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マメゴケ目 マメゴケ科 (Trypetheliaceae)

マメゴケ科 シロマメゴケ属 (Astrothelium Eschw.)

分類：Aptroot & Lücking（2016）が T. luridum，T. floridanum，T. nitidiusculum を Astrothelium（シ

ロマメゴケ属）に移し，またムニンマメゴケ（T. boninense）を T. bicolor の異名とし，シロマメゴケ属に

移した．筆者らは A. cinereorosellum（新称ウスチャシロマメゴケモドキ），A. phlyctaena（新称ヒュウ

ガシロマメゴケ），A. punctulatum（新称シロマルマメゴケ），A. heterophorum（新称ヨコアナマメゴケ）

を加えた．A. luridum（新称ウスチャシロマメゴケ），A. floridanum（新称シロフチマメゴケ），A.

nitidiusculum（新称シロマメゴケ）を合わせ 8 種からなる．
＊日本産シロマメゴケ属の種の特徴を以下にまとめた．

シロマメゴケ属 地衣体 疣状組織 mm 孔口 子嚢胞子 µm 地衣体呈色反応
主な芳香族

成分
分布帯

ムニンマメゴケ
（Astrothelium
bicolor）

緑褐
淡緑褐～淡褐，円～長円

形，W0.7-1.5
黒，白

無，長円形，4 室，

25-30 x 8-10
K−，UV− 欠 亜熱帯

シロマメゴケ（A.
nitidiusculum）

黄～緑
褐・黄緑

黄～緑褐・黄緑，長方形，
0.5-2.0 x 0.5-0.8，単

黒，白
無，長円形，4 室，

25-30 x 7-9
K−，UV− 欠 暖温帯

シロフチマメゴケ（新
称 A. floridanum）

褐～緑褐 緑褐，円形，0.3-0.6，単 黒，白
無，長円形，4 室，

36-46 x 14-16
K−，UV− 欠 暖温帯

ヒュウガシロマメゴケ
（新称 A.

phlyctaena）

緑褐～褐
淡褐，長方形，0.8-1.5 x

0.5，複
黒，淡

褐
無，長円形，4 室，

15-27 x 7-10
K−，UV+黄

リヘキサン
トン

暖温帯

シロマルマメゴケ（新

称 A. punctulatum）
緑褐～褐

淡褐，長方形，0.8-1.5 x

0.5-1.1，単～複
黒，白

無，長円形，4 室，

23-27 x 8-9

K−，UV+黄（疣

状組織のみ）

リヘキサン

トン
冷温帯

ウスチャシロマメゴケ

（新称 A. luridum）

黄褐～緑

褐

黄褐～緑褐，長円形～長方

形，W0.8-1.5
黒，白

無，長円形，7-11 室，

55-88 x 13-28
K−，UV− 欠 暖温帯

ヨコアナマメゴケ（新

称 A. heterophorum）

黄褐～緑

褐

黄褐～緑褐，埋没～突出，

W0.5-1.0，複

側生，

黒

無，紡錘形，10-20 室，

60-80 x 12-17
K−，UV− 欠 亜熱帯

Astrothelium

moriguchii sp.nov
淡褐

淡褐，長円形～長方形，突

出，W0.3-2.0，複
黒，白

無，長円形，10-11 室，

32-43 x 9-12
K−，UV+黄

リヘキサン

トン
沖縄県

Astrothelium cf.

fijiense
淡褐

淡褐，長円形，半突出～突

出，W0.7-1.5，単～複
黒，白

無，長円形，8 室，

40-50 x 11-13
K−，UV+黄

リヘキサン

トン
暖温帯

ウスチャシロマメゴケ

モドキ（新称 A.
cinereorosellum）

黄褐～緑
褐

黄褐～緑褐，長円形～長方
形，W0.8-1.5

黒，白
無，長円形，8-10 室，

40-50 x 8-14
K−，UV+黄

リヘキサン
トン

暖温帯

Astrothelium cf.
aurantiacum

緑褐～褐
緑褐～褐，突出，
W0.8-1.3，単

灰
無，長円形，石垣状，
115-135 x 26-33

K−，UV− 欠 暖温帯

産地：ムニンマメゴケ：東京都（父島），鹿児島県（屋久島），沖縄県（国頭村辺土名・名護市安波）

シロマメゴケ：高知県（北川村安倉）

シロフチマメゴケ：高知県（北川村安倉）

ヒュウガシロマメゴケ：宮崎県（宮崎市田野）

シロマルマメゴケ：宮崎県（鰐塚山）

ウスチャシロマメゴケ：長崎県（対馬）

ヨコアナマメゴケ：沖縄県（国頭村辺土名）

Astrothelium moriguchii：沖縄県（屋我地島・南城市玉城・石垣島・与那国島）

Astrothelium cf. fijiense：宮崎県（宮崎市田野）

ウスチャシロマメゴケモドキ：宮崎県（串間市太平川河畔）

Astrothelium cf. aurantiacum：宮崎県（宮崎市田野）
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・ムニンマメゴケ（Astrothelium bicolor）

・ヒュウガシロマメゴケ（新称 A. phlyctaena）

・シロマルマメゴケ（新称 A. punctulatum）
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・ヨコアナマメゴケ（新称 A. heterophorum）

・Astrothelium moriguchii sp.nov

・Astrothelium cf. fijiense
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・ウスチャシロマメゴケモドキ（新称 A. cinereorosellum）

・Astrothelium cf. aurantiacum


