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|総説|

キノコの生育と栽措*

大賀祥治**

抄録

キノコは食用および薬用として，古来より活用されており，これらは腐生性の木材腐朽

菌，腐植菌，共生性の菌根菌，寄生性の冬虫夏草菌に分けられ，異なった生活様式で生態

的な多様性を示している.腐生性のものは，現在盛んに栽培が行われ大きな産業に発展し

ている。このなかで，子実体発生機構に関する知見が数多く得られ，実際の栽培面での子

実体生産活動に大きく貢献している。本総説では，キノコの生育特性および子実体発生に

関わる栽培環境について概説した.

キーワード:キノコ，木材腐朽菌，腐植菌，菌根菌，冬虫夏草菌，シイタケ，ヒメマツタ

ケ，マツタケ

1.はじめに

キノコとは，大型の生殖器官をつくる真菌類の総称で、あって，担子菌の大部分と接合菌，

子嚢菌，不完全菌の一部を指している.担子菌は核の融合と減数分裂が行われる器官とし

て担子器を形成し，その先端に担子胞子を外生する菌類で，落葉や木材などを分解還元す

る能力が高い.また，樹木の根と共生して菌根を形成することが知られている.我々に馴

染みの深い食用・薬用キノコのほとんどが，担子菌類に属する(古川1，1992). 

我が国では，キノコとの関わりが古く，平安時代の今昔物語ではキノコの話が記されて

いる.キノコが親しまれ，食用として，また幻覚材料として用いられていたようである.

平家物語，宇治拾遺物語，古今著聞集などにもキノコが登場している.その他の古い料理

書にも，ヒラタケ (Pleurotusostreatus)やシイタケ (Lentinulaedodes)などのキノコ

類が盛んに食材として取り扱われている.いずれも山野に自生する野生キノコを食べてい

たわけであるが，希少価値のある相当な費沢品で、あったことが想像される.

*OHGA， S : Growth and cultivation of mushrooms. 
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キノコ栽培では，シイタケが最も古い歴史をもっている. 1600年頃に豊後(大分)や伊

豆(静岡)を中心に人工栽培が開始された.原始的な手法で，クヌギ，コナラ類の原木に

ナタ目を入れ，自然に浮遊する胞子の付着を待つといったもので、あった.キノコ産業は，

1940年代の純粋培養菌の発明を機に1950年代に入ると急速な発展と遂げてきた(中村，

1983) . 

キノコは食生活の多様化と健康食ブームを追い風に注目度が高まっており，栽培方法は

自然環境を利用したものから，施設栽培へと移行してきている.最終産物は子実体である

が，歩留まり良く，良い形質をもったものを安定的に作り出すシステムの完成には至って

いない.子実体発生には，栄養成長段階で菌糸の集合体である二核菌糸体が十分に蔓延し

ていることが必須条件で，しかも生殖成長への引き金因子に応答できる，適正な熟成度を

有していなければならない.そして引き金因子として，外的環境因子と内的培地因子が複

雑に影響し合って子実体を誘起する.これらの条件は，キノコの種類によって大きく異な

り，同種でも品種間で挙動が異なる場合が多い.子実体発生の制御は，キノコの研究分野

で興味深い課題といえる.本総説では，キノコの多様性と生活環での子実体形成について，

特に栽培を中心に述べる.

2.生活環と生態

キノコは，生殖器官である子実体のひだの部分に無数の担子柄がつき，性の異なる 2ま

たは4個の胞子がつくられ，成熟すると多くの胞子が落下してくる.胞子は適当な環境の

もとで発芽し，菌糸に成長する.この菌糸は， 1個の核を有するもので一次菌糸とよばれ，

別の胞子から発芽してできた他の一次菌糸と融合し， 2個の核をもっ二次菌糸となる.こ

れらは細胞隔壁にクランプコネクション (clampconnection) とし、う突起をもつことで，

顧微鏡下で判別できる.これがさらに栄養

を吸収し，原基を形成して子実体を形成す

る.したがって，子実体は二次菌糸のかた

まりそのものである.子実体の主要構成成

分は，グ、ルコースで構成される多糖である

グノレカンと，キチンからなっている.図 1

は，胞子から子実体の形成までの過程，生

活環を示したものである.

キノコは，酸素を吸収し炭酸ガス (C02)

を排出する従属栄養生物である.生命を維

持し成長するためにエネルギー代謝を行い，

代謝物は生体内で複雑な酸化反応により，

その大部分は最終的にC02と水となる.エ

~U-......... 胞子

.~'川可\

ふ実体 }勃
》二認の徹会

ネノレギー源となる栄養物質は，主としてセ Fig. 1 Life cycle of basidiomycet凶
(Lentinula edodω). 

ノレロースやデンプンのような炭水化物であ 図1 シイタケ菌の生活環

る.これらの物質は加水分解されて単糖と
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なったのち菌体内に吸収され，ヘキソース・モノフォスフェイト(}也U>)経路やエムデ

ン・マイヤーホフ・パルナス (EMP)経路， さらにトリカノレボン酸 (TCA)回路を経て

エネルギーに転換される.

キノコは生活法から見て，腐生性(木材腐朽菌，腐植菌)のもの，寄生性(冬虫夏草菌，

菌根菌(共生))のものがある(図 2).腐生性のキノコは枯れ木，落ち葉，堆肥などか

ら養分をとるもので，枯れ木につくものは一般にセノレロースやりグニンの分解力があり，

木材腐朽菌と呼ばれている. rさるのこしかけ」といわれている硬質のキノコのほか，シ

イタケ，ヒラタケ，エノキタケ (Flammulinauelutipes) ，ナメコ (Pholiotanameko) ， 

ブナシメジ(功'psizigusmarmoreus) ，マイタケ (Glifolafrondosa)なども木材腐朽菌

で，菌糸体を材の内部に蔓延させて，これらを分解，吸収して生活している.堆肥などを

分解して養分をとるものは腐植菌で，ツクリタケ (Agaric凶 bおpor凶) (一般的にマッシュ

ノレームと呼ばれている)，フクロタケ (Voluariellauoluacea) ， ヒメマツタケ (Agaricus

blazei) ，ササクレヒトヨタケ (Coprinuscomatus)などがある.腐植菌の子実体は輪状

に発生することがあり，菌輪と呼ばれており， rフェアリーリング(妖精の輪)Jや「天

狗の土俵」として，世界の東西で広く親しまれている(図 3).菌輪は菌床の先端成長に

E歪喧喧コ
ナラタケ

シイタケ

カイ メンタケ

マイクケ

ヒラタケ

日唖E
ヒメマツタケ

ササクレヒトヨタケ

フクロタケ

ツクリタケ

直豆聖ヨ

lt{γ:/: 
¥，( 1 I IiIJlIi I 

1f;:37ジ

ハツタケ

Fig. 2 Fruit body habitat of basidiomy叫 es.Left to right order: Wood-rotting fungi: 
Armillariella mellea， Lentinula edodes， Phaeolus schweinitzii， Glifora frondosa， 

Pleurotus ostreatus; Litter decomposing fungi: Agaricus blazei， Coprinus comatus， 

Voluariella uoluacea， Agaricus bisporus; Insect fungi: Isaria sinclairii; MyCOl・rhiza:
Tricholoma matsutake， Lactarius hatsudake， Suillus bovines， Lyophyllum shimeji. 

図2 キノコの生活様式
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Fig. 3 Fairly ring of Agaricus cam戸~strお (Littlehampton ， UK， 1993.9) and Amanitα 
neoovoidea (Kitakyushu， 2003. 7) 

図3 ハラタケおよびシロテングタケの菌輪

伴って，年々外に広がって大きくなる.芝生上でよく見られ，菌糸の蔓延した部分は窒素

分などの養分が溶出するため，円状に芝生色が濃くなっている.また林内でも，菌輪を観

察できる これら腐生性のキノコは一般に，菌糸蔓延から子実体発生まで制御が可能なた

め，広く人工栽培され市販されている.特異的なものとして，アンモニア菌がある.動物

の屍骸などの存在で発生する.これらは，尿素を散布すると処理区のみに子実体が発生し

てくる(相良， 1976) 

子実体の形質は多様で，種の特徴を示す指標として重要である.野生に産し色彩豊かな

ものとして，タマゴタケ (Amanitahemibα:phα) ，ムラサキシメジ (Lepistαnudα)，ウ

スキキヌガサタケ (Dictyophoraindusiatα) ，アンズタケ (Canthαrelluscibarius)など

が挙げられる.オニフスベ (Lanopilanipponicα) は特徴ある腹菌類で，幼菌は食用であ

る.イカタケ (Aseroearachnoidea) も珍しい形の子実体である.一方，毒キノコでは，

ベニテングタケ (Amαnitamuscariα) やドクツルタケ (Amanitαmrosα) などがある.

世界各地でキノコを模ったモニュメントがみられ，広く親しまれている(大賀， 2004) . 

野性キノコで，Amanitα属菌には毒キノコが多く注意を払わなければならない.ただ，

同属のタマゴタケは非常に美味である.子実体形質は環境要因や遺伝的特質によって，た

まに通常とは異なることがあるので，同定には胞子の確認などが必要になる場合がある.

野生キノコはむやみに口に運ばず，事前に専門家による同定が望ましい. ["キノコアドバ

イザーj が全国で多数活動し，また各地にキノコ同好会が約50存在しているので，子実体

の同定の手助けを受けることができる.

寄生性のキノコは通常生きた樹木に宿って生活しているが，昆虫などに宿るものとして

冬虫夏草菌がある.冬は虫の状態で過ごし，夏に草(子実体)にかわるもので，昆虫の幼

虫，サナギ，成虫に寄生する.ツクツクボウシタケ (Isariasinclairii)のように，生き

た見虫などに寄生して殺してしまい，体液を吸収し栄養源にして成長する.セミ，カメム

シ， トンボ，クモなど寄生する宿主との選択性が高い点に興味が持たれる.冬虫夏草菌の

多くは漢方薬として珍重されている.冬虫夏草 (Cordycepssinensis)が代表的で同属の

名前の由来にもなっている(図 4).本菌はコウモ リガの幼虫に寄生する. 東チベッ ト高

原などに産し，その宿主の形態からキャタピラーファンガスと呼ばれる.この冬虫夏草菌
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は薬用として珍重されてきたが，野生種に限ら

れており，安定的な栽培法の確立が望まれてい

る.筆者らは，まったく新しい培地として，ス

ギ樹皮から調製したポリウレタンフォームに冬

虫夏草菌を栽培する研究を展開中である

(Ashitani et al.， 2004) (図 5). 

樹木に宿るものは，一方的に相手に害を与え

る場合(ナラタケ (Armillariellamellea) ，カ

イメンタケ (Phαeolusschweinitzii)) (図 6) 

は少なく，多くは樹木の細根に付いて，利害が

ほぼ平衡状態に達した共生生活をしている.す

なわちキノコの菌糸体が根に菌根 (my-

corrhiza) をつくり，これを通してキノコと樹

木が良い相互関係を保っているのである.通常，

樹木側からは糖，アミノ酸，ビタミン類を，菌

根菌からは水分やリン，カリウムなどの無機成

分を供給しているとされている 樹木に菌根を

作るキノコ類は，針葉樹を宿主とするものとし

て，マツタケ (Tricholomαmatsutαke)，ハナ

イグチ (Suillusgrev illei) ， ハツタケ

(Lactarius hatsudake) ，アミタケ (Suillus

bovinus) ，広葉樹を宿主とするものでは，ホン

シメジ (Lyophyllumshimeji) ， コウタケ

(Sarcodon aspratus)等が良く知られている

これらのキノコ類は森林が成立するために計り

知れない貢献をしている.このような菌根を作

るキノコは，相手の生きた樹木がなくては生活

していくことができない.菌根菌の子実体形

成機構は複雑で，シイタケやエノキタケのよ

うに人工栽培ができないのはこのような理由

からである.

Fig. 4 Fruit body of Cordyceps sinensis 
(Nepal，2003.12) and selling at 
market (Shanghai， China， 2004.2). 

図4 冬虫夏草の子実体および製品の底頭販売

3. 子実体発生

キノコは，菌叢内部で子実体形成への準備が整った段階で，環境条件の適合に伴い子実

体発生が始まる.キノコの成長に対する環境要因は物理的なものと，栄養的なものに大別

される.物理的なものは，温度，湿度，培地の水分状態，培地pH，光，ガス環境であり，

栄養的なものは，炭素源，窒素源，無機塩類，ビタミンがあげられる.子実体発生を誘起

する外的環境因子および内的培地因子とに分けて述べる.
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九州大学演習林で採取した

/ツクツクボウシタケ

ー

ポリウレタンフォームで

人工栽培したカメムシタケ

Fig. 5 Growth of insect fungi (Cordyceps nutαns) on the polyurethane form， and 
collected fruit bodies (lsaria sinclairii) in the field of Kyushu University Forest. 

図5 ポリウレタンフォームで栽培した冬虫夏草菌

ナラタケ カイメンタケ

Fig. 6 Fruit body of harmful fungi for tree growth. Left: Armillariella mellea， 
Right: Phaeolus schweinitzii. 

図6 樹木への害菌

3.1.外的環境因子

担子菌の子実体発生を誘起，促進する外的環境因子の主なものは，温度，湿度，通風，

光をはじめ，菌かき処理等がある.これらは単独で作用することはほとんどなく，それぞ

れEいに複雑に影響しあいながら子実体形成に関わっている.
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3.1.1.温度

栄養菌糸が25"Cで最適生育をみせる場合，それよりも低い15-20"C位に温度を下げると

子実体を発生することが多い.栽培キノコでは，数多くの品種が開発されているので一概

にはこの範囲に留まらないが，大部分で低温処理 (chilling)が子実体形成には有効で，

広く適用されている.

3.1.2.湿度

相対湿度が90%に以上保持されると，子実体発生がみられる.シイタケほだ木での自然

栽培では，朝霧などの微気象分野での湿度制御が子実体発生に大きく影響を及ぼしている.

実験室レベルでは，それほど重視されない因子であるが，実際の栽培室では重要な制御因

子で乾燥状態が長く続くと，活発な子実体発生は望めない.

3.1.3.通風

通気はガス環境を指している因子である.キノコは，代謝最終産物として二酸化炭素

(C02) と水を産出するが，このC02が子実体発生と形質に大きく影響する.栽培キノコ

は一般的に好気的条件を好むが，子実体発生が円滑にすすむC02濃度は1，000ppm前後で，

3，000 ppmで阻害がみられたことがツクリタケで報告されている.興味深いことは，菌糸

蔓延時ではこれよりも高いC02濃度でも十分に活性が高いことである.

シイタケでは， 100 g培地で、試験した結果，菌糸蔓延時は10mg/100 cm2/hr前後である

のに対し，子実体発生前には約4倍の41mg/100 cm2/hrとなり，急激にC02発生量が増

加することが分っている.エチレンも菌床より放出されており，子実体発生にともない急

増する.エチレンに関しては，培地組成が大きな因子となり，菌糸生育にとって好ましい

培地で，熟成度が高まったと思われるものは生成量が多くなる.また，菌床にエチレン生

成促進剤の1・アミノー1-シクロプロパンカノレボン酸 (ACC) を添加すると生成が促され，

逆に阻害剤のアミノエトキシピニノレグリシン (AVG) を添加すると生成が抑制された

(Ohga， 1998).従って，栽培環境の整備として換気に留意することが重要事項となって

くる.

3.1.4.光

キノコの成長に対して，光は菌糸蔓延時の栄養生長では影響がないか抑制するが，子実

体形成に対しては促進する場合が多い.栽培キノコでは，菌糸蔓延時に光を経験していな

いと，子実体形成が誘起されないとされている.子実体形成に有効な波長域は近紫外から

青色域にある.原基形成や子実体の傘の分化に対する作用スベクトルは， 330-520 nmの

領域とされている.実際には，原基形成に必要な光は白色光の10-100Jレックス程度で反応

する.

最近，アミスギタケ (Favolusarcularius)子実体の光誘導形成について報告され，光

照射による原基形成で菌体内フェノールオキシダーゼ、活性は誘起され，菌体外フェノール

オキシダーゼも同傾向であることが明らかになっている (Kitamotoet al.， 2000b). 

3.1.5.菌かき

キノコ栽培では，栄養菌糸が培地全体に蔓延した後に，培地上部の古い菌糸層を掻き取
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る操作が広く行われる.本工程は「菌かき」と呼ばれ，重要な子実体原基形成の誘起操作

である.菌床上部の障害部位で，細胞分裂と分枝が促進され，子実体が発生しやすくなる

と考えられる.木材腐朽菌のほとんどの栽培キノコで有効であるが，シイタケやマイタケ

ではこの操作は行われない.また，腐植菌の栽培ではこの「菌かき」工程はない.

3.1.6.覆土
腐植菌の栽培で汎用されているのが「覆土」工程である.コンポストを充填した菌床に，

種菌が十分蔓延した後，菌床の熟成度が上昇した時点で，ピートモスなどの土壌で菌床表

面を覆うことにより，原基形成を誘起する.覆土によるガス環境の変動，あるいは土壌中

の微生物相との関連など，いくつかの理由が考えられる.

3.1.7.電気インパルス
シイタケのほだ木に電気インパルスを印加すると，子実体発生量が増大することが明ら

かになっている(賓淵・山元， 1987) .これは，雷が鳴るとシイタケ子実体が大量発生す

るといった伝承に基づいて，研究が開始されたものである.筆者らにより，シイタケ菌床

でも効果が認められることが分っている (Ohgaetαl.， 2001) .菌床に直接電極を挿入し

て， 200 kV (充電電圧20kV) を印加すると2倍以上の子実体が発生し， 3回の発生での菌

床一代の総発生量が増加することが明らかにされた(図 7).その他の主要な8種類の栽培

キノコでも効果が明瞭に表れている(図 8).林地での野外試験では，アカマツ林床に直

接電気パルスを印加すると，キツネタケ (Laccar匂 lamαta) の発生量や発生様式に影響

が表れた (Ohgaand Iida， 2001) .また今後，マツタケなどの菌根菌での効果についても

試験を予定している.

子実体発生促進効果の作用機構としては，印加による菌糸への物理的な影響，つまり菌

糸に細かいひび割れ(クラック)が考えられる.走査型電子顕微鏡 (SEM)での観察結

果では，印加したものは多突起状菌糸が著しく糟大している現象が観察された(図 9). 

ほだ木栽培では，強い寒の後子実体の大量発生が普通にみられるが，これもクラック

(crack)に起因するものと思われる.本処理の作用機構の詳細は，生理的な影響など今

後の研究課題である.

3.2.内的培地因子
シイタケ菌糸の蔓延につれて，菌床熟成度が高まり固形分減少率が大きくなる.そして

菌糸による種々の成分の分解が進み，水可溶性成分が増加し，これに含まれるリグニン，

へミセルロース由来の280nmlこ極大吸収を持つフェノーノレ性物質，セルロース由来の炭

水化物，添加物由来の可溶性タンパク質の含有量が急増する.そして，著しいpH低下が

みられる (Ohga，1992a).菌体内に蓄積される主な栄養物質は，グリコーゲンとタンパ

ク質であり，子実体成長の原料になる.

3.2.1.添加物
著者らが行った範囲では，天然物煎汁がシイタケ菌糸の成長と子実体発生に有効で，特

にネギ，ニンジンで効果が著しい.熱水抽出により煎汁を調製し，その際固形分濃度を
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cool 

0.5 %位にすると効果が高いことが分っている.ネギ煎汁中の効果成分の主体は核酸関連

物質(アデニン，アデノシン)と含硫アミノ酸(シスチン)であることが明らかにされて

いる(大賀， 1988) .さらに，オリゴベプタイド高含有酵母エキス，サノレファイトパルプ

排液成分(稲葉ら， 1979) などの添加は，シイタケの生育に好影響をもたらす. 他に，酸

性プロテアーゼ阻害剤 (SP-I) (村尾， 1986)， リグニン(河村ら， 1983)，担子菌の発茸促

進物質としてサイクリックAMP(石川・宇野， 1980)，セレブロシド(川合， 1986) が知

られている.また，リボ核酸(大賀ら， 2004;阿部ら， 2004)，ワカメ(阿部ら， 2004)，員

化石や炭酸カル、ンウム(原田ら， 2003) などの成果がある.
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Pleurotus ostreatus， F: Pleurotus eryngii， G: Pleurotus abalones， H: Agr刀りbe
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図8 8種類の食用キノコに対するパルスパワーの影響
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印加処理 コントロール

Fig. 9 Effect of the electric impulse treatment (Lentinula edodes， X 500， SEM). 
Left: pulsed power treatment， Right: control. 

図9 電気インパルス印加により生じたシイタケ菌糸の変化

添加物は，菌床を調製する際に投与するのが最も効果的である.栄養成長が終了した後

に，生殖成長である子実体発生量の増加を目指し，栄養分や活性化剤を投与する方法は効

果が薄い.かっ，害菌進入の危険性が高まる.すなわち，菌糸蔓延の段階である栄養成長

時に作用させることが肝要で、あり，菌糸密度を高めたうえで，菌体内貯蔵養分を増大させ，

その結果として，後の子実体発生量に効果を期待するといった考え方が妥当である.シイ

タケ栽培では，数回の発生を繰り返し，発生操作として浸水処理を施す場合が多いが，浸

水槽に栄養分を入れると効果が期待できる(阿部ら， 2004). 

最近，エノキタケの菌糸体および子実体での糖アルコール代謝について報告され，子実

体のアラビ、ニトーノレは栄養菌糸体の代謝副産物と推定され，マンニトールは子実体中でマ

ンニトーノレ脱水素によるフラクトースへの代謝回転が示唆された (Kitamotoet al.， 

2000a) . 

3.2.2.水分環境

菌床内の水分環境を知るうえでは，菌糸にとっての有効活性水分，つまり実際に利用で

きる水分の量を示す水ポテンシャル (ψ) を測定するのが有効である (Eamusand 

Jennings， 1984; Badham， 1989). 従来ψは，木材腐朽菌，特にナミダタケ (Serpula

lacrymans)等について，培地や菌糸のψが論ぜられてきた (Boddy，1983). 

子実体の含水率は約90%であり，この水分は菌床からの供給にたよっており，菌床の

水分環境は重要である.菌糸蔓延が進むと菌床の含水率は増加し，特に子実体発生直前に

急激な増加がみられる (Ohgaet al.， 1998). 同時に菌床ψは上昇し (ψ は負圧で示され

るので，絶対値は小さくなる)，蘭床の水を引っ張る力は20気圧から8気圧位まで下がり，

菌床が水分を供給しやすい状態となる.

菌床を構成する主材料のおが屑の形状が，水分環境を決める大きな因子となる.さらに

おが屑の形質が，菌床の熟成度に大きく影響をおよぼすことがある.帯のこ，丸のこによ
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るおが屑と，グラインドされたおが屑とは形質が異なってくることが知られている.走査

型電子顕微鏡 (SEM)での観察結果では，グラインドされたものは，道管部の露出頻度

が多くなっており ，培地基材としての適性を高めているようである(図10).おが屑の樹

種や，エイジング処理の期間や有無が培地の水分環境に大きな影響をおよぽす 菌床の保

水性と通気性といった，相反する両因子を満足させる条件を見出すことが必要である.

また，培地中の種々の添加物が菌床の水分状態に大きな影響をおよぼすとされており，

常用される米ヌカは，培地栄養分としての役割に加えて，菌床に保水力を与えるといった

重要な機能をはたしている(清水・近藤， 1981). コットンハルのように水分環境を整え

る目的で使用されている添加物もある.筆者らは，高分子吸収剤をキノコ菌床の水分環境

を改善する目的で添加し，子実体の発生量が増加することを見出している (Ohgaet al.， 

2002) .高分子吸水剤には多くの種類があり，数種の原料が用いられているが，ポリアク

リノレ酸ソーダやポリピニルアルコールの安全性を解決しなければならない.

菌床の水分状態が子実体発生に大きく影響を及ぼし，適正な制御が重要事項である(図

11) .そのためには，水分の絶対量を表す含水率ではなく，菌床内の水分の状態を示す指

標としてψに注目し，これを測定することが大切である (Ohga，1999a) . 

グラインド 丸のと

Fig. 10 Difference of sawdust shapes (x 400， SEM). Left: grind， Right: cut with 
machine 

図10 おが屑調製法による形状の相違

3.2.3.酵素活性と遺伝子発現

食用キノコの菌床での菌体外酵素活性については，子実体発生に関連してツクリタケで

多く検討されてきた.子実体発生に伴って，セルラーゼ活性の増加，ラ ッカーゼ活性の減

少が特徴的な傾向として報告されている (Turner，1974; Wood and Goodenough， 1977; 
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Wood， 1980). 

シイタケ菌床の菌体外酵素活性

の経時変化で，子実体を発生した

ものと，しないものとで異なった

挙動が認められた (Ohga，1992b). 

子実体を発生したものは，加水分

解酵素のセノレラーゼ，キシラナー

ゼ活性が栄養成長時に急増し，高

レベノレで推移した.酸化還元酵素

のラッカーゼ，ジフェノールオキ

シダーゼ活性は全期間にわたって

低い.ラミナリナーゼ，キチナー

ゼ、活性は，子実体原基形成につれ

急激に増加するのが特徴である.
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成前より減少傾向をとり，逆に中 and fruit body yield ofLentinulG dOdes. 
性プロテアーゼ、活性の増加がこの 図11 シイタケ菌床の水分環境と子実体発生量の相関

時期で認められた.

キノコの基質分解機構に関して，酵素活性の発現と調節のメカニズムを遺伝子レベルで

調べている報告が多い (Yagueet al.， 1994; Chow et al.， 1994; Yague et aL， 1996; Yague 

et al.， 1997; Collins and Dobson， 1997; Vallim et al.， 1998).細胞壁多糖，リグ、ニンの分

解酵素の発生と制御に関する総説がある (Wood， 1998) .食用キノコでは，特に，ツクリ

タケ (Ohgaet αl.， 1999)やシイタケ (Ohgaand Royse， 2001)で研究がなされている.

ラッカーゼとセルラーゼ活性は，子実体形成と明確な関係があることが明らかになったが，

培地で、のmRNAの消長について，セルラーゼ遺伝子 (ceβ) およびラッカーゼ遺伝子

(lac1)を用いて，ノーザンブ、ロット分析およびCompetitiveRT-PCR分析で追跡した.ラッ

カーゼとセルラーゼ、活性は，遺伝子転写のレベルで、制御されていた(図12). ラッカーゼ

のmRNAは，コロニー形成の完成段階で最高になり，子実体形成期間に減少した.セル

ラーゼのmRNAの転写は，子実体形成の開傘時に最高に発現された.このような子実体

発生にかかわる遺伝子の発現調節が，どのような因子によって制御されるのか，そのシグ

ナノレを感知するメカニズムや，発現調節機構に興味が示されている.遺伝子制御により，

子実体発生時期や発生量の調節への期待が持てる.

また最近，エノキタケの子実体形成におけるグリコーゲンフォスフォリラーゼと， トレ

ハロースフォスフォリラーゼ、の代謝機能について報告され，子実体形成初期時の茎部でグ

リコーゲンフォスフォリラーゼの極大値が観察された.一方， トレハロースフォスフォリ

ラーゼの活性は，子実体形成にほとんど関与していないことが示された(Kitamotoet al.， 

2001) . 

3.2.4.熟成度

キノコ菌床栽培において菌糸蔓延段階の培養，熟成期間は重要な因子であり，引き続い
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ての子実体発生量および形質に

大きく影響する (Ohgaand 

Donoghue， 1998) .特に，菌床

熟成度の高まった時点で子実体

を誘導することが必要であり，

熟成度の正確な把握が重要なポ

イントとなってくる.

培養初期段階で菌叢蔓延領域

の菌糸密度を知る手段としては，

菌床表面の白色度測定が最も簡

便で有効な方法といえる.測色

色差計により定量的に数値化で

き(三刺激値のZ値/1.18)，菌

床中の菌糸密度を正確に把握で

きる.シイタケ菌床で培地組成

の違いに起因する菌糸密度の差

を正確に感知することが可能で

ある.白色度の最高値は70-80で

(y=23.5+14.0 x， y:白色度， x: 

菌体絶乾重量)をもとに菌体量

を算出すると，絶乾重量3.3-4.0

mg/cm2程度となる.以後，培

養日数の経過につれ，各々いず

れも酸化還元酵素が誘導され始

め，菌床表面で褐変が始まるの

で白色度は次第に低下していく.
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シイタケ菌床におけるセルラーゼとラ ッカーゼの

活性変動および転写の消長
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。

図12
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菌床での菌糸の蔓延度は，菌床pHの変化によって測定できる.ブロモフェノールブルー

(BPB)を菌床に直接噴霧し，その呈色強度を測色色差計で測る.なお，これらの呈色は

肉眼観察でも容易に判別ができる.菌糸の蔓延していないものはpHが高いため紫色に，

蔓延したものはpHが低いため黄色になる.無処理のものは，培地の色の変化がほとんど

ないのに比べ， BPBで処理すると熟成度の変化の様子が色の違い(紫色から黄色へ)に

よって明瞭に判別できる.この黄色みの強さはb*値として数値化され，熟成度の変化を

客観的に追跡可能である (Ohga，1999b). 無処理の菌床では， b *値が10前後であるの

に対し， BPBを用い噴霧呈色させることにより， b申値が10から50まで，培養日数の経

過とともに増加していく.原木栽培でのほだ木でもBPBの呈色による識別ができる.

菌床内の菌体量を直接測定することは難しいが，熟成度を数値として客観的に把握する

ためには，菌体成分を指標とするか，あるいは菌体の生理活'性について各種の化学分析法

を駆使すれば有効な手段となる(図13). これまで、指標成分として，キチン， RNA， ATP， 

グリコーゲン，エノレゴステロール， リン脂質の含有量，また生理活性として，呼吸量

(C02発生量)，酵素活性(デヒドロゲナーゼ，エステラーゼ)等が数種の分析方法で検討

されている.エルゴステロール含有量については，菌根菌のハナイグチでも有効性が確認

されている (Ohgaand Wood， 2000). 

シイタケ菌床では，キチン，グリコーゲンは菌床内では幼子実体形成まで増加を続け，

開傘以降は急減しており，子実体に急ピッチで、供給している.エノレゴステロールは，原基

形成に向け急増しており，子実体形成でピークをみせている.またリン脂質は原基形成直

前にピークをみせている.これら，エルゴステロールとリン脂質は，いずれも栄養生長時

に菌床内で急増している.子実体発生の前兆としてピークが表れて，それらの活性が変化

するものがほとんどで，何種類かの組み合わせにより子実体発生の指標となり得る(大賀，

2002) .二酢酸フノレオレセイン分解活性は，栄養生長から生殖生長にかけ増加カーブを描

き続けており，菌体量を反映しているようである.

4.子実体生産

表 1に示すように，現在栽培されているキノコのほとんどのものが木材腐朽菌に属し，

シイタケ，エノキタケ，ナメコ，ブナシメジ，マイタケ，エリンギ (Pleurotuseryngii) 

などがある.また腐植菌では，我が国ではあまり生産量が多くないが，ツクリタケ，フク

ロタケが世界的には大量に生産されている.一方，菌根菌は人工栽培が難しく，最近ホン

シメジが菌床から栽培できることが報告された.マツタケは，今のところ従来発生がみら

れた林地の環境を整備して，発生を促す段階にとどまっているのが現状である.いずれの

栽培キノコも，最終段階の子実体発生に向けて数多くの制御を施している(大賀， 2001;

江口ら， 2003). 

4.1.木材腐朽菌

我々に最もなじみ深いキノコで，食用として深くかかわってきた.最近では，ハナピラ

夕ケ (ωSpαrαssおC伊r阿色.

(図14心)，それらを原料にした製品の生体調節機能が期待されている.
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Fig. 13 Change of components of Lentinla edodes in the sawdust-bas吋
substrate. Allows indicate fruit body initiation. 

図13 シイタケ菌床での指標成分の変動

最近は菌床法による栽培がほとんであり，唯一原木栽培が継承されてきたシイタケでも，

菌床栽培での生産量が全体の 7割以上を占めるようになってきている.

4.1.1.原木栽培

シイタケが代表的であり，江戸時代からの我が国における栽培方法である(図15). ブ

ナ科の樹種が汎用され，栽培では樹種特性がみられる(大賀ら， 1977). 栄養分をいっさ

い加えず木材本来の成分を利用して菌糸蔓延，子実体発生を行う.一般には自然環境に委

ねた自然栽培であるが，人為的に子実体発生を誘起するための，浸水処理を行う周年栽培

法がある.この栽培方法では高温性品種を用い，ほだ木には「さくら肌Jと呼ばれる樹皮

が平滑なコナラが選ばれ，比較的小径木が用いられる場合が多い.樹種やそれぞれの樹皮

形態で浸水時の吸水量に差異が生じ，子実体発生量に大きく影響が出てくる.

菌糸活着，蔓延および子実体発生促進に向けて，種駒接種時に各種の栄養分を添加する
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木材腐朽菌

腐植菌

菌根菌

寄生菌

キノコの生育と栽培

表 1 栽培されているキノコ類
Table 1 Edible mushrooms cultivation. 

商業生産

シイタケ，エノキタケ，ブナシメジ，エリンギ，

ヒラタケ，ナメコ，マイタケ，タモギタケ，

クリタケ，ヤナギマツタケ，ムキタケ，

ブナハリタケ，ウスヒラタケ，キクラゲ，

ヤマブシタケ，アワピタケ，ヌメリスギタケ，

マンネンタケ，ハナピラタケ，ブクリョウ，

パイリング

ツクリタケ(マッシュノレーム)，フクロタケ，

キヌガサタケ，ヒメマツタケ(アガリクス茸)

ハタケシメジ

なし(ホンシメジで子実体発生例)

なし(冬虫夏草菌を研究中)
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ことが，著者により試みられている.天然物由来の熱水抽出物を脱脂綿に含浸させて，接

種穴を穿孔した後に挿入し，その上から種駒を打ち込む方法である.本法では，サノレファ

イトパルプ排液から分画された成分も試験に供され効果が認められている(大賀， 1986). 

4.1.2.菌床栽培

おが屑と栄養分を混合し，培地含水率を60-65%に調整したものをポリプロピレン製の

袋やボトルに詰めて，殺菌，放冷後に種菌を接種し菌糸培養，子実体発生を行う栽培法で

ある(図16).栽培培地は一般的に菌床と呼ばれている.栄養分としては，米ヌカ，フス

マ，コーンプランをはじめ各種の添加剤が知られている.また菌床の通気性や水分環境を

制御するためにコットンハルやコーンコブが汎用されている.本法では殺菌処理を施すの

が特徴で， 120oC， 1.2 kg/ cm2程度の高圧殺菌が1-2時間行われたり，常圧での蒸気殺菌

が5-6時間施されたりする.この殺菌工程は種菌接種前の菌床を無菌化するのが主目的で

はあるが，菌床のクッキングも重要な目的である.実際には，昇温時間，最高温度保持時

間，むらし等の工程でさまざまな工夫がこらされている.これは栽培するキノコの種類，

菌床の大きさ等により異なり，微妙な制御が必要で、ある.

伝統的にエノキタケ栽培が効率良く制御された環境下で生産されてきた.最近，非常に

良く制御された生産例として，マイタケ，ブナシメジ，エリンギが挙げられる.これらの

菌床は本来の生育環境に基づいた条件下に設置され，子実体発生率を高める工夫が施され



28 大賀祥治

ハナピラタケ ヤマブシタケ

Fig. 14 Medicinal mushrooms belonging to wood rotting fungi. Left: Sparassis 
crispa， Right: Hericium erinαceum. 

図14 木材腐朽菌の薬用キノコ

Fig. 15 Cultivation of Lentinula edodes on the log wood. 

図15 シイタケの原木栽培
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ている.

最近，中国の上海地域に良く整備された巨大なキノコ生産工場が新設されている.図17

では，エノキタケとブナシメジの生産施設を紹介する.技術や施設の多くは，我が国のも

のが移入されているが，現地の状況を考慮して種々の工夫が実施されている.菌床には，

アカマツおが屑，綿実粕など特有の材料が利用されている事例がみられる.筆者らの提案

した，菌床の水分環境改善のための高吸収剤を，実際に適用してエリンギやブナシメジを

栽培している施設がある.台湾から積極的に経営参画されており，今後もキノコ生産団地

が多く生まれてくるものと思われる.

ヒラタケ，ブナシメジ，エノキタケの野生種と栽培したものの形質の違いを写真に示す

(図18).栽培されているものは，いずれも野生種から分離した菌を，交配育種などの手

法で人工栽培用に改良した菌株である.そして環境を制御し，均一な子実体を効率よく生

産するシステムが完成している.エノキタケは，野生種と大きく異なり白色系の子実体が

数多く産生される菌株が作出されている.一般的にはエノキタケといえば， I白いキノコ」

を連想するまで、になっている.最近，本来の黄茶色に近い品種が市場に登場してきている.

4.2.属植菌
腐植菌の栽培はコンポストの調製が前提で，イネワラ，ムギワラ，サトウキピ等を堆積

したものを数回のきり返し処理により，好気・嫌気自然発酵を繰り返すのが特徴である.

本工程で70司 800Cまで混度が上昇して殺菌処理となる.調製されたコンポストをトレイに

詰め込み，種菌を接種して菌糸蔓延後に覆土して子実体を発生させる.腐植菌では，欧米

のツクリタケ(図19)，東南アジアのフクロタケ(図20)が代表格で長い歴史を有し，世

界的な生産量を誇っている.我が国ではヒメマツタケの生産量が増えている.元来ブラジ

ノレに野生種として自生していたが，制御された環境内で子実体が効率よく生産されるよう

になっている(図21). ヒメマツタケは，抗腫療活性や免疫賦活効果などの薬用効果を期

待して服用される例が多い.本菌は種々の生活習'慣病や悪'性腫療に効果があった実例が多

く，科学的な臨床資料の蓄積や薬理成分の解明が進んでいる(藤原・江口， 2004). 

4.3.菌根菌

菌根菌には美味なキノコが多く，マツタケ，ホンシメジ，西洋ではトリュフ (Tuber

sp.) ，ヤマドリタケ (Bolet山 edulis)が珍重される.実際には，すべて野生種か，管理

された自然環境下で得られる.これまで地道な試験が重ねられてきたにもかかわらず，こ

れらは人工栽培が現時点では不可能である.

マツタケでは，多くの生態的な成果がある(浜田， 1974;富永・米山， 1987;小川， 1991). 

ほとんどのものは菌糸の生育カが弱く蔓延速度が遅いので，実験が難しい場合が多い.筆

者らは，マツタケ発生林で子実体発生直前に，キシランを糖源としたトルラ酵母から調製

した核酸関連物質を散布すると，子実体の発生量が著しく増大する現象を見出している

(大賀ら， 2002).数年にわたり，韓国忠清北道で現地の忠北大学，忠北道森林試験場，楓

山森林組合と，繰り返し共同研究を続けているが， 3年間で毎年散布効果として，収穫量

の増加が認められ，子実体の形質も優良である(図22).今後は，中国吉林省や圏内の群

馬県に新たに設定した試験地も含めて，子実体発生促進効果の詳細を検討予定である.マ
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Fig. 16 Cultivation of Lentinulαedodes 
on the sawdust-based substrate. 

図16 シイタケの菌床栽培

Fig.17 Cultivation of edible mushrooms 
(Flammulina velutipes， Hypsizygus 
marmoreus) in Shanghai， China 

(2004.2) 

図17 中国，上海地域でのキノコ栽培

(エノキタケ，ブナシメ ジ)
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↑エノキタケ ↑ブナシメジ
↓ヒラタケ

Fig. 18 Difference of shapes between wild and culture fruit body of various edibl巴

mushrooms. Left: Flammulina velutipes， Right: Hypsizygus marmoreus 
Bottom: Pleurotus ostreatus. 

図18 野生種と栽培品の子実体形質の相違
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Fig. 19 Cultivation of Agancus bis_戸 rus(Boldoux， France， 1989.6). 
図19 ツクリタケの栽培

Fig. 20 Cultivation of Voluαπella uoluamα(Kasetsart， Thailand， 2003.12). 
図20 フクロタケの栽培

Fig. 21 Cultivation of Agancus blazei (Hitoyoshi， 2003.11). 
図21 ヒメマツタケの栽培
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Fig. 22 Effect of nucleic acid related component for fruiting of Tricholomαmatsutαke 
(Chung-Buk， Korea， 2000.9)， Hatted cirde: Pinus densiflora， Open circle: 
Quercus mongolica. 

図22 核酸関連物質がマツタケ子実体発生量におよぼす影響
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ツタケ菌糸の生育促進に，サノレファイトパルプ排液成分が有効で、あることも報告されてい

る(寺下， 1989). 

ホンシメジは美味なキノコで，古来より「においマツタケ，あじシメジJとして珍重さ

れてきた(図23) 菌根菌では旧来，栽培が不可能とされてきたが，ホンシメジの人工栽

培が報告されている (Watanabeet al.， 1994;太田， 1998). また，空中取り木によって調

製された無菌苗に，あらかじめ純粋培養しておいた菌糸を接種，培養する方法でも，実際

に子実体が発生している (Kawai，1997) .菌根菌のなかでも，腐生菌に近い遺伝的な特

質を持ったものの可能性が考えられる.ホンシメジの例にみられるように，すべての菌株

が栽培可能なわけではなく，特定のものに限られていることからも，遺伝的な差異が理解

できる.

トリュフは，キャビア，フォアグラとならんで「世界三大珍味」とされ，地中内で菌根

を形成するため，採取が非常に難しく高値で取引されている.ニュージーランドでは，実

験的に制御された広葉樹林で，感染させた苗を植栽する方法での人工栽培例が報告されて

いる 我が国には自生はみられないか，希少種とされてきたが，最近各地で発見例が伝え

られるようになった(図24). 

以上のように，菌根菌の子実体形成に向けて，遺伝子や生理的特質を詳細に検討するこ

とで，これらの人工栽培の道が開ける可能性があると考えている.

Fig. 23 Fruit body of Lyophyllum shimeji. 
図23 ホンシメジの子実体

Fig. 24 Fruit body of Tuber sp. (Hiroshima， 

2002. 9). 
図24 トリュフ属の子実体

5. おわりに

キノコの生育特性は複雑であり，特に子実体発生機構の全容は，いまだに解明には至っ

ておらず未知の部分が残っている.生産サイドでは，経験員IJから裏付けられた生産制御法

が多い.ただ， これまでに報告された研究成果が，実際の生産に有用な指針となっている

例もみられる.各種キノコの生理作用や子実体発生機構の解明により，キノコ栽培での生

産制御が可能になるものと思われる.

我が国のキノコ生産では，マイタケ，ブナシメジなどで良く生産システムが完成され，
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シイタケで人的操作が未だに多く残っており，生産制御にむけて今後の改善が急がれる.

キノコは，これまでの食材としての位置付けから，健康保健食品として，生活習慣病への

有力な対応手段として期待されており，付加価値が高まり需要が増大していくであろう.

我々の生活に，これまで以上にキノコが深くかかわっていくことを期待している. r広
がれキノコ文化Jを内外に唱えたい.
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Summary 

Fruit bodies of basidiomycetes ha v巴 beenutilized for a long time. They belong to 

three physiological categories which differ in their ecological patterns. One type 

compri呂 田 the wood rotting and litter decomposing fungi， and the other type the 

mycorrhiza and insect fungi. The wood rotting fungi especially have been developed 

in the field of industrial cultivation of edible mushrooms. Much work has been 

focused on topics of the fructification mechanism of basidiomycetes. The results of 

this work have contributed to the industrial scal巴 ofedible mushroom cultivation. 

This review describes the outlines of fructification topics in the culture environment 

and substrate field， and refers to the relationship between cultivation methods and 

the fructification mechanism. 

Key words: mushroom， wood rotting fungi， litter decomposing fungi， mycorrhiza， 

insect fungi， Lentinula edodes， Agaricus blazei， Tricholoma mαおut，αke
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ベニテングタケ 。AmαmtαmuscαTlα

ウスキキヌガサタケ ・Dictyophoraindusiαtα 

アンズタケ Cαnthαrellus cibαTlUS 

ドクツノレタケ Amαmtαmrosα 

ムラサキシメジ :Lepista nudα ベニヤマタケ :Hygrocybe coccinea 

チチタケ :Lαctariusuolemus ヌメリスギタケ:Pholiotααdiposα 
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オニフスベ :Lanopila nipponicα 

ムキタケ 。Panellusserotinus 
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ササクレヒトヨタケ ーCoprinuscomαtus 

ノ、ナイグチ :Suillus greuillei 
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クリタケ Naematolomαsublαtentwm 

ノ、ナオチパタケ :Mαrαsmiuspulcherripes 

ツクツクボウシタケ Isαnα sinclairii 

スギヒラタケ :Pleurocybella porrigens 



44 大賀祥 治

イカタケ Aseroeαrachnoideα カゴタケ :Ileodictyon gr，αcile 
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カニノツメ:Linderiαbicolumnαta カエンタケ:Podostromαcornu-dαmαE 

アミガサタケ:Morchellαesculentα 

ノ、ナホウキタケ:Romαnα formosα 

ヨ

ハタケシメジ Lyophyllum decαstes 

ツチグリ :Astraeus hygrometricus 
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(明) (暗)

シイノトモシビタケ :Mycenαlux-coeli 

ヤグラタケ :Asterophora lycoperdoides タマゴタケ :Amαnitαhemibαphα
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