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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)
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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
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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
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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

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn7eml3qbOAhUGsJQKHbZKAIcQjRwIBw&url=http://be-diet.h-and-w.jp/index.php?e%3D39&psig=AFQjCNH6yxvcv-Tg59GJoJvTcT_x-9_93w&ust=1470364904324377
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がんと緑茶に関する疫学的調査研究のまとめ

 

がんの部位 リスク軽減あり リスク軽減なし リスク軽減あり リスク軽減なし

大腸 3 6 4 3
肺 0 4 2 3
胃 2 6 8 8
食道 0 2 4 5
乳房 3 5 3 0
前立腺 2 1 2 0
卵巣 1 0 2 0
すい臓 0 2 2 1
腎臓、膀胱 0 1 1 4
肝臓 1
子宮内膜 2 1
甲状腺 1 1
血液 1

前向きコホート研究 症例対照研究

データは、～緑茶と健康のメカニズム～ 機能効用ナビゲーション 2013 
(静岡県経済産業部農林業局茶業農産課) 

表１ がんと緑茶に関する疫学調査研究(伊勢村護) 

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

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

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_992Eo9nNAhWIo5QKHeVVBSMQjRwIBw&url=http://www.white-family.or.jp/htm/white-family/naika/009.html&psig=AFQjCNFv7FodnM6lavnRTkAKtKEirbxPUQ&ust=1467703293498125
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi55sHxp9nNAhXHjpQKHS1_DroQjRwIBw&url=http://soflantec.com/%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%AD%E3%83%B3%E9%85%8D%E5%90%88/&psig=AFQjCNE01M5_Jk6uHDqfWJtwDsw-HbSY3g&ust=1467704371027069
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKrobSqdnNAhUCmZQKHVhxAmYQjRwIBw&url=http://www.ekenkoshop.jp/category/daily/shoshu/goodsprint.html?PROD_CD%3D4902430363938%26PROD_CD_SKU%3DTH075948595&bvm=bv.126130881,d.dGo&psig=AFQjCNF8RPkKN5-oTQBBZQt-otCvTpwfpg&ust=1467705072886355
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8ucb9p9nNAhUKn5QKHduUCWsQjRwIBw&url=http://soflantec.com/%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%AD%E3%83%B3%E9%85%8D%E5%90%88/&psig=AFQjCNE01M5_Jk6uHDqfWJtwDsw-HbSY3g&ust=1467704371027069
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj14Ybx8NHQAhXHnpQKHQ_xDJwQjRwIBw&url=http://mamemugi-blog.blogspot.com/2016/02/kidsdentalcheckup.html&psig=AFQjCNEFik2s5x0AdKL1ZJ1hL02cU_s5Ew&ust=1480643304666207
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQm4fP8NHQAhUBu5QKHSV1DYsQjRwIBw&url=http://min-voice.com/green-tea2-6137.html&psig=AFQjCNEFik2s5x0AdKL1ZJ1hL02cU_s5Ew&ust=1480643304666207
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz742bq9vNAhUCppQKHTw-A3UQjRwIBw&url=http://51heiwa.blog.fc2.com/blog-entry-7.html&bvm=bv.126130881,d.dGo&psig=AFQjCNF2FQfGzbbnpn4Od9ewDqBPztCFkA&ust=1467774211735018
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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
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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
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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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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


