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種子へのトレハロース処理および育苗土へのキトサン処理が
エゾリンドウの生育および開花茎数に及ぼす影響*

森 義雄・土居典秀

岡山県農業総合センター農業試験場 709-0801 赤勢市神田沖1174-1

Effects of Trehalose and Chitosan Treatment on Growth 
and N um ber of Flowering Stems of Gen tiana triflora 

PalL var. japonica (K立sn)H. Hara 

Y oshio MORI and Norihide Dor 

Agricultural Experiment Station. Okayama Pref，εctural General Agriculture Center. Akaiwa. Okayama 709 -0801 

Summary 

Eff巴ctsof trehalose application to seeds and chitosan soil mixture treatment were investigated in order to 

growth promotion of Gentiana seedling. No growth promotion by trehalose application was recognized. however. 

the growth of seedling was remarkably promoted by chitosan soil mixture treatment 

エゾリンドウは，通常 3月に播種して 5月に定植す

るが，定植当年には株養成のみを行い，その翌年の 7月

に初採花を行う.この場合，播種から初採花までの期開

が約 1年4か月と非常に長い.また，エゾリンドウの発

芽適温は25
0

C桂度であるため 3月に播種を行うと，

かなりの加温が必要で、あり，育商コストが高い.さらに，

エゾリンドウは耐暑性が低いため，定植当年の高温期に

は，寒冷紗トンネルなどによる遮光やきめ細かな濯水が

必要となり，管理作業が非常に煩雑である.

そこで，岡山農試では，気温が発芽適温に近い 6-7

月に播種し，遮光施設内で条約的に宥苗を行い，気温が

低下する 10月に定植して，翌年 7月に採花を行う夏播

種・秋定植作型の開発に取り組んでいる.この作型では，

播種から約 1年で初採花が可能で，育苗コストも低い.

しかし，この作型においては，定植から厳冬期までの期

間が短いため，定植までの 3-4か月間で大苗を育成す

ることが重要となる.

花き苗の生育促進については，山本ら 9)が，ダリア

の種子をトレハロース溶液に浸漬することによって，ダ

(Receiv巴dOct. 28. 2009 ; Accepted ]an. 26. 2010) 

リアの苗の株張りがよくなったことを報告している.ま

た，安達ら1)は， トルコギキョウの育苗土にキトサン

を添加することによって苗の生育が促進されたことを報

している.しかし，エゾリンドウに対してトレハロー

スあるいはキトサンを処理したという報告は見当たらな

しミ

そこで，夏播種・秋定植作型におけるエゾリンドウ苗

の生育促進を目的に，種子の休眠打破処理時の種子浸i責

液へのトレハロース添加および育苗土へのキトサン添加

の効果を検討した.

なお，本研究の実施にあたり，キトサンをご提供いた

だいた甲陽ケミカル株式会社に深く謝意を表します.

1 材料および方法

本試験は，開山県で育成された一代雑種エゾリンドウ

系統‘No.47'および‘No.51，を用い，岡山県農業総合

センター農業試験場北部支場内で行った.

種子の休眠打破処理として，低温処理(積子を水道水

に2
0

Cで20日間浸漬)とジベレリン(以下， GA)処理

平成21年10月28日受領，平成22年 1月26日受理 (種子をGA(協和発群製，商品名:ジベレリン協和粉末)

*本報告の一部は歯芸学会中間国支部平成21年度大会で 100ppm液に15
0

Cで1日間浸漬)を行い，その浸漬液に

発表した. トレハロース(林原製，商品名:トレハ)を添加する底
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第 1表 トレハロースおよびキトサン添加がエゾリンドウ‘NO.47'の播種当年の生育

に及ぼす影響

休眠打破 トレハロース キトサン
最大葉長

乾物重 (g/株)
越冬芽数

処理方法 添加 添加
(A) (B) (C) 

(cm) 地上部 地下部 v株)

低温 有 有 8.4 0.15 0.18 3.2 
。 。 主E 5.3 0.06 0.06 2.4 
イシ 査E 有 8.3 0.14 。目18 2.9 
イシ そシ 鑑 5.2 0.08 0.09 2.6 

GA 有 有 7.8 0.15 0.17 2.9 
。 。 査E 5.6 0.07 0.07 2.5 
ク 無 有 7.3 0.14 0.18 3.0 
。 イシ 無 5.2 0.07 0.07 2.5 

nsZ ns ns ns 

低温 6.8 0.11 0.13 2.8 

GA 6.5 0.11 0.12 2.7 
-----------ーーーーーー・--------------------ーーー・・・・・・・・・・・・ーーーーー・---------・・・・・・・・・・・ーーーーーーー・ー---------司ーーーーー，ーー...ー，ーーーーーー

有

無

有

無

A*B 

B*C 

A*C 

A*B*C 

ns ns ns 

6.8 

6.5 

0.11 

0.11 

0.12 

0.13 

ns 

2.7 

2.7 

** * ** ** 
3.0 

2.5 

ns 

ns 

ns 

ns 

8.0 

5.3 

0.14 

0.07 

0.18 

0.07 

ns ns ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

Z**: 1%水準で有意，*: 5%水準で有意， ns 有意差なし (分散分析)

と添加しない区を設けた.トレハロース濃度は，山本ら 9)

の報告を元に7.5mMに調整した.さらに，育苗土にキト

サン(甲陽ケミカル製，商品名:コーヨーキトサンFM-

80)を添加する区としない区を設けた.育苗土は，リ

ンドウ用育苗土を用い，キトサンの添加率は， 重量比で

1%とした. 2007年 6月18日に，休眠打破処理した種

子を，育苗土を充填した200穴セルトレイに播き， 50% 

遮光下の雨除けピニルハウスで育苗した. 10月4日に，

白黒マルチで被覆した露地圃場に，条間30cm，株間15

cm， 2条千鳥で定植し，不織布でべたがけ被覆した.

12月 7日に不織布を取り除いて，敷きわらを行い，翌

年の開花時まで栽培した.定植時までは 1区20株，定

植後は1区10株 2反復とした.定植時に，各区から

10株を選び，各株の最大葉長 5株を選び¥合計地上

部及び地下部乾物重を調査した.不織布除去時に，10 

株全てで，各株の越冬芽数を，開花時に， 10株全ての

合計開花茎数および各開花茎の草丈を調査した.

2 結 果

‘No.47'の播種当年の生育を第 1表に示した.いず

れの調査項目においても，休眠打破処理の違いおよびト

第 l図 エゾリンドウの苗の生育(播種52日後)

上段 'No.47・，下段 'No.51'

左 :キトサン添加，右・無添加

(休眠打破処理:低温， トレハロース添加 :有)
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第 2表 トレハロースおよびキトサン添加がエゾリンドウ‘No.51' の播種当年の生育

に及ぼす影響

休眠打破 トレハロース キトサン
最大葉長

乾物重 (g/株)

処理方法 添加 i添加
越冬芽数

(A) ( B) (C) 
(crn) 地上部 地下部 v株)

低温 有 有 4.8 0.09 0.13 2.4 
。 イシ 無 4.1 0.07 0.09 2.6 

ク 狙E 有 5.3 0.11 0.15 2.5 

イシ 4シ 無 4.7 0.08 0.10 2.5 

GA 有 有 5.9 0.11 0.17 2.5 

イシ 4シ 鉦 4.6 0.08 0.10 2.5 

ク 無 有 5.3 0.10 0.17 2.4 
。 とシ 鉦 3.9 0.06 0.08 2.6 

nsZ ns ns ns 

低jjpi 4.7 0.09 0.12 2.5 

GA 4.9 0.09 0.13 2.5 
-ーー--司'・ーーーー・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー------ーーーーーーーーーー・・・・ー--------ーー------ーーーーーーー・・・・・・・・・・ーーー----------ー司---------司ーー----._-----

有

無

有

無

A*B 

B*C 

A*C 

A*B*C 

ns ns ns ns 

4.8 

4.8 

0.12 

0.13 

2.5 

2.5 

0.09 

0.09 

** ** ns ** 
5.3 

4.3 

0.11 

0.07 

0.16 

0.09 

2.4 

2.5 

** ** ns ns 

ns 

* 

ns 

ns 

ns 

ns 

* 

ns 

ns 

ns ns ns 

Z * * 1 %水準で有意， *: 5%水準で、有意， ns 有意差なし (分散分析)

レハロース添加の有無による大きな差はなかった.一方， よる大きな差はなかった.

キトサン添加区では，無添加区に比べて，定植時の最大

葉長が1.5倍と長く(第 1図)，定植時の地上部および地 3 考 察

下部乾物重が2倍以上と重かった.また，株当たり越冬

芽数は， 0.5本多かった.

'No.51'の播種当年の生育を第 2表に示 した.いず

れの調査項目においても，休眠打破処理の違いおよび ト

レハロース添加の有無による大きな差はなかった.一方，

キトサン添加区では，無添加区に比べて，定植時の最大

葉長が1.2倍と長く (第 1図)，定植時の地上部および地

下部乾物重が1.6倍以上と重かった.しかし，定植64日

後の株当たり越冬芽数に，キトサン添加の有無による大

きな差はなかった.

‘No.47'の播種翌年の株当たり開花茎数を第 3表に

示 した.総開花茎数， 70crn以上開花茎数とも，休眠打

破処理の違いおよびトレハロース添加の有無による大き

な差はなかった.一方，キトサン添加区では，無添加区

に比べて，総開花茎数が0.4本多かったが， 70crn以上開

花茎数には大きな差はなかった.

‘No.51'の播種翌年の株当たり開花茎数を第 4表に

示した.総開花茎数， 70cm以上開花茎数とも，休眠打

破処理の違い， トレハロース添加およびキトサン添加に

トレハロースの植物への利用に関する報告は少なく，

井上 ・大坪り などが切り花の鮮度保持，堀田・猿山 5) 

が種子の発芽促進に関する報告を行っているが，生育促

進に関しては山本ら 9)の報告しか見当たらない.

山本ら 9)は， トルコギキョウ，ダリアなどに対する

トレハロースの施用効果を検討しており， このうちダリ

アに関しては，種子をトレハロース 2.5~ 1O.OmM液に30

分間浸漬することによって苗の株張りがよくなり，特に

7.5mM溶液の効果が高かったことを報告している.

本試験においては， 山本ら 9)の報告を元に，エゾリ

ンドウの種子の休日民打破処理時に，濃度が7.5mMになる

ように種子浸漬液にト レハロースを添加し 1日間ある

いは20日間の処理を行ったが， トレハロースによる生

育促進効果は認められなかった.これは， トレハロース

溶液の施用方法および浸漬時聞が，山本ら 9)の報告と

異なることが原因とも考えられることから，今後，再検

討が必要である.

一方，キトサンの植物への利用については多くの報告
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第 3表 トレハロースおよびキトサン添加がエゾリンド 第 4表 トレハロースおよびキトサン添加がエゾリンド

ゥ 'No.47'の播種翌年の開花茎数に及ぼす影響 ウ‘NO.51'の播種翌年の開花茎数に及ぼす影響

休U~打破 トレハロース キトサン 開花茎数 v株) 休U~打イ政 トレハロース キトサン 開花茎数 v株)

処理方法 i添加 添加
総数 70cm以上

処理方法 添加 iif.i加
総数 70cm以上(A) (B) (C) (A) (B) (C) 

低温 有 有 2.9 1.2 低j毘 有 有 2.4 1.0 
イシ ク 無 2.2 0.5 ペシ 。 4nr: 2.5 1.1 

ペシ 111f: 有 2.4 1.1 イシ j旺 有 2.3 1.5 
ペシ イシ 組f: 2.3 0.9 。 とシ 411[; 2.5 1.6 

GA 有 有 2.3 1.0 GA 有 有 2.3 1.3 
。 イシ 無 2.3 0.9 。 ペシ 』町ー 2.4 1.1 

イシ 主If: 有 2.6 0.8 イシ 主正 有 2.3 1.7 
。 イシ 無 2.1 0.8 。 イシ 無 2.4 0.9 

nsZ ns nsZ ns 

低jJTL 2.4 0.9 低jRL 2.4 1.3 

GA 2.3 0.9 GA 2.3 1.2 
ーーーーーーーーーーーーー・ーー.ーー"・ー・ ・・・ ・ー・..ー----------------------ーーー-ーー.酔.ー ー-----_.峰 ・ーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーー ・ーーーー ーーーーーーーー--------ー・ 4降・・ー...・・・ ・・・・・・・ーーーーー・・ー ・ーーーーーー・・・ ーーー

ns ns ns ns 

有 2.4 0.9 有 2.4 1.1 

主正 2.3 0.9 主11: 2.3 1.4 
'ー ・・・ー.ーー・ ・・・・ ・・ ・・ ・ー・ー・------ーーー・ ・・ ・・・・・ ー--------ーーーーーーー ・ーーー ーーーーーーーーーーーーーーー ーーー..ーー・・・ ・ーー...ーー--.----ー，・ ・・・・ー ・ーーーーーーーーーーーー ーー・ーーーーーーーーーーー ーーーーーーーー ー・ーー ー・ーーー ーー ーーー

** ns 

有

無

2.6 

2.2 

1.0 

0.8 

ns ns 

有

無

2.3 

2.4 

1.3 

1.2 

A*B ns ns A*B ns ns 

B*C ns ns B*C ns ns 

A*C ns ns A*C ns ns 

A*B*C * ns A*B*C ns ns 

z * *・ 1%水準で、有志!:， *: 5%水準で有志~， ns:有意差な Zns:有意差な し(分散分析)

し (分散分析)

があり， Chibu and Shibayama 2)がダイズ，ミニトマ

ト，陸稲およびレタスにおいて，千布ら 3)がハツカダ

イコンにおいて，キトサンの土壌混和処理が生育促進に

有効で、あると報告している.

花きに関しては， Ohta et aL 8)がトレニア，エキザカ

ム，ベゴニア，グロキシニア，ロベリア， ミムラス，カ

ルセオラリアおよびカンパニユラにおいて，キトサンの

土壌混和処理が生育促進に有効であることを報告してい

る.

また，Ohta et aL 6)は， エゾリ ンドウと同じ リンドウ

科のトルコギキョウの種子を0.1%キ トサン (SIGMA製)

と0.25%乳酸で被覆する区， 0.25%乳酸のみで被覆する

区，育苗土にキトサンを 1%土壌混和する区を設け，苗

の生育，切り花品質な どを無処理区と比較検討した.そ

の結果，育苗士にキ トサンを土壌混和した区では，苗の

生育が著しく促進され，開花が早まり，切り花品質が改

善されたことを報告している.

さらに，安達ら J)は， トルコギキョウの育苗土に

SIGMA製のキトサ ンあるいは甲陽ケミカル製の分子量

の異なる 3種類のキトサン(商品名:コーヨーキ トサン

FL-80，同FM-80，同FH-80)をそれぞれ 1%土壌混和

する区，キ トサン土壌混和区のキトサンに含まれる窒素

と等量の窒素を液肥で与える区を設け，生育などを無処

理区と比較検討した.その結果，キトサンの土壌混和処

理による生育促進効果が認められ， FM-80区およびFL-

80区では， SIGMA区と同等あるいはそれ以上の生育促

進効果が認められたことを報告している.

本試験においては，実用化を視野に入れ， SIGMA製

キ トサン (57，000円/500g)に比べて安価な甲陽ケミ

カル製キトサン (約5，000円/kg)を用いた. 200穴セル

トレイ l枚当たりのコス トは50円以下にとどまる.そ

の生育促進効果を検討した結果，安達ら 1)の報告の ト

ルコギキョウと同様に，キトサン (FM-80)の土壌混和

によって， エゾリ ンドウ苗の生育が著 しく促進された.

特に，定植時の地上部および地下部乾物重の増加効果は

著しく，無添加区の 2倍以上となる場合も認められ，育

苗土へのキ トサン添加が生育促進に有効であると考えら

れた.

しかし，定植 2か月後の越冬芽数，翌年の総開花茎数

および!70cm以上開花茎数は，無処理区と同等あるいは

僅かに多い程度であり ，Ohta et aL 6)がトルコギキョウ

で報告しているような，長期間にわたる顕著な生育促進
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効果は認められなかった.これは，リンドウでは，定植

から開花までの期間が長いため，処理効果が持続しなか

ったためとも考えられる.

一方， Ohta et a1.7)は， トルコギキョウの育苗土およ

び、定植土壌へのキトサンの土壌混和処理について検討し

た結果，いずれの土壌混和処理によっても切り花長が長

くなることを報告しており.エゾリンドウにおいても定

椴土壌へのキトサン土壌混和について検討する必要があ

る.

キトサンやその原料であるキチンには，植物病原菌に

対する培殖抑制作用，抗菌作用，土壌改良効果などがあ

ると言われている.しかし，本報告においては，どのよ

うな作用機作によってエゾリンドウ苗の生育が促進され

たのかについて検討していない.今後，エゾリンドウの

夏播種・秋定植作型における，キトサンのより効果的か

っ安定的な処理法を確立するために，これらの点を明ら

かにする必要がある.

4 描 嬰

夏播種・秋定説[作型におけるエゾリンドウ苗の生育促

進を日的に，エゾリンドウ種子の休n民打破処理(低温処

理あるいはGA処理) 11寺の穂子浸漬液へのトレハロース

添加および、育苗土へのキトサン添加の効果を検討した.

種子浸i主主主へのトレハロース添加による生育促進効果は

認められなかったが，育苦土へのキトサン添加によって

苗の生育は促進された.
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