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研究成果の概要（和文）：本研究では、文化財公開施設等において、施設の新旧や設備の充実度、予算規模にかかわら
ず導入しやすい汎用的な高精度微生物汚染度評価システムの構築を目的として、各種の検討を行った。その結果、１）
比較的簡易な分子生物学的手法を適用することで、文化財および文化財収蔵環境に発生する微生物を高感度で検出でき
ること、２）文化財収蔵環境において殺菌、殺虫目的で使用される燻蒸剤、殺菌剤、防虫剤などの残留が検出感度に大
きな影響を及ぼさないこと、３）環境の温度湿度モニタリングと分子生物学的手法による微生物モニタリングを総合的
に解釈することにより、有害微生物の初期侵入および汚染範囲を客観的に把握できることが示された。

研究成果の概要（英文）：Versatile and highly sensitive methods for evaluating microbial contamination in m
useums and cultural facilities are necessary for constructing the appropriate pest management system which
 arrest biodegradations and prevent the expansion of damages to cultural properties. In this study, a seri
es of tests were employed to monitor the initial fungal growth and define the contaminated area. The resul
ts of this study showed that a relatively simple genetic method could detect a small amount of target fung
al genomic DNA, and there was almost no undesirable influence on the amplification of templates by chemica
l agents derived from fumigants, an alcoholic sterilization material, fungicides and insecticides against 
pests. Furthermore, it was strongly suggested that efficiency of this molecular method would be enhanced b
y a temperature and a relative humidity data. Thus, this comprehensive monitoring system could contribute 
to the preventive conservation strategy for cultural properties.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
（1）文化財の予防的保存体制の整備 
ペストコントロール薬剤に頼り切ること

なく、文化財公開施設等において予防保存の
概念にもとづいた効果的な総合的有害生物
管理（IPM）体制を整備するためには、日常
的なモニタリングによる有害生物の早期発
見、早期対処の実践が必須とされる。   
しかし、獣害や虫害に関しては徹底した日

常点検によって比較的、その発生・拡大の兆
候をつかみやすいが、カビなどの微生物につ
いては通常、その「初期侵入」や「汚染の範
囲・進行度」を正確に把握することが容易で
はない。 
 
（2）微生物汚染のモニタリングの現状 
従来、文化財やその収蔵環境において微生

物汚染が疑われる場合、微生物の分離・同定
（確認）作業や空中浮遊菌測定などが実施さ
れるが、これらの調査には微生物の同定や、
分離培養・分析操作に関連した専門的な知識
と一定の設備（滅菌、培養などに関わる）が
必要とされる。また、多数の調査ポイントを
設定することについても、労力・コスト面か
ら限界がある。一方、国内・国外ともに食品・
医療・公衆衛生分野などを中心に、様々な微
生物検出法、汚染評価法が考案されており、
義務付けられた法定検査などにおいて広く
利用されている例も数多く存在している。 
しかしながら、人命などに危急の影響が及

ばないと見なされがちな分野（文化財および
文化財収蔵環境を含む）では一部の施設や国
宝級の文化財を除き、微生物汚染に対する客
観的な評価作業に対する意識は高いとは言
えず、研究は基礎の段階にとどまっているの
が実情である。 
近年、カビの遺伝子同定サービスをメニュ

ーとして掲げている企業も存在してはいる
が、高額な機器を使用し、分析調査には専門
的な知識や操作技術が必要となるため、未だ
1 検査あたりの費用がかさみ、小規模な文化
財公開施設等において、専門的な知識を有さ
ない職員がルーチンとして広範囲の汚染評
価を実施するのには適していない。 
上記の状況から、微生物汚染に対する現場

サイドに立った有効なモニタリングシステ
ムの確立は文化財の予防的保存体制を整備
していく上で喫緊の課題となっている。 
 

２．研究の目的 
本研究は、文化財公開施設等において、施

設の新旧や設備の充実度、予算規模にかかわ
らず導入しやすい汎用的な高精度微生物汚
染度評価システムの構築を目指し、文化財の
予防的保存体制の整備に資することを目的
とする。 
 
３．研究の方法 
（1）文化財表面および収蔵空間に発生する

微生物種の基礎調査 

①文化財の表面や展示・収蔵環境などに発生
す る 微 生 物 を LAMP(Loop-Mediated 
Isothermal Amplification)法によって一律
に検出するため、過去の文献・資料の調査を
行い、文化財とその周辺環境に出現する主要
な種のリストアップを行った。 
②NCBI (National Center of Biotechnology 
Information)などの公開DNAデータベースか
ら上記微生物種の DNA 配列情報を入手し、汚
染を引き起こす微生物の一律検出に有効と
考えられる標的DNA領域候補の選定を行った。 
③文化財公開施設等において、微生物汚染が
疑われる文化財、および東日本大震災によっ
て発生した水損資料からの表面拭き取り試
料やダストから分離された微生物、空中浮遊
菌測定の調査を通じて分離された微生物に
ついて顕微鏡観察およびDNAマイクロアレイ
（GENOGATE/東洋製罐株式会社）を用いた調
査を実施した。 
 
（2）文化財を劣化させる微生物の簡易検出

条件の探索 
①公開DNAデータベースから入手した情報を
もとに、標的 DNA 領域（ITS、rDNA）候補に
対するプライマーセットを設計した。 
②文化財の汚染源となる複数種の微生物（糸
状菌）の DNA を用いて、LAMP 法による増幅反
応を実施し、最適な反応条件を探索するとと
もに、プライマーのスクリーニングを行った。 
 
（3）ペストコントロール薬剤が微生物検出

に及ぼす影響（安定性）の評価 
文化財収蔵環境において殺菌、殺虫目的で

使用される燻蒸剤、殺菌剤、防虫剤の残留が
微生物の検出に及ぼす影響の調査を行うた
め、JIS Z 2911:2010 （かび抵抗性試験方
法）に規定される 5種の標準株（Aspergillus 
niger (NBRC 105649)、Chaetomium globosum 
(NBRC 6347)、Cladosporium cladosporioides 
(NBRC 6348) 、Penicillium citrinum (NBRC 
6352) 、Rhizopus oryze (NBRC 31005)）を
用いた微生物汚染試料を実験的に調製し薬
剤共存下での検出が可能であるかについて
検証を行った。 
 
（4）微生物汚染評価システムの有効性に関

する検証 
微生物汚染が発生した場合において、後に

実施された殺菌処理や環境改善の効果が本
研究で検討したシステムによって、客観的に
評価可能であるかについて検証するため、微
生物汚染試料に対して薬剤を用いたふき取
り処理を行った後、LAMP 法による汚染評価を
実施し、引き続いて各試料における微生物の
処理後再発生率を調査した。 
 
①供試菌 
JIS Z 2911:2010 に規定される 5 種の標準
株を試験に用いた。 
②微生物汚染試料の調製 



滅菌済みのメンブレンフィルター（孔径 0.2
μm、直径 47mm）をシャーレ内の GP 液体培地
に 1回浸し、余分の培地を除去したものを基
本分析試料とした。この試料に対して標準株
5種の混合胞子懸濁液を調整し、そのうち800
μl を表面に添加し微生物汚染試料とした。
この試料について温度25±5℃、湿度95～99%
の条件下で 1～2週間、湿式培養を行った。 
③微生物汚染試料に対する処理 
菌糸が広がった培養終了後の試料を取出し、
以下の 4パターンの処理を実施した。 
 
a）不織布による表面ふき取り 
b）70%エタノール処理と不織布による表面
ふき取り 

c）塩化ベンザルコニウム含有（0.1～3%）
文化財用ワイパーによる表面ふき取り 

d）酸化エチレン製剤で燻蒸した後の不織
布による表面ふき取り 

 
なお、表面ふき取り操作は a）から c）につ
いては取出し直後のものと、取出し後一旦乾
燥させたものの 2 種類、d）については乾燥
させたもののみに対して実施した。また、上
記と同処理を行った別シリーズの試料を再
度、液体培地に浸した後、シャーレ内で培養
し 2週間以内の再発生率（処理後再発生率）
を調査した。 
④LAMP 法による汚染状況の判定 
各微生物汚染試料に対してDNA抽出操作を行
い、糸状菌由来の（残存）DNA が増幅される
か否か LAMP 法によって判定した。 
 
（5）微生物汚染評価システムの運用に関す

る検討 
環境の温度・湿度データと LAMP 法による

汚染評価の統合的解釈について検討を行っ
た。 
 
４．研究成果 
（1）文献調査、あるいは文化財公開施設内
各所における落下菌調査によって得られた
菌株、東日本大震災によって発生した水損資
料からの表面拭き取り試料やダストから分
離された菌株等につき、分離培養、光学顕微
鏡による観察、DNA マイクロアレイを用いた
同定作業を行った結果、文化財の表面や展
示・収蔵環境に発生する微生物の傾向・発生
頻度を把握することができた。 
その中で比較的、温度・湿度環境が安定し

ている博物館施設内においてDNAマイクロア
レイ検査により Aspergillus属、Penicillium
属、Cladosporium 属、Stachybotrys 属など
の複数の菌種が検出される例も確認された
（図 1）。 
したがって、文化財公開施設等における微

生物活動状況のモニタリングはIPMに則った
予防保存体制を整備する上で重要な要素と
考えられる。 
 

   図 1 博物館収蔵庫における 
落下菌の調査例 

 
（2）得られた微生物（糸状菌）の情報をも
とに、NCBI の公開 DNA データベースより DNA
配列情報を入手し、標的 DNA 領域（ITS、rDNA）
に対する数種のプライマーセットをソフト
ウェア上で設計した。設計したプライマーセ
ットを実際の LAMP 反応に供し、スクリーニ
ングを行った結果、文化財およびその周辺環
境において発生頻度の高い菌種のゲノム DNA
を効率的に増幅可能なものを選別すること
ができた。さらに、反応の至適条件について
検討を行った結果、汚染原因となる微生物の
DNA 増幅について目視確認（濁度観察）が可
能となった。小規模な文化財公開施設等にお
いて、専門的な知識を有さない職員がルーチ
ンワークとして微生物汚染評価を実施する
場合、その手法に関しては簡便性と明確な結
果判断基準が求められる。本研究で検討した
検出系は、分子生物学的手法に特有な高い精 
度に加え、操作の簡便性、明確な判断基準を
備えていることから、文化財公開施設におけ
る微生物環境調査ツールとして現場での応
用が可能と考えられる。また，本検出系は従
来の微生物汚染評価法と比較し，特別な機器
を要さず実施可能であることから、中小規模
の施設における導入についても障壁が低い
ものと考えられる。 
 
（3）文化財や文化財収蔵環境において使用
される蒸散性薬剤（ピレスロイド、ナフタレ
ンなど）、殺菌剤（エタノールなど）、燻蒸剤
（燻蒸直後の資料から微量に漏出する酸化
エチレンなど）の残留が汚染原因となる微生
物の検出に及ぼす影響の調査を行った結果、
各種薬剤と共存下にある微生物汚染試料か
ら抽出した溶液を鋳型として用いた場合に
おいても、標的菌の DNA が増幅されること
が明らかとなった。この結果は、ATP 測定に
よる微生物汚染評価法が文化財用の殺菌剤
により影響を受けることと比較し、本手法の
微生物汚染検出能力の安定性を示すものと
考えられる。 



（4）微生物汚染評価システムの実地での有
効性について検証するため、実験的に作成し
た微生物汚染試料に対して各種の処理を行
い、LAMP 法にて調査したところ、不織布によ
るふき取りのみの処理では乾燥前および後
のいずれの試料においても標的菌DNAが検出
され、乾燥後の試料については処理後再発生
率が 40%となり、高い数値を示すことが明ら
かとなった。この結果は、微生物汚染の発生
後、可能なかぎり早急なクリニーングの実施
が菌体の試料への固着を低減するとともに、
後の再発生を抑止する上で重要であること
を示唆するものと考えられる。 
70%エタノールと塩化ベンザルコニウムを

含有する文化財用ワイパーによる表面ふき
取りについては、全条件において標的菌 DNA
が検出限界以下となり、処理後再発生率も 0%
となった。これは今回試みた LAMP 分析が汚
染試料に対して実施された処理の効果を客
観的に検証可能であることを示したものと
考えられる。 
酸化エチレン製剤燻蒸後のふき取りに関

しては、処理後も標的菌 DNA が 40%の割合で
検出されたが、処理後再発生率は 0%であるこ
とが明らかとなった。この結果は生理活性を
失った微生物由来の残存汚染の分布を知る
上で LAMP 法を用いた検査系が利用できるこ
とを示唆する。 
上記の結果から微生物汚染が発生した場

合において、後に実施された殺菌処理や環境
改善の効果が本研究で検討したシステムに
よって、客観的に評価可能であることが明ら
かとなった。 
 
表 1 微生物汚染試料に対する処理法とLAMP

分析による処理効果の検証 

 
（5）空調機器の故障や、機器能力を越えた
気象環境の変動による短期的な湿度上昇が
発生した場合、予防的保存の観点からは、現
時点における微生物の活動状況を正確に把
握し、適切な対処をとることが重要となる。 
本研究で検討された微生物汚染評価システ
ムは、異常状態から環境が回復した際、ある
いは異常状態が継続している任意の時点に
おいて環境清浄度の客観的確認を可能とす

るため、温度・湿度計によって記録されるデ
ータと組み合わせて運用することにより、強
固なIPM体制の確立に大きく寄与できるもの
と考えられる。 
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DNA検出率（％） 再発生率（％） DNA検出率（％） 再発生率（％）

不織布ふき取り
（乾拭き） 20 0 40 40

70%エタノール処理
＋不織布ふき取り 0 0 0 0

文化財用ワイパー
ふき取り
（0.1～3%塩化ベン
ザルコニウム）

0 0 0 0

酸化エチレン燻蒸
＋不織布ふき取り － － 40 0

処　理　方　法

乾燥前微生物汚染試料 乾燥後微生物汚染試料


