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鳥取大学農学部附属 菌類きのこ遺伝資源研究センター 



菌類きのこ遺伝資源研究センター の特徴 
Fungus/Mushroom Resource and Research Center (FMRC) 

研究・教育機能    ５部門 教員１４名 
 基礎研究(系統分類、種多様性、資源保存技術開発） 
 応用研究(きのこ栽培技術開発、有用成分、生理活性物質探索） 
 
カルチャーコレクション機能（きのこ類に特化した菌株保存機関） 
 菌株コレクション：ＴＵＦＣコレクション 
 標本コレクション：ＴＵＭＨハーバリウムコレクション 

 
日本で唯一の菌類きのこ類遺伝資源科学 
分野の教育研究機関 
 

2 



FMRCが保有する遺伝資源 
TUFC菌株コレクション 

保有菌株（きのこ類として世界最大級） 

 きのこ類（担子菌、子嚢菌）を中心に、 

 487属，1,365種，8,293株の菌株を 

 液体窒素で凍結保存 

ＤＮＡシーケンスによる同定確認実施 

品質確認済みの1,321株を公開・分譲 

菌株データベースを公開 

液体窒素気相タンク（-170℃） 

菌株を保存する凍結チューブ 

凍結標品の作製 
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TUFC菌株コレクションの特徴 

• ハラタケ類に加え、コウヤクタケ類、サルノコシカケ類、
キクラゲ類などの木材腐朽性の国産の野生きのこを 
中心とした分離菌株・・他のコレクションにはない菌株を
多数保有 
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・ 分離源証拠標本が保管され、採集地、分離日、同定者
などの詳細情報が明確で、DNA情報で同定が確認され
た信頼できる菌株で構成される世界最大級のきのこ菌
株コレクション 



TUFC菌株オンラインカタログ 
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鳥取大学HPからアクセス 
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TUFC菌株情報画面 

•菌株の由来、性状などに関する詳細な情報 
•画像データ 
•ＤＮＡシーケンス情報 （BLAST検索機能を搭載） 
•現在、1,321株を公開・分譲中・・・追加して公開  
  
１株あたりの分譲代金（送料込み） 
 大学・教育機関・国公立試験研究機関：5,000円＋消費税  

 その他の民間試験研究機関：10,000円＋消費税     



菌類きのこ遺伝資源を用いた活用研究 

 

1．きのこ菌糸体および子実体に含まれる生理活性物質の
探索、機能解明および医薬などへの活用 

 

２．抗菌、植物耐病性付与活性を有するきのこ揮発性成分
の生物農薬への活用 
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きのこ菌糸体および子実体に含まれる  
生理活性物質の探索、機能解明および 
医薬などへの活用 
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オオワライタケの毒性分ジムノピリンのさまざまな薬理作用 

鳥取大学農学部共同獣医学科（兼菌類きのこ遺伝資源研究センター） 
                  北村直樹 

オオワライタケの毒成分 
人が摂取すると，幻覚や幻聴，異常な精神興奮などの 
中枢神経症状を発症すると同時に，顔面運動神経が 
刺激されて引きつったような表情を呈する 



ジムノピリンの生理活性作用 

その他の生理作用 
・神経細胞およびグリア細胞を活性化    中枢神経系治療薬 
 
・アセチルコリン受容体阻害作用       麻酔薬、鎮痛薬 
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属が異なる４００株を選抜    抽出物ライブラリー   
         

液体培養物 
培養ろ液抽出物 

菌糸体抽出物 

子実体の栽培 

天然子実体の採集 

子実体 

菌糸体 

TUFC菌株8200株から      

栽培子実体抽出物 

天然子実体抽出物 
（凍結乾燥子実体） 

医薬リード化合
物の探索 
 

安全な生物農薬
の開発 

抽出物ライブラリーの作製と有用生理活性物質の探索 



FMRCで発見された活性物質 １

毒きのこ子実体 生物活性 活性化合物

オオワライタケ

中枢神経活性化
細胞内Ca2+濃度上昇
アセチルコリン受容体阻害

ジムノピリン
オオワライタケ アセチルコリン受容体阻害

抗マラリア活性
抗菌活性

1Xylaria feejeensis 2FB-PPM08 インテグリン酸
1

既知化合物だが、新しい生理活性を発見既知化合物だが、新しい生理活性を発見
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サンプル：0.2 mg/ 500μ L

5倍希釈時の阻害率をアラセプリル等量として表記した。

特に、パイプタケおよびウスキイロカワタケ 
の菌糸体培養液の抽出物に非常に強い 
ＡＣＥ阻害活性作用が検出された 

✔ 
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血圧を下げる作用を持つ 
アンジオテンシン変換酵素（ＡＣＥ）
阻害活性作用物質の探索 

TUFC株培養液抽出物のACE阻害活性 

FMRCで発見された活性物質 ２ 
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人工染色体技術による効率的なスクリーニング系 

｢光る細胞」で効率的な探索 

鳥取大学染色体工学研究センター、GPC研究所、鳥取県産業振興機構との共同研究 



抗菌、植物耐病性付与活性を有する  
きのこ揮発性成分の生物農薬への活用 
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きのこ類は揮発性の抗菌物質を作るのか？ 

１種類のきのこだけが発生し、他のきのこ
と混在しないものが多い 

周囲に広く拡散する揮発性の抗菌物質が
関与するのではないか？ 

きのこの香り成分で植物の病気を防ぐ 

倒木に発生するきのこ 

鳥取大学農学部附属菌類きのこ遺伝資源研究センター 
尾 谷 浩 ・大崎（岡） 久美子 



実験に用いた菌類きのこ遺伝資源研究センター保存菌株 
（香りのあるきのこ） 

TUFC No.    学 名   和 名 
 

 10098 Piptoporus soloniensis シロカイメンタケ 

 10099 Mycoleptodonoides  ブナハリタケ 

            aitchisonii 

 10108 Lopharia spadicea オリーブウロコタケ 

 33824 Microporus affinis ウチワタケ 

 34149 Ischnoderma resinosum ヤニタケ 

 34228 Laetiporus versisporus ヒラフスベ  

 34699 Trametes lactinea チチイロハリタケ 

他18菌株   

  



菌株 No. 学名 病原菌 

病原菌類 

O-276 Alternaria alternata  
Japanese pear pathotype 

ナシ黒斑病菌 

O-264 Alternaria brassicicola キャベツ黒すす病菌 

ABC-001 Botrytis cinerea ナス灰色鍵病菌 

0B-25-1 Bipolaris sorokiniana コムギ斑点病菌 

CC-1-N4 Cladosporium cucumerinum キュウリ黒星病菌 

C-14 Colletotrichum orbiculare キュウリ炭疽病菌 

LC-93020 Corynespora cassiicola トマト褐色輪紋病菌 

長69-250 Magnaporthe oryzae イネいもち病菌 

GF-1209 Passalora fulva トマト葉かび病菌 

P-2012E Penicillium italicum カンキツ青かび病菌 

病原細菌 

CTB9003 Burkholderia glumae イネもみ枯細菌病菌 

N -1 Clavibacter michiganensis  
subsp. michiganensis 

トマトかいよう病菌 

I -1 Ralstonia solanacearum ナス青枯病菌 

抗菌活性の検定に用いた植物病原菌類および細菌 



菌糸生育 細菌増殖 胞子発芽・病斑形成 

シャーレの上下を逆転 

検定きのこ菌株 

病原菌類 の菌糸片 

培地上で培養 

きのこ培養菌糸体における揮発性抗菌物質生産の検定法 

病原菌類の胞子けん濁液 病原細菌けん濁液 
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無処理 ブナハリタケ 

無処理 

無処理 

無処理 ブナハリタケ ブナハリタケ 

オリーブウロコタケ 

病原菌類による病斑形成抑制 病原菌類の胞子発芽抑制 

病原菌類の菌糸生育抑制 病原細菌の増殖抑制 

きのこ揮発性物質が示す抗菌活性 
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ブナハリタケが生産する揮発性抗菌物質 

ブナハリタケ 
秋にブナの倒木上に発生する食用きのこ 

揮発性抗菌物質： 
1-フェニル-3-ペンタノン (PP)  

さまざまな病原菌類に対するPPの抗菌活性の検討 

PPの抗菌活性は未知の活性！ 

ブナハリタケが生産する 
香り成分 (既知物質) 

幅広い病原菌に、低濃度 5〜10 ppm ( mg/ℓ) の濃度で抗菌活性を示す 

PPの活性： 
脳におけるドーパミンやセロトニン
の放出促進作用 
記憶・学習能力の維持・向上 

発明の名称：きのこの揮発性抗菌物質を用いた防菌・除菌技術 
特許公開番号：2011-167073 特許公開日： 2011年9月1日 
出願人：鳥取大学； 発明者：尾谷 浩ほか 



揮発性抗菌物質を生産する主な食用きのこ 

ブナシメジ 

ブナハリタケ 

ヤマブシタケ 



菌床栽培 

廃棄 
廃菌床内：菌糸が充満 

揮発性抗菌物質の生産・放出 

きのこ収穫後の菌床 (廃菌床) 
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ポリ容器（容量：14 L） 

蓋をして密封 

2日間静置 

病原菌接種 

キャベツ苗 

廃菌床 

水（30 ml） 

病害発生の観察 
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(5 g新鮮重/ L) 

無処理 
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廃菌床新鮮重(g)/容器体積 (L)： 

ブナシメジ廃菌床： 
1～2 kg新鮮重/m3で 
キャベツ黒すす病菌の 
病斑形成を抑制！ 

病斑無し 



＊ブナシメジの揮発性抗菌物質： 

 １-tert-ブチル-2-メチル1,3-プロパンジオール1-イソブチラート 

 

＊香りの少ない揮発性物質であり、換気により容易に消失する。 

  
＊各種病原糸状菌の胞子発芽に対して抑制活性を示すが、 

  活性を示す濃度では植物に影響しない。 

 

＊廃菌床にも含まれており、これらを利用しても病害防除効果  

が期待される。 → 廃棄物の付加価値化・有効利用 

発明の名称：ブナシメジ培養菌体が生産する揮発性物質を含有する抗菌剤 
特許出願番号：特願2014-170865 特許出願日：2014年8月25日 
特許権者：鳥取大学 
代表発明者：岡 久美子 
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きのこの揮発性抗菌物質による病害防除利用の可能性 

＊施設栽培作物（栽培時の病害防除） 
＊収穫後の貯蔵庫内農産物（貯蔵病害の防除） 
＊出荷時の輸送庫内農産物（市場病害の防除） 
＊種子（種子伝染性病害の防除） 

栽培時の病害 貯蔵病害・市場病害 種子伝染性病害 
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想定される業界 
 ・施設栽培農業 
 ・農産物流通業 
 ・種苗生産業 
 ・食品製造業 
 
実用化に向けた課題 
 ・より強い抗菌力を示す揮発性物質の探索 
 ・臭いの少ない（不快感を与えない）揮発性物質の探索 
 ・人・動物への安全性の確認 
 
企業への期待 
 ・安全性検証 
 ・抗菌性揮発性物質の化学合成 
  



まとめ   FMRCが提供可能な資源 

・TUFC菌株：きのこ類を中心とした8300菌株 

      1300株を公開・分譲中 

 

 

・新たな資源として抽出物ライブラリーを構築中 

 TUFC菌株の培養菌体からの抽出物 

 TUFC菌株の栽培子実体、天然子実体の抽出物 

  430標品作製済み・・・・→1000標品（多様な分類群由来）     
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お問い合わせ先 

鳥取大学 産学・地域連携推進機構 

  コーディネーター  及川 信三 

TEL：0857-31-5703 

E-mail : oikawa@cjrd.tottori-u.ac.jp  


