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国内外で需要が拡大する抹茶や粉末茶の生産に対応可能な、栽培適地が広く、被覆栽培に適した高品質な緑茶用新品種 

抹茶や粉末茶に適した緑茶用新品種「せいめい」 

導入をオススメする対象 
 関東以南の主要な茶生産地域における 
 生産者（抹茶、粉末茶、かぶせ茶、煎茶 
 の生産者） 

・最近10年で、抹茶の生産量は約２倍に増えており、今後も、国内需要の増加と輸出量の増加が見込まれる。 
・茶園面積の約75％で栽培される主要品種「やぶきた」は、高樹齢化が進み、抹茶・粉末茶の需要増への対応が困難である。 
・そのため被覆栽培で収量が多く、粉末の色合いに優れ、栽培適地が広い抹茶・粉末茶用の新品種が求められている。 

研究成果の内容 

研究開発の背景 

期待される効果 

 ・ 高品質な抹茶、粉末茶、かぶせ茶、煎茶の提供による日本産緑茶のブランド力強化と国内外における 
需要拡大が期待される。 
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多収で栽培適地が広く、病害にも強い、高品質な緑茶用新品種 
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高品質な国産緑茶の安定・多収生産 

被覆栽培の「せいめい」一番茶園相 

耐寒性は「やぶきた」並で「やぶきた」より病害に強い 

赤枯

抵抗性

裂傷型

凍害

抵抗性

炭疽病 輪斑病 赤焼病 もち病

せいめい 中 やや強 中 強 中 やや強

やぶきた やや強 中 弱 弱 中 やや弱

品種名

耐寒性 病害抵抗性

せいめい やぶきた 

粉末茶のアミノ酸量が 
「やぶきた」より多い 
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◎ 「やぶきた」が栽培可能な主要茶産地に導入できる 

 → 抹茶や粉末茶の需要増に対応 

 → 病害に強く、殺菌剤を削減可能 

「せいめい」抹茶 

◎ 碾茶、釜炒り碾茶、もが茶の製茶品質に優れる 

 → 色合いと旨味に優れる抹茶や粉末茶の生産 

◎ かぶせ茶や煎茶の製茶品質に優れる 

 → 高品質な緑茶全般の生産が可能で汎用性が高い 

「せいめい」煎茶 

せいめい やぶきた 
被覆栽培における粉末茶の色合いが 

「やぶきた」より優れる 旨味に優れる 被覆栽培で「やぶきた」より多収 
農林水産省 地域対策官のコメント 
  欧米を中心に有機抹茶の人気が高まっています。 
  抹茶適性に優れ、病害にも強い「せいめい」は、高品質な 
 日本茶の輸出拡大に寄与するオススメ品種です。 
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所ニュース表１

				品種名 ヒンシュメイ		耐寒性 タイカンセイ						病害抵抗性 ビョウガイ テイコウセイ

						赤枯
抵抗性 アカ カ テイコウセイ		裂傷型
凍害
抵抗性 レッショウガタ トウ ガイ テイコウ				炭疽病 スミ ソ ヤマイ		輪斑病 リン マダラ ヤマイ		赤焼病 アカ ヤキ ヤマイ		もち病 ビョウ

				せいめい		中 チュウ		やや強 キョウ				中 チュウ		強 キョウ		中 チュウ		やや強 キョウ

				やぶきた		やや強 キョウ		中 チュウ				弱 ジャク		弱 ジャク		中 チュウ		やや弱 ジャク






	スライド番号 1

