「国菌」に認定されており，醤油や味噌，
良いカビ，悪いカビ

日本酒などの醸造に使われ，日本の食文化

そもそもカビとは何なのか。ミカンに生

を支えてきた。

えたアオカビを拡大すると，ふわふわと綿

また，カビが出す物質から，抗生物質

。
毛のようなものが観察できる（写真 1）

（ペニシリン，セファロスポリンなど），高

これは胞子である。胞子は「菌糸」という

脂血症薬（プラバスタチン＊ 2 など），免疫

糸状の構造の上についている。このよう

抑制剤（サイクロスポリンなど）といった

に菌糸の上に胞子が直接できる菌類

＊1

を

「カビ」と呼ぶ。
風によって飛ばされた胞子は，発芽して
菌糸を伸ばす（図 1）
。そして，菌糸を足
場にして，壁やガラス，食べ物，私たちの
皮膚など，ありとあらゆる所にとりつき，

＊
1 生物学の分類では
「真菌類」と呼ばれ，カビ，
キノコ，酵母が属する。

＊
2 1989 年，三共（現第
一三共）がメバロチン ® と
して発売した。

医薬品もつくられている。歯垢を分解する
酵素デキストラナーゼをカビから抽出し，
ハミガキに使っている例もある。
カビとキノコは同じ !?

カビのほか，
「菌」と聞いて思い浮かべ

菌糸から栄養源を吸収して成長していく。

るのはキノコだろう。「実は，カビとキノ

菌糸がたくさん集まり，密林のような集落

コの区別はあいまいなんですよ」というの

を形成したものが，ふだん私たちが目にす

は，国立科学博物館 植物研究部 菌類・藻

る「カビ」の姿である。食べ物を腐らせた

類研究グループ長の細矢剛氏。私たちがキ

り，ヌメリや悪臭を発生したり，私たちに

ノコとして食べているのは，菌糸が束に

とってカビは嫌な存在だが，一方で自然界

なってできた「子実体」という部分で，生

では，カビは枯れた植物や動物の死骸など

殖のための構造だ。土の中には菌糸が広

を分解してくれる，いわば地球の掃除屋だ。

がっており，この部分を「菌糸体」とい

こうしたカビの分解の力を，私たちは昔

う。基本的にキノコは菌糸体の姿で生活し

から食品の製造に利用してきた。中でもコ

ている。つまり，菌糸体のほうがキノコの

ウジカビは日本醸造学会によって日本の

本体というわけだ。自分のいる場所の栄養

写真 1：ミカンに生えたアオカビ。約 50 倍
の写真で綿毛のように見えるのは胞子。約
1000 倍の写真では，菌糸からほうきのよう
な構造が伸び，その先端に丸い胞子が連なっ
ているのがわかる（提供：細矢剛氏）
。
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間で異なる名前をもつことが特例として認
められてきた。つまり，同じ種でありなが
ら，2 つの名前をもつものがあるのだ。と
ころが，分子系統学の進歩によって，有性
─ 無性関係がかなり正確に推定できるよう
になってきたため，すべての菌類において

1 菌種 1 学名の原則を採用しようという動
きが出ている。「2013 年には学名の決め方
を定めた『国際藻類・菌類・植物命名規
約』の改訂版が出版されるため，それに向
けて，カビ ─ キノコ，有性 ─ 無性の関係の
整理が進められているところです」と細矢
氏は話す。
浴室は“カビの天国”

さて，家の中ではどういう所にカビはい
図 1：カビのライフサイクル（ライオン株式会社からの提供資料をもとに作図）

るのだろう。ライオン研究開発本部 リビ
ングケア研究所 副主任研究員の山岸弘氏

をすべて吸収して生育が困難になると，菌

は，住まいにどのような微生物がどのくら

糸体が集まって地上に伸び，柄と傘をつ

いいるか調査をおこなった（図 2）
。「やは

くって子実体を形成する。そして，胞子を

り浴室，キッチン，洗面所などの水まわり

飛ばし，別の場所に子孫を残す。

で，カビが非常に多く検出されました。た

「菌糸で体ができていて，胞子で増える

だ，カビは比較的乾燥に強いので，リビン

のはカビもキノコも同じ。キノコは『子実

グや寝室などの窓や壁，カーペットにもい

体』という大きくて複雑な構造をつくる点

るんですよ」と山岸氏。カビの主な栄養源

だけ違うのです」と細矢氏はいう。という

は人の皮脂や垢である。そのため，私たち

ことは，菌糸体で生活している間は，キノ

が日常的に触れる場所は，カビが育ちやす

コとカビの区別はつかないということだろ

いのだ。「中でも浴室はもっともカビが繁

うか。まれに「部屋にキノコが生えてき

殖しやすい場所です。カビが育つには，温

た」と聞くが，カビを放置していたらキノ

度，湿度，栄養源の 3 つの条件が必要です

コになったりするのだろうか。「実際，カ

が，浴室は温度や湿度が高い上に，栄養源

ビだと思って培養していたら，キノコが出

となる皮脂や垢が毎日供給されるので，カ

てきたという例はあるんですよ。どんなカ

ビにとっては非常にいい環境なのです」。

ビもキノコになるとはいい切れませんが，
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そこで，浴室のどこにどのくらいカビが

多くはキノコになるだろうといわれていま

いるかを調べると，床や壁だけでなく，天

す。キノコが見つかっていないだけで」と

井にもカビが多く検出された。「天井のカ

細矢氏。DNA レベルの解析が可能になっ

ビは菌糸を薄く広げているので肉眼では見

たことで，これまでカビとキノコという別

えないのです。そして驚くことに，天井の

のものだと思われていたものの中に，実は

カビは胞子をたくさんつけていました（写

同じものだったという例が見つかってきて

真 2）
。天井は床や壁に比べて栄養源が少

いる。

ないので，胞子をつくって飛ばすことで子

また，菌類の中には一生の間に無性生殖

孫を残すようにしているのでしょう」
。山

と有性生殖の両方をおこなうものがいる。

岸氏は，20 分の 1 の大きさの浴室を模し

無性の期間と有性の期間では，形態や生育

た空間で，天井にカビを培養した培地を設

環境が異なるため，そういった種は，各期

置し，胞子がどのように飛散するかを調べ
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図 2：住まいの微生物マップ。浴室，トイレ，キッチンなどの水まわりでは，非常に多くの微生物が検出され，カビのほか，Pseudomonas 属の細菌が多く検出さ
れた（ライオンからの提供資料をもとに作図）
。

た。すると，天井からまき散らされた胞子

「銀イオンはさまざまなカビに効くこと

が，壁や床で発芽して増殖することがわ

が知られています。実際，浴室の汚れの原

かった。これでは，いくら目に見える壁や

因菌であるクロカビに対する効果を確認す

床の汚れを掃除しても，天井のカビを取り

ることができました。銀イオンは不安定で

除かなければ，すぐにカビが生えてしまう。

そのままでは使えないので，ゼオライト＊ 4

では，天井のカビをどう掃除すればいい

に埋め込んでいます。4，5 年かかってよ

か。スプレーは顔にかかる危険があるので

うやく商品化できました」と山岸氏。昨年

使えない。貼り付けるタイプやエアゾール

の秋から『ルック おふろの防カビくん煙

で，天井全体を掃除するのは大変である。

剤』として販売されている。

そこで山岸氏が目をつけたのが，同社のバ

使用する際は，くん煙を始めてから 1 時

ルサンなどの害虫駆除剤で採用されている

間半以上放置する。「『使う前にカビを掃除

「くん煙」という方法だ。酸化カルシウム

しておいた方がいいですか？』とよく聞か

＊
3 採取した菌を寒天培
地にまいたときに，形成
されたコロニー（菌集落）
の数を表わす単位。例え
ば 500CFU/m3 は，1 m3
に生きた菌が約 500 個い
ると考えられる。

＊
4 ケイ酸塩中の四面体
の Si の一部を Al で置換
したアルミノケイ酸塩鉱
物で，天然物と合成物が
ある。結晶構造中に微細
な空洞や管状空伱が発達
しているため，イオン交
換能や触媒能，吸着能な
どを有する。この特性を
活かして，工業触媒や吸
着剤，乾燥剤などとして
広く用いられている。

と水の反応による発熱を利用して，煙を起
こす（図 3）
。そして，除菌作用のある有
効成分を，この煙にのせて飛ばすことで，

胞子

浴室全体に薬剤をいきわたらせる。
抗菌剤には，一般的に，ハロゲン系や
フェノール系などの有機系抗菌剤と亜鉛系
などの無機系抗菌剤があるが，今回は有
効成分として銀イオンを使った（表 1）
。
銀イオンは，カビの細胞のタンパク質に結

菌糸

合して変性させ，細胞の働きを阻害するの
で，胞子の発芽や，菌糸の伸長を抑える効
果があるといわれている。

1000 倍
写真 2：浴室の天井のクロカビ（提供：ライオン）
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ると，これまで生えてくることができな
かったものが生えてくるかもしれない。そ
れが有毒な菌だったら危険だ。また，薬剤
への耐性がついて，どんどん強い菌が現れ
る危険性もある。
ちなみに，浴室や洗面所などの水まわり
によく現れるピンク色のヌメリは，酵母と
細菌が原因で生じた汚れで，カビではない
そうだ。「次はピンクヌメリもターゲット
にしたい」という山岸氏に期待したい。
健康に被害をもたらすカビ

近年，カビによるアレルギーを起こす人
が増えている。「高断熱・高気密の住宅が
増えてきたことが背景にあります。1 年中，
適度な室温が保たれるので，冬でもカビが
死なない上，室内の汚れた空気が入れ替わ
図 3：浴室用防カビくん煙剤の仕組み。くん煙剤の容器を水につけると，酸化カルシウム（白
い粒）と水が反応して発熱する。その熱によって黄色い粒が煙になり，一緒に混ぜ込まれてい
る銀ゼオライトが煙にのって運ばれる。銀イオンによる効果発現のメカニズムはまだよくわか
っていないが，銀イオンがカビの細胞膜や細胞壁にあるタンパク質を変性させ，細胞を壊すこ
とで，カビが死滅すると考えられている（提供：ライオン）
。

らないため，カビは安定的に繁殖してしま
うのです」と話すのは，エフシージー総合
研究所環境科学研究室長の川上裕司氏。
目には見えないが，室内の空気中にはカ

れますが，すでにいるカビも，それ以上増

ビの胞子が浮遊している。それが吸い込ま

殖できなくなるので，掃除をしておく必要

れることで，気管支喘息やアレルギー性鼻

はありません。ただ，汚れはそのまま残っ

炎を引き起こしてしまうのだ。また，洗濯

てしまうので，目立つところは掃除をして

機に住みついているカビが，洗濯をしたと

おいたほうが，やった甲斐はあると思いま

きに衣類につき，アトピー性皮膚炎を引き

す」
。次に使用する目安は，1，2 カ月後で

起こしているという報告もある。

ある。その頃になると，どこからか胞子が
飛んできて，またカビが生え始める。

川上氏らの研究により，コウジカビを食
べるチャタテムシという昆虫がアレルギー

ただ，
「過剰な除菌は必要ではない」と

の原因になっていることもわかった。「古

いう考え方もある。次亜塩素酸などの強力

い本を開いたときに，薄茶色の小さな虫を

な薬剤を多用して，すべての菌を死滅させ

見つけたことはありませんか？それがチャ
タテムシです。チャタテムシはどの家庭で

表 1：クロカビ（Cladosporium cladosporioides）に対する抗菌剤の種類と除菌性能
（提供：ライオン）
。106CFU/mL に調整したクロカビの胞子液 1 mL と，0.1％抗菌剤
溶液または分散液 9mL を混合し，60 分後の生菌数を測定して，以下の式により除菌
活性値を算出した。なお，除菌活性値が大きいほど，除菌性能が高いことを示す。
除菌活性値＝ log［初期生菌数］- log［60 分後の生菌数］

もたいてい生息しています。撃退するには
餌になるカビを減らすことが第一です」。
ただし，まめに掃除をしている家庭で
も，エアーサンプラーで空気中の浮遊物
を採取して真菌濃度を調べると，カビは
検出されるという。一般的な住宅で，そ
の濃度は 500CFU/m3 以下の場合が多く，

1000CFU/m3 を超えると，壁などにカビの
発生が認められる。2000CFU/m3 を超える
と，居住者に何らかのアレルギー症状が現
れる傾向にある。
こうした健康被害を及ぼすカビには，コ
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ウジカビの仲間，つまりアスペルギルス

A

B

C

（Aspergillus）属のカビが多いという。国菌
であるコウジカビの中に，人体にとって有
害なものがあるとは意外だ。
D

中でも川上氏が「もっとも危険」とい

E

うのは，アスペルギルス・フミガタス（A.
fumigatus）である。このカビは，一般の住
宅からふつうに分離されるが，免疫力が低
下しているときに，体の深部に入り込む

200 倍

と，肺に感染する。これは「肺アスペルギ

写真 3：日本画のカビ被害事例。A. 画面上の黒い斑点はカビによる被害痕，B. 綿棒による採
取，C. 滅菌スタンプ瓶による採取，D・E. 分離されたカビの集落と光学顕微鏡像（Aspergillus
herbariorum）
（提供：エフシージー総合研究所環境科学研究室）

ルス症」といい，死に至るケースもある。
川上氏が，肺アスペルギルス症の患者の家
で空気中の真菌の濃度を調べたところ，寝
3

箱に入れている場合もあります。日本人の

室の一部で 6000CFU/m を超える非常に

几帳面な性格からでしょうか。とにかく傷

高い数値を示した。さらに驚くことに，病

つかないように丁寧にしまいこんでしまう

気の原因菌であるアスペルギルス・フミガ

のです」。

タスの割合がもっとも多かった。「治療薬

せっかくの絵が，誰にも見られないまま

を服用する一方で，原因菌を吸い込んでい

朽ちてしまうのでは，描いた画家も気の毒

たのでは，治るものも治りません。医者は

だ。「なんとか眠っている美術品を出して

病気を治すのが専門なので，原因菌を減ら

あげられないかと考えています。『出して

すような指導はしないのが普通です。私た

壊れたらどうするんだ』といわれますが，

ちの仕事が予防医学の一端を担えればと

壊れたら直せばいいのです」と川上氏。全

思っています」
。

部を一気にやろうとすると大変なので，例
えば，年間を通してローテーションを組

危機に瀕する日本の美術品

み，今月はこの 5 点を箱から出して点検す

川上氏は，美術館のカビ汚染の調査や

るといったやり方を勧めているという。実

対策のアドバイスもおこなっている（写

際，前出の静岡の美術館は，5 年がかりで

真 3）
。実際，美術館の収蔵庫を調べると，

すべての美術品をきれいにし，徹底した温

カビの汚染によって見るも無残な状態に

度湿度管理を実現させた。しかし，全国に

なっている美術品が少なくないそうだ。静

は長年眠ったままの美術品がまだまだたく

岡県内のある美術館を調査したところ，収

さんある。学芸員の養成コースに，文化財

蔵されている美術品の 70％がカビの被害

の保存科学について学ぶカリキュラムを設

を受けていたという。「日本の美術館は温

けるべき，と川上氏は主張している。

度や湿度の管理が徹底されていないところ

ところで，すでにカビの被害を受けてし

が多いです。しかも，半分くらいの絵は収

まった作品は，どうやって修復するのだろ

蔵庫にしまいっぱなしになっています。

う。作品にカビが生えると，表面に白や茶

10 年，15 年，あるいはその美術館が開設

色の斑点ができる。修復では，これを綿棒

して以来，1 度も日の目を見ていない美術

で拭き取ったり，吸引機で吸い取ったりし

品もあります」と川上氏。「ヨーロッパの

て，きれいにしていく。根気がいる作業の

美術館では，絵を保管するときは，金網棚

ため，修復士は圧倒的に女性が多いそうだ。

にかけたり，ゆとりのあるラックケースに

知れば知るほど奥の深いカビの世界。気

そのまま入れたりして，通気性をよくして

の進まない水まわりの掃除や本の虫干し

おくのが普通です。ところが，日本の美術

も，ミクロの世界を想像すれば楽しくでき

館では十中八九，絵を紙や緩衝材で包み，

そうだ。

それを段ボールに入れ，ひどい場合には木

（サイテック・コミュニケーションズ 秦 千里）
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OVERVIEW は化工誌
編集幹事会の企画・監
修により制 作されてい
ます。
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