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試料検査は、この説明書を良くお読みの上、実施して下さい。

大切なお知らせです

当検査キットは石油製品とその含有水分中の汚染源を対象に行う検査方法の一環としてのみ使用す
るものとします。

当検査キットはこゝに説明する方法あるいは ECHA マイクロバイオロジー社が認めた方法のいずれ
かに厳密に従って使用して下さい。

検査結果は採取した試料にのみ関わるものであって、必ずしもシステム内の他石油製品に及ぶもの
ではありません。試料採取の方法と検査結果の解釈の仕方については、その情報の入手が使用者
により別途行われるとしても、実際に正しい手順で遂行されるか否かの責任は使用者側にあって、
ECHA マイクロバイオロジー社に存在するものではありません。

当検査キットは産業上重大な影響をもたらす識別可能な微生物群を検出するために設計されていま
す。ただし、微生物学的な性質として、この検査方法により検出されない微生物の存在もあり得ます。

検査結果に基づき如何なる決定又は評価が形成もしくは採用される場合であっても、ECHA マイク
ロバイオロジー社としては何らの責任を負うものではありません。
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1.　マイクロブモニター 2検査の原理

　検査は揺変性栄養ゲル注 1  が入ったネジ・キャップ付きのボトルを使います。ゲルはバクテリア、イースト、

黴
かび

などの成育用です。石油の汚損原因となるあらゆる微生物を検出します。対象にはホルモコニス（旧名クラ

ドスポリウム）、アスペルギルス、カンジタ、シュードモナス等々の菌類が含まれます。試料を計量してゲル

に注入するためのプラスチック製ループとシリンジが付属しています。ゲルに試料を加え良く振って混ぜてか

ら、静かにゲルを寝かせて培養工程に移ります。試料中の微生物が繁殖し、視認可能な紫色をした群落（コロ

ニー）を形成します。形成されたコロニーの数を以て、すなわち試料中に存在する成育能力を持つ細菌数とし

て判定します（colony forming units= 群落形成単位＝ cfu)。コロニーの数は実際に数えるか、又は付属のキャ

リブレーション・チャートで判定します。検査量は（無菌計量ループを使って）0.01ml、もしくは（無菌シリ

ンジ使用で）0.1ml と 2ml の間とします。チャートに基づく細菌数のキャリブレーションと、判定に必要なら

ば実際の検査量に合わせて調整します。　　　

2.　航空燃料に使用の場合の方法

2.1　試料を目視で調べます。

　　 ＊試料中に遊離水分がない場合は、試料を良く振ります。

　　 ＊試料中に少しでも遊離水分が認められる場合は、試料を静かに揺すります。ただし、水と燃料が混ざり

　　　 合わないようご注意のこと。

　　　 更に、IATA では航空機のタンク・ドレンから試料として１リッターの燃料採取を勧めています。この

　　 ための１リッター用サンプル・ボトルをマイクロブモニター 2 に用意してあります。水と燃料の相（phase）

　　 が分離するよう工夫されていますので、検査に便利です。併せてお求め下さい（８頁の写真参照）。

2.2　  マイクロブモニター 2 ボトルのキャップを、プラスチック・シールを取り去ってから外します。そして、

　   清潔な所に置いて下さい。

2.3　  以下の説明に従って一定量の試料をマイクロブモニター 2 に加えます。

2.3.1   燃料相 (phase) の検査
　　   燃料の推奨検査量は 0.5ml で、これはリッター当り 2,000cfu から 2 × 107cfu 超のコロニー数が検査で

　　きる量です。検査感度を上げるため、燃料の検査量を増やすことができます。

　　【ご留意】   量を増やして検査すると、ゲルが次第に濁る場合があります。

　　 ＊シリンジ・パックをハンドルの下の方から開け、バレルの下の部分とノズルに触れないよう注意しなが

　　　 らシリンジを取り出します。

　　 ＊試料の中間部分にノズルを入れてシリンジの半分以上まで燃料を取り出します。

　　 ＊シリンジのピストンを押して空気を抜きながら、ピストンのカラーが 0.5ml 目盛りに来るまで余分の燃

　　　 料を排出します。

　　 ＊取り出した 0.5ml の燃料をマイクロブモニター 2 に移し、シリンジは廃棄処分します。

注 1.　振動を与えると液状化し、放置すると固形化する物質に微生物培養の栄養素を加えたゲル。
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2.3.2   航空機もしくは空港内タンクの燃料に関わる試料中の水分相検査
　　   水分の推奨検査量は 0.1ml で、これはミリリッター当り 10cfu から 105cfu 超のコロニー数が検出できる

　　量です。　

　　 ＊新しいシリンジ・パックを開けて、上述のようにシリンジを取り出します。

　　 ＊ピストンを少し引き、燃料を通して下の遊離水分相の中間にノズルを差し入れます。ピストンを押して

　　　 空気と燃料を排出します。

　　 ＊ピストンを引いて水分を取り込んだらシリンジを引き上げます。

　　 ＊ピストンのカラーが 0.1ml 目盛りに来るまで余分の水を排出します。

　　 ＊取り出した 0.1ml の水をマイクロブモニター 2 に移し、シリンジは廃棄処分します。

2.3.3　製油所もしくは輸送所内貯油タンク又は燃料貨物に関わる試料中の水分相検査
　　　水分の推奨検査量は 0.01ml で、これはミリリッター当り 100cfu から 106cfu 超のコロニー数が検出で

　　きる量です。

　　＊新しいシリンジで試料中の燃料下から水分を取り出し、別の無菌試料容器に移します。

　　＊ループ・パックをハンドル側から開けて、下の部分に触れないよう注意してループを取り出します。

　　＊ループを水に浸し、ループの輪が一杯になったら引き上げます。この方法以外に、シリンジを使い、試

　　　料 から水を取り出してループに移すこともできます。

　　＊マイクロブモニター 2 のゲルにループを差し入れ、回しながら試料をゲルに移し換えたら、ループを引

　　　きき上げて廃棄処分します。

2.4　マイクロブモニター 2 のボトルに蓋をして、付属のラベルをボトルの縁に沿って貼って下さい。

2.5　先ず、ボトルを叩いてゲルを砕きます。

2.6　次に、ボトルを 30 秒間ほど激しく振ると、ゲルが液状化します。

2.7　キャップとボトルの首部分にゲルがこびり付かないよう、直ぐにゲルを振り落として下さい。

2.8　続いて、ボトルを軽く叩きながら、幅広の面の一方を下にして、ゲルを平らな層（layer）にします。ボ

　  トルの四隅にゲルが均等に届いていることを確かめて下さい。

2.9　 ゲルを平らに保ったまゝ、28 〜 30℃の温度で培養します。毎日観察して４日待ちます。培養器がない場

　  合は、暗くて、風の通らない、25 〜 30℃の暖かい場所を選びます。温度が一晩でも 28℃より下がった場合、    

　   細菌の成育が遅れますので、この場合は、観察培養時間を６日から７日間に延ばします。

　　【ご留意】   検査中のマイクロブモニター 2 を直射光の下に放置しないこと。試料が分散した後は、ゲルを

　　　　　　　揺り動かさないこと。移動中、培養中あるいは検査中の全域に亘ってボトルは常に同じ水平位

　　　　　　　置を保つこと。

2.10　培養期間が過ぎたらマイクロブモニター 2 を調べて、紫色のコロニー数を数える（項目 2.10.1）か照合

　　判定（項目 2.10.2）します。この時、ボトルを白い背景の前に置けば見やすいでしょう。バクテリア、イー

　　スト、そして黴の区別は普通必要がなく、１コロニーごとに全ての微生物を含む、として数えます。燃料

　　汚損となる全ての微生物はマイクロブモニター 2 検査の培養温度 28 〜 30℃で成育し、バクテリアとイー

　　ストのコロニーは通常１日から２日で現れ、黴は２日から４日で（ぼんやりしたコロニーで）現れます。
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　　【ご留意】　少ない例ながら、燃料によっては、かすかに薄く斑
むら

のないピンク又はオレンジ色がゲル中に見

　　　　　　　られる場合がありますが、これはコロニーとして数えることも、照合判定することも必要あり

　　　　　　　ません。もし、試料中に非常に大量の微生物が存在する場合、個々のコロニーは識別されずゲ

　　　　　　　ル全体が紫色を呈します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2.10.1　コロニーの計算

　　　コロニーが数えられる時は、検査ゲル中に存在するコロニー数を正確に把握計算して下さい。ボトル中

　　あまねく全てのコロニーを数えます。拡大鏡を使うと見やすいでしょう。マジック・ペンなどでコロニー

　　の位置に印を付ければ数えやすい筈です。重要なのはコロニーのサイズではなく、その数です。運動型の

　　バクテリアの場合、急速に成育して、時にはゲルの中で筋状に形成する場合がありますが、これはそれぞ

　　れの筋を一つと数えます。ゲルの中の空気泡は無視します。必要なら、再度培養して現れたコロニーを数

　　えます。項目 2.11 で述べるように試料中の微生物の総数を数えます。

2.10.2　キャリブレーション・チャートを使ってのコロニー数の判定

　　　コロニー数が数えられないほど多い場合、６頁の判定チャートと照合して、検査ゲル中のコロニー数を

　　見積もります。燃料 0.5ml 又は 0.01ml の試料の量を検査した場合には、試料中の微生物数確定にチャー

　　ト使用が可能です。これとは異なる量の試料を検査した場合は、コロニーの見積もり数を以て、試料リッ

　　ター当り（次項数式１）又は同ミリリッター当り（次項数式２）の微生物数算定とします。

2.11　試料中の微生物数の見積もり

　　燃料検査の場合；

　　　0.5ml の燃料を検査した場合、計算又は照合判定したコロニー数を 2000 倍して、燃料リッター当りの

　　細菌数を cfu 単位で表します。規定の培養時間（項目 2.9 参照）経過後にコロニーがない場合、燃料リッ

　　ター当り 2000cfu 以下の細菌となります。これとは異なる量の燃料を検査の場合、次の計算を行います；

　　　　　〈数式１〉　　  数えたコロニー数

　　　　　　　　　　　  検査した量　（ml）　
× 1000  ＝ リッター当りの細菌 cfu　　

　　燃料中の水分検査；

　　　0.1ml の水分を検査した場合、数えた又は照合判定したコロニー数を 10 倍して、水分１ml 当りの細菌

　　数を cfu 単位で表します。規定の培養時間（項目 2.9 参照）経過後にコロニーがない場合、水分１ml 当り

　　10cfu 以下の細菌数となります。

　　　水分が 0.01ml（ループ一杯）の場合では、数えた又は照合判定したコロニー数を 100 倍します。規定

　　の培養時間（項目 2.9 参照）経過後にコロニーがない場合、水分１ml 当り 100cfu 以下の細菌となります。

　　これとは異なる量の水分を検査の場合、次の計算を行います。

　　　　　〈数式２〉　　  数えたコロニー数

　　　　　　　　　　　  検査した量　（ml）　
＝  ml 当りの細菌 cfu
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３．　他の燃料及びオイルそして表面の検査

3.1　  ガス・オイル、ディーゼル及び揮発性燃料の検査

　　　検査手順は航空燃料（項目 2）と同じですが、推奨の検査量は 0.25ml であり、これでリッター当り　　

　4000 から 4 × 107cfu を超すコロニー数が検出されます。量を増やしての燃料検査はお勧めしません。理由

　は、　燃料がゲル内に均等分散しないことと、やがてゲルに濁りが生じるからです。燃料 0.25ml を検査した

　場合、数えた又は照合判定したコロニー数を 4000 倍して、燃料１リッター当りの cfu を判定します。

3.2　   ガス・オイル、ディーゼル及びその他揮発性燃料（貯油槽又は廃液装置等）中の水分検査

　　検査手順は項目 2 に説明の通りです。項目 2.3.3 に説明の水分試料をループ一杯（0.01ml）加えます。

3.3　   潤滑油と油圧装置用オイルの検査

　　　航空燃料のための検査手順（項目 2）に従って実施します。たゞし、項目 2.3 と異なる点は、0.01ml　

　　のオイルを加えることで、手順は次の通りです。

　　＊ループ・パックをハンドル側から開けてループを、その下の部分に触れないよう注意しながら取り出し

　　　ます。

　　＊ループを試料に浸し、そして引き上げます。余分なオイルは除くことができますが、ループ自体にはしっ

　　　かり付いていることを確認して下さい。

　　＊ループをゲルに入れて、回しながら試料を移します。ループを引き上げ処分します。

　　　これで、ml 当り 100cfu から 106cfu 超のコロニーが検出されます。オイル量が 0.01ml を超すと、検査

　　　用のゲル中への分散が適切に行われません。0.01ml を検査した場合は、数えた又は照合判定したコロニー

　　　数を 100 倍して、オイル 1ml 当りの細菌数を cfu 単位で求めます。規定の培養時間後にコロニーがない

　　　場合、オイル 1ml 当りのコロニーは 100cfu に満たないことを示します。

3.4　   表面検査

　　　無菌の綿棒（ECHA マイクロバイオロジー社から入手可）で検査対象の表面を擦ります。ハンドルを指

　　の間で回して、綿棒全体を表面に接触させます。綿棒の綿の部分と綿から 80mm 以内の軸部分には触ら

　　ないこと。マイクロブモニター 2 のゲルに綿棒を突き込んで 15 秒間ほど勢い良く振り動かしてから抽き

　　出し、廃棄処分します。検査ボトルを振り動かし、そして項目 2.4 から 2.10 と同じ手順で進めます。そこ

　　で、数えられた又は照合判定したコロニー数が、即ち綿棒で拭き取った場所から採取された cfu 数という

　　ことになります。

4.　　 使用後の処分

　　　使用済みのマイクロブモニター 2 は強い殺菌剤溶液に浸して（開放でよい）、一晩経ってから通常の方 

　　法で廃棄処分します。

5.　　 貯蔵と保存期間

MicrobMonitor2

-  6 -



　　　マイクロブモニター 2 の製造バッチごとに有効期限が記されて居り（製造日からほゞ１年）、（22℃以下

　　の）涼しくて、暗い場所での保存を条件とします。（２〜８℃での）冷蔵保存ならば、少なくとも更に１

　　年の延長ができるでしょう。目立った変色と乾燥が見受けられなければ、この期間後も使用可能です。冷

　　凍は避けて下さい。

6.　　 助言と技術サーヴィス

　　　試料採取と検査、そしてオイル装置に関し、より詳しい情報をウェブサイト で提供していますので、　

　　お訪ね下さい。www.microbmonitor.com

　　　マイクロブモニター 2 は ECHA マイクロバイオロジー社により製造され、万全の技術態勢を以て同製

　　品の使用支援がなされます。尚、ECHA は総合的な試験検査設備を持ち、専門的な助言だけではなく、　

　　現場に於ける付添い支援も行います。微生物の問題に関する講習も用意しています。（資料用ボトル、綿棒、

　　培養器等の）用具が ECHA から入手できます。この他にも、硫酸還元細菌（Sig 硫化物検査）検出用、叉

　　殺菌剤（殺菌剤結晶束検査）分析用の検査キットも用意しています。

　　　日常に於ける検査又は調査を実施するに当って役立つであろう内容のコメントを次に掲げます。

　　燃　料：　微生物による燃料汚染をどの程度まで許容し得るのかについては、一致した意見や標準があり

　　ません。航空燃料にはディーゼルや暖房用燃料に対してよりも厳しい基準が適用されているのが普通です。

　　叉、長期に亘り貯蔵するための燃料についても同様に厳しい基準が適用されます。タンクの底層やドレン

　　からの試料は重要です。通常これらはタンクのバルク部分より大きく汚染されています。もしこのような

　　試料から高い数値が出た場合、装置からもっと多くの試料を採取検査する慎重さが求められます。貯蔵タ

　　ンク内の燃料には、その様々な層あるいは叉出荷初期及び最終出荷段階での試料をそれぞれ検査すること

　　が推奨されます。フィルターの上下流共に、そこからの試料は（特にエアーフィールドに於て）おろそか

　　にはできません。航空機に於ては航空機メンテナンス・マニュアルに記載のように燃料タンク・ドレンか

　　らの試料を検査します。IATA 刊行の指導要領書 2002 年版に、航空機のための試料採取の方法と頻度及び

　　警告、そしてリッター当り 4000cfu 以下を無視してもよいコロニー数とした実行上限値が提案されていま

　　す。結果内容に信頼性と有用性を与えるための再検査による確認が推奨されています。類似の試料による

　　継続検査の回数を増やすことは意義あることと考えられます。

　　燃料又はオイルに関わる水分：　微生物は水分相で繁殖するため、一般的に水分の上層にある燃料又はオ

　　イル中よりも水分中に於ける方がはるかに微生物の数が大きくなります。従って、燃料又はオイル相と水

　　分相とでは異なる基準を当てなければなりません。もし、貯蔵タンク内の燃料／オイルに関わる水分に　

　　105cfu 以上のコロニーがあるならば、微生物の繁殖が始まっている可能性があり、特にコロニーの様子と

　　その成長の度合いから黴やイースト菌の存在が認められる場合に於ては、可能性大となりましょう。シス

　　テム内の汚染の拡がりを知るために、更に多くの燃料と水の試料検査を行わなければなりません。マイク
　　ロブモニター 2 検査で高い汚染度が見付かった場合は、慎重を期して貯蔵タンク内の水に腐食性の硫酸還

　　元バクテリア（SRB) の存在有無を検査することが求められます。SRB はシグ硫化物検査と呼ばれる別の検

　　査キットで検出できるでしょう。航空機の燃料タンク内の水分は燃料貯蔵タンク内の水分よりクリーンで

　　なければなりません。IATA の提唱は 1000cfu ／ ml が上限です。

　　オイル：　オイルに 104cfu ／ ml 以上のコロニーがあれば、微生物繁殖が始まっている可能性があります。
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MicrobMonitor2

　　　マイクロブモニター 2
１リッター用特殊サンプル・ボトル
　　　　　　　 （別売り）

　ポリエチレン（polyethylene）製容器に
　フッ素系シールを用い、いずれも耐油性。

　　システムのあらゆる部分（サンプ・ボトム、ヘッダー・タンク、浄化装置又はフィルターの前後等）から

　　試料を採取して検査します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー　本文以上　ー
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航空機の燃料タンクに及ぼす微生物汚染
の検査に用いるサンプル・ボトルです。

IATA 勧告では、水分検出の可能性を最大
にするため、少なくとも１リッターの試
料採取を求めています。

燃料と水分の混じった試料をボトル内で、
それぞれに分離ができるよう考案されて
いますので、検査続行に便利です。

使用方法概略：

1.　先ず、試料採取口の弁と集水器具をアルコール殺菌したティシューで拭きます。アルコール分が飛ぶまで待って
　下さい。
2.　白色キャップを締め、赤色キャップは外して、内側を上向きにしてきれいな所に置きます。 
3.　きれいにした集水器具で試料採取口の弁を開け、試料をボトルに直接満たします。 赤色キャップを嵌めます。
4.　水滴がボトルの底に治まってから、白色キャップを緩めます。
5.　底に水がある場合は、ボトルを白色キャップ側に傾け、ボトルの腹を指で圧して水をセパレーション・チャンバー    
　へ移します。
6.　セパレーション・チャンバー内が満杯、あるいは水分相が分離したら、手を緩めます。燃料がサイド・アームに
　移行し始めたら、水分相が分離したことを示しますので、容易に見分けが付くでしょう。
7.　これで、セパレーション・チャンバー内から水の採取が簡単に行え、マイクロブモニター 2 での検査に移ります。
　燃料相の検査を行うには、赤色キャップを外して燃料を採り出します。必要なら、ボトルを赤色キャップ側へ傾け
　ても構いません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー　以上　ー

（原文による元資料中、以下は別扱いとなって居りますが、便宜上ここに採録致しました。ご諒承下さい。）



マイクロブモニター 2クイック・ガイド
MicrobMonitor2

プラスチック・シールを取り除いてボトルの蓋
を開け、きれいな所に置きます。量の分かって
いる試料をマイクロブモニター 2 に移し、再び
蓋をします。（量については本文参照。）

ボトルを軽く叩いてゲルの固まりを崩します。

ボトルを 30 秒間ほど激しく揺すります。

ボトルの底にゲルを振り集めます。

ボトルを軽く叩きながらゲルを平らにする。ボ
トルを 28 〜 30℃の温度で暗い所に４日間置き
ます。（培養温度と培養時間については本文参
照。）毎日観察のこと。ゲルを揺り動かさない
よう。

結果の調査は、ボトルを明るい光にかざし、赤
紫色のコロニーを数えます。サイン・ペンでコ
ロニーの場所をボトルに印します。必要な場合、
更に４日間培養して調べます（下記注参照）。
新しいコロニーに印しを付けて前回分に加算し
ます。コロニー数が数え切れないほど多い場合
は、キャリブレーション・チャートによって比
較判定します。

マイクロブモニター 2 を開放のまゝ強い殺菌剤
溶液に一晩浸してから通常の方法で廃棄処分し
ます。

【注】　＊ゲル全体が淡いピンク色に染まった場合は、燃料への

　　　　添加剤が原因なので、無視してよい。＊ゲル内気泡は

　　　　無視してよい。＊培養中、ゲルを乱さないよう、叉、

　　　　ボトルを常に水平に保ってゲルの横滑りを防ぐこと。

　　　＊規定の温度範囲が取れず、より低い温度での培養では、

　　　　結果の表れ方が遅いので時間を掛ける。
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マイクロブモニター 2キャリブレーション・チャート

MicrobMonitor2

ゲル培養後の状況
コロニー (cfu) 数
（目視計算又は

  比較判定）

検査量
（シリンジ又は

　ループの採取別）
試料の汚染度

な　し

0.5ml 燃料
（シリンジ）

リッター当り
2,000cfu 以下

0.25ml 燃料
（シリンジ）

リッター当り
4,000cfu 以下

0.1ml 水分
（シリンジ）

ミリリッター当り
10cfu 以下

0.01ml 水分又はオイル
（ループ）

ミリリッター当り
100cfu 以下

10 コロニー数

（目視計算）

0.5ml 燃料
（シリンジ）

リッター当り
2 × 104cfu

0.25ml 燃料
（シリンジ）

リッター当り
4 × 104cfu

0.1ml 水分
（シリンジ）

ミリリッター当り
102cfu

0.01ml 水分又はオイル
（ループ）

ミリリッター当り
103cfu

100 コロニー数

（目視計算）

0.5ml 燃料
（シリンジ）

リッター当り
2 × 105cfu

0.25ml 燃料
（シリンジ）

リッター当り
4 × 105cfu

0.1ml 水分
（シリンジ）

ミリリッター当り
103cfu

0.01ml 水分又はオイル
（ループ）

ミリリッター当り
104cfu

約 1,000 コロニー数

（比較判定）

0.5ml 燃料
（シリンジ）

リッター当り
2 × 106cfu

0.25ml 燃料
（シリンジ）

リッター当り
4 × 106cfu

0.1ml 水分
（シリンジ）

ミリリッター当り
104cfu

0.01ml 水分又はオイル
（ループ）

ミリリッター当り
105cfu

約 10.000 コロニー数

（比較判定）

0.5ml 燃料
（シリンジ）

リッター当り
2 × 107cfu 以上

0.25ml 燃料
（シリンジ）

リッター当り
4 × 107cfu 以上

0.1ml 水分
（シリンジ）

ミリリッター当り
105cfu 以上

0.01ml 水分又はオイル
（ループ）

ミリリッター当り
106cfu 以上
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