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TUFC 菌株の学外分譲を行っています！
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菌株保存施設としてのセンターと TUFC 菌株の特色

鳥取砂丘コナン空港

菌類きのこ遺伝資源センターでは、大型の子実体（きのこ）を形成する担子菌類や子のう菌類に注目し、おもにそれらの菌株を遺伝資源として収集し
ています。収集した菌株は TUFC (Tottori University Fungal Culture Collection ) 番号を付与し、分離源標本とともに保存・管理しています。
TUFC コレクションは、ハラタケ類に加え、コウヤクタケ類やサルノコシカケ類、キクラゲ類などの国産木材腐朽性の野生きのこを中心としており、
採集日や 同定者といった情報が明確な菌株で構成される日本最大級のきのこ菌株コレクションです。菌株の分離源の証拠となるきのこ標本（乾燥標本）
は、TUMH 番号 を付して、センターのハーバリウムで保管しています。

鳥取大学農学部附属

菌類きのこ遺伝資源研究センター

Fungus/Mushroom Resource and Research Center, Faculty of Agriculture,Tottori University

鳥取自動車道

TUFC 菌株オンラインカタログと分譲について
JCT

センターでは、これまでの研究・教育活動の中で収集してきた TUFC 菌株を研究、教育や産業に広く活用していただくため、平成 24 年 6 月よ
り菌株の学外分譲を開始しました。標本の形態情報とＤＮＡ塩基配列に基づいて種同定がなされた分譲菌株は菌株データベース「TUFC 菌株カ
タロ グ」（http://fungusdb.muses.tottori-u.ac.j p/）より検索できます。また、TUFC 菌株の DNA 塩基配列（主に ITS 領域）をカタログ上
で公開するとともに、BLAST 機能も備えておりますので、ご自身の菌株との比較などにも利用できます。公開菌株は順次追加していきます。

菌株分譲申し込み方法
① 分譲申込み

TUFC 菌株カタログＵＲＬ：http://fungusdb.muses.tottori-u.ac.jp/

学内地図

Campus map

菌株分譲のご依頼には、「菌類きのこ遺伝資源分譲依頼書」（以下、分譲依頼書）の提供条件に同意していただき、署名して捺印していただくこ
とが必要です。その上で、分譲依頼書に必要事項をご記入いただき、捺印の上、郵便にて、分譲依頼書を下記宛てにお送りください。電話やファッ
クス、E- メールでのご依頼はお受けできません。分譲依頼書はセンターＨＰもしくは「TUFC 菌株カタログ」よりダウンロード可能です。
【お申し込み先】
〒680－8553 鳥取県鳥取市湖山町南 4 丁目 101 番地
鳥取大学農学部附属 菌類きのこ遺伝資源研究センター 遺伝資源評価保存研究部門 遺伝資源分譲係

② 分譲依頼書の受け付け確認

正門

農学部附属
菌類きのこ遺伝資源研究センター
Fungus/Mushroom Resource and Research Center

FMRC が分譲依頼書を受け取りましたら、その確認と送付予定日などを依頼者に Fax にてご連絡差し上げます。
なお、菌株の中には分譲に制限があるものもあり、また、菌株の生育が不調であるなど、分譲できない場合もございますので、ご了承ください。

③ 菌株の送付
菌株は液体窒素凍結標品を解凍復元した後、試験管斜面培地に培養して、生育を確認してから、試験管でお送りします。なお、菌株の種
類によって、生育が確認できるまでの期間が 1 週間～ 1 か月以上と異なりますことをご了解ください。菌株の培養については、菌株に同
封いたしました書類に培地や培養温度をご案内しておりますので、参考にしてください。菌株を受け取られましたら、早めに新しい培地
に移植することをお勧めします。お送りした試験管が破損していたり、菌株の生育に問題があった場合には、菌株到着後 30 日以内に
FMRC までご連絡いただければ、代替え菌株をお送りします。

④ 菌株分譲代金のお支払い

Fungus/Mushroom Resource
and Research Center

菌株と一緒にお送りする振込依頼書付き納付書に基づき、請求書発行日から 60 日以内に所定の銀行口座に振り込みください。支払期限
を過ぎますと延滞金（年 3.3％）をお支払いいただく場合があります。
大学・教育機関・国立試験研究機関 5,000円＋税

⑤ 菌株分譲代金について
１株あたりの分譲代金は、右表のとおりです。

企業・民間試験研究機関
鳥取大学の教職員

10,000円＋税
1,000円

1 菌株あたり・消費税、送料（普通郵便）込み
ただし、申請者のご要望により、速達など別の輸送手段を用いる場合は、
別途送料を請求させていただきます。

平成 30 年 3 月より、きのこ抽出物の分譲を開始しました。
抽出物には、TUFC 菌株の培養菌体由来、培養ろ液由来、きのこ子実体由来があります。
詳しくは、上記の遺伝資源分譲係にお問い合わせください。

●問い合わせ

●菌株分譲に関するお問い合わせ

鳥取大学 農学部 庶務係

菌類きのこ遺伝資源研究センター

〒680-8553 鳥取市湖山町南 4 丁目 101
TEL：0857-31-5343
FAX：0857-31-5347

遺伝資源評価保存研究部門

遺伝資源分譲係

TEL：0857-31-5882 FAX：0857-31-5888
E-mail：fmrc-collection@mail.muses.tottori-u.ac.jp
HP URL：http://muses.muses.tottori-u.ac.jp/facilities/FMRC/index.htm
（2019 年 7 月作成）

FMRC 菌類きのこ遺伝資源研究センターの概要
Fungus/Mushroom Resource and Research Center

Overview of Fungus/Mushroom Resource and Research Center

菌類きのこ遺伝資源の発掘から活用まで体系的に取り組む日本で唯一の機関

菌類きのこが未来を拓く！

Fungus/Mushroom Resource and Research Center (FMRC) in affiliation with the Faculty of
Agriculture was established in 2005, when the Japan Kinoko Research Center Foundation donated
a big collection of fungal cultures. Since then, FMRC has been trying to increase and enrich fungal
culture collection mainly of mushroom- forming fungi as a specific culture bank. As of March 2019,
8,919 strains of 1,661 species were maintained by putting TUFC (Tottori University Fungal Culture
Collection) No. The number of preserved strains is increasing, year by year.
FMRC focuses on the“mushrooms”among the fungi as the genetic resources by promoting various
researches from basic to applied sciences based on TUFC cultures. At April 2013, FMRC
reorganized five research divisions to strengthen research activities of FMRC and also educational
systems to train persons for‘Fungus Genetic Resources Sciences’.

◆センター組織図◆
Organization of FMRC

遺伝資源多様性研究部門
Generic Resource Diversity

遠藤直樹 助教
Naoki Endo

センター長：一柳 剛
Director of FMRC：Tsuyoshi Ichiyanagi

Bioresource Preservation and Evaluation

新機能開発研究部門

物質活用研究部門
Applied Fungal Chemistry

Functional Fungal Physiology and Pharmacology

渡辺文雄 教授（兼）一柳 剛 教授（兼）石原 亨 教授（兼）大﨑久美子 講師（兼）
Fumio Watanabe Tsuyoshi Ichiyanagi Atsushi Ishihara Kumiko Osaki-Oka

太田利夫 教授（兼）北村直樹 准教授（兼）高橋賢次 准教授（兼）
Toshio Ohta Naoki Kitamura
Kenji Takahashi

有用きのこ栽培研究部門
Mushroom Cultivation

霜村典宏 教授 會見忠則 教授
（兼）
Norihiro Shimomura Tadanori Aimi

● 菌類きのこ遺伝資源の収集・分類および種多様性解析
● 培養菌糸体上の形態形質の分類形質としての評価
● きのこ類の生態に関する研究
10 万種 以上の菌類が世界各地から報告されていますが、この
種数は現存すると推定されている種数の７％に過ぎません。
大型の子実体を形成するきのこ類でさえ、まだ半数も知られ
ていないのが現状です。本部門ではハラタケ類やヒダナシタ
ケ類などのきのこを中心とした菌類の分類学的研究および種
多様性解析を行うとともに、遺伝資源としてのきのこ類菌株
の収集を行っています。また、収集したきのこ類の菌株は、
培養性状を分類形質として評価するための研究にも用いてい
ます。さらに、世界的に見ても殆ど実現できていない菌根性
きのこ種の菌株コレクションの拡充に向けた研究にも取り組
んでいます。

遺伝資源評価保存研究部門
中桐 昭 教授・早乙女 梢 准教授

Division of Genetic
Resource Diversity
Prof. Nitaro Maekawa・Assistant Prof. Naoki Endo

● Collection and taxonomy of fungus/mushroom
genetic resources and their diversity
● Evaluation of morphological traits of cultured
mycelium as taxonomic characters
● Ecology of mushrooms
More than 9,700 fungal species have been described in the world,
thoughthis is estimated to be only 7% of existing species. Even among
macrofungi (agaricoid, aphyllophoroid fungi, etc.) that form visible, large
fruiting bodies, less than half of the species have been identified. Along
with the research, fungal cultures are isolated as genetic resources for
further basic and applied studies on mushrooms. These cultures are
used for evaluating cultural characteristics as taxonomic traits.
Furthermore, ecology and taxonomy of mycorrhizal mushrooms are
studied and their cultures are obtained by various isolation methods.
This contributes to enrich our culture collection with the strains of
mycorrhizal mushrooms that have not been maintained yet in any
other culture collection of the world.

Division of Bioresource
Preservation and Evaluation
Prof. Akira Nakagiri・Associate Prof. Kozue Sotome

● 遺伝資源株の分離培養保存に関する研究 ● Isolation, cultivation, and preservation of various
fungal cultures as genetic resource
● ゲノム情報に基づく遺伝資源株の分類同定に関する研究 ● Identification, classification, and phylogenetic systematics of
fungi based on their genetic information
● 高品質遺伝資源のデータベース構築と系統分類的研究
● Database construction of fungal genetic resources
様々な地域・基質に生息する多種多様な菌類きのこ遺伝資 Basic research is carried out to isolate, culture, and preserve various
源を分離、培養、保存するための基礎研究を行っています。 types of mushrooms and fungal genetic resources that inhabit various
さらに、収集した多様な遺伝資源株について生理的諸性質、 regions and substrates. Through the research and collection of
培養特性の調査および遺伝子情報の集積を行い、種々の情 information about the physiological properties, cultural characteristics,
報を付加した高品質遺伝資源株の保存とデータベースの構 and genetic information of the strains, we aim to construct a high-quality
築に取り組んでいます。また、菌類きのこの同定には特殊 culture collection and its database. Because identifying mushrooms is
な専門的知識・経験が必要であり、分類学の専門研究者以 very difficult for people other than mushroom taxonomy experts, we aim
外にとって正確な同定はかなり困難です。そこで、より多 to establish a useful and easy identification method. We are working to
くの分類群について集積した遺伝子情報を活用し、従来の develop a simple and highly accurate taxonomic identification system
形態形質に基づく同定法に代わる方法として、形態情報と that integrates morphological information and genetic information.
遺伝子情報を統合した簡便で高精度な分類同定システムの
開発を目指しています。

FMRC

Fungus/Mushroom Resource and Research Center

Applied Research Divisions 応用研究に関する部門
Division of Mushroom
有用きのこ栽培研究部門
Cultivation
霜村典宏 教授・會見忠則 教授（兼）

Prof. Norihiro Shimomura・Prof. Tadanori Aimi

● Investigation of the effective use of various grain
● 各種穀物残渣の有効利用に関する研究
residues for mushroom cultivation
● 子実体形成機構の解析に関する研究 ● Elucidation of the basic mechanisms of fruiting body formation
● Artificial cultivation of mycorrhizal mushrooms
● 共生系を利用した菌根菌の人工栽培に関する研究
using symbiotic systems
本部門では、多種多様な有用きのこ類の子実体を人工栽培す
ることで、きのこ類遺伝資源の付加価値を高める研究を行っ
ています。菌床栽培において、様々な穀 物残渣や木質などの
栽培基質を用いて効率よく子実体が発生する菌種・菌株の選
抜、栽培基質の改変による子実体の栄養価や機能性成分含量
の向上などの研究を 行っています。また、今日まで人工栽培
ができなかった樹木と共生する菌根性きのこ類においては、
人工的に共生関係を構築させて子実体を生産する研究にも取
り組んでいます。これらの研究は有用きのこ子実体の安定供
給を可能とし、新規医薬品開発などのきのこ類遺伝資源の高
度利用に繋げていきます。

新機能開発研究部門
太田利男 教授（兼）
・北村直樹 准教授（兼）
・高橋賢次 准教授（兼）

In this division, we aim to enhance the value of the genetic resources of
mushrooms by artificially cultivating the fruiting bodies of a wide variety of
useful mushrooms. The research includes screening strains that show a
high production of fruiting bodies using various substrates such as grain
residues and lignocellulose materials. It also includes increasing the
nutritive values and functional components in fruiting bodies by modifying
the cultivation substrates. We aim to produce fruiting bodies of
mycorrhizal mushrooms by artificially constructing symbiotic associations
with hosts. These studies would allow us to stably supply the fruiting
bodies of useful mushrooms, leading to the increased use of the genetic
resources of mushrooms and the development of novel pharmaceuticals.

Division of Functional Fungal
Physiology and Pharmacology
Prof. Toshio Ohta・Associate Prof. Naoki Kitamura・Associate Prof. Kenji Takahashi

● Study of poisons derived from fungi mushrooms
● 菌類きのこの毒成分などの生理活性および薬理学的研究
● Determine the physiological function of materials
● 新機能性物質の探索に関する研究
from fungi mushrooms
● 機能性成分の作用メカニズムに関する研究 ● Research the action mechanisms of functional materials
地球上には数万種の菌類きのこが存在していますが、機能性に
関する研究が行われているものは全体の数パーセントです。つ
まり、菌類きのこは機能性物質や医薬品として未開拓な有用資
源と言えます。ベニテングダケに含まれるムスカリンやムシ
モールも「くすり」として用いられている有用な毒成分です。
本部門は、当センターが保有する菌類きのこ由来の化学物質の
微生物や動植物に対する生理活性の評価と新たな機能性成分を
見出す研究部門として、平成 25 年度より組織されました。菌
類きのこの毒成分などに着目し医薬品あるいは機能性物質とし
ての有用性、更にその作用メカニズムを細胞生理学、薬理学の
視点から探索し、
「くすり」のためのシーズとなる研究、併せ
てそれらの有用性エビデンスに関する研究を行います。

物質活用研究部門
渡辺文雄 教授（兼）
・一柳 剛 教授（兼）
・石原 亨 教授（兼）
・大﨑久美子講師（兼）

Tens of thousands of fungi mushrooms are present on the earth.
However, the research related to their functions has focused on only a
few of them. Fungi mushrooms are valuable resources that are not yet
explored for functional materials and medicines. Muscarine and
muscimol from Amanita muscaria are famous poisonous ingredients that
are used as medicine. This division was recently organized as a
research section to evaluate the functional importance of fungi
mushrooms that are held within this center.

Division of Applied
Fungal Chemistry
Prof. Fumio Watanabe・ Prof. Tsuyoshi Ichiyanagi
・Prof. Atsushi Ishihara・Junior Associate Prof.Kumiko Osaki-Oka

● きのこに含まれるビタミンに関する研究

遺伝資源評価保存研究部門
中桐 昭 教授 早乙女 梢 准教授
Akira Nakagiri Kozue Sotome

基礎研究に関する部門 Basic Research Divisions
前川二太郎 教授・遠藤直樹 助教

農学部附属菌類きのこ遺伝資源センター (Fungus/Mushroom Resource and Research Center: FMRC) は平
成 17 年に開設されました。当センターでは、研究協力協定に基づき設立時に（財）日本きのこセンターより譲渡
された菌株を含む 1,661 種 8,919 菌株（Ｈ31 年 3 月現在）を遺伝資源として保有しています。
当センターでは、菌類のなかでも特に「きのこ」に注目し、収集した遺伝資源菌株を核として、系統分類や生態に
関する基礎研究と育種・遺伝学やきのこの生産する有用物質に関する応用研究に取り組んでいます。当センターは
平成 25 年 4 月からは教員が 5 つの研究部門に編成され、研究だけでなく、「菌類資源科学」に関する知識や技術
を習得した人材を育成するための環境も強化されました。

Divisions and Research themes

Fungus/Mushroom Resource and Research Center

遺伝資源多様性研究部門

Fungus/Mushroom Resources Open the Future !

前川二太郎 教授
Nitaro Maekawa

FMRC 研究部門と研究テーマ

● Characterization of vitamins and their related
compounds from edible mushrooms
● 植物病原糸状菌と植物の相互作用に関与する化学物質の研究 ● Chemical analysis of interactions between plants
and phytopathogenic fungi
● 毒きのこ由来新規生物活性物質の探索 ● Search for bioactive compounds from poisonous mushrooms
● Development of plant disease control methods
●きのこ由来生理活性物質を利用した作物病害防除技術の開発
by bioactive compounds from mushrooms
本研究部門では、多種多様な菌類きのこに含まれる生理活
性物質 ( 毒物を含む ) の機能性食品、医薬品や農薬への有
効活用を目的として、菌類きのこの子実体や菌糸体ならび
に培養液から生理活性物質を抽出・精製し、その化学構造
を核磁気共鳴装置や質量分析装置などの機器分析により解
析しています。また、これら生理活性物質の迅速分析方法
の開発や、より安全で効力の高い、産業利用可能な化合物
の調製法の開発も行うことにより、幅広い分野での利活用
に繋げていきます。

The goal of this division is to promote the use of the bioactive
compounds (including toxic materials) that exist in various types of fungi
and mushrooms in the food and pharmaceutical industries and
pesticides. Generally, bioactive compounds are extracted from mycelia,
fruit bodies, and culture broth of fungi and mushrooms; purified; and
identified using nuclear magnetic resonance spectroscopy, mass
spectrometry, and other analytical methods. We devise novel methods
to rapidly analyze these bioactive compounds. To promote the industrial
use of these compounds, we also research preparation methods for
safer and more effective compounds than the isolated compounds.

