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山形県森林研究研修センタ一研究報告第31号 1~ 13 (2009) 

論文

形態的特性を持った野生ナメコの商品化
ーもとの交配因子型と異なる白色系ナメコの作出-

三 河 孝 一

The commercialization of a wild Pholiota namθ'ko keeping a distinctive form 

一Thewhite Pholiota nameko making up different mating type from original mating type -

Koichi MIKA WA  

(2009年 3丹17日受理)

要量:子実体の生育初期に菌柄が玉状に膨らみ、成熟期にも菌柄が徳利状に太い形態的特性を持った

野生ナメコの株取りでの臨品化において、胞子飛散により子実体や包装容器等が褐色に塗れるのを防

ぐため、見かけ上の防止策として、子実体の白色化を圏り、その作出系を提示した。メンデルの法則

に従い、既存の白色系ナメコとの交配を経過することにより、目的とする形態的特性を持った白色系

ナメコが作出できた。作出した白色系ナメコの胞子は極少で、肉眼では見られず、株取りでの商品化へ

の期待が持てる。また、当初原菌として用いた白色系ナメコの交配因子と全く異なる交配留子組成で、

目的とした形態的特性やそれ以外の様々な形態的特性を持った山形県版白色ナメコが作出でき、今後

これらの商品化にも期待が持てる。

I はじめに

野生ナメコの栽培化においては子実体の形や色

などが優れた系統でも、栽培において接種から子

実体の収穫までに要する日数(以下、子実体収穫

所要日数)が長いなど、栽培特性の改良が必要な

ものもある。これらの改良には、目的とする形態

的特性や栽培特性を有する子実体の胞子由来のー

核菌糸や菌株の分生子またはプロトプラスト由来

の再生一核菌糸を交配し、その交配株の中から目

的とする形態的特性や栽培特性を備えた菌株を選

抜する方法が一般に用いられる O

筆者はこれまで、プロトプラスト由来の再生一

核菌糸を利用し、子実体の生育初期に菌柄が玉状

に膨らみ、成熟期にも菌柄が徳利状に太い形態的

特性(以下穂利状の形態的特性)を持っているが、

子実体収穫所要日数が長い(譲種から第 l屈の収

穫終了まで約120日、以下向)ため栽培に不適な

野生ナメコを、子実体の菌柄の太さが普通(菌柄

の太さ10mm以下、以下向)で子実体収穫所要日
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数が普通(接種から第 1回の収穫終了まで約85日、

以下向)の野生ナメコと交配し、菌柄が徳

形態的特性を維持しながら、子実体収穫所要日数

が普通の栽培特性を持ったナメコに改良したり、2、
3) 

O 

この改虫したナメコは、菌柄が徳利状の形態的

特性から新しい品種として位置付けされ、この形

態的特性を生かすためには、菌柄を短く切らない

株取りで収穫し、その株取りの出荷形態で販売す

ることが望ましいと判断された。また、このナメ

コは従来のナメコと比較して菌柄のヌルメキが少

なく、これまでの定番料理のナメコ汁やナメコお

ろし一辺倒から、てんぷらや妙、め物に使用できる

など、調理の幅が広がるものと期待された。

しかし、この改良したナメコは通常栽培されて

いるナメコに比べて茜柄の生長とともに傘が少し

聞き易く、胞子の飛散により、株取り収穫時や出

荷持に子実体や包装容器等が褐色に塗れ、それが

庖頭では消費者からは汚れとして受け取られ兼ね

ないなどの欠点も見つかり、胞子による褐色の塗



れを紡ぐため、さらなる改良が必要と考えられた。

この抱子による塗れの改良には、ひとつには傘

の開きが遅いナメコとの交配が考えられるが当セ

ンターの保存菌株にはこれらの系統はない。もう

ひとつにはエリンギなどのように紫外線の黒射に

よる無胞子化ωも考えられるものの膨大な検定培

養数を要し、子実体への影響も不明で、ある O さら

にもうひとつは子実体色が白色系となるものの、

メンデルの法期に従って子実体が白色系のナメコ

(以下自色系ナメコ)との交配を経過し、目的と

する形態的特性を持った白色系ナメコを作出する

ことにより、見かけ上、子実体や包装容器等の塗

れを防止することができると考えられるが、ナメ

コではその作出例がない。

そこで、筆者は、今後の育種での作出系の提示

も含めて、見かけ上胞子飛散による褐色の塗れを

紡ぐため、後者の白色系ナメコの作出を試みた。

なお、自色系ナメコの作出にあたっては、当初原

菌として交配に用いた白色系ナメコの交配因子と

全く異なる交配因子組成での、山形版の白色ナメ

コの作出も目標とした。

ここでは、これら交配国子と交配因子組成を表

示するとともに、自色系ナメコの作出経過と作出

した菌株の特性、作出系について報告する。

E 研究方法

子実体の生育初期に菌柄が玉状に膨らみ、成熟

期にも菌栴が徳利状に太い形態的特性(以下徳利

状の形態的特性、再掲)を持った子実体色が褐色

系のナメコ(以下褐色系ナメコ) 1菌株と、菌柄

の太さが普通の形態で子実体色が白色系のナメコ

(以下白色系ナメコ、再掲) 1菌株、菌柄の太さ

が普通で、形態の子実体色が濃褐色系のナメコ(以

下濃褐色系ナメコ) 1菌株を原菌とし、これらの

菌株から得たプロトプラスト由来の再生ー核菌糸

(各交配国子 1菌株)を供試した。

まず、菌柄が徳利状の形態的特性を持つ褐色系

ナメコと、菌柄の太さが普通の白色系ナメコの再

生一核菌糸を交配し、栽培により発生した子実体

から、胞子由来の一核茜糸群を得た。次に、この

胞子由来のー核菌糸群を白色系ナメコの再生ー核

茜糸ともどし交配し、栽培により発生した子実体

の子実体色を判別し、白色系の表現型を持つ胞子
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由来のー核菌糸群を得た。これらの白色系の表現

型の胞子由来の一核蕗糸同士を交配し、栽培によ

り発生した菌柄の調査から、菌柄が徳利状の形態

的特性を持った白色系ナメコを選抜した。

さらに、白色系の表現型を持つ胞子由来のー核

菌糸群は、濃褐色系のナメコの再生一核菌糸と交

配し、栽培により発生した子実体から脆子由来の

ー核菌糸群を得た。この胞子由来ー核菌糸群は出

色系ナメコの再生ー核菌糸と交配し、栽培により

発生した子実体の子実体色を判別し、自色系の表

現型を持つ胞子由来のー核菌糸群を得た。これら

を交配し、当初原菌として交配に用いた自色系ナ

メコの交記国子と全く異なる交配因子組成を持っ

た白色系ナメコを作出した。

また、これら自色系ナメコの作出系について、

交配因子等の表現型を表示し、図に示した。

なお、ナメコの交配国子は有田ら(5)が2極性で

あることを報告しており、交配因子の表記は有田

ら(5)に準じた。

1 .目的とする白色系ナメコの作出に用いた菌株

1)原菌

子実体の菌柄が寵利状の形態的特性を持ってい

るが、子実体収穫所要E数が長い褐色系野生ナ

メコ(以下褐色系菌株P1、交配因子組成 :A1A2、

形態:菌柄形徳利状・子実体色褐色、栽培特性:

子実体収穫所要日数約120日)と、菌柄の太さが

普通で子実体収穫所要日数が普通の市販の自色系

ナメコ(以下白色系菌株P2、青森県登録品彊初雪

たけ、交配因子組成 :A3A4、形態:菌柄形普通・

子実体色白色、栽培特性・子実体収穫所要日数約

85日)と、菌柄の太さが普通で子実体収穫所要日

数が普通の濃褐色系野生ナメコ(以下濃掲色系菌

株P3、交配因子組成 :A5A6、形態:菌柄形普通・

子実体色濃褐色、栽培特性:子実体収穫所要日数

約節目)の3菌株を用いた。

2)再生ー核葡糸

褐色系菌株P1、白色系茜株P2、濃褐色系菌株P3

の各々の二核菌糸をプロトプラスト化し、再生一

核菌糸群旦P1、皿P2、旦P3を作出した。これらの

再生…核菌糸群の交配因子A1、A2、A3、A4、A5、

A6を判別後、任意に各交配菌子の再生ー核菌糸

を1株選定、供試した。なお、これら再生一核菌

糸の作出方法は山形県森林研究研修センター研究



報告ωに報告している。

3)再生一核麗糸の特性(表現型)の確認

選定した再生一核窟糸は、褐色系菌株P1、白色

系菌株P2、濃褐色系葡株P3のそれぞれの交配因子

組成で交配(以下交配は正逆ωなしの接触部)し、

交配株:21 (交配因子組成:A1A2
)、交配株s(交

配因子組成:A3A4
)、交配株:23 (交配因子組成:

A5A6
) を作成、原菌 3菌株とともにピン栽培

(800ccピン、おが粉培地550g詰め、 60日間20
0

C

培養後、 60自問15
0

C発生処理、以下ピン栽培)で

子実体を発生させ、菌柄の形態や子実体色および

子実体収穫所要E数の調査から、原窟と交配株の

特性を比較し、作出した再生一核菌糸が原菌の特

性(表現型)を受け継いでいるかを確認した。

2. 菌柄の徳利状の形態的特性を持った白色系ナ

メコの作出

1)胞子分離用の交配株の選定

菌柄が徳利状の形態的特性を持つ褐色系菌株P1

の再生ー核菌糸(交配因子 :A1、A2) と普通の

形態との白色系菌株P2の再生一核菌糸(交配因子:

A3、A4)の交配株(交配因子組成:A1A2、A2A3、

A2A4、A3A4、 4交 配株 :F1-1、Fl-2、Fl-3、Fj_4、

以下交配株F1) を作成、ピン栽培で子実体を発生

させ、菌柄の形態、と子実体収穫所要日数を調査し、

菌柄が諒利状に太くなる形態的特性を持ち、子実

体収穫所要日数が普通で栽培に適することを基準

に、胞子分離用の交配株Fj_3を選定した。

2)胞子出来一核菌糸の交配関子の判別

選定した交配株F日(交配国子組成:A2A3
) の

子実体から胞子を分離培養し、胞子由来のー核

菌糸群(以下回Fj_3) を得た。抱子由来一核菌糸

mFj_3はそれぞれ交配し、クランフ。の有無により、

交配因子A
2、A3を判別した。

3)胞子由来一核菌糸の葡柄形と子実体色の表

現型の判別

判別した胞子由来一核蕗糸mFj_3の交配因子A2

は白色系薗株P2の再生一核菌糸の交配因子A3と

のもどし交配株(交配因子組成 :A2A3、以下も

どし交配株Bj_j) を作成、ピン栽培で子実体を発

生させ、菌柄形と子実体色の調査結果から、胞子

由来一核菌糸の表現型を推察した。また、胞子由

来一核菌糸mFj_3の交配因子A3は白色系菌株P2の

再生一核菌糸の交配閤子A4ともどし交配株(交
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記因子組成:A3A4、以下もどし交配株Bj_2) を作成、

ピン栽培で子実体を発生させ、子実体色のみの調

査結果から、胞子由来一核菌糸の表現型を推察し

た。これらの結果から、菌柄が捷利状の表現型や

普通の表現型を持ち、子実体色が白色系の表現型

の胞子由来一核菌糸(以下wmFj_3) を得た。

4)菌柄が徳利状の形態的特性を持った白色系

ナメコの作出

任意に選抜した、菌柄の形態的特性が様々な表

現型で子実体色が白色系の表現型の胞子由来一核

菌糸wmFj_3の交配因子A2と、菌柄の形態的特性

が不明であるが白色系の表現型の胞子由来ー核蕗

糸wmFj_3の交配因子A3と、交配株(以下交配株

F2) を作成、ピン栽培で子実体を発生させ、菌柄

の形態や子実体色、子実体収穫所要日数の調査結

果から、自的とした菌柄が徳利状の形態的特性を

持った白色系ナメコを選抜した。

3.もとの交配因子製と全く異なる虫色系ナメコ

の作出

1)抱子分離用の交配株

2の3)の、胞子由来のー核菌糸wmFl_3の中

から、交配型厨子がどで子実体収穫所要 B数が

普通で、また見かけ上菌柄の形態が普通の表現型

と菌柄が徳利状に太い形態的特性の表現型のー核

菌糸を任意に選定し、濃褐色系菌株P3の再生ー核

菌糸(交配因子A5、A6
) と交配した。交配株(交

配因子組成:A2A5、A2A6、以下交配株Gj) はピ

ン栽培で子実体の菌柄形や子実体色を調査すると

ともに、それぞれ胞子分離用の交配株Gjとした。

2)龍子由来一核菌糸の交配因子の判別

交配株Gjの子実体から胞子を分離培養し、胞子

由来ー核菌糸(以下mGj群)を得た。胞子由来一

核菌糸mGjはそれぞれ交配し、クランプの有無に

より、交配因子A2、A5、A6を特別した。

3)胞子由来一核髄糸の白色系表現型の選抜

判別した胞子由来一核麗糸mGjの交配因子A2、

A5、A6は、白色系菌株P2の再生一核菌糸の交配

因子A3との交配株(交配因子組成 :A2A3、A3A5、

A3A6、以下交配株Bっ)を作成、ピン栽培で子実

体を発生させ、菌柄の形態と子実体色から胞子由

来一核菌糸の表現型を推察した。表現型を推察し

た胞子由来ー核菌糸工nGjの中から、任意に見かけ

上菌柄の様々な形態で子実体色が自色系の胞子由



来一核菌糸(以下wmGj) を数株選抜した。

4) もとの白色系ナメコ(自色系菌株P2) と全

く異なる交配因子による白色ナメコの作出

表-1 原菌と間一交配因子組成による再生一核菌糸交配株の特性(表現型)

原菌と
交配因子組成主I 子実体色

菌柄形
発生本数 落下臨子絞色

子実体収穫

交配株 生育初期 成熟持 所要日数

Pj A1A2 褐色 五状*2 徳利状*3 極少*4 褐色 長いヰ7

P1 A1A2 褐色 玉状 態利状 極少 褐色 長い同町山田町日目白可・・M・・ ぃ
晶晶日日日 町田‘町・M町・M・.................仰日目白曹司 園田‘園町.-_...._.-圃回目白可日可・ 晶叫 晶司・一司町・吋H町..............-..圃回目‘日目‘_...._.._.目'四四，目・‘酔向"町酔帥_.咽

P2 A3A4 白色 普通 普通 普通*5 無色申6 普通*8

P2 A3A4 白色 普通 普通 普通 無色 普通刊日曙目白川a回一町町晶 日 白川 品目日晶回目白園町回目回目白血目白目可一柑 曹司・可町酔
P3 A5A6 濃褐色 普通 普通 普通 褐色 やや阜

P3 A5A6 濃褐色 普通 普通 普通 褐色 やや早

が:正逆なし。 *2: j翁柄がそろ盤玉状。 *3:菌柄が徳幸Ij状、蔵燃が太く、最大最小径比約 2倍。 *4: 1ピン数本。

*5 : 1ピン 20本以下。ネ極少、可視的無色。 *7:収穫所要日数約 12013 0 *8:収穫所要E数約 90日。

表-2 褐住系菌株 Plと自憶系甚株 P2の再生一核菌糸の交記株 F1の特性(表現型)

交配株 交記因子組成~1 子実体色
欝柄形

発生本数 幕下時子故色
子実体坂穫

生育初期 成熟時 所要日数

P1 A1A2 褐色 玉状*2 語利状*3 極少が 褐色 長いヰ7
可叫可回目句+帥い司自由‘晶a晶曹司、回目可・町町内+町山帥・町司園田‘園田‘..............._...・叫 4付刊、日晶、日日..-..... 晶司・ 可可可‘+酔晶 町"“ ・一、可‘
F [_[ A1A3 褐色 ヨ三状 徳利状 極少 褐色 長い

F) F )-2 A1A4 褐色 玉状 制Jj状 極少 褐色 長い

F 1-3 A2A3 黄褐色 玉状 徳利状 やや少*5 褐色 普通ヰB

F)引 i A2A4 黄褐色 玉状 徳利状 やや少 褐色 普通可 晶司・曹、・ 目“"晶、，‘・ 4 、可r、一、町F町F晶‘可，
P2 A3A4 白色 普通 普通 普通 無色*6 普通

*[正逆なし。 *2・菌柄がそろ幾三乏状。 *3:徳手JJ状、箆柄が太く、最大最小径比約 2倍。が:1ピン数本。

*5 : 1ピン 20本以下。 *6:極少、可視的無色。 *7 収穫所要B数約 120日。 *8:収穫所婆日数約 90日。

任意に選抜した見かけ上菌柄の形態、が様々な白

色系の表現型の胞子由来一核菌糸wmGjの交配因

子A2、A5、A6間での交配株(以下交配株G2) を作成、

当初原菌として交配に用いた白色系ナメコ(白色

系菌株P2) と全く異なる交配因子による山形版の

白色ナメコを作出した。これら山形版の白色系ナ

メコはピン栽培し、発生した子実体の菌柄の形態

や子実体色、子実体収穫所要日数を調査し、栽培

適正を判断した。

4.白色系ナメコの作出系の作成

これら一連の白色系ナメコの作出系について、

原菌や交配株、子実体の形態的特性や子実体色、

交配因子や交配由子組成、またー核菌糸の子実体

色や推定した菌柄の表現型を表示し、図に示した。
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E 結果と考察

1 .目的とする由色ナメコの作出に用いた菌株

1)再生一核菌糸の特性(表現型)の確認

表 -1に、原菌3菌株と開ー交配関子組成によ

る再生一核菌糸交配株3菌株の特性(表現型)を

示した。

再生一核菌糸の同一交配因子組成による交配株

Ej、交配株Ez、交配株E3は、子実体色や菌柄の形態、

発生本数、胞子紋色、子実体発生所要日数ともに、

原菌の褐色系菌株Pj、白色系菌株P2、濃掲色系菌

株P3の表現型と同じで、自的とする白色系ナメコ

の作出に用いる再生一核菌糸の表現型は、原菌そ

れぞれの表現型を受け継いでいると判断された。



2. 菌柄が徳利状の形態的特性を持った白急系ナ

メコの作出

1)胞子分離用の交配株の選定

表-2に、菌柄が徳利状の形態的特性を持つ掲

色系菌株P)の再生一核菌糸と白色系菌株P2の再生

ー核菌糸との交配株F)の特性(表現型)を示した。

胞子分離用の交配株の選定基準となる子実体

の菌柄の形態的特性では、交配株F)のすべてが、

生育初期には玉状で成熟期には菌柄が徳利状に太

くなる形態、的特性を持ち、その基準を満たした。

また、子実体収穫所要日数では、交自己株F)_)と交

配株F)-216'所要日数が長く栽培に適さず、交配株

表一3 交醍株 Fト3の抱子由来一核菌糸 mFI-3の交配因子の半1]J.lI]ならびに

もどし交毘株 Bト1、BI-2の子実体の茜柄形と子実体色の表現型 単位 :j蓋株

胞子由来一核窟糸 mF)_3 白色系菌株 P2の再生一核菌糸の交配因子 A3とのもどし交配株B1-1の表現裂

交配因子 判551J数本1 菌柄形キ2 判別数 子実体色 判55IJ数

抱flJ状中3
褐色 09 

19 
A2 31 白色 10 

‘“‘白山山由回目晶日目晶日

普通
褐色 06 

12 
白色 06 

mFl-3群 白色系菌株 P2の交自己因子 kl再生一核菌糸とのもどし交l!EBI-2の表現裂

未調査が
褐色 10 

A3 18 
25 白色 08 

未発生*5 07 不明 07 

言十 56 56 56 

*1 : mF1の相互交自己によるクランプの有無判定。 *2:生育初期の菌柄観察。 *3:生育初期の菌柄はそろ君主ヨミ状、

成熟時の菌柄の太さは多様。 *4原基生育自寺子実体色のみ観察。 *5:発生処理 60日間で子実体未発生。

F )-3と交配株F)-4が所要日数が普通で、栽培に適し、

この 2交配株が子実体収穫所要日数での胞子分離

用の交配株の選定基準を満たした。この結果、菌

柄形と子実体収穫所要日数の選定基準から交配株

F )-3と交配株Fl-4が施子分離用の交配株の候補と

なったが、子実体収穫所要日数が若干早い(未発

表)交配株F)-3 (交配因子組成:A2A3
) を胞子分

離用交配株に選定した。

選定基準以外の特性調査では、子実体色では交

配株 F)_)と交配株F)-2が褐色系、交配株F)-3と交

配株F)-4は黄褐色系、また発生本数では交配株F

)-)と交配株F)-216'極少、交配株F)-3と交配株F)-4が

やや少と、再生ー核菌糸の親株やその中関の表現

型を示した。

なお、交配株F)のすべての菌柄が植手iJ状の形

態的特性を示したことから、 f恵利状の菌柄の表現

型は普通の菌柄形の表現型に対して優勢で、あると

考えられた。また、交配株F)の子実体色はすべ

て褐色系であることから、有田ら仰のヒラタケの

白色遺伝子と同様、ナメコの白色系の表現型は褐
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色系の表現型に対して劣性であると考えられた。

2 )胞子由来一核菌糸の交配因子の判到

表 3に、交配株F)・3の胞子由来一核窟糸mF)_3

の交配因子の特別結果を示した。

胞子由来ー核菌糸mF)_3の交配因子A2と交配因

子A3の比率は31: 25と理論値の約 1 1を示し、

容易に、交配株F)_3を組成するそれぞれの交配因

子が得られた。なお、胞子由来一核菌糸mF)_3間

の交配ではいずれもクランプの有無が明瞭で、有

田ら(5)と同様、 2極性を示した(未発表)。

3)胞子由来一核菌糸の菌柄形と子実体急の表

現型の判別

表 -3に、胞子由来一核菌糸mF)_3と白色系茜

株P2の再生一核菌糸とのもどし交配株B)_)、B)_2の

菌柄の表現型と子実体色の表現型を示した。

2の1)の胞子分離用の交配株の選定において

菌柄が怨利状の表現型は菌柄が普通の表現型に対

して優勢であると考えられることから、交配株の

菌柄が徳利状の形態的特性を持てば、交配に用い

た一核菌糸のどちらかが蕗柄が徳利状の表現型を



持っと推察される。表-3のもどし交配に用いた

白色系菌株P2の再生ー核菌糸(交配因子A3、A4)

は、表-1の交配株Lの特性調査の結果から菌

柄が普通の表現型と考えられることから、もどし

交配株Bl-lの菌柄が纏利状になれば交配に用いた

胞子由来一核菌糸mFl_3は菌柄が徳手Ij:l犬の表現型

を持つことになる。もどし交配株Bl-lの菌柄の調

査結果では、菌柄が徳利状の表現型と菌柄が普通

の表現型が19対12となり、容易に、菌柄が徳利:1犬

の胞子由来一核菌糸mFl_3の交配園子A3が得られ

たことになる O なお、もどし交配株Bl-2で、は子実

体の菌柄の形態の調査はしなかった。

また、向様に2の1)の拍子分離用の交配株の

選定においてナメコの子実体色の自色系の表現型

は掲色系の表現型に対して劣勢で、あると考えら

れることから、白色系の表現型のー核菌糸同士の

交配でなければ、交配株の子実体色は白色系とな

らない。表-3のもどし交配株Bl-lは白色系菌株

表-4 子実体色が白色系の表現型の龍子由来一核菌糸 wmFト3同士の交配株 Fzの特性(表現型)

交配因子 A2

胞子由来一核菌糸 wmF
I
_3 菌柄が普通形の表現型 菌柄が徳利状の表現型

15*1 17 20 14 25 28 35 54 

菌柄形*2 普通 普通 普通 徳利状*3 鯨IJ状 一*4

交配 菌柄 子実体色 |白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色

因子 形表 栽培*5 長い*6 普通*I 普通 長い 長い 一 普通 普通
日一一一一日戸一日一一一一一一一 一一 一一一句"“

A3- 王見芳江i 画柄形 徳利状 徳利状 iMiJ状 徳利状 語科状 徳利状 i開状

子実体色 |白色 白色 白色 自色 白色 白色 白色 白色

栽培 普通 普通 ;普通 普通 長い 普通 普通

が:数字は胞子由来一核菌糸 wmF卜3の番号、泊予由来一核菌糸の交自己因子AL 15。 *2 菌柄の形状。

*3・菌柄がそろ猿玉状、成熟H寺の菌柄の太さは多様。。 が・発生操作 6013間未発生。

*5 子実体収穫所要臼数。 *6 収穫所要喜日数約 120日。 *7 収穫所婆日数約 90目。

P2の再生一核菌糸の交配因子A3との交配であり、

子実体色が白色系となれば、交配因子A
2
の胞子

由来一核菌糸mFl_3は白色系の表現型と推察され

る。子実体色の調査結果では、子実体の菌柄が穂

利状の表現型では褐色の表現型と白色系の表現型

が9: 10、菌柄が普通の表現型では褐色の表現型

と白色系の表現型が6:6となり、容易に、菌栴

が徳利状や普通の太さの表現型を持った、子実体

色が白色系の表現型の胞子由来ー核菌糸mFl_3の

交配因子A2(再掲wmFl_3)が得られたことになる。

また、もどし交配株Bl-2の子実体色の調査結果で、

も、褐色の表現型と白色系の表現型が10:8とな

り、容易に、白色系の表現型の胞子由来一核菌糸

mFl_3の交配因子A3(再掲wmFdが得られたこ

とになる O これら白色系の表現型の胞子由来一核

菌糸mFl_3の中から、蕗栴形の表現型をもとに任

意に選抜して、菌柄が徳利状の形態特性を持った

白色系ナメコの作出に用いた。

なお、もどし交配株B1_1、Bl-2の子実体色は、交
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配因子A2、交配因子A3とも褐色の表現型と白急

系の表現型が約 1 1となり、理論上の比率を示

した。

4)菌柄が徳利状の形態特性を持った白色系ナ

メコの作出

表-4に、任意に選抜した、子実体色が白色系

の表現型の胞子由来一核菌糸wmFl_3同士の、交

配株F2の特性(表現型)を示した。

菌柄が普通の表現型の抱子由来ー核菌糸

wmFl_3の交配因子A2-15、17、20と、菌柄形の表

現型が不明な胞子由来ー核菌糸wmFl_3の交配因

子A3-29との交配株F2は、菌柄が普通の表現型で、

子実体収穫所要日数は長い表現型と普通の表現型

となった。また、菌柄が普通の表現型の胞子由来

一核菌糸wmFl_3の交自己因子Aえ15、17、20と菌柄

形の表現型が不明な組子由来一核菌糸wmFl_3の

交配関子A3-31との交配F2では、すべてが菌柄が

穂利状の表現型で、子実体収穫所要日数が普通の

表現型となった。菌柄がf恵利状の表現型の抱子由



来一核菌糸wmFjの交配因子A2-14、25、28、35、

54と、菌柄形の表現型が不明な抱子由来ー核菌糸

のwmFjの交配因子A3-29、A3-31との交配株F2は、

すべてが菌柄が徳利状の形態的特性を持ち、子実

体収穫所要日数では普通の表現型や長い表現型を

となった。これらの結果から、栽培が容易で、、自

的とした菌柄が徳利状の形態的特性を持った白色

系ナメコを選抜した。

なお、 2の 1)の胞子分離用の交配株の選定に

おいて菌柄が徳利状の表現型は菌柄が普通の表現

型に対して優勢で、あると考えられることから、交

配株F2の菌柄形の表現型によって、菌柄形の表現

Gj 

mGj 

表-5 交配株 G 1 の龍子由来一核菌糸 mG 1 の交配因子の判 ~IJ ならびに交配株 B2 の特性(表現型)単位 a蹴

交配因子 判別数

A5 10 

Gj-1-15* 

A2 4 

A5 6 

G
j
-1-17* 

A2 21 

A5 12 

G
j
-1-20* 

A2 12 

A5 4 

Gj-1-54 * 

A2 12 

A6 05 

Gj-2-17* 

A2 07 

A6 02 

Gj-2-20* 

A2 07 

A6 07 

Gj-2-54 * 

A2 12 

自色系菌株 Pzの交配臣子どとの交記株民

子実体色 判JjIJ数

褐色 7 

色
"
色
色
色
…
色
…
色
…
色
…
色
一
色
一
色
…
色
“
色
…
色
一
色
邑
一
色
色
…
色
…
色
…
色
…
色
一
色

h

色
…
色
一
色
…
色
一
色

白
褐
…
白
一
褐
自
…
褐
…
自
…
褐
…
自
…
褐
…
白
褐
一
白
褐
白
一
褐
…
自
…
褐
…
自
…
褐
…
白

h

褐
白
一
褐
白
山
褐
…
白

3
…
3
…
1
…
2
…
4
…
l
…

0

9

3

4

4
一
8

2

2

一
9
…
3
一
3
…
2
…
6

1

2

0

5

2

…
4
一
3
…
6
二。

一1
i

…1
i

茜柄形

普通

通説一回

普通と徳利状*

普通と徳利状

(一般に徳手IJ状)

普通

普通と徳利状

普通

(一般に穂利状)

G，-1-15* : wmF，の胞子由来交配殴子 A2-15XP3の交配因子 A"の再生一核菌糸。 G，-1-17*: wmF，の胞子由来交配因子 A2-17

X P3の交配因子A5
の再生一核菌糸。 G，-1-20*:wmF，の胞子由来交配悶子A2-20x P 3の交配殴子A5

の再生一核菌糸。 G，-1-54

*・ wmF，の胞子由来交配因子 A2-54x P 3の交配因子 A"の再生一核菌糸。 G，-2ー17*: wmF，の胞子由来交配悶子 A2-17X P3の

交自己因子 A6の再生一核菌糸。 G，-2-20* : wmF，の胞子由来交自己因子 AL20XP3の交配函子 A6の再生一核菌糸。 G，-2-54* 

wmF，の胞子由来交配因子 A2-54XP3の交配因子 A6の再生一核菌糸。 *j 生育初期に菌柄がそろ盤玉状、成熟期に徳利状。
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型が不明な抱子由来一核菌糸wmFl_3で、もその表

現型を推察できる。菌柄が普通の表現型の胞子由

来ー核菌糸wmFlの交配園子A2-15、17、20と交配

菌子A3-29との交配株F2の菌柄は普通の表現型で、

また交配因子A3-31との交配株F2の菌柄は徳利状

の表現型となったことから、表-4の抱子由来一

核菌糸wmFlの交配因子A3-29の窟柄の表現型は

普通、交配因子A3-31の菌柄の表現型は徳利状で

あると推察される。

3. もとの交誼国子型と全く異なる白色系ナメコ

の作出

1)胞子分離用の交記株

表-3のもどし交配で菌柄の表現型が明らか

となった子実体色が白色系の胞子由来ー核菌糸

wmFlの中から、菌柄が普通の表現型の交配型因

子A2を3菌株 (wmFl_3-A
2-15、同17、-20) と、菌

柄が諒利状に太い(以下徳利状の形態的特性、再

掲)表現型の交配型因子A2を1菌株(wmFl_3回A2-54)

任意に選定し、これらの菌株と濃褐色系菌株P3の

再生ー核菌糸(交配因子A5、A6
)との交配株G1(前

掲)を作成、胞子分離用の交配株とした。

2)胞子由来ー接菌糸の交配因子の判別

表-5に、交配株G1の胞子由来一核菌糸mG1(前

掲)の交配因子の判別結果を示した。

胞子由来一核菌糸mG1の交配因子は、各交配株

G1の違いはあるが、交配因子A2、A5、A6とも容

易に得られた。なお、各交配株G1から得られた交

配因子A2、A5、A6の判別数の相違はシャーレか

らの分離数によるものと考えられ、数多く分離す

れば理論値の 1・ 1を示すものと考えられる O

3)抱子由来一核菌糸の白色系表現型の選抜

表-5に、交配株G1の胞子由来一核菌糸mG1と

白色系菌株P2の再生ー核菌糸の交配国子A3との

交配株B2の子実体色と菌柄の表現型を示した。

前述のとおり、ナメコの子実体色の自色系の表

現型は褐色系の表現型に対して劣勢で、あると考え

られることから、自色系の表現型のー核菌糸関士

の交配でなければ、交配株の子実体色は白色系と

ならない。表-5の交配株B2は自色系菌株P2の再

生一核薗糸の交配因子A3との交配であり、子実

体色が自色系となれば、交配因子A2、A5、A6の

胞子由来一核菌糸mG1は白色系の表現型と推察さ

れる。子実体色の調査結果では、交配株B2はそれ

ぞれ判別数に違いはあるものの白色系の表現型が

得られ、容易に、交配因子A2、A5、A6とも白色

系の表現型の胞子由来一核関糸mG1 (wmG1、前

掲)が得られることになる O なお、交配因子A2、

A5、A6の白色系の表現型の判別数の違いはシャー

レからの分離数によるものと考えられ、数多く分

離すれば理論値の 1 1を示すと考えられる O

また、前述のとおり、菌柄が徳利状の表現型は

蘭柄が普通の表現型に対して優勢であると考えら

れることから、交配株の菌柄が徳利状の形態的特

性を持てば、交配に用いたー核菌糸のどちらかが

菌柄が徳利状の表現型を持っと推察される。表-

5の交艶に用いた白色系菌株P2の再生一核菌糸

(交配因子A3
) は、表-1の交配株主主の特性調査

の結果から菌柄が普通の表現型と考えられるこ

とから、交配株B2の菌柄が穂利状になれば交配に

用いた胞子由来一核菌糸mG1は菌柄が徳利状の表

現型を持つことになる。交配株B2の調査結果で、は、

数株の菌柄が徳利状の表現型となり、これらから

菌柄が舘利状の表現型を持った拍子由来一核菌糸

mG1が得られたことになる。

これらの結果から、子実体色が白色系の表現型

の抱子由来一核菌糸wmG1の交配因子A2は菌柄が

普通の表現型を 5菌株 (mG1
同A2-1-15-26、1-17-14、

1-17-24、1-17-25)、菌柄が徳利状の表現型を l

菌株 (mGrA
2-1-20-16)、また胞子由来ー核菌糸

mG1の交配因子どは蕗柄が普通の表現型を l菌株

(mG1-A
2-1-17-22)、菌柄が徳利状の表現型を 3薗

株 (mG1-A
5-1-20-27、1-54-08、1-54田 10)、胞子由来

一核菌糸mG1の交配因子A6は菌柄が普通の表現型

をl菌株 (mG1-A6_2司54-16)任意に選抜した。
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ヰ)もとの白色系ナメコ(白色系菌株P2) と金

く異なる交配圏子による白色ナメコの作出

表-6に、任意に選定した、交配株G1の胞子由

来ー核菌糸wmG同士の交配株G2の特性(表現型)

を示した。

交配して得られた交配株G2は3交配株を除き、

ピン栽培で通常の子実体が発生し、もとの白色系

ナメコ(白色系菌株P2) と全く異なる交配閤子に

よる白色ナメコが作出できた。

なお、表-6の交配に用いたwmG1の菌柄の表現

型を表-5の菌柄形から推定して普通や徳利状と

示したが、窟柄が普通の表現型のwmG1-A
6-2信54-16

と菌柄が普通の表現型のwmG1-A
2-1-15田26の交配



表-6 交配株 G1の抱子由来ー核菌糸 wmG1同士の交配株 G2の特性(表現型)

F]-3 二接富永 A2 (徳利状 *1) XA3 (普通 *2)

褐 | 一核菌糸 j 
A2 (wmF]) 

色 I

wmF] (mF]の自色系ート)5I ー)-) 7 ート20I )-54 

Gj 

f島

二接菌来

wmG] 核菌糸

龍平昧

A2 (1;恵 )-)7 

色

X 

(mGjの白色系 11-15-26 

普通

1-17-221 普通|普通

利) A2 )-20 

X A3 wm 

普通
A 

(普通)，
A5 I…~=~o.=~~1 向井町 I 型開

1-54-ω|網拡|普通

(普 Fj 
ー)-54

通)

語利状 A 

(昔逝

い54ぺ01語手|猷|寵利状

どい-54-)61 普通|側状

*1 :生苦手初期に商柄がそろ盤玉状、成熟期に徳利状。が，箇柄形が普通。 *3:発生操作 60日間米発生。

株F2は商柄が徳手IJ状の表現型を示し、また菌柄が

徳利状の表現型のwmG1-A
5-1-20-27と菌柄が普通

の表現型のwmG1
儒A2-1-17-14は菌柄が普通の表現

型を示すなど、交配株F2の窟柄は多様な表現型を

示した。これは、前者は当初交配した菌柄が徳利

状の表現型が発現したものと考えられ、また後者

は交配の繰り返しにより原菌の菌柄の表現型の優

勢が弱くなったものと考えられ、今後目的とする

菌柄の表現型を得るためには、交配に用いる菌株

の形賀の情報管理や交配の繰り返しに配慮する必

要があるへまた、交配株F2の子実体色には見ら

れなかったが、交配株G2の子実体色の中には若干

くすんだ、白色系の子実体が見られた。これは交配

に用いた濃褐色系P3の影響や交配の繰り返しなど

の影響も考えられ、今後、白色系ナメコの作出系

の再検討も必要で、ある。

4. 白色系ナメコ作出系の作成

これら一連の白色系ナメコの作出系について、

原菌や交配株、子実体の菌柄の形態的特性や子実

体色、交配因子や交配因子組成、またー核菌糸の

子実体色や推定した商柄形の表現型を、避の研究

方法やNの結果と考察に対応して表示し、図-1、

図 2に示した。

N あ と が き

子実体の生育初期に菌柄が玉状に膨らみ、成熟

期にも菌柄が徳利状に太い形態的特性を持った野

生ナメコの株取りでの商品化において、胞子飛散

により子実体や包装容器等が褐色に塗れるのを防

ぐため、見かけ上の防止策として、菌柄の形態的

特性を持った白色系ナメコを作出した。また、当

初原菌としてに用いた自色系ナメコの交配因子と

全く異なる交配因子組成で、山形県版の白色ナメ

コが作出でき、これらの商品化にも期待が持てる。
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白:子実体色褐色系

恒三組長扇引
(菌柄形・徳利状)

主E

口子実体色白色系

[P2:相主因子一一面]
(菌柄形.普通)

:::: :Pi己主主極製困長組成:必与え :Ál主計出Á'~:Á?必
(菌柄形:やや徳手IJ状、子実体褐色)

mFl'3:'支配裂包子A21，A22，A23， .. A31， A32， A33， . . 

× 

交配型悶子A4

白色系 IVmFI'3A23，A24， A25， . . A31， A34， 

虫怠丞E怠 F同盟主旦亙重己

I~2 交記型鴎子組成A23 A31， A23 A34， A24A31， A24 

(菌柄形:やや玉状と普通、子実体白色)

*湿の研究方法やNの結果と考察に対応

臨-1 f乍出系一1

(8) 三河孝一 (2007) もとの交配因子組成と異な

る白色系ナメコの作出 JI.東北森林講要12・50

白:子実体色濃褐色系

{j時;説持母む~A~l
(菌柄形普通)

主監

。子実体色白色系

× { 閥 系 日1'3A23，A24， A25，・・ l 

:日案書E型因子昔蹴A:Z3A5，:A:24:A?，:;主主~3N; :， :MoAcr 

(菌柄形:やや徳利状と普通、子実体褐色)

mGl 交配型因子A51，・， A61，.， A231， . A241，・

亙重己

× ImP2 :主盟国記1

白色系子 IVmG 1 A52，A54， A55， . . A61， A63， 

皇主丞Wm立 llPl主旦亙盟

G 交配嬰因子組成Ao2ABl， A52 AB3， A23A52， A23 

(蔵柄形:やや五状と普通、子実体白色)

*mの研究方法やNの結果と考察に対応

圏一2 作出系一2
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