
   

 

高崎市寺尾町「観音山ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ周辺」の菌類 

群馬県野生きのこ同好会  原田 稔 

１、はじめに 

  2005 年８月及び 2006～2013 年の６月に高崎市寺尾町地内「観音山ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ周辺」で 

同好会が行った８回の菌類（きのこ）観察会の成果を報告する。 

なお、観察きのこの一部は県自然史博物館標本として作製・保存されている。 

２、「観音山ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ周辺」観察地と観察結果の概要 

  同パークは高崎市南西部・吉井町に隣接する丘陵地にあり、ﾊﾟｰｸ周縁は標高 180～140 

ｍの起伏のある地形で、落葉・常緑広葉樹林や一部スギ針葉樹人工林である。観察会は 

周縁に整備された「里山巡りコース」散策路を中心に行った。 

その結果、表―１のとおり３８科・１３４種の菌類（きのこ）が観察され、内訳は担 

子菌３５科１２６種及び子のう菌３科８種である。観察会参加者は延べ２０８名である。 

表―１ 総括表 「観音山ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ周辺の菌類」 

 観察会・年     2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 観察した 

    月 日      8/28 6/25 6/24 6/28 6/27 6/26 6/24 6/30 [種]、[科] 

 参加者数 24 22 17 20 25 34 41 25  合   計 

 第 ○ 回 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ （重複除く） 

 各回の 

観察[種] 

34 22 18 23 40 39 30 39 134種 

  各回の

観察[科] 

12 14 13 14 20 21 16 20 38科 

（注：同場所の 2008.6/29 観察会の観察ﾘｽﾄ記録が無い為、集計から除外。） 

３、８回の観察会から分かった「観音山ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ周辺の菌類」の特徴 

（１）表―2のとおり、7回観察が2種、6回が1種、5回が3種、4回が9種で合計15種である。 

 表ー２ ４～７回観察した種の集計表   「観音山ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ周辺の菌類」     

回数 No    和  名   学  名 ( 属 種) 同左の科分類  

 7 

 

1 オオホウライタケ Marasmius maximus ホウライタケ Marasmiaceae 

2 ヒイロタケ Pycnoporus coccineus  タマチョレイタケ Polyporaceae 

 ６ 3 コフキサルノコシカケ Ganoderma apｐlanatum タマチョレイタケ Polyporaceae 

 4 クリゲノチャヒラタケ Crepidotus badiofloccosus アセタケ Ｉｎｏｃｙｂaceae 

  ５ 5 ヌメリニガイグチ Tylopilus castaneiceps  イグチ Boletaceae 

 6 ツチグリ Astraeus hygrometricus ディプロシスチジア Diplocystidiaceae 

 7 スエヒロタケ Schizophyllum commune スエヒロタケ Schizophyllaceae 

 8 ダイダイガサ Cyptotrama asprata タマバリタケ Physalacriaceae 

 9 ナカグロモリノカサ Agaricus moelleri ハラタケ Agaricaceae 

 ４ 10 イタチタケ Psathyrella candolleana ナヨタケ Ｐｓａｔｈｙｒｅｌｌａｃｅａｅ 

 11 コウジタケ Boletus fraternus イグチ Boletaceae 

 12 ニオイコベニタケ Russula bella ベニタケ Russulaceae 

 13 アミスギタケ Polyporus arcularius タマチョレイタケ Polyporaceae 

 14 アラゲカワラタケ Trametes hirsuta タマチョレイタケ Polyporaceae 

 15 アラゲキクラゲ Auricularia polytricha キクラゲ Auriculariaceae 



   

 

（２）表―3 のとおり、6 種以上観察の科は 7 科(全 38 科の 18％)である。 

（7 科の合計種数は 75 種で、全 134 種の 56％。） 

表ー３   ６種以上観察した７科の内訳表 (和名)  「観音山ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ周辺の菌類」  

科分類  同左の内訳 （和名）     
1 タマチョレ ホウネンタケ  シックイタケ センベイタケ  ヒトクチタケ 

   イタケ エゴノキタケ  コフキサルノコシカケ マンネンタケ  ウスバタケ 

   (21種) カイガラタケ  ツヤウチワタケ ハチノスタケ  アミスギタケ 

 アシグロタケ  オツネンタケモドキ スジウチワタケ  キアシグロタケ 

 ヒイロタケ アナタケ チリメンタケ アラゲカワラタケ  カワラタケ 

2 イグチ コガネヤマドリ  コウジタケ アヤメイグチ  ベニイグチ 

   (13種) スミゾメヤマイグチ  アオネノヤマイグチ キイロイグチ  クロアワタケ 

 オニイグチモドキ  ヌメリニガイグチ ニガイグチモドキ  ホウベニシロアシイグチ 

 クロアザアワタケ     

3 テングタケ タマゴテングタケモドキ ツルタケ ドクツルタケ  キウロコテングタケ 

   (10種) タマゴタケ  キタマゴタケ ガンタケ  コシロオニタケ 

 コテングタケモドキ シロオニタケ   

4 ベニタケ キチチタケ  アカチチタケ ヒロハウスズミチチタケ   ニオイワチチタケ 

   (10種) ヒビワレシロハツ  カワリハツ クサハツモドキ   ケショウハツ 

 ニオイコベニタケ  ニセクサハツ   
5 イッポンシメジ クサウラベニタケ  シロイボガサタケ コキイロウラベニタケ  ミイノモミウラモドキ 

   (8種) ヒメコンイロイッポンシメジ コンイロイッポンシメジ キイボガサタケ  アカイボガサタケ 

6 ハラタケ ウスキモリノカサ           ハラタケ ナカグロモリノカサ  ザラエノハラタケ 

   (7種) ノウタケ  ササクレヒトヨタケ ホコリタケ  

7 ナヨタケ(6種) キララタケ ヒトヨタケ ネナガノヒトヨタケ ムササビタケ  ムジナタケ   ｲﾀﾁﾀｹ 

（３）13 種観察のｲｸﾞﾁ科・10 種観察のﾍﾞﾆﾀｹ科は、4 回以上観察に３種が含まれ、樹木に 

外菌根（外生菌根）を作る菌類で、樹木との共生と樹木の成長に深く関わると考えら 

れる。21 種観察のﾀﾏﾁｮﾚｲﾀｹ科は、4 回以上観察に 4 種が含まれ、枯材を腐朽・分解し、 

森林の保全と無機質循環に深く関わると考えられる。４回観察したｷｸﾗｹﾞ科ｱﾗｹﾞｷｸﾗｹﾞ、 

ｽｴﾋﾛﾀｹ科ｽｴﾋﾛﾀｹも枯材を腐朽・分解し、ﾀﾏﾁｮﾚｲﾀｹ科と同様の働きが考えられる。 

（４）10 種観察のﾃﾝｸﾞﾀｹ科は外菌根を作り、ｲｸﾞﾁ科・ﾍﾞﾆﾀｹ科と同様の働きが考えられるが、 

ﾀﾏｺﾞﾀｹとｷﾀﾏｺﾞﾀｹの２種を除く８種のほとんどで毒成分の指摘があり特に注意を要す。 

８種観察のｲｯﾎﾟﾝｼﾒｼﾞ科の１種ｸｻｳﾗﾍﾞﾆﾀｹは食中毒事例が極めて多いきのこである。 

（５）2011 年 6 月観察のﾀﾏﾁｮﾚｲﾀｹ科ｽｼﾞｳﾁﾜﾀｹは「続原色日本菌類図鑑：保育社刊、山渓ﾌｨ 

ｰﾙﾄﾞﾌﾞｯｸｽきのこ：山と渓谷社刊」に沖縄や小笠原島分布の記載がある。群馬県産大型 

菌類目録：県自然史博物館編（2010 年）に桐生市菱町採集の掲載がある。沖縄等に分 

布し群馬県には発生なしとされたｷｼﾒｼﾞ科ﾆｵｳｼﾒｼﾞが、赤城山南麓(前橋市)で 1985 年に 

初めて発生・確認されたのと同様、同種の分布の北上が考えられる。 

（６）2010 年 6 月観察のﾋﾒﾉｶﾞｽﾃﾙ科ﾋｶｹﾞｼﾋﾞﾚﾀｹは、幻覚など中枢神経系中毒を起こす種(学 

研・増補改訂ﾌｨｰﾙﾄﾞﾍﾞｽﾄ図鑑 日本の毒きのこ)で、採取・所持が禁止されている。 

(参考文献)「増補改訂新版 山渓カラー名鑑 日本のきのこ」(2012) 山と渓谷社刊 外 

（キーワード ： 高崎市寺尾町「観音山ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ周辺」菌類の分布・発生） 


