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In vitroの苗は継代培養するまでに３
か月かかる。培地の最適ショ糖濃度
を探ることより、サトイモの生産速
度を上げることを目的とした。

奈良県特産物であるサト
イモ（味間いも）につい
て効率の良い健康な苗を
目指した。

結果

サトイモを培養したところショ糖濃度の高い③１５０g/ℓ条件
がすべて枯死した。ショ糖濃度①３０g/ℓ条件とショ糖濃度の高
い②６０g/ℓ条件を比較すると、①３０ｇ/ℓの方が葉枚数・草
丈及び塊茎の大きさともに生育が良いのは①３０g/ℓと分かった。

目的

方法

考察
塊茎を大きくする効果として、ユリ科の培養は通常より３０g/ℓの５倍ショ糖濃度

を高くする方法が知られている。サトイモはユリ科と同様に塊茎の大きさが成長に影
響するため、ショ糖濃度３０ｇ/ℓの２倍と５倍高くし培養してみたが、葉枚数・草
丈・塊茎の大きさはショ糖への効果は見られなかったことからショ糖濃度はサトイモ
の生育に影響が小さいと考えられる。今後の課題として、ショ糖濃度が３０g/ℓより
少ない培地でも試し、ショ糖濃度の影響を確かめる必要がある。

植物体として、in vitroのサトイモ（味間いも）を使用した。培地はMS培地＋ショ糖
pH5.8とした。ショ糖条件を①３０ｇ/ℓ(１倍)②６０ｇ/ℓ(２倍)③１５０ｇ/ℓ(５倍)
とした。無菌室で葉をつけた塊茎を分割し、ショ糖濃度の違う培地に植え付けた。培
養室において、２４℃ ２,０００lux１６時間照明で培養した。葉枚数、草丈及び塊茎
の大きさを計測した。

１ サトイモの培養において、培地のショ糖濃度は高いと生育が悪い。
２ ショ糖濃度３０ｇ/ℓが葉枚数及び草丈・塊茎の大きさにおいて、一番生育が良い。
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図 ショ糖濃度による生育の違い
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素データ から編集

		生育調査 セイイクチョウサ

		300826				ショ糖×１ トウ								ショ糖×２ トウ										ショ糖×５ トウ										０＝枯死 コシ

						葉枚数 ヨウマイスウ		草丈cm クサタケ		塊茎　縦×横 カイケイタテヨコ						葉枚数 ヨウマイスウ		草丈cm クサタケ		塊茎　縦×横 カイケイタテヨコ						葉枚数 ヨウマイスウ		草丈cm クサタケ		塊茎　縦×横 カイケイタテヨコ

		1				4		11		2		1														0		0		0

		2				5		10		1		1				3		6		2		1				0		0		0

		3				9		11		3		1														0		0		0

		4				5		10		1		1				9		9		2		1				0		0		0

		5				4		9.5		2.5		1				6		9		2		1				0		0		0

		6		平均 ヘイキン		5.4		10.3		1.9		1				5		9		2		1				0		0		0

		7		範囲 ハンイ		4<X<9		9.5<y<11		1<z<3		1				5		7		1		1				0		0		0

		8				0.9273618495										3		3		1		1				0		0		0

		9												平均 ヘイキン		5.2		7.2		1.7		1.0				0		0		0

		10												範囲 ハンイ		3<X<9		3<y<9		1<z<2		1

		11

		12

		13						葉枚数 ハマイスウ		草丈 クサタケ		塊茎　縦 カイケイタテ		塊茎　横 カイケイヨコ																												草丈 クサタケ

		14				ショ糖×１ トウ		5.4		10.3		1.9		1																										ショ糖×１ トウ		10.3														塊茎　縦 カイケイタテ		塊茎　横 カイケイヨコ

		15				ショ糖×２ トウ		5.2		7.2		1.7		1.0																										ショ糖×２ トウ		7.2												ショ糖×１ トウ		1.9		1

		16				ショ糖×５ トウ		0		0		0		0																										ショ糖×５ トウ		0												ショ糖×２ トウ		1.7		1.0

		17																																																				ショ糖×５ トウ		0		0

		18
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		22
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		24

		25





素データ から編集
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ショ糖量の違いによるサトイモの生育
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葉枚数

ショ糖濃度による葉枚数の比較



草丈の比較

		



草丈

ショ糖濃度による草丈の比較
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塊茎　縦

塊茎　横

ショ糖濃度による塊茎の比較



塊茎の比較

		生育調査 セイイクチョウサ

		300826				ショ糖×１ トウ								ショ糖×２ トウ										ショ糖×５ トウ										０＝枯死 コシ

						葉枚数 ヨウマイスウ		草丈cm クサタケ		塊茎　縦×横 カイケイタテヨコ						葉枚数 ヨウマイスウ		草丈cm クサタケ		塊茎　縦×横 カイケイタテヨコ						葉枚数 ヨウマイスウ		草丈cm クサタケ		塊茎　縦×横 カイケイタテヨコ

		1				4		11		2		1				0		0		0		0				0		0		0

		2				5		10		1		1				3		6		2		1				0		0		0

		3				9		11		3		1				0		0		0		0				0		0		0

		4				5		10		1		1				9		9		2		1				0		0		0

		5				4		9.5		2.5		1				6		9		2		1				0		0		0

		6														5		9		2		1				0		0		0

		7														5		7		1		1				0		0		0

		8														3		3		1		1				0		0		0

		9																								0		0		0
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																								０＝枯死 コシ

				ショ糖×１ トウカケル						ショ糖×２ トウカケル						ショ糖×５ トウカケル

				個体番号 コタイバンゴウ		草丈cm クサタケ				個体番号 コタイバンゴウ		草丈cm クサタケ				個体番号 コタイバンゴウ		草丈cm クサタケ

				17		11				10		0				1		0

				18		10				11		6				2		0

				19		11				12		0				3		0

				20		10				13		9				4		0

				24		9.5				14		9				5		0

										15		9				6		0

										16		7				7		0

										16		3				8		0

																9		0

				結果 ケッカ

				ショ糖×２よりショ糖×１のほうが比較的に、成長が良い。 トウトウヒカクテキセイチョウヨ										いが、最大値は、 サイダイチ		値も、ショ糖×２よりショ糖×１のほうが大きい。 アタイトウカケルトウカケルオオ										ショ糖×５は、 トウカケル		は、全て枯死しており比較の対象にならない。 スベコシヒカクタイショウ

				グラフを、見るだけで結果がすぐ分かった。 ミケッカワ

				考察 コウサツ

				ショ糖×１の方は植物の生長に差があまりない。 トウホウショクブツセイチョウサ





		



ショ糖×１の草丈



		



草丈cm

ショ糖×2の草丈



		



草丈cm

ショ糖×５



		

																								０＝枯死 コシ

						ショ糖×１ トウ				ショ糖×２ トウ						ショ糖×５ トウ

				個体番号 コタイバンゴウ		葉枚数 ヨウマイスウ				個体番号 コタイバンゴウ		葉枚数 ヨウマイスウ				個体番号 コタイバンゴウ		葉枚数 ヨウマイスウ

				17		4				10		0				1		0

				18		5				11		3				2		0

				19		9				12		0				3		0

				20		5				13		9				4		0

				24		4				14		6				5		0

										15		5				6		0

										16		5				7		0

										16		3				8		0

																9		0

				個体番号 コタイバンゴウ		ショ糖×１ トウ		ショ糖×２ トウ		ショ糖×５ トウ

				1		4		0		0

				2		5		3		0

				3		9		0		0

				4		5		9		0

				5		4		6		0

				6				5		0

				7				5		0

				8				3		0

				9						0

																				考察 コウサツ

																				ショ糖×１は、４５９だけでばらつきがない。 トウ

				結果 ケッカ																ショ糖×２は、ばらつきが少しありました。 トウカケルスコ

				ショ糖×１は、４・　５・　９だけでばらつきがなく トウ								きがなく、		ショ糖×２は、ばらつきがあった。ショ糖×５は、すべて、枯死していて比較対象にならない。 トウカケルトウカケルコシヒカクタイショウ

				考察 コウサツ

				ショ糖×１とショ糖×２は両方ともばらつきが トウトウカケルリョウホウ								があった。





		



ショ糖×１の葉枚数



		



ショ糖×２の葉枚数



		



ショ糖×５の葉枚数



		



ショ糖×１

ショ糖×２

ショ糖×５

葉枚数の比較



		

				ショ糖×１ トウ								ショ糖×２ トウ								ショ糖×５ トウ								０＝枯死 コシ

				個体番号 コタイバンゴウ		塊茎　縦×横 カイケイタテヨコ						個体番号 コタイバンゴウ		塊茎　縦×横 カイケイタテヨコ						個体番号 コタイバンゴウ		塊茎　縦×横 カイケイタテヨコ

				17		2		1				10		0		0				1		0		0

				18		1		1				11		2		1				2		0		0

				19		3		1				12		0		0				3		0		0

				20		1		1				13		2		1				4		0		0

				24		2.5		1				14		2		1				5		0		0

												15		2		1				6		0		0

												16		1		1				7		0		0

												16		1		1				8		0		0

																				9		0		0

				結果 ケッカ

				ショ糖×１と、ショ糖×２では結果にあまり差は、でなかったけどショ糖×２は、枯死が２つあった。ショ糖×５は、全て枯死していた。 トウカケルトウカケルケッカサトウカケルコシトウカケルスベコシ
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素データ から編集

		生育調査 セイイクチョウサ

		300826				ショ糖×１ トウ								ショ糖×２ トウ										ショ糖×５ トウ										０＝枯死 コシ

						葉枚数 ヨウマイスウ		草丈cm クサタケ		塊茎　縦×横 カイケイタテヨコ						葉枚数 ヨウマイスウ		草丈cm クサタケ		塊茎　縦×横 カイケイタテヨコ						葉枚数 ヨウマイスウ		草丈cm クサタケ		塊茎　縦×横 カイケイタテヨコ

		1				4		11		2		1														0		0		0

		2				5		10		1		1				3		6		2		1				0		0		0

		3				9		11		3		1														0		0		0

		4				5		10		1		1				9		9		2		1				0		0		0

		5				4		9.5		2.5		1				6		9		2		1				0		0		0

		6		平均 ヘイキン		5.4		10.3		1.9		1				5		9		2		1				0		0		0

		7		範囲 ハンイ		4<X<9		9.5<y<11		1<z<3		1				5		7		1		1				0		0		0

		8				0.9273618495										3		3		1		1				0		0		0

		9												平均 ヘイキン		5.2		7.2		1.7		1.0				0		0		0

		10												範囲 ハンイ		3<X<9		3<y<9		1<z<2		1

		11

		12

		13						葉枚数 ハマイスウ		草丈 クサタケ		塊茎　縦 カイケイタテ		塊茎　横 カイケイヨコ																												草丈 クサタケ

		14				ショ糖×１ トウ		5.4		10.3		1.9		1																										ショ糖×１ トウ		10.3														塊茎　縦 カイケイタテ		塊茎　横 カイケイヨコ

		15				ショ糖×２ トウ		5.2		7.2		1.7		1.0																										ショ糖×２ トウ		7.2												ショ糖×１ トウ		1.9		1

		16				ショ糖×５ トウ		0		0		0		0																										ショ糖×５ トウ		0												ショ糖×２ トウ		1.7		1.0

		17																																																				ショ糖×５ トウ		0		0

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24

		25





素データ から編集

		



ショ糖×１

ショ糖×２

ショ糖×５

ショ糖量の違いによるサトイモの生育



素データ

		



葉枚数

ショ糖濃度による葉枚数の比較



草丈の比較

		



草丈

ショ糖濃度による草丈の比較



葉枚数の比較

		



塊茎　縦

塊茎　横

ショ糖濃度による塊茎の比較



塊茎の比較

		生育調査 セイイクチョウサ

		300826				ショ糖×１ トウ								ショ糖×２ トウ										ショ糖×５ トウ										０＝枯死 コシ

						葉枚数 ヨウマイスウ		草丈cm クサタケ		塊茎　縦×横 カイケイタテヨコ						葉枚数 ヨウマイスウ		草丈cm クサタケ		塊茎　縦×横 カイケイタテヨコ						葉枚数 ヨウマイスウ		草丈cm クサタケ		塊茎　縦×横 カイケイタテヨコ

		1				4		11		2		1				0		0		0		0				0		0		0

		2				5		10		1		1				3		6		2		1				0		0		0

		3				9		11		3		1				0		0		0		0				0		0		0

		4				5		10		1		1				9		9		2		1				0		0		0

		5				4		9.5		2.5		1				6		9		2		1				0		0		0

		6														5		9		2		1				0		0		0

		7														5		7		1		1				0		0		0

		8														3		3		1		1				0		0		0

		9																								0		0		0

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24

		25





		

																								０＝枯死 コシ

				ショ糖×１ トウカケル						ショ糖×２ トウカケル						ショ糖×５ トウカケル

				個体番号 コタイバンゴウ		草丈cm クサタケ				個体番号 コタイバンゴウ		草丈cm クサタケ				個体番号 コタイバンゴウ		草丈cm クサタケ

				17		11				10		0				1		0

				18		10				11		6				2		0

				19		11				12		0				3		0

				20		10				13		9				4		0

				24		9.5				14		9				5		0

										15		9				6		0

										16		7				7		0

										16		3				8		0

																9		0

				結果 ケッカ

				ショ糖×２よりショ糖×１のほうが比較的に、成長が良い。 トウトウヒカクテキセイチョウヨ										いが、最大値は、 サイダイチ		値も、ショ糖×２よりショ糖×１のほうが大きい。 アタイトウカケルトウカケルオオ										ショ糖×５は、 トウカケル		は、全て枯死しており比較の対象にならない。 スベコシヒカクタイショウ

				グラフを、見るだけで結果がすぐ分かった。 ミケッカワ

				考察 コウサツ

				ショ糖×１の方は植物の生長に差があまりない。 トウホウショクブツセイチョウサ





		



ショ糖×１の草丈



		



草丈cm

ショ糖×2の草丈



		



草丈cm

ショ糖×５



		

																								０＝枯死 コシ

						ショ糖×１ トウ				ショ糖×２ トウ						ショ糖×５ トウ

				個体番号 コタイバンゴウ		葉枚数 ヨウマイスウ				個体番号 コタイバンゴウ		葉枚数 ヨウマイスウ				個体番号 コタイバンゴウ		葉枚数 ヨウマイスウ

				17		4				10		0				1		0

				18		5				11		3				2		0

				19		9				12		0				3		0

				20		5				13		9				4		0

				24		4				14		6				5		0

										15		5				6		0

										16		5				7		0

										16		3				8		0

																9		0

				個体番号 コタイバンゴウ		ショ糖×１ トウ		ショ糖×２ トウ		ショ糖×５ トウ

				1		4		0		0

				2		5		3		0

				3		9		0		0

				4		5		9		0

				5		4		6		0

				6				5		0

				7				5		0

				8				3		0

				9						0

																				考察 コウサツ

																				ショ糖×１は、４５９だけでばらつきがない。 トウ

				結果 ケッカ																ショ糖×２は、ばらつきが少しありました。 トウカケルスコ

				ショ糖×１は、４・　５・　９だけでばらつきがなく トウ								きがなく、		ショ糖×２は、ばらつきがあった。ショ糖×５は、すべて、枯死していて比較対象にならない。 トウカケルトウカケルコシヒカクタイショウ

				考察 コウサツ

				ショ糖×１とショ糖×２は両方ともばらつきが トウトウカケルリョウホウ								があった。





		



ショ糖×１の葉枚数



		



ショ糖×２の葉枚数



		



ショ糖×５の葉枚数



		



ショ糖×１

ショ糖×２

ショ糖×５

葉枚数の比較



		

				ショ糖×１ トウ								ショ糖×２ トウ								ショ糖×５ トウ								０＝枯死 コシ

				個体番号 コタイバンゴウ		塊茎　縦×横 カイケイタテヨコ						個体番号 コタイバンゴウ		塊茎　縦×横 カイケイタテヨコ						個体番号 コタイバンゴウ		塊茎　縦×横 カイケイタテヨコ

				17		2		1				10		0		0				1		0		0

				18		1		1				11		2		1				2		0		0

				19		3		1				12		0		0				3		0		0

				20		1		1				13		2		1				4		0		0

				24		2.5		1				14		2		1				5		0		0

												15		2		1				6		0		0

												16		1		1				7		0		0

												16		1		1				8		0		0

																				9		0		0

				結果 ケッカ

				ショ糖×１と、ショ糖×２では結果にあまり差は、でなかったけどショ糖×２は、枯死が２つあった。ショ糖×５は、全て枯死していた。 トウカケルトウカケルケッカサトウカケルコシトウカケルスベコシ






	�in vitroにおけるショ糖濃度のサトイモへの影響��奈良県立磯城野高等学校　大津哲平　竹山慎之助　左海勇　佐藤嵩生

