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研究資料 (ResearchmateriaD 

ブナ天然林に開設された林道沿いにおける
ブナ衰退木の水分生理状態と大型菌類相

市原 優1)*・市原裕子 2)・升屋勇人 3)・窪野高徳 3)

Thee背:ectof constructing a road in a natural beech forest 
on the population of Fagus crenata and variety of fungal flora 

Yu ICHIHARA1
)*， Yuko NISHIYA側 ICHIHARA2

)，
Hayato MASUYA3) and Takanori KUBON03) 

Abstract 

A decline in the canopy tr，巴epopulation and a change in the for巴:stf!oor vegetation were observed around a forest road 

constmcted in a natural beechゐlrest.In order to elucidate the effect of forest road constmction on the surrounding trees and 

fungal f!ora， we measured the water status of Fagus crenata Blume trees using P-V curve method and surveyed the larger 
fungal species growing around the forest road. The water status of the F crenata trees， whos巴populationhad declined， in a 

forest-edge plot was lower than that of the healthy trees growing on a closed句 standplot. This indicates that F crenata trees 

growing along the for巴stroad underwent water stress. The larger fungal species in th巴forest-edgeplot was less diverse than 

the species in the closed-stand plot 抗orethan half of these larger fungal species differed betwe巴nthe forest-悶edgeand closed制

stand plots. It is thought that th巴f!oraoflarger fungi may be affected by a change in forest f!oor vegetation and the environment 

induced by forest road constmction 

Keywords:ぬrestroad， Fagus crenata， natural forest， iorest decline， water stress，おngalf!ora 

ilItヒ2
3ζ 臼

林道開設がブナ林の生態系に与える影響を明らかにするための予備的調査として、ブナ天然林内に開設
された林道周辺において、林道沿いの林縁と林内でのブナの健全度、およびその水分生理状態を比較する
とともに、大型菌類の種類相を比較した。林縁と林内の調査木における P-V曲線法により求めた水分特性
値は、林内の健全木に比べ林縁の衰退木の方が有意に低い値を示したことから、林道沿いにおけるブナ林
冠木の衰退木は林内の個体に比べて強い水ストレス下にあることが明らかにされた。また、大型菌類子実
体発生調査の結果、林縁の出現種数は林内より少なく、共通種の割合も低かった。このことから、林道開
設により林道沿いでは大型菌類相が影響を受け、林内と異なる可能性が示唆された。

キーワード:林道、ブナ、天然林、森林衰退、水ストレス、大型麓類相

はじめに

森林内に開設された道路沿いでは、植生変化や林冠木

の衰退が発生し、問題となっている。このような道路開

設による周辺植生の変化や林冠木の衰退は、道路開設直

後に認められるものであるが、高標高の天然林でとく

に開題となっており、立山スカイラインや富士山スバ

ルラインの例が知られている(前田ら， 1998;丸山ら，

1984 ;豊岡ら， 1988a， b)。日本の冷温帯を代表する森

林であるブナ林においても、林道開設に伴って、下層植

生の変化や、枝葉の密度減少などのブナ林冠木の衰退や

枯死が観察される(亀山， 1976;中島・大宮， 2008)。

このような林冠を構成する樹種の維持と回復は、生態系

を保全するために必要であるが、林道潤設に伴う鹿辺の

変化については植生調査に偏っており、それ以外の影響

については十分に調査されているとは蓄えない。林道沿

いのブナ林環境を維持・屈復するためには、林道開設が

植生や生物多様性に与える影響や、林冠木であるブナの

衰退メカニズムを明らかにする必要がある。衰退木の生

理変化を調査した研究では、林道開設後に衰退した針葉

樹は水分生理状態が悪化しており水ストレス下にあるこ
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とが明らかにされているが(西谷ら. 1998a)、京葉樹

のブナ衰退木でも同様の績向があるかについては、まだ

明らかにされていない。また、林道開設後の植生変化

については多くの報告があるのに対して(亀山. 1976; 

中島・大宮. 2008)、菌類相に与える影響については調

査例が非常に少ない。ブナは外生菌根を形成する樹種で

あるため(小川ら. 1981)、ブナの衰退が菌類相の変化

に影響を与えている可能性も考えられる。本研究では、

林道開設がブナ林の生態系にどのような影響を与えるか

を明らかにするための予備的調査として、ブナ天然林内

に開設された林道周辺において、林道沿い(以下、林縁)

と林内での植生、ブナの健全度、およびその水分生理状

態を比較するとともに、大型菌類(きのこ)の種類栢を

比較した。

材料と方法

調査は青森県中津軽郡西目屋村のブナ天然林に開

設されたトラノ沢林道 (N40
0

33' . E1400 10' .標

高 570m)沿いで、行った (Fig.1)。トラノ沢林道は、白

神山地世界自然遺産指定地域の北方を東商に通過する白

ライン(県道 28号線)を起点として 1988年度に建

Fig. 1.調査地の位置と地形概略図
Location and a topographic diagram of the forest-edge 
and closed-stand plots around Toranosawa forest road. 

設された1福3.7mの林道であり、周辺のブナ林は育成天

然林施業地となっている。トラノ沢林道は、その起点A

地点から約 225mの聞は、林道の両側に沿って林道か

らブナ成木の連続した林冠のある林内までの約 20m聞

に、ブナ成木が点在しタニウツギやリョウブなどの謹木

の生い茂った平坦地がある。トラノ沢林道から東側へ約

20m以上離れた平坦地のブナ成木林冠下は過去の択伐

により低木密度が高かったが、隣接する尾根上は施業が

行われておらず低木密産が低かった。本調査では起点A

地点から林道沿い約 140mまでの林道両側の林床に濯

木が生い茂った部分を林縁プロットとし、比較対照とす

る林内プロットを隣接する尾根を含んだ閉鎖林内に設定

した (Fig.1)。林緑プロットと林内プロットの商積はそ

れぞれ 3804m三1493m 2である。なお、 Fig.1の作

成には国土地理院電子医土を利用し、落葉期にハンディ

- GPS (巴TrexLegend HCx， Garmin Inte出 ational，Inc.， 

U.S.A.)により得られたフロット外周の地点からカシミ

ール 3D(Ver. 8.8.2)を用いて作図し面積を求めた。

林誠におけるブナ成木の衰退状況を把握するために、

林縁と林内のブナ林冠木の枝葉の状態と幹の傷等につい

て、 2001 年 8~9 月に目視による評価を行った。林縁

の調査個体は林縁プロットに加えて A地点から B地点

(起点から 356m地点)の林縁木 37個体、林内の調査個

体は林内プロット内の 24個体とした。

林縁の衰退水の水分生理状態を把援するため、林縁

プロットの枝葉の密度が低い衰退木4個体(Dl、 D2，

D3、D4) と、林内プロットの健全な 3個体 (Cl、C2、

C3) を調査木とした。 D1、D3および D4は樹幹の樹

皮に傷があり、 D2とD3は葉が小さかった。 2000年 8

月7日に、各百!苦査木の地上 8m高付近の日当たりの良

い枝先を約 15cm採取した。各試料は実験室に持ち帰

り、暗所で充分吸水させた後、プレッシャーチャンパ

ー (Model-600ヲPMSInstrument Co.， U.S.A.)を用いて、

手V曲線法により萎鴻点の水ポテンシャル('I'w
t1p

) と飽

水時の浸透ポテンシャル('I's削)の水分特性イ践を測定し

た (Scholanderet alヲ 1965;Tyr巴eand Hammel， 1972)。
林道から林内へかけての植生変化を 2000年 8月7

自にライントランセクト法を用いて調査した。調査ライ

ンは林道から林内に向かつて設定し (Fig.1)、トランセ

クト1揺は 2mとして、各トランセクト内において斜距離

2m毎に、地上高 1.3m以下のシダ以上の高等植物を草

として被度を記録した。同様に、地上高 1.3m 

の下層植生を低木層、林冠下部まで、の個体を亜高木層、

および林冠を構成する個体を高木層とし、樹種ic?記録し

た。

大型菌類(きのこ)の種組成を林縁と林内で比較す

るために、林縁プロットと林内プロットで主に地面から

発生した大型蕗類子実体について、 2000~ 2002年の

7~ 10月に 6回調査し、発生した種を記録した。大型

菌類の同定には、今関ら(1988)を主として今関・本

郷(1965)、今関・本郷(1987)、本郷(1994)、および

工藤ら(1998)そ参熊し、リストの作成には Kirket al. 

(2008)の分類体系を採用した。

結果と考察

林道周聞のブナの健全度を調査した結果、林縁の調査

木では全個体で枝葉の密度が少なく、 95%の個体で葉が

さくなっており、外観的な衰退が認められた (Table

1)。林緑の調査木では 62%の個体で幹の傷や根切り痕

が観察された。林縁の有傷だった 23個体の内訳は、幹

上部に傷のある個体 6本、根元に傷のあった倒体 6本、

ワイヤー痕 i本、根切り痕 12本だった。根切り痕はト

森林総合研究所研究報告第 8巻 3号， 20091
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Tabl巴 lブナ天然林に開設された林道沿いにおける林縁と林内
のブナの外観的状態

Profiles of the obs巴rvedFagus crenata trees in forest 
edge and c10sed stand around a forest road constructed 
in a natural beech forest 

林縁 林内
forest司 edge c1osed-stand 

個体数(本) 37 24 

Number of observed trees 
平均胸高直径 (cm) 51.0:t21.7 62.5:t 17.9 
DBH土S.D.

枝葉低密度(%) 100 4 

Low density ofleaves and twigs 

菜の小型化(%) 95 4 

Smallleaves 

枝伸長不良(%) 100 4 

Short twigs 

幹・根に有傷(%) 62 8 

Wounds on trunks and roots 

Table 2.調査木の外観と P-V曲線法による水分特性値

Profiles and water r巴lationparameters of Fagus crenata 
trees in forest-edge and closed-stand plots around 
a forest road constructed in a natural be巴chforest， 
calculated from P-V curves. 

林縁 林内 p 

Forest-edge Closed-stand 

調主主木本数(本) 4 

Number oft同国

胸ifHti径 (cm) 79.8土13.5 71.5土8.01

DBH 

萎測点のノkポテンシャル('1'，均)(MPa) -2.77士0.03 -2.58士0.02 く 0.01

Water potential at the tugor loss point 

飽水Ifi干の浸透ポテンシャル('1'，'"')(MPa) ー2.27土0.01 -2.08士0.03 < 0.01 

Osmotic potential at full sa加ration

数値は平均11在土際ejll誤差を示す。プロット|需の有意差は t検定による。

Values are means土standarderror. Significant differences between plots were 
evaluated by Student's t test 

ラノ沢林道西側にある作業道の脇にある調査木に認めら

れた。 B地点付近の法面上部の毘根上は風当たりが強い

と思われ、ここにある衰退木のほとんどでは幹の傷がな

かった。なお、 2008年まで調査地の林縁では枯死木は

発生していない。

林縁と林内の調査木における P-V曲線法;にこより、'I'干均

と 1可v』F/sS&削t

内の健全木Lにこ比べ林縁の衰退木の方が有意に{低丘い値を示

した (αt検定、 pく0.01ο)。強い水ストレス下にある樹木ほ

ど、これらの値が低下することが知られていることから

(Scho1ander et al.， 1965; Suzuki， 1992)、林道沿いの林縁

の衰退木では林内の健全木に比べ、強い水ストレス下に

I Bulletin ofFFPRI， Vo1.8， No.3， 2009 

あることが明らかにされた。また、 VwtlPとVssatの値が

低いほど耐乾性が高いことから(畑野・佐々木， 1987)、

林縁木は水ストレスに対して葉の耐乾性を大きくする適

応を行っていると考えられる。森林伐採を伴って建設さ

れた林道沿いや、風倒木により疎開した林分の針葉樹で

は衰退がみられ、水分生理状態の悪化と関連している

(Fukuda et al.， 1997;西各ら， 1998a)。これらの衰退要

図として、盛土による根系の障害や林冠疎開に伴う環境

変化が考えられている。また、都市緑化樹で、も衰退と水

分生理状態との関連が認められ、踏圧による影響がある

と考えられている(市原， 2005;商谷ら， 1998b)。本

研究では、林道路設に伴う土壌の乾燥や風通しの変化等

の環境変化、工事の際の根切り等による傷害などの要因

によって、林縁におけるブナ成木の水分生理状態が悪化

し、衰退が生じたと考えられた。

林道から林内にかけての植生調査の結果、総出現種数

は木本 31種、革本 17種の計48揮であった (Tab1e3)。

革本層では、林縁ではクマイチゴ、タニウツギ、ヨツ

パヒヨドリ、オオバコなどが、林内ではチシマザサ、ハ

イイヌガヤ、ヒメモチなどが特徴的に出現し、林道から

1O ~14m付近をはさんで下層植生の差異が認められた。

低木層でも同様に、林道から 12m付近まででタニウツ

ギ、コシアブラ、リョウブ等の母木が多かったが、 12m

付近よりも林内ではオオパクロモジやオオカメノキ等が

多く、林道からの距離によって差異が認められた。亜

高木層は、林道から 10mまでにホオノキとウダイカン

パ、 10mよりも林内でブナ、ウワミズザクラ、タムシパ、

オオカメノキ、オホノキおよびウダイカンパが認められ

た。高木層では、林道から 20m以降にブナ、ハリギリ、

ホオノキおよびアズキナシが認められた。林縁では林内

に出現しない撹乱地に依存する種が多く見られ、林縁と

林内の植生には明瞭な差異が見られた。

大裂菌類子実体発生調査の結果、総出現種数は 70種、

林縁では 39種(1.0種 1100m2)、林内では 53種 (3.5

種 1100m2) と、林縁の出現種数は林内より少なかった

(Tab1e 4)。また、両プロットの共通語は 22種(全体の

31.4%)、林縁のみに見られた種は 17種、林内のみに見

られた種は 31種だった。ブナと菌根を形成すると考え

られるベニタケ科やイグチ科、テンググ、タケ科でで、は (ω
川， 1980; Mo1ina et al.， 1992 ; Smith and Read， 1997)、

林縁と林内でそれぞれの科における共通種が出現種数の

50%未満だった。このことから、林道開設により、林道

周囲において大型菌類の種組成が影響を受ける可能性が

示唆された。しかし、本研究における大型蕗類相調査結

果は、種組成を把握するのに十分な謂査回数と面積かど

うかを検討していないこと、消雪直後と晩秋の調査をで

きていないこと、およびブ。ロット間で面積が異なりプロ

ット内のばらつきも検討できていないことにより、大型

菌類相の十分な比較ができていないと思われ、今後より

詳細に調査を行う必要がある。
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Table 3ブナ天然林に開設された林道からの距離毎の革本層および低木層の種別稿被率

Veg巴tationcover of forest floor vegitation and lower tree class in a line transect from forest road to closed stand in a natural 
be巴chforest 
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種

Species 

革本殿 herblayel 

木本 woodyplants 

ヤマモミジAceramoenum vm: matsumurae 

オオパスノキ均CCII1111!1lsnαllii 

タムシパ Magnoliasalicifoliα 

チシマザサ Sasakurilensis 

ツタウlレシ Rhusambiguo 

ハイイヌガヤ CephalotaxlIsharringtonia var. nanQ 

ツルアジサイ Hydrang四 petilaris

オオカメノキ ViburnurnんrcatU1J1

ヒメモチ !lexlellcocla吋b

オオバクロモジLin必raumbelata var. membranacea 

アズキナシS仰古lISαInI戸lia

ヒメアオキAlIcllbafψonIcavar. b01四 lis

コシアブラ Acanthopanaxsciαdophylloides 

ナナカマド Sorbuscommixta 

タラノキ Araliaela伺

ヤマウルシ Rln日 tricho印 Ipα

ハリギリ Kalop叩旧xpictus

ウワミズザクラ Prunusgrayana 

ブナ Faguscrena臼

イタヤカエデA正er1110110 var. marmOfてatumfdissec!um 

ホオノキ Ma宮町liaobo~ αla 

リョウブ Clethrabarvinervis 

ヒナウチワカエデ次回 temutfo!ium

ノリウツギH戸古"angeapaniculata 

イワガラミ ScllIZI句lhragmαhydrangeoides

ノ、ウチワカエデAcerj中開lcum

エゾアジサイ Hyd叩 ηgeaserrata var. megaωrpa 

タニウツギ日告igelahortensis 

クマイチゴRubuscrataeJ.;i(olius 

JW本 herb

タチシオデSmif，ω IllPIフOI1lCα

ウスパサイシン Asiasarumsieboldu 

ユキザサ Smilacinajaponica 

ミヤマシシガシラ Struthiopleriscas!，削叩

シダsp.Ple円dophylessp 

ブツキソウ Pachysandraterminolis 

ノブキ Adenocaulonhimalaicul1l 

ナデシコ科sp.1Caηophyllaceae sp.1 

ウド Araliαcordata

スミレsp.Viola sp 

イネ科キピ認 sp.Panicul1l sp. 

ススキ Miscanthussinensis 

ヨツパヒヨドリ Eupatoriull1chinense subsp. sachalinense 

オオバコ Plal1lago山田11叩

ヨモギArl日nisiaprinceps 

ナデシコ科 sp.2Cmyophyllaααe sp.2 

種数 Numberof species 

椴被率 Vegetationcc、町 φも)
低木府 shrublay町

ホオノキ Magnoliaobovatα 

オオパクロモジ Lin吋白刀 umbela的、ar.membranacea 

オオカメノキ ViburJlllll1furcαtWl1 

マユミ Elωnymussieboldianus 

ウワミズザクラ PrUl1ZISgra.戸問。

ブナ FagusCl回 目的

タムシパ Mαgnoliasalicifoliα 

リョウブα'ethrabarvinervis 

ヤマウルシ Rhl日 trichocalpa

エゾアジサイ Hydrm怒叩sen刀印、ar.megacmpa

コシアブラ Ac削 thopanaxsciadophylloides 

ノリウツギ均品川rgeσpaniculata 10 

タニウツギ}伶igelahorlensis 10 20 40 30 

種数 Numberof species 4 

数値と十(く1%)は嫡被率(%)を示す。 Eachvalue and + (く1%) indicate、egetationCQver (%)。
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林緑 林内

Forest- Closed同

edge stand 

十

+
ム
ナ
ム
ナ
ム
ナ

ート

十

十

十

+

+

+

十

十

十

十

十

十

+

+

+

+ 

+ 

十

十

十

+ 

十
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+

+

+

 

→ト

十

+ 

ASCOMYCOTA 

PEZJZOMYCOTINA 

LEOTIOMYCETES 

LEOTIALES 

ズキンタケ科 Leotiaceae

アカエノズキンタケ Leotiastipi臼la

HELOTIALES 

ビョウタケ平干 Helotiaceae

クチキトサカタケ Ascoc!avulinasakaii 

PEZIZOMYCETES 

PEZIZALES 

ノボリリュウタケ科 Helvellac田 e

ナガエノチャワンタケ Helνellarnacropus var. macropus 

百lee自己'ctof construc出ga road in a natural beech forest 

onせlepopulation of Fagusα-enata and variety of fungal丑ora

Table 4.ブナ天然林に開設された林道沿いの林縁と林内における大型菌類の種組成
Fungal species in forest-edge and c1osed-stand plots around a forest road constracted in a natural be巴chforest 

種 林縁 林1有 種

Forest- Closed-

edge stand 

AGARICOMYCETES 

BOLETALES 

イグチ科 Boletaceae

キイロイグチ PIIIνerobo/etusravenelii 

ウツロイイグチXanthoconIufl1affine 

アシベニイグチ Bolell日 calopus

キアミアシイグチ BoleflfSornatipes 

ミヤマベニイグチ Bolelellusobscurecoccineus 

アヤメイグチ BoletellusChl)Jsenteroides 

アカヤマドリ Leccinum出 tremiorientale

オクヤマニガイグチ Tylopilusrigens 

ヒダハタケ科 Paxillaceae

ハンノキイグチ Gyrodonlivid出

RUSSULALES 

ベニタケ科 Russulaceae

アカカノtイロタケ Russulacompacta 

オキナクサハツ Rus.山 lasenecis 

シロノ、ツ Russuladelica 

クロノ、ッ Ru品 ulanigricGns 

クサハツモドキ Russulalaurocerasi 

ドクベニタケ Russulaemetica 

カワリノ、ッ RlIssulacyanoxantha 

ニシキベニハツ Russulaνeternosa

ケシロハツ Lactariusνell日開S

クロチチタケ LactarIuslignyotlσ 

ヒロハウスズミチチタケ Lactariusslfbplinthogahls 

ウスイロカラチチタケ Lαctariuspterosporus 

キチチタケ LactarIuschrysorrhe削

CANTHARELLALES 

カレエダタケ科 Clavulinaceae

カレエダタケ Clavulinacristata 

カノシタ科 Hydnaceae

カノシタ Hydnumrepandum 

GOMPHALES 

ラッノtヲケ科 Gomphaceae

カレキノホウキタケ Ramariaνel'salilis

Species 

十

十

十

十

十

十

+

+

+

+

+

+

十

ム

ー

+

十

十

+ 

+ 

十
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十
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+

+

十
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+ 

十

十

十

+ 

十

十

÷

+ 
ムト

十

→ 

? 

+ 

Species 

BASIDIOMYCOTA 

AGARICOMYCOTINA 

AGARICOMYCETES 

AGARICALES 

シロソウメンタケ科~ Clavariaceae 

ベニナギナタタケ Clavulinopsismiyαbe，αna 

キソウメンタケ Clavulinopsishelvola 

シロヒメホウキタケ Ramariopsiskunzei 

ナヨタケ科 Psathyrellaceae

ムジナタケ LaC1ymarialaC1ア'Jnabllnda

コナヨタケ Psalhyrellaoblllsalα 

フウセンタケ科 Cortinariaceae

ニセマンジュウガサ Corlinariusallutus 

カワムラフウセンタケ CortinariuspW]JlIrascens 

ツバフウセンタケモドキ Cortinarillssubarmilllι7tUS 

ムラサキアブラシメジモドキ Cortina円 llSsalor 

クロトマヤタケモドキ lnocybeCInCInnata 

ヒドナンギウム科 Hydnangiaceae

キツネタケ Lαccarialaccata 

カレパキツネタケ Laccariavinaceoavellanea 

ハラタケ科 Agaricaceae

ホコリタケ Lycoperdonperlatum 

キホコリタケ Lycoperdon平αdiceum

ヌメリガサ科 Hygrophoraceae

アカヤマタケ Hygroιybeconica 

アキヤマタケ Hygrocybefla間町田IS

ベニヒガサ Hygrocybecanlharel/lIs 

コベニヤマタケ Hygrocybeimazekii 

ベニヤマタケめ!grocybecocCIn叩

ダイダイヒメノカサ Hygrocybevenusta 

キシメジ手ヰ Tricholomataceae

カヤタケ Clitocybegibba 

アマタケ Gymnopuscoη(Iuens

モリノカレバタケ Gymnopusdtyophila 

タマツキカレバタケ Collybiacookei 

クヌギタケんかcenagalericulata 

アシナガタケ Mycenapolygramma 

ウスキブナノミタケ A今'cenalllteopallens 

サクラタケ Mycenapura

トメパリタケ科 Physalacriaceae

ナラタケ Armillariamelleα 

ナラタケモドキ Armillariatabescens 

ホウライタケ科 Marasmiaceae

オオホウライタケ l¥1arasmiusmαXUllUS 

ヒラタケ科 Pleurotaceae

ウスヒラタケ Pleurotuspulmollαn附

テングタケ科 Amanitaceae

テングタケ Amanitapantherina 

タマゴうtケAmanitahemibαIpha var.lzαmibapha 

タマゴタケモドキノ1manitasubjunquilleα 

ヒメベニテング空ケ AmanItarubrovolvata 

コガネテングタケ Amani臼flavip出

ドタツノレタケ Amanitavirosa 

ドウシンタケ Amanitaesculenta 

ツルタケ Amanitavaginata var. vagu悶 la

カパイロツルタケ Amanitavaginata var.fulva 

コナカブリペニツルタケ Amanitaparciνolvata 

+ 

53 

十

39 極数 Numberof species + 

縁の瀧木が密に生い茂っていることも大型菌類相に影響

している可能性も考えられる。一方、マツ材線虫病によ

るアカマツの衰退林分では微被害林分に比べ菌根性の大

型菌類子実体が少なくなっており CUgawaet al.， 2009)、

宿主樹木の衰退が菌根性の菌類子実体発生に影響してい

る可能性が示唆されている。林禄のブナの衰退が菌根性

の大型菌類相に影響している可能性も考えられるが、本

研究はプロット数が少ないことからより多くの事例を積

ブナ、イヌブナ天然林と問一地域のヒノキ人工林では

大型菌類の積類相が大きく異なっていることや(小川

ら， 1981;山家ら， 1981)、様々な桶生タイプの森林毎

に大型萄類相が異なっていることが知られており(宮崎，

2000 ;岡部， 1979)、本研究において林縁と林内で植生

が異なっていることが大型菌類相の差異に影響している

と考えられる。しかし、槌生の低木麗が大型菌類相に与

える影響も大きいと考えられており(岡部， 1984)、林

IBulleti~ ;fFFPRI， Vo1.8， No.3， 2009 
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み重ねる必要がある。

本研究ではブナ林に依存する大型闘類のうち絶滅危慎

種(環境庁自然保護局野生生物課， 2000) となってい

るクチキトサカタケが林内で見いだされたが、近接する

林縁では認められなかった。このことから、林道開設に

よる大型菌類杷の変化は絶滅危慎種の発生に影響する

能性が考えられる。今後、ツキヨタケなどクチキトサカ

タケ以外のブナ林に関連する数種類の絶滅危慎種(環境

庁自然保護局野生生物課， 2000)についても詳細な調

査が必要であろう。

本研究により、ブナ天然林に開設された林道沿いにお

けるブ、ナ林冠木の衰退木は林内の個体に比べて強い水ス

トレス下にあることが明らかにされた。また、林道開設

により林道沿いでは植生だけでなく大型菌類相が影響を

受け林内と異なる可能性が示唆された。今後、より多く

の林道について林冠木や下窟植生、菌類多様性等の潤辺

生物相へ与える影響を明らかにする必要がある。
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