
原著論文

�. 橋岡良夫・小松光雄・有田郁夫：木材をおかす

帽菌類の拮抗菌としての �������	�
������	

Ⅰ. シイタケ菌糸の培養榾木上に発生する

�������	�
������	の生理・生態 (英文). 菌蕈

研報 �：��, ����.

�. 橋岡良夫・石川久雄・小松光雄・有田郁夫：

木材をおかす帽菌類の拮抗菌としての

�������	�
� �����	 Ⅱ . 帽菌類に対する

�������	�
������	の抗菌性物質の生産 (英文).

菌蕈研報 �：���, ����.

�. 木村劼二・藤生みさ子：帽菌類の異常子実体の

研究Ⅰ. ウシグソヒトヨの不開傘子実体 (英文).

菌蕈研報 �：����, ����.

�. 河合弥・河合晃：シイタケ乾燥におけるニエツ

キ生成の条件. 菌蕈研報 �：����, ����.

�. 石川久雄・河合晃・渡辺計・沖妙：シイタケ菌

による木材主要成分, 特にリグニンの分解につ

いて. 菌蕈研報 �：����, ����.

�. 小松光雄：変温環境ならびに子実体形成過程に

おけるシイタケ菌糸の形態的変化. 菌蕈研報�：

����, ����.

�. 武丸恒雄：菌類の遺伝学的研究Ⅸ. シイタケの

交配系. 菌蕈研報 �：����, ����.

�. 橋岡良夫・小松光雄・有田郁夫：交雑によって

得られたシイタケ子実体の形態学的ならびに生

理学的形質. 菌蕈研報 �：����, ����.

�. 松本由友・渡辺章：陽光の直射によるシイタケ

榾木内温度の変化について. 菌蕈研報 �：��

��, ����.

��. 松本由友・西尾幸弘：人工庇陰内におけるシイ

タケ榾木伏込地の地上高別温度の変化について.

菌蕈研報 �：����, ����.

��. 有田郁夫・武丸恒雄：ナメコの交配系. 菌蕈研

報 �：���, ����.

��. 木村劼二・角谷啓作：帽菌類の異常子実体の研

究Ⅱ. ウシグソヒトヨの三核性子実体. 菌蕈研

報 �：����, ����.

��. 松本由友・滝田博康：多雪地方におけるシイタ

ケの秋期植菌栽培試験. 菌蕈研報 �：����,

����.

��. 河合晃：シイタケ乾燥における乾燥の速さと収

縮との関係. 菌蕈研報 �：����, ����.

��. 橋岡良夫：タイにおけるフクロタケの栽培. 菌

蕈研報 �：����, ����.

��. 木村劼二：標識遺伝子を用いての������現象

の研究. Ⅰ. 不和合性組合わせ. 菌蕈研報 �：�

�, ����.

��. 小松光雄：シイタケ子実体のヒダの形態形成お

よび胞子形成. 特にそれらに及ぼす光線と温度

の影響について. 菌蕈研報 �：���, ����.

��. 有田郁夫：シイタケ榾木の害菌としての

�������	�
������	に対する諸有機殺菌剤の効

力検定予備試験. 菌蕈研報 �：����, ����.

��. 松本由友・滝田博康：シイタケ榾木害菌の薬剤

的防除に関する榾場試験. 菌蕈研報 �：����,

����.

��. 橋岡良夫・小松光雄：木材をおかす帽菌類の拮

抗菌としての �������	�
������	Ⅲ. シイタケ

ほだ木に発生する ������	�の種類 (英文).

菌蕈研報 �：��, ����.

��. 小松光雄・橋岡良夫：木材をおかす帽菌類の拮

抗菌としての �������	�
������	Ⅵ. 異種

������	�および土壌に由来する �������	�
�

諸菌型の生理的性質 (英文). 菌蕈研報 �：�

��, ����.

��. 小松光雄・橋岡良夫：木材をおかす帽菌類の拮

抗菌としての �������	�
������	Ⅴ. ほだ木内

における �������	�
�諸菌型のシイタケに対

する侵害 (英文). 菌蕈研報 �：����, ����.

��. 小松光雄・木村劼二：帽菌類の異常子実体の研

究Ⅲ. シイタケの菌褶褐変子実体. 菌蕈研報 �：

����, ����.

��. 小松光雄・木村劼二：帽菌類の異常子実体の研

究Ⅳ. シイタケの不稔子実体. 菌蕈研報 �：��

��, ����.

��. 武丸恒雄：担子菌類における一核化の研究Ⅰ.

薬剤処理による化学的誘発. 菌蕈研報 �：��

��, ����.

��. 武丸恒雄：担子菌類における一核化の研究Ⅱ.

� !"##処理により誘発された一核化菌糸体の分

析. 菌蕈研報 �：����, ����.

��. 有田郁夫：ナメコ二核菌の一核化Ⅰ. 菌蕈研報

�：����, ����.

��. 滝田博康：シイタケほだ木害菌の土壌における

繁植Ⅰ. 寒天培地ならびに殺菌土壌上における

����
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害菌の発育. 菌蕈研報 �：�����, ����.

	�. 小松光雄・橋岡良夫：木材をおかす帽菌類の

拮抗菌としての 
��������� ������ Ⅵ .

����������菌糸とそれらのシイタケに対す

る抗菌性 (英文). 菌蕈研報 �：����, ����.

��. 小松光雄・橋岡良夫：樹生菌蕈の真菌性腐敗Ⅰ

(英文). 菌蕈研報 �：�	���, ����.

��. 橋岡良夫・堀野修・亀井達雄：トリコデルマ及

びパキジバウム菌の電子顕微鏡像 (英文). 菌

蕈研報 �：���	�, ����.

�	. 木村劼二・三石尚：標識遺伝子を用いての

����� 現象の研究. Ⅱ. 両和合性組合せ. 菌

蕈研報 �：	����, ����.

��. 有田郁夫・坂本誠宏：帽菌類の交配系Ⅰ. オシ

ロイタケおよびアラゲカワキタケの交配系. 菌

蕈研報 �：�����, ����.

��. 河合晃：シイタケの熱風乾燥における適正排気

量および温度. 菌蕈研報 �：�����, ����.

��. 河合晃：乾燥におけるシイタケの光・芳香およ

び乱褶. 菌蕈研報 �：�����, ����.

��. 松本由友：シイタケ子実体の発生量に及ぼす榾

木水分の影響. 菌蕈研報 �：�����, ����.

��. !" #�� ,  $%$･小松光雄：シイタケ榾木上

に見出される 
���������および &'��'�����

属菌 (英文). 菌蕈研報 �：�������, ����.

��. 小松光雄・木村劼二：ボルネオ産シイタケの性.

菌蕈研報 �：���, ����.

��. 小松光雄・木村劼二：帽菌類の異常子実体の研

究Ⅴ. シイタケの白色子実体. 菌蕈研報 �：��

��, ����.

��. 小松光雄：木材をおかす帽菌類の拮抗菌として

の 
���������������Ⅶ. シイタケほだ場に

おける 
���������, ���������� および

&'��'�����属菌の分布. 菌蕈研報 �：���	�,

����.

��. 小松光雄：木材をおかす帽菌類の拮抗菌として

の 
���������������Ⅷ. 
���������, ���

�������, &'��'�����属菌およびその他菌型

のシイタケ菌糸体に対する抗菌力. 菌蕈研報�：

	���	, ����.

�	. 河合晃・柏木仁悦：シイタケ子実体の生長温度

と収穫数量との関係.菌蕈研報 �：�����,����.

��. 有田郁夫：ナメコの生活環Ⅰ. 菌蕈研報 �：

�����, ����.

��. 有田郁夫：ナメコの栽培に関する基礎的研究Ⅰ.

菌糸の生長と温度. 菌蕈研報 �：�����, ����.

��. 平塚直秀・金子繁：日本列島所産のセリ科植物

に寄生する ���(��属菌の分類学的研究 (英

文). 菌蕈研報 �：������, ����.

��. 平塚直秀・金子繁：日本産タデ科植物に寄生す

る ���(��属菌�種 (英文). 菌蕈研報 �：���,

����.

��. 橋岡良夫･吹田忠純：
���������,&'��'�����

および )����(���の植物病源菌に対する重

複寄生の電顕的観察 (英文). 菌蕈研報 �：��

��, ����.

��. 小松光雄・稲田舜一：木材をおかす帽菌類の拮

抗菌としての
���������������Ⅸ.
���������,

&'��'�����およびその他の *�+����のシイ

タケ菌糸体に対する抗菌力. 菌蕈研報 �：���

	�, ����.

��. 小松光雄：木材をおかす帽菌類の拮抗菌として

の 
���������������Ⅹ. ほだ木材内シイタケ

菌糸体を侵害する 
���������,&'��'�����

およびその他の *�+����の発育と温度および

湿度との関係. 菌蕈研報 �：	����, ����.

��. 有田郁夫・三村公人：帽菌類の交配系Ⅱ. アミ

スギタケ, ミカワタケ, ヌメリスギタケおよび

タモギタケの交配系.菌蕈研報 �：�����,����.

��. 武丸恒雄・藤岡矩行：ウスバシハイタケの交配

系. 菌蕈研報 �：�����, ����.

�	. 木村劼二：対峙培養したウシグソヒトヨの二核

菌糸体間にみられる子実体形成の優劣. 菌蕈研

報 �：�����, ����.

��. 武丸恒雄・鎌田堯：紫外線照射によるヒトヨタ

ケ子実体発生変異の誘発. 菌蕈研報 �：�����,

����.

��. 小松光雄：ナメコ鋸屑栽培々地から分離された

数種の不完全菌類について. 菌蕈研報 �：���

��, ����.

��. 有田郁夫・三村公人・寺谷篤子：ナメコの栽培

に関する基礎的研究Ⅱ. 樹種別鋸屑培地におけ

るナメコの菌糸体の生長および子実体の形成.

菌蕈研報 �：������, ����.

��. 平塚直秀・平塚利子：東京都所産銹菌類目録.

菌蕈研報 �：�����	�, ����.

��. 小松光雄：ほだ木材内のシイタケ菌糸体に対す

る拮抗菌Ⅰ. ,�+��'��+����� �++. および

����'�+����'�-(��'�の形態的特徴ならびにシ

イタケ菌糸体との拮抗. 菌蕈研報 �：����,

����



����.

��. 武丸恒雄・鎌田堯：紫外線照射によって誘発さ

れたヒトヨタケ子実体発生変異の遺伝分析：

��	
���	
����と����
��	
����. 菌蕈研報�：

�����, ����.

��. 武丸恒雄・佐野昭：カワラタケにおける複対立

性へテロタリズム. 菌蕈研報 �：�����, ����.

��. 武丸恒雄・井手重幸：ウチワタケにおける四極

性交配系. 菌蕈研報 �：�����, ����.

��. 武丸恒雄・藤岡矩行：ニクハリタケにおける四

極性へテロタリズム.菌蕈研報 �：�����,����.

��. 武丸恒雄・大原喜久子：一本の倒木上に群生し

たアラゲカワキタケの自然集団における不和合

性因子. 菌蕈研報 �：�����, ����.

��. 平塚直秀・佐藤昭二： ｢プクキニア・ミトリフォ

ルミス｣ 菌について(英文). 菌蕈研報 �：���

��, ����.

��. 平塚直秀：日本本土および琉球列島所産銹菌類

目録補遺(Ⅱ)(英文).菌蕈研報 �：�����,����.

��. 平塚直秀・金子繁：丹沢山塊所産銹菌類目録

(英文). 菌蕈研報 �：�����, ����.

��. 橋岡良夫：シイタケの表面および超薄切片電顕

像 (英文). 菌蕈研報 �：����, ����.

��. 平塚直秀・金子繁：タデ科植物に寄生する ｢プ

クキニア｣ 属菌�種について (英文). 菌蕈研報

�：�����, ����.

��. 武丸恒雄・井手重幸：ヤキフタケにおける四極

性へテロタリズム. 菌蕈研報 �：�����, ����.

��. 武丸恒雄・鎌田堯：ヒトヨタケにおける子実体

発生の遺伝子支配. 菌蕈研報 �：�����, ����.

��. 有田郁夫：シイタケほだ木の害菌としての

���	����属菌Ⅰ. ���	����菌による被害の

実態と発生環境. 菌蕈研報 �：�����, ����.

��. 平塚直秀：ムラサキカタバミに寄生する�銹菌.

日菌報��：�������, ����.

��. 平塚直秀：日本列島所産 ��	�����属菌の分

類学的研究 (英文). 菌蕈研報 ��：����, ����.

��. 平塚直秀・金子繁：日本列島所産タデ科植物に

寄生する �����
��属菌の分類 (英文). 菌蕈研

報 ��：������, ����.

��. 平塚直秀・佐藤昭三：日本産銹菌の異種寄生性

に関する接種試験実験結果総括 (���������)

(英文). 菌蕈研報 ��：�������, ����.

��. 平塚直秀・平塚利子：伯耆大山産銹菌類目録

(英文). 菌蕈研報 ��：�������, ����.

��. 木村劼二：和合性組合せによる� !!"#現象に

おける核の和合の制御. 菌蕈研報��：�������,

����.

��. 時本景亮・小松光雄・武丸恒雄：日本のシイタ

ケ自然集団における不和合性因子. 菌蕈研報

��：�������, ����.

��. 武丸恒雄・鎌田堯・村上重幸：ヒトヨタケにお

ける�種の形態的突然変異 �	
��
���, $��%%�お

よび &��'		�	��. 菌蕈研報 ��：�������,

����.

��. 有田郁夫：ナメコの生活環Ⅱ. 核学的観察. 菌

蕈研報 ��：�������, ����.

��. 長沢栄史：北海道産ササ属植物に寄生する数種

の子のう菌類について. 菌蕈研報��：�������,

����.

��. 橋岡良夫：菌寄生菌 (���'	&����, )��	���&���

および *����	
���の走査電顕像 (英文). 菌

蕈研報 ��：�������, ����.

��. 石川久雄・沖妙・沢田房江： ���	����属菌が

生産する抗菌性物質について.菌蕈研報 ��：

�������, ����.

��. 牛山六男・橋岡良夫：帽菌のウイルスⅠ. シイ

タケ子実体細胞中の紐状ウイルス様粒子. 菌蕈

研報 ��：�������, ����.

��. 中井幸隆・牛山六男：シイタケの微細構造Ⅰ.

担子柄および担子胞子の走査電顕的研究 (英文).

菌蕈研報 ��：���, ����.

��. 中井幸隆・牛山六男：シイタケの微細構造Ⅱ.

担子柄および担子胞子の形成 (英文). 菌蕈研

報 ��：����, ����.

��. 中井幸隆・牛山六男：シイタケの微細構造Ⅲ.

担子胞子の発芽 (英文). 菌蕈研報 ��：�����,

����.

��. 時本景亮：寒天培地上に発生したカルス様異常

シイタケ子実体 (英文). 菌蕈研報 ��：�����,

����.

��. 大平郁男：シトネタケとシイタケの競合につい

て. 菌蕈研報 ��：�����, ����.

��. 木村劼二：和合性組合せによる� !!"#現象に

おける核の移行の制御. 菌蕈研報 ��：�����,

����.

��. 有田郁夫：ヒラタケ白色子実体の遺伝. 菌蕈研

報 ��：�����, ����.

��. 小松光雄・後藤正夫：シイタケの細菌病につい

て. 菌蕈研報 ��：�����, ����.

����



��. 平塚直秀：日本におけるナシおよびリンゴの赤

星病菌の学名について. 日菌報��：�����,

����.

�	. 平塚直秀・金子繁： 
����������属菌胞子の

表面構造 (英文). 菌蕈研報 ��：���	, ����.

��. 金子繁： 
������������������(�
.) ���.

の冬胞子および小生子発芽過程の核学的観察

(英文). 菌蕈研報 ��：�����, ����.

��. 時本景亮・河合晃：置換培養によるシイタケの

子実体発生と栄養条件 (英文). 菌蕈研報 ��：

���	�, ����.

��. 本郷次雄・長沢栄史：数種の鳥取産イグチ類に

ついて (英文). 菌蕈研報 ��：	����, ����.

��. 中井幸雄：シイタケの微細構造Ⅳ. 担子胞子－

小柄連結部の表面および内部構造と担子胞子の

離脱 (英文). 菌蕈研報 ��：�����, ����.

��. 村上重幸・武丸恒雄：紫外線照射によって誘発

されたシイタケの“����”突然変異 (英文). 菌

蕈研報 ��：�����, ����.

��. 牛山六男・中井幸隆：帽菌のウイルスⅡ. シイ

タケに存在する多面体ウイルス様粒子 (英文).

菌蕈研報 ��：�	���, ����.

���.平塚直秀・金子繁・大平郁男：琉球列島(���	

年) において採集されたさび菌類目録 (英文).

菌蕈研報 ��：�����, ����.

���.木村劼二：両和合性組合せによる� !!"#現象

における核和合の制御の補遺実験. 菌蕈研報

��：�����, ����.

���.金子繁：ハイマツに寄生する 
����������属

菌�種について (英文). 日菌報��：�����	�,

����.

��	.有田立身：鳥取産ヤチグモ属の	新種 (英文).

動物学彙報 ��：�������, ����.

���.小松光雄：シイタケに抗菌性の $%��&��,

'��&(�)���および類縁菌群の研究. 菌蕈研報

�	：����	, ����.

���.平塚直秀：日本列島所産 *�&&�+��属短世代種

に関する研究 (東亜銹菌 ｢フロラ｣ に関する研

究ⅩⅠ) (英文). 菌蕈研報 ��：����, ����.

���.平塚直秀・金子繁： 
���������� (����+��

,"--.-/0および *�&&�+�������&��+�1."2"

!.の銹胞子世代 (英文).菌蕈研報 ��：�����,

����.

���.本郷次雄・長沢栄史：数種の鳥取産イグチ類に

ついてⅡ (英文). 菌蕈研報 ��：�����, ����.

���.中井幸隆：シイタケの微細構造Ⅴ. 固定によっ

て出現する発芽担子細胞空胞内の封入体 (英文).

菌蕈研報 ��：�����, ����.

���.石川久雄・沖妙・桐山久美： $%��&��属菌が

生産する抗菌生物質の木材腐朽菌に対する生理

作用. 菌蕈研報 ��：�������, ����.

���.木村劼二：和合性組合せによる� !!"#現象に

おける核の和合の制御の補遺実験. 菌蕈研報

��：�������, ����.

���.中井幸隆・牛山六男：クロボタンタケの菌糸隔

壁孔の微細構造 (英文). 日菌報 ��：�������,

����.

���.牛山六男・中井幸隆・池上正人：シイタケの多

面体ウイルス様粒子の二本鎖#-3の検出 (英文).

日本学士院紀要 ��(�)：�������, ����.

��	.牛山六男・中井幸隆・池上正人：シイタケの多

面体ウイルス様粒子の二本鎖#-3の証明 (英文).

4567879:��：������	, ����.

���.牛山六男・中井幸隆：シイタケのプロトプラス

ト (英文). 菌蕈研報 ��：���, ����.

���.平塚直秀・金子繁：さび菌	種の生活史につい

て (英文). 菌蕈研報 ��：����, ����.

���.金子繁：マツ葉さび病菌の�新種
����������

�)�+&������ (英文). 菌蕈研報 ��：�	���,

����.

���.金子繁：ツリガネニンジン属を冬胞子寄生とす

る 
����������属菌の�新種 (英文). 菌蕈研

報 ��：�����, ����.

���.大平郁男：ヒラタケおよびその類似菌, ヒラタ

ケ属の�種について (英文). 菌蕈研報 ��：���

	�, ����.

���.長沢栄史・大谷吉雄：日本産タケ科植物に寄生

する子嚢菌類の種類Ⅰ (英文). 菌蕈研報 ��：

	����, ����.

���.平塚直秀：伯耆大山産銹菌類目録補遺 (英文).

菌蕈研報 ��：�	���, ����.

���.中井幸隆・牛山六男・橋岡良夫：菌の微細構造

Ⅰ (英文). 菌蕈研報 ��：�����, ����.

���.本郷次雄・長沢栄史：数種の鳥取産イグチ類に

ついてⅢ (英文). 菌蕈研報 ��：�����, ����.

��	.小松光雄：アラゲキクラゲの白色子実体. 菌蕈

研報 ��：�����, ����.

���.時本景亮・河合晃・小松光雄：シイタケの子実

体発生とほだ木の養分動態. 菌蕈研報 ��：���

��, ����.

����



���.中井幸隆・牛山六男：シイタケの微細構造Ⅵ.

核移動に関与する細胞質微小管 (英文). ���.

�.�	
.��：��������, ����.

���.平塚直秀･金子繁：フヂのさび病菌����������

���������(�� !.) ��"!"#の異種寄生性 (英

文). 日本学士院紀要 �$(�)：%��%�%, ����.

���.平塚直秀・長谷部早百合：日本列島所産ユリ目

(ユリ科, ヒガンバナ科, ヤマノイモ科, アヤメ

科) 植物に寄生する &�������属菌の分類 (英

文). 菌蕈研報 ��：�%�, ����.

���.金子繁： '�(��������)*(�+�����"!"#の生活

史と寄生範囲について (英文). 菌蕈研報 ��：

%�$�, ����.

���.中井幸隆・牛山六男・橋岡良夫：真菌の微細構

造Ⅱ. �. もち病菌の担子胞子形成. %. タフリ

ナ菌の子のう層構造 (英文). 菌蕈研報 ��：

$%$�, ����.

�%�.本郷次雄・長沢栄史：数種の鳥取産イグチ類に

ついてⅣ (英文). 菌蕈研報 ��：����, ����.

�%�.時本景亮・長谷部公三郎・小松光雄：シイタケ

の脱�核に関する研究, �. 胆汁末による脱�核

の誘発. 菌蕈研報 ��：����, ����.

�%�.中井幸隆：シイタケ菌における小柄－担子胞

子間の細胞質分断様式 (英文). ,-./0		1

2345�35��：������, ����.

�%%.有田郁夫：ナメコ菌糸における脱二核化の機構

(英文). ,63	7	84���：��%���, ����.

�%$.時本景亮・小松光雄：シイタケとトリコデルマ

の菌糸間相互作用における培地の炭素源と窒素

源の影響 (英文).日植病報 $�：�����$,����.

�%�.中井幸隆：真菌細胞の隔壁構造.日菌報 ��：

�%��$�, ����.

�%�.牛山六男・中井幸隆：シイタケの細胞内ウイル

ス様粒子 (英文). �.85�.940	7.$�：������,

����.

�%�.大平郁男： &(����+����()������� 0. におけ

る胞子形成異常変異体 (英文). 日菌報 ��：

�����$, ����.

�%�.平塚直秀・金子繁：日本産 :�;���<((��;��属

菌の�新種 (英文). 日本学士院紀要 ��(�)：

������, ����.

�%�.有田郁夫：スギタケ属菌の細胞学的研究 (英文).

菌蕈研報 ��：����, ����.

�$�.時本景亮：トリコデルマの侵害によって誘起さ

れるシイタケのポリフェノールオキシダーゼ活

性の増大 (英文). 日本学士院紀要 ��(�)：���

���, ����.

�$�.平塚直秀：日本列島所産キク科植物に寄生する

&�������属の同種寄生種の分類 (英文). 菌蕈

研報 ��：���, ����.

�$�.平塚直秀・金子繁・西垣裕子：日本列島所産

&���=)�;��)属菌の種類 (英文). 菌蕈研報��：

�%��, ����.

�$%.牛山六男・中井幸隆・林絹恵：培養経時による

シイタケ一次菌糸細胞内ウイルス様粒子の出現

(英文). 菌蕈研報 ��：���$, ����.

�$$.中井幸隆・牛山六男・橋岡良夫：真菌の微細構

造Ⅲ. コウガイカビ (花腐れをおこすケカビ)

(英文). 菌蕈研報 ��：�����, ����.

�$�.有田郁夫・寺谷篤子・塩根友季子：ヌメリスギ

タケの生育温度(英文). 菌蕈研報��：�����%,

����.

�$�.金子繁：ブナ科樹木に寄生する菌類Ⅰ. 日本産

'��(�)<��+��菌数種について (英文). 菌蕈研

報 ��：������, ����.

�$�.大平郁男・松本晃幸：日本未記録の &(����+��

��()������� >. (ウスヒラタケ, 新称) (英文).

菌蕈研報 ��：����%�, ����.

�$�.本郷次雄・長沢栄史：数種の鳥取産イグチ類に

ついてⅤ(英文). 菌蕈研報 ��：�%%�$�,����.

�$�.村上重幸・武丸恒雄：帽菌類子実体の柄細胞に

おける核数 (英文). 菌蕈研報 ��：�$%���,

����.

���.平塚直秀・金子繁・長沢栄史：琉球列島(����

年) において採集されたさび菌類目録 (英文).

菌蕈研報 ��：������, ����.

���.小松光雄・野崎芳繁・井上皎・宮内誠：伐採原

木含水量の経時的変化とシイタケ菌糸生長との

関連性. 菌蕈研報 ��：������, ����.

���.時本景亮・坪井正知・尾崎栄一・小松光雄：シ

イタケほだ木の腐朽度と子実体形成との関係.

菌蕈研報 ��：������, ����.

��%.石川久雄・長尾正憲・沖妙・河部恵子：

?�����;��)�菌の代謝産物によるシイタケ菌糸

の生理的変化. 菌蕈研報 ��：�����$, ����.

��$.金子繁・平塚直秀：ブナ科樹木に寄生する菌類

Ⅱ. ブナさび病菌 &��������+��)@�=�の異種寄

生性 (英文). 日菌報 ��：$��$��, ����.

���.時本景亮・福田正樹：シイタケのほだ木内菌糸

体量と子実体発生量の関係 (英文). !�4A��

����



����������：	
�, 	��	.

	�.金子繁：ブナ科樹木に寄生する菌類Ⅲ.

��������������������によるナラ類およびクリ

のコニエラ葉枯病 (英文). 日植報 ��：��
��,

	��	.

	��.金子繁・平塚直秀：日本産さび菌の	新種

�������������� ���(英文). �!"�#�$%&��：

���
���, 	��	.

	��.中井幸隆・牛山六男：シイタケ菌糸細胞内に出

現する細菌様微生物 (英文).'&%(&)���������

�：
�, 	��	.

	��.金子繁：日本列島所産 ���������� *属 (マツ

葉さび病菌)(英文).菌蕈研報 	�：	
	��,	��	.

	�.長沢栄史・本郷次雄：日本新産種ニオウシメジ

について (英文). 日菌報 ++：	�	
	��, 	��	.

		.金子繁・平塚直秀：日本産樹木さび病菌�種に

ついて (英文). 日菌報 ++：+	�
+��, 	��	.

	+.牛山六男・中井幸隆：シイタケに見出される菌

類ウイルス様粒子の微細構造の特性 (英文).

,%��#�$!	+�：��
	�	, 	��+.

	�.村上重幸・武丸恒雄：シイタケの担子胞子形成

における核行動 (英文). 日菌報 +：+��
+�,

	���.

	�.常田昭彦： -�� .�/0*����� ����� �の走

査電子顕微鏡観察 (英文). �!"�#�$%&��：���


���, 	��+.

	�.常田昭彦・平塚保之：菌寄生菌による松さび病

菌の生物学的防除 (英文). 日本学士院紀要 ��

(1)：���
��	, 	��	.

	.金子繁・平塚直秀：夏胞子発芽孔の位置に基づ

く2���*�����.� *属菌の種の識別.日菌報++：

��
���, 	��	.

	�.時本景亮：シイタケとトリコデルマ・ハルチア

ナムの拮抗場面におけるトリコデルマ溶菌酵素

によるシイタケ菌糸体の溶解(英文).日菌報+�：

	�
+�, 	��+.

	�.金子繁：ブナ科樹木に寄生する菌類Ⅳ.

������30�� *4 �5����によるシラカシのすす点

葉枯病 (英文). 日植病報 ��：��
��, 	��+.

	�.時本景亮・小松光雄：シイタケの菌糸生長およ

び子実体原基形成におよぼす培養温度の影響.

日菌報 +�：���
���, 	��+.

	��.平塚直秀・金子繁：日本所産ヤナギ類に寄生す

る 2���*�����属菌の分類 (英文). 菌蕈研報

+�：	
�+, 	��+.

	�	.前川二太郎・有田郁夫・林康夫：日本産コウヤ

クタケ科	. 日本未記録 6�����0���.���� *属菌

�種について(英文).菌蕈研報 +�：��
�	,	��+.

	�+.常田昭彦：クロコブタケ(70��80����� ���� *)

の子のう殻に寄生する 9�����������3�����(英

文). 菌蕈研報 +�：�+
�, 	��+.

	��.中井幸隆・牛山六男・小松光雄：シイタケ菌の

褐変異常子実体に見出される桿状細菌 (英文).

菌蕈研報 +�：��
��, 	��+.

	��.村上重幸・常田昭彦：アデニン要求性遺伝子に

よるシイタケ菌のトリコデルマ抵抗性の低下

(英文). 菌蕈研報 +�：��
+, 	��+.

	��.常田昭彦・平塚保之： :���������/��������と

���.������ * ��. との‘��**�������*’に

ついて (英文). 菌蕈研報 +�：�
�, 	��+.

	�.常田昭彦・有田立身：シイタケほだ木上のトビ

ムシ ( 70��/���� ������� ����1;<=><) の食菌

活動 (英文). 菌蕈研報 +�：��
��, 	��+.

	��.長沢栄史：今井三子博士 (	���
	��) によっ

て発表されたハラタケ菌およびイグチ類の分類

群一覧 (英文). 菌蕈研報 +�：�
�+, 	��+.

	��.小松光雄・時本景亮：ほだ木上におけるシイタ

ケの子実体原基形成におよぼす温度および水分

の影響. 菌蕈研報 +�：	��
		+, 	��+.

	��.長谷部公三郎・時本景亮・小松光雄：シイタケ

の形態的突然変異“?(&�@”について. 菌蕈研

報 +�：		�
		, 	��+.

	��.時本景亮・広居忠量・西田篤宏・玉井篤・福田

正樹：シイタケの栽培過程におけるほだ木成分

と子実体発生量の変化. 菌蕈研報+�：		�
	++,

	��+.

	�	.大平郁男・松本晃幸・大久保充・前田俊夫・山

根光治：シイタケ子実体発生および形態におよ

ぼす温度の影響.菌蕈研報 +�：	+�
	��, 	��+.

	�+.松本晃幸・大平郁男：マイタケ菌糸体の培養特

性. 菌蕈研報 +�：	��
	��, 	��+.

	��.古塚秀夫：生シイタケ栽培経営の最適集約度と

最適規模について. 菌蕈研報 +�：	��
	+,

	��+.

	��.有田郁夫・寺谷篤子・衣笠典子：培養によるイ

カタケ子実体の発生 (英文). 日菌報 +�：���


���, 	��+.

	��.金子繁・平塚直秀：- ��������������および

2���*���������に属すさび菌類の分類にお

ける夏胞子発芽孔の重要性(英文).日菌報 +�：

����



�������, ����.

���.金子繁・平塚直秀：クマシデ, アサダ両属植物

に寄生する�	
����������属の�新種 (英文).

�����������：���, ����.

���.牛山六男：シイタケのウイルスに関する研究

(英文). 菌蕈研報 ��：����, ����.

���.平塚直秀・金子繁：日本所産イネ科植物に寄生

する��  �!��属菌の目録(英文). 菌蕈研報��：

����", ����.

���.平塚直秀・金子繁・西垣裕子：北海道 (����

年) において採集されたさび菌類の種類 (英文).

菌蕈研報 ��：�����, ����.

���.金子繁・平塚直秀：新たに見出されたカンバ類

およびモミのさび病とそれらの病原菌. 日林誌

��：�������, ����.

���.金子繁・勝本謙・平塚直秀：フタバアオイに寄

生する #���$	����属 (さび菌目) の�新種 (英

文). 日菌報 ��：�������, ����.

���.金子繁・平塚直秀： %&��'�'�(�')*�*�)')と

��  �!���$���+�,�の異種寄生性 (英文). 日菌

報 ��：�������, ����.

���.常田昭彦・有田立身：アニュレートタイプの

-.�/.
�!$��! �$��における子のう胞子分散

について (英文). 0��.1.2��.��：���������,

����.

���.金子繁・小林享夫：ブナ科樹木に寄生する菌類

Ⅴ. カシ類の葉に寄生するディアポルテ菌科の

�種 (英文). 日菌報 �"：�����, ����.

��".平塚利子：銹菌の外来種について. 桐朋学園大

学研究紀要 ��：�"�����, ����.

���.常田昭彦・平塚直秀： #	��$� .�$�� 
�3�,	��

のシンポジオ型およびアネロ型分生子形成につ

いて(英文). 0��.1.2��.��：���������,����.

���.金子繁・平塚直秀：北アルプス山系 (飛騨山脈)

において採集した銹菌の種類の目録 (英文).

菌蕈研報 ��：���, ����.

���.平塚直秀・佐藤昭二・柿島真：日本産銹菌の異

種寄生性に関する接種試験結果総括 (�����

����) (英文). 菌蕈研報 ��：����, ����.

���.常田昭彦・村上重幸： �4�	�$4	 �+�����	

�

における内生型分生子の発達と放出について

(英文). ����5�6'���：�������, ���".

���.長沢栄史：イグチ類の新種 7�
	$	

��	
�$��

について (英文). 日菌報 �"：�������, ����.

���.平塚直秀・佐藤昭二：日本産異種寄生性銹菌の

接種試験(�)(英文).菌蕈研報 ��：�����,����.

���.長沢栄史・本郷次雄：西日本で採集されたテン

グタケ属の�新種, および�新品種について (英

文). 日菌報 �"：�������, ����.

���.常田昭彦･8�9'(��55��:･平塚保之：; ��!	

�

菌の子のう胞子の形態と発芽 (英文). 日菌報

��：�������, ���".

���.長沢栄史・本郷次雄：山陰地方の数種の褶菌類

について (英文). 国立科学博物館専報 ��：���

��, ���".

��".常田昭彦・村上重幸：キクイムシ孔道から分離

した <�!� 
���	

��$��3��	!�の多形性と分生

子形成様式(英文).0��.1.2��.��：���������,

����.

���.時本景亮：ほだ木内におけるシイタケ菌とトリ

コデルマ菌との競合に関する生理学的研究. 菌

蕈研報 ��：��"�, ���".

���.平塚直秀・平塚利子・平塚和之：琉球列島所産

銹菌類 (英文). 菌蕈研報 ��：""����, ���".

���.前川二太郎： #	��!��. 	�属の�新種につい

て (英文). 0��.1.2��.�"："���"��, ����.

���.中井幸隆：シイタケ菌に関する細胞学的研究.

菌蕈研報 ��：�����, ����.

���.平塚直秀・平塚利子・平塚和之：北海道所産銹

菌類 (英文). 菌蕈研報 ��：�������, ����.

���.平塚直秀：北海道産銹菌 ��  �!��, =���. 	�

および �4��,������三属菌の短世代種の地理

的分布について (英文). >��*)?@�A�:*B���5

2����'�C�@(*�D('�E&@6:��：��"����,����.

���.平塚直秀：日本における銹菌学研究史 (英文).

真菌学報増刊 �：����", ����.

���.時本景亮・藤多哲朗・武田美雄・高石喜久：ト

リコデルマの侵入によって誘起されるシイタケ

菌糸体の抗菌性物質生産量の増大 (英文). 日

本学士院紀要 ��(2)：�������, ����.

���.常田昭彦： F����� ���,,�	,�$��の分生子

形成様式における不定性 (英文). 日菌報 ��：

�������, ����.

��".時本景亮・福田正樹・小松光雄・古川久彦：シ

イタケにおける木材腐朽力の種内変異と遺伝.

防菌防黴 �"：�������, ����.

���.松本晃幸・北本豊：シイタケの木粉培養におけ

る冠水処理による子実体形成の誘起.日菌報��：

�������, ����.

���.長沢栄史：担子菌類クビレタンシキン目の一種

����



�����������	
����	���	(ササノヒメサラタ

ケ－新称) について (英文). 菌蕈研報 ��：���,

����.

���.前川二太郎・常田昭彦・有田郁夫：シイタケほ

だ木上に発生する ��������	��	属菌について

(英文). 菌蕈研報 ��：����, ����.

���.常田昭彦： �������様のキクイムシ孔道生息

菌が, コナラ道管壁および培地上で示す酵母型

から菌糸型への移行 (英文). 菌蕈研報 ��：���

��, ����.

���.時本景亮・福田正樹・岸本仁志・越谷博：シイ

タケ子実体の生長にともなうほだ木内酵素活性

の変動 (英文). 菌蕈研報 ��：�����, ����.

���.常田昭彦・越谷博・古川郁夫：シイタケ菌によ

る木材の初期腐朽形態 (英文). 菌蕈研報 ��：

�����, ����.

���.村上重幸・長谷部公三郎・常田昭彦：シイタケ

菌の異常クランプ形成変異体 (英文). 菌蕈研

報 ��：�����, ����.

���.長谷部公三郎・村上重幸・小松光雄：シイタケ

一核菌糸体コロニーの形態的突然変異体の遺伝

分析. 菌蕈研報 ��：�����, ����.

���.松本晃幸・時本景亮：シイタケ子実体の生長に

ともなう元素含量の変動. 菌蕈研報 ��：�����,

����.

���.福田正樹・時本景亮・坪井正知・西尾幸弘：シ

イタケ原木の形質とほだ木の腐朽度および子実

体発生量の関係. 菌蕈研報 ��：�����, ����.

���.古塚秀夫：シイタケ栽培経営の技術的・経営的

特質とその簿記的把握方法. 菌蕈研報 ��：���

���, ����.

���.常田昭彦：キクイムシ孔道生息菌類の分生子形

成における多形性とプロトプラスト復帰 (英文).

�� !."#$#%&!#'.��：�������, ����.

���.松本晃幸・北本豊：冠水処理によるシイタケの

子実体形成の誘起と呼吸活性の増大 (英文).

日菌報 ��：�������, ����.

���.長沢栄史・( !))&.*+',+#'：新種の食用きの

こオドタケについて(英文). 菌蕈研報 ��：���,

����.

���.長沢栄史：クロサイワイタケ科の�種について

(英文). 菌蕈研報 ��：����, ����.

���.前川二太郎・福田正樹・有田郁夫・小松光雄：

食用担子菌類の液体窒素凍結保存 (英文). 菌

蕈研報 ��：�����, ����.

���.常田昭彦：シイタケ菌によるコナラ材の初期腐

朽形態と導管内チロース (英文). 菌蕈研報��：

�����, ����.

���.時本景亮・福田正樹・小松光雄：シイタケの一

核および二核菌糸体によって腐朽されたブナ材

における化学組成の変異 (英文). 菌蕈研報��：

�����, ����.

���.松本晃幸：木粉培地におけるシイタケ子実体の

成長にともなう炭水化物加水分解酵素, ホスホ

リラーゼ, プロテアーゼおよびフェノールオキ

シダーゼ活性の変動 (英文). 菌蕈研報 ��：���

��, ����.

���.前田好之・中井幸隆・有田郁夫・小松光雄：ナ

メコのプロトプラストの作出と菌糸復帰. 菌蕈

研報 ��：�����, ����.

���.福田正樹・時本景亮・坪井正知・西尾幸弘：シ

イタケ原木の伐採時期とほだ木の腐朽度および

子実体発生量との関係. 菌蕈研報 ��：�����,

����.

���.長沢栄史・有田郁夫： -��	�.�
	�����	

(シロタモギタケ) および -.�������	(ブナ

シメジ) について. 菌蕈研報 ��：�����, ����.

���.古塚秀夫：シイタケ栽培経営の�,���本当たり

生産量に基づく作況指数の算出と産地の類型区

分. 菌蕈研報 ��：������, ����.

���.常田昭彦・村上重幸： ������	�	�

��
��	

の胞子形成と隔壁溶解様式 (英文)./#%.".0 ).

��：���������, ����.

���.古塚秀夫：乾シイタケ生産の周期解析. 農林業

問題研究 ��：���, ����.

���.常田昭彦・古川郁夫・越谷博：シイタケ菌によ

るブナ辺材リグニンとセルローズ繊維の分解様

式 (英文). 日菌報 ��：�������, ����.

���.村上重幸：担子菌ウシグソヒトヨタケにおける

倍数性の研究. 菌蕈研報 ��：����, ����.

���.長沢栄史・本郷次雄・成田傳蔵：ニオイオオタ

マシメジについて (英文). 菌蕈研報 ��：����

���, ����.

���.大平郁男：タモギタケの分類学的検討 (英文).

菌蕈研報 ��：�������, ����.

���.村上重幸・武丸恒雄：トキイロヒラタケの白色

子実体に関する遺伝学的研究 (英文). 菌蕈研

報 ��：�������, ����.

���.前田好之・中井幸隆・小松光雄・佐藤文彦・山

田康之：マッシュルームのプロトプラストの作

����



出と菌糸復帰 (英文). 菌蕈研報 ��：�������,

����.

��	.常田昭彦・前田好之：ヒラタケ・プロトプラス

トの細胞壁再生と菌糸復帰 (英文). 菌蕈研報

��：�������, ����.

���.前川二太郎・福田正樹・有田立身・小松光雄：

栽培食用担子菌類の液体窒素凍結保存 (英文).

菌蕈研報 ��：��	��
�, ����.

���.平塚利子・平塚直秀：佐渡ヶ島 (新潟県) で採

集した銹菌類の種類. 菌蕈研報 ��：�
	����,

����.

���.長谷部公三郎・有田郁夫・時本景亮・大平郁男：

シイタケのほだ木栽培における子実体発生型の

遺伝. 菌蕈研報 ��：
�	�
�
, ����.

���.松本晃幸・時本景亮・福田正樹・坪井正知：シ

イタケ原木の伐採時期による無機元素含量の差

異が子実体発生量に及ぼす影響. 菌蕈研報 ��：


���

�, ����.

���.前川二太郎： ��������������������� (コウ

ヤクタケ科, ヒダナシタケ目) の再定義および

その近縁種との関係 (英文). 日菌報 
�：��	�

�	�, ����.

��
.前川二太郎： ����������������������(コウ

ヤクタケ科, ヒダナシタケ目) の新変種 (英文).

日菌報 
�：�
���, ����.

���.福田正樹・時本景亮：シイタケ自然集団におけ

るアイソザイム型の変 (英文). 日本学士院紀

要 �	(�)：�
��	, ����.

���.長谷部公三郎・村上重幸・常田昭彦：シイタケ

の担子胞子欠損変異体に関する細胞学的ならび

に遺伝学的研究 (英文). ���� �!"#
�：
���


��, ����.

���.平塚直秀・陳端青：台湾産銹菌リスト (英文).

日菌報 
�：
���, ����.

��	.大平郁男・古川郁夫・作野友康：コナラ師部の

構造とシイタケ菌によるその腐朽形態 (英文).

木材学会誌
	：������	, ����.

���.常田昭彦・前田二太郎・大平郁男・古川郁夫：

コナラ辺材のシイタケ菌による初期腐朽と

$%����������%&����による腐朽阻害 (英文).

'#(.).��*.��：�	�	�����, ����.

���.前川二太郎： ������������� (コウヤクタケ

科, ヒダナシタケ目) の日本未報告種	種につ

いて (英文). 日菌報 
�：�����

, ����.

���.古塚秀夫：シイタケ栽培経営管理論. 
��頁,

明文書房, ����.

���.長谷部公三郎：シイタケの突然変異および農業

形質に関する遺伝・育種学的研究.菌蕈研報��：

����, ����.

���.大平郁男：シイタケ菌によるコナラの腐朽様式

と子実体発生に関する研究. 菌蕈研報 ��：	��

���, ����.

��
.大平郁男・古川郁夫・作野友康：シイタケ菌に

よるコナラ辺材部の木繊維と柔細胞の腐朽様式

(英文). 木材学会誌 
�：�����, ����.

���.前川二太郎：日本産 �����+����+���属 (コ

ウヤクタケ科, ヒダナシタケ目) 菌について

(英文). 日菌報 

：
�	����, ����.

���.長谷部公三郎・村上重幸・常田昭彦：二種の配

偶体致死因子を持つシイタケ二核菌糸株の細胞

遺伝学的研究 (英文). '#(.).��*.	�：����

���, ����.

���.大平郁男・古川郁夫・作野友康：シイタケ子実

体発生にともなうほだ木内菌糸の動態. 日菌報



：
���

�, ����.

��	.常田昭彦・,.-../�0(・1.2.3"445**：

$%������6�����(ケガワタケ) の厚膜胞子お

よび 7�%��������8&���%��%��%との相互作

用 (英文). 菌蕈研報 
�：����, ����.

���../�0(, ,.-.・常田昭彦：木材腐朽性担子菌類

と細菌類との相互作用における生育阻害および

溶菌現象 (英文). 菌蕈研報 
�：�
���, ����.

���.前川二太郎：台湾蘭嶼島におけるヒダナシタケ

目コウヤクタケ科菌について (英文). 菌蕈研

報 
�：�����, ����.

�	�.霜村典宏・長谷部公三郎・福政幸隆・小松光雄：

地理的分布域の異なるシイタケ菌株の和合性

(英文). 菌蕈研報 
�：�����, ����.

�	�.3"445**,1.2.：シイタケの系統分類に向けて：

その分類の変遷と分子生物学的展望 (英文).

菌蕈研報 
�：
����, ����.

�	�.福政幸隆・松本晃幸・福田正樹：高等担子菌類

における制限酵素切断型分析のためのミトコン

ドリア19:の効率的分離 (英文). 菌蕈研報
�：

�����, ����.

�	
.長沢栄史・工藤伸一：日本新産種 ;�%�&��+��

����+���(フサハリタケ－新称) について. 菌

蕈研報 
�：���	�, ����.

�	�.松本晃幸・時本景亮：シイタケ子実体の生長過

程におけるほだ木内無機元素の動態. 菌蕈研報

����



��：�����, �		�.

���.
�����, �.�.･村上重幸・常田昭彦： ��������

属における子実層托型の系統発生学的意義 (英

文). �����������：�������, �		�.

�� .!"##�$, %.�.･常田昭彦：&'�()*+�,'()(-*.�����

(不完全菌, /0+�)��1.(2�+�((�.*3�.���) の菌

糸, 菌糸束, 菌核の形態と分生子形成 (英文).

日菌報 ��：������ , �		�.

���.常田昭彦・村上重幸・4�55����#・平塚保之：

6*)�,*.�7,(.���'��*1�隔壁を有する担子菌ア

ナモルフにおける節胞胞子形成 (英文). !�5.

8.9��.��：���������, �		�.

���.前川二太郎：日本産コウヤクタケ科�新種につ

いて (英文). 日本学士院紀要 	(9)：��	����,

�		�.

��	.
�����, �.�.・村上重幸・常田昭彦： &(���

属 (担子菌類) の子実体発達様式と系統発生お

よび分類 (英文).:;#.8.9��.��：��� �����,

�		�.

���.!"##�$,%.�.･常田昭彦･村上重幸：<'*2*2��2.*�

=.(+'0+(.,�1 の根における &'�()*+�,'()(

-*.�����の形態と生態 (英文).!�5.8.9��.��：

� �	�� ��, �		�.

���.>$�#5, %.?.・常田昭彦：寒天培地上および木

材組織中での &)��.*���, 線虫, 細菌間の相互

作業 (英文). 日菌報 ��：��	�� �, �		�.

���.常田昭彦：シイタケ, ヒラタケと他の微生物と

の相互作用 (英文). マイコトキシン ��：��	,

�		�.

���.!"##�$,%.�.･常田昭彦･村上重幸： @�2�*2��2.*�

,�.�+*��*�2��の分生子形成と <'*2*2��2.*�

=.(+'0+(.,�1と形成した �.�+*�2菌根の微細

構造(英文).!�5.8.9��.��：���������, �		�.

���.前川二太郎：日本産コウヤクタケ科菌類 (ヒダ

ナシタケ目) の分類学的研究 (Ⅰ) (英文). 菌

蕈研報 ��：����	, �		�.

���.松本晃幸・福政幸隆：シイタケおよびヒラタケ

におけるミトコンドリア�A:の多形性と遺伝

(英文). 菌蕈研報 ��：����� �, �		�.

�� .福田正樹・福政幸隆・�.�.
�����・松本晃幸・

林康夫：シイタケ野性集団におけるミトコンド

リア�A:の多形性(英文). �����.%B.	�：

� 	����, �		�.

���.
�����,�.�.・常田昭彦・村上重幸：セコティ

オイドな ����������C.����の遺伝性および菌

類形態学的意義について (英文). :;#.8.9��.

��：�  ����, �		�.

���.松本晃幸・福政幸隆：ヒラタケのクロラムフェ

ニコール耐性変異株の分離と遺伝解析 (英文).

9��B��.9���$;.��：�������, �		�.

��	.福政幸隆・松本晃幸・小松光雄：シイタケ菌の

二核菌糸体から調整したプロトクローンの子実

体形成能(英文).����B��5���：������	,

�		�.

�	�.長沢栄史：日本産 D*)����属の一新種 (英文).

日本学士院紀要 ��(9)：�����, �		�.

�	�.時本景亮・小松光雄・福政幸隆： E.�+'*2�.1(

属菌に耐性を有するシイタケ菌株の選抜法 (英

文). 日本学士院紀要 �(9)：������ , �		�.

�	�.福政幸隆・松本晃幸・小松光雄：プロトプラス

ト再生法によるシイタケの脱二核化 (英文). 8.

?5.:FF�.���#�����.��：����� �, �		�.

�	�.
�����, �.�.･村上重幸･常田昭彦： ��������,

&(���および G�*)�������における減数分裂

後の核行動 (英文).���������� ：������	,

�		�.

�	�.前川二太郎：日本産コウヤクタケ科(ヒダナシ

タケ目)の分類学的研究Ⅱ(英文). 菌蕈研報��：

�����, �		�.

�	�.常田昭彦・%.?.>$�#5：シイタケ菌と

&���2*1*�(�属細菌との相互作用 (英文).

!�5.8.���#�����.��：	���	��, �		�.

�	 .福田正樹・原田由起子・今堀哲子・福政幸隆・

林康夫：シイタケ一核菌糸の交雑と細胞融合に

おけるミトコンドリア�A:の遺伝 (英文).!"##,

?5�.��：�������, �		�.

�	�.常田昭彦・%.?.>$�#5：木材腐朽菌と他の微

生物との相互作用；とくに細胞壁の分解作用に

ついて (英文). !�5.8.9��.��(�"FF�.�)：�

���������, �		�.

�	�.時本景亮・小松光雄： E.�+'*2�.1(�,,. に耐

性を有するシイタケ菌株の選抜と育種 (英文).

!�5.8.9��.��(�"FF�.�)：�	 ��	  , �		�.

�		.松本晃幸・福政幸隆：ヒラタケの自然集団にお

けるミトコンドリア�A:制限酵素切断長の多

形性と遺伝的関連性 (英文). �����.%B.		：

� ���  , �		�.

���.
�����, �.�.・福政幸隆・常田昭彦・���$��

8.��5��$"：リボゾーム�A:の塩基配列から

みたシイタケの系統発生的関係 (英文).

����



���������	
：��	��	, ����.

���.前川二太郎・臧穆：中国雲南省におけるヒダナ

シタケ目コウヤクタケ科菌について (英文).

国立科学博物館専報 ��：	
��, ����.

���.長沢栄史：有毒なヤマドリタケ属の�新種につ

いて (英文). 菌蕈研報 ��：��, ����.

���.常田昭彦・前川二太郎・��������.：シイタケ

の罹病子実体に発生した�������� !"#�$の

%"&� '"!(シンアナモルフ (英文). 菌蕈研報

��：����, ����.

���.村上重幸・常田昭彦：ヨーロッパおよび日本産

ヤナギマツタケの株内・株間交雑 (英文). 菌

蕈研報 ��：���	, ����.

���.松本晃幸・福政幸隆・小松光雄：プロトプラス

ト再生法による高等担氏菌類子菌類の効率的脱

二核化 (英文).菌蕈研報 ��：����, ����.

���.)����*+�+：ハラタケ属きのこの細菌病 (英文).

菌蕈研報 ��：����, ����.

��
.常田昭彦・陶山一雄・村上重幸・大平郁男：原

木栽培シイタケに発生した ,$��- ! .($

� �(($//における細菌病 (英文). ����0���1��

��：�	��		, ����.

��	.中村公義・前川二太郎・山本秀樹：エノキタケ

の新病害：桃色かび立枯病. 長野県野菜花き試

験場報告 �：����, ����.

���.松下範久・福田健二・長沢栄史・寺下隆喜代・

鈴木和夫：アイソザイムパターンによる日本産

ナラタケ属菌の同定と北半球産ナラタケ属菌に

ついて (英文).2+3��+4�0+�：������, ����.

���.福田正樹・福政幸隆：シイタケ子実体の複数細

胞起源を支持する遺伝的証拠 (英文). 木材学

会誌 ��：�������	, ����.

���.常田昭彦・前川二太郎・4+�+56���7：クヌギ

から分離した 8�&� - .�/-/�!属菌の�新種 (英

文). ����9�:�1��：�	����, ����.

���.;7��1�)+・常田昭彦：我が国の栽培キノコに

病原性を持つ ,$��- ! .($属菌数株の分子

遺伝学的比較検討 (英文). ����0���1���
：

������, ����.

���.松本晃幸：ヒラタケのミトコンドリアＤＮＡの

多型性とその遺伝制御に関する研究. 菌蕈研報

��：��
, ����.

���.松本晃幸・福政幸隆：ヒラタケの交配における

ミトコンドリアＤＮＡの遺伝(英文). 56���19

)�1�9��0��：������, ����.

���.前川二太郎・臧穆：中国雲南省アカキクラゲ目

の新種､ <��/. !"#�$#��=/$& ��$について

(英文). ����9�:�1��：������, ���
.

���.前川二太郎：西表島産ツノタンシキン目の�新

種､ >&$/� ./-/�!?(.(./$& ��!について (英

文). ����0���1���	：
�
�, ���
.

��
.常田昭彦・村上重幸・*+�+)���・前川二太郎：

�������� !"#�$$�?��(��$の %"&� '"!(シ

ンアナモルフによるシイタケ黒色斑点病につい

て (英文). ���������	�：	�
	
�, ���
.

��	.常 田 昭 彦 ・ 前 川 二 太 郎 ・ 小 松 光 雄 ：

8�&� - .�/-/�!@���#��!：シイタケ菌に対す

る拮抗作用と分生子形成様式 (英文). 5�1+2+

A�9+
�：��������, ���
.

���.前川二太郎：日本産コウヤクタケ科の分類学的

研究Ⅲ (英文). 菌蕈研報 ��：���	, ���
.

���.時本景亮・福田正樹：シイタケの子実体発生に

伴うほだ木の酵素活性の変動 (英文). 木材学

会誌 ��：������, ���
.

���.)����*+�+・常田昭彦：日本の栽培きのこ種と

,$��- ! .($B�(-/ �/CD+(B(�/#/# �(との相

互作用 (英文). 5�1+2+�����E���+��：���

��	, ���
.

���.長沢栄史：日本産ハラタケ目菌類目録. F+イグ

チ亜目 (英文). 菌蕈研報 ��：��
	, ���
.

���.太田祐子・松下範久・長沢栄史・寺下隆喜代・

福田健二・鈴木和夫：日本産ナラタケの生物学

的種 (英文). C��19G�0��0�	�：��
���,

���	.

���.福政幸隆・松本晃幸・時本景亮：シイタケにお

ける�種類の線状ミトコンドリアプラスミドの

検出と分布 (英文). ����0���1����：���

���, ���	.

���.時本景亮・福田正樹・坪井正知：シイタケの子

実体発生とほだ木の物理性との関係 (英文).

����0���1����：��
���, ���	.

���.時本景亮・福政幸隆・松本晃幸・前川二太郎：

トリコデルマ菌侵害に耐性を有するシイタケ菌

株の選抜. 木材学会誌 ��：������, ���	.

��
.時本景亮・福田正樹・松本晃幸・福政幸隆：シ

イタケの一核性プロトプラスト間の融合で生じ

た二核菌糸体における子実体形成能力の変異

(英文). 2+*��H���+��：����
�, ���	.

��	.前川二太郎：日本産コウヤクタケ科の分類学的

研究Ⅳ (英文). 菌蕈研報 ��：���, ���	.

����



���.工藤伸一・長沢栄史：日本新産種 �����	
	��

����
���� (ツバササクレシメジ－新称) につ

いて. 菌蕈研報 ��：�����, ����.

���.長谷部公三郎・大平郁男・有田郁夫：シイタケ

ほだ木栽培における子実体発生温度型：高温型､

中温型および低温型の遺伝的関係. 菌蕈研報

��：�����, ����.

���.村上重幸：ヤナギマツタケの���������突然変

異体に関する細胞学的研究.菌蕈研報 ��：���

��, ����.

���.長沢栄史：日本産ハラタケ目菌類目録. Ⅱ. ベ

ニタケ亜目 (英文). 菌蕈研報 ��：����, ����.

���.栄木譲：条件不利地域を ｢生態的｣ 条件有利地

域と見れば－愛媛県の中山間地域における原木

乾シイタケ栽培を事例にして. 地域農林経済学

会大会論文集 �：�����, ����.

���.長沢栄史・本郷次雄：ウラベニホテイシメジに

ついての新学名の提案 (英文). 菌蕈研報 ��：

���, ����.

���.前川二太郎：日本産コウヤクタケ科の分類学的

研究Ⅴ (英文). 菌蕈研報 ��：����, ����.

���.福政幸隆・松本晃幸：リケッチア様微生物に起

因するシイタケ子実体矮化病 (英文). 菌蕈研

報 ��：�����, ����.

���.長谷部公三郎：ほだ木栽培における高温発生型

シイタケ菌株の室内選抜の一方法. 菌蕈研報

��：�����, ����.

���.坪井正知・時本景亮：シイタケほだ木の呼吸活

性と子実体発生との関係. 菌蕈研報 ��：

�����, ����.

���.村上重幸：トキイロヒラタケの白色子実体に関

する遺伝解析の実験補遺. 菌蕈研報 ��：

�����, ����.

���.松本晃幸・三村公人・福政幸隆：ナメコ自然集

団における不和合性因子の分布. 菌蕈研報 ��：

�����, ����.

���.長沢栄史・三谷進：テングタケ属マツカサモド

キ節の�新種 (英文). 国立科学博物館専報 ��：

�����, ����.

���.長沢栄史・有田郁夫：中国地方で初めて発見さ

れたタモギタケについて. 日菌報��：�������,

����.

���. !"#��$%�&・長沢栄史：日本新産種 '����(

)
)��((腹菌類､ スッポンタケ科) について.

日菌報 ��：�����, ����.

���.長沢栄史・三谷進：テングタケ属マツカサモド

キ節の�新種 (英文). 国立科博専報��：���

��, ����.

���.長沢栄史・下野義人・本郷次雄：キンカクイチ

メガサ (新称) の日本における発生について

(英文). 菌蕈研報 ��：����, ����.

���.前川二太郎：日本産コウヤクタケ科の分類学的

研究Ⅵ (英文). 菌蕈研報 ��：�����,����.

���.前川二太郎：皇居吹上御苑のコウヤクタケ科

(担子菌門)(英文). 国立科博専報��：�������,

����.

���.村上重幸・長谷部公三郎：シイタケの *不和

合性因子突然変異体. 菌蕈研報 ��：�����,

����.

���.坪井正知・時本景亮・有田郁夫：シイタケオオ

ヒロズコガに対する +,製剤の殺虫活性と栽培

場面への適用. 菌蕈研報 ��：�����, ����.

���.前川二太郎・常田昭彦：カワラタケ子実体から

分離された -.�/�&.0!シンアナモルフをもつ

新種､ 1
���)�	�2�)(
	��(3	��について (英

文). 4.5�6!7�"��：�������, ����.

���.長沢栄史：海岸林における松露栽培.日砂誌��：

�������, ����.

���.久林高市・前川二太郎：ヒノキ根株心腐れ罹病

部から分離された菌株の同定およびその病原性

(英文).89$�"9:�!"6:!6/��. ��：�������,

����.

���.湊健一郎・水野雅史・川上佐知子・立岡茂伸・

傅寶豊・時本景亮・土田広信：シイタケとマツ

タケの子実体生長過程における免疫調節活性と

抗腫瘍性多糖の変動 (英文). ;"69894�<9

4%�/�9�：���, ����.

���.長沢栄史：日本産イグチ類の分類学的研究Ⅰ.

ミダレアミイグチ属, ハンノキイグチ属および

クリイロイグチ属 (英文). 菌蕈研報 ��：����,

����.

���.寺島和寿・松本晃幸・長谷部公三郎・福政幸隆：

=>?:解析による日本のシイタケ栽培品種にお

ける遺伝的多様性の評価および品種の判別 (英

文). 4.5��9@��9���：�����, ����.

���.萩田孝志・岩間清剛・長沢栄史：A
B��	属菌

によるワサビダイコン白さび病 (新称). 北海

道立農試報 ��：�����, ����.

���.小畠靖・村上重幸・長谷部公三郎・福政幸隆：

ヒラタケの不和合性因子Ｂの突然変異体の誘発

����



分離 (英文).�����������	
：������,����.


��.前川二太郎・長谷部公三郎：��������������������

 �� ����� の日本産標本の特徴および培養的性

質 (英文). �����������	
：�����, ����.


��.福田広一・長沢栄史・林康夫・吉見昭一：那須

御用邸附属地の菌類. 栃木県博物館研究報告

｢那須御用邸の動植物相｣, !!"


�
�#, ����.


#�.熊谷日登美・桜井英敏・時本景亮：$�%&�%��

������と'����� ��&�(��の)�*+�,��の比較

(英文). -�����. -��.��/. -���/�0. ##：��#��

��##, ����.


#�.前川二太郎・1,�23/45�,�2・3,�2�4：中

国四川省産コウヤクタケ類 (担子菌類) につい

て (英文). ����.,6���
：����#, ����.


#�.前川二太郎・7�89:�-;<8�：日本産コウヤクタ

ケ科の分類学的研究Ⅶ (英文). �����������

	
：
#
�
#�, ����.


#
.寺島和寿･松本晃幸･林英司･福政幸隆：=>5?

によるシイタケ ($�%&�%���������) の連鎖地

図(英文). ����+. @��. ��#：������, ����.


#	.小畠靖・松本晃幸・三村公人・福政幸隆：A7

=多型に基づくナメコ自然集団における遺伝的

類縁関係 (英文). �����������	
：	#
�	#�,

����.


#�.須原弘登・前川二太郎・久林高市・坂井克己・

近藤隆一郎：ヒノキ根株心腐れ腐朽部より分離

された担子菌類の種同定 (英文). �����������

	
：	�	��, ����.


##.前川二太郎：バヌアツ産コウヤクタケ類 (担子
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.
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.
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.
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��：��#, ����.
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���#.

���.霜村典宏・村上重幸・松本晃幸・前川二太郎・
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イタケの和合性一核系統間のプロトプラスト融
合におけるミトコンドリアプラスミッドの伝達
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