
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ はじめに-緩速ろ過池と湧水池 

 緩速ろ過池は，原水を上から下方向へ流す（下向流）間に砂層

表面に生息する生物群集の浄化力を利用して飲み水を作る施設で

ある。土木構造物こそレンガや石，コンクリートで作られているが，

水質浄化の仕組みは生物群集が担っている。自然界では、湧水池が

水の流れる向きが下から上方向へ溢れる（上向流）点が違うだけで，

緩速ろ過池と良く似た仕組みを持っている。湧水池（図１）の水が

おいしいように，緩速ろ過池の水も自然のおいしさを備えているの

も当然であると思われる１）。とりわけ，細菌から微小動物まで浄化

に寄与する生物群集が栄養源を使い切り，かつ動物が排泄したとし

ても消化酵素を含む糞塊２）であるため衛生上の障害もない。むしろ

緩速ろ過の過程では，大腸菌群（特に、糞便性大腸菌群）も系内か

ら速やかに駆除されていくことが，実験的にも予想されている３）。 

 本研究では，前報２）で採用した紫外線照射によって表在型と内在

型の細菌群集を分別する手法を用い，緩速ろ過池の砂層表面に生息

するユスリカ幼虫の消化管から腸内細菌を分画し，純粋分離菌株を

得た後，発酵型の糖代謝を営むグループに対して市販の同定キット

を用いて消化管フローラを構成する細菌相を調べた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 自然の湧水池（長野県軽井沢町、竹内撮影） 

緩速ろ過池の砂層に生息するユスリカ幼虫の 

消化管フローラ 

 環境都市工学分野 竹内準一，大崎直生 

Gut Flora of Midge (Chironomidae) Larvae 

  in Slow Sand Filter Beds 

(Faculty of Civil and Environmental Engineering)    Juni TAKEUCHI 

Naoki OSAKI 

Abstract 

Aerobic heterotrophic bacteria are isolated from the gut contents of midge larvae origin 

inhabiting the surface layer of the beds of slow sand filters (Hirabara works, Kure, Hiroshima). 

The isolates were divided into fermentative and non-fermentative groups using a differentiation 

medium (the OF basal medium, Eiken, Tokyo).  Each group was identified by commercially 

available identification kits (Nissui, Tokyo); the EB-20 for the former and the NF-18 for the 

latter, respectively.  The Enterobacteriaceae, Serratia and Vibrio groups were frequently 

identified from the gut flora as the fermentative members, while the Acinetobacter group was 

also found as the non-fermentative member.  However, some of the isolates from a young larva 

eventually failed to be identified by the kits for clinically diagnostic purposes, probably due to 

the technical limitation based on the less data collection of naturally-occurring bacteria. 

 

 

 

Key Words :  gut flora,  Enterobacteriaceae   Serratia，  Vibrio,    OF test,     ID test 

腸内細菌，    腸内細菌科，      霊菌，    ビブリオ    OF テスト   同定キット 

 

写真奥の池で湧水が湧き出ており、手前方向へ流れている。 

水面を覆っている藻類は、メロシラ（Melosira）と呼ばれる

糸状珪藻で、緩速ろ過池で典型的に出現する藻類である。 

（撮影箇所は、軽井沢町・セゾン美術館・裏手の湧水池） 
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２ 材料と方法 

 

２．１ 調査場所（平原浄水場） 

調査フィールドとしたのは，呉市水道局が所轄する平原浄水場

で、下記のように３池構成で鋤き取り作業を行いながら運転されて

いる（図２）。しかし，数年後には同施設が閉鎖されることが確定

しているため極力，フィールド調査を行っておくことにした。 

図２ 平原浄水場の空中写真 

 

２．２ 研究方法 

（１）試料採取 

 緩速ろ過池の砂層表面から生物膜を採取する方法は通常，定期的

なメンテナンス時にろ過池から水を抜き，砂層の汚砂を薄く鋤き取

り（掻き取りとも言う）する際に，砂面に降りて直接，採取するの

が普通であるが，今回は湛水している状態のままで自家製の採取用

具（図３）を用いて、砂層表面を穏やかに掻き取るように生物膜を

砂ごと採取し、冷蔵したまま試料を実験室へ持ち帰った。 

 図３ 生物膜採取用具（中本信忠・信州大学名誉教授，製作） 

 

（２）試料調製 

 汲み置き水道水（一夜放置して，消毒用塩素を揮散させた脱塩水

道水）を用いて試料の一部をバットの中で希釈すると，ユスリカの

幼虫が泳ぎ出すので、肉眼で虫体を破損しない微生物ピンセットで

摘み出す（図４）。泳ぎ出したユスリカ幼虫（３～５令幼虫）は実

体顕微鏡（レイマー，大阪）で消化管内容物が詰まっていることを

確認し，１匹ずつピンセットでソーティングし，さらにピペットで

吸い上げながら，滅菌水道水中で繰り返し洗浄した。 

 図４ 微生物ピンセット（離合社製）でのソーティング作業 

 

（３）表在菌と内在菌の分別および虫体の磨り潰し 

 虫体数匹を石英ガラス製の三角フラスコへ入れ，スターラーで撹

拌しながら約５分間，紫外線殺菌灯から約 60cm離した位置で紫外

線を照射した（図５）。 

図５ 撹拌しながら紫外線を照射 

 

     

 

 

 

 

 

 図６ 表面滅菌したユスリカ幼虫の粉砕作業 
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 紫外線照射後の虫体を取り出し，エッペンドルフ・チューブ

（1.5mL）へ移し，ハンディーミキサー（ケニス社，大阪）で虫体

を丸ごと試料がほぼ均質になるまで粉砕し（図６），ユスリカに内

在する消化管内の細菌群集の分離用原液とした。なお，今回は３令

幼虫及び５令幼虫を調査の対象とし，結果は別々に集計した。 

 

（４）好気性従属栄養細菌の培養 

 消化管内容物の粉砕試料（３令および５令幼虫）を適宜，10 倍

希釈してR2A寒天培地（ダイゴ，大日本製薬，東京）平板に塗抹し，

室温で２週間ほど培養した。 

 

（５）細菌の純粋分離およびＯＦスクリーニング 

 上記の R2A 寒天培地上に形成された単独コロニーを滅菌白金耳

で各試料からランダムに釣菌し，オートクレーブしたＰＹ（ペプト

ン-酵母エキス）寒天平板へ画線して室温で１週間以上，培養した。 

 純粋分離した菌株は，ＳＣＤ（ダイゴ，大日本製薬，東京）斜面

培地で保管し，必要に応じて植え継いだ。 

 斜面培地に保存している菌株について，ＯＦ基礎培地（栄研化学，

東京）に穿刺して，ブドウ糖（グルコース）を発酵（fermentation, 

Ｆ）するか，または酸化（oxidation, Ｏ）するか糖の代謝経路の

鑑別（ヒユー・レイフソン試験，図７）を行った。 

 

   

 

 

 

図７ ヒュー･レイフソン（ＯＦ）テストの結果例 

 

（６）簡易同定キットによる同定試験 

発酵型細菌の場合は，IDテスト・EB－20「ニッスイ」（日水製薬，

東京），非発酵菌の場合は IDテスト・NF－18「ニッスイ」（同、東

京）の市販の簡易同定キット（図８）を用いて同定試験を行った。 

菌種検索には，専用ソフトウェア”ID テストコード検索，Ver. 

1.0.2”（日水製薬，東京）を用いてパーソナル・コンピュータで

検索した。なお，同キットを用いて菌種を同定していくためには，

オキシダーゼ試験を追加した。 

１）オキシダーゼ試験 

 ろ紙上に薄めたオキシダーゼ溶液（和光純薬）を数滴たらし，そ

の上から SCD 寒天培地(斜面培地)上に培養された菌を塗り付けて

反応させる。直ちに青紫色に変色すればオキシダーゼ活性は陽性，

変色しなければ陰性とし，薄い青色に留まるなら偽陽性（最終的に

は，陰性として集計）と判定した。 

２）菌液調製 

 斜面培地上に保管された菌を白金耳でとり，発酵能を有している

株はEBブイヨンに浮遊させて，発酵能を有していない株はNFブイ

ヨンに浮遊させ菌液を調整した。調整済みの菌液を滅菌ピペットで

吸い上げ，プレートの各ウェル（発酵菌の場合は 20項目，非発酵

菌の場合は 18項目）に 0.1mLずつ接種した。必要なウェルは添付

の滅菌済み流動パラフィンを3～5滴重層し，空気を遮断した。 

次にプレートにふたをし，インキュベーターを用いて 37℃で約

20 時間培養した。培養後は添付の判定表を参照して該当項目につ

いて陽性/陰性の判定をした。該当する項目については同梱の説明

書の指示に従い，判定試薬を加えてから判定を下した。 

３）コード（プロファイル）化作業 

プレート上で判定した生化学的性状を陽性は＋，陰性は－と成績

表に記入した。各テストの成績はすべて数字で表し，陰性はすべて

0点，陽性は判定表にしたがって点数を与える。各テストの点数を

各群で合計して記入し，それぞれを連結させると，被検菌の生化学

的性状は発酵性は7ケタの数字へ，非発酵性は6ケタの数字へとコ

ード化（プロファイル化）される仕組みである。 

生化学的性状の成績から得られたコードを発酵性の場合、オキ

シダーゼ陰性菌ならばIDテスト・EB－20解析プロファイルのA群

に、オキシダーゼ陽性菌ならばB群に照合することにより，菌種を

同定した。同様に，非発酵性の場合，オキシダーゼ陽性菌ならば

IDテスト・NF－18解析プロファイルの A群に、オキシダーゼ陰性

菌ならばB群に照合することにより、菌種を選択した。 

 

     左：EB-20             右：NF-18 

 

 

左：酸化反応なし（緑色） 

中：酸化反応あり（黄色） 

右：発酵反応あり（流動パラフィンを重層） 

 

図８ 簡易同定キットの適用例 
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３ 結果 

 

３．１ 対象菌株のスクリーニング 

（１）消化管内容物の確認とコロニーの形状 

 実体顕微鏡による検鏡によって，あらかじめユスリカ幼虫の消化

管内容物の有無を確認することが可能で，内容物を欠く個体は今回

の調査対象から除いた。 

 ３令幼虫は R2A寒天培地上に生育したコロニーから 24株を釣菌

し，前述の手順に従って発酵能を持つか否かを鑑別した。ユスリカ

幼虫の消化管内容物を，５倍希釈程度に調整して生えたコロニーの

外観を図９に示す。ほぼ一定した形状を示す傾向が見られた。 

 

    一定の形状を示す大きなコロニーと小さなコロニーが混在 

図９ 消化管内容物から生育した細菌コロニー 

 

（２）ＯＦスクリーニング 

 ３令幼虫から分離した菌株の OFスクリーニング結果を、表１に

リストアップした（－：無反応には，生育不良株も含まれる）。 

 

同様に，５令幼虫からの分離菌株のスクリーニング結果を，表２

にまとめた。なお，３令幼虫は 10月下旬に，５令幼虫は 1月中旬

に採集した個体である。 

 

表２ ユスリカ５令幼虫からの分離菌株 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ ユスリカ３令幼虫からの分離菌株 

注）酸化反応（O）と発酵代謝（F）の結果表記に添え字（w）が 

添えられたものは，微弱（weakly positive）であることを示す。 

また，コロニーの濃い/うすいとは，色調とは別に，コロニー密度

で、「うすい」とは，より透明感を持つコロニーの意味である。 

－表記は，「無反応」および「増殖不良」なケースも含まれる。 

呉工業高等専門学校研究報告　第74号（2012）16



 

 

 

 

 

 

表３ 発酵能を有する分離菌株の解析プロファイル 
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スクリーニングの結果，３令幼虫からの分離菌株 20株中，発酵

能を示した菌株は９株であった（表１）。一方，５令幼虫からは発

酵能を示した株は，微弱な反応を示すものも含めると，40 菌株中

29株あり，非発酵性の菌株は 6株だけであった。なお，継代培養

中に増殖能を失い欠番となった菌株は割愛して集計してある。 

 

３．２ 同定結果 

 発酵能を有する菌株を同定した結果を，表３に一覧した。一方，

菌株数は６株のみであるが，同時に分離された非発酵性の菌株の同

定結果を，表４に参考として掲げた。なお，表中の「Oxd反応」は

オキシダーゼ反応のことであり，＋は陽性，－は陰性を，＋’は偽

陽性を意味する。偽陽性は弱い呈色反応を示したが，ここでは陰性

として集計して同定コードのプロファイル解析に用いた。 

 コードの系統ごとに，５つのクラスターに分類した。第１クラス

ターは「2 200 000系」で，３令幼虫からの分離菌株の大半がここ

に括られた。菌種名がデータベースから見つからない「該当なし」

が多かったのが特徴的である。同定できた菌種は，Ewingella 

amaricanaおよび Shigella dysenteriae の２種であった。第２ク

ラスターの「2 201 121 系」には，Serratia marcescens（霊菌）

が出現した。第３クラスターの「0 301 001 系」には，Aeromonas 

sobriaおよび Vibrio vulnificus が出現した。S. marcescensは，

第４クラスターにも出現した。第５クラスターの「2 301 043系」

には，Aeromonas hydrophila が１株だけ出現した。 

 非発酵性の分離菌株の同定結果は，Acinetobacter Lwoffii と 

Brevundimonas vesicularis で，この菌種はPseudomonas属に分類

されていた菌種である。 

 

４ 考察 

 臨床検体から分離された細菌をヒュー・レイフソン（OF）試験

で発酵型と非発酵型に仕分けし，それぞれ同定キットに供試するの

は臨床検査の常法である。今回も，緩速ろ過池に生息するユスリカ

幼虫の消化管内容物から分離した菌株に対し，その手法を適用した。 

 その結果，生化学的な性状に基づく検査項目の組み合わせで菌種

を同定し，既存の臨床由来株に基づくデータベースで照合した結果，

消化管フローラは５つのクラスターから構成されることが判明し，

該当する菌種の多く，日和見感染能を有する菌種である可能性が示

唆された。しかし，解析プロファイル・コードが細菌群集の多様性

を反映していることは間違いないであろうが，同定された菌種の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正当性は定かではない。水環境から窒素代謝経路ごとに細菌をスク

リーニングして，簡易同定キットを適用した場合にも，脱窒能を持

つ菌株と同定できる菌種との間に矛盾をみたことがあった４）。発酵

性細菌の場合，的中率が高まると予想されたが，母集団が臨床材料

に特化された簡易同定キットの適用限界かも知れない５）。同定効率

を向上させるには，非臨床由来株に対し表現型性状試験と16S rRNA

による解析結果の照合を行っていくなどの改善策が考えられる。 

比較的栄養価の高い消化管内では日和見感染菌が共生的に生息

し，糞塊として排泄された後は，直ちに希薄な栄養環境にシフトす

るため特に衛生障害は生じないものと推定されるが，動物個体が死

滅ないし衰弱したような場合では，霊菌がしばしば動物遺体を分解

し，菌体が優占することで虫体が赤色化することで知られている。

しかし，絶えず清浄な水が通過している緩速ろ過池の開放系では，

以上のような微生物遷移の極相状態を示すことは考えにくいので，

仮に日和見感染菌が介在したとしても問題を生じるとは思えない。 

 消化管フローラを見ると，出現する菌種の幅は比較的限られるの

で今後，系統遺伝子（16S rRNA）の塩基配列組成の解析を行い，自

然界に準じた環境に出現する細菌種の精密な同定を実施したい。 
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表４ 非発酵型の分離菌株の解析プロファイル 
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