中の粘膜や唾液腺から侵入し、増殖し、口から飛沫感染する。
Ruoshi Xu et al: Int. J. Oral Sci. 2020 12:11より引用

口腔内環境の重要性

お茶と新型コロナウイルス
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お茶は唾液中の新型コロナウイルスを
不活化する？

TCID50 ；「Tissue Culture Infectious Dose 50」の略。50％組織培養細胞感染率

ヒト試験
が必要

20

カフェインの機能性

 覚醒作用

 大脳刺激作用

 疲労回復

 強心作用

 利尿作用

カフェインの別名は
「目覚まし草」

お茶を飲んで
て良かった

ニューヨークの
『Matcha Bar』で売られ

ている、抹茶のエナ
ジードリンク
（Whitford/BFA/REX/S
hutterstock/AFLO）

21

カフェインによる
運動機能の向上

対象 摂取量
(1日）

コーヒー
(120 mg/ 
200mL)

煎 茶
(20 mg/
100mL)

健康な
成人 400 mg 3 杯 20 杯

妊婦 300 mg 2 杯 15 杯
子供〜
⻘年 2.5 mg/kg

1 杯/8kg
(1才の平均体重は

約9kg)

急性作用 10 g/day
Wikoff D. et al., Food Chem Toxicol 109, 585 (2017) 

9
悪影響の無いカフェイン量

煎茶
20㎎/100ml

抹茶
64㎎/50ml

コーヒー
60㎎/100ml

23

 血圧降下

 脳神経機能調整

 血管性痴呆症予防作用

 抗ストレス作用

 記憶学習行動促進作用

ド
ー

パ
ミ

ン
放

出
量

（
％

）

テアニンの機能性

Nippon Nogeikagaku Kaishi Vol.72, No.2, pp.153～157,1998 

テアニン摂取で、30分以降からα波が強く出て、
リラックスした状態であることが示された。

0

20

40

60

80

100

0 5 10 15 20 25 30

生
存

率
(%

)

寿命 （月)

17.9 ± 1.4 *

13.6 ± 1.5

* p < 0.05

テアニン

水

Unno K et al, Free Radic Res., 45, 966-974 (2011)

33

20µg/mL

テアニンによる寿命の延長
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0

50

100

150

200

20代 40-50代 80-90代

唾
液

ア
ミ

ラ
ー

ゼ
活

性
（

U
/m

L)

対照 低カフェイン緑茶（水出し）

低
カ
フ
ェ
イ
ン
緑
茶

（水
出
し
）

煎
茶

（水
出
し
）

麦
茶

（水
出
し
）

テアニンを活かしたストレス軽減効果

煎
茶
（湯
）

Unno K et al, Biol. Pharm. Bull., 40, 902-909 (2017); Nutrients, 9, E777 (2017); J. Clin. Biochem. Nutr., 61, 210-216 

(2017)

16

高

ス
ト
レ
ス

0 20 40 60

唾液アミラーゼ活性

EGCG

Caffeine

EGCG

ストレス

低下
テスト
抹茶

プラセボ
抹茶

クッキー

クッキー

Caffeine

Arginine

Arginine

Theanine

Theanine

CE/TA =1.79  

CE/TA =10.64  

Unno K et al, Heliyon, 5, e01653 (2019) 

テスト抹茶

プラセボ抹茶

(T)
(A)

(C)

(E)

30

抹茶クッキーでもストレス軽減効果を実証

静岡抹茶の測色値特性

国内外から購入した抹茶と静岡抹茶の色相角度(h)

国内外から購入した抹茶と静岡抹茶のa*値

静岡抹茶の化学成分特性

国内外から購入した抹茶と静岡抹茶のEGCG/EGC比率

国内外から購入した抹茶と静岡抹茶のテアニン含量

抹茶の基準作りに、テアニン含量は
重要になってくる

農研機構 野菜茶業研究所主任研究員・水上裕造氏 解析

国内外で市販される抹茶の特性

中国産抹茶との差別性

国内市販抹茶 海外市販抹茶

国内外から購入した抹茶におけるストレス軽減の推測

日本産抹茶の機能性での優位性

国内産でも、二番茶期中盤以降の新芽から作られる抹茶ではな
かなか優位に立てない
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戦後７５年の茶業。

これからどこに行く⁈

静岡県立大学 茶学総合研究センター
中村順行

⇔ 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(総合防除

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

簡便化に対する
イノベーション
（健康食ブーム
ドリンクの急増）

緑茶の需給とイノベーションの推移

平成バブルの崩壊
（１９９０）

第二次世界大戦後の日本茶業

・第二次大戦後、アメリカの援助物資の見返りとして茶
が選択される。

・紅茶生産圏の大戦後の生産復旧の遅れに目をつけ、
紅茶市 場への進出や、北アフリカ向けの蒸し製玉緑茶
の生産に特化し、昭和 27（1952）年には、1 万トンの輸
出のうち3 分の2 が北アフリカに向けて輸出される。

・戦後の疲弊した茶産業が息を吹き返し、最盛期には
15,000トンを超える輸出
・中国茶の進出、円高により、国際競争力を失う

・1955(昭30) 年代には、高度経済成長が始まり、1975(昭 35)
年には国民一人当たりの 年間茶葉消費量が 1㎏を突破。
・国内の急激な緑茶消費量の伸びに、国内の茶生産量が追
いつかず価格が高騰したため、同年、緑茶の輸入自由化が
開始された。
・1966(昭41) 年には茶の輸入量が輸出量を上回り、日本は
ついに茶輸出国から輸入国へと転身した。

緑茶消費量

緑茶消費量
の推移

戦後の茶業

輸出の再開

輸入の増加

戦後の茶業
・国内景気の好況化、消費の激増
・品種の導入(地方茶の消滅)
・摘採製造機械の大型化(煎茶一辺倒化)

品種茶の導入による収量・品質
の向上

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
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出
品
率
%

やぶきた 在来種

やぶきた
普及率(%)

品種化率(%)

煎茶

玉露

てん茶

全国茶品評会(第4回～30回)における茶種別出品茶の推移

煎茶
玉露

てん茶

やぶきた普及による品質の向上

茶の栽培面積と品種化率の推移

優良品種の普及

各茶主要品種数

1953(昭28)年に農林登録品種ができて以来、品
種は収量及び品質の向上に大きく貢献してきた

☆摘採期の集中化

×摘採の遅れによる品質低下,×製茶施設への
過剰な投資, ×規模拡大が図りにくい

☆病害虫の多発化

×主要病害虫への耐性弱(安心・安全への投資大)

☆品質の画一化

×茶の香味の多様性が少ない(新香味に対する保

守性)

☆茶業界の硬直化

×改革意欲(新技術、新商品)の欠如, ×嗜好の
多様化に逆行

品種の割合

やぶきた偏重化の弊害
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　奨励品種選定の時代的推移

年代 時代背景 選定の目的 選定品種

昭10年代
輸出の拡充強
化

栄養系品種の増殖による多収
量化、高品質化

やぶきた、こやにし、
ろくろう等

昭30年代前半
輸出再興、国
内需要へ移行

紅茶用品種の採用
べにほまれ、からべ
に、ただにしき

昭30年代後半
景気高騰、洋
食化

洋食に対応した品種の採用
ふじみどり、べにふ
じ、はつもみじ

昭40年代
国内需要の急
増、製茶機械
の大型化

多収性、早晩性品種、高品質
化

くらさわ、かなやみど
り、おおいわせ

昭50、60年代
需要の硬直
化、凍霜害の
多発

耐寒性品種の採用
さやまかおり、おくひ
かり

平成時代
バブルの崩
壊、多様化

香味に特徴ある品種の採用 香駿、つゆひかり

静岡県奨励品種選定の時代的推移

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

重機による新植・改植

優良品種の挿し木による大量増殖

10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
製造方法の変化

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

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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消費者の茶の購入金額は堅調

昭和30～40年代に全国に煎茶が普及。昭和50年代は作れば儲かってい
た時代

緑茶缶ドリ
ンク急増
(1992)

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

昭和55 昭和60 平成元 平成5 平成10 平成15 平成20 平成25 平成27

ウーロン茶

紅茶

その他

番茶

RTD

粉末茶

せん茶

覆い茶

茶業の推移

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

せん茶とＲＴＤ の消費量の推移(中村推定）

静岡茶市場の取扱量の推移(一番茶)

静岡茶市場の取扱量の推移 (静岡茶市場HPより引用)

18

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

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

購入先にも大きな変化が
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静岡と鹿児島!!
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図 一戸当たり茶生産規模の推移
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図 茶の生産の係る推移

21

伸びている茶種もある

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

日本茶業の経済的試算

（中村試算：赤字は平成6年）

飲料製造

販 売

茶生産

茶類卸売業
4580億円(平26)
9751億円(平 6) 

生葉 635億円(令元年)

荒茶 335億円(令元)

生葉1049億円(平5)

荒茶 375億円(平5)

仕上茶出荷額
1347億円(平26)

3368億円(平 6)

ティーバッグ 250億円

R&T出荷額
茶系合計

9665 億円(平30)

36億円(平6)

お茶屋さん
(茶類小売業)

茶素材販売額
600億円？

お菓子屋さん
流通・製茶

茶関連機械業 100億円？1000億円？

取り込み加速

輸出量

５,２７４ｔ(令2)
311t(平6)

これからのお茶は？

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

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、

SDGs,自然循環機能重視型

茶業の今後の展開を考える上での重要要因

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？

これからのお茶に期待されるものは？

お茶は冷蔵庫から
(ライバルは麦茶、ミネラルウオーター)

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

生活を豊かに
するお茶

健康

体に良い

こころ

Happy

現状

簡便・飲料化
するお茶

簡便化
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？

・トクホ
・機能性表示
・機能性強化茶

こだわりのお茶
・愉しみ、・差別化、・希少性、
・機能性、・高級化、・ストーリー

性 など、

簡便化
淹れ方

道具無し

道具有り

さて、次世代のお茶と茶器は
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日本茶 品種とこだわり

静岡県立大学
茶学総合研究センター 中村順行

○茶は嗜好品
→ 消費者の幅広い嗜好や

その変遷に対応

〇目標とされた主要な特性(消費者に対応して)
→ 様々な種類の茶種に適した品種
→ 各地域の環境に適した品種
→ 優れた味の品種
→ 香りに特徴のある品種
→ 機能性に特化した品種

⇒ 時代の要請に対応した品種

日本茶の品種は多様

茶の品種改良は

150年前から始まった

第1期 個体選抜時代
明治初年～明治30年終期
早晩性に着目した選抜

第2期 分離育種時代
明治30年代終期～昭和初期
栄養繁殖を前提に在来園から優良品種の選抜
・‘やぶきた’の育成

第3期 交雑育種初期時代

昭和初期～昭和40年代

交雑育種の芽生え

・紅茶用品種の育成

・‘やぶきた’を片親に交雑

第４期 交雑育種時代
昭和50年代～現在
・高品質、多収性、ストレス耐性品種の育成

4

品種茶が現在の茶業の礎を築いた

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

品種は時代の要請に応じて育成されてきた

　奨励品種選定の時代的推移

年代 時代背景 選定の目的 選定品種

昭10年代
輸出の拡充強
化

栄養系品種の増殖による多収
量化、高品質化

やぶきた、こやにし、
ろくろう等

昭30年代前半
輸出再興、国
内需要へ移行

紅茶用品種の採用
べにほまれ、からべ
に、ただにしき

昭30年代後半
景気高騰、洋
食化

洋食に対応した品種の採用
ふじみどり、べにふ
じ、はつもみじ

昭40年代
国内需要の急
増、製茶機械
の大型化

多収性、早晩性品種、高品質
化

くらさわ、かなやみど
り、おおいわせ

昭50、60年代
需要の硬直
化、凍霜害の
多発

耐寒性品種の採用
さやまかおり、おくひ
かり

平成時代
バブルの崩
壊、多様化

香味に特徴ある品種の採用 香駿、つゆひかり 全茶園面積と品種茶面積の推移

日本の品種の現状

全茶

園面積
全品種茶
園面積

やぶきた
面積

品種面積

各種茶の割合(平成30)

茶 種 別 品 種 数
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品種の登録上の分類
① 種苗法の登録品種（１９７８～）

育成者の権利保護

② 農林認定品種（茶：１９５３～）

国等の育成、優良品種

③ 府県育成品種

府県で育成

※最近では、農林登録品種、

府県育成品種も種苗法

に登録している

品種とは

育成者 品種数

国 ３５

府県 ６８

民間 ２５

計 １２８

各地域における戦略品種

静岡県内の各産地における戦略品種への取り組み

市町名 推進組織 品種名(商品名) 特徴、取組等

静岡市清
水区

清水お茶のまちづくり
実行委員会

静７１３２(まちこ)
桜葉の香りが特徴。関係者と消費者
が一体化。まちこクラブで消費者を
取り込む

藤枝市 藤枝市茶振興協議会
藤かおり(藤枝か
おり)

花様の香りが特徴。ペットボトル茶を
19年販売

川根本町
川根本町茶業推進協
議会

おくひかり
天空の茶産地形成。釜炒り茶にも挑
戦

御前崎市
御前崎つゆひかり普
及会

つゆひかり
市茶商、JA、行政が一体化。生産量
の半分はドリップ茶で販売

天空の茶産地 久保尾地域の散策地図天空の茶産地 久保尾地域の散策地図

久保尾区集会場
(駐車場)

１時間コース

２時間コース

ここで飲む「奥光」は至
福のひと時を感じさせて
くれる！

品種を活用して

山間地を

天空の郷に！

「天空の茶産地“奥光”」
として川根茶全体のマー
ケッテイング戦略の機軸と
して位置付け、川根茶産地
の振興と活性化を図る。

ソフトで爽やかさが売り 天空の郷

「おくひかり」 川根本町

市茶商、JA、行政が

一体となり、つゆひ
かりを普及

ドリップ式 つゆひかり

エメラルドグリーンで旨味が強い 新品種

「つゆひかり」 ～御前崎市～

桜葉の香りを前面
に出し、清水みんな
のお茶を創る会。ま
ちこクラブで消費者
の取り込み

桜葉の香りの みんなのお茶

「まちこ」 静岡市清水区

花葉の香りを前面に出
し、香りの藤枝茶をPR

するためにブランド化。
RTDも人気商品

RTDも女性に人気

萎凋により花葉の
香りを強化

ジャスミンの香り 女性に人気「藤枝かおり」藤枝市
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サンプルの香りはパン
チの利いた東洋風の
香り。非常に力強く、
日本の一般的な食事
に良く似合う。味は少
し重たいが、底力を感
じさせるものである。

天竜 龍川 印雑131

香り豊かな 印雑１３１

この系統は150年前にインドから導入した実生からの選
抜. 非常の強い荒々しいまでの東洋風の香気に満ちた
ものになるが寒さに弱く栽培地域は限定される。
印雑131を片親に香気に特徴ある品種がいくつか誕生し
ている。

http://shinjuan.shop-pro.jp/?pid=120457599

旨味と覆い香の「やまかい」

天竜 佐久間 やまかい

「やまかい」は「やぶきた」実生から選抜され、1967年に
静岡県が奨励品種としたもの。

「やまかい」は、強い旨味と被覆香を感じ、山間地で生産
されると優れた特性のあることから山峡でやまかいと読
ませるほどである。

このお茶を口元の運
んだ途端に、玉露風
の覆い香が鼻をつき、
口に含むとほど良い
渋みの奥にメロン風
味が残る。
特徴的なお茶である

爽やかな花香の香駿

静岡市本山
内牧
香駿

香駿は「くらさわ」と「かなやみどり」を両親と
し、1996年に育成された品種。

香駿は駿河の香りのとおり爽やかな味と強
い花の香りが特徴。日本の品種の中でも特
徴的な香りで、通にはファンも多い。

本サンプルは柔らかで乳
飲み子のような新芽の
香りとともにジャスミン用
の花香が愉しめます。

まずは一服口に含み、
香駿特有の香りと爽や
かな味を感じてみてくだ
さい

品種が替わる要因

① 社会・経済的ニーズの変化

② 需要ニーズの変化

③ 新品種の登場

④ 生産様式の変化

⑤ 生産環境の変化

生産振興に寄
与する品種

需要に応え
られる品種

新い時代を
切り拓く品種
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Yoriyuki NAKAMURA

Ｔｅａ Ｓｃｉｎｅｎｃｅ ｃｅｎｔｅｒ
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Shizuoka 

Advance of mechanization    
in Japanese tea and 

contribution of cultivar

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 1916 as Shizuoka Women’s Pharmacology School, 

along with Shizuoka Women’s University and Shizuoka Women’s 

Junior College.

Currently, there are about 3000 students in 5 faculties.

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

General Information of SHIZUOKA

1

Population 3,765,007 (2010)

Area 7,780.42 k㎡

Ave. Temp. 16.5℃

Prefectural 
Capital

Shizuoka city

Rank Products Amount (mil JPY)

1 Tea 37,300

2 Tangerine
(Mandarin Orange)

23,600

3 Rice 20,000

4 Hen’s egg 13,800

5 Strawberry 10,800

○ Geographical Information

○ The Top 5 Main Agricultural Products(2015)

Source: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

大室山(伊東市)

赤石岳

日照時間日本一

Awagatake (Kakegawa City）Southern Alps & Fujisan

● Izu Peninsula Geopark 
to join the Global 

Geoparks Network

● The Southern Alps 
as a UNESCO Eco Park

● Chagusaba as a 
Globally Important 

Agricultural Heritage 
System (GIAHS)

Iritahama & Tatadohama Beaches 
(Shimoda City)

Dougashima (Nishiizu-cho)
Chagusaba

Satoyama & rare plant speciesMount Akaishi

Shizuoka meeting global standards

3

SAITAMA

GIFU

AICHI

SHIGA
KYOTO

NARA

FUKUOKA

NAGASAKI KUMAMOTO

MIYAZAKI

SHIZUOKA

KAGOSHIMA

MIE

Prefecture Area  
(ha)

Production
(1000t)

Shizuoka 15,200 25,200

Kagoshima 8,360 23,900

Mie 2,710 4,696

Kumamoto 1,180 1,084

Kyoto 1,556 2,208

Fukuoka 1,510 1,664

Miyazaki 1,330 1,999

Saitama 825 884

Saga 705 1,137

Others 4,293 5,349

Total 37,669 68,121

Area and production of tea 
(2020)

Japanese Green Tea 

Production 

Kyoto
Tokyo
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8

Scene of Tea Fields in Japan

Ligth Shading Field

Field in Snow

Conventional Field

Field for Riding-type Machine

Severe Shading Field

Scene of Tea Fields in Japan

Hand Plucking

Field for Riding-type Machine

Tea Field in Mountain Area

Mt. Fuji and Tea Field Ligth Shading Field

Changes in tea production, imports, and exports in Japan

0
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Year

Amount of production Amount of green tea exported

Amount of green tea imported Amount of domestic consumption

Period of developing the tea

industry due to foreign demand

Period of popularizing 
sencha throughout 
Japan due to 
domestic demand

Period of responding

to diversification

Picking changed from handpicking to transportable picking machines and then to passenger-type 
picking machines, and picking efficiency improved remarkably.

Handpicking

Portable picking machine

Riding-type picking 

machine

Changes in picking methods Changes in manufacturing methods

Manufacturing changed from kneading by hand to kneading by machine, input was gradually increased, and 
recently the process is controlled by computer. These changes established production and processing 

techniques that are unique to Japan and contributed to high-level equalization.

Kneading by hand

Kneading by machine

Kneading by machine
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Changes in the number of households that cultivate tea 

in Shizuoka Prefecture

Drastic reduction of farmers and expansion of 
scale

0
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Amo unt o f produ ct ion  (t )

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1954 1965 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Less than 0.5ha 0.5-1.0ha 1.0-3.0ha 3.0ha or more

Changes in the number of households that 

cultivate tea in Shizuoka Prefecture

Changes in the price of the each crop season

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
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

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

Harvest small bag Type

Rale-tracking plucking machine

Rail-tracking and riding-type plucking machine

Riding Container Type

Harvest bag Type
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Operating Efficiency of Riding-type Machine

Harvest bag Type
Container type

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Portable for two
persons

Harvest bag type

Container type

working time (minute/ha)

Place harvest bag

harvest

change harvest bag

turn machine

load the truck

others

5. High-yield and Quality Tea Field by High Technology

Recently tea is plucked by machine

22
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Changes in the price (yen/kg) of dried tea leaves by tea periods

Changes in amounts of tea production and tea value according to tea period

Changes in profit compared to production cost
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Changes in tea production Total production costs         Profits

Changes in domestic consumption and 

producer price Changes in purchase price of loose 

tea and RTD

Present state of tea 

consumption in Japan
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20000
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80000
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120000

Domestic consumption RTD usage Producer price

The way of drinking 
tea changes greatly 
with the change of 
lifestyle

Production of Various Kinds of Japanese Green Tea

 

Sencha 
75.0 % 

Bancha 
13.3 % 

Kabusecha 

4.8 % 

Tamaryokucha 
4.1 % 

Tencha 

1.2 % 

Gyokuro 
0.2 % 

Othres 
1.4 % 

Production of various kinds of tea in Japan 
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25

Changes in tea fields due to introduction of varietal tea

Cultivation and popularization of 

high-quality varieties

Improvement of productivity due to cutting and growing tea fields

Traditional tea field

Improvement of crop yields and quality was achieved by making vegetative propagation tea fields through 

cultivation and cutting of high-quality varieties instead of the traditional tea fields that used seedlings.

Yutakamidor

i
Sayamakaori

Kanayamidori

Okumidori

Yabukita

Scene of cuttings

Yabukita

The cultivars greatly contributed to the 

improvement of yield and quality.

200
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昭
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昭
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昭
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昭
55

昭
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2
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13
平

19

一番茶 年間

Changes in fresh leaf yield in Shizuoka 

Prefecture(kg/10a)

Increased productivity in cuttings 

breeding tea plantations

Seedling field

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

Changes in tea cultivation area and 
total tea area

Popularization of   

excellent varieties

 

Sencha 
75.0 % 

Bancha 
13.3 % 

Kabusecha 

4.8 % 

Tamaryokucha 
4.1 % 

Tencha 

1.2 % 

Gyokuro 
0.2 % 

Othres 
1.4 % 

Production of various kinds of tea in Japan 

Various kinds of tea cultivar in Japan

Total 

area

Cultivar 

area
Yabukita

Area of 
Cultivar

The cultivars have been breeded according to the 

demands of the times

Period Historical context Purpose of selection Selected cultivars

1930S
Expansion and
strengthening of exports

Higher yield and higher quality by
breeding vegetative cultivars

Yabukita, Koyanishi,
Rokutrou etc.

1950s
Shift to domestic demand
due to economic
improvement

Proliferation of black tea
products, adoption of cultivars
suitable for Western food

Benihomare, Karabeni,
Tadanishiki, Fujimidori
etc.

1960s

Rapid increase in
domestic demand,
upsizing of tea making
machines

High yield, early and late
cultivars, high quality

Kurasawa,
Kanayamidori,
Ooiwase etc.

1970s
Frequent weather
disasters

Adoption of cold-resistant
cultivars

Sayamakaori,
Okuhikari etc.

1990s〜
Bubble burst and
diversification

Adoption of cultivars with
distinctive aroma and taste

kousyun, Tuyuhikari
etc.

The cultivars have greatly contributed to quality 

improvement!
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Changes in tea exhibited by tea type at the National Tea Fair (4th to 30th)
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Recommended cultivars in Shizuoka Prefecture 

and strategic cultivars of each city 

Recommended cultivars in Shizuoka Prefecture

Early Ooiwase, Yamanoibuki

Slightly early  Sayamakaori, Tuyuhikari, Shizukaori

Late Okuhikari, Sawamizuka 

Intermediate Yabukita, Kousyun

Slightly late       Yumesuruga, Kanayamidori 

Strategic cultivars of each city 

Cultivars that seek to promote the region 
by recommending cultivars suitable for 

the region in each city

“Okuhikari” with a soft taste and rich aroma

～Kawanehoncyo～

天空の茶産地 久保尾地域の散策地図天空の茶産地 久保尾地域の散策地図

久保尾区集会場
(駐車場)

１時間コース

２時間コース

ここで飲む「奥光」は至
福のひと時を感じさせて
くれる！

品種を活用して

山間地を

天空の郷に！

「天空の茶産地“奥光”」
として川根茶全体のマー
ケッテイング戦略の機軸と
して位置付け、川根茶産地
の振興と活性化を図る。

“Tsuyu Hikari” with emerald green light blue 
and strong umami      ～Omaezaki city～

市茶商、JA、行政が

一体となり、つゆひ
かりを普及

ドリップ式 つゆひかり

“Machiko” with a rich scent of cherry blossom 
leaves       ～Shizuoka city, Shimizu～

桜葉の香りを前面
に出し、清水みんな
のお茶を創る会。ま
ちこクラブで消費者
の取り込み

"Fuji Kaori" with the scent of jasmine                  

～Fujieda city～

花葉の香りを前面に出
し、香りの藤枝茶をPR

するためにブランド化。
RTDも人気商品

RTDも女性に人気

萎凋により花葉の
香りを強化

Factors that change cultivars

① Changes in socio-economic needs

②Changes in demand needs

③Introducing new cultivars

④Changes in production style

⑤Changes in the production environment

Varieties that 

contribute to 

production 

promotion

Cultivars 

that can 

meet 

demand

Cultivars 

that can 

open up a 

new era
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Sencha

(Tea pot)

PET 

bottles

Bancha

(Kettle)

１９００ １９２０ １９４０ １９６０ １９８０ ２０００ ２０２０
year

Powder 

tea, tea 
bags

Bancha Sencha R.T.D

Tea is changing progressively 

toward simplicity from kettle 

to bottles, powder tea and tea 

bags in Japan

Changes in tea to be drunk Outline of characteristics of main cultivars 

Tuyuhikari

Yabkita

Kousyun

Kanayamidori

Saemidori Tuyuhikari Yabukita Kanayamidori Okumidori

Plucking time Early Slightly early Intermediate Slightly 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

品種活用の今後の展開
②これからの品種に求められる形質は？

構造の変化に対応して
Keyword；

◎ グローバル化、

◎ 少子高齢化、

◎ サービス産業社会化、

◎ 自然健康志向化、

◎ 価値観・生活様式の多様化、

◎ 女性の社会進出化、

◎ 温暖化、

◎ 低炭素社会化、

◎ 自然循環機能重視化

◎ その他

需要ニーズに応えられる品種

☆ 世界に通用する香味を持つ品種

☆ 刺激の少ない低カフェイン品種

☆ 機能性が強化された品種

☆ 低コスト対応型超多収品種

☆ 個性的な香味特性を持つ品種

☆ 各種需要対応型（茶種、飲食品

素材など）品種

☆ 安定生産可能な品種

☆ ストレス耐性品種

☆ 少肥適応型品種

☆ その他 Tea grinder (special stone mill 
designed for matcha grinding)Tencha dryer (‘Tencha-ro’)

Processing stages

Grinding stages
Production Process of Matcha

Tea leaf cooling spreader

1.To predict mental function of each matcha, both the quantity of theanine and the ratios of
caffeine, EGCG, and arginine against theanine need to be verified.
2.As a result of assessment of the stress-reducing effect of matcha, 42% of matcha samples
marketed in Japan, and only one sample marketed abroad, were expected to have a stress-
reducing effect.

Stress-Reducing Effect of Matcha
Matcha of poor quality has 

no Stress-reducing effect

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.

Prolonged lifespan of mice by theanine 

intake

Effect of Theanine on 

Psychosocial Stress
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茶学総合研究センター 
 

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、茶の湯文化学会 
 

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、日本未病学会、植物環境工学会、  

日本酸化ストレス学会、The Oxygen Society 
 

客員准教授: 海野
う ん の

 けい子
け い こ

・博士（薬学）  日本薬学会、日本基礎老化学会、日本抗加齢医学会、 

                                     茶学術研究会、老化促進モデルマウス(SAM)学会  
 

客員 教授： 伊勢村
い せ む ら

 護
まもる

・博士(理学） 
 
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ために相互に連携した取り組みを行う。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 

消費者の視点に立っ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】 

1. Monira Pervin, Keiko Unno, Tomokazu Konishi, Yoriyuki Nakamura: L-Arginine Exerts Excellent Anti-Stress 

Effects on Stress-Induced Shortened Lifespan, Cognitive Decline and Depression. Int J Mol Sci. 22, 508 (2021). 
2. Hiroto Yamashita, Yuka Kambe, Megumi Ohshio, Aya Kunihiro, Yasuno Tanaka, Toshikazu Suzuki, Yoriyuki 

Nakamura, Akio Morita and Takashi Ikka, Integrated Metabolome and Transcriptome Analyses Reveal Etiolation-
Induced Metabolic Changes Leading to High Amino Acid Contents in a Light-Sensitive Japanese Albimo Cultivar, 
Frontiers in Plant Science, Vol.11, 611140 (2021). 

3. Keisuke Ito, Mayu Koike, Yuki Kuroda, Toyomi Yamazaki-Ito, Yuko Terada, Takeshi Ishi, Yoriyuki 
Nakamura, Tatsuo Watanabe, Yasuaki Kawarasaki, Bitterness-masking Peptides for Epigallocatechin Gallate 
Identified through Peptide Array Analysis,  Food Science and Technology Research , Vol27, 2,221-228 (2021) 

4. Kieko S., Yoriyuki N. : The blooming flowers of tea plants and their honey: New insight into tea tourism. Tea 

tourism (in press)  
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5. 斎藤貴江子, 亀谷 秀樹, 中村 順行：茶樹の根（Camellia sinensis）の抽出物が老化動物の脳機能および寿命に

及ぼす効果，日本未病学会誌, Vol.27（1），68-71 （2021） 

6. 斎藤貴江子, 中村順行：Lactococcus lactis subsp. cremoris を用いた発酵茶の作製とその特徴, 日本未病学会

誌,  Vol.27（2）93-96 （2021） 

 

【総 説】 
1． 海野けい子： セミナー室 お茶成分の脳における作用・３ 緑茶 緑茶のストレス軽減および抗うつ作用  化学と

生物 (日本農芸化学会会誌) Vol.59. No.1 30-35 (2021). 

2． Keiko Unno, Yoriyuki Nakamura: Green Tea Suppresses Brain Aging. Molecules 26, 4897 (2021). 
3． 中村順行： トピックス＆オピニオン 食材としても注目される抹茶の科学的特性 日本調理化学会誌 Vol.54. No.4 

206-208 (2021). 

 
［報告書］   

1. 斎藤貴江子： 令和 2 年度 茶学総合研究センター 実績報告書、ｐ12-13 

2. 海野けい子、パービン・モニラ、田口今日子、中村順行： 緑茶の機能性及び疫学に関する研究：2)緑茶カテキン

による脳機能の低下抑制の機構解明と寿命への影響、令和 2 年度茶学総合研究センター実績報告書、p.4-5. 

3. 海野けい子、田口今日子、中村順行： 緑茶の機能性及び疫学に関する研究：3)柏葉茶における抗うつ作用、令

和 2 年度茶学総合研究センター実績報告書、p.6-7. 

4. 海野けい子、田口今日子、中村順行：緑茶の機能性及び疫学に関する研究：4）ストレス負荷時における脳の代謝

変化とテアニンの作用、令和 2 年度茶学総合研究センター実績報告書、p.８-９. 

5. パービン・モニラ、海野けい子、中村順行：緑茶の機能性及び疫学に関する研究：5）アルギニンの抗ストレス作用と

その作用機構、令和 2 年度茶学総合研究センター実績報告書、p.１０-１１. 
6. 中村順行： 令和２年度 茶学総合研究センター 実績報告書 
7. 中村順行： 令和２年度 茶産地確立支援事業実績報告書 
8. 中村順行： 農水省革新的技術開発・緊急展開事業「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」報告書 (令和２年度完了版) 
9. 中村順行：マニュアル」「高級抹茶の特性を活かした輸出戦略」令和２年 
 
【学会発表(口頭、ポスターなど)】 

1. 斎藤貴江子,中村順行：茶の花のハチミツ、日本未病学会 2021 年 11 月 20 日（大阪） 

2. 海野けい子：リラックス効果を中心とした茶の機能性について、第４回宇治茶文化講座 2021 年 1 月 9 日 

3. Keiko Unno, Yoriyuki Nakamura：Japanese Food Culture (WASHOKU) and Green Tea, 6th Annual Colloquium, 

Global Tea Initiative for the Study of Tea Culture & Science, 2021.1.21 

4. 海野けい子： 緑茶による認知症予防、静岡市認知症ケア推進センター講演会（静岡）、202１年 3 月 1 日 

5. 海野けい子：緑茶テアニンのストレス緩和作用について、茶学術研究会 シンポジウム （オンライン配信）、202１年

11 月 
6. 山本悠馬、山下寛人、三原春美、森田明雄、中村順行、一家高志： 抹茶の品質における化学成分とアルミニウム

との関連解析、茶研報、132(別)、56、(2021)  
7. 西川慶、中村順行、湯瀬裕昭和：ドローン空撮画像からの茶樹列検知を用いた茶園の改植計画作成システムの提

案、情報処理学会第 83 回全国大会 ６J-04 (2021.03) 
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対外活動 
【講演】 

1. 斎藤貴江子：2021.10  ミツバチの不思議、清水区生涯学習交流館 (2021 年 10 月 29 日) 

2. 中村順行： 2021.01 次世代に展開する茶の魅力 

3. 中村順行： 2021.01 海外市場の特性と輸出戦略 

4. 中村順行： 2021.05 日本における茶の文化 

5. 中村順行： 2021.06 歴史を紡ぐ茶の文化 

6. 中村順行： 2021.06 これは知っておきたい世界の銘茶 

7. 中村順行： 2021.07 食品総合講座 食品としてのお茶 

8. 中村順行： 2021.08 香駿 その誕生秘話 

9. 中村順行： 2021.09. 英語版 これぞ日本茶 

10. 中村順行： 2021.09. 茶の特質と日本茶のすべて 

11. 中村順行： 2021.09. 茶の機能と多用途利用 

12. 中村順行： 2021.09. ホットプレートを用いたお茶づくり 

13. 中村順行： 2021.10 茶業動向と新商品開発 

14. 中村順行： 2021.10 世界の茶の生産と加工 

15. 中村順行： 2021.10 お茶の健康効果を知る 

16. 中村順行： 2021.10 茶の機能と多用途利用 

17. 中村順行： 2021.11  日本茶の特質と輸出 

18. 中村順行： 2021.11 世界のお茶を愉しむ 

19. 中村順行： 2021.11 お茶とお菓子 

20. 中村順行： 2021.12 日本茶の産業化に貢献した品種 

21. 中村順行： 2021.12 日本の品種 こだわりの特性 

22. 中村順行： 2021.12 戦後の日本茶業、これからどこに 
 
その他刊行物や新聞報道 
【刊行物】 

1. 海野けい子：NHK world Japan, Medical Frontiers, The Health Benefits of Green Tea Catechins, 2021 年 11 月

22 日 
2. 中村順行：「緑茶で養生」健やかな一年を 月刊「茶の間」1 月号(2021) 

3. 中村順行：真冬の今こそ「緑茶で養生」を 月刊「茶の間」２月号(2021) 

4. 中村順行：緑茶のカテキンだより 栽培編編 月刊「茶の間」5 月号(2021) 
5. 海野けい子：緑茶のカテキンだより 淹れ方編 月刊「茶の間」7 月号(2021) 
6. 中村順行：日本産抹茶の特性を活かした輸出戦略 1．抹茶の輸出と海外市場の特性 月刊「茶」1 月号(2021) 

7. 中村順行：日本産抹茶の特性を活かした輸出戦略 2．国内外で市販される抹茶の科学的特性 月刊「茶」２月号

(2021) 

8.  中村順行：日本産抹茶の特性を活かした輸出戦略 ３．海外における緑茶市場の特性と輸出戦略 月刊「茶」３月

号(2021) 

9. 中村順行：今、茶の実に注目が‼‼ 第１回 月刊「茶」４月号(2021) 
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10．中村順行：今、茶の実に注目が‼‼ 第２回 月刊「茶」５月号(2021) 

11．中村順行：今、茶の実に注目が‼‼ 第３回 月刊「茶」６号(2021) 

12．中村順行：お茶による新型コロナウイルスの不活化効果の研究に期待 茶論 No.77 (2021) 
 

【新聞報道等】 
1. 斎藤貴江子: 2021 年 11 月 5 日「ＳＤＧｓ、学生認知度８８％ 静岡県立大の推進委 アンケート調査」 静岡新聞 
2. 中村順行： 2021 年 10 月 24 日 静岡新聞 朝刊「お茶のまち静岡へ 市民サポーター育成」 
3. 中村順行： 2021 年 7 月 1 日 SBS 静岡放送「お茶に親しむ日」 夏のお茶の活用について 

4. 中村順行： 2021 年 9 月 1 日 中国放送ラジオ局「お茶の魅力について」 
 
【委員会等活動】 
1.   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  
2.   斎藤貴江子： 静岡市環境審議会委員 （2016 年 11 月～） 
3.   斎藤貴江子： 静岡県環境影響評価審査会委員 (2017 年〜) 
4.   海野けい子： 老化促進モデル(SAM)学会 幹事 
5.   海野けい子： 基礎老化学会 評議委員 
6.   海野けい子： 抗加齢医学会 評議委員  
7.   中村順行： 日本茶業学会理事 
8.   中村順行： 茶の湯文化学会理事 
9.   中村順行： ふじのくに茶の都ミュージアム収集保管事業評価委員 
10. 中村順行： 国際銘茶品評会評茶委員 
11. 中村順行： 日本茶アワード審査委員長 
12. 中村順行： 日本茶新評価運営委員会委員 
13. 中村順行： ふじのくに茶の都運営委員 
14. 中村順行： ふじのくに茶の都ミュージアム客員研究員 
15. 中村順行： 日本茶インストラクター認定委員 
16. 中村順行： 日本茶アワード実行委員会委員 
17. 中村順行： 茶産地確立支援事業推進委員 
18. 中村順行： 日本茶アドバイザー専任講師 
19. 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 
20. 中村順行： 静岡県茶手揉保存会審査員 
21. 中村順行： 掛川市茶振興計画策定委員長 
22. 中村順行： 茶新需要検討委員会委員 
23. 中村順行： 農水省普及指導員資格試験委員 
24. 中村順行： 加工用原料茶開発促進協議会委員 
29. 中村順行： 種苗法 出願品種現地調査員 
30. 中村順行： 農林水産祭中央審査委員会委員 
31．中村順行： ChaOI プロジェクト戦略推進委員 
32．中村順行： 第 8 回世界お茶まつり実行委員会委員 
33. 中村順行： JAS 素案作成委員会委員妥当性分科会長 
 
［研究・教育・社会活動］ 
1. 斎藤貴江子: 新時代を拓く高校教育推進事業（ＳＤＧｓ）、静岡県立富士東高校, 2021 年 9 月 24 日, 12 月 14 日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 茶学総合研究センター メンバー 
センター長     中村順行(特任教授) 

副センター長    熊澤茂則(教授) 

 センター研究員   岩崎邦彦(教授)、斎藤貴江子(助教) 

センター客員研究員 海野けい子(客員准教授)、伊勢村護(客員教授) 

センター事務員   林美智子、亀岡葉子、田口今日子 

令和 4年 3月 
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