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摘 要

外壁蘭根 (以下,蘭根)は,森林を構成する大部分の樹

種の根系において形成される植物 と菌類 との共生体であ

るO 外生菌根を形成する蘭 (以下, 菌根薗)の種構成や分

布様式などの群集構造に関する研究は,歯根蘭の多くが大

型の子実体を形威させることから,その子実体の発生にも

とづいて行なわれてきたOしかしながら,薗頼蘭の主要な

生活基盤である土壌中においては,そこでの矧司走の困難

さから,歯根薗群集に関する知見はきわめて限られている｡

本 研究では,モミの根系に形成される菌根や菌根形成に関

与している菌根蘭の群集構造を明らかにするために,地上

部の歯根薗子実体 と地下部の歯根の両方の特性に着目した

野外調査と室内実験にもとづく包括的馴iJr･91gを行なった｡

鼻体的な実験内容とその結果は以下の通りである｡

(1) 外生菌根菌子実体の発生消長とその分布

(Dモミを優占種とする二次林とスギ,ヒノキが健 占する人

工造林地の境都増的●近に設置した10×30mのプロット

内において,発生した蘭根薗子実体の種とその本数の調

査を約 10那 副将で3年間,計 67回行なったO

(診調査期間中に13属 39種の菌根蘭が認められ,そのうち

宋詑戦機 と考えられるペこタケ属蘭の-種の出現頻度

が,各調悉年および調査期間を通じて歯垢馬かった｡ま

た,3年間における歯根菌の累機種数は,29種目 年目),

3jj種 (2年‡蔓t),39種 (3年目)と直線的な増加傾向を

示した｡
③歯根薗子実体の発生にみられた種数と本数の年二回の

ピ-クでは,釈 (9)=]下旬～】0月上旬)のピ-クが常に

梅雨 (6月下旬～8月上旬)のものを上回っていた｡穐

レベルの発生消長では,大部分の機において種数,本数

ともに年-｡回の顕著など-クを示したo

④蘭根薗子実体の大部分は,モミが健占するプロットの西

半分の林地で発生しており,スギ,ヒノキの外生菌根を

形成 しない構機が懐古するプロットの東半分の林地で

は,その発生はプロットの西半分 と比べて著 しく少な

かった｡オエイダチモドキ,ヤマブキハツ,ベニタケ属

蘭の心 機の子実体は,モミ樹冠下の林床において発生し

た｡また,クロトマヤタケモドキ,ウスタケ,フジウス

タケは,こモミの樹冠外の林床上で発生していた｡

(釘子実体の出現頻度が高かった上位4機 (クロトマヤタケ

モドキ,オエイダチモド孝,ヤマブキハツ,べこタケ属

蘭の-機)に捌 ナる横間の分布解析をu示教を用いて,

僚古殿のベニタケ属蘭の--機と他の3種との組み合わせ

で行なった｡その結果,最小区画サイズにおけるベニタ

グ属菌の-種とクロトマヤタグをドキ,オエイグチモド

キ,ヤマブキハツは,それぞれ排他的,共存的,独立的

な子実体の空間分布様式を示していた｡



モミ摂系における外生歯娘蘭の群集生宰ぷ美学的研究

(2) 天然生 モ ミ実生 およびモ ミ成木 の外生歯根 の形態的棟

別

(お銅盤 プ ロ ッ ト内か ら採取 した当年生,-年生 のモ ミ実生

(128個体 ), お よび土壌 ブ ロ ックサ ンプル (10×10×10

cm ;9個 ) と土壌 コアサ ンプル (寓 径 3.2×10cm :28

偶) に含 まれ るモ ミ成木 の それ ぞれ の奴 系 に形成 され た

歯根 の実体 顕微鏡 ,光学頼微 綬観 察 を適 して,菌根 と薗

鞠表面 の蘭組織 の形態的 な差 異 に も とづ く歯根 の類 別 を

行 なった｡

(卦モ ミの実生 お よび成木の根系に形威された菌根は,全体

として 48の菌根 タイプに頬別されたO実生または成木い

ずれかのみに形成が認められた菌根タイプは,それぞれ

13,10タイプ,両方から頚別された蘭般タイプは計 25タ

イプであった｡

③ 実体顕微塵蜜観察によって,モミ実生の根系では単板状の

菌根が,モミ成木の奴系では,羽異状からピラミッド状

に分枝した歯根がそれぞれ観察された｡蘭棟の色彩にお

いて,薄紫色(タイプ 15),赤褐色(タイプ48),鼠色(タ
イプ35,36,37)などの特徴的な色が観察されたが,大

部分の歯根タイプは白色系,淡色系,茶色系のいずれか

の色を屋 していた｡

④ 光学顕微幾観察において,薗鞘の菌糸配列組織を王ng･

1ebyetal.(1990)に従い5つに区分したoこの菌糸配

列に加え,シスチジアの有無とその形態,クランプ結合

の有無,外部蘭糸の直径とその形態など,薗由来の形態

的特徴 と実体願微鋭観察による歯根の外見的な特徴か

ら,合計 48の蘭根タイプが類別された｡

(3) 分子生物学的手法にもとづ く外生菌根歯の同定

(Dプロット内において子実体の出現頻度が傑占的であった

上位 3機 (クロトマヤタグモドキ,オエイダチモドキ,

ベニタケ属蘭の-種)について,それらの各子実体 とそ

の低下から採取した土壌ブロック(10×10×10cm)に含

まれるモミの薗根から抽出した蘭根蘭の核ゲノム リボ

ソ-ムDNAのITS領域をPCRにより増幅 し,その増

幅 したITS領 域 のJuuIとIIinfIに よ るRFLPパ

ターンを調べたOまた,(2)で述べたように,土壌ブリツ

クから取 り出したモミ菌根の類別を行なったO

(勤--つの土壌ブロックから多様な菌根タイプ (5-33タイ

プ)が認められたが,クロトマヤタグをド率,オエイグ

チモド孝,べこタグ属菌の一種の子実体寓下では,それ

ぞれ菌根タイプill,21,21が出現頻度において傑占的で

あった｡

(卦クロトマヤタケモ ドキ,オエイダチモドキ,ベニタケ属

繭の-種の各種子実体について, リボソ-ムDNA内の

工TS領域長およびdIl,日とmnfIを用いた RFu'パ

タ-ン (∫′一s-RFLPパタ-ン)は,それぞれ菌根タイプ

41,16,21のH､S--RFLPパタ-ンと同-であった｡

④クロトマヤタグこ日でキとべこタグ属蘭の･一様では,その

子 実 体 寓 下 の土壌中においては,その蘭によって形成さ

12!)

れている菌根 (それぞれ蘭根タイプ-ju と21)が加温頻度

において健占していた｡-罪,オエイダチモド孝の場合,

その子実体が発生した直下の土壌中では,その蘭によっ

て形成された薗根 (薗奴タイプ16)の出現頻度は低 く,

ペニタグ属蘭の--種の蘭根が燦占していたO

(4) 外生菌横菌の土壌中における空間分布と実生における

菌根形成過程

(∋(2)の当年生,-〟-年生のモミ実生について,それらの般系

に形成された薗根の季節変化をユ995-3997年にかけて

調べた｡また,(2)のモミ実生と土壌コアに含まれるモミ

成木に形成された歯根の空間的分布を明らかにし,さら

に,(2)と(3)において類別,同意された各歯根タイプの空

間分布を調べたO

(勤モミ実生の娘系における菌根の形成は,側板の形成 と同

時期に観察されたo薗根の形成率は,当年生実生では

4O-80%の間で変化し,髪から秋に向けて増加傾向を,

-年生実生では,採取月を通して7()%前後を示した｡各

実生で見い出された蘭根タイプは,当年生,-一年生とも

に,夏から秋にかけて増加傾向を示した｡

③モミ実生およびモミ成木の根系に形成された歯根は,管

れぞれ言汁37,23の菌根タイプに類別された｡実生, 成木

いずれの場合も,タイプ21は菌根数において厳も懐 古的

であり,当年弘 -年生実生の根系または土壌コアにお

ける歯根タイプの出現頻度においても同様であった｡一

方,実弘 成木いずれにおいても,大部分の蘭板タイプ

の出現頻度は低 く,空間的な分布も局所的であったO

④モ ミ実生の根系にはプロット内の採取位置にかかわら

ず,菌根が形威されていた｡モミ成木の歯根は,モミ樹

幹からの距離に従い有意な減少傾向を示し,また,土壌

表層から10cmまでの深さでは,0--5cm層の方が5-

10cm層よりも多 く分布する傾向が認められた｡

(参タイプ21の蘭娘が形成されていた実生の採取位置と,同

タイプの菌根が含まれていた土壌コアの採取位 置とは,

面的にみて蕊なる傾向が認められた｡

以上の結果を総合して,次のことが示唆された｡

(む本調査プロット(0.O3ha)に生息する菌根蘭は,子実体

発生,菌根の形態的,遺伝的解析の包括的な調査にもと

づいて,少なくとも53種存在するものと推察されたO調

査プロットが人工林 と二次林の境界部 という,特殊な環

境に位置していることが,このような多様な蘭板蘭の存

在を可能にしている-一因と考えられた｡

②菌根薗子実体は,機関で発生時期や発生位置が互いに異

なっていたことから,子実体形成における歯根菌の時空

間的なすみ分けが存在していることが示唆されたOしか

しながら,モミの実生と成木に形成された歯根では,多

数の菌根タイプが同所的に認められ,土壌中の菌根蘭は

多檻が共存的に分布 しているものと考えられたく〉

(卦モミの歯根から類別された蘭根タイプと既報の菌根形態
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に関する知見との比校から,全歯根タイプ数の約 40%に

おいて,CenococcT,〝Jjigel)/?ll,ill,im,チチタケ属蘭,ベニタ

ケ属蘭,セイヨウショウロタケ属蘭および未同定担子菌

類が,歯根形成に関与している可能性が示された｡さら

に本研究で試みた蘭根の形態類別と遺伝的な解析の併用

は,歯根薗各機が形成する菌根を機レベルでより明確に

特定することを可能にした｡本研究では,3種の菌根薗

(クロトマヤタケモ ドキ,オエイグチモド尊,ベニタケ属

蘭の-種)とそれらが形成する菌根の対応関係が初めて

明らかにされ,この包括的な解析手法の有効性が立証さ

れたo

④ベニタケ属蘭の-種は,地上部における子実体の発生頻

度と地下都における歯根 (タイプ21)の出現頻度でいず

れも使古的であり,この種に関しては,地上部における

子実体の傑占度の高さが,同種の地下部での相対的な僚

占度の高さをよく反映していることが示された｡また,

モミの実生と成木の根系に高頻度に産着する蘭はべこタ

ケ属蘭の-･種であったことから,この蘭の菌糸による連

結が実生-成木両者間に生 じている可能性が示唆され

た｡

(勤歯根薗子実体および実生 と成木の各歯根タイプにおい

て,それぞれの出現頻度の順位 と出現個体数との間には,

等比級数則で示される構造的規則性が兄い出され,数種

の優占種や稀少橿とともに,それぞれが-走の出現頻度

を持つ多 くの機が,-定の構造的規則性のもとに同所的

に存在している可能性が示唆されたOまた,この規則性

の成立粟国には,林分が成立している場所の環境条件や,

そこに生息する菌根歯間のモミの根端をめぐる競争が関

与しているものと考えられたo

⑥本研究の結果とこれまでに得られた菌根歯群集に関する

研究をもとに,森林生態系における歯根蘭の群集構造の

特徴を概観するとともに,この生態系における歯根の機

能的意義について考察した｡

キーワー ド:モミ,外壁歯根蘭,菌根薗子実体,蘭根タイ

プ,群賂構造,PCRliFLP解析

Astudyofcommunityecology

ofectomycor1･hizalfungiassociatedwith

AbiesfirmaSieb.ctZucc.

YosukeMArrSUDA

Ectomycorrhizas (ECM)-the close ass()ciation

betweensoilfung･iandroottissuesofplants-aredis-

tinctorgallismsandarecommoninmostwoodyplants,

e.a.inPinaceaeandFagaccae.Ailalysisofthecommu･

nitystl̀uctul■eofE〔Mfungi,suchasspeciescompositioll

anddistributiollpatterns,hasbeenbasedmostlyonthe

occurrenceoHruitingbodies. StudiesofECM fu咽al

c()mmLlnitieswithinthesoi一,whichisthemai】1habitat

forthesefu咽i,arcscarceowingtothelackofappropri･

atetechlliqtleStOidentifythespeciesinthesoiLThis

reportoutlinesacomprehensivestudyofbothECM

fruiti噸 bodiesabovegroundandECMsbelowground,

CarriedouttoclarifythecomnlullitystructureofECM

fungi.

(i)Seas(Inaloccurrenceandspatialdistl･ihlltionof

fl･uitingbodiesofEC氾fungi

].Thespeciescompositio】1andthellumberoffl･uitil唱

bodiesofputativeECM fungiweresurveyedfor3

years(1994-1996日llanAbl'esfirプ,na-dominatedforest

il一Centra一Japan.Surveysweremadeil一Z110×30m

p】ot67timesatabout10-dayintervals.

2.Atota一of39SPeCiesin13gelleraOfECMfungiwere

l･ecorded.AIlundescribedRl/lSSultlSpecies,Ifussulasp.1,

occurrcdmostfrequelltlyduringeachfruitil唱SeaSOn

andthestudyperiod.Thecumu王ativenumberofECM

speciesincl･eaSedfrom29,through34,to39.

3.SeasonalchangesinnumbersofE〔Mfullgalspecies

a11df1-uitingbodiessh()wedabimodalpatterllhleach

year,withollePeakfrom lateJu]ytoear一yAugust

andtheother,larger,peakfrom lateSepteま1油erto

earlyOctober. Atthespeciesieve】,theseasonal

abundanceoffruitingbodiestcndcdtoshow one

strikingpeakformostspecies.

4.AlargenulllberoffrLlitillgbodieswereobservedon

theforestfloorofthewestenlSi(謹eoftheplot,where

A.f7J'rmaisdominant. IllCOntraSt,fewerヂruiting

bodiesoccurredontheeasternsideoftheplot,oc-

cupiedexclusivelybythenon-ECM treesChamaecy-

fuarlsobiusaandC731/)io7/neriajajnnica.Atthespecies

level,R.ochroleuca,Ri′tSSulasp.1,allCISt?･obilmプiyCeS

c()nfusustelldedi()producetheirfruitingI)()diesonthe

forcstf一oordirect一yunderthecrownsofA.jirma.On

theothel-hal沌 fruiti】1gbodiesoffnocl3,.becincinnaia,

Go]/jil)hugj7occl)sus,alldG.fuj'lbanensiswereindepen-

delltlyaggregatedilllimitedareasoutsidethecrowns

ofA.fl'rma.

5.rmefourmostfrequelltSPeCiesofECM fungト I.

tlincilinala,1～.ochrole,uca,Iel,tSSulasp.i,andS.co77-

fusuふ1VerCSelectedfortheanalysisofillterSPCCific

spatia柏ssociationsbymeans｡fthech)index.Forthe

analysis,themostd()minantspecies,RijiSSttltlSP.〕,Was

combilledwithoneoftheotherthreespecies.Russttltz

sp.ishowedanexclusiveassociationwith1.cincin･
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nata,anindependentassociationwithR.och7,Oleuca,

andanover一appingassociationwithS.C()nfusus,

(2)ECM morpl10typCS｡nnatul･allygl･OWnSeedlings
andmaturetreesofA.firma

1.FormicroscopyoftherootsystemsofA.fzlrma

seedlil鳩Sandtrccs,samplesofcurl･en卜yearol･｡ne-

year-OldseedlingsofnaturallygrownA.fIrrma(n-

128),soi=⊃locksamples(10×10×10cm;n-9),and

s(lilcoresamples(3.2cmdiarncterxlOcm;n-28)

Weretaken.Whc1日heroottipshowedmycorrhizal

sheathingwithfungalmantles,itwasmol.PhologicaHy

characterizedbasedonfeaturesoffunga日)artnerS.

2.Understereoscopicmicr･oscopy,thel･00tSystemOf

A.ft'rmashowedrnonopodialformsoilSeedlil唱Sand

monopodia】pinnateormonopodialpyramidalforms

onmaturetrees.SomeECMtypesshowedcharacter･

isticcolorsintheirfungalmantles:sl短htlypurple

(type15),reddishbrown (typc48),andblackish

(types35,36,and37);mostoftheothertypeshad

white,cream,orbrownmycorrhizas.

3.Ullderlightnlicroscopy,ECMswereexaminedfor

thefollowlllgfungalfeatures: aplanview ofthe

fungalmalltlesLlrfaces,m()rphologyanddiameterof

emanatillghyphae,presenceorabscnccofclamp

cormections,andpresenceorabsellCeOfcystidiaand

theirshapes.Consequelltly,48morphologicallydis･

tinctECMtypeswereclassifiedbasedonmacro-and

microsc｡picfeatures.

4.Twentyjiveofthe48ECM typeswerefoundon

bothseedlil鳩SandmaturetreesofA.fi'rma.rnlirtecn

tyl)CSWereun桓uetoseedlil唱S,andlOwereuniqueto
maturetrees.

(3)IdentificationofECM fl王ngibasedonmolcculal･

analysis

1.DNAwasextractedfrom thefruitingbodiesand

ECMsfrom directlybelowthem ofthethreemost

frcquerltlyfruitingspecies-I.Gin/ciml/ala,RussukiSP.1,

andS.cL)nfusus. Theinternaltranscribedspacer

(ITS)regiollOfribosomalDNAwasamplified,and

theproductwasdigestedWithtwoenzymes,Aluland

lJinf-I.

2.From 5to13mor･photypcsoccurredineachsoil

block.Type41wasdomhantbeneaththefruiting

bodiesofI.cincinnai(1,とIndtype21wasdominant

beneathlfl,tSSl,tlasp.】andS.coブdusus.

3.Types41,21,andユ6wereidenticaHnboththcicllがh

oftheirITSregionandtherestrictionfragment

lengthpolymorphismprofHesofthedigeststothoseof
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thefruitingbodiesofI.Cincinnala(41),ffussulasp,1

(21),andS.coブifusus(16).

4.TheI.cincinnalaandRussulasp.1morphotypes

wereeachdominantdirectlybelow theirfruiting

bodies,buttype16,formedbyS.confltSuS,WaslmlCh

lessfrequentevendirect一ybeneathitsfruitingb()dies.

(4)SpatialdistribtltionofEC対 fungibelowgl･Ound

andseasonalchangesinECMdevelopmentonnatu-

1'al王yocet王1'ringA.ft'rmaseedii咽S

1.TheformationofECMsontherootsystems｡f

curren卜yearandone-year-o一dA.fz'777mSeedlingswas

surveyedeachyear.Thespatia一distributiollOfECMs

andmorphotypesonbothseedlingsandmaturetl.eeS
wasdetermined.

2.TheformationofECMsontheseedlingswasinitiaレ

edatthesametimeasthelateralroots.Forthe

curl.en卜yearseedlings,theproportionofECMforma-

tionrangedfrom40% to80%,incre;iSingfromsum-

mel.tOautumn.Fortheone-year-oldseedHngs,the

proportionremainedaround70%.Eachofthec】assト

fiedECMtypesa一sotendedtoincreasefromsummer
toautumn.

3.ECMswereclassifiedinto37morphotypesonseed･

lingsand230nmaturetrees.Type21occurredm()st

frequently(whethermeasuredasllumberofroottips

orasfrequencyofoccurrencepersalllPle,seecuing,or

soilcore),irrespectiveofhostage.1iowever,most

ECM typeswerefotllldlessfrequentlyalldiiHimited
areas.

4.ECMsonseedHngswereevenlydistributedallover

theplot,whereasthoseonmatLll･etreesdecreased

significant】ywithdistancefromthetrunk.ECMson

maturetreesweremoreabundantat0-5cmsoildepth
thanat5-10cm.

5.Thesoildistribtltionoftype21()nseedlh唱Stended

tooverlapthatonmaturetrees.

ConclusioIIS

1.TheoccurrcllCeOfputativeECMfruitillgbodiesand

themorphologicalandnlOlectllarexaminationof

ECMssuggestthatatleast53ECMfungalspecieshad

ECMass()ciationswithA.ft-rmaintheplot.Thefact

thattheplotliesontheb()rderbetweenaplantedand

anaturallyregelleratedforestmaycontributetothe

coexistenceofdiverseECM fungi.

2.Boththeseasonofoccurrenceandthelocationof

ECM ヂruitingbodiesdifferedamongspecies, How 一

ever,varioustypesofECMsexistedtogetheril一the
soil.
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3.Forabout40%oftheclassifiedECMmorphotypes,

thcful鳩alpartllCrSwereinfel･redtobeCent)coccum

geol)hilum,thegeneraLacta痴S,RussulaandTuber,

andullidelltifiedBasidic)mycetcs,basedonearlier

references.Morphologicalaridmolecularexamina･

tlrOnSOfECMsenabledtistOSpecifythefungalpartner

oftherootsullamb短uously.ECMsformedbythree

fun琵alspecies-I.ttincinnata,Russulasp.】,andS.

coプifttsus-wererevea一edforthefirsttimeinthis

study.

4.Russulasp.1wasthemostdominantspeciesas

measuredbybothfruitingbodiesalldECMs,This

suggeststhattheformatioilOffruitin琵bodiesabove

groundreflectstheabulldanccoftllefullguSbelow

gr()und.Type21,forlTICdbythisfLl噌uS,Wasthe

d()miilantECM fotuldonbothseedli咽 Sandmature

treesofA.fi'r7,na.ThissuggeststhatthepossH)ilityof

illterCOnneCtion between plants by extraradical

myce】ium.

5.王ntheoccurrenceofECM fruitingb()diesand

morphotypesonA.fi'7つW Seedlingsandmaturetrees,

thcrank-之lbundancerelatiollShipwasgeometric:a

fewdolnillantandrarespecieswithalargenumberof

otherspecies,eachproportionEllt()the王leXtil一thethe

rank. Theshapeofthispatternsuggeststhata

strtlCtura】rulecotlldregulatetheexistenceofECM

speciesoccurringtogethel･inZInarea.Adaptabilityto

enviro11mentalc()nditionscompetitiveabilityforfood

res()urces(e.a.roottips)amongECM ftlngimigllt
factorintheestablishmentoftheGeometricseries,

Keywol･ds:Abies fi.rma,eCtOmyCOrrhizal fungi,

ectomyco汀hi7Jalfl.uiti】lgら()dy,ectomycorrhzalmor･

ph()typecomlmlnitystructur･C,PCR-RFLPanalysis






















