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蚕糸研究 第76号 1970年 7月

Sansi-Kenkyu (Acta Sericologica) 

~o. 76， Ju!y， 1970 

硬化病菌のディープフリーザーによる保存

河と 清

硬化病菌を用いての調査研究において必要な基本的操作の一つに，菌種または菌株の

性状を長期にわたって変化させることなく保持させる菌株保存の問題がある.一般に，糸

状菌は継代培養法によってp 半年~l 年ごとに斜面箔l也に植え替えて保存するが，多数の

菌，f朱の場合は労力がかかると同時に，原株の性状が変化する場合がある 4) それをきける

ために，通常. 5'Cでの保存法，凍結乾燥による保存法， soi! culture法， 流動パラフィ

γ重屑法など各種の方法が用いられているがし3，7)著者は，その一つであるディープフリ

ーザ一法を用い，数積の昆虫糸状菌の保存を試みたととろ，好結果がえられた.本法は簡

便であり容易に利用できると忠、われるのでその結果について報告する.

なお，本文に入るに先だち，ご校閲をいただいた病海部長糸井節美博士に深謝する

材料および方法

供試菌は，硬化的研究主保1-iの白きょう病菌 (Beauveriabassiana (BAL8A~lO) VUIL L-

E~llS) ，長きょう州菌 (lsaria fa門 nosa F耳!ES)， 緑きょう州菌 (Spica門 α ρrasina 

(MAUHLANC) SAWADA)，果、きょう病菌 (Metarrhiziumanisopuae (ME'l'CHNfI王OFF)SOH-

OKIN) ，および麹かび病菌2符 (Aspergillusoryzae (AHLBUHG) COHN と Aspergillus 

flavus LINK) の合計 6菌極である.これらを蚕踊mUliJlJ糖 (2%)寒天培地で， 20日間

(25'C) 市ll栓試験管斜面培養した後，そのまま，ディープフリーザー(ー 18'C~ー20'C)

内に移し保存した(1965年 8月11日).そして， 1年， 2年および 4年後(1969年 8月11

日)に上記各菌種をとり出した.なお，ディープフリーザーから出席する時は，いずれの

場合も，通常の冷脱脂 (6'C)に 1日置いた後に室組(約30'C)に出した.そして，これ

らの分'i胞子を新しい寒天培地および液体培地に接種して，生育の有無によりそれらの主主

存カを検定した

さらに. 4年間保存した菌株については，一度新しい培地で培益 (25'C 20日〉し，新

しく形成された分生胞子を用いて， 3齢蚕児への接種試験を行ない，その病死率により，

保存前にあらかじめ検定しておいた各菌種の病原カとの比較を行なった.
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結果と論議

ディープフリーザー内に 1年， 2年および 4年間保存した 6菌種の分生胞子の生存力検

定結果が第 1表である.すなわち，各菌種とも検定培地によく生育し，ディープフリーザ

第 1表硬化病菌のディープフリーザ一保存による生存

Table 1 Viability of cultures stored on agar slants at -18'C 

Fungi 
Vitability of cultures in eaιh storage period 

1 year 2 years 4 years 

Beauveria bassiana 

Isaria faη・nosa

Spicaria prasina 

Metarrhizium anisopliae 

Asρergillus oryzae 

Aspergillus flavus + 

+

+

+

+

+

+

 

+

十

十

十

十

+

+

+

+

+

 + 

+ : Showing the culture was viable. 

ーによる 4年間の凍結保存に十分耐えられることを示した.また，生育菌叢の外観，分生

胞子形成度にも変化は認められなかった.

つぎに，ディープフリーザー保存前と 4年間保存後における各菌穏の病原力の比較検定

結果を第 2表に示した.

白きょう病菌，策きょう病菌，緑ぎょう病菌および，~!~ぎょう病菌の 4 菌種は，常法によ

り， 1 菌液を 3齢起蚕に塗布接種し，その病死率を調査したが。 4年間保存した菌株

は，いずれも原株と同じく 100%の病死率を示し， 病原カの変化は認められなかった.ま

た旬j箇按極法により病死率を調査した麹かび病菌の 2菌程についても 1 保存前後における

病原ー力の差異は認められなかった.すなわち，ディープフリーザー内に 4年間保存した 6

菌種の蚕児に対する病原力は，保存前(原株)と同様であった.

以上，供試6菌極については，ディープフリ{ザーによる凍結保存法を用いることがで

きるが， M虫糸状菌によるこの種の調査は少ない.MULLllIト KOGLER(1967)によると，

Beauveria bassiana， B. tenella， Meta円必iziumanisopliae， Paecilomyces farinosus， 

Cephalosporium sp. は， ディープフリーザーにより 1年-1年半 EntomophthoraE 

202は 6年間保存することがで主たが，Empusa aulicaeの培養は数カ月しか生存しなかっ

たという，また，昆虫糸状菌ではないが， CAR~lICHAEL (1962) は糸状菌と酵母 400株を

-20'Cのフリーザーに 5年間保存し， 95%が生存していたと報告している. さらに，

Aspergillusのある菌株は， -20'Cに45日保存した時の分生胞子生存率が 60-90%であ

り.また別の菌株を7-15カ月保存した時のそれは2-80%であると要約されている5l

なお，本調査では，培地の種類，凍結条件，融解条件などを変えた試みは実施しなかっ

たが，糸状菌のー20'Cにおける生存力を考えると，凍結過程の条件，保存r:tlの寒天の乾燥
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第 2表 ディープフリーザー保存菌の病原力

Table 2 Virulence for the silkworm larvae of the entomogenous* 

fungi stored in the deep freezer 

No供.0試f蚕la数rvae 
病死 a率li 

菌Fung種l 

Per cent of mortalities 

tested O原rigin株al 4年red間保存後
Stored culture 

culture (for 4 years) 

Beauveria bassiana 30 100% 100% 

Isa門 afa門 nosa 30 100 100 

Spica門 aprasina 30 100 100 

Metarrhizium anisojりliae 30 100 100 

Aspergillus oryzae** 25 12 16 

Aspergillus flavus料 25 44 36 

* 支124号×日 124号3齢起蚕に各菌株の分生胞子液(1:1)を塗布接極し. 5齢

6日まで調査した.

料 10日間培養したコロニー上に蚕児を這わせて菌接種を行なった.

* Third instar larvae of C124 X ]124 strain of the silkworm were 

inoculated with spore suspension of each culture. Used fungi were 

cultured for 20 days at 25'C. 

ホ Infection was induced 口 the larvae by crawling on 10 day-cultured 

colony of Aspergillus. 

程度，さらに出陣時の融解過程の条件と菌種，すなわち，菌細胞の凍結融解および乾燥に

対する強さの程度とによって，生存期間の長短が決まるように推察される.

終りに，昆虫糸状菌の保存の場合，病原力の保持も重安なことと考えられるが?病原力

の変化の有無に関する調査は，著者のもの以外にはみられない.

摘 要

白きょう病菌，黄きょう病菌，緑E'ょう病菌，黒きょう病菌および麹かび病菌 2植の合

計 6菌種は， *ríJ栓試験管で普通に斜面培養した後，単にディープフリーザー(ー 180C~-

20・C)内に保存するだけで. 4年後も生存し原株と同様の病原力を保持していた.
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Summary 

Deep freeze storage of some entomogenous fungus cultures 

By 

Kiyoshi KAWAKAMI 

Entomogenous fungus cultures on agar slants may be preserved for 4 years 

by simply placing them in a freezer atー 18・C to -20'C. 

The fungi stored in the deep freezer are Beauveria bassiana (BALSA}lU)VuJ 

LLE}[jN， lsaria farinosa FRrES， Spica円 a prasina (MAUBLANC) SAWADA， lWeta-

rrhizium anisopliae (ME'fCHNIKOFF) SOROKI.N， Aspergillus oryzae (AHLBulW) 

COH.'!， and Aspergillus flavus LINK. These fungi were cultured on slants of 

the silkworm pupae decoction agar in usual test tubes with cotton plug for 

20 days at 25'C. Sporulating cultures were placed in the freezer. 

Temperature in the freezer varied from -18'C to -20'C during the storage 

period. 

Cultures to be tested for viability were remov巴dfrom the freezer and 

alIowed to stand for 1 da y at 6・C (in refrigerator) before they were brought 

to room temperature. Spores of the cultures were placed on fresh agar 

slants or liquid media， incubated， and checked for growth. Table 1 shows 

viability of each fungus culture stored for 1， 2， and 4 years. The results 

were good for alI used fungus cultures. 

Virulence of the original cultures and the cultures stored for 4 years were 

examined by inoculating the fungus spores on third instar larvae of the silk 

worm. Four year-stored cultures have been kept the same level of the 

virulence for the larvae as the original cultur巴sshowed (Table 2). 

(The Se門 culturalExpe門 mentStation， Suginami-ku， Tokyo) 
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