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絹絲の青斑ご其原因
On the blue discoloration of silk fibres caused by bacteria.

遠藤保太郎

高瀨毅一

倉澤恒夫

緒　　　言

　生皮苧．生綜、繭等の褐痩する現駅に就ては、聯て筆者の研究渡表せるところであるが、之

に類似の現象として、生皮苧及び生綜に青色の斑黙を生する轟實があり、今園筆渚等の探究の

結果やはり、細菌の審聖に目1來するものなる事を確めたるを以て、蝕にその概要を報告せんと

するものである。　　　　　”
　　　　　　　　　　　　　　　　；獲生の事實第1例

　昭和5年9月6H附を以て長野縣下伊那郡llll村下伊那生綜販費紐で｝聯合會伊那枇から、實物

標本を添へて冑愛生綜の原因調査を1衣頓されたが、磯生の時日は同tlt　8　」，925日を中心として

約10日闇、同郡Zi二岡村≧内岡∫1三紐販壷組合で認めたもので、虫綜の種類は春獄亥融白繭」：り繰

綜せるものである。狸kの纏過は、初め繰継申の小枠に膏色の斑職を現し、漸次蔓延して顯著

となるもので、同一繰綜工女のみに護生せす、工場中励々に散獲し、毎日小枠に5－6本宛獲

生を見た。但し速かに乾燥した小枠には磯4三を見ない。そして9月に入り室i氣乾燥し漏度下る

と共に自然に共獲生を終虐、した。（伊那杜の報告による）　　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　；獲生の事實第2例

　昭和8年9月27日附を以て埼ヨ三縣獄業試駝1場稠田實氏より上田獄縣導11聾學校製綜部窪田潤

氏へ報知されたところによれば大要次の如くである。

　埼玉縣熊谷地方では数年前から製綜業奢の間に丘ヒ青攣現貌が認められて居り．毎年梅雨の頃

より9月にかけて、常に曇天乃至雨天の日に限り獲生し、盤皮苧に着色すること多く、時には

生綜に現れる。當業霧の経験によれば、病獄繭、徽係lll等を繰綜する場合に共磯生多きが如く、

又工場内の漁慶が80％以llの日に濃見さるる傾向が多v・。小枠で1’ま早朝繰綜したものが午前

九時願に最早攣色を起し、殊に蒲色の著しいのは小枠にとつた生縣の内部の方であつて、揚返

を行ぴ小枠の稜が微かに見え出した頃rliYkの多撚なる蔀位1で當つて鮮明なる青色斑黙を見るも

のである。術小枠を揚返場に揚げかけて翌日へ廻したものに特に嚢生が多い。居物では、之を

水洗し針金にかけ1．i光によIJ　／／［iz燥中、針金に接脚せる乾燥混綾なる部分に磯生する傾向がある

と云ふ。

　　〔附記〕　鼓に研続材料提で共の勢をとられたる窓田、稚｝国爾民へ厘く謝意を袈すo

　以上の醤例に就て考察すれば、典磯生は1可れも、高温多｛熱にして生綜賠くは些1三皮苧の乾燥逓

緩なる歌態に於て現れ、しかも漸次蔓延する性質を有するもので、その原因は徴生物の寄生蕃

殖によるものと娩はるべき充分の條件を具へて居るのである。

’　　　　　　　　　　　　　亙青攣絹綜の性朕

色　　　彩
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　前記の下伊那郡及び貢具谷より得たる材料につきて槻察するに、愛色部は常に斑黙ナリこをなして

現れ、生皮苧にありては、’特に繰り淺しの繭癬、（蝸襯）或聯糸縷の集まりて太くなれる部分に

於て着色濃く、共他の部分は淡V・。そして生皮苧の署しく褐色化せる郁分には却つて青斑を見

ることなく概して純白なるものに轡斑を磁する傾向がある。（此事は後述の細菌幌合培輩i試験

の結果からも肯定される）青斑の色合はRidgway：Color　Standards　and　Nomenclatureに

ょれば、Pale　blue（・・Ethyl　Blue）に略ぽ相當する。（圃版1圃i塾照）

　膏慶絹綜を酸、アルカリ共他の化墨物質にて塵理すれぱ攣色或は脱色を起すもので、筆者の

實験では、

1％塩酸　　　　　　　極めて徐々に（20°G1・5時欄以内）泌絶し後糟々赤味を幣ぶ。

1％硫酸　　　　　　同　　上

1％苛性曹達　　　　　数分閥にして脱色勅々黄味を幣ぶ。

毒％苛性曹逮　・・分後脱色ナ・

－6／－4’一％笥性曹蓬　　　　2・5時聞後ぼ購絶ナ。

強r％雛盤　…㈱灘過す・・緻か・馳濃す・

アルコール（95％）　　　墾色或は脱色せずo

エーテル　　　　　　　同　　上

クロ、フオルム　　　　同　　」ヒ

　帥ち此膏色色素はさほど安建のものではなく、酸及びアルカリにより容易に蔓化することを

知る。

　…次に、青愛生皮苧の色嘱濃厚なる部分を勢りとり、酒毒ぜるペトリーjl咽1に入れ．その一側

へ水を含ませた脱脂綿を置き、∬IL中を水蒸氣で飽和せしむるやうにし、25ncの恒温器巾に痢勺

め色彩の攣化を観察するに、48時間雛過後、既に脊色は著しく淡らぎ勅々禍色を帯び、72時

聞後は膏味全く泊央し褐色愈々顯著となる。

　斯の如く、何等化學的虚埋を施さす≧も、漁氣と商温1とを興ふる時は、膏色はlfj失し、禍色

化を’起すのである。此事實は筆者が‘i！1：て論明したる如くv他の細菌類の瀞殖llこよりて、絹縣の

褐色化を起すと岡時に、青色色素は分解されるものと郷すべきであらう。

（B）鏡　　検

　青憂絹綜の一小部分を勢りとり、載物硝子上に概き、漁湯1滴を加へ、被針の匁を以て縣繧

の表両を緻回しごきたる後、綜纏を取去り、水分を乾かし、Carbol　fしzchsin溶液を以て染色

し、更に水洗し覆蓋硝子をかけて，鏡槍する。

　此方法によれば、絹綜の爽面に附蒲せる物質は脱落して赤く浩色するから、極めて槻察に便

利である。

　箪蒋の實1瞼では、絹綜の脊礎部に於で1舌に無数の細菌を認め、その形態は概して楕園形或は

短桿朕をなせる微小のものであるが、屡々禰々大形の桿1「1こllllを混じ、3く分裂直後とおぼしき

Diplocっccus形のものや，2個或は数個漣績して鎖欣をなせるものが見愛けられた。（弟一醐）

　かやうな槻察により、絹綜のlif慶i現象と細菌とa）關係の極めて密接なるべきことを容易に推

定し得られようo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
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II　細菌の純粋培養

（A）細菌分離の方法

　前記の鏡捻の場合と同様に、青礎絹綜の一一部を勢取つて、殺菌微盗湯を盛りたるli婦口皿中に

入れ、被針を以て反覆しごきて細菌を遊離せ・しめたる後、縣縷を除去し、浸液の1白金耳をと

りて、溶解寒天培養基に移し、更に稀繹法を施し、ペトリー」llL中へ流込んで凝圓せしめ、27°

～30°Cの恒盗器中に納めて、i聚落の獲育を待つ。

（B）聚落鑑別法

　予等の数回反覆して試みたる實瞼に徴するに，上記の方法により細菌の分離を行ふときは

24時聞後既に多数の聚落を朋瞭に認られ、各聚落の異同も大休に於て識別し得るのであるが

聚落の膏色を呈するものは一つも獲見することが繊來なかつた。

　一寸考へると絹綜を青色に愛へる性質をもつものならば、聚落の色も脊色を瞥びてゐさうな

’ものであるが．事實は全くそれに反する爲、臼的とする絹綜膏愛菌と他の靴菌とを1副弼するこ

とは．決して簡翠に行かないのである。

　それで筆者は次の如き特別の方法をとることとした。帥ち先づペトリー且IL中の早面増養に現

れたる各i聚落につき、’1生朕の異れるものを、夫々別の寒天斜両に移して純檸増養をなし、i次に

新鮮なる無殺菌牛乳管に接種して鍵色の如何を槍したのである。無殺菌牛乳を用ふるごとは既

に膏乳細菌（Bacterium　syncyaneum）のtestに適用されて居り、此種の膏攣現象を試験す

るに最も有効なものであらう。

　予等の實験に於ては、細菌接種後25°C48時闇後’1・乳の表癬｝祁に黄線色を呈し、液色次鋭写

に青味を増し、標準管共他異種の翻1菌を接種したるものと明瞭に賊別さるべきを認め、之を口

的の細菌として研究を進行することとした。

取1　絹練青攣細菌の性状　　　剣・

（A）形　　　態

　　　　　　　　　　　　　　　　　　菌　休　（髄養細胞）

・　本細菌の概形は短彬μ1にして爾端圓く、大部分は個々分離してゐるが、2佃宛一直繍嬢E接

　　して層るものをも幌す。寒天培餐基ヒ或はペプトン増養液中に於ても、長き漣鎖1りこをなすもの

　　はムLら才LなV・o
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　菌体の大さは、i聚落の種別にょり又培養塞の如何1・Cよりて多少の愛化あり、今本細菌の圓ヲ1多

聚落系及び分岐聚落系を寒天斜面及びペプトン水に培養したるものの大さを示せば次の如くで

ある。

　（イ）　寒天斜面上に27°C、24時1閥屠養したるもの、（ゲンチフン紫染色襟本につきて測定し、

各10回測定の亭均便を示す。）

　風形聚落より得たるもの

　　　大ヲi多＊・111菌　　　　　2．13×0．55μ

　　　／J、ヲi多系B1菌　　　　　　1．05×0．48μ

　分岐聚落より得たるもの

　　　大形承田菌　　　　2．56×0．56μ

　　　ノJ、刃多尉1】菌　　　　　1．12♪く0．48μ

　（ロ）　ペプトン水を以て27°C，24塒…闇増養したるもの（ゲンチアン紫にて染色したる標

本icつき、各10回測定の挙均便を示す）

　圓形聚落より移したるもの

　　　大飛孫田菌　　　　　2．2　×0．56μ

　　　小形細菌　　　1．17×0．36μ

　分岐聚落より移し1’eるもの

　　　大ヲi多承fH菌　　　　　　2．36×0．52μ

　　　ノ」、勇多系冊菌　　　　　 1．21×0．50μ

　以Jlの如く、爾培養基とも、分岐聚落系より得たるものは圓形聚落系より得たるものに比し

爾々長大である。3く同一増養中に大形着il爾菌と小形細菌とを混じ、長さに於て凡そ5倍の差を示

す（幅の差は左程甚しくなV・）のであるが．之は異種菌の混在せるだめでは無く、本細菌の憂

異性に基くものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　胞子及び包嚢

　本継菌を各樋の培養基を以て種々の温度に於て培養し、胞子及び包嚢の染色法を試みたが全

くその形成を認めない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　蓮動性及び鞭毛

　塞天培養では、斜面上の菌苔より釣取するも凝集水中より取るも、細菌の蓮動性を確むるこ

と遊だ困難であつたが、ペプトン水を以て27°C，20時聞培養したものではb極めて客易に細

菌の活濃なる蓮動を槻察することが川來た。そして48時間継過後も猴ほ蓮動性を認め得た。

　鞭毛の染色にはCasares－Gil氏法により明瞭に着色せる擦本が得られだ。鞭毛は菌体の一端

に生じ・多くは1本であるが2木のことも砂くない。稀には3木を1個所から生じてゐる。鞭

毛の疫さは菌の体長iより長く・2～3本1個所に附i着せる場脅にも共の長さに於て大難はない。

　菌休が2個連績せるものでは、爾方の自由端から鞭毛を生じて居るものと、爾個休とも同方

向の先端に生じて居るものとあり、この場合に1本の鞭毛は爾個休の接着灘の少し側方からilt

てゐるo鞭毛は多少屈曲してゐるが、螺旋欣をなせるものは無い。（圃版二圃滲照）

　　　　　　　　　　　　　　　グラム染色及び共他の染色

　Gram氏染色では、圃形聚落系より得たる細菌も分岐聚落系より得たるものも、共に陽性で

ある、即ち着色して粉色しない。

共他の色素例へば、フクシン・メチレン微ゲンチアン紫等餅麟ア・レ＝一ル溶液で容易に

藩色し、酸を以て塵理すれば忽ち脆色する。

（B）培　　養　　　　　　　　　　　　．
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灘鱒驚濫1畿し蕩rリー・色（M－y・一帯ぶ・鑛
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窪1騰灘撚繍騨撚灘諜雛鶏膿婁職

　　　　　　　　　　　　　　　　　　膠質李面培i養i

く惣撫際rは姫磁・通過光では灘幽す噸嚇するこ・な
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　　　　　　　　　　　　　　　．　　膠質高癬（穿刺）増養

　19りC．24時聞後、穿刺溝に滑ふて微かに獲育し、48時闇後、表面部菌苔の直挫2mm．と

なり、次白色を呈す。5日後基質の上贋部は青線色を呈し螢光を確認されるが、塾質の液化は

砲らす、9H後表画の薗苔は直樫4～5mm．とな凱線色を塘し螢光愈々顯醤となつた。16　H

後表面の菌苔は直樫5～10mrn。となり、そのr’1　t心より放射状の隆起線を生じ、螢光は巳然顯

著である。（圃版五B）　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馬鈴薯増養

　27°C、24時聞後割線に滑ふて少しく褒育し、48時間後大に獲育して鑛が凱表面早滑な

れども光澤無く，淡紅網色（Light　pink；sh　cinnamon）を輩ぶ。72時聞後菌苔の厚ざを増し

色調も多少濃厚となり（Vinaceous－buff）、基質に多少青色の螢光を獲す。囚みに圓形i聚落系の

ものと分岐i聚落系のものとでは菌苔の色調に多少の差を認め得べきも、その他の形質は杢く同

様である。（圖版四圖）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブイヨン培養

　27°C，24時聞後、少しく澗濁す。48時闇後、著しく澗濁し、液面に極めて薄き学透明の

被膜を！1三じ振動により容易に破檸して沈澱するQ共後著しき愛化なきも、5日後粉宋歌の沈澱

を見る。棊質の色に攣化を來すことなく、螢光をも認められない。

　　　　　　　　　　　　　　ペプトン水（Danham氏）増養

　27℃、24時間後、一様に淡く1國濁を生するも、被膜及び沈澱を見すo呉後稜育」二著しき攣

化なく、呈色若くは螢光などを認めない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　牛乳増養

　殺菌牛乳では殆ど色の攣化を見ないが、無殺菌の新鮮牛乳に接覆しだものは、270C　24時間

後上暦部に青味を帯び、時を経るに從ひ濃鷹となる。（翻版五圖A）

　葡萄笛1％をカ1；へたものは、殺菌せるものと難も着色し、24時闇後、液面より膏味（Pale

trquoise　green）　を：帯び、次第に二濃色（Pale　blue－green）となり、　6　i二l　l≡1頃より黄色味iを力ll

へる。（Opaline　green）無殺菌乙1二乳の場合には初期の藩色濃厚なれど、後、難菌の羅殖の爲

か、、急激に脆色し且つ上部より透明となつた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　リトマス牛乳培養

　リトvスを加へてpl　s性となした牛乳（Pale　Hortense　violetを騒す）に棲腫すれば、27°C，

24時開後、」：暦部膏色を帯び（PaUid　blue－Violet），4日後液の全部に及ぶ、自II　Sアルカリ性

反慮なるを知る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　コーン氏溶液培養

　此培養液は無機窒素化合物と有機酸とを含めるものであるが、本細菌の稜育は不能であるo

　　　　　　　　　　　　　　　ウシンスキー氏溶液培養

　之は窒素化合物として蛋白質物を含ます、アミノ酸の1種アスパラギンを含める増養液であ
る。

　接種後27°C、24時間を経れば、一様に洞濁を生じ、」二暦部に青線色（Pale　tuTquoise　greel1）

を帯び（分岐聚落系統のものは呈色速かである）、48峙間後は翼に蒲色、を増し。23「1後液の

全宵区線色（Light　cendre　green）Pζ愛づ㌔（1瑚版五1鮒C）

　　　　　　　　　　　　　ヴイノグラズキー氏溶液増養

　之は無機窒素及び無磯酸より成れるもので溌く本菌の獲育は不能である（7ノ」上旬の窒漉）。

・（C）生　　　理

アンモニアの庸成液　　　　　　　　　　　　　．
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　2％の爾酸智遼を加へたるペプトン水を以て27°C、2日聞培養したるものに、赤色リトマス

試駿紐を懸垂し液面に近づけ置きしにその下端部から署しく青愛し，アンモニア瓦斯の磯生を

知る。叉培養液にネスラー氏試藥を滴加すれば、鮮明なる黄色を呈し、アンモ≠アの存庄を示

すのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　附酸の還元

　本菌を砲酸塩ペプトン水で1週閲培養したものに、グリース氏試藥をカ1へ．鮮朋なる紅色を

呈するを見、硝酸暫達が還元されて堕鞘酸態となれるを知る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　インドールの生域

　ブイヨン及びペプトン水に久しく（3週闇）増養せるものにつき、Salkowski氏のインドー

ル槍川法を試みるに、何れも紅紫色を呈し、朋瞭に其存在を示すのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　硫化水素の生成

　ブイヨンに4日間増養したるものに、酪酸鉛試験紙を懸暴して液面に近づけ、微FIを縫過す

るも．何等慶色を迎すことなく、硫化水素の獲生を認めない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　致死温　度

　試験方法は、先づダンハム氏ペプトン水を用意し、紬嚢を接種したる後、標準管を除き、供

試管を夫々目的温度の湯のrトへ浸し、10分闇後取出し、最後に全部を27°Cの恒温器中に納め

て細菌の獲育を促し、生死如何を槻察する。試験の結果は次表の如くである。

凝　　　　別

　　　45°C10分
　　　500C　　”
　　　530　　”
　　　550　　　”

　　　600　　”

　　　650　　”
’　　　700　　”

　　　750　　”
　　　soo　　’

　　f，菌の嚢Ki　　かくの女「1く・糟‘ま50°C・10分肝の温

甦1際落総剛・藤落総　慶師1え・53つC・10分以ゆ澱で”磁す

十

十

＋　　　　る。從て致死溢度（Thermal　dea伽PQint）

一ト　　　　　は53°Cと見てよV・o

一　　　　　枯草菌若くは馬鈴薯菌の如き胞子を形域す

＿　　　　　るものでは、沸縢輪1iに遽する租の高澱にも克

＿　　　　　く耐えるが、上記の如く本菌の致死溜度は逢
ny @　　　かに低いのであつて、此黙から見るも本菌が

備考　＋印は荊1噛の獲育によ・り洞濁をthじ　　　胞子を慮じない種類であることを推定されよ

　　　　たもの、一印は然らざるもの　　　　　　　うo

術、本菌の致死淵度の低いことは、その磯生豫防」：蕪だ有利な貼liであり．3く白然に於て、焚

生の比較的少きごとは、煮繭の際可なり商溜に熟せられる鵬と認むべきである。

IV　種　の　周　定

　　本菌は桿llノこ菌r：1・　（，　Bacteriaceae）に騰するもので」、該科中青線色の色素1皆くは螢光を生じ．

　本菌と近似の融趾欣を窟する縞茎1には凡そ次の如きものが勘る。

　　（1）Bacterium　pyocy鳥neum，（Fl　tl99e・）L・et　N・（11チ膿菌）

　　（2）Bacteriu．m　fluorescells，　L．　et　N．

　　　　（＝Baci！1us　fluorescens　liauefaciens，　Flttgge．

　　（3）Bacterium　pv，ticluiユ1，（Z？1tigge．）L．　et　N．

　　　　（＝Bacillu呂fluorescens　I〕L、ticlus，　Fhig93．）

　　（4）Bacterium　caerしiletun，（Voges．）L．　et　N．

・　　（5）Bactむrium　polychromogeng，（Thiry．）L，　et　N，

　　（6）Baっteritlm　syncyane　um，（Ehrenb．）L．　et　N，　（青孚L菌）

　　　　（：Baci】ltis　cyan（）genes　Fitigge．）
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以上の・匡（1）（2）（5）の蕎種はlj蓼質溶解性を有する故・予等の菌と異り・他の（3）（4）

（6）は膠質不溶解性であるが，その中（3）（4）はグラム染色陰性・（6）は陽性である。從て

之等の野iから予等の菌と一致するものは（6）Bacterium　syncyaneumのみである。

　然らば果してBact．　syncyaneumが予等の薗と全く同種であるかどうか・今その異同を詳

細に比較して見ると、（Baet．　syllcyaneumはLehmann・Neumann爾氏の記戴による）

li　・1・act．　sy・cy・一・・　　1　本　　　菌

菌体の大さ
胞　　　　　子

鞭　　　　　毛

グラ　ム染色

膠　質　雁　而

膠　質　穿　刺

鍵　ヲミ　2ド　而

寒　　ヲi　　穿　　耳ξll

寒　天　斜　rl町

ブ　　イ　　ヨ　　ン

牛　　　　　乳

馬　　鈴　　薯

硫　化　水　素

インド’随ル

アンモーア m

05．×1．2～3【あ

形戌せず

1－5本端毛性

陽　　性

塊没聚落は圃形
表而聚落は裂片状に分岐す

縣肌に塑育し、膠質を溶解せず
墓質は青、線．線褐、無褐色等を暴し
螢光を伴ふ

埋没聚落は圓形或は紡鍾形
蓑殖i聚落は1員！形翁橡、黄色乃範灰褐色

膠質の場合よりは嚢育優る

1袈1苔次ド1色を鮭す

初め戻線色となり、後斑色乃至古線色に
礎ずるもの多し

管茨色
アルカリ8性

糖苔の色帯線、褐青、黒青、黒褐、澁セ
禍辱灰色等を贔し、藻質と同様の各色に
縫ずるが螢光は顯著でない

獲生せず

痕　　跡

多鼠に生ず

0．4S～0．5G×1．05～2。E）61J．　　　　　　　　　　　　・

同

1－3本端毛性

圃　　様

圃形特くは分岐
圓形全線のものと分岐せるものとあり

同　　楼
膏、緑色を晶し、螢光を伸ふも、禍色若
くは黒色を見ない

同　　様
閥形のものと分岐せるものとあり、ルξ白
色、藻質は淡線色の螢光を爽す

同　　様
幕質の上部淡線色の螢光を搬す

同　　様
慕質に螢光を磯す

色の鍵化を認めない

同　　檬

衛苔は淡紘禍色
纂質に青色の螢光を得ぶ

同　　様

多燈に穿打三

同　　様

　上表の如く、大休の性欣は互に一致してゐるが、膠質及び寒天2ド圃上の聚落の形態に於て差

異あり、又膠質穿刺、ブイヨン．馬鈴鵯増養に於ける藩色の有様に明かなる差異を認める。

　しかしLehmann，　Neumann氏等の實験によ才しば、同腫中系統の相異により可なり性質の

愛化あるものの如く、藩色の程度などは離多であると云ふ。叉予等の細萬に在りてもi聚落の

選擁如何によりて、培養韮の背愛及び螢光の楳度に大差を認めたのであつて、此種の細菌の愛

異性甚だ大なるを知るのである。

　されば、BaC七3rium　syαcyan3umと予等の絹線青攣細菌とは、発く別種とは認め難く、恐ら

く同種中の愛種（Variety）と見緻すのが賃樹であらう。

　そしてBacterium　syncyaneurr1は通例、青痩牛乳’（英Blue　milk，猫Blauen　Milch，佛

1ait　bl・3u）中に存在するものであり、予等の細菌は絹綜i：に獲見されるものであるから、攣腫

名｝こは共意味をとつて、Bact．　sy良cyar1曇um，　L．　et　N．　var．　sericilユum，　Y．　Yend‘〕と新に命じ

たいと思ふ。

v接種試験
（A）　ヲrL　然　絹　絃

絹綜の青斑部から分離し純檸培養をJJItし疫予等の細菌が、果して絹綜の青礎を起す能力を有
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するや否やを確むる爲、先づ生皮苧、白繭等の天然絹綜を川ひて接種試験を行つた。

　　　　　　　　　　　　　　（1）生皮苧への接種

　上田獄綜専門學校製懸部工場より得たる薪鮮にして可なり漁潤なる屑物をペトリー　Jl【L　ez分ち

入れ・白金耳を以て其中程へ接種を施し個形聚落系及び分岐聚藩系とも）27。C．の恒温に保

ちしに、数縣を鍾るも何等脊攣の徴を見す、却つて次第に禍色となつ走。

　　　　　　　　　　　　　　（2）殺菌乾繭への接種

　3日間閥融殺菌を施したるペトリ・・一　illL中の白繭（但し蠣を除く）へ接種しb　27。Cに保ちfe

るものは、少しも憂色を胆さす、純白であつた。

　　　　　　　　　　　　　　（3）無殺菌乾繭への接種

　白色乾繭を共ままペトリー皿に入れ、別に浸ノ懸lilの少量を傍に置いて漁氣を與へ、才妾種して

27℃に保てるものは詮く青攣を起さ帆次第に継1の樂殖により紅色、責仏褐欝の斑
鮎を現した。

　　　　　　　　　　　　　　（4）生繭への接種菌

春獄のyrr鮮なる白繭をぺ団一1旺Lに入れ、濁k綿を一側に置き、K。、hの釜にて蒸熱隙を

施し・水に溶いた細萬の1白金耳を接種したるものは、7月上句の窒温に於て15時聞後接種

黙の附近に少しく青黄色（Pale　green　yellow）を現し、24時闇後直獺5mm．大に及んだも

のを見たが、典後著しき憂化を起さない。

　以上の如く、盤皮苧、乾醐i、生繭等への接種試瞼の結果、多少脊愛を見たる場倫あるも、大

休に於ては陰哲の結果に了り、豫期に反したのは實に意外とする所であつた。

　或種の臨類潜くは酸類の欠乏に原因するやの疑問もあつたのでb白繭に硫酸マグネシウム

0・025％及び酸性燐酸カリ0．025％の水溶液を浸したもC）、並｛d％孚L蜘k湘嫡浸したもa－）

などを用ひて・接樋試験を施したが、矢張りいつれも青愛を起すことなく、郊つて4～5日後

より接鵬liを・lt心として灘色（B・ff－pink）魏し，・・；ILNtilllの一｝～－1一㈱猷Mik・dひ

brown）に攣ぜるものを兇たに過ぎない。　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　　　　　　　　　　　　　　　　（B）特殊堪養基

　　前項に需蓮せる如く、生皮苧、白繭など天1然絹綜への接麺試験は殆ど陰性の糸舟果に了つたの

　であるが、紬菌の培養試脇で於て、牛乳、膠質、塞天等に膏緑色及び螢光を認めて居るから増

　養基の種類により或は物殊の事儒の下には呈色反慮を起すものと推察し、セリシン、卵白典他

　アミノ酸類を用ひて培養を試み、青線色を盤する要素を探究すべく、i次の如説建験を施した。

　　　　　　　　　　　　　　　　セリシン増養…

　　白繭を細切して、蒸溜水を加へWater－bathにて3時間煮てセリシンを浸出し、箆に煮詰め

　て試験管に分ち凝mせしめ、1用激殺菌を施し、高暦培養藤となす。

　　接樋はその表両中央部に行ふ。9月上旬の室溜に於て、4｝・1後、」：癬部5～7mm．4ミ溌明化

　したるも憂色を起さす、2週闇後、褐色を呈すo

　　　　ヴィノグラズキー液加セリシン堺養

　　之はセリシン増養基にヴイノグラズキー氏溶液の城分（無機窒素、無機酸等）を蜘へて製し

　たもので＿h記のセリシン培養基の不足域分を補はんとしたものである。

　　27°C・24時聞後、上暦｝11；3mm．許りrlτ2蜀しel…ll然たる癬をなすも礎色せす。4「1後7mm．

　白濁したが矢張り愛色を見ない。

．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1％簾搬加セリシン増養

　　7月中旬の霊湘に於て24時珊後、1二贋部41nm。濁濁し、4日後8～14mm．に及ん浸が無

　色であるQ
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　　　　　　　　　　　　　　　生卵白培養

辮の贈を轍隙試瀦・紛ち、之に雛す・27CC・2日後・蠣綿灘1し・瀦
僅鵬す．4暇上面に繍の被膜雄じ滞魏の絆部淡緑程なる・7畷瀦醜
せて淡’」’／t’：色に攣はる」

　　　　　　　　　　　　　　　凝固卵白土喬養

瀬管㈱狛を・1・i　（の程度1・燗羅せしめたもの・27CC・24劇後」・彫擁欄近

？炎献僅肌獅に糖・t・　）1　v・・後・・5．・m・ほど馳（P・le　y・li・w“green）し」㈱

色轍じ艶味禰し、8暇淡繊色（P・1・9・e・n・y・11・w）・13日後麺（S”1・hur　yell°w）

と臨麟養によれば瀟茸よ粥たるセ・r・・　・L・・　・・th　tzlAは・すして・・rkPつ醐嚇

するを知る．概述のウシンス躯鰍の畑アス・・ラギ・を鍋翻灘畷て極めて瀦

なる馳購を際して居るから図・繊の艶嶽は・リ・ンの如翻摩嚥麟罎険
礼て」粉雛酌なるアミ職鄭1（Ami・・a・id・）・vcよりて起さるるもの拷へられる・

依て、ウ。ンスキー勲の断（アス・・ラギン・塩化・ヂウ・説蜘グネシ「’・馴ヒ砿

酸麟酸鯉讃囎）中、アスパラ細の代旅知・・34％のグリココ｝ノレ（Glyc°c°11）

アラ．ン（Al。。i。）s　IJウ・ン（L…ci・）等を加硫騒瀧製して・色曜化を繊す媒

とした。

　　　　　　　　　　　　　　　グリココール加培養液

　7月，陶曜濫ll・於て、接種そ妾4暇襯る帰しき攣擁認め一a‘・・20f：暇勿の醐観

たるも色の攣化はなV・。

　　　　　　　　　　　　　　　アラ＝ン加培i養液

　48時聞後少しく醐姓じ、3日m・trc液の表酬少しく〒絶を苔1》び・4　El　EII」・部1c皿・

言　・晴網（P．・1・・urquoi・e　gree祓はP・1・Ri・・g・g・…）融る・23「1復液の稲は？炎

青糸絶（P・1・b1…green）．曙鰍色（Vi・id・i・gree・）を呈した・

　　　　　　　　　　　　　　　リウシンカlj暑養液

　48時間後少しく醐を生じ、4日陳一礪｝購色を粥・20日後液の発部淡青細（P“le

turquoise　green）　を呈し疫o

　かくの姐、これ等のアミノ酸申では、アスパラギン・アV＝ン・リウ・ンを含める場合・

着色現貌を起し、グリr　＝t　一　2tは陰性を示した。

　侮アミノ酸類を加へて細菌を培養し請線色の馳現象観焔從來の例としては・アル
ノ．、シヤラン（A．na。d，　Ch・・ri・）瓢がアス・・ラギンをmひて蕎等の織1に類似せる

B。。teri。皿P。tid・m（＝B・・ill・伽・・esce・t…1iq・・fiallt）を膿し・20°Cl　6　M　l！Tjで極めて

顯署なる緑色を呈したと云ふのがあり、予等の實験放績を支持するものと見られる。

　　　　　　　　　　　　　　　VI　細菌の混合培養

　マセ（M。，6）氏が〒胤菌（Bact．　sy・・y・n・・m）の牛孚L蠕養蹴て1際した所1砿身しば・殺1暴i

牛乳を用ひたものは瑠も鮮朋なる青色を呈すること無く、翌μに典一［：贋部に荻色を｝計静ぶるのみで

あるが、之に肌て無・殺酬・乳では速かに全部力瑛し）、〒撚色に痩する。此劇駄孚L酸菌の如

　き他鍾の細菌が、同時に混合蕃須して乳酸などを盗産する爲と鰐されてゐる。兎に角、各種の

細菌が同一食物ヒに蕃殖する場合には、五に食物をi奪ひ合つて生存競雫をしfeり、或は甲細菌

の生活の結果生じた魅物力S乙承ll噛の養料となるがxinき，趣の干渉が起つて・細・，1灘なる

有機化合物を次第に簡軍なるものに攣じ、共欄に於て原素の離合等の關係から色素や螢光を生
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することが有り得るのである。

按するea・・予等の縮は絹綜の1主成分なるセリシンを艘せしむる能力を欠き謀分網三

産物なるアミノ酸類（アスパラギン、アラnン、リウシン等）を攣色せしめるものであるから、

生畔や蜥の如きものが凋に於硝然の趨現象を起す際には誠眼初・り。ン分働

の騰なる細菌が粧麗うし畝いで予等の鱒せる如き鱗麟5｝艘腱髄利肌琳
殖し、逮に絹綜の青慶を起すに至るものと推察されよう。

　依て、予等は細菌の混合培養により、之を証明すべく試みた。

共方法は・先づ上嚥撚門學校の製＊・6工場に於て繰耀・は蜘藤1の分離を行ひ，便宣ヒ

A・　B・　C・　D・・E・　F・　G・・Hの榊竜を輿へた8種の聚落を以て、漉合培養の第1蝦棚に供し

たが、之等の細菌の寒天羅面及び馬鈴薯培養上の特徴は次の如くである。

……

sヒ…普u…一毒　災…r一孟一藻『霧「『ヒ．一「…房…一髭「霧躍一山盛…一．

A
B
C
D
E
F
G
H

圓形、炭白色
圓形、茨白色
渕形、樫黄色
teg1形、黄　色

圃形、淡褐色

切込あり、白色、搬縮あり
圓形、白色、不遽明
圓形、白色

友白色，光澤なし
クリ嗣ム色、光澤あ切
燈色、光澤あり
燈黄色、光澤あり
赤褐色、光澤あり

友白色v光澤なし
純白色、不透明、光る
饗禍色クリーム色、光る

　上記の諸菌を凝圃セリシン増養基に接種し27°Cに於て培養したるものの畿育歌態は次表の

如くであるQ

細　菌ll　　3　口　日　　1　　7　日　目
A
B
C
D

F
G
H

上厨部5mm・溶解褒面に被膜をつくる
6mm，溶解、被膜を生ず
8mm，狸垂質
溶解不鮮1卿

溶解不鮮明

Slnm，溶解、被膜を生ず
10mm．礎質
2mln．塑質

10mm．溶解澗濁、攣色を認めず
12mm．溶解洞濁、愛色せず
12mni．澗濁
9n）m．澗学蜀

8mm．澗濁

101um．溝解、漏濁、髄色せず
10mm．澗濁
5mln．；i國雪蜀

巨防・之等の緬糀知賜蜀にセリシ略養したるものは．　N・｝zも1溜瓢以内に於セ欄の

嚢育をなし・就「いA・・B，・Fはセリシンの」・暦部10mm．以．hを1辮してゐる。因みにA，　B，

Fの細菌は、聚落の形態、馬鈴薯辮養及びセリシン増養の性歌から推せぱ1千賀崎醇士の溶蘇lli

儲噛及び筆者力蛸・窃1：究せる絹総褐色化紬菌と同繊認むぺきものである。

次に詑等のナ継1週翻のものに・鋼蝦種として、予等耐攣絹鍬り得た翻噛
（圓形聚落系及び分岐聚落系）を知1肖金耳鋤1へて、齢士継をなし饅色の総を1縢し

た。尤も比較の欝・鍾2次接種を施さざる標準管を淺して置く。

’lil’

Vい伯！矧後14S　Vtr．悶．鮒・
Ao

Ax
A
］30　　1

Bx　；

B
（b　l
CX　　l

淡線色を認む
（Pale　lumiore　greel1）

淡線色遊認む
（1’ala　lumiere　greel】）

淡費褐色

同　　上

黄昧をゴ酵す
（P‘しle　dulL　9’reen－yellov）

同　　上
（P・tle　duH　green・yel1・w）

「1　　　m

汚禍色（Dadζolive・buめと
なる
阿　　」：

汚禍色（Dat－lc　olive・｝｝uff）

同　　上

淡黄褐色d）eep　olive　lbuの
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C
Do
Dx
D
Eo

Fx

Fo

Fx

F

Go
Gx
G
rlo

Hx
II

少しく青味がかる
（G工aucoU5）

少しく膏昧がかる
（GlaucOus）

黄味をs曾す
（Ye11。wish　glauc。u8）

同　　上
（Yellowish　glaUC。us）

詑炎輩苛神も色　（1）eep　olive　buf℃）

同　　上

汚褐色となる
（Dark　olive　bufり

同　　上
（Dark　olive－1｝ufD

i炎嚢詐蹟色

（工〕eep　elive－biiff）　・

構」，刻・A・はA縮とr噛翻糊形賭系と醒韻養・A・は．A舗と阯分i岐麟
　　系との混合培養、Aは糎幣符、3く（Pt）印は著しき鍵色を起さないもの

斯の9p〈　A～H瀬の聚榊、B。，B・及びF・，F・は接種後27°C・240鋼後・セリシンの

．廓溶鰯に於て湖力・晴馳（P・1・1・mi・・e　g・ee・～G1…u・）を認肪れ・鍬次第に

黄味をJIJIIへ、5日聞後には汚褐色（Dark　olive．・buff）に攣じてゐる。

爾A。，Axも5暇の攣色は同様であるが、初伽於て㈱色を㈱瑠なかつ描のであ

る．兎納、以」ψ鋤によりて、セリシン齢角ける糸噛（B、F等）が第畝麟殖をなし

てアミ搬類の如きものを生じ捌了へ第蹴的に艘継が琉撒レ階墾撒樋すものな

るととは，塗く疑無きものと認められよう。

さて、微生物の共同生活上の開係には、Behrens氏vaよれば・次の汝rlきものがある・

1．K。njunkt・s　Symbi・・e（同触生）F陀嚇が同休をなして直接養分の搬を行ふもの

　　a．Mutualismus　C協同共生）甲乙相互に利t6iあるもの

　　b．Pare．sitismt－s（宥生）甲乙の何れか一方のみ利盆を受け、他方はその犠牲となるもの

　2．Disjunkte　Symbiose（異袴豊共ξ｛三）甲乙爾蔚が圃腸をなすことなきも・生活i：五に干泥レし

　　合ふもの
　　a．Metabiose（助生）甲の生活によりて生する生塵物が乙の…漸1〔に有利なるもの

　　b．Antibioge（抗生）甲の生薩物が乙の生活若くは蕃殖を害するもの

　上記の圃別に從へば．予等の緬菌混合増養に於て、獅∫1次接種のセリシン溶郷性縞繁1と第2

次接種の青攣綿菌との關係は、Disjunkte　Symbiose　rl，tのMetabioseの現銀に脱することを

知る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　　　VXI，青緑色索及び螢光

　Bacterium　syncyaneumに就て研究された所によれば・多くの場合2種の色素が生成され

共1は青色のSyncyaninであり、他は費隷色の螢光を磯するBacteriofluoresceinである。し

かし同種中で、細菌の系統により　，Syncyaninを欠きBacteriofiuorescein　a）みを腐するものと

（Lehmann，　N　etmann）反封にSyncyaninのみを生産するもの（Htippn・Thurnni）とあり・

術何れの色素をも生じなV・系統（Heim，　Behr）も存在する。

　Bacterium　pyocyaneum（割農菌）も亦、〒1｝緑色のpyocyaninと螢光色索とを∠1｛するもの

であるがGessard氏によれば、同種中、　pyocyaninのみを生産する系統・鞍光のみを胸す
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る系統及び無色素の系統の劃Uがある、と云ひ、Charr｛n，　Phisalix氏等の長く培養せるものは

永久的に色素生域能力を失つて了つたと…武ふ。

　予等の絹懸青鱗1噛は・培養基の焼質に態じて愛化を示すこと言をf姫ないが、色素生域及

び共後の樫過を見るに凝初は龍勝ちなる歓第鰍色となり・更に鋼ミを肌沽略養

では全く青線色の色素及び螢光を央眠之を新鮮なる培養暴（牛乳馬金糟、寒天等）に移植

するも、最早色素生域能力を恢復し得ないことを認めて居る。省聚落の選擦如何により、色素

生域能力厭差ありて、t・1・Weは全く色素を生じないものあるととを槻察した。　UIJちかくの如き

性歌は從來Bact・syncya　neum及びBact．　pyocyaneumに就て認められたものとよく一致す

る所である。

　次に、之等色素の生成は、遊離酸類の存在ずる場合に限るものであり、Bact，　syncyaneum

では、牛乳中に乳酸菌（streptcoccug　acid｛1actici等）が共棲し乳酸を生歩る時に最も魚寧明な

る青色を現し、少量の鷺駿を加へても其酸性の爲に青色を増し、又葡萄陪を加ふれば細菌によ

りて分解せられ酸を生するため、色調を濃くすると云はれて居る。

　　　　　　　　　　　　　　　牛乳の反慮と呈色の際慶

　酸性若くはアルカリ性の程度如何により、青慶細菌の現す色調の鍵化を見る爲に、新鮮無殺

難誌潔璽鍵蕪継雰織藩鷺濃謡蕪臓謙、古蒲
の室温に於て培養し色彩の出現につき槻察した。

槻鰍譲「－igr繭石日）護…｝r u㎝預δ鱒「・－L’削面∫一冨　

酸　　　4．0

　　　3．5
　　　3．0
　　　2．5
　　　2．0

　　　1，5
　　　1．0
　　　0．5
アルカリ0．5

　　　1。0

　　　1．5
　　　2．0
　　　2．5
　　　3．0
　　　3．5

　　　4．0
　　　4．5
　　　5．0

」二暦部稗々肯色を帯ぶ
lffj機租々青色を幣ぶ

滞色焚に鮮朔

　〃
　〃
　D
轡色淡し
　〃

　〃
　ウ
淡黄緑色

上暦部稽！》轡昧あり

同　　上
淡膏色
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃

　〃
　か
　”　　（Pこ乱le　turtluoisse　sr　recn）

青線色
〃　　〃　　〃　　　　　　　　　　　　1

〃　　〃　　〃

ガ　　tl　　tt

資：　　　色（Martius　ycllow）

　　上i長によれば、新鮮牛孚L臥酸を加へたるものよりはアルカリを少量加＼たものの加｛、呈

　色するとと纈博であり、アルカリの量を培をば、青色に資味を加へて青線色となり、拠に黄色

　　となる。

　　かやうの結果は、既記のBact．　syncyaneumが｛1二乳中の乳酸菌と共懐｝して’ll｝色を増し．或は

　酸類の遊加によりて鮮朋度を糟すと云ふ事と實は正に相1支するものであり、その瑳ill山は詳かで

　　ないが、恐らく予等の脊愛細菌は微アルカリ性増養基に於て最もよく繁殖する爲め從つて晶色

　反慮も強くなるものと察せらる。

・　　　　　　　　　　　　　　　　色素の顯微鏡分光器による掘漿

　　Bactefium　syncyaneumの些1£産する青色色素Syncyanin齢毒i微鏡分光器（Microspectro・

　scope）で親察する時は、顯袴なる吸牧帯の現はれる事が認められて居るが、予等がll∫憂菌の
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生産せる青緑色の色素溶液につき實験したる所では、實瞼材料として、

　1．ウシンスキー氏液アスパラギンをに含めるものに27°C、20口間増養したもの

　2．　ウシンスキー氏液中のアスパラギンの代りにアラニンを加へb27°C、ユ7日闇培養したも

　　　の

　3，　同k、リウシンをカ1へ、27°C、17日間培養したもの

　等を用ひ、Leitz製MikrospektroskoPにより槍査した。スペクトルの紫の部分は46°位

から始まり52°位で藍の方へ接してゐるが、上記何れの實験材料を月1ひても、常に52°位iCd　E　II

ち紫の全部が吸牧されて曙黒を呈し，他の色の部分は少しも痩化を受けない事を知つた。

縛　　　括

（1）夏期高温多漁の際、製綜工場に於て繰綜後揚返し迄の闇に、小枠の生縣の漁澗なる部分に

　　當って、奇異なろ膏薗斑黙の捜生を見ることがあり、叉針金に掴けて乾燥中の生皮苧に同

　　様な青憂を起す事實がある。

（2）かやうな絹孫の青慶部につき、適當の方法によつて鏡槍すれば、常に無数の絢菌の存在を

　　確認することが出來る。

（3）細菌の分離を行ひ、純檸培養を施して、共性欣を窺ふに、絹綜青攣納菌の菌苔そのものは

　　次白色乃至淡黄褐色を呈し、全く青色を帯ぶるが如き傾向無きも、膠質、寒天、牛乳、馬

　　鈴薯等Z）増養に在りては、基質を青緑色に攣化し且つ螢光を生する性質がある。

（4）本細菌の純檸増養を以て生皮苧、白繭等へ接種試験を施すも常に著しき青鍵を起さない。

　　叉セリシン増養基を用ふるも、本細菌の軍猫接種では膏緑色を現はさない。

（5）然るに、セリシンの分解生産物たるアミノ酸類（アスパラギン．アラ＝ン．リウシン等）

　　を加へた培養基では、極めて顯醤なる青緑色を生する。

（6）叉、セリシン培養基に、先づセリシン溶解性細菌を接種して基質を溶解せしめたる後、本

　　細菌を接毬しで漉合増養を行へば、明かに青緑色の磯現を見る。

（7）之等の實験によれば．自然に於ける絹綜の青攣現象は、セリシン溶解性細菌と本細菌との

　　助生（Metabiosis）の結果、起るものと推察される。

（8）本細菌の生産する青線色素を、顯微鏡折光器で槍するに、紫色光線の金部が吸牧されて曙

　　黒となり、スペクトルの他の部分には何等の愛化を見ない。

（9）青緑色素及び螢光は安定のものでなく、酸．アルカリ共他種丸の化離物質によりて容易に

　　愛色若くは脱色し、叉疇日の経過に偉ぴ、次第に酒失する傾向が著しい。

（10）絹綜青愛細菌は、休の一端に鞭毛を具へ、活磯なる運動性を有するも、ll包子を璽旋せす、

　　その致死瀦度は53℃、10分聞であるから、之が防除は比較的容易“σあらう。

（11）本細菌の性朕（ヲ彦態、培養及び生理ヒの標徴）は、大体に於て、青鑓i牛乳中に獲見せらる

　　る青乳菌（Bacterium　syncyaneum　L．　et　N．）と岡様であるが、3ζ多少の差異を認むるを

　　以て、同種中の・一攣種と兇倣し、新にBacterlum　syncyaneum，　L，　et　N．　var．　sericlnum，

　　Y．Yendo．と命名したい。

　　　　　　　　　　　　　　　　（於・上田慧綜暮門嵯』校）
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圖　　版　　読　　明

エilt攣したる生皮苧の一一部分（埼丑縣某製縣場産）

II・鞠孫青塑細菌の鞭晃染色

III．膠質耶両培養（190G，10日後）

　　　Rs・圓形聚落系の表面聚落（x10以下傲之）

　　　Ri　岡　上、埋波聚落

　　　Rs．分岐聚落の表両i聚落

　　　LL　l司　上、埋波聚落

工V・羅鈴薯培漣（270C．7日後）

　　　　9・菌苔　　m．基質面（世色の螢光あy）
V・　A・　無殺菌牛乳培養（270C．3口後）

　　　13・膠質穿刺培養（190C．5El後）

　　　C，　ウシンスキー氏溶液培養（270C．3週間後、　i著しく繰色を帯びたるもの）

　　D・セリシン培養塞を用ひて、セリシン溶解性細菌と継精鯉噛との況合培養を行つたもの

　　　　く基質の上癬部は溶解して轡線色を精びる）


