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はじめに

林業研究所では、新たな特徴ある食用きのことして、本県に自生する野生き

のこ「ツバヒラタケ」の栽培技術に取り組んできました。りんごの木から発見

されたことで青森県らしさもあり魅力あるきのことして平成16年から研究を始

め、ブナおが粉、スギおが粉、リンゴせん定枝を培地とした菌床栽培試験を行

ってきました。その結果空調施設を使用した菌床栽培方法及び空調施設を使

用しない季節栽培が可能となったので、実用化に向けて栽培マニュアルを作成

しました。

栽培技術に関することや試験栽培については、当研究所にご相談下さい。

１ ツバヒラタケとは

（１）特徴

ツバヒラタケはヒラタケ科ヒラタケ属に分類され、自然発生は希で全国的に

も大変珍しいきのこです。大型のきのこで傘の表面は淡い灰褐色の微毛に覆わ

れ、傘の周辺は白っぽく内側に巻き、柄の上部に膜質のツバがあるのが特徴で

す。野生のツバヒラタケ（写真１）は毎年見られるとは限らず、主に10月中旬

頃～11月上旬に発生します。

写真１ りんごの木で発見されたツバヒラタケ 写真２ ツバヒラタケのツバ

（２）他のヒラタケ属菌との違い

傘の色は周辺部が特に白く、柄にツバを持つ

こと（写真２）が他のヒラタケ属菌と異なる特

徴です。

また菌糸の培養時に厚膜胞子（写真３）が現

れることなどが特徴です。

写真３ 菌糸培養中の厚膜胞子

ツバ←←←←

←厚 膜 胞 子厚 膜 胞 子厚 膜 胞 子厚 膜 胞 子
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（３）食味、料理方法

平成23年11月に行った産業技術センターＰＲ館アレッラでの試食コーナーの

アンケート結果は、「美味しい、柔らかくて食べやすい、サクサクと歯ごたえ

がよい、クセが無くて食べやすい」などの意見が多くありました。きのこらし

い形をしていて、見た目も良いという意見もありました。

ツバヒラタケの食品としての特徴は、ヒラタケに比べて品持ちが良く、味にツバヒラタケの食品としての特徴は、ヒラタケに比べて品持ちが良く、味にツバヒラタケの食品としての特徴は、ヒラタケに比べて品持ちが良く、味にツバヒラタケの食品としての特徴は、ヒラタケに比べて品持ちが良く、味に

クセがなく、どのような料理にも合うことです。クセがなく、どのような料理にも合うことです。クセがなく、どのような料理にも合うことです。クセがなく、どのような料理にも合うことです。

また平成18年にツバヒラタケをサンプルとして提供した東京の広東料理専門

店からは、「蒸し物、炒め物、焼き物などに向き中華食材として良い」との評

価も得ました。

（４）機能性

ツバヒラタケについて青森大学や八戸学院大学で実施された研究により、抗

酸化作用の働きがある物質が含まれていることが確認されたことから、医療分

野への活用も考えられます。
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２ 栽培方法

（１）菌床栽培工程

工程は下記フロー図のとおりです。

菌床栽培フロー図

（２）空調施設栽培

ツバヒラタケはヒラタケ属の仲間で、基本的にはヒラタケ菌床栽培方法と同

じような考え方で栽培が可能です。

①培地調整

菌床の培地基材としてはブナおが粉、スギおが粉を使用し、栄養添加物とし

て米ぬか又はフスマとホミニーフィードを混合したものを用います。

研究所の試験で用いたスギおが粉は、半年以上雨風にさらしていたおが粉を

使用し、粒度割合は2mm以上の粗いものが22%、1～2mmが33%、1mm以下の細かい

ものが45%でした。培地組成はこれまでの試験結果（表１）から、スギおが粉

を使用した場合、スギおが粉、フスマ、ホミニーフィードを１０：１：２の容

積割合で混合した場合(写真４)に安定した収量が得られます。栄養添加材とし

て米ぬかも使用可能ですが、発生時期にバラツ

キがでたり形質に影響が見られる場合もありま

す。培地の含水率は65%前後、培養容器は900ml

ビン又は耐熱性の袋栽培で発生を確認していま

す。

写真４ 培地調製

ホミニーフィード

スギおが粉

フスマ

培地の調整

ビン、袋詰め

殺菌

冷却

接種

仕込み
培養

培養管理

発生

収穫

生育管理

発生処理



- 4 -

表１ 培地組成の違いが発生収量に及ぼす影響

収量単位：g

試験区 培地 平均発生 最少 最多 平均 平均収

組成 収量 収量 収量 本数 穫日数

1 10:1:1 29 16 45 1.9 62

2 10:2:1 51 37 59 2 63

3 10:1:2 78 63 99 4.7 60

※培地組成（スギおが粉：フスマ：ホミニーフィード）

②殺菌・冷却・接種

培地を詰め終えたら、殺菌を行います。殺菌は一般のキノコ栽培の定法に従

って常圧、高圧とも可能です。冷却・接種も同様に、一般のキノコ栽培の定法

に従って行うことができます(写真５～７)。

写真５ 瓶詰め・殺菌 写真６ 冷却 写真７ 接種

③培養

培養温度は22～25℃とします。特に培養初期の低温環境はツバヒラタケ菌糸

が動く前にビン口から雑菌に侵入される場合があるので、20℃以上の温度が必

要です。

室内湿度は65%前後とし、過乾状態に注意が必要です。特に接種源が乾燥す

ると、アオカビなど害菌の付着によって子実体が発生しなくなることがあるの

で接種直後にあっては、空気の対流の少ない場所で培養します（写真８）。培

養期間は、ビン栽培（900ml）で40日間、袋栽培

（1kg入れ）で60日間を目途とします。この培養

期間は培地重量や添加栄養材また培養室内温度に

より前後します（写真９）。

写真８ 培養
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培養（８日目） 培養（４２日目） 培養（４２日目）＊

写真９ 培養期間の状況

＊菌糸が全体にまん延してくると厚膜胞子が見られます（写真右）

④発生と生育管理

培養終了後、加湿器で湿度調整している発生室に移動し、芽出しを確認した

ら蓋を外します（写真１０）。

また、発生室移動時の菌掻きはビン口が気中菌糸に覆われた場合などに行う

ようにし、その場合も周辺だけにします。

適期に移動できれば菌掻き無しでも収量への影響はほとんどありません。

ツバヒラタケは2回目以降に発生した子実体は品質的にも収量的にも劣るこ

とから経営的には1回取りとします（写真１１）。

写真１０ 芽出し・発生 写真１１ 生育管理
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⑤収穫

収穫は傘が開き反り返る前に足付きのままで収穫します。傘の径は培地の大

きさによって異なりますが5～10cmになったときに収穫します。

発生収量は、ビン栽培(900ml）でブナおが粉、フスマ、ホミニーフィードを

容積割合１０：１：１で調製した場合は60～80gです。スギおが粉、フスマ、

ホミニーフィードを容積割合１０：１：２で調製した場合は70～90gです。有

効本数は3～5本です。

ビン栽培で接種から発生、収穫まで約2ヶ月かかります（写真１２）。

収穫は出荷規格に合わせることが望ましいですが、ツバヒラタケはまだ決ま

っていませんので出荷先の希望する形態などで調整して収穫・出荷を行うこと

が必要です。

写真１２ 収穫
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（３）季節栽培

ツバヒラタケの菌床による季節栽培として空調施設を使用せずに、自然気象

下で栽培する方法があります。1kg袋培地を用いて簡易施設で季節栽培を実施

した例を写真１３、１４に示します。

写真１３ 培養中 写真１４ 発生状況

①培地調整から接種まで

空調施設栽培に準じます。

②培養

季節栽培での培養は、空調施設のない屋内（小屋、倉庫、車庫など）で行う

ことができます。

また、菌糸の活着までの初期培養中は雑菌侵入のリスクが高いので、乾燥さ

せないために培地を大きめのビニール袋などに入れて管理しておくことで雑菌

の侵入を防止できます。

高温時期以外は密閉して1日の温度較差を小さくするように管理し、高温時

期には建物内の空気の出入りと被服ビニール袋を開くなどして、30℃以上の高

温にならないように管理することが必要です。

ただし強い風を直接菌床に当てると乾燥するので注意が必要です。

③発生と生育管理

季節栽培での発生場所としては日陰で、湿度があるスギ林内などが適してお

り、培地のキャップを外してコンテナなどに入れ、ビニールトンネルなどの簡

易な施設での管理で発生が可能です。

直射日光が当たる場所では寒冷紗などで覆い、秋季に日中温度が14～19℃に

下がって温度差が出てくると芽が発生し、2～3週間後に収穫が可能となります。

1kg袋培地当たりの平均収量は239gです（表２）。

表２ 簡易施設での発生収量等

収量単位：g

含水率(%) 平均収量 最多収量 最小収量 平均本数 平均収穫日数

61～62 239 264 156 5 104

※培地組成（スギおが粉：フスマ：ホミニーフィード＝１０：１：２）
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④収穫

空調施設栽培と同じですが、野外での発生では特に虫やナメクジなどからの

防除が必要になります。収穫は1回取りになるので、できるだけ大きく育てて

収量を確保することが重要です。

（４）留意事項

①栽培上の特徴として種菌接種後の培養温度が低いと菌糸の成長が遅く、ツ

バヒラタケの菌がまん延する前に害菌が侵入し芽出し不良、発生不良にな

ることがあります。

②ツバヒラタケは茶褐色の厚膜胞子を発生させるので初めての人は雑菌と間

違って廃棄しないで下さい。ビン口表面が乾燥すると厚膜胞子に覆われて

しまって、芽が出ないこともあるので注意が必要です。

③芽出し後の生育管理では、柄が光源方向に伸びる傾向が見られるので培地

表面に均等に光が当たる場所や棚を選ぶことが重要です（写真１５）。

写真１５ 光源方向に伸びる柄 写真１６ 培養中に発生した子実体

④収穫適期が過ぎると傘が反り返ったり、傘の縁がもろく壊れやすくなるの

で収穫適期を逃さないように注意します。

⑤ブナおが粉培地では適正な培養期間を過ぎると培養中に子実体を発生しや

すくなるので、注意が必要です（写真１６）。

＜ 問合せ先 ＞

ツバヒラタケについての相談及び問合せは、当研究所にお願いします。

（地独）青森県産業技術センター林業研究所森林環境部

電話 ０１７（７５５）３２５７

ＦＡＸ ０１７（７５５）４４９４


