
品種【いも類】

ばれいしょ

品種名 系統名 育成地 栽培適地 特徴 開発機関名 ページ

西海31号 西海３１号 長崎県 暖地二期作地域
赤皮赤肉色の品種。アントシアンを含有量し、チップな
ど油加工に適する。

長崎県農林技術開発センター 1

アイユタカ 西海２９号 長崎県 暖地二期作地域
ジャガイモシストセンチュウに対して抵抗性を有し、多
収で、外観が良い生食用暖地二期作向け。

長崎県農林技術開発センター 3

ながさき黄金 西海３７号 長崎県 暖地二期作地域

機能性成分のカロテノイドを含み、複数の病害虫に抵
抗性を有する。既存品種に比べ、春作の収穫時にスト
ロン基部から腐敗が発生する場合があるので、適期収
穫に心がける。

長崎県農林技術開発センター 5

さんじゅう丸 西海３０号 長崎県 暖地二期作地域

目が浅く外観がよい。肉質はやや中～やや粘質。煮崩
れはしにくい。中晩生、早期肥大性はやや速、上いも重
はかなり大、上いも数は中。抵抗性は、そうか病は中程
度、Ｙモザイク病、疫病は弱。

長崎県農林技術開発センター 6

かんしょ（青果用）

品種名 系統名 育成地 栽培適地 特徴 開発機関名 ページ

カンタ（仮称） 沖育01-1-7 沖縄県農業研究センター 沖縄県
青果用及び茎葉利用の兼用品種。いもはやや粘質で
良食味。茎葉は収量多く、えぐみが少なく良食味。

沖縄県農業研究センター 7



機関名 長崎県農林技術開発センター

部署名 農産園芸研究部門　馬鈴薯研究室

記入者氏名 森　一幸

電話番号 0957-36-0043

e-mail morikazu@pref,nagasaki,lg.jp

品目

作目（「ばれいしょ」、「かんしょ」等）

品種名

系統名

用途（「加工用」、「業務用」等）

特徴

品種登録年月日（西暦：年月日）

栽培適地（「関東以西」等）

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

来歴（母／父）

育成場所

育成年（西暦：年）

種苗入手先

収穫期（早生～晩生）

株当たり上いも数（個）

上いも平均一個重（g）

上いも重（kg/10a）

規格内収量（kg/10a）

でん粉価（ライマン価）（%）
※ばれいしょのみ記載してください。

いも形（長形、扁形等）

皮色

肉色

打撲抵抗性（強～弱）

諸病虫害抵抗（耐性を持つ病虫害名）

備考

西海31号

2006年12月13日

長崎園芸種苗株式会社

いも類

西海31号

やや直立型、個重型・個数型の別はやや個数型。
機能性成分アントシアニンを含有し、チップなど油加工に適する。
いもの形は楕円形、皮色は赤、目の深浅はかなり浅、肉色は赤。
休眠期間は短、枯ちょう期は中早生、早期肥大性はやや速、上いも重は大、上い
も数は多、上いも平均１個重は中、肉質はやや粉。
Ｙモザイク病抵抗性はやや強、疫病圃場抵抗性は弱、ジャガイモシストセンチュウ
抵抗性推定遺伝子型はｈである。

2009年2月26日

加工・生食用

ばれいしょ

中早生

春作　6.2個/株　　　    　秋作　4.2個/株

春作　97g　　　　           秋作　84g

春作　3,700kg/10a　　　　秋作　2,090kg/10a

暖地二期作地域

バレイショの需要拡大や新規需要の確保、消費者の健康・安全志向の高まりの観
点から、国内産バレイショの加工向け比率の向上および栄養、機能性成分付加の
ために機能性成分のアントシアニンを有する「西海31号」を育成した。現在、家庭菜
園用として国内で流通しており、種いも販売量から推定される栽培面積は1haであ
る。

96016-8/長系115号

長崎県

赤

赤

塊茎腐敗に対して”やや強”の抵抗性を有する

長崎県総農林試研報（農業部門）第34号2008年(平成20年）赤肉バレイショ新品種「西海
31号」
http://www.n-nourin.jp/nougi/theme/research_report/PDF/34-6.pdf

春作　13.9%　　　　         秋作　14.4%

楕円形

不明

1



2



機関名 長崎県農林技術開発センター

部署名 農産園芸研究部門　馬鈴薯研究室

記入者氏名 森　一幸

電話番号 0957-36-0043

e-mail morikazu@pref,nagasaki,lg.jp

品目

作目（「ばれいしょ」、「かんしょ」等）

品種名

系統名

用途（「加工用」、「業務用」等）

特徴

品種登録年月日（西暦：年月日）

栽培適地（「関東以西」等）

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考情

報※を記載願います。）

来歴（母／父）

育成場所

育成年（西暦：年）

種苗入手先

収穫期（早生～晩生）

株当たり上いも数（個）

上いも平均一個重（g）

上いも重（kg/10a）

規格内収量（kg/10a）

でん粉価（ライマン価）（%）
※ばれいしょのみ記載してください。

いも形（長形、扁形等）

皮色

肉色

打撲抵抗性（強～弱）

諸病虫害抵抗（耐性を持つ病虫害名）

備考

ジャガイモシストセンチュウ、ジャガイモXウイルス

不明

暖地二期作地域

「アイユタカ」は、国内で発生が問題となっているジャガイモシストセンチュウに対し
て抵抗性を有し、多収で、外観が良い生食用として育成された暖地二期作向け品
種である。
休眠期間がやや長いため、春作マルチ栽培では、出芽時にマルチ内で高温による
芽焼けが発生することがあるので、こまめに芽出し作業を行う。
長崎県において187ha（平成24年）栽培されている。

デジマ/長系108号

長崎県

春作　4,320kg/10a　　　 秋作　3,650kg/10a

長崎総農林試研報(農業部門）第30号2004年（平成16年）バレイショ新品種「アイユタカ」
http://www.n-nourin.jp/nougi/theme/research_report/PDF/30-1.pdf

淡ベージュ

淡黄

いも類

アイユタカ

生食用

やや直立型、やや個重型
いもの形は卵形、皮色は淡ベージュ、表皮の粗滑は滑、目の深浅は極浅で外観は
よい。肉色は淡黄、肉質はやや粘～中。ビタミンCの含有量は「デジマ」、「ニシユタ
カ」に比べ多い。
休眠期間はやや短、中晩生、早期肥大性はやや速、上いも重はかなり多、上いも
数は中、上いも平均１個重はやや大。
Ｙモザイク病抵抗性は中、疫病圃場抵抗性は弱、ジャガイモシストセンチュウ抵抗
性推定遺伝子型はＨ１である。

2006年3月9日

西海29号

ばれいしょ

春作　10.6%　　　　        秋作　10.0%

短楕円形

2003年8月11日

長崎園芸種苗株式会社

中生

春作　5.4個/株　　　    　秋作　3.1個/株

春作　134g　　　　         秋作　123g
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機関名 長崎県農林技術開発センター

部署名 農産園芸研究部門　馬鈴薯研究室

記入者氏名 森　一幸

電話番号 0957-36-0043

e-mail morikazu@pref,nagasaki,lg.jp

品目

分類コード H - 1

作目（「ばれいしょ」、「かんしょ」等）

品種名

系統名

用途（「加工用」、「業務用」等）

特徴

品種登録年月日（西暦：年月日）

栽培適地（「関東以西」等）

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考

情報※を記載願います。）

来歴（母／父）

育成場所

育成年（西暦：年）

種苗入手先

収穫期（早生～晩生）

株当たり上いも数（個）

上いも平均一個重（g）

上いも重（kg/10a）

規格内収量（kg/10a）

でん粉価（ライマン価）（%）
※ばれいしょのみ記載してください。

いも形（長形、扁形等）

皮色

肉色

打撲抵抗性（強～弱）

諸病虫害抵抗（耐性を持つ病虫害名）

備考

いも類

ながさき黄金

加工・生食用

やや直立型、個数型
いもの形は短卵形～球形、皮色は黄色、表皮のネットは微、目の深浅は浅で外観はよい。
肉色は黄色、肉質はやや粉～粉。機能性成分のカロテノイドを「デジマ」より多く含む。フレ
ンチフライ、チップの加工適性がある。
休眠期間は短、中晩生、早期肥大性はやや速、上いも重はやや軽、上いも数は中、上いも
平均１個重は軽。
Ｙモザイク病抵抗性は強、疫病圃場抵抗性はやや弱、ジャガイモシストセンチュウ抵抗性推
定遺伝子型はＨ１、青枯病抵抗性は強である。

西海37号

ばれいしょ

中晩生

春作　7.2個/株　　　    　秋作　4.7個/株

春作　78g　　　　         秋作　77g

春作　3,500kg/10a　　　 秋作　2,300kg/10a

暖地二期作地域

バレイショの新規需要の開拓や消費者の健康・安全志向の高まりの観点から、機能性成分
付加のために機能性成分のカロテノイドを含み、複数の病害虫に抵抗性を有する「ながさき
黄金」を育成した。
既存品種に比べ、春作の収穫時にストロン基部から腐敗が発生する場合があるので、適期
収穫に心がける。
2016年春作から原種栽培開始予定であり、普及の段階にはない。

西海35号/西海33号

長崎県

2015年7月27日

黄色

黄色

ジャガイモシストセンチュウ、青枯病、ジャガイモＹウイルス

平成24年度　ながさき普及技術情報第32号
カロテノイドを含み良食味の複合病虫害抵抗性バレイショ新品種候補系統「西海37号」
https://www.pref.nagasaki.jp/e-nourin/nougi/theme/result/H24seika-jouhou/fukyu/F-24-08.pdf

春作　14.7%　　　　        秋作　13.6%

短卵形～球形

不明
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機関名 長崎県農林技術開発センター

部署名 農産園芸研究部門　馬鈴薯研究室

記入者氏名 森　一幸

電話番号 0957-36-0043

e-mail morikazu@pref,nagasaki,lg.jp

品目

分類コード H - 2

作目（「ばれいしょ」、「かんしょ」等）

品種名

系統名

用途（「加工用」、「業務用」等）

特徴

品種登録年月日（西暦：年月日）

栽培適地（「関東以西」等）

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考情

報※を記載願います。）

来歴（母／父）

育成場所

育成年（西暦：年）

種苗入手先

収穫期（早生～晩生）

株当たり上いも数（個）

上いも平均一個重（g）

上いも重（kg/10a）

規格内収量（kg/10a）

でん粉価（ライマン価）（%）
※ばれいしょのみ記載してください。

いも形（長形、扁形等）

皮色

肉色

打撲抵抗性（強～弱）

諸病虫害抵抗（耐性を持つ病虫害名）

備考

不明

暖地二期作地域

「さんじゅう丸」は、生産現場で発生が問題となっているそうか病に対して中程度の抵抗
性を有し、多収で、外観が良い、生食用として育成された暖地二期作向け品種である。
春作で収穫が遅れるとストロン基部から腐敗が発生するので適期収穫を心がけるととも
に、秋作植え付け用の種いもは夏季の高温条件での貯蔵により休眠が明けにくくなるの
で、できるだけ冷暗所で貯蔵し、休眠明けを促進する。
長崎県において約100ha（平成25年）栽培されている。

長系107号/春あかり

長崎県

淡ベージュ

淡黄

ジャガイモシストセンチュウ、そうか病

長崎県農林技術開発センター研究報告第3号（2012年3月）バレイショ新品種「さんじゅう丸」
https://www.pref.nagasaki.jp/e-nourin/nougi/theme/research_report/PDF/S3-3.pdf

いも類

さんじゅう丸

生食用

やや直立型、やや個重型
いもの形は卵形、皮色は淡ベージュ、表皮の粗滑は滑、目の深浅は浅で外観はよい。肉
色は淡黄、肉質はやや中～やや粘質である。煮崩れはしにくい。
休眠期間はやや短、中晩生、早期肥大性はやや速、上いも重はかなり多、上いも数は
中、上いも平均１個重はやや大。
ジャガイモシストセンチュウ抵抗性推定遺伝子型はＨ１、そうか病には中程度の抵抗性
で、暖地二期作向け品種「ニシユタカ」、「デジマ」より強い。Ｙモザイク病抵抗性は弱、疫
病圃場抵抗性は弱である。

2012年7月26日

西海30号

ばれいしょ

春作　9.4%　　　　        秋作　9.6%

卵形

2010年

長崎園芸種苗株式会社

中晩生

春作　5.4個/株　　　    　秋作　3.2個/株

春作　131g　　　　         秋作　133g

春作　4,250kg/10a　　　 秋作　2,530kg/10a
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機関名 沖縄県農業研究センター

部署名 作物班

記入者氏名 謝花　治

電話番号 098-840-8500

e-mail jahanaos@pref.okinawa.lg.jp

品目

作目（「ばれいしょ」、「かんしょ」等）

品種名

系統名

用途（「加工用」、「業務用」等）

特徴

品種登録年月日（西暦：年月日）

栽培適地（「関東以西」等）

普及状況
（普及している地域、面積、その他参考情

報※を記載願います。）

来歴（母／父）

育成場所

育成年（西暦：年）

種苗入手先

収穫期（早生～晩生）

株当たり上いも数（個）

上いも平均一個重（g）

上いも重（kg/10a）

規格内収量（kg/10a）

でん粉価（ライマン価）（%）
※ばれいしょのみ記載してください。

いも形（長形、扁形等）

皮色

肉色

打撲抵抗性（強～弱）

諸病虫害抵抗（耐性を持つ病虫害名）

備考

いも類

かんしょ

カンタ（仮称）

沖育01-1-7

青果用いも、茎葉利用

１）青果用および茎葉利用の兼用品種である。
２）いもの特徴は、皮色が赤く肉色が淡黄色で、変形が少なく外観がよい。
３）肉質がやや粘質で食味が良く、焼きいもに適している。
４）草型が立型で茎の節間が短く、葉柄が長く、葉の収量が多い。
５）毛茸が無く、えぐみが少なく、食味が良いため、葉野菜として利用可能である。

品種登録出願中　（番号23530）

沖縄県

2.6ヘクタール（H23年作付状況）
沖縄県八重瀬町では、葉野菜となる茎葉部分を「ぐしちゃんいい菜」で商標登録し
てブランド化を図っており、学校給食や市場等から多くの需要がある。

「沖夢紫」を母本とする自然交雑種子から選抜した。

沖縄県農業研究センター

2007年

沖縄県農業研究センター

早生

1565

173

2700

-

1910

-

紡錘形

赤

淡黄色

-
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焼きイモ用カンショ新品種候補系統「沖育 01-1-7」

（要約）

カンショ新品種候補「沖育 01-1-7」は、皮色が赤、肉色が薄黄色で食味の良好な多収系統
で、形状が紡錘形で揃いが良いため、焼きイモに適している。

沖縄県農業研究センター 作物班 連絡先 098-840-8505

部会名 普作特用 専門 育種 対象 カンショ 分類 普及

普及対象地域 沖縄県全域

［背景・ねらい］

本県において、カンショは菓子原料や焼きイモなどの需要が多いため、食味が良くて外観の

優れた多収系統が求められている。焼きイモ用原料のほとんどは他県や国外から移・輸入され

ており、県産カンショを生産振興する上で課題となっている。そこで、食味が良く多収系統で

外観の良い焼きイモ用品種を育成する。

［成果の内容・特徴］

１．「沖育 01-1-7」は「沖夢紫]を種子親として育成した系統である。

２．イモの特徴は、皮色が赤く肉色が薄黄色で、変形が少なく外観がよい（表 1、図 1）。

３．2003 年から 2007 年までの春～夏植えの選抜試験では、250 ㎏/a を超える高い収量性を
示し、「備瀬」の 1.3倍以上の収量があった（表 2）。

４．肉質はやや粘質でブリックスが高く食味が良いため、焼きイモに適している（表 3）。

５．2002 年と 2005 年から 2007 年までの夏～秋植えの焼きイモ用品種選定試験において、
イモの変形が少なく外観が良いため、ＡＢ品収量が多く、200 ㎏/a 前後の商品化収量が
見込める（図 2）。

６．5 月植の糸満市と 9 月植のうるま市の現地実証試験においても AB 品収量割合が 7 割前
後と多く、食味も良好であった（表 4）。

［成果の活用面・留意点］

１．イモの肥大がやや早いため、特に春植では早掘りが可能である。

２．遅掘りになるとイモの繊維が多くなる傾向にあるため、特に秋植では早めに植え付け、

掘り取りが遅くならないように気をつける必要がある。

３．つる重も多いため、茎葉部利用も可能であるが、塊根部と両方の収量確保は困難である

ため、用途はどちらか一方に限る。
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表1　春～夏植えにおけるイモの特性（2003～2006年までの4年間の平均値）

つる 藷梗 変形 立枯病 立枯病 切干

重(㎏) 長(cm) 率(%) 率(%) 抵抗性 歩合

231 4.7 赤 薄黄 やや良 6 33 ﾔﾔ強 35

173 8.3 白 紫 中 17 29 ﾔﾔ強 33

181 4.0 赤 黄 良 19 13 ﾔﾔ強 36

表2　春～夏植えにおける1アール当たりの階級別収量（2003～2007年までの5年間の平均値）

49g未

満 S

31

14

13

表3　春～夏植えにおける焼きイモの特性（2003～2006年までの4年間の平均値）

肉色

薄黄

紫

黄

図1　「沖育01-1-7」のイモ

表4　現地実証試験におけるイモの特性

植付 AB個数 AB重量 変形 立枯病 加熱後

時期 割合% 割合% 率% 率(%) 肉色 ﾌﾞﾘｯｸｽ

1648 67 285 68 20 37 黄 7.1

778 38 203 65 24 52 薄黄 5.3

1222 59 175 56 6 39 黄白 4.5

1482 74 255 74 13 24 薄黄 10.6

2241 68 297 95 40 56 薄黄 8.8

1537 45 199 36 11 31 黄 9.7

※ブリックス測定法：試料30g＋水90ccをミキサーで20秒撹拌、ブリックス計で計測

やや良備瀬（標準） 4.8 やや粘 中

中 中

食味

やや良

中

密度

中

繊維

中

少

ブリックス

6.3 やや粘 中

糸満市
座波

おきひかり(比較)

宮農36号(標準)

沖育01-1-7

ﾍﾞﾆｱｽﾞﾏ(比較)

うるま市
宮城島

おきひかり(標準)

沖育01-1-7

品種・系統名 肉色

品種・系統名

ﾍﾞﾆｱｽﾞﾏ（比較）

沖育01-1-7

品種・系統名

沖育01-1-7

備瀬（標準）

ﾍﾞﾆｱｽﾞﾏ（比較）

短～長紡錘

上ｲﾓ個
数/a

上ｲﾓ重
量㎏/a 粉粘

外観皮色形状

長紡錘

5.1

肉質

短～長紡錘

やや粘

中

中

焼きイモの食味

やや粉

やや粘

やや粉

品種・系統名
350g以上 349g-250g 249g-150g 149g-50g 合計重量

3L 2L L M kg/a

沖育01-1-7 59 46 88 129 353

ﾍﾞﾆｱｽﾞﾏ（比較）

31 30 47 61 183備瀬（標準）

19 28 51 63 175

図2　アール当たりの等級別イモ収量（2002～2007年夏
～秋植え）
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