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短報

Pseudomonas属細菌によるマツタケ担子胞子の発芽促進

水谷 和 人

岐阜県森林研究所，〒 501-3714岐阜県美濃市曽代 1128-1

Stimulation of basidiospore germination of the ectomycorrhizal fungus Tricholoma 
mαtsut，αke by bacteria of the genus Pseudomonas 

Kazuto MIZUTANI 

G泊1Prefecture Research Institute for Forest 1128-1 ， Sodai， Mino， G出 501-3714，J apan 

(Accepted for publication July 31， 2013) 

Effects of bacteria on the basidiospore germination of the ectomycorrhizal fungus Tricholoma matsutake were investi-
gated.τbe bacteria used in this study were identified as a species of the genus Pseudomonas.τbe basidiospore germination 
rate of T. matsutake reached 14.38% as a result of inoculation of the basal medium (containing 30μ1IL n-butyric acid) with 
the bacteria. Furthermore， the germination rate was high when bacteria were incubated far from spores. However， the ba-
sidiospore germination rate did not improve when they were inoculated in the medium without n-butyric acid or the water 
agar medium with n七utyricacid. These results indicate that bacterial proliferation with n-butyric acid is important for basid-
iospore germination. (J apanese Journal of Mycology 54: 60 -65， 2013) 
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緒言

マツタケ (Tricholomamatsutake (S.Ito etlmai) Singer) 

はマツ類と共生する外生菌根菌 (Yamada1999)で， 日

本で最も高値で取り引きされる食用きのこである. しか

し林地における子実体発生量は激減している(林野庁

特用林産対策室 2012).その原因としては，アカマツ林

の減少，林内環境の悪化，胞子飛散量の減少が指摘され

ている(小川・伊藤 1989).このうち，胞子飛散量につ

いては，子実体発生量の減少に加えて，発生した子実体

を傘の開く前に採取することから，極めて少なくなって

いると推測される.新たなシロ(土壊中で菌根に繋がる

菌糸塊)の形成は胞子の発芽が起源になると考えられる

ため，新たなシロ形成を期待することは，非常に難しい

状況にある

一方，マツタケを増産する試みがこれまでに種々行わ

れており，その一つに胞子散布がある.胞子散布は，ア

ミタケ，ハナイグチでは短期間に子実体が発生し，かっ

多くの発生量が得られる事例が報告されている(柴田

1989 ;大森 1994).しかしマツタケでは，胞子散布後
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約6年目に子実体が発生した報告があるが(伊藤・藤田

1986) ，その他効果の見られた信頼のおける調査報告は

なく，マツタケが増産した事例はない.胞子散布は，広

範囲に均一に接種が可能なことや，簡単な方法であるこ

とから誰にでもできる実用性の高い方法である.しかし

マツタケは高価であるため，胞子を得るための子実体を

入手することが困難である.また，実験室レベルでは胞

子の発芽率が極めて低く，発芽率の低下が早い(太田

2008) 胞子散布によるマツタケ増産の可能性を高める

ためには，胞子発芽を阻害する要因や発芽に適した条件

を検討し胞子発芽を高める条件を把握することが必要

である.

マツタケの胞子発芽を促進する条件について，土壌煎

汁 (Nisikadoand Yamauti 1936)，アカマツ針葉の熱水

抽出物(広本 1960)，n 酪酸 (Ohta1986) などの効果

が報告されている.さらに，他の菌根菌の胞子発芽を促

進する条件としては，無菌培養したマツの根 (Friesand 

Brirraux 1980 ;菊池ら 2006)が報告されている.

しかしマツタケの胞子と微生物の相互関係について

はほとんど検討されていない.他の菌根菌では，酵母と
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の二員培養 (Fries1977)や細菌との二員培養(Aliand 

Jackson 1989)，培養菌糸との二員培養 (Fries1979 ; 

Iwase 1992)が報告されているが，マツタケ胞子発芽は

マツタケ菌糸によって誘導されることはない(岩瀬

1994) ことが知られているのみで，マツタケ胞子発芽に

対する細菌類を始めとする他の微生物の影響に関する報

告はない.そこで，本研究でマツタケ胞子発芽に対する

細菌の影響について検討した結果，細菌による発芽促進

が見られたので報告する.

材料および方法

卜細菌が胞子発芽に与える影響

(1)培地

培地は，基本培地，素寒天培地，およびこれらに酷酸

を添加した基本+酪酸培地，素寒天+酪酸培地の 4種類

を用いた.基本培地は， Ohta(1988) に準じ，蒸留水

1Lに対してグルコース 1g，酒石酸アンモニウム 0.1g， 

KHzP040.1g， MgS04・7H2050 mg， CaCl2・2H2010mg，

クエン酸第 E 鉄 10mg， ZnS04・7H200.5 mg， 

MnS04・4H200.5 mg， CUS04・5H200.1 mg，塩酸チアミ

ン1mg，ニコチン酸 0.03mg，ょう酸 0.005mg，寒天

15 gを加えた.素寒天培地には蒸留水 1Lに寒天のみを

15 g加えたこれらにそれぞれ n 酪酸を 30凶/L添加

した培地を，基本+酪酸培地あるいは素寒天+酪酸培地

とした.これらの培地を 1N HClあるいは 1NKOH

でpH5.0に調整し， 120
0

Cで20分間滅菌した.滅菌後，

ストレプトマイシン硫酸塩30陪 /Lを液過滅菌して添加

し， 5cm滅菌シャーレに培地 7.5mlを分注した.

(2 )細菌の同定

試験に使用した細菌は，マツタケ子実体に付着してい

たもので，希釈平板法(土壌微生物研究会編 1992) に

よりスクリーニングされ，麦芽エキス培地で継代培養さ

れた細菌を，基本培地で 21
0Cで培養し，コロニー観

察や光学顕微鏡で、の形態観察を行った また，グラム染

色を行うとともに， 16S rRNA遺伝子の塩基配列を解析

した

DNA抽出には，市販の菌体用ゲノム DNA抽出回t(ZR 

Fun伊 l/Bade巾lDNA阻t別)を使用し付属のマニュア

ルに従った. PCR反応には，プライマーとして 10F (5'-

GTITGATCCfGGCfCA-3 ，)と 800R(5'-TACCAGGG-

TATCfAATCC-3') をf吏用し， TaKaRa PCR Thermal Cy-

cler MP3000 (TaKaRa Bio)を用いた.反応条件としては，

94
0

C 3分を行った後， 94"C 30秒， 55
0

C 1分， 72
0

C 1分

を30回繰り返し最後に伸長反応 72
0

C7分とした

PCR後の生成物は， ExoSAP-IT (GE Healthcare) を用
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いて精製した.ラベル化は BigDyeRterminator Ver. 1. 1 

(Applied Biosystems) をf吏用し， ABI Prism 3130xl Ge-

netic Analyzer (Applied Biosystems) を用いて解析し

BIASTによる相同検索結果から微生物を同定した

(3 )マツタケ胞子の播種

胞子採取に使用したマツタケ子実体を岐阜県美濃市内

のアカマツ林で採取し冷蔵庫で保管した 採取した当

日に柄を切断し傘を 500mlビーカーの底にワセリン

で貼り付け，滅菌シャーレの上にかぶせて室内の暗黒下

で約 12時間胞子を落下させた蒸留水にTween80を

340 pl/L 添加して滅菌した溶液で胞子を懸濁した.胞子

懸濁液をシャーレ内の 4種類の培地に 0.04mlずつ，直

径約 8mmの広さに播種した播種作業は，胞子回収後

4時間以内に行った.

( 4 )細菌の接種

細菌を白菌耳の先端で培地上に穿刺した.マツタケの

胞子と細菌の接種距離が胞子発芽に及ぼす影響を比較す

るため，細菌の接種箇所としては，胞子播種範囲内，お

よび播種範囲から 8mm離れた場所の 2箇所とした

(5 )培養および発芽率調査

接種後のシャーレを，シールで封印して 21
0

Cの暗黒

下で培養し， 8日日， 15日目， 22日目にマツタケ胞子

発芽率を測定した発芽率 0.1%に満たないものは顕微

鏡観察で約 30，000個の胞子を， 0.1%以上のものは顕微

鏡写真で約 5，000個を調査したなお，培地上の胞子播

種密度は 1mm2 当たり 3，900~7，l00 個で，イ共試数は各
試験区シャーレ 2枚である.

2. Tween80およびストレプトマイシン硫酸塩が胞子

発芽に与える影響

1. で使用した培地に添加した Tween80およびスト

レプトマイシン硫酸塩がマツタケの胞子発芽に与える影

響を把握するために，子実体から胞子を培地に直接落下

させることにより Tween80で胞子を懸濁することなく，

また，ストレプトマイシン硫酸塩の基本+酪酸培地への

添加有無と細菌接種の有無を組み合わせて胞子発芽率を

比較した 供試数は各試験区シャーレ 2枚である.

マツタケは採取当日に，傘を滅菌シャーレの蓋にワセ

リンで貼り付け，子実体から培地上に室内の暗黒下で約

14時間胞子を直接落下させた細菌の有無の効果を見る

ため，白菌耳先端で細菌を胞子落下範囲内に穿刺し細

菌無接種と比較したこれらのシャーレをシールで封印

して 21
0

Cの暗黒下で培養し接種8日目に顕微鏡写真に

より，約 1，500個当たりの胞子発芽率を測定したなお，

培地上の胞子播種密度は 1mm2当たり約 2，000個である.



結果

1. 細菌の同定

16S rRNA 遺伝子の DNA相向性解析の結果• Pseudo-

monas属の種と 99%の相向性で一致した.また，形態

観察(I豆I1)やグラム染色の結果から，分離 した細菌は

グラム陰性梓菌で• Pseudomonas属の一般性状と一致し

[:gll 細菌の形態

スケールバー=10 IlTI 

ra、
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たことから • Pseudomonas sp.と同定した.

2.細菌が胞子発芽に与える影響

( 1 )細菌の増殖

接種8日日に，基本培地および基本+酪酸培地では，

胞子播種範囲内に接種しでも 8mm離して接種しでも，

細菌コロニーが直任 3mm程度の大きさになった(図

2 ).一方，素寒天培地および素寒天+酪酸培地では，

細菌コロニーの拡大は見られなかった.

(2 )マツタケ胞子の発芽

マツタケ胞子は播種後 3EI目に発芽した 胞子を播種

して 8日目の発芽率を表 1に示す

細菌を無接種の場合.基本培地では)j包子は全く発芽し

なかった (図3a).基本+酪酸培地では発芽率が0.07%

に向上した.素寒天培地での発芽率は 0.01%未満で，素

51ff天+酪酸培地での発芽率は 0.03%であった.

キIl]菌を胞子播種範囲内に接種した場合.基本培地お よ

び素寒天培地の発芽率はそれぞれ 0.01%， 0.01 %未満で，

いずれの培地も細菌無接種と同程度であった一方，基

本+酪酸培地では発芽率が 14.38%と向上した(図

素寒天培地
区12 マツタケ胞子情種範囲 (M)および剤IIjj¥j桜種位iffl'(B)と泊勉状況(接種後 8日目)

a : 1)包子播種範囲内， b: 1)包子術極範囲から 8mmiJllす

スケールバー=5mm 
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表 1.培地種類と細菌接種有無によるマツタケ胞子発芽率(接種後 8日日)

細菌接種有 (%)
培地 細菌無接種(%)

胞子播種範囲内 胞子播種範囲から 8mm離す

基本培地 。 0.01 < 0.01 
基本+酪酸培地 0.07 14.38 2.97 

素寒天培地 < 0.01 < 0.01 < 0.01 
素寒天+酪酸培地 0.03 < 0.01 0.02 

ll= 2 
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図3 培地種類および細菌接種の有無と接種場所によるマツタケ胞子の発芽状況(接種後8日目)

もg

。

スケールパー=10戸11

a 基本培地 調11菌無接種。 b:基本+酪酸培地・刺11閣をマツタケ}J包子橋種範囲内に接種，

C.基本+的自主培地 細菌をマツタケJ]包子播種範|羽から 8mm向性して接種.

d:素寒天+酪酸培地・細菌をマツタケ胞子播種範囲から 8mm離して接種

3 b) しかし素寒天+酪酸培地では，素寒天培地と

同程度で，発芽率の向上は見られなかった.

細菌をマツタケ胞子播種範囲から 8mm離して接種し

た場合，基本+酪酸培地の胞子発芽率は 2.97%で¥胞子

播種範囲内に接種した場合に比較すると低いが，細菌か

ら離れていても発芽率は向上した(図 3c) その他の培

地では発芽率は向上しなかった(図 3d). 

播種後 15日目のJJ包子発芽率は，8日目とほぼ同じ状

況で， 8日目以降は新たな発芽は起こらなかった.接種

後 22日目には，基本+酪酸培地では，細菌を胞子播種

範囲内に接種した場合も 8mm離して接種した場合で

も，発芽したマツタケの菌糸成長が旺盛で，マツタケ胞

子観察はできなかった.

2. Tween80およびストレプ 卜マイ シン硫酸塩が胞子

発芽に与える影響

ス トレプ トマイシン硫酸塩が胞子発芽率に与える影響

を表 2に示す 基本+酪酸培地および基本+酪酸(ス ト

レプトマイシン硫酸塩無添加)培地とも細菌を接種しな

い場合は，いずれも胞子発芽率は 0.01%未満であった
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表2. ストレプトマイシン有無の培地と細菌接種有無によるマツタケ胞子発芽率(接種後8日目)

培地
細菌無接種胞子落下範囲内に細菌接種

(%) (%) 

基本+酪酸培地

基本+酪酸(ストレプトマイシン硫酸塩無添加)培地

胞子は懸濁せず，直接培地に落下させた.

< 0.01 

0 

13.29 

11.95 

n=2 

細菌を胞子落下範囲内に接種することにより，胞子発芽

率は基本+酷酸培地が 13.29%，基本+酪酸(ストレプ

トマイシン硫酸塩無添加)培地が 11.95%に向上した.

発芽率はストレプトマイシン硫酸塩の有無にかかわらず

同様であったまた，子実体から胞子を培地に直接落下

させて胞子を界面活性剤に懸濁しない場合の胞子発芽率

は，胞子を Tween80で懸濁して接種した場合の 14.38%

と同様で、あった.これらのことから， Tween80やスト

レプトマイシン硫酸塩は，本試験で使用した添加濃度で

は，胞子発芽率に大きな影響を与えないと判断された

考察

細菌を接種しない場合，基本培地および素寒天培地で

n一酪酸の添加有無を比較すると，どちらの培地も n一

酪酸の添加により発芽率は向上したが，その発芽率はそ

れぞれ0.07，あるいは 0.03%で， Ohta (1988)が報告

した 10.1%より低かった発芽率は，胞子を採取する子

実体や胞子の落ち方，胞子の播種密度などの条件によっ

て異なる(太田 2008). 本試験で使用した胞子が発芽し

にくい条件であった可能性も考えられるが，n 酪酸の

添加で発芽率が大きく向上しなかった原因は不明で、あっ

たなお，本試験で使用したTween80やストレプトマ

イシン硫酸塩の添加濃度では，胞子発芽率に負の影響は

与えず，これらの添加は発芽率が向上しなかった原因で

はないと考えられた.

細菌を胞子播種範囲内に接種した場合，基本+酪酸培

地ではマツタケ胞子の発芽率が 14.38%と高くなった.

細菌を胞子播種範囲内に接種しでも，n-酪酸を添加し

ない素寒天培地や基本培地では，発芽率が0.01%未満で

あったまた素寒天+酪酸培地では細菌を胞子播種範

囲内に接種しでも発芽率が0.01%未満と低かったこれ

らのことから，マツタケ胞子の発芽率を高めるためには，

n一酪酸を添加した富栄養培地で細菌が増殖しているこ

とが必要と考えられる.細菌を胞子播種範囲から 8mm

離して接種した場合，細菌はマツタケ胞子まで到達して

いないにもかかわらず，基本+酪酸培地における発芽率

-64一

は，無接種の場合に比較して高かった胞子発芽を促進

する要因は細菌が生産する何らかの物質である可能性

を，このことは示唆している.

本試験で使用した細菌は Pseudomonω 属と同定され

た根圏では，植物の根から分泌される糖類，アミノ酸，

有機酸，ビタミンなどを多種の土壌微生物が奪い合って

おり，この中で最も頻繁に検出されるのがPseudomonas

属細菌である (Vancura1980). Garbaye (1994)は，菌

根菌の成長や菌根形成を促進する細菌を Mycorrhiza

helper bacteria (MHB) と呼ぶことを提案したこれま

でに，Pseudomonas属の細菌が，菌根菌であるキツネタ

ケ属やコツブタケ属に対して MHBとして働くことが報

告されている(片岡 2012).また，吉村 (2003) は，

Pseudomonas pikettiiやPseudomonaspaucimobilisの培養

溶液がマツタケ菌糸の成長を促進することを報告した

これまでに，マツタケの胞子発芽に対する他の微生物の

影響に関する報告は存在しないが，Pseudomonas属細菌

が菌根菌の成長や菌根形成だけでなく ，n 酪酸の存在

下でマツタケの胞子発芽を促進することが，今回明らか

になった

摘要

マツタケの胞子発芽に及ぼす細菌の影響について検討

した.細菌は Pseudomonas属の 1種と同定された.マ

ツタケ胞子発芽率は，基本培地に酪酸を添加した培地に

細菌を接種すると 14.38%と高くなった.また，細菌を

胞子播種範囲から 8mm離して接種しでも発芽率が高

かったしかし，n一酪酸を添加しない培地や n-酪酸

を添加しでも素寒天培地では，細菌を接種しでも胞子発

芽率は高くならなかった.胞子発芽を高めるためには，

n 酪酸を添加した培地で，細菌が増殖していることが

重要で、あった.
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