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総説

外生菌根菌オニイグチ属菌における隠蔽種の識別と宿主特異性の解明
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Taxonomical classification of ectomycorrhizal (ECM)加19iremains an important challenge， which can benefit from the 
application of DNA analysis. ECM fungal taxa likely include large numbers of cryptic species， since few morphological char-
acteristics are useful when trying to distinguish these fungi; also， crossing experiments are often difficult. Previous studies 
suggested that the host specificity of most ECM fungi is low; however， confusion surrounding cryptic species may have led 
the previous researchers to underestimate host spec泊city.The study showed that what were previously described as four 
different species within the genus Strobilomyces were actually grouped into 14 distinct lineages based on both nuclear and 
mitochondrial sequences derived from Strobilomyces， suggesting that these lineages might be distinct biological species. 
Moreover， they identified the host plants of Strobilomyces based on nucleotide sequencing of both fungal and plant DNA 
from ECM samples. Thus， they and showed that lineages of Strobilomyces likely preferred either Fagaceae or Pinaceae， de-
spite the fact that Strobilomyces were previously thought to be rather non-specific with regard to host type.τbese studies 
suggest that the host spec出cityof ECM fungi has been underestimated owing to the confusion of several cryptic species. 

(]apanese ]ournal of Mycology 57: 1-12，2016) 
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1 .諸亘

一般的に，生物の種は，従来，その形態形質の違いによっ

て識別され，記載されてきたしかしそもそも，異な

る生物の種は常に異なる形態をもっている必然性がある

のだろうか?たとえば，高等な動物では，交配相手を探

す上で眼が重要な役割を果たしているので，異なる生物

学的種が異なる形をしていることが期待できるはずであ

る.なぜなら，交配相手を間違えないことは，それぞれ

の個体の適応度を高める上でも重要なので，たとえ近縁

な種であっても急速に異なった形に進化すると考えられ

るからである.また，虫媒の被子植物に関しては，送粉

昆虫に同じ種の花を選んで、訪花してもらえれば受粉効率

は最大となり，逆に近縁種との不稔雑種を頻繁に産出し

てしまうような訪花のされ方をするのは適応的ではない

ので，近縁種であっても訪花見虫に識別してもらえるよ

う異なる花形態が急速に進化することは十分ありうる

1-

一方，大型の子実体を形成する菌類であるいわゆるキ

ノコ類に関しては， どうだろうか?もちろん，キノコ類

には眼があるわけでもない.また，キノコ類の多くでは，

胞子は風によって散布されており，動物によって胞子が

散布されるキノコ類においても，胞子散布を行う動物は

視覚ではなく臭覚によって引き寄せられていると考えら

れている.したがって，キノコ類の異なる生物学的種が，

眼で識別できるように異なる形をしている必然性はどこ

にも存在しない.実際，キノコ類は，一見，複雑な形態

をしている器官ももたず，単純な形をしている.しかも，

キノコ類では菌糸や胞子といった数¥1m-数十¥1m単位

の構造物も観察しなければ，種の同定が難しいことが多

い.仮に何らかの形態的な分化がおこっていたとしても，

ヒトの眼では認識できない可能性も高い.

キノコ類のように種間で形態が適応的に分化する必然

性がなく，肉眼で観察できる形質が少ない生物では，隠

蔽種という概念が重要になってくる.隠蔽種とは，形態



的には区別がつかないが，実際には互いに生殖的に隔離

されている種のことである (Mayr1970; Paris et al. 

1989) .実際，いくつかのキノコ類の形態種では，すで

に隠蔽種の存在が示されている(Anderson& illrich; 

Aanen & Kuyper 1999; Gordon & Petersen 1997). 隠蔽

種を識別することは，生物学的種概念 (Mayer1942) 

という客観的で明確な基準に基づいて種分類を行うこと

に直結している. したがって，たとえ種聞の形態形質に

差異が検出できなかったとしても，分類学の観点からこ

のような隠蔽種を識別することの意義は大きいと考えら

れる.また，隠蔽種は，その定義から互いに異なる生物

学的種であるから，隠蔽種の間では遺伝子流動がないは

ずである.そのため，隠蔽種間で異なった生態環境に対

する適応的分化が見られる可能性もある.もし，隠蔽種

間で生態的分化があった場合に隠蔽種を混同すれば，そ

の生物群のもつ生態的特性やその進化について誤った解

釈をしてしまう恐れがある このため，隠蔽種を識別す

ることは分類学だけでなく，生態学や進化学の観点から

も重要である.

しかしながら，キノコ類では，中でもとりわけ，菌糸

と細根の融合体である外生菌根を形成し，ブナ科・マツ

科といった樹木と相利共生することで知られる外生菌根

菌では，人工的に交配実験を行うことが特に難しいため，

隠蔽種の探索は十分に進んで、いない.従来の研究では，

外生菌根菌は共生相手(宿主)である植物の種類をさほ

ど選ばないとされてきたものの (Molina& Trappe 1992; 

Smith & Read 2008) ，外生菌根菌には隠蔽種が多数存在

しているはずで，隠蔽種を混同してしまうことによって，

本来は高い宿主特異性をもっ種の存在を見逃してしまっ

ている可能性が十分に考えられる.

本総説では，外生菌根菌の隠蔽種を識別することに

よって見えてきた外生菌根菌の隠れた多様性と，外生菌

根菌とその共生植物との密接な関係を示した筆者の研究

につい紹介する.ここでは，1)外生菌根菌オニイグチ

属菌の隠蔽種の網羅的探索， 2)集団遺伝学的手法によっ

て示された外生菌根菌オニイグチ属菌における生殖的隔

離，および， 3)外生菌根菌オニイグチ属の宿主特異性

の解明，という 3つのテーマごとに研究内容を紹介して

いきたい.

2.外生菌根菌オニイグチ属菌の隠蔽種の網羅的探索

隠蔽種を探索・識別する方法としては，人工交配実験

が生殖的隔離の有無を判定する最も直接的な研究手法で

ある.しかし菌類の種類によっては人工交配実験を適

用することが非常に難しい (Martinet al. 1994). 特に
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自然状態で植物に栄養的に完全に依存している菌根菌で

は，その胞子を人工的に発芽させて菌糸を生長させるこ

とが難しい.このように，菌根菌など人工交配実験を適

用しにくい菌類に対しては，人工交配実験以外の手法を

用いて効率的に隠蔽種を識別することが必要である.

分子情報に基づいて隠蔽種を探索する方法として，

もっとも簡潔な方法は，菌類サンプルから，菌類におけ

るバーコード領域である核のリボソーム RNAの遺伝子

問領域(InternalTranscribed Spacer region; ITS領域)

の塩基配列を解読する方法である (Nilssonet al. 2008; 

Schoch et al. 2012). 一般的に，菌類においては同種の

I百領域の塩基配列は少なくとも 97%以上の相同性を

もっていることが多いため (Smithet al. 2007; Nilsson et 

al. 2008; Hibbett et al. 2011)，単一の形態種の ITS領域

の塩基配列を調べた際に 97%以上の塩基配列の相向性

をもっサンプルをまとめた操作的分類群がいくつ見られ

るかを調べることによって 隠蔽種の存在を大まかに把

握することできる. しかしながら，この方法では，この

97%という相同性の数値はあくまで一つの目安であっ

て，絶対的なものではない(最適値は分類群によって異

なるはず)ということに注意が必要で、ある (Hugheset 

al. 2009). また，そもそも，塩基配列の相向性を見るだ

けでは生殖的隔離の有無を正確に知ることができないの

で，塩基配列の相向性のみによって種を識別・分類する

ことは難しいと言う点にも注意する必要がある (Hibbett

et al. 2011). 

このような問題を克服するため，この研究では，複数

の遺伝子の情報に基づいて別々に分子系統学的解析を行

い，それらの間で一致して支持されるクレード (DNA

タイプ)を探索するという手法を用いた.この手法は集

団遺伝学の理論に基づいており，一つの形態種の中に異

なる遺伝子の分子系統樹で一致して識別されるクレード

が複数存在し，かつ，それぞれのクレードに属する菌類

が同所的に生育している場合，異なるクレードに属する

菌類問では遺伝子流動が制限されている(すなわち，生

殖的に隔離されている)可能性が高いと考える手法であ

る (Tayloret al. 2000; O'Donnell et al. 2004) また，調

べた複数の遺伝子の聞に連鎖不平衡(二つの遺伝子座の

問で連鎖があるために，それらの遺伝子座が l配偶子に

そろって存在する頻度が，連鎖していない場合の期待値

よりも高くなるという現象)がある場合，複数の遺伝子

を用いた利点がなくなってしまうので，この研究では，

両親遺伝である核 DNAと片親遺伝であるミトコンドリ

アDNAという遺伝様式が異なる 2つの DNA塩基配列

から独立に構築した分子系統樹を比較するという試みを

行った.
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2-1. 材料および方法

この研究では，研究材料として， 日本においてオニイ

グチ (S.strobilaceus (Scop.:Fr.) Berk.).オニイグチモ

ドキ (S.confusus Sing.). コオニイグチ(s.seminudus 

Hongo) およびトライグチ (S.mirandωCorner) の4

つの形態種が知られている外生菌根菌オニイグチ属菌

(Strobilomyces， Boletaceae， Boletales) を用いた.これ

ら4つの形態種のうち， トライグチは鮮やかな黄色の子

実体をもっていて容易に識別できるのに対して，そのほ

かの 3つの形態種はいずれも黒もしくは黒褐色の子実体

をもっており，互いに識別することが困難な場合も多い

ため(図 1). オニイグチ属菌は，いくつかの隠蔽種を

発見できることが予想される分類群であった.

この研究では， 日本国内および台湾のマツ・ナラ・カ

シ・シイ混交林，常緑シイ・カシ混交林から. 60個体

のオニイグチ属菌の子実体サンプルを採集した.採集し

た子実体サンプルからCfAB法を用いて全 DNAを抽出

した後，核の ITS2領域と核の悶Aポリメラーゼ Eの

大サブユニットの遺伝子 (RPBll).お よびミトコンド

リアの ATPアーゼの第6サブユニットの遺伝子 (αφ6)

の塩基配列を PCRによって増幅しその後，ダイレク

トシーケンスによって PCR産物の塩基配列を決定した.

得られた塩基配列のデータは ClustalW (百lOmpsonet 

al. 1994)のプログラムによってアライメントを行った

後.Bioedit (Hall1999)を用いて目視によって調整した

最節約法 (MP) による分子系統解析は. PAUP 4.0b10 

オニイグチ

子実体

担子胞子

(PAUPり (Swofford2002) を用いて行った. さらに，

それぞれの遺伝子領域の分子進化モデルの選択をKaku-

san2 (Tanabe 2007) によって行った後，選択された塩

基置換モデルの下.MrBayes ver. 3.1.2 (Ronquist and 

Huelsenbeck 2003)のソフトを用いて，ベイズ法による

分子系統樹の構築を行った

2-2. 結果と考察

分子系統解析の結果，オニイグチ属全体で 14のDNA

タイプを識別することができた(図 2).これまで日本

で記録されているオニイグチ属の既知種の 4種のうち，

オニイグチモドキあるいはコオニイグチの形態的特徴を

もつものは 4 つの DNA タイプを含み (DNA タイプ 1~

4) .オニイグチの形態的特徴をもつものは 7つ (DNA

タイプ 6:--12). トライグチの形態的特徴をもつものは l

つ (DNAタイプ 13)のDNAタイプを含んでいた.また，

京都府京都市の清水山と吉田山，滋賀県大津市の長等公

園と太神山，および，宮崎県綾町の 5つの調査地では，

複数の DNAタイプが共存していることが示された

一方， ミトコンドリア α砂6の塩基配列情報では，核

の塩基配列情報に比べると. DNAタイプ間と DNAタ

イフ。内の塩基配列の類似度に差が少なかったものの， ミ

トコンドリア G砂6遺伝子の分子系統樹においても，核

DNAの塩基配列で識別できた 14個の DNAタイプと

まったく同ーのDNAタイプを識別することができた

(図2). 

オ二イグチモドキ コオ二イグチ

図l オニイグチ属菌の 3つの形態種(オニイグチ，オニイグチモドキおよびコオニイグチ)の子実体と担子胞子

担子胞子は走査電子顕微鏡を用いて 8000倍の倍率で撮影している

(Sato et al. 2007より改変)
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核RPB1領域(1100bp) 
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領域(630bp) 
ベイズ法に基づく 50目
多数決合意樹

ー・・・ O.01塩基置換/サイト

口オニイゲチ .トライグチ
図2. 核rpbl遺伝子とミトコンドリア atp6遺伝子の DNA塩基配列の情報に基づいてベイズ法により得られた 50%多数決合意樹

分枝上の数値は，上の値がベイズ法による事後確率 (0.5以上のみ)を示し下の括弧内の値が最節約法に基づくブートス

トラップ値 (50%以上のみ)を示している 系統樹の検の数字は，各クレード (DNAタイプ)の番号をあらわす

(Sato et al. 2007より改変)

核 DNAとミトコンドリア DNAは，それぞれ両親と

片親遺伝という 異なる遺伝様式をもっているにもかかわ

らず，各 DNAタイプのまとまり方，分かれ方の点では

一致していた.このように，遺伝様式の異なる核 DNA

とミトコンドリア DNAの両方で一致して認められたそ

れぞれのクレードは，遺伝的に独立した単位である可能

性が高く(Arnold1993; Avise 2004)，クレード聞では遺

伝子流動が全く起こっていないことが強く示唆された

以後，これらのクレードを隠蔽種の候補として，それぞ
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れを DNAタイプと呼ぶことにする.

3. 集団遺伝学的手法によって示された外生菌根菌オニ

イクチ属菌における生殖的隔離

前述した複数遺伝子の分子系統樹を比較する手法は，

生殖的隔離の有無を反映した結果が得られるという点に

おいて，隠蔽種の探索方法としては有用である. しかし

ながら，この手法を用いる際には，ホモ接合体とヘテロ
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接合体を識別していないので，識別された隠蔽種の候補

に聞で遺伝子流動が完全に絶たれているのか，あるいは，

多少なりとも遺伝子流動はあるのかといったことを統計

的に示すことができないという問題点が存在する.これ

らの問題に対処するため，この研究では， ミトコンドリ

アDNAの塩基配列情報と，両親遺伝する核 DNAに基

づく共優性遺伝マーカーによる解析とを組み合わせた解

析を用いたこれは，両親遺伝する核 DNAに対してホ

モ接合体とヘテロ接合体を区別できる共優性遺伝マー

カーを用いることで， ミトコンドリア DNAで識別され

たDNAタイプが複数共存する集団において. DNAタ

イプ間に生殖的な隔離があるかどうかを統計的に示すこ

とができるという理論に基づいている(Arnold，1993; 

Avise， 2004) . 

3-1 材料と方法

この研究では. 2003年から 2006年の関，吉田山(京

都市左京区，面積約 0.2km2) において. 109個のオニ

イグチ属菌の子実体サンフ。ルの採集を行った同一個体

由来の子実体サンプルを重複して採集するのを避けるた

め，子実体サンプルの採集は少なくとも 10m以上の距

離をあけて行った.

先の研究で識別された DNAタイプをミトコンドリア

DNAのみの情報で識別するため，採集したすべての子

実体サンプルに対してミトコンドリア DNAにコードさ

れているゆt6遺伝子とトクロム酸化酵素の第 3サブユ

ニットの遺伝子 (cox3) 遺伝子の DNA塩基配列を決定

した.解析の結果. 14個の DNAタイプのうち. DNA 

タイプ 1(33サンプル). 3 (41サンプル)および4(22 

サンプル)が高頻度で検出されたので，以下の研究では，

これら 3タイフ。の聞の生殖的隔離について検証を行った

ミトコンドリア DNAの情報にも基づいて DNAタイ

プを決定したのちに，核遺伝子に対して共優性遺伝マー

カーである CAPS(Cleaved Amplified Polymorphic Sequ-

ences)マーカーを用いた多型解析を行った この分子

マーカーは. PCRによって増幅させた核遺伝子の DNA

断片を制限酵素で処理しそれを電気泳動することに

よって，切断断片長の多型を解析する手法である.この

分子マーカーは適切な制限酵素を選択すれば. 1塩基の

変異，すなわち SNP(Single Nucleotide Polymorphism) 

を検出することもできる.この研究では.RPB1遺伝子，

RNAポリメラーゼ II遺伝子の二番目に大きいサブユ

ニット (RPB2). およびグリセルアルデヒド 3リン酸脱

水素酵素遺伝子(Gapdh)という 3つの核シングルコピー

遺伝子に対して CAPSマーカーを用いた解析を行った

CAPSマーカーを適用する前には，用いる制限酵素の
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種類を決定する必要がある.というのも，制限酵素はそ

の種類によって認識部位が異なっているため，観察した

い変異 (SNP) を識別できる制限酵素でなければ，意味

がないからである.この場合に解析したいのは，異なる

DNAタイプ聞に見られる変異と DNAタイプ内に見ら

れる変異である.このような変異を識別できる制限酵素

を探索するため，それぞれの DNAタイプから最低8サ

ンプルを選出しそれらについて核の RPB1遺伝子，

RPB2. およびGapdh遺伝子の部分配列の塩基配列を解

読した得られた RPBl. RPB2およびGapdh遺伝子の

DNA塩基配列に基づいて. 3つの DNAタイプ間で見ら

れる SNPと，それに対応した識別塩基配列をもっ制限

酵素の探索を行った.同様にして，それぞれの DNAタ

イプ内で見られる SNPと，それに対応した識別塩基配

列をもっ制限酵素の探索も行った探索の結果，異なる

DNAタイプ聞の SNPはAat2. Clal.およびHpa1とい

う制限酵素によって識別可能で、. DNAタイプ内の SNP

はAcil. Pstl. Bbs1， TspRl. Tthll11.およびAva2

という制限酵素によって識別可能であることが分かつた

ので，各遺伝子の PCR産物の制限酵素処理にはこれら

の制限酵素を用いた.

3-2 結果と考察

核シングルコピー遺伝子を PCR増幅した産物に対し

て，選択した制限酵素による処理を行い， DNA断片の

電気泳動を行い切断断片長の多型を解析した結果.3つ

のDNAタイプの間では，いずれの核遺伝子においても，

ヘテロ接合体が lつも検出されず.DNAタイプごとで異

なるホモ接合体に固定していることが明らかになった

(図 3a). このように複数の核遺伝子で DNAタイプ間の

遺伝的分化が示されたことから，これらの DNAタイプ

問では，遺伝子流動が全く起こっておらず，互いに生殖

的に隔離されている可能性が極めて高いことが示された

一方. DNAタイプ内では. 3つの DNAタイプのいず

れの核遺伝子においても，ホモ接合体とヘテロ接合体が

多数存在していることが分かつた(図 3b). 観測された

遺伝子型について，近郊係数F1Sを計算した近郊係数

F1Sはゼロに近いほど，集団内で任意交配をしているこ

とを表しており .1に近いほど同系交配をしていること

を示す指標である.計算の結果.DNAタイプ3のRPB1

遺伝子と Gapdh遺伝子. DNAタイプ lのGapdh遺伝子

では，ゼロに極めて近い値を示した(図 4).また，

DNAタイプ4のRPB2遺伝子と DNAタイプ IのGapdh

遺伝子ではゼロより小さい数値を示した(図 4).この結

果から，同じ DNAタイプをもっ集団内では，同系交配

している可能性はきわめて低いということが示された.
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図 3.

的な問題ではないことは強調しておきたい というのも，

形態的な差異が全 くないのか，よくよく観察すれば差異

が見つかるのかということは，菌の適応 ・種分化・進化

を考えた上で重要な問題であるとは考えにくいからであ

る (形態に差異があるか否かは種を認識する人間側の都

合上では，重要なのかもしれないが).より重要なのは，

菌類のような微生物において，形態観察によって種の境

界線を決めるというアプローチよりも.DNA情報を活用

して交配可能性の観点から種を識別するというアプロー

チがより適切であり ，効果的であるという ことである.

4. オニイグチ属菌の宿主特異性の解明

これまでの筆者らの行った分子情報に基づいた解析に

よって，生殖的に隔離された種を識別する ことができる

ようになったことで，オニイグチ属菌の隠蔽種の混同に

よる問題を解決することができた 「外生菌根菌の宿主

特異性は複数の隠蔽種を混同していたために過小評価さ

れていた」とい う仮説について検証するためには，外生

菌根菌であるオニイグチ属菌の宿主樹種を正確に同定す

る必要がある目外生菌根菌の宿主樹種を同定する最も直
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さらに，観測された迫伝子型の頻度がハーデイ・ワイン

ベルク平衡で期待される遺伝子型の頻度とからずれてい

るかどうかを x二乗検定で検定したーその結果. 3つの

DNAタイプのいずれの遺伝子の解析結果においても帰

無仮説は棄却されず，観測された遺伝子型の頻度はハー

デイ ・ワインベルク平衡を仮定した場合の期待値に近い

値をも っていることが示された.この検定の結果から，

同じ DNAタイプをも っ集団内では，菌個体は任意交配

をしていることが示された.

以上の結果から， 吉田山集団に見られたオニイグチ属

の3つの DNAタイプはそれぞれ異なる生物学的種に対

応することが示された.分子系統樹上で見られたほかの

DNAタイプについては厳密に検討できたわけではない

が，これらも同様に異なる生物学的種である可能性が高

いことが示唆された.

なお，本総説では. I;~.蔽種という用語は . I互いに形

態的に全 く区別のつかない種」と，I識別形質が本来存

在するが，その認識が困難な種」の両方の意味で用いて

いる.ここで示された DNAタイプには，少なからず後

者が含まれている可能性は高い.しかしここで言う隠

蔽種が前者なのか後者なのかは，この研究における本質
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核遺伝子について CAPSマーカーによる多型解析を行

い，一つの DNAタイプの中にどのような核逃伝子の多

型が見られるかを， (a) 

DNAタイプ1. (b) DNAタイプ 3，(c) DNAタイプ4ご

とに調べた結果を示す 図の下にある Fは近交係数を，

P値は集団がハーデイ・ワインベルク平衡から有意にず

れているかどうかを x二乗検定で判定した結果を示して

いる， (Sato & Murakami 2008より改変)
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接的な方法は，子実体から菌糸をたどって菌根を探し出

し菌根から根をたとεっていくことで植物本体までたど

り着くという方法である.この方法は， 一見単純だが，

現実的には実現はかなり困難で、ある.そこで，この研究

で考え出した方法が，菌根に含まれる DNAの情報を調

べることによって宿主樹種を同定するという方法であ

る.菌根は菌糸と植物根が融合してできたものなので，

菌根には菌根菌由来の DNAと宿主植物由来の DNAの

両方が含まれている. したがって，菌根から菌根菌の

DNA情報と宿主植物の DNA情報の両方を解読するこ

とができれば，外生菌根菌の宿主樹種を確実に決定でき

るはずである.従来の研究においても，菌根の菌側の

DNA情報を調べる研究はいくつもなされていたのだが，

菌根中の菌と植物の両方の DNA情報を解読して，宿主

樹種を同定するという試みはなされていなかった (Cull-

ings et al. 2000; Kennedy et al. 2003; Ishida et al. 2007) t..こ

め， このような試みは本研究において仕上界で初めてなさ

れたものである.

4-1，材料と方法

この研究では， まず，オニイグチ属の菌根サンプルを

確保するため，囲内と台湾の計 15の地域において，オ

ニイグチ属菌の子実体の直下の土壌からオニイグチの菌

根の候補となる菌根サンプルを採集した.野外で採集し

た菌根の中には，通常，非常に多種多様な菌根菌の菌根

が含まれているので， DNA解析を行う前に最低限選別

作業を行う必要がある.そのため， 実験室に帰ってから，

実体顕微鏡と光学顕微鏡を用いて採集してきた菌根サン

プルから，オニイグチ属菌の菌根サンプルを選別すると

いう作業を行った.

次に，選抜した菌根サンプルが本当にオニイグチ属菌

の子実体に由来するものなのかを DNA実験によって検

証した まず，イグチ類に特異的な PCRプライマーを

用いることによって，菌根に含まれる菌根菌の αか6遺

伝子の DNA断片を増幅し，その塩基配列の決定を行っ

た 解読した菌根サンプルの塩基配列はすでに解読済み

の子実体サンプルの塩基配列と比較して両者が完全に一

致した場合には，その菌根はオニイグチ類の菌根である

と断定しそうでない場合はデータから除外した.解析

の結果，採集してきた 330個の菌根サンプルのうち， 60 

サンプルについてオニイグチ属菌の塩基配列を見出すこ

とが出来た.これらのサンプルを以後の解析では用いた.

これら 60個の菌根サンプルに対して，葉緑体のリブ

ロースプスリン駿カルボキシラーゼ遺伝子 (rbcL) の

PCRプライマーを用いて PCRを行い， シーケンスを行

うことによって，宿主樹種の塩基配列を決定した得ら



れた rbcL遺伝子の塩基配列を NCBIのDNAデータベー

スに照合することによって，宿主樹種の同定を行った.

4-2.結果と考察

宿主樹種を同定した結果，検出できた宿主樹種は，マ

ツ科のアカマツ，ブナ科のツブラジイ・コナラ・カシ類

であった(図 5).オニイグチ属菌の DNAタイプごとで

宿主樹種構成を調べた結果，ほとんどの DNAタイプは

ブナ科樹種のみを宿主としていることが分かつた中に

は. DNAタイプ6のように，ブナ科の中でもカシ類の

みを宿主としているものも見られたしかしサンプル

数が少なく，一つの地域からのみのデータであったので，

カシ類に対する特異性があるかどうかははっきり分から

なかった.一方. DNAタイプの中で，唯一. DNAタイ

プ3のみは，ブナ科樹種に加えて，マツ科のアカマツも

宿主としていることが分かつた.京都市の吉田山に着目

した際，この里山には，コナラ，アラカシ，ツブラジイ，

アカマツといった複数の樹種が混生しているにもかかわ

らず. DNAタイプ3と他の DNAタイプの間で宿主樹

種構成に違いが見られた解析の結果から. DNAタイ

プ3は宿主特異性の低い種ではあるが，それ以外は少な

くともブナ科樹種に対して宿主特異性をもっている種で

あることが示唆された

従来の認識では，オニイグチ属菌には特定の樹種に対

して宿主特異性をもっ形態種は知られていなかった.本

研究によってはじめて，隠蔽種の候補ごとに宿主樹種構

成を比較し正確に宿主樹種を同定したことで，オニイ

グチ属菌では隠蔽種が混同されていたために宿主特異性

が過小評価されてきたことが分かつた.

様々な地域から採集してきたサンプルを集計して得ら

れた結果では. DNAタイプ Iと4はブナ科樹種のみを

宿主としている一方で. DNAタイプ3はアマカツとブ

ナ科樹種の両方を宿主とする結果が得られていたこの

結果が正しいならば，同所的な集団で解析した調査でも

同様の結果が得られるはずである.この研究では，集団

遺伝学的解析を行ったのと同じ場所である吉田山を調査

地として，吉田山に生育する DNAタイプ間で宿主樹種

構成に違いが見られるかどうかを検討した 3つの

DNAタイプの聞で宿主樹種構成を比較したところ，

DNAタイプ lはツブラジイ，アラカシやコナラといっ

たブナ科樹種のみを宿主としており，中でもコナラを宿

主樹種としている割合が高かった(図 6).DNAタイプ

3はブナ科樹種とアカマツの両方を宿主としており，半

数以上がアカマツを宿主としていた(図 6).DNAタイ

プ4はコナラとカシ類のみを宿主としており，ブナ科樹

種の中でもコナラ属だけを宿主としていた(図 6).全

佐藤
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地域を集計した結果と比べると，大きな矛盾はなかった

が，これまで同列に扱ってきた DNAタイプ Iと4でも

違いが見られる可能性が示唆されたここで. 3つの

DNAタイプの間で宿主樹種構成比に違いがあるかどう

かを Fisherの直接確率計算法(多重性に関して Bonfer-

roni補正)によって検定した.その結果.DNAタイプ

3はDNAタイプ 1と4と有意に異なる宿主樹種構成比

をもっていることが示唆された.この結果は. DNAタ

イプ 1と4がブナ科樹種の特異性があって.DNAタイ

プ3はブナ科樹種に特異性がないということを支持する

一つの結果である.

次に，それぞれのオニイグチ属菌の DNAタイプで見

られた宿主樹種構成が調査地である吉田山の樹種の構成

比から期待される宿主樹種の構成にからずれているかど

うかについて検討を行った.まず，吉田山の植生から期

待される宿主樹種構成比を近似的に求めるために，オニ

イグチ属菌の子実体67サンプルについて，その半径

10m以内に，ツブラジイ，アラカシ，コナラ及びアカ

マツがどの程度の頻度で見られるかを調べた.毎木調査

ではなく，この方式を採用したのは，吉田山内でオニイ

グチ属菌が環境の問題などが原因で潜在的に侵入できな

い場所を除くためである. DNAタイプ間のサンプル数

のばらつきを補正した上で，すべての子実体サンプJレの

データを足しあわせて得られたデータをオニイグチ属菌

の宿主樹種構成比の期待値とした宿主樹種構成比の期

待値と各 DNAタイプの宿主樹種構成比が近いかどうか

を検討するため.x二乗検定を行ったその結果，

DNAタイプ lとDNAタイプ3の宿主樹種構成比は有

意に期待値からずれており，特に DNAタイプ3は顕著

に期待値からずれていた(図 6).この結果から. DNA 

タイプ 1がコナラを優先的に宿主樹種としていたのは，

偶然ではなく. DNAタイプ 1がコナラに対して選好性

をもっているためであることが示唆された.同様に，

DNAタイプ3はアカマツに対して選好性をもっている

ことも示唆された. DNAタイプ3の結果については特

に興味深く. DNAタイプ3は全地域のデータでは宿主

特異性が低いと判定されていたが，その解釈は必ずしも

正しくないことが新たに分かった.すなわち. DNAタ

イプ3は複数の樹種を宿主樹種としているが， どんな樹

種でもよいのではなく，アカマツを積極的に宿主樹種と

しているということである.

以上の結果から，オニイグチ属菌には，ブナ科樹種に

対する特異性をもっ種と，アカマツに対して選好性をも

っ種が存在していることが示唆され，オニイグチ属菌は

何らかの形で常に宿主樹種を選んでいることが分かつた
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DNAタイプ1 (N=20) P=0.04S* DNAタイプ3 (N=21) Pく0.01料

DNAタイプ4 (N=10) P=0.106 期待値

図6 オニイグチ属菌の各 DNAタイプの宿主樹極構成と吉田山内の各樹種の構成比に基づい

て算出した期待値

P 値は各 DNA タイプの宿主樹極構成が期待値から有意にずれているかどうかを • x二

釆検定によって判定した結果である.

5.結 論

筆者らが行った研究によって，外生菌根菌の隠蔽種を

効果的に識別する手法を確立するとともに，外生菌根菌

であるオニイグチ属菌において隠蔽種が多数存在するこ

とを実査に示すことができた.また，これらの研究では，

外生菌根菌では隠蔽種の混同によってその宿主特異性が

過小評価されていたという可能性を支持する結果も得ら

れている.このような点において，これらの研究は，外

生菌根菌の多様性や，外生菌様菌とその共生植物との共

生関係を理解する上で重要な成果であると考えられる.

ただしこれらの研究では，あくまでオニイグチ属菌と

いう限られた外生菌根菌の種群について調べた成果なの

で，外生菌根菌の宿主特異性に関する詳細な知見を得る

ためには，より幅広い分類群において検証を進めていく

必要はあるだろう また，目的とする分類群の菌根を効

率的にサンプリングする方法の確立など，手法論に関し

てはまだ改善の余地はあるかもしれない.近年では，い

わゆる次世代シーケンサーの登場によって，飛躍的に分

子解析の技術は進み，以前ではまず不可能であった規模

での分子解析が可能になってきている.こういった最新

の技術を積極的に活用していくことが，外生菌根菌の隠
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蔽種と宿主特異性に関して知見を広げる上では，有用と

なるのではないかと筆者は考えている.
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摘要

私はこれまで. DNA塩基配列情報を活用することに

よって，外生菌根菌オニイグチ属菌において. 1)形態

的に区別がつきにくいが生殖的に隔離されている種(隠

蔽種)がどの程度存在するか. 2) 隠蔽種を識別するこ

とによって宿主植物に対する明確な特異性が見られるよ

うになるのかについて調べる研究を行ってきた.本稿で

は，先行研究を交えながら，これらの研究を紹介してい

きたい.
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