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粒度の異なる抹茶の起泡性と泡沫径
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Foaming Property and Foam Diameter of Matcha Varies with Particle Size 

Shin-ichi Sawamura1
'， Masaki Ichitani1，日irokoIkeda2 and J unko Sonoda3 

1 ITO EN Ltd.， 21 Mekami. Makinohara， Shizuoka 421-0516 
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Foam produced using matcha is of great interest because it comprises gas and liquid forms， as w巴11as a solid 
form. We investigated the foaming properti巴sand foam stability of foam produced from matcha and measured the 
median diameter of the foam in terms of particle size. The results show that the foaming prop巴rtyis derived from 
conjoining of th巴 matchasoluble ingredients and the matcha fine particles. Foam stability did not appear to b巴
affected by differenc巴sin particle size or matcha concentration. However， the soluble ingredients did contribute to 
foam stability. The median diamet巴rof foam did not change with the milling method or particle size of the matcha. 
Thus， the matcha particles localized along the foam membran巴 (ReceivedApr. 20， 2011 : Accepted Nov. 26， 2011) 

Keywords : matcha， particle size， foaming property. diameter of foam， foam stability 
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泡j末は，液体あるいは閲体の中にできた気体の小泡を示

し国体や液体とは異なる独特の触感や機能を有している.

例えば，外相が液体の抱沫としては，洗j裂に用いる洗剤や

ビール，サイダー，メレンゲなどがありこれらの食品は独

特の食感を示している 外相が原体の泡沫としては，発泡

ウレタンや発泡コンクリート等のように軽量化や加工の容

易さ，断熱性を利帰しているもの，あるいは，パン，スポ

ンジケーキやマシュマロのように軽やかな食感や味わいを

与えているものがある.

屈イ本の泡沫は，一度起泡させると半永久的に安定で、ある

が，液体の泡沫は不安定であり，起泡と向時に泡沫の安定

性も重要な要因であるl!多くの泡沫は，外相が液体あるい

は国体，内相が気体のニイ本から成っているが，抹茶の泡沫

は，液体と気体に加えて抹茶という閤体が関与した三体か

らなる泡沫であるため起ie!.ゃ泡沫の安定性に関与する要因

がこ体からなる泡沫より複雑である.特に，抹茶の個体特

性である粒疫が深く関わるため，イ也とは異なる様相を塁す

抹茶の粒度と起泡性に関しては，大西ら2)の先駆的な研

1苧421…0516静岡県牧之原市女事jI21 
2 :;=803-0835福岡県北九州市小倉北区井坂 1-3-2
3〒753-8502山口県山口市桜高 3-2-1
車連絡先 (Corr巴spondingauthor)， s-sawamura@itoen.co.jp 

究のほかにw、下のものが報告されている.市販抹茶の比表

面積と起j包性を測定したものは，両者に相関が観察され3，

同ーの原料干仮茶(てんちゃ)を用いて粉砕した抹茶の粒度

と泡沫容積に相関性が確認されたII これらは，いずれも抹

茶の比表面穫を測定し，比表面積の違いを粒度の差として

おり，粒度と起泡性の関係については確認されていない.

また，抹茶は粉砕方法によってその形状や物性に違いが確

認されている5)で抹茶の粉砕機構や粒度の違いが起泡性

に及ぼす影響は不明で、あるが，これらを明らかにすること

は種々の泡沫を研究するうえで重要で、ある 今回，粉砕機

構が異なる粉砕機を用いて粒度の呉なる抹茶を調製し前

報同様実際に抹茶を点てることを摸した装霞による起泡

性，および排液比率，起抱 10分後の安定性，泡膜の薄化率

による安定牲に関して評価した.これまで抹茶に関する試

験では，それぞれの装置を用いて抹茶を点てることによる

起均性に関して考祭されているが，起泡後の安定性に関し

ての考察は少なかった そこで今回は，特に安定性に関し

て種々の方法で評価を試みた また，画像処理によって泡

沫径を溺定し泡沫容積から泡沫数を推定したさらに泡

沫内における抹茶粒子の局在を確認したので報告する.

なお， (社)日本茶業中央会では抹茶を「覆いド栽培した

茶を蒸熱，乾燥させて，茶日で粉砕したもの」としている
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が，本稿では種々の粉砕機で粉砕した抹茶についても便宜

的に抹茶として記載する

実験方法

1. 試料の調製

原料茶は，覆い下栽培された一番茶を磯茶として製造し

た 磁茶の粉砕は，在臼・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 Jレ抹茶・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

限茶抽出液は.~展茶を 80t で 3 分間抽出し，使用濃度に

合わせて適宜希釈して使用した.

また，可溶性成分を除去した磯茶を調製し，石臼で粉砕

したものを可溶性除去抹茶とした線茶の 5倍量の 30-

100%合水エタノーJレを，室誌で各々一昼夜. 14日間処理

して可溶性成分を除去した結果. ~又量は 36% (64%の可i容

性成分が除去)で除去後の磯茶の色は，白かった

2. 粉砕道具

使用した粉砕機は以下の通りである.石臼は，花岡岩製

で直径 35cm.上臼重量約 20kg.電動囲転式で間転数 55

rpmのものを使用した石自による抹茶の挽き量は，約

40g/時間であった.ボールミル (BM-400型，マキノ社製)

は，粉時時間を 4-5時間として粉砕した.ジェットミル

(423型，日本乾溜工業製)は，原料供給量 10kg/持問とし

て粉砕した，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.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社製)を用

い 10μmで分級した粉砕した各抹茶の中位径および最

大径は表 lのとおりである.

3. 灘定

起抱性試験については，供試料は使用まで冷凍庫で保存

し試験前にふるうことによって十分分散させてから抹茶

を使用した

1)抹茶の粒度分布は，レーザー臨析散乱光式粒度分布測

定装置 (SALD同2100. 島津製作所製)を用い，分散媒とし

て水を用い，屈折率 1.60-0.1αで¥3崩測定し平均を体積基

準で表した

2)起泡性試験は，前報同様実際に抹茶を点てることを模

した装置を作製し茶箆が一定振幅の柱護運動を行うよう

にしたで内閣が平滑な椀型抹茶茶確に，抹茶 19と80tの

温湯 50mLを加え，起泡時間 30秒，撹祥速度 400匝転/

分とし茶築は 80本立てを用いて.3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に，泡沫液全

体を移し，泡立て終了から 90秒(起泡産後とみなす)およ

び起泡 10分後の泡沫容積を測定し，下記により起泡性お

よび安定牲を求めた. A. Bは起i?J.産後の泡沫上面と泡膜

液下面. A'. B' は起泡 10分後の泡沫上面包膜i夜下面を

表 l 抹茶の中f立後および最大径

(単位 μm) 

ジェット ボール
ミル抹み← f数粉抹1~ ミル峠抹サ小 石臼抹茶粗粉抹茶

中f立径 2.9 4.6 
最大径 6.7 9‘5 

示す.

2-1)起泡性に関する評価項目

・泡沫容積 (mL)=A-B 

-泡膜液容積 (mL)口50-B

2-2)安定性に関する評価項目

.排液量=(B'-B)

17.5 18.3 

5l.6 75.1 

-排i夜景比率(排液量/起均車後のi?J.?末容積)

= (B'-B)/(A -B) 

19.1 

5l.3 

-安定性=((起泡 10分後の泡沫容積)/ (起泡車後の泡沫

容積))

= (A' -B')/(A -B) 

. i包膜の薄化率

= ((A -B)/(50-B))/((A' -B')/(50-B')) 

3)泡沫誌の測定は，以下のように実施した起泡試験と

同様に抹茶を起泡させ ただちにポリスチレン製滅菌

シャーレに泡沫を移して蓋をしたのち，泊i末が蓋に接触し

ている状態で，蓋上田よりマイクロスコープ (KI-7700型，

ハイロックス社製)にて画像を撮った.シャーレを室温に

放置し起泡 10分後に再度画像を撮り，起i?J.直後と比較し

た 得られた間像を解析ソフト (WinROOF.三谷産業社

製)にて解析し泡沫径を求めた.得られた泡沫径は，体

積基準に改めて泡沫中位径(累種類度 50%値)として比較

検討に用いた.

4)音叉型振動式粘度計 (SV-lO型，エイ・アンド・デイ

社製)を用いて，各抹茶の 2%(W/V)懸濁液の粘度を室温

で測定した抹茶は.2% CW/V)となるように蒸留水に懸

濁した

実験結果および考察

1. 起泡性に関する評価

粉砕方法および粒度の異なる 5種類の抹茶を用いて 2%

(W/V)の濃度で起泡試験を実施した結果，起j註度後およ

び起泡 10分後両方において 中位径が細かい抹茶の起泡

性が粗い抹茶のそれと比較して高い値を示した(図1).起

泡'1生の最も高いジ、エツトミル抹茶と最も低い粗粉抹茶の泡

沫容積比は，起泡直後で 2.2倍，起、泡 10分後では 2.0倍で

あった.

抹茶の中位径と起j包産後および起泡 10分後の泡沫容積

は負の相関を示した(閣 2).国 2において，起抱藍後と起

泡 10分後の回帰車線、をi包沫容積ゼロに外挿したとき，そ

れぞ、れの中位控は 38μmおよび41μm. また両国滞在線の
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表 2 抹茶および磁茶摘出液の起泡性

111 

(mL) 

100 

80 

図起泡直後

口超泡10分後

淘 60
沫
容

積 40

20 

。
ジェットミル微粉抹茶 ボールミル 石臼抹茶粗粉抹茶

抹茶 抹茶

凶 l 抹茶濃度 2%における起泡直後および 10分後の泡沫

容積

(mL) 

100 

80 

?包 60
i末
容

資 40

20 

O 。

起淘直後
R=0.91 

y=-2.5975x十98.197

自

起泡10分後
R=0.89 

y= -1.7006x+70.11 

10 15 

中位径 (μm)

図 2 起泡直後および起泡lO分後の泡沫容積と中位径の根隠

5 20 25 

交点は約 30μm であり，これらのことから中位径が 30~40

μm付近で起泡直後と起泡 10分後の泡沫容積の差がなく

なり，また起泡が起こらないことを示唆している.

破茶抽出液を用いて同じ条件で、起泡試験を行うと粗粉抹

茶と間程度の起泡を示した(表 2).茶の可溶性起泡成分

は，茶葉サボニンであるとされおりで礎茶抽出液による起

泡が，この茶葉サボニンによる起泡に相当すると考えられ

る.粗粉抹茶と礎茶抽出液の起泡性が，ほほ問じであり，

微粉抹茶，粗粉抹茶，磯茶抽出液中のサホ。ニン濃度は，ほ

ほ向じであることから粗粉抹茶より中位怪の微細な抹茶が

高い起泡性を示したことは，茶葉サボニン以外の要国によ

ると考えられる

さらに，起泡性や安定性に影響を与えるサボニンや脂質

微粉抹茶

粗粉抹茶

線茶抽出液

i包i末容積

81.8 

34.8 

28.6 

(単位 :mL)

泡膜i夜容積

33.2 

11.2 

10.7 

表 3 可溶性成分除去抹茶の起泡性

抹茶濃度(%)
泡i末容積 (mL)

起j包箆後 起j包10分後
安定性

ー
よ
り
ん

q

J

4
ゐ

16.3 10.9 

34.4 28.1 

50.7 36.7 

55.3 38.6 

0.79 

0.56 

0.38 

0.36 

(mL) 

120 

100 

泡
沫 80

容
資 60

40 

20 

O 
2 3 

抹茶濃度(%: w/v) 

図 3 抹茶濃度 1~4% と泡沫容積の総連

l 4 

A.微粉抹茶の起rfiL直後のj包j末容積:ム，微粉抹茶の 10分後

の泡沫容積;tt.ボールミル抹茶の起泡直後の泡沫容積;O. 
ボールミル抹茶の 10分後の泡沫容積;聞，粗粉抹茶の起泡直

後のj包沫容積，巴，キ且i紛抹茶の 10分後の泡沫容積

を含む可溶性成分を除去したT¥展茶を石臼で粉砕した抹茶を

用いて，起泡性を諦べたところ，通常の抹茶と開じように

起泡した(表 3).これは，サボニンが存在しなくても抹茶

粒子のみで起泡することを示している クロロホルムを用

いて脱脂質，脱カフェインした抹茶は，脱脂していない抹

茶と比較して 5倍に上昇したという報告があり町今回の結

果と合わせて考察すると指質の除去による起泡効果あるい

は起抱に対する限答作用の除去効果が高いことを示唆して

いる.

ボ、ールミル抹茶，微粉抹茶および粗粉抹茶を用い，抹茶

濃度を 1~4%(W/V) まで変化させて起泡試験を実施した

その結果，泡i末容額は抹茶濃度の増加にともなって増加し

た 抹茶濃度の増加に従って泡沫容額の増加率が低くな

り，ボールミル抹茶 4%では.3%と比較してほとんど差が

見られなかった(園 3) これらの結果より，抹茶による起
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表 4 抹茶泡沫の安定性評価

抹茶話ミ!支 おh夜長
安定性 VJl J]g~1ヒ率96 (W/V) お|液量 比率

ジェットミ jレ抹茶

4.5 0.15 0.79 0.61 

微粉抹茶
3 16.6 0.16 0.80 0.75 

4 7.5 0.07 0.90 0.92 

2.4 0.13 0.82 0.69 

ボールミル抹茶
3 18.9 0.22 0.75 0.65 

4 16.1 0.18 0.78 0.71 

石自抹茶

0.1 0.01 0.96 1.03 

者H骨折ミft~
3 13.6 0.21 0.75 0.66 

4 18.5 0.23 0.74 0.65 

おl'ir記長比率=(A -B)/(F -B)。安定住1:(96) = (A'-Bつ/(A-B)x 100. 

j包沫のi等目見イヒキ=((A -B)/(50-B))/((A' -B')/(50-B')) 

j包は茶葉サボニンによる一定量の起抱と抹茶が微細で、ある

ことによる起泡が合わさったものと考えられ， tAミ茶が微細

になるに従って起泡効果が大きいことが分った.

2. 潟沫の安定性に関する評価

抹茶による泡沫の安定性は，茶葉に含まれるベクチンで

あるとされているか今i乱粉砕方法および粒度の異なる抹

茶を用いて， ì~沫の安定性に違いがあるかを評似した 評

価項目は，1)排液量比率 2)起泡 10分後の安定性， 3)泡

沫の薄膜化率(表 4) および 4) 抹茶!臨~~液の粘度である

1)排液量比率は，排i夜量を起j包産後の泡沫容積で、除した

億であり，一音[jを除いて 0.13~0.25 であり，抹茶の粒度や

濃度あるいは泡沫容棋や排i夜景が大きく異なっても，規則

性が見られなかった これは，泡沫容積や排液量の違い，

あるいは泡)J莫の厚さなどに関わらず，その泡沫に比例した

液量が排液されることを示しており，排液量比率が，起j包

直後の泡の大きさや泡)J莫の厚さに関係ないことを示してい

る.

2)起泡 10分後の安定性は，起泡直後と起i包10分後のi包

沫容積の比率であり，各抹茶の測定値は 0.70~0.96 と規則

性が見られなかった このように抹茶の粒度あるいは設震

に関わらず起泡 10分後の安定性に変化がないことは，泡

沫の安定化成分とされる茶葉に含まれるべクチンの濃度に

よる影響が少ないことを示している

3)泡沫の薄膜化率は，起泡直後の膨張率と起泡 10分後

のそれの比率であり，一定量の泡沫に利用される泡)J莫液量

の比率である.比率は， 0.54~ 1.03であり，規刻性が見ら

れず，起ie.直後の泡膜の厚さに関係なく，薄膜化率は一定

であった.

4)各抹茶を 2%(w/v)懸濁液として，粘度 (mPa'S) 

を室温 (22t) で測定したところ1.26~1.41 mPa . Sであり，

各抹茶聞に差は認められなかった.泡沫は，液体の粘度が

高いと羽I'i夜速度が遅くなり安定イとするが，抹茶j琵i萄i夜の粘

度に大きな違いが観察されなかった理由は，使用した抹茶

原料の品質に差異がないか，粒度によるベクチンなどの溶

出量に変化がなかったためか，あるいは抹茶の粒度が異な

ることによる同一容量における粒子数の速いが粘度として

検出されなかったと考えられる

可溶性成分除去抹茶の安定性を見ると，抹茶濃疫の増加

にともなって安定性が低下している(表 3).可溶性成分の

有無によって安定性に大きな違いがあるのは，抹茶粒子が

原因ではなく，ベクチン以外の脂質などの成分が抹茶泡沫

の安定性に寄与しており，ベクチン濃度による安定性の影

響は少ないことを示唆している.

このように液体と気体の泡沫に屈体が混ざり，同体が微

細なことによって，泡沫の安定性に影響を与える例として，

シリカ粒子が微細なことで泡沫の安定性が増すことが知ら

れている 101 シリカ粒子の場合，界面活性剤 (SDS)泡沫に

対して濃度が高いこと，および 20~700nm と幅広い粒度

域で，粒度が被組なことによる ì~i末の安定化効果が得られ

た 今回使用した抹茶は，シリカ粒子と比較して粒皮の違

いが少なく，泡沫の安定化効果が観察されなかった

抹茶泡沫の安定性に関して，排液量比率，起泡 10分後の
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表 5 泡沫径および泡沫倒数

泡i末中{立筏 (mm) 泡i利関数(倒)

夜後 10分後

ジェットミル抹茶 0.24 0.55 

微粉抹茶 0.31 0.81 

ボールミル抹茶 0.29 0.78 

石自抹茶 0.34 0.92 

粗粉抹茶 0.34 0.78 

;包沫径は，イ本積基準累積頻度 5096値を示す

シャドーは，各抹茶2%(w/v)を示す.

安定性，泡沫の薄膜化率および抹茶懸濁液の粘度の各項、自

について検討したその結果，各項目で一定の値を示し，

試験に供した抹茶の粒度や濃度範囲では抹茶泡沫の安定性

に影響を与えないことおよび可溶性成分除去抹茶の安定性

から，脂質などの成分が抹茶i包沫の安定性に寄与している

可能性が示された

3. 泡沫能測定および抹茶粒子の局在

画像解析ソフト WinROOFを用いて得られた起泡産後

および起泡 10分後の泡沫密は 表5の通りであった起

泡直後の泡沫径は 0.24-0.34mmであり，起泡 10分後の

i1!!. i末筏は 0.55-0.92mmであった起泡直後と起抱 10分

後の泡沫径の比率は， 2.3-2.7とほぼ一定であった.園 4

にボールミル抹茶の起泡直後と起抱 10分後の泡沫蘭像を

示した 目視による泡沫の観察では，仁I~位径の細かい抹茶

の泡沫が細く見えたが，測定した泡沫中位径に大きな違い

が見られなかった.原因として考えられることは，シャ…

レの上萌から酪{象擬影を実施したために，大きな泡沫が上

部に存在しその影響で泡沫経が大きく見積もられ，抹茶

隠の泡沫径に差が見られなかった可能性がある.また，得

られた泡沫径で¥泡沫容積を除したところ表5のように泡

沫中の泡の偶数が算出される.各々の抹茶によって泡沫容

積が異なるが，泡の個数は数千-1万倍程度であった さ

らに，起泡 10分後の泡の偶数は，起泡産後の 4-6%程度

と大きく減少した泡沫偶数の減少が早いように感じる

が，これについても泡沫の観察をシャーレ上田から行って

いるため，泡沫上部に存在する大きなi包の影響が大きいと

考える.泡沫全体の泡沫径やf回数の推定には，エックス線

画像解析や核磁気共鳴画像法 (MRI)による三次元解析が

有効で、あるが，抹茶による泡沫は起泡 10分後の泡沫容積

から分るように泡沫の寿命が短く，これらの解析に適さな

し、

間{創設影に用いたマイクロスコープの拡大倍率を上げる

ことによって，泡沫中における抹茶粒子の局在を確認した.

光学顕微鏡による抹茶泡沫の観察からは， r微粉末が表面

に捕集されて，表面全体を万遍なく覆う J81とされているが，

今回の箇像による観察では抹茶粒子は包膜液内部に存在

せず，泡膜の内面に局在していることを確認した.これは，

比率(倍) 夜後 10分後 比率 (96)

2.3 1.3XlO' 7.7X102 6.1 

2.6 5.4X 103 2.1X102 3.9 

2.7 5.0X103 1.9x 102 3.9 

2.7 2.3X103 9.1 x 10' 3.9 

2.3 2.0X103 1.3X 10' 6.5 

図 4 ボールミル抹茶の起泡誠意および 10分後の泡沫酪像

上起i包i刻表，下'起j包10分後

治膜内聞に存在する抹茶粒子が泡膜を保護・強化すること

によって起泡性を増加している可能性を示唆された(国

5) . 

向じ濃震の抹茶では，粒子が微細なことによって粒子数

が増加しこれによって泡膜内面に局在する粒子数が増加

する すなわち，微細な抹茶ほど，i1!!.膜内面の抹茶粒子が

増加することによって，泡膜の保護・強化効果により起泡

性が増加することを示唆している
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図 5 抹茶泡沫における抹茶粒子の局夜

j;g]中に泡沫のj[径，抹茶粒子およびライトの反射によるリングを示した.

嬰 約

粉砕方法と粒度の異なる抹茶を用いて起抱試験を行い，

起泡性，安定性および商像処理によって泡沫径，抹茶粒子

の泡沫における局在を調べた

(1) 抹茶の起泡性は，茶葉サボニンなどの可溶性成分に

よる一定量の起治と，抹茶が微細なことによって粒子数が

増加しその粒子数の指数と相関した起抱が合わさったも

のであることが示唆された.

(2) 抹茶泡沫の安定性は，排i夜最比率，安定性，泡沫の

湾膜化率および抹茶懸濁液の粘度の項目で評価したこれ

らのいずれの項自においても，規期性が認められず一定の

値を示し試験に供した粉砕方法や粒度あるいは抹茶濃度

に関わらず安定性に差異が確認されなかったが，脂箕など

の成分の関与が示唆された

(3) 抹茶??l沫を泡沫の上面から画像を綴ることによって

評価した 粉砕方法や粒度の異なる抹茶において，泡沫佳

を体積基準で表したこと，および泡沫をよ面から撮ったこ

と，で，箆の大きな泡の影響が大きいため起泡直後および、起

泡 10分後の泡沫径に差が認められなかった 抹茶粒子の

泡沫における局在は，泡摸内面に沿って存在していること

を確認した
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