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摘要：塩素殺菌剤を培地に添加して培養する有菌下簡易組織培養法について、キク無病苗

の生産に適用し、その実用性を検討した。無菌植物の増殖率は、慣行培養法とほぼ同じで

あった。費用は12％多く必要であったが、作業時間は12％短くなった。簡易培養法におけ

る無菌植物の培養密度は、0.25株/cm２が適した。無病苗の生産において、簡易培養法は、

挿し芽増殖法と比較してより多くの作業時間及び費用を要したが、増殖率は1.4倍に向上

した。簡易培養法で１株の無病苗を100株に増殖する期間は27週で、挿し芽増殖法よりも

４週間短縮された。
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Abstract: We examined practical use of the simplified tissue culture method, which culture
plants on the medium contained chlorine disinfectant under non-sterilized condition,
for production of viroid-free chrysanthemum. The multiplication rate of in vitro plants of
the simplified culture method was almost the same with that of custom culture method.
The cost was increased by 12%, but the working hour was reduced by 12%. The
optimum density of in vitro plants of the simplified culture method was 0.25 plants per
cm2. Although the simplified culture method for the production of viroid-free seedlings
took more working hours and costs than custom multiplication method by herbaceous
cuttings, the multiplication rate improved in 1.4 times. The period to multiply in 100
viroid-free seedlings from 1 seedling through the simplified culture method was 27
weeks, and shortened by 4 weeks as compared with custom method.
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緒 言

愛知県は全国一のキク生産地であり、平成16年の生産

額は257億円に達している。しかし現在、キクの産地で

はトマト黄化えそウイルス（TSWV）、キクスタントウイ

ロイド（CSVd）等による被害が継続的に発生し、問題と

なっている。これらのウイルス及びウイロイドを防除す

る薬剤は開発されていないため、根本的な対策としては

病原体を除去した無病苗の導入しかないとされている１）。

キクの無病苗を作出し、産地に広く普及させるためには、

①無病苗の効率的な作出、②迅速且つ正確な無病化検定、

③無病苗の早期大量増殖、の３点が重要と考えられる。

このうち、無病苗の作出についてはHosokawa et al.２）

がキク茎頂の超微小な未分化分裂組織から無病苗を効率

的に作出する新規培養法を開発し、無病化検定法につい

ては、福田ら３）がRT-LAMP法を利用してキク植物体内の

ウイルス及びウイロイドを迅速且つ正確に検出する技術

を開発した。

大量増殖法については、試験管内で培養した無病苗を

節毎に切り分けて培養し、腋芽を生長させる節培養法

（以後、慣行培養法）で増殖させる方法や、無病苗を直

ちに順化して温室内で挿し芽増殖を行う方法が考えられ

る。しかし、前者は短期間に大量増殖が可能であるもの

の、組織培養関連の高額な機器や市販培地を必要とし、

後者は前者よりも安価であるが増殖が遅く、ウイルス及

びウイロイド再汚染の危険性がある等の問題点がある。

水田らは、農業用の殺菌剤で培地、培養容器及び培養

植物を殺菌したり、肥料を培地に使用することにより、

高額な機器及び市販培地を用いることなしに植物体の培

養を可能とする有菌下簡易組織培養法（以後、簡易培養

法）を開発した４）。そこで本試験では、この簡易培養法

をキクに用い、苗増殖の可能性について慣行培養法と比

較検討した。また、簡易培養法を用いて実際に無病苗を

増殖し、挿し芽増殖法との増殖率の比較から実用性の評

価、検討を行った。

材料及び方法

本試験において、「岩の白扇」は当場保存のA-13系統、

「神馬」は同じくNo.9系統を材料に使用した。

試験１ 簡易培養法と慣行培養法における増殖率の比較

供試材料は、「岩の白扇」の無菌植物を用いた。簡易

培養法の培地組成は、大塚ハウス１号1.5g/L、大塚ハウ

ス２号1.0g/L、ショ糖30g/L、ゲルライト3g/L、次亜塩

素酸カルシウム（以後ケミクロンＧ、有効塩素濃度70

％）2mg/L及びショ糖ラウリン酸エステル（以後ショ糖

エステル）0.5g/Lとした。培養には底面積64cm２、高さ11

cmのプラスチック容器を用いた。容器は、ケミクロンＧ

0.7g/L、ショ糖エステル0.4g/Lを添加した熱湯に１分間

浸漬して殺菌した。培地は、添加成分を加熱溶解させた

後、0.1N水酸化ナトリウム液でpH5.8に調整し、殺菌し

た容器に100mLずつ分注した。慣行培養法の培地組成は

無機成分濃度1/2のＭＳ、ショ糖30g/L及びゲルライト３

g/Lとした。培養容器は簡易培養法と同一とした。培地

は、ゲルライト以外の成分を撹拌して溶解させた後、0.1N

水酸化ナトリウム液でpH5.8に調整し、ゲルライトを添

加して電子レンジで加熱溶解させた後、容器に100mLず

つ分注した。その後、オートクレーブで121℃、20分間

殺菌した。

材料の無菌植物は、慣行培養法で継代したもので、試

験管内挿し芽後４週間培養し、茎長５～７cm、６～８節

に達したものを使用した。この無菌植物から頂芽を含む

茎長1.5cm、展開葉２枚に調整した挿し穂を採取し、各

培地に置床して培養した。簡易培養法では、培地の入っ

た容器をケミクロンＧ70mg/L、ショ糖エステル２g/Lを

添加した熱湯に数秒間浸漬してから使用した。調整した

無菌植物を、ベノミル１g/L、ゲルライト0.9g/L、ケミ

クロンＧ50mg/L及びショ糖エステル２g/Lを含む液に数

秒間浸した後、培地に置床した。容器の殺菌、培地の作

成、無菌植物の調整及び置床は、扉等の開口部を閉め無

風状態とした一般実験室内で行った。慣行培養法では、

無菌植物の調整及び置床をクリーンベンチ内で行った。

両培養法共に、培養４週毎に茎の上位2/3を１節毎に切

断し、同じ組成の培地に移植する継代培養を２回繰り返

した。培養条件は25℃、照度2,000lx、16時間照明とし

た。

２回目の継代培養を開始して２週後に、苗を順化、鉢

上げして、開口部を1mmメッシュで網張りしたガラス温

室で株養成した。順化には128穴セルトレイ及び調整ピ

ート（Fafard Growing Mix）、株養成には３号ポリポッ

ト及びキク用培養土（三河ミクロン社製）を使用した。

栽培条件は、最低夜温16℃、深夜４時間電照とした。

試験規模は、１試験区当たり40本、順化後は１試験区

当たり20株とした。各試験区毎に、培地作成及び置床に

要した時間、費用、培養開始４、８週後における発根株

数、茎長、節数、切り分け数、葉色、鉢上げ２週後にお

ける生存率、６週後における茎長、節数及び葉色を調査

した。

試験２ 簡易培養法における培養密度の検討

「岩の白扇」及び「神馬」の無菌植物を材料に供試し

た。培地の作成、無菌植物の調整及び置床は試験１と同

様の方法で行った。試験区は、培養密度を0.125、0.25

及び0.5株/cm2とする３区を設定し、試験１と同じ培養

容器にそれぞれ８、16及び32本の挿し穂を置床した。培

養条件は25℃、照度2,000lx、16時間照明とした。試験

規模は１試験区当たり培養容器１個とし、培養開始４週

後に茎長、節数及び移植可能な節数を調査した。

試験３ 簡易培養法と挿し芽増殖法における増殖率の比

較

「神馬」のCSVdフリー無菌植物を材料に供試した。

試験区は、簡易培養区と挿し芽増殖区の２区とし、両試

験区共に１株を元にして増殖を行った。簡易培養区では

４週間の培養と節毎の切り分け移植を繰り返して容器内

で100株以上増殖し、その後順化・鉢上げして以後はガ
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ラス温室で栽培した。挿し芽増殖区では１株を順化・鉢

上げしてガラス温室で栽培し、４週毎の採穂と親株養成

を繰り返して100株を超えるまで増殖を行った。培養及

び栽培方法とそれらの条件は、試験１と同様とした。増

殖苗の草丈が約10cmに達した時点で試験終了とし、最上

位の展開葉を採取して福田ら２）の方法によりCSVd検定を

行った。各試験区毎に作業時間、費用、100株増殖まで

に要した期間及びCSVd再感染株数を調査した。

試験結果

試験１ 簡易培養法と慣行培養法における増殖率の比較

両培養法共に、「岩の白扇」無菌植物の発根率は100

％であった。培養４週後は簡易培養法の茎長、節数が共

に慣行培養法を上回り、切り分け数も多かったが、培養

８週後においては両者の切り分け数に大きな差はみられ

なかった。培養８週後における増殖率は、簡易培養法が

7.8倍、慣行培養法が8.0倍とほぼ同じであった（表１）。

なお、両培養法共に雑菌の繁殖は観察されなかった（デ

ータ省略）。

培地１Lの作成及び無菌植物100本の置床に必要な時間

は、慣行培養法では85分であったのに対し、簡易培養法

では75分と約12％短縮された。資材費は502円に対し231

円と約54％削減されたが、労賃は600円から1,000円に増

加し、費用の合計は1,102円に対して1,231円と約12％増

加した（表２）。

両培養法共に順化率は100％であった。鉢上げ６週後

の茎長、節数に大きな差は見られなかった。簡易培養法

では順化時に葉全体がやや黄化していたが、鉢上げ６週

後には両者の葉色に違いは見られなかった（表３）。

表１ 培養方法が「岩の白扇」無菌植物の増殖率に及ぼす影響

表２ 簡易培養法及び慣行培養法における作業時間及び費用の比較

表３ 培養方法が「岩の白扇」の順化及び鉢上げ後の生育に及ぼす影響

培養方法 供試 順化時 順化

本数 葉色 本数 節数 葉色

簡易培養法 20 黄味緑 20 100 ％ 19.4 cm 21.3 暗緑

慣行培養法 20 濃黄味緑 20 100 18.7 20.9 暗緑

注)　葉色は日本園芸植物標準色標による

順化

茎長

鉢上げ６週後

率

節数 切り分
け数

節数 切り分
け数

簡易培養法 40 100 ％ 7.1 cm 8.4 124 3.1 倍 100 ％ 4.8 cm 5.7 312 7.8 倍

慣行培養法 40 100 5.5 7.8 112 2.8 100 4.6 6.0 320 8.0

増殖率

培養８週後培養４週後

注)　増殖率＝切り分け数/供試本数

発根率 茎長発根率 増殖率茎長供試本数培養方法

19 分 14 円 253 円 267 円     － 分     － 円       － 円       － 円

14 184 187 371 62 409 293 702

42 33 560 593 23 93 307 400

75 231 1,000 1,231 85 502 600 1,102
注)

慣行培養法における培地殺菌の際にはオートクレーブへの出し入れに要した５分間のみ労賃を計算

労賃

費用作業

時間

作業

時間

労賃は時給800円として計算

費用は税別

作業内容

１．容器の滅菌

２．培地の作成及び殺菌

３．置床

合計

費用の中にオートクレーブ及びクリーンベンチの減価償却費は含まない
作業時間及び費用は培地1Lを容器10個に分注し、各容器に10本の無菌植物を置床したものとして計算

計 資材費

慣行培養法

費用

計資材費 労賃

簡易培養法

試験２ 簡易培養法における培養密度の検討

「岩の白扇」、「神馬」共に0.5株/cm２区では、培養

２週目から頂芽の伸長及び葉の展開が鈍化し始め、培養

４週目には生育が停止した。0.125及び0.25株/cm２区で

は両品種共に正常に生育し、１容器当たり「岩の白扇」

ではそれぞれ26、50本、「神馬」では22、45本が移植可

能であった。１株当たりの移植可能節数は、「岩の白

扇」では0.25株/cm２区が3.1本に対し0.125株/cm２区が3.

3本、「神馬」では両区共に2.8本となり、培養密度によ

る大きな差は見られなかった（表４）。
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表４ 培養密度が「岩の白扇」及び「神馬」の生育に及ぼす影響

表５ 簡易培養法と挿し芽増殖法における増殖率、作業時間及び費用の比較

CSVd 合計 増殖１株当たりの

検定結果 作業時間 作業時間

簡易培養法 125 株 27 週 4.6 株/週 0 / 3 ３時間28分 １分40秒 6,864 円 55 円

挿し芽増殖法 101 31 3.3 0 / 3 55分 33秒 3,463 34

注）供試品種：「神馬」　

　　　CSVd検定結果＝CSVd検出株数 / 調査株数、RT-LAMP法による

増殖数
増殖方法

増殖に

必要な期間

１週当たりの

増殖率

合計

費用

増殖１株当たりの

費用

１容器当たり １株当たり
の移植可能 の移植可能
節数 節数

岩の白扇 0.125 株/cm
2 8 7.0 cm 7.8 26 3.3

0.25 16 7.8 8.1 50 3.1
0.5 32 5.9 5.5 0 - 生育停止

神馬 0.125 8 5.8 7.2 22 2.8
0.25 16 5.6 7.1 45 2.8
0.5 32 4.0 6.0 0 - 生育停止

培養密度 当たりの
株数

容器
茎長

注）　底面積64cm2、高さ11cmの容器を使用

品種 節数 観察

試験３ 簡易培養法と挿し芽増殖法における増殖率の比

較

簡易培養法において、無病苗１株から試験終了までに

125株まで増殖できた。それに要した期間は27週、増殖

率は4.6株/週であった。一方、挿し芽増殖法においては

試験終了までに101株まで増殖できた。それに要した期

間は31週、増殖率は3.3株/週であった。簡易培養法の方

が挿し芽増殖法よりも４週早く、増殖率は約1.4倍であ

った。両培養法共に、増殖完了時にCSVdの再感染は認め

られなかった。増殖１株当たりの作業時間は、挿し芽増

殖法の33秒に対し簡易培養法は１分40秒と長く、費用は

34円に対し55円と多く必要であった（表５）。

考 察

アンチホルミン（次亜塩素酸ナトリウム水溶液）を培

地や植物に噴霧することにより、高額なオートクレーブ

やクリーンベンチを用いずに通常の有菌実験室内で植物

の培養操作を行う試みは以前から行われている５）が、ア

ンチホルミンは保存中に塩素濃度が低下することから安

定した殺菌力を得ることが困難であった。水田らは、保

存性に優れたケミクロンＧを殺菌剤として用い、また、

培養に必要な無機成分として通常のＭＳ培地に代わり安

価な大塚ハウス培地を用いて、培養容器や植物の効果的

な殺菌方法と安価な培地を開発し、これらを組み合わせ

た簡易培養法を確立した６）。試験１では、この簡易培養

法がキク苗の増殖に利用可能か否かの検討、試験２では

簡易培養法におけるキク苗増殖に適した培養密度の検討

を行った。試験３では実際に簡易培養法でキク無病苗の

増殖を行い、既存の挿し芽増殖法と増殖性及び経済性を

比較検討した。

試験１で簡易培養法と慣行培養法における「岩の白

扇」の生育を調査した結果、培養８週後の段階でほぼ同

等の生長量及び増殖率を示した。簡易培養法の培地には、

慣行培養法と異なりビタミン類が含まれておらず、また

窒素濃度が慣行培養法の約６割であることを始め無機成

分濃度も異なっているが、試験１の培養密度（0.16株/

cm2）で４週毎の継代培養を行う限り、「岩の白扇」の

培養に簡易培養法を用いることは問題ないと考えられる。

簡易培養区において、葉全体がやや黄化する現象が観

察された。これが塩素の影響によるものか、培地成分の

過不足によるものかは不明である。しかし、葉の黄化は

順化後に回復し、順化成功率及び鉢上げ６週後の生育に

も慣行培養法との差が見られなかったことから問題はな

いと考えられる。簡易培養法における増殖率を向上させ

るためには、キクの殺菌に有効且つ生育障害を生じない

最低塩素濃度の検討及びキクの培養に適した培地成分濃

度の検討が必要であろう。

簡易培養法は慣行培養法と比較して、培地の殺菌及び

置床により多くの時間が必要であるが、オートクレーブ

が不要であることから総作業時間は短縮された。さらに、

ＭＳ培地及び消毒用エタノールが不要なため、資材費も

半額以下に軽減された。一方、培地、材料等の殺菌に労

力を費やすことから労賃は上昇し、総費用は約12％増加

した。簡易培養法の低コスト化を進めるためには、殺菌

作業時間の短縮化を工夫する必要がある。

試験２において、簡易培養法を用いて「岩の白扇」及

び「神馬」に適した培養密度を検討した結果、両品種共

に0.125及び0.25株/cm２区の生育が良好であった。供試

容器に32本植え付けた0.5株/cm２区は生育が停止したが、

これは密植による養分不足が原因と推測される。無病苗

の生産に関しては、同じ面積でより多くの苗を生産でき

る0.25株/cm２区が適すると考えられる。なお、水田らは

今回使用した底面積64cm２の容器よりも大きい容器を用

いても培養は可能としている（データ未発表）ことから、

株当たりの培地量や継代間隔等について検討し、より大

規模な培養を行うことで苗生産コストを低減できる可能
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性が考えられる。

試験３では、簡易培養法を用いて実際に「神馬」無病

苗の増殖を行った。増殖目標数は、愛知県の優良種苗供

給事業において、無病苗１系統当たり100株程度の開花

検定を行う現在のシステムに必要充分な数と判断される

100株を超えるまでとした。この試験の結果、簡易培養

法は、挿し芽増殖法と比較して１週当たりの増殖率は約

1.4倍となり、100株増殖までに必要な期間は４週間短縮

されることが明らかになった。「神馬」以外の品種でも、

簡易培養法で「神馬」と同等の増殖率を示す品種であれ

ば、同様に増殖期間の短縮が可能と推測される。ただし、

本試験は増殖した苗の草丈が10cmになった時点で終了し

たため、簡易培養法によって増殖された株の切り花形質

や開花の早晩性について挿し芽増殖法との差がないかど

うか、今後検討が必要である。

簡易培養法は、挿し芽増殖法と比較して多くの作業時

間と費用が必要であり、それは特に株数が増えた増殖後

期に顕著であった。しかしながら簡易培養法は、密閉容

器の中で増殖を行うことからウイルス及びウイロイド再

感染の危険性が低いメリットがある。そこで、増殖期間

に余裕があり、増殖施設における再感染の危険性が低い

場合には挿し芽増殖法が適するが、再感染リスクの高い

地域で増殖する場合や、無病苗の迅速な増殖が求められ

る場合には簡易培養法が適すると考えられる。また、増

殖の前半を簡易培養法、後半を挿し芽増殖法というよう

に両者を組み合わせた増殖法も実用場面では有効と思わ

れる。

以上の結果、簡易培養法をキク苗の増殖に利用した場

合、慣行培養法と同等の苗増殖が可能であり、その実用

性が確認できた。また、挿し芽増殖法よりも増殖率が高

く、増殖期間の短縮が可能であることが明らかとなった。

今後、培地成分、培養方法及び殺菌方法を改良してキク

に最適化した培養系を確立することが出来れば、簡易培

養法はキク無病苗を安価且つ短期間に増殖可能で、ウイ

ルス及びウイロイド再感染のリスクの少ない優れた増殖

方法になるものと期待される。
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