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( 42 ) 

Two quantitative biofi1m simu1ation mode1s， a deterministic mode1 and a stochastic mode1 with adding 
the stochastic term for sloughing events， were deve10ped in the present study. Both mode1s considered the 
effect of mass transfer at the liquid-biofi1m interface during biofilm deve1opment. Mode1 parameters were 
estimated experimentally by creating Pseudomonas oleovorans biofi1ms in po1ystyrene tubes under different 
nutri巴nt1eve1s (5%， 2% and 1%) at 5

0

C. Both mod巴lswere shown to be well-fitted with time-course changes 
in biofi1m quantity. The stochastic mode1 was especially well-fitted with the distribution of bio白1mquantity 
under each culture condition. Moreover， the mode1 parameters refiected properties of the biofi1m， such as 
concentration of nutrients using extracellu1ar po1ysaccharide， improvement of biofi1m forming ability at 10w 
substrate concentrations and decrease of the biofi1m growth rate. Thus， the mode1s are ad巴quatefor biofi1m 
simu1ations. The mode1s presented are exp巴ctedto be ab1e to predict time-course changes in biofilm 
quantity and to enab1e ana1ysis of experimenta1 data. Additionally， the stochastic mode1 has the potentia1 
to estimate not on1y the distribution of biofilm quantity but a1so sloughing events， an important concept in 

food safety. (Received Jan. 28， 2011 ; Accepted Apr. 19， 2011) 

Keywords : biofilm， mathematical model， stochastic model， sloughing， mass transport 
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食の安全に関するトピックとして，近年，バイオフィル

ムが注自されている.バイオフィルムとは，微生物が物体

表面に付着し締胞外多糖類を産生することで形成される構

造体のことを指す.図 1にノイイオフィルムの概略図を示

す.微生物がバイオフィルムを形成すると，洗浄除去や薬

剤IJ，熱等のストレスに対して浮遊の状態にある場合に比べ

強国になることが知られており，浮遊状態の徴生物を対象

とした従来の微生物制部方法では，十分な効果が鐸られな

いことが指摘されている1) 食品製造工業では， 実際に配

管内のデッドスペースに形成された黄色ブドウ球菌群を含

むバイオフィルムが，浮遊菌であれば完全に死滅するとさ

れる殺菌条件処理後においても生存し，微生物汚染の原田

と思われる食中毒事件が発生しており 2) バイオフィルム

を考慮した微生物制御方法および安全性評価手法の確立

は，食の安全性確保にとって喫緊な諜題であると考えられ

る.

このような背景から，現在，バイオフィルムに関する研

究が活発に進められ，バイオフィルムに関する多くの知見

が獲得されている. しかしながら，数式モデルを用いてバ

イオフィルム量の経時変化予測を行うといった研究はあま

り行われていないのが現状であり，莫大な最の実験とそれ

を実施するための費用が必要となっている.また，バイオ

フィルムの形成に関与する微生物の脱離や付着といった

個々の現象は偶発的な要素を含むと思われ，これを簡易か
1 :;=812-8581福悶県福岡市東区箱崎6…10-1
2苧812-8581福岡県福潟市東区箱縮小10…1
定連絡先 (Correspondingauthor)， fumit@bpes.kyushu-u.ac.jp に解析するツールの開発が必要であると考えられ
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細胞一-a~山

締胞外多糖類

関 1 バイオフィルムの概略函

る.

そこで，本研究では，簡易なバイオフィルム量経時変化

の予iJ{IJおよびバイオフィノレム量データの解析を自的とし

て，まず，バイオフィルム…液相関の物質移動現象を基に決

定論的バイオフィルム量シミュレーションモデルを構築

し，実験により得られたバイオフィルム量の平均値の経時

変化を表現することを試みた. しかしながら，得られた実

験データのばらつきが大きく，より詳細にバイオフィルム

形成挙動を評価するには，バイオフィルム量の平均値のみ

では不十分であるケースが考えられたことから，措築した

決定論的モデルに確率的な項を加え確率論的モデルに拡張

することで，バイオフィルム量のばらつきを考慮したモデ

ルを構築した.本報では，これらのモデルと実験により

られた実測値にフィッティングを施し，得られたモデルパ

ラメータの櫨とフィッティングの適合度からモデルの妥当

性について4食言すした.

理論

本研究では，系金体をバイオフィルム相と液相の 2相に

分け，それぞれ菌密震および基質濃度の増加，減少を計算

し，それらの勾配に応じて菌・栄養素の 2椙聞の受け渡し

を行うモデルを構築した.図 2にそテ、ルの概念図を示す.

1. 決定論的モデルによるバイオフィルム蓋シミュレー

ンョン

以下にモデル式を示す.

山内lほかl+mXs一民 (1) 

凶ル (2) 

仏 h (3) 

電

物体表商 バイオフィルム相 液相
主電 ~ ' 

。よ¥
O~ 0 
OK ¥¥細胞

ぬ(阜市計四x;

(晶子ξ)ぇ直也!I(合)(品:)Xl

図 2 モデルの概念図

仏/d同…-(女)(占~)Xs (4) 

X:菌密度 (g/ml)， S:基質濃度 (g/ml)，ぃ:最大比増殖

速度(l/h)，Q:拡散係数(l!h)，Y:栄養収率，K:半速

基質濃度 (g/ml)， m:脱離{系数(1/h)，b:付着係数(l/h)

添え字 1，sはそれぞれ液相およびバイオフィルム相にお

けるパラメータを表す.

(1)， (3)式はそれぞれ液相およびバイオフィルム相におけ

る菌密度の変化最を， (2)， (4)式はそれぞれ液抱およびバイ

オフィルム桔における基質濃度の変化量を示す.各相の微

生物の増殖および栄養素の消化はモノ一式で計算され，各

相聞の基質濃度差を駆動力として栄養素の受け渡しが行わ

れる.また，各拐の菌密度に比例してバイオフィルムの付

着，脱離が起きるものとした.

モデルパラメータは，実験で得られた基質濃度 1，2， 5% 

におけるデータの平均値を用いてフィッテイングを行うこ

とで値を推定した.なお，脱離係数m と付着係数 b以外の

パラメータは基質濃度に依存しないとみなし，全ての栄養

条件下において共通の値を算出するようにフィッティング

を行った.

2. 確率論的モデルによるバイオフィルム量シミュレー

ンョン

流れの無い系の場合，バイオフィルムからの脱離は，

erosionとsloughingの二種類に分けられる erosionは，

バイオフィノレム表面で起きる連続的かっ小規模な脱離を指

し， sloughingはバイオフィルム内部で起きる不連続かっ

大規模な脱離のことを指すの. 本研究では， 決定論的モデ

ルにおける脱離項を erosionによるものとし，新たに

sloughingを考慮した確率的な項を加えることで，確率論

的モデルへ拡張した.すなわち， Bohn et al.3
)の方法を用
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図 3 αを100，500， 1000の時の sloughing係数の変化

いて， sloughing項を sXsとし以下のように (l)， (3)式に組

み込んだ.

/dt=uJ ~ SI.. ix I/dt=ud ~一一 )XI+mXs-bXI+sXs (5) 
「 ¥SI十KI/一

仏 /dt刊 s(古井一7附 (6) 

ここで sはsloughing係数として定義され， sloughing 

により損失するバイオフィルム最の割合を示す.また，以

下の式で sloughing係数Sは表せる.

s=uα (7) 

uはOから 1の一様乱数を示す. (7)式は，小規模な

sloughingは起こりやすく，大規模な sloughingは起こり

にくいという仮定を基に作成され，一様乱数 U とバイオ

フィルム量不の舘に応じて sloughingによるバイオフィ

ルム量の損失が起こるとした.また， αの鑑が大きいほど，

sloughing係数Sは小さい債を示す傾向にあり， αの髄が

大きいほど sloughingは起こりにくくなるという性質を

持つ.参考として，図 3にαを 100，500， 1000とした時の

sloughing係数の変化を示す.この αの値を推定すること

で， sloughingの発生する程度を表現した.

パラメータの推定は， 2段階のフィッティングにより

行った.まず，実験データのうち，最も sloughingの影響

を受けていない各培養期間における最大値のデータと，

sloughing を考慮していない(l)~(4) の決定論的モデル式

を用いて前述と問様のブイッティング方法でパラメータ推

定を行い，脱離係数 m と付着係数 bのみ基質濃度に依存

するとしてα以外のパラメータの植を決定した.その後，

sloughingを考慮した (2)，(4)， (5)， (6)のモデル式を用いて

一様乱数を得るため約 5800回シミュレーションを行い，

各培養期間におけるシミュレーション値の平均と実測値の

平均の残差の二乗和が最小となるような αの値を決定し

た.

実験方法

1. 供試菌

高いバイオフィルム形成能を示すことが確認されている

Pseudomonαs oleovorans野生株を用いた.

2. バイオフィルムの形成方法

バイオフィルムの形成方法は以下のように， Planchon 

et al. 4)の方法を一部修正して行った.まず，標準寒天培地

を用いて増殖させた菌を，スプレッダーで集菌し， 40ml 

の滅菌蒸留水で‘希釈，その後， 10分間・ 2500rpmの遠心

分離を 2回繰り返すことで細胞を洗浄した.得られた菌液

をTrypticsoy broth (TSB) (Becton， Dickinson and 

Company製)20mlの入った三角フラスコに 0.2ml植菌

し， 250Cのインキュベータ内で，振蚤器 (MMS-310，マル

チシェーカー，東京理化器械製)を用いて 24時間・ 105

rpmで振撞培養を行った.その後，培養液を適度に希釈

し，初菌数を概ね揃えた菌液をそれぞれ作成した.作成後，

蒸留水 1000mlに対しすSB粉末を 30gの濃度を 100%と

した濃度1， 2， 5%の TSB5mlが入った 15ml容のポリ

スチレン製遠沈管 (STOCKWELL SCIENTIFIC製，以

下，遠沈管)に，菌液をそれぞれ 0.1ml接種し， 5
0

Cで， 14 

日間静罷培養を行い，遠沈管内壁にバイオフィルムを形成

させた.

3. バイオフィルム量の測定方法

バイオフィルム最の測定は以下に示すように， Srdjan et 

al.5
)の方法を一部修正して行った.遠沈管から培養液を廃

棄し，滅菌蒸留水で軽くすすいだ.その後， 0.1% (g/mI) 

のクリスタルバイオレット水器液(和光純薬製)で 10分間

染色した.染色後，染色液を廃棄し，滅菌蒸留水で軽くす

すいだ後， 99.5%エタノール 5mlを注ぎ，超音波処理を施

した.さらに，ボルテックスミキサで撹拝することで，内

容物を完全に分解，拡散させた.その後，クリスタルバイ

オレット水接液の吸光ピークである波長 500nmで溶液の

吸光度を測定し，得られた値をバイオフィルム量の指標と

した.また，測定は培養開始から I日おきに行った.

実験結果および考察

1. 決定論的モデルによるバイオフィルムシミュレー

ユノョ Lノ

表 1に決定論的モデルで使用したモデルパラメータの値

を示す.また，関 4に各基賞濃度における実測値の平均と

決定論的モデルのシミュレーション結果を示す.国 4から，

RMSE (平均二乗誤差)の値は 0.ü1 2~0.016 と全ての基質

濃度で小さい値を示し，高い精度でバイオフィルム量の経

時変化を表現できた.また，表 lから，液相とバイオフィ

ルム椙におけるモデルパラメータの値を比較すると，栄養

収率 Yはj夜相とバイオフィルム椙で同様の値が算出され

たが，半速基質濃度Kおよび、最大増殖濃度いについては液
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表 1 決定論的モデルで使用したモデルパラメータの値

Ks 0.0039 Kj 0.17 

YS 0.46 Yj 0.45 

ドs 0.078 ド! 0.090 

Q 0.45 

基質濃度 5% 2% 1% 

m 0.0080 0.0014 。
b 。 0.0029 0.0016 
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図 4 各基質濃度における実現tl債の平均と決定論的モデルの

シミュレーション結果

相において大きい舗を示す傾向が得られた.バイオフィルム

の構成要素である細胞外多糖類には，液中の栄養素を捕捉

し，濃縮する作用が報告されている6) そのため，本研究に

おいてもバイオフィルム表面で、は液相よりも高い基質濃度

表 2 確率論的モデルで使用したモデルパラメータの値

Ks 0.0050 Kj 0.17 

YS 0.46 Yj 0.45 

いs 0.078 ド: 0.090 

Q 0.45 

基質濃度 5% 2% 1% 

円1 0.0020 0.000019 。
b 。 0.00073 0.00060 

α 375 396 303 

が保たれ，毘閣の基質濃度が低い状態においても比較的高

い増殖速度を維持できたことから，半速基賀濃度Ksは小

さい憶を示したと考えられる.また，バイオフィルム内部

の細躍は増殖速度が低下することが知られていること7)か

ら，バイオフィルム相での最大比増殖速度いは液相と比べ

て小さい植を示したと考えられる.次に，脱離係数mと付

着係数 bの値に着目すると，脱離係数 m は基質濃度 1%

で最小値を，付着係数 bは基質濃度 2%で最大値を示し

た.また，ノfラメータ推定の結果，脱離係数m，付着係数 b

は，それぞれ基質濃度 1%，5%でOの鑑を示した.貧栄養

下では，環境ストレスにより微生物の付着が促進されるこ

とが報告されている8) また， 草栄養下で物体表面への付

着が強固になることが報告されていること 9)から， 重栄養

下において微生物の脱離は抑制される傾向にあると考えら

れる.そのため，本研究においても，基質濃度が低い 1%，

2%では， バイオフィルム形成能が高まり，付着は促進さ

れ，脱離が抑制される傾向が得られたと考えられる.基質

濃度 1%では付着保数 bが基質濃度 2%と比較して小さい

値を示した理由としては，過度の貧栄養下でPseudomon山

間菌の持つ鞭毛の働きが弱まり，物体表面へ付着する機会

が減少したことなどが考えられる.これらのことから，得

られたモデルパラメータの龍は，バイオフィルムの特性を

よく反換しているものと考える.

以上のように，高い精度でバイオフィルム量の経時変化

が表現できていること，得られたモデルパラメータはバイ

オフィルムの特性をよく反映していたことから，本モデル

の適合性が示された.

2. 確率論的モデルによるバイオフィルム最シミュレー

ユノヨ Lノ

表 2Iこ，確率論的モデルで復用したパラメータの値を示

す.また，図 5，6に，各培養期間における実測の最大値と

決定論的モデルのシミュレーション結果および各培養期間

における実測の平均値と確率論的モデルのシミュレーショ

ン結果を示す.関 5から，全ての基質濃度で RMSEの値は

O.015~O.042 と小さい値を示し，高い精度で， 実測の最大

値の経時変化を表現できている.また，図 6から，実測値

の平均とシミュレーション債の平均を比較した擦の

RMSEは， O.023~O.030，実測値の標準偏差とシミュレー
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シミュレーション車吉果

ション値の標準偏差を比較した際の RMSEは 0.022~0.030

と小さい値を示した.よって，本モデルは，バイオフィル

ム量の経時変化およびバイオフィルム量データのばらつき

をよく表現できていると考えられる.つぎに，表 2から，

決定論的モデルと確率論的モデルで共通のパラメータの植

に着目すると，決定論モデルと比較して，脱離係数mの値

が小さい値を，付着係数 bの値も小さい値を示したもの

の，全てのモデルパラメータで，表 lと同様の傾向が得ら

れた. したがって，確率論的モデルにおいても，決定論的

モデルの場合と同様のバイオフィルム特性を反映している

と考えられる.また， αの値に着目すると，基質濃度 5%，

2%でほぼ閉じ値を示したが， 基質濃度 1%において， 比

較的小さい億を示し，基質濃度が十分に低い場合， slough司
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国 6 各基質濃度における実測値の平均と確率論的モデルの

シミュレーション結果

mgが起こりやすい結果となった. しかしながら， αの値

が 300の場合と 400の場合を比較すると，出力される Sの

値はほとんど変化しないことから， αの値は全ての基質濃

震でほぼ同等の{直を示したと考えられる. sloughingと基

質濃度の関係について調査された研究はいくつか報告され

ているωIIIものの erosionとsloughingの区別は実験者

の任意であり 12) 実験的手法により sloughingの起こる頻

度を定量的に検討することは困難である.また，バイオ

フィルムは脱離により食品に混入してはじめて問題を引き

起こすことから，バイオフィルム内部の徴生物が脱離して

食品へ移行する頻度が重要であると指摘されているIlそ
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のため，今後，本モデル式により，簡易に sloughingにつ

いて解析を行うことが可能となれば， αの値はバイオフィ

ルムの安全性を評価する擦の一つの指壊となることが期待

できる.

以上のように，パラメータの値はバイオフィルムの特性

をよく反映しており，また，本モデル式はバイオフィルム

量の経時変化およびばらつきをよく表現できていることか

ら，確率論的モデルにおいても，一定の適合性が示された.

5室率論的モデjレは，バイオフィルム量の経時変化だけでな

く，各培養期間におけるバイオフィルム量の分布や slough-

mgによる脱離可能性を推測できることに利点がある. 一

方で，決定論的モデルは，確率論的モデルと比較して，モ

デルパラメータの種類が少なく，また多くの試行回数を必

要としないことから，より簡易にバイオフィルムの経時変

化を把擦できる.今後は，目的によってこれらのモデルを

使い分けることで，より効率的にバイオフィルム形成挙動

の予測およびデータの解析を行えることが期待できる.

要約

バイオフィルム量の経時変化の予測およびバイオフィル

タの解析を目的とした決定論的および確率論的シ

ミュレーションモデルを構築し，実測舗とのフィッティン

グ結果からモテールの妥当性について検討した.

(1) モデルパラメータの値は，両モデルにおいて，細胞

外多糖類による基質の濃縮，バイオフィルム内部の増殖速

度の低下，貧栄養下におけるバイオフィルム形成能の向上

といったバイオフィルムの特性をよく反映する鰻を示した.

(2) 両モデルにおいて，高い精度でバイオフィルム量の

経時変化を表現できた.また，確率論的モデルにおいて，

高い精度でバイオフィルム最のばらつきを表現できた.

以上のことから，両モデル比ノてイオフィルム最の経時

変化の予測およびバイオフィルム最データの解析に有用で、

あることが示された
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