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１１１１ 調査の目的調査の目的調査の目的調査の目的

毒キノコの赤や黒などの派手な色や不思議な形、また嘔吐や幻覚などの中毒症状などに興

味があったので、身近な場所で毒キノコを実際に採集し調査する。

「毒きのこは毒々しい赤や黄色・黒などの色をしている」という迷信が事実であるのかど

うか確かめる。

２ 調査場所の概要２ 調査場所の概要２ 調査場所の概要２ 調査場所の概要

自然史博物館収蔵の菌類採集リストには、嶺公園でのキノコの採集記録がある。そのため、

キノコの発生が見込めることと、私が住んでいる同じ前橋市にあり定期的に採集ができる場

所であることから、嶺公園を調査地に設定した（図１）。調査地の遊歩道の周辺は、日が当

たらない場所で、湿気の多いところである。遊歩道沿いは、主に落葉広葉樹が多数生い茂っ

ていた。また、林床は落ち葉が積もる所や地肌がむき出しの所が混在していた。調査は、遊

歩道沿いを中心に調査を行った。

図1 嶺公園園内略図（前橋市嶺町１３００番地）



３ 調査方法３ 調査方法３ 調査方法３ 調査方法

調査は遊歩道及び、その周辺を中心におこなった。発生していたキノコは、生体写真を撮影

した後、採集日・採集者氏名・林相・基質を記録した。採集したキノコは現地で図鑑等を参考

にしながら同定を行った。採集したキノコは、定温温風乾燥及び凍結乾燥にて標本を作製した。

調査は、７月21日・８月18日・10月12日・11月9日の合計４回実施した。

４ 調査結果４ 調査結果４ 調査結果４ 調査結果

（１）採集した毒キノコの個数を図２のグラフに示す（１）採集した毒キノコの個数を図２のグラフに示す（１）採集した毒キノコの個数を図２のグラフに示す（１）採集した毒キノコの個数を図２のグラフに示す

図２ 採集したキノコの個数

縦軸：個

横軸：採集日
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（２）採集したキノコの種類を図３に示す。（２）採集したキノコの種類を図３に示す。（２）採集したキノコの種類を図３に示す。（２）採集したキノコの種類を図３に示す。

種名（和名） 市区町村名 町域名 その他住所 採集日 採集環境 基質

ナカグロモリノカサ 前橋市 嶺 嶺公園 20130721 広葉樹 広葉樹落葉

イタチタケ 前橋市 嶺 嶺公園 20130721 広葉樹 広葉樹落枝

クリカワヤシャイグチ 前橋市 嶺 嶺公園 20130721 広葉樹 広葉樹土壌

ヒトヨタケ 前橋市 嶺 嶺公園 20130721 広葉樹 広葉樹落葉

アワタケ 前橋市 嶺 嶺公園 20130721 広葉樹 広葉樹土壌

コテングタケモドキ 前橋市 嶺 嶺公園 20130721 広葉樹 広葉樹落葉

クサハツ 前橋市 嶺 嶺公園 20130721 広葉樹 広葉樹土壌

ベニタケ属の仲間 前橋市 嶺 嶺公園 20130721 広葉樹 広葉樹土壌

カイメンタケ 前橋市 嶺 嶺公園 20130721 広葉樹 広葉樹樹下

オニイグチモドキ 前橋市 嶺 嶺公園 20130721 広葉樹 広葉樹落枝

キアシグロタケ 前橋市 嶺 嶺公園 20130721 広葉樹 広葉樹倒木

シロオニタケ 前橋市 嶺 嶺公園 20130721 広葉樹 広葉樹土壌

ドクツルタケ 前橋市 嶺 嶺公園 20130721 広葉樹 広葉樹土壌

ハラタケ科の仲間 前橋市 嶺 嶺公園 20130818 広葉樹 広葉樹土壌

ミドリニガイグチ 前橋市 嶺 嶺公園 20130818 広葉樹 広葉樹土壌

クサウラベニタケ 前橋市 嶺 嶺公園 20131012 広葉樹 広葉樹落葉

カラカサタケ 前橋市 嶺 嶺公園 20131012 広葉樹 広葉樹落葉

ホコリタケ 前橋市 嶺 嶺公園 20131012 広葉樹 広葉樹土壌

トキイロラッパタケ 前橋市 嶺 嶺公園 20131012 広葉樹 広葉樹土壌

フウセンタケ科の仲間 前橋市 嶺 嶺公園 20131012 広葉樹 広葉樹土壌

キクラゲ 前橋市 嶺 嶺公園 20131012 広葉樹 広葉樹倒木

ベニタケ科の仲間 前橋市 嶺 嶺公園 20131012 広葉樹 広葉樹土壌

ツチナメコ 前橋市 嶺 嶺公園 20131012 広葉樹 広葉樹土壌

クサウラベニタケ 前橋市 嶺 嶺公園 20131012 広葉樹 広葉樹土壌

モリノカレバタケ 前橋市 嶺 嶺公園 20131012 広葉樹 広葉樹落枝

ヌメリニガイグチ 前橋市 嶺 嶺公園 20131012 広葉樹 広葉樹土壌

ホコリタケ 前橋市 嶺 嶺公園 20131109 広葉樹 広葉樹樹下

ヒイロタケ 前橋市 嶺 嶺公園 20131109 広葉樹 広葉樹落枝

カイガラタケ 前橋市 嶺 嶺公園 20131109 広葉樹 広葉樹落枝

ミヤマタマゴタケ 前橋市 嶺 嶺公園 20131109 広葉樹 広葉樹土壌

ツチスギタケ 前橋市 嶺 嶺公園 20131109 広葉樹 広葉樹土壌

カノシタ 前橋市 嶺 嶺公園 20131109 広葉樹 広葉樹土壌

ツチナメコ 前橋市 嶺 嶺公園 20131109 広葉樹 広葉樹土壌

スエヒロタケ 前橋市 嶺 嶺公園 20131109 広葉樹 広葉樹倒木

図３ 採集したキノコの種類(可食のキノコも含む)



（４）採集したキノコの食毒分類を図４に示す。また、図５は図４をグラフに表したも（４）採集したキノコの食毒分類を図４に示す。また、図５は図４をグラフに表したも（４）採集したキノコの食毒分類を図４に示す。また、図５は図４をグラフに表したも（４）採集したキノコの食毒分類を図４に示す。また、図５は図４をグラフに表したも

のである。のである。のである。のである。

食毒の分類 採集したキノコ（種類）

①：毒キノコ 6

②：アルコール類と一緒に食べると中毒するキノコ： 2

③：食毒不明 11

④：食用 8

⑤：同定できなかったもの 4

⑥：以前採集したもの（種類には加算しない） 3

図４ 採集したキノコの食毒の分類

図５ 図４をグラフで表示

（５）採集したキノコのうち、毒キノコに分類されている種の特徴を以下に示す。（５）採集したキノコのうち、毒キノコに分類されている種の特徴を以下に示す。（５）採集したキノコのうち、毒キノコに分類されている種の特徴を以下に示す。（５）採集したキノコのうち、毒キノコに分類されている種の特徴を以下に示す。

ナカグロモリノカサ

科 名 ハラタケ科

発生時期 夏から秋

発生場所 林内や竹藪、草地、路傍など

毒 成 分 不明

中毒症状 腹痛、下痢などの胃腸系の中毒をおこす。

採集情報 7月21日 嶺公園 観賞地 広葉樹落葉
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ヒトヨタケ

科 名 ヒトヨタケ科

発生時期 春から晩秋

発生場所 草地、畑地、道端、庭園、腐木の周辺など

毒 成 分 コプリン

〈その他の化合物〉イルジンC２，C３(抗菌物質)

中毒症状 アルコールと共に食べると食後わりに短い時間で顔

が赤く火照る、頭痛、発汗、呼吸困難、痙攣、頻脈

などの悪酔い状態になるが、数時間でおさまる。

採集情報 7月21日 嶺公園 観賞地 広葉樹落葉

ドクツルタケ

科 名 テングタケ科

発生時期 夏から秋

発生場所 針葉樹林や広葉樹林の地上に発生する。

毒 成 分 ビロトキシン類，ファロトキシン類，アマトキシン

類

〈その他の化合物〉ジヒドロキシグルタミン酸

中毒症状 2段階に分けて起こる。

食後６～24時間程してコレラ様の症状(嘔吐・下

痢・腹痛)が現れるが、1日くらいで回復する。

その後4～7日くらいして肝臓肥大、黄疸、胃腸の

出血など内臓の細胞が破壊された結果の症状が現れ

死亡する。

採集情報 7月21日 嶺公園 観賞地 広葉樹土壌

シロマツタケモドキ、シロオハラタケ、ハラタケ(いずれも

食べられる)に似ている。

欧米では｢死の天使｣という異名を持つ恐ろしい毒キノコ



クサウラベニタケ

科 名 イッポンシメジ科

発生時期 夏から秋

発生場所 広葉樹林の地上

毒 成 分 溶血性タンパク、コリン、ムスカリン、

ムスカリジン

中毒症状 腹痛、嘔吐、下痢などの胃腸系の中毒を起こす。ま

た、ムスカリン類を含むことから神経系のムスカリ

ン中毒の症状もあらわれる。ひどい場合は死亡する。

採集情報 10月12日 嶺公園 観賞地 広葉樹落葉

ウラベニホテイシメジ(食用)と極めてよく似ており、その区別は非常に困難で、東北地方

ではメイジンナカセ(名人泣かせ)とも呼ばれる。

日本で最も中毒例の多いキノコの一つである

コテングタケモドキ

科 名 テングタケ科

発生時期 夏から秋

発生場所 シイ、カシなどの広葉樹林の地上

毒 成 分 アリルグリシン

〈その他の化合物〉２-５-クロロ-４-ベンテン酸(抗

菌物質)他、不飽和アミノ酸類

中毒症状 胃腸系の中毒と痙攣などの神経系の中毒を起こす。

採集情報 7月21日 嶺公園 観賞地 広葉樹落葉

クサハツ

科 名 ベニタケ科

発生時期 夏から秋

発生場所 林内の地上

毒 成 分 不明

中毒症状 強い悪心、嘔吐、腹痛、下痢などの胃腸系の中毒を

起こす。

採集情報 7月21日 嶺公園 観賞地 広葉樹土壌



カラカサタケ

科 名 ハラタケ科

発生時期 夏から秋

発生場所 雑木林や竹藪などの比較的明るい場所の地上

毒 成 分 不明

中毒症状 生で食べると消化器系の弱い中毒を起こす。

また、蕁麻疹、喘息、下痢、ショックなどのアレル

ギーを起こすこともある。

採集情報 10月12日 嶺公園 観賞地 広葉樹落葉

ツチスギタケ

科 名 モエギタケ科

発生時期 夏から秋

発生場所 道端などの地上に発生。

毒 成 分 不明

中毒症状 嘔吐や下痢などの胃腸系の中毒をおこす。

採集情報 11月9日 嶺公園 観賞地 広葉樹落葉

特殊な毒キノコ特殊な毒キノコ特殊な毒キノコ特殊な毒キノコ

スエヒロタケ

科 名 ヒラタケ科

発生時期 夏から秋

発生場所 枯木、用材などに極めて普通に発生

毒 成 分 不明

採集情報 11月9日 嶺公園 観賞地 広葉樹倒木

スエヒロタケは、日本でも一部地域では食用きのことして利

用されている。

また、きのこからは抗癌作用のあるシゾフィランも分離され

ており、他の制癌剤と併用して医薬品として用いられている。

このように人間に有利な反面、人間に害を与えることもある。

子実態が人間の脚に発生した記録があり、また菌糸が人間の

肺や気管支に寄生し、アレルギー性真菌症を発症した例が知ら

れている。

このきのこは抵抗力の弱まった人だけに寄生し、誰にでも寄

生するわけではないらしい。



以上の結果から、今回採集したキノコのうち、テングタケ科のキノコに毒キノコが多いこ

とが分かった。嶺公園には広葉樹が多いため広葉樹と共生関係にあるテングタケ科のキノコ

の発生に適した環境だったと考えられる。一方、食用のキノコもほぼ同じ数見られた。

５ 考察５ 考察５ 考察５ 考察

調査結果から、採集したキノコ全体の個体数に対する毒キノコの割合は21％であった。そのう

ち、食べられるキノコの割合は26％と若干食用キノコの方が多いことが分かった。

月別では7月が一番多く採集できた。この結果と前橋の７月～１１月の降水量を図６に示す。

７月は最も多くキノコが採集できたが、降水量か見ると、８月や９月に比べ７月は少ないことが

分かる。しかし、７月の湿度は平均７１％と高いことから、キノコの発生が多くみられたと考え

られる。

月 降水量(㎜)の合計 湿度(％)の平均

7 88.5 71

8 183.5 67

10 200.5 71

11 8 58

図６ 前橋2013年７月・８・１０・１１月の降水量と湿度

６ 感想６ 感想６ 感想６ 感想

｢色が地味なキノコは食べられる。色が派手なキノコは毒である｣という話をよく耳にするが、

全くの迷信であることがこの調査を通じて分かった。

採集では、最初の頃はキノコがなかなか見つからずに苦労しましたが、段々とキノコの生息し

ていそうな場所を見つけるコツを掴めて見つけるのが上手くなりました。
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