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トリクロロ酢酸	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%8
2%AF%E3%83%AD%E3%83%AD%E9%85%A2%E9%85%B8	
	
トリクロロ酢酸（トリクロロさくさん、trichloroacetic	acid,	TCA）は、酢酸のメチル基の3
つの⽔素原⼦を塩素原⼦に置換したカルボン酸である。	
	

ブロモジクロロメタン	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%A2%
E3%82%B8%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%83%A1%E
3%82%BF%E3%83%B3	
ブロモジクロロメタン	(Bromodichloromethane)は、CHBrCl	2	の式で表される	トリハロメ
タン	である。	

かつては	難燃剤	や	脂質	、	ろう	の	溶剤	として利⽤されていた。現在では、	化学⼯業	の試薬
や中間体としてのみ利⽤されている。	

	

ブロモホルム	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AD%E3
%83%A2%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%A0	
	
ブロモホルム		(Bromoform)	とは、	化学式	CHBr	3	の	有機化合物	である。	トリハロメタン	の
⼀種である。	IUPAC名	は	トリブロモメタン	(Tribromomethane)	である。	
	

ホルムアルデヒド	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%A0%E3%82%A2%E3
%83%AB%E3%83%87%E3%83%92%E3%83%89	
ホルムアルデヒド	（formaldehyde）	は	有機化合物	の⼀種で、最も簡単な	アルデヒド	。毒性は強い。
酸化メチレンとも。	IUPAC命名法	で	メタナール	（methanal）	と表される。本物質の⽔溶液は	ホルマ
リン	。	フェノール樹脂	、	メラミン樹脂	、	尿素樹脂	などの原料としても広く⽤いられる。	建築基準法	に
制限値があるなど、規制対象でもある。	
		

亜鉛及びその化合物	
http://www.env.go.jp/press/102836.html	
亜鉛については、⽔⽣⽣物の保全の観点から平成15年11⽉に設定された環境基準の維持・達成を図る
ため、⽔質汚濁防⽌法による亜鉛含有量に係る⼀般排⽔基準が平成18年12⽉11⽇より強化（５mg/L
から２mg/L）されました。この際、この基準に直ちに対応することが困難な10業種については、５
年間の期限で暫定排⽔基準が設定され、平成23年12⽉の⾒直しを経て、現在３業種についての暫定
排⽔基準が設定されています。	
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アルミニウム及びその化合物	
https://www.env.go.jp/water/law/qa_hs.html	
Ｑ３	 有害物質と指定物質はどのようなものがあるのですか。	
Ａ３	 有害物質は、カドミウムなどの⼈の健康に被害を⽣ずるおそれがある物質として２８種類あり
ます（表１）。	
指定物質は、有害物質や油を除き、公共⽤⽔域に多量に排出されることにより⼈の健康や⽣活環境に

被害を⽣ずるおそれがある物質として５６種類あります（表２）。	

44	 アルミニウム及びその化合物	

		

鉄及びその化合物	
http://www.hokukanken.jp/topics/prtw/potw06.html	
⽔質検査項⽬には全く検出されてはいけないもの、数値が⾼いと健康上⽀障のあるもの、⽣活への影

響が⼤きいもの、そして値の⼤きな変動により⽔質の異常を判断するものなどがあり、それぞれ互い

に関係づけながら、総合的に⽔質を判断します。	
検査の結果が「不適合」の場合どのような検査項⽬で不適合になっているかに注意し改善するよう検

討する必要があります。検査機関や保健所などと⼗分相談することが必要です。	
では、これらの各項⽬について少し学んでみましょう。	

鉄	及
びそ

の化

合物	

0.3
㎎/l
以下	

地質による影響と配管

等の腐蝕、⼯場排⽔の

混⼊による汚染の疑い

を⽰す。	

衛⽣上の有毒性よりも洗濯のとき⾐

類を⾚くする、お茶の味を悪くす

る、という観点から基準値を定めて

いる。（⾚⽔障害）	

除鉄装置

取付、浄

⽔器取付	

		

銅及びその化合物	
https://www.env.go.jp/chemi/report/h27-01/profile/pf1-10.pdf	
２.曝露評価	化管法に基づく平成	24	年度の環境中への総排出量は約	204	t	となり、そのうち届出排出
量は約	136	t	で全体の	67%であった。届出排出量の排出先は公共⽤⽔域への排出量が多い。このほ
か、移動量は廃	棄物へ約	967	t、下⽔道へ約	4.8	t	であった。届出排出量の多い業種は、⼤気では⾮
鉄⾦属製造業、⾦属	製品製造業であり、公共⽤⽔域では下⽔道業、化学⼯業、⾮鉄⾦属製造業で
あった。届出外排出量を	含めた環境中への排出は⽔域が最も多かった。銅及びその化合物の化学形
態は環境中で様々に変化す	るため、媒体別分配割合の予測を⾏うことは適切ではない。したがっ
て、銅及びその化合物の媒体別	分配割合の予測は⾏わなかった。	
		

ナトリウム及びその化合物	
http://www.tyuubi.or.jp/water/jyosui/pg245.html	
ナトリウム及びその化合物	

● （基準値：ナトリウムの量に関して、200㎎/l以下）	

	 広く⾃然⽔中に存在します。⾬⽔や地殻にも含まれていますが、⼯場排⽔、⽣活排⽔、海⽔等の混
⼊、塩素処理等の⽔処理により増加することがあります。	
	 ⼀般的に、地下⽔は表流⽔に⽐べて濃度が⾼いようです。⾼濃度に含まれると塩⾟さを与え味覚を
損なう原因となります。	
	
	
		

https://www.env.go.jp/water/law/qa_hs.html
http://www.hokukanken.jp/topics/prtw/potw06.html
https://www.env.go.jp/chemi/report/h27-01/profile/pf1-10.pdf
http://www.tyuubi.or.jp/water/jyosui/pg245.html


マンガン及びその化合物	
http://www.tyuubi.or.jp/water/jyosui/pg245.html	
マンガン及びその化合物	

● （基準値：マンガンの量に関して、0.05mg/l以下）	
● （⽬標値：マンガンの量に関して、0.01mg/l以下）	

	 地質から溶けたものや、鉱⼭排⽔、⼯場排⽔の混⼊によって河川等で検出されることがあります。
消毒⽤の塩素により徐々に酸化されて⼆酸化マンガンになり⽔道管の内壁に付着し、管内流速の変化

等により剥離して⿊い⽔の原因になることがあります。多量に⻑期間摂取すると慢性中毒として不

眠、感情障害等、急性中毒として神経症状、全⾝けん怠感等の症状があらわれます。	
		

塩化物イオン	
https://kotobank.jp/word/%E5%A1%A9%E5%8C%96%E7%89%A9%E3%82%A4%E3%
82%AA%E3%83%B3-215480	
塩素原⼦が電⼦⼀個を得てできる陰イオン。Cl	-		で表す。塩素イオン。	
		

カルシウム、マグネシウム等	(硬度)	
https://www.fsc.go.jp/iken-bosyu/iken-kekka/kekka.data/seiryou_hardness_290301.pdf	
⽔道法	：⽔質基準値＊＊	カルシウム、マグネシウム等（硬度）：300	mg/L	以下	味：異常でないこと	
臭気：異常でないこと	⾊度1）[5]：5	度以下	濁度2）[6]：2	度以下	：⽔質管理⽬標値＊	カルシウム、
マグネシウム等（硬度）：10	mg/L	以上	100	mg/L	以下	
⾷品衛⽣法	：清涼飲料⽔の成分規格（ミネラルウォーター類3）[7]（殺菌・除菌	有））	味：異常で
ないこと	臭気：異常でないこと	⾊度：5	度以下	濁度：2	度以下	：清涼飲料⽔の製造基準（「ミネラ
ルウォーター類、冷凍果実飲料4）	及び原料⽤果汁以外の清涼飲料⽔」の原料としてミネラルウォー	
ター類を⽤いる場合）	カルシウム、マグネシウム等（硬度）：300	mg	/	L	以下	（厚⽣労働省	2014b
、厚⽣労働省	2003d＊、厚⽣労働省	2015a＊＊）[8-10]	
		

蒸発残留物	
http://www.crc-group.co.jp/esc/hanashi/mizu-06.html	

蒸発残留物	 	

	 	

		 	 蒸発残留物とは、⽔の中に浮遊したり溶
解したりして含まれているもので、蒸発乾

固したときに残渣として得られたものをい

います。総量はmg/Lで表します。	

	 	

	 	 	 	

		

陰イオン界⾯活性剤	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B0%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E7
%95%8C%E9%9D%A2%E6%B4%BB%E6%80%A7%E5%89%A4	
陰イオン界⾯活性剤(いんイオンかいめんかっせいざい、	Anionic	surfactant	）または、アニオン界⾯
活性剤は、	陰イオン	性の親⽔基を持つ	界⾯活性剤	。	
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%8C%E9%9D%A2%E6%B4%BB%E6%80%A7%E5%89%A4


		

ジェオスミン	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%83%9F%E3
%83%B3	
ゲオスミン	(geosmin)	は	⾬	が降ったあとの地⾯の	匂い	を持つ	有機化合物	の⼀種で、	デカリン	誘導体の
アルコール	。ジェオスミンとも呼ばれる。	光学異性体	が存在し、天然のものは	(−)	体である。	IUPAC
名	は	(4	S	,4a	S	,8a	R	)-4,8a-ジメチル-1,2,3,4,5,6,7,8-オクタヒドロナフタレン-4a-オール	
(4	S	,4a	S	,8a	R	)-4,8a-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydronaphthalen-4a-ol	である。	
		

2-メチルイソボルネオール	
https://ja.wikipedia.org/wiki/2-%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%A4%
E3%82%BD%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%82%AA%E3%83%BC%E3
%83%AB	
2-メチルイソボルネオール	(	英	:	2-Methylisoborneol,	2-MIB)	は、	藍藻類	が⽣成する	化学物質	のひと
つ。	ボルネオール	のexo異性体イソボルネオールの⼆位に	メチル基	が付いた化合物である。	
		

⾮イオン界⾯活性剤	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E
7%95%8C%E9%9D%A2%E6%B4%BB%E6%80%A7%E5%89%A4	
⾮イオン界⾯活性剤（ひイオンかいめんかっせいざい、Non-ionic	surfactant）は⽔に溶けても	イオン
性を⽰さないが、界⾯活性を呈する	界⾯活性剤	。	
		

有機物(全有機炭素(TOC)の量)	
http://www.horiba.com/jp/horiba-advanced-techno/hatwave/vol1/ht-100_dic/	
TOCとはTotal	Organic	Carbon(全有機炭素)の略で、⽔中に含まれる有機物の量を⽰します。有機物を
構成する炭素の量を測定し、有機物の量に関連付けることで、⽔質汚濁の監視や上⽔道、製薬⽤⽔の

⽔質を管理する指標として広く採⽤されています。	
		

pH値	
https://www.live-science.com/honkan/basic/chishiki02.html	
酸性・アルカリ性には、弱いとか強いとかいう度合い（強さ）があります。この酸・アルカリの度合

い（強さ）を表すのに、pH（ピーエッチ）と呼ばれる数値を使います。※昔は「ペーハー」という読
み⽅が⼀般的でした。	
		

味	
https://kotobank.jp/word/%E5%91%B3-424333	
［名］	
１	⾆の味覚神経が飲⾷物に触れたときの感じ。⽢味・酸味などや温度の総合した感じ。「味をつけ
る」「スープの味が濃い」「あっさりした味」「他店より味が落ちる」	
２	そのもののもっている趣。含蓄。よさ。「味のある絵」「演技に味が出る」	
３	物事を経験したあとでの感じ。「当選の味」「夜遊びの味」	
４	相場の動きの状態。	
５	囲碁・将棋で、のちに影響の出そうな指し⼿。「味が悪い⼿」	
	
		

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%83%9F%E3%83%B3
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E5%AD%A6%E7%95%B0%E6%80%A7%E4%BD%93
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https://ja.wikipedia.org/wiki/IUPAC%E5%91%BD%E5%90%8D%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/2-%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%82%BD%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/2-%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%82%BD%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/2-%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%82%BD%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%AB
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臭気	
https://kotobank.jp/word/%E8%87%AD%E6%B0%97-526428	
くさいにおい。いやなにおい。	悪臭	。⽐喩的にも⽤いる。「⿐をつく臭気」「臭気芬々(ふんぷん)た
る学者気どり」	
		

⾊度	
https://kotobank.jp/word/%E8%89%B2%E5%BA%A6-72662	
⽬で感じる	⾊	は明るさと⾊の	性質	とによって決るが，明るさを無視した⾊の性質を⾊度という。⾊度
を表わすにはいくつかの⽅法があるが，⼀般的には主波⻑と純度との組合せにより，またはその⾊に

含まれる	三原⾊	の割合によって表わされる。	
		

濁度	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BF%81%E5%BA%A6	
濁度（だくど、Turbidity）は、	⽔	の濁りの程度を表すものである。	JIS		K0101（「⼯業⽤⽔試験⽅
法」）に定めがある。	
精製⽔	1Lに対し、標準物質である	カオリン	や	ホルマジン	1mgを含ませ、均⼀に分散させた	懸濁液	の濁
りが濁度1度と定義される。この標準液と試料とを⽐較することで、試料の濁度を決定する。このと
き⽤いる標準物質によって濁りの状態は異なるため、「度（カオリン）」のように物質を記述する必

要がある。	
		

おいしい⽔研究会	
https://www.o2water.jp/tennensui-uonuma-teiki.html	
⽔道⽔のまずさに危機を感じ、昭和59年に厚⽣省（現在の厚⽣労働省）が発⾜させたのが、「おいし
い⽔研究会」です。「おいしい⽔研究会」は⽔道⽔を分析し、⽔質を細かく分類し、数値を測定し

て、おいしい⽔の要件を分かりやすくまとめました。	
		

ミネラル	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB	
ミネラル（mineral）は、⼀般的な	有機物	に含まれる4	元素	（	炭素	・	⽔素	・	窒素	・	酸素	）以外の	必須元
素	である。無機質、灰分（かいぶん）などともいう。	蛋⽩質	、	脂質	、	炭⽔化物	、	ビタミン	と並び五⼤
栄養素	の1つとして数えられる。	
		

硬度	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AC%E5%BA%A6_(%E6%B0%B4)	
硬度	（こうど	 英語:	(Water)	Hardness)	は、	⽔	に微量含まれる	カルシウム		(Ca)	塩や	マグネシウム	
(Mg)	塩（あるいは同じことだがCa	イオン	やMgイオン）の	質量	をある⽅法で表現したもの。	
		

炭酸ガス	
http://www.tyz.co.jp/ace/034.html	
炭酸ガスは化学名を⼆酸化炭素という。無⾊、無臭の気体で⽔に同体積溶解し、弱酸性は呈する。⽔

分を含む⼆酸化炭素は⾦属を腐⾷する。酸素が共存したり、⾼圧になると腐⾷は更に激しくなる。空

気中に多量	に存在すると酸素不⾜のため窒息のおそれがある。	
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酸素	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E7%B4%A0	
酸素（さんそ、	英	:	oxygen）は、	原⼦番号	8の	元素	である。	元素記号	はO。	原⼦量	は16.00。	第16族元
素	、	第2周期元素	の⼀つ。	
		

炭酸カルシウム(CaCO3)	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%AD%E9%85%B8%E3%82%AB%E3%83%AB%E
3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0	
炭酸カルシウム（たんさんカルシウム、calcium	carbonate）は、	組成式		CaCO	3		で表される	カルシウ
ム	の	炭酸塩	である。	
⾙殻	や	サンゴ	の⾻格、	鶏卵	の殻、	⽯灰岩	、	⼤理⽯	、	鍾乳⽯	、	⽩亜	（チョーク）、	⽅解⽯	、	霰⽯	の主成
分で、⾙殻を焼いて作る	顔料	は	胡粉	と呼ばれる。⼟壌では	イタリア	の	テラロッサ	に含まれる。	
		

酸化カルシウム(CaO)	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E5%8C%96%E3%82%AB%E3%83%AB%E
3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0	
酸化カルシウム（さんかカルシウム、Calcium	oxide、quick	lime）は化学式	CaO	で表される化合
物。慣⽤名として、	⽣⽯灰（せいせっかい	[5]	[6]	）とも呼ばれる。⽣⽯灰は「しょうせっかい」とも読
めるため、	消⽯灰	と区別するため「きせっかい	[7]	」と	呼称	される場合がある。	腐蝕性	（	英語版	）のあ
る	アルカリ	で、	室温	では結晶である。	⽯灰	という語は	カルシウム	を含む無機化合物の総称であり、	⽯
灰岩	のように	ケイ素	や	マグネシウム	、	鉄	、	アルミニウム	などよりカルシウムの	炭酸塩	や	酸化物	、	⽔酸
化物	が多く含まれている岩⽯も指す。対照的に、⽣⽯灰は純粋な化合物のみを指す。	
		

原⼦量	
https://kotobank.jp/word/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E9%87%8F-60698	
質量数	12の	炭素	原⼦	の	質量	の	12分の1で，各	元素	の原⼦の質量を割ったものを	相対原⼦質量		relative	
atomic	mass	という。原⼦量は，この量の古典的名称であって，天然の元素の相対原⼦質量	(天然に
存在する元素の各	同位体	の相対原⼦質量をその存在⽐について重みつき平均を求めたもの)	をさすの
が通例である。元素のモル質量	molar	massを	g・mol	-1		で割って得られる数値は，原⼦量に等しい。	
		

Ca=40	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E
3%83%A0	

カルシウム（	新ラテン語	:	calcium	[1]	、	英	:	calcium		[ˈkælsiəm]	）は	原⼦番号	20番の	元素	である。	元素記
号	は	Ca。	原⼦量	は40.08。	第2族元素	、	アルカリ⼟類⾦属	、	⾦属元素	の⼀つ。	
		

Mg=24.3	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8D%E3%82%B7%E3
%82%A6%E3%83%A0	

マグネシウム（	ラテン語	:	magnesium	[2]		英語発⾳:		[mæɡˈniːziəm]	）は、	原⼦番号		12	の	元素	である。
マグネシュームともいう。	元素記号		Mg。	原⼦量		24.305。	⾦属元素	、	第2族元素	の⼀つ。	
		

分⼦量	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E5%AD%90%E9%87%8F	
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分⼦量（ぶんしりょう、	英語	:	molecular	weight）または相対分⼦質量（そうたいぶんししつりょう、
英語	:	relative	molecular	mass）とは、物質1	分⼦	の	質量	の	統⼀原⼦質量単位	（静⽌して	基底状態	にあ
る⾃由な	炭素	12	(	12	C)		原⼦	の質量の1/12）に対する	⽐	であり	[1]	、分⼦中に含まれる	原⼦量	の総和に等
しい。	
		

CaCO3=100	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%AD%E9%85%B8%E3%82%AB%E3%83%AB%E
3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0	
炭酸カルシウム（たんさんカルシウム、calcium	carbonate）は、	組成式		CaCO	3		で表される	カルシウ
ム	の	炭酸塩	である。	
⾙殻	や	サンゴ	の⾻格、	鶏卵	の殻、	⽯灰岩	、	⼤理⽯	、	鍾乳⽯	、	⽩亜	（チョーク）、	⽅解⽯	、	霰⽯	の主成
分で、⾙殻を焼いて作る	顔料	は	胡粉	と呼ばれる。⼟壌では	イタリア	の	テラロッサ	に含まれる。	
		

硬度(mg/l)≒カルシウム量(mg/l)×2.5＋マグネシウム量	
(mg/l)×4.1	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AC%E5%BA%A6_(%E6%B0%B4)	
塩の量の換算[	編集	]	
アメリカ硬度では、カルシウム塩・マグネシウム塩の量を	炭酸カルシウム		(CaCO	3	)	の量に換算する
[1]	。それぞれの原⼦量はCa=40、Mg=24.3、分⼦量はCaCO	3	=100なので、カルシウム濃度・マグネシ
ウム濃度からの計算は以下のようになる。	
硬度	(mg/L)	≒	カルシウム濃度	(mg/L)×2.5	+	マグネシウム濃度	(mg/L)×4.1	
ドイツ硬度も同様だが、	酸化カルシウム		(CaO)	の量に換算する	[1]	。	
		

蒸留⽔	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%92%B8%E7%95%99%E6%B0%B4	
蒸留⽔（じょうりゅうすい）とは、	⽔	を加熱などによっていったん	沸騰	させて気体の	⽔蒸気	にしてか
ら、それを別の場所で	冷却	して液体に戻した	純⽔	（	純度	の⾼い⽔）。この操作を	蒸留	と呼び、⽔の純
度を上げるため（⽔から	不純物	を取り除くため）に⾏う。⽔の純度を上げる⽅法は何種類かあり、蒸
留によってできた純⽔を蒸留⽔と呼ぶ。	
		

重炭酸塩	
https://primary-care.sysmex.co.jp/speed-search/index.cgi?c=speed_search-2&pk=1182	
⾎液中の重炭酸塩濃度は、腎臓からの⽔素イオンの排出、肺からの⼆酸化炭素の放出、および、尿細

管からの重炭酸イオンの再吸収などの要素によって調節されている。重炭酸塩は，酸塩基平衡の異常

が代謝性であることを確認する優れた指標で，増加と減少はそれぞれ代謝性アルカローシスとアシ

ドーシスである。	
		

硫酸カルシウム(CaSO4)	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E3%82%AB%E3%83%AB%E
3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0	
硫酸カルシウム（りゅうさんカルシウム、	英	:	calcium	sulfate）は、化学式	CaSO	4		で表される	カルシ
ウム	の	硫酸塩	であり、	固体	は	カルシウムイオン	と	硫酸イオン	からなる	イオン結晶	である。	⽯膏	の主成
分でもある。	
固体には無⽔物の他、0.5⽔和物CaSO	4	·1/2H	2	Oおよび2⽔和物CaSO	4	·2H	2	Oが存在し、それぞれ天然
鉱物	も存在し無⽔物は	硬⽯膏	、0.5⽔和物は	バサニ⽯	、2⽔和物は	⽯膏	である。	
		

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E5%AD%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%AA%E9%87%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%B1%E4%B8%80%E5%8E%9F%E5%AD%90%E8%B3%AA%E9%87%8F%E5%8D%98%E4%BD%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%BA%E5%BA%95%E7%8A%B6%E6%85%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%AD%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%94
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E5%AD%90%E9%87%8F#cite_note-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E9%87%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%AD%E9%85%B8%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%AD%E9%85%B8%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%84%E6%88%90%E5%BC%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%AD%E9%85%B8%E5%A1%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%9D%E6%AE%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B6%8F%E5%8D%B5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E7%81%B0%E5%B2%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%90%86%E7%9F%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8D%BE%E4%B9%B3%E7%9F%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%82%AF_(%E5%B2%A9%E7%9F%B3)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B9%E8%A7%A3%E7%9F%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%B0%E7%9F%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A1%94%E6%96%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%83%A1%E7%B2%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%A9%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%B5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AC%E5%BA%A6_(%E6%B0%B4)
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%A1%AC%E5%BA%A6_(%E6%B0%B4)&action=edit&section=4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%AD%E9%85%B8%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AC%E5%BA%A6_(%E6%B0%B4)#cite_note-mame14-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E5%8C%96%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AC%E5%BA%A6_(%E6%B0%B4)#cite_note-mame14-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%92%B8%E7%95%99%E6%B0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B8%E9%A8%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E8%92%B8%E6%B0%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%B7%E5%8D%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%94%E6%B0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%94%E5%BA%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%92%B8%E7%95%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E7%B4%94%E7%89%A9
https://primary-care.sysmex.co.jp/speed-search/index.cgi?c=speed_search-2&pk=1182
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E5%A1%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BA%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E7%B5%90%E6%99%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E8%86%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%B1%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AC%E7%9F%B3%E8%86%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E8%86%8F#%E5%8D%8A%E6%B0%B4%E7%9F%B3%E8%86%8F%EF%BC%88%E3%83%90%E3%82%B5%E3%83%8B%E7%9F%B3%EF%BC%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E8%86%8F#%E4%BA%8C%E6%B0%B4%E7%9F%B3%E8%86%8F%EF%BC%88%E7%9F%B3%E8%86%8F%EF%BC%89


淡⾊化	
https://www.weblio.jp/content/%E6%B7%A1%E8%89%B2	
あっさりした⾊。	
		

⼀時硬⽔	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AC%E6%B0%B4	
硬⽔は北欧の⽔に多い。アメリカ合衆国では東部・南部・太平洋岸では軟⽔が多く、南⻄部は硬⽔が

多い	[1]	。⽇本では関東地⽅の⼀部や	南⻄諸島	に⾒られるが、ほとんどの地域の⽔は軟⽔であり、⽔源
が硬⽔である	沖縄本島	中・南部および本部半島・読⾕では、	⽔道⽔	の硬度を下げる処理を施している
[2]	。	
また、硬⽔は含有する	イオン	のタイプによって⼀時硬⽔と永久硬⽔の2種類に分けることができる。
前者は	⽯灰岩	地形を流れる河川⽔、地下⽔などで、	炭酸⽔素カルシウム	を多く含み、煮沸することに
より軟化することができる（反応式は後述）。後者はカルシウムやマグネシウムの	硫酸塩	・	塩化物	が
溶け込んでいるもので、煮沸しても軟化されない。以前は	蒸留	しないと飲⽤に適さない⽔であった
が、現在は	イオン交換樹脂	でイオンを除去し、軟化させることが容易となった。	
		

Ca(HCO3)2	炭酸⽔素カルシウム	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%AD%E9%85%B8%E6%B0%B4%E7%B4%A0%E
3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0	
炭酸⽔素カルシウム	(たんさんすいそカルシウム、Calcium	hydrogencarbonate)	は、	無機化合物	の⼀
種で、	カルシウム	イオンと	炭酸⽔素イオン	からなる	塩	。化学式で	Ca(HCO	3	)	2		と表される。	⽔酸化カ
ルシウム	に	⼆酸化炭素	を反応させた	炭酸カルシウム	に、⽔と	⼆酸化炭素	を反応させると⽣成する。重
炭酸カルシウム(Calcium	bicarbonate)	とも呼ばれる。固体として単離出来ず、	⽔溶液	中にのみ存在す
る	化学種	とされる。そのため真の意味で	溶解度	は定義されない。	
		

CaCo3	炭酸カルシウム(沈殿)	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%AD%E9%85%B8%E3%82%AB%E3%83%AB%E
3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0	
⽔酸化カルシウム	⽔溶液	（⽯灰⽔）に⼆酸化炭素を吹き込むと炭酸カルシウムの沈殿が⽣じる。さら
に過剰の⼆酸化炭素を吹き込むと	炭酸⽔素カルシウム		Ca(HCO	3	)	2		となり⽔に溶解する。	
{\displaystyle	{\ce	{CaCO3	+	CO2	+	H2O	->	Ca(HCO3)2}}}	
	

CO2	⼆酸化炭素	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%82%AD%E
7%B4%A0	
⼆酸化炭素（にさんかたんそ、	英	:	carbon	dioxide）は、	化学式	が	{\displaystyle	{\ce	{CO2}}}	と表され
る	無機化合物	である。化学式から「シーオーツー」と呼ばれることもある。また、	地球温暖化	対策の
⽂脈では、本来は	炭素	そのものを指す「カーボン」と略されることもある（「カーボンフリー	[2]	」
「	カーボンニュートラル	など）。	
		

H2O	⽔	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4	
⽔（みず、	英	:	water、他⾔語呼称は	下記参照	）とは、化学式	H	2	O	で表される、	⽔素	と	酸素	の化合物
である	[1]	。特に	湯	と対⽐して⽤いられ	[1]	、温度が低く、かつ	凝固	して	氷	にはなっていないものをい
う。また、	液状のもの	全般を指す	[1]	[注	1]	。	
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%AD%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%82%AD%E7%B4%A0#cite_note-2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4#%E4%BB%96%E8%A8%80%E8%AA%9E%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%91%BC%E7%A7%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4#cite_note-kojien_5-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B9%AF
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%9D%E5%9B%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B7
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永久硬⽔	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AC%E6%B0%B4	
硬⽔は含有する	イオン	のタイプによって⼀時硬⽔と永久硬⽔の2種類に分けることができる。前者は
⽯灰岩	地形を流れる河川⽔、地下⽔などで、	炭酸⽔素カルシウム	を多く含み、煮沸することにより軟
化することができる（反応式は後述）。後者はカルシウムやマグネシウムの	硫酸塩	・	塩化物	が溶け込
んでいるもので、煮沸しても軟化されない。以前は	蒸留	しないと飲⽤に適さない⽔であったが、現在
は	イオン交換樹脂	でイオンを除去し、軟化させることが容易となった。	
		

硫酸塩	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E5%A1%A9	
硫酸塩（りゅうさんえん、	英	:	sulfate,	sulphate）とは、硫酸イオン（りゅうさんイオン	sulfate;	SO	4	2-

）を含む	無機化合物	の総称である。	
		

塩化カルシウム	
http://www.osumi.or.jp/filton/cacl2/cacl2.htm	
塩化カルシウムとは、カルシウムと塩素の化合物で、分⼦式CaCl2によって⽰される無機塩類の⼀つ
です。天然には海⽔中にも０．１％程度含まれており、⾷品添加物としても使⽤されている製品で

す。	
この製品の特性により凍結防⽌・融氷雪・霜柱防⽌・路層安定・防塵・ブライン・廃液処理等、各種

⽤途に使⽤され、ご好評いただいております。	
		

塩化マグネシウム	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E5%8C%96%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8D
%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0	
塩化マグネシウム（えんかマグネシウム、magnesium	chloride）は	マグネシウム	の	塩化物	であり	無機
化合物	の⼀種で、	化学式		MgCl	2	•6H	2	O、6⽔和物は式量	203.3022	の⽩⾊	結晶	である。	にがり	の主成分
のひとつ。	
		

硫酸カルシウム	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E3%82%AB%E3%83%AB%E
3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0	
硫酸カルシウム（りゅうさんカルシウム、	英	:	calcium	sulfate）は、化学式	CaSO	4		で表される	カルシ
ウム	の	硫酸塩	であり、	固体	は	カルシウムイオン	と	硫酸イオン	からなる	イオン結晶	である。	⽯膏	の主成
分でもある。	
固体には無⽔物の他、0.5⽔和物CaSO	4	·1/2H	2	Oおよび2⽔和物CaSO	4	·2H	2	Oが存在し、それぞれ天然
鉱物	も存在し無⽔物は	硬⽯膏	、0.5⽔和物は	バサニ⽯	、2⽔和物は	⽯膏	である。	
		

硫酸マグネシウム	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E3%83%9E%E3%82%B0%E
3%83%8D%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0	
硫酸マグネシウム（りゅうさんマグネシウム、	英	:		magnesium	sulfate	）は	化学式		MgSO	4		で表される
硫酸	と	マグネシウム	の	塩	。	硫酸塩	マグネシウム、エプソム塩（エプソムソルト）とも呼ばれる。7⽔
和物は無⾊粉末で、70	℃	で1⽔和物、200	℃	で無⽔物となり、1124	℃	で分解する。	⽔	に易溶、	エタ
ノール	に微溶。無⽔物は吸湿性のある⽩⾊結晶性	粉末	で、⽔分と反応し発熱する。	融点	1185℃。	
		

COD(化学的酸素要求量)	
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E8%86%8F#%E5%8D%8A%E6%B0%B4%E7%9F%B3%E8%86%8F%EF%BC%88%E3%83%90%E3%82%B5%E3%83%8B%E7%9F%B3%EF%BC%89
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://en.wikipedia.org/wiki/magnesium_sulfate
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9_(%E5%8C%96%E5%AD%A6)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E5%A1%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%BF%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%9A%84%E9%85%B8%E
7%B4%A0%E8%A6%81%E6%B1%82%E9%87%8F	
化学的酸素要求量（かがくてきさんそようきゅうりょう、COD,	Chemical	Oxygen	Demand）とは、
⽔中の被酸化性物質を	酸化	するために必要とする	酸素	量で⽰したものである。代表的な	⽔質	の指標の
⼀つであり、酸素消費量とも呼ばれる。	
		

遊離塩素	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%8B%E7%95%99%E5%A1%A9%E7%B4%A0	
残留塩素（ざんりゅうえんそ）とは、	⽔道	の	⽔	の中に存在させることが必要な遊離残留塩素（ゆうり
ざんりゅうえんそ）と結合残留塩素（けつごうざんりゅうえんそ）とを合わせたもので、その⽔に含

まれる物質に対する	殺菌	や	酸化	反応に有効に作⽤し得る塩素化合物のことを指す。	
		

⼤観茶論	
http://www.miyaobi.com/publishing/products/detail.php?product_id=907	
北宋の徽宗は、政治的には北宋を断絶せしめた皇帝であったが、詩書画など⽂化⾯では特筆すべき業

績を遺している。	
	 その著『⼤観茶論』は、唐陸⽻の『茶経』、宋蔡襄の『茶録』などとともに、中国の茶⽂化に与え
た影響は⼤きい。特に、⽇本の抹茶法における濃茶の点て⽅との関係などが論じられている。また、

その画は東⼭御物としても重宝された。	
		

王禎	
https://kotobank.jp/word/%E7%8E%8B%E7%A6%8E-1150547	
中国，元の⼭東東平の⼈。	⽣没年	不詳。字は伯善。農業技術に通じた	篤農家	で，	農具	をみずから設計
製作して普及に努め，南北中国にわたる総合的な農業技術書を，中国で最初に編纂した。安徽旌徳県

，豊城県の⻑官として	治績	を挙げ，1313年(	皇慶	2)に刊⾏した《	農書	》22巻(あるいは36巻)では，	農
作業	，栽培法，農具に関する詳細な記録を，273幅の図と共に残している。いわゆる《	王禎農書	》で
ある。ただこの書は，農業技術に関する歴史的な	集⼤成	という意味も併せもっているのであって，す
べてが当時の技術⽔準を⽰しているとはいえない。	
		

農書	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E6%9B%B8	
農書（のうしょ）とは、広義には	農業	に関する	書物	の総称である。	
より狭義には、近代的	農学	が成⽴する以前の農業技術・農⺠⽣活についての著作物を指し、「古農
書」とも呼ばれる（当然この場合、近代以後の農学書（	農学	を参照のこと）は農書に含まれない）。
以下は狭義の「農書」について述べる。	
		

イオン濃度	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E7%B4%A0%E3%82%A4%E3%82%AA%E
3%83%B3%E6%8C%87%E6%95%B0	

⽔素イオン指数（すいそイオンしすう、	独	:	Wasserstoffionenexponent	[1]	）とは、	溶液	の液性（	酸
性・アルカリ性	の程度）を表す	物理量	で、記号pH(	英	:	potential	of	hydrogen)で表す。⽔素イオン濃度
指数	[2]	または⽔素指数	[3]	とも呼ばれる。1909年に	デンマーク	の⽣化学者	セーレン・セーレンセン	が提
案した	[4]	。現在は	⽔素イオン	の	活量	により定義される。	
pHは、⽔素イオンの	モル濃度	をmol/Lで除した値の	逆数	の	常⽤対数	
		

⾼速液体クロマトグラフ法	
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%B8%E7%94%A8%E5%AF%BE%E6%95%B0


https://www.jaima.or.jp/jp/analytical/basic/chromatograph/lc/	
⾼速液体クロマトグラフ（HPLC）は、｢液体の移動相をポンプなどによって加圧してカラムを通過さ
せ、分析種を固定相及び移動相との相互作⽤（吸着、分配、イオン交換、サイズ排除など）の差を利

⽤して⾼性能に分離して検出する｣（JIS	K0124:2011	 ⾼速液体クロマトグラフィー通則に記載）分
析⽅法です。	
		

ニンヒドリン⽐⾊法	
http://www.kenq.net/dic/104.html	
【ニンヒドリン法によるアミノ酸分析とは】	
アミノ酸には、側鎖の構造の違いにより性質に違いがある。これを利⽤してHPLCを⽤いてアミノ酸
の同定・定量ができます。	
分析の準備として、ジスルフィド結合を還元し、次いでHCｌ溶液を⽤いてアミド結合を加⽔分解し
て、ペプチドをアミノ酸とします。	
		

酒⽯酸鉄⽐⾊法	
https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/5379	
緑茶タンニンと鉄塩との間に⽣じる⿊紫⾊の濃度を利⽤した⽐⾊分析法。	
		

茶のいれ⽅研究会	
https://www.zennoh.or.jp/bu/nousan/tea/katsuyou03.htm	
（注）茶の標準的な⼊れ⽅(茶のいれ⽅研究会)、茶業全書(静岡県茶業会議所)、茶の⼤事典(茶の⼤事
典刊⾏会)、⽇本茶全書(農⽂協)、緑茶を美味しく(静岡新聞社)等を参考に⼀⼈分に換算した。(茶葉の
量はg単位の整数でラウンド)	
		

閾値	
https://kotobank.jp/word/%E9%96%BE%E5%80%A4-30100	
特定の作⽤因⼦が，⽣物体に対しある	反応	を引き起こすのに必要な	最⼩	あるいは最⼤の値。限界値ま
たは臨界値ともいう。物質の化学的	性質	，あるいは物理的性質により値が定まる。致死	閾	，	刺激閾	，
あるいは	味覚	・	嗅覚	など反応の起こり⽅により多様な	態様	をなす。	
		

８分⽬程	
https://kotobank.jp/word/%E5%85%AB%E5%88%86%E7%9B%AE-602076	
１	10分の8の分量。8割程度。「コップに⽔を⼋分⽬ほど⼊れる」	
２	物事を控えめにすること。ほどほどの程度。「腹⼋分⽬」	
		

などの三役	
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%89%E5%BD%B9-71555	
(1)	江⼾幕府が	直轄領	に課した	賦役	。	伝⾺宿⼊⽤		(	五街道	の	宿駅	の	費⽤	にあてる)	，	六尺給⽶		(幕府の
雇⽤した	駕籠	かきなどの給⽶)	，	蔵前⼊⽤⾦		(御⽶蔵の費⽤にあてる)	の三役があった。明治維新後，
諸制度の整備されるなかで廃絶。	(→	⾼掛物		)	(2)	芸能，社会そのほかの集団の主要の	役職	にあるもの
を三役と呼びならわし，たとえば	郷村	では	名主	，	組頭	，	百姓代	が	村⽅三役		(→	村役⼈		)	と呼ばれ，相
撲では，	⼤関	，	関脇	，	⼩結	が，	能楽	では，	シテ⽅	に対して，	ワキ⽅	，	狂⾔⽅	，囃⼦	(はやし)	⽅が三
役と呼ばれた。	
		

廻し注ぎ	
http://www.ujien.jp/lecture/extraction/sosogi/index.html	

https://www.jaima.or.jp/jp/analytical/basic/chromatograph/lc/
http://www.kenq.net/dic/104.html
https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/5379
https://www.zennoh.or.jp/bu/nousan/tea/katsuyou03.htm
https://kotobank.jp/word/%E9%96%BE%E5%80%A4-30100
https://kotobank.jp/word/%E5%8F%8D%E5%BF%9C-118550
https://kotobank.jp/word/%E6%9C%80%E5%B0%8F-507762
https://kotobank.jp/word/%E6%80%A7%E8%B3%AA-85895
https://kotobank.jp/word/%E9%96%BE-30088
https://kotobank.jp/word/%E5%88%BA%E6%BF%80%E9%96%BE-72921
https://kotobank.jp/word/%E5%91%B3%E8%A6%9A-138281
https://kotobank.jp/word/%E5%97%85%E8%A6%9A-51952
https://kotobank.jp/word/%E6%85%8B%E6%A7%98-558605
https://kotobank.jp/word/%E5%85%AB%E5%88%86%E7%9B%AE-602076
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%89%E5%BD%B9-71555
https://kotobank.jp/word/%E7%9B%B4%E8%BD%84%E9%A0%98-1368756
https://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E5%BD%B9-616207
https://kotobank.jp/word/%E4%BC%9D%E9%A6%AC%E5%AE%BF%E5%85%A5%E7%94%A8-102798#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
https://kotobank.jp/word/%E4%BA%94%E8%A1%97%E9%81%93-63526
https://kotobank.jp/word/%E5%AE%BF%E9%A7%85-77586
https://kotobank.jp/word/%E8%B2%BB%E7%94%A8-160630
https://kotobank.jp/word/%E5%85%AD%E5%B0%BA%E7%B5%A6%E7%B1%B3-152637#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
https://kotobank.jp/word/%E9%A7%95%E7%B1%A0-43970
https://kotobank.jp/word/%E8%94%B5%E5%89%8D%E5%85%A5%E7%94%A8%E9%87%91-56558#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
https://kotobank.jp/word/%E9%AB%98%E6%8E%9B%E7%89%A9-92516#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
https://kotobank.jp/word/%E5%BD%B9%E8%81%B7-647889
https://kotobank.jp/word/%E9%83%B7%E6%9D%91-478602
https://kotobank.jp/word/%E5%90%8D%E4%B8%BB-108333
https://kotobank.jp/word/%E7%B5%84%E9%A0%AD-56027
https://kotobank.jp/word/%E7%99%BE%E5%A7%93%E4%BB%A3-120962
https://kotobank.jp/word/%E6%9D%91%E6%96%B9%E4%B8%89%E5%BD%B9-140815
https://kotobank.jp/word/%E6%9D%91%E5%BD%B9%E4%BA%BA-140901#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E9%96%A2-39310
https://kotobank.jp/word/%E9%96%A2%E8%84%87-86999
https://kotobank.jp/word/%E5%B0%8F%E7%B5%90-66224
https://kotobank.jp/word/%E8%83%BD%E6%A5%BD-111821
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B7%E3%83%86%E6%96%B9-167854
https://kotobank.jp/word/%E3%83%AF%E3%82%AD%E6%96%B9-1218356
https://kotobank.jp/word/%E7%8B%82%E8%A8%80%E6%96%B9-52584
http://www.ujien.jp/lecture/extraction/sosogi/index.html


おいしく抽出したお茶を複数の茶碗に注ぐとき、なるべく味の濃さが均⼀にならなければいけませ

ん。	
		
なのでなるべく味の濃さを均⼀にするために最後の茶碗（3番の茶碗）にお茶を注いだら3番の茶碗に
もうひと注ぎし折り返して2番の茶碗、次に1番の茶碗へと戻ります。	
		

⼀煎⽬の半分位で淹れる	
http://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/cha/attach/pdf/ocha-3.pdf	
⼆煎⽬は、残った成分が浸出しやすいように、⼀煎⽬よりやや⾼い湯温で、浸	出時間は⼀煎⽬の半
分位（45秒程度）で淹れる。湯の計量は、余分に⼀客⽤意し	た茶碗を使⽤するとよい。	
		

茶漉し	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6%E6%BC%89%E3%81%97	
茶漉し（ちゃこし、英:Tea	strainer）は、	ティーカップ	の上に設置し、	茶葉	を受け⽌めるための	篩	で
ある。	
伝統的な⽅法で	急須	を⽤いて茶を⼊れる際、茶葉は	ティーバッグ	に⼊っておらず、⽔の中を⾃由に漂
う。葉⾃体は旨くなく、茶漉しで濾すのが普通である。	
		

⼟瓶	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E7%93%B6	

⼟瓶	（どびん）は、	陶磁器製	の	瓶	であり、	⽇本	の伝統的な	⾷器	の⼀種。	湯	を沸かした
り、	薬草	を	煎じたり	する	容器	の⼀種。国際的には		teapot		（	ティーポット	）の⼀種と認
識されている。	

陶器製	の物には直接⽕に掛けられる物がある。磁器製の物は⽕に掛けず	急須	のように使
う。横⼿（よこで）の急須や後⼿（うしろで）のポットに⽐べると容量が⼤きく、⾁厚

の物が多い。	

	

発酵度	
http://www.ocha.tv/varieties/classification/�

お茶は飲⽤するものだけでなく、直接摂取するものもあります。�

また、飲⽤茶も発酵度によって細かく分類されます。	

http://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/cha/attach/pdf/ocha-3.pdf
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6%E6%BC%89%E3%81%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6%E8%91%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AF%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%80%A5%E9%A0%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E7%93%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B6%E7%A3%81%E5%99%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%93%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9F%E5%99%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B9%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E8%8D%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%85%8E%E3%81%98%E8%96%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B9%E5%99%A8
https://ja.wiktionary.org/wiki/en:teapot
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%88#%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B6%E7%A3%81%E5%99%A8#%E9%99%B6%E5%99%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%80%A5%E9%A0%88
http://www.ocha.tv/varieties/classification/


	



茶壺	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6%E5%A3%BA	
茶壺	（ちゃつぼ）とは、⽯⾅で擂りつぶす前の	抹茶	、すなわち	碾茶	（葉茶）を保管する
ために⽤いられる陶器製の	壺	（	葉茶壺	）である。古くは抹茶を⼊れる	茶⼊	を「⼩壺」と
呼んだことに対して	⼤壺	とも称された。	
	

蓋碗	
http://www.ocha.tv/how_to_brew/chinesetea/glass/	

蓋碗（がいわん）でいれる�

緑茶・⽩茶・⻩茶・花茶�

�

❶�

蓋碗に湯を注ぎ、温めます。茶海（ピッチャー）など別の器に湯を注ぎ、少し冷ましておきます

（約75〜85度）。�

��

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6%E5%A3%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%B9%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%BE%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6%E5%85%A5
http://www.ocha.tv/how_to_brew/chinesetea/glass/


�

❷�

蓋碗のお湯を捨て、茶葉を⼊れます。茶碗の⼤きさにもよりますが、茶葉は軽く、かさばるの

で、湯量の4分の1程度の茶葉を使⽤します。�

�

❸�



蓋をして蒸らします。茶葉がある程度沈むまで待ちます（約2〜3分）。�

��

飲み⽅�

蓋で茶葉を向こう側へよけながら、蓋を茶葉が落ちない程度ずらします。茶海（ピッチャー）に

移し、茶杯（⼩さな湯のみ）に注ぎ分けてもかまいません。�

�

淹茶法	
https://kotobank.jp/word/%E6%B7%B9%E8%8C%B6%E6%B3%95-1279511	
…茶味を重視する⽴場から，その⽇常⽣活への応⽤⾯には⾼いものがあ
る。沸騰した湯に茶葉を投じる⽅法を煎茶法，また茶葉に湯を投じる⽅法

を淹茶（えんちや）法と区別することがある。⼀般の煎茶，番茶は煎茶法

で，また上級煎茶や⽟露茶は淹茶法でいれるのが⼀般である。…	
	
功夫茶	
http://www.tea-jp.com/tea/enjoy/index.html�

功夫（⼯夫）茶は⽇本茶道の作法というよりは、いかにしてお茶を美味しく飲む為のこだわり（⼯夫：⼿間ひ

か）です。⽇本茶道は礼儀作法を重視している事に対し、中国の⼈々は⾹りや味を⼤切にしているのではと思い

ます。ただ、近年では、茶道から発展してパフォーマンスとしての⾒せ物の茶藝も⾊々出てきました。�

�

洗茶	
https://hojotea.com/jp/posts-993/�

私は洗茶（お茶を熱湯で洗うこと）には以下3つの⽬的があると考えております。�

1. 茶葉を開かせる�

2. 茶葉を温め湯の温度が下がらないようにする�

https://kotobank.jp/word/%E6%B7%B9%E8%8C%B6%E6%B3%95-1279511
http://www.tea-jp.com/tea/enjoy/index.html
https://hojotea.com/jp/posts-993/


3. 短時間でお茶をいれる為の下準備�

	

暖壺	
http://www.nityuten-unran.com/hpgen/HPB/entries/7.html	

1.暖壺（だんこ）	

茶器にお湯を注ぎ、ちょっとだけ器を温めたらお湯を捨てる。	

	
投茶	
http://www.uloncha.com/chakitosahou.htm	
６．投茶	
次にあらかじめ茶則に盛ってある茶葉を、茶壺に投⼊します。�

このときの茶壺の⼝が狭く、投⼊し難い場合は茶漏を使いますが、茶壺にあう茶漏

はなかなか⾒つからないものです。�

この段階で客前で茶⽸から茶則に茶葉を取り出してもよいのですが、この場合茶道

で使う「棗」程度の⼤きさの茶⽸でなければ、上⼿に茶則の上に茶葉を取り出せま

せん。�

また⼤きな茶⽸から茶鋏等で茶葉を取り出してもよいのですが、これもこぼさずに

盛り付けるのは難しいものです。�

やはり事前にしておいた⽅がよいでしょう。�

茶の量は茶壺の⼤きさにもよりますが、茶壺の底が⾒えなくなる程度が⽬安でしょ

う。	
	

湯注	
https://kotobank.jp/word/%E6%B9%AF%E6%AC%A1-651976	
「	湯桶(ゆとう)	」に同じ。	
→	湯桶
https://kotobank.jp/word/%E6%B9%AF%E6%A1%B6-651390#E3.83.87.E3.82.B
8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89	
	
１		⼊浴の際に⽤いる、湯を⼊れる桶。	
２�		茶道具	の⼀種。	寒中	、	露地	の	蹲踞	(つくばい)に湯を⼊れて出す	桶	。	
	
沐壺	

http://www.nityuten-unran.com/hpgen/HPB/entries/7.html
http://www.uloncha.com/chakitosahou.htm
https://kotobank.jp/word/%E6%B9%AF%E6%AC%A1-651976
https://kotobank.jp/word/%E6%B9%AF%E6%A1%B6-651390#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E6%B9%AF%E6%A1%B6-651390#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E6%B9%AF%E6%A1%B6-651390#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E8%8C%B6%E9%81%93%E5%85%B7-96762
https://kotobank.jp/word/%E5%AF%92%E4%B8%AD-470802
https://kotobank.jp/word/%E9%9C%B2%E5%9C%B0-152764
https://kotobank.jp/word/%E8%B9%B2%E8%B8%9E-99173
https://kotobank.jp/word/%E6%A1%B6-40127


http://www.uloncha.com/chakitosahou.htm	
８．沐壺	
 茶壺の中の湯の温度を保つ⽬的で、茶壺に熱湯を注ぎ掛けます。�

このとき茶海や茶杯を暖めた湯を使っても、湯沸しから直接掛けてもよいのです

が、⽬的が茶壺の保温にあるのですから、実効を考えると湯沸しから掛けるべき

で、中国茶らしい雰囲気を楽しむなら、茶海や茶杯の湯でも良いでしょう。�

⼀般的に湯は器を変える度に１０度下がるとされます。特に良い茶葉を使⽤すると

きは、この点に注意して判断してください。�
	

温潤	
https://kotobank.jp/word/%E6%B8%A9%E6%BD%A4-2018859	
〘形動〙	おだやかでうるおいのあるさま。あたたかでつややかなさま。	

※本朝⽂粋（1060頃）六・申⺠部⼤輔状〈橘直幹〉「専⾮	⼆	温潤之地	⼀	。

即是恒例之兼官也」	〔⽩⻁通-礼楽〕	

	
船	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%B9	
船	（ふね、⾈、舩）とは、⼈や物をのせて	⽔	上を渡航（移動）する⽬的で作られた乗り

物の総称である	[1]	。	
	

待⽤	
https://cjjc.weblio.jp/content/%E5%BE%85%E7%94%A8	
ピンイン			dài	yòng	
英語訳			standby	application	
	

ジャンピング	
http://www.ocha.tv/how_to_brew/blacktea/�

イギリスの紅茶研究家ガーバス・ハックスレー⽒が出版した『Talking�of�tea』によると、「理

想的な温度の熱湯を注ぐと、半分以上の茶葉は上に浮かび、残りは下に沈む。しばらくすると底

の葉は回りながら浮き上がり、上の葉は回りながら降り、対流し始める。そして3分後には、す

べての茶葉が沈んでしまう。このとき茶葉の持ち味はすべて溶け出すのである」とあります。こ

の茶葉の動きを「ジャンピング」と呼びます。�

�

ブロークンタイプ	
http://www.tea-a.gr.jp/knowledge/tea_class/index.html	
	

OP	
オレンジ・ペコー	

http://www.uloncha.com/chakitosahou.htm
https://kotobank.jp/word/%E6%B8%A9%E6%BD%A4-2018859
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%B9#cite_note-k5-1
https://cjjc.weblio.jp/content/%E5%BE%85%E7%94%A8
https://cjjc.weblio.jp/content/d%C3%A0i+y%C3%B2ng
https://cjjc.weblio.jp/content/standby+application
http://www.ocha.tv/how_to_brew/blacktea/
http://www.tea-a.gr.jp/knowledge/tea_class/index.html


⼀般に細かい針状の⻑い葉で、葉⾁は薄く、しばしば橙⻩⾊の芯芽
（ティップ）を含みます。浸出した⽔⾊は明るくうすいものが多く、⾹味
が強いのが特徴です。	

P	
ペコー	
葉は太めでよく揉まれたもの。OPよりも短く、針⾦状ではなく、芯芽は
あまり含まれません。⽔⾊は⼀般にOPよりもやや濃い。	

BP	
ブロークン・ペコー	
BOPよりややサイズは⼤きく、芯芽をふくまず形も扁平なものが多く中
級品。⽔⾊はやや弱く、主に増量⽤に使われます。	

BOP	
ブロークン・オレンジ・ペコー	
需要が最も多いものです。リーフ・スタイルのどの茶よりも葉のサイズが
⼩さく、もっとも多く芯芽を含み、よく揉まれています。⽔⾊も濃く、強
く、⾹味も強い。	

BOPF	
BOPファニングス	
BOPよりも⼩型で、はるかに⽔⾊は濃く早く抽出されます。ブレンドに多
⽤される上級品。	

F	 ファニングス	
扁平で⼩さなサイズで、ダストより⼤きい。	

D	 ダスト	
葉のサイズがもっとも⼩さいもの。	

	
ティーコジー	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%BB
%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC	

ティー・コージー	（tea	cosy,		アメリカ英語	:	tea	cozy）は、	ティー・ポット	に覆い被せ
る布製のカバー。	ティーコゼー	とも⾔う。	⽇本語	では、（	ティー	）	ポットカバー	とも呼
ばれる	[1]	[2]	。	

	
ティーマット	
https://my-best.com/2852�

ティーマットのサイズは、20×30cm以上あれば⼗分です。ランチョンマットよりひと

回り⼩さいですね。�
	
このくらいの⼤きさがあれば、湯のみ＋お茶請けの⼩⽫・ソーサー付のティーカップ＋

ケーキ⽫・ソーサー付のティーカップ＋ポット、といったようなティーセットが⼗分置

けますし、ちょっとした軽⾷にも対応できます。	
	

ベストドロップ	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC#cite_note-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC#cite_note-2
https://my-best.com/2852


https://chuplus.jp/blog/article/detail.php?comment_id=1595&comment_sub_id=0&category_id=30
1	
最後の⼀滴はベスト・ドロップといい、味が凝縮しています。それだけでは⼤変渋いのですが、

⼊れることで紅茶の味が引き締まります。抽出したポットと茶こしを⼀緒に軽く振って、最後の

しずくを切りましょう。	
	

ゴールデンドロップ	
https://www.sirthomaslipton.jp/best-taste-tea/	
茶こしで茶葉をこしながら、あらかじめ温めておいたティーカップに注ぎます。最後の⼀滴

まで旨みが凝縮されているので、注ぎ切りましょう。最後の⼀滴のことを「ゴールデンド

ロップ」（またはベストドロップ）といいます。	
	

茶種	

http://www.nishikien.com/tea-inst/h11/tea-inst13.html�

インストラクターテキストにおいて「茶種」は下記のように分類されています。�

● 普通煎茶�

● 深蒸し煎茶�

● ⽟露�

● かぶせ茶�

● 番茶�

● 蒸し製⽟緑茶�

● 碾茶�

● 抹茶�

● ほうじ茶�

● ⽞⽶茶�

● かまいり製⽟緑茶�

● 包種茶�

● 烏⿓茶�

● 紅茶�

	
茶請け	
http://www.tokyo-cha.or.jp/entry2013/20130809_1436.html�

お茶につきものな、「お茶請け」。関東では雑菓⼦、関⻄では⽣菓⼦が、代表的なお茶請け

とされています。�

お茶請けにはこれといった決まりはありません。�

せんべいや漬け物のような⾟いものでもよく、実際に好まれていますが、普通はお茶うけと

⾔って真っ先に思い浮かぶのは、砂糖の⼊った⽢い菓⼦、特に和菓⼦でしょう。�

https://chuplus.jp/blog/article/detail.php?comment_id=1595&comment_sub_id=0&category_id=301
https://chuplus.jp/blog/article/detail.php?comment_id=1595&comment_sub_id=0&category_id=301
https://www.sirthomaslipton.jp/best-taste-tea/
http://www.nishikien.com/tea-inst/h11/tea-inst13.html
http://www.tokyo-cha.or.jp/entry2013/20130809_1436.html


	

茶腹も⾝の内	
https://kotobank.jp/word/%E8%8C%B6%E8%85%B9-566911	
茶をたくさん飲んだときの	腹	ぐあい。また、茶をたくさん飲んで空腹を紛
らすこと。	
	
九州および新潟・福島両県	
https://www.ajiko.co.jp/news_detail/?id=12365�

2004年7⽉12-13⽇の集中豪⾬では、新潟福島両県で、多数の洪⽔氾濫や⼟砂災害

が発⽣し、これまでに15名の⽅が亡くなられています。弊社では天候の回復を待っ

て、7⽉18⽇に新潟豪⾬災害に関する空中写真を撮影いたしました。�

�

⽇常茶飯事	
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E6%97%A5%E5%B8%B8%E8%8C%B6

%E9%A3%AF/�

⽇々のありふれたこと。いつものことで特に取り上げるまでもないもの。毎⽇の⾷

事の意から。▽「⽇常茶飯事」が常⽤句。�

�

お茶の⼦さいさい	
https://macaro-ni.jp/44901	
実際には「そんなことはお茶の⼦さいさいだよ」「彼にとってこの仕事はお茶の⼦さいさいだ

ね」のような⽂章で使われます。この「お茶の⼦さいさい」とは、とても簡単なこと・容易にで

きることという意味なんです。	
	

番茶も出花	
https://kotobank.jp/word/%E7%95%AA%E8%8C%B6%E3%82%82%E5%87%B
A%E8%8A%B1-606878	
番茶でも⼊れたては⾹りが⾼くておいしい。どんな⼥性でも	娘盛り	は美し
いものであるというたとえ。「	⻤も⼗⼋	、番茶も出花」	
	
雲南省⻄南部	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%A5%BF%E5%8D%97
%E9%83%A8	

中国⻄南部	（ちゅうごくせいなんぶ）とは、	ラオス	や	ミャンマー	国境	に近く、	チベット
⾃治区	と隣接した	雲南省	や、	貴州省	、	四川省	、	重慶市	を指す	[1]	。	

省都	には	漢⺠族	が多いが、	農村	には	チベット	系や	東南アジア	系の	少数⺠族	が	稲作	で⽣計
を⽴てている。	低緯度	でありながら、	⼭地	であるため、	常春	と⾔われる様相を呈してい
る。	

https://kotobank.jp/word/%E8%8C%B6%E8%85%B9-566911
https://kotobank.jp/word/%E8%85%B9-116492
https://www.ajiko.co.jp/news_detail/?id=12365
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E6%97%A5%E5%B8%B8%E8%8C%B6%E9%A3%AF/
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E6%97%A5%E5%B8%B8%E8%8C%B6%E9%A3%AF/
https://macaro-ni.jp/44901
https://kotobank.jp/word/%E7%95%AA%E8%8C%B6%E3%82%82%E5%87%BA%E8%8A%B1-606878
https://kotobank.jp/word/%E7%95%AA%E8%8C%B6%E3%82%82%E5%87%BA%E8%8A%B1-606878
https://kotobank.jp/word/%E5%A8%98%E7%9B%9B%E3%82%8A-641756
https://kotobank.jp/word/%E9%AC%BC%E3%82%82%E5%8D%81%E5%85%AB-2017223
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%A5%BF%E5%8D%97%E9%83%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%A5%BF%E5%8D%97%E9%83%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%AA%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%A2%83
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%99%E3%83%83%E3%83%88%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%8C%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%99%E3%83%83%E3%83%88%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%8C%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%B2%E5%8D%97%E7%9C%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%B4%E5%B7%9E%E7%9C%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E5%B7%9D%E7%9C%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8D%E6%85%B6%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%A5%BF%E5%8D%97%E9%83%A8#cite_note-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%81%E9%83%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%A2%E6%B0%91%E6%97%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E6%9D%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%99%E3%83%83%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%8D%97%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E6%95%B0%E6%B0%91%E6%97%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%B2%E4%BD%9C
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%BD%8E%E7%B7%AF%E5%BA%A6&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%9C%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%B8%E6%98%A5


	

	
	
抹茶法	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%B9%E8%8C%B6	
⽇本には	平安時代	初期に唐から喫茶法（おそらく団茶法）が伝えられたが、抹茶法が伝
わったのは	鎌倉時代	とされる。その伝来としては、⽇本の	臨済宗	の開祖となる	栄⻄	が
1191年	、中国から帰国の折に	茶種	と作法を持ち帰り	[5]	、その飲み⽅などが⽇本に広まっ
たという説が有名である（詳しくは	茶道	の項を参照のこと）。	
	

酵⺟菌	
https://kotobank.jp/word/%E9%85%B5%E6%AF%8D-63153	
真	菌類	に属する単細胞の⽣きている菌の塊で，パンの製造やビール，ぶど
う酒	醸造	などに⽤いられる。この細胞は	楕円形	で	出芽	によって増殖する。
蛋⽩質	を多く含み，	ビタミン	，酵素類に富んでいるので，	栄養価	はきわめ
て⾼い。英語の	イースト		yeastは，	ギリシア語	の「沸騰する」の意からきて
いる。	
	
酸化酵素	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E5%8C%96%E9%85%B5%E7%B4%A0	

酸化酵素	（さんかこうそ、oxidase）とは、	酸化還元酵素	の⼀種で分⼦状酸素の	基質	を
電⼦	受容体とする酵素である。	オキシダーゼ	とも呼ばれる。	

酸化酵素は酸素分⼦を⽔素あるいは電⼦受容体とする酸化還元酵素の総称であるが、	酸
素	挿⼊反応を触媒する	酸素添加酵素（オキシゲナーゼ）	を含めることも別に区分するこ
ともある。古くは	酸化還元酵素	全体の総称として使われたこともある。	

補⽋分⼦族として	ヘム	含むも	チトクロム	酸化酵素や	カタラーゼ	は代表的な酸化酵素であ
るが、その他にも	フラビン	を補酵素にする	キサンチン酸化酵素	などヘム以外の物質を活
性中⼼に持つものもある。	

モノアミン酸化酵素阻害薬	は抑うつ性精神病の治療に利⽤される。	

	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%B9%E8%8C%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%AE%89%E6%99%82%E4%BB%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8E%8C%E5%80%89%E6%99%82%E4%BB%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%A8%E6%B8%88%E5%AE%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%84%E8%A5%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/1191%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8E%E3%82%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%B9%E8%8C%B6#cite_note-5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6%E9%81%93#%E8%8C%B6%E9%81%93%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2
https://kotobank.jp/word/%E9%85%B5%E6%AF%8D-63153
https://kotobank.jp/word/%E8%8F%8C%E9%A1%9E-54579
https://kotobank.jp/word/%E9%86%B8%E9%80%A0-532380
https://kotobank.jp/word/%E6%A5%95%E5%86%86%E5%BD%A2-559010
https://kotobank.jp/word/%E5%87%BA%E8%8A%BD-77856
https://kotobank.jp/word/%E8%9B%8B%E7%99%BD%E8%B3%AA-95408
https://kotobank.jp/word/%E3%83%93%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83%B3-120025
https://kotobank.jp/word/%E6%A0%84%E9%A4%8A%E4%BE%A1-443403
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88-30788
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%82%A2%E8%AA%9E-53610
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E5%8C%96%E9%85%B5%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E5%8C%96%E9%82%84%E5%85%83%E9%85%B5%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%BA%E8%B3%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E5%AD%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E7%B4%A0%E6%B7%BB%E5%8A%A0%E9%85%B5%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E5%8C%96%E9%82%84%E5%85%83%E9%85%B5%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%88%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%93%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%AD%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%B3%E9%85%B8%E5%8C%96%E9%85%B5%E7%B4%A0&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%8E%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%B3%E9%85%B8%E5%8C%96%E9%85%B5%E7%B4%A0%E9%98%BB%E5%AE%B3%E8%96%AC


茶漉しの部分	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6%E6%BC%89%E3%81%97	

茶漉し	（ちゃこし、英:Tea	strainer）は、	ティーカップ	の上に設置し、	茶葉	を受け⽌め
るための	篩	である。	

伝統的な⽅法で	急須	を⽤いて茶を⼊れる際、茶葉は	ティーバッグ	に⼊っておらず、⽔の
中を⾃由に漂う。葉⾃体は旨くなく、茶漉しで濾すのが普通である。	

	
細⽬	
https://kotobank.jp/word/%E7%B4%B0%E7%9B%AE-508556	
細かい点について規定してある	項⽬	。「規則の細⽬を定める」	
	
帯網	

http://twoa.net/zakka/kittin/%E6%80%A5%E9%A0%88%E3%81%AF%E5%B8%AF%E7%B6%B2%E
F%BC%88%E5%B8%AF%E6%9D%BF%E7%B6%B2%EF%BC%89%E3%81%AE%E3%82%82%E3
%81%AE%E3%81%8C%E6%9C%80%E9%AB%98%E3%81%A7%E3%81%99%E3%82%88/	

急須は帯網（帯板網）のものが最⾼ですよ	

帯網というものは、ご存じでしょうか。急須などはお茶の葉を⼊れて、お湯を⼊れて、お茶を出しま

すね。その後の重要な機能は、お茶の葉とお湯を分離することです。	

帯網とは、その機構の１つです。	

	
	

茶合	
https://kotobank.jp/word/%E8%8C%B6%E5%90%88-566755	
茶器の⼀。茶の量をはかるもの。抹茶⽤は桜の⽊で椀(わん)形に作り、	煎
茶	(せんちゃ)⽤は	⼆つ割り	にした⽵で作る。	
	
⽑茸	
https://kotobank.jp/word/%E6%AF%9B%E8%8C%B8-644967	
	
植物の	表⽪細胞	が突出したもの。	⽑	(け)。	
	
	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6%E6%BC%89%E3%81%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6%E8%91%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AF%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%80%A5%E9%A0%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0
https://kotobank.jp/word/%E7%B4%B0%E7%9B%AE-508556
https://kotobank.jp/word/%E9%A0%85%E7%9B%AE-497611
http://twoa.net/zakka/kittin/%E6%80%A5%E9%A0%88%E3%81%AF%E5%B8%AF%E7%B6%B2%EF%BC%88%E5%B8%AF%E6%9D%BF%E7%B6%B2%EF%BC%89%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%8C%E6%9C%80%E9%AB%98%E3%81%A7%E3%81%99%E3%82%88/
http://twoa.net/zakka/kittin/%E6%80%A5%E9%A0%88%E3%81%AF%E5%B8%AF%E7%B6%B2%EF%BC%88%E5%B8%AF%E6%9D%BF%E7%B6%B2%EF%BC%89%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%8C%E6%9C%80%E9%AB%98%E3%81%A7%E3%81%99%E3%82%88/
http://twoa.net/zakka/kittin/%E6%80%A5%E9%A0%88%E3%81%AF%E5%B8%AF%E7%B6%B2%EF%BC%88%E5%B8%AF%E6%9D%BF%E7%B6%B2%EF%BC%89%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%8C%E6%9C%80%E9%AB%98%E3%81%A7%E3%81%99%E3%82%88/
https://kotobank.jp/word/%E8%8C%B6%E5%90%88-566755
https://kotobank.jp/word/%E7%85%8E%E8%8C%B6-88601
https://kotobank.jp/word/%E7%85%8E%E8%8C%B6-88601
https://kotobank.jp/word/%E4%BA%8C%E3%81%A4%E5%89%B2%E3%82%8A-373721
https://kotobank.jp/word/%E6%AF%9B%E8%8C%B8-644967
https://kotobank.jp/word/%E8%A1%A8%E7%9A%AE%E7%B4%B0%E8%83%9E-1401337
https://kotobank.jp/word/%E6%AF%9B-58506

