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いんげんまめ新品種「十育B78号J

輿山 経* 佐藤

江部成彦料竹内

系統名 1'l'fB78¥j 

交配組合せ:I'MIIW 7 /}..:I'1iI 

育成の目的と緩過

*島田尚典*

徹***小野寺鶴将*

本品Niは. インゲンマメ炭化的 (~J、|子 ， !YI化的)に紙

jJttl，をf!tち，多収， )(1'>):で f..l: 1'î:の金lI~i品係の育成を 11 t~! 

とし， 2001iドより北海道立|勝出来試験切において，多

収， )(1立で良質の金!日JJ~i!1!品紹 I Î'IMI引を!又i従来\1， i)'I化

的奴tJL1'till伝子 (SdlγJ) ぞ有する γj¥J:iIIJを 1jiIIおl

として， DNAマーカ一選抜によるi'.li続 61日|の!えし交配

を1iい， ).さHz，1刈定ぞ|京iり育成した。なお， DNAマー

カー選肢は道立LjJ央民主:試験場で実砲した。

特性の概要

本品関は， îl'(f L灼に挺ill~ しないため，本的にたIする薬

汚11防1\会は/(~裂であり， i1i州文もしなL、o !YifLi1i1J:民tJ(a以外

の成記'M~j， Jlx 1tt f生ミ干の J~!ll41Jf-;質は汁I;UHU とほぼ l ， i] J;iji で

ある。粒色(ま!J:liill)JJ と I~司系色の赤紫色であるがやや i;j~

i、。粒大は:悩11券」と11M，]!に人:N:であるが，やや)(き L、。

インゲンマメ idtそif与jtWL1主l土， IJ:MlI奇」と1，;n'Jiーである 0

7二泌がuUiでは!悩11奇」と1，;H'i1 I交の|才納ロおよび力説の

IJUlてi@14:を有すると;fffilliされているc

栽培適地と普及上の注意

北海道のいんげんまめI'H.Jけ地，!??において， i九¥11奇J
にi泣き換えて， 2，600haのi¥i(lえを比込んでいる。殺伐 L

の注怠は次の 3点で、ある。1)11';.¥11奇j とIriJ践に}(1'，'i.であ

るので， JI文総・乾燥条件にf{fjびし jflf山立の先生を|みく。

2) 紙J;ii な多 II~ または疎ttlU~J与は， i-tMII奇jと!日JHiに裟Jη

れの発生が多くなることが懸念されるため，避ける。 3)

インゲンマメ災化的に立すするIl}j除はイ三!裂であるが， その

他の約千f{-lこは従米の品衛と!日l十五に撰Ili，]するため，適切な

l)jjl):í~に努める。

この品種への期待

~ Liiliiliにおける金1砕をII(丸 6A.lOhaゃい点20'r.r:)の1;¥)自

lúifJ~があるが， lJ~j jo)L安k~H~は il~~化的に fL\JJd'4óをおた

なL、o ;jqII，] (ま， ジャガイモヒゲナガアブラムシによってIJ!Hl'

される， ダイズわい化ウイルス炭化系統 (SbDV-YS)
による 4尚 7!Jである。十'fHíÍ4 した fli;j{本の JI文民はほぼ字引I!~とな

るため，多発作には大きな!nt;J}が発生する。そのため，

予防的な薬剤1¥方i徐が惚数["Ji
コストのI段以lにつながっている O

本品様(土， ':tll寺i妥Iミ品様である f福!日:uに災化的民l)t

性を導入し L育成したことから，型車i形1-:[および加工j菌性

は汁討11寄J;Jiiに{妥れる。 b'tiヒ病には，躍がJしないため，

本病に対する薬剤!均i徐は不安ーであり，減収もしなL、。本

品泌を(出!日uにi泣き換えてiリ(J;えすることにより，良質

な北海道政金lI!ilifjの安定供給岐ひに生保コストの低減と

クリーンt2業のjfEffiに:rHJりするものと考えられる O

育成従事者.佐藤 L.，烏!n尚[Ht，挺LLI日隙， d部fi文彦，

三 Ijlc純，竹内 ift'( 

表 1 十勝産量試における試験成綴 (2007年~2009年の平均)

系統手ノl 成タ!¥lVJ 1と jli
i到{犬 U~iíi-

または
L?~f::t f~rf 

{似体不

ふ31 手F千ノ! (Jj 11) (%) 

ト;'i13 78 ，; 9.10 。。 2.2 。1

1I奇 9.10 0.6 1.9 。i

ん J F. ~II 年 9. ci 。7 2.1 。。

~ )なUfi:良好 :I&:;(!¥!切における立乙存ち

3 )とJlifl!j体ヰ、 Cl"へ条i'l'Fにおいて，
.1) 的化料品U;Ll'I::WH検定は i

ひょ 波数 タミ内 ]'ゾミif( tMI日〉 i'i枝市

Wt 
((、111) ( I持、) 村 1主 (kgJ (%) (g) 

56 16.5 2.8~) :l:ll 10:; 91.0 

。" 16.5 2.86 :122 100 88品

5:1 17.2 2号7 :l05 95 7:1.5 

iミ1.ややど'~ 2， <1'日，ややイ;1ミ1.イ、U 5" 
t:さがjliれたfl!jfcj;を1，足立Itl世jtj'jlこ必ftした。

II'iN>F 品'[1

(%) (手数)

12，5 2ド
11.0 21" 
10，7 2ド

J足J出{ま}詰 WEis剖01土， ，¥'!itがi!llWilみよえと?におけるb党結c

il'iit1oiHIHM'1 
iE'1:似iやH%J
J宅問 i児;出 IK分

杉，itI I王J日
。。 。。 料iぅ官i
82.5 19.1 ~]SJ 

67.8 15.2 民j

表 2 製品試作試験における評価一覧

*北海道立 l'IJ~fJ;;lj定試験切 tvlasataka Olu:)入江!λ，

Hi toshi Sxro， HisanOl'i SI Il~l.\D，\， 

Kakum乱saO!¥OllEH礼

料北海道Î[~U町~Jf~試験J訪 Shigehiko EllE 

同*北海道\[11'央J~.~ i!f~試験防 1、OI'U TAl¥lelTilI 

J川4、一 h以'(， 製品名
ilイi :-'*Mlj奇ー[こ (1ヰる

(、!勺JX) l;~{'ì !l干自民

A れ 11時'JI，λ
20 1，.i17;: 
21 [iI仁う

13トi 11許可
20 liiF'i 
21 1"]'，¥' 

C れ おi:Cj 20 やや111る

[)十i 絞(~l~ 19 I，;J等
E tl r;: r:";~ 20 I，;rr; 

;u行{I:次および作れともに|勝良ぷ1'1を11)(、た心
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