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(57)【要約】
【課題】従来の煎茶の製造のように、茶生葉の加熱乾燥と形状を整えるための多段の工程
を経ることなく、茶生葉を急速に加熱乾燥し、乾燥茶葉を製造する、乾燥茶葉の迅速製造
方法及び装置において、急速な乾燥によっても、色度、香味の低下を来すことなく、色度
や香味に優れた乾燥茶葉を製造する乾燥茶葉の迅速製造方法及び装置を提供すること。
【解決手段】装置内に設けられたベルトと加熱ドラムの少なくとも一方を通気可能な状態
とし、該ベルトとドラムの間に投入した茶生葉を加熱手段により加熱するか、或いは、乾
燥室内に設けられた加熱手段により加熱された金属板に近接する通気性ネットコンベア上
に茶生葉を投入し、加熱するかして、茶生葉の殺青処理及び／又は加熱乾燥処理を行う茶
生葉加熱乾燥方法において、茶生葉の殺青処理工程の後に、殺青処理茶葉を切断処理する
工程を設けたことにより、急速な乾燥による茶葉の乾燥不足、色度低下、香味不足という
色度、香味の低下を改善して、煎茶のような色度や香味に優れた乾燥茶葉を製造する。
【選択図】なし



(2) JP 2013-111062 A 2013.6.10

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　茶生葉の殺青処理及び／又は加熱乾燥処理を行う茶生葉加熱乾燥方法において、茶生葉
の殺青処理工程の後に、殺青処理茶葉を切断処理する工程を設けたことを特徴とする茶生
葉加熱乾燥方法。
【請求項２】
　装置内に設けられたベルトと加熱ドラムの少なくとも一方を通気可能な状態とし、該ベ
ルトとドラムの間に投入した茶生葉を加熱手段により加熱するか、或いは、乾燥室内に設
けられた加熱手段により加熱された金属板に近接する通気性ネットコンベア上に茶生葉を
投入し、加熱するかして、茶生葉の殺青処理及び／又は加熱乾燥処理を行う茶生葉加熱乾
燥方法において、茶生葉の殺青処理工程の後に、殺青処理茶葉を切断処理する工程を設け
たことを特徴とする請求項１記載の茶生葉加熱乾燥方法。
【請求項３】
　装置内に設けられたベルトと加熱ドラムの少なくとも一方を通気可能な状態とし、該ベ
ルトとドラムの間に投入した茶生葉を加熱手段により加熱するか、或いは、乾燥室内に設
けられた加熱手段により加熱された金属板に近接する通気性ネットコンベア上に茶生葉を
投入し、加熱するかして、茶生葉の殺青処理及び加熱乾燥処理を行う第１の茶生葉加熱乾
燥工程；殺青処理及び加熱乾燥処理を行った茶生葉を茶生葉カッターで切断する茶葉切断
工程；切断した茶葉を第１の茶生葉加熱乾燥工程と同じ、ベルトと加熱ドラム或いは金属
板と通気性ネットコンベアからなる加熱乾燥処理手段により加熱乾燥処理を行う第２の茶
生葉加熱乾燥工程；により茶生葉の殺青処理及び／又は加熱乾燥処理を行うことを特徴と
する請求項２記載の茶生葉加熱乾燥方法。
【請求項４】
　茶葉切断工程と、第２の茶生葉加熱乾燥工程の間に、茶葉を揉捻ローラーにより揉捻処
理を施す茶葉揉捻処理工程を設けたことを特徴とする請求項３記載の茶生葉加熱乾燥方法
。
【請求項５】
　装置内に設けられたベルトと加熱ドラムの少なくとも一方を通気可能な状態とし、該ベ
ルトと加熱ドラムの間に投入した茶生葉を加熱手段により加熱するか、或いは、乾燥室内
に設けられた加熱手段により加熱された金属板に近接する通気性ネットコンベア上に茶生
葉を投入し、加熱するかして、茶生葉の殺青処理及び加熱乾燥処理を行う第１の茶生葉加
熱乾燥手段；殺青処理及び加熱乾燥処理を行った茶生葉を茶生葉カッターで切断する茶葉
切断手段；切断した茶葉を第１の茶生葉加熱乾燥手段と同じ、ベルトと加熱ドラム或いは
金属板と通気性ネットコンベアからなる加熱乾燥手段により加熱乾燥処理を行う第２の茶
生葉加熱乾燥手段；を設けたことを特徴とする茶生葉加熱乾燥装置。
【請求項６】
　茶葉茶葉切断手段と、第２の茶生葉加熱乾燥手段の間に、茶葉を揉捻ローラーにより揉
捻処理を施す茶葉揉捻処理手段を設けたことを特徴とする請求項５記載の茶生葉加熱乾燥
装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、従来の煎茶の製造のように茶生葉の蒸熱、揉捻及び加熱乾燥による茶葉の揉
捻、乾燥と形状を整えるための多段の工程を経ることなく、茶生葉を迅速に加熱乾燥し、
しかも、液色及び香味を整えて、高香味及び高色度の乾燥茶葉を迅速に製造する方法及び
そのための装置に関する。すなわち、茶飲料を容易に飲用可能としたティーバッグや、容
器詰め飲料製造のための茶原料、或いは食品添加物としての茶の需要等に対応し、該茶の
需要に即した香味、色度の良いお茶を、茶生葉の短時間の処理で効率的かつ迅速に製造す
る方法及びそのための装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来より、煎茶の加工工程は、蒸熱工程、粗揉工程、揉捻工程、中揉工程、精揉工程、
乾燥工程の６つの工程からなり、それぞれの工程において異なる機械により、バッチで茶
の製造処理を実施している（「茶の化学」村松敬一郎、朝倉書店（１９９１年）ｐ５２－
ｐ６７）。かかる製茶の機械を備えた製茶施設では、旧来の人手による茶製造を機器で模
倣して大型化・自動化されるとともに、高価な機械を複数そろえなければ茶の製造を行う
ことができず、設備コストがかかり、機械、設備に要する費用も巨額となり、広大な場所
を確保する必要が生じてきた。そして、かかる煎茶の製造においては、設備コストがかか
るだけではなく、該製茶の機械を用いた煎茶の製造に要する時間及び製造後の機械の洗浄
時間も長時間で、かつ、複雑な機械の操作が必要になった。例えば、従来の、煎茶の製造
では、蒸熱工程から乾燥工程まで、３時間程度かかり、また、蒸熱処理や揉捻処理の条件
の微妙な調整操作が要求された。
【０００３】
　近年、外出先や勤務先等で簡便に茶飲料を飲用したいとするニーズが著しく上昇し、家
庭内における急須等を用いて淹れる煎茶としての利用が主であった茶の消費形態が大きく
変化し、ティーバッグや、容器詰め飲料製造のための茶原料或いは食品添加物としての茶
の需要が増大した。従来の蒸し製緑茶（煎茶）は、まっすぐに成型された伸び形であるが
、ティーバッグや容器詰め飲料茶というような利用形態においては、従来の煎茶の製造に
おいて重要であった、製品茶葉の形状を整えるという要件が必ずしも必要でなくなったた
め、茶の利用形態に即した、従来の煎茶の加工工程にこだわらない新しい製茶機の開発が
行われた。
【０００４】
　例えば、特公平０５－７０４１０号公報には、互いに反対方向に回転する２個のローラ
ーを用い、適宜の加熱手段によって表面温度１５０～２５０℃に加熱した収穫した茶葉類
を、該ローラーの系合面間に供給把持せしめ、茶葉類を高温高圧下に、数秒以下の極短時
間熱処理を施し、把持圧から解放することによって急冷、乾燥せしめ、次いで、粉砕機で
微粉末にすることにより、飲用或いは飲食品等の添加物として利用できる粉末茶類を短時
間で製造する方法が開示されている。
【０００５】
　また、最近、従来の複数の機械を用いて複数の工程により行なわれた緑茶等の加工を一
台の機械で行うオールインワン製茶機の開発がおこなわれている（農業機械学会、第５７
回大会、講演要旨集、ｐ１９５－１９６、平成１０年４月；特開平１１－１６９０７６号
公報）。この製茶機は、その少なくとも一方を通気可能な状態として張設したベルトと該
ベルトの一部に圧接するドラムと、前記ベルトとドラムを駆動するための駆動手段と、前
記ベルトとドラムを加熱する加熱手段とより構成され、ベルトとドラムの間に茶葉を投入
し、加熱、圧接することにより、ベルトと圧接するドラム間で茶葉を熱伝導加熱乾燥を行
い、短時間の機械の操作で乾燥茶葉を製造する製茶装置となっている。この茶製造装置を
用いた方法により、単一の装置にて短時間で茶を製造することができ、その操作も簡便で
あることから、茶製造におけるコストダウンをはかることができるというメリットがある
。しかしながら、この製茶機で得られた茶は乾燥むらや乾燥不足が発生する場合があり、
更に、製品に青臭さが残り、香味上満足することができる茶製品を製造するまでには至っ
ていなかった。また、処理に長時間を要するため処理能力の低さが実用化を妨げる欠点と
して指摘されていた。
【０００６】
　そこで、オールインワン製茶機を用いた茶製造における上記にある乾燥むらや香味特徴
の問題を解決するために、オールインワン製茶機の実用改良試作機が開発されている（農
業機械学会、第５８回大会、講演要旨集、ｐ３０９－３１０、平成１１年４月；茶研報８
７、ｐ１５０－１５１、１９９８）。この改良機は、上記オールインワン製茶機における
、茶芽の葉と茎の厚みや含水率差に起因する乾燥むらなどの問題点を解決するために、（
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１）茎を加熱部に圧着させるドラムを設け、（２）加熱ドラムをもう１つ追加して乾燥不
足を補い、（３）大型化に対応して水分排出用の穴をドラムからベルトに移した構造のも
のとなっている。この改良機では、茶の乾燥むらや乾燥不足がほとんど発生することはな
く、排出用穴をドラムからベルトに配置変えしたことにより、茶葉乾燥時の水分排出効果
を高くすることが可能となった。更に、ドラムを１段から２段としたことで、乾燥茶葉の
香味バリエーションが付与され、改良前よりも青臭さが少なく香味をある程度は改善する
ことができた。しかしながら、該改良機を用いた茶の製造においても、まだ茶葉の青臭さ
が残っており、香味上満足する茶製品の製造結果が得られず、実用化にはいたっていなか
った。
【０００７】
　また、オールインワン製茶機を用いた茶製造における問題を解決するために、オールイ
ンワン製茶機の改良試作機が開発されている（農業機械学会、第５９回大会、講演要旨集
、ｐ１２７－１２８、平成１２年４月）。この改良機は、上記オールインワン製茶機の実
用改良試作機において、茶葉材料の供給と加熱方法を改良するために、（１）メイン加熱
ドラムにガスバーナが一本追加され、（２）生葉を供給するベルトコンベヤが追加された
。しかしながら、この改良機を用いた茶の製造においても、まだ香味上満足する茶製品の
製造結果が得られず、また、処理能力の低さが依然として指摘され、実用化にはまだ問題
が残されていた。
【０００８】
　更に、オールインワン製茶機を用いた乾燥茶葉の製造において、製造する乾燥茶葉の香
味及び液色を向上するために、該製茶機に投入する茶葉の前処理として、茶葉の蒸し及び
／又は揉み処理する手段を設けた、改良オールインワン製茶機が開発されている（特開２
０１０－２５９３８７号公報）。この改良機は、装置内に設けられたベルトとドラムの少
なくとも一方を通気可能な状態とし、該ベルトとドラムの間に茶葉を投入し、加熱手段に
より加熱して、ベルトと圧接するドラム間で茶葉を熱伝導加熱乾燥を行うオールインワン
製茶機において、該製茶機に投入する茶葉の前処理として、茶葉の蒸し及び／又は揉み処
理する手段を設けた構造の製茶機からなる。
【０００９】
　一方で、茶生葉の殺青処理及び／又は加熱乾燥処理を、筺体内に設けられた加熱手段に
より加熱された金属板に近接する通気性ネットコンベア上に茶生葉を投入して行うタイプ
の茶生葉加熱乾燥装置が開発されている（特開２００９－１４２２３５号公報）。この装
置は、通気性のネットコンベア本体を張設した速度変更可能なネットコンベアの始端側か
ら所望の厚さにて茶生葉を連続して加熱処理するものであり、該ネットコンベア上に茶生
葉加熱室を有する筐体と、該ネットコンベア下面に接する、加熱手段により加熱された金
属板とを配置した構造からなるものである。この装置は、茶生葉加熱について、自由に処
理時間の設定、変更が任意にでき且つ構造が簡単で安価に製作でき、しかも使い易い構造
とした装置であり、水分の多い軟らかな芽でも、凝縮水が付着することを無くし、硬葉に
おいても、充分に殺青を進めることができるように改良されている。
【００１０】
　上記のように、乾燥茶葉の新しいニーズに伴い、従来の煎茶の製造のように多段の工程
により茶葉の乾燥と整形を行う乾燥茶葉の製造ではなく、製品茶葉の形状を整えることな
く、茶生葉を加熱乾燥して、迅速に乾燥茶葉を製造する各種の方法及び装置が開発されて
いる。そして、それらの改良もなされている。しかしながら、多段の工程及び長時間をか
けて、乾燥茶葉の製造を行う煎茶の製造に比較して、短時間の加熱乾燥により乾燥茶葉の
製造を行う上記のような迅速茶生葉加熱乾燥では、急速な乾燥による乾燥不足、色度低下
、香味不足という色度、香味への影響が避けられない。すなわち、上記のような製茶機を
用いた乾燥茶葉の製造においては、依然として従来から問題となっていた青臭さの問題が
残されており、また、乾燥不足も指摘されて、該製茶機を用い、従来の煎茶のような色度
、香味の乾燥茶葉を製造するには、依然として課題が残っている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特公平０５－７０４１０号公報。
【特許文献２】特開平１１－１６９０７６号公報。
【特許文献３】特開２００９－１４２２３５号公報。
【特許文献４】特開２０１０－２５９３８７号公報。
【００１２】
【非特許文献１】「茶の化学」村松敬一郎、朝倉書店（１９９１年）ｐ５２－ｐ６７。
【非特許文献２】農業機械学会、第５７回大会、講演要旨集（平成１０年４月）、ｐ１９
５－１９６。
【非特許文献３】農業機械学会、第５８回大会、講演要旨集（平成１１年４月）、ｐ３０
９－３１０。
【非特許文献４】茶研報８７、ｐ１５０－１５１、１９９８。
【非特許文献５】農業機械学会、第５９回大会、講演要旨集（平成１２年４月）、ｐ１２
７－１２８。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の課題は、従来の煎茶の製造のように、茶生葉の蒸熱、揉捻及び加熱乾燥による
茶葉の揉捻、乾燥と形状を整えるための多段の工程を経ることなく、茶生葉を急速に加熱
乾燥し、短時間のうちに乾燥茶葉を製造する、乾燥茶葉の迅速製造方法及び装置において
、急速な乾燥による茶葉の乾燥不足、色度低下、香味不足という色度、香味の低下を改善
して、煎茶のような色度や香味に優れた乾燥茶葉を短時間の加熱乾燥により製造する乾燥
茶葉の迅速製造方法及び装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明者は、上記課題を解決すべく、装置内に設けられたベルトと加熱ドラムの少なく
とも一方を通気可能な状態とし、該ベルトと加熱ドラムの間に投入した茶生葉を加熱手段
により加熱するか、或いは、乾燥室内に設けられた加熱手段により加熱された金属板に近
接する通気性ネットコンベア上に茶生葉を投入し、短時間の加熱乾燥処理により茶生葉の
殺青処理及び／又は加熱乾燥処理を行って、乾燥茶葉を製造する茶生葉加熱乾燥方法にお
いて、急速な乾燥による茶葉の乾燥不足、色度低下、香味不足という色度、香味の低下を
改善する方法について鋭意検討する中で、茶生葉の殺青処理工程の後に、殺青処理茶葉を
切断処理する工程を設けることにより、急速な乾燥による方法によっても、効果的な乾燥
が得られ、しかも、色度、香味の低下を改善し、液色に優れ、香味良好な乾燥茶葉を製造
することが可能であることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１５】
　すなわち、本発明は、装置内に設けられたベルトと加熱ドラムの少なくとも一方を通気
可能な状態とし、該ベルトとドラムの間に投入した茶生葉を加熱手段により加熱するか、
或いは、乾燥室内に設けられた加熱手段により加熱された金属板に近接する通気性ネット
コンベア上に茶生葉を投入し、加熱するかして、茶生葉の殺青処理及び／又は加熱乾燥処
理を行う茶生葉加熱乾燥方法において、茶生葉の殺青処理工程の後に、殺青処理茶葉を切
断処理する工程を設けたことを特徴とする茶生葉加熱乾燥方法からなる。
【００１６】
　本発明の茶生葉加熱乾燥方法は、基本的には、（１）装置内に設けられたベルトと加熱
ドラムの少なくとも一方を通気可能な状態とし、該ベルトとドラムの間に投入した茶生葉
を加熱手段により加熱するか、或いは、乾燥室内に設けられた加熱手段により加熱された
金属板に近接する通気性ネットコンベア上に茶生葉を投入し、加熱するかして、茶生葉の
殺青処理及び加熱乾燥処理を行う第１の茶生葉加熱乾燥工程、（２）殺青処理及び加熱乾
燥処理を行った茶生葉を茶生葉カッターで切断する茶葉切断工程、（３）切断した茶葉を
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ドラムドライヤー、コンベア式熱風乾燥機、スチームチューブドライヤー、凍結乾燥機又
は気流式乾燥機等から選ばれる茶葉乾燥に適用可能な任意の加熱乾燥処理手段により加熱
乾燥処理を行う第２の茶生葉加熱乾燥工程、から構成される。
【００１７】
　本発明の茶生葉加熱乾燥方法においては、茶葉切断工程と、第２の茶生葉加熱乾燥工程
の間に、茶葉の揉捻処理を施す茶葉揉捻処理工程を設けることによって、茶葉の加熱乾燥
処理をより効果的に行うことができる。
【００１８】
　本発明は、装置内に設けられたベルトと加熱ドラム（Ｄ１）の少なくとも一方を通気可
能な状態とし、該ベルトと加熱ドラムの間に投入した茶生葉を加熱手段により加熱するか
、或いは、乾燥室（Ｒ１）内に設けられた加熱手段（Ｈ１）により加熱された金属板（Ｍ
１）に近接する通気性ネットコンベア（Ｘ）上に茶生葉を投入し、加熱するかして、茶生
葉の殺青処理及び加熱乾燥処理を行う第１の茶生葉加熱乾燥手段；殺青処理及び加熱乾燥
処理を行った茶生葉を茶生葉カッター（Ｃ）で切断する茶葉切断手段；ドラムドライヤー
、コンベア式熱風乾燥機、スチームチューブドライヤー、凍結乾燥機または気流式乾燥機
等から選ばれる茶葉乾燥に適用可能な任意の加熱乾燥手段により加熱乾燥処理を行う第２
の茶生葉加熱乾燥手段を設けた茶生葉加熱乾燥装置を包含する。
【００１９】
　本発明の茶生葉加熱乾燥装置においては、茶生葉カッター（Ｃ）等の茶葉切断手段と、
第２の茶生葉加熱乾燥手段の間に、茶葉を揉捻ローラーにより揉捻処理を施す茶葉揉捻処
理手段を設けることにより、茶葉の加熱乾燥処理をより効果的に行うことができるととも
に茶の抽出効率を顕著に向上させることができる。
【００２０】
　すなわち具体的には本発明は、（１）茶生葉の殺青処理及び／又は加熱乾燥処理を行う
茶生葉加熱乾燥方法において、茶生葉の殺青処理工程の後に、殺青処理茶葉を切断処理す
る工程を設けたことを特徴とする茶生葉加熱乾燥方法や、（２）装置内に設けられたベル
トと加熱ドラムの少なくとも一方を通気可能な状態とし、該ベルトとドラムの間に投入し
た茶生葉を加熱手段により加熱するか、或いは、乾燥室内に設けられた加熱手段により加
熱された金属板に近接する通気性ネットコンベア上に茶生葉を投入し、加熱するかして、
茶生葉の殺青処理及び／又は加熱乾燥処理を行う茶生葉加熱乾燥方法において、茶生葉の
殺青処理工程の後に、殺青処理茶葉を切断処理する工程を設けたことを特徴とする上記（
１）記載の茶生葉加熱乾燥方法からなる。
【００２１】
　また、本発明は、（３）装置内に設けられたベルトと加熱ドラムの少なくとも一方を通
気可能な状態とし、該ベルトとドラムの間に投入した茶生葉を加熱手段により加熱するか
、或いは、乾燥室内に設けられた加熱手段により加熱された金属板に近接する通気性ネッ
トコンベア上に茶生葉を投入し、加熱するかして、茶生葉の殺青処理及び加熱乾燥処理を
行う第１の茶生葉加熱乾燥工程；殺青処理及び加熱乾燥処理を行った茶生葉を茶生葉カッ
ターで切断する茶葉切断工程；切断した茶葉を第１の茶生葉加熱乾燥工程と同じ、ベルト
と加熱ドラム或いは金属板と通気性ネットコンベアからなる加熱乾燥処理手段により加熱
乾燥処理を行う第２の茶生葉加熱乾燥工程；により茶生葉の殺青処理及び／又は加熱乾燥
処理を行うことを特徴とする上記（２）記載の茶生葉加熱乾燥方法や、（４）茶葉切断工
程と、第２の茶生葉加熱乾燥工程の間に、茶葉を揉捻ローラーにより揉捻処理を施す茶葉
揉捻処理工程を設けたことを特徴とする上記（３）記載の茶生葉加熱乾燥方法からなる。
【００２２】
　更に、本発明は、（５）装置内に設けられたベルトと加熱ドラムの少なくとも一方を通
気可能な状態とし、該ベルトと加熱ドラムの間に投入した茶生葉を加熱手段により加熱す
るか、或いは、乾燥室内に設けられた加熱手段により加熱された金属板に近接する通気性
ネットコンベア上に茶生葉を投入し、加熱するかして、茶生葉の殺青処理及び加熱乾燥処
理を行う第１の茶生葉加熱乾燥手段；殺青処理及び加熱乾燥処理を行った茶生葉を茶生葉
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カッターで切断する茶葉切断手段；切断した茶葉を第１の茶生葉加熱乾燥手段と同じ、ベ
ルトと加熱ドラム或いは金属板と通気性ネットコンベアからなる加熱乾燥手段により加熱
乾燥処理を行う第２の茶生葉加熱乾燥手段；を設けたことを特徴とする茶生葉加熱乾燥装
置や、（６）茶葉茶葉切断手段と、第２の茶生葉加熱乾燥手段の間に、茶葉を揉捻ローラ
ーにより揉捻処理を施す茶葉揉捻処理手段を設けたことを特徴とする上記（５）記載の茶
生葉加熱乾燥装置からなる。
【発明の効果】
【００２３】
　茶飲料を容易に飲用可能としたティーバッグや、容器詰め飲料製造のための茶原料、或
いは食品添加物としての茶の需要等に対応して、従来の煎茶の製造のように、茶生葉の蒸
熱、揉捻及び加熱乾燥による茶葉の揉捻、乾燥と形状を整えるための多段の工程を経るこ
となく、茶生葉を急速に加熱乾燥し、短時間のうちに乾燥茶葉を製造する乾燥茶葉の迅速
製造方法及び装置において、本発明は、かかる乾燥茶葉の迅速製造方法及び装置における
、急速な乾燥にもかかわらず、乾燥不足や、茶葉の青臭さのような香味の低下或いは色度
低下を来すことなく、液色に優れ、香味良好な、高香味及び高色度の乾燥茶葉を製造でき
る乾燥茶葉の迅速製造方法及び装置を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、特開２０１０－２５９３８７号公報に開示された、本発明の生葉加熱乾
燥装置の基本構造の装置である、装置内に設けられたベルトと加熱ドラムの少なくとも一
方を通気可能な状態とし、該ベルトとドラムの間に投入した茶生葉を加熱手段により加熱
するオールインワン形式の製茶機の基本構造を示す図である。
【図２】図２は、特開２００９－１４２２３５号公報に開示された、本発明の生葉加熱乾
燥装置の基本構造の装置である、乾燥室内に設けられた加熱手段により加熱された金属板
に近接する通気性ネットコンベア上に茶生葉を投入し、加熱する形式の茶生葉加熱処理装
置の基本構造を示す図である。
【図３】図３は、本発明の実施例における、装置内に設けられたベルトと加熱ドラムの少
なくとも一方を通気可能な状態とし、該ベルトとドラムの間に投入した茶生葉を加熱手段
により加熱するオールインワン形式の製茶機に、茶生葉の殺青処理工程の後に、殺青処理
茶葉を切断処理する手段を設けた構造の茶生葉加熱乾燥装置を示す図である。
【図４】図４は、本発明の実施例における、乾燥室内に設けられた加熱手段により加熱さ
れた金属板に近接する通気性ネットコンベア上に茶生葉を投入し、加熱する形式の茶生葉
加熱処理装置において、第１の茶生葉加熱乾燥手段、殺青処理及び加熱乾燥処理を行った
茶生葉を茶生葉カッターで切断する茶葉切断手段、茶葉を揉捻ローラーにより揉捻処理を
施す茶葉揉捻処理手段、及び、第２の茶生葉加熱乾燥手段を設けた構造の茶生葉加熱乾燥
装置を示す図である。
【図５】図５は、本発明の茶葉切断（カット）工程を設けた茶生葉加熱乾燥方法を用いて
製造した容器詰茶飲料について、官能評価試験を行った結果について示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明は、装置内に設けられたベルトと加熱ドラムの少なくとも一方を通気可能な状態
とし、該ベルトとドラムの間に投入した茶生葉を加熱手段により加熱するか、或いは、乾
燥室内に設けられた加熱手段により加熱された金属板に近接する通気性ネットコンベア上
に茶生葉を投入し、加熱するかして、茶生葉の殺青処理及び／又は加熱乾燥処理を行う茶
生葉加熱乾燥方法において、茶生葉の殺青処理工程（或いは手段）の後に、殺青処理茶葉
を切断処理する工程（或いは手段）を設けた茶生葉加熱乾燥方法及び茶生葉加熱乾燥装置
からなる。茶生葉加熱乾燥方法及び茶生葉加熱乾燥装置を以下、図面によって説明する。
【００２６】
　本発明の方法を実施するための第１の実施の形態の装置を、図３に示す。図３に示され
る茶生葉加熱乾燥装置は、装置内に設けられたベルトと加熱ドラムの少なくとも一方を通
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気可能な状態とし、該ベルトとドラムの間に投入した茶生葉を加熱手段により加熱するオ
ールインワン形式の製茶機であり、本発明において茶生葉の殺青処理工程の後に、殺青処
理茶葉を切断処理する手段を設けた点を除いて、基本的構造は、特開２０１０－２５９３
８７号公報に開示されている。該装置は、装置内に設けられたベルトと加熱ドラム（Ｄ１
、Ｄ２）の少なくとも一方を通気可能な状態とし、該ベルトと加熱ドラムの間に投入した
茶生葉を加熱手段により加熱する構造の第１及び第２の２つの茶生葉加熱乾燥手段を有し
、第１の茶生葉加熱乾燥手段の後には、殺青処理及び加熱乾燥処理を行った茶生葉を茶生
葉カッター（Ｃ）で切断する茶葉切断手段が設けられている。
【００２７】
　該装置を用いて茶生葉加熱乾燥を行うには、フィーダーから装置内に設けられたベルト
（図１及び図３ではネットコンベア（Ｘ）が用いられている）と第１加熱ドラム（Ｄ１）
とで構成される第１の茶生葉加熱乾燥手段に、生茶葉を投入し、生茶葉の殺青処理及び加
熱乾燥処理を行う。殺青処理及び加熱乾燥処理を行った茶生葉は、茶生葉カッター（Ｃ）
を装備した茶葉切断手段で切断する。かかる茶生葉カッター（Ｃ）としては、従来、生茶
葉の切断や、荒茶の整形のために用いられている公知の茶葉切断装置を適宜、用いること
ができる（特開平１１－１９６７６８号公報、特開２０００－２３６８１１号公報、特開
２００２－１２５５９２号公報、特開２００４－１９５６４１号公報）。茶葉の切断（カ
ット）のサイズは、特に限定されないが、１０～３０ｍｍの大きさに切断されることが好
ましい。茶葉切断手段によって、切断処理を行った茶葉は、ドラムドライヤー、コンベア
式熱風乾燥機、スチームチューブドライヤー、凍結乾燥機または気流式乾燥機等から選ば
れる茶葉乾燥に適用可能な任意の第２の茶生葉加熱乾燥手段により更に加熱乾燥処理が施
され、乾燥茶葉が製造される。該茶生葉加熱乾燥装置においては、茶生葉カッター（Ｃ）
を装備した茶葉切断手段の後に、茶葉を揉捻ローラーにより揉捻処理を施す茶葉揉捻処理
工程（図示せず）を設けることができる。また、該茶生葉加熱乾燥装置においては、該装
置に投入する茶葉の前処理として、生茶葉を蒸し及び／又は揉み処理する工程を設けて、
生茶葉の殺青を促進することができる。
【００２８】
　本発明の方法を実施するための第２の実施の形態の装置を、図４に示す。図４に示され
る茶生葉加熱乾燥装置は、乾燥室（Ｒ１）内に設けられた加熱手段（Ｈ１）により加熱さ
れた金属板（Ｍ１）に近接する通気性ネットコンベア（Ｘ）上に茶生葉を投入し、加熱し
て、茶生葉の殺青処理及び加熱乾燥処理を行う第１の茶生葉加熱乾燥手段；殺青処理及び
加熱乾燥処理を行った茶生葉を茶生葉カッター（Ｃ）で切断する茶葉切断手段；切断した
茶葉を揉捻ローラー（Ｌ）により揉捻処理を施す茶葉揉捻処理手段；揉捻処理を施した茶
葉を第２乾燥室（Ｒ２）内に設けられた加熱手段（Ｈ２）により加熱された金属板（Ｍ２
）に近接する通気性ネットコンベア（Ｘ）上に投入し、加熱して、更に茶葉の加熱乾燥処
理を行う第２の茶生葉加熱乾燥手段から構成されている。該装置の基本構造は、第１の茶
生葉加熱乾燥手段の後に、殺青処理及び加熱乾燥処理を行った茶生葉を茶生葉カッター（
Ｃ）で切断する茶葉切断手段、及び切断した茶葉を揉捻ローラー（Ｌ）により揉捻処理を
施す茶葉揉捻処理手段を設けた点を除いて、特開２００９－１４２２３５号公報に開示さ
れている。本発明の実施の形態において、図４の装置において、茶葉を揉捻ローラー（Ｌ
）により揉捻処理を施す茶葉揉捻処理手段は、これを適宜省略することができる。また、
図４の装置において、茶葉揉捻処理手段の後に、茶生葉を茶生葉カッター（Ｃ）で切断す
る茶葉切断手段を追加することもできる。
【００２９】
　以下、実施例により本発明をより具体的に説明するが、本発明の技術的範囲はこれらの
例示に限定されるものではない。
【実施例１】
【００３０】
　＜試験方法＞
　［試験１：カット→殺青→揉捻→乾燥；カッターミル・スリット；３０］
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原料茶葉としては、試験当日に摘採した緑茶「やぶきた品種」の生葉を用いた。
（１）茶生葉カット：増幸産業（株）製カッターミルを用いた。茶生葉をカッターミル（
スリット径φ３０ｍｍ）で破断後、直ちに本発明機に投入した。
（２）加熱：カット茶生葉を本発明機に投入後、ネット型ベルトコンベア上で加熱する装
置にて１８０℃、１５０秒間加熱し、殺青処理を行った。
（３）揉捻：加熱後、殺青茶葉がネット型ベルトコンベアから揉捻ローラーに流入し、揉
捻ローラーにより圧搾及び揉みこみを行った。
（４）乾燥：揉捻ローラーから熱風乾燥機に流入した茶葉を１００℃、３０分間乾燥した
。
【００３１】
　［試験２：殺青→カット→揉捻→乾燥；カッターミル・スリット；３０］
原料茶葉としては、試験当日に摘採した緑茶「やぶきた品種」の生葉を用いた。
（１）加熱：茶生葉を本発明機に投入後、ネット型ベルトコンベア上で加熱する装置にて
１８０℃、１５０秒間加熱し、殺青処理を行った。
（２）茶葉カット：殺青後の茶葉を増幸産業（株）製カッターミルを用いて破断した（カ
ッターミル（スリット径φ３０ｍｍ））。破断後、直ちに揉捻ローラーに投入した。
（３）揉捻：殺青及びカット後の茶葉を揉捻ローラーに投入し、揉捻ローラーにより圧搾
及び揉みこみを行った。
（４）乾燥：揉捻ローラーから粗揉機型巻き上げ式熱風乾燥機に流入した茶葉を１００℃
、３０分間乾燥した。
【００３２】
　［試験３：カット→殺青→揉捻→乾燥；カッターミル・スリット；１２］
原料茶葉としては、試験当日に摘採した緑茶「やぶきた品種」の生葉を用いた。
（１）茶生葉カット：増幸産業（株）製カッターミルを用いた。茶生葉をカッターミル（
スリット径φ１２ｍｍ）で破断後、直ちに本発明機に投入した。
（２）加熱：カット茶生葉を本発明機に投入後、ネット型ベルトコンベア上で加熱する装
置にて１８０℃、１５０秒間加熱し、殺青処理を行った。
（３）揉捻：加熱後、殺青茶葉がネット型ベルトコンベアから揉捻ローラーに流入し、揉
捻ローラーにより圧搾及び揉みこみを行った。
（４）乾燥：揉捻ローラーから粗揉機型巻き上げ式熱風乾燥機に流入した茶葉を１００℃
、３０分間乾燥した。
【００３３】
　［試験４：殺青→カット→揉捻→乾燥；カッターミル・スリット；１２］
原料茶葉としては、試験当日に摘採した緑茶「やぶきた品種」の生葉を用いた。
（１）加熱：茶生葉を本発明機に投入後、ネット型ベルトコンベア上で加熱する装置にて
１８０℃、１５０秒間加熱し、殺青処理を行った。
（２）茶葉カット：殺青後の茶葉を増幸産業（株）製カッターミルを用いて破断した（カ
ッターミル（スリット径φ１２ｍｍ））。破断後、直ちに揉捻ローラーに投入した。
（３）揉捻：殺青及びカット後の茶葉を揉捻ローラーに投入し、揉捻ローラーにより圧搾
及び揉みこみを行った。
（４）乾燥：揉捻ローラーから粗揉機型巻き上げ式熱風乾燥機に流入した茶葉を１００℃
、３０分間乾燥した。
【００３４】
　［試験５：カットなし；殺青→揉捻→乾燥］
原料茶葉としては、試験当日に摘採した緑茶「やぶきた品種」の生葉を用いた。
（１）加熱：茶生葉を本発明機に投入後、ネット型ベルトコンベア上で加熱する装置にて
１８０℃、１５０秒間加熱し、殺青処理を行った。
（３）揉捻：加熱後、殺青茶葉がネット型ベルトコンベアから揉捻ローラーに流入し、揉
捻ローラーにより圧搾及び揉みこみを行った。
（４）乾燥：揉捻ローラーから粗揉機型巻き上げ式熱風乾燥機に流入した茶葉を１００℃



(10) JP 2013-111062 A 2013.6.10

10

20

30

40

50

、３０分間乾燥した。
【００３５】
　［試験６：揉捻なし；殺青→カット→乾燥；カッターミル・スリット；３０］
原料茶葉としては、試験当日に摘採した緑茶「やぶきた品種」の生葉を用いた。
（１）加熱：茶生葉を本発明機に投入後、ネット型ベルトコンベア上で加熱する装置にて
１８０℃、１５０秒間加熱し、殺青処理を行った。
（２）茶葉カット：殺青後の茶葉を増幸産業（株）製カッターミルを用いて破断した（カ
ッターミル（スリット径φ３０ｍｍ））。破断後、直ちに乾燥機に投入した。
（３）乾燥：粗揉機型巻き上げ式熱風乾燥機に流入した茶葉を１００℃、３０分間乾燥し
た。
【００３６】
　［試験７：殺青→揉捻→カット→乾燥；カッターミル・スリット；３０］
原料茶葉としては、試験当日に摘採した緑茶「やぶきた品種」の生葉を用いた。
（１）加熱：茶生葉を本発明機に投入後、ネット型ベルトコンベア上で加熱する装置にて
１８０℃、１５０秒間加熱し、殺青処理を行った。
（２）揉捻：殺青後の茶葉を揉捻ローラーに投入し、揉捻ローラーにより圧搾及び揉みこ
みを行った。
（３）茶葉カット：殺青後及び揉捻後の茶葉を増幸産業（株）製カッターミルを用いて破
断した（カッターミル（スリット径φ３０ｍｍ））。破断後、直ちに乾燥機に流入させた
。
（４）乾燥：　揉捻ローラーを通過し、カット後に粗揉機型巻き上げ式熱風乾燥機に流入
した茶葉を１００℃、３０分間乾燥した。
【００３７】
　＜結果＞
茶生葉カッター処理が茶葉の乾燥に与える影響を調べるために、茶葉の最終の含水率を測
定した結果を表１に示す。表１に示すように、茶生葉の殺青前後に関わらず、茶葉をカッ
トするほうが(試験区１～４，６，７)、カットしない場合（試験区５）に比較して、明ら
かな乾燥効率の向上が確認された。この傾向は茶生葉の加熱処理のタイミングおよび揉捻
ローラーの有無およびそのタイミングによらないことが明らかとなった。これにより、加
熱装置による殺青処理の前または後に茶をカットすることで、より短い乾燥時間で適切に
乾燥された茶葉を製造できることが判明した。
【００３８】
【表１】

【実施例２】
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【００３９】
　＜容器詰茶飲料の製造と官能評価試験＞
実施例１で得られた茶葉を使用し、パイロットプラントにおいて容器詰緑茶飲料（スチー
ル缶飲料とＰＥＴ飲料）を通常の方法（「最新・ソフトドリンクス」ｐ４８７－ｐ４９５
参照（平成１５年発行；（株）光琳））により製造した。尚、容器詰緑茶飲料はそれぞれ
のサンプルでタンニン値を合わせて調合した。尚、タンニン値は酒石酸鉄試薬を利用した
比色定量法で測定した。尚、缶飲料ではレトルト殺菌、ＰＥＴ飲料ではＵＨＴ殺菌を実施
した。製造した緑茶抽出液のＢｒｉｘ値を測定することで、抽出効率を測定すると共に、
液色を色差計によりａ値とｂ値を測定し、それぞれの項目についてコントロールと比較し
た。なお、緑茶飲料の色度のコントロールとして、通常の方法で得られた茶葉より抽出し
た容器詰緑茶飲料を用いた。
【００４０】
　＜結果＞
結果を、表２および図６に示す。尚、図中の数字は実施例１で製茶を行った試験区に相当
するものとする。
【００４１】
　（１）抽出効率に関して：表２に示すように、本願の製茶法で製茶した場合、揉捻ロー
ラーを使用しなかったとき以外の条件において、通常の製茶と比較して、より抽出効率が
よくなることが判明した。茶葉を揉捻ローラーにかけずに製茶した場合(試験区６)、揉捻
ローラーをかけたとき(試験区１～５，７)と比較して、抽出効率が大きく低下することが
判明した。よって、揉捻ローラーをかけることで、より効率よく成分を抽出できる茶葉を
製造できることが明らかとなった。
【００４２】
　（２）容器詰飲料の液色に関して：図５に示すように、茶葉をカットせずに製茶をする
と、Ｃｔｒｌと比較して、ａ値もｂ値も大きく異なった値を示す（試験区５を参照）。ま
た、殺青処理を行う前に茶葉をカットした場合、カットしなかったときと比較して、更に
ａ値もｂ値も大きな値となる（試験区１および３を参照）。これは茶葉をカットすること
によって萎凋（発酵）が進んでしまったことによるものと考えられる。その一方で、殺青
後にカットした茶葉を使用した場合、カットしなかったときと比較して、試験区２を除き
、ａ値もｂ値も明らかにＣｔｒｌに近い値を示す（試験区４，６，７を参照）。すなわち
、殺青処理後に茶葉をカットすることにより、緑茶として良好な液色となる茶葉を製造で
きることが判明した。
【００４３】
【表２】
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【実施例３】
【００４４】
　実施例１で得られた茶葉を使用し、実施例２と同様の方法により、パイロットプラント
において容器詰緑茶飲料を製造し、抽出効率を測定すると共に、液色を色彩色度計により
ａ値とｂ値を測定し、それぞれの項目についてコントロールと比較した。なお、緑茶飲料
の色度のコントロールとして、通常の方法で得られた茶葉より抽出した容器詰緑茶飲料を
用いた。
【００４５】
　＜容器詰茶飲料の製造と官能評価試験＞
実施例１で得られた茶葉を使用し、実施例２と同様の方法により、パイロットプラントに
おいて容器詰緑茶飲料を製造し、官能評価により、製造された緑茶の評価を行った。
【００４６】
　＜評価方法＞
（１）官能評価は香味に敏感なパネリスト１０名を選定し実施した。
（２）容器詰飲料を作成ののち、スチール缶の場合はレトルト殺菌を、ＰＥＴボトルの場
合はＵＨＴ殺菌を行い、１週間２０℃で保管した後に官能評価した。
（３）官能評価基準：
「香気」：１～５点の５段階評価とした。評価基準は１点：明らかに足りない；５点：十
分ある、とした。
「呈味の濃さ」：１～５点の５段階評価とした。評価基準は１点：明らかに足りない；５
点：十分ある、とした。
「萎凋香の強さ」：１～５点の５段階評価とした。評価基準は１点：萎凋香がかなり感じ
られる；５点：萎凋香が感じられない、とした。
【００４７】
　＜結果＞
結果を、表３に示す。
【００４８】
　（１）茶生葉カッター処理およびそのタイミングが茶飲料の香味に与える影響：
表３に示すように、官能評価を行った結果、試験区１または試験区３で得られた茶葉は萎
凋香がかなり感じられることが明らかとなったが、試験区２または試験区４の茶葉から抽
出した浸出液には萎凋香が感じられなかった。これは加熱装置によって酸化酵素を失活さ
せる前に茶葉をカットしたことによって萎凋（発酵）が進んでしまったことによるものと
考えられる。また、加熱処理後に茶生葉カッター処理を行った試験区２，４の茶葉は、カ
ッターを用いない試験区５と比較しても、香味に大きな影響を与えなかった。これより、
加熱装置による殺青処理後に茶葉をカットすることで不快な萎凋（発酵）香のなく、緑茶
として十分な香味を兼ね備えた飲料となるような茶葉を製造できることが判明した。実施
例１と同様に１０人で官能評価を行った結果、明らかに試験区２または試験区４の茶葉を
使用した容器詰飲料（スチール缶飲料とＰＥＴ飲料）が試験区１または試験区３で得られ
た茶葉の場合よりも萎凋香が少ないことを確認した。
【００４９】
　（２）揉捻ローラー処理およびそのタイミングが茶飲料の香味に与える影響：
表３に示すように、官能評価を行った結果、揉捻ローラーを使用しない茶葉（試験区６）
および揉捻ローラー処理のタイミングを変えて製造した茶葉（試験区２および７）を使用
した容器詰飲料（スチール缶飲料とＰＥＴ飲料）において、いずれの試験区でも香味、呈
味に大きな影響はなく、緑茶として十分な香味を兼ね備えた飲料となるような茶葉を製造
できることが判明した。これより、加熱装置によって殺青された茶葉を揉捻ローラーに通
すことで、より抽出効率のよい茶葉を作成できるのと同時に、加熱装置による殺青のあと
にカットすることで緑茶として良好な香味を持つ茶葉を製造できることが判明した。
【００５０】
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【表３】

【産業上の利用可能性】
【００５１】
　本発明は、茶飲料を容易に飲用可能としたティーバッグや、容器詰め飲料製造のための
茶原料、或いは食品添加物としての茶の需要等に対応して、従来の煎茶の製造のような多
段の工程を経ることなく、茶生葉を急速に加熱乾燥し、かかる急速な乾燥にもかかわらず
、乾燥不足や、茶葉の青臭さのような香味の低下或いは色度低下を来すことなく、液色に
優れ、香味良好な、高香味及び高色度の乾燥茶葉を製造できる乾燥茶葉の迅速製造方法及
び装置を提供する。
【符号の説明】
【００５２】
Ｃ　　　　茶生葉カッター
Ｄ１　　　第１加熱ドラム
Ｄ２　　　第２加熱ドラム
Ｈ１，Ｈ２　　　加熱手段
Ｍ１，Ｍ２　　　加熱金属板
Ｌ　　　揉捻ローラー；
Ｒ１　　　第１乾燥室
Ｒ２　　　第２乾燥室
Ｘ　　　ネットコンベア
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