表２ 平成２６年度総合評価の概要
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○ フレッシュサラダ、ＬＬサラ
ダの両方において「なめらか」、
「食味がよい」等比較的高評価で
あった。

北海１０６号

１回目 □ ややザラつくという意 ○ フレッシュサラダで「なめら
見もあったが、食味は悪くない。
か」、「食味がよい」等高評価で
２回目 ○ 甘くホクホクしてい
あった。
る。味のバランスがよい。
３回目 □ 甘みがあるがザラつ
く。
□ ＬＬサラダにおいては「芋の風
味がある」、「ソースなじみがよ
い」等比較的評価があった。

北海１０７号

北海１０９号

北海道新進
アグリフーズ
□ きれいでトリミング時間
が少なかった。歩留まりも良
い。離水はやや多いが問題は
ない程度。
□ きれいでトリミング時間
が少なかった。歩留まりも良
い。離水はやや多いが問題は
ない程度。

△ カラーはトヨシロより優 ○ カラーも良く、加工適性
れる、イモ味が濃くやや異味 も優れていると高い評価で
勝系３３号 がある。バリバリと堅く、 あった。
粉っぽい。

勝系３４号

○ 皮付きポテト、シュース
トリングカットポテトの両方
において「癖が無く食べやす
い」等高評価であった。
特に、シューストリング加
工において中身がホクホクし
ていておいしいとの評価で
あった。

勝系３６号

□ 粘りが少なく、甘みが
やや弱いが極端なマイナス
要因もない。

□ 粘りが少なく、甘みが １回目 □ 黄色さが甘さが少な
やや弱いが極端なマイナス い。固形感が残る。
要因もない。
２回目 ○ 色は適度に黄色で食感
がよい。
３回目 △ ザラつく。

□ フレッシュサラダ、ＬＬサラ
ダの両方において「甘みがある」
等の評価がある一方、「ボソボソ
感がある」等の評価もあった。
○ 芽取りのしやすさ、剥皮歩留
まりについては良好との評価で
あった。

□ トリミング作業に時間が
掛かる。食味評価は普通。

□ フレッシュサラダで「なめら
か」等の評価があった。

□ トリミング作業に時間が
掛かる。食味評価は普通。

○ フレッシュサラダ、ＬＬサラ
ダの両方において「食味がよ
い」、「なめらか」等の高評価で
あった。
○ 芽取りのしやすさ、剥皮歩留
まりについては良好との評価で
あった。

□ 歩留まりは比較的良好
だったが、ピーリング後の肉
質が硬くトリミングの刃を入
れにくい状態だった。

◎ フレッシュサラダ、ＬＬサラ
ダの両方において「芋の風味があ
る」、「調味料との相性がよい」
等の高評価であった。
○ 芽取りのしやすさ、剥皮歩留
まりについては良好との評価で
あった。
□ 粉質系で男爵に近い舌 １回目 △ えぐみが強い。
△「えぐみがある」、「粉っぽ
ざわりであるが、甘みがや ２回目 × えぐみが強い。食感も い」等サラダとしての評価は良く
や弱い。
サラダに向いていない。
なかった。
３回目 × えぐみが強い。食感も
サラダに向いていない。

△ 歩留まりは比較的良好
だったが、食味評価は良くな
かった。

１回目 □ 酸味、えぐみがあり、
甘みがない。
２回目 □ 酸味、えぐみがある。
３回目 □ 滑らかだが水っぽい。

勝系３８号

△ トリミングは良いが、離
水が多かった。食味評価も良
くなかった。。

勝系３９号

□ 癖がないがコロッケに １回目 ○ 芋の風味があって良
すると甘みが弱い。
い。マヨネーズとの相性も良い。
２回目 ○ 甘みが強く味のバラン
スがよい。
３回目 ○ ホクホクしていて良
い。

北見農試 北系５２号

× 食感が全体的に粉っぽ △ 長期保存したものは褐片
い。食味にえぐみがある。カ による焦げが目立つ、芽が取
北系５３号 ラーはトヨシロより優れる。 れ難いとポテトチップとして
の評価は良くなかった。
○ 甘みがあり、香りも良 １回目 □ えぐみがあるが芋の風
いとの
味もある。粉質感が強い。
高い評価であった。
２回目 □ ホクホク感があるが若
干粉っぽい。
３回目 △ 甘いが薯が軟らかすぎ
る。

北系５６号

× 層状の食感でほぐれは良 △ カラーが悪く、焦げが多
いが、最後に粘る。コゲ味が いことからポテトチップとし
強い。カラーが悪く油っぽく ての評価は良くなかった。
北系５７号
見える。
□ パリット感は良いが、後 △ カラーが悪く、焦げが多
半やや粉っぽい。カラーはト いことからポテトチップとし
ヨシロと同等。打撲がやや目 ての評価は良くなかった。
北育２２号
立つ。

△ 歩留まりは良かったが、
肉質が硬くトリミングの刃が
入りにくい。食味評価良くな
かった。
○ 肉質が硬くトリミングナ
イフが入りにくかったため作
業効率が落ちたが、食味は良
かった。

西海３７号

△

少し水っぽい。

□ 芽取りのしやすさ、剥皮歩留
まりについては良好であった。

長崎農林 西海４０号

□ しっとりしているが甘
みがやや弱い。黄色が特
徴。

西海４１号

センター

長系１４５号

△ 外観は皮が綺麗で肉食は □ しっとりしているが甘
黄色く食欲をそそるが、少し みがやや弱い。黄色が特
えぐみがあり、ボイル芋のよ 徴。
うな繊維質があると
評価は良くなかった。
△ フライドポテトらしい食
感が名ないと評価は良くな
かった。

（春作
産）
△「甘みが少ない」、「ソースと
のなじみが悪い」等サラダとして
の評価は良くなかった。

長系１４7号

△ カラーは良いが黄色く
油っぽく見える。パリット感
長系１50号 はやや弱く、噛み切れずに口
に残る。
注）総合評価は◎○□△Ｘの５段階で評価
ライン試験
本試験

□ トリミングは良いが、離
水が多かった。離水が多いた
め食感が悪くなっている。

□ トリミングは良いが、離
水が多かった。離水が多いた
め食感が悪くなっている。

技術開発

長系１４２号

△ 歩留まりは比較的良好
だったが、食味評価は良くな
かった。

○

薯の風味が残っておいしい。

△「水っぽい」、「ソースとのな
じみが悪い」等サラダとしての評
価は良くなかった。

