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(資料)

アカマツ林内の環境的条件がマツタケ子実体の重量とサイズに及ぼす影響

成松良樹

Influence of envIl司onmentalconditions on weight and size 01' I'ruit“body 01' Tricholoma matsutake 

in Pinus densiflora forest 

Maki NARIMA 1、su

要 ヒコ
悶

調査地で 5年間に発生したマツタケ子実体について，子実体ごとに発生期間1:11の気説，降水法，地1:十IW;'U支， ::lニ

壊水分状態の代表航を求め，それらが子実体のサイズに及ぼす影響について検討した。その結果， l寸ー、れ

の項目もサイズとのホ111理が{尽く，影響は小さいことが推察された。 ヅj¥AofiYiの即さの推定都と全長には

高し'i'[II芸jが認められ， Aogiiの!立さを変えることによる子実体サイズのflillfJI1Jの可能性が示唆されたが、その処理が

子実体発生泣やシロ周辺のr!Bi鎖相に及ぼす影は不IVjで、あるため，今後の検討が必要で、ある。

環境的条件， A，，!¥vI 
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l はじめに

2005'.1:のすi子りょのマツタケ (TricJzolomamatsutake (S. 

Ito ct Imai) Sing.)生淀川はG.Gt8)で， 11;1 iドのrfij[J、YUr{

11tZ1)のlG.8%をJLiめるO また， 2002年，，-，200G{I:の ~L京都

11'央泊JU，己riin1築地riiJ!0で、のお手県マ、ソタケの平均J'(e1111i

は33，246ILJ/1旬で、261，'.fにより変動するものの， {也の出産物

と比'1浸してi;11初である。マツタケは，そのiitf!IIIのifJiさから，

1&'1:地h~ JiiJ)立の fì:氏の rn裂な11又入 ìlJí(となっているljo 一.)投

に， 11叉入吉mまIJ¥ii;n，tとqt{11Iiで決定される。マツタケはアカマ

ツ(Pinusdensiflora Sicb.ct ZUCC.)等との共生保iであり19)2刀，

人 UI''.IなH!;J:t1}jU;;が解明されていなし込。このためrli場への

け¥jj;j :I:~はi'If':長状態での発生 ili:に出定さ~L，そのílilj仰は i木i難

である。 ヅJ， ドルjで、の qt fJlliは入 l~;j : I t: などの :jr~7'~:~により変

d治するが， 1バj'1f)(0111における子主体イ三あたりのii'e1111iは，

Ì:として !J(: ， l.:と子主体の状態に)J~í主される13) 0 従って， 11文入

のIriJUこは，(実体…オヰあたりのIT(":!tを.l'?UJIIさせることが効

民的で、あると思われる。 子主体の (n~dJこを及ぼす立さい!

として，マツタケとl，i]1;誌にハラタケ'¥'{の子実体を形成する数

f初trlの.j:J[f1!iIでは， )1l1AなどのF'i{1:1'i''.Iな史q大11刀と， 子フミ体

発生WJのN"U支，iMIi[l7i， 1!iI糸体のidysjなどの外{1:fI''.Iな'JJ.!

Iklカヰiifi;さ;!Lているc マツタケ fゴミ{本のノ1:.，f( :I~:の88.3%は

/J(分であることからこれらとl，iJIおこ，その'T(:，t:，サイズが

水分に1~\DiJlした外 (JJYoj 'JJ.! lk!にを受けることが子怨される。

また，マツタケの fソミ{イよは地 1"の，'fI1WJ主(以f3ミ「シロJとする)

から発生するため1.1)191，f')ミfi'のノLl去のj品f'，!lこおけるJ也'1'

と大主いいの '.i"ITJU'Iの関与:~ Fでの外夜1'1''.1'JJ.!IJ、!の拶引;につい

ても検，i)Jする必立さがある。さらに， f主体のlT()Jtはサイズに

JJ~定されるため，外子dl''.I控 Iklがサイズに及ぼすお符にI>\J し

ても， 吊iitとl，i1様にt6z，htする必立与がある。こうした外{I:的な

'JJ.! lklのうちの温度やi!込山などの環境的条件の!浮'f，~Æに i到して，

マツタケではi:に1&'U，tの変動'JJ.!I大!の解IVJを111'1''.1とした研

究がfiわすL， 子ゾi付ょの先生:IUこはI(年IJ<:ltなどが影を及

ぼすことが示されているが J民境1'1''.1条件のITUd:，サイズ

への!iiラこIYdする間;!日立少なく，フQ~{'I'ì地域でuわれた ;r!tfつ

もJn~~ミ。そこで本却では，定'~ì~7.l出におけるマツタケ子ゴミ休

ITC:lt:のiHiJiJ1JにIYJする知見の収集を11 1'1''.1 (こ，気品，地W{A，1;年

/1(i 1~: ， L)1~ïJ()J状態， Aり!??の!日l さが，[ヅミf1ょの反 ;ii:，サイ

ズに及ぼす服警について検討した。

2 方法

2.1 調査地

~I i --f-V~~ !f~;i .. :子111)地}Jのアカマツイネlこ，約0.2haの調布地

をz没定したo，品utf地はjHI'LjI('jき，綬傾斜の出恨 1'.(こ{心':1[1 I~ 
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し， t~~J{ i!~:jは3GOm "-'380mである。アカマツのt~J (U~tは約

1 o '"'-'85 irで，平均]J(<ul'，':jjl'(任は24.8cmで、ある。

2.2 子実体発生諦査

調在地における子実体発生j[JJlI¥Jを既報18)より 9，IOH 

と怨定し， 200UI:"-'2005'rrの5irll¥Jの子主体発生期間

1¥'の!日Aねl1J11 ， 子実体の発生調子fを行ったo 7&'[:;制ftは

li引1:の二fヅミ体発ノ1:]:也}¥l、日、J;立の観察によった。子実付iの-

i'fl;が地去に詰11¥L，もしくは地支の能史!ifが出j'j持に:iEり

上がり，y.実体のずよ'(J:が地上から存主主に認j哉される状態

となったけを f実体発生Hとした。

2.3 子実体の採取と生育期需の算定

，U品ftJ:也JI、jで発生したマツタケの子j，::体を全て保11xした。

マツタケ子主体の '1:.長は，余 1'. ，úÎ の]j~1が切れ， ヒダが1m

放 um-"lりされた後に fi;~ ，1:"よる j)/0)16) 0 そこで， _IT( l，i:と

サイズを IE縦に把隠するために， iJ司令後に子実体を-t:K取

した。-t:K11以こ光、立ち，f'ゾ，::H;の'IilhとA，，]I"I:i<J(IIとのJ主主:))lを

'Î己 ~'JtL ， こiLを地i誌がilとした。その後， f'J'::f糾こ'I!i:く f:TI

動をうえで 'Iilllの J，~ì'i!; と 1 :f4れ}けとの妓{?J I''1J~ を切i析し t:K取

した。 'liillの足立1;にI'I.{fした1:f，I1Hゃ".などは， f:K1rxll!iに除

去した。 外子主体の7&'1:11と-t:K11ぇ11の!I'rJをノ1:ff WJII'dとし

た。 1:K取された{-:)，::体のうち，発ノ1:11を{札訟できなかっ

たもの， '1:1-2十>11:までに}印!文したものなどを以後の解析

から I;;j~ ~ミた。こ jれ〆L らのうち， A，り，，]ル)

数lはまi汀lノ本↑ドiでで、あつた O 以 L:の…(:)，::付〈をl往く 530イ三を以後の

iJllJiUこ供した c

2.4 測定

2.4.1 子実体の重量

J;RLrえした全ての子主{本のノ1:tTC :I(をiJ!iJ定した。乾燥による

ITUti:の変化をIWぐために， 子実体をiJliJJiの1i'(liiiまで、保冷仰

に{料干しかつiJllJシiは探i良から24liJHI'd 1-')， I}gにfj-ったO 測定

には1'1']¥中irG子火作(PlVIGOO，lVIE'n'U:Rf>l:製)をJlJし〉た。

2.4.2 子実体のサイズ

'lilhを傘から切IlJrL，切断imと'lilhの末端の1111お1H-之を， 1ql 

耐性の低い糸をHJ~lて ìJliJí.とした。傘íWJの切断1m と傘のJtj

部11日の出iVlffrをノギスでiJ!IJiιした。これらの前を合t!，rL， 

f実付ょの全i去とした。保lWI寺に1;己MしたJむ忠良と， ililhの

末端までの11l1*;jl長を測定し，このがlを地 1"i41j長とした。

さらに，全長から地ドitlU.去をiJ，aじ，その(lIf
[を地 1-.i)i11長と

した。また，余のIil大任をノギスでiJliJj.ιL，子フミ{+:のヰミ

jfiとした。

2.4.3 壕境的条件

気jlillとI(年iJ(:1(: は試験J出 11;~Y，fの気象h"アメダスデータ

(lf削減 tlî~行事)仰を HJ~ ミた。 地illiiは，tlluii.l也の地ド 5cl11(こ

設jiせしたセンサー (HTH-IOIO，エスペックミック株式

会社製)により測定し， iJliJ)ι11f[をイI;yII¥J 11):にデータロ
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ガー (RS-12， 11百社製)で記録した。また，二i二JJ~I ドの水

分状態の指十判的として，土壌のマトリックポテンシャル

(以下， ψmと表記する)をiJ!lJiiした]])0 iHlJ定は調fl.i自

の地1、'10cm(こ設 ìfft~ したセンサー (SS-203A，ログ九百子株

式会社製)により行い，測定例を-Il年!日iiザにデータロ

ガー (D1 =I:JJ~水分8A，同社製)で記3ぷした。なお， ψm

は，そのfiI'(がi~~:j" )ほど，生物にとって水が手Ij)1Iしやすい

状態であることを示す。

以上の測定前から， iJ!1J定の対象とした全ての子実体に

ついて，その"I=.脊WIlHd中の日平均気詰，t， EI 降水:-i(， EI平

均地j品のも531航と， ψ111の平均献をt):UJし，それらを各

子実体の生育JUlIIMにおける121境的条件とした。

3 結果と考察

3.1 子実体発生量

l'村Fに発生した子実体の総lT(:~ll，本数， 平均江口止を表

1 (こ示す。総司hi:はil'-次II¥Jで見なり，最小uf(は2943.8g

(20(Wl')， lJえ大i!l(は24GG4.8g(2004il'-)であった。発

生本数も同様のitfl向を示した。子主体の{I'-平均f[t:，tは品

小{仰が84.5g(2005{1ミ)， l!i)({I(iは 137.7g(2004年)で

あったカ" 2004.i1'-をi徐く年次的jのは小さかった。ま

た，平均IT(YiL:と78"1ミ本数の任II>¥Jは師かった。
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3.2子実体の生重量

子実体生.;n:誌の2001.-.....200511'-での平均値の相対頻度

分布をi茨lに示す。十LI対は，む分布iヌiに7J三した

lit;r級に!必ずる子実体本数を，合計本数で除することによ

り Z~LlJ\ L，百分?;さで去した。 11¥JJl労ru立はI15級により

り， 5}:1jJ'=\~ は:fi初日'1~がりの一III I\'Jであった《

id:のら年!日iでの千均I!flは104.7gであった。 300g以上の

子実体の多くは，平均!立はがMJくで、あった2004il:に

生した。 2004{jo以外の年次!日jにおける諮成比の邸主与な

;~~斗ま三宮められなかった。

3.3 子実体のサイズ

子実体の全長，地ドma七地 i二g首長，ヰミf乏を去 2(こ

す。 5{jollldでの平均ilr(は全長が134.9mm，地下部長が

5().5mm，地上maミカ'78.4mmで， .i也 i勺1i~長が全長 lこ r1i

める '，1;1](c'iは41%であった。全長，地上部長，傘任の各Jff

I1は"1:次11¥1でイ1立去が認められた(分散分析， p<O.OI)。

これらとは逆に，地下部長の{j:次的jでの変動は少なし

地下部長は全長によらずほぽ s 定であることが示さ

3.4 子実体の生重量とサイズの関係

子実体の余筏と生虫:It:には， r=0.80の I'，~:îv' I1:の+111均が

ft宮められた(悶 2)。また，ノJ:l呪iitと全i毛には・=0.G2

の IEの flll9Jがiit、められた。さらに，ノl=.m泣と J也 U~I;長，

J也fi首長との相関係数は，それぞれO.5()，0.34であっ

表2 子実体サイズの年平均値

会長 }出 I;:ii江主 池1::'jI)J~ ヰミj壬

ぷ，jttfl (mm) ( mm) 

2001 140.7土 44.8 57.G土 2G.6 83.0土 34.0 92.6 27.G 

2002 138.4 30.1 54.1土 17.5 84.2 22.6 94.1 4G.5 

2003 131.4 32.5 58.l 23.7 73.2土 19.3 D7.5 23.9 

2004 138.7土 32.3 58.1 20.8 80.6 22.1 llG.l 3cUJ 

2005 127.3土 25.7 55.6 19.4 

5G.5土 20.5

}<'I'の絞.y，主，，ずれも

600 4酔

@ 

500 

。 +， 
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図2子実体のさ主重量と傘径の関係
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表3 環境的条件の年平均値

もり立会t沿 も:t~;(I:年7JZ!Jt 

，UI:]fi{F 

2001 122.3 十 38.2 22.2 土 17.3 

2002 156.3 土 50.6 6(j.5 ト 2G.4 

2003 122.0 十 41.9 22.2 土 18.G 

2004 142.8 十 42.8 75.4 土 47.9 

2005 138.9 十 43.0 20.9 ート

これらの結果から， 子実体の生重iifはその全長が1Jjlびる

ほど増し，生)近況のJ:t~îJJll に与える!;多響は，地下部よりも

地 i二部が大きいことが明らかになった。そこで，子実体

生震i止を従属変数に，地上古1¥1'2，地下部長，余径を独立

変数に， iTIl市長}分析を行った結果，以ドに示す車問先jj式

が符られた。

y口 0.53x，十0.39x2十1.86x]-162.90(R"本=0.78 pく0.001)

ただ Lx，:地 I:m;長， X2:地ド部長， X:'I:傘径， R2訴門場

4主怒;主宅むj済斉み寄 l与ゴ子戸..~ネ率令与‘ 

以).の結果から，子実体の生霊:-rtにサイズが影響を

11.8 

え，そのJit;辞は4好奇5がji立も大きいことカiTVJらかになった。

3.5 環境的条件

外子実体の育WJh問中における131境的条{'I:の，各，ll!u査

"Fにおける平均11['tを去3に示す。いずれの頃1':.1も，年次

iおjでイに呉なった(分散分析， pく0.001)。子実体 i本

あたりのもIit~f 気温は2002年が156.30C で最も尚く，

20031ドが 122.00C でii立も{尽かった。的t~flr年水況は2004

"1'.が75.4mmで、最も多く， 20051ドが20.9111111で、最も少な

かった。在日~:地jiiiは h'n!，l:気jiHi と|れj忠良のね1向を示したが，

1it'[のばらつきはも甘C1:1<i.ilulよりも小さかった。平均ψmは

20051ドが 6.0KPaで，IFkもi蒔く， 20011Fが-31.01くPaで、最

も低かった。

3.6 子実体の生重量と環境的条件の開館

子実体発生時期の降水iifは，子実体のま|ミJTc:i1:にを

及ぼすとされる 13)0 そこで，生)Tn誌を従属変数に，もji算

降水iitとψmを独立:変数にfill告す分析を行ったところ，い

ずれも相関係数は低かった(表4)。生AJ1l:が300gを超

える大型の子実体の発生本数が他の年よりも多かった

2004年は， ftlt~l降水!ltがi詰多で、あったが，もせm:1海水 tlt と

表4 子実体生霊翠と環境約条件の関係

十I1関係数

，ilt:Jfi{J: 在日~~):!r年水 iii ~;mJ也泌 平均ψη1

20()] 0.02 0.12 0.03 0.37 

2002 叩0.02 0.03 ー0.01 0.11 

2003 -0.13 0.01 0.13 0.35 

2004 0.23 0.32 0.24 問。 10

2005 0.00 0.01 0.00 0.09 

{7rll- 0.08 0.31 0.08 0.00 

fJ'mJ自治li 平均ψηJ

122.5 →一 37.0 -31.0 十 14.1 

145.5 → 41.8 -26.2 + 15.9 

117.4 ート 38.3 匂21.2 土 8.7 

135.0 十 39.4 ー13.0 + 10.2 

139.1 ート 43.5 6.0 1.9 

子実体ごとに鉱山した似を[平均{[(í土保司H!日&z\~J で示した

子実体~L'.ÆUrt との相 I~lはr=0.32と低かった。 2004年と

は逆に積算降水iifが最少で、あった2005年でも，子実体

生:~f( Jlt= との札11M] は r=O.Ol と低かった。 さらに，も有杭llt'訂算i1:気h尚lhV弘Et品li1

杭3拝;iり[j:地自出;討溢J品泣及びψηmtにこついてもiド同i:-斗一iJ様の解折折-を行つたが， い

ずれも相関はrく0.37で、低かった。以上の結果から，子実

体'1:官!羽 1m仁|二!の環境的条件が子実体の~l=ja1itに及ぼす影

響は小さいと考えられた。

3.7 子実体のサイズと環境的条件の関係

子実体の生虫 iif と十IllMlがilEかった地上ì~l\l毛，傘任につ

いて， iZ3境的条件の存在iFfe 1ぬIr，a分析を行った結県，い

ずれの項11も地上部長，傘fiとの1111羽が{尽く，年次勾に

行った角引1fでもそのねW~リは IIîJ ，ßJミであった。また，地下部

長と f~l.tJ~的条件の干1lI9~ もこれらといj様に低かった。一方，

子実体のサイズに影響を及ぼす環境的要因として，伊藤

ら刀はA，，}C干の深さを挙げている。本調査地のマツタケの

シロはA"lf1iの直ドに存在し23)，子実{本はその i二部から発

生する 12)23)。従って，本字誌でiJ!1j定した地ド部長は，シロ

の i二 m\ に líf~約したA"II'干の!字さの近似 m'[ と考えられる。

そこで，地下部長と地 iti首長，傘{去の十1II~\l分析を行った

ところ，十日関係数はそれぞ、れr=0.09，1・=0.23と低かった

ことから， A，，J吋の!51さが地 i二部のサイズにi瓦接及ぼす影

響は少ないと考えられた。一方，地下部長と全長の十日間

はr=0.71 と 1~~:1J かった(1支13)0 2.3に示した)illり， AIII同(1，1

で間余した子実体は全体の約 2%であったことから， '=1.:. 

300 

。。

200 
.。.H・。.. '・・J，8eJt.l，p足。S'JG.初〆、.v、・4h.-。69 4' ・

。

ε 
組員

4tl 

。て。〈‘'￥ . ‘ 
。

4砂

。
地下部長(mm)

図3子実体の地下部長と全長の麗係
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長をi出始した子実体の多くは，少なくともそのJf品目がA"

1Mの jこに脱出するまでは生長を続けることがfff~祭される。

さらに， 3.3に示した3mり，地…i子部長は全長の41%を iii

める O 従って， A"lmの!立さが地下部長を規定し，その結

果が全長にも反映されたと考えられる。これらのことか

ら， A，J刊の!ばさを変えることにより，子実体のサイズを

制御できる可能性が示唆された。実際に日新EIら3)は， 2il

測させた木粉をJlJしミたシロの被覆により子実体を大型化

させた事例jを示している。さらに，マツタケの子実体の

f詳細を低下ーさせる…仏!となるの13)キノコパ工科昆虫矧の

幼虫ミ手による穿孔浪は， 1)問主後の子実体でより顕著に認

められることから22j，子実体サイズの制御に暗号して，傘

をそのfi'I接的な対象とする場合には，弊告がじること

が懸念される。 .jjで， AoJp'llが)!j九ミ場所では，マツタケ

I!sIとJt立子干する J!BI組カ2増加することカ枚目られるω2ω24らま

た，被i立処却による発生以への影響も不明である。従っ

て，子実体サイズのilJlJfifl1については，子実体サイズと出

糸休日のIYJ係や，泣伝的i双子のも合め，今後さらな

る l'食品IカZ必~である C

4 おわりに

調査地で 5'rli!討に発生したマツタケ子実体について，

子実体ごとに発生WJlIH'j'の気品，降水iii，地中品皮，土

壌水分状態の代表前を求め，それらが子実体の~:I~.!IU d:，

サイズに及ぼす限枠について検討した。そのあIfM~，いず

れの項目も ~L:j'n一以，サイズとの相関が低く， lj多は小さ

いことがj{f~祭された。 ヅIj， A"m~Jl の厚さの:tíf~定ÍI!'[と全長

にはj'，::ilt'1111主iが認められ，Ao}r~;iの坪さを変えることによ

る子実体サイズの制御の可能粧が示唆されたが，その処

耳目が子実体発生計やシロ問辺のi器類キ11に及ぼす影響は不

明であるため，今後の検討が必要である。
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