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論文
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The purpose of application of spon匂neousmutation to breeding was to perform the genetic ana1ysis of the pileus-color 
trait of white mutants (albino) belonging to Pleurotus cornucopiae var. citrinopileatus. Furthermore， an exarnination of the 
stipe-apogeotropism loss仕aitobserved during the genetic analysis of the white trait was also added to study its heredity. As 
a result， it was observed仕latsevera1 recessive genes were responsible for the white trait， whereas only a single recessive 
gene was responsible for the stipe-apogeotropism loss仕ait.Linkage ana1ysis revealed出atthese fruiting-body traits (pileus-
color and stipe-apogeotropism) and their incompatibility factors (A and B) were not linked to each other. In addition， be-
cause a11 the apogeotropism loss mutants were accompanied wi也 aspore deficit mutation， it was assumed白atboth the mu-
tations were closely related. 

QapaneseJournal ofMycology 56: 27 -32，2015) 
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緒言

タモギタケ [PleurotuscornucoPi・aevar. citrinopileatus 

(Sing.) OhiraJは，主に北海道や東北に天然分布して

おり，初夏から秋にかけてニレ類を主とする広葉樹の伐

根や倒木から発生するきのこである(長沢 1993).また，

北海道ではタモギタケの施設栽培が 1970年代から行わ

れ，現在も国内生産量の約 8割を占めている(北海道水

産林務部 2013).北海道立林産試験場(現在，北海道立

総合研究機構林産試験場，以下，北林産試)では，施設

栽培に適したタモギタケの開発を行い，これまでに 4品

種が活用されてきた(瀧津 1994，原田ら 2008，原田

2012) .著者らは，育種材料として野生菌株を収集する
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中で，自然突然変異と考えられる白色子実体のタモギタ

ケ菌株を分離した

野生型本来の色調に比べ白色の子実体を有するきのこ

(a1bino ;以下，白色系きのこ)については，シイタケ

[Lentinula edodes (Berk.) Pegler Jやヒラタケ [Pleurotus

ostreαtus Qacq.: Fr.) KummerJ.アラゲキクラゲ [Auricu-

lariαρolytricha (Mont.) Sacc.] ，トキイロヒラタケ (Pleル

rotus salmoneostramineus L.Vass.)について報告があり，

これらはすべて野生株や栽培種から見いだ、され自然突然

変異と考えられる(小松・木村 1968;有田 1974;小松

1977; Mur北arniand Takemaru 1990). 

白色系きのこの産業上の利用については，エノキタケ

[Flammulina velutipω(Curt.: Fr.) Sing.]がよく知られ
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ており，従来，暗黒条件下で栽培を行う「白色系」の品

種が用いられてきたその後，光照射下でも着色しない

「純白系」と呼ばれる品種が開発され， 1990年頃から切り

替わり(中村 1992)，現在，エノキタケの純白系品種が多

く品種登録されている.他の白色系きのことしては，マイ

タケ [Grifolαfrondosa(Dicks.: Fr.) S. F Gray Jやブナシメ

ジ [Hypsizygusmarmoreus (Peck) Bigelow J，ナメコ [Pho-

liota microspora (Berk.) Sacc. =Pholiota nameko (T Ito) S. 

Ito et ImaiJ.アラゲキクラゲが品種登録されており，実際

に生産・販売されているものも多い.

このように白色系きのこは， 産業上一定の需要が見込

めることから育種素材として有望だと考えられる そこ

で育種への利用を目的としてタモギタケ白色変異体菌株

の白色形質の遺伝分析を行った さらに，それら遺伝分

析の過程で観察された背地性喪失形質の遺伝性について

も検討を加えた

材料および方法

1 .供試菌株

供試菌株は，タモギタケ HfpriPc02-1(白色変異体菌

株， 2002年道内で採取された菌傘が白色の子実体から

組織分離，菌輩研究所保存番号 TMIC-36002，以下

Pc02-1と呼ぶ)， タモギタケ HfpriPc05-1(交配育種で得

られた菌株，表現型は菌傘が鮮黄色で野生型株，以下

Pc05-1と呼ぶ)の 2菌株 (Fig.1)を用いたまた，

Pc05-1の培養菌糸体をプロトプラスト培養法(米山ら

1997)により脱二核して得た構成核由来のネオハプロン

ト (以下Y1)も供試した Pc02-1およびPc05-1は，北

林産試で SMYP寒天[可溶性デンプン 2.0% (w/v，以

下同)，麦芽エキスl.O%，酵母エキス 0.1%，ポリペプ

トン 0.1%，寒天l.5%J培地を用いて継代培養により保

Þ~;';'2-

存を行っていたものである.

2. 栽培試験

カラマツ [Larixleptolepis (Sieb. et Zucc.) GordonJお

が粉とフスマ(日本製粉製)を 1: 1 (w/w，絶乾重量

換算)で混合し培地水分65%となるように水道水を

加え調製した培地を 850ml容のポ リプロピレン製栽培

ピンに 460g充填した高圧殺菌後，同様の培地を用い

て作製した種菌を接種し子実体原基の形成が確認される

まで，温度 22::!: 1't，相対湿度 70%に設定した暗条件

下で、培養を行った.子実体原基形成確認後，温度 16::!:1't 

または 18::!:l
O

C，相対湿度 90::!:5%，照度約 350lx[白色

蛍光ランプ FL20S.w，東芝ライテック(株)， 12時間/日]

の2条件下で子実体の生育を行った各栽培ピンにおけ

る子実体総発生数の 50%以上の菌傘が2.5cm程度に生

長した時点で，菌傘の色および子実体の形態を観察し採

取した傘色の評価は，Pc02-1の傘色 (白色)と Pc05-1

(鮮黄色)を基準と して菌傘の中央部および周縁部をそ

れぞれ相対的に評価し (0純白色:Pc02-1の傘色よりも

白色， 1白色 Pc02-1と同程度， 2中間色:Pc02-1より

も着色，かつ， Pc05-1よりも淡い， 3鮮黄色:Pc05-1と

同程度)，菌株ごとの平均値を算出し傘色指標とした

子実体の形態については，正常なタモギタケ子実体に見

られる菌柄が重力と逆方向に立ち上がる性質「背地性=

負の重力屈性」を喪失した菌株(以下，背地性喪失，お

よび背地性喪失株と呼ぶ) (Fig. 2 A-B)が多数認められ

たため，その有無を判定したまた，背地性喪失株は正

常な胞子形成能を喪失している(以下，胞子欠損性変異)

可能性が高い(堀越 1990)ため，以下のようにして胞

子紋形成の有無を確認した まず，採取 1~2 目前の菌

傘 l個を切り取り ，黒色紙に載せて一晩経過後，胞子紋

の有無を目視で判断した胞子紋の形成が認められない

Fig. 1. Fruiting bodies of the white mutant strain (HfpriPc02-1) and the wild-type strain (HfpriPc05-l) of 

Pleurotus cornucoPiae var. citrinopileatus. Bars， 5 cm. 
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Color of 

pileus 

White 
(albino) 

Yellow 
(wild) 

Stipe-apogeo廿oplsm
トタ~'"主主'v.;.?-~:;':' ，~ ・.11

Normal 

Fig. 2. Four representative types of phenotypes observed in出e137 s仕a凶sprovided by linkage analysis: A 

White pileus and stipe-apogeo仕opismloss. B. Yellow pileus and stipe-apogeo仕opismloss. C. White 

pileus and normal stip仔apogeo廿opism.D. Yellow pileus and normal stipe-apogeotropism. Bars， 5 cm. 

場合は，採取後の菌傘を用いて同様の調査を行い，再度

胞子紋の形成が確認できなかった菌株を胞子欠損性変異

株としたー

3.変異形質の遺伝分析

(1)白色変異体Pc02-1自家交配株の表現型の調査

Pc02-1子実体から単胞子分離集団 (Pc02-1由来単核

系統)を175系統分離した.まずそれらの中から任意に

選んだ 12系統問で総当たり交配を行い，コ ロニー外周

部におけるクランプコネクション形成の有無を検鏡で確

認し，典型的な 4種類の交配型のテスタ ー (a003，

a004， a012， a026)およびB因子の組換えが起こった

と考えられる 1系統 (a033) を選抜したなお，A=

B宇の組合せはパラージ反応を指標にして判断した(衣

川1990，武丸 1982)選抜した交配型テスタ ーを用いて，

175系統すべての交配型を決定した 交配型決定の際，

和合性の組合せを確認できた}I[買に得られた 88菌株 (白

色変異体自家交配株)を栽培試験に供試した

(2)他家交配株(白色変異体株×野生型株)の表現型の

調査

任意に選んだ Pc02-1由来単胞子分離系統 (4交配型

を含む 9系統)と野生型株Pc05-1のネオハプロン トY1

を交配して得た 9菌株を栽培し表現型を調査した.

(3)検定交配株の表現型の調査

Pc02-1由来単核系統 a003(A3B3)とY1(AIBl)を

交配して得た交配株 003Fの単胞子分離集団 137系統を

分離した 137系統の交配型を決定するとともに

-29ー

Pc02-1由来単胞子分離系統 a004(A4B4， a003と交配和

合性)を検定親として検定交配した作出 した 137菌株

(検定交配株)を栽培して子実体の表現型を調査し交

配型および表現型の分離比が期待値に適合するかどうか

を検定した (x二乗検定)• 

結果

1. 白色変異体 Pc02-1自家支配株の表現型

Pc02-1由来の単胞子分離系統 175系統のうち，165系

統は典型的な交配型を保有していた [A3B3(36)， A3B4 

(50)， A4B3(39) ， A4B4(40)]. 残り 10系統は a033の

ように組換え型の不和合性因子を保有するもの (4) や

テスタ ー4系統すべての聞でクランプコネクションの形

成を確認できなかったもの (6)であった.

栽培試験に供試した白色変異体自家交配株 88菌株は，

計 67系統を用いて作出したが ほとんどがテスター4

系統 (a003，a004， a012， a026)あるいは組換え型のB

因子を保有する a033を片親に持つものである.栽培試

験の結果， 自家交配株 88菌株中 82菌株で子実体を得る

ことができた 複数の自家交配株の片親に使用した 9系

統に由来する自家交配株子実体の表現型を Table1に示

した なお，Table 1の「交配で作出した菌株数」には

組合せが重複する交配株が 10菌株含まれている.白色

変異体自家交配株の傘色は， Pc02-1 (傘色指標 1，白色)

に比べより白色度の強い純白色から中間色(灰白色また

は淡黄色)まで違いが認められた例えばa026由来の
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交配株 (10菌株)の傘色指標は平均1.8 (0.8~2.0) で

あり，野生型菌株Pc05-1の傘色(傘色指標 3，鮮黄色)

と比較すると明らかに黄色みが薄かった.また，同一菌

株でも色の違いがみられたが，生育温度と傘色との問に

は一定の傾向は認められなかったまた，子実体の柄が

背地性を喪失した菌株が多数認められ，背地性喪失株

36菌株，背地性(野生型)株46菌株となり，片親が共

通の交配株においても背地性喪失の有無が分かれた (Ta-

ble 1). 例えばa003由来の交配株(16菌株)に背地性

喪失と野生型の両者が認められたことから，背地性喪失

は劣性遺伝子により支配されていることが示唆された

自家交配株の作出に供試した 67系統中， 31系統が本劣

性遺伝子を保有し 27系統は保有していないと推察さ

れ， 9系統は供試数が少ないため確定できなかった

2.交配株(白色変異体株×野生型株)の表現型

次に 4交配型と B因子の組換え型を含むように 9系

統を任意に選抜し野生型株Pc05-1由来ネオハプロン

ト (Y1) と交配して 9菌株を得た栽培試験の結果， 9 

菌株は全て子実体を形成し，その傘色は鮮黄色(傘色指

標 3.0)で背地性喪失は見られなかった. Pc02-1由来の

単核系統と Y1の交配株が全て野生型の形質を示したこ

とから，白色形質と背地性喪失はそれぞれ劣性遺伝子に

よって支配されていることが示された.その 9菌株中，

自家交配株の栽培試験結果から白色度が高く(傘色指標

0.9)背地性喪失変異を有すると推定された a003(Table 

1) とY1の交配株003Fを選ぴ，その単胞子分離集団

137系統を得たこの 137系統の交配型は，交配型を決

定できなかった 2系統を除けば，典型的な交配型がほぼ

同数認められた [33(AIBl) : 30 (AIB3) : 38 (A3Bl) : 

34 (A3B3)， l=0.97， 0.75 < p < 0.90]. そして a003

と交配和合性，かっ自家交配株の栽培試験結果から白色

度が高く(傘色指標 0.7)背地性喪失変異を有すると推

定された a004(Table 1) を検定親として交配し 137菌

株を作出した

3.検定交配株の表現型

検定交配で作出した 137菌株は，栽培試験で全て子実

体を得ることができた (Table2， Fig. 2). それらの傘色

は，明瞭な純白色や鮮黄色のほか多くの中間色が発生し

たが，傘色指標で比較すると白色の変異型株 (0.0~ 1.4)

と黄色の野生型株 (2.0~3.0) とに明確に識別できた.

一方， Table 2に示したように，傘色は白色 88株:黄色

49株で表現型の歪みが認められ，x二乗検定の結果は

1 : 1の帰無仮説を棄却した(P< 0.005). また，背地性

喪失と胞子欠損性は全て一致し，背地性喪失 67株:野

Table 1. Pleurotus cornucopiae va工citrinopileat附 whitemutant phenotypes by self-mating stock. 

Numberof Color index of pileusb) Apogeotropism of stipe 

Matingtype Strain# stocks by Number Numberof 
matinga) 

(Mean :t SE) 
ofLossC

) Normal 

A3B3 a003 Tester 16 0.9 士 0.06 9 7 

a011 5 0.8 + 0.08 3 2 

A3B4 a026 Tester 10 1.8 + 0.05 。 10 

a062 3 1.7 士 0.09 。 3 

a012 Tester 20 1.2 + 0.05 9 11 
A4B3 

a043 3 1.6 + 0.17 。 3 

a004 Tester 14 0.7 + 0.05 9 5 
A4B4 

a014 2 0.9 ± 0.11 。 2 

A4Brec a033 19 1.0 ± 0.06 9 10 

a) Number of stocks by mating: each stock had four replicate cultivation bo抗lesbut some bo仕lesdid not form fruiting 

bodies. 

b) Color index of pileus: Relative average value of the central and peripheral parts of the pileus， respective1y on the basis of 

Pc02-1 (white) and Pc05-1 (yellow). 

o = pure white; more white than Pc02-1 pileus; 1 = white; same color as PC02-1 pileus， 

2 = midd1e; middle color of Pc02-1 and Pc05-1 pileus; 3 = yellow; same c010r as Pc05-1 pileus 

c) All apogeotropism 10ss mutants had a spore deficiency mutation. 
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生型 70株となり， 1: 1の分離比に適合した(l= 0.03， 

0.75 < p < 0.90). 交配型を決定できなかった 2株を除

いた 135株で子実体の表現型(傘色および背地性)と不

和合性因子との間の連鎖分析を行った結果，それらの聞

には連鎖関係は認められなかった (Table2). 

考 察

自然突然変異の育種への利用を目的としてタモギタケ

白色変異体菌株の遺伝様式を検討した

白色系きのこについては，シイタケやヒラタケ，アラ

ゲキクラゲ， トキイロヒラタケではそれぞれ劣性の 1遺

伝子が関与していることが示されている(小松・木村

1968 ;有田 1974;小松 1977;Murakami and Takemaru 

1990) .本研究におけるタモギタケ白色変異体の自家交

配株は，その傘色が純白色から灰白色または淡黄色まで

違いが認められた.このことから，シイタケなど他の白

色系きのこのように単一遺伝子支配の質的形質でなく量

的形質であると考えられる.また，野生型株と他家交配

を行い，その検定交配株では表現型(傘色)の発現に歪

みが認められた(白色 88株:黄色 49株)ことからも，

複数遺伝子の関与が示唆される

自家交配株を用いた遺伝解析を行う過程で，全く想定

していなかった子実体菌柄の背地性喪失と胞子欠損性と

いう新たな自然突然変異を見出すことが出来た.両親株

(Pc02-1およびPc05-1) とも背地性喪失の発現は認め

られず， Pc02-1の自家交配株からは背地性喪失株が多

数発現したことから，背地性喪失は劣性形質であること

が推測された検定交配株では，これら変異の発現が 1: 

lであったことから単一の劣性遺伝子による支配を受け

Table 2. Linkage analysis between fruiting-body traits (pileus color and stipe apogeo仕opism)and incompatibility factors (A 

and B) for the cross between a003 (A3B3) and Y1 (AIBl). 

Color of pileus 

羽川ite(albino) Yellow (wild) 

Mating Apogeotropism of stipe Apogeotropism of stipe 

Type 1ρss Normal Iρss Normal 

AIBl 11 10 4 8 

AIB3 13 8 4 9 

A3Bl 7 12 7 4 

A3B3 14 13 7 4 

To句I 45 43 22 25 

rec. 。 。 。 2 

Total 45 43 22 27 

Analysis: l (1:1) 争

Segregation of albino Albino 88 Wild 47 11.9 < 0.005 
Segregation of apogeotropism Iρss 67 Normal 68 0.0 > 0.90 

A舟ctor Al 67 A3 68 0.0 > 0.90 
B.fiαctoγ Bl 63 B3 72 0.5 0.25 <ρ< 0.50 

Recombination between 

Parental Recomb. l (1:1) ρ 
albino &A 64 71 0.3 0.50 < p < 0.75 
albino &B 64 71 0.3 0.50 <戸<0.75 

Iρss &A 65 70 0.1 0.75 < p < 0.90 
Iρss &B  63 72 0.5 0.25 <ρ< 0.50 
A&B 71 64 0.3 0.50 <ρ< 0.75 

All apogeotropism loss mutants had a spore deficiency mutation. 
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ていると考えられる.野外から採取したウスヒラタケ

[Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quel.Jの胞子形成異常変

異体(胞子欠損性変異体)も単一の劣性遺伝子に支配さ

れ，自家交配株の中から見出された (Ohira1979). こ

のように自家交配を伴う遺伝解析は，隠れた劣性変異因

子を検出するのに有効であることが再確認できた

本研究で得られた背地性喪失株と胞子欠損性株は全て

一致し，これら変異は強く連鎖していることが示唆され

た一方，背地性喪失(および胞子欠損性)形質は，不

和合性因子および白色形質とそれぞれ連鎖関係が認めら

れなかったことから，これらの変異形質を分離すること

は比較的容易だと考えられる.すなわち育種目的に応じ

て傘色と背地性喪失(および胞子欠損性)の変異形質を

分離・導入することが可能と考えられ，育種素材として

の活用が期待できる.
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摘要

自然突然変異の育種への利用を目的として， タモギタ

ケ白色変異株の白色形質の遺伝分析を行ったさらに，

白色形質の遺伝分析の過程で観察された背地性喪失形質

の遺伝性についても検討を加えたその結果，白色形質

は複数の劣性遺伝子が関与していること，また背地性喪

失形質は単一の劣性遺伝子によって支配されていること

が示唆されたまた，白色形質，背地性喪失形質，およ

び不利合性因子 (AおよびB)は互いに非連鎖の関係に

あることが示されたなお，背地性喪失変異株のすべて

が胞子欠損性変異を有していたことから，両変異は密接

に関連していると考えられた.
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