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北海道東部の網走湖において，平成25年７月下旬から

水揚げしたヤマトシジミ（Corbicula japonica）にカビ臭

が確認されたことにより，シジミ漁を中止する措置がとら

れた．民間検査機関の分析により，ヤマトシジミからカビ

臭の原因物質として2-メチルイソボルネオール（2-

MIB）が検出されたため ，同物質を産生する藻類や放線

菌が原因生物として推定された．

ヤマトシジミのカビ臭については，国内から発生事例が

報告されており，島根県の宍道湖ではジオスミンが原因物

質として検出され ，ラン藻の一種が原因生物として特定

されている．一方，2-MIBが原因物質である事例の報告

は少ない．北海道では，これまでシジミについてカビ臭の

大規模な被害は報告されていなかった．水道水のカビ臭に

ついては，1993年に水道水源であるダム湖において，放

線菌が繁殖して大規模な水道水のカビ臭被害が発生した事

例があり，原因物質はジオスミンであった ．なお，カビ

臭物質である2-MIB及びジオスミンは平成15年の水道

基準見直しにより，水道基準50項目に含められ ，現在

では水道原水及び浄水について監視体制が整っている．

網走湖ではカビ臭物質を産生する藻類の大規模な発生は

認められていないとの情報から，放線菌を対象として調査

を進めた．本報告は，網走湖の湖水，底泥及びヤマトシジ

ミ試料から放線菌の分離を試み，湖内における放線菌の生

息数を推定し，さらに分離した放線菌の生成カビ臭物質を

明らかにすることにより，ヤマトシジミ異臭の原因として

放線菌の可能性を検討した．

方 法

１．試料及び採取地点

網走湖における湖水及び底泥試料の採取地点を図１に示

した．また，放線菌分離に供した試料の詳細を表１に示し

た．試料採取地点は，網走川への流出部に近いSt.1，湖

中央部に近いSt.2，網走川からの流入部に近いSt.3，及

び主要なシジミ漁場であるSt.4である．湖水試料はバン

ドーン採水器を用い，湖表層から採取した．底泥及びシジ

ミ試料は，スミス・マッキンタイヤ型採泥器を用いて採取

した．採取した湖水試料は，採取直後にカビ臭は認められ
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A problem on musty odor from the corbiculae (Corbicula japonica) in Lake Abashiri, Japan
 

occurred in the summer of 2013. Because 2-MIB was identified as the substance of this musty odor,
we examined whether actinomycetes,2-MIB-producing bacteria,are main causative microorganism

 
of musty odor occurrence from corbiculae. The samples of the corbiculae, water and bottom

 
sediment in the lake were plated on the diluted czapec-dox agar medium for determination and

 
isolation for actinomycetes. As a result,we found actinomycetes at low densities of 0.10 to 0.73 cfu/

mg in the bottom sediment obtained from the four sites of the lake,and they were not found in the
 

lake water and the internal body of the corbirulae. In addition,we isolated musty 8 colonies from
 

the sediment. Our GC/MS analysis revealed that the number of geosmin-producing actinomycetes
 

was more than that of 2-MIB-producing ones. These results also suggest that actinomycetes might
 

not contribute to the occurrence of musty odor from the corbiculae in the lake.
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なかったが，採取してから数日後にカビ臭が知覚的に認め

られるようになった．底泥試料について，カビ臭は明確に

認められなかった．

２．試料の前処理及び放線菌培養

採取した試料は，実験室に搬入後，速やかに放線菌分離

作業に供した．なお，環境中の放線菌が低有機栄養環境下で

生息していることを考慮すると，放線菌分離用培地は栄養濃

度を低く調整し，培養温度を下げて長時間培養を行う必要が

ある．本研究では上水試験方法 の従属栄養細菌の項に準

じ，真菌・放線菌の培養に推奨されているツァペックドッ

クス培地を通常の濃度より低く調整して分離培養を行った．

湖水500mLを孔径0.45μmミリポアフィルターでろ

過し，フィルター上に懸濁物を捕集した．そのフィルター

を滅菌チューブに移し，10mLの100倍希釈ツァペック

ドックス液体培地に再懸濁させた．その少量をマイクロピ

ペットで採り，100倍希釈ツァペックドックス寒天培地

（寒天濃度は 1.3％に調整）上に塗布した．

底泥１gを滅菌チューブに採り，10mLの100倍希釈

ツァペックドックス液体培地に懸濁させた．その少量をマ

イクロピペットで採り，100倍希釈ツァペックドックス寒

天培地上に塗布した．

ヤマトシジミについて，５個体を無作為に選出し，それ

ぞれ殻から本体を取り出して重量を測定した後，ハサミを

用いて細断し10mLの100倍希釈ツァペックドックス液

体培地に懸濁させた．その少量をマイクロピペットで採り，

100倍希釈のツァペックドックス寒天培地上に塗布した．

なお，ヤマトシジミの懸濁液について知覚的にカビ臭が認

められた．

塗布した培地は，室温で１週間ほど静置培養し，培地上

に発育した放線菌様のコロニーを，100倍希釈ツァペック

ドックス培地に分離した．一培地上に多量に発育したもの

については，無作為に10コロニーを選定して１週間ほど

図1 網走湖水域の概況図と試料採取地点

表1 網走湖から採取した試料

試料名 採取年月日 採取場所

湖水

水１ 2013年７月23日 St.1
水２ 2013年７月23日 St.2
水３ 2013年７月23日 St.3
水４ 2013年８月12日 St.4

底泥

泥１ 2013年７月23日 St.1
泥２ 2013年７月23日 St.2
泥３ 2013年７月23日 St.3
泥４ 2013年８月12日 St.4

シジミ（５個体：No.1-5）

No.1 2013年８月12日 St.4
 

No.2 2013年８月12日 St.4
 

No.3 2013年８月12日 St.4
 

No.4 2013年８月12日 St.4
 

No.5 2013年８月12日 St.4

表2 GC/MSの測定条件

ガスクロマトグラフ装置 Agilent Technology社製7890Ａ

使用カラム ヒューレットパッカード社製 HP-5MS
（内径：0.25mm，長さ：30m，膜厚：0.25μm）

分離カラムの昇温条件 50℃（3 min）→10℃/min→ 170℃（1 min）→ 25℃/min
→ 280℃（3 min）

試料導入部 180℃

キャリアガス流量 ヘリウム1.0mL/min
質量分析計装置 日本電子㈱製 JMS-Q1000GC
試料注入量 ５μL
イオン化電圧 70eV
イオン源温度 200℃

測定モード SIM
測定イオンの質量数（m/z） 2-MIB：95，107，108，ジオスミン：111，112
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単離培養した．単離後，発育してきた微生物について，放

線菌かどうか確認し，さらにカビ臭の有無を確認した．単

離したカビ臭の認められる放線菌について，カビ臭物質の

検出用として新たに培地に移すとともに，スライドカル

チャー法で形態を観察した．寒天培地中に塗布した培地量

と検出したコロニー数から，元の試料中の放線菌数を算定

した．10コロニー選定して分離したものは，10コロニー

中の放線菌と確認されたコロニーの割合を考慮して放線菌

数及びカビ臭を産する放線菌数を算定した．

３．単離した放線菌株の2-MIB及びジオスミンの産生能

の確認

単離した放線菌は，５mLの100倍希釈ツァペックドッ

クス培地に新たに接種し，１週間培養して十分発育させた．

その培地の上澄みをSepPak Plus tC18カートリッジカラ

ム（Waters社製）を通してカビ臭物質を吸着捕集し，そ

の後，10mLのジクロロメタンで溶出し，その溶出液に

窒素を吹きつけながら１mLに濃縮した．濃縮液はGC/

MSに導入し，2-MIB及びジオスミンの検出を行った．

GC/MSの測定条件を表２に示した．

結果及び考察

各試料を培養して形成された放線菌コロニー数を表３に

示した．湖水及びシジミについて，培養中に形成された放

線菌コロニーは認められなかった．一方，底泥からは

0.10-0.73cfu/mgの数の放線菌が検出され，下流域のSt.

1の試料が最高値を示した．St.1の試料から検出された

放線菌は半数以上がカビ臭を生成しており，他の採取地点

の試料についてはカビ臭を生成した放線菌の割合はSt.1

よりも低かった．

底泥から分離したカビ臭が認められる放線菌の外観及び

生成カビ臭物質を表４に示した．St.1からは４株，St.2

及び３からは１株ずつ，St.4からは２株分離した．St.1

から分離した泥1-1株の写真を図２に示した．分離した株

はおおよそ螺旋状または直線状に胞子が形成されたことに

より，Streptomycesに属する種類と推定される ．分離し

た株のうち泥1-1株は 2-MIBとジオスミンの双方を生成

しており，１株は2-MIBのみ，４株はジオスミンのみ，

２株についてはカビ臭物質の検出はできなかった．

一般水域では放線菌が普通に生息しており，生態系では

有機物を分解する重要な役割を担っている．水中に分布す

るものは少ないが，底泥中には豊富に存在している．放線

表3 網走湖から採取した試料中の放線菌数

（ ）内はカビ臭が認められた放線菌数

試料名 放線菌数

湖水（cfu/mL）
水１ 検出せず
水２ 検出せず
水３ 検出せず
水４ 検出せず

底泥（cfu/mg）
泥１ 0.73（0.42)
泥２ 0.10（0.05)
泥３ 0.40（0.10)
泥４ 0.58（0.23)

シジミ（cfu/mg）

No.1 検出せず

No.2 検出せず

No.3 検出せず

No.4 検出せず

No.5 検出せず

表4 網走湖から分離した放線菌の性状

株名
外観

(コロニー表面)
外観

(コロニー内部)
生成カビ臭物質 採取場所

泥1-1 白 白 2-MIB，ジオスミン St.1
泥 1-2 白 黄 ジオスミン St.1
泥 1-3 白 白 ジオスミン St.1
泥 1-4 白 灰 2-MIB  St.1
泥 2-1 白 白 不検出 St.2
泥 3-1 白 白 ジオスミン St.3
泥 4-1 白 黄 ジオスミン St.4
泥 4-2 白 褐色 不検出 St.4

図2 底泥から分離した放線菌の光学顕微鏡写真
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菌が特に多い水域では，底泥中から10cfu/mgほど分離

されることがあり，富栄養湖である霞ヶ浦では10cfu/mg

程度，底泥中から分離されるという ．培養方法の違いな

ど比較には注意を要する点もあるが，それらの報告例は今

回の網走湖から分離された放線菌数と比べて10-10 倍大

きい数値である．湖水中やシジミ個体から検出されなかっ

たことと，底泥から検出された放線菌が多くなかったこと，

本調査で分離された放線菌が主にジオスミンを生成したこ

とから考えて，放線菌が大規模なシジミカビ臭の主たる原

因とは考えにくい．

2-MIBは放線菌以外では，Phormidium tenueなどの

ラン藻が生成する．霞ヶ浦では，湖水中の2-MIB濃度と

湖に発生した P. tenueの糸状体数に相関が認められたた

め，P.tenueが湖水の土臭の原因生物と推定した報告があ

る ．本研究の開始時点では網走湖に大規模なラン藻類の

発生は見られなかったという情報であった．しかしながら，

後に北海道開発局が実施している網走湖の藻類監視調査に

おいて，ヤマトシジミのカビ臭発生時に P. tenueの大量

発生が確認され，カビ臭原因生物として考えられている ．

本報告の結果は，それを支持するものとなった．

要 約

2013年の７月から網走湖に産するヤマトシジミにカビ

臭が認められ，原因物質として2-MIBが検出されたため，

同物質を生成する放線菌を対象として，湖内における放線

菌数を調査した．その結果，湖水とシジミ本体の試料から

は放線菌は検出されなかったのに対し，底泥からは最高で

0.73cfu/mg検出された．ただし，その底泥の放線菌数は，

通常の富栄養湖の値と比べて10 分の１-10 分の１であっ

た．カビ臭が認められる放線菌を分離し，生成カビ臭物質

を調べた結果，2-MIBよりもジオスミンを生成する株の

方が多かった．これらの結果から，ヤマトシジミのカビ臭

被害に対し，放線菌は主たる原因ではないと考えられた．

本調査のご協力ご支援をいただきました，西網走漁業協

同組合，オホーツク総合振興局産業振興部水産課及び北海

道水産林務部水産局水産経営課の関係各位に深謝いたしま

す．
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