
始めてみよう組織培養 
 

食虫植物愛好者の皆様、育成のほうは順調ですか? 

日々皆さんいろいろな工夫をなされて食虫植物の育成に努めていらっしゃることかと思

います。お気に入りの植物を手に入れて、なんとか育てられるように技術を上げて、さらに

品種を増やして育ててということになるかと思います。食虫植物育成にのめりこんでいくと、

自然と、自分でももっと増殖させたい、あるいは自分で交配させて交配種を作りたいという

ことになって来るでしょう。 

食虫植物の増殖の仕方としては、植物の種類にもよりますが、種を取って発芽させて、あ

るいは株分けで、挿し木、葉さし、根撫せなどが一般的かと思います。いずれの方法も一長

一短があり、また植物によってはできないものもあります。 

一番一般的なのは、種をとって、撒いての増殖ですが、やはり子苗を維持するのは難しい

ですし、何より成長するまで時間がかかります。それだけだめにしてしまう機会も多くなる

ということになります。 

葉さし、根撫せなどができる植物はそれが良い方法ですが、しっかりした植物体から基と

なる葉･根などを取る必要がありますし、芽出しの環境を整えてやったり、時間がかかった

りとコツが必要なことがあります。 

さて、ランなどの世界ではこの増殖効率の問題を解決するために組織培養という、人工的

な増殖方法が盛んに行われています。高級花であったカトレアや胡蝶ランが身近に手に入れ

られるようになったのは、この組織培養による増殖が盛んになって、たくさん増殖できるよ

うになり、一気に価格が下がったという実績があります。 

ならば食虫植物にもこの組織培養による増殖を導入しようという考えになりますが、なに

ぶん食虫植物はマーケットが小さい。これ読んでいるようなマニアだけ・・・・。商売にな

らない･･･。子供たちに人気のあるハエトリソウなどは組織培養で増殖している業者や世界

中から注文を受け付ける海外の業者などで取り組んでいるところもありますが、極少数です。

しかも常に自分の求める品種があるとは限らない・・。 

と、そこでマニアな人たちは、では自分で組織培養をしてみようと考えることになります。

しかし、これが意外とハードルが高い。そもそも組織培養というのは、人工的に植物が育ち

やすい超過保護な環境を作ってやって、その中で育ててあげようとする技術です。さらには、

ドーピングのような植物が大きくなったりたくさん増えるようなホルモン剤も加えて、無理

やり増やしてやろうとする技術です。 

確かに植物が育ちやすい超過保護な環境に植物を置いてやれば、すくすく育ちますが、そ

んなに簡単にことは運ばない。植物が育ちやすい超過保護な環境は、細菌やカビなどにとっ



てもとても育ち、増殖しやすい環境なのです。なので、単順に植物が育ちやすい超過保護な

環境を作って、植物を植えてやっても、そのときに空気中に漂っている細菌やカビの胞子、

植物体いついている雑菌などが一緒にその環境に入ってしまうと、細菌やカビも大増殖して

しまうことになります。植物の増殖に対して、カビや細菌の増殖速度は、何万倍以上も早い

ので、すぐに超過保護な環境はカビや雑菌で多い尽くされ、植物体も多い尽くされて、結果、

植物は枯れてしまうことになります（こうなることをコンタミすると言っています）。 

では、どうしたらいいか・・・・。うーん、簡単です。超過保護な環境に植物だけ入れる

ようにしてやればいいのです。他の細菌やカビなど雑菌が入らないように植物が育ちやすい

超過保護な環境をつくり、そこに菌のまったくついてないきれいな植物を植え込むというこ

とです。 

まあ、言うのは簡単ですが、これが至難の業。一般的には、植物を入れる容器や植えつけ

る培地は、高温高圧蒸気滅菌（オートクレーブといっています）して、雑菌をすべて殺して

使います。これには、通常専用の装置が必要です。さらに培地や容器を扱ったり、植物を植

えたりなどの作業をするときは、空気中に雑菌などが漂っていないフィルターろ過した空気

が満たされた密閉空間で作業する必要があります。このようなブースをクリーンベンチと呼

んでいます。このように、専用の機器や特殊な環境などの設備が必要になります。だから、

設備投資して商売的にペイできるような（ランとか特殊な薬草とか）植物にしか組織培養が

広がらないのです。 

ただ、マニアの方は違います・・・（わたしもそうですが・・・）。いろいろな植物で、個

人的に組織培養にチャレンジしている方はたくさんいます。では、機器や設備はどうするか

って？ 高温高圧蒸気滅菌（オートクレーブ）の代わりには圧力釜が使われています。圧力

釜でよく煮込んだシチューを作るのではなくて、植物

の好きな培地を作るのです･･･。では、クリーンベン

チは・・。 ビニールフードを広げて、その中を殺菌

剤で無菌にして使ったり、衣装ケースを横にしてその

中を殺菌剤で無菌にして使ったりして工夫していま

す。お金に少し余裕があれば、空気浄化フィルターを

買って自作でクリーンベンチもどきを作ることもで

きます。オークションで中古を狙うという手もありま

す。 

海外では、趣味に時間をかけている人も多く、家庭で結構本格的な組織培養をしている人

も多くみられます。海外では仕事は定時でしっかり終わって、休みもいっぱいとって自分の

趣味に没頭している人多いです。家庭でビール作ったり(日本では禁止)、家の改築増築した



り、自生地探検に 1ヵ月かけたり・・その手の専門店も多いです。日本ではチャイムととも

に毎日残業せずに帰ったり、2週間休んで自生地行ったり、明日は天気がよさそうなのでギ

フチョウ見に行くって会社休みにしたりなどしていると、確実に白い目で見られて、窓際に

なって、干されます･･･、ちゃんと仕事をしてはいても・・・。仕事は長い時間かけて、出

世したいなら上司が帰るまで会社にいましょう・・・。何の話していたか忘れました。ちょ

っと最近欝憤がたまっていたので。 

もちろん日本でも組織培養している方たくさんいます。ホームページやブログなどで多く

紹介されていますので参考にしてみてください。 

というように、個人で組織培養をするにはいろいろ工夫が必要ということでしたが、最近、

そのような機器や設備がなくても組織培養ができるようなものが出てきました。 

そこで、これから組織培養を行いたいと思っている方たちに、参考として、私が行っている

組織培養について紹介してみたいと思います。やってみるとはまりますよ！！ 

 

まずは、道具や必要品です。今回は、種を無菌で蒔いて育てる無菌播種と、葉さしや根撫

せで増やせる植物の増殖を目指していきたいと思います。 

必要なものは、植物を育てる容器、植物を植え込む培地（土の代わりになるもの）、植え

込む植物･種、種や植物を殺菌する薬剤、植物の成長・増殖などを促進する薬剤、培地を作

る容器、溶液の分量が量れるピペッターやシリンジ、ピンセット、ナイフなどです。 

 

植物を育てる容器：液体が入り、密閉できる縦型の容器が良いです。容量は 200mlから

1000mlぐらいのもの。私はこのようなガラス瓶を用いています。ふたも透明だったら光が

入りやすくてよいです。(参考 http://www.monotaro.com/g/00086541/)。別に専用の物を購

入しなくても、100円均一で売っている、

蓋つきのガラスのジャムビン、マヨネー

ズビンで十分です。蓋の裏にパッキンが

ついているものを選びましょう。100円

均一で売っている透明、半透明のねじ蓋

つきのプラスチック筒型容器でも良いと

思います。一部のプラスチックは熱湯な

どを入れると少量のガスが出るものもあ

るようなので、注意が必要なのもあるよ

うです。いろいろ試してみてください。 

 

http://www.monotaro.com/g/00086541/


ふた：容器に付属しているふたをそのまま使うので

かまいませんが、ビン内で長期間植物を育てる場合や

大量に増殖させる場合は、空気交換用のフィルターを

つけたほうが良いです。付属のふたに 1 センチぐらい

の穴を開けて、そこに空気は通すけど雑菌や胞子は通

さないフィルターのシールを張ります。これをつけて

おけばビン内の空気の換気が期待できます。このフィ

ルターは通販（クワガタ飼育用の容器などを売ってい

るところ）などで買えます。クワガタ飼育用の容器として、このフィルターのついたガラス

のビンを売っているところもありますので、それを利用するのも良いです。（参

考 http://shinkoen.ocnk.net/product/65） 

 

植物を植え込む培地：これが重要です。植物を組織培養する培地（植物が必要とする栄養

素やビタミンなどを加え、植物が育つ支持体として寒天などを混ぜたもの）はいろいろな種

類が研究されています。多くの植物で用いられているものとしては、ムラシゲスクーグ（MS）

培地と呼ばれる培地があります。これは、植物に必要な物質を混ぜて作られているもので、

これを買ってきて、それを所定の水に溶かせば植物の育つ液体ができます。液体では、植物

が立って育たないので、これに寒天などを加えて固めて、植物が育つ場とします。これらの

培地や専用寒天は試薬会社などから買えますが、最近はネットでも購入可能です。それでも

重さを測りとって溶かすなど手間でした。 

2 年ぐらい前からヴィトロプランツという会社が自宅で植物の組織培養ができるような

培地を売り出しています。これを使うと、殺菌剤なども入っているので、指定されている量

の沸騰水に溶かしてビンに入れるだけで、クリーンベンチなしの環境でも植物育成培地が作

成可能です。（参考：http://www.vitroplantslab.com/）。無菌培養オールインワンキットな

どもあるので、これを買って無菌培養を始

めてみるのも良いかもしれません。ただこ

のキットは、ビニール袋での育成ですので、

しっかりやりたい方は、前述のビンなどに

培地を作ったほうが良いかもしれません。

培地の種類は、いくつかの種類や、ホルモ

ン入りなどがありますが、食虫植物は比較

的薄い濃度の培地を好むようなので、1/2MS

培地（通常のムラシゲスクーグ（MS）倍ち

http://shinkoen.ocnk.net/product/65
http://www.vitroplantslab.com/


の半分の濃度）のものを使うと良いでしょう。この培地では支持体は寒天の代わりにゲラン

ガムというのを入れています。こちらのほうが透明度が高くてきれいな培地ができます。ま

ず は 、 商 品 名 ： eViP 培 地 1/2MS ゲ ラ ン ガ ム 1.4 シ ョ 糖 20 5b  ( 参

考 http://www.vitroplantslab.com/p/item-detail/detail/i69.html) というのを使って

みるのをお勧めします。これの一袋を使うと 500mlの 1/2MS培地ができます。5袋入りで 2.5L

の培地が作成できます。 

ただ、食虫植物の場合は 1/3MSぐらいの薄い濃度の培地のほうが良いという報告もあります。

1/3MS培地にするには、加える熱湯の量を多くすると同時に、支持体のゲランガムとショ糖

を追加する必要などがあるので、こだわりのある方は挑戦してみてください。 

 

植え込む植物･種：植え込むものは各自興味のあるものを用意してください。種、植物体

などです。種は自家栽培品からとったり、JCPS から買ったり、日本、海外のナーサリー、

オークションサイトなどで購入可能です。植物体の場合は、葉さしに使うような、元気のあ

る植物が良いです。ご存知のようにモウセンゴケ系やムシトリスミレ系、セファロタスなど

は葉から植物体を作ることができます。ハエトリソウも無菌培地（ホルモン入り）で葉から

の植物体発生が可能です。ネペンテスは、植物体からの無菌培養は難しく、種からが推奨さ

れています。球根系とかいろいろな植物で研究してみると面白いと思います。 

 

種や植物を殺菌する薬剤：組織培養で一番重要になるのがこの点です。いかに植物体や種

から雑菌を取り除いて、無菌状態で培地に植え込むかです。でも、植物も雑菌と同じ生命体。

きつい条件で殺菌すると、雑菌だけでなくて植物体も死んでしまったり、ひどいダメージを

受けます。雑菌は死ぬけれど、植物体は最小限のダメージにする必要があります。個人で行

うときは、漂白剤（塩素系）を用いることが多いようです。ピューラックス、キッチンハイ

ター、キッチンブリーチ、キレイキレイなどを薄めて使います。いずれも有効塩素濃度とい

うのが説明書きに書いてあるとおもいます（5％前後）。植物体の殺菌には、塩素濃度が 0.5

～1%で使うのが良いようですので、これらの漂白剤を 5 倍から 10 倍に希釈して使います。

植物体を希釈した漂白剤にいれ、しっかり沈めて、時々振ったりして殺菌します。5分から

20 分（種の大きさや汚染濃度によって調整します。10 分くらいからはじめてはどうでしょ

う。）種が小さい場合は、ティッシュなどにはさんでティッシュごと殺菌します。殺菌した

後は、塩素を滅菌水で数回、水を替えてすすいで洗います。滅菌水の代わりに沸騰水を冷や

したものでも良いかと思いますが、厳密を規したい方は、薬局やドラッグストアに赤ちゃん

のミルク用の滅菌水を売っていますので、それを買って使うと良いかもしれません。これら

の作業は、ほこりの入らない状況でするのが好ましいですが、それこそ寝かした衣装ケース

http://www.vitroplantslab.com/p/item-detail/detail/i69.html


の中でやるくらいでいいかと思います(私は普通に机の上でやっています)。ただ、この方法

は漂白剤が劣化しますので、常に新しい漂白剤で希釈してすぐに行う必要があります。安定

した塩素剤を求める場合は、「ケミクロン G」（参考 

http://www.nippon-soda.co.jp/nougyo/seihin/kemikuron.html）という次亜塩素酸カル

シウム剤（有効塩素 70%）を用いることができます。大きめの顆粒になっていますのでこれ

を 100mlに 1-2粒入れたものでも代用できるようです。 

先ほど、培地のところで紹介したヴィトロプランツでは、植物体殺菌用の試薬も売っていま

す。というか、塩素殺菌用の試薬（次亜塩素酸カルシウム剤顆粒）は付属としてついてきま

す。さらに植物体などの殺菌用試薬 sirViP というのも培地と一緒に買えますので買って使

用すると良いでしょう。使い方の説明書も入っていますので、始めてやる方にもお勧めです。 

漂白剤の代わりに保存性の良い、哺乳瓶消毒用の製品（ミルクポンなど、参

考 http://products.pigeon.co.jp/category/index-25.html）も使うことができると思いま

す。ご検討ください。 

そのほかに海外などでも多く使われている殺菌剤として PPM

（Plant Preservative Mixture）という試薬があります。こ

の試薬を、4-8%ぐらいに薄めて、その中に種などを 4-24時間

つけておけば殺菌ができるというものです。培地にも 0.1%ぐ

らいの濃度で加えると菌を抑える効果が得られます。非常に

使いやすいです。日本ではナカライテスクという試薬会社が

販売していますが、試薬小売業者を通じて購入することにな

るので小売会社と付き合いがないと少し難しいかもしれませ

ん。100mlで 3万円と高額なのも難点です。ただすすぎなしで

種の殺菌、播種が行えるのは魅力で、私はアメリカの販売会

社（plantcelltechnology）から直接購入しています。100ml

で$102.28です（参考 

http://www.plantcelltechnology.com/plant-preservative-mixture-ppm/）。これに初回購

入クーポンが使えて、送料を加えると$167 ぐらいで購入できました。税関で止まって説明

を求められることもあるようですが、私の場合は問題なく届きました。挑戦してみてくださ

い。 

種や植物体の消毒では、時々混ぜる必要があります。もちろん手でもいいのですが、長時間

混ぜるのであれば、ローテーターという器具を使います。実験機器として買うと高価ですが、

自作も可能です。私はタミヤの模型用ギアボックスキットを使って自作して使っています。 

 

http://www.nippon-soda.co.jp/nougyo/seihin/kemikuron.html
http://products.pigeon.co.jp/category/index-25.html
http://www.plantcelltechnology.com/plant-preservative-mixture-ppm/


植物の成長・増殖などを促進する薬剤：植物の成長を早めたり、増殖させたりするのに植

物ホルモンと呼ばれるものが使われることが多くあります。植物ホルモンにもいろいろ種類

があって、オーキシンと呼ばれるものやサイトカイニンと呼ばれるものなどが代表的です。

オーキシン、サイトカイニンとして働く化学物質は何種類もあって、ここではちょっと説明

しきれないので、ネットなどで調べてみてください。よく使われるのは、

6-Benzylaminopurine（BAP、6-BA）、Kinetin、2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2, 4-D）、   

Indole-3-Butyric Acid（IBA）、α-Naphthaleneacetic Acid（NAA）などでしょうか。それ

ぞれ、芽の伸長や発根、増殖、不定芽形成などに作用します。 

植物ホルモンの扱いはかなり難しいです。というのも植物ごとにどのホルモンが、どのくら

いの濃度のときに、どのような作用をするのかが異なっているために、植物ごと、あるいは

目的ごとに、ホルモン量を実験で調べる必要が在ります。しかもホルモンの作用が出るのに

は数ヶ月かかりますので、非常に綿密な実験が必要です。海外の食虫植物組織培養愛好家の

中でも、どのホルモンを使うか、濃度は？などの議論がいくつかのフォーラムで行われてい

ます。 

さて、この植物ホルモンですが、一部はこれらの成

分を含んだ商品が農薬として売られています。しか

し組織培養に使うにはちょっと使いづらいです。そ

こで、植物研究用として売られているものを試薬会

社から買うわけですが、これも試薬小売業者を通じ

て購入することになるので小売会社と付き合いが

ないと少し難しいかもしれません。ですが、最近はネットで買うことができます。植物生長

ホルモンセット１２本組というのが売っていて、2，4-D NAA IAA Kinetin 6-BA（BAP） 

GAが 1mg/mLの濃度で 20mlづつ入っています（参

考 http://www.tech-jam.com/items/KN3155640.phtml）。約 1 万円ですが、興味のある方は

購入してみるのもいいかもしれません。なお、普通の無菌播種で植物を育てる場合は、特に

植物ホルモンは必要ありません。 

 

培地を作る容器、溶液の分量が量れるピペッター

やシリンジ、ピンセットなど： 

培地をつくときには、熱湯を入れたり、電子レンジ

で加熱したりできる容器が必要です。容量１L ぐら

いの取っ手、目盛り付の容器が便利です。100 円均

一で見つけられます。サイズの違うものなども用意

http://www.tech-jam.com/items/KN3155640.phtml


しておけばいろいろな条件の培地を作るときにも使えます。 

植物ホルモンなどを扱うときには、1ml以下の容量が測れるものが

必要です。簡単なのは1mlの注射器シリンジを使用する方法です。

大体ですが容量が測れます。ネットなどで１本 100円ぐらいから

バラ買いもできます。もう少し本格的にやりたい方は、可変ピペ

ットというものを使うと良いでしょう。これだとμlレベルで容量

を測って使用できます。先につけるチップは使い捨てです。精度

の良い可変ピペットは数万円しますが、廉価版も売っています。

このようなものを買って使用するのもいいと思います（参考

https://www.monotaro.com/p/0987/0385/  

https://www.monotaro.com/p/6839/9563/）。 

培地に種を植え付けたり、植物体を植えるときにはピンセット

を使います。３０センチぐらいの長さのあるものが良いと思い

ます。ネットでも買え

ますし、ペットショップに水草用のピンセットを

売っていますので、それを使っても良いでしょう。 

100 円均一で売っている 100ml ぐらいのスプレー

ボトルも用意しておいてください。 

そのほかビンを殺菌するための深めのバットな

どもつかいますが、家にあるバケツなどでも代用

できます。基本はお家のキッチンにあるものでや

りましょうというのが、家庭での組織培養です。 

 

 

では、実際の作業に入ってみましょう。 

今回は、培養ビンに 500mlのガラス瓶、ヴィトロプランツの eViP培地 1/2MSゲランガム 1.4

ショ糖 20 5b、PPMなど各種殺菌剤を用いた方法で行ってみます。 

 

まずは、使用する培養ビンとふたの消毒です。塩素濃度が 0.5～1%になるように薄めたの

漂白剤の薄め液、あるいはヴィトロプランツの培地を買ったときについてきた塩素殺菌用の

試薬（次亜塩素酸カルシウム剤顆粒、ケミクロン G 同等品？）を１L あたりに 10 粒ほど入

れたものを用意します。この液の一部は 100mlのスプレーにも入れて置いてください。これ

に使用する培養ビンとふたを浸けます。10-15分浸けたら液をきって、ペーパータオルの上



などに伏せて水切りします。培地を作るときに使うプラスチック製品、ピンセット、ナイフ

など使用する器具も同様に殺菌しておきます。 

 

殺菌した培地を作る容量１Lぐらいの取っ手、目盛り付の容器に、eViP培地 1/2MSゲラン

ガム 1.4 ショ糖 20 5b 1 袋(500ml 分、粉末)と、培地についてきた vipSupporter1-2 滴を

入れます。ここに沸騰したての熱湯を注ぎ、すぐにスプーンなどでよくかき混ぜます。しっ

かり溶けていることを確認します。もし完全に溶けなかったら電子レンジで少し加熱してと

かしてください（突沸したり吹きこぼれたりするので、加熱しすぎないよう気をつけてくだ

さい。）。十分溶けたら、先ほど殺菌した培養ビンに 50ml～100mlずつ注ぎいれて、ふたをし

てください（ふたは、ほんの少しゆるめた状態、きっちりしめすぎると後で圧力の関係で開

きにくくなる）。これで培地は出来上がりです。すごく簡単ですね。熱湯や熱い液体を扱う

ので、くれぐれもやけどなどに注意してください。1時間ぐらい置いておけば、培地に含ま

れているゲランガムも固まり、透明な固形培地の入った培養ビンになります。すぐに使わな

いときには、冷えたらしっかりとふたを閉めてしまっておきます。これで無菌播種に使えま

す。なお、植物ホルモンを使う場合は、粉末培地を熱湯で溶かした後加えてください。1 例

として、ドロセラやハエトリソウの葉から植物体を増殖させるときに使われている培地を紹

介します（植物の種類や状態によって必ず増殖するわけではありません、参考培地だと思っ

てください。）上記の培地に植物ホルモン Kinetin（キネチン、カイネチン）を 1mg/l にな

るように加えます。植物生長ホルモンセット１２本組に入っている Kinetin は 1mg/ml の濃

度ですので、熱湯で溶かした 500ml の培地に Kinetin（1mg/ml）を 500μl（0.5ml）加えて

やります。ピペッターやシリンジでかき混ぜながら少しづつ加えてください。加えたら全体

を良く混ぜて、同じように培養ビンに 50ml～100mlずつ注ぎいれて、ふたをしてください。 

 

種、植物体の準備。種はそのまま使います。種には水に浮くもの（ネペンテスなど）と沈

むもの(ドロセラなど)があります。植物体は、新芽や元気の良い新しめの葉などを用います。

使う植物体が決まっているのであれば、植物体を切り取る前は、上からの潅水をさけ腰水、

室内管理として、できるだけ新芽や若い葉に雑菌がつかないように事前準備しておきます。

植物体の採りかたは葉さし用のものをとるときと同じですが、土に触れないようピンセット

やきれいなナイフを用いて採りましょう。 

続いて、種や植物体の殺菌です。塩素を用いた殺菌では、塩素濃度 0.5～1%に希釈した漂

白剤にしっかり沈めて、時々振ったりして殺菌します。5 分から 20 分（種の大きさや汚染

濃度によって調整します。10 分くらいからはじめてはどうでしょう。）種が小さい場合は、

ティッシュなどにはさんでティッシュごと殺菌します。殺菌した後は、塩素を滅菌水で数回、



水を替えてすすいで洗い除き、ビンの中の培地の上に種や植物体をおきます。 

ヴィトロプランツの試薬で殺菌する場合は、殺菌用試薬 sirViP の溶液（作成法はヴィト

ロプランツの説明書を参考にしてください）に１～4時間つけて(時々振って攪拌すること)、

次に100mlの水に塩素殺菌用の試薬（次亜塩素酸カルシウム剤顆粒、ケミクロンG同等品？）

を一粒入れてとかした液にしっかり沈めて、時々振ったりして殺菌します（10分～2時間）。

それから再度種や植物体を sirViP の溶液にくぐらせて塩素を除いた後にビンの中の培地の

上に種や植物体をおきます。 

PPMを用いる場合は、PPMを 4-8%になる

ように薄め（水あるいは用意できれば

1/2MS 液体培地）、（6%の場合 9.4ml の水

（1/2MS）に 0.6ml の PPM を加える）、こ

の中に種や植物体を入れ、6-24 時間つけ

て処理する(時々振って攪拌すること)。

処理後は種や植物体を取り出してそのま

まビンの中の培地の上におきます。 

いずれの処理も、種や植物体の扱いに

は、先に消毒した容器やピンセット、ナイフなどを使用してください。ネペンテスの種など

はピンセットでつまめますが、ドロセラなど微小な種は、少量のすすいだ滅菌水、PPM液な

どとともにピペッター、シリンジに吸い込んで、溶液ごと培地に蒔きます。なお、種や植物

体をビンの中の培地に置くときは、手などが入らないように長いピンセットを用いて、手早

く行ってください。もちろん自分の口もしっかり閉じた状態で。 

種や植物体を培地に置いたら、塩素消毒液を入れたスプレーでビンの中に向けて満遍なく

塩素液をスプレーしてください。ビンの口の外側、ふたの裏側にもしっかりスプレーしてく

ださい。しっかりスプレーしたらビンのふたをしっかりと閉じます。以上で操作は完了です。

そんなには難しくはないでしょう。最初のうちは、コンタミなどするかもしれませんが、消

毒時間などを変えて再挑戦してみてください。 

培養ビンは 20-25 度くらいの環境におくとよ

いようです。植物体の場合には、直射ではない少

し明かりのあるところにおくと良いかもしれま

せん。種の発芽に要する期間は植物や、種の状態

によって違います。ネペンテスの場合は 2ヶ月か

ら半年ぐらいかかる場合もあります。ドロセラや

ハエトリの植物体から芽が出てくるのも 1～数



ヶ月かかると思ってください。まあ普通の葉さしでもそれくらいは有にかかりますからね。 

 ビン内で大きくなってきた植物は、培地ビンを変えて植え継ぐことで、維持できます。ビ

ン内の植物を外部環境に出すときは、少しづつ外部環境に慣れさせる順化という作業が必要

です。順化についてはこちらなどを参考にするといいと思います。

（http://greengrass.ys-exotics.com/jyunka、 http://homepage3.nifty.com/jcps_tana

be/018004.htm） 

組織培養に慣れてきたら、自分で交配して、種を取って、培養して、良い苗を選別して、

増やして、何てことも可能ですね。 

しかし、気をつけてください。植物栽培しているといつの間にかそこらじゅうが植物の鉢

だらけとなるのと同じように、組織培養にはまると、部屋中培養ビンだらけなんてことにす

ぐになりますから・・・。健闘を祈ります。 

（今回紹介している内容は、個人で検討して行っている方法です。ご自身で試される場合は、

ご自身の責任、管理で実施してください。また、熱湯や薬品を使用するので、やけどなどに

も十分注意するとともに、お子様などが手を触れないようご注意ください。また、特定の企

業や製品を宣伝、推奨する意図、内容ではないこともご理解ください。） 

http://greengrass.ys-exotics.com/jyunka%E3%80%81
http://homepage3.nifty.com/jcps_tanabe/018004.htm
http://homepage3.nifty.com/jcps_tanabe/018004.htm

