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○ 九州１６１号

１．来歴

１）系統名 九州１６１号

（旧系統名：九系 、九系 ）275 02015-19

２）交配組合せ

「九系 （母）×「べにまさり」(父)96013-11」

年交配、 年以降、選抜および育成。2002 2003

３）用途 焼きいも、ペースト、菓子原料

２．特性の概要

上いも 個重は少なく、 株いも数は多い個数型の多収系統。いもの皮色は赤で、やや明る1 1

さが少ないが、外観はやや上で「高系 号」より優れる。蒸しいもの肉色は淡黄、肉質はや14

や粉質、黒変度は中で食味はやや上である。系統適応性検定試験では、鹿児島県と沖縄県を除

いて上いも重は標準品種を上回った。いもの外観は埼玉、愛媛、徳島県で中、長崎、宮崎、鹿

児島、沖縄でやや良～良であった。蒸しいもの食味は徳島で劣り、長崎で優れると評価された

(第２表)。

第1表 育成地の成績

上い 同標 切干 上いも １株 いも いも ｾﾝﾁｭｳ 萌
系統名 も重 準比 歩合 １個重 上い の の 抵抗性 芽 肉 肉 黒 食味

(kg/a) (％) (％) (ｇ) も数 外観 皮色 ﾈｺﾌ゙ ﾈｸﾞｻﾚ 性 色 質 変 判定

標準栽培（黒マルチ） (植付: 5月11日 掘取: 10月1日 施肥量75％)

九州161号 297 106 36.3 137 5.8 ﾔﾔ上 赤 ﾔﾔ強 ﾔﾔ強 ﾔﾔ良 淡黄 ﾔﾔ粉 ﾔﾔ多 ﾔﾔ上

標準 高系１４号 281 100 33.0 243 3.1 中 赤 ﾔﾔ弱 ﾔﾔ強 ﾔﾔ不良 黄白 中 ﾔﾔ少 中(標準)

比較 べにまさり 280 100 33.0 234 3.2 ﾔﾔ上 赤紅 中 中 ﾔﾔ良 淡黄 ﾔﾔ粉 中 ﾔﾔ上

比較 べにはるか 270 96 37.1 227 3.3 ﾔﾔ上 赤紫 ﾔﾔ強 ﾔﾔ強 中 黄白 中 中 ﾔﾔ上

早掘栽培（透明マルチ） (植付: 4月17日 掘取: 8月6日 施肥量67％)

九州161号 157 143 34.0 104 4.0 ﾔﾔ上 赤紫 ﾔﾔ良 淡黄 中 中 ﾔﾔ上

標準 高系１４号 110 100 32.7 139 3.3 中 赤 ﾔﾔ不良 淡黄 中 中 中(標準)

比較 べにまさり 168 153 30.9 193 2.5 中 赤紅 ﾔﾔ良 淡黄 中 中 ﾔﾔ上

晩植栽培（無マルチ） (植付: 4月17日 掘取: 8月6日 施肥量67％)

九州161号 2 21 201 3 5 .8 104 5.6 ﾔﾔ上 赤紫 ﾔﾔ良 淡黄 中 中 ﾔﾔ上

標準 高系１４号 110 100 32.7 139 3.3 中 赤 ﾔﾔ不良 淡黄 中 中 中(標準)

比較 べにまさり 168 153 30.9 193 2.5 中 赤紅 ﾔﾔ良 淡黄 中 中 ﾔﾔ上

注）標準栽培のデータは2006年との平均

蒸しいも

第2表 系統適応性検定試験の成績（2007年）

場 所 品 種 上い 同左 切干 上いも 株当り いも

ま た は も重 標比 歩合 １個重 上いも の 肉 肉 繊 食 判定

栽 培 系 統 名 (kg/a) (％ ) (％ ) (ｇ) 個数 外観 色 質 維 味

埼玉
標準

透明ﾏﾙﾁ 標)ﾍﾞﾆｱｽﾞﾏ 157 100 34.4 250 2.3 中 灰黄 粉 中 中～ﾔﾔ上

愛媛
標準

黒ﾏﾙﾁ 標)高系14号 124 100 32.3 111 3.7 中 淡黄 中 中 中

徳島
標準

黒ﾏﾙﾁ 標)なると金時 91 100 － 108 2.9 中 淡黄 中 少 ﾔﾔ上

長崎
標準

無ﾏﾙﾁ 標)高系14号 114 100 34.4 128 2.2 ﾔﾔ下～中 淡黄 中 少 中

宮崎
標準

黒ﾏﾙﾁ 標)宮崎紅 211 100 32.8 191 2.7 中 淡黄 中 中 中

鹿児島
標準

黒ﾏﾙﾁ 標)ﾍﾞﾆｻﾂﾏ 258 100 31.0 300 2.4 中 黄白 ﾔﾔ粉 無 ﾔﾔ上

沖縄
早掘

黒ﾏﾙﾁ 標)ﾍﾞﾆｱｽﾞﾏ 124 100 35.0 91 2.0 中 黄3 中 中 中

蒸しいもの

11732.345 灰黄2.271九州161号

ﾔﾔ上4.214633.8149184九州161号

中 ×中中粘

△中中中淡黄

黄ﾔﾔ下3.2九州161号 ×ﾔﾔ上ﾔﾔ少中107－111101

189九州161号 ○ﾔﾔ上中中黄ﾔﾔ上3.712434.5

31.2125

166

ﾔﾔ多264九州161号 3.5183 ﾔﾔ劣 △

11132.9 △中無

ﾔﾔ粉淡黄良

53136九州161号 ﾔﾔ粉黄ﾔﾔ上3.5

九州161号 4.011231.0 黄2良192238 △中中中
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○ 九州１６４号

１．来歴

１）系統名 九州１６４号

（旧系統名：九系287、九系04042-9）

２）交配組合せ

九州１３８号(母) ×関東１２１号 (父)

2004年交配、2005年以降、選抜および育成。

３）用途 青果用

２．特性の概要

１）いもの皮色は赤紫で、いもの外観はやや優れる。

２）蒸しいもの肉色は淡黄、肉質は中～やや粉質、黒変度は中である。標準栽培における食

味は高系14号より優れ、べにはるか並のやや上である。

３）上いも重は、標準栽培で高系14号比97％、早掘栽培で98％、晩植栽培で95％である（第

1表 。上いも1個重は高系14号より少ないが、1株上いも数は高系14号よりやや多い。）

４）サツマイモネコブセンチュウに強く、ミナミネグサレセンチュウにもやや強い。萌芽性

は「高系14号」よりやや優れ、中～やや不良である。貯蔵性は易である。
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○ 九州１６５号

１．来歴

１）系統名 九州１６５号

（旧系統名：九系288、九系04008-3）

２）交配組合せ

九系２５５(母) × パープルスイートロード (父)

2004年交配、2005年以降、選抜および育成。

３）用途 青果用

２．特性の概要

１）いもの皮色は赤紅で、形状は長紡錘形であり、条溝、裂開および皮脈は見られない。

） 、 。 。２ 蒸しいもの肉色は紫～濃紫で 肉質は中である 食味は種子島紫並の中～やや上である

３）上いも重は、標準栽培で高系14号比63％、早掘栽培で72％、晩植栽培で58％と低収であ

る（第1表 。上いも1個重は高系14号より少なく、1株いも数は高系14号並みである。）

４）サツマイモネコブセンチュウにやや強く、ミナミネグサレセンチュウには中程度の抵抗

性を持つ。萌芽性は「高系14号」より優れ、やや良である。貯蔵性は易である。
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○ 九州１６６号

１．来歴

１）系統名 九州１６６号

（旧系統名：九系282、九系02228-27）

２）交配組合せ

「九系98160-1 （母）×「ムラサキマサリ （父）」 」

2002年交配、2003年以降、選抜および育成。

３）用途 色素、加工原料用

２．特性の概要

１）いもの形状は下膨紡錘形、皮色および肉色は濃紫、条溝は微、裂開および皮脈は無で、

いもの外観はやや上である。

２）標準栽培におけるアントシアニン色価はアヤムラサキやムラサキマサリの約2倍、単位

面積当りの色素収量は約3倍である。

３）上いも重は、標準栽培でアヤムラサキ比118％、長期マルチ栽培で同119％、早掘マルチ

栽培で134％と多収である(表1)。

４）切干歩合はアヤムラサキより2％、コガネセンガンより1.5％程度低いため、色素抽出用

に向く。

） 、 、 。５ 蒸しいもの食味は劣るが ペーストはアヤムラサキより濃く 赤味の強い紫色を呈する

６）サツマイモネコブセンチュウ抵抗性は強、ミナミネグサレセンチュウ抵抗性はやや強で

貯蔵性は易である。
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○ 九州１６９号

１．来歴

１）系統名 九州１６９号

（旧系統名：九系286、九系04034-17）

２）交配組合せ

九州１４２号(母) × 九系２５８ (父)

2004年交配、2005年以降、選抜および育成

３）用途 青果用

２．特性の概要

１）いもの皮色は赤紫で、いもの外観は「高系14号」よりやや優れる。

２）蒸しいもの肉色は淡黄、肉質は中、早掘および晩植栽培では黒変度はやや多い。標準栽培に

おける食味は「高系14号」や「べにはるか」より優れ、上である。

３）上いも重は、標準栽培で「高系14号」比119％、早掘栽培で104％、晩植栽培で105％といず

れの栽培条件でも多収である。上いも1個重は「高系14号」より少ないが、1株上いも数は「高系14

号」より多い。

４ サツマイモネコブセンチュウに強く ミナミネグサレセンチュウにもやや強い 萌芽性は 高） 、 。 「

系14号」よりやや優れ 「コガネセンガン」並の中である。貯蔵性は易である。、
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○ 九州１７０号

１．来歴

１）系統名 九州１７０号

（旧系統名：九系292、九系05004-1）

２）交配組合せ

べにはるか(母) × 九系２６２ (父)

2005年交配、2006年以降、選抜および育成

３）用途 青果用

２．特性の概要

１）いもの皮色は赤紫で、いもの外観は「高系14号」よりやや優れる。

２）蒸しいもの肉色は黄白、肉質はやや粉質、早掘および晩植栽培での黒変度は中である。標準

栽培における食味は「高系14号」より優れ 「べにはるか」並のやや上である。、

３）上いも重は、標準栽培で「高系14号」比128％、早掘栽培で117％、晩植栽培で116％で、い

ずれの栽培条件でも多収である（第1表 。上いも1個重は「高系14号」より少ないが、1株上いも）

数は「高系14号」よりやや多い、個数型の系統である。

４ サツマイモネコブセンチュウに強く ミナミネグサレセンチュウには中である 萌芽性は 高） 、 。 「

系14号」よりやや優れ、中である。貯蔵性は易である。
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○九州１７１号

１．来歴

１）系統名 九州１７１号

（旧系統名：九系290、九系05171-1）

２）交配組合せ

べにまさり(母) × 九系２６１ (父)

2005年交配、2006年以降、選抜および育成

３）用途 焼酎用

２．特性の概要

１）いもの形状は短紡錘形で皮色は黄褐、肉色は淡黄白でわずかにカロテンを含むことがある。

２）上いも重は 「コガネセンガン」比で標準栽培は126％、長期マルチ栽培では117％と多収で、

ある 「コガネセンガン」より切干歩合は約3％高く、でん粉歩留は同程度だが単位面積あたり。

のでん粉重は18～35％多い。

３）サツマイモネコブセンチュウ抵抗性は強、ミナミネグサレセンチュウ抵抗性はやや強、萌芽

性は良、貯蔵性は易で「コガネセンガン」より優れる。

○九州１７２号

１．来歴

１）系統名 九州１７２号

（旧系統名：九系295、九系06263-14）

２）交配組合せ

九州１５５号(母) ×九系２４７ (父)

2006年交配、2007年以降、選抜および育成

３）用途 焼酎用、でん粉用

２．特性の概要

１）いもの形状は紡錘形で皮色、肉色はいずれも白である。

２）上いも重は 「コガネセンガン」比で標準栽培は117％、長期マルチ栽培では105％とやや多、

収である（表1 「コガネセンガン」より切干歩合は約1.5％高く、でん粉歩留は同程度だが単）。

位面積あたりのでん粉重は5～26％多い。

３）サツマイモネコブセンチュウ抵抗性は強、ミナミネグサレセンチュウ抵抗性はやや強、萌芽

性はやや不良、貯蔵性はやや難である。
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（平成２４年度新規）○九州１７３号

１．来歴

１）系統名 九州１７３号

（旧系統名：九系293、九系05005-35）

２）交配組合せ

九州１１９号(母) × 九系２６２ (父)

2005年交配、2006年以降、選抜および育成

３）用途 青果用

２．特性の概要

１）いもの皮色は赤紫で、外観はやや上～上と「高系14号」より優れる。

２）蒸しいもの肉色は紫で肉質は中～やや粉質、食味は「種子島紫」と同等である。

３）上いも重は 「高系14号」比で標準栽培は107％、早掘栽培で121％、晩植栽培で114％とやや、

多収である 「パープルスイートロード」と比較すると、早掘栽培で優れ、標準栽培および晩。

。 「 」 「 」 、植栽培では同等である 切干歩合は 高系14号 および パープルスイートロード より高く

上いも1個重は小さいが1株当たりの上いも数は多い。

４ サツマイモネコブセンチュウ抵抗性は強 ミナミネグサレセンチュウ抵抗性はやや強で パ） 、 、「

ープルスイートロード」と同程度の抵抗性である。萌芽性は「高系14号」やより優れる。
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（平成２４年度新規）○九州１７４号

１．来歴

１）系統名 九州１７４号

（旧系統名：九系300、九系06280-3）

２）交配組合せ

べにまさり(母) × サツママサリ (父)

2006年交配、2007年以降、選抜および育成

３）用途 青果用、加工用

２．特性の概要

１）いもの皮色は紅～赤紅で、いもの外観は中～やや上で「高系14号」並かやや優れる。

２）蒸しいもの肉色は淡黄、肉質は中～やや粉質、食味は「高系14号」と同等である。黒変度は

「高系14号」並にやや少ない。

３）上いも重は 「高系14号」比で標準栽培は147％、早掘栽培で113％、晩植栽培で126％と多収、

である。切干歩合は「高系14号」より高く、上いも1個重は標準栽培および早掘栽培で大きいが

晩植栽培で小さく、１株当たり上いも数は晩植栽培で多い。

４）サツマイモネコブセンチュウ抵抗性は強、ミナミネグサレセンチュウ抵抗性はやや強、萌芽

性は中である。
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○ 九系２７１

１）系統名 九系２７１

（旧系統名：九系 ）02132-1

２）交配組合せ

「スターチクイン （母）×「九系 」(父)」 235

年交配、 年以降、選抜および育成。2002 2003

３）用途

焼酎・でん粉原料用

４）特性

高でん粉、多収、ネコブセンチュウ抵抗性、貯蔵性やや易、直播適性

原料用生産力検定予備試験 (植付: 2006年5月12日 掘取: 9月29日 施肥量標準)

上い 同標 切干 でん粉 でん粉 同標 上いも １株 いも いも ｾﾝﾁｭｳ 貯 直播

№ 系統名 も重 準比 歩合 歩留り 重 準比 １個重 上い の の 抵抗性 蔵 栽培

(kg/a) (％) (％) (％) (kg/a) (％) (ｇ) も数 外観 皮色 ﾈｺﾌ゙ ﾈｸﾞｻﾚ 性 適性

1 九系２７１ 283 103 37.9 25.6 72 115 216 3.5 ﾔﾔ上 淡黄白 強 ﾔﾔ弱 ﾔﾔ易 適

標準 ｺｶ゙ﾈｾﾝｶﾞﾝ 275 100 36.1 22.8 63 100 180 4.0 中 黄白 ﾔﾔ弱 ﾔﾔ弱 ﾔﾔ難 ﾔﾔ不適

比較 ｼﾛﾕﾀｶ 273 99 35.9 23.2 63 101 167 4.3 中 白黄(紅) 強 中 ﾔﾔ難 中

比較 ｸｲｯｸｽｲ ﾄー 193 70 34.0 20.2 39 62 196 2.6 ﾔﾔ上 濃赤紫 強 ﾔﾔ強 難 中
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○ 九系２９０

１．来歴

１）系統名 九系２９０

（旧系統名：九系05171-1）

２）交配組合せ

「べにまさり （母）×「九系261」(父)」

2005年交配、2006年以降、選抜および育成。

３）用途

焼酎原料用

４）特性

多収、ｾﾝﾁｭｳ抵抗性、外観、萌芽性

○ 九系２９１

１．来歴

１）系統名 九系２９１

（旧系統名：九系02166-3）

２）交配組合せ

「九系236 （母）×「ムラサキマサリ」(父)」

2002年交配、2003年以降、選抜および育成。

３）用途

直播栽培向け原料用

４）特性

多収、ｾﾝﾁｭｳ抵抗性

原料用生産力検定予備試験 標準栽培(マルチ無し) (植付:5月13日掘取:10月9日施肥量標準)

上い 同標 切干 切干 同標 でん粉でん粉 同標 上い上いも １株 圃場 いも いも
新系統名 № 系統名 も重 準比 歩合 重 準比 歩留り 重 準比 も率 １個重上い 判定 の の

(kg/a) (％) (％) (kg/a) (％) (％) (kg/a) (％) (％) (ｇ) も数 外観 皮色

九系２８９ 1 05159-8 338 99 40.9 138 112 27.3 92 113 95 207 4.3 ﾔﾔ良 中 白

九系２９０ 2 05171-1 358 105 39.0 139 113 24.9 89 109 96 295 3.2 ﾔﾔ良 上 淡黄褐

九系２９１＊ 3 02166-3 320 (116) 34.3 110 110 21.9 70 (112) 95 216 3.9 ﾔﾔ良 ﾔﾔ上白（紅）

標準 ｺｶ゙ﾈｾﾝｶ゙ﾝ 341 100 36.0 123 100 24.0 82 100 95 335 2.7 良 ﾔﾔ下 黄白

比較ｼﾛﾕﾀｶ 292 86 35.8 105 85 23.6 69 84 97 217 3.7 ﾔﾔ良 中 白(紅)

＊：平成18年の挿苗栽培での成績を示す。直播栽培の成績は直播用生産力検定予備試験を参照。


