
品名 植物置床用除菌剤

内容物 sirViP粉末 10g　置床操作10～20回分（最大３万外植体分程度） 用途 性状 保存条件 主要成分(単位：g/kg)
vipSupporter（4ｍL、１滴　約0.05ml）×2瓶、次亜塩素酸カルシウム粒（10g程度）×１袋、

透明小さじ、クリップ　sirViP袋中に×各1。マドラー×2
保存方法 直射日光の当たらない冷暗所に保存（水ぬれ厳禁）

品質保証期限 内部の各容器に別途記載

製造者 ヴィトロプランツ　日本製

住所：〒558-0032 大阪市住吉区遠里小野６丁目３－８ 電話番号：06-6606-8099 用途 性状 保存条件

*

a,

b,

c,

d,

仕様は予告なく変更される場合があります。

製造日：

保証期限やロットナンバー等は各内袋に記載

お問い合わせ先：06-6606-8099またはinquiry@vitroplantslab.com
ヴィトロプランツ他製品のお求め先：http//www.vitroplantslab.com

（組合わせ/ご提案などはお気軽にお申し付けください）

vipSupporterの成分およびその含量（原料保証成分濃度に基づく計算値）

主要成分(単位：g/L)

sirViP
【10g　（vipSupporter付き）】

sirViPの成分およびその含量（原料保証成分濃度に基づく計算値）

外植体除菌 白色粉末 乾燥した冷暗所 界面活性剤等　  90 ナタマイシン　400 キャプタン　356 オキソリニック酸　 4.4

CMIT* 1.3 MIT* 0.5 硝酸マグネシウム・塩化マグネシウム等　150

スプーン１杯のsirViP（0.5～1g）を、50～100mLの水で水和（溶解しません）　b

３， 外植体を調整し、sirViP水和液に浸漬　b

外植体置床方法 （裏面に図解があります） 除菌補助 透明水溶液 冷暗所

用意するもの
（本製品付属物以外）

A：100～500mL容量程度のハンドスプレー

B：清浄な水（水道水・蒸留水など） 
a
　C：外植体浸漬用容器

D：攪拌棒、滅菌固形培地、外植体、ピンセットなど適宜

CMIT：5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one，MIT：2-methyl-4-isothiazolin-3-one

１，

４， 外植体を固形培地に、外植体を置床

２， 次亜塩素酸カルシウム粒を水で溶解 （粒/100～200mL。必要時はvipSupporterを添加）
c

５， 次亜塩素酸カルシウム液を容器内に噴霧し、蓋をする。その後、培養 c,d

滅菌培地の作成にはヴィトロプランツ提供のmsViPもしくeViP培地、オートクレーブなどを用いてください。

煮沸できないなど清浄な水が得られない場合は、1Lあたり付属の次亜塩素酸カルシウムを1～２粒溶解し、１日以上暗黒状態
で静置した水をお使い下さい。

sirViPは水和後8時間以内に使用して下さい。なお水に溶解しません。白濁液として用います。また、外植体を数分
～数時間程度浸漬したままにしておいても特に害が認められません。微生物汚染率も特に増加しません。

　付属の次亜塩素酸カルシウム粒は有効塩素濃度約70%(重量比)です。
　他の次亜塩素酸系殺菌剤で置き換えても多くの場合において問題ありませんが、ヴィトロプランツは保証いたし
ません。なお、イソシアヌール酸系殺菌剤は耐久芽胞菌で高濃度汚染されていた場合に効果が劣ります。
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　アンチホルミンは次亜塩素酸ナトリウム水溶液の一般名称です。別途ご入手ください。
　家庭用等の他の次亜塩素酸ナトリウム系殺菌剤で置き換えても多くの場合において問題ありませんが、ヴィトロ
プランツは保証いたしません。なお、イソシアヌール酸系殺菌剤は耐久芽胞菌で高濃度汚染されていた場合に効果
が劣ります。

器内培養は作業条件や原水の品質、外植体の状態などによって結果が異なります。結果不良の責
は当該製品の代金の範囲とさせていただきます。次亜塩素酸カルシウムは水に溶解後、室内程度の明るさなら3日、暗黒条件下で1週間以内にご使用下さい。付属次亜塩素

酸カルシウム粒ではなくアンチホルミンを用いる場合は1～10mL／Lの濃度で用いて下さい。またvipSupporterに対する感受
性は外植体により異なります。

本製品は植物培養用です。食品・飼料・微生物培地等には使用しないでください。目的外使用にお
ける結果の責はヴィトロプランツは負いません。またお子様やペットが触れないようにご注意くだ
さい。微生物汚染容器の再利用や、長期放置容器など培養容器が激しく微生物汚染されている可能性がある場合は、容器全体を

2（上記c）の液に浸漬後置床して下さい。 独自に改変したもの、および保管不良（高温・高湿場所での保管・直射日光への長時間暴露など）

により変質したものの責は負いかねます。なお変質したsirViPは酸臭がします。

いかなる外植体でも置床できることを保証するものではありません。特に外植体が微生物で高濃度に汚染されていた場合、
微生物を取り除ききれない場合があります。また、茎頂など微小な外植体には薬害を生じます。茎頂培養時は裏面右下を参
照して下さい。



sirViP シリーズ 共通 外植体除菌・置床法(sirViP Gご使用の場合はsirViPをsirViP Gと読み替えても問題ありません)

どこでも置床可能。素手でもOK！sirViPシリーズを混ぜた水道水に、調整後の外植体をまとめて浸漬。あとは培養容器に入れ、封じる前に霧吹きで一吹。

（詳しくは別紙『植物を容器内に植える方法（sirViPご使用法を含む）』をご覧下さい。また、培地作成はeViP培地、msViP hot、msViP cool、オートクレーブなどをご利用下さい）

sanitizer for Vitro Plants

外植体をsirViP
水和液に再浸漬
（一瞬でOK、
（外植体除菌液の

使い回しOK）

外植体を培養容器に投入し、塩素液を噴霧。
その後、結束タイ、熱シールなどで封

培地作成・滅菌はeViP培地、msViP hot、
オートクレーブなどをご利用下さい

外植体を塩素液に
浸漬
（地上部で10分～２時間、

球根などで４時間～２日）

外植体を大まかに調整し、sirViP水和液
に浸漬
（地上部で１～４時間、球根などで４時間～２日）

１００ｍLあたり、次亜塩素酸カルシウム１粒（約0.07g、有効塩素濃度５００ｍｇ／L程度になる）と
vipSupporter １～２滴（約0.05mL）を溶解して、塩素液を作る。
溶解後、塩素液の一部をスプレーボトル（付属しません）に入れる。

付属小袋のsirViPを２０
～50mlの水で水和
（１匙約0.5～１g。溶解しません）

使用直前に
よく攪拌

外植体の置床

（継代など無菌→無菌の場合）

クリーンベンチ代替部分

外植体の除菌

（初代培養：外からの持ち込み時の除菌）

従来法より植物に低影響＆確実に除菌。sirViP economyではお勧めしません

vipSupporter １滴
を添加
（約0.05mL、薬害時省略可）

外植体を置床
状態まで調整

写真手前中央側面
縦線の最下部が、
50mL。

100 50 25写真手前中央側面
縦線の最下部が、
20mL。

30 20 10

目盛りがあります。最大500mL

窓際で培養
（カンパニュラでの例）
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植物を容器内に植える方法（sirViPご使用方法を含む。外植体置床法例）
植物の置床にクリーンベンチはもはや不要です。（www.vitroplantslab.com ヴィトロプランツで検索）。

用意するものの例：（以下、ヴィトロプランツのViPキットを使用例の基本として記述し、適宜アレンジしています。

赤字が置床時に使用する物、赤太字が本製品に同梱されているものです）

常温の水200mL以上（水道水や蒸留水などの清浄なもの）、植える植物.

最初はⅠから順に操作して下さい。操作を把握した後は適宜アレンジしても問題ありません。

外植体除菌・置床：外植体（容器に入れる部分のみを取り出した植物）を除菌し、容器内に置床します。

①結束タイ ②500mLが計量できる容器
③50mLが計量できる容器④スプレー ⑤プラコップ

⑥紙皿 ⑦ポリエチレン袋 ⑧スプーン ⑨マドラー

⑩計量スプーン

⑪次亜塩素酸カルシウム

⑫vipSupporter
⑬sirViPの小袋と透明小さじ・クリップを同封した袋
⑭剃刀

⑮eViP培地

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑪次亜塩素酸カルシウム4粒と
⑫vipSupporterを4～5滴を
②の500mL計量容器に入れ、
400mLまで水道水を入れる。
この操作は外植体置床（植物を培養容器に入れ

ること）の30分以上前に行い、作成後3日以内に

使用すること。

裏面記載の培地作成直前・直後に行うとよい。

Ⅰ（塩素液作成）：

一部の塩素液を④のコスメスプレーに入れる。

②

⑫

⑪の粒崩壊を確認した後、攪拌。

④

⑨
Ⅲで使います

⑪

注意

sirViPでは
１，粒子が大きく水和液をスプレーできません

２，初代除菌には長時間浸漬が必須です

上記にご不満の方はsirViP Gをお求めください。,

sirViP GによりsirViPを置き換えることは問題ありません。
同濃度・同時間の使用でより高い効果があります。
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③の100mL折りたたみ容器に
⑬sirViPを付属の透明小さじ1杯、
⑫vipSupporterを１～２滴、
水道水を半ば（約50mL）を入れる。
使用直前によく攪拌する。

アドバイス 対象植物・組織において、外植体除菌方法が確立されているときは、その除菌法を下記の外植体除菌操作部分と置き換えても問題ありません。

ラン種子など微細種子も含め種子において確立されている除菌法がある場合は、その方法で除菌することを推奨します。

硬実の打破や発芽阻止物質の除去処理などが種子除菌法に含まれていることがあります。

とりあえず何でもよいから手近な植物でやってみたいですか？ 「C:容器外植物」をご覧下さい。
キク・ユリ・カーネーション等の生花調製時のあまり部分やユリネ鱗片一枚からの再生や、お気に入りの花の枝（裏の例の花が好適）の一部を切ってきてボトルフラワーに

器内培養をしてみたい対象植物がもう決まっていますか？ 下記の流れ図に従ってください。

Ⅱ（外植体除菌用sirViP液作成）：植物の種類や組織によっては使わない場合もありますので、作業前に次のⅢをお読みください。

Ⅲ（外植体除菌・置床）：外植体（容器に入れる部分のみを取り出した植物）を除菌し、容器内に置床します。

なんで除菌剤が２つ？

sirViPは細菌やカビの防御壁である細胞膜を壊す薬や膜の修理を妨害する薬が入っています。
その壊れた城壁から入って塩素やvipSupporterの成分が入ります。
そして塩素は薬の一部も壊してしまうので一緒には入れない方がよいのです。

D:無菌植物
（継代）

除菌済みの植物や髄部

や形成層、未熟杯、裂

果していない果実内部

の種子など無菌と見な

せる内部組織も含む。

無菌植物は外植体
除菌をせずに置床
操作のみを行いま
す。

A:微細種子
ラン種子など

B:微細組織

茎頂・根端・カルスなど
薬害が激しい場合

C:容器外植物
（容器内微生物

汚染植物を含む）

まず外植体を除菌
し、次に置床操作
を行います。

No

No

別紙のA:ラン種子など微小種子播種法、およびB:茎頂・根端など微小組織培養法を参照
（ⅡのsirViP液は使いません）

Yes

Yes

種子

Yes

（溶解しません。白濁液。水と混合後、8時間以内に使用すること）

写真手前中央側面
縦線の最下部が、
50mL。

100 50 25

⑬

③

⑨

植物を採取

花茎節

葉片

葉や花付き枝

ⅡのsirViP液に浸漬 Ⅰの塩素液に浸漬

推奨4時間
１～8時間

推奨1時間
15分～2時間

推奨8時間
4～12時間

推奨2時間
１～12時間

（木本、草本によらず。
微生物汚染容器内植物の除菌もこの程度）

（果実型種子、真の種子、乾燥種子、未乾燥種子によらず）

（球全体、一部、発芽発根によらず。新萌芽部のみ導入時も含む。
長期浸漬時は8～12時間を目安に適宜液を交換すること）

推奨12時間
8～48時間

推奨12時間
8～24時間

ヴィトロプランツで把握している

外部からの導入が極めて困難な植物例

微生物除去困難

パンジー地上部（他の部位未検証）

シクラメン地上部・地下部（種子は可）

ジャガイモ塊茎（地上部、萌芽部は可）

サトイモ塊茎（萌芽部は可）

植物薬害枯死

マツ新梢（他の部位未検証）

一部ベゴニア類地上部（他の部位未検証）

インパチエンス類地上部（他の部位未検証）

茎片

植物の無菌化行程
ここまで。
（従来のエタノールやアンチホルミン
の濃厚液、オスバンなどを利用した無
菌化法と比べ、植物によりダメージが
少なく、より強力に除菌します。が、
従来の無菌化法で置き換えられます）

で置き換えても問題ありません）

D:無菌植物へ進む。

無菌植物を調整
（継代培養はここから）

ⅡのsirViP液に浸漬

不要部分や薬剤が侵入した
切り口部などを切り捨て、
大きさを整える。

全体を浸漬する。
一瞬で充分。

滅菌培養容器内に植え、Ⅰの塩

素液を噴霧

置床・噴霧どちらが先でも良い

熱シール推奨。
シーラーが無い場合は①
結束タイなどできつく結
束。

容器を封じ培養

全体が浸かるように 植物による塩素消費が無視できない
ため十分な液量を確保

③

（ハサミとピンセットは付属しておりません。
無い場合は⑭剃刀で切断し素手で容器内へ入れて下さい）

噴霧液量は容器内全体が濡れる程度。
植物の障害が激しいときは塩素液の
次亜塩素酸カルシウム濃度を下げる。
（1/10まで低下可能）

（C:容器外植物で使用したsirViP液の使い回し可。ただし作成8時間以内）

⑫

カルスや多芽体などでC：無菌植物では薬害が激しい場合もB:微細組織

Ⅲで使います

C:容器外
植物から
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sirViPご使用方法（例） 最初は本マニュアルのⅠから順番に操作して下さい。

交配後３か月以上経過した朔から適当な容器（写真では紙コップ）に種子粉を
掻き出して入れる。
なお、写真では朔は開朔しているが、多くのランで開朔前が望ましいとされている。
ただし、未熟種子を使用する場合は、朔をC:容器外植物で殺菌し、その後に内部種子をBの茎頂・根端部な
どの微細組織に準じて置床する。

培地作成はeViP培地などを利用

通常の容器外植物は別紙D:容器外植物を参照）

ラン種子など微小種子や茎頂・根端など顕微鏡下でないと操作できないような微細組織は
それぞれ外植体除菌操作方法が植物種・部位によって異なります。
専門書などでお調べの上、下記の操作と合わせて下さい。なおsirViP水和液は使用しない場合もあります。
（図中において顕微鏡・シリンジ・メスなど本キットに含まれない物があります。これらは別途ご用意ください。なお外植体調整用に剃刀は付属しています）。

Ａ：ランなど微細種子無菌播種（例はコチョウラン種子）

⑪次亜塩素酸カルシウムを
④スプレー容器に入れ、
水道水で満たす（1粒/100mL）。
この操作は外植体置床（植物を培養容器に入れること）

の30分以上前に行い、作成後3日以内に使用してください。

30分程度経過後に粒の崩壊を確認
した後、攪拌。
（スプレー容器をよく振る）

置床時の微生物汚染を
より小さくしたい場合は
⑫vipSupporterを1～2滴添加

⑪次亜塩素酸カルシウム約30～45粒（3g）
を⑤プラコップ（50mL）に入れ水道水で満
たす。
静置して粒が全て崩壊したら攪拌し、さら
に静置。
上に澄んだ黄色液ができたらその部分をシ
リンジやスポイトで採取する。

種子粉を入れた容器中で
黄色液を出し入れすることで
種子とよく混合しなるべく
多くの種子をシリンジ中に吸
い込んでからシリンジを立て
て5分静置（ここまで外植体除菌操作）。

種子が下部に沈殿するので
その部分を培地表面に１～２
滴づつ落とす。
その後コスメスプレーでⅠ塩
素液を噴霧して容器を封じる。

実体顕微鏡下で茎頂を摘出し
茎頂部を切り取って
メス先上に乗せる。

B:茎頂・根端部などの微細組織（例はカーネーション茎頂 茎頂摘出・培養共に比較的楽かつ栽培も容易で練習に適します）

⑪次亜塩素酸カルシウム約1粒（0.06~0.1g）を③
100mL計量器に入れ水道水を50mLまで入れる。静
置して粒が全て崩壊したらよく攪拌し、②500mL
計量器などを利用し10～40倍に薄める。
（Ⅰの塩素液を5～20倍に薄めて使用してもよい）

肉眼と素手で取
り除ける葉を全
て取り除く

洗濯ばさみに茎頂部に
つら面を合わせて夾み、
下部はつら面に合わせ
て切り落とす。
（洗濯ばさみが強すぎて茎が
潰れる場合は、夾み面に茎径
程度の縦穴を開けておく）

培地容器に次亜塩素酸カルシウム液を入れ、
液を捨てる（容器内全てを濡らす）。
この時、培地面を指で押さえるなどしてなる
べく余剰液を残さないようにする。

茎頂部

洗濯ばさみより出た
根元部分を切り捨てる

別紙Ⅰ（塩素液作成）と同じ

必要であれば
その植物に適
当な方法で除
菌
ⅢのC:容器外植
物の外植体除菌
法など （通常不
要）。

メス先で培地を切るよう
な感じで培地上に茎頂部
を乗せる。（よく見れば肉眼
で乗ったことが確認できる）

その後、すぐに容器を封
ずる。（次亜塩素酸カルシウム
液の噴霧はしない）

写真手前中央側面
縦線の最下部が、
20mL。

30 20 10

②

⑨

③

写真手前中央側面
縦線の最下部が、
50mL。

100 50 25

③
⑪

Ⅲ（外植体除菌・置床）続き：外植体（容器に入れる部分のみを取り出した植物）を除菌し、容器内に置床します。

カルスや多芽体などでC：無菌植物では薬害が激しい場合もこちら
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Ⅰ（塩素液作成）

各項目での補足事項

・塩素液作成後、使用までの有効期間3日というのは通常のオフィス程度の光量を想定しています。暗黒
であれば1週間以上使用可能です。100～50μmol/㎡/s程度の窓際やインキュベータ内であれば1日以内に、
直射日光が当たる屋外では作成後直ちにご使用下さい。

・付属の次亜塩素酸カルシウムで足りなくなった場合は、次亜塩素酸による有効塩素濃度で200～
2000mg/Lの水溶液を作成してください。マニュアル通りの作成法であれば300～1000mg/L程度の有効塩素
濃度となります。イソシアヌール酸や塩素酸、過塩素酸による有効塩素では結果が異なります。

・界面活性剤の添加により効果が上がると思われます。が、界面活性剤の種類や副成分により有効塩素の

分解や外植体への影響も起こりますので、ヴィトロプランツは保証いたしません。

・sirViP液の有効期間8時間というのは、水の存在下でのキャプタンの半減期が最大8時間であることによ
っています。つまりsirViP粉末は非常に湿度に弱いので、使用しない場合は水に触れさせず、封をきちん
としてください。また、pHが高いほど半減期が短くなります。このため、pHが高いⅠ塩素液とⅡsirViP液
は混合しないで下さい。混ざるような使用をした場合（例：C:容器外植物で置床した後の残りsirViP液な
ど）は混合後30分程度以降は再利用されないことをお勧めします。

Ⅱ（外植体除菌用sirViP液作成）

Ⅲ（外植体除菌・置床）

・sirViP液の対植物毒性は低く、器外・器内植物いずれであっても24時間以上浸漬しても外植体が枯死す
ることは稀です。また、24時間の外植体浸漬でも微生物汚染率の上昇は認めておりません。
塩素液の対植物毒性は高いですが、容器外植物では1時間以上浸漬しても外植体が枯死することは稀で
す。下記はsirViP水和液と塩素液に数分～数時間浸漬した屋外育成ロベリアもしくはペチュニアの開花茎
をC:容器外植物の方法で置床後7日後の例です。浸漬時間の差による見かけ上の生育差はありませんでし
た。またⅠ塩素液、ⅡsirViP液共に浸漬時間が長くなるにつれ、微生物汚染率が低下する傾向が認められ
ました。

浸漬時間（１回目の浸漬）

1時間
10分

０／５

１／５

1時間
1時間

１／５

１／５

1時間
30分

０／５

１／５

1時間
2時間

０／５

０／５

4時間
10分

０／５

０／５

4時間
2時間

０／５

０／５

2時間
10分

３／５

０／５

屋外生育のロベリア置床例（写真は置床７日後）

置床30日後の微生物汚染数（汚染容器数／全容器数）

sirViP水和液
塩素液

浸漬時間（１回目の浸漬）

1時間
10分

０／５

1時間
1時間

０／５

1時間
30分

０／５

1時間
2時間

０／５

4時間
10分

０／５

4時間
2時間

０／５

2時間
10分

０／５

置床30日後の微生物汚染数（汚染容器数／全容器数）

・Ⅰ塩素液やⅡsirViP液の濃度を高めた場合の微生物汚染の低下は緩やかであり、外植体の障害程度は急
激に上昇する傾向が認められました（データ略）。

つまり、微生物汚染率をより低めたい時は浸漬時間を延長し、植物の障害をより低めたい時は濃度を下げ

ると良いと思われます。なお真空脱気や事前エタノール処理は、ほとんどの場合微生物汚染率低下には効

果が低く外植体の障害程度は大きくなりました（データ略）。

屋外生育のペチュニア置床例（写真は置床７日後）

4.5cm

4cm

sirViP水和液
塩素液

細菌

カビ
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各項目での補足事項

Ⅲ（外植体除菌・置床）

・茎頂培養など微細な組織、およびランを含む無菌播種などは確立された方法をご存じの場合はその

方法で除菌することをお勧めします。除菌法に硬実打破処理や休眠打破処理などが含まれていること

があります。

・容器は0.06mm以上の厚さの軟質ポリエチレン袋を用い、熱シールすることを推奨します。

① 培地・外植体を入れた容器を袋に入れ結束する

② 容器に熱シールした培地・外植体の入った袋を入れる

②-2 厚さ0.02mm 軟質ポリエチレン

②-6 厚さ0.06mm 〃

②-8 厚さ0.08mm 〃
③ 容器に結束した培地・外植体の入った袋を入れる

④ 上記③をさらに袋に入れて結束する（2重封）
（②以外の袋は全て0.02mm厚の軟質ポリエチレン袋です）。

ヴィトロプランツでの試験例では置床１か月後に微生物汚染されていない20容器を選び、様々な環境で4か月
間さらに培養した場合、微生物汚染容器数（汚染容器数／総容器数）は

風雨が掛かるベランダ ：②-6＝②-8 0/20＜④ 8/20 ＜①＝②-2＝③＝PPボトル瓶＝モルトン栓試験管 20/20
屋内の窓際 ：②-6＝②-8 0/20＜④ 1/20 ＜PPボトル瓶 3/20＜③＝モルトン栓試験管 5/20＜①7/20＜②-2 12/20
湿度95％以上の培養室 ：②-6＝②-8 0/20＜④ 2/20 ＜①＝②-2 ＝③＝PPボトル瓶＝モルトン栓試験管20/20
という結果でした（0.03mm・0.04mm厚袋も試験。ピンホール・外見ではわからないシールミスによると思われる汚染が
無くならなかったためデータ省略。株式会社シモジマ ヘイコーポリ シリーズを使用）。

① ② ③ ④

熱シールミス例
窓際で培養約3か月後：

微生物汚染はまだ生じていない

②の方法（熱シール封）において、0.06mm以上の厚さの軟質ポリエチレン袋を

使用した場合は、外見ではわからない熱シールミスおよびピンホールは事実上生じ

ず、風雨がかかる条件でも微生物の再汚染率は1/500以下になりました（90×
170mm、培地量30mL。2015年6月現在において、ヴィトロプランツが把握している
かぎり最も再汚染率が低くなる培養容器です）。結束封でも0.06mm以上の厚さの
軟質ポリエチレン袋を使用すれば大幅に汚染率が下がりました（データ略）。

ただし、0.02mmの軟質ポリエチレン袋と比較して、通気性が低くなるためカ
ーネーションなどではハイパーハイドリシティ（ヴィトリフィケーション）を起

こす確率が上がります。これは大きめの袋を使用することで回避できます。

薄い袋による1重封（①～③）は手軽ですが培養中の微生物の再侵入（ピンホ
ール、シールミス、結束不良）による汚染を無視できません。0.02mm厚のよう
な薄い袋容器しか使用できない場合でも④のように二重に封じれば、長期に（２

か月以上）培養する場合や微生物汚染が激しい条件で培養しても再汚染を少なく

することができます。

従来のマヨネーズ瓶、モルトン栓試験管、アルミフォイルで封じた三角フラス

コ等でも培養時の再汚染程度は①,③とほぼ同等、もしくはそれ以上です。
なお、上記と同じ培養室でも、この実験後、湿度50%以下に下げるとほとんど

微生物再汚染を生じなくなりました。その間に清掃などは行っていません。

熱シールできない場合は培養室の湿度を下げることが微生物再汚染防止に効果的

です。これは結露により、侵入口（結束部・蓋隙間）付近での微生物密度が高ま

るためと思われます。

・試験管などの比較的小型の容器を使用する場合は、置床後にⅠ塩素液を噴霧するよりも、置床前にⅠ

塩素液に浸漬してから置床するほうが結果が安定し、作業効率が上がる場合が多いように思われます。

熱シールミス例
ハウスで培養約２か月後：

シールミスのピンホールから侵入

灰線間が熱シール部
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胚軸切り出し→カルス

（ダイズ）

無菌播種
（レタス、シュンギク、ニンジン、

ダイコン、マリーゴールド、ヒュウガナツ）

立ち木枝→無菌増殖
（ベニカナメ、ヒラドツツジ、ヤクスギ）

ボトルフラワー事例

（ロベリア、ペチュニア、ナデシコ、ニチニチソウ、アゲラタム）

オートクレーブレス、クリーンベンチレス事例集（同一の組み合わせにおける同様の結果の保証はいたしません）

容器作成（50穴セルトレイ＋ポリエチレン袋）

温室内での培養事例

植物はハオルチア花茎。当該の同一温室内で全操作。
オートクレーブ、クリーンベンチ、清潔な培養棚の全てが不要

（具体的な培地種類、花茎齢、部位、品種などは守秘事項につき、

お問い合わせ頂いてもお答えできません）

培地貯蔵

（１～２月以内程度）

外植体置床

（置床後、塩素液噴霧して熱シール）

花茎除菌

花茎調整

花茎sirViP浸漬

eViP培地作成・分注

多芽体・カルス化 小植物再分化と順化苗育成

（各容器の蓋は開いたまま

すぐ使用可能）

鉢花茎→増殖
（コチョウラン）

熱シールミス以外の微生物汚染は非常に少ない

sirViP液浸漬

塩素液浸漬

糖濃度の影響（カーネーション）
←ハイパーハイドリシティ 正常→

左：eViP培地MSゲランガム1.4ショ糖20
右：eViP培地MSゲランガム1.4ショ糖40
培地量40mL
ヘイコーポリ 602、カップは2オンス

容器の大きさの影響（カーネーション）
←ハイパーハイドリシティ 正常→

eViP培地MSゲランガム1.4ショ糖40
培地量40mL
ヘイコーポリ（ポリエチレン袋）

601:0.06×70×100mm
602:0.06×80×120mm
604:0.06×90×170mm

ショ糖４％ショ糖２％601 602 604

通常温室内の栽培ベンチでの培養風景

紙コップでセルトレイを支え、積み重ねて培養


