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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
対象となる胞子に対して５℃以上７０℃以下の温度下で、１秒間以上６０分間以下、１
０ＭＰａ以上１００ＭＰａ以下で加圧する加圧処理工程と、
前記胞子と、前記胞子に導入するマーカーとなる物質とを混合する物質混合工程と、
マーカーとなる前記物質が導入された胞子を大気圧下、２５℃以上７０℃以下の温度下
で、１分間以上６０分間以下保持する大気圧処理工程と、
マーカーとなる前記物質を検出することによって、マーカーとなる前記物質が導入され
た胞子を検出する工程と、
を備え、
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前記物質混合工程は、前記加圧処理工程の前であっても後であってもよい、発芽活性の
ある胞子の測定方法。
【請求項２】
発芽誘導物質の存在下で、前記加圧処理工程を行う、請求項１に記載の測定方法。
【請求項３】
前記発芽誘導物質が、アミノ酸、糖又は金属イオンである、請求項２に記載の測定方法
。
【請求項４】
前記発芽誘導物質が、アミノ酸である、請求項２又は３に記載の測定方法。
【請求項５】
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マーカーとなる前記物質が、エステラーゼ活性により発色する色素である、請求項１〜
４のいずれか一項に記載の測定方法。
【請求項６】
マーカーとなる前記物質が、６−Ｃａｒｂｏｘｙｆｌｕｏｒｅｓｃｅｉｎ

ｄｉａｃｅ

ｔａｔｅ（ＣＦＤＡ）である、請求項１〜５のいずれか一項に記載の測定方法。
【請求項７】
前記物質混合工程が、加圧処理工程の前に行われる、請求項１〜６のいずれか一項に記
載の測定方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、胞子への物質導入方法、及びこれを用いた発芽活性のある胞子の測定方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
バチルス属及びクロストリジウム属等の芽胞菌、並びに、アスペルギルス属及びペニシ
リウム属等のカビ等が形成する胞子は、耐熱性、耐薬品性、耐乾燥性等が高く、殺菌が困
難である。そのため、食品製造業、医薬品製造業等において、上記胞子による汚染がしば
しば問題となる。
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【０００３】
食品、医薬品等の製造においては、製品、中間製品、原料又は製造環境等に存在する胞
子の数（以下、胞子数という場合がある）をモニタリングし、製品の殺菌及び製造環境の
洗浄が適切になされていること、並びに、原料が胞子等によって過度に汚染されていない
こと等が確認されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６−１７４７５１号公報
【特許文献２】特開２００７−２０９２２３号公報
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【特許文献３】特開平６−１６５６６７号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】西賢司、加藤良、富田守、「バチルス属芽胞の圧力による活性化と殺菌
」、日本食品科学工学会
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
通常、胞子数のモニタリングは、培地を用いて胞子を培養し、培養した胞子によって形
成したコロニーの数を確認する培養法で行われている。胞子の培養には長時間を要するた
め、培養法においては、結果が判明するまでに２〜１４日間の期間が必要となる。したが
って、モニタリングの結果、製品が胞子によって汚染されている等の異常が発覚した場合
、結果が判明する期間の分だけ洗浄、殺菌等の改善措置の対応が遅れるということから、
より迅速な胞子数の測定方法の開発が望まれている。
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【０００７】
特許文献１では、以下のような方法によって胞子数を計測することが開示されている。
まず、液体培地で２時間培養、又は２℃〜２５℃で６時間〜２０時間静置することによっ
て固い外壁を有する胞子を発芽させて、固い外壁がない栄養細胞に変化させる。その後、
蛍光色素で上記栄養細胞を染色して、染色された栄養細胞をカウントすることによって胞
子数を測定する。さらに、特許文献１では、胞子に６０℃〜１００℃のヒートショック処
理を施して発芽させた後に蛍光色素によって栄養細胞を染色してカウントすることで胞子
数を測定する方法が開示されている。
【０００８】
しかしながら、試料にはどのような属種の微生物が含まれているか不明であるため、特
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許文献１に記載の液体培地で胞子を培養する方法では、様々な属種の胞子を選択的に栄養
細胞に変化させることは困難となる傾向がある。液体培地に添加する抗菌物質等の選択が
適切でない場合、胞子が発芽せず、栄養細胞に変化しない可能性がある。また、この方法
では、胞子を発芽させるには数時間という時間を要するため、測定に時間を要するだけで
なく、試料に含まれる胞子及び胞子以外の微生物が増殖して、正確な胞子数及び微生物数
が測定できなくなる傾向がある。
【０００９】
さらに、ヒートショック処理は発芽誘導効果が低いため、多くの場合ヒートショック処
理を施しただけでは速やかに発芽が誘導されず、蛍光色素を胞子の内部に導入して正確な
胞子数を測定することは困難となる傾向がある。
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【００１０】
一方、特許文献１及び２では胞子にアラニン等の発芽誘導物質を添加して発芽させ、栄
養細胞に変化させることが開示されている。特許文献１では、その後、蛍光色素によって
栄養細胞を染色して胞子数を測定している。また、特許文献２では、その後、栄養細胞を
溶解して遺伝子抽出及び遺伝子分析を行っている。
【００１１】
しかしながら、アラニン等の発芽誘導物質についても発芽誘導効果が低く、又、胞子の
属種によって各発芽誘導物質の効果が異なるため、どのような属種の胞子が含まれている
か分からない試料中の胞子数を測定する場合、適切な発芽誘導物質を選択することが困難
となる傾向がある。
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【００１２】
加圧することによって胞子の発芽が誘導されることも知られている。発芽した胞子は、
外壁を失うことで耐熱性、耐薬品性等を喪失して容易に殺菌可能となることから、加圧に
よる胞子の発芽を利用した殺菌方法が報告されている（非特許文献１〜３）。
【００１３】
しかしながら、胞子に加圧するのは胞子の殺菌を目的とすることから、加圧することに
よる胞子及びその他の微生物の生死は考慮されておらず、また、発芽によって胞子の内部
に物質を導入するという試みもない。
【００１４】
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、短時間に、広範囲の属種の胞子に対し
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て適用可能な、胞子への物質導入方法及びこれを用いた発芽活性のある胞子の数の測定方
法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
本発明は、対象となる胞子に対して５℃〜７０℃の温度下で、１秒〜６０分間、１０Ｍ
Ｐａ〜４００ＭＰａで加圧する加圧処理工程と、
上記胞子と、上記胞子に導入する物質とを混合する物質混合工程と、
を備え、上記物質混合工程は、上記加圧処理工程の前であっても後であってもよい、胞子
への物質導入方法を提供する。
【００１６】
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このような加圧の圧力及び温度条件であれば、広範囲の属種の胞子の物質透過性を短時
間に向上させ、目的の物質を胞子の内部に導入することができる。すなわち、圧力と温度
とを適切に設定することで様々な属種の胞子の発芽を短時間で効率的に誘導でき、胞子の
内部への物質導入効果が著しく向上する。
【００１７】
上記物質は、色素、タンパク質、オリゴヌクレオチド、プラスミド、放射性同位体を含
む化合物、又は、イオンであることが好ましい。
【００１８】
上記物質導入方法は、胞子に対する発芽誘導物質の存在下で、加圧処理工程を行うこと
が好ましい。発芽誘導物質の存在下で加圧処理を行うことによって、胞子の発芽率が更に

10

向上し、物質導入効果も更に向上する。
【００１９】
上記物質導入方法は、上記加圧処理工程の後に、上記胞子を大気圧下、５℃〜７０℃の
温度下で、１〜６０分間保持する大気圧処理工程を更に備えることが好ましい。これによ
り、胞子の発芽率が更に高まり、物質導入効果も更に向上する。
【００２０】
また、本発明は、上記物質導入方法によって、マーカーとなる物質を対象となる胞子に
導入する工程を備える、発芽活性のある胞子の測定方法を提供する。
【００２１】
このような方法によれば、広範囲の属種の胞子の内部に、マーカーとなる物質を短時間
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に導入し、発芽活性のある胞子の数を測定することができる。本発明において発芽活性の
ある胞子は、生きている胞子のみであるため、殺菌処理済みの食品等において、死滅した
胞子の数ではなく、流通過程において発育し得る生きている残存胞子数のみを測定できる
。
【発明の効果】
【００２２】
本発明によれば、短時間に、広範囲の属種の胞子に対して適用可能な、胞子への物質導
入方法及びこれを用いた発芽活性のある胞子の数の測定方法の提供が可能である。
【図面の簡単な説明】
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【００２３】
【図１】本実施形態に係る加圧加熱装置の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
以下、本発明の実施形態を詳細に説明する。ただし、本発明は以下の実施形態に限定さ
れるものではない。
【００２５】
本実施形態に係る胞子への物質導入方法は、対象となる胞子に対して５℃〜７０℃の温
度下で、１秒〜６０分間、１０〜４００ＭＰａで加圧する加圧処理工程と、上記胞子と、
上記胞子に導入する物質とを混合する物質混合工程と、を備える。上記物質混合工程は、
上記加圧処理工程の前であっても後であってもよい。上述のような加圧処理を胞子に施す
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ことによって、胞子内部への蛍光色素等の物質の透過性を向上させることが可能になる。
【００２６】
本実施形態に係る胞子とは、食品又は自然環境に存在する一般的な芽胞菌又はカビが生
成する胞子を意味する。上記胞子としては、例えば、バチルス・セレウス（Bacillus

ce

reus）及びバチルス・ズブチリス（Bacillus

subtilis）等のバチルス属（Bacillus）、

パエニバチルス・ポリミクサ（Paenibacillus

polymyxa）、パエニバチルス・マセラン

ス（Paenibacillus

macerans）及びパエニバチルス・アルベイ（Paenibacillus

alvei

）等のパエニバチルス属（Paenibacillus）、ゲオバチルス・ステアロサーモフラス（Geo
bacillus

stearothermophulus）等のゲオバチルス属（Geobacillus）、及び、クロスト

リジウム・ボツリナム（Clostridium

botulinum）及びクロストリジウム・パーフリンジ
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perfringens）等のクロストリジウム属（Clostridium）等の芽胞

菌が生成する胞子、並びに、アスペルギルス・ニガー（Aspergillus

niger）等のアスペ

ルギルス属（Aspergillus）及びペニシリウム・デジタータム（Penicillium

digitatum

）等のペニシリウム属（Penicillium）等のカビが生成する胞子が挙げられる。上記胞子
は、そのまま用いてもよいが、適当な緩衝溶液等に懸濁させた状態で用いることが好まし
い。
【００２７】
本実施形態に係る加圧処理工程において、加圧処理の温度は、５℃〜７０℃である。装
置のコスト低減、加圧処理による胞子の不活性化防止等の点から、温度は５℃〜５０℃で
あることが好ましく、３０℃〜５０℃であることがより好ましい。温度が５℃未満である
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と胞子の発芽を促すことが十分にできない結果、物質導入効果（物質透過性）が不十分と
なる傾向がある。温度が７０℃を超えると比較的耐性の低い胞子が一部死滅する傾向があ
る。
【００２８】
本実施形態に係る加圧処理工程において、加圧処理の圧力は、１０ＭＰａ〜４００ＭＰ
ａであり、１０ＭＰａ〜２００ＭＰａであることが好ましく、５０ＭＰａ〜１００ＭＰａ
であることがより好ましい。圧力をこのような範囲とし、温度を上述の範囲とすることに
よって、広範囲の属種の胞子を短時間に効果的に発芽させることが可能になる。その結果
、胞子の外壁の物質透過性が向上し、胞子の内部に目的の物質を容易に導入できる。圧力
が１０ＭＰａ未満であると胞子の発芽を促すことが十分にできない結果、物質導入効果（
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物質透過性）が不十分となる傾向がある。圧力が４００ＭＰａを超えると比較的耐性の低
い胞子が一部死滅する傾向がある。加圧の方法としては、例えば、静水圧、並びに、ガス
圧、油圧等の媒体を介する圧力を用いる方法が挙げられ、静水圧を用いる方法が好ましい
。加圧の方式は、例えばバッチ式、半バッチ式及び連続式が挙げられる。遠心処理によっ
て加圧してもよい。
【００２９】
本実施形態に係る加圧処理工程において、加圧処理の時間は、１秒〜６０分間であり、
１分〜６０分間であることが好ましく、１分〜１５分間であることがより好ましい。時間
が６０分を超えると一部の胞子が死滅する傾向があり、迅速性が低下する傾向がある。
【００３０】
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本実施形態に係る加圧処理工程は、例えば図１に示される装置を用いて行われる。図１
は、本実施形態に係る加圧加熱装置の模式図である。この加圧加熱装置１０は、加圧処理
する試料を入れる耐圧容器１と、耐圧容器１の内部の温度を制御するヒーター２と、耐圧
容器１の内部の圧力を制御する加圧ポンプ３と、耐圧容器１の内部の温度をモニターする
温度センサー４と、耐圧容器１の内部の圧力をモニターする圧力計５とを備えている。耐
圧容器１は、例えば内径が１００ｍｍの円筒状の密閉容器であって壁厚寸法は１５０ｍｍ
に設定されている。ヒーター２は、例えば、耐圧容器１の内部の温度を９０℃まで上昇さ
せることができるとともに、耐圧容器１の内部を任意の温度に設定することができる。加
圧ポンプ３は、例えば、耐圧容器１の内部を５００ＭＰａまで任意の圧力に調節すること
ができる。さらに、温度センサー４によって耐圧容器１の内部の温度を、圧力計５によっ
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て耐圧容器１の内部の圧力を検出して表示する。
【００３１】
加圧処理は例えば以下の様にして行われる。まず、耐圧容器１の内部に、柔軟性のある
容器に胞子を含む試料液を密封したものを入れる。次に、この耐圧容器１の内部に清水を
満たし、静水圧によって加圧処理を行う。胞子を充填する容器は、ポリエチレン製、フッ
素樹脂製等の種々の素材を用いることができる。また、少なくとも充填する容器の一部分
が可塑性を有していればその形状及び密封方式は特に限定されない。
【００３２】
本実施形態に係る物質混合工程における胞子に混合する物質は、胞子以外の通常の細胞
の内部に浸透する物質であれば特に制限されない。上記物質としては、例えば、蛍光色素
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等の色素、抗体等のタンパク質、オリゴヌクレオチド、プラスミド、及び、放射性同位体
を含む化合物が挙げられる。放射性標識されていないＫ＋、Ｃａ２＋等のイオンも挙げら
れる。
【００３３】
蛍光色素としては、例えば、ＤＡＰＩ、Ｐｒｏｐｉｄｉｕｍ
ｄｉｎｅ

Ｉｏｄｉｄｅ、Ａｃｒｉ

Ｏｒａｎｇｅ、ＳＹＢＲＧｒｅｅｎ、Ｈｏｅｃｈｓｔ３３３４２、ＴＯＴＯ−

１、ＣＦＤＡ、Ｃａｌｃｅｉｎ−ＡＭ、フルオレセイン、テトラメチルローダミン、ロー
ダミン６Ｇ、ローダミングリーン（商標）、ローダミンレッド（商標）、オレゴングリー
ン（登録商標）４８８、テキサスレッド（登録商標）、ボディパイ（登録商標）（ＦＬ、
Ｒ６Ｇ、ＴＭＲ、ＴＲ及び６３０／６５０）、Ｃｙ（登録商標）（２、３、５及び７）、
並びに、Ａｌｅｘａ
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Ｆｌｕｏｒ（登録商標）（３５０、４０５、４３０、４８８、５３

２、５４６、５５５、５６８、５９４、６３３、６４７、６８０、７００及び７５０）が
挙げられる。
【００３４】
タンパク質及びオリゴヌクレオチドは、そのまま用いてもよいし、上記色素で標識され
たものを用いてもよい。オリゴヌクレオチドとしては、例えば、ＥＵＢ３３８等のＦＩＳ
Ｈ法に用いられるプローブ、並びに、Ｔａｑｍａｎプローブ、Ｈｙｂｐｒｏｂｅ及びＱ
ｐｒｉｍｅｒ等のＲＴ−ＰＣＲに用いられるプローブが挙げられる。プラスミドとしては
、ＧＦＰ等の標識タンパク質をコードした遺伝子を有するプラスミド等が挙げられる。放
射性同位元素としては、例えば、トリチウム、１４Ｃ、４０Ｋ、１３１Ｉ等が挙げられる

20

。
【００３５】
胞子と、上記物質とを混合する方法としては、特に制限はないが、例えば、緩衝溶液に
上記胞子が懸濁している試料液において、上記物質を混合する方法が挙げられる。この場
合、上記物質を試料液に添加する時期は、加圧処理工程の前であってもよいし、加圧処理
工程の後であってもよい。加圧処理工程の前に上記物質を試料液に添加することで、加圧
による発芽と、胞子への物質導入とを同時に行うことが可能である。一般に加圧には溶質
を対象物に含侵させる作用があるため、上記物質が加圧、加熱に安定であれば、加圧処理
工程の前に上記物質を試料液に添加することで胞子への物質導入効果を高めることができ
る。一方、上記物質が加圧、加熱に不安定な場合は、加圧処理工程の後に物質を試料液に

30

添加することが好ましい。
【００３６】
本実施形態において、耐熱性の胞子のみを対象とするのであれば加圧処理工程の前又は
加圧処理工程の後にヒートショック処理を行ってもよい。
【００３７】
本実施形態に係る胞子への物質導入方法は、発芽誘導物質の存在下で、加圧処理工程を
行うことが好ましい。発芽誘導物質を添加した後に加圧処理を行うことで、胞子の物質導
入効果を更に向上させることができる。上記発芽誘導物質は、例えば、アラニン及びアス
パラギン等のアミノ酸、グルコース及びフラクトース等の糖、並びに、カリウム等の金属
イオンが挙げられる。発芽誘導物質の濃度は発芽を誘導する濃度であれば特に制限はない
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が、例えば１０ｍＭ等が挙げられる。また、発芽誘導物質を併用することで胞子への物質
導入効果が高まるため、加圧処理工程時の圧力及び時間を低減できる。
【００３８】
本実施形態に係る胞子への物質導入方法は、上記加圧処理工程の後に、上記胞子を大気
圧下、５℃〜７０℃の温度下で、１〜６０分間保持する大気圧処理工程を更に備えること
が好ましい。胞子の物質導入効果を更に向上させることができる。これは、加圧処理によ
って代謝経路が活性化された胞子が、大気圧下に戻しても発芽が進行する為である。また
、大気圧処理工程を備えることで、本実施形態に係る胞子への物質導入方法における処理
時間を低減できる傾向がある。上記大気圧処理工程は、特に発芽誘導物質の存在下で加圧
処理工程を行った場合に効果が高い。大気圧処理工程において、保持温度は５℃〜７０℃
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であり、保持時間は１分〜６０分間であることが好ましく、保持温度は２５℃〜５０℃で
あり、保持時間は１分〜１５分であることがより好ましい。この条件であれば、発芽がよ
り短時間で進行するため、発芽した胞子及び胞子以外の微生物の増殖をさらに抑制できる
傾向がある。さらに、加圧処理工程において５０℃〜７０℃の温度によって発芽した胞子
が部分的に死滅することを抑制することができる。上記保持時間が１分未満であると胞子
の物質導入効果が低下する傾向がある。上記保持時間が６０分を超えると胞子及び胞子以
外の微生物が増殖する傾向がある。保持温度が５℃未満であると発芽促進効果が低下する
傾向がある。保持温度が７０℃を超えると耐熱性の低い胞子が一部死滅する傾向がある。
【００３９】
以上に述べたように、本実施形態に係る胞子への物質導入方法によれば、特定の圧力と

10

温度を負荷することで、広範囲の属種の胞子に対して、目的の物質を短時間に効率よく導
入することが可能になる。
【００４０】
次に、本実施形態に係る発芽活性のある胞子の測定方法について説明する。本実施形態
に係る発芽活性のある胞子の測定方法は、上記胞子への物質導入方法によって、マーカー
となる物質を対象となる胞子に導入する工程を備える。
【００４１】
このような工程を備えることで、発芽活性を有する胞子、すなわち生きている胞子のみ
にマーカーとなる物質を導入することが可能になる。その結果、短時間で、生きている胞
子と死滅している胞子とを区別することが可能になる。また、加圧には微生物の増殖を阻
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害する作用があることから、マーカーとなる物質を胞子に導入する過程において、胞子及
びその他の微生物が増殖することがない。そのため、増殖による測定誤差を防ぐことがで
きる。マーカーは、１種類を単独で使用してもよいし、複数種類を組み合わせて使用して
もよい。複数種類のマーカーを用いる場合、各マーカーの発芽による導入効率の違いを利
用して胞子数を求めてもよい。
【００４２】
本実施形態に係る発芽活性のある胞子の測定方法において、加圧処理の条件は、本実施
形態に係る胞子への物質導入方法における加圧処理工程の条件がそのまま適用されるが、
温度が５℃〜５０℃であり、圧力が１０ＭＰａ〜２００ＭＰａであることがより好ましい
。このような条件であれば、胞子に比べて耐熱性又は耐圧性の低い栄養細胞形態などの微
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生物に対する影響が少なく、胞子数及び胞子以外の微生物数の測定の誤差要因が低減され
る傾向がある。一方、２００ＭＰａ以上の圧力は胞子に対し殺菌作用を示す場合もあるが
、発芽初期に活性化されるエステラーゼ活性により発色するＣＦＤＡなどの色素を用いれ
ば、発芽した胞子が圧力によって一部死滅しても染色することは可能であるため、必要で
あれば２００ＭＰａ以上の圧力をかけてもよい。
【００４３】
胞子にマーカーとなる物質を添加する時期（物質混合工程）は、加圧処理工程の前であ
っても、加圧処理工程の後であってもよいが、加圧処理工程の後であることが好ましい。
マーカーとなる物質の加熱又は加圧よる劣化が抑制できる傾向がある。一方、胞子と共に
胞子以外の微生物も測定する場合では、胞子にマーカーとなる物質を添加する時期は、加
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圧処理工程の前であることが好ましい。
【００４４】
本実施形態に係る発芽活性のある胞子の測定方法において、発芽活性のある胞子を検出
する方法は、特に制限されない。マーカーとなる物質が蛍光色素である場合、例えば、フ
ローサイトメーター方式、メンブランろ過方式及びＣＣＤカメラを利用した方法が挙げら
れる。利用できる蛍光色素としては上述した色素が例として挙げられる。また、発芽によ
る蛍光色素の透過性向上を利用し、加圧処理工程の前及び加圧処理工程の後に胞子を蛍光
染色し、加圧処理工程の前後の染色率の増加量を比較して菌数を求める方法も挙げられる
。本実施形態に係る発芽活性のある胞子の測定方法は胞子の内部に試薬を導入するもので
あれば、ＰＣＲを利用した方法など蛍光染色法以外の方法であっても構わない。
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【００４５】
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるもの
ではない。例えば、本発明に係る胞子への物質導入方法は、放射性同位体を含む化合物及
び蛍光色素等の導入による胞子の細胞内構造の解析、プラスミド導入による胞子の遺伝子
改変、並びに、ＰＣＲによる胞子の検出及び定量に利用することが可能である。
【実施例】
【００４６】
次に、本発明を、以下の実施例によって更に詳しく説明する。ただし、これらの実施例
は、本発明を限定するものではない。
10

【００４７】
検討１：胞子数の迅速測定における加圧処理の効果（圧力条件）
Ｂ．ｓｕｂｔｉｌｉｓ（ＩＡＭ

１２１１８）の胞子を０．１〜４００ＭＰａ、４０℃

、１５分間の条件で加圧処理した後に蛍光染色法で胞子数を求めた際の結果を表１に示す
。すなわち、１０６ＣＦＵ／ｍｌの濃度になるようＢ．ｓｕｂｔｉｌｉｓ（ＩＡＭ
１１８）の胞子を１／１５Ｍ

１２

リン酸緩衝液（ｐＨ７．０）に懸濁し、ポリエチレン製の

袋に無菌的に密封充填した。胞子の懸濁液が充填されたポリエチレン製の袋を、図１に示
す加圧加熱装置（光高圧機器（株）製）に入れて加圧処理した。加圧処理が施された胞子
の懸濁液を無菌的に反応容器に移した。続いて、１５０μｇ／ｍｌの濃度となるよう６−
Ｃａｒｂｏｘｙｆｌｕｏｒｅｓｃｅｉｎ

ｄｉａｃｅｔａｔｅ：ＣＦＤＡ（Ｓｉｇｍａ−

Ａｌｄｒｉｃｈ社製）溶液を上記反応容器に添加し、２５℃で１０分間反応させて発芽し

20

た胞子を染色した。染色した胞子の懸濁液をφ１３ｍｍ、孔径０．２μｍのポリカーボネ
ート製メンブランフィルター（アドバンテック東洋（株）製）でろ過した。１０００倍の
倍率でメンブラン上の蛍光染色された胞子を落射型蛍光顕微鏡（オリンパス（株）製）で
観察した。観察した視野の中から２０視野を無作為に選んで蛍光染色された胞子を計数し
た。蛍光染色法における胞子数は以下の式に従って算出した。
蛍光染色された胞子数（ｃｅｌｌｓ／ｍＬ）＝（１視野当たりの蛍光染色された胞子数の
平均値）×（メンブランフィルターのろ過面積）／（１視野当たりの面積）／（染色した
胞子の懸濁液のろ過量）・・・［１］
また、蛍光染色法で使用した胞子の懸濁液について培養法でも胞子数を求め、蛍光染色
法の結果と比較した。培養法は以下の方法により行った。すなわち、胞子の懸濁液を７０
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℃で、２０分間加熱した後、適宜希釈して標準寒天培地（日水製薬（株）製）を用いて混
釈平板で３５℃、４８時間の条件で培養し、形成されたコロニーを計数した。培養法にお
ける胞子数は以下の式に従って算出した。
胞子数（ＣＦＵ／ｍＬ）＝（コロニー数の平均値）×（希釈倍率）・・・［２］
【００４８】
【表１】

40

【００４９】
表１に示されるように、１０〜４００ＭＰａ、特に５０〜４００ＭＰａの加圧処理によ
って胞子を発芽させることができ、その後、蛍光染色法によって胞子数が測定できること
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が分かった。一方、０．１ＭＰａで処理したものは胞子が染色されず、胞子数を測定する
ことができなかった。なお、２００ＭＰａ以上の圧力であっても胞子数にはあまり変化が
なかった。
【００５０】
検討２：胞子数の迅速測定における加圧処理の効果（温度条件）
Ｂ．ｓｕｂｔｉｌｉｓ（ＩＡＭ

１２１１８）の胞子を１００ＭＰａ、１０〜７０℃、

１５分間の条件で加圧処理したこと以外は検討１と同様の方法で染色された胞子を計数し
た。併せて、検討１と同様の培養法によって胞子数を求めた。これらの結果を表２に示す
。なお、蛍光染色法及び培養法による胞子数は、上述した式［１］及び式［２］によって
10

算出した。
【００５１】
【表２】

20
【００５２】
表２に示されるように、５〜７０℃、特に２５〜５５℃の温度において効率的に胞子を
発芽させることができ、その後、蛍光染色法によって胞子数が測定できることが分かった
。
【００５３】
検討３：胞子数の迅速測定における加圧処理の効果（処理時間）
Ｂ．ｓｕｂｔｉｌｉｓ（ＩＡＭ

１２１１８）の胞子を１００ＭＰａ、４０℃、１〜６

０分間の条件で加圧処理したこと以外は検討１と同様の方法で染色された胞子を計数した
。併せて、検討１と同様の培養法によって胞子数を求めた。これらの結果を表３に示す。
なお、蛍光染色法及び培養法による胞子数は、上述した式［１］及び式［２］によって算
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出した。
【００５４】
【表３】

40

【００５５】
表３に示されるように、１〜６０分間の処理時間において胞子を発芽させることができ
、その後、蛍光染色法によって胞子数が測定できることが分かった。
【００５６】
検討４：様々な属種の胞子の迅速測定における加圧処理の効果
胞子として、様々な属種の胞子を用いたこと、及び１００ＭＰａ、４０℃、１５分間の
条件で加圧処理したこと以外は、検討１と同様の方法で染色された胞子を計数した。併せ
て、検討１と同様の培養法によって胞子数を求めた。これらの結果を表４に示す。なお、
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蛍光染色法及び培養法による胞子数は、上述した式［１］及び式［２］によって算出した
。
【００５７】
【表４】

10

20

【００５８】
表４に示されるように、加圧処理によって広範囲の属種の胞子について、蛍光染色法に
より、短時間で胞子数を測定できることが分かった。
【００５９】
検討５：発芽誘導物質の併用効果
食材から分離した胞子（１６ｓＲＤＮＡによる遺伝子同定結果：Ｂａｃｉｌｌｕｓ
６

ｕｍｉｌｕｓ）を約１０

ＣＦＵ／ｍｌの濃度になるように１／１５Ｍ

ｐ

リン酸緩衝液（

30

ｐＨ７．０）に懸濁し、Ｌ−Ａｌａを添加せずに、又は、１０ｍＭとなるよう添加した後
に、５０ＭＰａ、４０℃、５分間の条件で加圧処理した。その後、蛍光染色法によって、
染色された胞子を計数した。また、上記胞子の懸濁液にＬ−Ａｌａを１０ｍＭとなるよう
添加して大気圧下（０．１ＭＰａ）で４０℃、１５分間の条件で処理した。併せて、検討
１と同様の培養法で胞子数を求めた。その後、蛍光染色法によって、染色された胞子を計
数した。これらの結果を表５に示した。なお、蛍光染色法及び培養法による胞子数は、上
述した式［１］及び式［２］によって算出した。
【００６０】
【表５】
40

【００６１】
表５に示されるように、発芽誘導物質であるＬ−Ａｌａの添加により、加圧処理による
蛍光色素の導入効果をより高め、胞子数の測定値をより正確にできることがわかった。ま
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た、発芽誘導物質の存在下で、加圧処理を行うことで加圧処理における圧力を低減し、処
理時間を短縮できることが分かった。
【００６２】
食材から分離した胞子（１６ｓＲＤＮＡによる遺伝子同定結果：Ｂａｃｉｌｌｕｓ
６

ｕｍｉｌｕｓ）を約１０

ＣＦＵ／ｍｌの濃度になるように１／１５Ｍ

ｐ

リン酸緩衝液（

ｐＨ７．０）に懸濁し、Ｌ−Ａｌａを１０ｍＭとなるよう添加した後に、５０ＭＰａ、４
０℃、５分間の条件で加圧処理した。加圧処理した懸濁液の一部は、大気圧下で４０℃、
３０分間の条件で保持した。その後、蛍光染色法によって、染色された胞子を計数した。
併せて、検討１と同様の培養法で胞子数を求めた。これらの結果を表６に示す。
【００６３】
【表６】
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【００６４】

20

表６に示されるように、加圧処理をした後に大気圧下で保持することによって蛍光試薬
の導入効果をさらに高められることが分かった。また、大気圧下で保持する工程（大気圧
処理工程）を付加することによって、加圧処理における圧力を低減し、処理時間を短縮で
きることが分かった。
【符号の説明】
【００６５】
１…耐圧容器、２…ヒーター、３…加圧ポンプ、４…温度センサー、５…圧力計。
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【図１】
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