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粉砕方法の異なる抹茶の物性と形状

沢村信ーペ原口康弘，池田博子*園田純子**

(株)伊藤園

*西南女学院大学短期大学部生活創造学科

料山口県立大学看護栄養学部栄養学科

Properties and Shapes of Matcha with Various Milling Method 

Shin-ichi Sawamura e， Yasuhiro Haraguchi， Hiroko Ikeda* and Junko Sonoda料

ITO EN Co. Ltd.， 21 M巴kami，Makinohara， Shizuoka 421-0516 
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* Seinan Jo Gakuin University Junior Colleg巴， 1-3-5，Ihori， Kokura-Kitaku， Kita-kyushu， Fukuoka， 803-0835 

帥 YamaguchiPr巴f巴cturalUniversity， 3-2-1， Sakurabatak巴， Yamaguchi 753-8502 

W巴haveinv巴stigat巴dthe particle size， degree of circularity， extensibility，日owabilityand foaming 

properties of matcha in terms of the milling method. Matcha samples were ground by a stone-mill， a ball-mill 

and a jet-mill， and the matcha ground by a ball-mill was classifi巴dby 10μm diameter into fine and coarse 

matcha with an air日ow-typeclassifier. The median diameter of the matcha ground by a stone-mill and a 

ball-mill and a fine matcha was 15-2011m， and that of a matcha ground by a jet-mill and a fine matcha was 

under 511m. The degree of circularity of a matcha ground by a jet-mill was higher than that by other milling 

machines. A fine matcha and the matcha ground by a jet-mill showed a higher extensibility compared to 

others. Matcha ground by a jet-mill showed good flowability compared to a fine one. A fine matcha show巴d

a good foaming property compar巴dto a coarse one. Therefore， we expect the improvement of utility sinc巴

matcha ground by a jet-mill showed a predominant flowability， extensibility and foaming property because 

of its small diameter and high d巴greeof circularity. (Received Jul. 1，2009 ; Accepted Mar. 19， 2010) 

Keywords : matcha， particle size， circularity， milling method 
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抹茶は，濃い緑色の粉末で，覆い下栽培された茶葉を蒸

熱後，確炉(てんろ)で探まずに乾燥し石臼で粉砕して

飲用する.抹茶の生産量に関する統計資料はないが，近年，

食品加工に用いられることが多くなり，生産量が増加して

いる.曝茶(てんちゃ)などの生産量から推測される量は

食品加工用を含めると年間 3000トンを上回り， その 80%

以上が食品加工用として使用されていると推測される.抹

茶は，他の食品素材と比較して高価であるので，食品加工

用には， コスト削減のために曝茶以外の緑茶が混合される

こともあり，粉砕量や効率向上のために，石日以外の粉砕

機で粉砕される場合もある.本稿では，これら食品加工用

も含めて抹茶として扱う.

抹茶の粒度については，大西らと我々が報告している.

大西らは，電子顕微鏡写真から 200粒子について粒度を計

測し，石臼やボールミルで粉砕した抹茶の粒度を数llmと

している1) 我々 は， レーザ一回析散乱光式粒度分布測定

装置で測定し，同じく石臼やボールミルで、粉砕した抹茶の

中位径が 15~20 ぃm とした2) この両者の違いは大西らの

測定法が個数基準による表記であるのに対して，我々の測

定法が体積基準であることによる.

十(前報，文献)原口康弘，今回幸男，沢村信一，加工用微粉抹
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t (前報，文献)沢村信一，原口康弘，安田正俊，松坂修二，粉

砕方法および粒度の異なる抹茶の流動性， 食科工， 56， 103 
107 (2009) 

干421-0516静岡県牧之原市女神 21
本干803-0835北九州市小倉北区井堀 1丁目 3-2
料干753-8502山口市桜畠 3丁目 2-1

E連絡先 (Correspondingauthor)， s-sa wam ura@itoen.co・lP

大西らは抹茶の形状についても調べており，同じ電子顕

微鏡写真から粒子の長短径を測定し，抹茶粒子の形状は円

形ではないこと，およびボールミルと石臼による粉砕方法

の違いによる差は見られないと報告している1)

今回，調整方法が異なるが粒度がほぼ同じ，あるいは同

じ調整方法であるが粒度が異なる抹茶を用いて，伸展性試

験・流動性試験・起泡性試験などの物性を比較検討した.

また，前報において，各抹茶の流動性に違いが出る原因が
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不明であったが3) 抹茶粒子の形状を円形度の尺度で評価

したので報告する.

実験方法

試験に使用した抹茶の原料は，覆い下栽培された一番茶

から生産した曝茶を用いた.確茶は茶葉を探まずに乾燥さ

せたものであるので，形状は肩平であり，仕上げ工程(茎

や葉脈などを除去し，粉砕を容易にするために細断する)

によって，石臼用は約 4mm角，ボールミル用および

ジェットミル用は約 3mm角を目安に細断した. ~展茶の粉

砕は，石臼・ボールミル・ジェットミルによって行い，そ

れぞれ石臼抹茶・ボールミル抹茶・ジェットミル抹茶とし

た.さらに，ボールミル抹茶を気流式分級機によって，分

級したものを微粉抹茶・粗粉抹茶とした.

使用した粉砕機は以下の通りである.石臼は，直径 35

cm，上臼重量約 20kg，電動回転式で回転数 55rpmのもの

を使用した.石臼による抹茶の挽き量は， 40~50g/時間で

あった.石臼は並列に 4連式となっており， 4台の臼で挽か

れた抹茶が混合される.ボールミルは， BM-400型(マキノ

製)を使用し，粉砕時聞を 4~5 時間として粉砕した.一回

の粉砕量は 200kgとした.ジェットミルは， 423型(日本乾

溜工業製)を用いて，エアコンプレッサーの使用圧力 0.9

MPa，風量 10.8m3
/分，原料供給量 10kg/時間として粉砕

した.ジェットミルによって粉砕された抹茶は，フィル

ター(バッグ式)により集めた.石臼， ジェットミルは連

続式の粉砕であり，ボールミルはパッチ式の粉砕である.

今回使用した抹茶は，石臼・ジェットミルは約 10kgを粉

砕い粉砕したものを混合して用いた.ボールミルは約

200kgのうち一部を用いた.ボールミル抹茶は，気流式分

級機 DSX-2型(日本ニューマチック製)を用い 10].lmで

分級した.粉砕した各抹茶は，使用まで冷凍庫で保存した.

抹茶の粒度分布は， レーザー回析散乱光式粒度分布測定

装置 SALD-2100(島津製作所製)(以後， レーザー回析式

と略す)を用い，分散媒として水を用い，屈折率1.60-0.10i

で測定し，体積基準で表した.さらに，各抹茶はメタノー

ルを分散媒として中位径を測定し，水を分散媒とした時と

比較することによって，抹茶の膨潤による中位径の変化を

測定した.

各抹茶の粒度分布測定結果は，特に断りのない場合は体

積基準で表し，中位径と最大径(ふるい下累積頻度 90%

値)で評価した.抹茶の形状の測定は，乾式粒子画像分析

装置 MorphologiG3 (シスメックス製)を用い，円形度と

して表した.乾式粒子画像分析装置は，顕微鏡下で個々の

粒子の画像を CCDカメラに取り込むことによって，各粒

子について画像分析を行う.今回は各抹茶ともに 20000粒

子について測定を実施した.円形度は，画像から得られる

粒子の面積に相当する円の円周を，その周囲長で除した値

であり，値が 1に近いほど円に近い形状を示す.円形度は，

A 

A' 

民-..，....:;1

起泡装置 泡沫容積計

図 1 起泡装置および泡沫容積計

石臼抹茶，ボールミル抹茶， ジェットミル抹茶について測

定した.さらに，乾式粒子画像分析装置によって粒度分布，

および湿式粒子画像分析装置 FPIA-3000型(シスメック

ス製)によって，粒度分布と円形度を求め， レーザ一回折

式とともに，装置聞の違いを比較した.

伸展性試験は，以下のように実施した.抹茶を一定量取

り，伸展の基盤となる紙の上に置き，指で押さえながら下

方に引き，その粉体の軌跡長を測定した.試験は 3回実施

し，その平均で表した.本試験は，温湿度や紙の質などに

よって大きな影響を受けるので，室温(約 23
0C)，湿度は成

行きとし，使用した紙はコピー用紙(富士ゼロックス社，

A3版， G70)を用い，同ーの条件下で実施した.

流動性試験は，粉粒体流動性試験装置 DPF-2型(IMP

製)を用いて， ジェットミル抹茶と微粉抹茶について比較

した制.本装置は，振動管に粉体を充填し，圧電素子を振

動させることによって落下する粉体量を測定し，流動開始

および流動終了の振動加速度 (m/sりなどが測定できるも

のである.振動管(内径 1cm，長さ 20cm)に，抹茶 5gを

充填し，振動管を垂直にして，振動を加えた.試験は 4回

実施した.

起泡性試験は，実際に抹茶を点てることを模した装置を

作製し，茶莞が一定振幅の往復運動を行うようにした(図

1)5). 内面が平滑な椀型抹茶茶碗(高さ:7.0cm，口径:12 

cm，容積:525cmりに，抹茶 19と80
0Cの温湯 50mLを

加え，起泡時間 30秒，撞梓速度 400回転/分とし，茶完は

80本立てを用いて， 5回の平均値として求めた.起泡性の

評価は，以下のようにした.起泡終了後，内径 2cm，高さ

60cmのガラス製泡沫容積計(図1)に，泡沫液全体を移

し，泡立て終了から l分(起泡直後とみなす)，および 10

分後の泡沫容積を測定し，下記により起泡性を求めた A，

B， A'， B'は，それぞれ起泡直後，および 10分後の泡沫上

面，泡膜液上面を示す.

・泡沫容積 (mL)=A-B

・泡膜液容積 (mL)=50-B 
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種々の粒度分布測定装置による各抹茶の中位径と最大径(累積頻度 90%値)表 1

ジェットミル抹茶

中位径 2.9 

組粉抹茶

19.1 

微粉抹茶

4.6 

ボールミル抹茶

17.5 

石臼抹茶

18.3 
レーザ一回折式

7.7 中位径乾式粒子画像分析装置 23.2 14.3 

7.0 17.8 6.3 15.6 15.8 中位径湿式粒子画像分析装置

(単位・ μm)
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上から，石臼抹茶(中位径 18.3ぃm，最大径 75.1μm)，ボールミル抹茶(中位径 17.5I1m，最大径 51.611m)， 

ジェッ卜ミル抹茶(中位径 2.9I1m，最大径 6.7I1m)の粒度分布および累積頻度.

粒度分布はレーザ一回折散乱光式粒度分布測定装置によって測定した.

図 2

石臼抹茶，ボールミル抹茶，粗粉抹茶の中位径は 15~20ぃm

であり， ジェットミル抹茶，微粉抹茶は非常に微細で，そ

れぞれの中位径は 2.9，4.6ぃm であった.最大径は，石臼抹

茶，ボールミル抹茶，粗粉抹茶において 50μm以上であっ

たが，ジェットミル抹茶，微粉抹茶は 10ぃm 以下であっ

た.石臼抹茶，ボールミル抹茶， ジェットミル抹茶の粒度

分布図を示す(図 2).乾式粒子画像分析装置，湿式粒子画

像分析装置による各抹茶の中位径は， レーザ一回析式とほ

ぼ同じであった.

-膨張率=泡沫容積/泡膜液容積

・安定性(%)=(起泡10分後の泡滅容積)/

(起泡直後の泡沫容積)x 100ニ (A'-B')/(A -B) 

伸展性試験，流動性試験および、起泡性試験については，

試験前に抹茶をふるうことによって十分分散させてから使

用した.

果

種々の抹茶の中位径は，表 lの通りであった.すなわち，

結験実
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図 3 石巳抹茶，ポールミ)v抹茶， ジェッ卜ミル抹茶の円形

度分布
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図 4 石臼抹茶，ボ…ルミル抹茶， ジェットミル抹茶の累積

円形度

各種抹茶の中位径測定について，分散媒を水とメタノー

ルとして比較した結果，水による抹茶粒子の膨潤は，分散

媒としてメタノールと用いて測定した時と比較して1.3倍

であった.

円形度頻疫分布において，石臼抹茶，ボールミル抹茶は，

円形度 0.6~0.8 にかけての比率が， ジェットミル抹茶と比

較して低かった. ジェットミル抹茶は， 円形度 0.9付近の

比率が高かった.同様に累積円形度においても，ジェット

ミル抹茶は，石臼抹茶， ボールミノレ抹茶と比べて高い円形

度を示した.図 3に，石臼抹茶，ボールミル抹茶， ジL ツ

トミ jレ抹茶の円形度頻度分布を，図 4に，累積円形度を示

す.お日抹茶，ボールミル抹茶の平均円形度は， 0.84， 0.84 

と同じであった. これに対して， ジェットミル抹茶の円形

度は， 0.91と高かった.石臼抹茶，ボールミル抹茶，ジェッ

トミル抹茶の累積円形度 30%値は，それぞれ 0.83，0.85， 

0.92であった.国 5に，乾式粒子画像分析装置を用いて測

した時の画像を訴す.各抹茶の円形度の違いが，画像に

石臼
まま茶

ジェットミJレ
抹茶

誕祭 験 番曹

• 図 5 :0日抹茶，ポー)vミル抹茶， ジェッ卜ミル抹茶の顕微

鏡写真

ジェットミル抹茶

微粉抹茶(分級)

ボールミル抹茶

石臼抹茶

粗粉抹茶(分級)

o 10 20 30 
伸展距離 (cm)

図 6 各抹茶の伸展性試験

おいても磁認できた.

40 

伸展性試験結果は，図 6の通りであり，粒疫の細かい抹

茶の伸展性が良かった. ジェットミノレ抹茶の伸展性は，

35.3 cmであり，中位径がほぼ同じ微粉抹茶の伸展性は，

30.9cmであった. ボールミル抹茶，石臼抹茶，組粉抹茶

は，中位援が 17~19 ]l m であるが，伸展性試験は異なった

結果を示した.

流動性試験において，ジェットミル抹茶は振動加速度 50

m/s2付近で流動を開始し，一定の速震で務下し，振動加速

度 170m/s2付近で落下を終了した(盟 7). これに対して，

微粉抹茶は，流動開始振動加速度が一定せず，早いものは

70 m/s2で落下を開始したが， 遅いものは 180m/s2で落下

を開始し，落下を開始しでも一定の流量で落下を示さず，

分散して落下する傾向であった(図的.さらに，充填した

すべての抹茶が寵下しないものもあった.

起泡性試験は，微粉抹茶と紐粉抹茶について実施した

(表 2). 微粉抹茶と粗粉抹茶で，起泡性が大きく異なった

結果が得られた.微粉抹茶の泡沫容積が， 63.9mLに対し

て，粗粉抹茶は 11.5mLとその差は大きく，両抹茶におけ
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図 7 ジェットミル抹茶の粉粒体流動性試験

4回の測定を示す.

50 

図 8 微粉抹茶の粉粒体流動性試験

4回の測定を示す.

350 

るj包沫容積の違いは，泡膜液容積の違いにも表れた.泡沫

容積と泡膜液容積から得られる膨張率は泡の大きさを表す

指標であるが，微粉抹茶 2.74に対して，粗粉抹茶 2.78とほ

ぼ同程度であった.安定性は，微粉抹茶 76ム粗粉抹茶

83.2であり，微粉抹茶，粗粉抹茶間で大きな違いは見られ

なかった.

考察

抹茶の粉砕に用いる石臼(茶臼)は，日の目が最後まで

切ってなく周縁部 1~ 1.5cm が平滑になっており， 穀物用

臼が最後まで目を切ってあるのと異なる.茶臼は，原料を

心棒と臼の隙聞から供給するのに対して，穀物用臼は，原

料供給口が臼の中心からずれた位置にあり， この点でも異

なっている.穀物用臼を用いて，そばや小麦を粉砕すると

抹茶と比較して粒度が粗く，ざらついた感じがするが，茶

臼で抹茶を挽くとざらつきを感じない. これは，臼の周縁

が平滑になっていることによって，抹茶が微細に粉砕され

ているからである.

表 2 微粉抹茶および粗粉抹茶の起泡試験結果

泡沫容積

(mL) 

微粉抹茶 63.9 

粗粉抹茶 11.5 

測定 5回の平均値を示す

泡膜液容積

(mL) 

23.5 

4.3 

膨張率

2.74 

2.78 

安定性
(%) 

76.4 

83.2 

今回抹茶を粉砕するのに用いた各種の粉砕機は，それ

ぞれ微粉砕能力に優れており，さまざまな用途に用いられ

ている. しかし，粉砕するものの物性によっては，同じよ

うに粉砕できるとは限らない.そこで，粉砕するものの硬

度，要求される粉砕量や粒度などによって粉砕機を選定す

る必要がある.それぞれの粉砕機の粉砕に関わる応力は異

なっており，主な応力として，石臼は勇断力，ボールミル

は圧縮力， ジェットミルは衝撃力によって，茶葉を粉砕す

る. これら粉砕機の選択によって，粉砕された粒子の粒度

や形状に違いがみられる.その結果，抹茶の伸展性，流動

性，起泡性などに違いが表れる.

一般に石臼で粉砕した抹茶の粒度分布は 1~100 ぃ m と

広いために均一度が低く，正規分布を示さない.石臼抹茶

やボールミル抹茶を用いて水に懸濁させた時の膨j閏率を推

定する際，分散媒を水とメタノールとすると，体積基準で

表した粒度分布の型が水とメタノールの場合で大きく異な

り膨潤の影響を推測できなかった.今回，均一度が高く，

正規分布したジェットミル抹茶や微粉抹茶を用いることに

よって，分散媒として水とメタノールを比較し，粒度分布

の型が平行移動しており水による膨潤の影響を測定するこ

とができた.

ジェットミル抹茶の円形度は，石臼抹茶，ボールミル抹

茶と大きく異なり，高い円形度を示した.茶葉は植物体で

あるため，繊維を有している.石臼やボールミルは，それぞ

れ主に勇断力，圧縮力によって粉砕する.その時，茶葉の

繊維に沿って粉砕されるため，円形度が低くなる. ジェッ

トミルは，衝撃力によって粉砕するため繊維とは関係なく

粉砕されることで，高い円形度が得られると考えられる.

湿式粒子画像分析装置による円形度の測定で，以下のこ

とが分った.乾式粒子画像分析装置は，画像測定に顕微鏡

を用いるため，画像を得るための光線が粒子の裏側から当

たることによって，画像が陰影として得られ，十分なコン

トラストを得ることができる.これに対して，湿式粒子画

像分析装置は，画像測定を光線に対して横方向からおこな

うため，画像撮影時に抹茶粒子中の非常に薄い部分で，光

が透過してしまい画像認識に十分なコントラストが得られ

ず，正確に測定できていないものが認められた.この結果

から，抹茶のように粒子が薄く，光が透過しやすいものの

測定には，乾式粒子画像分析装置が適していた.

伸展性試験の結果，試験した抹茶の中位径が小さいほど

伸展性が高く，中位径が大きいほど低かった.試験時の各

w 
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抹茶の触感を比較したところ， ジェットミル抹茶は，微粉

抹茶と比較して非常に滑らかであり，伸展性試験による結

果以上の差を感じた.また，粗粉抹茶は，石臼抹茶，ボー

ルミル抹茶と比較して，非常にざらついた感じがあり，同

じように，伸展性試験による結果以上の差を感じた.

ジェットミル抹茶の円形度が高いことから，ほぼ同じ粒

度を示し，円形度が低い微粉抹茶で流動性が異なることが

予想されたため，両抹茶の流動性試験を実施した.その結

果，ジェットミル抹茶と微粉抹茶の流動性は，大きく異

なった. ジェットミル抹茶の流動性は，流動開始振動加速

度が一定しており，流動速度や流量も一定であった. これ

に対して，微粉抹茶は，流動開始振動加速度が一定せず，

流動速度や流量も一定でなかった.微粉抹茶は，石臼抹茶

や粗粉抹茶と比較して，流動性が良いことが分かっている

が，各抹茶で流動性に違いが出る要因については，不明で

あったの. 今回， 調整方法が異なり粒度が同じ抹茶におい

て流動性や伸展性が異なる要因は，円形度の違いによるこ

とが示唆された.

微粉抹茶と粗粉抹茶の起泡性は，大きく異なり，粗粉抹

茶の起泡性が低かった.試験に用いた微粉抹茶と粗粉抹茶

は，それぞれ同じ原料をボールミルで粉砕したものを分級

したものであり，カテキン量やアミノ酸量は，同じ値を示

し，分級による差は見られなかった.よって，抹茶の粒度

の違いによって，起泡性が異なることが本試験で分った.

界面活性剤を泡立てた泡沫は，液体と気体からなるが，抹

茶を慣拝してできる泡沫は，液体と気体に加えて個体が成

分として加わったものである.本試験では，液体と気体の

条件は同じであり，固体である抹茶の粒度が異なってい

る.抹茶の起泡性を高める要因は，粒度が微細なことが重

要であり，粒子の形状は起泡性に関与しないことが分っ

た.また，可溶性成分を除去した抹茶を用いて起泡性を調

べた結果，未処理の抹茶と同じように良く泡立ち，抹茶の

起泡には，粒子が微細なことが重要な因子であることが

分った.泡沫容積(起泡直後， 10分後ともに)，泡膜液容

積，および起泡力は，微粉抹茶の粒度が微細なことによる

泡沫容積が多いことに起因する結果であるが，膨張率，安

定性の結果は，微粉抹茶と粗粉抹茶で同じような結果と

なっている.

微粒子が泡沫の起泡性向上や安定性に寄与する例とし

て，シリカ粒子が SDS泡沫に対して濃度依存的あるいは

微細な粒子が泡沫安定化に寄与することが知られてい

る8) 抹茶粒子においても同じように微細な粒子が起泡性

の向上や泡沫の安定化に寄与すると考えられる.

近年，ナノテクノロジー技術が進歩し，粉砕技術，粒子

の評価技術などが進歩している.従来の粉体を，より微細

に粉砕することによって，これまでとは異なる新たな物性

や付加価値が生まれる場合がある.抹茶においても，ジェッ

トミルを用いて微細に粉砕することによって円形度が高い

抹茶が調整され，伸展性，流動性あるいは起泡'性に優れて

おり，今後利用性の向上が期待される.

要約

(1) 石臼抹茶，ボールミル抹茶，組粉抹茶の中位径は，

15~20pm，最大径は 50pm 以上であり，微粉抹茶，ジェッ

トミル抹茶の中位径は， 5pm以下，最大径は 10pm以下

であった.

(2) ジェットミル抹茶の円形度は，石臼抹茶，ボールミ

ル抹茶と比較して高く，円形度の違いが伸展性試験や流動

性に影響を及ぼしていると推測された.

(3) 伸展性試験は，粒度の微細なジェットミル抹茶の伸

展性が粗い粒度の粗粉抹茶と比較して 2倍以上良かった.

また，触感においては，伸展性試験の結果以上に，微細さ

や粗さを感じた.

(4) ジェットミル抹茶の流動性は，流動開始振動加速度

が一定しており，流動速度や流量も一定であった. これに

対して，微粉抹茶は流動開始振動加速度が一定せず，流動

速度や流量も一定でなかった. これは，円形度が高いこと

に起因すると考えられる.

(5) 微粉抹茶の起泡性は，粗粉抹茶と比べて非常に優れ

ていた.泡沫の起泡性向上や安定化には，粒子が微細であ

るとこが重要であることが分かった.
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