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平成26年度農山漁村6次産業化対策事業のうち輸出に取り組む事業者向け対策事業 

「ジャパン・ブランドの確立に向けた取組への支援」に関する実施概要 

 

2015年３月 

日本茶輸出組合 

 

１． 事業の目的 

（１） 輸出環境の分析 

ＥＵ域内においては緑茶の消費は伸びており、特にドイツにおいては緑茶の消費は伸びている。日本

茶についても、ＥＵ域内への輸出は伸びており、特にドイツはＥＵ各国の中でも一番の日本茶輸入国と

なっている。 

日本茶は品質的には優れているが価格的には競合する中国産などに比べ高価であり競争力がそがれて 

いる。そのため、ＥＵ域内に対しての２０１３年の中国茶の輸出実績額約１４０億円に対して日本茶の

輸出実績額は約１５億円とおよそ１割強に留まっている。また、中国茶の輸出量２万９千トンに対して

４５０トンと２％以下である。このことからも、中国茶は価格訴求で日本を上回っていることが明白で

ある。 

    

 

（２） 輸出対象国・地域において標的とする市場の絞込み 

そのため日本茶は価格訴求ではなく、品質と日本茶に付加価値として日本文化の優位性を訴える必要

があり、そのためには、日本茶が持っているストーリーや背景を、消費者や消費者に直結するバイヤー

をターゲットとした日本茶セミナーと試飲会などを通した啓蒙活動が、日本茶の輸出を増大には有効と

考えられる。 

このため、特に日本茶の消費が多いドイツやフランスにおいて日本茶の品質を周知するために日本茶

セミナーを行うこと、あわせて文化的な背景を説明することは、非常に効果的であると考えられる。ま

た、手もみ茶の製作実演は、日本茶の技術的な優位性や伝統的な日本の茶文化を提示する効果的なツー

ルとして考えられる。 

 

 

（３） マーケティング要素の組み合わせによる 適化 

日本茶の多用途利用の提案として抹茶を材料にしたお菓子を提案するなどの日本茶の喫茶文化として

の多様性と現代性なども合わせて提案する。 

 

 

（４） 上記（１）～（３）を踏まえた目的を記載 

日本茶が他の飲料との比較で優位性を保持していることを周知するために、セミナーや試飲会を行い

価格訴求ではない品質と喫茶文化を提案し、日本茶消費の増加を図る。 

 

 

２． ドイツにおける茶市場の傾向 

ドイツの茶市場の特徴は大きく二つ挙げられる。第一は国内の茶消費が他のEU諸国（イギリス、アイル

ランドを除く）に比べ旺盛であること。ドイツ市場は消費市場として非常に重要であることである。 

第二は再輸出国としての特徴である。これは下記のITCによる年次報告書に記載された貿易統計を見る

と分かる。 
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これによると、ドイツでは輸入した茶類の約半分を再輸出していることが分かり、その仕向け先はEU諸

国全域にわたっており、CISという区分でなされたロシア地域や、遠くカナダ、アメリカにまで及んでいる

ことが分かる。 

輸入価格と再輸出価格の差は約二倍程度であり、後に概観するイギリスとは際立った違いが見える。た

だ、この統計から知ることができるドイツの茶市場の特徴とは、以下の通りである。 

 

（１） 茶の消費市場としては大陸EU地域では大きなマーケットである。 

このことから消費市場としてのドイツ向けのキャンペーンが必要とされる。上記の特徴に合わせ

て、参考資料からわかるとおり、再輸出額の大きさからみて、ディストリビューターとしての役割が

見て取れる。再輸出価格と輸入価格の差が二倍程度なので、イギリスと比較して小さい。これはイギ

リスのようなブランド化された 終製品を再輸出しているのではなく、 小限の加工、ブレンドや着

香、などを行っただけである場合とともに、包装単位の変更、小ロット化しての卸売などを行ってい

るからと考えられる。個々事例にはOEM加工も含まれていると思われる。このため、ドイツ向けの日

本茶輸出の振興策については、このようなドイツ独特の環境に配慮した取り組みが必要だと考えられ

る。 
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（２） そのためには、ドイツの茶取扱業者には、日本茶についての知識が単純な消費市場における業者

以上に必要とされる。 

（３） そのための教育プログラムを策定し、実行することが緊急の課題になっていると考えられる。 

（４） 以上がドイツ市場の特徴として事業実行の前提条件となる。 

 

 

参考資料：  ITC年次報告書よりのイギリスにおける茶の輸入と再輸出に関するデータ 
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註：イギリスは茶の一大輸入国であるが、同時に大輸出国でもある。 

上記貿易統計からもそのことが見て取れる。 

もちろん、世界屈指の消費市場であり、一人あたりの茶消費量も大きいことは言うまでもない。 

ここでは、貿易統計から読み取れるイギリスの茶市場としての特徴を簡単に概観する。 

イギリスの再輸出量は、アフリカの中位の生産国と同等であり、金額に至っては、インド、スリランカという大

生産・輸出国に匹敵する金額を計上している。 
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この統計からは、イギリスにおける茶の再輸出においては、高度なブランド化、製品化が行われ、ディストリビ

ュート機能ではなく、ブランド化された製品の付加価値そのものの魅力によって再輸出されていることを現して

いる。 

これは、今後の日本茶輸出においても大きな課題であり、見習わなければならない点と思われる。 

今回はドイツに関する報告であるので、イギリスについての詳細な分析はこれ以上行わない。 

 

 

３． 輸出の現状と課題 

（１） これまでの輸出の取組（実績） 

 
○ドイツ向け日本茶の輸出量の推移 

 

 

 

 

（２） 今後の目標 

（単位：千円） 

 

（３） 輸出の現状の問題点 
      残留農薬検査：ドイツの茶残留農薬基準が日本と異なることが、日本茶輸出の 大の障壁で

あるため、事前の検査を行っている。 
 
（４） 輸出拡大の課題 

  日本茶の価格と品質の優位性を周知すること 
 
（５） （４）の課題を解決するための取組方針 

    
①  １年目の取組方針 

ドイツ及びＥＵ各国における日本茶の販売拡大には品質と日本茶に付加価値として日本文化の優
位性を訴えることが重要であり、そのためには日本茶セミナーが も効果的な方法であることから
抹茶菓子と手もみ茶実演を含んだ総合的な内容で実施する 
 

②  ２年目の取組方針 
茶については、茶業中央会、世界緑茶協会、全国茶生産者組合連合会、日本茶インストラクタ-協会な
ど各団体と日本茶輸出組合で日本茶輸出促進協議会を立ち上げた。品目別輸出団体の一員として、日
本茶の輸出促進を進めていくための取組を他の茶業関連団体と共同で取り組む予定。 

 
③ ３年目以降の取組方針 

品目別輸出団体の一員として、日本茶の輸出促進を進めていくための取組を他の茶業関連団体と共同
で取り組み、二年目の成果をもとに、より継続的な日本茶教育プログラムを策定し、実行していき、
あわせて今後とも活動を継続するために、人材育成事業を行う。 

 

 

 

 

 

 

 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

輸出額（億円） ３ ２ ３ ５ ４ ８
輸出量（トン） １２４ ８２ １００ １２４ １０４ １５５

対象国又は地域 品目 

目標 

実績 

の別 

平成24年度 

(基準年度) 

平成25年度 

（基準年度） 
平成26年度 平成27年度 平成28年度 

ドイツ 茶 

目標額 9億円 10億円 11億円 

実績額 4.5億円 8.1億円 
9.2億円 

（見込み） 
  

目標量   １７１ｔ １８８ｔ ２０６ｔ 

実績量 １０４ｔ １５５ｔ 
１７４ｔ 

（見込み） 
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４． 事業の実施細目 

 （１）産地間調整会議 

  ・第一回産地間調整会議    平成２６年１２月１６日 

  ・第二回産地間調整会議    平成２７年 ２月２４日 

 

 （２）現地でのセミナー、分科会 

  ・平成２７年１月１６日 ベルリン・マリティムホテル 

  ・平成２７年１月１９日 ベルリン・在ドイツ日本大使館 

 

 

５． 第１回産地間調整会議実施報告 

（１） 日時：平成２６年１２月１６日  １３：００～１５：３０ 

 

（２） 場所：東京都港区西麻布 櫻井焙茶研究所 サロン 

 

（３） 参加者 

 

議長 東京都北区  （有）思月園 日本茶輸出組合 理事 高宇政光 

       埼玉県入間市  茶工房比留間園          比留間嘉章 

       静岡県静岡市  和田清商店 日本茶輸出組合 理事 和田裕巳 

       静岡県静岡市  マルヒデ岩崎商店         岩崎泰久 

       静岡県菊川市  松下製茶場            佐野樹生 

       神奈川県川崎市 お菓子教室ATELIERH主宰    本間節子 

       フランス パリ在住 日本茶インストラクター    能宗美佐子 

       静岡県静岡市  日本茶輸出組合 事務局      芹澤裕美子 

 

（４） 議事概要 

１月１６日、１９日のベルリンでの日本茶普及活動について、日本茶産地の動向や実態について聞き

取りを行い、あわせて今回の事業の取り組みについて意見交換を実施 

 

（５） 主な意見 

 各産地とも、消費の減退に伴う価格低迷の影響により、生産意欲が低下している 

 高齢化の影響もあり、放棄茶園が拡大している。 

 ただ倒産事例は少なく、廃業が進行しているだけであり、何らかの整理、再編事業で影響の極小化は

可能と思われる。 

 意欲的な生産農家は、有機栽培、やぶきた以外の品種への転換、萎凋工程の導入や釜炒り製法への取

り組みを行っている。 

 生産農家を意欲的に取り上げ、支えていく流通側の動きもあり、その大きな流れの一つとして、「日

本茶AWARD２０１４」という新たなイベントも行われた。このイベントの消費者審査による 高賞グ

ランプリが、品種あさつゆの蒸しグリ茶だったことは象徴的な意味をもった。 

 生産は少量生産であり、マスマーケットには向かない商材になるため、このような意欲的な商材を流

通させる仕組みが必要とされている。 

 商材は、EUやアメリカ、アジア向けに高級農産物として輸出の目玉になるものであるが、農薬規制や

取扱い事業者の教育などの課題も大きい。 

 ドイツでの事業は課題を克服するための第一歩と位置付けられ、今後の継続的な事業の先駆けとなる

ことが期待される 
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６． 「TASTE OF JAPAN – WAGYU/TEA/RICE-」実施報告 

（１） 開催日：2015年１月16日 

（２） 場所 ：ベルリン・マルティムホテル 

（３） 概要 

① プログラム 

三団体共催セミナー    （会場：FOYER SAAL  MARITIM） 

１５：００ 開会 

１５：１０～１５：４０   セミナー① 日本茶（日本茶輸出組合） 

１５：４５～１６：１５   セミナー② 米（全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会） 

１６：２０～１６：５０   セミナー③ 和牛（日本畜産物輸出促進協議会） 

 

分科会  日本茶     （会場：SALOON2･3 ROOM） 

１７：００～１７：４０   分科会パート１ 

１８：００～１８：４０   分科会パート２ 

 

② 三団体共催セミナー（日本茶）の概要 

a. 講師：高宇（日本茶輸出組合） 

 

b. テーマ 

・日本茶の種類と製法の違いについて 

・特に碾茶（抹茶の原料茶）の製法について詳しい説明 

・日本茶の審査や流通についての概略 

・現在の東京での 新の日本茶喫茶シーンなどの解説 

 

c. 参加者 

ドイツ茶商組合員、食品スーパー・デパートバイヤー等、約120名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 分科会（日本茶部門）概要 

a. テーマ 

・準備した焙炉で手もみ茶の実演 

・煎茶のおいしい淹れ方の実演と解説 

・お抹茶を使ったお菓子（抹茶ロールケーキ）の製造実演 

・石臼を使った碾茶の挽き茶体験 

・質疑 

 

b. 使用教材 

・日本茶のドイツ語DVD 
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・ドイツ語の効能リーフレット 

・日本茶輸出組合員名簿 ドイツ語版 

c. 参加者

１回目 ３８名 

２回目 ５５名 

④ マルティムホテルでのイベントの総括

 セミナーでの講演の要旨は、TOKYO・MODERNの日本茶喫茶シーンのプレゼンテーションを柱にジャ

パンブランドの確立のための差別化を強調するものにした。 

 トップエンドの消費者に訴えることを目的に品質の高いお茶、お菓子を提供した。 

 継続的な教育事業活動のための組織作りと相手国の協力組織の発掘が必要である。 

 教育事業のための教材も早急に開発の必要がある。 

 教育事業のより広範囲への普及のための中心的なイベントを開発することも肝要である。 

⑤ 参加会員からの報告

○ 日本茶輸出組合  佐野樹生

日本茶の種類や製法の違い、碾茶の説明や現在の日本茶喫茶のトレンドがシンプルにまとめられて

いて大変わかりやすい内容だったと思います。受講者の皆様は非常に熱心で、セミナーの内容を一生

懸命ノートへ書き記す人達も見られ、終始大変良い雰囲気でした。

同会場で水出し煎茶をフィルターインボトル(750ml)で振る舞った

のですが、作業がし易く、また見栄えも良く大変好評でした。

ドイツでは 90 年代後半から問題視されている日本茶の残留農薬

問題や2011年以降の放射性物質が障壁となり、他国に比べ日本茶へ

のネガティブなイメージが先行しています。但し、今回来場された

ドイツ人を中心とするゲストのような方々は、日本への信頼・興味

は、非常に高く、このような人脈を通じて良質な日本茶・日本文化

をもっと積極的に啓蒙していくべきだと強く感じました。海外での

日本茶セミナーは台湾・オーストラリア・ロシアと以前にも何回か

参加させてもらい、今回も日本茶を通じて活動していく上で大変有意

義な時間だったと思います。 

○ 日本茶輸出組合 芹澤裕美子

セミナーは高宇が講師を務め、パワーポイントを使い英語で行われ

た。セミナーの内容は、日本茶の種類と違い、碾茶の製法、日本茶の

審査と流通、東京で 新の日本茶喫茶の紹介で来場者はほぼ満席で熱

心に聞き入っていた。 

分科会は２回行われ、内容は、手もみの実演、煎茶の淹れ方実演、

抹茶を使ったお菓子の製造実演 、石臼で碾茶の挽き体験とお菓子の

トッピング付試食で４０分では時間が足りない内容だった。 

抹茶を使用したお菓子レシピを写真入りで紹介したものを配布し

た。参加した女性は是非自分も作ってみると言っていた。 

○ お菓子専門家 本間節子氏

セミナー用に抹茶を使ったお菓子（ロールケーキ）を製作し70名に提供しました。また、分科会内で抹

茶のロールケーキのデモンストレーションを２回行い、その際のレシピ（ロールケーキ、抹茶のケーキの

２品分）ドイツ語に翻訳／デザインをしたものを参加者に配布しました。自分がお菓子というツールを使
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ってそれができたことをうれしく、貴重な経験として積み重ねる事ができました。 

実際のデモンストレーションでは抹茶をお菓子にする際の注意事項を含め、生地の作り方やクリームの

巻き込み方、デコレーションに関して作業を見ていただきながら説明させていただきました。後にはクリ

ームについてご質問いただきました。熱心に聞いて下さる方（主に女性）が多く、楽しくデモンストレー

ションできました。高宇氏のメインセミナーの時にショットグラスで冷茶を提供したのは好評だったよう

に見えました。呈茶のスタイルも見た目よく若々しく見え、スマートにされていた印象でした。スタッフ

全員スタイルをそろえたのも清潔感に溢れ気持ちよく、清々しい印象を与えたのではと思います。 

 

○ 日本茶輸出組合 和田裕巳氏 

盛況に終わりましたが、40分という短い時間で入れ替わりだったので、そこで日本茶の紹介、淹れ方

のデモ、お菓子作りのデモ、試食と内容が盛りだくさんでかなり駆け足の内容になってしまい、あわただ

しい雰囲気になってしまったのが残念でした。 

ジェトロからは、モダンな雰囲気でという指示があったらしいのですが、他のブースでは派手な法被を

羽織ったりとモダンとは言えない服装だったので、和装でも良かったように思います。翌年以降も継続出

来るようなら、もう少し落ち着いた雰囲気でのプロモーションが望まれます。 

 

○ 手もみ茶実演者 比留間嘉章氏 

クーラーボックスも保冷剤も、自身の持つ氷点下

60℃の冷凍庫と家庭用のそれでは取り出し後の品質保

持時間にかなりの差があるようである。夕刻の実演開始

時間よりもだいぶ早く解けてしまったので、お菓子用に

設置してあった冷凍庫と冷蔵庫を借り、交互に出し入れ

することで時間調整を行った。高性能のクーラーボック

スということで過信した結果だが、このようなタイムラ

グには相当な注意が必要であると感じた。その後、それ

ぞれの会場の撮影アングルの確認と、ビデオ用三脚設置

場所の確認を行った。 

分科会からは手もみ茶の実演をした。来場者の反応

も良く、自身のモチベーションも上がり茶の出来は申

し分なかったが、あまり広いとはいえない空間の中で、

移動や準備等で普段よりも疲労がたまった身体への水

分補給を怠ったために、フラフラになってしまった。体

調管理には留意しなければと改めて感じた。 

分科会では手もみ茶実演のおかげで、同じスペース

内で行われていたお菓子作りのセミナー等を充分に見

ることができなかった。しかし耳から入ってくる様子

は相当盛り上がり好評であったと感じた。 

来場者からは分科会、レセプション共に手もみ茶へ

の質問などを通して日本茶に対する興味の大きさを感

じた。 

セミナー、分科会、レセプション、それぞれの準備と

本番で、もっとも忙しい一日になった。 
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７． 日本大使館大ホールでの日本茶セミナー 

（１） 日時 : 2015年1月19日 18時～20時 

（２） 場所 : 在ドイツ日本大使館 

（３） 団員 : 高宇政光（団長）・和田裕巳・比留間嘉章・本間節子・芹澤裕美子・能宗美佐子 

（４） 参加者：ドイツ人消費者、在独日本人、日本茶事業者（個人）等、約55名 

（５） 内容 

① プログラム 

・手もみ茶の実演 

・パワーポイントを使った日本茶の種類と製法の解説 

・おいしい煎茶の淹れ方デモ 

・代表三名による実習 

・ティータイム 

      煎茶 玉露の試飲 

      石臼の挽き茶体験とお抹茶菓子の試食 

・質疑 

 

② 会員からの報告 

○ 日本茶インストラクター 能宗美佐子氏 

お客様からの質問として、 

 

・煎茶は何煎まで淹れられるか。また1煎目を淹れた

お茶で2煎目を淹れるのに何時間くらいまでなら放

置しておいて大丈夫か。 

・茎茶は煎茶かどうか。 

・石臼手挽き実演で、1杯の抹茶を飲むのにどのくら

いの量の抹茶が必要なのか。 

・高血圧でコーヒーなど飲むことを医者から止められているが、お茶は飲んで問題ないのか。 

・日本には頻繁に行くが、水出し煎茶は初めて飲んだ。日本では一般的に飲まれているのか。 

 

など、色々な感想や質問があった。 

ベルリンに於いて、日本茶は今後需要の発展可能な飲料である印象は強い。まだ一般の人が本来の日

本茶の味を楽しむために飲むというレベルではないようだが、学ぶことが好きなドイツの人に、日本茶

の楽しみ方をうまく啓蒙していけば、愛好家もどんどん増えるのではないか、と考える。日本茶は日本

文化との結びつきも大きいので、それらを融合していけば、魅力的な飲料であることがより伝わりやす

いのではないか、との印象を持った。 

 

○ 手もみ茶実演者 比留間嘉章氏 

 会場内に焙炉の設置を行い、ビデオ撮影のアングルを決めて三脚を立てた。当初、焙炉のヒーターは

日本で作った単相200VのソケットにC型ソケットを連結して使っていたが緩みがあって心配だったの

で、現地のスーパーで購入した延長コードを分解して現地専

用に作り直した。 

大使館ではセミナーのみのため短時間であり、手もみ茶の

実演は時間内では完了しないために終了時刻に乾燥が終わる

よう、セミナー開始よりも早く揉み始めた。しっかり乾燥す

るためにはある程度の時間が必要であり、セミナー中にあま

り実演を披露することが出来ないのは残念であった。 
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淹れ方の実演や体験、抹茶挽き体験とお菓子の試食、手もみ

茶による冷茶のサービス、急須によるお茶淹れサービスとスタ

ッフがフルに活動しての盛りだくさんの内容に、来場者も満足

の様子であった。 

 

セミナーは僅か2時間で申し込みがいっぱいになったそうで、

特別熱心な聴講者であふれていたように感じた。 

 スタッフの数も余裕がなくて厳しい内容であったように感

じる。 初の分科会での実演の際に体調を崩してしまったが、

スタッフとして準備をし、更に一人で手もみ茶の実演をするの

は無理があると感じた。また、記録係としての撮影の機会も大

幅に限定され現地の方に助けていただくことになった。人的に

も日程的にも、もう少し余裕があればと感じる。準備では焙炉

のサイズで躓いたので次の機会を考え、手荷物サイズの製作を

考えておく必要がある。総体的には和食が文化遺産に登録され

注目されていることもあるのか、来場者の反応は予想以上に良

好なものであった。見せる、食べられる、飲める、体験できる

等、少ないスタッフながら盛りだくさんの内容であったことも

大きな理由であろう。地道に、そして継続的にこういった事業

を展開することは、組合の大きな役目であり、海外での需要発掘に効果的であろうと感じた。いくつもあった今

回の反省点は、次回に役立てられればと思う。 

 

○ お菓子製造専門家 本間節子氏 

大使館セミナーでは高宇氏のセミナー、能宗氏の煎茶の淹

れ方実習の後、玉露などと一緒に抹茶のお菓子を提供させて

いただきました。石臼で抹茶を挽くという実習も皆さんたい

へん楽しまれておりました。（予定していた、それ（挽いた抹

茶）をお菓子にトッピングするという流れは時間的には無理

がありできませんでした。）女性にはティラミスを気に入って

もらえたようで、男性からはクッキーが気に入ったとご感想

いただきました。お茶に対して、また日本に対して熱心な方

が多く、皆さんにセミナー全体を楽しんでいただけたと感じ

ました。大使館の方の対応も良く、会の流れもスムーズで、

一つ一つの仕事もはかどりました。 

その他感想としては滞在中に材料の確保をしましたが、買い

出しの時間があまり取れずに日本で粉などの重たい素材を準備

していた事が良かったと思います。主材料の乳製品、卵に関し

ては現地のものを使用しましたが、特に問題なく作れました。

道具類に関しても買い出す時間がとれない事などから、こちら

で大方準備していたことが、時間内にお菓子を準備する上で大

変良かったと思いました。お菓子の提供に和紙を使ったWASARA

（使い捨て容器）を使用しましたが、見た目も良くお菓子が美

味しそうに見えるため、気に入った方から質問を受けました。 

 

○ 日本茶輸出組合 和田裕巳 

日本茶セミナーでは、先方で対応してくださった大使館の生方様とのコミュニケーションが上手く図

れていたため、荷物の運搬から会場の設営に至るまで大変スムーズに行なうことが出来ました。時間

も、一会場で2時間きっちりあり、手揉み茶の実演も見ながら、高宇氏による日本茶セミナー、能宗氏

による淹れ方のデモ、その後にティータイムとして玉露、煎茶の試飲、抹茶のお菓子の試食、石臼の体

験とその後の質疑応答までしっかりと完結できる内容となりました。 
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私は、煎茶の試飲を担当しておりましたが、二回三回とおかわりする方も多く、久しぶりに呈茶する

喜びを感じました。今回ははじめからボルヴィックを使用したので問題ありませんでしたが、水のこと

を尋ねる来場者も少なくありませんでしたので、一度浄水した水道水も試せばよかったと思いました。 

セミナー終了後の質疑応答も（片付けのため、内容は把握出来ませんでしたが）、多く飛び交い盛り上

がったようでした。募集を開始してから二時間で定員が埋まってしまい、次回は回を重ねていけたらい

いと思います。今回、二回に事業を通じて強く感じたのは、足を運んでくださった参加者の知りたいと

いう欲求をどのように満足させ、またさらに引き出せるのか、そうしてコアとなる日本茶のファン層が

増えていき、私たちが出向かなくても現地で日本茶のセミナーが開かれるのが、一つの目標地点である

と実感しました。 

 

○ 日本茶輸出組合 芹澤裕美子 

午後5時30分開場に伴い、続々と参加者が来場した。さすが、時間を守るドイツ人だと感心した。大

使館の方の話だと、セミナーの募集を始めてわずか２時間で120人の申し込みがあったそうだ。定員を

超えた方々には、マルティムホテルのイベントを紹介したとの事で、関心の高さがうかがえる。 

来場者には、ウエルカムティとして、水出しの手もみ茶を差し上げ、手もみ実演をみていただき、メ

ンバー紹介ののち、高宇政光氏による、パワーポイントでのセミナーを開始した。日本語で行い、ドイ

ツ語の通訳を通して説明が施された。 

高宇政光氏の講義終了後、能宗氏による指導のもと、会場より実践希望者３名により、急須を使って

おいしい煎茶の淹れ方が行われた。 

その後、ティータイムに本間氏により、抹茶ティラミスとクッキーがふるまわれた。お菓子の横で、

石臼による碾茶挽き体験も行われた。また、煎茶と玉露も急須で淹れて差し上げたところ好評であっ

た。 

２時間はあっという間だったが来場者には、本物の日本茶を知っていただき、抹茶の多様な用途につ

いても紹介ができたと思った。今後も継続した日本茶の教育を行うことで日本茶ファンを増やすことが

できると確信した。 

 

８． 第二回産地間調整会議 

第２回産地間調整会議は下記の要領で行われた。 

（１） 日時  平成27年２月24日  午後１時から２時30分 

（２） 場所  静岡県静岡市 浮月楼会議室 

（３） 出席者 議長 東京都北区 (有)思月園 日本茶輸出組合 理事  高宇政光 

           静岡県静岡市 和田清商店 日本茶輸出組合 理事 和田裕巳 

           静岡県菊川市 松下製茶場            佐野樹生 

           鹿児島県鹿児島市 鹿児島製茶㈱         森裕之 

           京都府山城町 宇治の露製茶㈱  

日本茶輸出組合理事長        桐島俊昭 

           静岡県静岡市  (有)ヘリヤ商会    

                  日本茶輸出組合副理事長      谷本宏太郎 

           京都府宇治市  共栄製茶㈱           前河 司 

           静岡市牧之原市  (株)伊藤園          渡邉幸弘 

           静岡県静岡市  日本茶輸出組合 事務局     芹澤裕美子 

 

（４） 議事進行 

１月１６日、１９日両日のベルリンでの日本茶普及活動の成果を踏まえ、今後の日本茶産地での生産活

動について検討し、あわせて今回の事業の取り組みについて意見交換を実施。 

 

（５） 会議の合意事項 

① 各地の取り組みの情報を集約し周知すること 

② 品質を担保するための審査技術をたかめること 

③ 海外でのプロモーション活動を促進すること 
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④ 海外での教育事業に対してより取り組みを強化すること 

 

９． 事業のまとめ 

 第１回産地間調整会議とそれを受けて行ったベルリンでの事業と成果、第２回産地間調整会議で取り

上げられた各種の問題点や指摘を鑑み、事業の成果と今後の課題、またその克服のための方針を取り

上げる。 

 事業の結果、日本茶ファンを育成するための第一歩を踏み出したということが言える。また、日本茶の

品質の優位性を周知させる方法として、日本茶セミナーと高品質の抹茶を使ったスイーツは好評であっ

た。日本茶を紹介するに当たり、石臼を使った挽き茶体験は、体験型のセミナープランの一環として有

意義なものであり、また生産性の低さを実感することにより、高品質であり、価格もそれなりのものに

なることを認識できる効果が見られた。 

 

１０．今後の課題 

① 輸出促進の 大の障害である、各種規制に関する対応が急務である。 

② 相手国政府に相手国の茶業団体からの規制撤廃を働きかけてもらえるような運動を行うということで、

十分可能性はあると考える。 

③ 参加者から指摘もあった通り、日本茶セミナーを拡大、実施していくためには、セミナー実施主体の現

地化が必然であり、この実現に向けた工程表の作成が必要である。 

④ 日本茶セミナーのカリキュラムの策定と目玉になる参加型科目の整備の必要性を強く感じている。 

⑤ 魅力あるプログラムとともに、階梯性の高い資格制度を併せて組織していくことが求められる。 

 

１１．今後の方針 

今後の事業活動の方向としては 

・資格制度を伴った教育プログラムの策定 

・上記プログラムの現地化にかかる工程表の策定と実施 

・「茶歌舞伎」を主体とした体験型科目の普及作業 

・以上の事業を行うことができる人材の育成 

が必要と考えられる。 

そのためには、日本茶輸出促進協議会の構成団体の協力態勢が欠かせない。 

特に、人材育成事業の中心としての日本茶インストラクター協会と、現地化事業を担う、日本茶輸出組

合並びに世界緑茶協会との実効性のある協力体制の構築が急務と考えられる。 

 

 

以上、報告する。 

 

2015年３月31日     

日本茶輸出組合 理事 高宇政光 

 

 

 

 


