
115

南西諸島のサツマイモ在来品種の収集 

 
田浦 悟・落合浩英 

 

Collection of Local Variety in Sweet Potato (Ipomoea batatas) 
from the Nansei Islands 

 
TAURA Satoru and OCHIAI Hirohide 

 
 

鹿児島大学自然科学教育研究支援センター 
Natural Science Center for Research and Education, Kagoshima University 

 
 

要旨 
 
南西諸島におけるサツマイモの伝播、それぞれの島嶼間のサツマイモの遺伝的な関連性を調べるために、

南西諸島の島々のサツマイモ在来品種に着目した。各島々で古くから栽培が続けられているサツマイモを
中心に収集した。約 60 品種を収集し、試験栽培を行い地上部、地下部の遺伝的特徴を調査した。DNA を
用いた解析を行うため、葉からDNAを抽出した。収集したサツマイモ在来品種を紹介する。 
 
 

はじめに 
 

サツマイモ（Ipomoea batatas）は中央アメリカ原産の蔓性で塊根を形成する作物である。

野生種が存在する。野生種には染色体の基本数が 15 の 2 倍体（2n＝30）、4 倍体（4n＝60）
および 6 倍体（6n＝90）がある。栽培化されたサツマイモは遺伝的に同質の 6 倍体である。

サツマイモの栽培種は 3 つのルートで世界へ伝播したと考えられている。1 つ目はハワイを

通る北太平洋ルート（カモテルート）、2つ目は南太平洋の諸島を通る南太平洋ルート（クマ

ラルート）、3 つ目はヨーロッパ、アフリカを経由するヨーロッパルート（バタタスルート）

である。3つのルートはフィリピン、中国等を経て、南西諸島を通じて、日本に繋がる。我々

は南西諸島のサツマイモは 3 つのどのルートを経てきたものか、それぞれの島々のサツマイ

モは遺伝的にどのような関連性があるのか興味を持っている。そこで、西南諸島で古くから

栽培されてきた品種を中心に集める事にした。収集したサツマイモは遺伝的な形質を調査 

するために試験栽培を行い、DNA による解析のための葉よりDNA を抽出した。今回は収集

したサツマイモ在来種をあらためて整理したので紹介する。 
 
 

収集したサツマイモ在来種 
 

サツマイモの収集は 2005 年から 2008 年に落合によって行った。種子島を中心に、奄美  

大島、徳之島において実施した。表 1 に収集年月、収集場所を示した。収集を行っている   

期間に、アリモドキゾウムシの発生があった。鹿児島にサツマイモを持ち込む際は検疫所  

にて燻蒸処置を行い、証明を受けて導入した。収集したサツマイモは種子島の保存園（落合

所有）で試験栽培し、保存している。 
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栽培試験 
遺伝形質を明らかにするため、試験栽培を行い、調査を行った。形質調査は地上部の特徴

として、葉形、葉色、頂葉、葉脈、葉柄基部、茎色、茎の大きさ、葉長、葉幅を調べた。      

地下部の特徴として、形状、皮色、小イモ個数、重量、肉色、内部の色等を調べた。表 1に
は地上部の特徴として葉形、葉色、葉脈、茎色を示した。地下部の特徴として形状、皮色、

肉色を示した。 
 
DNA 抽出 

DNA の抽出はCTAB 法によって行った。サツマイモの葉を真空乾燥機で乾燥させ、乳鉢、

乳棒で磨り潰す。1.5ml のチューブに移し、2%CTAB 液を加え、混ぜる。65℃で 1 時間保温

し、クロロフォルムとイソアミルアルコール（24：1）を加え穏やかに混ぜる。12,000g で   

遠心分離 15 分間、その後、水相をチューブに移す。新たに 1%CTAB 液を加え、混ぜる。    

室温に 1 時間置く。8,000g で 10 分間遠心分離する。沈殿を 1M 塩化ナトリウム TE 溶液に  

溶かし、エタノール沈殿を行った。DNA の濃度を調べた。抽出したDNA はマイナス 20℃で

遺伝子実験施設の冷凍庫に保存した。 
 
表1 サツマイモ在来品種 

 

葉形 葉色 頂葉 葉脈 茎色 形状 皮色 肉色

1 種子島安納在来A 安納いも 2005/4 西之表市安納下郷 心臓形 緑色・淡緑 薄緑新芽茶 淡緑 緑色 紡錘形 赤茶色 橙黄色

2 種子島安納在来B 安納いも 2005/5 西之表市立山 心臓形 緑色・紫色 淡緑 紫色 緑色 紡錘形 茶褐色 橙赤色

3 ベニサツマ ベニサツマ 2005/9 西之表市安城 波形歯戟形 緑色・紫色 緑色 紫色 緑・茶色 紡錘形 赤茶色 赤色

4 ニンジンイモ ニンジンイモ 2006/4 西之表市安納 波形歯戟形 緑色・紫色 緑色 紫色 茶色 下紡錘形 橙赤色 赤色

5 安納紅 安納いも 2006/5 西之表市西之表 心臓形 緑色 下紡錘形 白色桃色少 赤色

6 安納こがね 安納いも 2006/5 西之表市西之表 心臓形 緑色 ピンク 橙色

7 アヤムラサキ アヤムラサキ 2006/5 鹿児島市城山 欠刻浅烈 緑色 全面濃紫 濃紫

8 種子島紫在－1 種子島紫－11 2006/5 西之表市立山 粗鋸葉心臓形 緑色 薄緑色 紫色 緑色 長紡錘形 白色 紫マダラ

9 種子島紫在－2 種子島紫－12 2006/5 南種子町上中 粗鋸葉歯戟形 緑色・紫色 薄緑色 紫色 緑色 長細紡錘形 白色 濃紫マダラ

10 種子島紫在－3 種子島紫－13 2006/5 南種子町上中 粗鋸葉歯戟形 緑色・紫色 緑色 紫色 緑色 下紡錘形 淡黄色 濃紫マダラ

11 種子島紫新－白 種子島紫－14 2006/4 西之表市安納下郷

12 種子島ゴールド 種子島紫（試熊支） 2006/5 西之表市西之表本立

13 種子島紫在赤－4 種子島紫（赤－４） 2006/5 南種子町上中 欠刻浅烈 緑色・薄紫色 薄紫 緑色 緑色 円筒形 赤茶色 濃紫

14 種子島紫在赤－5 種子島紫（赤－５） 2006/5 南種子町上中 心臓形 緑色・薄紫色 緑色 緑色 緑色 短紡錘形 赤茶色 濃紫

15 コガネセンガン コガネセンガン 2006/5 鹿児島市城山 心臓形 緑色 緑色 緑色 緑色 長紡錘形 黄色 黄色

16 ダイチノユメ ダイチノユメ 2006/5 鹿児島市城山 葉牙状戟形 緑色 緑色 薄緑 緑色 肩張長紡錘形 淡黄色 白色

17 九州100号 九州100号 2006/5 西之表市安納下郷 心臓形 緑色 緑色 紫色 緑色 下膨紡錘形 紫赤色 淡黄色

18 スイオウ スイオウ 2006/5 鹿屋市上祓川 波状歯心臓形 緑色 緑色 緑色 緑色 下膨紡錘形 淡茶色 白色

19 黄（赤）イモ（種1） ジュエルアムズ 2006/6 西之表市国上中目 欠刻深烈 緑色 緑色 緑色 緑色 長紡錘形 濃赤色 橙赤色

20 黄（赤）イモ（種2） レスガネット・ヤムズ 2006/6 西之表市国上中目 欠刻深烈 緑色 緑色 緑色 緑色 短紡錘形 濃赤色 橙赤色

21 ハナランマン ハナランマン 2006/6 鹿屋市上祓川 波状歯心臓形 緑色・紫色 緑色・紫色 紫色 紫色 紡錘形 淡黄色 白色

22 カボチャイモ カボチャイモ 2006/6 西之表市国上中目 腎臓形 緑色 緑色 薄紫色 緑色 塊瘤形 赤茶色 淡橙色

23 ニンジンイモ2 ニンジンイモ 2007/1 西之表市国上中目 波状歯心臓形 緑色 緑色・紫色 紫色 紫色 紡錘形 濃赤色 橙赤色

24 むらさきいも むらさき 2007/1 西之表市国上中目

25 七幅−1 アメリカイモ（おおしきいも） 2007/1 南種子町島間 波状歯心臓形 緑色 緑色 薄紫色 緑色 短紡錘形 薄茶色 淡橙色

26 七幅−2 アメリカイモ（おおしきいも） 2007/1 西之表市下西川辺 波状歯心臓形 緑色 緑色 薄紫色 緑色 塊瘤短紡形 薄茶色 淡橙色

27 むらさきいも むらさき徳−1 2007/11 大島郡天城町轟

28 むらさきいも むらさき徳−2 2007/11 大島郡天城町轟 欠刻深烈 緑色 紫色 緑紫色少 緑色 下膨紡錘形 濃赤色 濃紫

29 むらさきいも むらさき徳−3 2007/11 大島郡伊仙町検福下 心臓形 緑色 緑色 緑色 緑色紫 下膨紡錘形 濃赤色 濃紫

30 ヤンカンザ ヤンカンザ徳−4 2007/11 大島郡伊仙町西目手久 心臓形 薄緑 薄緑 薄緑 薄緑 細紡錘形 赤色 白色

31 むらさきいも むらさき徳−5 2007/11 大島郡伊仙町西目手久 欠刻浅烈 薄緑 薄緑 黄緑 紫色 長紡錘形 濃赤色 濃紫

32 むらさきいも むらさき徳−6 2007/11 大島郡伊仙町西目手久 欠刻深烈 緑色 薄紫 紫色 紫色 下膨紡錘形 白色 紫マダラ

33 キーヤン キーヤン徳−7 2007/11 大島郡伊仙町西目手久 波状歯戟形 緑色 緑色 緑色 緑・茶色 下膨短紡 薄橙色 桃橙色

34 むらさきいも むらさき徳−8 2007/11 大島郡伊仙町西目手久 肩張紡錘形 緑色 緑色 緑色 緑色 下膨短紡 濃赤色 薄橙色

35 むらさきいも むらさき徳−9 2007/11 大島郡伊仙町中伊仙 腎臓形 緑色 緑色 緑色 緑色 下膨長紡錘形 薄橙色 紫色

36 種子島安納在来－C 安納いも 2007/5 西之表市住吉深川 心臓形 緑色 緑色 緑色 緑色 短紡錘形 茶赤色 橙色

37 種子島安納在来－D 安納いも 2007/5 西之表市国上寺之門大田 心臓形 緑色 緑色 緑色 緑色 肩張短紡錘形 茶赤色 橙色

38 種子島安納在来－E 安納いも 2007/5 西之表市国上寺之門 心臓形 緑色 緑色 緑色 緑色 長紡錘形 茶赤色 橙色

39 種子島安納在来－F 安納いも 2007/5 西之表市国上寺之門 心臓形 緑色 緑色 緑色 緑色 短紡錘形 茶赤色 橙色

40 シロイモ−1 シロイモ（種）：台湾 2006/10 西之表市国上中目 粗鋸葉歯戟形 緑色 緑色 緑色 緑色 下張短紡 薄茶色 白（薄橙）色

41 シロイモ−2 シロイモ（種）：インドネシア 2006/12 西之表市国上中目 緑色 緑色 緑色 緑色 長紡錘形 薄茶色 白（薄橙）色

42 種子島紫 むらさき 2007/6 鹿児島市売店（ビッグII）
43 鳴門金時 鳴門金時 2007/6 鹿児島市売店（ビッグII） 心臓形 緑色 緑色 緑色 緑色 紡錘形 赤茶色

44 高系14号 高系15号 2007/7 鹿児島市売店（ビッグII）
45 シロユタカ シロユタカ 2007/7 西之表市国上寺之門 緑色 肩張短紡錘形 白色 白色

46 コナホマレ コナホマレ 2007/7 西之表市国上寺之門 緑色 紡錘形 白色 白色

47 関東100号 関東101号 2007/7 西之表市国上寺之門 緑色 下膨短紡 白色

48 源氏（大隅支場） ゲンジ 2007/8 鹿屋市串良細山田

49 護国（大隅支場） 護国 2007/8 鹿屋市串良細山田

50 農林2号（大隅支場） 農林3号 2007/8 鹿屋市串良細山田

51 タカザキイモ タカザキイモ 2007/8 西之表市西之表本立 欠刻深烈 緑色 緑色 緑色 緑色 紡錘形 白色 紫色

52 テラス・ライム テラス・ライム（鑑賞用） 2007/8 鹿児島市売店（ビッグII）
53 沖縄100号 沖縄101号（大隅支場） 鹿屋市串良細山田

54 安納在来－G 安納いも 2008/10 南種子町西之

55 べにはくか 九州143号 2008/10 鹿児島市城山

56 安納在来－H 安納いも（丸型） 2008/11 西之表市国上

57 安納在来－I 安納いも（長型） 2008/11 西之表市国上

58 ニンジンイモ−3 ニンジンイモ 2008/12 西之表市国上

59 ニンジンイモ−4 ニンジンイモ 2008/12 南種子町牛之

地上部 地下部保存
番号

品種名 現地品種名 収集年月 収集地
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