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　　　　　　　　　　　　　　はじめに

　通常、マイクロブモニター 2 による検査で、試料中の微生物汚染はその程度がはっきりと視

覚的に見て取れるものです。検査に於ける微生物コロニー（群落）の数は容易に数えることが

可能であり、もし数え切れないほど多い場合も、関連するそれぞれの説明書中の図表で判断が

できます。しかし、時としてはマイクロブモニター検査中の微生物繁殖が異常な様相を示す場

合や、色調の干渉などということもあり得るでしょう。本書では、このような通常にない状態

の結果をどう判断するかについて説明致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ECHA マイクロバイオロジー社



微生物コロニーの典型的な様相

　マイクロブモニター 2 検査に於ける微生物の成育は、図１のような紫色の斑点（＝コロニー＝群落）で現れ

ます。通常、代表的なものでは円形ですが、ギザギザになっているものもあります。異なる種類の微生物はマ
イクロブモニター 2 のゲル中での成育速度がそれぞれ異なり、このため斑点の大きさも一様ではありません。

このコロニーの大きさは汚染の程度を云々する

上では重要ではありません。経験を積めば、黴
かび

のコロニーか、それともイースト菌やバクテリ

アで形成されたコロニーなのかは識別可能とな

るでしょう。黴の場合、その成長はよりゆっく

りなのですが、結果的には大きな規模のコロニ

ーに育ち、その表面が白色、灰色、緑色又は褐

色の粉状あるいは綿毛状を呈します。バクテリ

アとイーストでは、もっと短時間に、通常１日

から２日で育ち、大抵はコロニーの大きさが、

たとえ培養時間を延長したとしても、数ミリ以

上にはなりません。

　一般に、検査に於けるコロニーの発現数が多

ければ多いほど、その大きさは小ぶりになりま

す。汚染の程度がかなりひどい場合、ボトルの中のゲルが全体に紫色に見えるほどに、無数の小さなコロニー

で満たされてしまいます。このような重篤な繁殖の場合、色相の干渉によるものとの区別が難しくなります。

色相の干渉

　色相の干渉は次の事由で発生します：

　☆ある種の「運動性」バクテリアの典型的な成長によるもので、ゲルの中で筋
すじ

状又は斑
まだら

状に急速に広がる。

　☆燃料の抗酸化剤がゲル中で成長指標と部分的に反応して黄色味を帯びた赤、明るい赤、淡い紅色又は赤味

　　がかった黄色などを呈する干渉。

　☆検査中のボトルを明るい光に晒すことによる干渉で、ゲルが淡紅色を呈し、時としてボトルの角により強

　　い発色が見られる。

　☆未使用のまま長期間保管した検査ボトルに暗さが生じる場合で、検査結果が明るい褐色か濃い紅色気味に

　　なる。

　これら色相上の干渉による場合と微生物の成長による場合とを識別する鍵としては、何
い つ

時どれ位の早さで発

色があり、そしてその濃さはどうか、を診ることにあります。微生物成育は常に紫か暗赤色を示し、それ以外

の発色は、おそらく色相干渉によるものでしょう。検査ゲルに試料を加えてから数時間の内に現れる色は、お

そらく微生物によるものではありません。発色の斑
むら

は、多分運動性バクテリアの拡散によるものでしょう。

　色の干渉に区分けされる、と考えられるタイプの個々について、より詳しく以下に扱います。結果の判定と

問題回避についての提案を含みます。
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図 1.　マイクロブモニター 2 検査：　
　　　微生物コロニーの典型的な様相を示す検査結果
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培養後の検査で、ゲル中に赤又は紫色の縞模様又は斑点が現れた。
どう判断したらよいか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解　説：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ある種のバクテリアは非常に運動性が高く、検査

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲルの中を泳いで、紫又は赤色の大きな斑
まだら

模様か縞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　模様を呈します。斑模様はしばしば色付きにムラが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あります。通常、問題が起るのは、水分試料又は遊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　離水分を検査する場合のみです。

図２.　マイクロブモニター 2 検査：　
　　　　微生物コロニーの拡散を示す検査結果

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拡散コロニー（斑点）を発現した検査判定：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆斑点が拡散する前に、１日か２日経ってから観

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　察してみる。フェルト・ペンなどで印を付けな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がらコロニーを数える。もう１度（4 日目など

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に）観察して斑点が広がっていた、としたら、

これは無視して新しい通常のコロニーだけを数えて総数に加えます。下に掲げた図３は、燃料と水をそれぞれ

別途に検査ボトルで数日に亘って連続培養した例で、4 日目までに拡散コロニー（斑点）が拡大展開していま

すが、これは無視してもよいでしょう。

図３.　マイクロブモニター 2 検査：　時間と共に拡散コロニーの展開を示す検査例

燃料タンクの底部水分検査

航空燃料検査

培養２日 培養４日

培養２日

前述の拡散コロニーが他の
コロニーを覆い隠し始めて
数の勘定識別困難。

可算コロニー数 10 ヶ（丸囲
い）。

コロニーが育ち、内１つが
拡散を始めている。コロニ
ー総数は依然として 10 ヶ。

培養４日 培養６日



　☆斑点が拡散する前に、検査結果の観察ができなかったと

　　しても、それでもしばしば斑点を通しての識別により、

　　いつものように通常のコロニーを数えることは可能です

　　（図４参照）。斑点の色が通常のコロニーより薄く、周囲

　　との識別は困難ですが、各斑点を１コロニーとして数え、

　　通常のコロニー総数に加えます。もし、斑点がどこから

　　始まってどこで終るのか判断しずらい場合は、その斑点

　　もしくは筋模様を１つと記録して、通常のコロニー数に

　　加えます。

　☆もし斑点を通しての通常コロニーの識別勘定ができない

　　場合は、影響を受けてない部分のゲルだけを数え、その

　　数に独自の係数を掛けて最終結果とします（例えば、ゲ

　　ル部分を半分まで数えて、それを２倍）。
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図４.　マイクロブモニター 2 検査：　
　　　 拡散コロニーを通して見える
　　　 通常コロニー

　☆判定チャートを使って総コロニー数を算定するならば、斑点は無視して通常コロニーの数だけを勘定に入

　　れます。即ち、必要に応じて斑点のないゲルの部分に基づくものと、はっきり分かるコロニーのみを勘定

　　に入れます。

　☆もし、上述のいずれの方法も取れない場合は、以下に述べる予防策を取りつつ、再検査も必要でしょう。又、

　　いつもとは異なる検査結果の時、その写真を下記宛に送って頂ければ、私どもで判定を試みます：

　　　　　　　　　　　　　　　support@microbmonitor.com

拡散コロニー問題の回避

　☆燃料の検査に当っては、試料の底に水がすっかり沈静するのを待って燃料を取り出します。燃料と水を含

　　む燃料系試料については、その検査手順を標準化するようお薦めします。試料を上下逆さまにする動作を

　　３回繰り返してから、数秒ほど（理想としては、試料中で燃料の高さ１cm 当り２分）掛けて、水を完全

　　に沈静させます。（航空燃料は 0.5ml、他の燃料では 0.25ml の）検査試料を、燃料相の半分下部分から取

　　り出します。境界面に見える微粒物、水滴もしくは乳濁状物質は避けること。水分相、又は境界面につい

　　ては、必要ならば別途に検査します（量は 0.01ml を推奨）。

　☆水の検査の場合は、拡散バクテリアに遭遇する機会を減らすことができますので、備品のループ・ディス

　　ペンサー（環状の添加器具）を使って、わずか 0.01ml の水を調べることで個々のコロニーを見分けるこ

　　とができるまでになります。

　☆培養器で温度を一定に保ってゲルの凝結をできるだけ避けるようにします。

　☆試料を加えてからは、検査ボトルを常に揺すって下さい。揺すりが適切でないと、成育が進み過ぎて、ゲ

　　ル全体が赤又は紫色に染まり、目視検査にとって不完全な状態となります。ゲルが良く揺すられないで、

　　固まり状になっている場合は、筋状又は斑状の模様ができて、判断がより難しくなります。ゲルに固まり

　　ができてないことを常に確認し、その上で 30 秒間試料と一緒に揺り動かして下さい。

　　（巻末付録の「検査ゲルの固まりほぐしとボトルの振り回し」の項を参照下さい。　注：原文の資料では、

　　　当内容を独立して扱って居りますが、こゝに編集収録しました。ご諒承下さい。　株式会社マクドナルド商会）



検査でピンク色、又は赤の強いオレンジ色がゲル全体に広がった。
　　　　　　　　　　　　　　　これは細菌の繁殖を意味するのか？
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解　説：
　燃料や潤滑油、特に有機成分で構成されたものには、安定

性向上のため酸化防止剤がしばしば添加されています。この

添加剤に細菌の成育状況を示すマイクロブモニターの染料が

化学反応を起して淡いピンク色、もしくは赤がかったオレン

ジ色を呈するのです。燃料中のある種の殺菌剤は酸化防止剤

との色相干渉を促進することがあります。この干渉は B100

燃料脚注＊又は非常に高濃度（10％以上）の FAME 脚注＊＊を含

む自動車燃料の検査に於いて顕著な現象となっています。

図５.　マイクロブモニター 2 検査：　
　　　 B100 燃料中の酸化防止剤による
　　　 色相干渉を示す例

　この色相干渉は、通常 24 時間内に発現し、何日も掛けて次第に濃くなって行きます。たヾし、通常の培養

期間で行う検査結果の判定に支障を来すほどには色の進展はありません。色相干渉は試料に由来する細菌の成

育に影響はありませんが、その成育を識別することが、特に経験の浅いご使用者にとっては難しくなります。

数えられるコロニーが広がっている場合、深い赤又は紫色で、背景の色とは通常簡単に識別可能です。併しな

がら、ゲル全体がピンク、赤、オレンジあるいは紫に変色している場合、細菌汚染が強いのか、それとも色相

の干渉によるものなのかは、決定困難となります。

　検査ボトルを光線に曝しておくと、やはり同じような色相の干渉が発生します。昼間の普通の明るさの中に

曝された場合、24 時間内にはこの色相の干渉が起りますが、非常に明るい光（陽の当る窓際など）では、１

時間内に変色が始ります。検査結果の読み取りを普通の状態の明るさの下で行う分には色への影響はありませ

んが、培養自体は常に暗い中で行って下さい。

培養後に変色のある検査結果の判断

注＊ B100：100％バイオディーゼル
　＊＊ FAME：Fatty Acid Methyl Ester ＝脂肪酸メチルエステル

　☆通常、甚大な汚染（10,000 又はより多くのコロニー）によるものと色相の干渉によるものとでは、、色調

　　の違いによって区別が付くものです。均一で淡いピンク又はオレンジ色に見えるのは恐らく微生物の成

　　育によるものではないので無視します（図６左側の陰性反応参照）。

図６.　マイクロブモニター 2 検査：　色相干渉を示す例（微生物成育を伴うものと伴わない場合）

結果は陰性（背景は均一な色相
を示している。無視して良い。）

結果は陽性（コロニーが識別可能で、数えることもできる。背景
色は無視。）
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　☆通常の濃い赤色か紫色のコロニーが背景色の前に見えたら、

　　背景色を無視してコロニーを通常通り数えます（前頁図６右側欄参照）。

　☆赤又は紫の均一な色相はコロニー数 10,000 又はそれ以上と判定（図７の左側欄）。

　☆濃いピンク又はオレンジ色の場合は、斑点状のシミの有無を仔細に調べて下さい（図７の右側欄）。もし、

　　認められたら、恐らくそれは極めて微細な汚染（10,000、又はそれ以上）の細菌コロニー数でしょう。もし、

　　見え方が均一で斑点状でないならば、多分強度の色相干渉のためと考えられます。

図７.　マイクロブモニター 2 検査：　微生物の甚大な繁殖を示す例

甚大な微生物繁殖により紫色を呈している
（コロニー数 10,000 ヶ又はそれ以上）。

オレンジ色を呈している例で、ぼつぼつのように
見えるのは、やはり甚大な微生物繁殖のため（コ
ロニー数 10,000 ヶ又はそれ以上）で、色相の干渉
はない。

　☆通常、この段階で濃いピンク、赤又は紫色が示されるのは、甚大な汚染によるものであって、色相の干渉

　　が濃い色となって現れるのは、試料添加後何日も経過してからが一般的であるからです。推奨する最大培

　　養時間（28 〜 30℃で４日間又はこの温度での７日間）を超えての検査結果は採用しません。

　☆微生物培養の扱いに慣れた使用者ならば、実施した検査で色相は示すが、コロニーがはっきりしない場合

　　でも、それが背景の干渉によるものか、それとも微生物の成育によるものかは、簡単に見分けられるでしょ

　　う。最初の検査ボトル内で微生物の繁殖があると、次の新しいボトルにこの菌が移って繁殖し、濃い赤又

　　は紫色を呈します（コロニー数 10,000 又は以上）。この裏付け検査を行って色相の変化が無ければ、初め

　　の検査結果が陰性であった、ということなのです。（註：微生物培養を開放で取り扱う場合、適切な訓練

　　の上で行い、培養前後には常に手洗い励行とします。）

　☆しみだらけに見えるのは拡散バクテリアの繁殖によるものでしょう（頁４参照）。

　☆上述の内容を考慮してもなお、検査結果が甚大な汚染によるものか、それとも色相の干渉によるものかの

　　見分けが付けられない場合は、次に述べる予防回避策を講じて検査をし直す必要があるでしょう。異常な

　　検査結果の写真を送って頂ければ、私どもで判断を試みるべく最善を尽くします。

色相干渉の問題回避

　☆もし可能ならば、干渉問題の存在が知られている試料については、その試料を少量検査してみます。例え

　　ば、燃料は 0.25ml の代りに 0.1ml、オイルでは 0.1ml でなく 0.01ml など。こうすることで、背景色の影

　　響を小さくすることができます。判定チャート上の線条と比べて検査結果の判定をします。これは検出能

　　力を弱める結果となることを心に留めて置くべきですが、それでも初めの色相が重篤な汚染によるもので

　　あったならば、問題ではありません。この最小限検出可能な量での検査であっても、同じ対象の試料に数

　　回の検査を実施して、それぞれのコロニー数を合計することで、精度の向上が図れます。
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　☆推奨する培養時間を超えての検査は無効です。

　☆取扱いと判定検査時を除いて、培養は暗い場所で行うこと。

検査を行う前のゲルが、すでにピンク、赤茶色あるいは褐色を呈している場合、
これを検査に使用できるのか？

図８.　マイクロブモニター 2 検査：　　　　 
　　　  （期限切れの長期保管で）   　　  　　   
　　　　　   経時変化による色変りの例

解　説：
　マイクロブモニター 2 に使用されている成分

には天然由来のものも含まれ、これが僅かに変

動することにより、製品の色も僅かながら影響

を受けるからです。たヾし、これは正常な状態

であって、検査機能への影響はありません。製

品としての保管期間を超えた場合、特に冷蔵し

なかった場合、ゲルの色がやゝ濃くなるのは普

通のことです。保管期間の終りに近い検査では

明るい茶色もしくは濃い目のピンク色がゲルの

中に見えます。改めて検査し直しても僅かにピ

ンク色です。これら一連の検査結果は有効です。

マイクロブモニター 2 のゲルは、光、特に太陽の

直射光に対し非常に敏感です。

変色したゲル検査での有効性の判断

　☆使用者が微生物繁殖を背景色から見分けることができれば検査は有効です。

図９.　マイクロブモニター 2 検査：　 経年による濃色への変化例

A と B は製造時に於ける通常の色相変動を示す。 C は保管期間終了へ
　向けての典型的な
　色相を示す。

D は保管期間経過
　２年後の検査を示す。

検　査　有　効 検　査　無　効

　☆図９に於いて、A、B 及び C の検査は有効です。背景色は無視して正常として扱います。

　☆検査結果が D に示されるような状態ならば、その検査の利用は推奨しかねます。理由は、微生物コロニー



MicrobMonitor2

-  ９ -

　　を見分けることが難しいからです（この検査の場合、実際はまだ微生物が成育を続けて

　　いるのかも知れませんが）。

　☆もし、検査が D のように見えて、なおかつ保管期間１年内である場合は、私ども宛にご連絡下さい。　

　 　（support@microbmonitor.com）。（註：私どもでは、お客様での保管温度については確認できませんので、

　　保管期間のみ１年の保証と致します。）

図 10.　マイクロブモニター 2 検査：　 露光による変色例

E は強い直射日光に５分間当てた場合で、
　変色が、特にコーナー部分に生じ始め
　ている。

F は強い直射日光に２時間曝した場合。

検　査　有　効 検　査　無　効

使用前の変色問題を回避

　☆涼しくて暗い場所で保管する。

　☆保管中、検査ボトルを光線に曝さない。

　☆保管中、そして可能の限り移送中にも検査ボトルの温度を上げない。

　☆検査ボトルの冷蔵保存によって保管期間を１年延長可。

　☆たとえ、どんなに短時間であっても直射日光の下で検査ボトルを箱の外に出したまゝにしない。
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検査ゲルの固まりほぐしとボトルの振り回し

☆ボトルを先ず手の平に数回当ててゲルの固まりをほぐし、そして（30 秒ほどは）十分

　に振ります。

☆瓶などの大き目のゴム製の蓋を手の平の代りに使う方法も良いでしょう（下図参照）。

☆ボトルを 30℃ほどに暖めてから振ると、ゲルがなじみ易くなります。

〈付録〉

　ゲルがでこぼこ状態のままで培養されると、まだら状の検査結果になり、目視判断が

難しくなりますので、「ゲルの固まりほぐしとボトルの振り回し」は重要な作業です。



MicrobMonitor2

- 11 -

自由メモ
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