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短報

担子菌による木材腐朽に対する担持材料に固定化した Trichodermaspp.の阻害効果

富樫巌・小野寺愛 ・ 木下俊祐 • 宮崎貞之 ・
黒田裕ー ・東真史 ・阿部 和真

旭川工業高等専門学校， 〒071-8142旭川市春光台 2条2丁目 1-6

Inhibitory effects of Trichoderma spp. immobilized on heat-treated wood 
particles on wood degradation by basidiomycetes 

lwao TOGASHI, Ai ONODERA, Syunsuke KINOSHITA, Sadayuki MIYAJ,AKI, 

Yuichi KURODA, Shinji A:lUMA, Kazuma紐 E

Asahikawa National College of Technology, Syunkodai 2-2-1-6, 
Asahikawa city, Hoklrnido, 071-8142, Japan 

(Accepted for publication September 8 2011) 

The effects of Trichoderma spp. on wood degradation were examined using five basidiomycetes, i.e., Fomitopsis palus-
tris, Trametes versicolor, and three wild strains. To measure block mass losses, blocks of Japanese white birch (Betula platy-
phylla var. japonica) were covered with four Trichoderma spp. strains immobilized on heat-treated (240-280℃)wood parti— 

des and exposed to the basidiomycetes at 25℃for 8-12 weeks. Each s廿aincaused inhibition of wood degradation. ANCT-

05013 provided the strongest inhibition, although inhibition was lost by heat sterilization. Mass losses without the 
immobilized Trichoderma spp. were 20-87%, but were only 16% and 2-3% with ANCT-05013 after exposure to T versicolor 
and the other basidiomycetes, respectively. 

(Japanese Journal of Mycology 52: 62-67, 2011) 
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木材を建築用や土木用の資材として使用する場合，木

材腐朽菌やシ ロアリ 等による腐朽や食害から保設するた

めの処理が必要となるケースが少なくない ．そのために

同資材に種々の防腐 ・防蟻薬剤を塗布または注入する木

材保存技術が確立されてきた （小林 2010;長野 2010).

一方近年社会問題化 した化学物質過敏症などから化学

薬剤に頼らない木材利用ニーズが生まれ，幼児や子ども

が利用する公園等の整備において，彼らの体が触れる木

製の遊具 ・デッキ等（以下， 木製土木構造物）の薬剤処

理が敬遠されるケースがある．

そこで著者らは，木材防腐剤に依存しない士木用の木

材保存技術の確立を目指し，菌寄生菌であ る Trichoder-

ma spp.を用いて木材腐朽菌の活動を抑制する技術開発

に着手 した（宮崎 ・富樫 2006;宮崎ら 2007;富樫ら

2009; 富樫 • 宮崎 2011 ) ． 木製土木構造物に注目すると ，

特に地際部が腐朽しやすい ことが知られている（森
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2007)．その対応として，図 1に示すように Trichoder-

ma spp.を固定化した担持材料 （以下，固定化トリコデ

木製土木構造物

地際部に固定化トリコデルマを配置

図 1. 木製土木構造物の地際腐朽を保護する固定化トリコデルマ
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ルマ）を同部に配置する利用方法をイメージしている．

これまで，保護したい木材に Trichodermaspp.を接種す

る試み (Bruceand King 1991 ;土居・山田 1992,;.Doi 

et al. 1994)はあるが，固定化トリコデルマによる木材

保存の検討は見当たらない．

本報告では， 4菌株の Trichodermaspp.を供試して

行った木材腐朽菌の木材分解反応に対する固定化トリコ

デルマの阻害効果を述べるなお木材腐朽菌としては，

オオ ウズ ラタケ [Fomitopsispalustris (Berk. & M.A. 

Curtis) Gilb. & Ryvarden] とカワラタケ [Trametesver-

sicolor (Linnaeus) Llyod] に加え，北海道で採取・分離

した野生菌株 3菌株を用いた．

1. オオウズラタケとカワラタケによる木材腐朽に対す

る固定化トリコデルマの阻害効果

木材腐朽菌にはJISKl571で利用されるオオウ ズラタ

ケ (Fpalustris FFPRI 0509) として MAFF420001. 同

じくカワラタケ (T.versicolor FFPRI 1030)として NBRC

30340の 2菌株を供試した． Tガchodermaspp.には PDA

平板培地での対峙培養において，両木材腐朽菌に対する

攻柴力に優れる ANCT-05083, 中庸な攻撃力の同

05013, および攻漿力に劣る同 05082の3菌株の旭川高

専保存菌株 （富樫 • 宮崎 2011; いずれも上川管内の原

木シイタケ栽培舎の落下菌）に加え，コレクション・カ

ルチャーとして Trichodermaharzianum Rifai NBRC 

33016 (Togashi et al. 1998 ;十勝管内の菌床シイタケ栽

培舎の落下菌）を加えた合計 4菌株を用いた．以上のオ

オウズラタケ，カワラタケ， Tガchodermaspp.はいずれ

もPDA平板培地で継代培養保存されており ，各試験に

供する場合には温度 25℃，同平板培地にてそれぞれ 9,

7, 5日間培養した菌叢から寒天培地ごとコルクボーラ ー

で打ち抜いた直径 5mmの円盤を接種源として用いた

固定化トリコデルマの担持材料には無菌または同状

態に近いことや Tガchodermaspp.が一般的に酸性側を好

むことを考慮して 240-280℃で熱処理された市販の木

材粉砕物（竹内木材工業 （資） 製ベイクウッド，平均サ

イズ＝ 19x 8 x 3 mm,水分＝5.2%,pH=4.3, 図 2参

照）を使用したベイクウ ッドは園芸用マルチ資材など

として用いられており ，炭化処理に近い状態で調製され

ていることから木材腐朽菌の作用を受けにくいことが報

告されている （竹内ら 2009)．この担持材料 130mlに

麦芽エキス 2％水溶液を 20ml加えて高圧蒸気殺菌処理

(121℃ •15 分， 以下同じ）を行った後，麦芽エキス 2%

水溶液を液体培地として各 Tガchodermaspp.を25℃で
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図2. Trichoderma spp.の担持材料として用いた 240-280℃

で熱処理された市販の木材粉砕物［竹内木材工業（資）

製ベイクウッド，pH=4.3]

2日間に渡り 120rpmで攪拌培養した種菌（各乾燥菌体

量： 1mg/ml)を20ml接種 し，同温度で 14日間培養

したものを固定化トリコデルマとして以下の試験に用い

た．

一方 図 3に示すように PDA培地を 30ml分注 した

200 ml容ガラス培養瓶に木材腐朽菌を接種 し， 25℃で 7

日間 （カワラタケ），または 9日間 （オオウズラタケ）

培養した各菌叢上に 60℃で恒量化し， 80℃で 1日3

時間の乾熱殺菌処理を 3日間繰り返した 4X 5 X 

25 mmのシラカンバ (Betulaplatyphylla var. japonica 

Hara)木片を瓶当たり 3本載せたその上部を約 30ml

の固定化トリコデルマで覆い，25℃で 12週間培養を

行って同木片の質量減少率を算出した実用化を意識し

た場合にベイクウッドのみの単独利用は考えられないこ

木片暴露数：3本／ビン

4mm ［白/:］―‘r/25rnm 
5mrn 

PDA 
I 

200ml容ガラス培養ビン

木材腐朽菌

図3. 固定化トリコデルマを用いた木片の腐朽試験
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表 1. 25℃でオオウズラタケおよびカワラタケに 12週

間暴露したシラカンバ (Betulaplatyphylla var. 

japonica)木片の質量減少率（％）に対する固定

化トリコデルマの影響

二げォウズラタケa) カワラタケb)

コントロール区c) I 75.2土0.63e) 87.0土2.30

固定化トリコデルマ区

ANCT-05013cl 3.3土0.99 15.8士9.97

ANCT-05082d) 65.5士10.22 89.3士2.16

ANCT-05083cl 14.7士8.04 26.5士8.59

NBRC 33016d) 61.5土5.71 75.0土15.4

a) Fomitopsis palustris M紐 F420001 (FFPRI 0509); b) 

Trametes versicolor NBRC 30340 (FFPRI 1030); c)木片繰

り返し数 12;d)木片繰り返し数9;e)平均値士標準偏差

とから（図 1参照）．腐朽菌の菌叢上に木片のみを載せ

た試験区をコントロールとしたなお．木片の繰り返し

数は 9~12とした．

恒量化温度では木片の殺菌処理が不完全でコンタミ

ネーションが生じてしまうため乾熱殺菌温度を 80℃と

したしかし，恒量化温度より 20℃高かったためシラ

カンバ木片には 0.6％の質量減少が生じた．以下に示す

種々の試験の木片質量減少率にはこの質量減少も含まれ

ている．

表 1に，オオウズラタケとカワラタケに曝露したシラ

カンバ木片の質量減少に及ぽす固定化トリコデルマの阻

害効果を示した． 12週間の暴露によってコンロトール

区の質量減少率は前者で 75%．後者で 87％となり，木

材腐朽菌による腐朽が進行した．一方，固定化トリコデ

ルマ区ではANCT-05082のカワラタケを除いた全てにお

いてコントロール区を下回る質量減少率となり，木材腐

朽に対する Trichodermaspp.による阻害効果がみられ

た． ANCT-05013と同 05083の固定化トリコデルマの阻

害効果が大きく．固定化する Trichodermaspp．菌株によ

り木材腐朽に対する阻害効果が異なることが明らかに

なった．特に． ANCT-05013の固定化トリコデルマの性

能が優れており．オオウズラタケに対して 3%，カワラ

タケに対して 16％と最も大きな阻害を示した．前報（富

樫•宮崎 2011) の PDA平板培地での対峙培養試験では

両木材腐朽菌に対する攻撃力に優れる ANCT-05083, 中

庸な攻撃力の同 05013であったが，固定化トリコデルマ

を用いた実験ではその評価結果は異なるものとなった．
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表 2. 25℃でオオウズラタケおよびカワラタケに 12週

間暴露したシラカンバ木片の質量減少率（％）に

対する加熱による殺菌処理を施した固定化トリ

コデルマの影響

担子菌

試験区
オオウズラタケa) カワラタケb)

コントロール区c)I 76.6土0.78d) 71.7土2.14

加熱殺菌固定化卜

リコデルマ区c)

ANCT-05013 59.9士 8.56** 66.3士 17.96

ANCT-05083 | 53.9士 l0.14*＊ 61.4土 12.66*

a) MAFF 420001 ; b) NBRC 30340; c)木片繰り返し

数 12;d)平均値土標準偏差； ＊コントロール区に対して

5％の危険率で有意差あり； ＊＊コントロール区に対して

1％の危険率で有意差あり

2.木材腐朽に対する加熱殺菌処理を施した固定化トリ

コデルマの阻害効果および固定化トリコデルマの温

度耐性

木材腐朽菌に対する Trichodermaspp.の阻害作用は，

菌糸干渉，抗菌物質が主要因と考えられる (Doiand 

Mori 1994 ; Doi et al. 1994)．そこで,ANCT-05013と同

05083の固定化トリコデルマに高圧蒸気殺菌を施して

Trichoderma spp.を死滅させた場合，木材腐朽菌に対す

る阻害性能がどのように変化するかを上述の実験系で評

価した．

温度25℃で 12週間暴露したシラカンバ木片の質量減

少率を表2に示したその結果，コントロール区と比べ

て加熱殺菌固定化トリコデルマ区の値は全て減少し，オ

オウズラタケに対しては両固定化トリコデルマ共に危険

率 1％で有意差が認められ，カワラタケに対しては

ANCT-05083のみ危険率 5％で有意差が認められたこ

れは，加熱殺菌処理後にも存在していた Trichoderma

spp.の抗菌性代謝物， さらにはベイクウッドに含まれる

何らかの成分が腐朽菌の抑制に働いたものと判断でき

る． しかし，その阻害作用は絶対値から見れば極めて小

さく， Trichodermaspp．生菌による効果と比較しても明

らかなように木材防腐の視点からは事実上効果はなかっ

たと言える．

固定化トリコデルマについては木製土木構造物の木材

保存に利用することを想定しているとから，夏季の

30℃を超える温度や冬季の低温での凍結・融解の繰り返

しに対する耐性が求められる．そこで，木材腐朽への阻
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図4．培養温度15~40℃での Trichodermaspp.の菌糸成長最 (2
日間培養）

PDA平板培地使用；繰り返し数3；供試菌株は表 lと同じ

15 20 35 40 45 ゜10 

害性能が最も期待できる ANCT-05013の固定化トリコデ

ルマ（水分： 53%)を緩くスクリューキャップを閉めた

200 ml容ガラス培養瓶に 130ml充填し， 36および40℃

の環境下へ投入した経時的にサンプリングした担持材

料を PDA平板培地に接種し， 25℃で培養することで

ANCT-05013の挙動を観察した．その結果， 36℃では試

験を継続した 119日間（同水分： 35%）に渡り菌糸再生

が確認できたが， 40℃では 15日間（同水分： 51%）を

超えると同再生が見られなくなったまた，図 4に

ANCT-05013を含む Trichodermaspp. 4菌株の温度特性

を示すが，これらの菌株の多くは 30℃付近に至適温度

があり，同温度を超えると急激に菌糸成長が低下して

40℃で成長がほぼ停止した．固定化された Trichoderma

spp.においても 40℃は過酷な温度と考えられる．加え

て， ー 20と7℃の環境下へ各 1週間の投入を繰り返す凍

結・融解サイクル処理が固定化トリコデルマに及ぼす影

響を観察したところ，試験を継続した 10サイクルに渡っ

てANCT-05013の菌糸再生が確認された．

3. 野生の木材腐朽菌による木材腐朽に対する固定化卜

リコデルマ ANCT-05013の阻害効果

カワラタケの木材腐朽に対する阻害性能に改良の余地

があるもののオオウズラタケによるシラカンバ木片の質

量減少率を 3％台（表 1) に抑えたこと，夏季・冬季の

屋外環境を想定した温度に対して一定の耐性が確認され

たことから． ANCT-05013の固定化トリコデルマについ

ては実用的な可能性を有していることが示唆される．そ

こで，野生の木材腐朽菌による木材腐朽に対する同固定

化トリコデルマの阻害性能評価を試みた．

木材腐朽菌の供試菌株としては，富良野市内の木製遊
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図5.培養温度15~35℃での木材腐朽菌5菌株の菌糸成長量 (5
日間培養）

PDA平板培地使用；繰り返し数3;オオウズラタケとカ

ワラタケは表1と同一菌株； ANCT-08036富良野市内の

腐朽材より分離した担子菌；同09001和寒町内の腐朽材

より分離した担子菌；同 09003旭川市内の空中浮遊菌と

して分離した担子菌
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図6.木材腐朽菌5菌株の木材腐朽力 (25℃)
シラカンバ木片使用；繰り返し数 12;供試菌株は図4と

同じ
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10 12 14 

歩道と和寒町内の木製雪崩防止策の腐朽木片からそれぞ

れ分離した ANCT-08036と同 09001，さらに旭川市内の

空中浮遊菌として分離した ANCT-09003の合計3菌株を

用いたいずれの菌糸にも担子菌特有のクランプが存在

することを位相差顕微鏡観察で確認し，継代培養保存し

ていたものである．以上の 3菌株の温度特性と木材腐朽

力については，オオウズラタケとカワラタケの値と併せ

て図 5と図 6にそれぞれ示した． PDA平板培地での温

度 15~35℃.5日間培養後の各菌糸成長量は， ANCT-

08036と同 09001ではカワラタケと同様に 30℃を超える

と値が低下し, ANCT-09003ではオオウズラタケと同様

に30℃を超える温度において値が増大した．「1. オオ

ウズラタケとカワラタケによる木材腐朽に対する固定化

トリコデルマの阻害効果」に示したコントロール区と同
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表3. 25℃で野生の木材腐朽菌に 8または 12週間暴露したシラカンバ木片の質量減

少率（％）に対する固定化トリコデルマANCT-05013の影響

こ IANCT-08036a) ANCT-09001 b) ANCT-09003a) 

コントロール区c) 85.6士 lQ.Q8d) 19.7士 23.2 85.7土 13.37

ANCT-05013区c)| 1.5士 0.80 1.8士 0.55 3.4土 0.97

a) 8週間暴露； b)12週間暴露； c）木片繰り返し数 12;d)平均値土標準偏差

様の方法を用いて経時的に測定したシラカンバ木片の質

量減少率は，いずれの木材腐朽菌においても培養期間と

共に値が徐々に増大し， 12週間経過後の値がオオウズ

ラタケとカワラタケよりも大きいもの (ANCT-08036,

同09003) と小さいもの (ANCT-09001)に大別された．

また，オオウズラタケの場合と同様にANCT-09001の腐

朽木片は褐変して繊維方向に直角にひび割れが生じたこ

とで褐色腐朽菌の可能性が高く，その他の 2菌株はカワ

ラタケと同じく白色腐朽菌と考えられた（原口 1982).

オオウズラタケとカワラタケを用いる JISK1571では

12週間の木片暴露となっていることから,ANCT-09001 

の木材腐朽に対する固定化トリコデルマの阻害効果の評

価ではその暴露期間を踏襲した．一方,ANCT-08036と

同09003では，図 6の結果からより短期間でコントロー

ル区の木片の質量減少が期待できると考えて 25℃ •8 週

間暴露で固定化トリコデルマの阻害効果を評価した．木

片の繰り返し数を 12として実施して得られた結果を表

3に示すが,ANCT-08036と同 09003のコントロール区

の木片の質量減少率はいずれも 86％弱，そしてANCT-

09001のコントロール区は 20％弱であるのに対し，固定

化トリコデルマのANCT-05013区では木片の質量減少率

が2~3％前後の値に抑えられた．

以上から ANCT-05013の固定化トリコデルマは，オオ

ウズラタケと野生菌株の木材腐朽に対してJISK 1571の

防腐性能室内試験の性能基準である木材の質量減少率

3％以下をほぽ満たす性能を発揮したことになる．

ANCT-08036と同 09003は白色腐朽菌と思慮されること

から，今後はカワラタケの木材腐朽に対する阻害効果の

改善策に向けた取り組みが求められる．この課題は，

Trichoderma spp.を接種した木片をカワラタケ等の木材

腐朽菌に暴露する腐朽促進試験の結果 (Bruceand King 

1991 ；土居•山田 1992, ; Doi et al. 1994)と共通している．

著者らは改善策の検討を進めており，得られた成果を可

能な限り早い時期に公表したいと考えている．
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摘要

担持材料に固定化した Trichodermaspp.（固定化トリ

コデルマ）が，木材腐朽菌による木材分解反応に及ぼす

阻害効果を評価した．用いる Trichodermasp．菌株によっ

て阻害効果に差異が生じること，および固定化した菌株

を死滅させると同効果が大きく低下することが分かっ

た．供試した 4菌株の中で最も阻害効果の高い ANCT-

05013の固定化トリコデルマは， 25℃ •8~12 週間の暴

露試験でオオウズラタケと 3菌株の野生の木材腐朽菌に

よる木片の質量減少率を 3％程度に抑えたが，カワラタ

ケに対しては 16％であった．
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