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大上宇市「大阪附近ニ於ル菌類」にみる大正期大阪市街地のキノコ相と
地方アマチュア研究の状況※

佐久間大輔 *

Macromycetes Flora of Urban Osaka in early 20th century and activities of amateur 
mycologist, reading from “Osaka-fukin-ni-okeru-kinrui” by Uichi Ooue

Daisuke SAKUMA*

 
Abstract: “Osaka-fukin-ni-okeru-kinrui” （Fungi found around Osaka） written by Uichi Ooue, a 
naturalist of 19th - early 20th C., lived in Tatsuno city, Hyogo pref. was studied. The manuscript 
is a record of 103 fungus specimens collected by Kazuo, a son of Uichi, in Toyosaki shrine and its 
neighboring areas in Osaka. These are rare records of fungi at that time. Also, it is a valuable example 
of mycological education at that time, which demonstrate how local amateurs like Ooue could study 
from articles or specimens. Especially, Atsushi Yasuda, mycologist and professor of Tohoku Univ. had 
affected to Ooue’s mycological knowledge.

抄録：兵庫県たつの市で明治から昭和初期にかけて活躍した博物学者，大上宇市による資料
「大阪附近ニ於ル菌類」を調査した．本資料は大上の三男，一夫が大阪の豊崎神社およびその
周辺で大正11年から12年にかけて採集した103標本について一夫が記し，宇市が校訂したもの
である．本資料は20世紀前半の大阪市内の菌類に関する貴重な記録であり，同時に大上宇市
のような地方在住のアマチュア研究者がどのように論文や標本から菌類を学んだか，特に菌
類学者安田篤による影響を読み取ることができる，菌学教育面でも貴重な資料となっている．
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大上宇市（宇一）（1865～1941）は明治から昭和にかけて兵庫県たつの市新宮町旧篠首村に在し
た博物学者である．植物学分野では東大の矢部吉禎に標本を提供することで牧野富太郎によるコヤ

スノキの再発見につながり，貝類分野では平瀬与一郎氏に新種と思われる貝を提供しオオウエゴマ

ガイ，オオウエキビなどの新種記載につながった．地学雑誌などにも大上自身多数の著作を残して

いる．蘚苔類，地衣類，菌類分野では第二高等学校（現東北大学）教授の安田篤に提供しつつ，指

導を仰いでいた．安田は植物学雑誌に「菌類雑記」を連載しており，大上からの標本も変形菌，地

衣類，冬虫夏草類，子嚢菌，担子菌ヒダナシタケ目など幅広い例で引用されている．特に地衣類の

オリーブイワボシ，担子菌のウスベニウロコタケなど幾つかの種では大上の標本が syntypeとなっ
ている．残念ながら大上の採集標本はたつの市には残されていないが，数多くの自筆原稿が残され

ている．菌類分野では「参考菌譜」，「二千菌譜」などが編纂されていたことが知られている．特に

「二千菌譜」は自らの観察による記録として，当時の播磨地方の菌類相を知る情報源でもある．これ
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らの著作は出資者に恵まれずほとんど刊行されておらず，そのため大上宇市調査委員会（1992）な
ど，いくつかの研究を除き本格的な解明はされていない．

こうした一連の自筆原稿はたつの市立埋蔵文化財センターに収蔵されており，2011年7月に開催さ
れた「大上宇市物語」展での公開のための整理時に埋蔵文化財センター副主幹　義則敏彦氏により

「興味深い未調査資料」として佐久間に情報提供されたものがこの「大阪附近ニ於ル菌類」であった．

資料の体裁と本資料での調査の概要

旧新宮町教育委員会による資料番号11-1532「大阪附近ニ於ル菌類」は，和紙に毛筆で書かれ和装
に布張りの表紙，13cm×18.5cm，序文と目次の2ページ，本文76ページ，の合計78ページを，表紙・
裏表紙で製本している（図1左）．
序文には本書の概要が示される（図1右）．

「三男

大上一夫　商業ノ余暇　採集シ我流ノ粗図ヲ造リ一部ト成ス　其元図ノ標本ヲ見テ各種ノ部ニ

記入セシ如キ和名学名ノ者と考定ス

　大正十三年一月三日大上宇一

元図ト附記入：大上一夫

大正十二年ノ夏秋ノ頃大阪市及近方ニ採取ス其内豊崎神社：喬木茂リ腐木多ク種類多ク生ズ

尚大正十一年度豊崎神社採品ヲ附記ス」（原文ママ）

ここに書かれている大上宇一とは大上宇市である．本人による表記にも「宇市」と「宇一」の両

者が共存し，幼少期には「卯市」の表記も見られるなどゆらぎがあったようだ．その使い分けの意

図は不明である．本資料では一貫して「宇一」と表記されている．安田篤に標本を送付した際も大

上宇一であった．ここでは過去の研究資料との整合性を取るために表題は「大上宇市」と表記した

が，本文中では資料に従い「宇一」に統一する．

前段の署名からは，本資料に記入された菌類の採集と図の記載は大上宇一の三男，一夫であり，

同定を行い，注記を記入したのが宇一が行ったものと示されている．本文中には墨色，字体の異な

る付記や学名の記入が見られる．

後段からは採集が大正11年から12年（1922-23年）であり，主な採集場所が豊崎神社であったこと
がわかる．実際には本資料には大正11年6月から，後に追記されたらしい大正13年6月までの日付が
あり，日付が明確に書かれたのみを集計すると大正11年が6月から10月までに5回，12年が6月から12
月までに29回の採集がなされている．
豊崎神社は大阪府大阪市北区豊崎6丁目に現存している．現在も社叢には木々が茂り大径木も多
い．クスノキ，エノキ，ケヤキ，イチョウやツバキなど，大阪市内の社寺や公園などに多い木々に

加え，クロマツ，クヌギ，アラカシなどの菌根性樹種が見られるところが市内としてはやや特徴的

である．

この序文に続く目次には本文で宇一が同定した内容が転記され，本文には大正12年に採集したキ
ノコ80点が図を付して簡単な記載とともに描かれ，大正11年分23点は巻末に簡単に名称のみ記され
ている（図2，3）．
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記録された菌の確認と整理

記された103件について一夫の記した図と記載，及び宇一の記した当時や和名や学名を基礎にし，
それらが現代のどのような種に該当するのか，調査した．同時に菌の生態的特性都の整合性，和名

やその学名を当時用いた研究者についても明らかにした．また，採集場所や基質についても整理を

試みた．なお，本稿における科名，目の分類はSinger体系に沿った今関・本郷（1987,1989）にした
がった．さらに，和名命名者や学名の対応関係は白井・三宅（1917）や勝本ら（2010）を参照した．

図1．資料の外形（左）
と序文（右）．

図2．目次及び1頁．
左：ツチカブリ？

図3．2頁及び3頁．　
左：ヨカワリタケ
（シロアミタケ属），
右：ヒラタケ　
（ウスヒラタケ）．
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結果と考察

１．菌類相

１）掲載されている種

掲載されている103標本には重複も有り，また不明なまま記されているものも多い．重複分をのぞ
き50種が掲載され，科単位など高次分類群まで同定されたものが他に19標本，全く不明なものが4標
本，重複しているものが30標本となっている（附表1）．図や記載と矛盾なく確からしいと同定でき
る種も多いが，図や記載からは判断ができず，宇一の記した和名・学名からのみ同定した種も９種

にのぼり，表中には（　）に入れて示した．また，図や採集情報などから宇一の判断と異なる同定

をした場合はアンダーラインを付して示した．

大上の認識した50種の分類群による内訳は
変形菌4種　子嚢菌類4種　担子菌類ハラタケ目11種　同ヒダナシタケ目28種　キクラゲ目1種 アカ
キクラゲ目1種　ホコリタケ目1種
と非常に広範な種群にわたっている．中でもヒダナシタケ目の充実は目を引く．実際には科までの

同定でとどまっているものにもヒダナシタケ目が多いために，本書で示された標本の中でのヒダナ

シタケ目の占める割合の高さが際立つ構成となっている．

２）本資料からみる大正期の大阪梅田周辺の緑地環境

本資料での採集場所は大阪市北区・豊崎町周辺に集中している．採集標本103点のうち半数を越え
る56点が前記の豊崎神社で採集されている（表1）．この他の標本も大阪市北区及び当時の西成郡豊
崎町内で95点を占め，大阪駅，梅田周辺の記録となっている．こうした限られた地域ではあるが，
採取された103標本から推定できることを指摘しておきたい．
・限られた発生環境

豊崎神社以外の採集地は野外に材木のつまれた淀川鉄橋付近が最も多く，中ノ島公園，桜ノ宮，

北区網島が続く．この他に社寺や公園など通常菌類採集される場所は長柄神社，北野天満宮などが

見られるのみで，他は民家の庭や電信柱，橋脚ばかりとなっている．当時は靭公園・扇町公園共に

未整備であり，また大阪城公園（大手前公園）も翌大正13年（1924）年開園で観察対象になってい
ない．きのこの発生するような樹木の多い採集環境がごく限られていたことが示されている．しか

し，その一方で社寺林には心材腐朽性の菌が発生するようなそれなりの大きさの樹木があったこと

も指摘しておきたい．この時期，生駒山などはほぼ樹木のない禿山であり，都市の社寺林がそれな

りの太さの樹木を持つ環境として続いて

いたことは年ビオトープなどを考える上

で重要な視点である．

・菌根菌が少ない

本資料に掲載された様々な菌の中で，

外生菌根性の菌は大上同定でわずか1種，
所見欄で推定したものを含めて2種のみ
である．豊崎神社には外生菌根の宿主植

物であるマツ・カシ・クヌギが植わって

おり，当時にもそれなりの大きさの木が

あったことは本資料からも腐朽菌の宿主

として記載されていることから伺える．

表1．本資料における採集場所．
採集地 記録標本数

大阪府西成郡豊崎町豊崎神社 56
大阪府西成郡豊崎町東海道線淀川鉄橋付近 13
大阪市北区その他 8
大阪市北区中ノ島公園 7
大阪府西成郡豊崎町その他 5
大阪市北区網島 3
大阪市北区桜ノ宮 3
大阪市その他 3
大阪府西成郡本庄北長柄八幡宮 1
大濱付近 1
大阪 1
― 2
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それにもかかわらずこの極端な外生菌根性の菌の少なさは，疎林あるいは乾燥状態など，あまりき

のこの発生に適さない環境であったことがうかがわれる．

・都市的な発生基質

建築材や橋脚，電信柱といった都市的な発生基質からのきのこが多数見られる．こうした典型的

な都市的な状況だけでなく，腐生・菌根性を問わず，ほとんどのキノコが材上生であり，地上から

発生した菌の標本が103点中わずか5点しかない．都市で繁殖している生物の生息場所利用が地を利
用するものより，樹上を利用するものがうまく反映していることはいくつかの文献で指摘されてい

る（例えば大阪市立自然史博物館 , 1998）．既に都市化していた大阪では，20世紀前半には既にこの
傾向が見られる．

２．資料から見る大上の菌類研究の状況

１）安田篤の影響

大上宇市調査委員会（1992）には本資料と同時期に書かれたと思われる「イロハ順　寄主ト菌類
　菌類と寄主（死物寄主菌ノ一部）」の序文として以下の一文が掲載されている．

植物ノ和名ハ牧野先生ニ聞ク所多ク，菌類ハ安田先生ノ調ベヲ経シ物多シ．参考書トシテ岩

崎氏ノ「本草図譜（菌蕈部）」川村氏ノ「日本菌類図譜」白井博士ノ「改訂菌類目録」斉田博士

ノ「植物誌（下等植物誌）」其ノ他貝原益軒，小野蘭山，寺嶋良安ノ本草書ナド多数ヲ参考トセリ．

上記の牧野は牧野富太郎，安田は安田篤を指す．川村氏の「日本菌類図譜」は当時農商務省山林

局に所属した川村清一氏が明治45年から大正4年にかけて4分冊で発行した図鑑であり，白井博士の
「改訂菌類目録」とは，年代からは1917年に刊行された白井光太郎著三宅一郎補校訂正増補日本菌
類目録であろう．斉田博士の植物誌とは1910年に刊行された齋田功太郎「内外普通植物誌 下等植物
篇」だと思われる．同書は上記の引用の主題となっているような植物寄生性の菌については詳述さ

れているが，キノコについてはごく簡単に記されているのみであり，本資料のような同定作業の参

考にはあまりなっていないと考えられる．これらのほか，岩崎氏の「本草図譜」は岩崎常正（1921）
による「本草図譜巻之五十二菜部」に収録された「菌蕈」であろう．その他に貝原益軒，小野蘭山，

寺嶋良安などの本蔵書が続く．これらのうち，図解がなされ，特徴が詳述されるものは川村による

図譜であり，図説という意味では他の本草書が続く．安田の論文や白井の目録には図説は少なく，

参考書のみでの同定は困難であったと思われる．大上の蔵書目録については整理も進んでいるが，

部分的に筆写されたものも多く，既存資料では大上の蔵書に前記の各資料が含まれているか十分な

照合ができなかった．

本資料にみられる和名，及び学名の用法（属への帰属，命名者の表記，スペリングの誤記）など

についてみると，明らかに安田の見解に従っていると思われるもの

が圧倒的に多数を占める．例えばキウラサルノコシカケという和名

は現在のオオミノサルノコシカケ（またはコフキサルノコシカケ）

にあたるが，安田がつけた名であり本資料ではこの名を使っている．

本資料全体では，和名だけで見ても50種中6割の32種が安田が命名し
た種にあたる．（表2）．この表に示した川村命名のもの（アケボノタ
ケ，カレハタケ，ハラタケモドキなど）以外にも古名としたヒラタ

ケ，マツオウジなどは川村の図譜に掲載されており，またセンボン

表2．和名の由来．
命名者 種数

安田篤 32
川村清一 5
古くからの古名 8
南方熊楠 1?
不明 3
白井光太郎 1
合計 50
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タケ，キヒラタケ，アミスギタケなどの学名使用には白井目録の影響が見える．さらにはLloydな
ど海外の研究者の見解に由来する学名（ヨカワリダケ＝シロアミタケなど）が散見されている．こ

れらから上記の大上の叙述のとおり，本資料が基礎としたのは安田による同定であり，さらに川村，

白井らの資料を参考としていたことが伺われる．

当時安田篤は植物学雑誌に「菌類雑記」を連載しており，また全国の採集家から標本を集め国内

産の菌類についての整理検討をし，同定した上で和名を与えていた．大上宇市調査委員会（1992）
によれば大上から安田に大正7年から8年にかけて18回に及び大量の標本が寄贈され，7年から9年に
かけて同定結果を知らせる大量の記述の載った安田からの返信がよせられている．その物的証拠と

して，安田コレクションの中に多数の大上宇一採集標本を

見ることができる．安田コレクションは，今関六也により

東北大学から現在国立科学博物館に移管され収蔵保管され

ている（図4）．

大上宇市調査委員会（1992）に掲載された写真によれ
ば，安田からの返信には送付した標本に対して，和名など

がびっしりと書き込まれたはがきであったようである．大

上は，同定された菌に関する詳細を植物学雑誌に連載され

た菌類雑記など安田の論文から得ていたのであろう．この

「大阪附近に於ける菌類」が書かれた時期は安田の晩年に当

たるが，和名の発表年代などと比較すると最新の知見まで

を大上がよく把握していたことが伺える．

ただし，菌類雑記にはほぼ図解がない．実物と引きあわ

せて読むことで理解が深まる資料である．大上がどのような形で寄贈した標本の控え（重複標本）

を持っていたのかはわからないが，安田から番号などで回答を寄せてもらっていた様子などからは

重複標本の存在はほぼ間違いないであろう．回答で与えられた学名と，論文を参考に重複標本を検

討することで各種への理解が深まったと思われる．このように安田により同定された重複標本はエ

キシカータ同様の意義を持つことになったのではないかと想像される．これらは地方在住のナチュ

ラリストにとって重要な学習の指針となったに違いない．

２）大上の他の著作との関連

冒頭に書いた通り，本書の記録の主体は宇一の三男，大上一夫であり，宇一は校訂をしている．

一夫は菌類を専門にしていたわけではなく，記載をするための参考資料が存在していたはずである．

資料の中には大上宇一自身が著作した「二千菌譜」と「菌類彙考」の二種への言及が見られる．二千

菌譜への3回の言及がいずれも種まで同定した上での言及なのに対し，菌類彙考への言及はほとんど
が種同定ができていない標本である（17回中，名が付いているものが3回）．さらには，菌類彙考へ
の掲載は連番となっており，本資料の調査によって新たに掲載されたことが伺える．一方で二千菌

譜は1924年の安田篤の死去の際にはほぼ完成していたと言われ，本資料の成立はその直前にあたる．
このことから，一夫氏が本書を作成する際の同定の手引き参考資料としての「二千菌譜」，未解決

の菌を今後の検討のため記録する媒体としての「菌類彙考」，という性格の違いが浮かび上がって

くる．安田らの学術資料を元に二千菌譜が編まれさらに二千菌譜を元に調査した成果が本資料であ

り，その未解決部分を菌類彙考に反映されている，という構造となっている．大上宇市調査委員会

図4．国立科学博物館菌類標本庫に安田コレ
クションとして収蔵されている大上宇
一採集標本．
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（1992）によれば安田氏からの同定結果が寄せられた種はその旨菌類彙考に追記されているという．

３．菌学普及教育の黎明期を知る資料としての価値

本資料が示すような，大正期の大阪の菌類についての調査文献は他に見当たらない．食用菌など

の商業統計などから間接的な状況が伝わるのみであった．本資料に対応する標本は確認できておら

ず，現存する可能性は低いが，唯一無二の観察記録として価値があるといえよう．

大上宇一は地域の菌類を記録し，標本を提供し，安田篤はそれを受けて国際的な研究を背景に標

本を見て日本の菌類相を解明していた．さらに安田が提供した同定結果が大上が学ぶ術となってい

た．二千菌譜などにまとめられた知見は，本資料のような形で実子一夫氏へと伝播していた．二千

菌譜が出版されていれば，より広い伝播となったであろう．そのような可能性をうかがわせる資料

として興味深いものである．

安田と大上のような研究者と地方ナチュラリストの連携のあり方は，今日，生物多様性インベン

トリーとして地域の菌類相を調査する際にも大変参考になる形のひとつである．標本を用いた学習

は博物館活動をする上でも示唆となり得る事例である．菌類の普及教育の黎明期を知る上でも，学

習における標本の意義を考える上でも本資料を含めた大上宇一の活動の再検討は重要であろう．今

後二千菌譜など他の大上の著作の解明によって大上の菌類知識の体系はより詳細になるであろう．

謝　辞

たつの市立埋蔵文化財センター義則敏彦氏には本資料の閲覧に便宜をはかっていただいた．また，

参考文献について，兵庫県立人と自然の博物館の藤井俊夫氏及び富山県中央植物園の橋屋誠氏から

助力を頂いた．記して感謝したい．参考文献の一部は近代デジタルライブラリー（http://kindai.ndl.
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頁番号 資料に書かれた名 資料に書かれた学名 採集日 採集地 推定される菌の名＊ 自著への参照

1 ツチカブリ? 大正12年7月14日 大阪市北区綱島付近　地上に発生 菌根性 ベニタケ科
ベニタケ科らしい柄の様子はあるが，乳液に関する記述無い．季節はツチカブリを含むベニタケ科の発生時期である．和名は本草の時代からの名だが，川村が1908年の論文で紹介．

2 ヒラタケ 大正12年7月14日 大阪市北区綱島付近　街路樹に発生 街路樹 ウスヒラタケ

季節及び表面白色との元記述よりウスヒラタケと判断．ウスヒラタケの正式記録は1980年．ヒラタケは川村の図譜に掲載．

3 ヨカワリダケ Trametes heteromorpha 大正12年7月14日 大阪市東区京阪電車横杉の焼き杭 焼き杭 （シロアミタケ属）
「裏面は不正形縞のスジ多数アク」は同種の特徴をよく捉える．学名は今関1939がミヤマシロアミタケの和名を当てて使用したもの．本書の記述はそれ以前であるため，LoydeのMycological Writings Vからとら
れたものだろう．安田自身はこの種を報告していないが，安田から示された学名か．現在はAntrodia heteromorpha

4 ダンアミタケ Trametes serialis 大正12年7月16日 大阪市北区北濱株式取引所構内松 松 ダンアミタケ

和名は安田が1917年に用いたものだが，その際の学名は異なる．改定されている．針葉樹生という特性は合致．

5 アナタケ? Poria versipora 大正12年7月16日 大阪市西成郡豊崎町豊崎神社 （アナタケ？） 菌類彙考701図
和名は安田が1917年に用いたもの．この際属名はPolyporusを用いている．安田は1921年に改めて別の学名Poria fatiscensを用いた．Poria versiporaは後年伊藤が使用した学名．現在 Hyphodontia flavipora と
される

6 ミノタケ Polystictus biformis 大正12年6月3日 大阪市西成郡豊崎町豊崎神社 （ミノタケ）

和名・学名は安田が1913年に用いたもの．現在はTrametes cervina （Schewin.) Bres.　

7 シワウロコタケ Phlebia strigosozonata 大正12年7月16日 大阪市西成郡豊崎町東海道線淀川鉄橋積材中 アカガシ （シワウロコタケ）

和名・学名とも安田が1913年に用いたもの．伊藤誠哉のケシワウロコタケと同種とされている

8 アナタケ Poria veripora 大正12年7月16日 大阪市北区中ノ島公園柳に生ぜしもの アカガシ （アナタケ類） 菌類彙考701図

5.参照

9 ミノタケ Polystictus biformis 大正12年7月16日 豊崎神社 ヤナギ （ミノタケ）

6.参照

10 カワラタケ Polystictus versicolor 大正12年7月16日 豊崎神社 広葉樹 カワラタケ

和名・学名ともに1908年の植物学雑誌で安田が用いたもの．

11 疣茸科 大正12年7月16日 豊崎神社 コウヤクタケ類

Fries体系でのイボタケ科．コウヤクタケ類に当たると思われる．

12 オクバタケ Redulum molariforme 大正12年7月16日 豊崎神社 （オクバタケ） 二千菌譜285

1915年に安田が用いた学名と和名．着色土菫色，とあり，管孔の一部が食われている，と表現されているが，オクバタケは管孔ではない．

13 サルノコシカケ科 大正12年7月18日 豊崎神社 ハカワラタケ？

「管孔完全ナモノナシ」とかかれ，虫害で食われたと考えていた様子が伺える．しかし土菫色などの記述もありハカワラタケではないだろうか．

14 アカマンネンタケ Fomes lucidus 大正12年7月8日 豊崎神社 サクラ マンネンタケ

未熟なマンネンタケか．岩崎などの本草書では赤霊芝と区別していた．

15 サルノコシカケ科 Trametes 大正12年7月18日 大阪市西成郡豊崎町東海道線淀川鉄橋積材中 ハカワラタケ？

「ホウロクタケ・カワラタケの不正形のものとも見らる」とあり．枕木であれば広葉樹であろう．記載からハカワラタケと推測．

16 サルノコシカケ科 大正12年9月3日 大阪市西成郡豊崎町東海道線淀川鉄橋積材中 ハカワラタケ？

土菫色，歯牙状の記載から

17 キワタタケ Ozonium auricomum 大正12年9月 大阪市西成郡豊崎町東本所 コキララタケの菌糸マット
コキララタケの菌糸マットを無性世代としてこの学名が付けられている．形状や色からは確かにコキララタケの菌糸マットであろう．付記されたイトタケの名はロウタケ属の種に安田があてた名だが，勝本はこれ
をコフキサルノコシカケの子実層面としている．

18 アカモンパ病菌 大正12年 豊崎神社 コウヤクタケ類

表面にイボが描かれる．これもコウヤクタケ類か

19 サルノコシカケ科 15と同じ 大正12年6月5日 大阪市西成郡豊崎町東本所 リンボク？ ハカワラタケ？

「上面：明ニ起サズシテ白色に白毛密生ス，輪層余リ明ナラズ」というのはハカワラタケの特徴と矛盾しない．１５と同じともあり，やはりハカワラタケか．

19 同上 北区天満天神腐木 ハカワラタケ？

同上

20 ウスバタケモドキ Irpex japonicus Murrill 大正12年7月18日 豊崎神社 ニクウスバタケ

学名・和名は安田が1913年の発表時のもの．1910年に異なる学名で野原茂六が植物雑誌に紹介している．学名は現在Antrodiella zonata に整理されている．

21 ヒイロタケ Polystictus sanguineus (L) 大正12年7月28日 大阪市北区寺町一丁目夕願寺庭内 サクラ ヒイロタケ

和名・学名は1908年に安田が報告時のもの．1914年にPolyporus 属で再度報告しているが，そちらの知見は反映されていない．

21 大正12年7月29日 大阪市北区桜ノ宮 サクラ ベッコウタケ？

資料には同定がされていないが，ヒイロタケのページにのる．環紋があり，褐色に菜食され桜に生じていることからベッコウタケと推測．

22 キウラサルノコシカケ？ 大正12年8月7日 豊崎神社 オオミノコフキサルノコシカケ

キウラサルノコシカケは安田が1912年の報告で使った和名．現在のコフキサルノコシカケ南方型（オオミノコフキサルノコシカケ）に当たる．

23 アカヤスリホコリカビ Clathroptychium rugulosum
Rosta (Walker) 大正12年8月29日 豊崎神社 （シワホコリ）

「赤キ斑点トナリテ生ズ」と注記あり．この学名はシワホコリLicea rugosa の基礎異名にあたる．和名の典拠は不明．図からはアカコウヤクタケなど背着生のコウヤクタケ類に見える．

24 エビウラタケ Polyporus dichrous Fr. 大正12年8月7日 大阪市電　梅田―都島間陸橋  スギ （エビウラタケ）

和名および学名は安田が1912年に発表時のもの．現在はGloeoporus dichorus

25 チャアナタケ Poria 大正12年8月 豊崎神社 （チャアナタケ）

安田は1918年にPoria inermis の学名とともにこの和名つけ発表している．

26 サビアナタケ Poria ferraginosa Fr ? 大正12年8月 豊崎神社 （サビアナタケ） 菌類彙考704図

和名・学名ともに1918年の安田による報告．併記されたクロチャアナタケの名は根拠不明．

27 シロコウヤクタケ 大正12年8月 豊崎神社 アカガシ シロコウヤクタケ

シロコウヤクタケは1914年の安田の報告での和名，勝本はエビコウヤクタケと同種とする．文字のみで大正13年（新宮町）天王山シイノキにも，栗にも発生とある．

28 疣茸科 大正12年8月10日 大阪市西区江戸堀北通一丁目川口醤油店内 ケヤキ？ コウヤクタケ類

Fries体系でのイボタケ科．コウヤクタケ類に当たると思われる．「シワタケノ如ク見エルモシワタケニアラズ」と注記されている．

29 サルノコシカケ科 大正12年6月 大阪府西成郡豊崎町淀川付近 サルノコシカケ科

記述によれば古くなっているものの様子．

30 ホウライタケ科 Marasmius sp. 大正12年8月13日 大阪市中ノ島公園 ホウライタケ類

樹皮に発生する小型のホウライタケ類の様子．

31 センボンタケ Clicipodium roseum 大正12年8月13日 大阪市北区中ノ島公園 センボンタケ属
センボンタケは大上が安田に標本提供をしているHypocrea に近い菌．「変化菌の一種ならん」とあるが，しばしば変形菌と間違えられて採取される菌でもある．本来はCliciopodium roseum だが，ここで大上は白
井目録同様にCilicipodium と学名を誤記している．

32 カイガラタケ Lenzites repanda (Mont) Fr. 大正12年8月13日 大阪市北区中ノ島公園 カイガラタケ

この学名は安田がチリメンタケに1912年の報告でrepandus を誤記して用いた名．図からはカイガラタケL. betulinus に思える．

33 ムラサキホコリカビ Stemonitis fusca Roth. 大正12年6月より秋ごろ
まで 豊崎神社 マツ，スギ，カシ，

ツバキ ムラサキホコリ類

「丈長キモノ，丈短キモノ　二種生ズ」とある．複数種の可能性．

34 マツワウジ Lentinus squamosus Schaeff 大正12年8月20日 大阪市北区中ノ町桜宮神社 マツ，スギ マツオウジ

川村の図譜にも載るが学名は異なる．この学名は白井目録によるもの．現在はNeolentinus suffrutescens (Brot..Fr)

35 瓦茸 Polystictas versicolor (L) 大正12年9月 豊崎神社 カワラタケ
乾燥条件下で発生か，縁部が歯牙状になっている．こうした形状はしばしば見られる．

＊推定される菌の名のうち，記された名のみから判断したものは（　）に，著者判断で変更したものは下線を付した．

附表1．大上宇一「大阪附近に於ける菌類」に描かれた菌．
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附表1（続き）．大上宇一「大阪附近に於ける菌類」に描かれた菌．
頁番号 資料に書かれた名 資料に書かれた学名 採集日 採集地 推定される菌の名＊ 自著への参照

36 アカヤスリホコリカビ ー 豊崎神社 ウロコタケ類？
「木皮ニ紫ノ斑点トナリテ生ズ」とあり，カミウロコタケ〜スミレウロコタケの可能性．「23ト■■ス退色セシモノナリ」と記されている．(2文字読めず）和名の典拠は不明．

37 キヒラタケ Pleurotus nidulans 大正12年8月15日 大阪市北区葉村町市電陸橋 スギ イチョウタケ
発生木がスギであり，陸橋という建築物からの発生，「内面ゴク薄キ紫色」とある点にキヒラタケとするには疑問がある．イチョウタケTapinella panuoides ではないか．イチョウタケは安田命名であり，白井目録
には掲載されている．なおキヒラタケの和名も安田による1915年の報告．ただし学名は白井目録に掲載されてものを用いているようだ．

38 ヒメカタホコリカビモドキ Didymium melanospermum 
Macbr. 大正12年9月 中ノ島公園 スギ カタホコリ

この学名は変形菌類のカタホコリのものになる．和名の典拠は不明．目次には千本茸とされている．

39 アミスギタケ Polyporus arcularius (Batsch) Fr ー 中ノ島公園 サクラ アミスギタケ

上面が平滑である点が典型的ではないが，アミスギタケ（白井光太郎の和名）だろう．併記されるアミラッパタケP. cantharellus は安田がつけた和名だが，ニンギョウタケ科の稀な菌であり，特徴からも異なる．

40 シメジ科の一種
（ゴミカブリ） Naucoria penetrans (Fries) 大正12年8月26日 西成郡本庄北長柄八幡宮 キツムタケ

ゴミカブリは和名・学名とも安田の1909年の報告によるもので，今井のキツムタケと同一．しかしいずれもツバを欠き，同属のオオワライタケかも知れない．

41 アナタケ類 大正12年7月29日 豊崎神社 サルノコシカケ科 菌類彙考702図

ウスバタケ？の名が付されてはいるが，不明．

42 一口茸 Fomes volvatas Sacc. 大正12年8月23日 大阪東区大川町平地 マツ ヒトクチタケ

図からもヒトクチタケCryptoporus volvatus と判断できる．和名は安田だが，安田はPolyporus volvatus の学名で発表した

43 アケボノタケ ー 豊崎神社 菌根性？ キツネタケ類？

暗褐色または褐色とあるのでアケボノタケとは異なると思われる．図のカサ表面の形状，柄の形などからキツネタケ類か？

44 カレハタケ Marasmius erythropus 大正12年9月1日 豊崎神社 カレバタケ

形状はカレバタケと矛盾しない．この学名は川村清一が用いたもの．

45 クリタケ 大正12年8月 大阪市北区網島 街路樹 ナラタケモドキ

スケッチからナラタケモドキArmillaria tabescens と推定．ナラタケモドキは1921年にようやく記載されたばかり．

46 一夜茸 Coprinus 大正12年9月7日 北区北野横道町平地 ヒトヨタケ属

「播磨にもマヤゴエ上ニ生ズササクレヒトヨタケの小型ノモノ」とあり．

47 アミスギタケ 大正12年6月18日 豊崎神社 朽木 アミスギタケ

小型のものか．

48 ナガバタケ Irpex obliquus (Schrad) Fr. 大正12年11月 西成郡豊崎町淀川鉄橋付近 ナガバタケ

和名・学名ともに1916年の安田の報告による．

49 ホウロクタケ Trametes Dickinsis (Berk) Lloyd 大正12年6月18日 豊崎神社 ホウロクタケ

安田が1922年にDaedalea dickinsii で記載し和名を与えている．

50 スミレウロコタケ 大正12年12月18日 豊崎町淀川鉄橋付近 クヌギ スミレウロコタケ

和名は安田の1917年の報告による．

51 ホコリカビモドキ Reticularia lycoperdon Bull 大正12年8月12日 中ノ島公園 サクラ マンジュウドロホコリ

学名は南方熊楠の1913年の目録に用いられている．安田は「ホコリタケモドキ」として1917年に報告．

52 ー 大正12年9月3日 西成郡豊崎町東本庄松下富助氏裏庭 腐木 不明

背着生のキノコ

53 ー 大正12年11月6日 西成郡豊崎町淀川鉄橋付近 サクラ 不明

背着生のキノコ

54 カワラタケ 大正12年11月30日 西成郡豊崎町淀川鉄橋付近 サクラ カワラタケ

ー

55 マツノカタワ Fomes pini (Brot) Lloyd 大正12年11月23日 大阪市北区北野高垣町 マツ マツノカタワタケ

図からは妥当ではないかと考えられる．和名・学名ともに1917年の安田の報告による．

56 キウラサルノコシカケ 大正12年 大阪 オオミノコフキサルノコシカケ

多年生の成長を再開しはじめた個体と思われる図がある．ニセホクチタケ Fomes igniarius の名が併記されるが，同菌は安田1920による．ニセホクチタケは冷温帯の種であり大阪には難しい．

57 ヒラタケ 大正12年11月14日 豊崎神社 ヒラタケ

よく特徴を捉えた図．ヒラタケは川村の図譜に掲載されている．

58 マツワウジ Lentinus squamosus Schaeff 大正12年8月7日 大阪市桜宮 マツ マツオウジ

特徴を捉えた図．34参照．

59 キウラサルノコシカケ Fomes 豊崎神社 オオミノコフキサルノコシカケ

22参照．

60 キツネカワラタケ
（瓦茸の一種） Polystictus polyzonus Pers 大正12年9月24日 大阪市北区綿屋町田村氏 カシ キツネカワラタケ 二千菌譜141

和名・学名ともに安田が1917の報告に用いたもの．

61 木耳 Hirneola polytricha 
=Auricularia polytricha 大正12年8月 豊崎神社 アラゲキクラゲ

木耳と書かれるが学名はアラゲキクラゲ．彩色も紫でありアラゲキクラゲと判断．和名は澤田が1937年につけており，当時は和名がなかった．

62 （針茸科） Poria sp. 大正12年8月 豊崎神社 不明

ー

63 ヨカワリタケ？ 大正12年9月17日 大阪府西成郡豊崎町本庄淀川鉄橋付近 シロアミタケ属

3を参照．

64 カワラタケ 大正12年9月17日 大阪府西成郡豊崎町本庄淀川鉄橋付近 カワラタケ

ー

65 カワラタケ Trametes mulleri  Berck 大正12年9月17日 大阪府西成郡豊崎町本庄淀川鉄橋付近 カワラタケ

これもカワラタケだが，こちらは異なる学名（伊藤誠哉らが用いた学名）を使っている．

66 コノミタケ Xylaria obovata Berk. 大正12年9月18日 豊崎神社 マメザヤタケ

和名，学名ともに安田の1919年の報告による．マメザヤタケの異名．

67 カワラタケ Trametes mulleri  Berk. 大正12年9月18日 大阪府西成郡豊崎町本庄淀川鉄橋付近 （カワラタケ？）

図からはあまりカワラタケに見えない．学名などは65参照．

68 アイカワラタケ Polystictus azureus Fr 大正12年7月18日 大阪府西成郡豊崎町電柱 電柱 カワラタケ 二千菌譜181

安田が1912年にP. versicolor の変種として報告している．現在はカワラタケのsynonymと見なされている．

69 サルノコシカケ科 大正11年10月3日 豊崎神社 木皮 不明 菌類彙考695図

大正12年7月2日に天王山（たつの市）の松の朽ち株に同菌をみた，との記述あり．

70 サルノコシカケ科 Polyporus 大正11年10月3日 豊崎神社 不明 菌類彙考698図
ー

＊推定される菌の名のうち，記された名のみから判断したものは（　）に，著者判断で変更したものは下線を付した．
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附表1（続き）．大上宇一「大阪附近に於ける菌類」に描かれた菌．
頁番号 資料に書かれた名 資料に書かれた学名 採集日 採集地 推定される菌の名＊ 自著への参照

71 サルノコシカケ科 Fomes 大正11年10月18日 豊崎神社 同書699図

72 ヨカワリタケ ー ー （シロアミタケ属）

カイガラタケ属？と併記もされているが，質の堅さなどが書かれており，シロアミタケ属と判断

73 キカイガラタケ 大正12年6月5日 豊崎町淀川鉄橋付近 マツ・スギ キカイガラタケ

キカイガラタケの和名は安田が1912年につけたもの

73 キカイガラタケ 大正11年6月18日 豊崎神社 マツ キカイガラタケ

同上

73 キカイガラタケ 大濱付近 マツ・スギ キカイガラタケ

同上

74 イボタケ ー

記述無し

76 ケカワキタケ Lentinus tigrinus 大正13年6月 大阪淀川鉄橋付近 広葉樹 不明 二千菌譜蕈部66図

この学名は川村(1914)がケガワタケ（現在はLentinus squarrosulus）の名を当てるのに用いたものである．ただし，同種は比較的稀である．

78 ヒラフスベ Calvaria versipora 大正12年7月 大阪豊崎神社（寄主アカガシ） アカガシ ヒラフスベ

ヒラフスベは大上が安田に提供した標本が論文引用された菌の一つであり，大上は熟知していたと考えられる．

以下はリストのみ掲載

75 キウラサルノコシカケ 大正11年10月18日 豊崎神社 （オオミノコフキサルノコシカケ）

75 アカマンネンタケ 大正11年10月3日 豊崎神社 サクラ （マンネンタケ）

75 ツヤナシマンネンタケ 大正11年10月18日 豊崎神社 （マンネンタケ）

75 カワラタケ 大正11年10月18日 豊崎神社 （カワラタケ）

75 コハクタケ 大正11年10月3日 豊崎神社 （不明） 菌類彙考706

75 ヤケイロタケ 大正11年10月3日 豊崎神社 （ヤケイロタケ） 菌類彙考698-7

75 ヘリトリタケ 大正11年10月 豊崎神社 ツバキ （不明） 菌類彙考701

75 サビアナタケ 大正11年10月 豊崎神社 ケヤキ （サビアナタケ） 菌類彙考704

75 チャアナタケ 大正11年10月 豊崎神社 アカガシ （チャアナタケ） 菌類彙考705

75 ウスバタケモドキ 大正11年10月18日 豊崎神社 アカガシ （ニクウスバタケ）

75 マツワウジ 大正11年10月5日 豊崎神社 アカマツ （マツオウジ）

75 ヒメカタホコリカビモドキ 大正11年10月28日 豊崎神社 木皮 （カタホコリ）

75 アカキクラゲ 大正11年10月18日 豊崎神社 ツバキ （アカキクラゲ）

75 キワタタケ 大正11年10月18日 豊崎神社 腐木 （コキララタケ）

75 イトタケ 大正11年10月18日 豊崎神社 腐木 （コキララタケ）

75 ヤブタマ 大正11年10月3日 豊崎神社 （ホコリタケ）

75 ハラタケモドキ 大正11年10月3日 豊崎神社 （ハラタケモドキ） （川村図譜に掲載）

75 クリタケの菌糸？ 大正11年10月3日 豊崎神社 腐木 （ナラタケの菌糸？）

75 サルノコシカケ科 大正11年10月3日 豊崎神社 （サルノコシカケ科） 菌類彙考695

75 サルノコシカケ科 大正11年10月18日 豊崎神社 （サルノコシカケ科） 菌類彙考697

75 サルノコシカケ科 大正11年10月18日 豊崎神社 （サルノコシカケ科） 菌類彙考6972

75 サルノコシカケ科 大正11年10月18日 豊崎神社 （サルノコシカケ科） 菌類彙考699

75 サルノコシカケ科 大正11年10月3日 豊崎神社 （サルノコシカケ科） 菌類彙考698

＊推定される菌の名のうち，記された名のみから判断したものは（　）に，著者判断で変更したものは下線を付した．


