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Conditions required for plaque formation of Pseudomonas mori phage 

By 

Mamoru SATO 

佐藤 守

一般にパクテリオファージは，培地の種類，温度等各種条件によって形成する溶菌斑

数，いわゆる平板効率を異にする 3) これはファージの実験とくに定量的な試験を行なう

とぎに無視することができないことである.

著者は P.mo門ファージの研究を進めるにあたって， あらゆる試験の基礎となるこの

問題について検討を行なった.溶菌斑形成条件については実際の試験に直結するものを選

び本試験を行なった.その結果，本ファージの良好な溶菌斑形成条件が明らかになったの

で報告する.

なお本文に入るに先だち，本稿の校関をいただいた蚕糸試験場病理部長小林勝利博士お

よび同桑病研究室長高橋幸吉技官に厚くお礼申し上げる.

材料および方法

供試ファージ:1969年 6月に東京都日野市蚕糸試験場日野桑園のクワ縮葉細菌病擢病葉

から分離された Pseudomonasmo門ファージ T-b株.

供試指示菌:P. mori S 6914一号菌口.

増殖温度:本ファージの適温である20.C2
).

その他については各実験項目ごとに記した.

結 果 と 考 察

(1) 指示菌濃度と溶菌斑形成との関係

指示菌懸濁液の濃度によって溶菌斑形成数と形態が異なることは， トマト潰疹病菌

-Corynebacterium michiganeseファージ 4)でも明らかにされているように，指示菌濃度は

ファージの検出，定量を行なうときに，重要な意味をもっている.そこで P.moriファ
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ージについてこの関係を調べた.

まず指示菌を28'C24時間培養し，これを殺菌蒸溜水で種kの濃度の懸濁液とし，プレ一

ト法およびドロツプ法て

菌液 1mlへ濃度約l叩03/mlに希釈しTたニフア-ジ液O.lmlを力加口え， YPDA培地(第3表〉

約10mlと共に直径 9cmのジャーレにプレートし， 20'Cで培養， 24時間および48時間後に

観察した. ドロップ法では，指示菌液および YPDA培地を前述のプレート法と同様な割

合で混合し，これをジャーレにプνートし， 固化した後， 約10'/mlのファージ液を焔地

上に滴下し， 20・Cに保って続察した.

第 1 表に示されるように，プレート法で、は指示菌濃度10'~10'jmlの場合とくに 10'jml

においてファージは多数の溶菌斑を明瞭に形成し，またその形も斉ーであった.濃度

1010 /mlでは溶菌斑数も少なく，形状も極めて微小で不明瞭であった.106/mlでは48時

間後に1O'~10'/ml の場合の半数以下のやや大きい溶菌斑を形成した . 10'/ml以下の濃

度では培地上に指示菌が十分生育しないため溶菌斑は全く形成されなかった.

ドロップ法では，指示直lが|ー分生育する 10'~1010/ml の濃度におし、てファージは明瞭

な溶菌斑を形成した.

プレート法では指示菌の濃度が高い場合にi容菌斑が形成されなし、かまたは極めて微小で、

不明瞭であることは， W.tI.Kl)lO'fOりによっても指摘されているように 1atenttimeが長い

ファージ (P.mori ファージでは未調査であるが〉では高濃度の指示菌の発育に負け， フ

ァージの影響がマスクされてしまうのかも知れない. ドロップ法では， 指示菌濃度1010
/

ml においても明瞭な溶菌斑が形成されたが，これは滴下したファージ液濃度が 10'/ml 

と高かったために指示菌が高濃度であったという影響を受けなかったものと考えられる.

以上の結果から，プレート法では指示菌濃度が10'~10' /ml，とくに，10'/ml， ドロツ

第 1表指示菌濃度とファージの溶菌斑形成との関係

プレート法

指示菌濃度
24時間後 48時間後

1.0X10' * 

x 10' 

x106 58 

x 10' 130* 130 

x10' 143 143 

x1010 27 73 

培養温度20'C

勢 数字は 3シャーレの平均溶菌斑数を示す.

ー:指示菌の発育が不良なため，溶菌斑が形成されない.

叶:明瞭な漆菌斑

ドロップ法
24時間後

+十十* ttt 

+十十 ttt 

十時 廿十



第 2表 ファージ懸濁液濃度とドロップ法による検出との関係
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プ法ではこれが lO'~101O/ml の場合にそれぞれ安定した結果が得られることが明らかに

された.

(2) ドロップ法のファージ検出精度

上記(1)の試験で、は， ドロップ法に用いられたファージ液濃度は 10'/mlであったが，本

試験ではファージ液の検出可能な最低濃度を調べた.指示菌 (濃度109ml) 1 mlを含む

YPDA 培地上に種kな濃度に調整したファージ液をガラス細管で 1シャーレ当り 3カ所

ずつ 2個のシャーレに滴下し20・Cで培養し， 24時間後に観察した.

得られた結果は第 2表に示されるようにファージは，濃度が10'/ml以上では 6カ所

すべてに明瞭な溶菌斑が形成された.また10'-10'/mlでも多数の溶菌斑が滴下部に連合

する状態、で 6カ所に観察された.しかし10'/mlおよび10/mlでは 6カ所中1， 2カ所に

1~数個の小溶菌斑(それぞれ l 個のファージによるものと考えられる〉が形成されたの

みであった これらの結果から本法では，被検液中のフア{ジ数が 1ml中10'個以上で

あればこれを確実に検出でぎ，またそれ以下の場合でも多数滴下すれば検出が可能である

ことが知られた.

(3) 培地の種類と溶菌斑形成との関係

培地の種類別の溶菌斑形成を第 3表に示す培地について調べた.まず融解後45・Cまで冷

却した各培地10mlへ濃度10'/mlの指示菌液 1mlおよび同一濃度のファージ液O.lml

を加えてプレートし，これを20.Cで24時間保ち，溶菌斑数および溶菌斑の形態を観察し

Tこ.

第 4表に示されるように，形成される溶菌斑数は培地によって差異があり，供試された

8種類のうちでは YPDA培地が最も高い溶菌斑形成数を示し，かつ 3回の実験で最も安



50 

供試泊地の組成第 3表

成組培地の種類

酵母粉末 3g，グルコース 3g，ベプト γ6.6g，寒天6g，蒸留水 1.f YPDA 

(B B L社ジャガイモ200g，グノレコ ース20g，寒天15g，蒸留水 1.f 
製品〉

PDA 

内エキス 7g，ペプトン10g，塩化ナ トリウム 3g，寒天15g，蒸留水
1.f (極東製薬工業製品〉

普通寒天

ベプト γ20g， リン酸 2カリウム 2g，硫酸マグネシウム 3g，グリセ
リシ15ml，寒天15g，蒸留水 1.f 

変法キシグ

寒天ペプトシ20g，塩化マグネシウム1.4 g，硫酸アンモニウム10g， 
15 g，蒸留水 1.f (栄研化学社製品〉

キシグA

ペプトシ20g， 1):-'酸 1水素カリウム1.5 g，硫酸マグネシウム1.5 g， 
寒天15g，蒸留 1.f(栄研化学社製品〉

キング B

硫酸マグネシウム0.5g， リン酸 2カリウム 1g，塩化カリウム0.5g， 
硝酸ソーダ 2g，シュークロース30g，寒天15g，蒸留水 1.f 

ジュークロース 5g，クツレヲミン酸ナトリウム 1g， .fシスティン0.01
g，塩化マグネシウム 6水化物0.1g，硫酸鉄7水化物0.01g， 硫酸マ
シガγ4水化物0.01gリγ酸カリウム0.05g， リン酸 2カリ ウム0.05g 
寒天15g，蒸留水 1.f 

ツアベック

変法スター

議
番

組嬢

d'

vγ畿臨
ん

敬

一線

調騒

事際 議襲

畿地~儀
P.monファージ T-b株の YPDA培地上での溶菌斑第 1図
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第4表地培の種類と溶菌斑形成との関係

培 地 実験 1 実験2 実験3

YPDA 141* 518 275 

PDA 38 457 ーーー**

普通寒天 21 385 15 

変法キシグ 130 525 180 

キングA 21 322 252 

キングB 64 560 104 

ツアベック 61 370 74 

変法スター 99 89 69 

培養温度20・c
* 数字は 3シャーレの平均i容菌斑数を示す.

判指示菌発育不良

第 5表 YPDA培地の寒天濃度と溶菌斑形成との関係

寒天含有率開| 実験 1 実験2

0.3 107* 450 

0.6 97 518 

1.0 96 570 

1.5 64 520 

2.0 62 345 

* 数字は 3シャーレの平均溶菌斑数を示す

定した結果が得られた.その他の培地では変法キング培地が比較的良好であったが，他の

培地では溶菌斑数も少なく，かつ不安定な結果であった.

溶菌斑の形態も培地によって異なり， YPDA培地では， 斉一な中型の明瞭な溶菌斑を

形成したが(第 1図)， PDAおよび普通寒天培地では小型の溶菌斑が，また変法キシグ，

キシグB培地では大ぎさの不斉一な溶菌斑が形成された.

以上の結果からこの実験の範囲では YPDA培地が最も良好であると考えられた.

(4) YPDA培地の寒天含有率と溶菌斑形成との関係

YPDA堵地の寒天含有率と形成される溶菌斑数およびその形態との関係を(3)と同様な

方法で、調べた.第 5表に示されるように溶菌斑数にはそれほど顕著な差はなく，寒天濃度

2.0%および1.5%でこれが若干少ない程度であった.しかし溶菌斑の形態は寒天濃度が高

くなるほど小形となり， 2.0%では極めて微小となった.0.3%では溶菌斑は大さかった

が，その形状は不斉一であった.

以上の結果からファージ検出に適する寒天濃度は，ファージによっては極めて微小な溶

菌斑を形成し， 1. 5~2. 0%では検出されず，また 0.3%では培地が軟弱でこわれやすいこ
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となどから， 0.6%のものが最も良好であると思考された.

(5) プレート直前の培地の温度と溶菌斑形成との関係

プレートする直前の培地の温度が溶菌斑形成数に及ぼす影響を調べるために極点な温度

に調整した YPDA培地を常法でプレートし，温度別にi容菌斑形成数を調べた.

第 6表に示されるように， 45~55'Cでは指示菌は十分に繁殖し，溶菌斑形成数も多かっ

た. 60~65'Cでは実験区によって若干溶菌斑数が少なかったが， 70-75'Cでは明らかに溶

菌斑の形成は不十分であった.かつて本ファージの10分間処理による不活化温度が48'Cで

あることを報告したが2)， この場合は，接触時聞が数秒と極めて短いため65'Cでもあまり

影響を受けなかったものと考えられる.以上の結果により，プレートする直前の培地温度

が55'C以下ならば安定した結果を得られるものといえる.

(6) 平板培地量と溶菌斑形成との関係

1シャーレにプレートする YPDA培地量と溶菌斑形成数との関係を調べるため，指示

菌濃度 109/ml，指示菌室 1mlとして，添加する培地量を 3，5， 8，および 15mlに区分

し，それぞれへ同一濃度のファージ液 O.lmlを加え， プレートして20・Cで24日寺間保ち，

溶菌斑数を調べた その結果，3-10mlの培地畳では， 形成される溶菌斑数はほとんど

同じで，溶菌斑の形状も明瞭であった.しかし，15mlでは溶菌斑が不明瞭で、ある場合が

多く， 1容菌斑数はその他の区に比べて少ないことがあった.また 3mlでは直径 9crnのシ

はその量が少なく，均等な厚さにプレートすることが困難で、あった.これらの結果から 1

ャーレでシャーレ当りの培地量は，指示菌液 1mlのとぎには 5-10mlが適当といえる.

(7) 掲示菌量と溶菌斑形成との関係

YPDA培地量5mlとした場合の指示菌液 (I09/ml濃度〉の添加量と溶菌斑形成との

関係を調べるため，菌量O.5ml，1 mlおよび 2mlの3区を設けて比較したところ， 0.5 

mlおよび 1mlでは溶菌斑が良く形成され， 両者に差は認められなかったが 2mlで

はi容菌斑が幾分不明瞭になり，かつ溶菌斑数もわずかに減少した.この結果により，培地

量 5mlの場合には菌液量は0.5-1.Omlが適当と考えられた.

(8) 指示菌の培養時間の長短 (age)と溶菌斑形成との関係

指示菌の培養時間の長短 (age)と溶菌斑形成との関係を調べるため， 指示菌を変法キ

ング培地(第 3表〉で28'Cで所定の時間培養し，供試した それぞれの培養菌から一定の・

混濁度の懸濁液 (24時間培養の場合で109/ml濃度， その他の区も混濁度は同じである〉
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第 7表 指示留の培養11右問の長短 (age)と溶菌斑形成との関係

指(示培菌養の時間ag〉e 実験 1 指(示培菌養の時間ag〕e 実験 2

24 (時間) 505* 24 (s寺間) 27 

48 505 72 5 

96 181 120 5 

144 133 168 5 

192 152 

* 数字は 3シャーレの平均溶菌l斑数を示す.

をつくり，その 1mlに同一濃度のファージ液をO.lmlおよび YPDA培地 5ml加え，

プレートして20・Cに保った.

第 7去に示されるように，培養時間48時間までは溶菌斑形成数が多かったが，それ以後

になると明らかに減少した.この現象については，ファージ粒子の吸着がすでに死んだ細

胞あるいは破懐された細胞の断片においても不可逆的に起る3)ので，古い培養菌では，吸

滞が起ってもこのすべてがファージを地殖させるまでには至らないためと説明できょう.

以上の結果から指示菌を変法キング培地で28'Cで48時間以内，とくに24時間以内培養し，

供試すると溶菌斑形成に好結果が得られるといえる

総 括

本実験、により P.mo円ファージの最も高い平板効率と安定した溶菌斑形成のための，

培地の条件としては，寒天含有率0.6%の YPDA培地でシャーレ当りの培地量を 5

~10ml ， プレート直前の温度を45~55'C とすること，また指示菌の条件としては， 培養

期間 (age) が28'Cで24~48時間経過のもので，菌液濃度を 108~109/ml ， 菌量を培地量

5ml ìこ対し0.5~lml にすることが，それぞれ必要であることが明らかにされた.
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Summary 

Conditions required for plaque formation of Pseudomons mori phage 

By 

Mamoru Sム'fO

The author has performed experiments on the conditions required for 

plaque formation of P. mori phage. The results obtained are as follws : 

P.mori phage isolate T-b and P.mori・ isolateS6914-1 as indicator were 

used as specimens of the present work. The phage was incubated at 20・c
as the optimal temperature (SATO， et al. 1971). 

The phage showed the highest efficiency of plating and formed a clear 

plaque when it was incubated under the following conditions. YPDA me 

dium contained an agar of 0.6% is used， the quantities of the medium and 

bacterial suspension (10'-10' cells/ml)are 5-10ml and 0.5-1. Oml respectively， 

and also the temperature of the medium immediately before plating is 45-55"C 

and the duration of bacterial culture as indicator is 24-48 hrs on modi自ed

King's medium. 
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