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サツマイモ遺伝資源の保存と利用

田 中勝＊

〔キーワード〕：サツマイモ，Jpomoea, 遺伝資源，

野生 種 利 用

1. はじめに

サツマイモ (Jpomoeabatatas)は食用作物の中で，

トウモロコシ，コムギ，イネ， ジャガイモ，ダイズ，

キャッサバ，オオムギに次ぐ 8番目の生産量を持つ

作物であり，世界で年間 1億 t程度が生産されてい

る．サツマイモは単位面積当たりのカロ リー生産性

に優れることから熱帯，亜熱帯地域を中心に重要な

食用作物であり，青果用として利用されるほか，食

品や酒類，でん粉，色素などの加工原料としても利

用されている生産量は中国が世界の 67%を占めて

おり，これ以外にナイジェリアやタンザニア，ウガ

ンダ，エチオヒ°アなどのアフリカ諸国やインドネシ

アで生産量が多い (FAO2018). 日本国内では関東

地方や南九州地域を中心に毎年 85万 t程度が生産

されており ，関東地方では青果用や蒸切干加工用の

生産が，南九小卜1では焼酎原料用やでん粉原料用の生

産が盛んである 国内におけるサツマイモの栽培品

種は戦前までは在来種が大半であったが，戦後に

なって育成品種が普及した現在日本国内で栽培さ

れている主な品種は用途毎に数種類に限定されて

おり ，焼酎原料用の「コガネセンガン」，でん粉原

料用の「シロユタカ」 ，青果 ・加工用の「ベニアズ

マ」，「高系 14号」，「べにはるか」の 5品種で国内

の栽培面積の 65%以上を 占める（農林水産省 2016).

戦後の品種育成には遺伝資源が大きな役割を果た

した一方で，国内の在来種は多くが消失したと考え

られる本稿では， サツマイモの起源や伝搬に関す

る研究や遺伝資源の収集 ・保存および利用状況など

について紹介するとともに，遺伝資源のさらなる活

用に向けた今後の展望について述べる．

2. サツマイモ起源と伝搬

サツマイモはアサガオや空芯菜などと同じヒル

ガオ科 lpomoea属に含まれる六倍体の植物である．

lpomoea属には 500種以上の植物が含まれるが，サ

＊農研機楕 九州沖縄農業研究センター (MasaruTanaka) 
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図 1 トリ フィーダ（二倍体）の地上部（左）と花（右
上），肥大根（右下）

ツマイモに最も近縁な Batatas群（節）には 13種の

植物が含まれるこの中でサツマイモと相互に交雑

可能なのはトリフィ ーダ種 (/.trifida) (図 1)のみ

である ．細胞迪伝学な解析結果や DNA多型による

系統解析の結果もトリフィ ーダがサツマイモに最

も近縁な野生植物であることを支持するものが多

い (Jarretand Austin 1994, Huang and Sun 2000, 

Srisuwan et al. 2006 , Roullier et al. 2013a , 

Munoz-Rodriguez et al. 2018). トリフィーダには二

倍体， 三倍体，四倍体，六倍体の野生植物が存在し，

サツマイモの塊根ほど太くならないものの，肥大根

を形成する系統がある（図 1). Kobayashi (I 984) 

は二倍体トリフィーダの倍数性進化によって六倍

体のトリフィーダが成立し，これが栽培化されてサ

ツマイモとなったと考えた.Shiotani and Kawase 

(I 989)は二倍体と四倍体のトリフィーダから作成

した合成六倍体 とサツマイモとの交雑後代におけ

る染色体対合の観察結果等をもとにサツマイモが

二倍体のトリフィーダと相同性の高いゲノムを持

つ同質六倍体である ことを示唆 し，これを支持して

いるまた，近年の大規模な DNA多型分析の結果
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も，サ‘以マイモが二倍体トリフィーダと同一の起源

種から分化した同質六倍体であることを強く示唆

している (Roullieret al. 2013a, Munoz-Rodriguez et al. 

2018). 

サツマイモの起源地としては，主として考古学的

な出土品と在来種の遺伝的な多様性に基づく南米

説と，近縁種の分布に基づく中米説が提唱されてき

た最近の研究でサツマイモには葉緑体配列の異な

る2つの系統が存在し，一方は主に南米やポリネシ

アに，もう一方は中米やその他の地域に分布するこ

とが明らかとなってきた (Roullieret al. 2011 , 

Roullier et al. 2013b, Munoz-Rodriguez et al. 2018). 

これについて， Roullieret al. (2011) はカリブ海沿

岸地域と南米北西部の 2か所で独立に二倍体トリ

フィ ーダから栽培化された結果と考え，サツマイモ

にはもともと北方系と南方系の品種群が存在した

とする説を提唱した一方， Munoz-Rodriguezet al. 

(2018)はカリブ海沿岸地域でサツマイモが二倍体

トリフィーダから分化した後に再びトリ フィ ーダ

と交雑し，葉緑体配列のみがトリフィーダのものに

置き換わったため，とする説を提唱しており，最終

的な結論は出ていない

一般に，サツマイモは中南米の起源地で成立した

後， 3つのルートで世界中に伝搬したとされる（図

2). Iつ目はコロンブスの新大陸到達後にスペイン

人やポルトガル人の手により，ヨーロッパ，アフリ

図 2 サツマイモの起源地と伝搬経路
小林 (1984)等をもとに作成．

カ，インドを経て東南アジアに伝えられたJレートで，

バタタスルートと呼ばれる. 2つ目はスペイン人が

メキシコから太平洋を越えてフィリ ヒ°ンに伝えた

Jレートで，カモテルートと呼ばれる．さらに，大航

海時代より以前に南米からポリネシアの島々に伝

搬したルートがあり，クマラルートと呼ばれる．ク

マラルートが人の手による伝搬かどうかは結論が

出ていないが，人の手によるとする大きな根拠は先

住民の間でのサツマイモの呼称が南米（クマラ，ク

マール等）とポリネシア（クマラ，ウマラ等）でよ

く似ていることである.Roullier et al. (2013b)が 17

世紀から 20世紀初頭に作られたサツマイモの植物

標本から得られた DNA試料を分析した結果では，

バタタスルートとカモテルート上に位置する地域

では北方系の品種が，クマラルート上に位置する地

域では南方系の品種が分布しており，上記の説とよ

く一致していたただし， 20世紀以降の人類の活動

に伴う品種の移動により，現在では伝搬経路ごとの

遺伝的な特徴はかなり薄れているようである．一方，

Munoz-Rodriguez et al. (2018) は，遺伝子配列の比

較による分化時期の推定から，南米の品種とポリネ

シアの品種の分化時期は 11万年前より以前であり，

人の手によるポリネシアヘの伝搬はなかったとす

る説を提示しているこのようにサツマイモの起源

地や伝搬様式については今なお解明すべき謎が多

く残されている．
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日本への伝搬はバタタスルートやカモテルート

でフィリヒ°ンに到達した品種に由来すると考えら

れるこれらの品種の一部が 16世紀末に中国の南

部に渡り，さらに一部が 17世紀初頭に沖縄に伝搬

したとされる．沖縄に伝搬したサツマイモは徐々に

北上し， 18世紀中頃には関東地方に到達している．

3. サツマイモ遺伝資源の収集と保存

サツマイモの遺伝資源は，農研機構が運営する農

業生物資源ジーンバンクのサプバンクとして農研

機構九州沖縄農業研究センター（以下，九州沖縄農

業研究センター）および同次世代作物研究開発セン

ターで保存されている．主要な栽培種遺伝資源につ

いては，消失を防ぐために同種苗管理センター鹿児

島農場を含めて 2~3か所で重複して保存されてお

り，合計の保存点数は約 3,100点（うち近縁野生種

約 170点）である（表 !). 2018年 8月時点で， こ

れら遺伝資源のうち栽培種 571点，近縁野生種 42

点が農業生物資源ジーンバンクから配布されてい

る．

海外の栽培種遺伝資源の探索 ・収集や導入は，生

物多様性条約が発効する以前の 1990年頃までは盛

んにおこなわれていた現在でも農研機構では東南

アジアやオセアニア，東アジア，南米，北中米など

の地域から導入された栽培種の遺伝資源が多数保

存されているまた，近縁野生種の遺伝資源につい

ても 1950年代から 1980年代までサツマイモの起源

の解明や育種への有効利用を目的として中南米諸

国で探索 ・収集が行われ，日本に導入された．これ

表 l 股研機構保有のサツマイモ追伝資源

区分 点数 I)

国内育成品種 ・系統 1,700 

国内在来種 460 

導入迫伝賓源 2) 750 
近緑野生種 3) 170 

来歴不明 • その他 20 

合計 3,100 

I)農研機構九ヽ ）'i'I沖縄農業研究センターと同次世代作

物開発研究センターの2018年度の保存リストをも

とに，重複を除いて合計した概数．ジーンバンク

に登録されていないものも含む．

2)導入先は東南アジア 275点，オセアニア 241点，

北中米 77点，南米 77点，東アジア 75点など

3)栄蓑体で保存しているもののみ計数．

らの導入迪伝資源以外にも国内の在来種や育成系

統なども多数保存されている（表 I). 

サツマイモやその近縁野生種の多くは他植性で

あり，種子による系統維持ができないため，遺伝資

源の保存は基本的に栄養体で行われる．九州沖縄農

業研究センターでは栽培種の遺伝資源の種芋を毎

年 3月に苗床に伏せ込んで育苗し， 5月に圃場に植

え付けて栽培する（因 3).10月に掘り取って翌年

用の種芋とし，冬季は種芋の状態で貯蔵庫に保存す

るまた，これと並行して，重要な遺伝資源につい

ては温室内で地上部を鉢で継代して保存している

（固 3).近縁野生種の遺伝資源は基本的に塊根を作

らないため，圃場栽培は行わず，鉢で地上部を継代

して維持している．栽培種，近縁野生種ともに繁茂

した蔓が隣接する畦や鉢に到達して節から塊根や

肥大根を形成することがあるため，異なる品種 ・系

統同士が混ざらないように注意する必要がある．ま

た，近縁野生種迪伝資源は栽培種に比べて冬季の低

温に弱く，温室内でも越冬させるには周到な温度や

灌水量の管理が必要となるただし，近縁野生種速

伝資源には，海外から種子の状態で導入されたもの

や，増殖のために同一起源地の栄蓑体同士で交配し

たものなど，種子の状態で保存されているものも存

在する．

図 3 圃場（上）および鉢（下）での栽培種迫伝資源
の保存
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海外におけるサツマイモ遺伝資源の保存状況に

ついてはあまり情報がないが，ペルーにある CIP

(International Potato Center) では栽培種 5,500点以

上と近縁野生種 1,092点が保存されている．これら

の遺伝資源は CIPのジーンバンクホームページ

(https://cipotato.org/genebankcip/)から来歴データの

検索等を行うことが出来る.CIPでは栽培種遺伝資

源を試験管内保存しており，一部凍結保存も行って

いるようである．

4. サツマイモ遺伝資源の育種への利用

1960年頃までの国内の育成品種は国内外のごく

限られた遺伝資源のみを母本として育成されてお

り，収量やでん粉含量に限界があった．これは日本

国内ではサツマイモが開花しにく<'また複雑な交

配不和合性を持つことが大きな原因であった．しか

し， 1960年頃までにはサツマイモの開花誘導技術や

交配不和合性の検定技術も確立され，また，導入遺

伝資源を利用して多収・高でん粉品種である「コガ

ネセンガン」の育成に成功したこともあり，さらな

る多収，高でん粉化のために遺伝資源の積極的な利

用が固られた．当時，まず遺伝的に遠縁となるよう

ないくつかの集団内ででん粉含量を高める遺伝子

を集積して親系統を育成し，最終的に親系統間で交

配を行ってヘテロシスで収量を高めるという育種

戦略が用いられた．そのために，国内外の遺伝資源

を利用して，でん粉含量を高める遺伝子や病害虫抵

抗性遺伝子を集積した交配母本の育成が開始され

たこれらの交配母本を用いた交配の中から，「シ

ロュタカ」 (1985年育成），「シロサツマ」（同 1986

年），「ハイスターチ」（同 1988年）といった品種が

育成され，サツマイモの多収化・高でん粉化に貢献

してきた．育成された交配母本やその後代品種はで

ん粉原料用品種のみでなく，青果用等の品種の育成

にも利用されてきたが，近年は新たな遣伝資源の利

用は少なく，既存の育成品種や有望系統間での交配

が多い．そのため，今日の品種育成の基盤となって

いる遺伝資源の多くは，交配母本の遺伝子集積が開

始された 1960年代以前に存在したものである．

上記以外では，塊根にカロテノイドを含む橙肉色

品種の育成にアメリカ合衆国から導入された遺伝

資源が利用されたり，アントシアニンを含む，いわ

ゆる‘‘紫いも”の品種育成に在来種が利用されたり

してサツマイモの新規用途開拓に貢献しているが，

遺伝資源の活用という観点では限定的である．農林

水産省の統計（農林水産省 2017) によると， 1990

年代以降，国内のサツマイモの収量およびでん粉含

量は頭打ちとなっている．今後サツマイモのさらな

る多収化や高でん粉化，病害虫抵抗性の強化を目指

すためには未利用遺伝資源の活用が重要になると

考えられる．

近縁野生種のサツマイモ育種への利用は限定的

であるが，サツマイモの主要な害虫であるサツマイ

モネコプセンチュウ，ミナミネグサレセンチュウヘ

の抵抗性改善を主目的として六倍体のトリフィー

ダ (Kl23-11系統）が利用され，でん粉原料用の品

種「ミナミュタカ」が育成されている．近年の育成

品種の多くも六倍体トリフィーダの血を受け継い

でいる．近縁野生種の持つ他の病害虫抵抗性や有用

形質に関しては未解明の部分が多く，今後の研究が

期待される．

5. 近縁野生種遺伝資源のゲノム研究への利用

近年，倍数性作物のゲノム研究が急速に進展しつ

つあり，サツマイモでも 2015年に二倍体トリフィー

ダのドラフトゲノム配列が解読され (Hirakawaet al. 

2015), 2017年には六倍体栽培種の SNPマーカーに

よる高密度連鎖地囮 (Shirasawaet al. 2017)やドラ

フトゲノム配列 (Yanget al. 2017) が報告されてい

る．このようなゲノム研究の進展に近縁野生種の遺

伝資源が大きな役割を果たしている．トリフィーダ

のドラフトゲノム配列の解読に利用されたのは，自

殖を重ねて遺伝子型を固定した二倍体系統

(Mx23Hm系統）である．この系統のもととなった

自殖性系統 (Mx23-4系統）は小林・玉利によって

1961年にメキシコから導入され，九州沖縄農業研究

センターの冷蔵庫内で保存されていた種子の中か

ら， 2003年に見出された.Mx23HmはMx23-4を出

発材料として自殖第 11世代まで自殖を進め， SSR

マーカーで遺伝子型の固定を確認した系統である．

Mx23Hmのドラフトゲノム配列はかずさ DNA研究

所と農研機構の共同研究によって解読され，かずさ

DNA研究所が運営するデータベース上で公開され

ている（図 4).六倍体の栽培種や他殖性二倍体の近

縁野生種のゲノム配列の解読では，次世代シーケン

サーで得られた配列データから相同染色体ごとの
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図4 サツマイモゲノム配列データベース Sweetpotato

GARDEN (http://sweetpotato-garden.kazusa.or.jp/) 

配列を再構築するこ とが難 しいが， Mx23Hmでは繰

り返しの自殖によって2本の相同染色体の配列がほ

ぼ一致していたため，ゲノ ム解読の材料として適 し

ていた実際に Mx23Hm系統と並行して他殖性の

0431-1系統 （メキシコおよびコロン ビアから導入さ

れた二倍体 トリ フィーダ系統間の交雑により得ら

れた実験系統）のゲノム解読も進められたが，得ら

れた配列データの再構築結果は Mx23Hmの方が良

好であった (Hirakawaet al. 2015). Mx23Hmのドラ

フ トゲノム配列は六倍体栽培種の高密度連鎖地因

作成の際にも参照ゲノム配列として使用され，SNP

マーカーの検出や相同連鎖群の判別のために活用

された (Shirasawaet al. 2017) . 

現在は日本，中国， 韓国の 3カ国が協力 して

Mx23Hmおよび六倍体栽培種（品種「徐薯 18号」）

の高精度ゲノム配列の解読に取り組んでおり ，近い

将来その成果が公開される予定となっている この

中でも， Mx23-4の自殖 (S1)集団及び Mx23-4 と

0431-1の交配で得られた E集団が連鎖地図作成の

ために利用されている．

6. おわりに

サツマイ モは熱帯，亜熱帯地域では自然に開花 ・

交雑し，新たな遺伝子型を生じる．そのため，これ

らの気候帯に位置する国々では数限 りない在来種

が存在する．著者も 2001年に行われたインドネシ

アでの在来種の探索に同行したが， 1日に 30品種近

い品種に出会う こともあったそのような在来種の

全てを収集 ・保存するのは現実的ではない．一方，

各国で品種育成が進み，栽培特性の良好な品種が広

まっていけば，栽培の容易でない在来種は容易に消

失して行くものと思われる．栄養繁殖性であるサッ

マイモの遺伝資源の維持 ・管理には種子繁殖性の作

物に比べて多くの労力 と費用がかかる ．そのため，

今後は遺伝資源の特性データやゲノム研究で得ら

れる DNA多型の情報等を活用してサツマイモ遺伝

資源の中に存在する多様性を解明し，コアコ レク

ションを整備するなどして効率的に多様性を保存

していく ことが重要になると考えられる．

サツマイモ育種の基盤技術研究と しては，ようや

く全ゲノムの配列情報が得られようと している段

階である．今後，各種農業形質に対応した DNAマー

カーの開発やゲノミックセレクションに代表され

るゲノム情報を利用した新たな育種法の研究 •利用

がサツマイモでも進めば，多数の迫伝資源の中から

有用な遺伝子を持つ品種 ・系統を効率的に探索 し，

育種に活用していくことが可能になるものと期待

できる．
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