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Summary
 

To evaluate the availability of computer image analysis in quantitative analysis of
 

callus growth and development,the image data of carrot calli were analyzed by the
 

computer image analyzing system(TAKANO Hi-3000,Hi-2300).

The results obtained are summarized as follows;

(1) Since a highly significant correlation was observed between the fresh callus
 

weight and the area of plane figure of callus,the fresh callus weight was able to be
 

estimated from the area of plane figure of callus which was obtained from the binary
 

image of callus.

(2) By using the image analyzing system on the color image data of callus,the
 

color of callus was analyzed into hue,chroma and lightness,and subtle change in the
 

color with callus growth and development was able to be distinguished.

(3) The color of callus had relation to its growth and development,and was an
 

effective indicator of callus growth and development.

These results indicate that computer image analysis is applicable to quantitative
 

analysis of callus growth and development.

(Jour.Fac.Agric.Shinshu Univ.29:121-128,1992)
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緒 論

カルス培養は生物学の重要な研究手法の一つとしてすでに広く普及している。カルス培養

を用いた研究において，カルスの生育に伴う重量の変化や形態，色などの質的変化を定量的

に測定することは不可欠である。その方法としてさまざまな手法 があるが，いずれもカル

ス自体を破壊せずに調査することは困難である。肉眼観察による評価は，簡便で非破壊的な

方法として優れているが，再現性のある客観的なデータを得られないという欠点がある。し

たがって，カルスを破壊することなく定量的データを得られる測定法が求められている。

そのようなものとして画像解析法の利用が考えられる。画像解析法とは画像の持つ情報を

定量的に抽出する手法で，コンピュータの普及とともに多くの分野で利用されている 。画

像データは非接触で得られることから，in vitro で培養されるカルスの生育を定量的に測定

するのに適していると考えられる。

このような観点から，本研究は経時的に撮影したカルス画像から，画像処理装置によりカ

ルスの平面像面積や色彩を定量的に抽出し，実際のカルスの生育との関係を調査して，培養

カルスの生育の定量的観察における画像解析法の利用可能性を検討したものである。

材料および方法

1. カルス培養

市販のニンジン（Daucus carota L.）を材料として，常法 により半径5.5mmの円板状の

外植片を作製し，１容器当り２個置床した。培地はMS基本培地に，2.4-D1mg/l，シヨ糖

30g/l，ゲランガム2.5g/lを加え，pH5.7～5.8に調整したものを用いた。置床後，培養室に

図１．本研究で用いた画像処理システム

（タカノHi-3000,Hi-2300）
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て25°C，2000lux，16時間日長の条件下で培養した。なお，培養容器にはカメラによる画像

取り込みに支障のない，ポリカーボネード製の角型容器（プラントボックス―岩城硝子株式

会社）を用いた。

2. カルス生重量の測定

カルスの平面像面積と実際の生重量の関係を調べるために，上記の方法で70個のニンジン

外植片を培養し，カルスを誘導した。７日間隔でランダムに10個のカルスを抽出し，後述の

方法で平面像シルエット面積を求めた後，カルスを取り出し，その生重量を測定した。

3. 画像解析処理

図１に示す画像処理システムを用いて，５容器10カルス（No.1a,b～5a,b）の平面像シ

ルエット面積と色彩を３日間隔で測定した。なお，常に一定の条件で画像データを得るため

に，照明の角度，カメラの設定などの撮影条件を固定して画像入力を行った。

⑴ カルス平面像シルエット面積の測定

培養カルスを容器のまま，ライトボックスの上に乗せ，CCDカメラ（NEC TI-23A）で

垂直上から撮影したカルスの平面画像を画像処理装置（タカノHi-2300）に取り込んだ。二

値化処理により抽出したカルス平面像シルエットの画素数から面積を算出した（432画素＝1

cm)。

⑵ 色彩の測定

培養カルスを容器のまま，コピースタンドの上に置き，上方45度の角度で左右２か所から

照明を当て，CCDカメラ（National WV-CD500）で垂直上から撮影したカルス画像を画像

処理装置（タカノHi-3000）に入力した。Hi-3000は画素の色を構成するＲ（赤)，Ｇ（緑)，

Ｂ（青）の輝度を各32階調で示し，32768色を識別できる。取り込んだカルス画像全体から

均等に抽出した17点のＲ，Ｇ，Ｂ値を測定し，それぞれの相対比率ｒ，ｇ，ｂを求めた。

色彩は色相と彩度および明度の３属性により表現される 。ここでは色度図，彩度および

明度を用いた。色度図は色相と彩度を総合的に示すもので，彩度は色度図中で原点からの距

離として現れる指標である。ｒ，ｇ，ｂとそれぞれの関係は以下の通りである 。

色度図上での位置：r(＝R/L)，g(＝G/L)，b(＝B/L）の３次元合成ベクトル

明度：Ｌ＝Ｒ＋Ｇ＋Ｂ

図２．ニンジンカルスのシルエット面積と生重量の関係
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彩度：Ｃ＝((ｒ－（g＋b)cos60°)＋((g－b)cos30°))

結果および考察

1. カルスの平面像シルエット面積と生重量の関係

図２に画像処理装置により測定したカルスの平面像シルエット面積とその生重量の実測値

との関係を示した。培養期間を通じて両者の間に高度に有意な正の相関関係が認められた。

３次元の値である生重量と２次元の値である面積の間にこのような密接な相関が認められた

のは，置床した外植片が薄い円板状であり，カルスの水平方向への生長が垂直方向への生長

に卓越していたためと推測される。今後，立体的な形の外植片を用いた場合についても検討

するべきであろう。

この結果から，回帰式により画像のシルエット面積からカルスの生重量を推定できると考

えられた。したがって，画像データを用いることにより，カルスを破壊することなく，同一

カルスの生長を継続的かつ定量的に追跡できることが示された。

2. カルスのシルエット面積の経時的変化

上記の結果に基づき，カルスの生長（生重量）の指標として，平面像シルエット面積を継

続的に測定した（図４下段)。

各外植片とも置床３日後には面積の増大が認められ，カルス化とその増殖が置床後すみや

図３．経時的に撮影したカルス画像におけるＲ，Ｇ，Ｂ

およびｒ，ｇ，ｂの変化（カルスNo.1a）
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図４．ニンジンカルスのシルエット面積と色彩の経時的変化
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かに始まることを示していた。しかし，６日目以後の面積の増加にはカルス間で差が認めら

れ，急激な増加を示すもの（No.3a,b）から，以後の増加が全く見られないもの（No.5a,

b）まで出現した。したがって，置床後１週間くらいの間に，その後のカルスの生長が決定

されるものと推測された。

カルスNo.1a,bと2a,bについて，51日後まで測定を行ったところ，シルエット面積の

増加がほぼ直線的に続き，生長の停滞は見られなかった。しかし面積当りの相対生長率をみ

ると，培養日数の経過につれて低下が認められ，カルスの細胞分裂活性が低下していると考

えられた。したがって，高い生長率を維持するためには，カルスの分割と植え換えが必要で

あろう。

次に，カルス間の生長の差を見てみると，同一容器内の２つのカルスはほとんど差を示さ

なかったのに対し，異なる容器のカルス間の差が明らかに大きく，容器の効果が認められた。

したがって，培地条件，培養条件を一定にし，同種の培養容器を用いたとしても，容器の密

封状態等の微妙な環境の差異により，カルスの生長はかなり影響されるものと考えられる。

つまり，厳密な意味での同一培養条件とは，同一容器内に限られると思われ，培養実験のデ

ータの解析に当っては，この容器の効果を十分認識しておく必要があるであろう。

3. カルスの色彩の経時的変化

どのカルスも３日後にはＲ，Ｇ，Ｂの変化が認められ，上述した置床直後からの面積の増

加（図４下段）を惹起した生理学的な変化が生じていることを示唆していた。

図３にカルスNo.1aの例を示した。材料から予測されるように，ニンジン外植片のＲは

著しく高く，Ｇ，Ｂの約３倍であった。しかし，Ｒは置床直後から急激に低下し，約２週間

後にはＧ，Ｂとほぼ同じになった。Ｇ，Ｂは置床直後にわずかな低下の傾向を示したが，大

きな変動を示さなかった。その結果，ｒの低下に対し，ｇ，ｂは増大を示した。Ｒ，Ｇ，Ｂ

はそれ以後わずかな変動を示すもののほぼ一定となったので，ｒ，ｇ，ｂもほぼ一定となっ

た。明度はＲ，Ｇ，Ｂの総和であるので，Ｒとほぼ同様な変化を示した。彩度も同様に低下

したが，約３週間後まで緩やかな低下を続けた（図４中段左)。

以上の結果は，置床から約２週間の間にカルスの色相が，赤から緑と青の方向に変化する

とともに，明度と彩度が低下し，その後はほとんど変化しないことを意味している。これは，

置床直後から２週間位の間にニンジンカルスの赤色が減少し，次第に緑がかった暗い色に変

わり，その後はほとんど色彩の変化を示さなかったという，肉眼観察の結果と一致していた。

したがって，画像データとその解析により，カルスの培養に伴う色彩の経時的変化を定量

的に抽出できることが示された。

4. カルスの色彩と生育の関係

カルスの生育には差がみられたので，色彩と生育の関係を検討した。発達したカルスを形

成した場合には，上述したように色彩が変化し，ｒの急激な低下および明度，彩度の低下が

認められた。それに対して，カルスが発達しなかったNo.5a,bでは色彩の変化がゆるやか

で，特に明度の変化が他のカルスと異なっていた（図４中段右)。そこで，さらに両者の関

係を検討するため，同一外植片内で異なる形状を示した４つの部位間の色彩の変化を比 し

た。その結果，カルス化した部位としなかった部位間だけでなく，形状の異なるカルス部位

間においても色彩の差が観察された 。
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これらの結果から，色彩によってカルス化の有無や，形成されるカルスの性状などを予測

できる可能性が示唆された。たとえば，本実験に用いたニンジンについては，置床した時点

からほとんど色彩の変わらない部分は，カルスが発達する可能性が低いと言えるであろう。

カルスの色彩や形状により，その後のカルス生育の良否や植物体の再分化率，再分化の経

路が異なることが知られている 。したがって，画像処理装置を用いた色彩調査により，目

的とするカルスを早期に選抜することができれば，培養効率を大幅に向上できるであろう。

5. まとめ

本研究の結果から，カルスの画像データを画像解析することにより，カルスの生育に伴う

生重量や色彩の微細な変化を定量化できることが示され，画像解析法の有効性が確認された。

画像データは簡便かつ非破壊的に得られることから，従来困難であったカルスの定量的観察

を容易にし，今後のカルス培養の研究において不可欠の手段となると考えられる。多くの植

物における適用データの蓄積が望まれる。

摘 要

カルスの生育の定量的観察における画像解析法の利用可能性を検討するために，経時的に

撮影したニンジンカルス画像について，画像処理装置による画像解析を試みた。得られた結

果は以下の通りである。

⑴ カルスの平面画像を二値化処理して得たシルエット画像の面積は，生重量と高度に有意

な正の相関関係を示し，シルエット面積から生重量を推定することが可能であった。

⑵ カルスのカラー画像から抽出したＲ（赤)，Ｇ（緑)，Ｂ（青）値から算出した色度図上

の位置，彩度，および明度により，カルスの色彩は定量的に表現され，カルスの生育に伴

う微妙な色彩の変化を捕えることができた。

⑶ カルスの色彩と生育との間に関係が認められ，色彩によりカルス化の有無やその後の生

育を予測できる可能性が示された。

以上のことから，カルスの定量的観察に画像解析法を有効に利用できることが確認された。

キーワード：画像解析，カルス，ニンジン．
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