
1.お茶の輸出の歴史	 

	 1610 年、オランダの東インド会社が、平戸からヨーロッパに日本茶を輸出したのが、日本最初の輸出

である。黒船来航後、各国と修好通商条約を結び、1859 年安政 6 年、重要な輸出品として 181 トンが輸

出されていた。1882(明治 15)年には生産量の実に 82 が輸出されていた。以後、重要な輸出品として我が

国の産業形成に寄与することとなり茶は生糸と並ぶ重要な輸出品目となっていた。その主な輸出先は米国

であった。[1]	 

	 当時、外国と貿易できる港開港場は全国で五港のみであり、明治元年にはこのうちお茶を取り扱うこと

ができるのは横浜、神戸、長崎の三港と決められた。静岡からお茶を海外に輸出するには横浜港に運ばな

くてはならなかった。また、「輸出」といっても、実際には「外商」といわれる海外の貿易商社が進出し

て輸出を担っていたため、生産側からすると、外商へお茶を販売しているに過ぎず、産地の仲買業者や問

屋も商社に売り渡すと不利な取引を強いられたり、目先の利益ために粗悪なお茶を出荷して信頼を落とし

たりすることもあり価格が安定しなかった。加えて、横浜港への輸送コストも負担が大きく、産地へもた

らされる利益は僅かなものであった。こうした背景から、静岡の茶業関係者の間で「直輸出」への機運が

高まった。	 

	 「直輸出」で海外と直接取引きできれば中間段階の費用を軽減できるだけでなく、外商に不利な取引を

強いられることもなく、また海外市場のニーズに応じた生産も可能になり、有利な取引が期待できると考

えられた。	 

	 静岡県内でも茶の輸出は「横浜港への移出」という形で、県内の様々な産地が最寄りの港から行ってい

た。茶の移出港としては沼津、清水、焼津、相良、福田、川崎牧之原市、地頭方等があった。このような

現状を打破すべく、茶産地・静岡でも「直輸出」への動きが活発化する。その中心舞台となるのが清水港

であった。	 

そして産地が横浜などの開港上を通さず産地直近の港から直接海外へ搬出する、いわば物理的な直輸出

を行うという意味での「直輸出」の大きな引き金となるのが明治 22 年の東海道線の全線開通である。こ

れにより、静岡市中に集められた茶の横浜への輸送はもっぱら鉄道によるものとなり、清水港の海運業は

急速な衰退を余儀なくされていったのである。	 

そこで明治 24 年に「特別貿易港」指定への請願書を提出する。「もし、清水港から直接輸出できるな

らコストも低減でき輸出が促進される。県内の製茶業の発展、そのことは日本の利益にもなる」。明治維

新以降、積極的な殖産興業策により近代化を推し進めようとする政府に熱く語り掛けた。	 

明治 29 年には、国会、政府へと働きかけ、「開港外貿易港」の指定を獲得した。さらに、3年後の明

治 32 年、清水港は全国 22 港の一つとして外国貿易の開港場に指定され、直輸出実現に向けて大きな一歩

を踏み出した。	 

	 しかし、開港後、一向に清水港に日本茶輸出のための船舶が入港することはなかった。問題となったの

は「茶の再製」である。当時、日本茶は「再製」という工程を経てはじめて輸出されたが、その再製工場

が産地・静岡、清水港になかったため、依然として横浜港から輸出されていた。	 

そして産地からの直輸出実現への最後の大きな扉は、静岡県茶業組合連合会議所の海野孝三郎らによっ

て開けられる。海野は静岡市に静岡製茶再製所を創設、さらに日本郵船と約十年に及ぶ根強い交渉の末、

外国航路が開けることになる。	 

かくして 1906 年明治 39 年 5 月 13 日午前 9 時、日本郵船の神奈川丸が清水港に入港する。ここから大

きく変化し明治 41 年には神戸港を、明治 42 年には横浜港を抜いて、清水港が日本一の座につく。大正 6

年には全国茶輸出高の 77 パーセントを占め、名実共に日本一の日本茶輸出港となった。[2]	 

	 	 

〈お茶の輸出の低迷期〉	 

	 19 世紀末からは、米国においても英国に遅れて、紅茶の消費が徐々に増え、ついに 1910 年代には輸入

量が緑茶を上回るに至った。日本茶の輸出も 1891 年の 2.4 万トンのピークの後、長期低迷の時期に入っ

た 1917 年 3.0 万トンは第次世界大戦に伴う特需。日本緑茶とインド・セイロン紅茶とでは、後者の大規

模製茶機械加工、冬場まで茶葉を摘める有利性、使用する低賃金クーリー労働力といった生産性格差、粗

製茶により日本茶の信用の低下、何より当時の流通技術では品質保持が紅茶に有利という点から日本緑茶



は低迷を続けた。また絹織物、綿糸、綿織物のシェア上昇によってお茶の輸出に頼らなくてもよくなった

ということが理由として挙げられている。[3]	 

しかしその後、年々増加し 2005 年には 1000t 台、2010 年には 2000t 台までになった。輸出が増えた理由

としては日本茶の品質の高さや機能性が評価されたことが挙げられる。しかし、品質は優れていても中国

茶などと比べると高価であること、国内の輸出茶生産体制、各国の輸入条件に合った輸出体制等が整備し

きれていないことなどが問題として挙げられさらに輸出を増やしていくにはこの点を解決する必要があ

る。[4]	 
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2.緑茶の魅力・可能性	 

	 近年、茶の輸出は増加傾向にありグラフ 1参照、日本の茶が世界で注目されている。図を参考に分析
してみると各国によってそれぞれ強み弱みがあるがその点も踏まえたうえでのみ下降傾向にあるがそれ以

外の国々では今後の茶の輸出、日本の茶の可能性は大きくみられる。	 
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図 1 農林水産省	 茶の輸出戦略	 平成 25 年版より引用	 
	 その中でも緑茶に関しては様々な健康的要素などが世界で注目されつつある。1 つ例に挙げてみると全
国展開しているチェーン店スターバックスコーヒーではこの日本の茶の効果に注目しティーバナお茶販売

店を買収し煎茶や玉露などを提供している。このように近年世界全体で健康志向の食生活、健康食品など

に注目があるため日本の茶における効果にも大きな期待がかけられている。この日本の茶の需要を日本の

観光復興に繋げることでただ日本から輸出された・日本から輸入したお茶ではなく実際に日本を訪れても

らうきかっけとなり、そして様々な茶を楽しむことによって日本の茶の良さを知ってもらいたいと考え

た。そのためには様々なおもてなしが必要となる。	 

	 また、緑茶には様々な効能がある。いくつか挙げてみると、緑茶には老化防腐剤が含まれており、飲む

だけでお肌の老化を防ぎ若々しさを保つことがで切ることに加えて、アンチエイジング効果によってお肌

の中のコラーゲンが内的要因、外的要因に破壊されるのを防ぐことができる。そして、多くのタイプのが

んの予防になり、動脈硬化や糖尿病、脳卒中などの病気予防にも効果がある。他にも、血糖値を下げる作

用や体内に善玉コレステロールを増やす効果があったり、うがいをするとインフルエンザ予防になった

り、ストレス解消、二日酔い防止、眠気覚まし、成人病予防になったりする効能がある。	 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

3.ターゲットに向けた提供	 
	 日本一最も新しく、広大な茶畑を持つ牧之原台地周辺の観光提案。	 
（1）お茶に関する観光地	 

①ファミリー層向けお茶×体験	 

「グリンピア牧之原」…お茶摘み体験、お茶の工場見学、お茶料理	 

	 
写真引用元:http://grinpia.com/c_2.html	 
広大な茶畑の中にある無料で見学可能のお茶の総合一貫工場。お茶の冷蔵庫、加工から袋詰め、焙じ茶

工場などを見学通路から見学することが可能。出来上がったお茶は直売所にて購入可能になっている。近

くにある築 140 年の牧之原開拓農家の住まいを再利用した「味処丸尾原」では、料理長が趣向を凝らした

お茶づくしの料理が楽しめる。	 

また、月下旬から 10 月上旬にかけて手ごろな金額で茶園にてお茶摘み体験を実施している。女性向けに

茶娘衣装のレンタルを実施しており、ファミリー層だけではなく若い女性でも楽しめる場所になってい

る。	 

	 	 

(2)お茶に関する観光提案	 

①昼ファミリー層・夕方は大人向け茶畑×大井川鉄道観光列車	 

	 
写真引用元:http://oigawa-railway.co.jp	 
大井川鉄道の沿線では茶畑を車窓から眺めることが出来るため「SL で行く川根お茶街道」と言うイベ

ント開催された。それを元にした車窓から茶畑を眺める観光列車の提案。	 

昼間は大井川鉄道の目玉であるトーマスとお茶をコラボさせ、トーマスをイメージしたお茶料理や、茶

葉の販売。トーマスによる茶畑の解説など車内でトーマスの世界観をファミリー層に楽しんでもらう。夕

方は大人向けの SL 車内にて「喫茶養生記」に記されている二日酔い予防に聞くお茶と供に気軽にお酒を

飲める列車を提供。静岡のたたみいわしや富士宮やきそばなどの郷土料理や B 級グルメとお茶を使ったご

膳などの料理や、お茶を漬け込んだお酒などの提供しレトロな雰囲気を生かした場所で、居酒屋感覚で気

軽に楽しんでも貰う。	 

②抹茶×東海道五十三次宿場町スタンプラリー	 

	 江戸時代静岡県内に宿場町が 22 箇所あったことからそれにちなんだスタンプラリーの提案。地域の喫

茶店や飲食店にスタンプを設置。宿場町をイメージし、各店ごとに抹茶を使ったフレーバーティーや軽食

等提供しスタンプを集めた個数により特産品と交換できるようにする。	 

	 	 

(3)その他の魅力的な観光地	 



・キウイフルーツカントリー…日本最大のキウイフルーツ農園	 

・掛川城…室町時代に築造された城	 

・資生堂アートハウス…化粧品の歴史や販売	 

	 	 

(4)抹茶のお土産	 

①静岡抹茶スイーツななや	 

	 
写真引用元:http://nanaya-matcha.com/	 
濃い抹茶ジェラートで有名な「ななや」のお土産。紅茶や抹茶などのお茶を使い香料などを使わず薫り

高く仕上げたチョコレートや藤枝産の抹茶と大納言小豆をたっぷり使用したロールケーキのお土産があ

る。	 

	 	 
(5)抹茶のお土産	 

・カクゼン桑名屋「の字」	 

・牧之原のお茶	 

・常磐木羊羹店「彩り最中彩姫」	 

	 
（6）お茶フェス	 	 

	 毎年 6 月に掛川市で行われているフェスティバル。地域産業の活性化を目指して始まった。地元企業 11
社が出展し美味しいお茶を選んでもらうコンテストや、吹奏楽部の演奏ファッションショーなどがある。	 

	 
（7）抹茶パーク	 	 

・ターゲット全対象	 

	 魅力的な観光地にするためにお茶をキーにしたテーマパークを提案。コンセプトは「お茶のワンダーラ

ンド」お茶といえば茶道、静岡のお茶が発展した明治時代、そしてお茶のこれからをイメージした 2つエ

リアで構成される。	 

・体験	 

茶摘み、おいしいお茶の入れ方講習等地元の方の協力	 

・茶室体験…湖に浮かぶ堅苦しいお茶室ではなく気軽にお茶を飲める場所	 

・スウィーツ販売	 	 

オリジナル商品としてビッグサイズの抹茶プリン、抹茶パフェ等	 

世界で一番濃い抹茶ジェラート店ななや	 出店	 

・癒しスペース	 	 

ほうじ茶の香りの部屋リラックス効果	 

冬には温かいほうじ茶を提供、夏には冷たいほうじ茶を提供	 美肌効果	 安眠効果	 

・静岡茶旅スペース	 

静岡の茶の名産地いくつかに小さなスペースをつくりお茶の販売、またそこで人気のお土産などの販売	 

利き茶も行う	 地域活性化・認知度アップ	 

・遊ぶスペース茶道をイメージ	 

茶器のコーヒーカップ…茶道で用いられる器を使用した乗り物	 

小道の迷路…茶室に向かう小道と茶室をイメージした宝探しをする迷路。タブレットを使い迷路を歩き

QR コードを読み込むことにより茶道の道具を持ったキャラクターを集めることが出来る。ゴールした

回収率によりカードを貰え、全部集めるとトランプができる。	 

茶室を生かしたお化け屋敷…古めかしい日本建築から出そうな雰囲気をかもし出す	 

オチャマウンテン…スプラッシマウンテンのお茶バージョン・中でおいしいお茶の入れ方を教える	 

茶筅の回転ブランコ…茶筅を逆さまにしてモチーフにした回転ブランコ	 

	 ・明治時代をイメージしたエリア	 

ショコラ伯爵の館をイメージした抹茶の洋館…ハウステンボス内にある施設を抹茶風にアレンジした

館	 

お茶の噴水	 



明治時代の洋館をイメージした喫茶店…世界観にはまれるようにする	 

・お茶のこれからをイメージしたエリア	 

海外の抹茶とカフェ文化を融合したカフェ…オーストラリアのカフェを再現	 

・宿泊施設	 

温泉お茶の湯・茶を使った食事・茶を使った洗剤、美容用品提供	 

	 日本人は外国人に比べ民宿よりもテーマパークなど世界観が完成させられた宿泊施設を好むため抹茶パ

ークに隣接する。テーマパークにあわせルームを作り、宿泊者に向けた抹茶料理や茶道体験、お茶の香り

のアロマなど地域の名産品にと混ぜ提供する。	 

外国人旅行者は長期滞在する傾向にあるため、ホテルの豪華な食事に飽きるという結果があるため、郷

土料理と抹茶料理を組み合わせた料理を提供。	 

	 

さいごに	 
今までターゲットとしてとりあげてきた家族に対しては今ある静岡の有名な観光地ではなく静岡の本当の

良さを実感してもらいフルシーズン楽しめる新鮮なプランを提供することにまた、静岡近郊や関東圏から

はアクセスしやすいなどの点から多くのリピータ―を確保する。次に若年層女子においては映えする体験

やスウィーツなどの提供、また茶の健康的スウィーツ、食事、低コストで旅行することができるという点

で多くの若年層女子の心をつかむことが目標。	 

最後に外国人においては 2020 年の東京オリンピックにおける日本の外国人観光客増加をきっかけに日本

の魅力の一つとして茶の宣伝、この茶をきっかけに日本を訪れたいと思うようなプランを提供。施設や体

験も不自由がないように地元の大学生などのボランティアによる国際交流も兼ねたコミュニケーションを

とる場を作り上げる。日本らしさを大切にし、実際に体験できる思い出に残るそのような旅を提供。旅行

者の拡散。	 

また、このような観光客増加の見込みと共に地域の宝である「茶」の見直し、また静岡の「茶」のブラン

ド化を行い静岡の知名度高め、地域のコミュニティー構築による地域活性化を見込むことができる。	 
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http://www.ochanomachi-shizuokashi.jp/stories/story03/	 

● 図録	 お茶の生産消費・輸出入の長期推移	 	 	 

http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/0470.html	 

● 大井川鉄道	 	 

http://oigawa-railway.co.jp/wayside	 

	 


