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ムキタケ Sarcomyxaedulis comb. nov.とオソムキタケ(新称)S. serotinaの
生物学的特徴と分子系統解析

斎藤輝明・殿内暁夫・原田幸雄

弘前大学大学院農学生命科学研究科，干 036-8561青森県弘前市文京町3

Biological characteristics and molecular phylogeny of Sarcomyxa edulis comb. 
nov. and S. serotinα 

Teruaki SAITO， Akio TONOUCHI and Yukio lIARADA 

Graduate School ofAgriculture and Life Science， Hirosaki University， Aomori 036-8561， ]apan 

(Accepted for publication Apri129， 2014) 

Fruiting bodies of the edible mushroom Sarcom，・3仰 serotina(Mukitake) were collected from the Aomori Prefecture， ]a-
pan， between 2011 and 2013 and classified into two types based on the color of the pileal surface: yellow and green. Morpho-
logical and phylogenetic analyses and mating tests were performed to assess relationships between the two勿pesof S. sero-
tina. A1though the S. serotina types shared some morphological characteristics， there were also many differences， 
particularly in the color of血epilei， surface structures of the stipes， microscopic features of the pilei and lamellae， and the 

size of出ebasidiospores. Molecular phylogenetic analyses based on the sequence of the D1 /D2 region of the 28S rRNA 
gene showed that the two types were phylogenetically related， but of independent lineages.τne yellow勿peformed a clade 
with Panellus edulis， whereas the green type formed a clade wi仕1S. serotina. P. edulis was distant 企omPanell附 stitticus，the 
type species of the genus Panellus. Mating tests showed that the haploid mycelia of the yellow type were incompatible with 
those of the green type. Based on these results， we proposed the new combination， Sarcomyxa edulis (Y.C. Dai， Niemela & 
G.F. Qin) T. Saito， A. Tonouchi & Y. Harada， comb. nov. to the yellow type (for which the name Mukitake can be retained). 
Moreover，仕legreen type was identified as S. serotinαand identified by the new]apanese name Osomukitake. 

(] apanese ] ournal of Mycology 55: 19 -28， 2014) 
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緒言

ムキタケは北半球温帯以北に分布するきのこで，中秋

から初冬にかけてブナやミズナラなどの落葉広葉樹の倒

木や立枯木に発生し子実体はクセがなく美味であるた

め，食用きのことして広く親しまれている.ムキタケに

ついては子実体の微細構造や胞子極性(蒲原ら 2006).

人工栽培(伊東ら 1989;蒲原・時本 2006)などの研究

が行われている.

日本国内の図鑑では，ムキタケの性状や形状に関して，

「傘は径 10cm内外でほぼ半円形~腎臓形，表面は汚

黄色または汚黄褐色，しばしば緑色をおび，…J(今関・

本郷 1987). I傘径 4~10cm. それ以上，扇形~腎臓

形で表面粘性なく汚黄褐色~黄土褐色，黄土緑色，暗紫
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褐色と種々成熟中に変色烈しく…J(池田 2013)など，

様々な変異が記述されている.実際，青森県内において

も子実体の発生時期，傘表面の色調，成熟子実体の大き

さなどでかなりの差異がみられた.それらの特徴はしば

しば互いに相関する場合も多かった.このことは，いわ

ゆるムキタケが複数の種を包含している可能性を示唆す

るものと受けとめられた.

Dai et al. (2003)は，北東アジアにおいて Panellusse-

rotinus (== Sarcomyxa serotina)とされてきた食用きのこ

は肉眼的形態が北欧の P.serotinus (Late Oyster)と類似

するものの顕微鏡的形態が異なることを見出し，新種

Panellus edulisとして記載した日本国内では P.seroti-

nusがムキタケの学名にあてられてきたが，最近は]inet 

al. (2001)の報告に基づき S.serotinaに変更されている
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(今関ら 2011;池田 2013).しかしこのムキタケの学

名変更の際に P.edulisが考慮された形跡はない.

以上のことから， 日本国内では S.serotinaとP.edulis 

が混同されている可能性が強く疑われる.今回著者らは，

日本産ムキタケを分類学的に再検討するために，青森県

産標本を用いて生物学的特徴の解明および分子系統解析

による系統学的位置の検討を行ったので報告する.

材料及び方法

供試材料

2011年 10月， 2012年 10月から 12月および2013年

10月に弘前大学白神自然観察園(青森県西津軽郡西目

屋村川原平)と青森県十和田市郊外の山林で採集した子

実体を使用した子実体の乾燥または液浸標本は標本名

をOB-番号とし，弘前大学農学生命科学部環境微生物学

研究室に保管した採集したすべての子実体から多胞子

由来の菌株を，一部の子実体からは単胞子由来の菌株も

分離した.傘の色が黄色を帯びた子実体由来の分離株を

HUP-番号とし，傘の色が緑色を帯びた子実体由来の分

離株を HUS-番号とした • Panellus属の基準種である E

st争ticusの菌株 (NBRC9354)はBiologicalResource Cen-

teじNITE(NBRC)より購入した.

形態観察

採集したムキタケは発生樹種と発生時期のほか，子実

体の傘，柄，ひだ，担子胞子に注目し，新鮮な材料に基

づき調査記録した色の記載は Methuenhandbook of 

colour (Kornerup et al. 1978)に従った.組織の顕微鏡

観察は FAA(Formalin Acetic Alcohol) NO.l液(池上ら

1996)で固定した標本 OB-OOl(2012年 11月27日採集)

とOB-002(2012年 11月27日採集)を用いて行った

傘の肉とひだの切片は卓上ハンドミクロトーム(ケニ

ス)または滑走式ミクロトーム (MICROMHM400)を用

いて作成し，滅菌水， 3% (w/v) KOH 水溶液， 1%(w/v)

Phloxine B水溶液またはコットンブルー (CB)染色液で

封入し顕微鏡で観察した担子胞子は自然落下させて滅

菌水またはメルツアー試薬で封入し 1，000倍で鏡検し

た胞子のサイズは L(長さの平均)， w (幅の平均)， 

Q 値 (LとW の比率)， E (Q値の平均)を胞子 50個の

測定結果から求めた.

菌糸体培養試験は 23
0

Cで暗黒条件(蒲原ら 2006)のも

と，ポテトデキストロース寒天 (PDA.Difco)平板培地

上で行った.径 90mmプレートの裏に予め黒マジック

で直交線を描き菌糸の生長を測るために目盛を入れた.

直交線の交叉点上の培地に供試菌を移植し，菌糸体生長
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速度と菌叢形態を定期的に記録した

支配型試験

HUP-3株と HU剖株の子実体から原田 (1985)の方法

に従ってそれぞれ 14株の単核菌糸体を得た 交配には

径 50mmプレートに PDAをlOml分注した平板培地を

用い，同ーのプレート上に供試菌糸体を含む寒天培地片

(5mmx5mm)を1.5cmの間隔に対峠させて 23
0

C暗

黒下で培養した.供試菌糸体の接触部位を顕微鏡で観察

し交配によるクランプ形成の有無を記録した各交配

試験は 2回以上行った.

おがくず培地栽培試験

培地組成は岩出 (1966，119頁)を参考にして次の組

成とした:乾燥おがくず1.6kg，乾燥ススキ茎 200g，

米糠400g，炭酸石灰 12g，硝酸カリウム 8g，水道水

5L.この培地 500gをlLポリ容器 (Nalgene)に詰め，

オートクレーブ滅菌 (120
0

C，60分間)した.接種源と

して PDA平板で前培養した黄色型 (HUP司 1)と緑色型

(HUS-l)の菌叢(径約 9cm)を4分割した含菌寒天を

用い，培地表面に混ぜ込んだ.容器の蓋を緩く締め，

21t暗黒下で菌糸が培地内に十分に広がるまで約 20日

間培養した.菌糸の十分な増殖を確認後，自然光の差し

込む加温ガラス室(昼間最高で、約 20
0C，夜間最低で、約

10t，平均約 13
0

C)に移した 原基(子実体幼菌)形成

後は定期的に観察し，成熟子実体は適宜採集して顕微鏡

観察に用いた.

分子系統解析

Izumitsu et al. (2012)の方法に従い供試菌株の培養菌

糸体から PCR増幅鋳型用の DNAを調製し， r百 l領域，

5.8S rRNA遺伝子領域， ITS2領域， 28S rRNA遺伝子の

D1/D2領域(以下江ちD1/D2領域)， translational elon-

gation factor 1 alpha (te!l)遺伝子領域の一部， RNA 

polymerase 11 (rtb2)遺伝子領域の一部を増幅した Iτち

D1/D2領域の増幅と塩基配列決定には ITS5(White et 

al. 1990)とNL4(O'DonnellI993)， te!1領域の増幅と塩

基配列決定には EFI-983FとEFl日司1567R(Rehner 

2001)， rtb2領域の増幅と塩基配列決定にはfRPB2-5F

とfRPB2-7cR(Liu et al. 1999)のプライマーをそれぞれ用

いた. PCR増幅は GoTaq@Green Master Mix (Promega) 

または KAPA2G™ Robust HotStart ReadyMix (KAPA 

Biosystems)を用い，プライマー濃度は 10l1M，鋳型

DNA 111Lを使用して 25l1Lに調整した PCR反応液で

行った.11ちD1/D2領域の PCR反応は， 94
0

Cで3分の

変性を 1サイクル， 94
0

Cでl分の変性， 55
0

Cで1分のア
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ニーリング， 72
0

Cで 1分 30秒の伸長を 30サイクルで

行ったサイクル終了後， 72
0

Cで7分伸長させた tef1

領域の PCR反応は 95
0

Cで3分の変性を lサイクル，

94
0

Cで 15秒の変性， 55
0

Cで 15秒のアニーリング 72
0

C

で 15秒の伸長を 35サイクルで、行ったサイクル終了後，

72
0

Cで7分伸長させたゆb2領域の PCR反応は 95
0

Cで

3分の変性を 1サイクル， 94
0

Cで 15秒の変性， 52
0

Cで

15秒のアニーリング， 72
0

Cで30秒の伸長を 35サイク

ルで、行った.サイクル終了後， 72
0

Cで7分伸長させた.

上記の各領域の増幅には DiceGradient TP600 (T，北ara)

を使用した得られた PCR産物は PCRExtraction kit 

(FastGene)で精製し， Applied Biosystems 3500-Genet-

ic Analyzer (Applied Biosystems)を用いて塩基配列を決

定した本研究によって得られた各領域の塩基配列情報

はGenBankに登録した (Table1). 

本研究で決定した塩基配列と塩基配列データベース

GenBankから得た配列を用いて系統解析用のデータ

セットを作成し，tef1とゆb2領域の配列はイントロン

を除き，タンパク質コード領域のみ用いた.データセッ

トは BioEdit7.17 (Hall1999)で編集し， MUSCLE (Eι 

gar 2004)を用いて塩基配列の多重アライメントを行っ

た.アライメントデータの末端を整え，整列の信頼でき

ない座位は TrimAlv. 1.2 (Capella司Gutierrezet al. 2009) 

Table 1. Taxa used in the phylogenetic analysis. 

Species Strain Substrate Locali匂r

Panellus Fallen trunk of Nishimeya， 
edulis HUP-1 Quercus cri.ψula Aomori Pref. 

Dead trunk of Towada， 
HUP-2 Quercus crispula Aomori Pref. 

Fallen trunk of an Nishimeya， 
HUP-3 

unidentified tree Aomori Pref. 

Dead trunk of Nishimeya， 
HUP-4 Quercus c市側:la Aomori Pref. 

Sarcomyxa Fallen trunk of Nishimeya， 
serotina HUS-1 Q悦 γcuscris抑lα Aomori Pref. 

Fallen trunk of Towada， 
HUS-2 Alnus hirsuta Aomori Pref. 

Fallen trunk of Nishimeya， 
HUS-3 Q秘ercusc市:pulα Aomori Pref. 

Fallen trunk of Nishimeya， 
HUS-4 Quercus crispula Aomori Pref. 

Panellus 
st争ticus

NBRC9354 
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を用いてトリミングした(オプションとして automat-

ed1を使用).系統樹は MEGAv. 5.21 (Tamura et al. 

2011)を用い，近隣結合法と最尤法により作成した.

近隣結合法では遺伝的距離を MaximumComposite 

Likelihood法で算出し系統樹を作成した最尤法では最

適な進化モデルを AICc(赤池情報量規準)(Sugiura 1978) 

に基づいて選択し ITS1領域でT92(Tamura 1992) + 

Gamma， 5.8S領域で]CCJukes and Cantor 1969)， r百 2

領域でK2(Kimura 1980)， Dl/D2領域で GTR(Tavare 

1986) + Gamma， tefl領域でTN93 (Tamura and N ei 

1993)， rpb2領域でTN93+ Gammaを採用して遺伝的

距離を算出した探索法は近隣結合法で作成した系統樹

を初期系統樹とし，枝交換には NNI(最近隣枝交換)を

用いて最尤系統樹の探索を行った近隣結合法と最尤法

で得られた系統樹の各枝の信頼性は， 1，000回反復に

よって得られたブートストラップ (BS)値 (Felsenstein

1985)により検定した外群には，ムキタケが所属する

キシメジ科と同じくハラタケ目に所属するヒラタケ科の

Pleurotus ostreatus (DQ071722)とHohenbueheliaρetaloι
des (GQ142043)を用いた.

Sampling GenBank accession numbers 

Date I1ちD1/D2 te!1 ゆb2

2011.10.30 AB854083 AB854084 AB854085 

2012.11.9 AB854086 AB854087 AB854088 

2012.12.4 AB854089 AB854090 AB854091 

2012.12.4 AB854092 AB854093 AB854094 

2011.10.30 AB854095 AB854096 AB854097 

2012.11.9 AB854098 AB854099 AB854100 

2012.11.27 AB854101 AB854102 AB854103 

2012.12.4 AB854104 AB854105 AB854106 

AB863032 AB854107 AB854108 
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結果

子実体形態

本研究で得られた成熟したムキタケの子実体は形態的

特徴から，傘の色が淡黄色~黄褐色等を帯びる黄色系の

もの(以下黄色型， Fig.1)と傘の色が淡緑色~暗緑色等

を帯びる緑色系のもの(以下緑色型， Fig.2)に類別され

た それぞれの型の詳細な特徴を以下に示す.

黄色型

子実体は側生し群生~重生.傘は径 3-11cm，厚

さは最大で1.5cm，肝臓形~扇形 傘表面は灰黄色~

オリーブ褐色 (4B3-4D8)，明褐色~褐色 (6D5

6E6)，平滑，微細毛で覆われ，下層にゼラチン層があ

るため剥がれ易く，湿潤時は粘性有 傘の肉は白色~淡

黄色 (4A3)で軟質.ひだは直生し，密¥白色~糧灰色

(5B2) .柄は短いが太く，中実，黄白色~黄桜色(仏2-

4A7)で表面には白色~浅澄色 (5A4)の短い綿毛を帯び

る 胞子紋は白色発生時期は 10 月中旬~12 月上旬

無味無臭で食感はやや繊維質感がある.

傘の肉は層状で，傘表皮と二層の傘実質に分けられる.

傘表皮は厚さ 80-100pm，屈曲性が強く，構造は腸状

菌糸被傘実質の上層は厚さ 100-130pm，菌糸はゼラ

チン質で， CBで染色されない.傘実質の下層は凝集せ

ず，隙聞が多い.子実下層は CBで濃く染色され，子実

層托実質固有層は並列型.

担子胞子はソーセージ形~長円筒形，無色，平滑，ア

ミロイド，油球は 2つ程度， 4.2 -5.1 x 1.5 -1.9 pm， L 

=4.8μm， W= 1.7 pm， Q値=2.5 -3.1， E= 2.8. 侭Ijシ

スチジアは紡錘形または梶棒形，厚壁と薄壁が混在し，

38 -50 x 8 -15 pm. 縁シスチジアは梶棒形が多く，厚

壁と簿壁が混在し， 33 -40 x 8 -11 pm. 

緑色型

子実体は側生し群生~重生傘は径 3-8cm，厚さ

は最大で1.5cm，肝臓形~扇形，縁が内屈し，稀に縁

に薄い条線がみられる.傘表面は基部がì9~糧色 (5A3)

に見えることもあるが全体としてオリーブ褐色~Il音褐色

(4D8 -6F8) ，紫白色~暗紫色 (17A2-17F4)，平滑，

微細毛で覆われ，下層にゼラチン層があるがやや剥がれ

難く，湿潤時は粘性有 傘の肉は白色~撞白色 (5A2)

でやや軟質.ひだは直生もしくはやや垂生し，密，白色

~槍白色 (5A2).柄は短いが太く，中実，淡黄色~澄色

(4A3-5A6)だが，表面にはオ リーブ褐色~黄褐色 (4E8

Fig. 1. Gross and microscopic mo叩hologiesof yeJlow type of Mukitake (0 B-OO 1) 

A: Reverse side of a企uitingbody. B: Stipe. C: Microscopic structure of pileus. a， pileipeJlis; b， up-

per trama; c， lower trama. D: Microscopic structure of lameJla. Bars， A 1 cm; B 0.2 cm; C and D 

100μm. 
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Fig. 2. Gross and microscopic morphologies of green type of Mukitake (OB-002). 

A: Reverse side of a fruiting body. B: Stipe. C: Microscopic structure of pileus. a， pileipellis; b， up-

per trama; c， lower trama. D: Microscopic structure of lamella. Bars， A 1 cm; B 0.2 cm; C and D 

100μm. 

-5F8)または灰緑色~暗緑色 (28E7-30F8)の細鱗片

と基部付近には白昧がかった短い綿毛を帯びる.胞子紋

は白色 発生時期は 11 月上旬~12 月上旬.無味無臭で

食感は肉厚感がある.

傘の肉は層状で，傘表皮と二層の傘実質に分けられる.

傘表皮は厚さ 150-200 pm，構造は毛状相fr状被でやや赤

褐色を帯びる.傘実質の上層は厚さ 250-300 pm，菌糸

はゼラチン質で， CBで染色されない 傘実質の下層は

やや凝集し隙聞が多い.子実下層は僅かに赤褐色を帯

び，子実層托実質固有層は並列型.

担子胞子はソーセージ形~長円筒形，無色，平滑，ア

ミロイド，油球は 2つ程度，5.1-6.2 x 1.2 -1.5μm， L 

=5.7μm， W= 1.4 pm， Q値 =3.7-4.8，E=4.2.側 シ

スチジアは紡錘形または根棒形，厚壁と薄壁が混在し

30-38 x8-11μm. 縁シスチジアは梶棒形が多く， 厚

壁と薄壁が混在し， 25 -33 x 5 -10 pm. 

菌糸体の生育速度と菌叢性状

黄色型 (HUP・1，HUP-4) 

生長速度は 23
0

Cにおいて 6-7mm/日，14日でプレー

トを覆い，械密状または粉状で，不規則に伸びるが気中

菌糸は殆ど発達しない プレートの表は白色~淡樟色
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(5A3) ，裏は淡黄色(4A3)だが次第に濃黄色(4A8)に

変色することもある

菌糸は無色，薄壁， Ipjji 2 -4 (一7)pm，全体的に凹凸

が多く ，菌糸の先端は耳目瑚状で細かく 分岐し，クランプ

を有する.

緑色型 (HUS-1， H US-4) 

生長速度は 23
0

Cにおいて 6-6.5mm/日，14日でプ

レートを覆い，綿毛状で，不規則に伸長し気中菌糸がや

や発達する.プレートの表は白色で一部淡黄色 (3A3)， 

裏は黄白色 (3A2)だが次第に淡黄色 (3A3)に変色する

こともある.

菌糸は無色，薄壁， Illjji 2 -3 (-6) pm，平坦，クラン

プを有する.

交配型試験

黄色型 (HUP-3)と緑色型 (HUS-4)の交配型を明らか

にするため，各単核菌糸体の交配を行った全ての交配

の有無を確認するには HUP-3，HUS-4株いずれの場合

でも 30日間程度を要した 両者の単核菌糸体はクラン

プ結合の有無によって 2つのグループ(IとII)に分か

れた.
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Fig.3. Fruiting bodies of Mukitake cultivated on sawdust medium. A: Yellow type. B: Green type. 

上記の結果に基づいて，黄色型 (HUP-3)と緑色型

(HUS-4)の単核菌糸体の IとEの各グループからそれ

ぞれ2株ずつ選び，計 16通りの組み合わせを交配した

両菌糸体は交配後 14日間程度で接触したが，全ての組

み合わせにおいてクランプは観察されなかった.更に 7

日間程経つと接触部が褐色になり嫌触反応がみられた

おがくず培地栽培

加温ガラス室に移動して 14日後，緑色型 (HUS-1株)

のみ1.5cm程度の原基が発生していた 23日後，黄色

型 (HUP-1株)でも灰権色~暗燈色 (5B3-5A8)の原基

が発生し緑色型は傘と柄が明確になり傘が灰緑色~暗

緑色 (28B3-28F8) ，柄が灰黄色 (4B3)であった 30 

日後，黄色型の傘は 6cmに達し褐燈色~黄褐色 (5C5

5E7)，柄は基音15が白色でひだに近づくにつれて燈色

(5B8) ，ひだもはっきり と形成された.一方緑色型の

傘は 2.5cmに達し黄澄色~オリーブ褐色 (4B8-

4F8) ，柄は暗糧色~褐黄色 (5A8-5C8)，全体的に平た

く，ひだは殆ど形成されていなかった 37日後，黄色

型の傘は 9cmに達し，柄には白色の微細毛がみられ，

胞子を盛んに落下させていた 一方，緑色型の傘は

3.0cmに達し，柄には鈍緑色 (28D3-28E3)の細鱗片が

みられた. Fig.3には 40日後の両型子実体を示した

分子系統解析

BLASTによる塩基配列データベースのホモロジー検

索の結果，黄色型である HUP-1株，HUP-2株. HUP-3 

株およびHUP-4株の ITS(ITS1 + 5.8S + 1百 2)領域と

Dl/D2領域は，P edulis株の ITS領域に 99.4~ 

100.0%， Dl/D2 領域に 99.6~100.0%のそれぞれ高い相

向性を持つことが示された 一方，緑色型である HUS-1
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4朱， HUS-2 t米， HUS-3 *朱およびHUS-4株の Iτ's領域と

D11D2領域は S.serotinα株の ITS領域に 99.1~99.9% ， 

Dl/D2 領域に 99.3~ 100 .0% とそれぞれ高い相向性を持

つことが示された.

Dl/D2領域の配列に基づく 分子系統解析は，本菌 8

株と Panellus属の基準種である PstipticusのDl/D2領

土或に力日えて，P stかticusのDl/D2領主主と高い相同tl:を

持つ A⑪cena属の基準種である A⑪cenagalericulataの

Dl/D2領域配列を用いた配列アライメント後，末端

を揃え，内部の 39サイトのギャップのうち TrimAlに

よって 9サイトが削除された. 最終的なデータセットの

サイト数は 562であり，近隣結合法と最尤法によって得

られた系統樹の樹形はほぼ同形であった Fig.4には，

最尤法によって推定された系統樹を示した 黄色型と緑

色型は PedulisとS.serotinaとともに，P stかticusとは

明維に区別され， 高いブートストラ ップ値によ って支持

された大きなクラスターを形成した (ML/NJ% BS; 

99/100%). 一方，P stψticusはMycena属と強く関連す

ることが示された.黄色型と緑色型は姉妹群であること

が推定されたが，両者の系統的関係を明確にするため，

ITS2の配列領域に基づく分子系統解析で検討した配

列アライメント後，末端を揃え，内部の Iサイトのギャッ

プがTrimAlによ って削除された.最終的なデータセッ

トのサイト数は 206であり 近隣結合法と最尤法によっ

て得られた系統樹の樹形はほぼ同形であった Fig.5に

は最尤法によって推定された系統樹を示した. HUP-1 

株， HUP-2株，HUP-3株，HUP-4株および既存の E

edulis株は， HUS-1株， HUS-2 *~ミ， HUS-31朱， HUS-4株

および既存の S.serotina株と互いに独立したクレードを

形成し，いずれも高いブートストラップ値で支持された

(100/100%) さらに，図には示していないが， T百 1(230 
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サイト)， tef1 (460サイト)，ゅb2(1087サイト)領域の

配列に基づいた分子系統解析においても，同様の結果が

得られた.

考 察

2011年から 2013年にかけて，青森県西津軽郡西目屋

村川原平に所在する弘前大学白神自然観察園地内におい

ていわゆるムキタケの発生生態を継続的に調査したこ

こでみられたムキタケは子実体の形状から傘の色が黄色

系のもの(黄色型)と緑色系のもの(緑色型)に類別され

た.生態的にはいずれの型も主としてミズナラを基質と

し， 12月上旬頃まで発生した形態的な特徴は，傘の

形状が肝臓形から扇形，胞子がソーセージ形から長円筒

形，シスチジアの形状が紡錘形または梶棒形であること

が黄色型と緑色型で共通していたしかし以下に示す

ように両者の間には多くの相違点が認められた (Table

2) . 

発生開始時期は黄色型が 10月中旬，緑色型が 11月上

旬であり，傘の大きさは黄色型が最大で 11cm，緑色型

が最大で 8cm，傘の色は黄色型が灰黄色~オリーブ褐

色または明褐色~褐色，緑色型がオリーブ褐色~暗褐色

または紫白色~暗紫色であった黄色型は傘の表皮が容

易に剥けるのに対し，緑色型は黄色型に比べてやや剥け

難かった.黄色型の柄は黄白色~黄櫨色で表面には白味

がかった短い綿毛様構造を形成するのに対し，緑色型の

柄は淡黄色~糧色で表面にオリーブ褐色~黄褐色または

灰緑色~暗緑色の細鱗片構造を形成した表皮の微細構

造は黄色型が腸状菌糸被であるのに対し，緑色型は毛状

柵状被で赤褐色の色素を内包していた子実下層は黄色

型がCBで明瞭に染色されるのに対し，緑色型はほとん

ど染色されなかった.胞子の形状は類似していたが，黄

色型の方が緑色型より短く太かったシスチジアは側・

縁シスチジア共に黄色型の方が緑色型よりも大きかっ

た.黄色型と緑色型の子実体の形態的な相違はおがくず

培地栽培によって得られた子実体でも確認された菌糸

体の培養性状においても黄色型と緑色型の聞には明確な

差異が認められ，黄色型の菌叢は械盤状または粉状で気

中菌糸がほとんど発達せず表面には凹凸が多いのに対

し緑色型の菌叢は綿毛状で気中菌糸が発達し表面は平

Characters 

Table 2. Comparison of characters between yellow and green types of Mukitake. 

Season of fructification 

Pileus 

Size 

Yellowtype 

Mid-October 

Color 

s: 11 cm 

Greyish yellow to olive brown or light 

brown to brown 

Microscopic structure of pileipellis 

Peeling off pileipellis from context 

Stipe 

Color 

Enterocutis 

Veryeasy 

Yellowish white to yellowish orange 

Surface structure Floccose， light orange 

Subhymenium 

Size of basidiospores 

Cystidia 

Pleurocystidia 

Cheilocystidia 

Colony appearance安

Mycelial texture 

Aerial growth 

Stains deep blue in Cotton blue 

4.2 -5.1 x 1.5 -1.9μm 

38-50 x 8-15μm 

33-40 x 8-11μm 

，G
 

惜
し

d

H

A

e

 

d

叩

日

l

び
由
、

p

m

 

r
u
d
 

i

引
か

k

m

 

陥
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Green type 

Mid司November

s:8cm 

Olive brown to dark brown 

or violet white to dark violet 

Trichodermal palisade with reddish 

brown pigments 

Difficult 

Pale yellow to orange 

Finely punctate to scaly， olive brown 

to yellowish brown or greyish green 

to dark green 

Stains weak blue in Cotton blue 

5.1 -6.2 x 1.2 -1.5μm 

30-38x8-11μm 

25-33x5-10μm 

* Observed after 14 days of incubation on PDA in the dark at 23
0

C. 

Floccose 

Well developed 
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坦であった.

ムキタケの生態と形態について川村 (1929)は. I蓋の

表皮最初は淡黄色，短かき細毛密生し，緑色の蘇類多少

之に生ぜること多し，潤へる時は粘性強し.室は太短か

くして蓋のー側に附き，盤毛を帯ぶ. (No.39);本圃は

正しき形を成せると，物に鰯れて蓋の表皮の一部分が剥

離せる朕態は，能く本菌の性質を現はせるを以て再び姦

に圃示す. (No. 102) Jと記しているが， これは今回の

研究でみられた黄色型の特徴に一致する.一方，伊藤

(1959)はムキタケについて「…種々の色を呈し，汚黄色，

赤褐色，緑褐色或はオリーブ色等あり，屡々短き密毛に

被わる，縁は初め内屈し遂に反転す…茎は甚だ短く，

1.5-3.5 x 1.5-4 cm. 側生，甚だ稀に偏心生，上端傘

に移行す，帝黄色，微細綿毛或は細鱗片を被むり，時に

帯黒或は帯褐色の鱗点を有す…」と記しており，今回の

研究で類別した黄色型と緑色型それぞれの特徴を内包す

る内容となっている.

永井・温水(1952)と蒲原ら (2006)によればムキタケ

の担子胞子は 2極性である.本研究においては黄色，緑

色両型は 2極性であることが確認されたまた，両型の

単核菌糸体同士の交配試験は，全ての組み合わせにおい

て不和合であり，両型は生殖的に隔離されていることが

分かった

Dl/D2領域の配列に基づいた分子系統解析の結果，

黄色型と緑色型は系統的に近縁であることが見出された

(Fig.4). しかし両者は Panellus属の基準種である R

stかticusとの系統的類縁性は低かった. Jin et al. (2001) 

は，形態と LSUrRNA遺伝子配列に基づいた系統解析

によって.1子serotinusをPanellus属から分離し.Sarco-

myxa属に変更すべきことを提唱した.本研究において

も，黄色型と緑色型は Panellus属よりもおrcomyxa属

と近縁な系統関係にあることが確認された (Fig.4). さ

らに. Dl/D2領域では不明瞭であった黄色型と緑色型

の系統的独立性が ITS2(Fig. 5). ITSl. te!l. rPb2領域

の配列に基づいた分子系統解析によって明確に示され

たこの結果は子実体の形態的特徴に基づく両型の類別

と一致した従って，両者は系統的に種レベルで異なる

と考えられた.

日本では川村 (1929) をはじめ，多くの文献でムキタ

ケの学名に P.serotinusがあてられている.近年 Daiet 

al. (2003)は，東アジアで食用にされてきた P.serotinus 

に類似したきのこを形態学的解析に基づき • P. serotinus 

から分離して P.edulisとした本研究において，黄色型

はDaiet al. (2003)の記述する P.edulisに，緑色型はR

serotinusに，それぞれ形態的特徴がほぼ一致した.ただ

し Daiet al. (2003)がP.edulisの担子胞子は P.seroti-
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nusの胞子より長いと報告していることと.P. serotinus 

の子実体には苦みがあるとしていることは本研究の結果

と一致しない.これらの差異については今後より多数の

試料を用いて追試する必要がある.

Jin et al. (2001)に基づき今関ら (2011)や池田 (2013)

では，ムキタケの学名がP.serotinusから S.serotinαに

変更されている.本研究での Dl/D2領域の配列に基づ

く系統解析結果は，黄色型すなわち P.edulisもSarco-

myxa属に所属させるのが妥当であることを示唆してい

る.よって下記のように属名変更を提案する.

Sarcomyxa eduli・s(Y.C. Dai， Niemela & G.F. Qin) T. 

Saito， A Tonouchi & Y. Harada， comb. nov. 

== Panellus edulis Y.C. Dai， Niemela & G.F. Qin， Ann 

Bot Fennici 40: 109， 2003. 

MycoBank no.: MB 808339. 

和名については，上述のように川村の記すムキタケの

特徴により近いと思われる黄色型 S.edulisには，ムキタ

ケ(剥茸)の名前を踏襲するのが妥当であると考える.

一方，緑色型S.serotinaには，黄色型に比べ幾分遅い発

生時期と serotina(晩生の)の種形容語を勘案して，新

たにオソムキタケ(遅剥茸)を提案する.

謝辞

本研究のきっかけとなる黄色型と緑色型ムキタケの生

態や形態についてご教示頂いた白神キノコの会の原田雅

州氏(青森市)に感謝する.

摘要

2011 ~2013 年，青森県でムキタケの名で呼ばれてい

るきのこの採集を行い，それらの生物学的特徴の解明と

分子系統解析を行った供試標本は子実体の傘表面の色

に基づき黄色型と緑色型に類別された両者は形態的に

類似していたが，傘表面の色調のほか柄の表面構造，傘

やひだ組織の顕微鏡的構造，担子胞子の大きさなどにお

いて差異が見られたDl/D2領域の配列に基づく分子

系統解析では，両者は系統的に近縁であるが，互いに独

立したクレードを形成し共にPanellus属の基準種で

ある Panellusstipticusとの関連性は極めて低かった.ま

た両者の単核菌糸体はいかなる組み合わせにおいても不

和合を示した以上の結果から，黄色型をおrcomyxa

edulis (Y.C. Dai， Niemela & G.F. Qin) T Saito， A Tono-

uchi & Y. Harada， comb. nov.. 和名ムキタケとし，緑色

型を S.serotina.和名オソムキタケ(新称)として区別

すべきことを提案する.
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