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a・v 研究論文 a・v

褐色腐朽菌オオウズラタケが放散する

揮発性有機化合物の分析手法の検討

小沼ルミ *1，2， 水越厚史*2J，瓦田研介ぺ吉田誠*1 

Analysis of microbial volatile organic compounds emitted by brown rot 

fun!思lSFomItopsIs palustrIs 

Rumi KONUMA *1.2， Atsushi MIZUKOSHI*2.3， 

Kensuke KA W ARADA *2， Makoto y OSHIDA * 1 

Microbial volatile organic compounds (MVOCs) could be used to nondestructively de 

tect hidden wood decay fungi in dwellings， because these compounds can diffuse from in-

side the walls to the indoor environment through the wallpaper. To develop the diagnostic 

method of MVOCs emitted from wood decay fungi， MVOCs from Fomitopsis palustris， 

which is the industrial standard of brown rot fungi in J apan， grown on PDA were analyzed 

by using GC/MS with a thermal desorption system， proton transfer reaction (PTR)-MS， 

and head space-solid phase micro extraction (HS-SPME) -GC/MS. Total 26 of MVOCs were 

detected when MVOCs were analyzed by GC/MS with a thermal desorption system. 

Among them， the amounts of major MVOCs (methyl isobutyrate， 2，5-dimethylfuran， l-oc-

tene， methyl tiglate， methyl 2-furoate， 3-octanone， and methyl benzoate) were monitored 

by PTR-MS during 9 days of cultivation time， and a differential emission patterns were ob-

served deperding on the MVOCs. To achieve a small scale determination， MVOCs from F 

palustris grown on PDA were analyzed by HS-SPME-GC/MS， and 7 of MVOCs were de-

tected in a short time compared with GC/MS with a thermal desorption system. The infor-

mation obtained in the present study would be useful to develop the analytical method of 

MVOCs emitted from wood decay fungi grown in wood materials. 

Keywords : microbial volatile organic compound， thermal desorption gas chromatography I 

mass spectrometry (GC/MS)， headspace-solid phase microextraction-GC/MS， proton 

transfer reaction mass spectrometer， Fomitopsis palustris 
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木材腐朽菌が放散する揮発性有機化合物 (MVOC)は壁紙などを通過して壁内から室内

へと拡散するため，これをトレーサーとした腐朽診断が開発されれば，床下や壁の内部など

住宅の隠れた部位で進行する木材腐朽を非破壊で検知できる優れた腐朽診断技術となること

が期待される。そこで MVOCをトレーサーとした腐朽診断技術を開発するための第一段階

として，褐色腐朽菌オオウズラタケをモデルとして，本菌が放散する MVOCを3種類の分

析装置(加熱脱着 GC/MS プロトン移動反応 (PTR)-MSおよびヘッドスペース固相マイ

クロ抽出 (HS-SPME)-GC/MS) によって分析し木材腐朽菌が放散する MVOCを分析す

るために適した手法を検討することを試みた。オオウズラタケを PDAで培養し，加熱脱着

GC/MSによって分析したところ 26種もの MVOCが特定された。これらのうちの 7種の

主要化合 物 (methylisobutyrate. 2.5-dimethylfuran. l-octene. methyl tiglate. methyl 

2-furoate. 3-octanone. およびmethylbenzoate)をPTR-MS法により分析した結果，それ

ぞれの MVOCは，その種類によって放散パターンが異なることが明らかとなった。また，

HS-SPME-GC/MS分析によって，少量の空気サンプルからの MVOC検出を試みたところ，

加熱脱着 GC/MSと比較すると検出可能な成分は限られるものの 比較的簡便に 7種の

MVOCを検出することができた。本研究により得られた情報は 実際に木材中で生育する

木材腐朽菌が生産する MVOCを測定する際の技術的基盤となるものである。

キーワード:微生物由来揮発性有機化合物，加熱脱着ーガスクロマトグラフイー質量分析，

ヘッドスペース固相マイクロ抽出ガスクロマトグラフィー質量分析，プロトン移動反応質量

分析計• FomItopsIs pa]ustrIs 

1 .緒言

腐朽診断は木造建築物を適切に維持管理するた

めに極めて重要であり， 目視・打診といった簡易

診断から，種々の物理的分析手法に基づく精密診

断まで様々な分析が用いられている。これらの手

法に関して，前者は簡便で、広範囲の診断が可能で、

あるという利点を有するものの，専門的な知識を

要することや定量性に欠けることからあくまで一

次診断として利用される。後者は腐朽の程度が定

量化できることから精密診断として重宝される

が，破壊診断であることやあくまで部材の物理的

特性に基づく診断法であることから実際に腐朽が

進行した後の診断しかできないといった欠点を有

する。それらの分析手法に加えて，近年，生化学

的または分子生物学的な手法を用いて腐朽菌を検

出・同定するといった手法も開発されている。し

かしながら，これらの手法は診断に使用する試料

の量がごく少量であることや分析にかかるコスト

が高いことから広範囲の診断は困難であること，

現場で診断することができないこと，腐朽してい

る箇所を露出させて行う必要があり隠れた腐朽を

見逃す危険性が高いこと といった問題点を有す

る。よって，上記の手法と異なるメカニズムに基

づく新たな腐朽診断法を導入することは，それを

既存の手法と組み合わせることで，より良い腐朽

診断法の開発に繋がるものと期待される。

我々は腐朽診断法の新たなツールとして，微生

物が放散する揮発性有機化合物 (MicrobialVola-

tile Organic Compounds : MVOC)に着目した。

この MVOCは微生物の代謝活動に伴って放散さ

れることから，微生物の存在を示す証拠となり得

る。実際に，農作物のカピによる汚染や室内環境

のカピ汚染を検出するためのツールとして

MVOCをトレーサーとした診断技術を開発する

ための研究が進められている 1-3)。したがって，

この MVOCをトレーサーに用いた木材腐朽のモ

ニタリング，すなわち，木材腐朽菌から放散され

るMVOCをターゲットとした腐朽診断技術の開

発が可能で、はないかと考えた。これが可能となれ

ば，床下や壁の内部など住宅の構造躯体で進行す

る木材腐朽を非破壊で検知できるため，極めて有

用な診断ツールになると考えられる。微生物が放

散する MVOCにはモノテルペン，セスキテルベ
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ン，アルコール，ケトン，ラク トン，エステル類

または C8化合物のような化学構造群に属する成

分などが知られている 1.4)。木材腐朽菌について

も，それが放散する MVOCについて報告はある

もののトi) その情報は限られているのが現状で

ある。

MVOCをトレーサーとした新たな腐朽診断技

術を開発するためには，木材腐朽菌が放散する

MVOCに関する情報を得る必要がある。我が国

の木造建築物の腐朽原因菌として褐色腐朽菌が主

流であることから，褐色腐朽菌由来の MVOCを

調査することは極めて重要で、ある。そこで本研究

では，我が国の JIS標準菌であるオオウズラタケ

(FomItopsIs palustris)を調査の対象としその

MVOCを調査するための第一段階として，本菌

が放散する MVOCを種々の MS分析に供し，

MVOCを分析するために適した手法を検討する

ことを試みた。

2. 実験方法

2.1 供試菌

本研究では，褐色腐朽菌FomItopsIspalustrIs (和

名 :オオウズラタケ， MAFF 420001)を供試菌

として使用した。供試菌は菌株分譲機関 (農業生

物資源ジーンパンク (NIASGenebanl王，https:ll 

www.gene.affrc.go.jp/indexj.php)より入手後，

ポテ ト・ デキストロース寒天培地 (PDA， BD 

Difco)によってお℃で培養し，保管したものを

用いた。

2.2 加熱脱着ガスク口マトグラフィー質量分析

(GC/MS) 

直径90mmのポリスチ レン製ペトリ皿に PDA

を作製し，ここにオオウズラタケを 3点接種した。

これを10枚作成し， 10Lのサンプリングバッグ

(ジーエルサイエンス株~) に挿入して密閉した。

具体的には，サンプリングバッグの一部について

ハサミを用いて開封し 供試菌接種済みペトリ 皿

10枚を挿入後，切り取り箇所を熱シールすること

でバッグを密閉した。上記作業によってバッグ内

への室内空気の侵入が免れないため，外部空気中

に含まれる微量の揮発性有機化合物のコンタミ

ネーションを防ぎ，MVOC測定の再現性を担保

するために，バッグ内の空気を吸引除去した後，

清浄空気供給装置(アドクリー ン，(有)アドテック)

で調製した清浄化空気をlOL充填し，26
0

Cで培養

した。

培 養 9 日目に TenaxT A (60mm/approx 

180mg)ガラス TDチューブ (長さ 178mm，外

径 6mm，内径 4mm : SUPELCO)捕集管を用

いて167ml/minの捕集速度で、バッグ内の空気 3L

に含まれる MVOCを捕集した (図 1)。

Tenax TAに捕集した揮発性物質をサンプルと

@ 仁ゴ
仁コ

吸着管
Adsorption 
tube 

ヰウズラタケを生育さ
サンプリング せたPDA培地

"ッグ PDA plate cultured 
Sampling bag Fomitopsis palustris 

自

吸引ポンプ
Vacuum pump 

図1 POA培地で生育させたオオウス、ラタケが生産する MVOCをGC/MSで分析
するための収集システム

Fig.1 The collection system for MVOCs produced by Fomitopsisρalustris grown 
on POA for GS-MS analysis. 
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し，加熱脱着装置 (TDS，GERSTEL)を用いて

脱着した。脱着は250
0

Cで10分間実施し，液体窒

素で 150
0

Cに維持したコールドトラップで捕集

した。キャリアガスとしてヘリウムを{吏用し，コー

ルドトラップを300
0

C，10分間加熱することでサ

ンプルをカラムへ注入した。全ての分析において

脱着流量およびカラム流量は，それぞれ50mll

mmおよび 1ml/minに維持した。分析は DB

5MSキャピラリーカラム (内径0.25mm，長さ

30m，膜厚0.25μm: Agilent J & W)を備えたガス

クロマ トグラフ (Agilent7890A， Agilent Tech-

nologies)およ び質量分析計 (Agilent5975C， 

Agilent Technologies)を用いて行った。なお，

分析プログラムの昇温条件は初期温度40
0

Cで5分

間保持した後，昇温速度 5
0

C/minで210
0

Cまで昇

温し続けて昇温速度20
0

C/minで280
0

Cまで昇温

した。 質量分析計はスキャンモード (35~350m/z)

を用いて分析を行い， 化合物の同定には NIST08

マススペクトルライブラリを使用した。木材腐朽

菌によって産生された揮発性化合物をパックグラ

ウンドと区別するために，供試菌を接種していな

-111-

いPDAについても分析を行った。

2.3 プロトン移動反応質量分析 (PTR-MS)

PTR-MSはLindingerらによって開発された装

置8.9)で，ヒドロニウムイオン (H30+)を用い

た陽子移動反応を通して分析対象化合物を化学イ

オン化して測定する四重極質量分析計である。

H30 +イオンよりもプロトン親和力が高い物質を

検出することが可能である。分析対象化合物の分

子量 (R)にプロトンの分子量 (1)が加わるため，

結果として R+1の質量数としてピークが検出さ

れる。

2.2と同条件で作成した培養サンプルに対して，

PTR-MS装置 (IoniconAnalytik)による分析を

随時行った。PTR-MS分析は培養9日間のうち，

0， 1， 2， 3， 5， 7， 8日目および9日日の

合計8回行った。分析は図 2に示すとおり ，サン

プリングバッグを直接 PTR-MSに接続してバッ

グ内の揮発性物質を測定した。測定は，スキャン

モード (21~220m/z) で 5 サイクル以上行い，

後半の 3サイクルの平均値として算出した。なお，

木材腐朽菌によって産生された揮発性化合物と

B 

PTR-MS 

オ牙ウズラタケを生育させ
サンプリングム たPDA培地

バッグ PDA plate cultured 
Sampling bag Fomitopsis palustris 

図2 POA培地で生育させたオオウズラタケカf生産する MVOCをPTR-MSで

分析するためのシステム

Fig.2 The PTR-MS measurement system for MVOCs produced from Fomitop-
sis pa/ustris grown on POA 
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PDAから放散される揮発性化合物を区別するた

めに，供試菌を接種していない PDAについても

分析を行い，マスレンジごとのサンフ。ルの測定値

から PDAの測定値を差しヲlいて濃度を算出した。

2.4 ヘッドスペース固相マイクロ抽出ガスク口マ

トグラフィー質量分析 (HS-SPME-GC/MS)

HS-SPME-GC/MSによる木材腐朽菌由来

MVOCの測定は， Stoppacherらの実験手法を参

考に，一部改変して実施したlω。乾熱滅菌 (180
0

C，

30分間)した20mlガラス製 SPME用スクリュー

パイアル(エーエムアール(槻)に，高圧蒸気滅菌

(121
0

C， 15分間)した PDA， 1 mlを調製した。

ここに供試菌を 1点接種し パイアルの蓋を緩め

た状態で26
0

Cに設定した恒温器で7日間培養を行

った。

培養サンプルからの揮発性物質の捕集はオート

サンプラーCombi-pal(CTC Analytics)を用いた。

揮発性物質の捕集用の吸着剤として用いたSPME

ファイパーは250
0

Cで30分間コンデイショニング

を行った後に実験に供した。ファイパーへの揮発

性物質の捕集は撹持なしで30分間実施し，パイア

ルへのファイパーの進入深さは21mmとした。フ

ァイパーに吸着させた揮発性物質は GC/MSによ

って分析した。ガスクロマトグラフ (TRACE

GC Ultra， Thermo Scientific)の注入口(内径

0.8mm注入口ガラスライナー (SUPELCO)にフ

ァイパーを挿入し，スプリットレスモード250
0

C，

2分間で脱着させた。カラムには TR-5MS(内

径0.25mm，長さ30m，膜厚0.25μm: Thermo Sci-

entific)を用い，キャリアガスとしてヘリウム(流

量 1ml/min) を用いた。オーブン温度プログラ

ムは，初期温度40
0

Cで2分間保持後，昇温速度10

OC/minで200
0

Cまで昇温し続けて昇温速度25

OC/minで260
0

Cまで昇温して最終温度で5分間保

持とした。質量分析計 (TSQQuantum XLS， 

Thermo Scientific)は電子衝撃イオン化法 (EI，

70eV) でスキャンモード (45~400m/z) とし，

イオン源温度230
0

Cに設定して測定を行った。

TICクロマトグラムのピークについて，マスス

ベクトルをライブラリ (NIST08) と比較して揮

発性物質を同定した。同定した揮発性物質のうち

腐朽菌を生育させていない PDAにおける対照実

験で放散された揮発性物質を除いたものを

MVOCとした。なお， SPMEファイパーは真菌

から放散される MVOCの測定に適した SPMEフ

ァイパーの比較検討を行った既往の研究結果10.ω

を参考にして， Polydimethylsiloxane/Divinylben-

zen (PDMS/DVB，膜厚 65μm: SUPELCO) を

用いた。

3.結果および考察

揮発性有機化合物(VOC)の分析方法において

広範囲の化合物を分析対象とする場合には，ガス

クロマトグラフィー (GC，gas chromatography) 

により化合物を分離し質量分析計 (MS，mass 

spectrometer)により分析するのが一般的である。

このような GC/MS分析を実施するためにはそれ

を捕集する必要があり 種々の手法が検討されて

いる。一般にその方法として，シリンジで採取した

空気を直接 GCに注入する方法に加え，吸着剤を

用いたアクテイブサンプリング法(吸引方式)ω

やパッシブサンプリング法(拡散方式)ゅなどが

挙げられる。アクテイブサンプリング法は一定量

の空気をポンプで吸引し VOCを吸着剤に捕集

する方法であり，パッシブサンプリング法は隔離

空間または開放空間中に吸着剤を一定時間曝露し

てVOCを吸着剤に吸着させる方法である。いず

れの場合においても，吸着した揮発性物質を脱着

するためには溶媒抽出や加熱脱着などが用いられ

るが，特に後者は吸着剤に捕集した揮発性物質を

加熱脱着させた後に，冷却トラップで再濃縮する

ことが可能であり，微量成分を測定することがで

きるため，微生物由来の揮発性有機化合物

(MVOC)の分析においても比較的良く使用され

ている 4.凶。また，揮発性物質の迅速簡易分析法

として開発された固相マイクロ抽出法 (SPME，

Solid Phase Micro Extraction)ω が，近年， MVOC 

の分析においても広く使用されるようになってき

ている。本法はパッシブサンプリングの一つであ

り， GC/MSと組み合わせて用いられる。

本研究では， MVOC分析法として，上述した

アクテイブサンプリング法を利用した加熱脱着

GC/MS分析およびパッシブサンプリング SPME

法を利用した加熱脱着 GC/MS分析に加えて，プ

ロトン移動反応質量分析 (PTR-MS，Proton 

Transfer Reaction Mass Spectrometry) 8.9)につ

木材保存 Vo1.41-3 (2015) 
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dimethylfuran， l-octene， methyl tiglate， sty-

rene， methyl 2-furoate， 3-octanone，および

methyl benzoateが主要な化合物として検出され

た。一方，腐朽菌を接種していない PDAからは

acetoneおよびstyreneのみが主要化合物として

検出された。このことから， methyl isobutyrate， 

2，5-dimethylfuran， l-octene， methyl tiglate， 

methyl 2-furoate， 3-octanone，および、methyl

benzoateはオオウズラタケの生育に伴って産生

された MVOCであることが示唆された。これら

7種の揮発性有機化合物は既往の研究において

MVOCとして報告されており， methyl isobutyr-

ate は放線菌16)，methyl tiglateは植物病原真菌の

一種である Gidiumsp.l7) ， methyl 2-furoateは担

子菌Phellinuspomaceusl8
)からそれぞれ検出され

ている。また， 2，5-dimethylfuran， l-octene， 3-

octanone，およびmethylbenzoateは糸状菌が放

散する MVOCとして19. 20)検出される MVOCで

いても検討した。本法は，サンプリング工程を必

要としないため， VOCのリアルタイム分析法と

して利用することが可能である。以上， 3つの手

法を用いて褐色腐朽菌オオウズラタケが放散する

MVOCの分析を試み，それぞれにより得られた

結果を比較した。本研究では， MVOCの分析手

法の検討が目的であることから，比較的分析が容

易な PDA培養系での検討を実施した。

3.1 加熱脱着 GC/MSによる MVOC分析

褐色腐朽菌オオウズラタケを接種した PDAを

9日間サンプリングバッグ内で培養した後，バッ

グ内の空気を吸着剤に捕集して MVOCの分析に

供した。また，対照試験として，供試菌を接種し

ていない PDAについても 9日間サンプリングバ

ッグ内に静置した後，同様にバッグ内の空気を吸

着剤に捕集して分析を行った。分析の結果を図3

AおよびBにそれぞれ示した。腐朽菌を培養し

methyl isobutyrate， 2，5-acetone， たものでは，

表 1 POF培地で生育したオオウズラタケから検出された MVOCのリスト

Table 1 List of MVOCs detected in POA culture of Fomitops俗palustris
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Methyl benzoate 
3-0ctanone 
Methyl 2-furoate 
Methyl tiglate 
Methyl 2-methylbutanoate 
l-Octene 
2，5-Dimethylfuran 
Methyl isobutyrate 
3-Methyl-2-butanone 
Methyl methacrylate 
Methyl butyrate 
Methyl 3，3-dimethylacrylate 
3-Hexanone 
Methyl 3-methyl-2-furoate 
Octane 
Methyl-furan-3-carboxylate 
Trimethylsulfonium iodide 
2-Isopropylpropenoic acid methyl ester 
3-0ctanol 
Cycloocten 
2-Undecanone 
2-Methyl-l，3，5-hexatriene 
4-Heptanone 
Nonane 
Methyl cinnamate 
3-Methylthiophene 
2-Methyl-l-butanol 
2.4-Hexadien-l-ol 
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図3 プラスティツクシャーレに作成した POA培地で生育させたオオウズラタケカf生産する MVOCの

GC/MS分析 (A)，プラスティツクシャーレに作成した POA培地から発散される VOCのGC/

MS分析 (B)，ガラスシャーレに作成した POA培地から発散される VOCのGC/MS分析 (C).

#1， acetone #2， methyl isobutyrate ; #3， 2，5-dimethylfuran ; #4， 1-octene ; #5， methyl tト
glate ; #6， styrene ; #7， methyl 2-furoate ; #8， 3-octanone ; #9， methyl benzoate. 

Fig.3 Gas chromatogram of MVOCs from Fomitopsis palustri・'scultured on POA in plastic petri dish 

(A)， Gas chromatogram of VOCs from POA in plastic petri dish (B)， Gas chromatogram of 

VOCs from POA in glass petri dish (C). 

あり，特に3-octanoneは細菌や担子菌の子実体

からも検出されている2トお)。これらのことは，本

分析で検出された揮発性有機化合物が微生物に由

来すること，すなわちオオウズラタケが放散した

MVOCであることを強く支持するものである。

また，表 1に示すように，本手法により，主要な

MVOC7種を含む全26種もの MVOCが検出され

たことは，この方法が木材腐朽菌により放散され

るMVOCの詳細な分析に極めて有効で、あること

を強く示唆するものである。

図3AおよびBに見られるように， PDA培地

に腐朽菌を生育させたサンプルおよび PDAのみ

の対照サンプルのいずれのサンプルにおいても

styreneが検出された。 styreneは種々の微生物

に由来する MVOCとしても報告されているが24)

培養に用いたシャーレがポリスチレン製であった

ことから培養容器に由来する可能性が疑われた。

そこで，同実験をガラス製のペトリ皿を用いて実

施したところ，図 3Cに示すように， styreneは

検出されなかった。したがって，供試菌培養時に

検出された styreneはMVOCではなく，ポリス

チレン製のシャーレに由来する VOCであること

が明らかになった。

木材保存 Vo1.41-3 (2015) 
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図4 PTR-MSを用いた PDA培地で生育させたオオウズラタケが生産する MVOCの経時変化の調査
Fig.4 PTR-MS analysis of time course changes of MVOC emitted from Fomitopsis palustris. 

3.2 PTR-MSによる MVOC分析

上記 GC/MS分析に使用したサンプリングバッ

グ内の空気を PTR-MS分析に供した。 PTR-MS

は同一質量数の物質を区別することができないと

いう欠点があることから，本研究ではすでに加熱

脱着 GC/MS分析で同定された 7種の MVOCに

ついて着目しそれぞれの化合物に対応する質量

数のピークをそれぞれの MVOCと見なした。

図4に示すように， 7種のMVOCの中で，唯一，

3-octanoneのみ培養 1日目から検出された。こ

の化合物は，その濃度は全培養期間を通じて維持

されていたことから，オオウズラタケの代謝産物

として構成的に生産され放散される MVOCで

あると考えられた。一方， methyl benzoateは培

養初期では検出されなかったものの，培養3日日

から検出され，その後，急激に濃度が上昇し，そ

の濃度は 8日目にプラトーに達した。 2，5-dimeth

ylfuran， methyl isobutyrate， methyl tiglate，お

よび methyl2-furoateについても同様に培養初

期では検出されなかったものの，培養3日目以降

に検出された。しかし methylbenzoateのよう

な急激な濃度上昇は観察されず，比較的低濃度の

まま維持された。 l-octeneの明確な放散挙動は

PTR-MSで捉えることはできなかった。以上の

結果は，オオウズラタケが PDA上での培養過程

で放散する MVOCは その種類によって放散パ

ターンが異なることを示唆している。それぞれの

化合物は，異なる代謝経路の産物であることを考

慮すると，その放散パターンがそれぞれの代謝経

路の活性化状態を反映しているのではないかと思

われる。

PTR-MS分析は同一質量数の物質を区別する

ことができないことから，多種多様な MVOCを

放散する微生物を分析するために使用することは

困難で、ある。その一方で、 本法は MVOCの捕集

が不要であり，サンプルから直接分析を行うこと

ができることに加えて 測定に要する時間も数分

程度であるため放散される MVOCのリアルタイ

ム分析が可能である。これらの利点と欠点を考慮

すると，本法は標的マーカーMVOCが数種類に

絞り込まれた段階で，それらの化合物の放散挙動

に関する情報を得るために極めて有効な手段とな

るであろう。ただし， PTR-MS分析ではテルベ

ン類の一種などの化合物においてフラグメンテー

ションが生じることが報告されている 25-2九よっ

て，それらのフラグメンテーションの恐れがある

MVOCを分析対象とする場合には，注意深い条

件検討が必要と思われる。

3.3 HS-SPME-GC/MSによる MVOC分析

パイアル瓶中に作成した PDAで腐朽菌を培養

し，そのパイアル瓶のヘッドスペースを対象に

HS-SPME-GC/MSによって MVOCの分析を行っ

た。また対照実験として オオウズラタケを接種

していない PDAについても同様の分析を実施し

木材保存 Vo1.41-3 (2015) 
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図5 POA培地で 7日間生育させたオオウズラタケが生産する MVOCの HS-SPME-GC/MS分析.

#1， 2-methyl-1-butanol ; #2， 2，5-dimethylfuran ; #3， methyl tiglate ; #4， 2，4-hexadien-1-ol ; 
#5， methyl 2-furoate ; #6， 3-octanone ; #7， methyl benzoate. 

Fig.5 HS-SPME司 GC/MSchromatograms of MVOCs from Fomitopsis palustr，俗 culturedon POA for 
seven days. 

た。結果を図5に示す。菌体未接種条件区では検

出されなかった化合物をオオウズラタケ由来の

MVOCとした。その結果，本菌由来の MVOCとし

て2-methyl-l-butanol， 2，5-dimethylfuran， methyl 

tiglate， 2，4-hexadien-l-ol， methyl 2-furoate， 3 

-octanone，および methylbenzoateの 7種の化

合物が同定された。これらの化合物のうち， 2-

methyl-l-butanolおよび、2，4-hexadien-l-olを除

いた 5化合物は，前述の加熱脱着 GC/MS分析に

おいても検出されたものであった。 2-methyl-l-

butanolおよび2，4-hexadien-l-olが本法でのみ検

出された理由のひとつとして吸着剤の違いが考え

られる。加熱脱着 GC/MS分析で吸着剤として用

いた TenaxTAは低沸点化合物の吸着がやや弱

いことが知れておりお) 2.4-hexadien-l-olは沸点

約80
0

Cのアルコール類に分類される化合物である

ことから， Tenax TAで捕集できなかった可能性

がある。したがって， MVOCの測定にあたって

は吸着剤の選定が重要となる。

HS-SPME-GC/MSによる分析の利点として，

少量の空気で分析が可能で、ある点が挙げられる。

具体的には， 1サンプルあたり，およそlOOOml

以上のサンプリングバッグを使用する通常の

GC/MS法に対して，本法では20ml容のパイアル

で MVOCを検出可能で、あった。しかしながら，

表 1で示すように， HS-SPME法で検出された

MVOCが 7種類のみであったのに対し，加熱脱

着 GC/MS法で検出した MVOCは26種であった

ことから，加熱脱着 GC/MS法では微量の

MVOCまでも分析対象にできることが明らかと

なった。ただし少量分析が可能であることに加

えて，サンプリングから測定までを全自動で実施

できる本法は，一次スクリーニングなどの多数の

サンプルに対する分析において非常に有効な手法

であると考えられる。

4.結論

褐色腐朽菌オオウズラタケをモデル菌として，

本菌が産生する MVOCの分析手法を検討するた

めに， 3種類の分析装置(加熱脱着 GC/MS，

PTR-MSおよび HS-SPME-GC/MS) によって

MVOCの分析を行い，以下の知見を得た。

(1) 加熱脱着 GC/MSによって， 26種も の

MVOCを特定することに成功した。本法は空

気中に含まれる MVOCを吸着剤で濃縮するサ

ンプリング法を採用しているため，微量な

MVOCまでも分析対象にできたと考えられる。

したがって，本法は木材腐朽菌により放散され

るMVOCの詳細分析に極めて有効で、ある。

(2) PTR-MS法は，同質量数の化合物を区別す

ることができないため，多種多様な化合物を含

む MVOCの分析には適さないものの，リアル

木材保存 VoL41-3 (2015) 



タイム分析が可能で、あるという大きな利点を有

することから，ある特定の化合物を標的とした

放散挙動分析などに威力を発揮すると考えられ

た。

(3) HS-SPME-GC/MS分析によって， 20mLとい

う少量の空気からも MVOCを検出することが

できた。加熱脱着 GC/MSと比較すると，検出

可能な成分は限られるものの，サンプリングか

ら分析までを自動化できる本法は，一次スク

リーニングの分析に適していると思われる。

本研究では，木材腐朽菌が生産する MVOCの

分析手法を解析することを目的としたため，比較

的分析が容易なPDA培養系での検討を実施した。

本研究で得られた知見に基づき，木材腐朽過程で

放散される MVOCについて研究を進めており，

それについても今後，報告する予定である。
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