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伊勢いもの組織培養における多芽体およびマイクロチューバーの形成に

及ぼす植物成長調節物質 光条件および培地の影響

酒井隆成 ・今井勝

(明治大学農学部)

要旨:伊勢いもの茎頂および節切片を材料として，固形および液体のMS培地による組織培養によ って多芽体を作成し，

それらを分割して増殖・成長させ さらにマイクロチューパーを作出した 茎頂外植片はベンジルアデニン (BA)

0 . 1~2mgL.l とナフタ レン酢酸 (NAA) 0 .1~0. 5 mg L-¥ 節切片は BA0 . 1 ~5 mg L-1の添加で多芽体を分化した.

多芽体は BAのみ 5mgVを添加した培地に移植すると，そのまま維持し続けることができ，また，植物成長調節物

質無添加の培地に移植すると，多芽体からシュートが伸長したある程度伸長したシュートにジャスモン酸(jA) を

添加すると，マイクロチューパーは速やかに形成されたが，無添加でも時聞が経つと形成された.その形成数は暗黒

下でより多く，肥大は光照射下でより良好であった得られた生体重 120mg以上のマイクロチューパーは， 8tに保

った冷蔵庫内で 1ヶ月貯蔵した後，通常の栽培に用いることができた

キーワー ド.ジャスモン酸，ツクネイモ，Dioscorea opposita，ナフタレン酢酸，ベンジルアデニン，ヤマノイモ

日本で栽培されているヤマノイモ属 (Dioscorea)植物の

ナガイモ (D.opposita Thunb.) は， 収穫部位である担根体

の形状により通常(1)ナガイモ群， (2)イチョウイモ群， (3) 

ツクネイモ群に区分される(佐藤 2004)目ツクネイモ群の

一種である「伊勢いも」は三重県多気町を中心として栽培

されており，市場では非常に高い評価を得ている. しかし

担根体の表面は他のツクネイモ群と比べると凹凸が大き

く，調理をする際には不利な形質となっている.これらの

原因について明確にされてはいないが，伊勢いもは三重県

近辺で長年にわたり栄養繁殖のみで増殖 ・維持されてきた

ため，ウイルスに感染していることが一因と考えられてい

る(平野ら 1992) また，他のナガイモ類と比較すると，

一個体当たりの収量が低い上に収穫されたイモの約

1/3-1/4を種イモとして保存しなくてはならない. した

がって，今後伊勢いも栽培の振興を図る上で，種苗の効率

的増殖やウイルス除去等の技術開発が不可欠である.ヤマ

ノイモ属では，地下にできる担根体の他に地上部にできる

栄養体，いわゆる「むかご」による繁殖可能なものが多い

が，伊勢いもを含むツクネイモ群では，通常の栽培におい

てむかごはほとんど着生しないので(森ら 1993)，これを

用いた繁殖はできない.伊勢いもの大量増殖に関して，多

気町では三重大学梅崎輝尚教授の指導で，健全ないもを 10

分割して栽培する「細分割増殖法」により，良質な種いも

を得る試みが進められている(注:2007年 1月 1日付読

売新聞)

他方，増殖率の低い作物やウイルス除去のための組織培

養技術は多くの作物で実用化されている(大津 1988).ツ

クネイモ群の丹波ヤマノイモでは 組織培養により得られ

た個体がウイルスフリーとなり，かつ収量も高く(松津 ・

松本 1992，岡本ら 2001)，これと類似の伊勢いもでもある

程度研究が進められている(平野ら 1992). それらの報告

では，服芽を有した節切片をベンジlレアデニン (BA)5 

mgL-1を含む MS固形培地で培養することにより， 1ヶ月

間で平均芽数 13.8の多芽体が得られている(平野ら

1993) . また，BA5mgL-1にアンシミドーJレlOmgL-1を加

えることで，より多くの芽を有する多芽体が得られ(服部・

平野 1995)，さらに，液体培地を用いて回転培養すること

により，多芽体の形成率が向上している(平野ら 2∞0). 

しかしながら，一般には組織培養によって得られた幼植物

は環境ストレスに弱く，外部の環境に曝した際の急激な変

化に耐えることが容易で、はない.また，外部環境に馴化し

た個体であっても，苗としての輸送や定植に手聞がかかる

ため，それらに対して効率の良い技術の開発が必要である.

ヤマノイモ属では担根体の形成にジャスモン酸(jA)やジ

ベレリン (GA)が関与していることが知られており(菊

野ら 2oo2a，b)，ナガイモでは invitroにおいて外的にJAを

与えることにより，茎切片にイモを形成させることができ

る(~吋a and Kikuta 1991). しかし伊勢いもでは invitro 

でのイモ形成の報告はないので，本研究を行った 試験管

内で誘導されたイモは，従来用いている種いもと同様に長

期の保存ができると考えられ，苗と比べてその単純な形態

と物理的強度により輸送性も格段に高まるので，組織培養

を用いた大量作出が成功すれば，健全な伊勢いもの栽培の

拡大に貢献するであろう なお，本論文では外植片に発生

したイモを「マイクロチューパーJと呼ぶ(すべて直径

1cm以下であった)• 

研究の主目的は，伊勢いもの多芽体から生じたシュート

の節切片からマイクロチューバーを形成するのに最適なJA

濃度および他の培養条件を確立することである. しかし

多芽体誘導の際に他で報告された結果(服部 ・平野 1995，
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平野ら 1993，2000)とは異なる反応もみられたので¥その

概要についても報告する目

材料と方法

1.供試植物

供試した伊勢いもは，三重県多気町農業協同組合 (現多

気町営農センタ ー)から 1999年に分譲を受け，明治大学

農学部において維持してきたものである 2005年4月に温

室内で種イモを萌芽させ茎長が 2~1O cmになるまで伸

長させた.上位3葉が展開したシュート(長さ約 2cm)を

採取し水道 水 で 5分間洗浄した後に 70%エタノールに

30秒間浸漬し，その後，次亜塩素酸ナトリウム溶液 (有

効塩素濃度 1%)で 8分間表面殺菌を行ったこの材料を

クリー ンベンチに移し，滅菌した蒸留水で3回洗浄した後

に，茎頂部の分裂組織(茎頂外植片;0.5 mm)と服芽原

基の付いた節切片(約 1cm)に切り分け，各実験に供試し

た

2.培養条件

基本培地として， MS培地 (Murashigeand Skoog 1962) 

を用いた培養容器には，直径25mm，高さ 120mmの平

底試験管を用い， pHを5.7に調整した培地を lOmLずつ

分注したインキュベーター内の温度を 27:t 1t，飽差を

1. 5 kPa，光合成有効放射束密度を約 100μmolm.2 
S.1とし，

16 h/ 8 h (明期/暗期)の光周期下で培養を行ったなお，

継代培養は 4週間おきに行った

3 多芽体および力ルスの形成に及ぼす植物成長調節物

質の影響(実験I)

BAとNAAを0，O. 1， O. 5， 1， 2， 5 mg L.1の濃度で組

み合わせて添加した MS固形培地 (スク ロース 30gLへ寒

天 8g L.1) に茎頂外植片と節切片を 1試験管当たり 1個と

して各 25個植え付け，静置培養を行った また，同様の

組成の MS液体培地(スクロース 30gL.1) にも茎頂外植片

と節切片を入れ，振壷培養 (毎分 120回)を行った.両方

法とも，培養開始8週間後に外植片の形態変化ならびに発

育状況を調査した なお，平野ら (2000)にならい， NAA
は除いて BA5 mg L.1とアンシミドール 5mgL・1を添加す

る区も設けた

4 マイクロチューバーの形成と肥大 (実験II)

実験Iで得られた多芽体を分割し植物成長調節物質無

添加のMS固形培地(スクロース 30g L'¥ 寒天 8gV)に

植え付けることによ ってシュートを伸長させた その後，

1/2MS固形培地(スクロース 60gL.1，寒天 8gL'!および

BAとNAAを各 0.1mgL'! 添加)にJAを0，0 . 1， 0 . 2， 0 . 5， 

1 mgL'!添加し上述の条件下で成長したシュートの頂部

を切除し展開した 2葉を着生した茎切片(約 2cm)を1

処理につき 10個ずつ植え付け，これらを暗所と明所に置

き，静置培養を行った予備実験において，マイクロチュー

ノくーは MS培地ではほとんど形成されなかったが， 1/2 

MS培地ではよく形成されたので，後者を採用した また，

同一組成の 1/2MS 液体培地(スクロース 60gVおよび

BAとNAAを各o.1mgL'!添加)にも茎切片を入れ，暗所

と明所に置いて振壷培養を行った.これらの培養開始後，

2週おきに形成されたマイクロチューパーの試験管あたり

の数と大きさ(横径)を測定し 14週間を経過した時点で，

生体重を測定した

5 マイクロチューバーの萌芽能力(実験 III)

実験Eで得られたマイクロチューパーは， 8:t 2tに保っ

た冷蔵庫内で 1ヵ月間，湿らせたパーミキュライトを充填

したホロリエチレン製の袋に入れて保存した これらを採取

時の生体重で，大:231 ~298 mg (66個の平均 261.2土2.0

mg)，中:161 ~230 mg (67個の平均 193.6:t2. 6 mg)お

よび小 90~160 mg (97個の平均 130. 5 :t 2 . 1 mg)の3

段階に区分し土壌(クレハ園芸培土，クレハ社)を充填

した素焼きの 2.5号植木鉢に植え付け， 16:t 2tに保った

インキュベーター内に移して，萌芽まで日数を観察した

結果と考察

1 多芽体およびカルスの形成に及ぼす植物成長調節物

質の影響
/ 

茎頂外植片も節切片も BAのみを添加した培地で最も盛

んに芽数の増加が起こったが平野ら (2000)の報告にあ

るようなアンシミドールの添加は，本実験の場合芽数の増

加につながらず， 全て枯死した (図等省略) このことから，

本実験ではアンシミドールの添加は外植片の増殖に不要で

あると考えられた.

茎頂外植片を種々の植物成長調節物質の組み合わせ条件

下で培養したところ，正常にシュートを伸ばして発育した

もの以外に，白色塊，緑色塊およびカルスが形成された(白

色塊は，緑色塊と同様に成長するが基部は白いままで緑色

とならず，緑色塊は，初期から全体的に緑色を呈する)• 

植え付けた外植片の枯死は， BA， NAAともに濃度が高

くなるほど多くなった.ま た 液体培地では固形培地より

も枯死する外植片が多かった(第 1図).固形培地液体

培地ともに白色塊は 2mgL.1のBAを添加した区で¥緑色

塊は BA濃度が 1mgL'!以下，かつ NAA濃度より高い区で

形成される傾向があった これらの白色塊と緑色塊は，外

部形態の観察から芽の原基と思われ，どちらも形成される

と間もなく一つの外植片ごとに 5~10 の芽をつけた多芽体

となった(第2図)• 

茎頂外植片の固形培地における多芽体の誘導率は，BA 

がNAAよりも高濃度の時に高かった.すなわち， BA (mg 

L'!) /NAA (mg L'!) がo. 5/0. 1， 1/0. 1， 1/0の場合

誘導率は各々 58，50， 48%となり ，外植片自体の成長は緩

やかであった. しかし BAを0.1mgL'!とNAAを0.1mg
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第 1図 伊勢いもの茎頂外植片と節切片におけるべンジルアデニンとナフタ レン酢酸の濃度比が形態形成に及ぼす影響
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第 3図 伊勢いもの茎頂外植片から誘導された粉状で白色 (左)お

よび軟らか く黄白色 (右)のカルス

第 2図 伊勢いもの茎頂外植片から誘導された白色塊 (左)および

緑色塊(右)を起源、とする多芽体

L-1添加した区でも多芽体の誘導率が高く

の成長はすこぶる良好で、あった.

本実験により，茎頂外植片では微量の NAA添加が多芽

体の形成にと って有効であることが明確となった.多芽体

の形成 ・増殖に NAAは不適当とする他の報告(服部 ・平

野 1995)とは異なるが，これは，外植片採取時の植物体の

齢や生育環境の差異によるものかも知れない

茎頂外植片の invitro培養において. BA 濃度よりも NAA

濃度が高い場合にはカルスが誘導され，白色を呈した粉状

(微小粒)のカルスはNAA濃度が低い (0.5mg L")場合

(48%) .外植片

第 4図 ジャスモン酸添加 (左)および無添加 (右)の伊勢いもの

シュー トに形成されたマイク ロチューパー(矢印)



黄白色の軟らかいカルスは N、~AA 濃度が高い (仕1~白-、、‘、-

場合に各々形成される傾向がみられた(第3図).白色の

カルスは形成量が僅かであり，移植後の増殖は認められず，

植物体にまで再生しなかった 一方，黄白色のカルスは増

殖速度こそ緩慢であったものの，植物成長調節物質を添加

しない培地において再分化が起こり，完全な植物体を再生

したこのカルスから再生した伊勢いもの形質が元来の植

物と同等で、あるならば，急速なカルスの増殖とそこからの

再分化を誘導する植物成長調節物質の組み合わせを見出す

ことによって，増殖効率の高い方法として確立できるかも

知れない 今後は，カルスや不定匹の誘導といった増殖効

率の高い方法を開発する とともに，再生した植物を栽培し，

形態や品質の変化の有無を厳密に調査して，ソマクローナ

ル変異のない伊勢いもを量産するシステムの確立を目指す

必要がある

節切片を種々の植物成長調節物質の組み合わせ下で培養

したところ，固形培地，液体培地ともに茎頂外植片よりも

枯死率が低かった(第 1図).節切片の場合は，茎頂外植

片とは異なり白色塊や緑色塊を経ずに多芽体を形成した

が，これは BA濃度がNAA濃度より高くなる場合に起こ

りやすい傾向にあった.

茎頂外植片の場合と 同様に，節切片においても NAAの

濃度がBAの濃度よりも高くなると，カルスが形成された.

カルスは茎の両端の断面と肢芽原基から発生し， どちらも

白色を呈していたしかし形成量は僅かで，移植後の増

殖も認められなかった また，節切片の場合.NAAの濃

度が高くなっても，再分化能をもっ黄白色の軟らかいカル

スは形成されなかった.

液体培地は固形培地に比べると，茎頂外植片，節切片と

第 77巻 (2008)

もに枯死率が高かった振壷培養の方法が適切で、はなかっ

たのかも知れず，改善の余地があろう

形成されたこれらの多芽体は. 2~3 の芽を含むように分

割し. BAのみを 5mgL-1添加した培地に植え付けること

によって継代的に効率よく増殖することができた (2~5

倍) さらに，これらは植物成長調節物質を添加していな

い固形培地に植え付けることによって，シュートが伸長を

開始し，完全な植物体にまで再生した.多芽体を用いる増

殖法は，カルスを経由する方法と比べて培養中にソマク

ローナル変異の出現率が低く (三位 2004).伊勢いものよ

うにとりわけ品種の特徴を維持したまま増殖しなくてはな

らない作物にとっては，極めて有効な手段と考えられる.
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2.マイクロチューバーの形成と肥大

実験Hにおいて，スクロース濃度が30g L-1 の場合• 2 

葉を付けた茎切片は]A処理により節の版芽部の肥大が始

まったが，直ちにシュートとなって伸長してしまい，マイ

クロチューパーは形成きれなかった そこで，スクロース

濃度を 60g L-1にまで高めると，シュートの伸長は起こ ら

ず，マイクロチューパーの形成 ・肥大が促進されたここ

で.]A濃度が0_2mgV以上では植え付け後2週間で.0.1

mgL-1では 4週間で，シユートの生育とともに版芽部にマ

イクロチューパーが形成されたさらに • ]A 添加の有無に

かかわらず，植え付けから 8週後にはシュートの生育に

伴って発根し，その発根部位の付け根から培地内にマイク

ロチューパーが形成された (第4図).このシュー ト基部

に形成されたマイクロチューパーは，通常の圃場栽培にお

いて地下部に形成される担根体と同ーのものであり.]A処

理によって肢芽部に形成されたマイクロチューパーは，通
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第 5図 ジャスモン酸，光条件および培地が伊勢いものマイク ロチューパー形成数に及ぼす影響

ジヤスモン酸濃度 (mgL-')・口 O. ~O. 1.口0.2.国0_5，・ 1

形成数は全茎切片あたりで表示 図中の棒線は標準誤差を示す。
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第 1表 伊勢いもの茎切片あたりのマイクロチューバー形成数に及ぼすジャスモン酸，光条件および培地

の影響(培養 14週後)• 

ジャスモン酸濃度 (mgL") 。 0.1 0.2 0.5 l 

固形培地 1.1 1.9 2.5 0.9 0.5 
暗所

液体培地 1.2 1.8 2.5 0.9 0.4 
形成数

固形培地 1.1 1.4 1.5 0.8 0.4 
明所

液体培地 1.1 1.6 1.8 0.6 0.2 

分散分析表

要因 偏差平方和 自由度 平均平方 F 値

ジャスモン酸 105328.144 4 26332.036 8.536** 

光条件 (暗所・ 明所) 70780.937 1 70780.937 22.945** 

培地(固形・液体) 424.088 1 424.088 0.137 

ジャスモン酸×光条件 19285.870 4 4821.467 1. 563 

ジャスモン酸×培地 15.390 4 3.847 0.001 

光条件×培地 384.797 1 384.797 0.125 

ジャスモン酸×光条件×培地(誤差) 50.245 4 12.561 0.004 

全体 881111.211 241 

形成数は全茎切片あたりで表示 仲 1%水準で有意差あり

常，ナガイモでいわれている「むかご」に相当するもので

あると考えられた松i畢・松本 (1992) もヤマノイモを材

料にして，節部切片の invitro培養により，形成率は低い

もののむかごを形成させている.なお，本研究では担根体

もむかごもマイクロチューパーとして一括して扱ったが，

詳細な比較検討は今後の課題の一つである.

第5図および第 1表に示すように， JA濃度が 0.2mg L，l 

の場合に全茎切片あたりのマイクロチューパー形成数が最

大となった JA濃度が 0.5mg L，l以上でも，生存した茎

切片にはその全てにマイクロチューパーが形成されたが，

反面，茎切片の枯死も多かった(図等省略)ので，全茎切

片あたりのマイクロチューバー形成数は少なくなった.本

研究では日長条件を考慮せず 16時間日長の明所または暗

所において培養を行ったが，この場合，明所よりも暗所で

形成される数が多くなったまた 培地が固形であるか液

体であるかは問題とならず，各要因(ジャスモン酸，光条

件，培地)間での交互作用も認められなかった(第 1表)ー

マイクロチューパーは，茎切片 1個につき暗所では最大で

3個，明所では 2個形成された高濃度のJA(0. 5 mg L，l 

以上)を与えると，マイクロチューパーの肥大が停止する

傾向にあったが， JAが低濃度 (0.1mg L'l)および無添加

区では，形成の時期こそ遅かったものの，肥大自体は良好

であった(第 6図).また，液体培地は固形培地に比べる

とマイクロチューパーの肥大が良好な傾向がみられたが，

有意差はなかった(第2表) 各要因(ジャスモン酸，光

条件，培地)聞の交互作用は，ジャスモン酸と光条件の間

でのみ認められ，明所でジャスモン酸が 0.2mg L，l以下の

濃度で良好な成績であった 肥大は，暗所よりも明所の方

がやや良好で，これはJA無添加区で顕著であった.明所

ではマイクロチューパーの形成数が少ないため，培地から

スクロース等がより多くマイクロチューパーに分配され，

肥大が促進されたものと考えられた

高濃度のJA濃度下で茎切片の培養を続けると，形成さ

れたマイクロチューパーはある程度の大きさで肥大が停止

したことから， JAはマイクロチューパーの形成には必要で

あるが，その後の肥大には必ずしも必要で、はないと考えら

れた.植物種は異なるものの，シロギニアヤムの培養にお

いては， JAを与えずともマイクロチューパーが形成 ・肥大

し (Ba1ogunら2006)，ダイジョでは糖の種類や浸透圧に

よりマイクロ チューパーの形成数が変化する (妙田ら

2001)ので，伊勢いもでも最適な糖の種類と濃度を見出す

べく，さらに検討する必要があろう.また，遠城ら (2001)

は，ダイジョの茎切片を培養してマイクロチューパーを形

成させ，その肥大に関する植物成長調節物質の影響を検討

した その結果，マイクロチューパーの肥大は ABAによ

り抑制され，ジャスモン酸メチルエステル(JA-Me)と

GAにより促進されるが， JA-MeとGAの相乗的な作用は

認められなかったとしている.従って，伊勢イモの invitro 

培養においても， GA等の他の植物成長調節物質によりマ

イクロチューパーの肥大が促進される可能性がある それ

ゆえ，今後は， JAと他の植物成長調節物質を併用すること

による，マイクロチューパーのより効率的な形成と肥大を

導く研究も必要であろう.

3 マイクロチューパーの発芽能力

植え付けから 14週間で，大きさ(横径)2. 5-7 . 6 mm， 

新鮮重 78-298mgのマイ クロチューパーを多数得た こ

れらは，容器から取り出して直ちに土に植え付けても萌芽

しなかったため，すで、に休眠に入っているものと考えられ

た一般に，ナガイモ類はいもの形成完了後に休眠に入る
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第 6図 ジャスモン酸，光条件および培地が伊勢いものマイクロチューバー肥大に及ぼす影響

ジャスモン酸濃度 (mgL") : 0 0，口 0.1，ムo. 2， <> 0 . 5， X 1. 

図中の榛線は標準誤差を示す

8 6 4 2 

ジャスモン酸濃度 (mgL")

固形培地
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固形培地
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第 2表 伊勢いもの茎切片に形成されたマイクロチューバーの 1個あたり重量に及ぼすジャスモン酸，光条件およ

ぴ培地の影響(培養 14週後)

1 0.5 0.2 0.1 。
128 140 173 172 172 

暗所
138 

145 

148 

156 

180 

203 

183 

180 

174 

243 
明所

生体重

ジャスモン酸

光条件(暗所・明所)

培地(固形・液体)

ジャスモン酸×光条件

ジャスモン酸×培地

光条件×培地

ジャスモン酸×光条件×培地(誤差)

全体

208 

分散分析表

158 

F 

71.830 

値

166 

平均平方自由度

4 

偏差平方和

187 245 

要因

42.587** 

11 .395** 

0.012 

2.472* 

17.958 

4.805 

0.005 

1. 043 

1 

4 

1 

4.805 

0.005 

4.170 

0.470 0.279 0.117 4 

0.107 0.045 1 0.045 

0.314 0.133 4 0.530 

199 157.755 

たしかし，新鮮重が 120mg以下の小さなマイクロチュー

パー (30個)は保湿処理をしていたものの，貯蔵中に萎

縮して死んで、しまった 生存した大 (66個，261. 2 :t 2 . 0 

本，材:5， 1%水準で有意差あり

が，一定期間，凍害を受けない程度の低温に曝されると休

眠が打破される(佐藤 2004).そこで，著者らも休眠を打

破するために 1ヶ月間 8'tに保った冷蔵庫内で貯蔵を行つ
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mg)，中 (67個，193 . 6 i: 2 . 6 mg) ，小 (97個，130.5i:2.1

mg)のマイク ロチューパーを栽培したところいずれも萌

芽し，萌芽までの日数は各々 24. 3 i: O. 3， 24. 6 i: 0 . 3， 

24.8 i: 0.3と，いもの大きさによる有意差は認められな

かった なお，本研究では得られたマイクロチューパーの

数が限られていたため，貯蔵期間や貯蔵温度の影響を調べ

なかったが.それらにも検討の余地があるように思われた

また，湿度を適正に保つことも，特にいもが小さい場合の

重要な要因と考えられた.

以上，組織培養条件下で伊勢イモに効率よくマイクロ

チューパーを形成させる技術は，(1)茎頂培養または節切

片培養により多芽体を作出， (2)多芽体から得られたシュー

トに JA処理を行ってマイクロチューパーを誘導， (3)誘

導したマイクロチューパーの肥大を促進する培地に植え付

け，(4)肥大したマイクロチューパーを育苗施設あるいは

圃場に植えるまで低温下で貯蔵する， という工程を円滑に

実施するこ とである ただし本研究ではマイクロチュー

パーを効率良く肥大させる培地の作成までには至らなかっ

たため，さらなる培地の改善を必要とする.また，今後は

これらの培養技術によって生産されたマイクロチューパー

を圃場栽培に移し，ウイルス検定をも含め，通常の方法で

栽培されてきたものと生育経過や収穫物の比較を行い，実

用性を検討する必要がある.
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Effects of Pl副 Grow也 Regulators，Light Conditions and Culture Media on M叫tipleShoot and Micro制berFormation in the 

Tissue Culture of Ise-imo (Dioscorea呼ψosiω): Takanari SAKAI and Katsu lMAI (School 01 Agriculture， Meiji Universiり1，Kanagaωα 

214-8571，Japan) 
Abs仕act: We obtained the microtubers of Ise-imo from the multiple shoots formed by the tissue cultures of shoot-tip and node 

explan岱 wl出 solidor liquid MS medium. Shoo凶 pexplants cultured wi出 benzyladenine(0 . 1 ~2 mg L
1 
; BA) and naphthalene 

acetic acid (0 . 1 ~O . 5 mg L'¥ or node explan白 culturedwith BA (0 . 1 ~5 mg L.1) differentiated multiple shoots. Multiple 

shoots were maintained on a medium wi出 5mg L1 BA and their growth occurred on the subculture medium without plant 

growth regulators. Although microtubers were formed immediately after the addition of jasmonic acid UA)，出eywere formed 

withoutJA after a substantial time lag. More microtubers were formed in the dark出回 inthe light but their enlargement was 

vice versa. Obtained microtubers (heavier than 120 mg FW) could be used successfully for the ordinary cultivation after storage in 

are剖geratorat 8t for one month. 
Keywo吋s: Benzyladenine， Dioscore，α仰 OSl叫 Jasmonicacid， Naph出aleneacetic acid， Tuber， Yam. 
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