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安全で簡易な抗真菌活性の測定法マニュアル
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要旨

　高等学校、大学教養課程、更には、微生物学を専門として学んでいない一般の方々が、自由研究

などとして、身の周りにある天然物や化合物の抗微生物活性、特に、抗真菌活性を実験的に調べる

ための方法を工夫開発した。安全性を考慮し、真菌のなかでも食用に用いられているパン酵母を主

な対象とした。培地は日常生活で入手し易い食材から作成し、培養用の保温装置は使い捨てカイロ

を使った簡易システムを用いた。これらの工夫で専門的な微生物実験装置などがなくても実験でき

るようになった。また、実際にこれらのシステムを使って植物由来の揮発成分（精油）の抗真菌活

性を定性的に測定した。更に、この実験方法を応用して展開させるための参考資料についても付記

した。

序文

抗菌薬の進歩は目覚ましく、感染症の多くは適切

に処方された抗菌薬によって相応の治療効果が得ら

れる時代になった。しかし、一般の家庭や学生にと

って、菌をはじめとした微生物というのはそれほど

身近なものではなく、むしろ、“菌”や“微生物”と

聞いただけで危険な怖いものと受け止められがちで

ある。その原因の1つに‘微生物は直接的には目に見

えない’とか‘自分では取り扱えない恐ろしいもの’

というイメージがあるからかもしれない。そうであ

れば、過剰な恐怖心を取り除き、菌についての正し

い知識を学ぶことは、日常生活での感染症の予防対

策をすることや、行き過ぎた抗菌対策を防ぐことに

有用ではないだろうか。そこで、我々は普通の生活

者が比較的安全かつ簡単に、微生物の特性、扱い方

を学び、高校や大学教養課程などで実践できるよう

な微生物実験法を提案したいと考えた。これらを使

って微生物に関する知識を深め、日常生活に則した

衛生教育に役立てることができると考える。

微生物は、真菌と原虫・寄生虫などの「真核生物」、

細菌や古細菌などの「原核生物」、「ウイルス」の3つ

に大きく分けられるが、本稿では上記の3分類の中で

もカビなどの身近な微生物群を含み、比較的大きさ

の大きい真菌の代表として食用のパン酵母を用いた

抗 菌 実 験 法 を 紹 介 す る。 真 菌 は5μm（1μm＝

1/1000mm）程度の大きさで、細菌やウイルスに比べ

ると大きく、光学顕微鏡で観察できる。その仲間に

は、免疫力の弱った高齢者や抗癌剤治療などによる

免疫抑制治療中の患者、AIDS患者などに発症する真

菌症の原因菌も存在する。たとえば、カンジダ症の

原因菌であるCandida属、アスペルギルス症の原因

菌であるAspergillus属、白癬の原因菌であるTricho-

phyton属などの病原真菌である。今回用いるパン酵

母は、安全に扱えるうえに、病原真菌と細胞構造、

特性や、薬剤に対する感受性の点で共通点が多く、

モデル真菌として用いられている。

Ⅰ．パン酵母を身近な材料で育てる培養実験法1）

（ 1 ）パン酵母とは

パン酵母（Saccharomyces cerevisiae）はその名

が示すように、パン作り用に市販されている身近で

比較的安全な菌である。パンが膨らむのは、生地中

の酵母が発育し、炭酸ガスを放出するからである。

パン酵母は、図1bに示すように形は楕円体をしてお

り、直径約5μmの大きさで、透過電子顕微鏡で細胞

の構造を見ると、厚い細胞壁に囲まれた細胞内には

呼吸とエネルギー合成に関与するミトコンドリアや、

遺伝情報のDNAを内蔵した核、タンパク合成の場で

あるリボソームのある粗面小胞体などが観察され、

細胞壁以外はヒトの細胞と非常に似た真核細胞の構

造を示す（図1a）。酵母の増殖は、大きめの親細胞か

ら娘細胞が出芽し、細胞分裂にはチューブリンやア

クチン（図1d；赤く発色している部分）などのタン

パク質が関与する。DNAをDAPI（4’，6-diamidino-

2-phenylindole）で蛍光染色すると、大きく青白く

見える核のDNAと小さなミトコンドリアDNAがわか
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る（図1c）。パン酵母は、培養すると、焼いた香ばし

さこそはないものの、あの焼きたてのパンを思い出

させる香りがする。

（ 2 ）実験材料の準備

○　パン酵母：デパートやスーパーのケーキやパン

作りの材料売り場で、ドライイースト［パン酵

母を生きたまま乾燥させたもの］として売って

いるものを用いる。

○　培地の材料

ⅰ）鶏がらスープのもとまたはコンソメスープ

のもと

ⅱ）ブドウ糖

ⅲ）粉末寒天

（ 3 ）無菌操作および滅菌法

微生物に関連した操作で特別に気を付けなければ

ならないのが無菌操作である。微生物実験では頻繁

に“菌の培養”、すなわち、最初の菌を増殖させ、

100倍、1000倍、10000倍…倍に増やす。菌は少数で

は眼に見えないので、増殖させる菌液の中に関係の

ない別の菌が混入すると、その数も莫大に増加し、

とんでもない結果となる危険性がある。この雑菌の

混入をコンタミネーション（contamination、略して

コンタミ）と言う。自家製ヨーグルトがうまくでき

なくなる原因の多くはコンタミネーションが原因で

あり、コンタミの危険率をゼロに近づける操作を無

菌操作と言う。専門の微生物研究室では特殊な装置

を用いて完全な無菌操作を行うが、それができない

際に、自家製ヨーグルトを作ったり、発酵パンやジ

ャムなどの保存食を作ったり、糠味噌漬けやピクル

スなどを漬け込んだりするのに必要な無菌操作より

も、もう少し厳しい程度で、家庭や普通の教室でで

きる操作法を紹介する。

ⅰ）部屋の環境

空気中には雑菌が漂っているので、落下細菌がで

きるだけ少ない場所が良い。（落下細菌は多いと直径

9～10cmほどのシャーレに10個程度にもなる）ホコ

図 1：パン酵母（ａ：透過電子顕微鏡像、bar＝1μm、ｂ：ノマルスキー顕微鏡像、ｃ：DAPI染色

による核酸の蛍光染色像、ｄ：ローダミン・ファロイジン染色によるアクチン分子の蛍光染

色像）

核

ミトコンドリア
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リ、風の少ない、充分なスペースを確保できる場所

が望ましい。

ⅱ）培養液などに直接接触する器具の滅菌

使用する容器などは洗剤できれいに洗浄し、煮沸

滅菌できるものは沸騰した湯で10分程度煮沸し、最

後に電子レンジで水分が飛ぶ程度にできれば充分。

滅菌済みの器具を素手でべたべたと触らない。使い

捨てのビニール手袋の使用も有効である。

ⅲ）培養液の滅菌

パン酵母を培養する栄養液あるいは、寒天入りの

培地の滅菌が最も重要である。栄養価の高い培地な

のでパン酵母以外の菌も増えやすい状態である。他

の菌を増やすと危険であるし、実験結果がばらつい

てしまう可能性がある。ガスレンジを使って10分程

度煮沸滅菌するか、電子レンジを使ってより効率的

に滅菌するのが簡便。温度は必ずしも沸騰する100℃

近くまで上げる必要もなく、80℃程度で5～10分、電

子レンジでも沸騰してから5分ほどゆっくり冷やすこ

とで多くの菌は増殖できなくなるので、ここで紹介

する1～2日程度の培養ならばほとんど問題はないと

考えられる。

（ 4 ）培地作製と培養

酵母菌を培養して増やすためには栄養のある培地

（餌）が必要である。研究室で培養する際は酵母培養

用の培地を購入できるが、一般の教室などでは購入

しにくく、しかも、高価なので、酵母の培養に必要

な条件を考えて、市販の食材で作れるように企画し

た。必要な栄養素としては炭素、窒素、燐酸、カリ

ウム塩、マグネシウム塩などと、微量の鉄、マンガ

ン、亜鉛、ニッケル等々が必要とされる。これらの

中で炭素源としてはブドウ糖、窒素や燐酸について

はタンパク質、核酸を含む鶏がらスープなどから得

ることができる。また、微量の金属類も動物性や植

物性のエキス（ブイヨン）などから供給されるので、

たんぱく質を含む動物性や植物性のエキスのような

ものとブドウ糖でだいたいの栄養はまかなえる。生

育する水を含んだ環境のpHは中性よりもやや酸性の

pH6.0付近であり、温度条件は30℃～37℃で通常の空

気（酸素）の状態の環境条件が揃えば比較的簡単に

培養することができる。

ⅰ）培地作製

寒天培地の組成の1例を示すと以下のようになる。

組成：鶏がらスープの素（減塩タイプ）5g（小さ

じ1）、ブドウ糖20g、粉末寒天2g、湯（水道水また

は蒸留水）200ml

栄養液の作製：図2に概略を示したように、組成通

りに鶏がらスープの素5g（または、コンソメスープ

の素2.7g）を200mlの50℃以上の湯に溶かす（図2は

100mlでの方法を記したので200mlで行う場合には電

子レンジをおおよそ倍の時間かける）。コンソメスー

プの素でキューブ状の場合には予めスプーンなどで

潰して砕いて溶けやすくしてから使用する。火傷を

しないように気をつけながらスプーンなどでよくか

きまぜて溶かして、ブドウ糖20gも添加する。すべて

が溶けたところで、ろ紙あるいはドリップコーヒー

用の紙フィルターなどでスープの油分をろ過する。

滅菌済み容器に200mlの濾過済み溶液全部と粉末寒

天2gを加え、スプーンなどで良くかきまぜてから、

ラップをして電子レンジで加熱する。加熱後、更に

攪拌と加熱を繰り返して完全に溶かすと同時に滅菌

も行う。この時スプーンの先などが汚れないように

することが雑菌をコンタミさせないコツである。沸

騰させて簡易滅菌した培地は、5分ほど静置して温度

を低下させて、軍手や鍋つかみを使って火傷をしな

いように、シャーレ1枚当り約20mlとなるように培養

用プラスチックシャーレに流し込み、フタをする。

なお、シャーレはステンレス製調理台などの水平な

台の上に重ねないで広げて静置する。作業に時間が

かかると寒天が固まるので手早く流し込むが、途中

で固まった場合はもう一度30秒ずつ電子レンジをか

けて溶かすことも可能である。室温20℃では約40分

で固まる。固まったことは透明度の変化で判断する。

寒天の固化後、水滴がフタなどについた場合は、フ

タを開け、水分を流しなどに振り捨て、フタを上に

向けて、台の上に置き、寒天の入ったシャーレを斜

めからかぶせるように置いて乾燥させる。以後は基

本的にはこの方向にシャーレを置く（水滴で菌が流

れないようにするため）。すぐに使わない場合はラッ

プなどで厳重に包んで冷蔵庫に保存し、1～2週間で

使い切るようにする。また、培地の入ったシャーレ

は使う直前1時間前には図2のようにフタの上に逆さ

まに斜めに立てかけて余分な水分を乾燥させておく

ことが実験成功のコツである（プラスチックシャー

レは通販でも購入できるが、小さめの弁当用透明プ

ラスチック容器でも充分使用可能である）。

ⅱ）簡易滅菌水の作製とパン酵母の一次発酵

まず、カップ1（200mL）の水道水の入った300mL

容のビーカーにラップをして電子レンジで沸騰させ、

そのまま5分間放置して簡易滅菌水を作成する。滅菌

水の温度が外から容器を触って、人肌に下がるのを

待ち、酵母の一次発酵を行う。ドライイーストは酵

母菌が乾燥して眠っている状態なので、実験に使う

ためには1次発酵が必要である。ドライイーストに添

付された説明書の通りに行えばよいのだが、例えば

日清フーズの場合には、100mlの簡易滅菌水と砂糖
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（ペットシュガーなど）3gとをよくまぜ、6gのドラ

イイーストを加えてさらにかき混ぜる。5分間ほど室

温で放置すると次第に発酵して泡立ってくるのがわ

かる。この状態で細胞数を調べると、1ml中の細胞数

は7千万～8千万個に達する。1袋を何回かに分けて使

う場合は、上記の比率で量を少なく作り、残りのド

ライイーストは湿気を吸わないように、しっかりと

封をして冷蔵庫で保存する。これで実験に使う酵母

菌の準備はできた。

ⅲ）保温装置の準備

パン酵母の培養は、無菌的（完全ではない）に作

った寒天培地に1次発酵した酵母菌を塗り、約37℃で

保温して行うのが一般的である。実験室には温度設

定できる孵卵器とか、恒温槽などがあるが、それが

ない場合の代用品としては、小型の家庭用孵卵器

（温度は可変式だが、37.5℃、湿度45％に初期設定済

み、価格は9千円程度）、または、ヨーグルトメーカ

ー（各社から出ているが、価格は9千円程度のものが

温度可変式で使い勝手が良い；タニカのヨーグルテ

ィアを使った場合、内側の容器の密閉度の高いフタ

は開けて使った方が空気の循環が良く、パン酵母に

は適していた）。

孵卵器やヨーグルトメーカーを購入しなくても培

養できる。温度のコントロールが難しい場合もある

が、もっと手軽にはホカロンのような使い捨てカイ

ロを使った自作恒温箱でも培養は可能である。この

場合は、条件が悪いと培養の時間が少し長めになる

ことがある。以下に実施例を示す（図3）。大きさ14

×20cmの耐熱性プラスチック箱のなかに八つ折りに

した浴用タオルを入れてその間に貼らないタイプの

使い捨てカイロ1個を入れた。その上に培養用の寒天

プレートを乗せて、更に上から八つ折りの浴用タオ

ルを乗せてアルミホイルで覆った。念のため温度を

測ってみると、季節にもよるが、10月の東京の気候

（室温20℃前後）で翌日まで40℃弱の温度環境が保て

た。ホカロンの会社のホームページでそれぞれの商

品の到達温度と持続時間を公開しているが、この実

験には、温度持続時間の長い貼らないタイプの物が

最適である。ここではホカロンを例に取ったが、他

社のものでも温度の説明が添付され、同様の平均温

度を提示しているので、なるべく持続時間の長い物

を選んで使うことが成功の秘訣である。

Ⅱ．パン酵母を使った抗菌活性の測定法

一般に抗菌効果を測定する方法には⑴ 寒天気体拡

散法（含アロマトグラム）2,3,8）、⑵ フェノール係数

法4,9）、⑶ 最小発育阻止濃度法（MIC）9）の3通りの方

法がよく使われる。

寒天培地の作製方法

コンソメ、鶏がら稀釈液＋ブドウ糖

ろ紙、コーヒーフィルターなどで濾過

培地の加熱殺菌

寒天を加える

冷却（固化）

乾燥（1時間程度） 保存（冷蔵庫）

1.　500W　１分（100mlで）

2.　30秒　攪拌

3.　500W　30秒

4.　30秒　攪拌

5.　500W　30秒

6.　シャーレに流し込む

（☆鍋で煮沸滅菌も可）

蒸気が上っている間はフタ
を少しずらして開けておく

図 2：鶏がらスープを使った寒天培地の作製法
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（ 1 ）寒天気体拡散法とは

寒天気体拡散法は、抗菌力を比較的容易に目で見

ることができるという特徴がある。広義の寒天気体

拡散法の中には、狭義の寒天気体拡散法（通常のア

ロマトグラム）の他に寒天気体法、寒天気体拡散阻

止法がある。これらの方法を使うことで、抗菌活性

とともに空気中に素早く溶け込んでしまう揮発性や、

水にもある程度は溶ける水溶性の性質を知ることが

できる。

ⅰ） 寒天気体拡散法（アロマトグラム；阻止円試

験）2,3,9）

原理と目的

寒天気体拡散法は、精油や芳香蒸留水などが寒天

平板上に植えつけた特定の細菌あるいは真菌に対し

て抗菌・抗真菌活性を示すか否かを、菌の生育阻止

円で判断する方法。図4に示したように、対象となる

菌（パン酵母）を栄養豊富な寒天平板培地上に均一

に植え付け、その上に一定量の精油や芳香蒸留水を

浸みこませたペーパーディスク（厚手濾紙）を載せ

て培養すると、成分がペーパーディスクから培地中

あるいはシャーレ内の空気中に拡散する。その成分

に抗菌活性がある場合には、ペーパーディスク周囲

に菌が生育しない透明な生育阻止円が形成され、そ

れ以外の寒天上では増殖した菌によって寒天の透明

度が悪くなるという現象が起きる。植物精油は水に

難溶性なので寒天培地中での拡散は悪く、むしろ強

い揮発性のために、揮発した気体が空中に拡散した

後、近くの菌体の細胞壁や細胞膜といった疎水性の

構造に再吸収されて菌の生育を止めて阻止円を作る。

この阻止円の直径を計測することによって精油の抗

菌活性を比較することができる。

簡単な保温箱の作成

①

② ③ ④

図 3：使い捨てカイロを使った簡易保温箱の作製法

最高温度 平均温度 持続時間

ホカロン 貼る 10P 68 53 12

ホカロン 貼る 30P 68 53 12

ホカロン 貼るミニ 10P 68 53  9

ホカロン 貼らない 10P 68 54 20

ホカロン 貼らない 30P 68 54 20

ホカロン 貼らないミニ 10P 70 56  7

ホカロン 靴下に貼るタイプ  5P 44 36  5

ホカロン 暖足シート 30P 68 37 10

図 4 ：寒天気体拡散法

空気中への拡散

寒天中への拡散植菌した寒天培地

ビニールテープで密閉

ペーパーディスク（φ＝8mm）
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ⅱ）　寒天気体法1,3,9）

原理と目的

植物精油などの揮発成分が持つ抗菌活性のみを検

出するには寒天気体法が適している。寒天気体法は、

対象となる菌を栄養豊富な寒天平板培地上に均一に

植え付けるところまでは寒天気体拡散法と共通だが、

図5に示したようにペーパーディスクをシャーレのフ

タに固定し培養する。ペーパーディスクには一定量

の植物精油や芳香蒸留水を浸みこませたものを用い

て培養する。揮発成分がペーパーディスクからシャ

ーレ内の空気中に拡散していき、その成分に抗菌活

性がある場合には、ペーパーディスクに近い（最も

近いところで約4㎜）培地上に菌が生育しない透明な

生育阻止円が形成され、それ以外の寒天上では増殖

した菌によって寒天の透明度が悪くなるという現象

が起きる。

ⅲ）寒天気体拡散阻止法2,3,9）

原理と目的

寒天気体拡散法とほぼ同様の方法だが、図6に示す

ように、抗菌成分を浸みこませたペーパーディスク

の周囲を透明なプラスチックリングとカバーガラス

で覆い、気体の拡散を阻止した状態で培養して菌の

生育阻止円を測る。すなわち、寒天気体法とは逆に

揮発性の成分による影響をできるだけ取り除いた状

態で、寒天の中に溶けだした成分による抗菌活性を

検出する方法である。阻止円が寒天気体拡散法の阻

止円より小さい場合には揮発した気体による寄与が

大きいことが分かり、寒天気体拡散法の阻止円に近

い場合には、寒天中の拡散による寄与の大きいこと

が推定される。抗菌成分の性質の差によって異なっ

た結果となる。

（ 2 ）実際の実験例

実験例1）：パン酵母の培養

菌を培地にまく操作を植菌といい、以下の手法で

行う。一次発酵が終わった酵母液をよく混ぜて、簡

易滅菌水で10倍に希釈し、その1mlをできあがった寒

天培地上にコマゴメピペットやスポイトなどで垂ら

して、全体にまんべんなくゆきわたらせる。全体に

ほぼ均一に拡がったら、寒天培地を少し傾けて余っ

た菌液をスポイトなどで吸い取る。この操作により

直径9㎝のシャーレの場合約0.5ml分の菌液が寒天上

に広がったことになり、これで酵母菌を寒天培地に

植えつけることができる。フタをして寒天培地の上

下を逆さまにして37℃に保つ。約24時間保温培養す

るとシャーレ内の寒天表面は白濁して不透明になり、

パン酵母が寒天培地中の栄養分を吸収して増殖する

（図7a）。

実験例2）：寒天気体法による植物精油を用いた阻止

円形成による抗菌活性測定1）

すでに抗菌活性があることが知られた植物精油の

揮発成分についてパン酵母を用いてその活性を測定

した。左記の実験例1）と同様にしてパン酵母を培地

に均一に広げ、フタの方に薄いガラス製のカバーガ

ラスとペーパーディスクを両面テープで貼って、植

物精油（タイム・チモール、プラナロム社製）をス

ポイトで1滴（約0.05ml）たらした。対照として10％

のエタノールを同量たらしたシャーレを用意して37

℃で20時間培養した。結果を図7に示した。左は10％

エタノール液の対照実験（図7a）で、シャーレ全体

に白くパン酵母が広がる。それに対して、図7bでは

パン酵母で白くなったシャーレの中央部分が丸く抜

けたようになり、そこだけパン酵母が増殖していな

いところがある。これはフタの方に垂らした植物精

油（タイム）が酵母の生育している培地に直接接触

しているわけではないが、精油中の揮発性物質の強

い抗菌効果によって寒天培地上のパン酵母が増殖で

きなかったことを示す。タイムをしませたペーパー

ディスクからほぼ同心円状に抗菌されていることが

分かり、阻止円が観察された。

実験例3）：寒天気体拡散法を用いた植物精油の抗菌

活性の測定2）

3-1）：パン酵母を使った実験

3-2）：カンジダ （C. albicans） を使った実験 （参考）

実験例1および2と同様に寒天培地にパン酵母（実

図 5：寒天気体法

空気中への拡散

植菌した寒天培地 ビニールテープで密閉

ペーパーディスク（φ＝8mm）

カバーガラス
円形の
プラスチックリング
（φ＝24mm）

寒天中への拡散

植菌した寒天培地 ビニールテープで密閉

ペーパーディスク
（φ＝8mm）

図 6：寒天気体拡散阻止法
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験例3-1）とカンジダ（実験例3-2）を植菌して培養

を行った。その際に、細胞数を計測してそれぞれ

107、106、105/mlの濃度の菌液を用意し、寒天培地に

植菌した。そして、植菌済の寒天上に図8のような配

置で植物由来の精油と対照のリステリン、10％エタ

ノールを浸みこませたペーパーディスクを置き、素

早くシャーレをビニールテープで密閉した。

約24時間保温培養すると寒天表面全体は不透明に

なり、パン酵母が増殖したことを示したが、図9に示

すように1/10希釈のタイム・チモール精油を垂らし

たペーパーディスクの周りに阻止円がみられた。こ

の阻止円は、植菌時はパン酵母が他の部分と同様の

濃度で存在したものの、精油成分の抗真菌作用によ

って増殖が抑えられたため、透明の円として見えた

と解釈される。そのほかのペーパーディスクについ

ては、まず、陰性対照の10％エタノールについては

まったく何の効果も認められなかった。また、タイ

ム・チモールの1/100についても100倍まで希釈する

と明確な抗菌効果は見られなかった。リステリンに

は殺菌成分として1，8-シネオール、チモール、サリ

チル酸メチル、l-メントールなど、植物の精油にも

含まれる成分が含まれるが、この条件ではパン酵母

の増殖を強く抑えることはできなかった。

また、1/10希釈タイム・チモール精油の示す阻止

円の大きさが菌数によって変化し、菌数が多いと阻

止円の直径は小さく、菌数が少なくなると阻止円の

直径が大きくなることがわかった。105個のシャーレ

（図9c）ではリステリンを染ませたペーパーディスク

を乗り越えてその効果を発揮し、シャーレの右端の

一部分にのみパン酵母の増殖が見られた。これは図4

で示した精油の空気中への拡散成分が濾紙の近くの

酵母に吸着していくことを示していて、菌数が多い

場合は比較的近くの菌にすべての拡散成分が吸収さ

れてしまい、菌数が少ない場合は比較的遠くの菌に

まで達することを示している。この実験の結果から、

異なった精油の抗菌効果を比較する際には、シャー

レに植菌する菌数を同一にすることが必要だとわか

る。

実 験 例3-2は カ ン ジ ダ 菌（Candida albicans 

TIMM1768）を用いて、パン酵母の実験例3-1とまっ

たく同じように寒天気体拡散法を行い、その結果を

図10に示した。図10の結果から、カンジダについて

もパン酵母（図9）とまったく同様に、タイム・チモ

ール精油の揮発性成分による抗真菌効果が強く示さ

れていることが分かる。また、寒天気体拡散法によ

る阻止円の直径が植菌数によって変動することも一

致している。これらの結果から、病原性のあるカン

ジダ菌を使わなくてもパン酵母を使って真菌に対す

る精油の抗菌効果を推定することが可能であると考

えている。

実験例4）：植物精油を使った寒天気体拡散阻止法

による実験3,9）

4-1）：パン酵母を使った実験

4-2）：カンジダ （C. albicans） を使った実験 （参考）

寒天気体拡散法とまったく同様に、精油を滴下し

たペーパーディスクを寒天培地の上にのせ、軽くピ

図 7：寒天気体法の実施例、ａ：10％エタノール、ｂ：タイム（チモール）精油

図 8：ペーパーディスクへの薬剤の添加例

タイム1/10 リステリン

タイム1/100 10%Et－OH
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ンセットなどで押さえてはがれないように固定し、

素早くその周りに等心円状になるようにプラスチッ

クリングに両面テープでカバーガラスを固定したも

の（図11）をおき、精油の揮発成分が空気中に拡散

しないようにした。また、培地を反転して培養する

とプラスチックリングとカバーガラスは外れ落ちて

しまうので、そのままの向きで培養した。パン酵母

の場合、図12に示すように阻止円は全ての濃度の菌

数でリングの中のみにとどまる結果が得られた。ま

た、カンジダ菌（Candida albicans TIMM1768）を用

いて同じように寒天気体拡散阻止法を行ったところ、

カンジダについてもリング内でのみ阻止円が観察さ

れた（図13）ことから、タイム・チモール精油は水

溶性の成分の効果よりも揮発性成分の抗真菌効果が

強いことが示唆された。

Ⅲ．後片付けと注意事項

実験に使用した器具類はほとんど食品を扱ってい

るだけなので、普通の台所用洗剤できれいに洗い流

せば次回も使用できる。但し、本稿では精油を抗菌

活性のある薬品として使用しているが、実験で特殊

な薬品などを用いる場合は、その薬品の取扱い方法

について充分な知識を持つことと同時に、処理法に

ついても充分な配慮をする必要がある。また、パン

酵母を培養した寒天培地や精油を垂らした濾紙など

は、できるだけ直接触らないようにして新聞紙など

の上に集めて包み、ビニール袋などに入れて生ゴミ

と共に廃棄する。材料が食品なので良い香りがする

が絶対に口に入れることのない様に気をつける。パ

ン酵母は有害ではないが、培養の過程で、何らかの

別の菌がコンタミしている可能性もあるので取扱い

図 9：寒天気体拡散法の実施例（パン酵母）、ａ：107細胞、ｂ：106細胞、ｃ：105細胞

図10：寒天気体拡散法の実施例（カンジダ菌；Candida albicans TIMM1768）

ａ：107細胞、ｂ：106細胞、ｃ：105細胞

図11：寒天気体拡散阻止法で使用するプラスチック

リングとカバーガラスの固定法

カバーガラス

プラスチックリング

両面テープ
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には充分注意する。さらに、肥料が作れるコンポス

トなどを使う場合は、精油の入っていない寒天培地

などは、コンポストに入れることも可能である。器

具類は食器の類で代用できるが、普段食事などに使

用しているものとは別扱いにして別のところに集め

ておく。最後に、無菌操作にしっかり気をつけてい

ればおきないが、もしも明らかに別の菌が増えてい

る場合、パン酵母とは異なった臭いがする、などの

場合は寒天培地を上記の方法で廃棄した後、容器を

まな板などの消毒用の希釈率で薄めたキッチンハイ

ター（1％）に30分間以上付け込んで、それから通常

の洗浄操作を行う。

Ⅳ．植物精油の抗菌活性に関する考察と知見

本稿では1例としてプラナロム社のタイム・チモー

ル精油のパン酵母に対する抗真菌効果を寒天気体拡

散法、寒天気体法、寒天気体拡散阻止法で調べる方

法とその結果を示した。タイム・チモール精油（No.

BTV6H6）の成分分析値を見るとチモールが主成分

で43.41％含まれている。主成分が必ずしも活性全て

を担っているとは言えないが、この結果は、チモー

ルの抗真菌効果を調べているのと同様と考えられる。

チモールは図14に示した様に、フェノール類に分類

される植物精油成分で、抗菌、抗真菌効果の強い成

分といわれている。今回の実験法では、パン酵母を

用いて、実際にそれらの抗真菌効果を観察できた。

また、寒天気体拡散法では大きな阻止円が出たのに

対して、寒天気体拡散阻止法ではリング内にとどま

ったことから、タイム・チモールのあるいはチモー

ルの抗真菌効果は、寒天内を浸透していく水溶性の

性質よりも、揮発性の性質による拡散によって強い

効果を示すことが明らかになった。さらに、これら

のパン酵母での実験の結果は病原真菌であるカンジ

ダ菌による結果と同じ傾向を示し、病原性のあるカ

ンジダ菌を使わなくてもパン酵母を使って真菌に対

する精油の抗菌効果を調べることが可能であると考

えられた。抗真菌活性の強い植物精油としては、「ア

ドバンスト・アロマセラピー」（カート・シュナウベ

ルト著）6）の中では、シナモン、プチグレン、クロー

ブ、ユーカリ、オレガノ、タイム、セイボリーなど

があげられており、「サイエンスの目で見る芳香蒸留

水の世界」（井上重治著）7）の中では、モナルダ、シ

ナモンバーク、レモングラス、ティートリー、カル

図13：寒天気体拡散阻止法の実施例（カンジダ菌；Candida albicans TIMM1768）

ａ：107細胞、ｂ：106細胞、ｃ：105細胞

図12：寒天気体拡散阻止法の実施例（パン酵母）、ａ：107細胞、ｂ：106細胞、ｃ：105細胞
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ボンとペリルアルデヒドなどが、「抗菌アロマテラピ

ーへの招待」（井上重治・安部茂著）8）ではシナモン

バーク、レモングラス、オレガノ、タイム（チモー

ル）、パルマローザなどが強い抗真菌活性を示すと報

告されている。植物精油は主に水蒸気蒸留法によっ

て集められているので、分子量が小さく脂溶性で揮

発性の高い成分が多いが、その中でも官能基として

アルコール基やアルデヒド基を持つものは比較的水

分子との親和性が高く、若干の水溶性の性質を示す。

それらの植物精油成分は、抗真菌効果を持つものが

多い。それに比べて、芳香蒸留水は水蒸気蒸留法で

分画した際の水溶性の成分であり、抗真菌活性のあ

る芳香蒸留水の成分としては、シトラール、リナロ

ール、ゲラニオール、ピノカルベオール、カルバク

ロール、オイゲノールなどが上げられる。今回の実

験に用いたタイム・チモールのチモールは図14に示

すようにフェノール類に分類され、水酸基を持つ。

Ⅴ．その他の測定法と更なる展開

寒天気体拡散法は抗菌活性を定性的に判断するの

に向いる方法であるが、定量的測定法としてフェノ

ール係数法という解析法がある。1908年リデアルら

が殺菌効果を判断するためにフェノール係数の概念

を導入した9）。フェノール係数（phenol coefficient石

炭酸係数；phenol  index石炭酸指数；Lancet’s coef-

ficientランセット係数；Rideal-Walker coefficientリ

デアル‐ウォーカー係数）はそもそも消毒薬の細菌

に対する消毒作用をフェノール（石炭酸、図14b）の

1.0を基準として他の薬剤の抗菌活性を比較し定量化

する方法である。フェノール係数法についてもパン

酵母を用いた実験法を提案しているが、具体的手法

については文献4を参照されたい。また、パン酵母を

用いて、寒天気体拡散法、フェノール係数法で抗真

菌活性を解析して強い抗真菌活性の得られた植物精

油とその成分について、別の真菌であるクロカビ

（クラドスポリウム；Cladospolium spherospermum）

に対する抗真菌スプレーを作製し、実際に効果の得

られた例についても文献5に記載しているので参照さ

れたい。

Ⅵ．おわりに

本稿では、主に植物由来の精油の真菌類に対する

抗菌効果をパン酵母で調べ、また、比較的簡単で安

全な培養方法を紹介した。これらの実験系は高等学

校の自由研究、あるいは一般家庭での趣味的な新た

な植物精油の効能の検討などに応用することができ、

例えば、ハーブティーやその他の薬剤の抗菌活性の

検査にも応用可能である。できるだけ危ない菌は増

やさず、安全に実験することを第一に考えて、自由

な発想で応用していただき、真菌、微生物に興味を

持っていただく事初めになれば幸いである。
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