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特集 枯死木をめぐる生物間相互作用

木材腐朽菌による材の腐朽型が枯死木に生息する生物群集に与える影響

深津遊

東北大学大学院農学研究科

The influences ofwood decay伽 19iand their decay types on communities of div巴rseorganisms developed 

on coarse woody debris 

YuFukasawa 

Graduate School of Agricultural Science， Tohoku University 

要旨:菌類は枯死木の分解において中心的な役割を果たしている。枯死木の細胞壁を構成する有機物であるリグニンと

ホロセルロースに対する菌類の分解力に基づき、大きく分けて 3つの「腐朽型 (decaytype) Jが知られている。白色腐

朽では、リグニンが分解されるため材は白色化し、繊維状に崩壊する。褐色腐朽では、リグニンが変性するだけで分解

されずに残るため材は褐色化し、ブロック状に崩壊する。軟腐朽は含水率の高い条件で起こり、主に材の表面が泥状に

なる。異なる腐朽型の材では、物理化学性が異なるため、枯死木を住み場所や餌資源として利用する様々な生物群集に

影響を与えることが予想される。本稿では、細菌、菌類、植物、無脊椎動物、および脊椎動物の群集に対する材の腐朽

型の影響について実証的な研究をレビューする。細菌については、褐色腐朽材に比べ白色腐朽材で窒素固定細菌の活性

が高いことが知られている。腐朽型が菌類に与える影響に関しては研究例が非常に少ないが、腐朽菌や菌根菌が材の腐

朽型の影響を受けることが示唆されている。植物についても研究例が非常に少ないが、種により実生定着に適した腐朽

型が異なるようだ。無脊椎動物については、特に鞘麹目およびゴキブリ自の昆虫に関する研究例が多く、種により好む

腐朽型が異なることが知られている。脊椎動物についてはほとんと守研究例がなかったが、腐朽菌の種類によってキツツ

キの営巣に影響があることが示唆されている。腐朽型が生物群集に影響する理由としては、材の有機物組成や生長阻害

物質、 pHが腐朽型によって異なることが挙げられている。このように菌類には、ハピタットとしての枯死木の物理化

学性を変化させることで他の広範な分類群の生物群集に強い影響を与える生態系エンジニアとしての働きがあると考え

られる。ただし、その一般性については今後さらに多くの分類群の生物に対する菌類およびその腐朽型の影響を検証し

ていく必要がある。

キーワード・褐色腐朽、酸性、生態系エンジニア、白色腐朽、物理化学性

はじめに

森林生態系において枯死木は多様な生物のハビタット

として生物多様性の維持に重要な役割を果たしている

(Harmon et al. 1986)。多様な生物種の存在は、多数の生

物問相互作用のリンクを生み、生物群集の時間的な安定

性や撹乱に対する抵抗性・レジリエンスに影響すると考

えられる (Rooneyand McCann 2012)。生態系の安定性に
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対する枯死木の重要性を考える上で、枯死木に生息する

生物聞の相互作用関係を明らかにすることが重要である。

枯死木を利用する生物の中でも真菌類(以下、菌類)は、

種数において圧倒的に多様であるうえ (Stevens1997)、

直径 2~10μm の微細な糸状の細胞によって樹木細胞の内

部へと侵入し、菌糸を通じて分解に必要な水分や養分物

質を枯死木外部や内部の他の部分から必要な部分に輸送

し、菌糸から細胞外酵素を分泌することによって、枯死

木の分解において中心的な役割を担う生物となっている

(Swi丘etal. 1979 ; Boddy 1991)。樹木の細胞壁を形成する
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有機物のうち、リグニンとホロセルロース(セルロース

とヘミセルロースをあわせた呼称)からなるリグノセル

ロース複合体が 9割以上を占める (Vogtet al. 1986 ; 

Eriksson et al. 1990 ; Eaton and Hale 1993)。リグノセルロ

ース複合体は、骨格となるホロセルロース繊維の周りを

難分解性の芳香族化合物であるリグニンがガードした非

常に分解しにくい構造をとっている。菌類は酵素を用い

てリグニンを分解・除去したり、種によってはリグニン

を分解せずにホロセルロースのみを資化したりできるた

め、分解が進むにつれて材の物理化学性が変化する

(Pukasawa et al. 2009a)。このような変化は、枯死木を住

み場所あるいは食物資源として利用する他の生物に影響

を与えることが予想される。菌類による材分解が間接的

に枯死木に生息する生物群集に与える影響を評価した研

究はいまだ少ないが、昆虫を中心にデータが蓄積しつつ

ある。しかしこれまでのところ、広範な分類群の生物群

集に対する菌類の影響に関する個別データをまとめて比

較し、菌類による材分解が生物群集に与える影響やその

メカニズムについて考察した研究はほとんどない。菌類

による枯死木の有機物分解パターンは種により異なるが、

リグニンとホロセルロースの分解比率などにより、いく

つかの「腐朽型 (decaytype) Jに類型化できる (Eaton

and Hale 1993)。腐朽型の違いが枯死木に生息する生物群

集に与える影響を評価することにより、多様な菌類の影

響を一般化して理解することができるかもしれない。

本稿では、野外の枯死木において腐朽型がどのように

決定されるかについて、菌類の分類群ごとの材分解力お

よび枯死木内部での菌類群集の遷移過程から概説したあ

と、腐朽型が生物群集に与える影響について、細菌、菌類、

植物、無脊椎動物、脊椎動物に関するこれまでの知見を

レビューする。さらに、昆虫が菌類群集に影響すること

で腐朽型に影響し、それが他の生物の枯死木への定着に

影響するといった研究例や、腐朽型が菌食者やコケの群

集に影響し、それが樹木実生の枯死木への定着に影響す

るといった研究例から、菌類や腐朽型を介した 3つ以上

の生物群集聞の相E作用の可能性についても議論したい。

菌類の材分解力と腐朽型

枯死木を含む粗大木質リターの分解には様々な分類群

の菌類が関与している。菌類の高次分類体系は、近年発

達した分子系統解析の結果大幅に組み替えられつつあり

流動的だが、 Dictionaryof the fungi第 10版 (Kirket al. 

2008) によれば、子嚢菌門、担子菌門、グロムス門、接
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合菌門、ツボカビ門、微胞子虫門の 6つの門から構成さ

れている。このうち、子嚢菌門、担子菌門、接合菌門に

含まれる菌類が、陸上の植物リタ一分解では重要になる。

菌類の材分解力は、これまで主に 2つの方法により調

べられてきた。一つは、純粋培養菌株を滅菌した材片に

接種し、一定期間培養した後の木片の重量減少や成分の

変化を調べる方法である(例えば Tanesakaet al. 1993 ; 

Worrall et al. 1997)。もう一つは、やはり純粋培養菌株を

用い、材を構成しているリグニンやホロセルロースを分

解する酵素の生産能力を調べる方法である(例えば

Baldrian 2008)。これらの研究から、菌類の一般的な材分

解力は以下のようにまとめられる。 (1)担子菌門に属す

る菌類には、リグニンあるいはホロセルロースに対する

分解力が強いものが多い。 (2)子嚢菌門に属する菌類は

多くが低分子量の可溶性糖類を利用しているが、純粋な

セルロース(櫨紙など)や材のホロセルロースに対する

分解活性を持つ種も多く、一部はリグニンも分解できる。

(3)接合菌門に属する菌類は、多くが可溶性糖類を利用し

ており、リグノセルロースに対する分解活性を持たない。

特に材分解力が大きい担子菌門や一部の子嚢菌門(ク

ロサイワイタケ科 (Xylariaceae))は「木材腐朽菌 (wood

decay fungi) Jと呼ばれ、その分解様式は、リグニンおよ

びホロセルロースの分解力に基づき、大きく分けて 3つ

の腐朽型(白色腐朽、褐色腐朽、軟腐朽)に分けられる

(Eaton and Hale 1993) (図 1)。白色腐朽 (whiterot) は、

リグニン分解力のある菌類(白色腐朽菌)により引き起

こされる。リグニンとホロセルロースが同時に分解さ

れる場合と、リグニンが選択的に分解される場合とがあ

り、後者を特に選択的白色腐朽 (selectivewhite rot) と呼

ぶこともある(渡辺 2007)。前者を引き起こす菌類とし

ては、担子菌門のカワラタケ (Trametesversicolor)、ハカ

ワラタケ (Trichaptumbiform)、ツキヨタケ (Omphalotus

guepiniformis)、ウチワタケ (Microporusaffinis)や子嚢菌

門のクロサイワイタケ科の一部など多くの種が知られて

いる (Pukasawaet al. 2005， 2012)。後者を引き起こす菌

類は比較的少ないが、担子菌門のキヒモカワタケ

(Phanerochaete filamentosa)、P.chrysosporium、

Cer伊oriopsissubvermispora、コフキサルノコシカケ

(0.仰odermaαpplanatum)、G.australeなどが知られている

(Dill and Kraepelin 1986 ; Elissetche et al. 2006 ; Enoki et al. 

1999 ; Pukasawa et al. 2005)。いずれの場合にも、褐色の

物質であるリグニンが分解されるため材は白色化し、材

の細胞間層が破壊されて細胞同士が分離するため繊維状

の構造となるのが特徴である。
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褐色腐朽 (brownrot)は、リグニンを分解することな

くホロセルロースを資化することのできる菌類 (褐色腐

朽菌)により引き起こされる。前述のように、樹木の細

胞壁の中でホロセルロースはリグニンに覆われているた

め、このままではホロセルロースを資化することはでき

ない。白色腐朽菌は、リグニンを分解して取り除くこと

によりこの問題を解決しているが、褐色腐朽菌は、分子

量の大きいホロセルロース分解酵素では通過できないリ

グニン層を、低分子量のヒドロキシルラジカル (・OH)

を通過させてホロセルロース分解を行うことにより解決

していると考えられている (Greenand Highley 1997)。褐

色腐朽を行う菌類としては、担子菌門のツガサルノコシ

カケ (Fomitopsispinicolα)・マツオウジ (Neolentinus

lepideus)・キカイガラタケ (Gloeophyllumsepiarium) ホ

ウロクタケ (Daedaleadickinsii)などが知られている。い

ずれの場合にも、褐色の物質であるリグニンが蓄積する

ため材は褐色化する。リグニン含量の多い細胞間層が破

壊されずに細胞同士の接着が保たれたまま細胞壁の多孔

質化が進むため、ブロック状に崩壊するのが特徴である。

また、ヒドロキシルラジカルを生成する過程で有機酸が

生じるため、材の pHが低下する (Espejoand Agosin 

1991)。担子菌門の中で褐色腐朽菌として知られている種

の数は、白色腐朽菌よ りも少ない (Gilbertson1980)。担

子菌門の中でも、木材分解力が大きいハラタケ鋼におけ

る木材分解能の進化に関しては、褐色腐朽性の種はより

派生的だが、単系統性はなく白色腐朽性の種の中から複

数回進化したものと考えられている (Hibbettand 

Donogh問 2001)。

軟腐朽 (softrot)は、担子菌が生息できない含水率の

高い材に定着できる子嚢菌類(軟腐朽菌)により引き起

こされる。リグニンに比ベホロセルロースが選択的に分

解される点は褐色腐朽に似ているが、材の表面に近い部

分で起こりやすい。植物の細胞壁の中にダイアモンド型

の空隙ができて分解が進んで、いく点が特徴である (Savory

and Pinion 1958)。材は含水率の高いまま黒色化し、泥状

になる。軟腐朽菌としては、子嚢菌門の Chaetomium属 -

Trichoderma属 .Scytalidium属 ・Torula属などが知られて

いる (Savoryand Pinion 1958 ; Nilsson 1973)。

枯死木分解にともなう菌類群集の遷移と腐朽型

野外の枯死木の分解過程では、これら様々な分解力を

持った菌類群集が遷移しながら材の分解が進行する

(Rayner and Boddy 1988)。野外における各菌種の枯死木

313 

図 1. 3つの腐朽型。(a)白色腐朽では繊維状、 (b)褐色腐朽で

はプロック状、(c)軟腐朽では泥状の構造が特徴。

分解に果たす役割を評価するためには、実験室内での分

解力の評価に加え、野外の枯死木における各菌種の優占

度を、枯死木の分解に沿って評価する必要がある。分解

に長期間かかる粗大枯死木では、分解過程をいくつかの

分解段階に区分し、各分解段階の枯死木を調査すること

で分解過程を推定する方法 (クロノシーケンス法)が使

われる。通常、 5段階 (枯死直後が 1)に区分されること

が多い (例えば Meanset al. 1992 ; Bader et al. 1995 ; 

Heilmann-Clausen 2001)。

枯死木の菌類群集はこれまで、枯死木表面に発生した

菌類の子実体の観察、枯死木内音防、ら培地上への分離培

養、枯死木から直接菌類の遺伝子を抽出する、といった
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方法により調べられてきた (Lindneret al. 2011)。菌類群

集は枯死木の樹種により大きく異なる (Lumleyet al. 

2001 ; 1支出li巴tal. 2011)が、一般に森林の林床における枯

死木の分解にともなう菌類群集の遷移過程は大きく分け

て、初期、中期、後期の 3つの期間に分けられる。前述

の分解段階 (5段階評価)では、分解段階 lが分解初期、

分解段階 2および3が分解中期、分解段階 4および5が

分解後期に区分される(深津・大園 2011)。まず樹木の

枯死直後の分解初期には、樹木が生きているうちから形

成層や辺材部に定着していた菌類(内生菌)が、樹木の

枯死にともなう材含水率の低下を引き金として速やかに

菌糸伸長して生息部位を拡大し、優占する (Chapelaand 

Boddy 1988a， 1988b)。子嚢菌門や担子菌門の菌類が内生

菌として報告されている (Boddyand Griffith 1989)。樹木

の材の内生菌は、生態的に 3つのグループに分けること

ができる。一つ目のグループは、可溶性の糖分に依存し

て生活している子嚢菌門のグループであり、一次腐生菌

(primary saprophytes) と呼ばれる (Hudson1968 ;金子

2007)。一次腐生菌には、材の細胞壁を構成するリグノセ

ルロースに対する分解力はないため、易分解性の資源の

枯渇や、後から定着してきた闘争力 (combativeability) 

の強い菌類により駆逐されるといった理由により、急速

に消え去る (Raynerand Boddy 1988)。なお、ここでいう「闘

争」は、生態学で一般に用いられる「競争」に近い概念

だが、木材腐朽菌では枯死木が生息空間であると同時に

食物資源でもあるため、空間の占有による「干渉型競争」

と資源の消費による「消費型競争」を概念的に区別する

ことが困難な点や、木材腐朽菌の遷移が菌糸体同士の措

抗 (antagonism) の強さの階層性により説明されている

(Rayner and Boddy 1988) ことを重視し、 Boddy(2000) 

は木材腐朽菌同士が相手を括抗・排除する能力のことを

闘争力と定義している。二つ目のグループは、子嚢菌門

クロサイワイタケ目 (Xylariales) に含まれる菌類のグル

ープである。枯死木内部のこのグループの菌類の生息部

位は、 PSPs(pseudosclerotial plates) と呼ばれるメラニン

化した分解抵抗性の菌糸組織に固まれることが多く

(Chapela and Boddy 1988a)、外部からの他種の菌類による

侵入に対する抵抗力が高いため、樹木の枯死直後から分

解後期まで長期間にわたりコロニーを維持し続けること

がある (Chapelaet al. 1988)。このグループの菌類は、リ

グノセルロースに対する分解活性を持つが分解速度は遅

いため (Fukasawaet al. 2005)、クロサイワイタケ目の菌

類の定着部位が分解後期まで存続した場合は、隣接する

他の菌類の生息部位の材が分解して崩壊した後も固いま

314 

ま残ることがある。三つ目のグループは、担子菌門に属

する菌類である。白色腐朽性の担子菌のいくつかの種が、

広葉樹の幹から内生菌として報告されており、枯死木の

初期分解に関わっていると考えられているが分解力は小

さく (Boddyand Griffith 1989 ; Oses et al. 2008 ; Takemoto 

etal. 2010)、この段階では腐朽型の特徴はまだ現れない。

次の分解中期に枯死木内部で優占するのが、樹木が枯

死した後に空中や土壌中から胞子や菌糸束により定着し

てくる担子菌類である。これら 2番目の定着者(secondary

colonizers) は菌糸体の闘争力が強く、それまで優占して

いた内生菌の生息部位を次々と置き換わりながら枯死木

内部に生息部位を広げていく (Coatesand Rayner 1985 ; 

Fukasawa et al. 2010)。また材分解力も強いため、この段

階で枯死木の分解は急速に進む (Fukasawaet al. 2009a)。

白色腐朽性や褐色腐朽性の担子菌類が多く含まれるため、

この段階で優占する菌種による材分解が、分解後期の材

の腐朽型を決定すると考えられる (Fukasawaet al. 2010， 

2012) 0 R司jalaet al. (2011) はドイツトウヒ (Piceaabies) 

の倒木の内部から直接菌類の遺伝子を抽出し、倒木の分

解に伴う菌類群集の遷移を調べた。その結果、担子菌類

の発生頻度が最も高い分解中期での白色腐朽菌と褐色腐

朽菌の頻度の割合は約 1:2で、褐色腐朽菌の方が多かった。

この結果は、ドイツトウヒ倒木の分解過程の後期に褐色

腐朽してリグニンが蓄積した材が多く見られることと一

致している (Butleret al. 2007)。針葉樹の枯死木では分解

過程の後期に褐色腐朽の割合が多くなる樹種が多く、ダ

グラスファー (Pseudotsugamenziesii)、ノ¥}レサムモミ (Abiω

balsamea)、アマピリスモミ (Abiesamabilis) などでも同

様な傾向が確かめられている (Lambertet al. 1980 ; Hope 

1987 ; Preston et al. 1990 ; Means et al. 1992)。一方、広葉

樹の枯死木では研究例が少ないが、白色腐朽が優占する

ことがブナ (Paguscrenatα) やスダジイ (Castanopsis

sieboldii) で確かめられている (Fukasawaet al. 2009a， 

2012)。ただし例外は多く、カバノキ属やコナラ属、サク

ラ属、ユーカリ属などの、特に心材は褐色腐朽すること

が知られている(本郷 2001;荒谷 2006; Wardlaw et al. 

2009)。北米に見られる代表的な樹木 14種(針葉樹 7種、

広葉樹 7種)について、発生する木材腐朽菌の全菌種に

おける褐色腐朽菌の種数割合を比較した例では、針葉樹

における平均が23.6%だったのに対し、広葉樹では 6.9%

だった (Gilbertson1980)。ただし、褐色腐朽菌の種数が

多いことは褐色腐朽する材が多いことを必ずしも意味し

ないので、材の腐朽型に関する定量的な調査が必要で、あ

る。同ーの樹種の枯死木でも、地理的な場所の違いによ
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図2. 菌類群集が枯死木を分解することにより枯死木の物理化学環境が変化し、それが他の生物群集に影響する。

枯死木の分解は 3つの腐朽型(白色腐朽・褐色腐朽・軟腐朽)に区分できる(図 lおよび本文参照)。

って腐朽型の割合が全く異なることもある (Pukasawa

unpub1ished)。

最後に、分解後期になると、材の含水率が非常に高く

なり担子菌類の生育に不適な条件になることにより(時

本 1985)、軟腐朽性の子嚢菌類が優占する (Crawfordet 

al. 1990 ; Pukasawa et al. 2009b)。これらの多くは土壌中か

ら定着してくると考えられている (Tokumasuet al. 1987)。

材の含水率が高く窒素分が豊富な条件では軟腐朽菌の活

性が高く、前段階で白色腐朽した材の脱リグニン化され

たホロセルロースを積極的に分解して、材を軟腐朽させ

ると考えられる (Pukasawaet al. 2009b， 2011)。このように、

枯死木の分解に伴う菌類群集の発達と遷移のメカニズム

は、大まかには材の物理化学性の変化と菌種聞の闘争力

の関係により説明されている (Boddy2000)が、それぞ

れの分解段階においてどの菌種が定着するかは、枯死木

の物理化学性に加え、枯死木の量や分布 (Jonsson et al. 

2008)、さらには偶然性 (contingency)や先住効果 (priority

effect) にも影響され (Pukamiet al. 2010 ; Dickie et al. 

2012)、非常に複雑である。特に、胞子により空中から定

着する種が多いと考えられる分解中期では、菌類の定着

に偶然性が大きく作用すると予想され、分解初期や後期

に比べ枯死木聞での菌類群集の異質性 (s多様性)が大

きい (Jonssonet al. 2008 ; Pukasawa et al. 2009b)。
以上から、枯死木の分解過程の中で、分解初期のクロ

サイワイタケ目子嚢菌類、分解中期の担子菌類あるいは

分解後期の子嚢菌類が枯死木の腐朽型を決定する主要な

菌類だと考えられる。特に、分解中期の担子菌類は材分

解力が大きい種が多く、この期間に定着した菌種により

材の白色腐朽と褐色腐朽が決定されるといえる。材が白

色腐朽した場合は、分解後期にさらに軟腐朽に変化する

可能性もあるため、分解中期に定着する菌種が最終的な

腐朽型の決定に最も重要といえるだろう。

材の腐朽型が枯死木に生息する生物群集に

与える影響

それでは、こういった腐朽型の違いは、枯死木に生息

する生物群集にどういった影響を与えるのだろうか。腐

朽型が枯死木に生息する生物群集に与える影響は、菌類

による材分解を介した間接的な影響ととらえることがで

きる(図 2)。ここからは、細菌・菌類・植物・無脊椎動物・

脊椎動物の順に、これまで、に分かつている知見をまとめる。

細菌

細菌の中には、材の分解に直接関わるほか、空気中の

窒素を固定することで枯死木の窒素濃度を高めるグルー

プがいる (Raynerand Boddy 1988) 0 Aho et al. (1974) は

アメリカ北部オレゴン州の森林で、シロモミ (Abies

concoZor)の枯死木の窒素固定細菌群集を調べた。培養法

により、嫌気性窒素固定細菌である Enter吋 αcter属の数

種と KZebsiellapneumoniaeが高頻度で検出されたが、そ

のほとんどが白色腐朽菌である担子菌サンゴハリタケ属

のHericiumabietisや担子菌カラマツカタワタケ (Phellinus

chrysoZoma) による腐朽を受けた材から検出され、褐色腐

朽菌である担子菌マンネンハリタケ属の Echinodontium

tinctoriumによる腐朽を受けた材からはほとんど検出され

なかった。後者の褐色腐朽材からはリグニンが変性して

生じたと考えられる高濃度のフェノール類が検出されて

おり、これが細菌の個体数を減らしている可能性がある。

同様にアメリカ北部の森林において倒木の窒素固定活性

を測定した Jurgensenet al. (1989) は、モミ属・ツガ属・

トガサワラ属・ネズコ属など広範な針葉樹種の倒木にお

いて、褐色腐朽した倒木に比べ白色腐朽した倒木で窒素

固定活性が高いことを確かめている。材の含水率は細菌

の活性に大きく影響するが (Spanoet al. 1982)、この研究

では腐朽型間で含水率に差はなかった。さらに Jurgensen
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etal. (1989) は、アセチレン還元法により測定された枯

死木の窒素固定活性について過去の研究をまとめ、褐色

腐朽材に比べ白色腐朽材で高い傾向が広葉樹も含め一般

的であることも示している。

このように、菌類は窒素固定細菌群集に大きな影響を

与え、それにより枯死木の窒素固定活性にも間接的に影

響しているといえる。 DeBoer et al. (2005) は植物遺体の

分解過程において菌類が細菌群集に与える影響について

まとめ、菌類は炭素や養分をめぐって細菌と競争関係に

あるが、セルロースやリグニンなど難分解性の資源に対

しては、菌類が高分子を分解した後に生じる低分子の炭

素を細菌が利用するなど、共生的な関係も強く働くとし

ている。褐色腐朽材に比べ白色腐朽材で窒素固定細菌の

活性が高い理由としては、 (1) 白色腐朽材では全炭水化

物や可溶性糖類の濃度が褐色腐朽材に比べ高いこと

(Jurgensen et al. 1989)、(2)褐色腐朽材ではリグニン濃度

が高く、リグニンが変性して生じたフェノール類が多い

ため、これが細菌の活性を阻害した可能性 (Ahoet al. 

1974: Jurgensen et al. 1989)、(3)褐色腐朽材は酸性化す

るため、これが細菌の活性を阻害した可能性 (Jurgensen

et al. 1989)、が考えられている。腐朽型による窒素固定

活性の違いは、枯死木の窒素濃度の違いを介して、その後

の材の分解速度や、枯死木に定着する植物など他の生物群

集に影響を与えるかもしれない (Takahashiet al. 2000)。

菌類

菌類群集の選移の部分で述べたように、枯死木に先に

定着した菌類は、その後の菌類群集の発達に影響する

(Fukami et al. 2010)。こうした報告例の多くは菌種聞の直

接的な闘争関係 (Boddy2000)や寄生関係による (Rayner

et al. 1987 : Renvall 1995)。ここではそういった直接的な

関係ではなく、先に定着した菌類が材を分解して材の物

理化学性を変化させることにより間接的に後から定着す

る菌類群集に影響を与える例を扱うが、研究例は少ない。

Lindner et al. (2011 )はドイツトウヒの丸太に褐色腐朽菌

ツガサルノコシカケおよび白色腐朽菌ハリタケモドキを

接種し、 6年後の菌類群集を比較した結果、ツガサルノ

コシカケを接種した材からは同菌を含め腐朽菌が 4.3種

しか分離されなかったが、ハリタケモドキを接種した材

からは同菌を含め 9.5種の腐朽菌が分離され、多様性が

有意に高かった。この理由は不明だが、ツガサルノコシ

カケを接種した丸太の方が分解速度が速く、 6年後の時

点で材密度が初期の約半分になっていたことから、同菌

が材のホロセルロースを速やかに資化したことにより材
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が他の菌類にとって利用しにくい状態になった可能性が

挙げられるだろう。また、褐色腐朽材は酸性化すること

が知られているため、酸性条件が多くの菌の生育を阻害

した可能性もあるだろう。ただしこの研究では、接種し

た2種の菌が6年後の時点でも菌糸として丸太の内部で

生存していたことから、菌糸同士の直接的な相互作用の

影響もあるかもしれない。

枯死木に定着する菌類は、腐生菌だけではない。腐朽

の進んだ、枯死木の内部には、周辺の土壌中から植物根が

進入してくる。また、枯死木上に発芽して生育する植物

もある (Harmonet al. 1986)。したがって、植物根と共生

関係を結ぶ菌根菌もまた、枯死木に定着しうる (R司jalaet 

al. 2011) 0 Tedersoo et al. (2008)は、エストニアの森林で、

褐色腐朽したドイツトウヒの倒木および白色腐朽したシ

ダレカンパ (Betulapendula)の倒木上に生育するこれら

2樹種の実生の外生菌根菌群集を調査した。その結果、

褐色腐朽した倒木に生育するドイツトウヒやシダレカン

パの実生で、定着頻度の高かったおmentellasublilacinaやヒ

メチチモドキ (Lactariustabidus)、ヒダハタケ (Paxillus

involutus)が、白色腐朽した倒木に生育する同種実生では

頻度が低下し、逆にキワタゲカワタケ (Amphinema

byssoides) の頻度が高くなるというように、倒木の腐朽

型により実生の外生菌根菌群集が影響を受けることが明

らかになった。この理由として著者は、白色腐朽と褐色

腐朽の材の物理化学性の違いを挙げているが詳しい検討

はなされていない。他の可能性としては、菌糸伸長を促

進し、植物根と菌根菌の共生関係を促進する細菌

(mycorrhiza helper bacteria， MHB) (Frey-Klett et al. 2007 : 

片岡 2012)の存在が挙げられるだろう。 Folmanet al. (2008) 

は白色腐朽菌のニガクリタケ(砂'Pholoma角 ciculare)や

ハリタケモドキ (Resiniciumbicolor) による腐朽をうけた

ヨーロッパブナ (Pagussylvatica)の材から、 MHBを含

むRhizobiaceaeや Bradyrhizobiaceae、Burkholderiaceaeの

細菌を高頻度で検出している。 MHBの菌糸伸長促進効果

には菌種に対する特異性が高いことが知られているので

(Frey-Klett et al. 2007)、白色腐朽材に特定の MHBが多い

とすれば、その MHBに促進されやすい菌根菌種が白色

腐朽材に優占する可能性もある。さらにこのような菌根

菌群集の違いは、倒木に定着する樹木実生の種組成に影

響する可能性が考えられるが、このような多くの分類群

聞での関係性を実証した研究例はまだない。

植物

倒木はコケや維管束植物の重要な定着場所である。特
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に樹木の実生が倒木上に更新する現象は倒木更新と呼

ばれ、森林樹木の重要な更新場所のひとつと考えら

れている (Harmonet al. 1986)。倒木の性質が実生の定着

に与える影響については、分解段階 (Moriet al. 2004)、

含水率 (Katsumataet al. 2009)、光条件 (Belli昭 hamand 

Richardson 2006)、コケの有無(Iijimaand Shibuya 2010) 

などについては検討されているが、倒木の腐朽型の影響

について調べた研究は少ない。 Fukasawa(2012) は日本

の温帯二次林において、アカマツ (Pinusdensiflora)の倒

木の腐朽型と倒木上の樹木実生の関係を調べた。アカマ

ツの倒木上にはリョウブ (Clethrabarbinervis)の実生が

高頻度で定着しており、その密度(面積あたりの本数)

は褐色腐朽した倒木においてその他の腐朽型の倒木より

も大きかった。リヨウブの実生密度は材の pHと負の相

闘があったため、褐色腐朽材の酸性条件が他種実生の定

着を阻害し、逆に酸性条件に強いとされるツツジ目植物

であるリョウブ実生の定着を促進したと考えられた。一

方、 Baceet al. (2012)はチェコ共和国の亜高山帯林でド

イツトウヒの倒木上の同種実生を調べ、褐色腐朽菌のツ

ガサルノコシカケが定着した倒木よりも白色腐朽菌のナ

ラタケ属菌 (Armillariaspp.) やエゾノハスグレタケ

(Phellinus nigrolimitatus)が定着した倒木でドイツトウヒ

の実生が多いことを報告している。この理由として著者

は、褐色腐朽材は崩れやすく不安定なのに加え、酸性で、

窒素固定活性が低く可溶性の養分が乏しいことを挙げて

いる。

これら 2つの研究例は、実生の樹種により腐朽型の効

果が全く異なることをよく示している。枯死木などの植

物遺体が分解する過程で生成するフェノール酸は、針葉

樹をはじめ多くの植物の実生において一次根の伸長を阻

害するが、リョウブを含むツツジ目に属するツツジ科の

植物では酸性条件に適応した菌根菌との共生によりこれ

を克服している (Mallik2003)。これら材の pHや菌根菌

群集により、倒木上に定着しやすい樹種が決まっている

可能性がある。今後、より広範な樹種について、倒木の

腐朽型と実生定着との関係を調査する必要がある。

無脊椎動物

枯死木からは昆虫の主要な分類群のほとんどがみつか

っているが、その多くを鞘麹目見虫が占め (Bunnelland 

Houde 2010)、腐朽型との関係についても鞘麹目昆虫にお

いて研究例が多い。Asaya(1993a，1993b)および荒谷(2002)

は日本の冷温帯林のブナやミズナラ (Quercuscrispula) 

の枯死木において、クワガタムシ科昆虫 (Lucanidae)の
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種組成を調査し、種によって幼虫が餌として好む材の腐

朽型が異なることを明らかにした。なかでもクワガタム

シの大多数の種が含まれるオオクワガタ亜科は白色腐朽

材を選好していると考えられている(荒谷 2006)。また、

オーストラリアやニューギニアに分布する、別のキンイ

ロクワガタ亜科に属するニジイロクワ ガタ

(Phalacrognathus muelleri) も幼虫の生育に白色腐朽材が

必要であることが報告されている (Woodet al. 1996)。白

色腐朽材を好む種が多い理由として荒谷 (2002) は、白

色腐朽材では消化しにくいリグニンが分解されている上

に、セルロ一スやヘミセルロ一スが低分子化されて比較

的消化しやすい状態で

材に比べ好ましい餌でで、あることを材の化学分析や飼育実

験などから明らかにしている。一方、ツヤハダクワガタ

(Ceruchus lignarius)やマダラクワガタ (Aesαlusasiaticus) 

など、リグニンが蓄積して消化しにくい餌であると考え

られる褐色腐朽材を特異的に利用する種も少数みつかっ

た。飼育実験でも、これらの種の幼虫は白色腐朽材を与

えられるとうまく成長できずに死んでしまうが褐色腐朽

材では成長できる。これらの種の幼虫がリグニンを分解

できる訳ではないことも明らかにされており、荒谷 (2002)

は、白色腐朽材に多く含まれるが褐色腐朽材では相対的

に存在量が少ないキシロースが成長阻害物質として働く

ため、これらの種では白色腐朽材を利用できないのだろ

うと推察している。近年、クワガタムシ科のメス成虫に

おいて体内に菌類を保持する器官(菌嚢)が広く存在し、

その中にはキシロース発酵を行う酵母が存在することが

明らかになった (Tanahashiet al. 2010)。白色腐朽材を積

極的に利用している種はこれらの共生菌の働きによりキ

シロースを資化しているのかもしれない。ただし褐色腐

朽材に特異的に見つかるツヤハダクワガタ (Ceruchus

lignarius) においても菌嚢は見つかっている。一方、白色

腐朽材から見つかるコクワガタ (Dorcusrectus)は菌食性

である可能性が示唆されている (Tanahashiet al. 2009)。

今後、クワガタムシ科における食性がさらに明らかにな

ることにより、材の腐朽型がクワガタムシ群集に与える

影響とそのメカニズムもより明確に理解されるだろう。

鞘麹目昆虫と同様に枯死木と密接な関係を持っている

のが、シロアリ類を含む広義のゴキブリ目昆虫である。

中でもシロアリ上科は、消化管内の共生微生物や自らが

生産した酵素により、材のセルロースを分解して利用し

ている。特に、オオシロアリ科 (Termopsidae) とレイピ

シロアリ科 (Ka1otermitidae)のシロアリは、枯死材に穿

孔して営巣することが知られている(大村 2006)。材の
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腐朽型との関係についても、シロアリ防除の観点から多

くの研究が行われている。上記のクワガタムシ科での研

究と大きく異なる点は、シロアリが褐色腐朽菌の定着し

た材に誘引されるという証拠が多く得られている点であ

る (Amburgey1979)。例えば、Matsuoand Nishimoto (1976) 

は、アカマツとブナの材に白色腐朽菌 4種および褐色腐

朽菌 7種を個別に接種し、 60から 100日間分解させた後、

腐朽材のエーテル抽出物のイエシロアリ (Coptotermes

formosanus)に対する誘因効果を調べた。その結果、褐色

腐朽菌を接種した材の抽出物のみシロアリを誘引し、そ

の効果に樹種の影響はなかった。褐色腐朽菌キチリメン

タケ (Gloeophyllumtrabeum) を用いた実験によると、材

を分解したときにこの菌がシロアリの道しるべフェロモ

ンと同じ物質を生産することが分かつており、これによ

りシロアリが誘引されると考えられている (Matsumuraet 

al. 1968)。シロアリ上科と同様ゴキブリ目に含まれる材

食性のオオゴキブリ (Panesthiaangustipennis spadica) も、

褐色腐朽した枯死木に多く生息することが示唆されてお

り(伊藤広記私信)興味深い。一方、白色腐朽材はヤマ

トシロアリ属のシロアリに忌避され (Amburgeyand Bea1 

1977)、なかでも白色腐朽菌コフキサルノコシカケ

(Ganoderma applanatum)による腐朽を受けた材はシロア

リに対する毒性分を含むことが分かっている (Amburgey

1979)。また、白色腐朽性の子嚢菌であるクロサイワイタ

ケ目 (xy1aria1es) の菌が定着した材はヤマトシロアリ属

のシロアリに好まれないことが報告されている (Kirkeret 

al. 2012)。しかし一方で、白色腐朽菌がシロアリを誘因

するという報告もある (Frenchet al. 1981 ; Waller et al. 

1987 ; Cornelius et al. 2002)。これらの研究はシロアリ防

除の観点から行われているためかシロアリに対する誘因

作用のみが注目されており、各腐朽型の材をシロアリが

実際に利用・資化できるかどうかは調べられていない。

枯死木穿孔性のシロアリは菌体よりもむしろ材自体を消

化して利用していると考えられるため(大村 2006)、リ

グニンの蓄積した褐色腐朽材をどのように消化するのか

興味深い。恐らく、クワガタムシの場合と同様、シロア

リの種により好む腐朽型や腐朽菌が異なるのではないか

と思われる (Kirkeret al. 2012)。今後は、より多くの菌種

とシロアリの種の関係を明らかにするとともに、各腐朽

型の材に対するシロアリの消化能力についての研究も必

要である。

褐色腐朽材はエネルギー源として利用しにくいと考え

られるにも関わらず、褐色腐朽材を含む枯死木で昆虫の

種多様性が高いという報告は多いo Wallace (1953) はイ
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ギリスのマツ (PinusnigraとP.sylvestris)の切株に生息

する見虫相についてまとめた。白色腐朽した切株ではイ

ボトビムシ科の Neanuramuscorumやクロノfネキノコノtエ

科の幼虫が特徴的だ、ったのに対し、褐色腐朽した切株で

はキノコパエ科の.A今cetophilafungorUlη やExechia

separata、ホソキノコパエ科の Bolitophilacinerea、ツルギ

アブ科の Therevabipunctata、コメツキムシ科の Melanotus

rufipesが特徴的であり、白色腐朽材に比べ褐色腐朽材で

昆虫の種多様性が高かった。白色腐朽材に比べ褐色腐朽

材で昆虫の種多様性が高い傾向はタスマニアのユーカリ

(Eucalyptus obliqua)の枯死木における鞘麹目見虫相の研

究でも得られている (Wardlawet al. 2009)。日本において

も、クワガタムシ科以外にもデパヒラタムシ科

(Prostomidae)やチピキカワムシ科 (Salpingidae) などで

褐色腐朽を好む甲虫種が知られている(鈴木 2009)。こ

れらの報告では、腐朽型の違いが見虫相の違いをもたら

していることに対する考察がなく、褐色腐朽材でなぜ昆

虫の種が多様なのか、はっきりした理由は分からない。

考えうる可能性として、褐色腐朽材は白色腐朽材に比べ

柔らかく、捕食性昆虫が侵入しやすいことが指摘されて

いる(荒谷 2006)。上述のツルギアブ科やコメツキムシ

科の幼虫は捕食性であり、これら捕食性昆虫が加わるこ

とで、褐色腐朽材における昆虫の多様性が高くなってい

るのかもしれない。もう一つの可能性として、 Yeeet al. 

(2006) によれば、直径の太いユーカリ (E.obliqua)の枯

死木は、心材部が褐色腐朽し、辺材部が白色腐朽してい

ることが多いのに対し、直径の細い枯死木では白色腐朽

のみで褐色腐朽は見られないことから、褐色腐朽した材

を含む枯死木では、白色腐朽した部分と褐色腐朽した部

分を両方含んで、おり、それぞれの腐朽型を好む種が共存

できることで、枯死木全体の種数が多くなっているのか

もしれない。

ここまで、枯死木の腐朽型が主に材食性あるいは菌食

性の昆虫群集に与える影響をまとめてきた。それらの昆

虫を補食するさらに高次の栄養段階の生物群集への腐朽

型の影響を詳しく調べた研究は少ない。 Johanssonet al. 

(2007) は、伐倒したドイツトウヒの丸太に褐色腐朽菌ツ

ガサルノコシカケあるいは白色腐朽菌ハリタケモドキを

接種し、 1-2年後の捕食性甲虫群集を調べたが、接種

した菌種による違いは見つからなかった。この研究は分

解の初期段階における昆虫群集を調べているが、昆虫群

集への腐朽型の影響が強く見られるのは分解段階後期の

枯死木である (Kailaet al. 1994 ; Jonsell et al. 2005)。分解

後期の枯死木であれば、前段落で述べた材への侵入しゃ
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図3. ドイツトウヒの枯死木をめぐる生物間相互作用の概念図。枯死直後に定着する甲虫群集が、恐らく菌

類の胞子を媒介することにより枯死木に定着する菌類群集に影響する。菌類群集の違いは枯死木の腐朽

型の違いを介して、分解後期に定着する甲虫群集や樹木実生群集に影響する。

すさの影響も含め、捕食者群集への影響も見られるかも

しれない。

枯死木には見虫以外の節足動物や環形動物、原生動物

や陸生貝類など、さまざまな無脊椎動物が生息している

が、見虫以外の無脊椎動物群集に対する腐朽型の影響は

ほとんど分かつていない。原生動物門に属する変形菌の

群集と腐朽型の関係をアカマツの倒木上で調べた研究で

は、変形菌群集と腐朽型の対応関係が見つかっている

(F叱asawaet al. unpublished)。

脊椎動物

陸上では、晴乳類・鳥類・両生類・鵬虫類などの脊椎

動物が、繁殖場所や休眠場所、あるいは採餌場所として

枯死木を利用する (Bunnelland Houde 2010)。材の腐朽型

が脊椎動物による枯死木利用に影響を与えるとすれば、

それは営巣や採餌のしやすさを介してだろう。営巣のし

やすさに関しては、北アメリカに生息するキツツキの一

種ホオジロシマアカゲラ (Picoidesborealis)が白色腐朽

菌のエゾサルノコシカケ (Phellinuspini) による心材腐朽

を受けたマツ (Pinusspp.)の生立木に好んで営巣するこ

とが知られている (Connerand Locke 1982 ; Jackson and 

Jackson 2004)。南アメリカにおける研究例でも、キツツ

キの営巣木から観察された菌類の子実体はすべて白色腐

朽菌であった (Cockleet al. 2012)。北海道でアカゲラ

(Dendrocopos mザor)の営巣木から腐朽菌を同定した例で

は、 19本の営巣木(立枯れおよび生立木)から白色腐朽

菌を高頻度で検出している。褐色腐朽材は腐朽が進むと

著しく変形・収縮するが、白色腐朽材はもとの形状を保

っていることが多く、このような材の物理性の違いによ

りキツツキ類が白色腐朽材を多く利用している可能性が

ある(小高信彦私信)。一方、北アメリカでキツツキ類

が営巣したセイヨウカラマツ (Larixoccidentalis)の生木

において巣穴周辺の材の菌類相を調査した Parksand Bull 

( 1996) は、イドタケ (Coniophoraputeana)・キカイガラ

タケ (Gloeophyllumsepiarium)・マスイロアナタケ

(Oligoporus placentus) といった褐色腐朽菌が高頻度で分

離されたことを報告しており、利用される心材腐朽木の

樹種や環境条件によっては営巣に好まれる腐朽型が異な

る可能性もある。採餌のしやすさに関しては、腐朽型に

より昆虫群集が異なる(上述)ことから、それを餌とす

る鳥類や小型晴乳類による枯死木の利用頻度に影響を与

えうると予想されるが、そのような研究例はない。

枯死木の腐朽型を介した生物間相互作用

ここまで、枯死木の腐朽型が個々の分類群の生物群集

に与える影響を紹介してきた。それでは、本特集の注目

点でもある、 3つ以上の分類群にわたる影響については

どうだろうか。数少ない研究例を2例紹介する。一つ目は、

ヨーロッパで行われたドイツトウヒの枯死木をめぐる昆

虫・菌類(腐朽型)・見虫あるいは植物の相互作用に関す

る一連の研究である(図 3)0Weslienetal. (2011) はスウ

ェーデンの森林で、ドイツトウヒの枯死木の分解初期に

穿孔する甲虫の種によりその後の腐朽菌の優占種が影響

され、さらにその後の甲虫群集に影響することを 15年間

の長期研究から明らかにした。ドイツトウヒの生木(胸

高直径 18-59cm) を地上から1.3-5.3mの高さで伐倒し、

残った切株に穿孔した甲虫および発生した菌類を観察し

た。枯死した直後にはキクイムシ科のタイリクヤツバキ

クイムシ (Ipstypographus)、 ホ シ ガ タ キ ク イムシ
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(Pityogenes chalcographus)、ウスイロキクイムシ

(1かlurgopspalliatus)およびカミキリムシ手ヰのヒメシラフ

ヒゲナガカミキリ (Monochamussutor)が穿孔した。こ

のうちウスイロキクイムシが穿孔した枯死木では、その

後、褐色腐朽菌のツガサルノコシカケの発生率が高くな

った。一方、ヒメシラフヒゲナガカミキリの穿孔はツガ

サルノコシカケの発生に負の影響を与えた。さらに枯死

後 10年目から、コクヌスト科の希少種 (Peltisgrossa)の

穿孔が観察されたが、その割合はツガサルノコシカケの

発生と強い正の相関があった。すなわち、枯死木の分解

初期に穿孔する甲虫群集が、腐朽菌の定着に影響を与え

ることで、さらに後から穿孔してくる甲虫群集に影響す

ることが示された。実生に対する腐朽型の影響のところ

でも紹介した Bace(2012) は、枯死木の枯死要因につい

ても検討し、風倒による枯死では白色腐朽菌であるナラ

タケ属菌やエゾノハスグレタケが定着するのに対し、キ

クイムシによる攻撃による枯死では褐色腐朽菌ツガサル

ノコシカケが定着し、ドイツトウヒ実生の定着に影響す

ることを示した。すなわち、キクイムシが枯死木の腐朽

菌群集に影響し、それが実生定着に影響する。これらの

研究では、キクイムシ類と褐色腐朽菌ツガサルノコシカ

ケの関係性が強く示唆されている。 Perssonet al. (2009， 

2011) はホシガタキクイムシやタイリクヤツバキクイム

シの体表や坑道の菌類群集を調査し、ツガサルノコシカ

ケが高頻度で検出されることを報告しているが、その他

の腐朽菌も多く検出されており、これらのキクイムシが

特にツガサjレノコシカケの分散に貢献しているかどうか

はっきりとは分かつていなしミ。

二つ目は、日本の二次林で行われたアカマツの倒木に

発生する変形菌・コケ・樹木実生と材の腐朽型の関係と

それらの相互作用に関する研究である (Pukasawaet al. 

unpublished)。上述したように、アカマツの倒木の腐朽型

と変形菌や樹木実生(リョウブ)との聞に有意な関係性

が見つかった。原生動物である変形菌は枯死木中の細菌

や菌類を摂食するため、養分の無機化に関わっている可

能性があり (Schroteret al. 2003)、倒木上への植物の定着

に影響しているかもしれない。また、倒木上への樹木実

生の定着にはコケが重要であることが知られている

(Iijima and Shibuya 2010)。そこで、倒木の腐朽型から変

形菌、コケ、樹木実生へと至る作用の流れを仮定し、倒

木ごとの種データを用いて構造方程式モデリングにより

解析を行ったところ、アカマツ倒木の褐色腐朽から特定

の変形菌およびコケの種を経てリョウブに至る有意なモ

デルが得られた。個々の生物聞の関係性については、今
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後実験などにより確かめなければならないが、腐朽菌に

よりもたらされる材の腐朽型の違いから始まる影響が、

生物聞の生態ネットワーク内の複数のリンクを経て伝播

する可能性を示す研究例といえるだろう。

まとめ

木材腐朽菌の材分解活性により生じる材の腐朽型の違

いが枯死木に生息する様々な分類群の生物群集に与える

影響を紹介してきた(表 1)。比較的研究例が多かった見

虫群集に関する研究例からは、種により好む腐朽型が異

なることが分かつてきている (Araya1993a ; Amburgey 

1979)。研究例は少ないが、植物でも同様な傾向が示唆さ

れている (Baceet al. 2012 ; Pukasawa 2012)。腐朽型が生

物群集に影響する要因としては、枯死木自体を餌資源と

して利用する細菌・菌類・無脊椎動物などでは、材の有

機物組成(リグニン・ホロセルロースの割合)や消化阻

害物質の存在、pHの影響などが挙げられている (Jurgensen

et al. 1989)。枯死木を餌資源ではなく住み場所として利

用する場合でも、植物群集における例のように pHが大

きく影響する (Pukasawa2012)。また、鳥類による営巣

利用の場合のように、腐朽型による物理性の違いが影響

する可能性もある。このように菌類には、ハピタットと

しての枯死木の物理化学性を変化させることで他の広範

な分類群の生物群集に強い影響を与える生態系エンジニ

ア (ecosystemengineer) としての働きがあるといえるだ

ろう (Odling-Smeeet al. 2003 ;椎名 2012)。このように、

既存の構造物の物理化学性を改変することで環境を改変

させるタイプの生態系エンジニアは、樹木やサンゴのよ

うに自分自身が構造物を作り上げるタイプの生態系エン

ジニア、すなわち autogenic(自律)engineerに対して、

allogenic (他律)engineerと呼ばれる (Jones巴tal. 1994の

Case 4) 0 Turbe et al. (2010) は、菌類や細菌など有機物

の化学的分解に関わる生物群を特に化学エンジニア

(chemical engineer) と呼んで、区別している(中森・金子

2012)。今後は、各腐朽型をもたらす菌類を明らかにした

上で、これまで調べられていないより広い分類群の生物

群集について腐朽型の影響を調べ、さらにそれらの生物

聞の相互作用関係を室内実験により詳細に検証していく

ことが必要である。

また、腐朽型と生物群集の関係だけでなく、さらにそ

こから広がる生物間相互作用についても明らかにするこ

とが、枯死木をめぐる生物間相互作用の全体像を把握す

る上で重要になる。すなわち腐朽型の違いをもたらす菌
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表 l 枯死木の腐朽型が枯死木に生息する生物群集に影響することを示す主な報告。

枯死木に生息す
枯死木の属名 主な結果 腐朽型の影響の要因 References 

る生物の分類群

細菌 モミ 褐色腐朽材に比べ白色腐朽材で窒素固褐色腐朽材のフェノール類が負の影 Aho et al. 

(1974) 

細菌 モミ、ツガ、ネズ

コ、トガサワラ

真菌 トウヒ

真菌 トウヒ、カノTノキ

木本(実生) マツ

木本(実生) トウヒ

昆虫 ブナ、コナラ

昆虫 マツ、ブナなど

見虫 トウヒ

昆虫 マツ

見虫 ユーカリ

定細菌が多い。 響?

褐色腐朽材に比べ白色腐朽材で窒素因褐色腐朽の低 pHが負、白色腐朽の炭

定活性が高い。 水化物が正の影響?

褐色腐朽材に比べ白色腐朽材で腐朽菌不明。

の種数が多しミ。

褐色腐朽材と白色腐朽材で菌根菌の種不明。

組成が異なる。

褐色腐朽材に比べ他の腐朽型の材で実褐色腐朽の低 pHが正の影響。

生密度が低し、。

褐色腐朽材に比べ白色腐朽材で実生密褐色腐朽材は崩れやすく不安定?低

度が高い。 pHも負の影響?

J urgensen et al 

(1989) 

Lindner et al. 

(2011) 

Tedersoo et al 

(2008) 

Fukasawa 

(2012) 

Bace et al. 

(2012) 

クワガタムシの種により好む腐朽型が白色腐朽のキシロースが一部の種に成荒谷 (2006)

異なる 長阻害。

シロアリの多くの種が褐色腐朽菌を接褐色腐朽材がシロアリの道しるべフェ Matsuoand 

種したオガクズに誘引される。一方、 ロモン類似物質を含む。一方、白色腐 Nishimoto(1976) 

白色腐朽材は忌避作用がある。 朽菌コフキサルノコシカケの腐朽材は Amburgeyand 

シロアリに対する毒性分を含有。 Beal(1977) 

Amburgey 

(1979) 

イエシロアリ属、ヤマトシロアリ属の白色腐朽菌Phanerochaete Cornelius巴tal 

シロアリが褐色腐朽菌に比べ白色腐朽 chrysosporiumのエタノール抽出物がシ (2002)

菌を接種したオガクズに誘引される。 ロアリを誘引。

腐朽型により見虫群集が異なる。褐色不明。?

腐朽を含む材で、白色腐朽材に比べ昆

虫の多様性が高い。

褐色腐朽を含む材で、白色腐朽材に比不明。 T

べ見虫の多様性が高い。

Wallace (1953) 

Wardlaw et al. 

(2009) 

鳥類 マツ* 白色腐朽菌による心材腐朽木にキツツ不明。 Connerand Locke 

キが好んで営巣。 (1982)

*枯死木ではなく心材腐朽した生立木

i Yee et al. (2006) によれば、褐色腐朽を含む材は直径が太く、白色腐朽の部分も含んでいるため、それぞれの腐朽型を好む種が共存

できることで、枯死木全体の種数が多くなっているのかもしれない。あるいは、褐色腐朽材は柔らかいため捕食性昆虫が侵入しやす

く、その分昆虫の種数が多くなるのかもしれない(荒谷2006)。

類群集と、それら菌類の定着に影響を与える生物群集と

の関係や、腐朽型の影響を受けた生物群集(例えば材食

見虫群集)がさらに他の生物群集(例えば捕食性見虫群集)

に影響するといった、腐朽型の影響が生物間相互作用を

介して伝播する可能性についても明らかにする必要があ

る。このような研究は少なかったが、細菌や菌類のとこ

ろで触れたように、枯死木の腐朽型によって影響を受け

たある生物の群集構造が、さらに直接的・間接的に他の

生物の群集構造に影響する可能性は容易に想像しうる。

このような間接的な生物問相互作用を含む生態ネットワ
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ーク構造(間接相互作用網)を明らかにしていく方法と

して大串 (2009) は、優占種やキーストン種など群集構

造に大きなインパクトをもっ複数の生物種聞の関係性の

うち、共分散構造分析により有意なもののみを選別して

いくことを提案している。この手順にもとづいて枯死木

をめぐる多くの分類群の生物群集問の間接相互作用網を

明らかにしていく上で、同ーの枯死木において、多くの

分類群の生物を同時に、長期間モニタリング調査してい

くことが必要である。最後の一つは、枯死木の分解過程

が長期間にわたることに起因している。上述の Weslienet 
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al. (2011)では 15年間のモニタリングにより、枯死木に

定着する昆虫群集が腐朽菌群集に影響し、それが枯死木

の腐朽型を介してその後の昆虫群集に影響する相互作用

関係を検出している。今後、このような長期モニタリン

グ研究を行っていくことにより、菌類の材分解機能を介

した枯死木をめぐる生物間相互作用のネットワーク構造

がより明確になるだろう。
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