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(54)【発明の名称】塊根小切片による甘しょ育苗法
(57)【要約】
【解決手段】

以下の工程：

（ａ）甘しょイモを丸イモのまま、甘しょの生育に適し
た温度の水に浸漬する工程；
（ｂ）該甘しょイモを皮付き切片に分割する工程；
（ｃ）該切片を、工程（ｂ）の直後に水洗する工程；
（ｄ）該切片をキュアリング処理する工程；
（ｅ）該切片を、培地上に配置して、該切片を乾燥させ
ない条件下、28℃〜32℃で培養し、これにより不定芽を
形成させる工程；及び
（ｆ）工程（ｅ）により不定芽を形成した切片を、培地
を充填した容器中において、該切片を乾燥させない条件
下、甘しょの生育に適した温度で培養し、これにより甘
しょの苗を生育させる工程；を含む、甘しょの苗を生産
する方法。
【効果】

本発明により、効率的な増殖が可能であり、

良好に生育し、収穫されるイモの収量及び品質が向上す
る甘しょ苗が提供される。該苗は、機械を用いた移植に
も適用可能である。

平木 祐輔 （外１名）

2B022 AA01 AB13

( 2 )

特開２００２−２３３２３６

1

2

【特許請求の範囲】

【請求項１４】

【請求項１】

節数が５〜１５節である請求項１３記載の苗。

以下の工程：

前記苗の芽長が３cm〜２２cmであり、

（ａ）甘しょイモを丸イモのまま、甘しょの生育に適し

【請求項１５】

た温度の水に浸漬する工程；

の方法によって得られる甘しょの苗を用いることを特徴

（ｂ）該甘しょイモを皮付き切片に分割する工程；

とする甘しょの栽培方法。

（ｃ）該切片を、工程（ｂ）の直後に水洗する工程；

【請求項１６】

（ｄ）該切片をキュアリング処理する工程；及び

節数が５〜１５節である請求項１５記載の栽培方法。

（ｅ）該切片を、培地上に配置して、該切片を乾燥させ

【発明の詳細な説明】

ない条件下、28℃〜32℃で培養し、これにより不定芽を
形成させる工程；を含む、甘しょの不定芽を形成する方

前記苗の芽長が３cm〜２２cmであり、

【０００１】
10

法。
【請求項２】

請求項６〜１２のいずれか一項に記載

【発明の属する技術分野】本発明は、甘しょの新規育苗
方法に関する。

前記工程（ａ）における甘しょの生育に

【０００２】

適した温度が20℃〜30℃である請求項１記載の方法。

【従来の技術】甘しょの栽培は、丸イモから発生させた

【請求項３】

蔓を用いて苗を調製し、手作業で土中に移植することに

前記工程（ａ）における浸漬の期間が２

〜４日間である請求項１記載の方法。

よって行われてきた。この方法における苗の調製段階で

【請求項４】

は、通常、甘しょ塊根からの発芽部位はイモ全体ではな

前記工程（ｂ）において、甘しょイモを

５ｇ〜２０ｇの皮付き切片に分割する請求項１記載の方

く、その上部のしょ梗に近い部分に限定される。従っ

法。

て、このような方法では、新芽数が少なく、十分な量の

【請求項５】

前記工程（ｅ）における培地が、水分を

含ませた保湿性培地である請求項１記載の方法。
【請求項６】

苗の確保には多数のイモと蔓の多回刈りが必要となるた
20

以下の工程：

め、多くの種イモと労力が要求される。また、従来の蔓
苗は柔らかく、着葉状態であるため、機械による移植が

（ａ）甘しょイモを丸イモのまま、甘しょの生育に適し

困難である。従って、蔓苗の移植は手作業に頼らざるを

た温度の水に浸漬する工程；

得ず、その移植作業には多大なる労力と時間を要する。

（ｂ）該甘しょイモを皮付き切片に分割する工程；

【０００３】一方、農作業従事者の高齢化に対応するた

（ｃ）該切片を、工程（ｂ）の直後に水洗する工程；

め、及び国際的な競争力を向上させるためには、労力の

（ｄ）該切片をキュアリング処理する工程；

低減及び生産コストの低減を図る必要があり、そのため

（ｅ）該切片を、培地上に配置して、該切片を乾燥させ

に機械化に対応できる移植技術が望まれている。機械化

ない条件下、28℃〜32℃で培養し、これにより不定芽を

されている甘しょの移植技術としては直播技術がある

形成させる工程；及び

が、これは丸イモ又は２〜４分割したイモを機械移植に

（ｆ）工程（ｅ）により不定芽を形成した切片を、培地

30

適用するものであり、蔓苗を用いる方法に比べると、甘

を充填した容器中において、該切片を乾燥させない条件

しょイモの収量及び品質が低くなる。

下、甘しょの生育に適した温度で培養し、これにより甘

【０００４】

しょの苗を生育させる工程；を含む、甘しょの苗を生産

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、蔓苗

する方法。

の調製及び採取にかかる時間及び労力を軽減し、甘しょ

【請求項７】

前記工程（ａ）における甘しょの生育に

イモの収量及び品質を向上させ、また、移植の機械化が

適した温度が20℃〜30℃である請求項６記載の方法。

可能となる甘しょ苗を低コストで生産することのできる

【請求項８】

甘しょの育苗方法を提供することにある。

前記工程（ａ）における浸漬の期間が２

〜４日間である請求項６記載の方法。
【請求項９】

【０００５】

前記工程（ｂ）において、甘しょイモを

５ｇ〜２０ｇの皮付き切片に分割する請求項６記載の方

【課題を解決するための手段】本発明者らは、甘しょイ
40

法。
【請求項１０】

モを丸イモのまま20℃〜25℃の水に浸漬し、これを皮付
き切片に分割し、直ちに水洗し、該切片をキュアリング

前記工程（ｅ）及び（ｆ）における培

処理し、水分を含ませた保湿性の良い培地上、高湿条件

地が、水分を含ませた保湿性培地である請求項６記載の

下で該切片を培養することにより、ほぼ全ての切片にお

方法。

いて不定芽形成が促されることを見出し、本発明に至っ

【請求項１１】

前記工程（ｆ）における甘しょの生育

た。

に適した温度が20℃〜30℃である請求項６記載の方法。

【０００６】すなわち、本発明は以下の発明を包含す

【請求項１２】

る。

前記工程（ｆ）における培養の期間が

１０日間以上である請求項６記載の方法。

（１）以下の工程：

【請求項１３】

（ａ）甘しょイモを丸イモのまま、甘しょの生育に適し

請求項６〜１２のいずれか一項に記載

の方法によって得られる甘しょの苗。

50

た温度の水に浸漬する工程；
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（ｂ）該甘しょイモを皮付き切片に分割する工程；

〜１５節である（１５）記載の栽培方法。

（ｃ）該切片を、工程（ｂ）の直後に水洗する工程；

【００１１】

（ｄ）該切片をキュアリング処理する工程；及び

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。

（ｅ）該切片を、培地上に配置して、該切片を乾燥させ

１．甘しょの不定芽を形成する方法及び甘しょの苗を生

ない条件下、28℃〜32℃で培養し、これにより不定芽を

産する方法

形成させる工程；を含む、甘しょの不定芽を形成する方

本発明は、甘しょの不定芽を形成する方法に関し、該方

法。

法は、以下の工程：

【０００７】（２）前記工程（ａ）における甘しょの生

（ａ）甘しょイモを丸イモのまま、甘しょの生育に適し

育に適した温度が20℃〜30℃である（１）記載の方法。
（３）前記工程（ａ）における浸漬の期間が２〜４日間

た温度の水に浸漬する工程；
10

（ｂ）該甘しょイモを皮付き切片に分割する工程；

である（１）記載の方法。

（ｃ）該切片を、工程（ｂ）の直後に水洗する工程；

（４）前記工程（ｂ）において、甘しょイモを５ｇ〜２

（ｄ）該切片をキュアリング処理する工程；及び

０ｇの皮付き切片に分割する（１）記載の方法。

（ｅ）該切片を、培地上に配置して、該切片を乾燥させ

（５）前記工程（ｅ）における培地が、水分を含ませた

ない条件下、28℃〜32℃で培養し、これにより不定芽を

保湿性培地である（１）記載の方法。

形成させる工程；を含む。

【０００８】（６）以下の工程：

【００１２】さらに、本発明は、上記の方法によって不

（ａ）甘しょイモを丸イモのまま、甘しょの生育に適し

定芽を形成した甘しょイモ切片を用いて甘しょの苗を生

た温度の水に浸漬する工程；

産する方法に関し、該方法は、上記工程（ａ）〜（ｅ）

（ｂ）該甘しょイモを皮付き切片に分割する工程；

に加えて、以下の工程：

（ｃ）該切片を、工程（ｂ）の直後に水洗する工程；

20

（ｆ）工程（ｅ）により不定芽を形成した切片を、培地

（ｄ）該切片をキュアリング処理する工程；

を充填した容器中において、該切片を乾燥させない条件

（ｅ）該切片を、培地上に配置して、該切片を乾燥させ

下、甘しょの生育に適した温度で培養し、これにより甘

ない条件下、28℃〜32℃で培養し、これにより不定芽を

しょの苗を生育させる工程；を含む。

形成させる工程；及び

【００１３】本発明の上記方法を適用し得る甘しょの品

（ｆ）工程（ｅ）により不定芽を形成した切片を、培地

種は特に制限されない。甘しょの品種としては、例え

を充填した容器中において、該切片を乾燥させない条件

ば、ジェイレッド、高系１４号、ベニアズマ、トサベ

下、甘しょの生育に適した温度で培養し、これにより甘

ニ、ベニオトメ、アヤムラサキ、九州１３２号及びコガ

しょの苗を生育させる工程；を含む、甘しょの苗を生産

ネセンガンが挙げられる。本発明の上記方法による処理

する方法。

を開始する時期は特に制限されない。例えば、圃場への

【０００９】（７）前記工程（ａ）における甘しょの生

30

移植の時期に合わせて上記方法による処理を行うとよ

育に適した温度が20℃〜30℃である（６）記載の方法。

い。

（８）前記工程（ａ）における浸漬の期間が２〜４日間

【００１４】本発明の上記方法は、上述の各工程を順次

である（６）記載の方法。

行うことによって実施することができる。以下、上記各

（９）前記工程（ｂ）において、甘しょイモを５ｇ〜２

工程について説明する。

０ｇの皮付き切片に分割する（６）記載の方法。

（１）工程（ａ）について

（１０）前記工程（ｅ）及び（ｆ）における培地が、水

工程（ａ）は、甘しょイモを丸イモのまま、甘しょの生

分を含ませた保湿性培地である（６）記載の方法。

育に適した温度の水に浸漬する工程である。

【００１０】（１１）前記工程（ｆ）における甘しょの

【００１５】甘しょのイモ（種イモ）は、通常、１０月

生育に適した温度が20℃〜30℃である（６）記載の方
法。

〜１１月頃に収穫された後、畑に植えられる３月頃まで
40

12℃〜14℃で貯蔵されており、その間は萌芽、発育等の

（１２）前記工程（ｆ）における培養の期間が１０日間

生物学的活性を十分に発揮できない状態にある。本工程

以上である（６）記載の方法。

により、その生物学的活性が回復し、その後の萌芽、発

（１３）（６）〜（１２）のいずれか１つに記載の方法

育等が促進される。本明細書において、「イモ」とは、

によって得られる甘しょの苗。

甘しょの塊根を意味し、「丸イモ」とは、１個の塊根の

（１４）前記苗の芽長が３cm〜２２cmであり、節数が５

完全体を意味する。本発明の方法において用いるイモ

〜１５節である（１３）記載の苗。

は、健全なものであればよく、いかなる大きさ、形状等

（１５）（６）〜（１２）のいずれか１つに記載の方法

を有するものであってもよい。

によって得られる甘しょの苗を用いることを特徴とする

【００１６】甘しょの浸漬温度（甘しょを浸漬する水の

甘しょの栽培方法。

温度）は、甘しょの生育に適した温度であればよく、特

（１６）前記苗の芽長が３cm〜２２cmであり、節数が５

50

に制限されないが、好ましくは20℃〜30℃、より好まし

( 4 )
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くは20℃〜25℃である。浸漬の期間は、貯蔵されていた

このような培地は当業者に公知であり、特に制限されな

種イモの生物学的活性を回復させるのに十分な期間であ

いが、好ましくはバーミキュライトが挙げられる。

り、かつ、発芽しない程度の期間であればよく、特に制

【００２１】切片を乾燥させない条件は、該切片の周囲

限されないが、好ましくは２〜４日間、より好ましくは

の環境を高湿に保つことにより達成することができる。

３日間である。

その手段は特に制限されないが、例えば、バーミキュラ

【００１７】（２）工程（ｂ）について

イト等の上記の水分を含ませた保湿性培地を培地として

工程（ｂ）は、該甘しょイモを皮付き切片に分割する工

用いると、このような条件を満たすことができる。上記

程である。該工程により得られる切片は、甘しょイモの

培養は28℃〜32℃で行うことができるが、好ましくは30

皮が付着したままの切片である限りにおいていかなるも
のであってもよく、その大きさについては特に制限され

℃で行う。また、培養期間は不定芽形成に十分な期間と
10

することができ、その具体的期間の長さは特に制限され

ない。ただし、該切片が大きすぎると、１個の甘しょイ

ないが、好ましくは１４〜２２日間、より好ましくは２

モから得られる苗の個数が少なくなり、該切片が小さす

０日間とする。

ぎると、不定芽の形成が困難となる。従って、甘しょ苗

【００２２】該工程においては、上記切片及び形成され

の生産効率及び生産コスト、並びに該切片からの不定芽

た不定芽の腐敗を防止するため、殺菌剤を散布すること

形成の促進の観点から、該切片の大きさは５ｇ〜２０ｇ

が望ましい。殺菌剤としては、腐敗菌の増殖を防止し、

とすることが好ましく、より好ましくは８ｇ〜１５ｇ、

又は腐敗菌を死滅させることのできる薬剤であって、甘

更に好ましくは１０ｇとする。さらに、該工程により得

しょの生育を妨げないものであればいかなるものを用い

られる切片に付着したままの皮の大きさは特に制限され

てもよい。このような殺菌剤としては、例えば、ストレ

ないが、好ましくは（1.0cm〜1.5cm）×（1.5cm〜2.0c

プトマイシンサルフェイト等のストレプトマイシン系の

m）とする。

20

薬剤を用いることができる。殺菌剤の散布は、１回であ

【００１８】（３）工程（ｃ）について

ってもよいし（例えば、該工程の処理の開始時に１

工程（ｃ）は、上記切片を、上記工程（ｂ）の直後に水

回）、何回かに分けて（例えば、定期的に）行ってもよ

洗する工程である。該工程により、該切片における不定

い。

芽形成の効率を顕著に向上させることができる。該工程

【００２３】（６）工程（ｆ）について

においては、該切片を、洗水が濁らなくなるまで水洗す

工程（ｆ）は、上記工程（ｅ）により不定芽を形成した

ることが好ましい。

切片を、培地を充填した容器中において、該切片を乾燥

【００１９】（４）工程（ｄ）について

させない条件下、甘しょの生育に適した温度で培養し、

工程（ｄ）は、上記切片をキュアリング処理する工程で

これにより甘しょの苗を生育させる工程である。該工程

ある。「キュアリング処理」とは、一般に、甘しょイモ

に用いる培地は、一般に植物の育苗に用いられる培地で

の乾燥を防ぎながら、これを30℃で３日間処理すること

30

あればいかなるものであってもよく、特に制限されない

をいい、これにより、甘しょイモの表面にコルク層を形

が、好ましくは、水分を含ませた保湿性培地である。こ

成して腐敗を防止することができる。本工程のキュアリ

のような培地は当業者に公知であり、特に制限されない

ング処理では、このような効果が得られる限りにおいて

が、好ましくはバーミキュライトが挙げられる。

その温度及び処理期間は特に制限されないが、好ましく

【００２４】切片を乾燥させない条件は、該切片の周囲

は28℃〜32℃、より好ましくは約30℃、最も好ましくは

の環境を高湿に保つことにより達成することができる。

30℃で、好ましくは２〜４日間、より好ましくは約３日

その手段は特に制限されないが、例えば、バーミキュラ

間、最も好ましくは３日間とするとよい。また、乾燥を

イト等の上記の水分を含ませた保湿性培地を培地として

防ぐ手段は特に制限されず、いかなる手段を用いてもよ

用いると、このような条件を満たすことができる。甘し

い。このような手段としては、例えば、キュアリング処
理において、甘しょイモ切片を、多数の穴を空けたビニ

ょの培養温度は、甘しょの生育に適した温度であればよ
40

く、特に制限されないが、好ましくは20℃〜30℃、より

ル袋に入れて処理する方法が挙げられる。

好ましくは25℃〜30℃である。

【００２０】（５）工程（ｅ）について

【００２５】上記培養の期間は、苗が圃場又は畑への移

工程（ｅ）は、上記切片を、培地上に配置して、該切片

植に適した形状となるのに十分な期間とすることがで

を乾燥させない条件下、28℃〜32℃で培養し、これによ

き、その具体的日数は特に制限されないが、好ましくは

り不定芽を形成させる工程である。該工程に用いる培地

１０日間以上、より好ましくは３０日間以上、さらに好

は、一般に植物の萌芽に用いられる培地であればいかな

ましくは５０日間以上である。上記培養においては、必

るものであってもよく、特に制限されないが、好ましく

要に応じて、潅水、施肥等を適宜行ってもよい。このよ

は、水分を含ませた保湿性培地である。本明細書におい

うな潅水及び施肥は、当業者であれば適切に行うことが

て、「保湿性培地」とは、一旦水分を含ませるとその水

できるため、その具体的手段については特に制限されな

分をある程度の期間保持することのできる培地をいう。
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い。例えば、ハイポネックス等の液肥を用いて、潅水と

( 5 )
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施肥を同時に行うことができる。該工程において得られ

トすることによりキュアリング処理した。ここまでの処

る甘しょ苗の形状は特に制限されないが、その芽長は、

理は、３月〜５月に行った。

好ましくは３cm〜２２cm、より好ましくは６cm〜２２c

【００３１】以上のようにして得られた各品種の切片

m、最も好ましくは約２０cmであり、その節数は、好ま

を、四角形のプラスチックトレイ（縦42cm×横29cm×深

しくは５〜１５節、より好ましくは１０〜１５節であ

さ5cm）中、十分に水分を含ませたバーミキュライト上

る。

に置き、30℃で２０日間培養した。その際に、切片の腐

【００２６】２．本発明の方法によって得られる甘しょ

敗を防ぐために、時々、殺菌剤であるストレプトマイシ

苗及び該甘しょ苗を用いる甘しょの栽培方法

ンサルフェイト溶液（30mg/L，シグマ社製）を散布し

本発明は、上記の苗の生産方法によって得られる甘しょ
の苗に関する。該甘しょ苗の形状は特に制限されない

た。その結果、全ての品種において、図１に示すよう
10

に、不定芽の形成が認められた。また、以下の表１に示

が、その芽長は、好ましくは３cm〜２２cm、より好まし

すように、全ての品種について供試切片の７０％以上が

くは６cm〜２２cm、最も好ましくは約２０cmであり、そ

萌芽し、特に、ベニオトメを除く７品種では８０％以

の節数は、好ましくは５〜１５節、より好ましくは１０

上、アヤムラサキではほぼ１００％の萌芽率を示した。

〜１５節である。

【００３２】

【００２７】本発明の甘しょ苗は、従来の蔓苗とは異な

【表１】

り、硬い蔓を有しているため、その圃場、畑等への移植
を機械化することが可能となる。また、本発明の甘しょ
苗はその端部に甘しょイモ切片を有しており、該切片か
ら水分及び栄養分を補充することができるため、移植に
よるストレスを受けないか、又はこれを軽減する。さら

20

に、本発明は、上記の甘しょ苗を用いることを特徴とす
る甘しょの栽培方法に関する。
【００２８】該栽培方法は、甘しょの栽培に常用されて
いる方法、例えば、圃場、畑等に苗を移植し、潅水、施
肥、除草剤散布等を適宜行い、収穫する方法において、
本発明の甘しょ苗を移植することにより行うことができ
る。移植の時期は、栽培を行う地域の気候によって異な
り、当業者であれば適切に設定することができる。収穫
の時期もまた、栽培を行う地域の気候によって異なり、
当業者であれば適切に設定することができる。上記栽培
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【００３３】〔実施例２〕不定芽を形成した切片による

方法によれば、甘しょの旺盛な生育が得られ、収穫され

苗の調製

る甘しょイモの収量が増加し、その品質（例えば、形状

実施例１で得られたコガネセンガンの萌芽切片を、十分

等）の向上が可能となる。

に水分を含ませたバーミキュライト210ml容紙コップ

【００２９】

中、十分に水分を含ませたバーミキュライト上に移植

【実施例】以下に実施例を挙げて、本発明をより具体的

し、天然光の下、25℃で５０日間生育させた。その間、

に説明する。ただし、これらの実施例は説明のためのも

1/1000ハイポネックス溶液（ハイポネックス・ジャパン

のであり、本発明の技術的範囲を制限するものではな

社製）を時々与えることにより、潅水及び施肥を行っ

い。

た。その結果、図２に示すように、芽長約20cm、節数１

〔実施例１〕甘しょの塊根小切片からの不定芽形成
本実施例において、甘しょとしてはジェイレッド、高系

４節の苗が得られた。
40

【００３４】以上のようにして得られた苗を圃場に移植

１４号、ベニアズマ、トサベニ、ベニオトメ、アヤムラ

したところ、該苗の活着が速やかに起こり、その生育は

サキ、九州１３２号及びコガネセンガンの８品種を用い

顕著に旺盛であった。その際、従来の方法により調製し

た。

た蔓苗を対照として用いて、５０日間、３０日間及び１

【００３０】これら８品種の甘しょイモを丸イモのまま

０日間生育させて得られた切片苗の、地上部の生育、上

２５℃の水に３日間浸漬した。これらの丸イモを、表面

イモ（５０ｇ以上のイモ）の収量及びイモの形状を比較

の皮を付けた状態で約１０ｇの切片に切断した。切断

した。その結果を図３及び以下の表２に示した。

後、直ちに該切片を水洗し、水が濁らなくなるまで洗浄

【００３５】

を繰り返した。該切片を、多数の穴を空けたビニル袋

【表２】

（縦38cm×横27cm）に入れ、30℃で３日間インキュベー

( 6 )
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【００３６】図３において、縦軸は１ヘクタールあたり

上する甘しょ苗が提供される。該苗は、機械を用いた移

の収量（ｔ）を示す。また、各カラムの上部の縦線は標

植にも適用可能である。

準誤差を示す。図３によれば、切片苗の地上部の生育は

【図面の簡単な説明】

蔓苗区に比べて良好であり、上イモ収量は、３０日苗区

【図１】甘しょイモ（コガネセンガン）の小切片から発

及び５０日苗区において、蔓苗区に比べて多収となるこ

20

生した不定芽を示す写真である。

とがわかる。また、表２によれば、切片苗区では、蔓苗

【図２】発芽後約５０日間生育させた５０日苗の生育状

区に比べて良形イモ率、長径比及びイモ重のいずれもが

態を示す写真である。

高く、従って品質が良好であることがわかる。

【図３】甘しょイモの小切片から生育させた１０日苗、

【００３７】

３０日苗及び５０日苗が地上部生育及びイモ収量に及ぼ

【発明の効果】本発明により、効率的な増殖が可能であ

す影響を示す図である。

り、良好に生育し、収穫されるイモの収量及び品質が向
【図３】

( 7 )

【図１】
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【図２】
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