
機能性と旨みを科学的に徹底追及した結果

ついに完成した高級有機緑茶粉末

『茶恵』
さ え



昔から茶人や緑茶を多く飲む人は長命であることが知られています。
その理由は、緑茶に含まれている健康長寿に効果のある成分にあり
ます。その筆頭は、抗酸化物質であるカテキン類、特にエピガロカテキ
ンガレートは強力です。これは体を酸化させて各種の重大な疾病を誘
発する活性酸素種を低減・消去する作用があります。この有効成分は、
茶葉自身が太陽光中の紫外線によって障害を受けるのを防御するた
めに、茶樹の根で生合成されている旨味成分のテアニンを原料として
茶葉の中で自ら作っています。そのために、茶葉に太陽光が多く当た
るほどカテキン類が多く作られ、その原料であるテアニン量が減少しま
す。従って両者はシーソーの関係にあって、両方の量を同時に増加さ

せることはできません。テアニンは化学構造も味も化学調味料(味の素)
に似ております。そしてリラックス効果などもあって、とても好ましいの
ですが、カテキン類は苦みが強く、味の上ではテアニンの逆で、好まし



くありません。そのために旨味を重視する玉露や抹茶を作るための茶
葉には、太陽光をかなり遮光する黒いネット状のもので上部を覆う、い
わゆる『覆い下栽培』なることをして、太陽光をある程度遮蔽します。理
論的には太陽光を完全に遮断して暗黒栽培すれば、テアニン含量が最
高の茶葉ができるはずですが、茶樹は植物なので、太陽光がないと茶
樹自体が生育できません。以上のようなことから、抗酸化力が強力で、
しかも旨味も強い茶葉は、そう簡単に作れないことがわかります。つま
りカテキン類とテアニンの両者を増やしたいのですが、両者はシーソー
の関係にあり、一方を上げれば他方は下がるのです。そこで、伊勢茶
の大手の会社である㈱川原製茶との産学共同研究で、非常に苦労を
重ねて色々と研究や試行錯誤を重ねた結果、両者の量をある程度うま
く上げることに成功しました。その方法は企業秘密ですが。こうしてつい
に完成して商品化した高級で特別の茶葉粉末が『茶恵』(さえ)なのです。



以下の９枚は『茶恵』の紹介



円筒型パッケージのサイズは、高さ10.4cm、直径6.7cmで、
内容量は40gです。

正面 裏面左横面



付属の小型スプーン



内容物



川原製茶コーナー

大阪・難波の高島屋の地階の川原製茶の
コーナーでも『茶恵』を販売しております。





大阪・難波 高島屋地階
㈱川原製茶 大阪店 店長
堀 隼人 さん と 『茶恵』

堀店長曰く 『リピーターもいて、
結構よく売れています。』

有名デパートで販売させてもらう
には、基準がとても厳しいです。



ぜひとも『茶恵』をご愛飲ください。ホットでもアイスでも美味しい上に健
康に良いのです。飲み方はとても簡単で、付属の小型スプーンに２～３
杯の『茶恵』を湯呑に取り、適量の湯を注いで攪拌して飲みます。量は
お好みに応じて適宜増減してください。アイスの場合は、濃い目にして
氷を追加して飲みます。急須が不要ですし、茶殻も出ませんので、とて
もエコです。普通の煎茶では、茶殻の中に栄養素が大量に残ったまま
で捨ててしまいますので、今の時代に合わず、もったいないことです。

粉末茶ですと茶葉を丸ごと飲みますので、茶葉に含まれている有効
成分を全部摂取できます。しかし煎茶ですと、かなりの量の有効成分
が茶葉に残ったまま捨てられてしまします。さらに脂溶性成分(カロテン
類、ビタミンＥをはじめ多種類あり)は、飲むお茶の液中には全く抽出さ
れてきませんので、折角の有効成分が全て捨てられていますので、資
源の有効利用の面でも、とても惜しいことです。



ホット茶恵 氷を浮かべた
コールド茶恵
の飲み方の例

旨味と苦味が絶妙の
バランスで、とてもおい
しい。

『ホット茶恵』 と 『コールド茶恵』 の実例



『茶恵』は抹茶の代わりにも十分なります

人間国宝 荒川豊蔵作 志野茶碗 『富貴長命』



以下の１８枚はお茶全般のことの紹介



鎌倉時代
栄西 74歳（1141～1215） 【注１】

室町時代
村田珠光 80歳（1422～1502） 【注２】

戦国時代・安土桃山時代
今井宗久 73歳（1520～1593）
古田織部 71歳（1544～1615）
千 道安 61歳（1546～1607）
米津田賢 83歳（1646～1729）
織田有楽 74歳（1547～1621）
神屋宗湛 82歳（1553～1635）
安楽庵策伝 88歳（1554～1642）
細川三斎 82歳（1563～1645）
上田宗箇 87歳（1563～1650）
片桐石州 68歳（1605～1673）

江戸時代
桑山宗仙 72歳（1560～1632）
千 宗旦 80歳（1578～1658）
金森宗和 73歳（1584～1657）
藤村庸軒 86歳（1613～1699）
下條信隆 91歳（1625～1716）
山田宗徧 81歳（1627～1708）
川上不白 88歳（1719～1807）
松平不昧 67歳（1751～1818）
田中仙樵 85歳（1875～1960）

明治時代
益田鈍翁 90歳（1848～1938）
野崎幻庵 82歳（1859～1941）
松永耳庵 96歳（1875～1971）

昔から茶人は長生き → 歴代の主な茶人の寿命

以上の全平均： 80歳 (79.75)

【注２】奈良の人で茶道の創始者。この時代の平均寿命は40歳未満なので、その２倍も生きた。
【注１】著書の『喫茶養生記』は、日本で最初の茶の本で、栄西は茶の開祖とされている。

【注３】茶人で最も有名なのは“茶聖”千利休ですが、秀吉の命令によって69歳の時に自害した。
自害していなければ、もっと生きたはずであり、上の表には入れていない。



日本の茶祖と呼ばれている臨済宗開祖の栄西禅師

(1141-1215)が、鎌倉時代に宋（中国）に渡り、天台山にこ

もって禅宗の修行をしつつ、当時お寺でよく飲まれていたお

茶についても情報を集めた結果、お茶には健康長寿の効能

があることを確信し、帰国後の建暦元年（1211年）に、全巻

漢文体で上下二巻の『喫茶養生記』を著した。

お茶を飲むと長生きすることを、すでに800年も前に発表し

ているのは驚きである。 天国から『今頃何を言ってるか！』

と、お茶健康法を研究している私たちに渇を入れられそう。



栄西の像

栄西著 『喫茶養生記』

明菴 栄西 （みんなんえいさい・ようさい） （1141 - 1215）



栄西禅師(1141-1215) 著 『喫茶養生記』（上下２巻）
の序の冒頭部分

【原文】
茶者養生之仙薬也。
延齢之妙術也。
山谷生之其地神霊也。
人倫採之其人長命也。

【日本語訳】
茶は養生の仙薬なり。
延齢の妙術なり。
山谷これを生ずればその地神霊なり。
人倫これを採れば、その人長命なり。



2017年 荒茶生産量の都道府県別内訳
（主産県のみ）

出典：農林水産省統計データ

静岡県が全国一位で
全体の37.6%を占める



静岡県掛川市は、お茶と健康の関係で注目されており、NHKテレビ
でもこのことで２回特集番組がありました。
掛川市の住民は毎日お茶をたくさん飲んでいて、とても健康長寿だ
そうです。たとえば『がん死亡率の低さ』は、10万人以上の人口の都市
での比較では、女性が日本一で、男性は二位で、総合では掛川市が
日本一とのこと。ちなみに、前ページに示すように、荒茶の生産量は静
岡県が日本一。
現在の日本における死亡原因のダントツ一位は、『がん』であり、毎
年４０万人近くが『がん』で亡くなっている最悪の病気です。しかも、そ
の数が年々増加の一途をたどっているのも恐ろしいことです。 『がん』
は、遺伝子が活性酸素種によって酸化的攻撃を受け、変異が起こるこ
とが根本的原因です。このような活性酸素は、呼吸によって体内へ取
り込んだ酸素の約２％(この値は研究者によって多少の差あり)が自動



的に活性酸素になるとされており、常に体内で発生しており、発生その
ものを抑えることは不可能です。空気を吸わなければ可能ですが、そ
れでは生きられません。激しい運動をし続けていると、空気の取り込み
量も多く、従って体内で発生する活性酸素量も多くなるので、一般的に
は長生きできないとされています。しかし、ジョギング程度の軽い運動
はしないといけないと言われています。
なので対策としては、発生した活性酸素を低減したり消去することで
す。それに関与する物質を『抗酸化物質』と呼びます。一般的な食品に
含まれている『抗酸化物質』の中でトップクラスは、お茶のカテキン類、
特に『エピガロカテキンガレート』です。さらに、昔から『ストレスは万病
の元』と言われておりますが、お茶の『テアニン』などにはストレス低減・
解消効果や安息効果があり、仕事などで疲れたら、『茶にしましょう！』
と呼びかけたりしますが、お茶を飲むとホッとすることが無意識のうち



にもわかっているのです。以上のようなことから、 『お茶で健康長寿』
と言えるのです。私は、かなり以前から健康の重要性をよく認識してお
り、特に『がん予防』の重要性を唱え続けてきました。これは単に理論
的なことからだけでなく、多くの親しい身近な人たちから得た実体験に
もよるものです。現在の日本では、二人に一人が罹患し、しかも“Silent 
Killer”なのが恐ろしいです。明確な自覚症状が現れてきたときには、す
でに手遅れで、病院へ行ったら医者に『あと三ヵ月の命』と宣告される
のです。
しかし、超有名な大阪の建築家の安藤忠雄さんの実例では、がんに
関して、全く信じられないことがあります。彼は、がんの手術を２回して
おりますが、その内容は実に大変なもので、なんとまあ『十二指腸、胆
のう、胆管、膵臓、脾臓の全摘出』を2009年と2014年にしておりますが、
現在もお元気で、彼が設計し寄贈した児童向け図書館『こども本の森



中之島』 （大阪市北区中之島公園）が、2020年7月5日に開館した時に
もお元気で開館の式典に出ておられるのをテレビで見ました。その時
の映像では、内臓を５つも切除した人とは、とても思えません。すい臓
がんは、最も大変な『がん』で、生き延びるのはほとんど無理と言われ
ているのに、全摘してすでに６年経過していても、お元気なのは、すご
いことだと思います。がん患者に大きな希望と勇気を与えていただき、

この面でも実に素晴らしい方です。



お茶の最重要健康成分のカテキン類
（お茶にのみ含有し全成分の8～15%で苦い味）

カテキン類の内訳

★カテキン

★エピカテキン

★ガロカテキン

★エピガロカテキン

★エピカテキンガレート

★エピガロカテキンガレート（最強）

★は生茶葉に元々含まれているカテキン類



また、お茶を製造する工程の中で、加熱処理を行うことによって、
カテキン類は下記のように、その一部が変化します。

★エピカテキン ⇒ ★カテキン

★エピガロカテキン ⇒ ★ガロカテキン

★エピカテキンガレート ⇒ ★カテキンガレート

★エピガロカテキンガレート ⇒ ★ガロカテキンガレート



お茶飲料に含まれている主なカテキン類の構造式

カテキン

全体の約半分

*

*

*

*印3種で残り半分



カテキン類の作用
★抗酸化（がんなどの予防）

★抗腫瘍（がんの治療）

★抗菌・腸内細菌の改善

★抗う蝕（虫歯予防）

★消臭（口臭消去）

★コレステロール上昇抑制

★血糖上昇抑制

★血圧上昇抑制

★抗アレルギー など



茶葉中の最強の健康成分：エピガロカテキンガレート
（この写真は、茶葉から抽出して精製した純度95%以上の粉末）

薄いピンクの色をしており、舐めると苦味と渋味が混ざったような味
がする。いわゆるお茶の味に近い。まさに『良薬、口に苦し！』である。



茶葉に含まれている旨味成分のテアニンの結晶写真
（これは太陽化学株式会社からの提供品で白色結晶）

同社の資料によると、テアニンには、リラックス効果、睡眠改善効果、
月経前症候群改善効果、集中力向上効果などがあるとのこと。
舐めてみるとグルタミン酸ソーダ様の旨味とマイルドな甘味がある。



抹茶や玉露の旨味成分はテアニンであり、下記

のように化学調味料のグルタミン酸に化学構造式

が似たアミノ酸類縁化合物で、味も化学調味料の

ような旨味があります。

L-Theanineの化学構造式



『旨味成分』増加 『抗酸化成分』増加

茶葉では『旨味成分』と『抗酸化成分』はシーソー状態になる
（一方が増加すれば他方は減少する）

太陽光一部遮断

太陽光一部遮断太陽光全照射

太陽光全照射

『旨味成分』減少 『抗酸化成分』減少

苦い・渋い

苦い・渋い

機能性が高くて美味しい茶葉を作るには、
この図のようなことの絶妙なコントロールが
非常に重要です。



太陽光

太陽光

覆い

茶葉 （旨味成分のテアニンが根で作られて葉に移行・蓄積）

茶葉（太陽光によってテアニンが抗酸化成分で苦味・渋みの
あるカテキン類に葉で変換して葉に蓄積）

直射日光を一部遮断した茶葉の『覆い下栽培』 → 抹茶・玉露用

直射日光を当てて茶葉を栽培 → 普通のお茶用



★『健康が全てではない。

しかし健康がなければ全てはない。』

★『若い時や健康な時には、

健康のありがたさがわからない。』

★『人生、健康第一』

★『お茶で健康長寿を』

健康法師 (田口 寛)

最後に



終り


