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アカイカタケ　　　（閃巨上目俊穂）

アカイカタケ（アカカゴタケ科）

Aseroe rubra La Blll．：Fr．

上田　俊穂

幼菌は，ほぼ球形で直径2～5cm，白色あるいは
炊色で，上郡はしばしば黒色をわび，外面には不規
則な裂け目がある。また，基部には根状菌糸束があ
る。時機がくると，幼菌の頂部が裂関して腕郡と柄
部とを伸長させるが，その完アまで3～6時間かか
る。きのこは高さ3～8cm，柄は中空でわずかに紅

色をおび，基部はほとんど自色，直径1・5～35cm，
上部は直径2．5～6（10）cmに拡がって濃赤色の盤状
となり，そこに胞子を生産する部分（グレバ）を付
着する。また，盤状郡の外縁より16～22本の緋色の
腕を，水平に放射状に直径10～26cm展開する。各
晩は2山8cmまたはそれ以」て，2本ずつやや接近
して配列することが多く，先は次第に細く尖る。グ
レバには放射状のしわがあり，暗赤色で乾くと黒っ

ぽい色となる。特有の悪臭があり，昆虫を誘引する。
胞子は長楕円形，無色，4．5～5×1．5～1・6〟m。林

内地上に咋に2度（7月頃と9月頃）発／Lする。こ
く最近，滋賀県でもみがら上に群生しているのが観
察された。日本では稀。
分布：［1本（静岡，愛知，滋賀，京都，高知，愛媛，
大分，福岡）・中国・スマトラ・ジャワ・スリランカ・ニ
ュージーランド・オーストラリア・タスマニア・ニュー

カレドニア・ブラジル・メキシコ・イギリス。

腹菌類のスッポンタケ目には形の珍妙なものが多い
（本誌前号の表紙参照）が，アカイカタケは形，色
ともに珍妙さは一等ではなかろうか。別種ではある
が緑色の種類もあるらしい。

イカタケ（A∫gγPgβrαCれ0拍βα）は，アカイカタ

ケとは形も色もかなり違う。
本稿を普くにあたり，御助言を頂いた吉見昭一氏

に厚く御礼申し上げる。
文献：小林義雄．1938．大日本植物誌，三省堂．
吉見昭一．1983．おどるキノコ，岩崎書店．吉見・
高山．1986．京都のキノコ図鑑，京都新聞社．
Culnigham，G．H．1942．The Gasteromycetes

of Australla and New Zealand．（Reprint edir

tlOn：1972）．CrarI肥r．



ドクササコ考

Ⅰ．分布と発生状況

今関・本郷l）によれば，中毒例は山形・宮城・福

島・新潟・石川・滋賀・京都・和歌山の諸府県に知ら

れ，分布は日本海側に多いという‡新潟県では佐渡を

ふくむ全域に発生し，分布密度の大きい県であろう。

筆者が採集した5例のうち3例は竹林，2例は落葉

広様樹林であった。竹林の例では数誠を超える範囲に

広がって生じ，数本が束生するものもある。

束生したきのこを持ち上げると，厚さ2～3cm，幅

20C皿はどの落葉層が白い菌糸に結合されていっしょ

に持ち上り，その下にも白い菌糸層が見られる。

Ⅱ．研究の歴史

川村清一2）によればおおよそ次のようである。

①　この菌の中毒について，猪子・磯が1881年に発

表したが，記載が不完全で属すら判明しなかった。

㊤　川村は上記中毒の患者だった人の生存を知り，

種々のきのこを送ったところ，カラハッタケを指定し

て来たので，1909年「奇なる中毒症を発する毒菌カラ

ハッタケに就て」を発表した。

㊥1914年，市村は石川県下の中毒例を調べ，「火

鶴」の名とαii。。，bemmel。Lg。Ⅰ。him。r。の学

名を発表したが，記載文や図からは正しい諸形質を知

ることができなかった。

④　川村はその後，石川県から標本を得，ドクササ

コの和名と上記の市村の学名を採用し，より正確な記

載と原色図を添えて広く世に紹介した。
‘Ⅲ．中毒症状と治療

新潟大学医学部の白川健一ほか3）による論文を参考

にして要点だけを述べてみる。

症状：発症は食後数時間～12日で，軽過は軽症では

数日，通常2～3週間，長いものは1ケ月以上におよぶ。

指址にしびれ感，やがて捧痛を伴い，特に両ひじ・

両ひざ以下がきりでもまれるような激痛におそわれる

（手袋靴下型）。両手の指は痛みのたゆに屈曲し，関節

運動や接触により痛みは増強，熱感や樽動性柊痛があ

る。痛みの緩和のため氷水に浸していた患者の一人は

水痘性の凍傷ができた。患部は鮮紅色～暗紅色の潮紅

と腫張が見られた。体温・脈縛・血圧などの身体所見

および検血・検尿・血清・－」投の生化学的検査では異

状はなかった。神経学的所見では縮瞳傾向・感覚障害

と深部反射冗進のみで病的反射はなかった。

治療：ニコチン酸大量療法として，はじめ20づ0巧，

毎日10野ずつ15岬まで漸増し，300m乙の生理的食塩水

とともに点滴した。点滴2日後くらいから，しびれ・

松　田　一　郎

痛みが軽減している。

まとめ：①中毒の型は肢端紅痛型である。②神経学

的主要所見は軽い副交感神経機能の元進・軸索変性を

主体とする多発症末梢神経障害と考えられる。④治療

に各種の鎮痛剤は無効である。④ニコチン酸の大量点

滴療法が有効である。

Ⅳ．毒成分

有毒成分について，北海道大学理学部の白浜晴久お

よび紺野勝弘両氏が主となり，1970年代から研究が行

なわれた。その成果は内外の雑誌などに発表されてい

1987年に紺野ら4）が解説したものを要約すると次の

ようである。

生物検定法として，動物実験では人間と同じような

症状を再現させることができなかったが，きのこの水

抽出物がマウス腹腔内投与により致死作用を示したの

で，これを指標として分割を進めた。

その結果，次の3種が単離され，構造が決定され

た。

①クリチジン（Clitidine），物質としては新しいヌ

クレオシドで毒性は比較的弱い。④アクロメリン酸A

およびB（Acromelic acid A・B）。この2種の新

しいアミノ酸は毒性が強く非常に微量含まれる成分で，

16k9のきのこからAは約110鵬，Bは約40明抽出さ

れた。またA・Bとも合成に成功した。

これらのアミノ酸の神経薬理試験はザリガニの神経

筋標本を用いた実験で史上最強の神経興奮作用が見出

された。しかし，紺野らは，これらの化合物が人間の

きのこ中毒とどう関っているかは不明のままであると

している。

文献を賜った白川健一博士・白浜晴久博士哨如しを

申し上げたい。

文　献

1）今関・本郷・1987．原色日本新菌類図鑑（Ⅰ），保

育社．

2）川村清一・1952．原色日本菌類図鑑．弟j巻，風

間書房．

3）白川健一はか．1980．ドクササコ中毒の3症例，新

潟医学会雑誌．54（11）．

4）紺野勝・白浜晴久．1987．神経興奮作用をもつきの

こ毒，化学と生物25（7），日本農芸化学会．

＊編集委員会注：1987年10月3日に鳥卿玖松山でも分

布が確認された。（薗準1987年11月号による。）

－2－



タラノキ疫病とその生態的防除

山菜の王　タラの芽　をこ存知ですか？　おひたし

や酢みそあえもいいですが，とりわけからあげが最高
でしょう。

第1図　タラノキ立枯疫病菌

ノ町／し中仙）川（、（Jl、／り’丁目〃

左：遊定子嚢，右：有性器官および卵胞r

山菜の王だけあって市場値も高く，ひと芽100円も

することがあるとあっては，手取り早く畑で栽培して，

立脚．：∫、、∴∴・一一言∵－．：・
に広まったのも無理はありません。成功のひみつは根

による繁殖方法が開発されたことと，比較的とげのな

い系統が見つけられたことです。ともかく減反や折か

らの自然食ブームで，次のマネープラントを捜してい

た農家の注目を受け，白洲は収穫そっちのけで，苗木

生産に追われることになりました。

ところが，栽培が始まって数年目，クワ畑が見渡す

限りのタラ畑に変わった頃，あちこちで元気がなくな

り，やがて立ち枯れてしまう株が目だちはじめたので

す。なかには全滅した畑もありました。山梨県農業試
験場の研究者を中心にその原因や防除法についての調

査研究が始まり，その病原菌がPカ〆0タカ伽γαCαCf0－

γ〟研（第1図）であること，第1次侵入源が耐久力の

ある卵胞子であること，そして，根から侵入した菌糸
が組織を腐敗させながら，長く伸びて交錯した根から
根へ容易に伝染蔓延したのであろうことなどが明らか
になりました。その上，潜在感染した根を気づかぬま

まに，苗木にして出荷したことが発病をさらに拡大す

ることになった可能性もあり，当面の対策として，苗

床の土の消毒，苗木の検査の強化と薬剤処理が検討・
実施されるようになりました。

さて，京都府でも綾郡市や久多地域（京都市左京区）
で山梨から苗を導入して栽培が試みられましたが，久

多での発病は激しくとうとう全滅してしまいました。

ところがここで思いがけない事実が見られました。あ

る農家が苗木をもらったものの，圃場が間に合わなか

宮　田　善　雄

ったため，ちょうど空いていた杉林の傾斜地に仮植え

して，そのままになってしまったのですが，それらが

1本も枯れずに，すくすくと育っていたのです。早速，

根を調べて見ました。圃場のものに比べて，主根の数

は少なく，細根も豊かです。主根の断面を見ると，で

んぷん層が非常に薄いのです。培養した病原菌の菌糸

の少量をピンセットで組織に押し込んで接種してみま

すと，圃場の根は病徴が広がって軟化腐敗しています
が，山間地の根では拡大が極めて遅いことがわかりま

した。圃場の根では病原菌は抵抗性の弱いでんぷん層

を通過して急速に進展している様子です。さらに，細

椴の方も調べてみました。こんどは，遊走子で接種し

たところ，圃場の根は容易に発病しますが，山間地の

根は菌の侵入がほとんど見られません。形態的に違い
はないのに，抵抗性が非常に高いのです。今のところ，

それ以上のことはわかりませんが，組織を検鏡してい
ますと，山間地の根では表皮細胞のあちこちにVA菌

根菌＊やある種の細菌の寄生状態が見られることです。

詳しい因果関係は分かりませんが，一般に軽く寄生を

受けた細胞は抵抗性が増強され，強い寄生菌の侵入か

ら免れることが知られていますので，その可能性がこ
こでも考えられます。さらに，土の中の微生物相を調
べてみると，山間地では全体に微生物の種類や数が多

く，とくに，放線菌が非常に豊かです。一方，圃場で
は線虫の数が多かったり，放線菌が少ないなど，相の
バランスが崩れている傾向が見られます。

全滅した畑で，その後，ところどころに再び芽を伸

ばし始めた株が見られれます。いわゆる病害が自然に

治まってゆく“衰退現象”で，おそらく括抗菌の活性

が高まったことによると考えられます。そこでその付

近の土を調べたところ，病原菌の生育を抑える力の非

常に強いバクテリアの1種が見つかりました。福井県

立短期大学の岡本博さんを中心にその防除手段として
の利用が調べられておりますが，ポット試験では期待

が持てる結果を得ています。現在，京都府農業総合研

究所の方々と共に圃場試験を実施中です。
タラノキのように自然状態にのみ生育してきたもの

を，いきなり農業的栽培に持ち込んでもうまく行く道
理がありません。土の中の防除ですから，皆殺しのガ
ス剤以外にほとんど有効なものもありません。結局，

時間を掛けて，直接的，間接的に土壌中の桔抗微生物
の活性を高める生態的防除手段に頼らねばならないの

でしょうし，生態的安定を得るまでには，そう簡単に事

は運びそうにもありません。今夏の国際病理学会の
Phytophthora W）rkshopで，この経過を報告した

際，“Tara？，What’s plant？，Tasty？”などと質

問を受けましたが，“百論一味”できればからあげを
ご馳走してあげたかったですね。

＊編集委員会注：ある種の菌が，植物の地中または地面に

接した部分（根や地下茎など）の細胞内に侵入してつくられ
た菌根の1つの型。植物の細胞内に入った菌糸が変形し，の
う状体（vesicule）や枝状体（arbuscle）を形成するのでVA

菌根という。侵入する菌は多くは藻菌とされている。



壱璽攣蓋室垂
アカイカタケの発生

写真の出来上がりを確認していると，いつもそれは

花ですか，ヒトですか，と質問されるのがアカイカタ

ケAseYVe rubra La Bill．：Fr．です。「これがきのこ

ですか？！」と皆さん驚きます。私は幸運にも数多くの

アカイカタケを見る事が出来ました。ここにその発生

の記録を報告します。

［1980年］6月15日。愛知県岡崎市切越町字後山

の南向きの山中の林道で，初めてアカイカタケを発見
・採集しました。ここは道の上側がサクラやコナラを

主とした雑木林，下側は竹薮です。この日は，この場

所で一番早い発生日の記録になりました。6月21日，

再度現地に行くと成菌が10個体発生しており，これは

1日の最多発生記録になりました。この年は，7月中

旬まで調査して成菌12個体を確認する事ができました。

この時には秋に再び発生するとは夢にも思っておらず，

その後の調査を打ち切ってしまったのです。

［1981年］6月。雨に濡れながら林道の草刈りを

して，調査の準備に入りました。成菌は発生して半日

もすれば腕の先が縮んできます。1日過ぎればグレバ

も乾燥しますし，雨の目はグレバが流れ落ちてしまい

きのこの傷み具合で発生日が判ります。そこで，2～

3日おきに現地へ行き，目印に白色のプラスチック棒

をさし，二重に数えないようにしました。しかし，準

備が出来たのに一向に出てくる気配がありません。今

年はもう出ないのか，いや昨年あれだけ出たのだから

必ず出てくる，落ち葉の下には幼菌があるはず，落ち

葉を退かそうか，しかし待った－そして1月以上

の無駄足を運んだのです。7月10日，待望の一番菌が

発生しました。昨年は発生が特別に早かったのです。

前半は7月19日の4個体を最後に出なくなりました。

8月1日。残っていた幼菌を切って見ると，内部のゼ

ラチン層が乾燥して生長が止まっていました。9月19

日。再度現地へ行ってみると8個体発生しており，こ

の時，初めて年2回発生することが判りました。9月

23日，鞍馬山での本会採集会に幼菌7個体を持参した

ところ，その内1個体は新幹線の列車の中で成菌にな

りました。

［1982年］7月1日から出はじめ，梅雨明け後も

雨が多く，已月15日迄発生し前半では最多の50個体を

記録しました。しかし後半は10月1日の1個体だけで

す。菌が疲れてしまったほほうです。

アカイカタケを探すのは私だけではありません。セ

ンチコガネがタヌキやアナグマの糞と勘違いし，柄を

かじって土の中に埋めてしままうのは私にとって迷惑

なことです。

［ユ983年］6月19日から8月13日までの前半は，

14個体の発生，9月14日より10月25日までの後半は，

本　多　澄　夫

最多の59個体を記録しました。10月25日の発生は一番

遅い記録です。普通，グレバは時間がたつと黒褐色に

なってしまいますが，気温が下がり赤褐色のままでし

た。過去に，コギツネノエフデタケ＊の柄が，普通は

橙黄色であるのに，気温の下がった11月10日に発生し

た個体は淡紅色でコイヌノエフデタケのように見えた

ことがありましたが，それと似ています。

［1984年］仕事の都合で調査回数が少なくなりま

したが，それでも7月5日より9月24日までに8個体

確認する事が出来ました。この発生場所は南北に約

10m，東西に約20mあります。ここは石の多い地面

に落ち葉が積もっていますが，これだけ多くのアカイ

カタケを育てるには他に何か栄養源があるように思わ

れます。林道の上側に大きなヤマザクラがあり，コナ

ラやアラカシもあるので，さくらんぼとマテバシイの

実を撒いてみましたが効果は判りません。

［1985年］6月21日より10月13日までに11個体を

確認しました。汗を流し蚊に刺され，足元のマムシに

注意しながら山を登るのは苦しいものですが，途中に

は他にも珍しいきのこが出ます。夏は腐る率が高いで

すがカゴタケも出ます。美しいコイヌノエフデタケも

毎年見ることが出来ます。

この場所における1980年～1985年までの年別の発

生数を集計すると次のようになります。

初回発生日　最終発生日

1980年　6月15日　～　7月6日幕

1981年　7月10日　～　9月23日

1982年　7月1日　～10月3日

1983年　6月19日　～10月25日

1984年　7月5日　～　9月28日

1985年　6月21日　～10月13日　　　11

合計182個体

（※7月中旬以降の調査は行なっていない）

また，1980年分をのぞいて月毎にまとめると次のよ

うになり，初夏と秋に発生する傾向が見られます。

6月　7月　8月　9月10月　合計

個体数　10　　68　　9　　31　52　170

なお，昆虫等による胞子散布のためか，この調査地

の周辺数ヶ所で2年間に7個体のアカイカタケが見つ

かっています。この場所が胞子散布の中心になってい

るのかもしれません。

＊編集委員会注：コイヌノエフデタケカ制琉日払憫紺那吏

（Cesati）Fisch・の品種として吉見昭一民らが発表予定。

ー4－

計台数
1
2
2
7
5
1
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大分県で再会を待っているきのこ

この原稿を書く直前に，日本きのこセンターから依

頼された原稿に「大分県下で見つけた興味あるきのこ」

と標題をつけた。そこでは，アイゾメイグチ，アカイ

カタケ，イカタケ，カブラマックケ，ササナぺ　タマ

ノリイグチ，トキイロヒラタケ，ニオウシメジ，ミダ

レアミィグチ，ルリハッタケについて記述した。

ここではこれらに続くきのことして，今少し観察資

料を補充したいきのこを取りあげることにした。

1．7シナガイグチ　Bohtellus elatus Nagasawa

1977年8月4日県内南海部郡宇目町切込と佐伯市城

山の2か所で見つけたオニイグチ科のきのこである。

両地ともイスノキを混じえたコジイ林内地上に大群生

していた。柄が13～20cm，傘表面が褐色を帯びたブ

ドウ酒色は，私の目に焼きついている。両地とも100

個近い発生を確認しながら，県内では未だに上記の2

か所以外では見つかっていない。

2．ウスキキヌガサタケ　仇坪井妙的Z海血流而

（Vent．）Fisch．f．lutea（Liou et Hwang）

Kobayas1

1969年10月12日に県内南海部郡宇目町宗太郎のマ

ダケを混じえたコジイ林で見つけたのが最初である。

その後，1979年9月15日　日田市大鶴のモウソウチク林

と接したコジイ林，1984年7月14日大分市石川のモウ

ソウチク林（本来はコジイ林だが，コジイが伐採され

たと思われる）の3か所で確認している。発生の時期

と環境をもう少し知りたい。

このきのこを私が初めて観察し，写真を撮り，採集

したのは，1952年8月3日である。その場所は，宮崎県

南那珂郡酒谷村割岩口（現在の日南市）である。マン

トは淡黄ではなく橙黄色で，20個近くが群生していた。

当時は不詳きのこというので，お世話になっていた服

部植物研究所の清水大典先生にすべてをお願いした。

その後，小林義雄先生により「ウスキキヌガサタケ」

と名づけられたとの便りを清水先生からいただいた。

写真と標本は，今も大事に保存している。

3．オオムラサキアンズタケ　Cα乃肋α柁Jわざ♪〟ゆ以－

raceusIwade

1987年10月10日県内下毛郡本耶馬渓町大字樋田の

雑木林内地上に群生していたものをきのこ好きな同町

の川内光子氏が届けてくれた。きのこの高さは5～10

cm，不規則な漏斗状で傘の外縁部は波曲状，内面（傘

の表面は帯紫青色～濃青色。古くなると，淡色となり

遠　藤　正　喜

ささくれにおおわれる。肉は白色で厚さ3～7mm，無

味。柄に当たる部分には，中ほどまで垂生状の浅いし

わがある。

発生地及び発生状態を確認していないので再会を願

っている。

4．カエンタケ　fb（わ∫JrOmαCOr乃α一ゐ椚αβ（St．

Amans）Grev．

1985年9月15日大分県九重山群東部の黒岳（大分き

のこ会観察会・小野崎正博氏）及び同年9月17日県内

湯布院町塚原（衛藤孝二氏）の2か所で採集されたが，

詳しい状態がわかっていない。

5．カブラテングタケ　A勒凱払2幻′∽乃0卸∫　Cor－

ner et Bas

1985年10月20日　県内豊後高田市両田の雑木林内ア

ラカシ樹下に2個ずつ2か所に生えていた。ひだは初

めほとんど白色，次にクリーム色からついに黄土色と

なる。テングタケ属というよりハラタケ属の一種と思

い採集した。家に持ち帰り本郷先生の論文（日本産テ

ングタケ属菌類1982．4）によって本種であることが

わかった。県内では宇佐市でも見かけていたが種名不

詳のままであった。

6．シャグマアミガサタケ　Gグ作例オけα　どぶC加わ乃ね

（Pers．）Fr．

きのこ探索を始めて間もない1950年代に県境に近い

祖母山の標高1400m位のブナ林で3個見つけたが，シ

ャグマアミガサタケを全く知らなかったせいもあって，

アミガサタケの奇形か何だろうかと写真に撮ったまま

で現物がない。

7・ナガエノアカチャワンタケ　∫α7mqゆ血刀α仰α

（Schw．）Cke．

1977年の「鳴子川渓谷の高等菌類」（大分県自然環

境保全地域候補地調査）でPeziza sp．（チャワンクケ

の一種）としたきのこである。成熟したきのこの盃内

から噴出する胞子煙（？）の勢いに腰を抜かすほどびっ

くりした記憶がある。

8．ニクアツペ二サラタケ　PゐgJ／ゆ∫オα（わ刑などがね

Berk．

1975年8月23日県内の祖母山麓，1976年8月22日庄

内町熊群山及び同年9月19日鳴子川渓谷の林内で採集

した。分布は常緑広葉樹林の上限付近かと考えている。

9．ハマキタケ．砂hzriaiabacina（Kickx．）Fr．

県内南部産の標本のみを保存している。

10．ペニイグチ　飽減衰仇り卸彿加（Ho喝0）Hon－

gO

関西地方産に比べ大分県産の方が弾力性に乏しい。

－5－



山林火災跡地の微生物に学ぶ

ときどき，「山火事跡地の微生物なんか研究して何

の役に立つのですか？」と聞かれます。私は，大抵言

葉にぐっとつまって‘‘だって，面白そうじゃない”と

独りごちることにしています。もう，十数年も前のこ

とでしょうか。京都大学の浜田稔先生がお元気だった

ころ，カナダのH．Gruenさんをお迎えして，先生の

お宅でドリンキング・パーティーがありました。その

時，Gruenさんが，相良直彦さん（京都大学教養部）

の“林地の化学的処理”の話を聞かれて，「あなたは

なぜそのような研究をされているのですか？」とお尋

ねになりました。すると，浜田先生は答えを継がれて，

「ある人の性格を知ろうと思ったら，その人にげんこ

つを一つかせるのが一番良い。その時，どのような

反応をするかを見れば，その人の性格がたちどころに

わかる。山も同じである。」と，言われました。自然

な状態の山林にいる微生物に正攻法で挑むのも一法で

すが，あるインパクトを与えたときに微生物がどのよ

うに反応するかを見ることによって，存外，そのたお

やかさや，奥行きの深さを垣間見ることができるよう

な気がするのです。

4年前，広島県の瀬戸内海沿岸地方で，山林火災跡

地の微生物についての研究を始めたとき，私はまず，

火災跡地の微生物（ここでは，主に細菌，菌類のこと

を指します）バイオマス（生物量）を測ることにしま

した。測定は，イギリスのD．S．Jenldnsonの開発し

たクロロホルム燻蒸法1）を若干改良して行いました。こ

の方法の原理は，次のとおりです。土壌中の微生物を

クロロホルム蒸気で殺した後，その処理した土壌を数

日間培毒します。すると，生き残った微生物（数％生

き残る。ごく少量の土壌を微生物源として接種するこ

ともある）が，死んだ微生物をえさにして急速に繁

殖します。そのために，培養開始後2，3日間に炭酸

ガスの発生量が急激に増加します。この炭酸ガスの急

増分から，もとの土壌中にいた微生物の量を推定しよ

うというものです。クロロホルム燻蒸法は使いやすく，

現在世界で最も信頼されている方法の一つです。

現在，実験は始まったばかりですが，いくつかの面

白いことがわかりました2㌔火災跡地の表面10。皿の土の

中には，1ヘクタール当りおよそ1トンの微生物（こ

の内の60～90％は貞菌類だと思われます）がいます。

意外なことには，この量は火災の影響をあまり受け坑

季節的に大きな変動を見せず，植生回復の過程ではぼ
一定しています。そして，これらの事実には大変重要

堀　越　孝　雄

な意味が含まれているように思います。

窒素は植物の重要な養分の一つで，その一部は土の

中で負の電荷をもった硝酸イオンとして存在していま

す。ところが，土壌粒子の表面はどちらかと言うと負

に荷電しているために，硝酸イオンは土壌粒子にはあ

まり吸着されず，雨などが降ると，洗い流されてしま

います。しかし，土の中に微生物がいると，微生物は

硝酸イオンを吸収し，細胞の一部などにして土の中に

固足します。微生物の体は絶えず分解・合成されてい

ますので，植物は必要なときに必要な量を摂取するこ

とができるわけです。このように，微生物はいわば植

物の養分の貯蔵庫と言うことができます。火災の後で

も1ヘクタール当り1トンの微生物が安定して存在し

ていれば，植物が再生するのに必要な量の窒素は充分

にあるものと考えられます。

土の中に腐植がなくなり，微生物がいなくなったら，

土はもはや万物を育む“母なる大地”ではなく，単な

る粘土，砂，石ころになってしまうでしょう。熱帯地

方では，一度地上の植生が破壊されると，土の中の腐

植は急速に分解され，できた無機物は集中的な豪雨に

よって瞬時に洗い流され，砂漠化してしまうわけです。

そのことを想うとき日本の土の柔軟さと，その上に生

活していることの幸せをしみじみと感じずにはおれま

せん。

微生物は生態系の分解者と言われます。微生物も本

来は植物の生産した有機物の消費者であり，有機物を

摂取して新しい細胞物質をつくるための素材にし，一

部は炭酸ガスにまで酸化してエネルギーを引き出し，
一部を代謝産物に変換します。しかし，微生物は動物，

植物に較べると代謝活性が高い（もとをたどれば，小

さい）ために，一定時間内に多量の有機物を炭酸ガス

にすることができ，植物の生産した有機物を無機化す

るうえでの貢献度が大きいので（植物の生産した有機

物の90％を細菌，菌類が無機化するといわれている），

生態系の分解者と言われているのだと思います。自然

界で実際に，どのくらいの量の有機物を微生物が分解

しているのか，すなわちどのくらいの量の有機物が微

生物バイオマスを通過していくのかを調べようと思っ

たら，バイオマスと同時にその回転速度も調べなけれ

ばならないと思っています。

最後に，二，三の焼け跡きのこについて触れたいと

思います3）。ヤケノシメジム畑妙〃α∽α乃J加co－

タカ2／α粥は，山火事後1から2，3年目に発生します。
－6－



このきのこは，真夏，初秋を除いて一年を通じて発生

し続けます。私にとって，大変意外だったのは，その

発生個体数が真冬の2月に最大になるということでし

た。そこで初めて，その時期の土壌の含水量も表面温

度も結構高くて，菌糸の量も少なくはないのだという

ことを知ったわけです。ヤケアトツムタケ用0／gOfα

軸外励磁湖心も，山火事後1年目から発生し始めま

すが，ヤケノシメジより後まで発生し続けます。また，

ヤケノシメジに較べると腐植の多いところや，植林の

際に放置されたわらの近くから発生し，お互いに競合

はしないようです。山火事後1年目からは，ペニヒガ

サ物OCグ∂g Cα犯才力α相打〟ぶも発生し始め，かなり長

期間発生し続けます。図鑑をみても，ペニヒガサが焼

跡のきのこであるとは書いてないので，最初，このき

のこは何物なんだ，と思いました。その後，ペニヒガ

サとは，換一業笛の山焼き跡地や，大山の大ノ沢の土

砂れさの中でもお目にかかり，このきのこの生態につ

いて少しずつイメージが湧いて釆つつあるところで

す。焼け跡きのこを理解しようと思ったら，焼け跡だ

けを見ていたのではだめだということを痛感した次第

です。

火災の跡地の微生物はもっともっとたくさんのこと

を教えてくれようとしているのに，その何千万分の一，

何億分の一も，理解できていないことにもどかしさを

覚えているこの頃です。
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関西菌類談話会会則

〔名称〕

第1条　本会は「関西菌類談話会＿j（以下「本会」）と称す

る。

英語名をKANSAI MYCOLOGICAL CLUB

とする。

〔事務局〕

第2条　本会は事務局を下記に置く。

〒532大阪市淀川区十三本町2－17－85

財団法人発酵研究所真薗研究室内

TEL O6－302－7281

振替口座番号　大阪5－83129

〔目的〕

第3条　本会はきのこ，かび，酵母等菌類に興味をもつ人が，

菌類を通して自然に親しみ，菌類の調査，研究，利

用，保護などのためにお互いに協力しつつ，知識，

情報，技術などの交流を計ることを目的とする。

また，会員相互の親睦と菌類についての啓蒙を行う。

〔事業〕
第4条　本会は上記の目的を達成するために次の事業を行う。

（1）菌類の野外観察会，採集会

（2）菌類の同定または鑑定会

（3）菌類の同定，分類，生理，遺伝，生態，利用な

どに関する講演会，講習会，研究会，展示会，

研修旅行

（4）菌類の分布調査，標本作製，分離・培養，資料
・会報などの作成と会員への配布

（5）他の関連団体との交流

（6）その他本会の目的達成に必要な事業

〔会員〕
第5条　本会は菌類に興味をもつ個人および本会の目的に賛

同する個人および団体により組織する。

第6条　本会の会員は下記のように定める。

（日　通常会員　第14条（1）に定める会費を納入する

個人
－7－

（2）賛助会員　本会の目的に賛同し，第14条（2）に

定める会費を納入する個人または団体

（3）名誉会員　本会に特に功労のあった者

（4）会　友　上記以外で本会が必要と認めた者

〔入会および退会〕

第7条　本会に入会を希望する者は，所定の入会申込書に必

要事項を記入し，当該年度の会費を添えて本会事務

局に申し込むこととする。

また退会する者はその旨文書で本会事務局に届け出

ることとする。

〔役員および任務〕

第8条　本会に次の役員を置く。

（1）会長1名　本会を代表し，会務を統括する。ま

た総会および役員会を召集し，その議長および

書記を委嘱する。

（2）副会長2名　会長を補佐し，会長に事故あると

きはその任務を代行する。

（3）総務幹事1名　事務局を担当し，本会の受付事

務全般を行う。

（4）庶務幹事2名　会務全般を行う。ィ，ロについ

ては分担する。

ィ．採集会事務を担当する。

ロ．会員名簿，集会事務を担当する。

（5）会計幹事2名　会計事務を行う。ィ，ロについ

ては分担する。

ィ．経理，現金出納を担当する。

ロ．会費請求・領収事務を担当する。

（6）運営幹事若干名　本会の事業の立案，実施を行

う。ィ，ロについては分担する。

ィ．採集会を担当する。

ロ．集会を担当する。

（7）会計監査2名　会計事務の監査を行い，総会に

於いてその結果を報告する。

（8）会報編集委員若干名　会報編集委員会を構成し



て編集委員長を遠出し，会報の編集ならびに発

行を担当する。

第9条　本会には必要に応じて顧問若干名を置くことができ

る。

〔役員会〕

第10条　役員会は会長の召集する会員をもって構成する。

〔役員選出および任期〕

第11条（1）会長は役員の推薦に基き，総会で出席者の過半

数の賛成をもって選出する。

（2）副会長，その他の役員は会長が委嘱する。ただ

し，副会長は会長が必要とする場合にのみ委嘱

することができる。

（3）役員　任期は2年とする。ただし，再任を妨げ

ない。

（4）役員に欠員が生じた場合はその補欠を行う。た

だし，補欠された役員の任期は前任者の残任期

間とする。

〔総会〕

第12条　総会は年1回会長が招集し，役員選出，予算，決算

ならびに本会の事業実施上の重要事項について，出

席者の過半数をもち議決する。総会の議長および書

記は会長が会員中から各1名を委嘱する。会長が必

要かつ緊急と認めた場合には臨時に総会を開くこと

ができる。

〔経費〕
第13条　本会の経費は会費，寄付金，預貯金利子その他をも

ってこれに当てる。

〔会費〕
第14条　本会の会費は下記のように定める。

（1）通常会員　年額1，000円

（2）賛助会員　年額5，000円

第15粂　会費は前納制とする。ただし，－「度納入した会矧ま

返還しない。

会費を3年間納入しない場合は退会したものと見な

す。

第16条　講演会，採集会その他の集会に於いて，必要に応じ

て参加者から参加費を徴収し，必要経費に当てるこ

とができる。

第17条　本会の会計年度は毎年1月1日に始まり，12月31日

に終る。

〔付則〕
第18条　目）この会則の改正および本会の事業実施上の重要

事項の改廃は役員会で審議し，総会に於いて出

席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

（2）その他本会則に定めのない問題は役員会に於い

て処理し，総会に報告し承認を得ることとする。

ほ）本会則は昭和58年10月8日より施行する。

（昭和61年2月1日一部改訂，同日より施行）

関西菌類談話会会報投稿案内

1．投稿は原則として本会会員に限ります。

2．原稿の採否，掲載の順序は編集委員会の決定にお委せくだ

さい。

3．編集委員会は，著者に原稿中の字句，表，図，写真などの

スタイルの統一や変更を求めることがあります。文章の用

法上，あるいは文法上の誤り，その他の修正は編集委員会

にお要せください。

4　原稿には表題，著者名，本文の他に必要なら引用文献（あ

るいは参考文献）をあげてください。

5．別紙に著者名，連絡先，住所，電話番号を書いて添付して

ください。

6．著者校正は初校だけとし，2日以内に原稿正本とともに速

達便で返送してください。

7．掲載された原稿はお返ししませんが，図・写真に限り著者

校正のときお返しします。

8．写真製版料実費は著者の負担とします。

9．原稿は会報編集委員長宛てにお送りください。

お詑び　本会報N0．3の表紙の上部に印刷よどれ 

があるものが混っておりました。お詫び 

致します。 

～皆様の原稿をお待ちしております～

○　かびやきのこに関する記事，図，本誌に関するど

意見などをお寄せください。

◇　図は黒インクで，少し大き目（刷り上がりの約1．5

倍）にお書きください。（ボールペンは不可です）

◇　原稿の分量は400字づめ原稿用紙4～5枚程度と

しますが，1枚でも半分でも結構です。

○　写真の掲載を希望される方は，編集委員長におた

ずねください。

◇　原稿宛て先

〒617　長岡京市西の京14－2

関西菌類談話会会報編集委員長
上田俊穂

（TEL O75－955－2179）

編集委員：井坪　豊明，橋屋　誠，森本　繁雄

扇　進次郎
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