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海外市場に対応した粉末茶のマーケティング戦略の構築

The Marketing Strategy of Powdered Green Tea in the Foreign Market
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₁．はじめに

　現在，農林水産省では2020年に150億円の茶の輸出額
をめざし，米国，ＥＵ，シンガポールを最重点国として
様々な輸出戦略を講じている１）。
　そのようななか，攻めの農林水産業の実現に向けた革
新的技術展開事業のひとつとして，2014年に「海外市場
に対応した粉末茶マーケティング戦略」について，公益
財団法人世界緑茶協会，独立行政法人農業・食品産業技
術総合研究機構野菜茶業研究所（現：果樹茶業研究部門），
株式会社エヌケービー及び静岡県立大学の４組織でコン
ソーシアムを組み研究を実施した。

₂．課題の背景と目的

　日本茶の国内需要は低調ではあるが，世界的な健康食
ブームのなかで和食人気や緑茶の機能性の認知度の高ま
りから，海外への日本茶輸出は堅調に増加し，2015年に
は4,127トンと10年前に比較して４倍になった１）。なか
でも，米国市場は輸出全体の約半分を占め，日本茶最大
の海外マーケットを形成している。特に，抹茶は他国の
追随を許さない高品質な製造技術と高い文化性をもち，
海外需要が急増しているが，その利用実態や求められる
品質についての情報が十分に整理されていない。さらに，
抹茶・粉末茶ブームに乗り他国産も数多く出回り，消費
者の混乱を招くとともに日本産のブランディングを弱体
化させている。
　そこで，日本茶の海外市場での競争力をより一層高め
るため，汎用性が高く，需要拡大が著しく，付加価値の
つけやすい抹茶・粉末茶をターゲットとし，まずは米国
内における利用実態の解明及び他国産抹茶・粉末茶との
差別化要因の解析を行った。また，多用途利用の一環と
して抹茶・粉末茶を用いた創作料理を試作し，インター
ネット調査による嗜好特性や米国人から見た商品価値な
どを明らかにした。さらに，これらの結果や各種統計情
報をベースに，日本産抹茶・粉末茶の消費実態や商品提
案に基づいたマーケティング戦略を構築した。

₃．主な成果₂）

₃．₁　抹茶・粉末茶の利用実態の解明
　まず，米国内における茶の利用実態調査から，米国で
飲まれるお茶はアイスティーの紅茶，ペットボトル茶，

フレーバーティーが多いことを明らかにした。緑茶は中
国産が63%を占め，日本産は7.5%に過ぎないが，300件
を超える茶関係者からの今回のアンケート調査では日本
茶を高く評価する人が全体の64％を占めた。日本茶は，
人気度的には紅茶，ペットボトル茶，フレーバーティー
に次ぐ４番目に人気のお茶であるが，その消費の多くは
ティーバッグであった。また，日本茶に対しては女性よ
り男性が，さらに若い世代で評価が高く，機能性や香味
の良さとともに，美味しさ，健康面，リラックス面など
が高く評価された。日本茶の購入場所は，食品スーパー
が最も多く，飲用場所は自宅や日本食レストランが多か
った。
　米国内で販売されている抹茶・粉末茶の種類は，「抹
茶単独」，「抹茶入り粉末茶」，「甘い抹茶入り粉末茶」が
11〜14%程度ずつであり，「粉末茶」単独で販売されて
いるものは２%と少なく，抹茶の重要性が顕著であった。
飲用方法は，湯や水に溶かして飲むケースが最も多く，
簡単に飲める健康的で便利な飲料として好評であった。
また，抹茶ラテやスムージー等の飲料のブレンド用に広
く使用されてはいるが，消費者個人が菓子や料理などに
利用することの意識は低かった。
　抹茶・粉末茶に求める価値は，キーワードマッピング
により解析すると，美味しさ，品質の高さをはじめ，機
能性，健康，香味，価格についての関心が高かった。
　米国内で販売されている抹茶・粉末茶の化学成分を分
析した結果，茶の主要成分であるエピガロカテキンにつ
いては高価格の日本産において含量がやや低い傾向が認
められたが，エピガロカテキンガレートなどは，概して
日本産と他国産との差は認めがたかった。抹茶・粉末茶
に求められる鮮やかな緑色に起因するクロロフィルa，
bは，高価格帯の日本産で多い傾向が認められた。アミ
ノ酸類の中では，茶葉中最大含量を占めるテアニンより
もアルギニン含量は生産国による差異が大きく，日本産
で高く，他国産のものが低い傾向にあった。日本産と他
国産の化学成分分析値を用いて判別分析を行った結果，
クロロフィルのフェオフィチンへの変化率，アルギニン
含量及びグルタミン酸含量の３つの変数に基づいた判別
的中率は91.7％と高い確率で判別された。特に，フェオ
フィチンへの変化率は最も重要な変数であり，クロロフ
ィルaやアミノ酸類などを組み合わせて解析することで，
他国産と判別することは可能と考えられた。
　日本産の抹茶・粉末茶はアルギニン含量が多いことや
被覆によりエピガロカテキン含量が低く，クロロフィル
含量の高いことが特徴である。また，茶葉を収穫後に直
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ちに蒸熱で殺青処理することや製造後の茶の鮮度保持技
術に優れることがクロロフィルのフェオフィチンへの変
化を少なくすると考えられ，他国産との大きな差別化要
因になっていた。
　米国市場において，茶は今後もさらに需要の拡大が期
待されるが，米国の茶流通業者からのアンケートでは，
消費者に分かり易い飲み方の提案と普及を進めるべきで
あるとの意見がみられた。
　抹茶・粉末茶の価値は，美味しく，機能性があり，文
化的，情緒的で満足感を得られる飲料として認知されて
いると考えられた。一方，日本産抹茶・粉末茶は高価格
のため，安価な他国産粉末茶が飲用されることも多い。
しかしながら，化学成分を指標として，本研究において
日本産と他国産の判別の可能性を示唆したことは，美味
しく，健康に良く，文化性豊かで情緒的な飲み物である
日本産抹茶・粉末茶の需要拡大に高い波及効果をもたら
すものと考えられる。
　
₃．₂　粉末茶を用いた輸出対応型商品の開発
　米国内で販売されている商品調査やRED U35（Ryorinin’s 
Emerging Dream Under 35）入賞シェフによる抹茶を
用いたレシピを作成し，そのレシピや写真によるＷＥＢ
調査を行った。
　米国国内の抹茶・粉末茶の販売事業者は，西海岸にお
いて最も多く，次いで東海岸と五大湖周辺に位置してい
る。日本及び米国で流通する抹茶・粉末茶の小売価格
は，全体として日本に比較して米国でやや高く，低価格
帯（1,000〜3,000円/100g）と高価格帯（5,000〜20,000円
/100g）に２極化し，高級抹茶から加工用粉末茶まで混
在していると考えられた。
　販売される包装重量と小売価格との関係は双曲線状を
示し，単価が高く包装重量の小さいものの多くは日本産
であり，単価が安く包装重量の小さいものは他国産であ
る傾向がみられた。包装形態は，主にアルミ袋と缶に大
別され，平均小売価格はアルミ袋が4,773円/100gである
のに対し，缶入りの抹茶・粉末茶は6,310円/100gとより
高額の商品として販売される傾向が認められた。
　米国においては有機栽培された商品が販売される比率
も高く，抹茶・粉末茶の60%以上に有機の表記が認めら
れたが，日本国内での有機栽培茶の販売状況はわずかで
あり６％にとどまっていた。
　米国においては，抹茶・粉末茶が使用された飲食料品
や加工品について知っている人は多いが，実際に食べ
たり飲んだりしたことのある人は少ない。しかしなが

ら，日本産の抹茶・粉末茶はもとより緑茶加工品に対し
て「とても良いもの」「良いもの」と大部分の米国人が
感じ，それらを「とても食べたい」「食べてみたい」と
する人は80%弱と高率であった。そこで，2014年にRED 
U35で入賞した４人のシｴフにより誰でも簡単に作れる
抹茶入り創作料理５種類（Green Popcorn，Cha-men 
Salad，Green Tea Bowl，Japanese Tea Ceremony 
Soup，Ochazuke Rice Sandwich）のレシピと作成され
た料理の写真を用いて，米国人へのアンケート調査を実
施した。その結果，いずれの料理も色合いは緑色が映え，
抹茶の特質が活かされたものであり，非常に高い比率で

「食べてみたい」と評価された。その理由として，料理
により異なるものの，見た目の美しさ，斬新さ，日本の
伝統的，美味しそう，などが上げられた。
　また，アンケートから今後の日本産高級緑茶の需要や
消費を増やすための方策として，飲み方や食べ方の紹
介，さらにスーパーなどで手軽に購入できるようにする
こと，レストランのメニューに入れて欲しいことなどが
提案され，脆弱な販売網の強化や飲み方・食べ方の情報
を積極的に提供することで消費はさらに拡大するものと
考えられた。また，現状では日本産高級緑茶に有機対応
商品が少ないが，今後は有機認証に対応した生産，商品
化も重要になってくるものと感じられた。
　
₃．₃　粉末茶のマーケティング戦略の構築
　米国における茶の消費量は，紅茶が大部を占める。消
費量は，毎年2,000t以上増加し続け，マーケット規模は
１兆円程度（2012）となり，その半分以上を簡易に飲め
るティーバッグやペットボトルなどのＲＴＤが占めてい
る。また，茶の飲用者は白人系，高学歴者，高所得者が
多く，緑茶の大部分は中国から輸入した安価なものが飲
まれている。しかしながら，一方では中国産よりも美味
しく，香りが良く，機能性及び文化性の高い日本産を良
しと評価する人も多い。
　さらに，日本産を購入したい人ほど「日本食や日本文
化への関心は高く」「日本食やグルメ志向の人」が多い。
　日本産の強みとしては，「品質が良い」「高級感がある」

「文化性が高い」「健康イメージが高い」などがあり，弱
みは「価格が高い」「シｴアが低い」「飲用方法が異なる」
などが上げられる。日本茶の飲用を増やす機会としては，

「和食ブーム」「健康ブーム」が追い風となっている。米
国における茶の消費量は機能性などが評価され今後も増
加し続けると予測されるが，その大部分は簡便に飲用可
能な茶と考えられる。一方で，高学歴者で高所得者は日
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本茶の持つ高品質性や高い文化性を評価し，それなりの
金額を払うとのアンケート結果だった。
　概して，日本茶は，中国緑茶に比較し価格が高く，シ
ェアは低いなどの弱点もあるが，ブランド化することに
より，価格競争に巻き込まれないようにすることが重要
である。そのためには，日本産の強みを活かし，商品形
態や品質表示などを含め高価格帯商品に狙いを絞るのが
良いと考えられる。ターゲットは，日本食やグルメ志向
が強く，日本の文化にも高い興味を抱いている消費者と
し，販売場所は茶の購入比率が高い西海岸や東海岸，五
大湖周辺を中心とし，高品質性を前面に打ち出し，中国
産が主体となっている「緑茶」とは土俵を変え，日本産
を明確化した「日本茶」としてのブランドを掲げ，日本
文化や和食と絡めたマーケティングを行うことが適当と
考えられた。
　日本産と他国産との大きな違いは，鮮やかな緑色，優
れた香味，高い文化性，精微な技術力などが上げられる。
　今後，より一層の日本産抹茶・粉末茶の市場を拡大，
確固たるものとするためには，有機認証を目指した安心，

安全な茶づくりはもとより，被覆栽培の拡大，旨味や機
能性の強化，蒸熱処理後の品質の劣化防止，製品の鮮度
保持技術の向上により他国産との成分による差別化を強
めることも重要である。また，消費者に分かりやすい「日
本茶」としての名称を統一的に用い，日本茶の優位性の
ＰＲ，生産から商品に至るまでの情報提供と飲み方の教
育，さらには日本文化や機能性などを含めた幅広い提案
も重要と考えられる。
　
　最後に，３項の「主な成果」については，世界緑茶協
会編「緑茶通信37号（2015）」に記載した記事を加筆修正
したものであり，関係者に深謝の意を表するものである。
　

４　引用文献

１）農林水産省（2016）：お茶をめぐる情勢（平成28年３月時点版）． 
http://www.mmaff.go.jp/j/seisan/tokusan/cha/pdf/cha_
meguji.201603.pdf.

２）中村順行（2015）：海外市場に対応した粉末茶のマーケティン
グ戦略の構築．緑茶通信，世界緑茶協会，No.37，15-18.

茶業研究報告　第122号30


