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一研究論文,..,,,

室内防腐性能試験における

種菌の調製皿数，前培養期間，培養瓶の材質が

供試菌株の腐朽力に及ぼす影響

神原広平＊，松永浩史＊，大村和香子＊

Influence of the number of times for inoculum preparation, the length 

of preculture period and the material of culture bottles on wood-decay 

ability of test fungi for the laboratory decay test. 

Kohei KAMBARA *, Hiroshi MATSUNAGA*, W akako 0HMURA * 

The laboratory decay test specified by the Japanese Industrial Standard JIS K 1571 : 2010 

defines the performance requirements for wood preservatives and the validity criterion of 

the test based on the mean mass loss of untreated specimens (Sugi sapwood) for each test 

fungus. In this study, we examined the influence of the following three culture conditions 

on the wood-decay ability of the test fungi for the purpose of selecting culture conditions 

that stably achieve the validity criterion : (1) the number of times for inoculum prepara-

tion, (2) the length of preculture period in culture bottles and (3) the material of culture 

bottles. We also investigated the wood-decay ability of the test fungi subcultured in differ-

ent organizations. The results showed that the mean mass loss of Fomitopsis palustris al-

most exceeded the validity criterion of 30% among the three culture conditions. However, 

the wood-decay ability of F palustris was appeared to be different between the organiza— 

tions. On the other hand, Trametes versicolor apparently showed different mean mass loss 

with different length of preculture period. It is suggested that the mean mass loss of T 

versicolor meets the requirement for validity criterion of 15%, once we set the longest pre-

culture period of 15 days allowed by the JIS. 

Keywords ; JIS K 1571: 2010, laboratory decay test, Fomitopsis palustris, Trametes versicol-

or, wood-decay ability 

日本工業規格JISK 1571 : 2010に記載される室内防腐性能試験には，木材保存剤の性能基準

と，供試菌ごとに無処理試験体（スギ辺材）の平均質量減少率を元にした試験の有効性基準

＊国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所， Forestryand Forest Products Research Institute 
Corresponding author : Kohei KAMBARA (kambara@ffpri.affrc.go.jp) 
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が規定されている。本研究では，有効性基準を安定して満たす培養条件に関わる因子とその

組み合わせを検討するため， (1)種菌の調製回数， (2)培養瓶内での前培養期間， (3)培養瓶

の材質の 3因子が菌株の腐朽力に及ぼす影響に加え，異なる機関で保存している供試菌株に

より腐朽力が異なるかを検討した。その結果，オオウズラタケの場合，上記の 3因子は腐朽

力にほとんど影響を及ぼさなかったが，苗株の保存機関の違いにより腐朽力が異なる可能性

が認められた。カワラタケの場合，前培養期間の長短により腐朽力に差が生じることが明ら

かとなり，規格が定める最長の15日の前培養期間を設けると，平均質量減少率の向上が認め

られた。

1 . 緒言

日本における木材の耐朽性や木材保存剤の防腐

性能を評価する室内試験方法は，日本工業規格

JIS Z 2101 : 2009「木材の試験方法」や日本工業規

格 JISK 1571 : 2010 「木材保存剤—性能基準及びそ

の試験方法」，さらに，日本木材保存協会規格集

(2011版）に記載されている 1-3)。これらの規格は，

制定以降随時改正が行われており，その背景等に

ついては解説記事が報告されてきた 4-7)。これら

の規格では，森林総合研究所で分離したオオウズ

ラタケ (Fomitopsispalustris)及びカワラタケ

(Trametes versicolor)の2つの木材腐朽菌株が

供試菌として使用するよう定められている。そし

て，木材腐朽菌を統一することで，再現性が高く

短期間で木材保存剤の性能を評価することができ

るのが特徴である。そのため，例えば JISK 

1571: 2010の試験方法は，木材保存剤の性能評価に

加え 8-12), 熱処理等により高耐久化された木質材

料の性能評価や素材の耐久性評価にも幅広く用い

られてきた13-18)0 

一般に，木材素材や保存処理木材の木材腐朽菌

に対する抵抗性を評価する試験においては，抵抗

性の強弱を明確にするため，培養操作等により木

材腐朽菌の腐朽力を安定して確保することが重要

である。そのため，多くの研究機関で実施されて

きた耐朽性試験や防腐性能試験は，基本的な試験

方法は共通するものの，木材腐朽菌の腐朽力を高

めるための試行錯誤を重ね，様々な工夫が盛り込

まれてきたものと考えられる。その経緯を踏まえ

て，規格に定められる供試菌株を用いた室内防腐

性能試験のプロセスの記載においても融通性があ

り，その結果，試験実施者による工夫の余地が残

されている項目が存在すると考えられる。例えば，

JIS K 1571 : 2010では種菌調製のプロセスにおい

て，寒天培地に供試菌を接種し菌叢を広げる方法

の他に，液体培地やぶな小片を用いて種菌を調製

する方法がある。また，種菌を培養瓶へ接種して

から試験体設置までに菌叢を広げる期間（本研究

ではこの工程を「前培養期間」と称す）は， 7日

から15日の間で菌叢が十分に広がるまでと記載さ

れている。さらに，培養瓶は，底面積50~100cm2 

で全容積500~900mLの円筒形広口容器を用い

無菌に近い状態で通気性を確保することと定めら

れており，一般にはこの条件を満たすポリプロピ

レン製（以下， PP製と略す）や透明のガラス製

といった材質が異なる培養瓶が用いられている。

この他にも，培養液については， D(+)ーグルコー

スに質量分率2.0~4.0%と幅が設けられているこ

と，また，各培養プロセスの温湿度条件は記載さ

れるが光条件は記載されていないなどがある。当

該試験では，試験自体の有効性の判断基準として，

木材保存剤で処理した試験体と同時に供した無処

理スギ辺材の平均質量減少率がオオウズラタケで

は30%, カワラタケでは15%以上に達することと

定められている。そのため，試験実施者は安定し

て有効性基準を上回る腐朽力を確保するために，

前述のように条件の範囲内で工夫を加えてきたも

のと考えられる。

このように，室内防腐性能試験では試験者が選

択できる因子が複数あり，それらを組み合わせた

ときの条件の数は幾通りにもなる。しかし，その

選択範囲は試験実施者の経験や試験環境等から選

ばれていることが予想され，各因子やその組み合

わせが腐朽菌の木材腐朽力に及ぼす影響について

の具体的なデータは示されていない。そこで本研

究では安定した木材腐朽力を発揮する因子やその

組み合わせを検討するため， (1)種菌を調製する
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回数， (2)培養瓶内で菌叢を広げる前培養期間

(3)培養瓶の材質の 3点に着目し，これらの因子

が供試賄株の腐朽力に及ぼす影響について検討し

た。さらに，供試菌株の腐朽力が菌株を保存して

いる機関で異なるかも併せて検討した。

2 実験方法

特に記載のない場合を除き， JISK 1571 : 2010, 

5.2防腐性能， 5.2.1室内試験 5.2.1.1注入処理用に

則って実施した。

2. 1 試験体

試験体は，二方まさのスギ辺材 (20(T) x 20 (R) 

x 10(1) mm, 平均乾燥密度0.30士0.02g/cmりを

用いた。

2.2 供試菌

供試菌株は，オオウズラタケFomitopsispalus-

tris (Berk. et Curt.) Gilbn. & Ryv. FFPRI 0507及

びカワラタケ Trametesversicolor (L. : Fr.) 

Pilat FFPRI 1030を用いた。同一菌株でも，保存

している機関により腐朽力が異なるかを検討する

ため，森林総合研究所木材改質研究領域木材保存

研究室において，約 9℃で冷蔵保存している，オ

オウズラタケ（以降本研究では「WPL0507」と称

す）及びカワラタケ（以降本研究では「WPL1030」

と称す）の PDA(BD Difeo)斜面培地菌株と，

農研機構農業生物資源ジーンバンクにおいて凍結

保存されているオオウズラタケ FFPRI0507 (以

降本研究では「GB0507」と称す）及びカワラ

タケ FFPRI1030 (以降本研究では「GB1030」

と称す）から復元された PDA斜面培地菌株を用

いた。

2.3 試験条件の設定

試験条件の組み合わせを表 1に，操作手順を図

1に示す。

種菌を調製する工程では，保存状態の菌株を平

板培地で培養する回数が供試菌の腐朽力に与える

影響を検討するため，以下の操作手順を行った。

まず， PDA斜面培地で保存されている菌株を，

ポリスチレン製滅菌シャーレ (¢90x 15 mm, 

アズワン）に作製した PDA(BD Difeo)平板培

地上へ白金耳を用いて接種し，そのあと，約 1週

間かけてシャーレ外縁部に菌糸先端が接する直前

まで菌叢を広げた。菌叢先端部をコルクボーラー

（の 7mm)で打ち抜いたものを種菌とし，培養

瓶へ接種した。これを 1回調製の試験条件とした

（図 1左）。続いて， 1回目の種菌を調製した平板

培地から打ち抜いた，菌糸を含む寒天培地を新た

なPDA平板培地に植え継ぎ，約 1週間培養した

あと，菌叢先端を同様に採取し接種した。これを

2回調製の試験条件とした（図 l右）。

つぎに，培養瓶内で菌叢を広げる前培養の工程

では，前培養期間が供試菌の腐朽力に影響を及ぼ

すかどうかを検討するため，規格が定める前培養

期間 (7日間-15日間）のうち，最短の 7日間と

最長の15日間の 2条件を設定した。このとき，培

養液は， o(+)ーグルコース (WAKO) 3 %, ペ

表 1 試験条件の組み合わせ

Table 1 Combination of test conditions 

供試菌（荏株）
オオウズラタケ カワラタケ

test fungus 
Fomitopsis pa/ustris (FFPRI 0507) Trametes versicolor (FFPRI 1030) 

(strain) 

継代培養機関 森林総合研究所木材保存研究室 農業生物資源ジーンバンク 森林総合研究所木材保存研究室 農業生物資源ジーンバンク

subcultured Wood protection Lab, Forestry and Genebank project, National Agriculture Wood protection Lab., Forestry and Genebank project, National Agriculture 

institution Forest Product Research Insitute and Food Research Organization Forest Product Research Institute and Food Research Organization 

供試菌略称

abberviated name WPL0507 GB0507 WPL1030 GB1030 

of test fungus 

種苗調製回数

the number of 1回 2回 1回 2回 1回 2回 1回 2回

times for inoculum Once twice once twice once twice once twice 

preparation 

前培養期間（日）

the length of 
7 15 7 15 7 15 7 

preculture period 
15 7 15 7 15 7 15 7 15 

(days) 

培養瓶の材質
g g g g g g g g g g g g g g g g 
lガ p lガ p lガ p lガ p lガ p lガ p lガ p lガ p lガ p lガ p lガ p lガ p lガ p 1ガ p lガ p lガ p 

the material of aラ p aラ p aラ p aラ p aラ p aラ p aラ p aラ p aラ p aラ p aラ p aラ p aラ p aラ p aラ p aラ p 
culture bottles 

Sス Sス Sス Sス Sス Sス Sス Sス Sス Sス Sス Sス Sス Sス Sス Sス
s s s s s s s s s s s s s s s s 

木材保存 Vol.45-1 (2019) 
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斜面培地 slaat →ぐ~ここ：,:::"m loop 

こピ~—→三三ラ
then~ 禾慧門讐~ 1回↓once / 2回↓twice 

for inoculum preparation ピ三三三］コルクポーう一（①7mm) 
Cork borer 三

~/• ~/\ 

~~~t:: 升［口::~@I~~
前培養期間 7日 15日 7日 15日

the length of preculture period 7 days 15days 7 days 15days 

固1 平板培地を用いた種菌調製から培養瓶内での前培養までの操作手順

矢印は菌の接種を示す

Fig. 1 Handling procedure from the inoculum preparation using agar plates to preculture in cul — 

ture bottles. 

Arrows show fungal inoculation. 

プトン (BDDifeo) 0.3%, 麦芽抽出物 (BDDif-

co) 1.5%の組成とした。これを予め海砂約350g 

を充填した培養瓶に100mL加え，121℃で30分

間オートクレーブ滅菌した。滅菌後はクリーンベ

ンチ内でポリスチレン製デイスポーザブルピペッ

ト (10mL, サーモフィッシャーサイエンティフ

ィック）を用いて，培養液液面と海砂面の高さが

同じになるまで培養瓶から培養液を吸出すことに

より調製した。

さらに，培養瓶の材質が供試菌の腐朽力に与え

る影響を検討するため， PP製（千曲化成株式会社，

PPビン850-58) と透明ガラス製 （東洋ガラス株

式会社，食料900) の材質が異なる 2種類を用い

る条件を設定した。なお，PP製培養瓶について

はウレタンフィルタの付いた専用の蓋（千曲化成

株式会社， PP栓58-C)を用い，透明ガラス製培

養瓶については金属製の蓋を密栓状態から約1/8

回転緩め培養瓶への通気性を確保した。

2.4 腐朽力の検討

腐朽菌の腐朽力は，規格にしたがい質量減少率

を用いて評価した。スギ辺材試験体は酸化エチレ

ンガスで殺菌したあと， 1培養瓶ごと菌叢上に木

口面を上下にして 3個ずつ，カワラタケでは直接，

オオウズラタケではオートクレーブ滅菌した耐熱

性プラスチック製の網を介して設置し，温度26士

2℃，相対湿度70%以上の培養室に蛍光灯照明下

で12週間静置した。スギ辺材試験体は，試験前後

に60℃で48時間乾燥させた後，真空ポリカデシ

ケーター内で常温まで冷まし，電子天秤 (SHI-

MADZU UX420H)を用い質量測定した。

なお，本研究では培養条件の検討項目が32通り

と多いことから （表 1)'作業性を考慮し，繰り

返し個数は 6とした。また，質量減少率の結果は，

平均値と標準偏差を求めるとともに，各機関の菌

株ごとに，条件間での有意差を一元配置分散分析

及び Tukey-Kramer法を用いて，有意水準 P<

0.05で統計解析した (SPSS25.0, SPSS JAPAN)。

3 結果と考察

3. 1 オオウズラタケの腐朽力に及ぽす培養条件

の影響

WPL0507を用いた強制腐朽後の菌叢の状態を

固 2に， GB0507の菌叢の状態を図 3に示す。種

菌の調製固数や前培養期間といった試験条件の組

み合わせに関わらず全ての試験体に菌糸が被覆

していたが，WPL0507の 1回調製ー15日前培養ー

木材保存 Vol.45-1 (2019) 
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種菌調製回数

the number of 
times for inoculum 

preparation 

前培養期間

the length of 
preculture period 

ガラス瓶

glass bottle 

PP瓶

PP bottle 

7日

7 days 

1回

once 

15日
15 days 

7日

7 days 

2回

twice 

15日
15 days 

図2 オオウズラタケ (WPL0507)を用いた試験終了時の培養状態

Fig. 2 Growth status of Fomitopsis pa/ustris (WPL0507) after test period. 

種菌調製回数

the number of 
times for inoculum 

preparation 

前培養期間

the length of 
preculture period 

ガラス瓶

glass bottle 

PP瓶

PP bottle 

7日

7 days 

1回

once 

15日

15 days 

7日

7 days 

2回

twice 

15日
15 days 

図3 オオウズラタケ (GB0507)を用いた試験終了時の培養状態

Fig. 3 Growth status of Fomitopsis pa!ustris (GB0507) after test period. 

ガラス瓶と GB0507の 2回調製ー15日前培養ーガラ

ス瓶では，菌糸の被覆が薄く試験体が見える部分

があった（以降試険条件は，種菌の調製回数ー

前培養期間—培養瓶の材質，の順に記載する 。 例：

1回ー15日ーガラス瓶）。

WPL0507についての 8通りの試験条件では，

1回ー7日ーガラス瓶の条件を除き，全ての条件で，

平均質量減少率が試験の有効性基準である30%を

上回っていた（図 4)。GB0507は， 全ての試験条

件で有効性基準を超えた（図 5)。なお，菌糸の

被覆が蒲かった WPL0507の 1回ー15日ーガラス瓶

と， GB0507の 2回ー15日ーガラス瓶の平均質量減

木材保存 Vol.45-1 (2019) 
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少率は，それぞれ39%と50%であった （図4,5)。

このことから，試験体への菌糸の被覆程度に関係

なく，有効性基準を超える質量減少が得られるこ

とが分かった。

WPL0507では，試験条件によ って平均質量減少

率にばらつきが認められた。そこで，種歯の調製

回数の違いや前培養期間の長短が，平均質量減少

率に影響を及ぼすか統計解析したところ， 1回ー7

日のガラス瓶及び PP瓶と 1回ー15日ーガラス瓶の

平均質量減少率は， 2回ー15日のガラス瓶及び PP

瓶に比べて有意に低かった（図 4 ; Tukey-Kram-

er, P<0.05)。このことか ら， WPL0507は種菌の

調製回数や前培養期間を十分設けたほうが，高い

質量減少を得られると考えられた。一方で，

GB0507は試験条件ごとの平均質量減少率にばら

つきが少なく，試験条件間での有意差は， 2回ー

7日ーガラス瓶と 2回ー15日ーPP瓶の間に認められ

るのみであっ た（図5 ; Tukey-Kramer, P<0.05)。

このことか ら，オ オ ウズラタケの腐朽力は，

GB0507の方が WPL0507よりも安定している可能
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Fig. 4 Mean mass loss (%) of Sugi sapwood sub-

jected to Fomitopsis palustris (WPL0507) 

under the eight test conditions. 

The horizontal dotted line shows validity 

criterion (30%) of the laboratory decay 

test specified by JIS K 1571 2010. The 

same letter indicates that the differences is 

not significant (Tukey-Kramer, P<0.05). 

Error bars show standard deviations. 

性が示唆された。

つぎに，培養瓶の材質が，平均質量減少率に影響

を与えるかどうかを検討するため，種菌の調製回

数と前培養期間が同じものどうしで比較したとこ

ろ， WPL0507及び GB0507とも，培養瓶の材質が腐

朽力に与える影響は低いと考えられた（図 4,5) 

鈴木ら 19-21)はオオウズラタケは遮光下では菌

糸体が木材片を十分に被毅していても ，通気条件

を悪くすると腐朽開始に至る誘導期間が長くなり

質量減少も遅れるが，光照射下では通気条件の影

響が少なくなることを指摘している。今回の試験

は，全期間を通じて照明下にあったものの，

ス瓶と PP瓶では光の透過する程度が異なってい

た可能性を考慮し，ガラス瓶と PP瓶の条件間に

おいて平均質量減少率を比較した。その結果，

ラス瓶で培養した場合の平均質量減少率が48%,

PP瓶では51%となり PP瓶がわずかに上回った

ものの，有意差は認められなかった。

以上のように，オオウズラタケの腐朽力には種

前培養期間，培養瓶の材質の 3つ菌の調製固数，
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Error bars show standard deviations. 
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の因子はほとんど影響を及ぼさなかったが，菌株

を保存する機関の違いによって腐朽力に差異が生

じる可能性が言葱められた。

3.2 カワラタケの腐朽力に及ほす培養条件の影響

WPL1030を用いた強制腐朽後の菌叢の状態を

種菌調製回数

the number of 
times for inoculum 

preparation 

前培養期間

the length of 
preculture period 

ガラス瓶

glass bottle 

PP瓶

PP bottle 

7日

7 days 

1回

once 

図 6に， GB1030の状態を図 7に示す。菌糸は，

試験条件の組み合わせに関わらず，試験体全面を

被覆していたが， WPL1030,GB1030ともに， 1 

回ー 7 日—PP 瓶では，菌糸の被覆が簿く試験体が

見える部分があった。

15日
15 days 

7日

7 days 

2回

twice 

15日

15 days 

図6 カワラ タケ (WPL1030)の試験終了時の培養状態

Fig. 6 Growth status of Trametes versicolor (WPL 1030) after test period. 
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図7 カワラ タケ (GB1030)の試験終了時の培養状態
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Fig. 7 Growth status of Trametes versicolor (GB1030) after test period. 
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WPL1030については 2回ー15日ーガラス瓶，

GB1030については 1回ー15日ーPP瓶と 2回ー15日

のガラス及び PP瓶の計 4つは，平均質量減少率

が試験の有効性基準である15%以上となり，その

他の12通りの試験条件では下回 った（固 8,9)。

なお，菌糸の被覆状態が薄かった WPL1030及び

GB1030の 1回ー 7日ーPP瓶の平均質量減少率はそ

れぞれ 5%と4%,完全に被覆していた WPL1030

及び GB1030の 1回ー7日ーガラス瓶の平均質量減

少率も 5%と3%で，有効性基準である15%を大

きく下回った（図 8,9)。このことから，試験体

への菌糸の被覆程度は，オオウズラタケのときと

同様に，質量減少に影響を及ぽさないことが分か

った。

つぎに，種菌の調製回数の違いや前培養期間の

長短が平均質量減少率に影響を及ぼすか統計解析

したところ，WPL1030及び GB1030ともに，2回ー

15日のガラス瓶及び PP瓶の平均質量減少率が，

1回ー7日ーガラ ス瓶及び PP瓶に比べて有意に高

かった （図8,9 :Tukey-Kramer,P<0.05)。また，
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Fig. 8 Mean mass loss (%) of Sugi sapwood sub-

jected to Trametes versicolor (WPL 1030) 

under the eight test conditions. 

The horizontal dotted line shows validity 

criterion (15%) of the laboratory decay 

test specified by JIS K 1571 2010. The 

same letter indicates that the differences is 

not significant (Tukey-Kramer, P<0.05). 

Error bars show standard deviations. 

図8

前培養期間の長短によって平均質量減少率に差異

が生じているかを検討したところ， WPL1030及

び GB1030ともに， 7日よりも 15日の前培養期間

の方が，平均質量減少率が高く， 一部の試験条件

間では有意差が認められた。このことから，

WPL1030及び GB1030ともに，種菌の調製は 2回

実施し，かつ前培養期間は15日設ける と，腐朽カ

が高まることが示唆された。前培養期間を15日以

上設けることで質量減少率がさらに高まるかどう

かについては，更なる検討が必要である。

続いて，培養瓶の材質が，平均質量減少率に与

える影響を検討するため，種菌の調製回数と前培

養期間が 同 じものどうしで比較したところ，

GB1030では全ての条件で PP瓶を用いた場合

の平均質量減少率がガラス瓶の場合を上回 った

ガラス瓶が PP瓶を上回る条が， WPL1030では，

件も存在した （図 8.9)。

酒井ら22)は，カワラタケを用いてブナ辺材を腐

朽した場合腐朽力に光照射の影響はほとんどな

スギ辺材を腐朽した場合は光照射に腐朽抑いが，

30 

5

0

5

0

 

2

2

1

1

 

（ま
）
s
s
o
1
 ss
e
 E
 
u•
•~ 

（
ま
）
丹
令
禁
暇
誕
岳
丹

゜

abed 

I 

d
 

cd 

ab 
bed 

ガうス PP カ・うス

glass glass 

1回15日 2回7日

once. 15days twice. 7days 

カワラタケ (GB1030)の各試験条件下にお

けるスギ辺材の平均質量減少率 （％）

点線は JISK 1571 • 2010の室内防腐性能試験で

定める試験の有効性基準 (15%) を示す。同

一英小文字は互いに有意差がないことを示し

(Tukey-Kramer, P<0.05), エラーバーは標準

偏差を示す。

Fig. 9 Mean mass loss (%) of Sugi sapwood sub-

jected to Trametes versicolor (GB 1 030) 

under the eight test conditions. 

The horizontal dotted line shows validity 

criterion (15%) of the laboratory decay 

test specified by JIS K 1571 •2010 . The 
same letter indicates that the differences is 

not significant (Tukey-Kramer, P<0.05). 

Error bars show standard deviations. 

図9

カ・うス

glass 

2回15日

twice, 15days 

pp 

木材保存 Vol.45-1 (2019) 



-22-

制効果があることを指摘している。今回の試験は，

スギ辺材を用い，前述のとおり全期間を通じて照

明下にあった。そこで，ガラス瓶と PP瓶では光

の透過する程度が異なっていた可能性を考慮し，

ガラス瓶と PP瓶の条件間において平均質量減少

率を比較したところ，ガラス瓶で培養した場合の

平均質量減少率が 9%, pp瓶では11%となり，

PP瓶がわずかに上回ったものの，有意差は認め

られなかった。

以上のように，カワラタケは培養瓶の材質や菌

株を保存する機関の違いによって生じる腐朽力の

差異は少ないが，種菌の調製回数や前培養期間が

平均質量減少率に影響することが明らかとなり，

規格が定める最長の15日の前培養期間を設けるこ

とにより，平均質量減少率を向上できることが認

められた。

4. まとめ

室内防腐性能試験の工程で，試験者が選択可能

な因子のうち， (1)種菌の調製回数， (2)前培養期

間， (3)培養瓶の材質の 3点に着目し，これらの

因子が供試菌株のスギ辺材に対する腐朽力に及ぼ

す影響について検討した。さらに，異なる機関で

保存している供試菌株の腐朽力に差異が生じるか

を併せて検討した。

その結果，オオウズラタケの腐朽力には上記の

3つの因子はほとんど影響を及ぼさなかったが，

菌株を保存する機関の違いによって腐朽力に差異

が生じる可能性が認められた。一方で，カワラタ

ケは種菌の調製回数や前培養期間が平均質量減少

率に影響することが明かとなり，規格が定める最

長の15日の前培養期間を設けることにより，平均

質量減少率を向上できることが認められた。培養

瓶の材質や菌株を保存する機関の違いは，腐朽力

に影響を及ぽす可能性は低いと考えられた。

本研究は，規格が定める培養条件の一部の因子

に焦点を当てて検討を行った。今後，試験の有効

性基準を安定して満たす培養条件の組み合わせを

明らかにするためには，同条件の試行数を増やす

とともに，光条件や培養瓶の通気条件をはじめと

する他の因子を含めた更なる検討を進めることが

必要である。
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