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To investigate the effect of th巴terres仕ialcyanobacterial mat "Ishikurage" on the growth of the ]apanese pampas 

grass， Miscanthus sinensis， we conducted a pot experiment with two infertile soils， granitic soil and volcanic d巴posits.

"Ishikurage"， composed of Nostoc sp.， was collected from the campus of Yamaguchi University. Four experimental 

treatments were conducted: control，仕eatmentwith ammonium nitrate， treatment with dry sterilized“lshikurage"， 

and treatment with live ペlshikurage".After three or four months， total dry weight of plants in the仕田町lentwith live 

"Ishikurage" as well as that in the仕eatinentwith ammonium ni仕atewas higher than the control廿eatment.That in 

the仕田恒lentwith dry sterilized "Ishikurage" was the highest of all. From the results of the ni仕ogendynamics， it was 

evidentthattheinαease of plant growth in these terms result巴dfrom the uptake of organic ni仕ogenleached from the 

dry sterilized“lshikurage" into the soil and the nitrogen mineralized from that in the application with a dry sterilized 

one. The increase of total nitrogen in the pot in the treatment with live "Ishikurage" was the highest of all. This 

demonstrates the excretion of nitrogen fixed by live "Ishikurage" and the mineralization of "Ishikurage" itself. From 

these results， it is anticipated that官hikurage"can be used as an effective natural material resourc巴ofni廿ogenfor the 

rapid recovery of vegetation in infertile devastated sites. Live "Ishikurage" effectively increases the total nitrogen in an 

infertile ecosystem. 

Key words : Ishikurage， Nostoc sp.， ]apanese pampas grass， mineralization of ni仕ogen，ni廿ogen
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1.はじめに

近年，地球環境の悪化や不適切な土壌管理により，砂漠化

などの土壌劣化が進行し，世界的な問題となっている。この

ような荒廃土壌を緑化するために 様々な緑化資材や技術が

開発されている。そのなかでも，根粒菌，フランキア，外生

菌根菌，アーパスキュラー菌根菌 エンドフイティック窒素

2009年8月25日受付・ 2010年1月12日受理
* Corresponding author. 

固定菌およびラン藻などの植物の定着や生育を促進する微生

物の利用が検討されている(Allen，1989;西津ら， 1995;田

中ら， 1996 ; Haselwandter and Bowen， 1996 ;丸本ら， 1999 ;南

津， 2003 ;大森と犬伏， 2004)。これらの微生物により，植物

の定着・生残性の増大，養分吸収・生育促進が生じ，植生の

早期回復に効果的に機能すると考えられている。日本圏内

においても，道路法面や火山性荒廃地などを緑化する際に，

これらの微生物が利用されている(西津ら， 1995 ;丸本ら，

1999 ;鈴木と宮本， 2000;久保と河島， 2003)。

E-mail: nkohno0815@yahoo.co.jp 上記の微生物のなかでも，ラン藻は，乾燥荒廃地の土



4 荒廃土壌におけるススキの生育に及ぼす陸生ラン藻マット「イシクラゲ」施用の影響

壌表層に，藻類，糸状菌，地衣類，コケ類とともに生物

学的土壌クラストを形成することが知られている。この

生物学的土壌クラストは，ラン藻による窒素固定や光合成

によって窒素や有機物が土壌に供給されることで，土壌中

の養分増加，土壌の肥沃化，風食や水食などの土壌浸食

防止および土壌の保水性や透水性の改善などにより，乾

燥荒廃地の生態系の維持や回復において重要な役割を果

たしている (Be!napet al.， 2001 )。日本国内においても，花

関岩の風化した砂蝶質土壌が露出する荒廃林地において，

Nostoc sp.を主とするラン藻の群体が. 215.43 mg N2 80 m-
2 

day-lもの窒素固定を行っていると推定されている(嶋ら，

1992) 01980年代頃から，このような乾燥荒廃地における

ラン藻の有用な機能を利用するために，ラン藻の接種技術

に関する研究や開発が行われている (St.C!air et al.， 1986 ; 

Campbell et al.， 1989 ; Be!nap. 1993 ; Buttars et al.， 1998 )。

陸生ラン藻のなかでも • Nostoc sp.は，多量の細胞外多

糖を分泌し通称「イシクラゲjと呼ばれる肉眼で観察可

能なスライム状のアグリゲートを形成し道路脇などのア

スフアルトやコンクリート上，水i留りのできやすい地盤の

固い地面の上，ゴルフ場や公園の芝地など日本各地の様々

な場所に生息している(日本淡水藻図鑑.1977 ; Dodds et 

al.， 1995 ; Potts， 2000 )。これまでのラン藻の利用技術は，

主に水田におけるアゾラの施用による水稲の収量増加な

ど，水田における研究を中心に行われてきた。また，ラン

藻を増殖させる資材(ピロールエルゴン，エルゴン社)が

実用化され，稲や野菜などの栽培現場で利用されている

(酒井.1996)。しかしながら，温暖湿潤な我が国におい

て，陸生ラン藻マット「イシクラゲJ(以後，単にイシク

ラゲと称す)は日本国内の様々な場所に存在しているにも

かかわらず，食品栄養学的または医薬学的な利用に関する

研究事例(湯本ら.1989 ;湯本と大賀.1991 ;大賀と湯本，

1992 ;石橋ら.1994 ;石松と石橋.1994)やゴルフ場でイ

シクラゲを防除する研究事例(中野.2000a ;中野.2000b) 

などはあるが，自然界に生息するイシクラゲ自体を農業や

緑化の現場で積極的に投入・利用した研究事例はない。

そこで，本研究では，マサ土および火砕流堆積物の 2種

類の未熟土壌を用いて，イシクラゲの施用がススキの生育

に及ぼす影響を，室内のポット試験で調査し，農業や緑化

の現場でのイシクラゲの利用可能性を検討した。

2.材料および方法

1)供試土壌

土壌は，市販のマサ土(福岡県飯塚市産)および長崎県

雲仙普賢岳中尾川流域で採取した火砕流堆積物を使用し

た。両土壌ともに. 5mm以下に飾い分けして最大容水量

の50%になるようにイオン交換水を添加して水分を調整

した後. 1210Cで1時間，オートクレーブゃ滅菌を行った。

供試土壌の性質を表1に示した。

2)供試植物

植物は，宮崎県えびの市えびの高原で採取したススキ種

子を使用した。種子はピ、ニール袋に入れて 40Cで保存した。

実験に供試する前に. 1%の家庭用中性洗剤(ファミリー

フレッシム花王社)を用いて選種した後，十分に水洗し，

再度風乾させたものを，籾を剥かずにそのまま使用した。

3)供試イシクラゲ

イシクラゲは，山口大学構内において，降雨後に吸水し

て膨潤化したものを採取し水で、洗浄しながら植物種子や

植物残j査などを取り除いた後風乾したものを使用した。

なお，顕微鏡観察により • Nostoc sp.を主とする陸生ラン

藻のアグリゲートであることを確認した。また，供試イシ

クラゲは有機態炭素 228g kg-1乾物，全窒素36g kg-1乾物

であった。

4)試験方法

両土壌ともに，無施用区，硝安施肥区，滅菌イシクラ

ゲ施用区，イシクラゲ施用区の 4処理区を設定し各処理

区は4反復ずつポットを準備した。ポットは市販のプラス

チック製のポット(直径9cm)を使用した。 80tで20分

間オートクレーブ滅菌したポットに，同様に滅菌したプ

ラスチック製の網底ネットを敷き，滅菌土壌を充填した。

これらの土壌表面にススキ種子を 0.165g (約 50粒)播い

て覆土した後，滅菌水道水を十分にかけ流した。イシク

ラゲ施用区については，イシクラゲをブレンダー (Oster

b!ender， Oster杜)を用いて 16，800rpmで粉砕した後，飾を

用いて 1~2mm に飾別した風乾藻体 19 をポット中の土

壌表面に均一になるように施用した。滅菌イシクラゲ施用

区については，前述と同じイシクラゲ藻体を 1600Cで12

時間乾熱滅菌したものを，同様に土壌表面に施用した。硝

安施肥区については，予備試験の結果に基づいて. 3か

月間の試験期間中に 19のイシクラゲ中の窒素(約 36mg)

の20%(約 7.2mg)が無機化されると仮定して. 3，6，10 

週目の 3回に分けて. 1 mgNmr1の硝酸アンモニウム液

をポット当り 2.4m!ずつ，土壌表面に施用した。これらの

ポットは，外部からのラン藻の侵入を防止するために，通

気可能なビニール袋 (Sunbag， Sigma-A!drich杜)に入れた。

ただし水分調整および光合成活性や草丈の測定時にはビ

ニール袋から取り出して作業し，特段の無菌操作は行わな

表 1 供試土壌の理化学性

試料 pH EC 有機態炭素 全窒素 磯含量 砂含量シルト含量粘土含量 最大容水量
(H20) (mSm-1

) (gkg-1乾土)(g kg-1乾土 (%) (%) (%) (%) 土性 (%) 
火砕流堆積物 6.5 1.7 2.0 0.06 27.5 92.9 4.5 2.6 S 16.8 
マサ土 6.7 5.6 0.2 0.03 18.8 77.0 11.0 12.0 SL 25.4 
pH (Hρ)はガラス電極法.EC は1:5水浸出法，有機態炭素はチュ リン法，全窒素はケルダール法による測定値を示す。磯含量は，
供試土壌 (5mm未満)の磯 (2-5mm)の割合を示す。砂，シルト，粘土含量は，磯 (2-5mm)を除いた土壌 (2mm未満)のピペッ
ト法による各画分の割合を示す。最大容水量は. 100mL採土円筒に充填した供試土壌 (5mm未満)の毛管飽和時の含水比を示す。
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かった。栽培は，温度270C，湿度70%，明期 15時間，暗

期9時間に条件設定した人工気象器(コイトトロン，小糸

製作所社)内で行った。水分調整については，過湿による

ススキの発芽障害を考慮、して，試験開始6週目までは 3週

目のみの 1回だけ行い，その後は 1週間ごとに最大容水量

の70~ 80%になるように滅菌水道水を添加した。

5)調査項目と測定方法

試験開始後3か月間は，イシクラゲの生存や代謝活性の

状況を確かめるために，両土壌ともに，光合成収率測定器

(1四 I-r刷，Walz杜)を用いて， 1週間ごとに土壌または

イシクラゲ表面の光合成活性(Fv/Fm)を測定した(Campbell

et al.， 1998 )。また，火砕流堆積物は， 6，10，13週日に成立

本数と草丈， 13週目 (3か月日)にススキの地上部と地

下部の乾物重の測定を行った。一方，マサ土は， 6，10，17 

週目に成立本数と草丈， 17週目 (4か月目)にススキの

地上部と地下部の乾物重の測定を行った。処理区間の統計

的な有意差は， Tukey-Kramerの多重検定によって行った。

3.結果

1)ススキの生育

火砕流堆積物においては，試験期間を通して，いずれの

処理区間にもススキの成立本数に有意差は認められなかっ

た。これに対し，マサ土においては，無施用区または硝安

施肥区のススキの成立本数が滅菌イシクラゲ施用区より有
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図1 ススキの成立本数に及ぼす肥料(硝安)，滅菌または
非滅菌イシクラゲ施用の影響
バーは4反復の標準偏差，火砕流堆積物は処理区間
に有意差がないこと，マサ土は異なるアルファベッ
トがT叫，ey.Kramer法による 5%有意差を示す。

意に多かった(図1)。

ススキの草丈は，火砕流堆積物については， 3か月間の

試験期間を通して，滅菌イシクラゲ施用区およびイシクラ

ゲ施用区，硝安施肥区，無施用区の順に有意に高かった。

一方，マサ土については， 120日目において，滅菌イシク

ラゲ施用区イシクラゲ施用区，硝安施肥区，無施用区の

順に有意に高かった(図2，写真1)。
試験開始3または 4か月目におけるポット当たりの全乾

物重は，火砕流堆積物とマサ土の両方ともに，滅菌イシク

ラゲ施用区，イシクラゲ施用区および硝安施肥区，無施用

区の)11頁に有意に重かった。イシクラゲ施用区と硝安施肥区

の聞には有意差が認められなかった(図3)。

2)土壌またはイシクラゲ表面の光合成

イシクラゲ施用区において 土壌表面に施用したイシク

ラゲの光合成活性 (Fv/Fm) は，試験開始1日目より急速

に回復し，火砕流堆積物 0-352:t 0.026 ，マサ土0.347:t0.022 
の各値を示した(図 4)。その後も，イシクラゲ施用区の

イシクラゲの光合成活性 (Fv/Fm) は，ほぼ一定の比較的

高い値で推移し，試験開始1日目から 91日固までの平均

と標準偏差は，火砕流堆積物 0-357:t 0.052 ，マサ土0.410

:t 0.029であった。一方，イシクラゲ施用区以外の処理区

は，試験開始7~ 21日目にかけて光合成活性は全く示さ

れなかった。しかし試験開始 14~28日目以降，イシク

ラゲ施用区以外の処理区でも 光合成活性が検出され始め

ると同時に，土壌表面の全体または一部が次第に緑色を呈
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菌イシクラゲ施用の影響
バーは4反復の標準偏差、異なるアルファベットは
Tukey.Kramer法による 5%有意差を示す。
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し，マサ土の一部のポットには，肉眼でも観察可能なイシ

クラゲ様のアグリゲートが観察された。さらに，試験開始

42 ~ 49日目には，光合成活性がイシクラゲ施用区と有意

差が無くなった。これらの光合成活性の値は，マサ土の方

が火砕流堆積物よりも相対的に高い傾向を示した。

写真 1 試験日制台3か月日におけるススキの生育状況
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火砕流堆積物は試験開始3か月日，マサ土は試験開
始4か月日の乾物重，バーは全乾物霊の4反復の襟
準偏差，異なるアルファベットは全乾物震の Tukey-
Kramer i去による 5%有意差を示す。

3) 窒素の動態

火砕流堆積物とマサ土の両方ともに，試験開始3または

4か月日におけるポット当たりの全窒素量は，イシクラゲ

施用区が4処理区のなかで最も多かった(表2，表3)。

火砕流堆積物における投入窒素量の合計(ススキ種子，

肥料(硝安)，イシクラゲ，土壌に含まれる会窒素量の合計)

に対する試験開始3か月日の増加分の全窒素量は，無施用

区 5.9mg，硝安施肥区一 7.9mg，威一菌イシクラゲ施用区

5.1 mg，イシクラゲ施用区 10.3mgであり，イシクラゲ施

用区が最も多かった。一方 マサ土における投入室素量

の合計(ススキ種子，把料(硝安)，イシクラゲ，土壌に

含まれる会窒素量の合計)に対ーする試験開始4か月自の増

加分の全窒素量は，無施用区 13.4mg，硝安施肥毘 4.4mg， 

滅菌イシクラゲ施用註8.2mg，イシクラゲ施用区 25.1mg 

であり，イシクラゲ施用区の増加分の全窒素量が最も多

かった。

最初に添加したイシクラゲの窒素量に対する試験開始

3または 4か月日の土壌表層のクラストの窒素量との差の

都合は，火砕流堆積物は，滅菌イシクラゲ施用区が平均

27.7%，イシクラゲ施用区が平均 2.5%，マサ土は，滅菌

イシクラゲ施馬区が平均 64.0%，イシクラゲ施剤誌が平均

5.3%であった。
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図4 土壌表爾における光合成活性の推移
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80 

バーは 4ßl復の標準偏差，火砕流堆積物は 49~77 
日目，マサ土は 42~ 63日目の処理区間に有意差が
ないこと，巽なるアルファベットは Tukey-Kramer法
による 5%有意差を示す。
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4.考察

火砕流堆積物とマサ土の両方ともに，イシクラゲまたは

滅菌イシクラゲの施用によって，植物の生育は顕著に促進

されることが示された(図 2，図 3，写真1)。特に，滅菌

イシクラゲ施用区の場合，試験開始3または 4か月目の土

壌表層のクラスト中の窒素は 試験開始時に土壌表面に施

用された滅菌イシクラゲ中の窒素に対して，火砕流堆積物

では 27.7%，マサ土では 64.0%減少していることから，滅

菌イシクラゲ中の有機態窒素が濯水により下層の土壌中に

流下したり，無機化されたりした窒素をススキが吸収利用

した可能性が考えられる。一方，イシクラゲ施用区の場合，

試験開始3または4か月目の土壊表層のクラスト中の窒素

は，試験開始時に土壌表面に施用されたイシクラゲ中の窒

素に対して，火砕流堆積物では 2.5%，マサ土では 5.3%減

少しており，滅菌イシクラゲ施用区よりも減少率は低かっ

た。このことは，イシクラゲ自体は 3または 4か月の試験

期間中に，増殖や死滅を繰り返しながらも，イシクラゲ中

の窒素の量は僅かに減少する程度で，ほとんど変化しな

かったと考えられる。それにもかかわらず¥イシクラゲ施

用区の試験開始3または4か月目のポット当たりの全窒素

量は滅菌イシクラゲ施用区よりも多く，イシクラゲが空中

窒素を固定して土壌中に分泌したり，イシクラゲ自体が無

機化されたりした窒素をススキが吸収利用したと考えられ

る。

7 

以上の結果より，イシクラゲ藻体を構成する Nostoc

sp.が生きている場合は，その藻体の中に窒素を保有する

と同時に空中窒素を固定すること，Nostoc sp.が死滅した

場合は，藻体自体が無機化されて窒素の供給源となること

を示している。また，試験開始3または 4か月目のポット

当たりの窒素の増加量は，両土壌ともにイシクラゲ施用区

が最も多くなっており，系全体の窒素を増加させるには，

死滅した状態のイシクラゲよりも生きた状態のイシクラゲ

を施用する方がより有効と考えられる。

ところで，火砕流堆積物では，試験開始3か月目の滅菌

イシクラゲ施用区で，投入窒素量の合計よりも平均で5.1
mg多く，マサ土では，試験開始4か月目のイシクラゲ施

用区以外の処理区で，投入窒素量の合計よりも平均で 4.4

~ 13.4mgの増加が認められた。光合成活性の結果や目視

による観察より，イシクラゲ施用区以外の処理区でも，試

験開始 14~ 28日目以降に 次第に土壌表面が緑色を呈し

始めると同時に，これらは比較的高い光合成活性を示した。

これは土壌の滅菌 021t， 1時間)が不十分であったため，

在来の光合成生物が生存していたか，または水分調整およ

び光合成活性や草丈の測定のためにポットをビニール袋か

ら取り出して作業する際に，外来の光合成生物が侵入した

可能性などが考えられる。これらの在来または外来の光合

成生物については，顕微鏡観察などの調査をしていないた

め種類は明らかではないが，窒素固定ラン藻の可能性も考

えられる O

表2 火砕流堆積物における投入窒素量と試験開始3か月日の窒素量

投入窒素量 (mg/ポット) 試験開始3か月日の窒素量 (mg/ポット)

肥料 ス ス キ ス ス キ ー
イシクラゲ土壌 合計 クフスト土壌 合計

(硝安) 地上部 地下部

25.2:!: 1.8 26.7:!: 1.6 1.0:!: O.la 1.5:!: 0.2a 0.7:!: O.4a 17.6:!: l.7a 20.8:!: 1.4a 
25.2土1.833.9:!: 1.6 5.9:!: 0.3b 3.0 :!: O.4a 0.6:!: O.4a 16.6土2.0a26.0 :!: 1.9a 

処理区 ススキ
種子

無施用区 1.5土0.3
硝安施肥区 1.5 :!:0.3 7.2 
滅菌イシクラゲ

1.5:!: 0.3 
施用区

イシクラゲ施用区1.5土0.3 36.l土0.4 25.2:!: 1.8 62.8:!: 1.5 8.7:!: 0.3c 5.5:!: 1.1b 35.2土3.0b23.8:!: 2.3b 73.1:!: 2.9b 
投入窒素量のススキ種子，土壌は3反復の平均値と標準偏差 イシクラゲは6反復の平均値と標準偏差，ーは無投入合計は各処理区
のススキ種子，肥料(硝安)，イシクラゲ 土壌の全組み合わせ(無施用区と硝安施用区は9反復，滅菌イシクラゲ施用区とイシクラ
ゲ施用区は54反復)の平均値と標準偏差を示す。肥料として使用した硝酸アンモニウム溶液中の窒素量は、理論(計算)値であり、
測定は行っていないため標準偏差は無記載。
試験開始3か月目の窒素量は4反復の平均値と標準偏差，クラストは土壌表面に形成された硬い層(イシクラゲ施用区はイシクラゲ藻
体を含む)，異なるアルフアベットは Tukey-Kramer法による5%有意差を示す。

36.l :!: 0.4 25.2:!: 1.8 62.8:!: 1.5 1O.7:!: 1.3d 5.8:!: 0.8b 26.l :!: 8.8b 25.3:!: 0.9b 67.9:!: 8.9b 

表3 マサ土における投入窒素量と試験開始4か月自の窒素量

処理区
合計

試験開始4か月目の窒素量 (mg/ポット)

ススキ ススキ
クラスト 土壌 合計

地上部 地下部
ススキ
種子

無施用区 1.5土0.3
硝安施肥区 1.5:!:0.3 7.2 
滅菌イシクラゲ

1.5:!:0.3 
施用区

イシクラゲ施用区 1.5:!:0.3 36.l:!: 0.4 14.l:!: 1.4 51.7:!: 1.3 8.3:!: 1.3c 3.l:!: O.4bc 34.2:!: 4.9c 31.1:!: 1.9b 76.8:!: 3.8c 
投入窒素量のススキ種子，土壌は3反復の平均値と標準偏差，イシクラゲは6反復の平均値と標準偏差， ーは無投入，合計は各処理区
のススキ種子，肥料(硝安)，イシクラゲ，土壌の全組み合わせ(無施用区と硝安施用区は9反復，滅菌イシクラゲ施用区とイシクラ
ゲ施用区は54反復)の平均値と標準偏差を示す。肥料として使用した硝酸アンモニウム溶液中の窒素量は、理論(計算)値であり、
測定は行っていないため標準偏差は無記載。
試験開始4か月目の窒素量は4反復の平均値と標準偏差，クラストは土壌表面に形成された硬い層(イシクラゲ施用区はイシクラゲ藻
体を含む)，異なるアルフアベットは Tukey一Kramer法による5%有意差を示す。
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36.l :!: 0.4 14.l :!: 1.4 51.7土1.3

15.6:!: 1.3 
22.8:!:1.3 

0.8:!: O.la 1.0:!: 0.2a 9.8:!: 2.lab 17.4:!: 4.2a 29.0土4.6a
3.3 :!: O.4b 2.2 :!: 1.0ab 3.4土2.0a 18.3 :!: 0.9a 27.2土1.1a

9.l:!: O.4c 3.8:!: 0.6c 13.0:!: 2.4b 34.0:!: 3.lb 59.9:!: 3.3b 
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窒素固定ラン藻による植物への寄与に関する研究事例

は，非常に多い。特にイネに対する窒素固定ラン藻の施

用効果に関する報告が多く (Watanabeet al.， 1951 ; Wilson 

et al.， 1980 ; Ghosh and Saha， 1997 ; Kannaiyan et al.， 1997 ) . 

イネ以外の植物では，小麦，ハツカダイコン， トマト

などでの報告例がある (Rodgerset al.， 1979 ; Spiller and 

Gunasekaran， 1990 ; Spiller et al.， 1993) 0 15Nを用いて窒素

の動態を解析した実験では 空気中の 15Nがラン藻クラ

スト中に取り込まれた後，ラン藻による窒素化合物の分

泌やラン藻細胞自体の分解などによって土壌中に窒素が

放出され，それが植物に取り込まれること (Maylandand 

McIntosh， 1966 ; Stewart， 1967)や窒素固定ラン藻と共生す

るアゾラの水田での施用は水稲に対する緑肥としての効果

のあること(浅川ら.1988)が報告されている。また，ラ

ン藻を土壌に接種することによって，アンモニア，硝酸，

亜硝酸を生産したり，デンプンやセルロースを分解したり

する微生物が増加し土壌中の有機物や養分含量が増加す

ることが報告されている (Aceaet al.， 2003 )。さらに，グ

ルタミン酸合成酵素活性を欠くラン藻の変異株Anabaena

variabilis SA1をイネやコムギに施用することによって，無

施用区や親株のAnαbaenavariabilis SAOを施用するよりも，

収量の増加が報告されている (Spillerand Gunasekaran， 

1990 ; Spiller et al.， 1993 ; Kannaiyan et al.， 1997 ) 0 一方，イ

ネの根量の増加が，ラン藻の分泌するビタミンBl2. シ

スチン，チロシン，フェニルアラニンなどのアミノ酸，オー

キシン様物質などの生理活性物質による可能性であること

や，ハツカダイコンやトマトの収量の増加が，ラン藻から

供給された無機態窒素以外に，成長促進物質の可能性が

示唆された報告もある (Rodgerset al.， 1979 )。このように，

窒素固定ラン藻の施用によって植物の生育が促進される要

因として，窒素固定により生産されるアンモニア，硝酸，

亜硝酸，アミノ酸などの窒素化合物の分泌，ラン藻自体の

死滅や分解による窒素の放出(無機化)およびラン藻に

よって生成された生理活性物質の分泌などが指摘されてい

る。本試験では，窒素の動態の結果から，イシクラゲの施

用によるススキの成長量の顕著な増加は，滅菌したイシク

ラゲを施用した場合はイシクラゲ自体に含まれる有機態窒

素の土壌中への流下や無機化により，イシクラゲを施用し

た場合は，イシクラゲによって空中より固定された窒素の

土壌中への分泌やイシクラゲ自体の無機化によると考えら

れる。

ススキの成立本数は，火砕流堆積物では，試験期間を通

して有意な差が認められなかったが，マサ土では，滅菌イ

シクラゲを施用することによって，無施用区および硝安施

肥区よりも有意に低く推移した。これまで，ラン藻によっ

て分泌される多糖が粘土やシルトなどの細粒質な土壌粒子

と結合して土壌の団粒化が促進されることが報告されてい

る (Falchiniet al.， 1996 )。また，乾燥荒廃地において，撹

乱されていない土壌クラストが土壌表面を被覆している場

所で¥いくつかの一年生草本植物の発芽が阻害されている

ことが知られている (Belnapet al.， 2001 )。今回供試したマ

サ土は，シルトと粘土画分が23%と比較的細粒質の土壌

粒子が多かったため，滅菌したイシクラゲの炭素化合物を

利用して増殖した他の土壌微生物によって分泌された多糖

が，これら細粒質の土壌粒子と結合して，土壌表面に硬い

層(クラスト)が形成されたことにより，発芽したススキ

が貫通できなかった可能性が考えられる。

今回の試験の結果より，荒廃土壌へのイシクラゲの施用

は，イシクラゲによって固定される窒素が土壌中に供給さ

れ，系全体の窒素量は明らかに増加することが示された。

したがって，イシクラゲは，マサ土や火砕流堆積物などの

荒廃土壌において，ススキなどの植物に対して有効な窒素

の供給源となりうるが，降水量が少ないなど今回の試験条

件と異なる場合については，今後さらなる検討が必要と考

えられる。
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養分の乏しい荒廃土壌のマサ土や火砕流堆積物におい

て，ススキの生育に及ぼすイシクラゲ施用の影響を調査す

るため，室内にてポット試験を行った。両土壌ともに. 3 
または4か月の栽培期間を通して，ススキ 1本あたりの草

丈は，滅菌イシクラゲ施用区，イシクラゲ施用区，硝安施

肥区，無施用区の順に高く推移した。試験開始3または4

か月日のススキの全乾物重は イシクラゲ施用区と硝安施

肥区でほとんど同じ値を示し，滅菌イシクラゲ施用区は最

も高い値を示した。これらの栽培期間中におけるススキの

成長量の増加は，窒素の動態の結果より，滅菌イシクラゲ

施用区は，イシクラゲ中に含まれる有機態窒素が濯水によ

り下層の土壌中に流下したり，無機化されたりしたことに

より，イシクラゲ施用区は，イシクラゲを構成する Nostoc

sp.によって固定された窒素が土壌中に分泌されたり，イ

シクラゲ自体が無機化されたりしたことによると考えられ

た。これらのことから，イシクラゲは，窒素などの養分の

欠乏した荒廃土壌での植生の早期回復において，効果的な

窒素の供給源になりうることや，生きた状態のイシクラゲ

は，荒廃土壌の生態系全体の窒素の増加に有効であるとい

える。
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