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空中浮遊菌と木造住宅における木材腐朽の発生

• 

「l. はじめに

木材の生物劣化の大きな要因のひとつである木

材腐朽は，木材腐朽菌と呼ばれる微生物によって

ひき起される。住宅では空中を浮遊する胞子など，

あるいは床下や周辺の土壌より供給される微生物

源が，水，温度，栄養酸素，pHなどの条件が

合致したときに発芽，増殖し，木材腐朽に至ると

考えられる。本論では，空中浮遊菌研究の系譜を

概説した後木造住宅における木材腐朽と空中浮

遊菌の関連について述べる。

2 空中浮遊菌の研究

2. 1 浮遊菌は健康，農業，気象などに影響する

空中浮遊菌研究の系譜についての概観は Cuad-

ms-Orellanaらの総説 I)にまとめられている。20

世紀末までの浮遊菌の研究は，人間の健康，農業，

気象に関連する分野で発達してきたとされる。特

に人に関しては，呼吸疾患の原因菌の追跡を目的

とした研究が中心であった。空気中の病原性の真

菌類が検出・同定された報告の他，健康時にはほ

とんど影響しないが，体調が悪化すると害を引き

起こす菌の存在も報告された。しかし，空中微生

物の量や群衆構造が研究されたのは，微生物研究

の技術的進歩があってから後のことである。

2.2 微生物群集構造研究法としてのメタゲノム

DNA配列による微生物の検出同定技術の発達

と配列清報の蓄積により，環境中の微生物群集の

姿にアプローチすることが可能となった。微生物

集団より DNAを混合物として抽出し，その配列

を解読することで，菌種とその構成比を明らかに

することができ（微生物群集構造），また新たな

機能をもつ酵素などを見出すこともできる。培養

を介さないので難培養の微生物を対象とするこ

とができる。さらに次世代シークエンサーの誕生

によって大量解析が可能となり，データ処理技術

の発達もメタゲノム研究の発展を後押 しした叫
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Frohlich-Nowoiskらは，粗・密 2種類のフィ

ルターで捕捉した真菌類について， DNA配列を

解析するメタゲノム研究を実施した叫 その結果，

既知のヒトアレルゲンや病原菌は粒子が細かい方

に，植物病原菌が粗い方に多く含まれていた。ま

た，空中浮遊真菌類の多様性は，それまで報告され

ていたよりも大きいことを明らかにした。Amend

らは，全世界72箇所から屋内の空中浮遊菌を収集

し，次世代シークエンサーを用いたメタゲノム法

で真菌類の群集構造を解析した 4)。その結果，菌

類の多様性は熱帯域よりも温帯域の方が大きいこ

と，建築材料の種類や量では違いがないことを明

らかにした。この分野の研究ツールは日々進歩し

ており，研究成果も急速に蓄積されつつある。

3 木造住宅における空中浮遊菌の研究

木造住宅では腐朽を引き起こす微生物がどのよ

うに侵入して定着していくのか明らかにすること

は，住宅における木材保存技術の改良に重要であ

る。住宅に侵入する微生物の媒体が空気である場

合，空中浮遊菌を理解することが必要となる。以

下に，床下の環境変化と落下菌の調査，雨水侵入

を原因と想定した研究換気によって木造住宅に

侵入した浮遊菌の研究を紹介する。

3. 1 木造住宅床下の腐朽菌動態5,6) 

京都および盛岡で実験住宅を建設し，床下に布

基礎部とベタ基礎部を設け，通気条件を変えなが

ら，床下空間の落下菌および土台に付着した菌を

粘着テープで採取し，薬剤を含む培地を用いて真

菌のみを選択的に培養し，種を DNA配列より同

定した。京都では住宅周辺および床下から Tram-

etes versjcolor, T hfrsuta, Schjzophyllum com-

mune, Phlefaa acennaなどが検出された。盛岡

ではこれらの種に加え， CylindrobasjdJ'umleave, 

Oxyporus cortJ'cola, Phlefaa tremellosaが多く検

出された。これら 2つの研究から，土壌が露出した

床下区は落下菌， 付着苗ともに多く採取される傾
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向にあることが明らかになったが，外気から床下

ヘ菌が侵入する証拠は得られなかった。また，京都

と盛岡で共通した種が検出されたことは興味深い。

3.2 雨水による腐朽菌の侵入7)

雨水とともに侵入した菌が木材にどのように定

着するのか明らかにするために，捕集した雨水を

木材試料片に散布し，小屋裏を想定した環境条件

で培養した。試料片の重量変化を測定するととも

に発生した菌を分離し， DNA配列によって同定

した。この試験は足利と京都で行われた。材の表

面には雨水由来と考えられる菌が旺盛に増殖し

た。検出された木材腐朽菌は，足利では， Gloeo-

phyllum sepiariumが，京都では， Ptremellosa, 

Antrodia s1nuosaが主であった。重量減少につい

ては，人為的に菌を植え付けた場合と同等の減少

率を示す試料もあって生育条件が適合すれば雨

水経由で侵入した腐朽菌が木材上で増殖すること

が示された。しかし，菌の増殖や定着，材の重量

減少にはバラッキが見られ，その原因解明は今後

の研究として残されている。箪者としては，作為

なく採取した雨水を散布しただけでこのように木

材腐朽菌が増殖を示したことは大変興味深く思っ

た。

3.3 住宅の通・換気によって侵入した浮遊菌8)

適切な通・換気によって湿気， CO2,有害物質

などを屋外に排出することができる。 しかし同時

に屋外の腐朽原因菌が住居内に侵入することも考

えられる。そこで実験的に通 ・換気条件を変えた

住宅を用い，小屋裏に導入された空気を採取して，

どのような空中浮遊菌相が形成されているか検討

した。兵庫県加西市の木造 2階建ての実験住宅に

おいて，壁通気および軒換気経由の空気を小屋裏

で採取した（図 1)。採取した空気中の微生物す

べての DNAを抽出し，真菌類の種を同定した。

子のう菌担子菌の比の季節による変動は壁通気，

軒換気いずれも外気の影響を受けることが判った

（図 2)。秋期に担子菌が増加 し，そのほとんどが

Sis tom era属であった。おそらく周囲の環境の生

態系と関連が深い種であると考えられる。菌類は

土壌経由で侵入するため， 2階の軒から取り入れ

た空気では密度が低下すると思われたが，予想に

反して地上部の外気と類似した菌種が検出され

た。菌種によってはその大きさなどから浮遊性が

図 1
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実験住宅の通・換気条件．左：壁通気 ①→②

→③→④ ；右 ：軒換気 ⑤→③→⑥．
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空中浮遊菌群の子のう菌と担子菌の比．左 ：

外気 ；中 ：壁通気 (12/20以降は壁通気上部

で通気を遮断）；右 ：軒換気．

異なる可能性もある 叫 木材腐朽菌が空中にどの

くらい浮遊するのか， またその環境中の条件，季

節による変化などの研究が進むことで，住宅への

侵入経路の解明や防除技術の開発に繋がることで

あろう 。
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