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In this paper, a culture device that performs the application process by imitating human movements is proposed. Conventionally it is 

difficult to achieve consistent results in human coating operation caused by differences in experience and skill. Therefore, culture 

device is required due to reveal the influence of condition on coating operation and achieving repeatability. In addition, by having a 

machine perform the coating process, it is possible to culture in harsh environments that humans cannot withstand. Therefore, 

operation of a spreader used for coating process was analyzed. Moreover, a culture device was designed based on the analysis results. 

 

１． はじめに 

培養とは, サンプルが生育しやすい寒天培地の上に

菌液を滴下し，コンラージ棒で塗布することで寒天を

餌にして増殖・スクリーニングを行うことをいう［1］．

増殖を行うことで数多くの実験を行い，細胞や微生物， 

菌の性質を知ることが可能となる．また，サンプルが

生息する場所が危険を伴う場所である場合，サンプル

採取が難しいことから培養技術による増殖が重要とな

ってくる．また，目的とするサンプルを菌液から取り

出すスクリーニングを行うには，培地全体に菌液を均

一に塗り広げる必要がある．現在の手法では均一塗布

にはコンラージ棒という器具を用いることが最適であ

り，これにより手作業で塗布作業を行う． 

培養における課題として，培養は手作業で行ってい

るため塗布結果が作業を行う人の技術の差により，一

定にならないという点が挙げられる．そのため，同じ

菌液を用いても目的のサンプルが培養されなかったり，

均一に塗布されていないことから取り出すのが困難に

なる．この課題について，塗布作業の条件を定量化し

機械化することで，人の技量に関わらず一定の結果を

出すことが可能になると考える．さらに，機械化する

ことで人が作業を行うことが困難な宇宙空間や灼熱空

間のような特殊な環境下でも塗布作業を行えるように

なる．これにより新しい微生物や菌を発見することに

も繋がる． 

以上のことから，本研究では塗布工程の動作を解析

し，コンラージ棒による塗布作業の条件を再現する培

養デバイスの開発を目的とする． 

 

２． 使用する塗布方法と解析方法 

２. １. 使用する塗布方法 

一般的な塗布方法を Figure 1.に示す．培養するサン

プルの餌となる寒天をシャーレの中に分注し，簡素さ

せることでできる寒天培地に菌液を滴下する．この菌

液をコンラージ棒と呼ばれる棒状の器具を用いて培地

全体に行き渡るように塗り広げる．本研究では以降こ

の塗布方法を想定して進めていく．  

 

 

 

 

       

              Figure 1. Bacterial culture 

 

２. ２. 塗布作業の解析方法 

本研究では塗布を行うコンラージ棒の運動を解析す

るにあたり，Jetsnon nano(NVIDIA 社製)を使用する．

Jetson nano は，小型で消費電力が少量で性能の高い AI

処理が可能な NVIDIA 社が提供しているシングルボー

ドである．これを用いることにより物体認識や動体追

跡が可能となる．そして Jetson nano に専用のカメラモ

ジュールを接続することで，リアルタイムでの物体検

知が可能になる．この Jetson nano を用いて，塗布作業

を撮影した動画からコンラージ棒の動作解析を行う． 

 

３. コンラージ棒の動作解析結果 

Figure 2. は動作解析の有効性を確認するために自身

らで塗布作を行っている動画を解析したものである． 

コンラ―ジ棒を追跡し，6.0s 間の軌跡を 0.5s 間隔で座

標に点をプロットした．この結果よりコンラージ棒の

軌跡は，円ではなく直線の軌道であるという結果が得

られた．また実際の塗布作業では楕円を描くような軌

道を描くことから，今後合わせて検討していく． 
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     Figure 2. Results of analysis 

 

４. 培養デバイスの設計コンセプトと動作説明 

本研究では，塗布動作からコンラージ棒が直線を描

く運動をするように設計する．そのため回転運動を直

線運動に変換するスライダ・クランク機構を用いる．

また培地にかかる圧力と速度を一定にすることで，ム

ラが発生しにくいと考えられる．モーターには一般的

なロボット制御でも用いられるサーボモーターを用い

る培養デバイスを設計する．Figure 3.に設計した培養デ

バイスモデルを示す． 

 

    

            Figure 3. Culture device 

 

培養デバイスの動作説明を以下に示す． 

1. 閂を引き抜く． 

2. 手動で補助軸とレール部を手前に移動させ，受け皿

にシャーレをセットする． 

3. レールの間を通すようにして，補助軸にコンラージ

棒を固定する． 

4. マイクロステージを使いコンラージ棒をシャーレ

に当たらない高さにまで上げる． 

5. 補助軸とレールを元の位置に戻し，閂を差し込む． 

6. マイクロステージを使いコンラージ棒と培地が接

する高さに調節し終えたらモータを動かす．  

7. 最上部と受け皿に接続されているモータが一定時

間作動し，塗布作業を開始する． 

8. 塗布作業終了後，マイクロステージを使いコンラー

ジ棒とシャーレが当たらない高さまで上げ，閂を引

き抜く． 

9. 手動で補助軸とレール部分を手前に移動させ，シャ

ーレを取り出す． 

５. 培養デバイスを用いた実験計画 

 寒天培地と菌液を用いて，実際に塗布を行い培地全

体にサンプルが培養可能かどうかの確認を行う．実験

時にコンラージ棒の運動速度，シャーレの回転速度を

それぞれ低速・中速・高速の 3 段階に分け 計 9 通りの

組み合わせにおいて結果の比較を行う．その中で培養

されたサンプルの量が多いものを良とする．そして， 

最も結果の良い組み合わせの速度により培地にかかる

荷重の計測を行う．果汁についてはマイクロステージ

の目盛から培地にかかる荷重の大小を判別する．以上

の最良の組み合わせを基準とし，今後の培養デバイス

の設計に反映する．  

 

６. まとめ 

  本研究では，手作業での塗布作業におけるコンラー

ジ棒の動作を解析し，その結果をもとにした培養デバ

イスを設計することができた．実際の塗布作業の動作

はより複雑であることから，各条件に分けてそれぞれ

の影響を解析する．今後は培養デバイスを用いて培養

実験を行い，データを取り重ねていくことで専門家の

塗布作業に近い動作を行う培養デバイスを開発してい

く．  
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