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　糸状菌（カビ）はコロニーが肉眼で観察され，分生子が
さまざまな色を呈するために目立ちやすく，食品異物とし
て発見されることが多い．この糸状菌のうち，好乾性糸状
菌は，和菓子などのような水分活性（water activity：以
下，Aw）が比較的低い食品に発生し，食品苦情の原因の
一つとなっている．好乾性糸状菌は，食品の Aw が 0. 80
以下でも発育でき，Aspergillus 属の一部，Eurotium 属の
一部，Wallemia 属，Chrysosporium 属，Xeromyces 属，
Basipetospora 属などがあげられる1-6）．これらの糸状菌は，
一般的な真菌用培地であるポテトデキストロース寒天培地

（ 以 下，PDA）， 麦 芽 エ キ ス 寒 天 培 地（ 以 下，MEA），
ツァペック酵母エキス寒天培地（以下，CYA）上での発
育が悪いか，または発育しないため，Aw の低いジクロラ
ン・グリセリン 18 寒天培地（以下，DG18）や 25％グリ
セロール・硝酸塩寒天培地（以下，G25N）などの好乾性
真菌用培地を使用する必要がある．このことから，当所で
行う糸状菌の検査では，初期の培養で PDA と DG18 を併
用している7）．また，顕微鏡用の標本作製にはセロハン
テープ法8）を利用している．この方法は，スライドカル
チャーに比べ，簡易で糸状菌の構造を観察しやすくする方
法である．
　今回，当所で検査を行った好乾性糸状菌のうち Wallemia 
sebi，Aspergillus penicilloides，Aspergillus halophilicum

（子のうを形成した場合は，Eurotium halophilicum）の発
生事例について検査の概要を報告し，これらの検査で得ら
れた好乾性糸状菌の検査を行う上での注意点と，セロハン
テープ法を応用した食品からの顕微鏡用標本作製の有用性
について報告する．
1 　検査概要
　糸状菌の検査は，始めに，肉眼による色調の違い，繊維
状の異物の付着などを観察する．次いでその部位を実体顕
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微鏡で鏡検し，糸状菌様の構造の有無を確認した後，その
部分から検体を掻き取り顕微鏡用の標本を作製し光学顕微
鏡で観察する．また，同時に PDA，DG18 にそれぞれ接
種し 25℃で培養する．
　光学顕微鏡観察では，菌糸，分生子の存在，分生子形成
部位の形状などを観察する．また，最初に PDA，DG18
で培養した糸状菌は，PDA，DG18，MEA，CYA にそれ
ぞれ接種して巨大コロニーを形成させる．DG18 で発育が
よく，PDA で発育が悪い糸状菌の場合には，これらの培
地以外に G25N などの好乾性真菌用培地にも接種する．糸
状菌の同定は，これら培地上のコロニーの発育状況，色
調，形態と，顕微鏡観察による分生子，分生子形成部位，
菌糸の状況などから総合的に判断し決定する7）．
　セロハンテープ法を応用した検体からの採取方法は，ま
ず，幅が 15 mm 程度のセロハンテープを 10 ～ 15 mm 程
度切り出し（写真 1 ①），これを糸状菌と思われる部分に
貼り付ける（写真 1 ②）．これを剥がして消毒用エタノー
ルで表面洗浄し，封入剤でさらに洗浄する（写真 1 ③）．
洗浄したセロハンテープの接着面をスライドガラスにのせ

（写真 1 ④），カバーガラスをかけて鏡検する．
1 ）Wallemia sebi
　PDA，MEA，CYA 上での発育は悪く，14 日間培養後，
発育しないか，または，直径 1 mm 以下のコロニーを形成
する．DG18，G25N では，直径約 4 mm 程度のコロニー
を形成する．コロニーは通常不整型で，表面はビロード
状，粉状で淡褐色（明るいチョコレート色），裏面は黒褐
色（暗いチョコレート色）を呈する（写真 2 ）．顕微鏡観
察では，分生子柄の先端に分生子形成細胞ができ，これに
隔壁が生じ 4 個の円柱状の分生子が形成される．分生子は
成熟とともに球形となる（写真 3 ）1, 2, 4, 5）．
　事例 1：菓子表面に暗茶褐色で直径 2 mm 程度の変色部
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分が点在していた（写真 4 ）．
　変色部分を実体顕微鏡で観察したところ菌糸状の構造が
認められ，光学顕微鏡で菌糸が確認された．
　PDA，MEA，CYA 及び DG18 に接種し 25℃で培養し
た結果，3 週間培養しても PDA，MEA，CYA には発育
せず，DG18 で直径約 4 mm のコロニーを形成した．コロ
ニーは表面が淡褐色，ビロード状で裏面は黒褐色を呈して
いた．
　コロニーから顕微鏡用標本を作製し鏡検した結果，菌糸
先端に W. sebi 特有の分生子形成が確認された．
　事例 2：菓子表面に黒褐色で直径 1 mm 程度の変色部が
数個点在していた．
　実体顕微鏡による観察では菌糸状の構造が認められ，セ

写真 1 　セロハンテープ法
①切り出したセロハンテープ　　　　②検体に貼り付ける
③アルコール洗浄後，封入剤で洗浄　④スライドガラスにのせる

写真 2 　Wallemia sebi
DG18 培養 20 日目　右：表面，左：裏面 写真 3 　Wallemia sebi

Ａ：菌糸，Ｂ：分生子形成細胞
Ｃ：分生子

 

 

写真 4 　Wallemia sebi
事例 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  ②

③  ④



─ 49 ─

ロハンテープ法により顕微鏡標本を作製して観察したとこ
ろ菌糸の形成及び球形の連鎖した分生子が認められた．
　PDA，DG18 に接種し 25℃で 20 日間培養した結果，
PDA で直径約 1 mm の黒褐色コロニーを形成し，DG18
で直径約 10 mm の淡褐色ビロード状コロニーを形成した．
　コロニーから顕微鏡用標本を作製し鏡検した結果，菌糸
先端に W. sebi 特有の分生子形成が確認された．
　事例 3：菓子表面に黒褐色で直径 1 ～ 2 mm の変色部が
多数認められた．変色部を実体顕微鏡で確認したところ菌
糸状の構造が認められ，セロハンテープ法により顕微鏡標
本を作製し鏡検したところ菌糸及び立方形から球形の分生
子が認められた．
　PDA，MEA，CYA，DG18，G25N に接種し 25℃で 10
日間培養した結果，PDA，MEA，CYA でコロニーの発
育は認められず，DG18 で直径約 8 mm，淡褐色ビロード
状コロニーを形成し，G25N で直径約 6 mm，淡褐色ビ
ロード状コロニーが形成された．
　コロニーから顕微鏡用標本を作製し鏡検した結果，菌糸

先端に W. sebi 特有の分生子形成が確認された．
2 ）Aspergillus penicilloides
　PDA，MEA，CYA で発育が悪くほとんど発育しない．
DG18，G25N，20 ～ 40％スクロース加 MEA で 14 日培養
後分生子の形成が認められ，DG18 では直径約 13 mm で
暗青緑色羊毛状のコロニーを形成する（写真 5 ）．顕微鏡
観察では，分生子柄先端に卵形の頂のうを形成し，頂のう
から直接フィアライドが生じ，分生子頭は円柱状を呈する

（写真 6 ）2, 4）．
　事例 1：菓子表面に直径 5 mm 程度で中心部が青緑色，
周囲が白色の変色部分が点在していた（写真 7 ）．実体顕
微鏡での観察では，菌糸状の構造と先端に分生子形成部位
と思われる構造が認められた．
　白金鉤を使用して変色部分を掻き取り顕微鏡標本を作製
して観察した結果，Aspergillus 属の糸状菌を確認した．
　PDA，MEA，CYA 及び DG18 に接種し 25℃で 2 週間
培養したが，PDA，MEA，CYA に発育は認められず，
DG18 にのみ直径約 8 mm で中心部青緑色，周囲白色の

写真 5 　Aspergillus penicilloides
DG18 培養 14 日目　右：表面，左：裏面
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写真 6 　Aspergillus penicilloides
Ａ：分生子頭，Ｂ：頂のう，C：フィアライド
Ｄ：分生子

 

 

 

 

 

 

 

写真 7 　Aspergillus penicilloides
事例 1
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フェルト状コロニーを形成した．
　コロニーから顕微鏡用標本を作製し鏡検した結果，分生
子先端に卵形の頂のうが認められ，頂のうから直接フィア
ライドが生えていた．分生子頭は円柱状を呈しており，分
生子は粗面であった．
　事例 2：菓子表面に直径 2 ～ 5 mm の白色斑点状変色部
が数カ所認められた．実体顕微鏡により菌糸状の構造が認
められ，白金鉤で掻き取って顕微鏡観察をしたところ菌糸
が確認された．また，セロハンテープ法により変色部分か
ら顕微鏡標本を作製し鏡検したところ Aspergillus 属の糸
状菌を確認した．
　PDA，MEA，CYA 及び DG18 に接種し 25℃で 2 週間
培養したが，PDA，MEA，CYA に発育は認められず，
DG18 にのみ直径約 12 mm で中心部青緑色，周囲白色の
フェルト状コロニーを形成した．
　コロニーから顕微鏡用標本を作製し鏡検した結果，分生
子先端に卵形の頂のうが認められ，頂のうから直接フィア
ライドが生えていた．分生子頭は円柱状を呈しており，分
生子は粗面であった．
3 ）Aspergillus halophilicum (Eurotium halophilicum)
　PDA，MEA，CYA などの通常の糸状菌用培地には一

切発育せず，DG18 など好乾性真菌用培地にのみ発育す
る．分生子の形成も大変悪く，DG18 では菌糸のみの発育
で分生子形成をみない場合がある（写真 8 ）．20％食塩加
PDA では，室温 45 日でセイジグリーン色の分生子頭を形
成する．顕微鏡観察では，分生子柄先端に卵形の頂のうを
形成し，頂のうから直接フィアライドが生じ，分生子頭は
円柱状を呈す（写真 9 ）4, 6）．
　事例 1：アーモンドチョコレートを乗せた菓子でアーモ
ンドチョコレートと菓子の間に白色のクモの巣状繊維物が
認められた（写真 10）．このクモの巣状繊維物は実体顕微
鏡では，菌糸状の構造として確認することができず，白金
鉤で糸状物を採り顕微鏡標本を作製し鏡検したが，なんの
構造物も得られなかった．セロハンテープ法により顕微鏡
標本を作製し鏡検したところ，強いダメージを受けた菌糸
状の構造と若干の菌糸を確認できた（写真 11）．
　PDA，MEA，CYA，DG18，及び 20％，40％，60％ス
クロース加 MEA（MEA20，MEA40，MEA60）にそれ
ぞれ接種し 25℃で 1 カ月間経時的に観察したが，PDA，
MEA，CYA に発育は認められなかった．DG18 では 7 日
間培養後，直径約 20 mm，白色ワタ状コロニーの発育を
認めた．また，MEA40 には直径約 12 mm，MEA60 には

写真 8 　Aspergillus halophilicum
DG18 培養 14 日目　右：表面　左：裏面
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写真 9 　Aspergillus halophilicum
Ａ：分生子頭，Ｂ：頂のう，
Ｃ：フィアライド，Ｄ：分生子

写真10　Aspergillus halophilicum
事例 1

写真11　Aspergillus halophilicum
事例 1 　セロハンテープ法による顕微鏡標本
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直径 19 mm のそれぞれ白色ワタ状コロニーの発育を認め
た．顕微鏡観察では，分生子形成は認められなかった．培
養 14 日目に MEA20 で直径 5 mm の白色ワタ状コロニー
の発育を認め，培養 21 日目に MEA40 と MEA60 でコロ
ニ ー 中 心 部 が 灰 黄 緑 色 を 呈 し た． 培 養 31 日 目 に は
MEA20 で中心部青緑色ワタ状コロニーが認められ（写真
12），顕微鏡用標本を作製し鏡検した結果，分生子先端に
卵形の頂のうが認められ，頂のうから直接フィアライドが
生えていた．分生子頭は円柱状を呈しており，Aspergillus
属の特徴を認めたが，DG18 では菌糸のみの発育で分生子
の形成は確認できなかった．
2 　好乾性糸状菌の検査上の注意点
　好乾性糸状菌の多くが，一般的な真菌用培地の PDA で
発育が悪いか全く発育しないため，最初の菌分離には
PDA だけでなく DG18 を併用して行う必要がある7）．ま
た，A. halophilicum の事例では，検査実施時に既に，菌
糸が何らかの影響でダメージを受け壊れやすい状態となっ
ていたため，白金鉤では，菌糸が壊れ顕微鏡観察時に菌糸
が確認できない状態であった．この状態で PDA のみでの
培養では，コロニーが形成されないため，原因究明ができ
なくなってしまう．今回，この事例の検査に当たっては，
検体からの顕微鏡用標本作製にセロハンテープを使用して
採取する方法を試みた．この方法では，ダメージを受けた
菌糸も壊れることなく顕微鏡用標本にすることが可能とな
り，糸状菌発生によるものであることが確認できた．この
方法は，食品上での糸状菌の発育状態が良く保存されるた
め，他の糸状菌発生事例においても有効であった．
　好乾性真菌用培地としては，DG18，G25N，20％グル
コ ー ス・ 麦 芽 エ キ ス・ 酵 母 エ キ ス 寒 天 培 地（ 以 下，
MY20G），30％グルコース・麦芽エキス・酵母エキス寒天
培地（以下，MY30G），50％グルコース・麦芽エキス・酵
母エキス寒天培地（以下，MY50G）70％グルコース／フ
ラクトース・麦芽エキス・酵母エキス寒天培地（以下，

MY70GF）などの培地が知られているが，DG18 以外は自
家製培地である1, 4）．それぞれの培地の Aw は，DG18 が
0. 95，G25N が 0. 93，MY20G が 0. 97，MY30G が 0. 95，
MY50G が 0. 89，MY70GF が 0. 76 である1, 3, 4）．今回の検
査では，市販の MEA（MERCK 製）にスクロースを添加
することで，Aw を変えた培地を使用した．培養結果では
良好な発育が得られた．市販培地に糖を加え Aw を調製
する方法であれば，培地作成の手間が省けるばかりでな
く，培地の性能も安定する．また，加える糖の濃度により
Aw を調製できるため，糸状菌の発生した食品に近い Aw
の培地を準備することも可能である．
　今回報告した好乾性糸状菌の至適発育 Aw は，W. sebi
が 0. 95 前後，A. penicilloides が 0. 91 ～ 0. 93，A. halophilicum
が 0. 80～0. 85 と言われている1, 4）．このうち A. halophilicum
は DG18 では分生子形成が行われず菌糸のみの発育であっ
たため，MEA 培地に糖を加えた培地を作成し培養を行っ
た．その結果，1 カ月間の培養でようやく分生子の形成が
見られ同定が可能となった．
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写真12　Aspergillus halophilicum
事例 1 　MEA20 でのコロニー




