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<試験成績・研究成果>

の育成とやまのいも類の品種開発ながいも新品種「十勝 4号」

同リ*井平洋*勝縁田
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2. ながいも新品種「十勝4号J

1)育成経過

「十勝 4号」は，平成17年に北海道立十勝農業

試験場において，ながいも「音更選抜系統J(以

下音更選抜)の定芽部位を利用して得られた突然、

変異系統である。平成17年に「音更選抜」の定芽

部位508本を圃場で養成し，地上部(花序の形状，

葉の形状など)，および地下部(いもの大きさ，

形状など)において変異系統と思われる33個体を

選抜した。平成18年には， 33個体をそれぞれ増殖

して各個体の生育調査を実施し，明らかにいも径

の太い 4個体を選抜した。平成19年に各個体から

8個の種いもを切り分け増殖し，平成20年には 4

系統を闇場に供試し，いも径がもっとも太い l系

統 (iTB0804J)を選抜した。平成21年は増殖，

平成22年には生産力検定予備試験を実施した結果，

有望と認められたので「十勝4号」の地方番号を

付し，平成23年からは生産力検定試験，特性検定

試験，地域適応性検定試験，品質調査を実施した。

平成25年2月には，北海道の優良品種に認定され，

現在の品種登録出願中である。
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北海道のながいもは，作付面積が1，890ha(平

成22年)と全国の約25%程度であり，面積あたり

の収量が多いことから収穫量では全国の46%を占

め，青森県とともに全国で1，2を競う産地である。

北海道産ながいもに対する需要は堅調であり，増

産に対する産地からの要望は強いが，栽培には深

い作土が必要であるため生産可能なほ場は限られ

ており，面積あたり収量の向上が喫緊の課題となっ

ている。また，ながいもは南方原産の作物であり，

温度要求性が高いため，冷涼な北海道においては

気象による影響を受けやすいことから，収量の高

位安定化が産地において強く望まれていた。さら

に，十勝産ながいもは海外にも輸出されるなどブ

ランド化も進んでおり，独自ブランド品種育成に

対する要望も高まっていた。このような情勢の中，

十勝農試では平成12年よりながいもを含むやまの

いも類の品種改良を十勝農業協同組合連合会，帯

広市川西農業協同組合および音更町農業協同組合

の4者共同で取り組みながら，平成23年には，い

ちょういもとながいもの交雑により高粘度でウイ

ルス病に強い「十勝 3号J(以下

きたねばり(出願登録公表中))

を育成した。今回育成した「十勝

4号」は多収のながいも新品種で

あり，今後主産地である十勝地域

を中心に普及の拡大が予想され，

産地からの期待は大きい。そこで，

本稿では，十勝農業試験場の育成

品種の一つである「十勝4号」の

育成経過および諸特性を紹介する。

1.はじめに

「十勝4号」選抜経過

年次

平成17年

平成18年

平成19年

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

試験番号

系統名

TB 

TB 

TB 

TB0804 

TB0804 

十勝4号
十勝4号

十勝4号

系統(個体)数

供試数 選抜数

508 33 

33 4 

4 4 
4 1 

1 1 

1 1 

表 1

試験名

変異個体作出

個体選抜

増殖

系統選抜

増殖

生産力予備試験

生産力検定試験， 地域適応性検定試験

生産力検定試験， 地域適応性検定試験
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2)特性の概要

1)地上部の形態およびいもの形状

標準品種「音更選抜」に比べると，地上部の生

育は，草勢，分枝性は同等で雌雄性は雄株である。
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育成地および現地における成績

調査地 十勝良試1 (芽室町) 帯広市 音更町

¥形¥質 一一品~種一一・~系ー統名
十勝 4号 音更選抜 川西選抜 十勝 4号 音更選抜 十勝 4号 音更選抜

(標準品種) (比較品種) (標準品種) (標準品種)

規格内収量 (kg/10a) 4，560 3，929 3，988 5，662 4，571 5，592 4，536 
標準比 116 100 102 124 100 123 100 
規格内率(%) 91.9 92.2 88.9 92.8 86.4 95.9 90.0 
多数本いも株率(%) 15.0 15.0 11.1 8.2 16.0 18.2 19.4 
全長 (cm) 59 61 62 73 75 70 70 
調製長 (cm) 41 42 43 51 51 44 46 
いも径 (cm) 7.1 6.1 6.4 7.2 6.2 6.9 6.1 
平均 1本重 (g) 1，014 876 942 1，268 1，045 1，119 969 
乾物率(%) 16.2 15.8 16.0 13.5 13.5 14.2 13.1 
粘度(Pa's) 3.4 3.2 3.3 2.8 2.8 2.9 2.5 

表 2
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1 イー勝良試は平成22~24年の生産力検定試験(様、植)の 3 か年の平均値。帯広市および音更町は平成23， 24年の 2か年，各 2か所の平均値。

写真 2 I十勝4号」の胴部切断面
「音更選抜」、中央: I十勝4号」右 :I川西選抜」(左

は同等で黄変期は 3日程度早く，早晩性は同等で

ある。催芽時の芽の形成はおよび催芽中の腐敗は

「音更選抜」と同等である。ヤマノイモえそモザ

イク病に対する抵抗性は「音更系統」と同等の

“中"と判定される。貯蔵性は「音更選抜」と同

等の“中"である。増殖性は，I音更選抜」とほ

ぼ同等の“良"と判定される(表 3)。
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形~質 品~種--・系~統~名 十勝 4号
音更選抜 川西選抜

(標準品積) (比較品種)

萌芽期(月/日) 6/18 6/18 6/18 

策変j倒(月/日) 10/15 10/18 10/18 

イ僅芽時の芽の形成 良 良 良

催芽時の腐敗 少ない 少ない 少ない

むかご着生 多 多 多

雌雄性 雄株 雄株 雄株

いも形状 長楕円形 長楕円形 長楕円形

貯蔵性 中 中 中

増殖性 良 良

ヤマノイモえそモザイク
中 中

病抵抗性

「十勝4号」の主要特性表 3

写真 1 I十勝 4号」のいも形状(全体)

(左 「音更選抜J，中央 I卜勝4号」右 。IJlI西選抜J)

葉の形状は， I音更選抜」に比べ，葉長が短く，

葉のくぼみがやや浅い。いもの形状は，I音更選

抜」と同じく“長楕円形"でり，全長，調製長は

同等であるがいも径が太い(表 2，写真 1)。

注) 1試験実施せず

-11-

2)収量性とその他の特性

「音更選抜」に比べていも径が太く ，平均 1本

重が重いため，I音更選抜」より約20%多収であ

る(表2，写真 1，2)。規格内率は同等であり，

規格別の重量比率をみると 3L以上の大型のいも

が多い。育成地では「音更選抜」と比べ，萌芽期

主

。
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1) Iきたねは瞬り」の育成 ~交雑育種法

温度要求性の高いやまのいも類の人工交配は，ガ

ラス温室内で雄株雌株を養成しながら行う。人工交

配によって得られる交配種子の成功率は低く，自然

環境下ではほとんど発芽に至らない。そこで，萌果

(写真3)，種子，匹の生長を助けるために培養を繰

り返し行って実生個体を得る必要がある。その後試

験管内で実生個体を養成し，ガラス温室内で実生を

ポットに移植して新いもを養成し，交配から 2年後

に圃場に植え付けて選抜が開始される。こうした北

海道における，やまのいも類の交雑育種技術は， Iヤ

マノイモ種間交雑によるウイルス病抵抗性因子導入

に関する育種技術(平成 9~11年J) ， Iやまのいも

育種ぜ術の確立と育種素材の開発(平成12~14年))J

により十勝農試で確立された。この手法を用いた品

種開発の目標は，①ウイルス病に強いこと， ②とろ

ろの粘りが強いこと，③北海道でも十分な肥大が得

られることであり， ウイルス病に強くとろろの粘度

十勝農試では， 交雑育種法により「きたねばり」

を，突然変異育種法により「十勝4号」を育成した。

以下に，両手法を用いた経緯とその概要について述

を行っている。具体的には， I十勝4号」の安定生産

技術の開発として，高品質 ・低コスト安定生産のた

めの種いもサイズ，キュアリング法，栽植密度，窒素

施肥量などを明らかにする取り組みと，効率的かっ

安定的な増殖法を明らかにする試験を実施中である。

やまのいもの務果 (人工交配による)

3. Iきたねばり」および「十勝4号」

育成に至る育種手法について

第 4号 (2013年10月)

写真 3

-12 
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3)今後の普及に向けての動き

ながいもは増殖に時間がかかる作物であり，通常

の切りイモ増殖の場合では，増殖率は 6~ 8倍程度

である。このため，5年後の普及見込み面積は100ha

程度で，当面十勝地域の中心に普及する。「十勝4号」

は，いわゆる「十勝選抜系統J(川西選抜系統，音更

選抜系統)に比べ，安定して20%程度多収で，栽培

特性，内部品質，貯蔵性等の主要形質について「十

勝選抜系統」と大きな差はみられなし、。このため，

主産地である十勝地域において現在栽培されている

「十勝選抜系統」から順次置き換わる可能性が高く ，

作付けの拡大が期待できる。

現在産地における「十勝4号」の普及を推進するた

めに，十勝農試では多収性を最大限に活かすための

栽培技術の開発と種苗増殖に係る産地への技術支援

3)品質の特性

いもの乾物率および粘度(表 2)は， I音更選抜」

と同等で， とろろの食昧評価は「音更選抜」と同等

である(図 1)。とろろ加工適性も「音更選抜」と

同等であり，粘度，作業性，色については問題は見

られない。一般的にいもが大きくなると乾物率が低

下し水っぽくなるといわれているが， I十勝4号」

の場合はいもが大きいにもかかわらず「音更選抜」

と品質食味が同等であることが特徴である。

粘り

一言音更選抜(基準)

2 

甘み
注 1)評価は 2:優る，1:やや優る， 0 基準並

-1 :やや劣る， -2:劣る
注 2)評価値は平成23，24年の計 4回の平均値

図 1 すりおろし(とろろ)の食味評価
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が高い「いちょういも」と北海道でも大きく成長す

る「ながいも」をかけ合わせることで，両親の長所

を併せ持つ品種を目指した。これらの目標をクリア

したのが平成23年に北海道優良品種となった「きた

ねばり」であり，現在十勝のながいも産地で種いも

の増殖中であるが，前述の交配技術がなければ決し

て育成できなかった品種である。

2) I十勝4号」の育成 ~突然変異育種法

一般的な突然変異育種の問題点は，変異個体の発

生頻度が作物や品種によ っては極端に低いことや，

目的とする変異個体が得られでも，原品種に比べ農

業形質が劣る個体が多く見られる場合があることが

挙げられる。今回，やまのいも類の品種改良に突然

変異を利用することとしたのは，やまのいも類の種

苗生産現場で，定芽部分(写真4)を利用すると形

写真4 ながいもの定芽部

状が変異しやすく，一般の種苗生産には向かないと

いう定説があったため， この特性を逆手にとったも

のである。形状や外観品質における変異体が品種と

なった事例は全国的にみられ，近年では十勝のなが

いも産地である幕別町において見いだされた毛のな

380 

いながいも「和稔じょ幕別 l号」はその一例である。

通常は，変異個体の発生頻度は小さいために栽培ほ

場から変異個体を見つけるには膨大な個体数が必要

であり，品種改良の手法としては非効率であるが，

今回は一般に利用されている種いもから発生する芽

(不定芽)よりも変異しやすいとされる定芽を利用

することで，変異個体の発生頻度を高めることがで

きた。そうはいっても，前述のようにわずか500程

度の個体数から「十勝4号」のような優良個体を見

いだせたことは，非常に幸運であったと言わざるを

得ない。また，交雑により育成した「きたねばり」

が交配から11年の歳月を経て品種となったのに対し，

「十勝 4号」はわずか 8年の短期間で育成を完了し

た。このことは，突然変異を利用することを含め，

「きたねばり」育成過程での苦心の末に得られた種々

の知見を活用し，効率化に努めた結果であった。

3)まとめ

作物の品種改良は一般的に10年程度の期聞を要し，

特に栄養繁殖の作物では育種目標によってはさらに

長い期聞を必要とする。また，育種法や育種規模は

育種目標を達成するために重要である。やまのいも

類の育種法について，交雑育種法と突然育種法の優

劣をつけることはできないが， ブリーダーとして良

い品種を育成するためには決まった方法など無く，

人員や育種規模が限られていることを品種が作れな

い言い訳にしてはならない。

作物の特性を熟知し，常に効果の高い育種法を考

えることが重要であり，品種改良の継続性が如何に

大切であるかということを強く再認識させられた。
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