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シンポジウム

過剰な養分供給に対する土壌分解系と菌類の応答：

カワウ営巣林における事例
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1 . はじめに

菌類は，森林土壌における落葉落枝や枯死材などの植物リ

ターの分解において中心的な役割を担っている。菌類は， リ

グニンやセルロースといった植物細胞壁の主要な構成成分を

分解する酵素活性を有しており，士壌に生息する分解者生物

のなかでも特にリター分解への寄与が大きいことで知られる

(Osono, 2007)。菌類によるリター分解は，窒素やリンなどの

養分の過剰な供給に対して敏感に反応することが知られてい

る。このことは，酸性雨やし尿散布などの人間活動に起因

する過剰な養分供給を受けた森林土壌での観察や，野外や

室内での養分添加実験により実証されてきた (Sinsabaugh,

2010)。

森林に営巣する水鳥は，水域で得た養分をフンや食べ残し

などの形で営巣した林分の土壌に供給することで，局所的な

富栄養化を引き起こす（亀田ら， 2002)。例えば本稿で紹

介する滋賀県の琵琶湖岸にある伊降半島では，魚食性烏類の

カワウ (Phalacrocoraxcarbo L.)が集団営巣しており，営巣の

みられる林分（以下，営巣林）でフンとして土壌に供給され

る窒素の量は，降水による供給量の約 1万倍にも達すると推

定された (Kamedaet al., 2000)。これにともない，土壌では

炭素率の低下や，無機態窒素プールの増加，および硝化活性

の増加が認められている (Hobaraet al., 2005)。この例が示す

ように，烏類の営巣にともなう過剰な養分供給は，森林土壌

に大きな影響を及ぼしうるが， リター分解やそれに関与する

菌類に及ぼす影響については，これまでほとんど明らかにさ

れていない。
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そこで著者は，カワウの営巣林における過剰な養分供給に

対する土壌分解系と菌類の応答を明らかにすることを目的と

して研究を行ってきた。営巣の段階の異なる林分と，営巣の

認められていない林分に設置した調査プロットにおいて， リ

ター分解と菌類群集の比較調査を行うとともに，フンによる

養分供給が菌類に及ぼす影響を，室内での培養試験により検

証した。それらの結果をふまえて，カワウ営巣林の林床にお

けるリターと窒素の動態と，それに及ぽすカワウ営巣数の影

響を予測する数理モデルを作成した。本稿では，それらの結

果の概要を紹介する。

2. 調査地の概要

調査対象地である伊崎半島におけるカワウ営巣の状況につ

いて簡単にまとめる。植生は，主にヒノキ人工林からなる。

伊崎半島では，カワウの営巣が 1982年に確認されて以来，

1990年代から個体数が急増し，周辺の漁業や林業に影響を及

ぽしている (Kamedaet al., 2003)。営巣林の範囲も 1992年の

1.3 haから 1999年には 19.3haにまで拡大した（藤原・高柳，

2001)。その後は 2005年をピークに， 2012年にかけて営巣数

個体数ともに減少傾向にある（滋賀県， 2018)。営巣林では，

カワウにより大量の枝葉が折り取られており，非営巣林と比

べて約 7-22倍もの量のリターフォールが林床に供給され

ていると見積もられている (Hobaraet al., 2001)。フンに含ま

れる窒素の安定同位体比が 13.2土0.4%。（平均土標準誤差）と，

林外雨に含まれる窒素の値 (0.2士1.5%。)より高いことが確か

められた (Kamedaet al., 2006)。この窒素安定同位体比の差

を用いることで，フン由来の窒素が土壌を経由して植物に吸

収されていることと，フンの影響の程度が過去の営巣履歴を

反映していることが植物体の分析により確かめられている

(Kameda et al., 2006)。数年にわたって集団営巣のみられた林



74 過剰な養分供給と菌類の応答

分では，樹木の枯死や，林分の衰退が進行している場所もあ

る（藤原・高柳，2001)。営巣林では，窒素飽和の兆候が

認められている (Hobaraet al., 2001)。伊崎半島から約 20km

離れた彦根地方気象台では，年平均気温 15.1℃，年降水量

1474.5 mmである。

伊崎半島において，営巣段階の異なる 3カ所（対照区営

巣中，営巣後）のヒノキ人工林にそれぞれ 50X 50mのプロッ

トを 1つずつ，合計 3つ設置した (Osono,2012)。対照区の

林分では，これまでにカワウの営巣はみられていない。営巣

中の林分では， 1997年から調査期間を含む 2003年までカワ

ウの集団営巣が継続してみられた。営巣後の林分では，1996

年から 1999年までカワウの集団営巣が継続してみられたが，

それ以降は放棄され営巣はみられない。

3. 菌類群集の変化

林床の表層から採取したヒノキ落葉・落枝を材料に，寒天

薄膜法により菌糸量を測定し，比較した（図 1)。全菌糸長

の平均値は，対照区に比べて営巣中および営巣後の林分で減

少していた。特に，担子菌類の菌糸長は，営巣中および営巣

後の林分で大幅に減少していた。別の調査で，林床有機物全

体で測定した場合も同様に，対照区に比べて営巣中および営

巣後の林分で全菌糸長，担子菌類の菌糸長ともに減少する傾

向が認められた (Osonoet al., 2002)。

林床の表層から採取したヒノキ落葉・落枝から菌類を表面

殺菌法により分離し，形態観察により分類群を特定すること

で菌類群集を記載した（図 2)。菌類の種数は，営巣後の林

分の落葉で増加した。シンプソンの多様度指数は，落葉 ・落

枝のいずれにおいても，営巣後の林分で増加した。均衡度は，

営巣段階にともなって増加する傾向が認められた。

営巣中および営巣後の林分では，対照区に比べて菌類の

種組成も大きく変化していた（図 3)。対照区では， Penicillium
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montanenseが落葉で，リグニン分解性の Geniculosporiumsp. と

Marasmius sp. が落枝で，それぞれ優占していたがいずれも

営巣中および営巣後の林分では減少した。かわって営巣中の

林分では，糞生菌の Sordariasp. が優占した。また営巣後の林

分では， Arthroconidialsp.. Fusarium solani. Trichoderma viride. 

Penicillium sp. など，対照区からはほとんど出現しなかった菌

類が増加していた。これに加えて，別の調査で林床有機物お

よび鉱質土壌から希釈平板法により菌類を分離した実験で

も， ヒノキ落葉・落枝の場合と同様に，営巣中や営巣後の林

分で菌類群集の種数とシンプソンの多様度指数が増加する傾

向が認められた (Osonoet al., 2002)。

4. 菌類の生理活性の変化

カワウのフンが菌類の生理活性に及ぼす影響を実証するた

め，伊崎半島で採取した分離菌株を用いて培養試験を行った。

対照区で林内雨を，営巣中の林分でフンを含む林内雨をそれ

ぞれ採取し，高温高圧滅菌した後に寒天培地を作成した。対

照区と営巣中の林分の林内雨に由来するこれらの寒天培地

に， 22菌株を接種して 20℃の暗黒下で培養し，菌糸の直径

成長速度を比べた。その結果，菌糸の直径成長速度は，対照

区の培地に比べて営巣中の培地で有意に低下した（図 4)。

同様に，対照区の培地と営巣中の培地において，ガス滅菌し

たヒノキ落葉に 13菌株を接種し， 20℃の暗黒下で 12週間培

養したときの落葉の分解活性を調べた（図 s)。その結果，

培養期間における落葉の重量減少率は，対照区の培地に比べ

て営巣中の培地で有意に低下した。落葉の化学分析により，

分解にともなうリグニン，全炭水化物（主にホロセルロー

ス），全窒素の重量変化を調べた。その結果， リグニンと窒

素の重量減少率は，対照区の培地に比べて営巣中の培地で有

意に低下した。一方，全炭水化物の重量減少率は培地間で有

意差が認められなかった。以上の培養試験により，カワウの

フンは培養菌株の菌糸成長とリグニン分解活性を抑制し，落

葉からの窒素の放出を抑制することが示された。

野外で，菌糸がカワウのフンに由来する窒素をどの程度利

用しているのかを調べるため，対照区および営巣中と営巣後

の林分において菌類の子実体を採取し，窒素安定同位体比を

測定した（図 6)。その結果対照区では菌類の子実体の値

は降水と同程度であったが，営巣段階にともなって増加し，

フンの値に近づく傾向が認められた。このことは，カワウの

営巣林において菌類がフン由来の窒素を吸収し利用している

ことを示唆している。

5. リター分解の変化

対照区と営巣中の林分におけるヒノキ落葉・落枝の分解プ

ロセスをリターバッグ法により調べた。 2年間にわたる分

解実験により，営巣中の林分では対照区に比べて，落葉・落

枝の重量残存率が高く分解が遅くなることが明らかとなった

（図 7)。この営巣中の林分における分解速度の低下は，見かけ

上のリグニン分解の抑制により引き起こされていた（図 7)。
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培地

図 4 林内雨で作成した培地における分離菌株の菌糸成長速度
値は 22種の平均士標準誤差 (Osonoet al., 2006b) 
危険率 5%で有意差が認められた。
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落葉分解苗（■)とヒノキ落葉（●)・林床有機物(•). 木材
腐朽菌（口）と粗大枯死材 (0), および降水とフンのデータを
示す。値は平均士標準誤差 (Osono,2012)。

すなわち，営巣中の林分では対照区に比べてリグニンの残存

重量が大幅に多くなっており，特にビノキ落葉では分解 2年

目になるとリグニン量の純増加が認められた。

全窒素量は，ヒノキ落葉・落枝のいずれにおいても，対照

区では分解にともなって減少したが，営巣中の林分では分解
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にともなって純増加した（図 s)。落葉・落枝の窒素安定同

位体比の値は，対照区では林外雨の値に近かったが，営巣中

の林分でフンの値に近づいていたことから，フン由来の窒素

が落葉・落枝に不動化されていることが示された（図 s)。

営巣林におけるリグニンの純増加，窒素の純不動化，およ

び落葉・落枝の分解速度の低下は相互に密接に関連している。

ここでいうリグニンは熱硫酸に不溶の残涜（酸不溶性残流，

クラーソンリグニンともよばれる）として定量していること

から，営巣中の林分における純増加には，窒素を含む難分解

性有機物の二次的な合成が関わっている可能性が考えられ

る。事実，営巣中の林分で分解したヒノキ落葉・落枝では，

酸不溶性残流自体の窒素安定同位体比がフンの値に近づいて

いた (Osonoet al., 2006a)。この結果は，フン由来の窒素が

菌類の分解にともなって難分解性の物質に変換されることを

示唆している。

6. リター動態モデル

以上の落葉と落枝の分解に関する実証データに，粗大枯死

材のデータ (Katsumataet al., 2015) を加え， 3タイプのリター

の動態について解析した。カワウの営巣数と，土壌における

リター量．およびリターに含まれる窒素最の関係を記述する

経験的な数理モデルを作成した (Osono,2012)。このモデル

は3つの線形モデルからなる。 1つ目は林分レベルでのカワ

ウの営巣数とリターフォール量との関係を記述した線形モデ
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図7 分解にともなうヒノキ落葉・落枝の残存重量の変化リター
全体（左）とリグニン（右）の 2年間にわたる変化を示す。対
照区の落葉（■)，営巣中の落葉（●)，対照区の落枝（口），営
巣中の落枝 (0)。値は平均士標準誤差 (Osonoet al., 2006a)。
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図8 分解にともなうヒノキ落葉・落枝の窒素の変化全窒素量
（左）と窒素安定同位体比（右）の 2年間にわたる変化を示す。
シンボルは同 7と同じ。値は平均士標準誤差 (Osonoet al., 2006a)。

ル（藤原・高柳， 2001), 2つ目は時間経過にともなうリター

残存量の変化を記述した指数モデル， 3つ目は時間経過にと

もなうリター中に含まれる窒素量の変化を記述した線形モデ

ルである。以上により，次に述べる 4つの主な結果が得られた。

・リターフォール直後は 3タイプのリターのうち落葉が量的

に多いが，分解開始から 10年が経過すると落葉はほとん

ど分解されて，量的な貢献はほとんどなくなる（図 9)。-

方で，落枝と枯死材は分解が遅く， 10年H以降は量的に主

要な構成要素となり，長期的な土壌炭素の貯蔵庫となる。

．窒素についてみると，落葉では分解開始から 2年で純不動

化が起こるため，落葉は一時的な窒素の貯蔵庫となるが，

その後は分解にともない放出されるため分解開始から 10

年目には量的な貢献はほとんどなくなる。一方で，落枝は

比較的ゆっくり分解しながら窒素を純不動化するため， 10

年目以降は窒素の主要な貯蔵庫となる。枯死材は窒素濃度

が低く，窒素の保持に対する量的な貢献は小さい。

• 伊崎半島の平均的な営巣数である 200巣/haのとき，リター

フォールとして供給される落葉と落枝に不動化される潜在

的な窒素羅は，それぞれ 10.3と7.2kg/haと推定された。

これらの値は，営巣中の林分において，カワウの繁殖期に

土壌に供給されるフンに含まれる窒素量 (Kamedaet al., 

2006) のそれぞれ 4.1%, 3.0%に過ぎない。このことは，

カワウの活動にともなうリターフォール星の増加は，フン

として供給される窒素の 7%程度しか保持できないことを

示唆する。フン由来の窒素の大部分は，落葉や落枝に不動

化されることなく土壌深層や水域へと流亡するか (Hobara

et al., 2005), アンモニア揮散により大気中に移動すると考

えられる。

カワウの営巣林では，カワウの積算営巣数が 800巣/haに

達すると，落葉のリターフォール量が， ヒノキ林分に保持

される推定葉量とほぽ等しくなる。つまり， ヒノキの光合

成器官である葉がすべて折り取られて林床に供給される状

況となりうる。ヒノキは萌芽性を持たないため，葉をすべ

て折り取られると枯死する。事実，伊崎半島のなかで最初

にカワウが営巣した林分では， 269巣/haに達する営巣が

4年にわたり継続してみられた後，林分レベルでのヒノキ

の枯死が進行した（藤原・高柳， 2001)。
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図9 営巣中の林床に供給されたリターの残存量と窒素量の変
化予測の例
Osono (2012)のモデルにより， 200巣/ha(伊崎半島の平均営巣
数）として試算した。
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7. おわりに

本研究では，カワウの営巣とそれにともなう過剰な窒素の

供給が，菌類の群集組成と生理活性の変化を通じて， リター

の分解プロセスを変化させ，それが林床におけるリターとフ

ン由来の窒素の集積と，炭素と窒素のターンオーバーの低下

を引き起こすことを実証した（図 10)。カワウによるフン供

給は， リター分解に関わる菌類のバイオマス（菌糸量）の減

少，多様性の増加およびリグニン分解菌の消失と糞生菌の

増加を引き起こした。これには，フンの添加により菌糸成長

やリグニン分解活性が抑制されるという生理活性の変化が関

わっている。フン供給にともなう富栄養化は，菌類の生理的

な変化を引き起こすことで種間関係を変化させたと考えられ

る。これらの群集や生理活性の変化は，分解速度の低下， リ

グニン分解の抑制，およびフン由来の窒素の難分解性物質へ

の不動化といった菌類群集の機能的な変化を引き起こした。

このような菌類による分解プロセスの変化により，カワウに

より折り取られたリターや，フン由来の窒素は，林床に数十

年の時間スケールで保持されるものと予想された。

森林土壌への過剰な窒素供給は，鳥類の集団営巣に限らず，

酸性雨やし尿散布などとして世界中で行われている。それら

にともなう土壌の変化は，物質循環や土壌の化学性の変化と

して評価されることがほとんどだが，土壌生物と関連づけて

変化のメカニズムを実証した例はほとんどない。本研究の結

果は，過剰な窒素供給が菌類の生理学的• 生態学的な変化を

介して土壊レベルでの変化を引き起こす生物学的なメカニズ

ムを理解する上で，有用な示唆を与えてくれるものと期待さ

れる。

カワウの営巣
過剰な窒素供給、、

菌類の群集組成
バイオマスの減少
多様l生の増加

リグニン分解菌の消失
・糞生菌の増加

ヽ

... 菌類の生理活性
菌糸成長の抑制

リグニン分解力の低下
糞由来の窒素の利用

、
L

分解プロセス
リター分解速度の低下
リグニン分解速度の低下
糞由来の窒素の不動化

↓ 
生態系レベルでの変化

林床におけるリターと糞由来の窒素の集積
炭素と窒素のターンオーバーの低下

図10 カワウの営巣と過剰な窒素供給が，菌類の変化を通じて
生態系レベルでの変化を引き起こすメカニズムの概略固
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要 旨

カワウの営巣とフンによる過剰な養分供給を受けているヒ

ノキ人工林を対象に，リター分解に関与する菌類群集の変化，

菌類の生理生態的な応答， リター分解プロセスの変化を実証

的に明らかにした。営巣林では，カワウの営巣がみられない

非営巣林に比べて，落葉・落枝に含まれる菌糸量が減少し，

菌類の種数，多様度指数均衡度が増加した。営巣林では種

組成も大きく変化し，特に営巣中の林分ではリグニン分解菌

が減少し糞生菌が増加していた。フンを含む寒天培地での培

養試験により，カワウのフンは培養菌株の菌糸成長とリグニ

ン分解活性を抑制することが示された。野外で採取した菌類

子実体の窒素安定同位体比の測定により，営巣林では菌類が

フン由来の窒素を吸収し利用していることがわかった。リ

ターバッグ法による 2年間の分解実験により，営巣林では非

営巣林に比べて，落葉・落枝の分解が遅くなること，この分

解速度の低下は見かけ上のリグニン分解の抑制により引き起

こされることと，フン由来の窒素が落葉・落枝に不動化され

ていることがわかった。以上のデータと数理モデルにより，

営巣林の林床におけるリターと窒素の長期的な集積のパター

ンを予測した。
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