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在来菌根菌を活用した海岸クロマツ林の健全育成技術の開発
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Development of technique to grow the healthy coastal forest of Japanese black pine using 

native mycorrhizal fungi 

Tetsuo MIZOGUCHI, Naoya MORIGUCHI, Hideo SADAI召YO,Tatsuaki IDETA 
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1 . 

長崎県の海岸線の延長は長崎県統計年鑑（2012)

によると約4,184kmと北海道に次いで2番目に長く，

その多くには，防風・初i朝を目的としたクロマツを

とする海岸林が造成され，海岸主出或の住民の生活

や農地などを守っている．以前はクロマツ林に堆積

した松葉を燃料として利用するため，松葉嶺きが行

われていた． しかし，近年はエネルギ一転挽により

化石燃料が使われるようになり，松葉揺きなどでク

ロマツ林に人の手が入らなくなったため，クロマツ

と共生関係にある菌根閣の生育環境も変化してきた．

諸根菌はクロマツから糖分をもらうかわりげ

中の水分や養分をクロマツに洪給し，成長を助けて

いる I). しかし，林内に松葉が:L"fil積することで，ク

ロマツ＂＊の地下部で、は語根遺から松葉等の有機物を

分解する腐生菌へ変わっていき，土壌が次第に把沃

化し広葉樹へと遷移が進み，クロマツと共生関係に

ある菌根閣との間保がくずれていくお）．そして，ク

ロマツ林が衰退していくことで防風，関i朝効果が充

分に発揮できなくなることが懸念されてし、る．

これまで当センターではクロマツの立木密震と絢

2. 

1) 

調査地は雲仙市ノト浜町富津，南島原市加津佐町野

田浜，前浜，南島原市口之津町ー白浜の4箇月7「の海岸

クロマツ林とした（図 1）.調査項目は林内に出現す

る菌根菌の発生種数と子実体数とした．子実体の発

生状況は平成21年4丹～平成24年 12月まで，毎月

1固から 2詔調査を行った．なお，子実体の同定は，

その外観の鞘蜘こ基づし、て行い，ショウロについて

は種の同定は行わず「ショウロ類」とした．また，

種の詞定が行えない子実体については，属までの間

定を行った．

高度窪を指標にしたクロマツ林管理技術を開発した

10）が，菌根器を活用したクロマツ林の管理技指につ

いての検討は行っていない．これまで，他地域では，

菌根菌に関する研究は福里 5）や永守ら 7）地により多

くの報告が行われているものの，立地や植生等の違

いにより，地地域の技術をそのまま適馬できない．

｝いらの問題を県内の海岸林で実証・解決すること

でクロマツと菌根欝の共生を可能にし，海岸クロマ

ツ林のもつ公益的機能が侍境的に発撞されることが

期待される．

そこで県内に分布する臨根障子実体の発生状況を

明らかにし，クロマツ林内の土壌表面に散布する懸

瀧液として有効とされるショウロ，コツブタケ叶こ

ついて子実体発生の季節変動の調査を行った．ま

それらを活用してクロマツ林へ菌根菌を感染・

させるための試験を行った．さらに，クロマツ苗の

器提菌の感染試験を実施し，遺恨菌を接種した抵抗

性クロマツを植栽した試験地を者｜竣市石田町筒城浜

と；部ノ滞町大島に設定し，それらの生育状況につい

したので報告する．

と

医l 調査地の位置図
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崎謀農林技術センター内の圏場に平成24年4月にク

ロマツ種子計番手重し，菌根菌を自然感染させる方法

を試みた．クロマツへの菌根菌感染の有無は翌年の

1月に発芽して，生育しているものの中から無作為

掘り取り，援系に発達した菌糸の状況

を自視により吉蔵官、した．

クロマツ林の1~主会育成技術の

に10

千五米一r'f.fi1~閣を i言問し

2) 

の
試験地は壱蚊市石器町筒城浜と郷ノ浦町大島の2

した（臨 1）.名試験地の概要は表2, 3に

• IPJツ州内＇ vOノゾμ （以下，簡城浜）は平地に竹擦

による防風楠工を施工し，議様態（ショウロ）を接

した抵抗性クロマツ（以下，接種苗（ショウロ））

していない抵抗性クロマツ（以下，

した区（3,000本／ha)

を各2区，合計4尽を設定した（写真2).

地（以下，大島）は丘陵地に丸太防愚柵工を施工し，

（ヌメリイグチ）を接種した抵抗性クロマツ

（以下，接撞苗（ヌメリイグチ））と非接種苗をそれ

ぞれ30材鶴（3,000本／ha）区， 50材法栽（5,000 

本／ha)IK, 70材喧栽（7,000本／ha）広を各2区，

した（写真3）ー

1 

20 

自

と

12 

した接語誌は多機能フ

ィノレター抹式会社が笠盤したポット苗を用いた．各

試験地のクロマツの接栽は平成19年 3月に行った．

とした．また，植

相対成長率を次の式

自

殺時のサイズが異なっ

で求め， Z軒高の指環とした．

(lnHα－ln抗日）／（α一。）

(Hα，H 13：α， 。年における樹高又は根元径）

調査期間は舗栽から平成24年 12月まで，

12月から 3月の期間に調査した．

3) 

海岸林の造成には，新たに土地を造成した後にク

ロマツを描栽する場合がある．そのため，クロマツ

と共生する菌根菌を早期に導入定着させることが

る．現地に菌根菌を人為的に導入するには，

懸濁液の散布の的に菌根菌接撞苗の植栽等によ

法がある．明間ら 2）はクロ

としてゲ、ノレ化剤を胞子懸濁液に混ぜ，

させることで菌根菌の接種を行ったが，今回は，低

コストで菌禄蕗をクロマツに接種するため，クロマ

ツに感染する蔀根議子実体が毎年百留意されている長

備考

マツの成立本数
2375本／ha
樹高：平均9.5m
絢高直径：平均13.3cm

ロマツ（／）襲警議繍

クロマツに菌根菌を感染・定著させる方法として

①懸濁液の散布ペ CT松葉掻き（Ao麗のi徐去） ll)' 

③木炭施用

ある．試験地ではその3つの方法を組み合わせた処

理を行い，それらの効果について検討した．表 1に

試験誌毎の処理条件を示す．試験地は調島原市加津

佐町野田浜のクロマツ材、内に設定した．ショウ

とコツブタケ懸濁液は子実｛本をミキサーで粉砕した

後，重さ 300gに対して，水 10'(Xの割合で希釈した

ものを用い， h あたり 250i-X～300 '?K散布した．

濁液の散布は平成21年 12丹24日に実施した．松葉

撞きは平成21年 11月とその後，

た．木炭｛土佐径3～4cmの大きさのものを利用した．

木炭は平成21年 11月初日に長さ 30cm，幅20cmの

方形に深さ lOcm，関｜塙は80cmで穴を掘り， lOcm

で埋設し，表面に砂をかぶせた（写真1).

は試験底内に出現する襲被留の発生謹と

した．調査期間は平成21年 11丹から平成24

月まで，毎丹 I毘から 2

形状

× 

5m x 10m 
5m x 10m 
5m x 10m 
5m x 10m 
5m x 10m 

試験区毎の処理条件

。 一
0
0
0

表 1

。
。

試験底

ハ
正
つ
U
A
U

・F
D
R
U

。。
：災拠一．

懸j醤j夜は平成21年12月に散布
松葉撞きは平成21年11月，その後は毎年度1問実施
木炭！ま平成21年11月に施期
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表2 筒城浜の概要

区分
犠栽本数根元後 苗高 植栽密度

接種苗（ショウロ） 40 

非接種苗 40 

根元径，苔高は植栽時の平均

5.8 

9.1 

試験区

2 

3 

4 

5 

区分

非接種苗

表3 大島の概要

根元径 苗高

(mm) (cm) 

9.6 40 

24.4 

35.2 

植栽本数

30 

70 

50 

70 

50 

3000 

3000 

植栽密度

3000 

7000 

5000 

7000 

5000 

6 30 3000 

7 30 3000 

8 70 7000 

9 接種苗 50 5000 

（ヌメリイグチ）
11 64 

10 70 7000 

11 50 5000 

12 30 3000 

根元径，苗高は植栽時の平均

由欝

試＂笹 11 I誤m".10 I試l';B:6 I設l'i!B:5

試設匹B I 試設B:7 I 設設53 I 試設B2 I 試ゑ臣1

防区朽

官
国2 大島の植栽位置国

3.結果と考察

1) 在来菌譲欝子襲体の発生扶j見E調査
4箇月！？の試験地における醤根菌子実体の発生種目

を表4に示す．問定が可能であった菌根菌の発生

撞数は 33種で、あった．各試験地ともに確認された

菌根菌の子実体は，アミタケ，ショウロ類，チチ

アワタケ，ヌメリイグチ，ハツタウーであった．今

は丹 l回から 2自の調査であり，調査間隔が長

かったため，調査地で発生した全ての種を確認で

きていないと考えられ，実捺，試験地で発生して

いる子実体の種数は今回の結果より多いと推察さ

れる．次に，野田浜におけるショウロ類とコツブ

タケの平成 21年度から 23年度までの月日ljの発生

状況を図 3，図 4に示す．ショウロ類は 11月から

4月，コツブタケは 7月から 2月に発生がみられ

た．毎年の発生最に差があるが，懸濁液作製のた

めの子実体を採取するのはこの時期が適期である

ことが示唆された．また，気象条件等の違いによ

り，毎年，問様に菌根菌を採取することができな

いことが予測される．そのため，クロマツ林に定

期的に懸濁液を散布するためには，議根菌子実体

の保帯や培養等の方法を検討する必要がある．

表 4 試験地で確認された菌根菌の発生種

続l'i'地 発生怒

シ口J、ッモドキチチアワ$1ケツチグリテング世ケi

ヌメリイグチ，ハツ$1ケ！ヒメコガ才、ツJレ$1ケ！ベニヲケ

百I浜 アカハツアミ争ケアンズ宇ケI五力ワリハツキツネ争ケヲロハツコツ－；i'.)lケιショウロ類。手手アワ宇ケe子ンヴ争ケI五
ドヴベニヲケ。ニセヴロハツ，ニセショウロ！ニセショウロ伐！ヌメリイゲチ！ハツ告ケ，ハマニセショウロヒメカヲショウロ

白浜 アセヲヶ！玄アミ$1ケカレパキツネ骨ケカウ＇！ハツキシメジR ショウロ類チチアワヲケ。ニオイコベニ$1ケl ヌメリイグチ。ハツ告ケ
ベニヲケ！玄

＂＇浮 ア力ハツアミ告ケアンズ$1ケアンズ$1ケ広イロガウリシロハツオオミノウロアワヲケ白カレパキツネヲケ，力ワリハツ！クギヲケ。クロハツ
コツブ$1ケ！ショウロ主主シロ世マゴ子ングヲケ？シロハツシロハツモドキ，チテアワ告ケチチ告ケ限ツチグワチング告ケチングヲケrn
ドウベニイヲケニオイコベニ骨ケヌメリイゲチハツイ旨ケ
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き，木炭施用を実施した試験[R7では平成 23年と

平成 24年に連続してコツブタケ子実体が確認さ

れた．コツブタケはショウロ散布区からも発生し

ていることから，胞子の飛散による菌捜菌感染の

可能性と以前から菌接閣のコロニーが存在してい

た可能性も考えられ，今回の 3つの処理による明

確な効果はみられなかった．しかし，コツブダケ

の発生は松葉掻きを実施していない試験監からは

みられなかったことから，コツブダケの発生促進

は松葉掻きが有効である可能性が示唆された。

をj吉郎した海岸クロマツ林の健全育成技術のrm発

400 

200 

100 

300 
（
恩
）
銭
授
隊
d
庁

3 （湾）2 1 

ショウロ類子実（本の月期jの

発生状I克（野田浜）

10 11 12 9 8 7 6 5 4 

図 3

。

3）欝額欝の警察築欝験

クロマツへの菌根菌感染の有無を諦査した結

果は次のとおりである．

平成 25年 l丹に無作為に堀り取った 10本のク

6cm桂に成長しており，目視によ

り全てのクロマツに菌根菌が感染していることが

確認された（写真 4）.播種した場所からは平成 24

年 10月にコツブタケの発生が確認された（写真5). 

今回，クロマツに感染した菌操菌の同定は行わな

かったが，播種した場所の潤閤に感染源となるク

ロマツが存在し，クロマツと共生する菌根障の子

実体が発生する場所では，播種するだけで容易に

クロマツに菌根留を感染させることができると

えられ，有吉らめの報告にもあるように母樹によ

る感染は可能である．

ロマツ

50 

40 

30 
（
臨
む
綴
投
機
伴

20 

10 

3 （月）2 

コツブタケ子実体の月別の

発生状況（野田浜）

エ10 11 12 § 8 7 6 5 ヰ

図 4

。

2）喪棄欝譲欝のクロマツへの警察議 a定欝誤駿

試験地における，クロマツ林への菌捜菌感染・

定着試験の結果を表 5fこ示す．コツブタケ懸濁i夜

の散布と松葉撞きを実躍した試験区5では平成23

7丹にコツブタケ子実体が 1儲確認された．

ョウロ懸濁液の散布と松葉語き，木炭施用を実施

した試験匹6からもコツブタケ子実体の発生が確

された．コツブタケ懸濁液を散布して，松葉掻

ン

懸濁液 懸濁液
ショウロ類）（コツブタケ

2 0 
3 -
4 0 
5 -
6 0 
7 -

0：実施．ー：実施せず
惑濁液は平成21年12月に散布
松葉掻きは平成21年11月，その後は毎年度1由実施
木炭は平成21年11月に施煎

表5処理条件別の菌根菌の発生穣と子実体数

発生種，億数，（発生を確認した年月）
木炭施m松葉掻き

試験LR

ド

コツブタケ1（平成23年7月）
コツブタケ1（平成23年8月）ニオイコベニタケ7（平成24年7月）
コツブタケ2（平成23年8月）コップタケ1（平成24年7月）

一0
0
0
0

一O
一O
一O

。。



尋）欝譲欝接謹麓を議開し

接種苗と非接種苔を現地に植栽し，生育状況を

した結果は次のとおりで、ある．

筒城浜では接種苗（ショウロ）の方が非接種よ

り根元径，樹高の相対成長率，残存率も高かった．

一方，大島では非接種革の方が根元径，樹高の相

対成長率，残存率も高かった（図 5，図 6，図 7). 

また，大島では接種苔（ヌメリイグチ），非接種苗

ともに斜面下部より斜面上部に植栽されているク

ロマツの樹高の相対成長率が低くなる傾向がみら

れた（図的 大島は海岸沿いに防風柵が設置され

ているものの傾斜地に植栽されている．そのため，

斜面上部のクロマツは風の影響を受け，樹高の相

対成長率は低くなったと考えられる．

両地区を比較すると大島の接種菖（ヌメリイグチ）

が樹高の相対成長率，残存率で低い｛直を示した（図

5，国 7）.これは，接種苗（ヌメリイグチ）植栽

持の苗高が影響したのではないかと考えられる．

筒城浜は植栽時の苗高が紙く，各試験区が竹資に

岡まれ，汀線に近いところには高木のクロマツが

存在するため嵐の影響を受けにくいと推測される

（表 2，写真 2).一方，大島の譲撞苗（ヌメリイ

グチ）の植栽時の苗高は 64.Ocmと高く，周囲に

フiてがないことや防組柵の配置などにより（表 3,

密2，写真 3），クロマツは風の影響を受け幌高の

相対成長率が紙くなったと考えられる（写真 6). 

また，大島全体では，樹高の相対成長率が高いと

ころでは残存率も高い傾向にあることから（鴎 9),

クロマツの植栽時には，クロマツを健全に生育さ

せるため，防J!fil楠の高さ，配置などを検討して配

る必要があると考える．大島で実施した植栽

密茂男｜！の試験では植栽密度と根元径，樹高の相対

成長率の間には棺関はなかった（図 10, [Z] 11). 
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4. おわりに

今居，クロマツ林への薗根菌の感染・

と菌根菌を接種した抵抗性クロマツの現地適応試

験を実擁した．今後は，クロマツの根系における

菌根菌の状態を観察し，撞工効果についても諦査

する必要がある．また，県内の海岸クロマツ林は

5. 構要

在来菌根菌を活用した海岸クロマツ林の管理方

法を検討するため，熟内における菌按菌子実体の

発生状況を調査した．また，それらを活用してク

ロマツ林へ菌披薗を感染・定着させるための実証

試験を行った．さらに，蕗根菌の感染試験を行う

とともに菌根菌を接種した抵抗性クロマツを現地

に模栽して，生育状況を調査した．

1)菌根菌の発生種数は 33種が確認された．各試験

地ともに確認されたのは，アミタケ，ショウロ類，

チチアワタケ，ヌメリイグチ，ハツタケで、あった．

約 430はあり，それらの立地条件や林内の状況は

多様で、ある．そのため，今後の海岸クロマツ林に

おける施業は菌根菌の活用と併せて，防風柵の設

を含めた施業が重要であると考える．

2）野田浜ではショウロ類は 11月～4月，コツブタ

ケは 7月～2丹に子実体が確認された．

3）コツブダケの発生促進には，松葉掻きが有効で

ある可能性が示唆された．

4）土壌にクロマツと共生する蕗根菌が存夜する場

所であれば，クロマツ種子を播種するだけで，ク

ロマツに菌根菌を感染させることは可能である．

5）海岸クロマツ林で、は，菌根菌の活用と併せて，

防風柵の設置を含めた施業が必要である．
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7. Sun蓄nary

In order to consider the method for growing coastal forest of Japanese black pine using mycorrhizal 

fungi, we surveyed the occurrence of fruit body of myconhizal fungi. In addition, we experienced 

iηorder to consider how to be infected mycorrhizal fungi to Japanese black pine. ¥Ve planted Japanese 

black piロeinfected with mycorrhizal fungi on the coast‘ Then, we surveyed the growth of those. 

1) The mycor寸hizalfungi were found 33 species. Suillus bovinus~ 晶izopog，α11 ・OS唱θolusspecies, Suillus 

g1anula tuふ：， Suill us l utθus and Lactarius hatsu，ぬh were found in all experimental site. 

2) In Nodahama, the fruit body of品izopogonroseolus species were found inトlovember-Apri1. The fruit 

body of Pisolithus tinctorius were found in July february. 

3) It was suggested that surface treatment was effective for occurring mycorrhizal fungi. 

4) If it is a place where the mycorrhizal fungi exist in soil, inoculation of mycorrhizal fungi is 

possible by sowing of the seed of black pine. 

5) It is necessary to construct windbreak work in conjunction with utilizing mycorrhizal fungi 
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写真 l 写真4 根に白い菌糸が付いている様子

写真2 筒城浜試験地の状況 写真5 クロマツ苗とコップタケの発生

写真3 大島試験地の状況 写真6 風の影響で幹が傾いている様子
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