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長野県野菜花き試験場報告

第 16号：31-37(2017) 

エノキタケ‘シナノアーリー' (長菌 17号）の育成とその特性

小山智行1) ・角田茂幸2) • 風間宏・鈴木大3) • 中山利明4)

Breeding of a New Enokitake Mushroom(Flammurina velutipes) Variety'Shinano-Early'(Chokin No.17) 

and it's Characteristics. 

Tomoyuki KOY AMA, Shigeyuki打即NODA,Hiroshi KAZAMA, Dai SUZUKI and Toshiaki NAKAYAMA 

Abstract 

A new enokitake mushroom variety'Shinano-Early'(Chokin No.17) was developed at the Nagano Vegetable and 

Ornamental Crop Experiment Station in 2013. It was selected in 2,400 progeny lines derived from a colored line'O-

66'and white line'6-21'. The new variety has high temperature tolerance and high-yielding ability for bottle 

cultivation. It's quality is good in color and shape ofsporophore. 

Key Words : Bottle cultivation, Breeding , Enokitake mushroom (Flammurina velut卯es),High temperature tolerance 

緒言

エノキタケ白色品種の多くは，培養期間中にビン間温度が

最高値で20℃を超えると，芽出し不良による収量の減少や品

質の低下及び生育遅延による菌かきから収穫までの日数増な

どの子実体への障害（通称：高温障害）が発生しやすい（長

野県「きのこ栽培指標」！））．特に，本県の主要品種である‘

長野農工研 G-5号' (以降、 'G-5号')ではこの傾向が

強く，時に大きな問題になることもあった現地では高温障

害を回避するため，培養室の温度を 13~15℃の低温に設定し，

培養中のビン間温度が最高値で20℃を超えないように管理し

ている． しかし，培養室内の温度環境を均ーに維持すること

は極めて難しいことであり，培養中のビン間温度が高温に達

しても，障害発生の少ない安定生産可能な特性を持つ白色品

種の育成が求められていた．

そこで，当場では 'G-5号＇に比べ，高温障害の発生が少

なく，子実体の収量及び品質が同等以上の品種の育成を図っ

た．

育種目標及び方法

1. 育種目標

主要品種の 'G-5号’は子実体が白く傘の丸みが強い等の

1)現在長野県農業技術課

2)現在株式会社モールドラボ

3)現在長野農業改良普及センター

4)元 長野県野菜花き試験場
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優良な形状を有し，かつ収量性も高い優良品種である．そこ

で 'G-5号’と同等の子実体形状を有し、かつコーンコブ主

体培地において培養中のビン間温度が20℃を超えても培養中

の高温遭遇による子実体発生への影響が少ない品種の育成を

目的に，次のような目標を定めた．

1) コーンコブ主体培地で，培養中の高温遭遇（ビン間温度

20~25℃)による子実体発生への影響が少ない．

2) コーンコブ主体培地で， 850mlビン当たり収量が 250g以

上である．

3)子実体の色は白く，傘の丸みが強く，茎の断面が丸く，茎

の接着が少ない優良品種．

2. 育種方法

交雑育種（構成一核菌糸と胞子由来一核菌糸との交配）に

より新たな交配株（二核菌糸体）を作出した

交配株の培養方法は，慣行培養法と高温培養法により行っ

た．慣行培養法の培養温度は室温 17士l℃で，高温培養法は

室温 22土1℃とした．両培養法ともに子実体発生処理後は慣

行栽培法により行った．慣行栽培法の各工程における温度及

び照度は，芽出し 14~16℃，生育前期4~5℃ 生育後期5~

6℃，照明は子実体の茎長が 4cm前後の時点に 1日当たり 30

分間 l,OOOlxを3日間処理した．

育成経過及び特性

1. 育成経過

2006年~2008年に，培養中に高温遭遇しても子実体への影



エノキタケ‘シナノアーリー,(長菌 17号）の育成とその特性

響の少ない育種素材 2系統（有色の「0-66」と白色の「6ー とともに現地施設での安定栽培が可能であることを実証し

21」）を選定した 2009年~2011年にこの2系統を交配し，

2,400交配系統を作出した.2010年~2011年までに交配系統

について一次選抜及び二次選抜，三次選抜の結果コーンコブ

主体培地での栽培に適し，培養中の高温遭遇による影響が少

なく，生育日数及び収量性，品質等が優れる 2交配系統を選

んだ三次選抜した 2系統について，当場及び現地 3施設に

おいて栽t蔀趙庚を行い，収量性に優れる系統を最終選抜する

た．続いてエノキタケ「特性審査基準」 濃林水産省） 2)に

準じて調査を行った結果，寒天培地上での効峙培養や温度別

菌糸生長速度，子実体の菌かきから収穫までの日数等におい

て，対照品種と区別できることから， 「長菌 17号」の系統名

を付して育成を完了した. 2013年3月に‘シナノアーリー'

の名称で品種登録出願し， 8月に出願公表された（第 1表）．

第1表 ‘シナノアーリー, (長菌 17号）の育成経過表

項目 年度 内容

素材の選定 2006年~2008年 ・当場育成株野生株，導入株等から 2系統む選定

交配

一次選抜

二ぬ囮友

三次選抜

現地実証及び最終選抜

現地実証及ひ喘叶牡周査

2009年~2011年

2010年~2011年

2010年~2011年

2011年

2011年

2012年

・2,400系統を作出

・109系統を選抜

・13系統を選抜

• 2系統を選抜

・当場及び現地2施設で栽培， 1系統を選抜

・当場及び現地1施設で栽培

・品種登録のため特性，区別性を確認

系統名「長菌 17号」

品種名‘シナノアーリー＇に決定

2. 品種特性

エノキタケ「特性審査基準」 濃淋水産省） 2) に従って遺伝•生

理・形態直勺特性を調査した結果は次のとおりであった．

1)遺伝的特性：効暇音養において 'G-5号’との嫌触反応が生

じ，臨I}性が認められた． 償 2表）

2)生理的特性： 僑 3,4表）

(1)寒天培地上での菌糸生長最適温度は25℃であり， 'G-5号

＇と同等であった．

(2)寒天培地上の30℃培養では， 1日当たりの菌糸生長が 'G

-5号’よりやや早く，区l牲が認められた．

3)栽培的特性： 償 5表）

(1)菌かきから芽出しまでの日数は8日で， 'G-5号’と比べ2

日早かった

(2)菌かきから収穫までの日数は 'G-5号’より 3.6日早く，

区別性が認められた．

(3)子実体の発生型は，茎重型で 'G-5号＇と同じであった．

(4)子実体の収量は， 'G-5号’と比べやや優れていた．

4)形態的特性： 006, 7, 8表）

(1)菌傘の形及び禄の巻き込み状態色は， 'G-5号’と同等

であった．

(2)菌柄は，断面の形及び長さ，太さ，色は， 'G-5号’と同

等であった．

(3)子実体基部の色及び株の接着程度は， 'G-5号’と同等で

あった．

第2表寒天平板培地上での菌糸の性状（帯線形成，嫌触反応， 2012年）

帯線形成 嫌触反応

品種名

汁）アーリー （長菌 17号） ・汁）アーリー （長菌 17号）

G-5号 ・け）アーリー（長菌 17号）

注）寒天培地はDifeo PDAを使用．培養温度は25士0ずC(恒温器）．

無

無

無

有
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第3表寒天平板培地上での菌糸の性状（菌糸生長最適温度， 2012年）

培養温度

品種名 23℃ 24℃ 25℃ 26℃ 27℃ 

佃n) 佃叫 (mm) (mm) (mm) 

け］アーリー （長菌 17号） 46. 1 48.0 49.2 47. 7 46.4 

G-5号 40.6 41. 4 42.2 40.4 38. 7 

注）寒天培地はDifeo PDAを使用．方法は寒天培地上で1菌株を培養培養温度は設定温度土0.択:;(恒温器）．調査日はt控能7日目．

第4表寒天平板培地上での菌糸の性状 (1日当たり温度別菌糸生長速度， 2012年）

培養温度

品種名

汁）アーリー （長菌 17号）

5℃ 

(mm) 

0. 9 

瞑

竺

⑬

瞑

竺

誌

露
竺
ロ

25℃ 

(mm) 

6. 1 

訳

竺

訊

G-5号 0.8 1. 5 3. 5 5. 4 5. 9 2. 1 

注）寒天培地はDifeo PDAを使用方油担臣冠音地上で1菌株む音養培養温度は設定温度士0.5℃ （恒温器）．調査日は培養7日目．

第5表子実体の発生日数及び収量，有効茎数 (2012年）

菌かき～ 芽出し～ 菌かき～ 収量 有 発生型Z

品種名 芽出し 収穫 収穫 1ビン平均 5c叫以上

（日） （日） （日） (g) （本）

けJアーリー （長菌 17号） 8.0 14. 7 22. 7 169.3 397 2. 3 (茎重郡以上）

G-5号 10.0 16.3 26.3 153.3 458 3. 0 (茎重郡）

注）栽培ビンは容量800mlーロ径52皿．栽培培地はスギオガコとコメヌカの混釦音地

z 発生型：有効茎数（本）／子実｛糾又量 (g)'茎数型5.0~5. 5未満，中間型4.0~4.5未満，茎重型3.0~3. 5末満

第6表菌傘の形，色 (2012年）

断面の形

品種名

汁）アーリー（長菌 17号） 丸山形

G-5号 丸山形

囲 z 色：「日這譴囀準疇」 3)参照

縁の巻き込み 直径 高さ 色Z

(mm) (mm) 

無 13.0 5. 1 黄白色

無 12.9 5.8 黄白色

第7表菌柄の形，色 (2012年）

断面の形 色Z

品種名

汁）アーリー （長菌 17号） 円形

G-5号 円形

由 Z 色： 「日本園芸梱廟票準色票」 3)参照

長さ

(mm) 

121. 4 

119. 6 

太さ

(mm) 

3.4 

3.3 

黄白色

淡黄白色

第8表子実体基部の色，株の接着程度，あめ状物質の生成 (2012年）

子実体基部の色Z 株の接着程度

品種名

け）アー炉（長菌 17号） 黄白色

G-5号 黄白色

粕 Z 子実体疇喚：「日這攀囀乾票」 3)参照

中

中

あめ状物質の生成

佛出し時）

無

無
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3. 栽培特性

エノキタケ慣行培養法及び高温培養法により当場施設及び現

地施設でコーンコブ主体培地を用いて現地実証を兼ねて栽培し

た特性は次の通りである

1)慣行培養法における栽培特性

(1)当場施設では， 'G-5号に比べ芽出しが良好で，菌かき

～収穫までの日数が 3~4日短く，収量の 1ビン平均が 18~26g

と有意に多く ， 品質は同等であった償~9, 10表第 1図） ．

(2)現地施設では， 'G-5号に比べ芽出しは同等で，菌かき

～収穫までの日数が 3~4日短く，収量の 1ビン平均が 19~53g

と有意に多く，品質は同等であった算 11,12, 13表）．

エノキタケ‘シナノアーリー＇（長菌 17号）の育成とその特性

2)高温培養法における栽培特性（高温障害の発生調査）

(1)当場施設では， 'G-5号に比べ芽出しが良く，菌かき～

収穫までの日数が5~6日短く，収量の 1ビン平均が33~35gと

有意に多く，品質が高く ，高温培養による影響は少なかった償5

14, 15表 第2図）．

(2)現土疇設では， 'G-5号に比べ芽出しが良く ，菌かき～

収穫までの日数が4~7日長く，収量の 1ビン平均が48~69gと

有意に多く，品質が同等以上で，収穫ビン率の低下もなく，高温

培養による影響は少なかった算16,17, 18表）．

第9表 慣行培養法における栽培日数及び収量，品質① (20ll年）

芽出し 菌かき～ 接種～

品種名 良否2 収穫 収穫

（日） （日）

収 量

lビン平均 標準偏差

(g) 

品質X

汁）アーリー （長菌 17号） 良 23. 4 45. 4 256. 6 稔 Y 6. 6 A 

G-5号中 26.7 48. 7 230. 3 4. 9 A 

注）栽培ビンは容量85伽lーロ径58疇 栽培培地は当場YK2コーンコプ主体培地栽培管理は当場慣行．

試験時期虞姜重日： 4月11日、 4月18日、 4月25日、菌かき：接種後22日目（菌回り切％完了）．区の規模は1区16本の3反復

z 芽出し良否 ：良・中・否 y 料は1%7.k準で有意差有り (t検定法） • X 品質 ：A・B・C (優 ・良・否） ．

第10表 慣行培養法における栽培日数及び収量，品質② (2012年）

芽出し 菌かき～ 接種～

品種名 良否z 収穫 収穫

（日） （日）

収量

lビン平均 標準偏差

(g) 

品質X

汁）アーリー （長菌 17号） 良 22. 8 44. 8 256. 6 稔 Y 10. 4 

G-5号中 26.4 48. 4 239. 1 10. 4 

注）栽培ビンは容量85伽lーロ径58皿 培地は当場YK2コーンコプ主{,j;j:音地栽培管理は当場潰行．

試験時期は接種日 ：8月20日， 9月3日，菌かき： 接種後22日目（菌回り 90%完了）．区の規模は1区8本2反復

z 芽出し良否 ：良・中・否 y 終はl幻虹焦で有意差有り (t検定法） • X 品質 ：A・B・C (優 ・良・否）

A

A

 

シサノアーリ ー

（長菌 17号）

第1図 慣行培養による芽出し良否（左）と子実体生育状況（右）の比較 (2011年）

G-5号
G-5号
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第 11表現地でのI賞団音養法における栽培日数及び収量，品質傍濯：野市， 2011年）

芽出し 菌かき～ 接種～ 収量

品種名 良否Z 収穫 収穫 1ビン平均 標準偏差

（日）（日) (g) 

品質X

け）アーリー （長菌17号）

G-5号

良

良

22.5 

25. 7 

44.5 

47. 7 

316.5 蒜 y

268. 7 

5.6 

7.8 

A

A

 
注）栽培ビンは容量850mlーロ径65皿培地は現地慣行のコーンコブ主体培地栽t舒酌哩は現地慣行．

試験時期は接種日： 4月11日， 4月18日， 4月25日，菌かき：接種後22日目（菌回り 9(J'/o完了）．区の規模は1区16本の3反復

z 芽出し良否：良・中・否. y 将はlo/o7Mfjで有意差有り (t検定法） . X 品質： A・B・C (優・良・否）．

第12表現地での慣印音養法における栽培日数及び扱量，品質（須坂市， 2011年）

芽出し 菌かき～ 囀～ 収量 品質X

品種名 良否z 収穫 収穫 1ビン平均 標準偏差

（日） （日） (g) 

汁）アーリー （長菌 17号） 良 24.3 46.3 297.8 :j::j<Y 7.2 A 

G-5号 良 28. 7 50. 7 278. 7 7. 1 A 

注）栽培ビンは容量850mlーロ径65mm.培地は現地慣行のコーンコプ主体培地栽t笥骰里は現地慣行．

疇醐は囀日 ： 4月15日， 4月22日， 4月28日，菌かき：囀後22日目（菌り 90%完了）．区⑬視楔ま1区16本の3反復

z 芽出し良否：良・中・否 y 将は 1翫遺駅？有意差有り (t 検定法）• X 品質： A・B・C (優・良・否）．

第13表現地でのI貫団音養法における栽培日数及び収量，品質（長野市， 2012年）

芽出し 菌かき～ 囀 ～ 収量 品質X

品種名 良否z 収穫 収穫 lビン平均 標準偏差

（日） （日） (g) 

汁）アーリー （長菌 17号） 良 27.4 51 294.4 >!o!<Y 7. 7 A 

G-5号 良 31. 4 55 241. 8 11. 6 B 

注）栽培ビンは容量1,100mlーロ径70皿培地は現地慣行のコーンコブ主体培地．栽t剖鹿里は現地膨子．

詳醐は接腫日： 5月17日，菌かき：接種後23日目（菌回り 90%完了）．区の規模は1区32本の1反復

z 芽出し良否：良・中・否 y 蕊は1%水準で有意差有り (t検定法） . y 品質： A・B・C (優・良・否）．

第14表高温培養法における栽培日数及び収量，品質① (2011年）

芽出し 菌かき～ 囀～ 収量

品種名 良否z 収穫 収穫 lビン平均 標準偏差

（日） （日） (g) 

汁）アーリー （長菌17号） 良 23.6 38.6 246.3 ,j<,j<Y 8.0 

品質X

A 

G-5号否 29.8 44. 3 213. 5 4. 9 B 

注）栽培ビンは容量850mlーロ径58mm.培地は当場YK2コーンコブ主体培地菌かき後の子実体発生管理は当場慣行．

試験時期は接種日： 4月11日， 4月18日， 4月25日，菌かき：接種後15日目（菌回り 8(f/o完了）．区の規模は1区16本の3反復

z芽出し良否：良・中・否 y将は1刻⑳目で有意差有り (t検定法） . X 品質： A・B・C (優・良・否）．

第15表高温培養法における栽培日数及び奴量，品質② (2012年）

芽出し 菌かき～ 囀～ 収量

品種名 良否z 収穫 収穫 lビン平均 標準偏差

（日） （日） (g) 

汁Jアーリー （長菌 17号） 良 23.4 38.4 254. 1 将 y 8. 7 

G-5号 否 28.6 43.6 219.0 9.2 

品質X

A

B

 
注）栽培ビンは容量850mlーロ径58mm.培地は当場YK2コーンコブ主体培地菌かき後の子実体発生管理は当場慣行．

試験時期は接頭日： 8月20日， 9月3日，菌かき：接種後15日目（菌回り 8僚ん完了）．区の規模は1区8本2反復

z 芽出し良否：良・中・否 y 蕊は 1刻遺gで有意差有り (t 検定法）• X 品質： A・B・C (優・良・否）．
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シナノアーリー
G-5号

シナノアーリー G-5号

（長菌 17号） （長菌 17号）

第2図 高温培養による芽出し良否佐）と子実体生育状況（右）の比較 (2011年）

第 16表 現地での高温培養法における栽培日数及び収量，品質傍遷：野市， 2011年）

芽出し 菌かき～ 囀 ～ 収 量 品質X

品種名 良否z 収穫 収穫 1ビン平均 標準偏差

（日） （日） (g) 

汁Jアーリー （長菌 17号） 良 23.5 38. 5 306.0 :jcj:Y 5.2 

G-5号 否 29.8 44.8 258.3 12. 1 B 

出培養咀朋1段のビン間最嵩温度25℃で管理栽培ビンは容量85伽lーロ径65皿 培地は現地慣行のコーンコプ主体堵地栽t剖桓里は現地慣行．

疇醐は接種日 ：4月11日， 4月18日， 4月25日， 菌かき：接種後15日目（菌回り 8流完了）．区の規模は1区16本の3反復

z 芽出し良否 ：良・中・否 y 料は1幻di!,で有意差有り (t検定法） • X 品質 ：A・B・C (優 ・良・否）．

第 17表 現地での高温培養法における栽培日数及び収量，品質（須坂市， 2011年）

芽出し 菌かき～ 囀～ 収 量 品質X

品種名 良否z 収穫 収穫 lビン平均 標準偏差

（日） （日） (g) 

汁）アーリー （長菌 17号） 良 26.0 41. 0 296.2 稔 y 9.8 A 

G-5号否 29.7 44. 7 227. 1 13. 7 

注）培養は棚1段のビン間最高温度25℃で管理栽培ビンは容量85伽lーロ径65IlllIL培地は現地慣行のコーンコプ主体培地栽t剖罪里は現地I貫仔
誤験時期は接頭日： 4月15日、 4月22日， 4月28日， 菌かき：接種後15日目僭回り 8漢完了） ．区の規模は1区16本の3反復

z 芽出し良否 ：良・中 ・否 y 将は1刻⑳匡で有意差有り (t検定法） • X 品質 ：A・B・C (優 ・良・否） ．

第 18表 現地での高温培養法における栽培日数及び収量，品質（長野市， 2012年）

芽出し 菌かき～ 接種～ 収 量

品種名 良否2 収穫 収穫 lビン平均 標準偏差

（日）（日) (g) 

収穫ビン

率X

(%) 

品質w

汀J了ーリー（長菌 17号） 良 27. 3 46 280. 0 稔 Y 14. 6 100 A 

G-5号否 34.4 53 230. 9 12. 2 75 

注）培養は積み上げ5段のビン間最高温度2叙Cで管理栽培ビンは容量1,lOOnlーロ径70皿培地は現咀衛子のコーンコブ主体堵地

栽t音管理は現地慣行．誤験時期国朗種日： 5月17日，菌かき ：接種後19日目僭回り叩％完了）．区の規模は1区32本の1反復

z 芽出し良否：良 ・中・否 y粋は1効ctl!eで有意差有り (t検定法） ．

x応困肛ゞ ン率 ：収穫ビン数（本）／各区試験ビン数（本） XlOO. w品質： A・B・C (良 ・中・否）．

36 



エノキタケ‘シナノアーリー＇（長菌 17号）の育成とその特性

考察

‘シナノアーリー＇ （長菌 17号）は， 'G-5号＇との寒天培

地上での効暇音養において嫌触即芯が生じたこと， 'G-5号'

に比べ寒天培地上の 30゚〇音養では 1日当たりの菌糸生長速度が

早いこと，菌かきから収穫までの日数が短いことなどから， 'G 

-5号’との図I}性が確認できた．当場及び現地施設の慣序尉音

で‘ジナノアーリー' (長菌 17号）は， 'G-5号’に比べ芽出

しが同等以上で，菌かきから収穫までの日数が短く，収量は多く，

品質は同等であった一方，慣伊音養より 5℃高い高温培養では，

'G-5号＇は菌かき後の子実体に高薗章害を起こしたが‘シナ

ノアーリー＇ （長菌 17号）は，芽出しが良好で菌かきから収穫

までの日数及び収量品質においても問題ないことから子実体へ

の高温障害の影響が少ない品種であることを実証し，品種育成を

完了した．

現地では，高潤章害を回腔するため，培養室の設定温度を 13

~15℃の低温に保ち，培養中のビン間温度が最高値で 20℃を超

えないように管理している．しかし， ‘ジナノアーリー' (長菌

17号）は，培養期間中の高温遭遇による子実体への影響が少な

い品種であることから，現地での培養室の設定温度を2℃高い 15

~17℃に上げることが可能になり，電気代の削減にも貢献できる

品種であると考えられる．

現地では，培養室の設定温度を低温にしても，培養室内の環境

をムラなく管理することは極めて難しく，部分的は音養中のビン

間温度が 20℃を超える高温に達して，高淵滝害が発生して生産

が不安定となる疱険が常にある．しかし，‘シナノアーリー'(長

菌 17号）を用いれば，培養室内に温度ムラができて高温になっ

たとしても，高躙滝害の発生が少なくて済むことから，エノキタ

ケ生産を一層安定させることができると考えられる．
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育成者

角田茂幸（素材の選定，交配選抜），小山智行佼酒已，選抜

現地実証，特出凋査）

摘 要

エノキタケ白色系の新品種‘シナノアーリー' (長菌 17号）

を長野県野菜花き試験場において2013年に育成した高温で培

養しても子実体への影響の少ない有色の「0-66」と白色の「6

-21」の交配後代2,400交配系統から選抜した品種で，本県の主

要品種‘長野農工研G-5号’に比べ高温培養で芽出しが良好で

培養中の高温遭遇による子実体への影響が少ないまた，生育日

数が短く収量性，品質にも優れる．
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今後のエノキタケ白色品種の育成において，品質や収量性，生

育日数等と同様に高温培養に優れる特性は，重要な育成項目の一

つになると考えられる．
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