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郡新沿村布施のモミ・ヒノキ・カラマツ林(2001年I0月24日

および2002年10月25IL1 ,"崎永二氏採集),同郡月夜野町小

川の大lllf山麓モミ林(2002年1 1月29日、小野政行氏採集)で

も発生が確認されており，液浸標本として群1渇県林業試験

場(北群溺郡榛東村)に保存されている．

はじめに

イモタケ届た碓或α(TulaSlle&CTulasne)Tulasne&C.

TillaslleはKirke/"l (2001)によると子撰蔚|邪l ~子髭耐綱・

チャワンタケ目・イモタケ科(Ascomycola,Ascomycetes,

Pezizales,]b'･feziaceae)に屈し阯界に広く分布する地~ﾄ生菌

で現在12種が知られている． 日本|玉|内では撚菌綱・塊耐

目イモタケ科(Discomycctcs,Tubcl･ales,TbrlbZiaceae)とする

分類が一般的に用いられ(今眺l ~本郷, 1987他), イモタ

ケル碓冨/αg煙α"/"Imai l種が記録されている(大谷, 1989)

イモタケは1933年，北海道石狩支庁の野l1桃で採集された柳

本をもとに新種記載された菌で，発表当初はセイヨウショ

ウロタケ科Tuberaceaeに含められた(Imai,19331日水|玉|内

では栃木県上部礎郡粟野町のアカマツ林(補田ほか， 2002)，

京都府北桑Ⅲ郡京北l11].のアカマツ林，京都府' l:IWIIII1fl.ll1111.の

アカマツの混ざった雑木林，鳥取県西伯郡中ll.l町羽田井の

アカマツ林(吉見，私信)などで記録されている~ 日本以外

ではアメリカ合衆国アパラチアII1脈南部のペンシルベニア

州， ノースカロライナ州およびテネシー州で9, IO月に広

葉樹林に発生する(Tl･appeandSundberg, 19771群馬県吾姿

郡六合村のカラマツ榊林地内においてイモタケが少なくと

も3年間連続発生し, 2001年と2002年の2回，洲査・採集を

行ったのでその発生喋境と形態を報告する．

調査の経緯および発生地の概況

2001年10月22I二I,群馬県林業試験場においてきのこ錦定

をしていた筆者の一人須Ⅲのもとに六合村役場の峨員から

21111体の子鴬果が持ち込まれた． このうちの|個体を京都

市教育委員会の吉見昭一氏に同定依頼した結果, 10月24

日， イモタケであることが確認され，他のl個体は真樂凍

結乾燥標本とし群馬県立自然史博物館に収蔵した(GMNH

FFIOOOO94)~ さらに10月29日に六合村役場職員の案内で現

地洲査を行い， また地権者の中村一氏より聞き取り調査し

た結果, 2000年10月にl個体の子嚢架を確認し，翌2001年

は10月191 |までに約10個体の発生がみられたことを確認

した．

群馬県におけるその他の発生例

群馬県内の記録としては吾変梛草津町(大谷，私信)があ

り，写真が大谷(1988)に掲救されている~ また, l991年12

月20日に吾妻郡中之条III1.上沢渡のコナラ・アカマツ混交林

の林道lﾉﾘで採集され， ‐'二|,楽郡下仁冊llll.にある群馬県立森林

公園「さくらの里」のきのこ館に液浸標本として保存され

た(須|:H･内l11, 1993)~ この標本は現在群馬県立自然史博物

館に収蔵されている(標本番号GMNI-1-FFOIOOOO6) 利根
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Fig.1 Habilalof7I2IJ/陸/αg堰α"re"illKullivillagc

受付2003年ljl7[1 、受恥:2003年2jl l9IJI
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発生地は群臘県晋菱{||;六合村大字入I｣.l学小倉地内，北絲

36.39'27Ⅱ､東経|38｡37$181|(WGS84),標間約995～1,000mに位

置する．約30年生のカラマツL"癒k“"¥'たﾉｿ杣林で，モミ

"ﾙ/"んγ"α：スギcﾉ:)"/o"7e"α〃〕()"ﾉ“などの針蕊樹,コハウ

チワカエデ』4cel･s/c60肋α"""73 コナラO"eﾉ℃"s“ﾉ･ﾉ･"α，カマ

ツカPa"･ｲﾙﾉαe"1'///os"val､〃e,,酌などの落葉広葉樹が混生す

る．林床はよく手入れされ，草本はほとんどなく，腐杣屈

は薄い(Figl) 束側ではナメコPﾙo""α"α"7ekoやクリタケ

めゃ〃o/o"7"/WeJ･""""の原木栽培が行われている．発生地お

よびその周辺からはツチクラゲRﾙ産/"α〃"”/"α，ツチスギ

タケPﾙo"o/α/eﾉ･ﾉ鄙"な，チャナメツムタケPﾙ｡"o化『ん6ﾉ．/Caな

どの発生も碓認された~

2001年10月291」の調査においては頂線状に並んで約l5

llil体の子蕊果が確認された~ 了髭果は腐械胴直下の地1:|'に

埋生あるいは半埋生していた． 4個体の子鍵果を採集し標

本とし(GMNH-FF1000093), このうちl個体は交換標本とし

て鳥取県立|#物館へ納めた(標本橋･号TRPM-578-6001-

110)~ また，一部は｢| '村氏宅および六合村村役場に液浸標

本として保存されている2002年は発生姓が減少し, 10月

19日の調査では911il体の了蕊果が碓認され、 2個の子蕊果を

標本とした(GMNH-FFIOOO302)

材料および方法

顕微鏡的形態は真空凍結乾燥標本(GMNH-FF1000093)か

ら切片を作製し, 5%KOH溶液，メルツァー試薬あるいはメ

チレンブルー酪酸溶液でマウントして検鏡した測定には

キーエンス社製デジタルマイクロスコープVQ7000を附い

た．走査型近子顕微鏡データは典罐凍結乾燥標本(GMNH-

FF1000093)から切片を作製し, 121金イリジウムで90秒間

コーティングした試料を):'1い日立製作所製S4200で撮影し

た(Vacc5kv.WD: 15).

結 果

子嚢采(GMNH-FFlOOOO93,FFIOOOO94およびFF1000302)

は表面に凹凸のあるIIIi球形，洋梨形または不規則な楕円形

で，基部は多少突起状になるものもあったが，菌糸束など

のIﾘ]らかなJIL部椛造は雌認できなかった~ ｜断面は類白色

で，わずかに蛍褐色の大理石棋様がみられた．大きさは

Fig2Ascocal･l)sof勉潅/αgig("""(GMNH-FF1000302) Fig.3 1･lymcnol)horeoftheascocal･pofTbl･lbziagigalllea (GMNH-
FFIOOOO93) sccnilllra,1svcrscscclion (arrow)
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Fig.4AScospot･csofGMNI-I-FF1000093a: immalul･eascospOl･es,b,c:matul･eascospol･csill lhemtel･iol･ofanascusBa1．s=501III
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Fi9､5 Scanningelcctronmicrog'･aphsofGMNHFF1000093.a:ascospol･es inanascLIs,b:allascospol℃,c: sectionofascosporc (aITow),d
〆 『、

suI,IaccoIanascospo1.e、

するのに対し， ｜=|本国内ではアカマツやカラマツなどの針

粟樹が優l l ｢する林での発生例が多く ，菌根を形成する柚物

についても異なることが稚定され，今後の詳細な研究が待

たれる今l｢'1 ,群馬県吾妻郡六合村において3年間にわた

る辿統光/|きが碓認されたが，今後も発/t状況の洲街を継続

する予定である
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(2-)4.57(l05)×(2-)3.5-6.8(-7.5)×(18-)3.4-7.5cm,重量は

55(乾重量6.8) -210(乾亜量248)gであった(Figs.2,3) ~子嚢采

には特,fiの臭気がある．

子嚢はIHi球形，洋梨形，卵形，楕円形または不定形, 125-

175(-207)×85 130"m,長さ20-50umの柄をつけることがあ

る.薄壁批色透|ﾘ1, 2~8佃の子襄胞子を含む.子巽胞子

は球形から'lli球形, 38-50×37-49"m(酪酸中),未熟なものは

無色透Iﾘ|で表liliは1X渦，成熟したものは黄褐色(酪酸巾)ま

たは燈褐色(メルツァー試錐'|I)で，表面は微i|Iな疵状突起

に種われ， ｜ﾉ1部には汕澗が認められる．走査Ji｣電子倣微鏡

像から子愛胞子ﾙ樅のl'r':みは3-4.5叩であった(Figs.4,5)

おわりに

追 記

水柵跳飛にあたり，標本|司定や情報提供をして下さった

rIi)JII"一氏が，先日お亡くなりになりました．純んでご冥

柵iをお祈りいたします．

TrappeandSundberg(1977)によればアメリカ産の標本で

は子襄果基部に1紫i糸の房がみられるが，今回の調査では子

簔果を掘り|||したあとの土がわずかに白色を帯びることが

あったものの, lﾘl味な繭糸束は観察できなかった~ また，

イモタケは外生I紫i根l兼iであると推察されているが(Trappe

andSundberg,1977),アメリカの報告ではI典葉樹林に禿ﾉ|皇
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Abstract

亜ﾉ悔jqgjg""/eqlmai (PEzIzALEs,Tbrfeziaceae) collectedinKuni

Village,Agatsumadistrict,GunmaPrefecmre､CentralJapan

WAIANuKIOsamu! andSuDATakashi2

｣D印）α""'e"/Q/.B/o/ogy,G"""7αMｲSc""7Q/､A/"""α/"/s/oJ")' .･ /674-/,Kα"7/ん"℃/wα,乃"7/okq,

G"""7q370-23", @ﾉ“αﾉ7
，

.G"""?αMISﾙ'℃o"7C/z/6_･ /-3408-3,"sﾙ/-"jQc'/7/,K"aW/,G"","α376-000/, 企ﾉﾋV)α〃

SpecimenSof7ｾ碇z/αg唇α"花aImaicollectedinGunmaprefbcturcwere liStedandobserved. The

IocalityofcollectionwasatOgura, Iriyama,Kunivillage,Agatsumadistrict,GLInmapreibcture,central

Japan (36｡39'27''N,138｡37'18''E),about995～1,000mabovcsea level . Theyhabitsonthegl-ound

orhalfLimbeddedintheground, intheplantationofJapaneselal℃h ("ﾉ皇八kfJeﾉ"〃と〃) about30years

old. Therewerefbwerherbsonthefbrestnoor. AscocarPShadbeellcollectedin2000,2001 and

2002． Theywc1℃tLlbcrosc, subglobose,pyrifbm]ol･ irregularlyellipsoid, (2-)4.5-7(-10.5)×(2-)3.5-

6.8(-7.5）×( 1 .8-)3.4-7.5cm. Someofthemaredeposited inGLInmaMuseumofNatul･aIHistorVas
ご

fieeze-driedspccimenS (HerbariumNumber:GMNH-FF1000093,FFIOOOO94andFF100()302) .

Asci hyaline,2-8spol･ed,subglobose,pyrifblm,ovoid,ellipsoidol･ i1Tegular, 125-175(-2()7)×85-130um

, fi･equentlywithashortstipe,20-50Imlength. Ascospores globoseo1-sLlbglobose, 38-50×37-49um

(inlacticacid) ,hyalincandsmoothinyollth,vclTLIcosetovcrrLIcLIIose atmaturity､brownishyellow
(inlacticacid) ol･01･angcbl･own (inMelzerIsreagent) . Epispol･e3-4.5"mthick.

KeyWords :姥ﾉた/αgﾉgα"'eq,Pezizales,GunmaP1℃fbctuI．e,MycoIogicalFIoI･a

BLlll 、GunmaMLls､NaILl、HisI. （7） ： 105－108


