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育成経過

千葉県農林総合研究センター落花生試験

「おおまさり」は、育成目標を中生、極

地は、落花生の主産地である千葉県八街市

大粒、良食味とし、平成５年に人工交配を

にあり、昭和30年以降国内で唯一国の委託

行い、Ｆ５世代まで集団育成、Ｆ６世代か

を受けて落花生の育種を行っている機関

ら系統育成を経て、当試験地が育成した15

（指定試験地）で、現在までに「タチマサ

品種の中では最も短いＦ13世代で選抜を終

リ」、「ナカテユタカ」など14品種を育成配

了した（図１）。

付した。

母親は「ナカテユタカ」で、成熟期は開

平成19年12月に品種登録出願公表された

花期後80日の中生、草型は立性、莢実の外

「おおまさり」は、「郷の香」と同じゆで豆

観品質が良く多収、甘みが強い良食味品種

用品種である。その特性は、既存の品種と

である。

明らかに区別できる大きな莢実（写真参
照）と食味の良さ、多収性である。

父親は「ジェンキンス・ジャンボ（Jenkins
Jumbo）」 で、 当 試 験 地 で 維 持 し て い る
1,500品種以上ある遺伝資源の中で莢が最
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図１ 「おおまさり」の系譜

－ 39 －

も大きく、子実成分の脂肪酸組成としてオ

「千葉半立」より多く、「ナカテユタカ」並

レイン酸含量が高い品種である。しかしな

みの収量が得られる。

がら、成熟期は極晩生、莢の外観品質が悪

また、既存品種では露地栽培がマルチ

い、着莢数が少なく低収、子房柄が弱く落

栽培に比べて15～20％減収するのに対し、

莢しやすい、分枝が長く伏性である等、欠

「おおまさり」は減収率が低いことも特徴

点も多い品種である。

のひとつである。
子実の大きさを表す上実百粒重は、「千

３

品種特性

葉半立」の約1.7倍、「ナカテユタカ」の約

⑴

外観の特性と収量性

1.5倍の140g 以上と極めて重いが、子実の

「おおまさり」の特徴としてあげられる
のが、写真で示したように莢実が大きいこ

外観品質はしわ粒がやや多く、「千葉半立」
並みである。

とで、「ジェンキンス・ジャンボ」と同じ

褐斑病、黒渋病等の主要な病害は「千葉

大きさであるが、莢の外観品質が良く、く

半立」等と同程度の罹病度であるが、茎腐

びれが少し深いこと、莢殻が薄い点に違い

病には弱い（データ省略）。

が認められる。

表２に香取市（北総園芸研究所畑作園芸

開花期は、「千葉半立」等と同時期で、

研究室）における４月下旬播種、不織布の

成熟期は開花期後90日の晩生、ゆで豆とし

べたがけマルチ栽培におけるゆで豆の収量

ての収穫適期は開花期後85日頃である。草

性を示した。

型は「千葉半立」より伏性の中間型２で、

「おおまさり」のゆで豆収量は標準品種

主茎着花は認められず、最長分枝長は「千

の「郷の香」に比べて莢数は少ないが、上

葉半立」に比べて20cm 以上長く大株にな

莢収量では24％増収した。また、ゆで豆の

り、分枝数は「千葉半立」並みに多く、作

外観品質は「郷の香」よりやや劣った。

業性の面で「ナカテユタカ」等の既存の品
種より劣る（表１）。

以上のように「おおまさり」は「ジェン
キンス・ジャンボ」の地上部特性の多くを

１株当たりの上莢数は、極大莢のため

引き継いでいるが、莢の外観品質や収量性、

「千葉半立」等より少ないが、総収量では

落莢しにくい点等が改善された品種である。

表１

八街市における生産力検定成績（平成16～18年度）
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表２

香取市におけるゆで豆収穫物調査成績 ( 平成17～18年度）

ࠁߢ⼺
ⓠᦼ 㐿⧎ᦼᓟ ᦨ㐳
ಽᨑᢙ
หᏀ
ᣣᢙ
ಽᨑ㐳
⩢ᢙ ⩢㊀ ᮡḰᲧ
ᣣ
ᣣ
ᣣ
EO
ᧄ
ᩣ
MIC

߅߅߹ߐࠅ








ㇹߩ㚅 ᮡḰ








ᵈ㧕⠹⒳ⷐ㧦ਇ❱Ꮣߴߚ߆ߌࡑ࡞࠴ᩱၭޔ⒳ᦼᣣ
ޓޓᐔဋ⇔㑆ᩣ㑆㧦EOEOޔᣉ⢈㧦 ⓸⚛MIC㉄ࠎࠅޔMICޔട㉿MIC㧕
㐿⧎ᦼ

ຠޓ⒳ޓฬ

⑵

ゆで豆の食味評価と子実の成分

「郷の香」よりも良いと回答した人の割合

「おおまさり」のゆで豆の食味はゆで豆

の方が高くなった。

用品種の「郷の香」に比べて柔らかくて甘
いという評価が得られている。

表３に乾燥子実の主要成分別含有量を示
した。

食味評価の一例として、図２に千葉県衛

「おおまさり」は既存の品種に比べ、粗

生短期大学の学生99名をパネルとした調査

脂肪含量が低く、ショ糖含量が高い点が特

結果を示した。

筆される。これは「おおまさり」のゆで豆

この調査では標準品種を「郷の香」と

における食味の特徴と一致しており、炒り

し、それに対して硬さ、甘み、総合の食味

莢でもその甘みが実感できる。また近年、

をそれぞれ５段階で評価した。硬さについ

悪玉コレステロール値を低下させる脂肪酸

ては標準に比べて柔らかいと回答した割合

として話題となるオレイン酸含量が高い。

が76％、甘みについては標準より強いと回

炒り莢の食味評価は、当試験地では甘みが

答した割合が84％、また、総合の食味でも

強いと同時に「千葉半立」や「ナカテユタ


࿁ 
╵ 
ᢙ 

ฬ



エ

㸠 ᮡḰ 㸢

⎬䈘

⎬

ዋ

㸠 ᮡḰ 㸢

ᄙ

↞䉂

ᖡ

㸠 ᮡḰ 㸢

㘩

図２ 「おおまさり」のゆで豆食味評価
注１）パネルは千葉県立衛生短期大学の学生99名。
２）供試試料は香取市で収穫、２％塩水で40分間茹でて凍結貯蔵後自然解凍したもの。
３）標準品種は「郷の香」。
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表３

乾燥子実の主要成分含量
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カ」とは異なる風味があって良好と判断し

性に難もあるが、高収益を得られる可能性

ており、今後は落花生加工業者による食味

があり、道の駅等の直売場や観光農園等の

評価が必要である。

目玉商品として期待できる。

４

５

種子の増殖、普及計画等

おわりに

「おおまさり」の作付けは、平成20年に

国内における落花生の作付面積は、昭和

千葉県内各地で展示圃としての試験栽培が

40年代には66,000ha 以上であったが、平

開始され、生産されたゆで豆等の一部が市

成19年では8,310ha まで減少し、国内需要

場調査を兼ねて市販され、平成21年からは

のほとんどは安価な輸入物、特に近年は中

一般栽培に移される予定である。

国産が多くなっていた。しかし、昨年から

一方、千葉県産農産物の販売促進等のイ

は中国産の輸入がほとんど停止しており、

ベントでは、「おおまさり」の莢実のイン

落花生加工業者からは国内供給量を増やす

パクトや食味など、来客者の目を引きつけ

ように求められている。これを機会に落花

る要素が多いため、評判は上々であった。

生の作付面積が増加することを切に願うも

「おおまさり」は大株となるため、従来

のである。

の品種を栽培している農家にとっては作業

写真１ 莢実
（左：おおまさり、中：ナカテユタカ、右：郷の香）
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写真２ 「おおまさり」の草姿

