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大腸菌族鑑別の一便法
― Imvic systemに代わるM. M. V. G. systemについて―
長崎大学風土病研究所病理部〔主任:笥倉敷控)

中原呉郎

なか

はら

ご

るう

前

衛生細菌学的水質検査は, (1)推定試験‑

●書
coli),‑

H

(atypical

presumptive test, (2)確定試験:=con丘rmed

mediate),

test,〔3)完全試験‑comp一eted testという3

ると述べている.

段階によって行われるが,畢寛,乳糖陽性‑

coli),‑

+一

+

(inter‑

h ‑f (typical aerogenes)であ

IMViCの検査成績によって判定すれぼ,

la亡tose‑positveの集落について,それが糞便

Escherichia

汚‑究報‑faecal pollutionに由来するかどうか,

kauer〔‑)と同時にmethyl red(‑)が定義

換言すれぼ Escherichia属であるか Aero‑

的な性質であって

bacter属で あるか,それが最重要な判定の根

に就いては, ++(!), ‑‑KH), +‑(Ill)

拠になる. Escherich (1885)の発見以来'近
年に至る研究によって,大腸菌群‑ colon

という3型がある. Aeroba亡ter aerogenesに

groupの複雑性は益々強調されて来たが,現

(‑)が定義的な性質であって, Voges‑Pros‑

衣, (系統細菌学的分類方潔ま別として,)某

kauer及びcitrateについてはi ++(!),十

月]的見地から看て, Es亡herichia属とAero‑

‑(II), ‑+(III)という型を生ずる. Voges‑

亡01iにぉいては, Voges‑Pros‑

indole及びme亡myl‑me貞

あっては, indole(‑)と同時にmethyトmed

bacter属とを鑑別するた潔,こは, Parr(1936)

Proskauerと citrate とが同時に揃って陰性

の調うIMViCなる記憶符号‑mnemonicで

でない株, indoleとmethyl redが同時に揃

現される4反応による方法が‑般に月]いられ

って陰性でない株,すなわち,定義的に見て,

ている: I ‑indole ; M‑methyl‑red ;V‑Voges‑

Escherichia群でもAerobacter群でもないも

＼

Proskauer; C‑citrateであって, iは音便‑
euphonyに他ならない1.この検査系列に従え
ぼI l がEscherichia亡oliの定型であ

のは,全部中間型(intermediates)として9
型が挙げられている.
IMViCの方潔ま,現在,‑大腸菌族の鑑別

ってI ‑‑++がAerobacter aerogenesの

のために‑般に容認されているし

定型である.しかし,実際には

Grif見n & Baker(1938)ち,また, Vaughn &

indole陰

Stuart,

性文まmethyl red陰性のEscherichiaの非

Levine(1942)も Escherichia, intermediates,

定型も見られ, Voges Proskauer

citrate陰性のAerobac亡emの非定型も見られ

Aerobacterに分類する潔に賛成していTる.ま
た,糞便系‑faecal strainは,原則として'

る他,中間型

硫化水素を産生するという属性を持っている

陰性文ま

‑intermediatesとして4反応

o)諸国の配合にによって数多の型を生する.

し

Parr (1936)は, 16型の出現が可能であるが'

の集落の外観の相違も著明であるという事実
もある Escherichiaを糞便系‑faecal strain

最頻繁に遭遇するのは

4‑‑I

(typical

Esch即ichia coliとAerobacter aerog血es
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Aerobacterを非糞便系‑nonfae亡al

の研究に始まり, Smith(1895)禎aerogenes

strainと見倣すことは'原則的には正しいけ
れども,‑二Aerobacterも偶発的に糞便から出る

がcoliに較ぺて酸産生申造に弱いことを知り'
Mi亡haelis & Mar亡ora(1912)は coli≡が乳糖

と見倣し

l

こ.ともあって

Stu如t (1941)はAeroba亡ter

を分解して

pH‑5;0に及ぶ酸を作畠ことを

の糞便系･非糞便形を鑑別する方法はないと

証明し, Clark & Lubs(1915)は, coli‑typhoid

述べている. Parr(1938〕は, No hope is

group (7J)鑑別のためiCj methyl‑red を槙示

offered for short cuts or simplifications in

剤と･し軍用いる方洪を考案した Dextrose
phosphate peptone water忙5月培養の後,

the bacteriology of w咋r.and foods ･ と
述べてはいるが, †IMViC､の方法にしても,

この槙示剤を加えると,高濃度の水素イオン

.成績判定上暖昧な場合･為.‑bり)中間型が何処

が発生している場合忙は,赤色を呈し(me‑

から来たのかを判断するのに悩.まされる場合

thyl‑red positive),有墳酸を分解.して某酸塩

.もぁる. ･腐生細菌学的水質検査における大腸

■とし, ,蛋白質からアンモニウム化合体を形

菌族の鑑別のため.に‑層簡便‑T**'適確な方珪が

成し,中性範囲から7ルか1)性に進ルでいる

.考案さ.れてもよいと思う.

場合は黄色を呈する(methyl‑red negative).

rL

CD Indole testΦこと
一

IMViCにおいては, A甲obact甲であるた
めにはme巾y ‑red(‑)が絶対の条件である

緒哩の細菌がtryptophaneからindoleを産
生するとvi'う事実は Kita盲ato (1889)以来,

が, Es中eri亡hiaにもmethyl‑red(‑.〕の非定

細菌生理学の上に幾多の共蹟を生んだが, ‑系

型がちるので methyl‑red test.だけで両群
を鑑別す･るのは安全ではない. Indole testと

′

統細菌分類学へOj応用にかけては,不癖巽な
不満足な点も免かれなかった.◆ しかし,爾来,
Zipfel (1912), Frieber (1912), Fellers &
Clough (1925), Kulp (1925), Koser &.Gait
(1926)等の研究の結果,それは細菌分類の補

1

■

l

met申yl‑red test とが同時に陰性平ある場合
に限ってA￠roba亡terと同定される.
〔3) Voges‑Proskauコr reactionのこと
Voges & Proskauer〔1898)は, Escheri亡hia

助手段として倍額すべき地位を占めるに至つ

を除いた或種の細菌は,葡萄糖培地に培養さ

た.現在一般に裳相されているのは. Gnezda

れた摸,濃厚苛性カ1)液を滴下されると,壁

(1899), Bohme〔1905), Gor占(1921), Holman

北性を帯びた赤色反応を呈することを知った

& Gonzales(1922), Kovdcs(1929/32〕等の方

のであるが,それは, Harden(1906), Harden

法である

Indoleの定量的証明のためには

& Walpole(1906), Harden & Norn's(1911)

Happold & Hoyie(1934)の方法が知られて

の研究によって, a亡etylmethylcarbinolが産

いる

生され,アルカ1)と室中の酸素の､ために酸化

Reed〔1942)の報告によればJ二三の

細菌にぉいてはindoleが産生されるよりも

されて, diacetylを生する結果であることが

崩壌することが速いために, Ha false negative

判明した

reaction

が起こり得るという. IMViC検

Durham〔1901)によってcolトaerogenes group

査系列においては, indole(‑)がAerobacter

の鑑別に応用され,亡01iは陰性で, aerogenes

群と同定するための絶対条件ではあるがI
indole(‑)のEscherichiaの非定型もあるの

Voges‑Proskauer reactionは,

は陽性であると報告された.

Ma亡Conkey

でj indole反応だけで両群を鑑別できないこ

(1909)は糞便系の大部分の細菌はVP (‑)で
あるという事実を突止めた:人糞株はユ1/1了8,

とは言うまでもない.

馬糞株は8/6Tが陽性に過ぎない,檀,山羊'

coli‑typhoid groupの腸管細菌の産生する

陳,鷲鳥からの67株は全部が陰性であった.
Acetylmethyl亡arbinol (acetom)の証明のた

酸度を滴起することは, Petrushky(l醐/90)

めには, O'Meara (1931), Tittsler (1933),

(2〕 Methyl‑red testのこと
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申

■

原

革arritt (1936〕の方法を併合した Coblentz

と;U MR (‑), VPミC‑f), citrate (ナ)杏

く1943)の方捷も行われるf:葡萄糖ブイヨン

an aerogenes type

に菌苔を濃厚に浮鮮させ

30‑Cに6時間保

(‑), citrate (‑f〕をan.mte叩由Iate Sype

った複, α‑nap｣hthol (95% ethyl alcohol 100

.とし,それは,軸rdsley (19き6/34), Pa叩an

.亡叩+α‑naphtho1 5g)を0.6ccmを加え

(1931)等の追試によって

0.3

% cteatine含有の40^KOHを0.2cc印を滴

とし, M畏(+)"

T

5｢/uP

"

W

yp

coliから.inter‑

mediat卵呑舟則す̲るには価値ある方放である

下し, 1分間充分に振壇する.濃赤色乃至淡

とされた.しかL,,間もなく, Kline/1935),

紅色を呈すれば陽性であ.ち.. Leifson (1932)

Stuart, Gr捕n & Bak由(193:8), Parr.(1938/

の試薬も用いられる.‑

39), Griffin & Stuart (1940)等の報告旺よ

IMViCに号‑Vlては, VP(‑)が耳sch如chia

って> eoliにも citr卑!e利相性を獲得する株

であるた̲めの絶対条件であるが, VP (‑)め
Aerobacter

の非定型も存在するので,

のある∈とが知られた.

VP

現在, Ⅰ叩Ⅴ与Cにをいては,旦scherichiaで

だけで両群を鑑別するのは冒険である土云わ

あるためには, citrate'‑)が絶対条件である

ねぼならなv*.

が

(4) Citrate testのこと

ることは許されない. VP(‑),･亡itrate(‑〕
という二条件が同時に揃えぼEscherichiaと云

Coli‑.aerogenes groupの鑑別にcitrateを
用いることを試みたのはBrown 〔192!)の報

えるので参る.

普に始まる. Koser(1923/24/26)は, citrate
を単一米菓源として合成培地に加え, MR

･ 〔5)桝ViCによる墳杏成蹟の判定奇襲約す
れぼ次表のようになる:

(+〕 VP‑(‑). citrate (‑)をacoli type
轟

Aerobacter暗もcitrate(‑〕の非定型が

あLるから, citrate testだけで両群を鑑別す

Imvic systemによるる大腸菌族の分類
Indole

Typ e

Escherichia coli

Ⅰ

ク

班

阜erobacter aerogenes

V

P

+
+

ヰ

Ⅱ

ク

∬

+

^

1

+

Intermediates : 9 types

citra te

+

+

1

ク

匪18

+

(‑‑〕を除く:

(‑‑〕除く:

(++;, c‑f‑〕.(‑+〕

C++),〔+‑〕>(‑+〕

がEscherichiaの定型であり, (一‑++)が

IMViC横蚕系列は,現在一般に用いられ
ている選択方法であって Wilson & Miles

Aerobac亡erの定型てあって, (官官‑‑〕又

(1946)は,山Some of the discrepancies in

は･(一一号号)てないものが中間型であるが,

the literature are doubtless ascribable to

(??')が同時に滴って陰性であってはならな

Carrying out these tests under unfavourable

い.

conditions.‖と述べているが; ̀̀unfavourable

すなわち,綜合成蹟にぉいて, C++‑‑)
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conditions"を容易に避けられるような簡便

ことになった.また,‑衛生細菌学的食品検査

な方捷が望まれてもよい.著者は

indole

にぉいて,牛乳中に含まれる細菌の多寡の検

test及び citrate test を蕗L‑j methylene

査に一も用いられ七いる. Metyhlene blueに

blueの還元試験‑reductase testと, CO皇:

代えてresazurmを使うこともできる.

H望

ratioの検査を導入し

system

M. M. V. G.

なる新法を案出し(日本細菌学会第

3回九州支部会I昭和25‑11

12.長崎),

r

(7〕 Gas ratio申こと
Smith(1895)は,醗酵管を用いて, Esc.he.ri一
亡hia亡Oliに較べると) Aerpbacter aeroge叩S

冥際忙応用して現在に及んでいる.

のガス産生が迅速かつ多量であるこ･とを認め,
しかも, CO2:H望ratioがcoliよりaerog印eS

sC;6) Keductase testのこと
Methylene blueは, =A hydrogen acceptor"

にぉいT常に高いことを知った.

Russel･&

として作用し,還元状態では青色を失うが

Bassett (1899〕, Hard甲(190り05), Harden

(leueo base),しかし,酸素に触fiれば青色

& Walpole(1906)等の追轟の結凪CO望:H望

を再現する, Thunberg (I929>は, methylene

ratio

blueの還元を利摘し,動物組織中の呼吸酵素

ことになり'そ･れが現在で串一般に承認され
ている.すなわち, aerogenesはCO望:H望戸

‑dehydrogenasesの存在を証明した.爾来,
諸象の研究によって, dehydrogenasesは,高

によって大腸菌族が2群に大.分される

等植物及び高等動物ばか19でなく,酵母並び

2:1であり collはCO望.:H里芋1:1一.である.
また,糞便系細菌株の86%はgas ratio 1:.1で

に細菌によっても産生される事が知られ'
methylene blueによる reductase testは細

あり,非糞便系細菌株の95%はgas ratio2:1
であるという.

菌生理学惹いては細菌分頁‑単にも応用される
膏
凡

膏随方韓･.

験

.

成･蹟､

▲

問の後'小試験管 l‑2cc余りり少量の増夢液を
取り'これ methylene blueの圃和水溶液を.1封t
落とし摂動混和して放置すると'大概,京応ほ間
もなく表われるが' 1時間後今1度確かぬる一還元
作用のあるものほ無色になる.完全脱色なら韓陽性,
捉変程度なら弱陽性'無変化なら陰性..
/

崇敬全般を通じて下記の増鞄を用いた: ‑
peptone

lO.Ogr

第ニ1)ン醍カリ(K2HPO4〕 5‑Ogr
ブドウ糖

IO.Ogr

蒸滞水

IOOO.Occ

peptone,ブドウ糖を普通債用される量の倍量にし

〔2)爪ethyl‑red test CMR〕･

たのは,それによって反応が速に謀れJ結果を読む

前記還元試験と同様にーして, l‑2ec余りの樗毒液

のに便利である羊とを知ったためである.この液体
持場を口径7分位の試験管に分注し'その中に凝集

を小試験管忙取り'これにmethyl‑redの溶液の数
滴を落とす.酸を形成している時は赤色となり(陽

反応用試敦管〔径0.8cm高さ6.Sen くらいのもの)∫

性〕 alkaliが生じている時は青色となる(陰性〕.

●

または政損したEinhorn 管の角の部分のものを逆
立ちさせ
この際

100‑C/30分, 3日間' 3回滅菌する.

Durham管と違って長いからJ逆立ち管の

上部に滴状に空泡を残すことがあるが'これほ第4
回の蒸汽滅菌を施すことによって完全に落失するの
が常である..

methyl‑red溶液の処方: ‑
inelnyl‑rec1
alcohol

0.】 gr
SOO.Occ

―溶解後‑
Aq･ dest.

200.Occ

Methyl‑red腸性の赤色を生じても Voges⊥Pros‑

実験操作は下記の順序に従って行われる: ‑‑

kauer反応のためにKOHを入れゝ̲ば消えてしまう

(J〕州ethylene blue reduction test (爪B〕

･し> gas比を見るのに何の妨げにもならないから,

被検菌棟を上記の増鞄に播種‑L, 37‑C/48‑72時

B検索を同一培養管で行ってもかまわないわけであ

o

978

中

原

るが,Voges‑Proskauer反応の桃色が蒔くて,methyl‑

いた明かるい桃色に似た色が液の上わ方に表われて

red陰性の竜色,0ために幾分か判定に困る場合もあ

来る. VP反応ほ18‑24時間待って反応を読む.著

るので'原則として methyl‑red test のための材

者の方法ではJ培養時間が短いからJ判定は必らず
明かるい所で読む.
t

料は別の小試験真に取るのがよい.普通72‑96時間

以上I (1〕(2〕〔3〕の操作手順を図京するとJ図1

で葡萄糖の消費が終わってJ増薬液のpHが決まる

の様になる.

わけであるが,この.ように48時間目に取出すと,coli
でpH‑5.8士0･1で精々高いので, MR test
ほ濃真紅に至らないが methyl‑red 揚性I

回I
A)M‑B誌T>B)M‑R
9‑I
/M‑B&
II.'3tt誌T>'A早ヰc)***'
*‑)tyuR頁Ht芸

とするには充分である.､出来うれは,滅菌
駒込ピペットで喝重液を別に取っておいて,
50‑72時間頃を見れば筒良い.

(3〕算=段滞とLてVoges‑Proskauer
瓦壌(VP)及びgas比〔CO2/H望ratio〕
畳由時に見与. 1

'

逆立ち試験管のias底面を見通して, 7

uv‑;

分試醜管の管壁に,轟かガラス沿革かでL
るしの繰をつける. (勿論J Einhorn管の
角の部分を伺いた時はI,目盛り,が入ってい

uu

つ精確である.〕その後で増重液の上に10%
のKOH溶液又はNaOH溶液を5cc余り

田固

閉∵･一因

るのでしる七をつける必要もなくI便利か

日

Lr:′=亡｣

+/+Jr

頭重ECT

Ei血om管の場合ほI親指で葦をして遵にする事

B.掩蓋成捷

により容易に混じられるがJこの場合J連にするこ

著者の方法‑M. M. V. G.による成績を紐括す

とが出来ないので'少し気長に軽くJ逆立ち試験管

れば'大腸菌族‑亡oli‑aerogenesの分類は次表に示

が増垂管の壁にかちかちとふれる様に拭って後'暗

されるようになるのであって

卵器に入れI 3時間して取り出してみれば'上昇し
ていったgasの底面と初めのしる■しの問がC()望で

と本質的に抵触するところはない.

あり

gasとして残ったものが.H2である. 2度生

すなわち

IMViCによるそれ

coliと同定されるためには; coョ:H2

<1, MB (‑), VP (‑〕が絶対条件であって, MR

ずるglS底面とナ逆立ち試験管Φ円い底部の端(増

(+)が亡oli I塾, MR(‑)が亡01i皿型となる.

義管の中では上端になる〕の間の距離ほI物尺を外

また, aerogenes と同定されるためには, COO:Hヨ

側から管壁にくっっけて読む.醸塵試験管の上端の

>1, MI∋ (+), MR (‑)が絶対条件であって, VIサ

部分は丸底になっていて目盛の度合が違うわけであ

〔+〕がⅠ塾 VP (‑)がⅠⅠ塾となる. Intermediates

るから, Einhorn管の目盛の刻みを参考に■してI大

‑中間型にほ

体の読みを飲込んで置かねばならない.此の方法で

〔≠)の配合を持つ数塾が現われ得る筈であるが,い

gas ratioを見るに充分である..

づれにしてもJ CO皇:H望≠1という特性が認められ

Gas ratioの検査はNaOHでも

KOHでも同様

の結果が得られる.
2NaOH

ち.しかし,言うまでもなく,Esclicrichia又はAero‑
bacterと同定するためにほJ形態学的並びに生理学
的の基本性状の検査成揖が前撞と &るのであって,

4‑CO皇‑Na望CO3+H望0

IMViCによる分類に優先性を認めねばならないから,

21こOH‑i‑CO望=K望CO3 +H望O

VP反応のためにもどちらでもよい

coli及び'aerogenesの4塾以外の

Gas ratio

IMViCとM.M.V.G.の矛盾しない関節を求めるとJ

を見た増糞を室温に放置すると, VP陽性の場合に

coliと云うためには citrate(‑〕が絶対条件であつ

はacetylrnethylcarbmolが･alkaliと空気中のOBに

て, Ⅰ塾はindole(羊)でよいが, ⅠⅠ塾はindole〔+〕

よってdiacetyl忙変化してIちようど蛍光監の捧

でなければならない. Aerogenesの資格としてはJ

t
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及びcitrate の双方が同時に揃って陽性でなければ

indole(‑)が絶対条件であって, Ⅰ塾はcitrate〔芋〕
でよいがJ II塾はcitrate (+)でなければならない.

ならないことはIMViC表から定義づけられる.

M.M.V.G.のすべてが陰性である中間塾ほindolc

喪

M. M. V. G. systemによる大腸菌族の分類
Types

Escheiichia coli
ク

V P

+

〈l

ナ

ニニ

くl

丑

〉Ⅰ

+

〉l

+

Aerobacter ‑aeiogenes ]
ク

MR

MB

CO2:H望

I

上記以外の(手〕の配合が有り得るが,宋際
に於いてはJ下記の複合が多い: ‑
+
(+)

･≠t
Intermediates

+

〔+)

‑=I

(+)
(+〕

･≒l

‑=!

備考:一〔+〕は弱陽性を示す.
還元試験‑∫eductase lestに於いては melhylene

ほ2: 1一一3: 1以上の場合が多いのであってI亡Oli

blueを使持するのが普通であるが) resazurin も代

で卜くとなり> aerogenesで〈t となるようなこと

用されることになっでいる■し,著者の経験でをi,

はない.このことは大腸菌族の分類では決定的な重

malachite greenも代用されないことほない.

要性を示すと思われる. Gas ratioが1:1に近いこ

CO望: H望ratioに就いてはJ‑亡01iに於いては1 :
2‑1:3以下の場合が多く, aerogenes

とが中間型の特性と懸ってよい.

に於いて

結

1%ブドウ糖
トン培地に

び

V. G. system

o.5%yン酸埴･ 1%ペプ

Durham概酵管より長い試験管

と命名し,衛生細菌学的水質

検査に於ける大腸菌族の分類に応掬した.

を倒置し,I 1本の試験管で, methylene blue

本珪はImvic systemと同様に

test (MB), methl‑red test (MR), Voges‑

E.亡oh.

Proskauer reaction (VP〕 gas ratiΦのヰ反

A. aerogenes,. intermediaetes をよく分類し'
gas'ratio の加わってい■る事から精々正確と

応を同時忙見る簡便な方法を考案し M. M.

も考えられるJ
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