
日持ち性の良いフキ新品種「愛経2号」の育成

＊ ＊＊ ＊＊＊大藪哲也 ・矢部和則 ・山下文秋

：愛知県のフキ産地で問題となっている流通、消費段階における葉柄の切り口の腐敗摘要

を抑制するため、日持ちの良いフキ新品種「愛経2号」を育成した。

2002年に、「愛知早生ブキ」の在来4系統を用いて頭花培養を行った。再分化した108系

統について2003年に生育及び品質特性を、2004年、2005年には葉柄切り口の腐敗程度を基

にそれぞれ選抜を行い、最も優れた系統の№515を選抜した。現地適応性検定及び特性検

定の結果、№515は慣行の「愛知早生ブキ」優良無病苗系統と比較し、高温期においても

葉柄の切り口の腐敗と葉身の黒変が遅く、さらに葉柄の緑色が濃い等の優れた特性を示し

た。育成した本系統を「愛経2号」と命名して2007年10月に品種登録出願し、2009年2月6

日に品種登録した（登録番号第17324号)。

：フキ、品種育成、頭花培養、日持ち性、愛経2号キーワード

Development of a New Japanese Butterbur Variety
with Long Shelf Life, ”Ai-kei-2-go”

OYABU Tetsuya, YABE Kazunori and YAMASHITA Fumiaki

In order to restrain the rotting on cut end of petiole of Japanese butterbur , aAbstract:
new Japanese butterbur variety with long shelf life, ”Ai-Kei-2-go” was developed.

In 2002, four native stocks of Japanese butterbur ‘Aichi-Wase’ were selected with
comparison of their long shelf life characteristics. Most superior line 515 was selected№

from the 108 lines regenerated by flowerhead culture of these stocks by comparison of
the yield and quality in 2003 and the extent of rot in the cut end of petiole in 2004 and
2005. The local adaptability and the agronomic characteristics of 515 was evaluated№

№comparing with the superior virus free stocks. The rotting on cut end of petiole of
515 was slower than the stocks. The color of the leaf blades of 515 was deeper than№

the stocks.
515 was named ”Ai-Kei-2-go” and applied for the registration as a new variety in№

October 2007 to be registered on February 6, 2009 (registration number, 17324).
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緒 言

フキは愛知県の主要な特産野菜であり、知多地域を

中心とした県内産地は、出荷量のシェアが全国の約5割

を占め、第1位の生産実績を誇っている。これらの地域

では、茎頂培養で作出した旺盛な生育を示す「愛知早

生ブキ」優良無病苗1)の利用と、10月から5月までの長

期出荷が可能な作型開発により、高い生産性を維持し

ている。しかし、10～11月及び4～5月の比較的高温期

の収穫では、流通・消費段階において葉柄の切り口に

腐敗症状が発生し、問題となっている。そのため、生

産者及び流通業者からは、腐敗の発生が少なく、日持

ち性が良いフキ新品種の育成が要望されている。矢部2)

は、新品種の育成素材を得るために、県内産地から「愛

知早生ブキ」在来系統（以下在来系統とする）を収集

し、その特性を現在栽培している「愛知早生ブキ」優

良無病苗系統（以下優良無病苗系統とする）と比較調

査し、在来系統の中には、収穫後の変化が優良無病苗

系統より小さく、日持ち性品種の育種素材として利用

できるものがあることを報告している。一方、岩本ら3-5)

は、頭花培養を利用して多収性フキ品種を育成し、頭

花培養が茎頂培養に比べ容易にウィルスフリー化でき、

効率的な品種改良が可能であることを明らかにしてい

る。

そこで、愛知県経済農業協同組合連合会と共同で、

在来系統を育種素材として頭花培養を行い、その培養

系統から選抜を進め、高温期の収穫でも葉柄の切り口

が腐敗しにくく、日持ち性の良いフキ新品種「愛経2号」

を育成したので報告する。

材料及び方法

１ 育成経過

｢愛経2号｣の育成経過を図１に示した。新品種の育種

素材には、矢部2)が知多市及び東海市で収集し、葉の水

分減少率、押しつけ強度、切り口の色調及びポリフェ

ノールについて比較調査し、収穫後の変化が優良無病

苗系統より小さい在来4系統を用いた。これらの系統の

頭花（フキノトウ）を、2002年12月16日に採取し、岩

本ら3)の方法に準じて、NAAとBAを所定量添加したMS寒

天培地に置床し、頭花培養を行った。再分化した植物

体を馴化後株養成し、生育良好な108系統を得た。

2003年9月10日に知多市岡田の新品種育成用網室に定

植した。栽培は生産者により現地の慣行法で行った。

12月及び2004年4月に収穫し、これらの108系統につい

て、立毛、生育、収量、葉柄色、葉色を調査項目とし

て、フキ新品種育成選定委員10名（知多市、東海市の

生産者代表）によって現地審査を行った。現地審査に

より葉柄の生育と品質が優れる№307始め5系統を選抜

した。

これら5系統について、2004年6月に根株を堀り上げ

約2か月間1℃で冷蔵後、再度網室へ8月に定植し、選抜

のための栽培を行った。同様に栽培を繰り返し、 12月

と2005年4月の収穫及び次作の同年12月と2006年4月の

収穫では、収穫後直ちにラップ包装、箱詰めし、出荷

形態に調整したものを実験室内に常温で置き、5日後に

葉柄切り口の腐敗程度を調査した。腐敗程度が低い№

329、№414及び№515の3系統を選抜した。2005年に、

再度葉柄切り口の腐敗程度を調査して、最も腐敗しに

くい系統№515を選抜した。2006年に、№515について

現地適応性検定及び特性検定を実施し、日持ち性が良

く、実用形質も優れていることが確認されたので育成

を完了し、「愛経2号」と命名し、2007年10月15日に品

種登録出願し、2009年2月6日に品種登録した（登録番

号第17324号）。「愛経2号」の形状を写真１に示した。

２ 特性調査

「愛経2号」の日持ち性、葉柄の緑色度及び葉柄表面

に赤色の斑紋が発生し、商品性を大きく低下させる赤

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年

在来系統の選抜と 生育・品質 葉柄切り口の 葉柄切り口の 現地適応性

頭花培養による による選抜 腐敗程度によ 腐敗程度によ 検定

系統の作出 る選抜 る選抜 特性検定

1 307

2 2 201～234

3 頭 329 329

4 3 301～336

5 花 414 414

6 4 401～418

7 培 415

8 5 501～520

9 養 515 515 愛経2号

在来9系統 在来4系統 108系統 5系統 3系統 1系統

図１ 「愛経2号」の育成経過
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、 、さび症の発生程度について 優良無病苗系統を対照に

抑制栽培の10月収穫で調査した。2006年6月23日に根株

を掘り上げ、1℃で冷蔵した。8月4日に現地ほ場（東海

市大田町）に定植し、現地の慣行法で栽培した。

10月27日に収穫した直後、葉柄の緑色度について、

昭和57年度種苗特性分類調査報告書 の方法に従い調査6)

した。調査後、葉柄を前述と同様に出荷形態に調整し

た後、常温の実験室内に静置し、日持ち性の検定を行

った。収穫5日後の11月2日に、葉柄の切り口の腐敗程

度に加えて、鮮度の指標となる葉身の黒変程度及び赤

さび症の発生程度を調査した。葉柄切り口の腐敗程度

（ ） （ 、は0 腐敗していない ～4 切り口が全面的に腐敗し

葉柄が水浸状となる）の5段階で評価した。葉身の黒変

率は、葉身の2分の1以上が黒変した葉柄数が供試全葉

柄数に占める割合で示した 赤さび症の発生程度は0 発。 （

生していない）～4（全体に著しく発生している）の5

段階で評価した。

「愛経2号」の収量性については、日持ち性調査と同

一の方法で育成した根株を供試した。8月25日に知多市

岡田の新品種育成用網室に定植し、現地の慣行法で栽

培した。11月21日及び2007年4月6日に収穫し、産地の

出荷規格に基づき、規格別本数、収量を調査した。

収量調査後 「愛経2号」と優良無病苗系統の2L規格、

の葉柄20本を用いて官能調査を行った。葉柄の基部と

先端部を切り取って25cmの長さに調整したものを、だ

、 、 、しの素と食塩で味付けした煮物に調理し 香り 硬さ

食味及び総合評価について調査を行った。パネルは21

名とした。

３ 現地適応性検定

2006年8月25日から9月25日に定植し、11月及び4月に

収穫する抑制及び促成作型で、知多地域3か所、尾張地

、 。域2か所の合計5か所において 現地適応性を調査した

栽培は、各地域の慣行法によった。調査項目は、切り

写真１ 「愛経2号」の形状

口の腐敗、葉身の黒変、赤さび症、葉柄の緑色及び収

、 。量で それぞれ5段階(総合評価4段階)の評価を行った

試験結果

１ 特性

(1) 日持ち性

10月収穫における収穫5日後の葉柄切り口の腐敗程度

を表１、写真２に示した。実験室内の温度は、最高 32

、 、 、℃ 最低18℃で この条件における優良無病苗系統は

切り口が1/4以上3/4未満腐敗している（程度2）が9本

と最も多かった。切り口が全面的に腐敗し、葉柄が水

浸状となる（程度4）は6本あった。これに対し 「愛経、

２号 の葉柄切り口の腐敗程度は 腐敗していない 程」 、 （

度0）が12本と最も多かった。

葉身の黒変率を図２に示した。優良無病苗系統の黒

、「 」 。変率は40%と高かったが 愛経2号 は10%と低かった

(2) 生態的特性

赤さび症の発生程度を表２に示した。優良無病苗系

統は、赤さび症がほとんどの葉柄に発生しており、全

体に甚だしく発生している 程度4 が2本あったが 愛（ ） 、「

経2号」は、赤さび症が発生していない（程度0）が19

本と多かった。

種苗特性分類調査報告書 の基準による葉柄の緑色度6)

を図３に示した 「愛経2号」の緑色度は7で、優良無病。

苗系統の5に比べて高く、濃かった。

表１ 「愛経2号」の10月収穫における収穫5日後
A)の葉柄切り口の腐敗程度

品種・系統 供試 腐敗程度別数(本) 腐敗程度

数(本) 0 1 2 3 4 平均

愛経2号 25 12 4 7 0 2 1.0

優良無病苗系統 25 2 6 9 2 6 2.2

0：腐敗していないA)

1：切り口の1/4未満が腐敗している

2：切り口の1/4以上3/4未満が腐敗している

3：切り口の3/4以上が腐敗している

4：切り口が全面的に腐敗し、葉柄が水浸状となる

優良無病苗系統 愛経2号

写真２ 「愛経2号」の葉柄切り口の腐敗状況
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(3) 収量性

「愛経2号」の11月における収量を表３に示した。「愛

経2号」の合計収量は、優良無病苗系統よりも3%少なか

ったが、合計本数では11%多かった。規格別収穫本数で

は、「愛経2号」は優良無病苗系統に比べて2Lが少なく、

M、Lが多かった。

4月における収量を表４に示した。「愛経2号」は、合

計本数、合計収量ともに、優良無病苗系統より14%多か

った。「愛経2号」の2L及び3Lの収穫本数は、優良無病

苗系統よりも多かった。

図２ 「愛経2号」の10月収穫における収穫5日後

の葉身の黒変率A)

A)黒変率：葉身が2分の1以上黒変した葉

の数が供試した全葉数に占め

る割合

表２ 「愛経2号」の10月収穫における収穫5日後の

赤さび症の発生程度A)

品種・系統 供試 赤さび症程度別数(本) 赤さび症程度

数(本) 0 1 2 3 4 平均

愛経2号 25 19 6 0 0 0 0.2

優良無病苗系統 25 1 12 8 2 2 1.7
A)0：発生していない

1：わずかに発生を認める

2：所々に発生を認める

3：全体に発生している

4：全体に甚だしく発生している
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(4)香り、硬さ、食味

「愛経2号」の香り、硬さ、食味などを優良無病苗系

統と比較した結果を表５に示した。すべての質問項目

で統計的に有意な差はみられなかった。しかし、食味、

総合評価では、「愛経2号」が優良無病苗系統よりやや

優れる傾向が見られた。

２ 現地適応性検定

「愛経2号」の現地適応性検定による評価を表６に示

した。葉柄切り口の腐敗は、稲沢市を除いた4ほ場で、

「愛経2号」が優良無病苗系統より少なかった。葉身の

黒変では、全ほ場で、「愛経2号」が優良無病苗系統よ

り少なかった。知多市及び東海市の3か所のほ場で、「愛

経2号」は、赤さび症の発生が少なく、葉柄の緑色が濃

い傾向が認められた。収量は、愛西市で「愛経2号」が

優良無病苗系統より少なかったが、その他の4ほ場では

図３ 「愛経2号」の10月収穫における収穫直後

の葉柄の緑色度A)

A)種苗特性分類調査の基準による

表５ 「愛経2号」の官能調査

調査項目 好ましいと判断した人数 χ２値

愛経2号：優良無病苗系統

香 り 10： 9 0.053

硬 さ 10：11 0.048

食 味 12： 8 0.800

総 合 13： 8 1.191
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表３ 「愛経2号」の11月における収量（7m２当たり､2006年11月21日調査）

品種・系統 規格別収穫本数（本） 合計収量 優良無病苗系統対比(%)

M L 2L 合計 (kg) 合計本数 合計収量

愛経2号 96 154 187 437 39.0 111 97

優良無病苗系統 55 134 206 395 40.3 100 100

表４ 「愛経2号」の4月における収量（7m２当たり､2007年4月6日調査）

品種・系統 規格別収穫本数（本） 合計収量 優良無病苗系統対比(%)

M L 2L 3L 合計 (kg) 合計本数 合計収量

愛経2号 82 164 278 111 635 51.1 114 114

優良無病苗系統 43 166 245 102 556 45.0 100 100
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表６ 「愛経2号」の現地適応性検定における評価

試験ほ場 定植日 切り口 葉身の 赤さび 葉柄の 収量A) 総合

の腐敗A) 黒変A) 症A) 緑色B) 評価C)

知多市岡田 8/25 1 1 1 4 3 A

東海市川南新田 9/25 2 2 2 4 3 A

東海市川北新田 8/25 2 2 2 4 3 A

愛西市石田町 9/9 2 2 3 3 2 C

稲沢市南麻績町 9/8 3 2 3 3 3 A～B
A)優良無病苗系統を「3」として、1(少)～5(多)
B)優良無病苗系統を「3」として、1(淡)～5(濃)
C)優良無病苗系統と比較してA：有望、B：同等、C：劣る、D：見込みなし

同等であった。総合評価では、「愛経2号」は優良無病

苗系統に比べて1ほ場で劣ったが、4ほ場で優れ、有望

であった。

考 察

高温期の収穫でも葉柄切り口の腐敗が遅く、長期間

高い品質を維持できる新品種の育成に取り組んだ。し

かし、本県で栽培されている「愛知早生ブキ」は、雌

株のみで雄株はなく、さらに3倍体であるため、交雑育

種は困難である7,8)。そのため、頭花培養中に引き起こ

されるソマクローナル変異を利用して、品種育成を行

った。頭花培養については、岩本らの報告3-5)のように、

茎頂培養よりも操作が容易で、植物体再生が早い、優

れた培養方法であった。

育成した「愛経2号」は、高温期における切り口の腐

敗が発生しにくいことに加え、葉身の黒変が遅い特性

を備えている。愛知県では、フキの葉柄の上部を葉身

で巻きラップする形態で出荷している。そのため、葉

身は鮮度の指標であり、葉身の黒変が遅い形質は、フ

キの日持ち性にとって極めて重要な形質である。「愛経

2号」の日持ち性の良い特性は、流通業者にとっては従

来よりも店持ち期間が長くなる。生産農家にとっては、

従来行われていた腐敗防止のために、葉柄の水分が高

まる午前中の収穫禁止などの収穫時間の制限が緩和さ

れ、作業の分散が図られる。また、腐敗防止のための

葉柄の2度切りが不要となり、労力の軽減につながると

考えられる。

｢愛経2号｣の日持ち性の良さを最も発揮できるのは8

月上中旬に定植する抑制栽培であるが、高温条件に定

植することとなるので、あらかじめハウスの外を黒寒

冷しゃで覆い地温を下げ、定植後は、地温の上昇防止

と乾燥防止、かん水による地表面の固結を防ぐために、

敷きワラをできるだけ早く行うなど、順調な活着を進

める必要がある。また、｢愛経2号｣の日持ち性をより高

めるためには、収穫期近くには午前10時までのかん水

とし、収穫当日にはかん水を行わず、フキの葉柄に余

分な水分を持ち越さないかん水管理をする必要がある。

産地では、前述したように、優良無病苗系統の旺盛な

生育から、定植株量を少なくする傾向がある。｢愛経2

号｣を利用して充分な収量を上げるためには、定植株量

は、従来の栽培暦どおり抑制栽培では900kg程度、促成

栽培では700kg程度とすることが必要である。

以上の結果、「愛経2号」の導入により、本県の10月

から5月の長期間のフキ栽培において、日持ち性が良く、

さらに高品質安定生産が可能となり、生産農家の収益

性向上に貢献できると考えられる。

表７ 育成者の従事年月

育成者 従 事 年 月

平14 平15 平16 平17 平18 平19

矢部和則

山下文秋

大藪哲也

謝辞：本品種の育成にあたり、知多市、東海市の生産

者からなるフキ新品種育成選定委員、愛知県知多農林

水産事務所農業改良普及課、あいち知多農業協同組合、

愛知県ふき主産地協議会に多大な協力を得た。ここに

記して感謝の意を表する。
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