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きのこ栽培に関する資源学的研究（第4報）
シイタケ子実体の形質とホタ木年次との相関

大賀祥治・宮田郁子・今村博之

On BiotechnologicalStudies ofEdibleMushrooms
CultivationIV
Correlation between the Shape of Lentinus edodes
Fruitbodies and Bed−logs Age

ShojiOHGA，Ikuko M：IYATA and HiroyukiIMAMURA

要
シイタケ子実体の形質を左右する因子としてホタ木年次を取り上げ，年次の経過と子実
体形質との関係について検討した・
ホタ木年次の経過に伴って子実体形質はそれぞれ小型化し，各形質問には正の相関関係
が見られた．この傾向は部分的にでほなく子実体全体として見られる現象であると考えら
れる．

さらに，栄養分添加によってこの傾向は抑えられ，ホタ木内の栄養環境と形質との関係
が示唆された．

1．緒

ロ

シイタケの生産量は年々増加の一途をたどり，農産物の中でも重要な地位を占めてきて
いる．シイタケが市場に出回る場合，菌傘の直径・厚さ，菌柄の長さ・太さ等の形質が商
品価値を決める重要な基準となっている．実際には，冬話・香茹・香信といった分類が用
いられ，形質の優劣によって価格に大きな開きが生じている・子実体形質は生産者にとっ
て特に重大な関心事と言えよう．

子実体の形質を左右する因子としては，ホタ木の年次，ホタ場の環境，ホタ木の樹種，
単位当りの発生個数，種菌の系統，子実体採取の時期等があげられる・近年，形質につい
て注目されてきているが，これまでの研究（安藤ら，1969）（永井ら，1962）（温水ら，
1959）（大平ら，1982）で，子実体形質とホタ木年次との相関を求めたものは見られない・
そこで，上に挙げた諸因子のうち，ホタ木年次を取り上げ，子実体形質との関係を明らか
にしようとした・

ここでは，年次の違うホタ木群から自然発生した子実体（中温性銘柄）の形質について
検討するとともに，同一ホタ木群における1年経過後の子実体形質を測定し，形質変化の
推移を検討した．さらに，強制発生（高温性銘柄）を試み，各発生期における子実体形質
を検討した．

一方，ホタ木年次が子実体形質に影響している内的要因の一つとして，ホタ木内の栄養
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環境の変化が考えられ，年次の経過に揮うホタ水成分の分析を行った・また，栄養分添加
（大賀，1984）が子実体形質におよぼす影替を焼酎した・

験

2．実
2．1．自然発生

年次の異なるホク木研から得られた予蚤体の形質について検討した．
凍701号，ヤクルト春秋2号（中

（a）供試薗：シイタケエe〃肋〃ぶβぬdどぶ（おerk・）Sing・
温他銘柄）

（b）原木：ミズナラ ￡抽叩冊」弼明が奴
Fiscll．Var．脚紙皿都嘲庖Miq．
（C）ホタ場：本学常総地方演習林失意きの
こ展示園．

（d）欝詞窓口時：算1回；1982年10月中旬．
欝2回；1983年10月中旬．
（e）ホタ本年次：2年ホタ木（植蘭後1年
以上2年凍瀾のもの），3年ホタ木，4
年ホタ木（以上，森701号），5年ホタ木
（ヤクルト春秋2号）．
出 発養分添加：脱脂綿挿入法（大磐，
1984）．攫駒接三漬と同時に栄養分を投与
した．

（g）測定項目：蘭傘の億径，蘭傘の厚さ，
蘭柄の長さ，薗柄の麗綴をノギスで測定
した（図1）．形質の測定は，手業体が八

Fig．1量）arts ror measurlnさtlle Sllape Or
rruitbodies
だ：Pileus diameter，
か：piieus thicklleSS，
C：Stipelellgth，

分開きの頃を適期として行った．

d：Stipe dianleter
鰐妻1形質の測定棲i殴

2．2．強制発生
あらかじめシイタケ菌（高温性銘柄）を接覆した2年ホタ木に射し，浸水処理により子
実体発生を誘起し，発生した子実体の形質について奴尉した・
（a）供紙筒：シイタケ 森465骨（高温娃戯柄）．
（b）原木：ミズナラ暮

（d）強制発生：1カ月サイクルで4回の強制発生を行った・
（e）浸水処理：水温20〜220C の水そうに18時間浸水し，その後，ビニールで視い2日
間の算出し操作を行った・
（f）栄養分添加：木騎・石コウ駒を用いた・木駒は，2・1・（f）と同様の脱脂綿挿入法，お
よび石コウ約は曜駒調製将に栄養分を含浸させた経駒活性放で，それぞれ，シイタケ菌
糸活力の高いホタ木を調製し，同様の授水処理により子実体の発生を得た・
（g）測定項目：2．1．（gほ同様に行った・
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2．3．ホタ木の分析
回 供試木粉：素材（植蘭億前のもの），および年次の輿なった5種のホタ木（2，3，5，6，

10年ホタ水）の辺材部より，ウイレーミルを用い48〜100メッシュの米粉を絹製し，分
種菌ほヤクルト春秋2号である．

（JIS P8010−1961）．
3）クラ叫ソンリグニン（J‡S f，8008・1961）
4）ホロセルロース（W貰S怠 ら，1銅6）．
5）炭素蔑（本学理学部中央分析センターに依漑）
6）窒素盈（ケルダール法）．

3．結果および考察
3．1．象然発生
3．1．1．同一時期での形質の相違

欝1回の野外調査において，2年ホタ木から135個，3年ホタ木から585胤 5年ホタ
木から7㌢偶の子実体を得た．
これら年次の異なるホタ木研から，同じ時期に得られた子実体形質の測定機準如こつい
て比較した（義1）．ホタ未年次が増加すると，平均磁は小さくなり形野の小型化が認め
られる．また，変数係数の億から，2年ホタ木に絞べて，3，5年ホタ木の方が平均傾か
らのばらつきが大きいことがわかる．
菌傘の厚さ・直径の分布を図2，閣3に示した．分布状態は，平均値を中心とした正規
分布を示し，ホク本年次の経過に伴って小さい方へ移行している．また，2年ホタ木の分
布臓は，3年ホタれ 5年ホタ凍と比べて狭く，この磯向は変動係数の大小からも裏付け
られる．菌柄の長さ・太さにも同様の傾向が見られ，ホク永年次の増加に伴って子実体形
袈1 子実体形質の統計結果
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Fig．2 Distribtltion or pileus tllickness
in naturalgeneration

Fig・3 Distribtion or pileus diameter
in natura】generation

o脚：2−yeaト0ほbed−logs
O仙：3−yeaト0】d bed・logs

O仙：3wyears−01d bedtiogs

O−・・・・Y：4山year−01d bed−logs

O…・・ルニ4鵬yearS−Oid beかlogs

x−：5−yeaトOid bed−logs
図2 各ホタ木群における餞傘の厚さの分布

o脚：之血yearS−01d beかよogs

かふ∴：トyears−01d bed−iogs
園3 各ホタ水郷にお骨る歯傘の低饉の分布

Fig．4 Correlation between pileus diameter and thicknessinnaturalgeneration
璧む：2−year−Oldbed−】ogs ⊂⊃：3−yeaト0Idbed・logs
ご∴）：5ェyear・01d bed−logs

図4 歯傘の麗経と厚さとの関係
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質のそれぞれが小型化することを示した・
さらに，菌傘の厚さと鷹篠との関係では（図4），かなりの幅はあるが，薗傘の怒接が大
きいもの樫原いという傾向が見られた．ホタ木の年次別に見ると，年次の経過に伴って各
分布の中心部は小さい方に移っている．2年ホタ水餅と5年ホタ木群とは交わる部分が少
なく，年次による形質の差が顕著に現われた．3年ホタ木群は分布域が広く，2年ホタ水
餅に相当するものから，5年ホタ木群と同程度に小型化したものまであるが，全体とし
て，両者の中間部分に集中して分布している・これらの相関関係ほ，他の形繋問において
も同様に見られ，形質の小型化ほ測定した形質全般に同程度に教われていることが分っ
た．ただ，紙験の都合上，5年ホタ木は攫駒銘柄が異なっているので，十分考慮にいれる
必要がある．

以上により，同山時期に年次の異なるホタ水餅から発生した子実体の形質を検潮した結
果，ホタ木年次の増加に揮い子実体形質が全体的に小型化する傾向が確かめられた・
3．1．2．同一ホタ木群での形質の柏逮

第2回目の野外調査において，4年ホタ凍群から発生した子実体76偶の形質を測定
し，3年ホタ碑から4年ホタ木への移行に伴う形質の変化を，同一ホタ水餅において検討
した．

各測定機平均は3年ホク水餅より小さく（袈1），分布域も小さい方に移行していた
（図2，3）．また，菌傘の厚さと憶径の相関図においても，分布の中心は小さい方に移り
（図5），予実体形質の小型化は同山ホタ木群においても認められた．
4年ホタ木群から発生した子栗林形質ほ，3年ホタ木群からのものと，5年ホタ木群か

Fig．5 Correlation bctween pilcus diametcr and thicktleSSin natural
gcneration or thcsame8rOuP Of bcd・logs
⊂⊃：3−year−Old bcd−】ogs 6S＄：4−yeaトOld bed・logs
図5 同一ホタ木群における菌傘の直径と厚さの関係
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らのものの，ほぼ中間に位置していることが明らかになった（図2，3）．測定年度が輿な
るホタ木群からこの椅な綾果が得られたことから考えて，自然発生では微妙な環境因子よ
りもホタ木の年次が子実体形質に強く影拶をおよぼしていることが示唆された．
3．1．3．栄養分添加による形質の相通

3年ホタ木群において，栄養分添加区，無添加区から各々，1本あたり3．2偶の割合で
（ホタ凍100本）子実体を得た．歯傘の麗後には栄養分添加の効果は明確に表われなかっ

0 2 4 6 8 1012
Pileus diameter（Cm）
Fig．6 Chungcof piIeus dial11Cler b〉′tllC11utt■itionin

naturaigeneration

●一 人ddilio】10r11ull・ilioll O、

No a（】dition

図6 薗傘の麗後に対する栄養分添加効果

Fig．7 Changc of pilcus＝lickncss by LllC nulritioni】1
11aturこ11genel■alion
o−− Addition or nulriLion o‖．No adJ吊on

園7 蘭傘の厚さに対する栄養分添加効果
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たが（図6），菌傘の厚さは鰯添加よりも大きいものが多く分布している傾向が見られた
（陰17）．栄養分の投与によりホタカく内の栄養環境が微妙に変化し，子実体形質の小型化が
おさえられたことが予想できる．栄養分の作用は現時点では明確ではないが，形質の中で
も簡傘の厚さに大きく寄与している点は非常に興味稼い、シイタケの商品価値を左右する
因子として薗傘の厚さが盛宴な点から見ると，栄養分添加は有用な方法といえよう・今
後，栄養分と形質との関連性をさらに解明する必要があると腰、われる・

3．2．強制発生
高温性銘柄である森465常において，1カ月サイクルの強制発生をくり返した場合，発
生回数が窓なるに従い，薗傘・菌柄の各形質の小塑化が認められた（衆2）．
栄餐分添加区は，3回軋 4回馴こおける子実体の小型化傾向がやや，′トさく，各形質
に好紡果をもたらしていると考えられる・
石コウ助の場合，衆2に示したように，子爽体の小型化傾向は見られず，むしろ，薗傘・
歯柄ともに大きくなっている・ただ，木絢の場合と異なり，発生個数が回数の増加に伴っ
て極端に少なくなっているため，個々の手業体が十分な形状を示した可能性が考えられる・

敦之 弓鋸別報生における予実体形質の平均値
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3．3．木材分析
肉眼での色調変化については，瀦材に比べ各年次のホク木は，黄白色化が進んでいる状
況が観察された・ホタ水の盟盈変化をみると，準感化が著しく，特に5，10年ホタ木の
劣化が激しく，シイタケ餞による腐朽分解で，木材成分の変化がかなり起っているものと
考えられた．

1％水軟化ナトリウム可溶分としては，主としてリグニンの一部，ヘミセルロース，遊
離糖が考えられ，ホタ水中の含螢はホタ永年次の経過に揮って増加する傾向を示した（図
8）・一般に，腐朽が進むほどアルカリ抽出厳は増加する傾向を示すと言われており（香
山，1968）（玉井ら，1984），図8からもホタ未年次が増加するに従い腐朽が遊行している
ことが分った・また，アルコールけベンゼン抽出物も増加傾向を示していたが，紫紺とホ

（

訳

O
X
U

5
〇
5

〇
5

0

か

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Bed・log age（years）

Fig・8 R・eIation betweenNaOHextract andbed−jog age
図8 ホタ水牛次とま％水徽化ナトリウム可溶分との関係
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32211
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0

Fig19 Rclation bctwcc11alcol−01−bcnzcnc cxtracL and bcd−log nge
閲9 ホタ木年次とアルコールベンゼン紬挽物との関係

23j

九大演鞄 55．・】粥5

タ木との差が大きく，ホタ木年次による相異は少ないようであった（図9）・以上から，ホ
タ木年次の経過によって低分子化された成分の増加が顕著にみられ，軌こよる分解が進行
していることが分った．

山方，リグセン，ホロセルロース等の嵩分子物質ほ，ホタ本年次の経過に伴い若干の減
少傾向を示した（図10，‖）．シイタケ餞は白色腐朽蘭であるため，リグニンと庚永化物
の両者が分解され（略本ら，ま982），餞の生長や予実体形成に用いられたと考えられる・さ
らに，淡紫駄の審線的な濯少から（園12），シイタケ箇による木材成分の低分子化及び酸
化が進行していることが示唆された・以上により，ホタ木年次の進行に伴い閣分子物質は
常による分解を受けて減少し，質的にも変化していることが明らかである。年次の経過に
伴って子実体形質の小型化が進むことを考え合せると，かなり密接な関係があると思われ
る．さらに，予実体小型化に対する栄華分添加のプラス効発から見ても，ホタ水成分と子

d

（

訳
u

引

2

r
O
1
一丈
1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 910
Bed・10g age〈years）
Fig．川 Rc】ntioIlbct≠・CCn Klasolllignin atlしIbc（1−log ngc
図iO ホク木年次とクラーソンリグニンとの関係

1 2 3 4 5 6 ア 8 910
Bed・‡og age（years）

FLg．11Rclalion bcl、＼′CCn holocellulosc and bc（1−】og age
馴1ホク米韓次とホロセルロースとの関係
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F料1三 Rclnlion bct＼＼′Cen Carbon contcnt and bed−log agc
図i2 ホタ木年次と淡紫駿との関係

実体形質の間に強い関連性があることが考えられる．
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Summary

The commercial value of Shiitake (Lentinlls edodes (BerIc) Sing.) depends
largely on the shape of fruitbody (thickness and diameter of pileus, length and
diameter of stipe etc.). The Shiitake with better shape (thicker and larger pileus) can be sold at a higher price. We pointed out bed-logs age as one of the
factors which effect the shape. The shape of fruitbody had a tendency to become smaller as the beel-Iogs become older.
On the other hand, this miniatuarization of shape was weakened in those
bed· logs to which nutrition was added. Therefore, we assume that nutrition
addition would be a useful method to prevent the deterioration of the quality
of bed-logs.

