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昌ジスティック真菌増殖モデルによる室内微生物汚桑の数値予灘
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本研究は住宅における真菌汚染問題,所謂カビ汚染問題の対策を行う上で過大な負荷無く適用可能な数値解析をべ一スとした真菌汚

染予測法を提案することに主眼がある。研究は基礎実験データ収集と数理モデル開発・数値解析の大きく2段階で実施し,真菌による

菌糸成長速度,コロニー形成速度の詳細測定とロジスティック成長モデル作成・検証用の基礎データの収集を行うと共に,流体数値解

析による真菌胞子移流・拡散予測の壁面境界と連成して適用可能な壁面表面での真菌増殖を再現する反応一拡散モデルの開発と予測精

度検証を行った。
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Theobjectiveofthisstudyistodevelopanumerica】,reaction-diffUsionbasedmodelthatpredictedcolonyformationbytaking
intoaccounttheinfluenceofnutrients,moisture,temperature,andthesurfacecharacteristicsofbulldingmaterialsforvariousfUngi.
First,theresultsoffUndamentalexperimentsthatmeasurethegrowthresponsesofcolonyslzeonculturemediaundervarious
environmentalconditionsarepresented.Second,themathematicalmodeisthatreproducecolonyfbrmationinindoorenvironmentand
thenumericalsimula毛ionintendedfortheexperimentalconditionsarediscussed.Thepredictionresultsofmathematicalmodelsbased
onreaction-dif釦sionsystemareinreasonableagreementwiththeexperimentaldata.

唱.緒言

室内環境中での微生物汚染問題は,目視可能なレベル

まで微生物増殖が進行した状態で状況が認識され,対策

検討に移行することが多い。相対的に高湿度環境となり

やすい浴室等でのカビ汚染問題も浮遊真菌や付着真菌の

胞子を事前に除去するといった対策を行うケースは稀で,

カビが生えた後に除去作業を行うことが多い。真菌を例

にとった場合,培地上に沈着した真菌胞子が発芽・菌糸

増殖しコロニー形成した状態でその数を計測したものが

微生物濃度の単位[CFU;ColonyFormingUnit]として一般

に利用されているが,VBNC(Viablebutnon-culturable

cell)状態となる真菌が多数が存在することから,この単

位系も厳密には胞子数とは一致せず,培養後のコロニー

数すなわち目視可能なレベルまで汚染が進行した状況で

の微生物量を定量化した指標の一つといえる。しかしな

がら,実際の健康影響問題の点では,室内環境中で目視

可能なレベルまで真菌成長が進行した状態は,すでに気

中に多量の胞子が放散されていることを示唆しており,

対策を施す時点としては既に後手といえる。本質的には,

空間に流入する真菌胞子濃度ならびに室内気流による移

流・拡散現象,壁面への沈着現象を正確に予測すると共

に,壁面沈着後の胞子発芽と増殖メカニズムを解明し,

目視可能なコロニー形成までの一連の真菌状態を推測可

能な予測モデルを構築することで,室内美観と健康影響

の両側面から汚染メカニズムの原理的解明と対策技術の

確立が強く求められている。

室内での真菌汚染問題に特化した場合,その増殖メカ

ニズムは真菌種や属に依存すると共に,増殖・生育環境

となる建材表面(胞子付着面)の温度,含水率(自由水量),

水素イオン指数(pH)や養分量に強く影響を受ける。また,
真菌の:増殖速度は雰囲気空気の温度,湿度ならびに含有

化学物質等にも依存することが明らかとなっている。

このような背景のもと,本研究では室内環境中での真

菌汚染問題に対し,特に事前対策を実施する際の基本技

術となる真菌増殖に関する数値予測手法の開発を目指し,

ミクロスケールならびにマクロスケールでの真菌増殖実

験と数値モデル開発の2課題を推進する。

*1九州大学大学院総合理工学研究昼亮准教授*2九州大学大学院総合理工学研究院教授*3前田建設工業技術研究所課長*4東京工芸大学工学部建築学科教授
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2.真菌増殖に関する既往研究事例

カビに代表される真菌類の室内環境中における生育に

関しては既に多くの既往研究がある。実態調査報告例に

加え実験室実験の報告例も多い。国内での実態調査報告

に着目した場合,近年では大澤・林ら1'3)や長谷川ら4)に

よる住宅を対象としたカビダニ汚染の実態調査報告があ

り,田中ら5・6)、菅原ら7・8)、岩田ら9)によって集合住宅

や病院等におけるカビ汚染の実態調査データが蓄積され

ている。また建築環境中での生育を対象とした実験室実

験では,目視可能なサイズであるコロニー形成ならびに

その成長に関して各種の真菌を対象とした研究報告例が

ある。基礎研究に着目すると,海外では,Pirtら10),な

らびにTrinciら11)によって1960年代より真菌のコロニ

ー形成速度とその生成メカニズムに関する研究成果が報

告されている。ここでは個体培地上でのコロニー半径は

時間経過と共に指数関数的に大きくなるモデルや,コロ

ニー直径の増大部分はコロニー中心部を除いた周辺部の

みに起因するとして直線関係の予測モデル式が提案され

ている。また日本では1980年代より菅原・吉澤らを中心

に研究成果が報告されている。菅原ら12)は空中より捕

集した12種の真菌を対象として,PDA培地上に接種後

のコロニー形成速度を温度をパラメータとして測定した

結果を報告している。また菅原13)は別報にて室内を構

成する各種の建築材料上にカビを接種し,雰囲気の温度

ならびに湿度条件が変化した場合の真菌成長速度を目視

により確認した結果を報告している。温湿度条件がコロ

ニー形成速度に与える影響に関しては,湯,吉澤14)の

報告例や小峯ら15)による実際の建材上での報告例もあ

る。また朴ら16)は真菌生育とホルムアルデヒド濃度の

関係を検討した結果を報告している。

これらの研究成果は室内環境中の真菌生育,特にコロ

ニー形成に関して定性的に有益な情報を提供するもので

あるが,胞子濃度,建材上の養分条件,含水率(自由水

量)等,実験の境界条件に不明確な点が存在するものも

あり,現時点にて厳密な再現実験を実施可能なデータは

それほど多くないのが実情である。

また,コロニーサイズの検討と比較して相対的にミク

ロなカビの増殖速度を表現する一方法として,阿部17)

によりカビセンサーを用いたカビ指数が提案されている。

ヵビ指数とは,ある温湿度における菌糸の1週間あたり

の応答(ru/week,菌糸長を基に測定した発育程度)を定量

的に表現する指標であり,ガラスシャーレ上での菌糸の

比増殖速度を示すものである。カビ指数は雰囲気の温湿

度の影響を加味した菌糸の増殖速度を表現可能であるが,

ガラスシャーレ上であること,一定量の養分上であるこ

と等の条件が一般の建材表面での性状と大きく異なるた

め,実際の建築空間に適用する際には制約があるとされ

る。また柳ら18)は,カビセンターをオフィスビル等の

空調システム内に適用し,センサー菌(Eurotiu〃2

herbariorum)のレスポンスと温湿度の関係を検討してい

る。特に湿度に対するレスポンスはその累積頻度と良い

対応関係を示すことを報告している。

また,真菌増殖を再現する数理モデル開発に関しては,

特に生命科学や生物学の分野において増殖現象の基本概念

を数理モデルとして定式化し,コンピュータシミュレーシ

ョンや解析によって現象把握を行う数理的アプローチが急

速に展開しており,一般には数理生物学や理論生物学とよ

ばれる分野を形成している。特に細胞レベル程度から細菌

(バクテリア)や真菌といった微生物を対象とした増殖現象
に関しては,増殖速度が個体密度に依存するロジスティッ

ク(Logistic)モデルをべ一スに個体群(生物集団)のマクロな
生命現象を表現する試みが行われてきた。ロジスティック

モデルは,微生物個体の増加速度が現時点での個体数に比

例するとした微分方程式(所謂マルサスモデル)の比例定数

を個体密度と共に減少する関数に置換したもので,その一

般解はシグモイド型関数となる。また分子の合成反応や酵

素反応レベルの反応系速度を対象とした有効性の高い式と

して,ミカエル・メンテン式(Michaelis-Mentenkinetics)が提

案されている19)。

細菌や真菌のコロニー形成といった微生物のパターン

形成に着目した場合,均一な個体群密度分布より不均一

な増殖パターンを再現する基本モデルとしてチューリン

グモデル(Turingmodel)が提案されている20)。このモデ
ルは,微生物増殖現象の支配パラメータとして活性化因

子と抑制因子を仮定し,両因子の相互作用を含めた反応

一拡散現象によって周期的な増殖パターンを再現するも

ので,一般には時間微分項の他,拡散項,活性化因子に

よる反応生成項(正の生成項),抑制因子による反応生成

項(負の生成項)等を含む偏微分方程式で表現される。こ

のモデルを基本形として各種の非線形反応項を組み込む

ことで,水玉模様,縞模様,逆水玉模様といった各種の

微生物パターン形成の再現が可能であると報告されてい

る。特に細菌(バクテリア)の中でBacillussubtilis(枯草

菌)のコロニー形成(パターン形成)に着目した数理モデル
として,Kawasakietal21)やMimuraetal22)によって各種

の反応一拡散モデルが提案されており,パターン再現性

の観点では定性的に良い精度であると報告されている。

上述の通り,カビに代表される真菌の室内環境中での

生育に関しては既往研究にて多くの報告例があるものの,

室内環境中での真菌増殖挙動を数学的に表現する予測モ

デル作成の為の基礎データは十分とは言い難い。そのた

め,本研究では真菌増殖の応答を菌糸レベルならびにコ

ロニー形成レベルの両者にて測定することで,最終的に

実際の建築空間に適用可能な比増殖速度データの蓄積を

目指すと共に,反応一拡散系をベースとした真菌増殖に

関する形態解析を実施することを最終目的とする。

一282一
住宅総合研究財団研究論文集M36.2009年版



表3-1実験ケースと対象とする真菌

(1)菌糸長測定実験(Casel)

       実験ケース相対湿度温度対象真菌懸濁液内胞子濃度養分再現胞子設置面/胞子設置量

       Casel-10[%】(シリカゲル除湿)43[%](K2CO3・2H20飽和塩水溶液)91[%](Na2C仙06・2H20飽和塩水溶液)28±0.1[℃】廊ρθ刑9/11〃3ρθκ'α〃'o'4θ3(NBRC33024)L3×107[N/mL]PDA溶液(PDA6.12[9]/蒸留水300[ccD作成後、左記胞子懸濁液と1:1混合しPDA含胞子懸濁液を作成GlassPlatePDF含胞子懸濁液30[μL]/4箇所       Casel-2オ柳e置9'〃〃3ηノ9εr(NBRC31628)5.0×106[N/mL]
       Case1-31)θη'c∫〃'躍πo'か∫η〃,η(NBRC7784)5.0×106[N/mL1
(2)コロニーサイズ測定実験(Case2)

       実験ケース相対湿度温度対象真菌懸濁液内胞子濃度養分再現胞子設置面/胞子設置量

       Case2-1制御せず(PDA培地からの蒸散により相対的には高湿度に維持)28±0.1[℃]廊ρθ刑9'〃π3ρθη'o〃zo漉εC寸BRC33024)1.3×107[N/mL]Caselと同一のPDA含胞子懸濁液に加え、PDF含胞子懸濁液をPDA培地上に接種PDA培地PDF含胞子懸濁液30[μL]/1箇所       Case2-2オ解ε賓9'〃駕M{9θ7C寸BRC31628)5.0×106[N/mL】
       Case2-3Pθη10'〃加ηo漉'耀,ηC灯BRC7784)5.0×106[N/mL]

3.真菌類の増殖速度測定とモデルパラメータ同定

本実験では室内環境の物理パラメータとして特に雰囲

気空気中の相対湿度を制御要因として微生物の発育速度

の測定を行う。養分を含有させ胞子の個数濃度を制御し

た胞子懸濁液を作成し,Abel7)のカビセンサーと同様に

ガラスプレート上に滴下(接種)することで菌糸の増殖挙

動を測定すると共に,PDA培地を設置したガラスシャ

ーレ上にも滴下し,養分過多の条件でコロニー形成を測

定した実験の2種類を実施する。即ち,菌糸レベルでの

ミクロスケール実験とコロニー形成レベルのマクロスケ

ール実験の2種類のスケールで実験を実施する。

対象真菌は,一般室内に存在が確認されている真菌類

の中で特に耐乾性(湿度依存性)に着目して3種の菌種を

選定する。本研究ではAspergi〃uspenieillioides(NBRC

33024),Aspergillusniger(NBRC31628)ならびに

Penicilliumcitrinum(NBRC7784)と対象とする。3菌株と

も(独)製品評価技術基盤機構バイオテクノロジー本部・

生物遺伝資源部門(NBRC)より分譲された菌株を使用し

ている。Aspergi〃uspenicillioidesは耐乾性であり,
EurotiumならびにAlternariaと比較して低湿度環境でも

発育するとされている。Penici〃iumeitrinu〃zは耐乾性真

菌で,カビ毒のシトリニンを産生し,アレルゲンとして

も認知されている。Aspergillusnigerはカビ抵抗性試験
JIS-Z-2911などに供試される代表的な耐乾性真菌であ

り,また泡盛醸造にも使用される。

3.1実験ケース

雰囲気温度は28℃一定条件にて実験を行う。胞子か

ら発芽する菌糸長の測定を行うCaselと,目視可能なコ

ロニー形成後のサイズ(平均直径)を測定するCase2を設

定する。Caselではガラスプレート上に養分を含有さ

せた胞子懸濁液を滴下(接種)し,位相差顕微鏡を用いて

一定時間間隔で菌糸長を測定する。また同一の胞子懸濁

液を通常濃度で作成したPDA培地上に同一濃度且つ同

量滴下し,コロニー形成速度を測定する。コロニーサイ

ズを測定する増殖速度実験は古くから行われているが,

実験初期の胞子濃度を既知とした条件での実験例は少な

く,またミクロな菌糸成長と同条件で同時に実施された

事例は見あたらない。本実験では培地上のコロニー計測

実験をガラスプレート上での菌糸成長実験の加速試験と

して位置づけ,その適合性も検討する。即ち,胞子懸濁

液には一定量の養分が含有しているが,この養分濃度が

最大となった条件をPDA培地上でのコロニー形成実験

と想定する。言い換えれば,CaselとCase2は養分濃度

を大きく変化させた実験ケースと位置づけることも可能

である。上述のCase1はインキュベータ内で測定を実施

することで雰囲気温度を28℃一定に制御する。更に飽

和塩溶液を用いることで相対湿度を約0[%1,約45[%],

約90【%]の3段階に設定するCase2では相対的に高湿度

に制御したもののPDA培地からの湿度放散もあり厳密

な湿度制御が本質的に困難な実験条件であり,実験は相

対湿度成り行きにて行っている。

実験ケ・一…一スー覧を実験条件と合わせて表3-1に示す。

3.2胞子懸濁液の作成

NBRCより分譲された各菌株はPDA培地上に接種し,

20℃に制御したインキュベータ内で2週間程度培養する。

培養した分生子(conidia)を用いて分生子分散水,即ち胞

子懸濁液を作成する。本実験での胞子懸濁液は,界面活

性剤を使用せず蒸留水のみを使用する。またヘモサイト

メータを用いて胞子濃度を106～107[spors/mL]の間で各
ケースー定に制御する。その後,蒸留水300[cc]にPDA

粉末6.12[9]を加えたPDA溶液を別に作成し,この

PDA溶液と胞子懸濁液を1:1の割合で混合させること

で,一定PDA濃度の胞子懸濁液を作成する。結果とし

てO.Ol【g/mL]のPDA養分濃度となる。実現象での菌糸
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図3-2Case1菌糸成長の挙動と各種増殖挙動モデルの適合(RH91[%]の結果)

を用いることで相対湿度(RH)を制御する。RHO【°/。]の条
件ではシリカゲルを用いてボソクス内を除湿,RH43

【%]の条件ではK2CO3・2H20,RH91[%]の条件では
Na2C4H406・2H20を用いた。プラスチソク製ボックスは
インキュへ一タ内に設置し,雰囲気温度を28[℃]一定に

制御する。実験条件をまとめて表2示す。テストピース

はインキュヘータ内に設置後,24[h侮に位相差顕微鏡
により胞子の発芽状況ならびに胞子より伸長した菌糸の

発育状況を確認し,テジタル画像テータとして保存する。

成長に寄与する養分を再現することは困難であるが,本

報ではPDAを用いることで近似的に表現している。

3.3Ca$Of《菌糸成長1婁験手順
前述の養分含有胞子懸濁液をカラスプレート上に4点

 各30[μL1滴下してテストピースを作成する。再現性と
サンプル数確保を目的として同条件でガラスプレートを

2枚用意する。テストヒ゜一スは190×240×90[mm]の密

閉可能なプラスチック製ボックスに設置する。内部はテ

ストピースの他,ASTME104-5123)に従い飽和塩水溶液
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24[h】(1日屠)48[h](2日目)72[h】(3日目)96[h](4日目)120[h】(5日目)144[h】(6日目)
(1)Case2-lAspergilluspenicillioidesを対象としたコuニー成長の時系列変化

24[h】(1日目)

24[h】(1日目)

168[h](7日目)

48[h](2日目)72[h](3日目)96[h】(4日目)五20[h】(5日目)144・[hj(6日目)
(2)Case2-2Aspergillztsnigerを刻象としたコロニー成長の時系列変化

168[h](7日目)

48[h](2日目)72【h](3日揖)96[h}(4日目)120[h](5日目)144[h](6H目)
(3)Case2-3Penicilliumcitrinumを対象とした=1ロ=F一成長の時系列変化

図3-3Case2コロニー形成の時系列変化
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図3-4Case2コロニー形成(コロニー平均直径)の挙動と各種増殖挙動モデルの適合

34Case2(コロニー成長》実験手順

コロニー増殖速卿掟は直径190[㎜]のシャーレに通
常濃度のPDA培地を薄く用意し,ソヤーレ中央に前述

 の胞子懸濁液を菌糸増殖速度測定と同量である30[μL]

滴下して密閉する。このシャーレを28[℃1に制御したイ
ンキュヘータ内に設置する。湿度はPDA培地に含まれ

る自由水で十分な湿度が確保されていると想定し,特別

な制御を実施しない。増殖の発育状況はテソタルカメラ

を用いて培地裏面から撮影を行う。本実験は菌糸成長測

定実験と同様7日間継続して実施する。

35Case翼菌糸成長)実験結果

カラスプレート上での菌糸成長状況を示す時系列写真

を図3-1に示す。今回対象とした真菌では低湿度(0%Rh)
ならびに中湿度(43%Rh)の実験ケースでは実験開始より

168時間(7日間)経過時点で菌糸成長は確認されなかった。

そのため図3-1には高湿度(91%Rh)の実験条件の結果の

みを示している。高湿度(91%Rh)の実験条件では,ほぼ

全ての真菌にて実験開始から24[h]後に胞子発芽,48[h]
経過後から菌糸成長が確認できる状態になっている。

また、各テソタル画像テータからCADソフトにて菌

糸長を測定した結果を図3-2に示す。菌糸長の平均化に

は最低40本以上の菌糸を対象としている(時間経過と共
に剖測可能な菌糸が増加し,72時間以降のテータでは

数百本以上の菌糸サンプルを平均化している)。
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3.6Case2(コロニー成長)案験結果
シャーレ内のPDA培地上でのコロニー成長の時系列

写真を図3-3に示す。PDA培地上のため養i分量が過多

であり,24[h]後には目視可能なコロニーが形成されて
いる。その後,指数関数的にコロニーサイズが拡大して

いく様子が確認できる。また,各デジタル画像データか

らコロニーサイズ(コロニー面積より算出した平均直径)
を測定した結果を図4に示す。本実験で対象とした3種

の真菌はほぼ同サイズのコロニーを形成し,その増殖速

度に大きな差は見られない。

表3-2増殖挙動を再現するシグモイド関数

3.7シグモイド関数を用いたフィッティング

真菌類を含む微生物の成長・増殖挙動は,一般に誘導

期,加速増殖期,減速増殖期および定常期を有すること
が知られており,その様相はシグモイド曲線となること

が多い。各種の増殖現象を表現するための連続関数とし

て様々な表現法が提案されているが,本節では3種の代

表的なシグモイド関数のモデルパラメータを同定するこ

とで,4節で示す反応一拡散系の数理モデルを用いた増

殖予測モデルを構築の基礎データを蓄積する。本節で対

象としたシグモイド関数の一覧を表3-2に示す。

Logistic型モデル,Gompertz型モデルならびにvon
Bertalanffy型モデルの3種のシグモイド関数のモデルパ
ラメータを実験条件毎に得られた測定値をもとに非線形

最小自乗法を用いて推定する。モデルパラメータの推定

結果を表3-3ならびに表3-4に示す。また図3-2ならび

に図3-4には,推定したモデルパラメータを用いて各増

殖モデルを実験結果に合わせてプロットした結果を併せ

て示している。

菌糸成長(Casel)に着目した場合,vonBertalanffy型モ
デルを採用した場合には増殖初期の再現精度が低いもの

の,Gompertz型モデルならびにLogistic型モデルのシ
グモイド型モデルはほぼ同程度の再現精度であり,特に

 Aspergi〃uspenicillioides(Case1.1)ならびに廊ρεζg∫〃us
niger(Casel-2)を対象とした場合には十分な予測精度で
実験結果に適合する。

コロニー形成(Case2)に着目した場合,3種の増殖モ
デルの再現精度はほぼ同レベルといえるが,Logistci型

モデルが相対的にシグモイド形状を強調する予測結果と

なった。初期の7日間程度の成長期間を対象とした場合,

本報で対象とした3種の増殖モデルは十分な精度で実験

結果に適合すると判断できる。

本報で示した菌糸成長[pm]ならびにコロニー形成[cm】
の測定長さスケールは104倍異なり,本質的には成長メ

カニズムが異なる現象であるが,少なくとも両スケール

での増殖挙動はシグモイド型を示し,汎用的な増殖挙動

モデルによる再現がある程度可能であることが確認され

 た。またAspergi〃usρenicillioidesならびにAspergillus

[1]Logistic型モデル

讐一舶一受〕 (1)

(1V(0)をtr-Oの場合の初期条件とした一般解)

κ

吻一 (2)

 1・〔κN(o)-1)e-・t
[2]Gomperts型モデル

κ

dN
 -=rN・1η一
dtIV

(3)

(N(0)をFOの場合の初期条件とした一般解)
　　ぜ

N(t)-K〔聖)ア(4)
[3]vonBertalanffY型モデル

讐一・(K-/>) (5)

(N(0)をFOの場合の初期条件とした一一般解)

 N(t)一κ一(κ一N(o)》一「t(6)

nigerを対象とした場合には,菌糸成長ならびにコロニ
ー形成の両者においてLogistic型モデルの増殖率rは

0.04～0.06程度,Gompertz型モデルの増殖率rは0.02～
0.04程度の値と予測された。スケールの大きく異なる2

つの増殖現象を無次元化して表現した場合,一定の関係

式として記述することの可能性が示唆されたと言える。

4.反応一拡散系数理モデルによる増殖形態解析

前節までの基礎実験データと反応一拡散モデルを基に

真菌増殖を再現する数理モデルを構築する。真菌コロニ

ーの増殖現象は,前述のとおり一般にはシグモイド型の

関数で表現されることが多く,個体群密度が低い場合に

は、指数関数的に増殖する。一方で,SJ.pirtは肉眼で

サイズの確認が可能な細菌コロニーの増殖を調査し,コ

ロニー直径dと時間経過tの間には指数関数的な増殖関

係ではなく直線関係が成立すると指摘している26)。こ

れは,十分な養分量が確保されている場でのコロニー成

長がコロニー周辺部分のみの増殖で生じており,コロニ

ー中心部での増殖現象は無視できるとの仮定に基づく。

このPirtのモデル化とMimuraetalの定式化を参考に,

真菌増現象を再現する数理モデルを以下の仮定の下で構

築する。

(1)真菌による増殖現象は,活性があり増殖活動の盛んな
 真菌群μと,その後に活性度が低下し静かな状態になっ

ている真菌群v(例えば胞子や分生子との想定すること

も可能)とに区別し,前者が後者を生成・生産しながら
拡散移動すると仮定する。特にコロニー形成において
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表3-3モデルパラメータの推定結果(菌糸長測定)  (ゐ:μm、':hour)

      実験ケース対象真菌朗LoglstlcGompertzvonBertalanf取

      Casel-1卸ε㎎〃〃ερθη'・∫〃'・'漉3C可BRC33024)0[%]菌糸成長は確認されず(7日間)      43[%]

      91[%】Nκリ=25.2941κ1607.6109r=0.0579ノ〉での=5.72381(=632.3374戸0.0352/>例=0κ=775.3679FO.Ol10
      Case1-2オ卿θ刑9〃π3吻9θr(NBRC31628)0[%1菌糸成長は確認されず(7日間)      43[%]

      91[%]Mの=34.1098κ=626.4768戸=0.0428ノ>rの=5.86981(=652.1368FO.0285ノ>rのコ0κ蔦1032.lll4FO.0060
      Case1-3Pθ雇o〃彪脚o'〃'槻'ησqBRC7784)0[%]菌糸成長は確認されず(7日間)      43[%】

      91[%]岬の=20.5588κ=372.795韮F・0.0555ノ>6の;15.5021κ=397.4278FO.0295亙ρ=0κ=490.4800FO.0105
表3-4モデルパラメータの推定結果(コロニーサイズ測定) (L:cm、t:hour)

      実験ケース対象真菌RHLogisticGompertzvonBertalanf取

      Case2-1鋤θ㎎〃〃3ρεη'α〃∫o'漉3(NBRC33024)騨ノ>rの=0.6726κ=8.1996ア=0.0404・V例=0.34061(=8.6255'=0.0255亙例=0κ=II.7713FO.0077
      Case2-2恥ρθ門g〃〃M～9θアoqBR.C31628)■ノ>rの=0.6545κ=9,7910ア=0.0408ノ〉例=0.2715κ=10.3111FO.0255Nρ=0κ=15.6584FO.0063
      Case2-3Pθη'α〃'〃溺o"ガ朋'η(NBRC7784)一亙例=0.88021(=9.2858FO.0288・vrの=0.5281κ二10.16747=0.Ol75κ例=0κ=20.4733ア=0.0034

は,コロニー周辺部分が活性度の高い真菌群によって

形成されており,コロニー中心部分は活性度の低い真

菌群によって占められているとの仮定に基づくモデル

化となる。

(2)真菌増殖現象は反応一拡散(Reaction-Diffusion)モデルを
ベースに記述する。活性度の高い真菌群の拡散係数Do

は真菌の個体群密度uに依存するLogistic型を採用する。

真菌の反応生成項(正の生産項)は個体群密度と養分量の

他,温度,湿度(水分量)等の関数とし,一定の割合で不

活性化する反応生成項(負の生産項)を有するとする。

(3)不活性真菌に関しては,死滅や移動を考慮せず,活性

の高い真菌より生成された反応生成量がそのまま蓄積

する。

尋.～反応一拡散モデルの概要

以上の仮定をもとに,真菌増殖モデルを以下の連立偏微

分方程式にて表現する。

警一▽・(D,v・)・碗・樋脚(7)
書一a(u,塵(8)

 ここで,μは活性度が高く増殖現象に寄与する真菌群

密度,vは活性度が低くその場で蓄積する真菌群密度を

示す。(7)式の右辺第一項はランダムな真菌群移動を示
す拡散項,右辺第二項は真菌密度や養分,その他の環境

因子による反応生成項,右辺第三項は真菌密度〃に依存

する不活性真菌群vへの変換項であり,(8)式の右辺第

一項で示された不活性真菌群vの反応生成項となる。右

 辺第四項は活性真菌の消失(死亡)項を示す。またηは養

分濃度を示す((14)式参照)。

(7)式中の拡散係数Deは真菌の個体密度uに依存する

定式化,本報ではLogistic型を適用し,次式で表現する。

 傷一σ{・神一毒〕・・ (9)

ここでのはスケールパラメータ,dlならびにd2は

Logisticモデルに関連するモデル定数を示す(ct・O)。また

MimuraらやKawasakiらのモデルでは,拡散係数に(10)
式で示す一定の変動を加えることで解析を実施している。

 σ{一σ1(1+δ),-o.5・δ・o.5 (10)

真菌増殖の温湿度依存性を表現する場合,その効果は

特に(9)式で示される拡散係数に強く影響を及ぼすと推

察される。例えば,温湿度の効果を組み込む場合,(5)

 式の様な温度τならびに相対湿度ψをパラメータとす

 る関数ζて匹のを乗じることで効果を組み込む。

D・(u,。,T,o,)=D・・9(T,〈P) (11)

また,(7)式右辺第二項中のXu,n)は真菌による養分消
費を示すモデル関数であり,養分消費量に対して一定の

 割合θにて真菌成長(増殖)に寄与すると仮定した反応生

成項である。

 この勲,η)は,養分消費に伴うダンピングとして
Michaelis-Menten式を適用し,次式で定式化する。

f(…)一・2〔1諺。〕u (12)
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表4-1基礎実験を対象とした数値解析に使用したモデル定数一覧ならびに解析対象の幾何条件

     モデルパラメータCasebICaseb2Caseb3

    
     r葦leTlleTileT{le

 ここで,σ2はスケールパラメータ、fiならびにf2は

 Michαelis-Menten式のモデル定数を示す(rkf2>0)。

活性真菌群uから不活性真菌群vへの変換項を示す

(7)式右辺第三項中のa(u,n)はBaci〃ussubtilis(枯草菌)を
対象としたMimuraらの定式化を参考に次式で表現する。

帖一鴎〕働
 ここで,σ3は活性一不活性の変換率に関連するスケー

ルパラメータ,a1ならびにa2はモデル定数を示す(o>0)。
活性真菌〃はその濃度レベルに応じて一定の消失割合

 (deathrate)γにて死亡するとの単純モデルを採用する
(0≦7<1.0)。

(7)式～(13)式中の拡散係数Dcならびに反応生成項中
の各パラメータは,養分濃度の他,雰囲気の温度・湿度,

建材表面での含水量等に影響を受ける。必要に応じてこ

れらの効果を陽に組み込むこととなる。言い換えれば,

解析対象とする2次元平面上において養分密度ならびに

温度・湿度(水分量)等の不均一分布が形成されている場

合,これらの物理量は各々の輸送方程式を立てることで,

(7)式ならびに(8)式の真菌群密度の輸送方程式と連成し

て解析することとなる。簡略化のため,本報での定式化

 では増殖の支配要素として特に養分ηのみを式中に陽に

示している。

 増殖の支配パラメータの一つである養分量ηの輸送方

程式は次式で表現する。

警一傷▽2n-f(・,・)(14)
(14)式中では真菌の個体群密度に応じた養分消費に加

え,濃度勾配に応じて2次元平面上で拡散を仮定した定

式化である。

実際の真菌コロニーは菌糸,分生子,分生子柄等が複

雑に混在して形成されるため,一一一元的かっ汎用的な濃度

次元は存在し無い。そのため本研究では第一次近似とし

て建材表面における仮想的な真菌密度(初期濃度で無次

元化した真菌密度)を仮定し,活性があり増殖活動の盛

んな真菌群密度〃日と,その後に活性度が低下し静かな

状態になっている真菌群密度v目を解析に用いる。同様

に初期濃度(特にPDA培地表面での養i分密度をn=1。0

 (過剰養分)と仮定)で無次元化した仮想的な養分密度η目
を解析に用いる。

4.2計算対象とするコロニー形成実験の概要

構築した真菌増殖を再現する数理モデルの予測精度を

確認するため,予測精度検証用実験を実施する。本実験

では胞子濃度を一定数に制御した条件で,PDA培地上

でのコロニー形成速度を計測する。本実験では,

 Clαdosporiu"2eladosρorioides(NBRC6348)を対象真菌と

する。Cladosporiumcladosporioidesは好湿性真菌に分類
され,室内にも多く存在する黒色真菌であり,タイル目

地やコーキング部位で繁殖することが多いとされる。

NBRCより分譲された各菌株をPDA培地上に接種し,

20℃に制御したインキュベータ内で2週間程度培養する。

培養iした分生子(conidia)を用いて分生子分散水(胞子懸濁

液)を作成する。胞子懸濁液作成の際には界面活性剤を

使用せず蒸留水のみを使用する。ヘモサイトメータを用

い胞子濃度を4。4×107[spors/mL】程度に制御する。
直径190[㎜】のシャーレに通常灘のPDA培地を薄

 く用意し,シャーレ中央に前述の胞子懸濁液を30[μL]
滴下して密閉する。全ての実験ケースでPDA培地厚は

6mmで統一一している。このシャーレを28[℃]に制御し

たインキュベータ内に設置する。湿度はPDA培地に含

まれる自由水で十分な湿度が確保されていると想定し。

特別な制御を実施しない・増殖の発育状況はデジタルカ

メラを用いて培地裏面から撮影を行う。本実験は二週間

継続して実施する。本節出示す実験条件は3節の基礎実

験と同一条件となるように配慮している。

本報は幾何的なコロニー形成に着目するため。真菌増

殖に関して幾何的な制約を設けて3種の実験ケースを設

定する。Caseblは上述のシャーレ内にPDA培地のみを

設置したケース,Caseb2ならびにCaseb3はシャーレ

内にタイルを設置し,目地に相当する箇所にPDA培地
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図4-1実験結果

を設置駝たケースである。タイル問隔は10mmならび

に30mmである。タイルはオートクレープにて滅菌し

十分に乾燥させた状態で使用する。タイル設置等の幾何

条件を纏めて表4-1に示す。

4.3コロニー形成実験結果

実験結果を図4-1に示す。基礎ケースであるCaseblでは

胞子懸濁液をPDA培地上に接種し28℃にて培養を開始後,

約24時間経過後に目視可能なコロニー形成が確認され,50

時間経過後にはコロニー直径が30㎜程度となり5日間程度

(120時間)までは円形コロニーを形成する。コロニー周辺部

は組織構成が異なりリング上の模様が確認できる。その後

は不均一・非対称のコロニー形成となり,10日経過後以降は

目視で正確にコロニーサイズの時間変化を確認することが

困難となる。

タイル間隔を10mmでレイアウトしたCaseb2では実験

開始から1週間程度の期間は目地部分に相当するPDA培地

上を均一・対象に増殖するが,その後は場所により大きく

異なった増殖を示す。タイルの表面ならびに裏面での真

菌増殖は確認できない。タイル間隔を30mmでレイアウト

したCaseb3ではタイル部分を避けてPDA培地上のみを均

一に増殖していく様子が確認できる。Caseb2とCaseb3は

タイルの設置間隔のみが異なり,その他の実験条件は同

一である。Caseb2ならびにCaseb3でコロニー増殖の様相

が大きく異なる原因は不明であるが,養分濃度(PDA培地)

の初期条件の不均一性,ならびに養分中水分濃度の不均

一性等が増殖現象に影響を与えた要因と推察される。

(5)2i8h

(6)273熱 (7)3Bh

(6)273h (7)3i3h

4.4コ1コニー彫成巽験を対象とした数値解斬

本数値解析に使用するモデルパラメータは,前節にて

実施したミクロスケールならびにマクロスケールの基礎

実験結果ならびに感度解析の結果を踏まえ,試行錯誤的

に与えている。数値解析は200[mmlx200[mm]の2次元

平面を対象とし,x方向ならびにy方向ともに1[mm】幅
の等間隔メッシュ分割とする。真菌初期条件として解析

対象中心位置(x=:100mm,y=IOOmm位置)に活性真菌uの

初期濃度としてu・1。0を与える(vはゼロ)。解析対象領

域境界部分では勾配ゼロを仮定する。活性真菌の輸送方

程式である(7)式,不活性真菌の輸送方程式である(8)式,

ならびに養分の輸送方程式である(14)式は有限体積法に

よる陽解法にて離散化し,非定常解析を行う。実験デー

タをターゲットとするため1ケースあたり実時間で

312[h】の解析を行う。また,本解析では(10)式で示す一一

定の数値変動(ホワイトノイズ)を与えている。

数値解析ケースは基本実験のケースと併せ,Caseb1

からCaseb3の3ケース設定する。CaseblはPDA培地

上での単純なコロニー形成を再現する基本ケースであり,

Caseb2ならびにCaseb3はタイルと目地を模擬した

PDA培地より構成されている。タイル位置とPDA培地

の相違は初期養分濃度(タイル表面ではn。-0。0)のみで
ある。タイルとPDAの境界は勾配ゼロを仮定。本節で

の数値解析に用いたモデルパラメータの一覧を表4-1中

に併せて示す。

轟.騒数纏解析誌果

実験条件を対象とした数値解析の結果を図4-2に示す。
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図4-2数値解析結果

本解析で採用した表4-1中の各モデル定数は3節の基礎

実験結果とLogisticモデルのモデル定数同定結果,なら
びに事前に複数回の感度解析を試行錯誤的に実施するこ

とで実験ケースCaseblのコロニー形成,特に初期1週

間程度の増殖現象をある程度再現することを前提に推定

したものである。それ故,計算開始より4日程度までは

実験結果と数値解析結果はほぼ同様の増殖過程を示す。

 またコロニー周辺部分のリング状の形態は活性真菌μと

不活性真菌vを個別にモデル化することである程度の形

態予測が出来ていると言える。7日目以降の解析結果は

実験結果と比較してコロニー形成速度をやや過大評価す

(7)312h

ると共に,実験で確認された不均一非対称な拡散現象は

再現出来ていない。

タイルとPDAの組み合わせより構成したCaseb2な

らびにCaseb3においても,初期の一週間程度の増殖現

象に着目した場合には数値解析結果は十分な精度で実験

結果を再現する。Caseb2では部分的ではあるものの,

実験開始から200時間経過後に確認されたタイルを取り

囲むようなコロニー増殖現象を数値予測でも良く再現し

ている。

反応拡散系モデルをベースとした真菌増殖の形態解析

は,大局的には増殖現象の再現が可能と判断できるが,
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より汎用的な解析モデルとするためには多くの問題点が

残されている。特に,真菌増殖のソースとなる建材表面

での初期濃度の定義ならびにその適切な与え方に関して

は,室内空気中の胞子濃度の表示方法と共に統一した次

元の検討が必要である。

 真菌胞子は単体で数μm～10μm程度の粒径であり,
クラスタ化した場合にも粒径はその数倍程度と推察され

る。本報では紙面の都合で割愛したが,計算流体力学

 CFDをべ一スとした数μm～数十μm程度の粒径範囲の
微粒子の輸送モデルを構築し精度検証を実施しており,

このCFDモデルと反応拡散系モデルを連成させるため

には,統一した濃度次元と空気中胞子の壁面沈着モデル

の開発が必須である。また一般にはクオラムセンシング

(Quorumsensing)と呼ばれる胞子濃度の定足数問題も存
在し,同一の環境条件であっても胞子密度が低い場合に

は発芽が確認されないことがある。真菌増殖を再現する

場合の基本濃度単位の開発ならびにCFDモデルとの連

成を達成するための壁面沈着モデルの開発は,今後,継

続して取り組む重要な課題である。

5.結語と今後の課題

一般室内に存在が確認されている真菌類の中で,特

に耐乾性(湿度依存性)に着目し3種の菌種を選定し,雰

囲気湿度条件を変化させた場合の真菌増殖速度の測定

を実施した。特に胞子懸濁液濃度を一定に制御した条

件で,ガラスプレート上にて菌糸長を測定すると共に

PDA培地上にてコロニー長(直径)の測定を実施した。雰

囲気の相対湿度を変化させて菌糸成長の実験を行った

結果,相対湿度を約90[%]に設定した条件のみで菌糸成

長が確認され,相対湿度0【%]ならびに約45[%]の条件

では,実験開始から7日間程度を対象とした場合には

菌糸成長が認められなかった。真菌増殖は雰囲気環境

中の相対湿度条件に強く影響を受ける。また,養分濃

度が大きく異なる条件であるが,菌糸成長に着目した

ミクロスケールでの増殖現象と目視可能レベルである

コロニー形成に着目したマクロスケールでの増殖現象

は,経過時間と代表長さスケールの問にシグモイド型

の関係式が成立することが確認された。この結果は本

研究で対象とした3種の真菌(Aspergilluspeni'cillioides、

オ∫p醐g'〃usniger、Penici〃iumcitrinum)に限定した場合に
は成立するが,その他,3次元的な複雑な増殖現象を示

す真菌の存在も知られている。湿度条件以外の環境パ

ラメータを変化させた場合の実験ケース設定を含め、

基礎的な実験データの蓄積は今後の継続的な課題であ

 る。

更に,2次元平面上での真菌増殖を再現する数理モデルを

提案し,コロニー形成に関する形態解析の予測結果を示し

た。真菌増殖現象に関する反応一拡散モデルを活性度の高

い真菌群密度と活性度の低い真菌群密度に区別してモデル

化することで,コロニー形成におけるリング状(ドーナツ

状)の形態形成をある程度定性的に再現することが可能とな

った。

また,PDA培地上に真菌増殖を幾何的に抑制するタ

イルをレイアウトした基礎的な実験を実施することで,

提案する真菌増殖数値モデルの予測精度を検討した結果,

特に初期の1週間程度のコロニー形成の様相は十分に再

現可能であることが確認された。1週間以降の増殖現象

に関しては,部分的ではあるが特徴的な形態を再現出来

ている箇所もあるが,大局的には課題も多い。今後,詳

細な実験データを基にモデルパラメータの同定を行うと

共に,温度ならびに湿度(特に水分)等の他の物理パラメ

ータを陽にモデル中に組み込んでいく必要性がある。

本研究の最終目標は,室内空気中に存在する真菌胞子の

輸送,壁面沈着,その後の増殖現象の解明と数値予測手

法の確立にあるが,特に壁面沈着現象の解明と数値モデ

ル作成は今後の課題として残されている。この点は継続

的に研究に取り組むと共に,更に実現象に近い条件での

応用解析へ適用していること必要である。
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