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「木毛」ウォッチングのための手引き シリーズ
以下の冊子はインターネット書店でも入手できます.また，★印の書籍は希望の方には割安価格で分与していますの
で，地衣類ネットワークホームページ （http://jlichen.com/） にてご連絡ください．
☆ 上級編 日本の地衣類－日本産地衣類の分布図録－（2021 年 10 月発行 定価 13,750 円）
☆ 上級編 日本の地衣類－日本産地衣類の全国産地目録－（2020 年 8 月発行 定価 12,100 円）
☆ 上級編 日本の地衣類－630 種－携帯版（2017 年 12 月発行 定価 5000 円）申込価格 4000 円（学生
3000 円）★
☆ 中級編 東北の地衣類（2013 年 10 月，三恵社発行，定価 2500 円，申込価格 2000 円）★
☆ 中級編 近畿の地衣類（2009 年 6 月，三恵社発行，定価 2500 円，申込価格 2000 円）★
☆ 地衣類初級編第 2 版（2012 年 6 月，三恵社発行，定価 2000 円，申込価格 1500 円）★
以下の冊子は手作りですが，地衣類観察会の参加者に 1,000 円（学生は 500 円）でお渡ししています．ただし，
2019 年 3 月 25 日より＊のついた冊子は 80 ページを超えているので 1，500 円（学生 500 円），＊＊のついた冊
子は 110 ページを超えているので 2，000 円（学生 1,000 円）になりました．また，注文（著者まで）も受けていま
す．
☆
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ

中級編 北海道の地衣類
支笏湖の地衣類（2012 年版 5 月発行）
日高の地衣類（2010 年版 2 月発行）
日本最北の地衣類（2012 年版 7 月発行）
大雪山の地衣類（制作予定）
釧路・厚岸の地衣類（制作予定）

☆ 中級編 東北の地衣類
Ⅷ 十和田湖・奥入瀬渓流の地衣類（2017 年版 3 月
発行）*
☆ 中級編 関東の地衣類
Ⅰ 奥多摩湖・御岳山の地衣類（2019 年版 3 月発行）
*
Ⅱ 鎌倉・三浦半島の地衣類（2017 年版 2 月発行）
Ⅲ 筑波山の地衣類（2012 年版 7 月発行）
Ⅳ 箱根の地衣類（2016 年版 6 月発行）*
Ⅴ 本白根山の地衣類（2009 年版 10 月発行）
Ⅵ 日光・足尾の地衣類（2019 年版 3 月発行）**
☆ 中級編 中部の地衣類

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

三河高原の地衣類（2018 年版 4 月発行）**
福井平野の地衣類（2008 年版 2 月発行）
尾張北～東部の地衣類（2018 年版 9 月発行）
立山の地衣類（制作中）

☆
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

中級編 中四国の地衣類
宮島・岩国の地衣類（2018 年版 5 月発行）*
太竜寺山+眉山の地衣類（2010 年版 9 月発行）
面河渓の地衣類（制作予定）

☆ 中級編 九州の地衣類
Ⅰ 黒髪山の地衣類（2018 年版 9 月発行）*
Ⅱ 福岡・筑紫平野の地衣類（2019 年版 3 月発行）
*
Ⅲ 宮崎南部の地衣類（2017 年版 4 月発行）**
Ⅳ 沖縄本島の地衣類（2019 年版 2 月発行）*
Ⅴ 綾照葉樹林の地衣類（2017 年版 1 月発行）**
Ⅵ 長崎高島の地衣類（2018 年版 8 月発行）
Ⅶ 薩南諸島の地衣類（2019 年版 11 月発行）*
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第１部 基礎地衣学

1

第 1 章 地衣類とは？

本章ではまず地衣類についての基本的なことがらを紹

漢字があてられました．おそらく中国で使われていた漢

介し，第 2 章以下につなぎます．本章の内容については

字の中で「こけ」にふさわしいと選ばれたからだと思い

主に拙著『地衣類初級編』
（山本 2012）を参考にしてく

ます．本書ではその生態にふさわしく「木毛」と漢字を

ださい．また，
『となりの地衣類』
（盛口 2017）は初め

あてました．

て地衣類に触れる方にとってよい参考書となるでしょう．

2. 「コケ」と名づけられた多様な生き物たち
1. 「こけ」とは？

図 1.2「コケ」と名づけられた多様な生き物たち
「〇〇コケ」あるいは「〇〇ゴケ」と呼ばれる生き物

図 1.1「こけ」とは？

はいろいろな分類群に現れています．最も多いのは蘚苔

地衣類を表す言葉に「こけ」があります．しかし，
「こ

類（例えば，ジャゴケ類やスギゴケ類）で，次いで，地

け」というと，普通地衣類とは違う生き物を読者の皆さ

衣類（例えば，ウメノキゴケ Parmotrema tinctorum

んは思い浮かべると思います．私たちが日常使っている

やチズゴケ Rhizocarpon geographicum）ですが，羊

言葉はそれぞれ歴史を持っています．
「こけ」という言葉

歯類（例えば，クラマゴケ類）や種子植物（例えば，モ

にも長い歴史があります．実は，
「こけ」という言葉は私

ウセンゴケ類）にも見つかります．図 1.2 にそれらの代

たちが古い時代から使ってきた言葉，
「大和言葉」の一つ

表例を示します．

なのです．最古の勅撰和歌集である古今和歌集に収載さ
れた読み人知らずの歌，
「わがきみは 千世にやちよに さ

3. 「地衣」という言葉の由来

ざれいしの いはほとなりて こけのむすまで」
（これが
「君が代」の元歌です）にある「こけ」とは，一体どん
な生き物だったのでしょうか．著名な蘚苔類学者である
服部（1956）は『
「こけ」という言葉が初めて古事記や
万葉集に現れているとし，昔は「こけ」は小さい毛のよ
うなもので，何でもものの表面に生ずるものを言い，記
紀万葉の時代になって樹木や岩上，地上に生ずる小形の
植物を意味するようになった』と説明しています．
図 1.1 の右の写真に樹木とその表面に生きる生き物が
認められます．色の白いもの，灰色のもの，緑色のもの
など数多くのものが生きていますが，それらは明らかに

図 1.3「地衣」という言葉の由来

樹木の植物とは異なる生き物です．私たちの祖先は恐ら

次に，地衣や地衣類の英訳語「Lichen」や「地衣」と

くこのような生き物を「こけ」と呼んだのでしょう．
一方，目を地面に移せば，右の写真と同じように植物

いう言葉はどこから来たのでしょうか．久保（2003，

ではない多様な生き物が左の写真に確認できます．私た

2009）は以下のように述べています．ギリシャの学者

ちの祖先はこれらも含めて「こけ」と呼んでいたのだと

Dioscorides の著作『De Materia Medica

思います．

libriquinque』中に「Lichen」があり，その言葉はギリ
シャ語起源であり，円形植物を意味したとしています．

まとめると，
「こけ」とは『樹木や岩の表面，地面に生

しかし，筆者は著作中の図版の植物が地衣類のようにも

育する小さな植物のようなもの』と定義できます．

また蘚苔類のようにも見えます．その後，17 世紀に

余談ですが，古代「こけ」に万葉仮名と呼ばれる漢字

「Lichen」はこけのような菌類とされ，この意味が現代

があてられていたはずです．その後，
「こけ」に「苔」の
3

まで引き継がれています．19 世紀になって日本に

して地衣類を観察し，
「地衣類は真菌類と藻類との複合生

「Lichen」の言葉が持ち込まれました．伊藤がその発音

物」であることを明らかにしました．

から「利仙」と訳しました．一方，
「地衣」という言葉は
中国で作られ，最初は敷物の意味であったらしく，次い
でそれが地面に生える下等な植物（本草拾遺）に転じ．
19 世紀に「Lichen」の訳語として使用され，今日に至
っています．中国では「地衣」，日本では「こけ」
，どち
らも同じような意味をもっていたことに驚きます．英語
でも「Moss」という言葉があり，これも同じような意味
で使われますから，世界的な共通認識だったのでしょう．

4. 地衣類 vs 蘚苔類の特徴

図 1.5 地衣類は複合生物－生物の系統樹から見た地衣類－

6. 菌類の進化・多様化－世界から約 10 万種－

図 1.4 地衣類 vs 蘚苔類の特徴
「コケ」と呼ばれる生き物中で多数を占める蘚苔類と
地衣類は野外での観察会に初めて参加する方々にとって
区別することが難しいのは確かなようです．もっとも古
今東西，両者は同じ仲間と思われていたのですから当然

図 1.6 菌類の進化・多様化－世界から 10 万種－

と言えば当然です．

地衣類が真菌類と藻類からなる複合生物であることが

図 1.4 で地衣類と蘚苔類の外観の特徴を葉状の形をし
た種で比較します．地衣類の代表としてウメノキゴケ

明らかになりました．では真菌類はどのような進化をと

Parmotrema tinctorum を，蘚苔類の代表としてオオ

げてきたのでしょうか．図 1.6 は筑波大学菅平実験所の

ジャゴケを選んでいます．オオジャゴケの写真は秋山弘

出川洋介氏が地衣類ネットワークスクールで講演された

之氏から提供して頂きました．

時の発表スライドの 1 枚です．以下，出川氏の講演も参
考にさせて頂き説明します．

まず，気がつく大きな違いは表面の色です．地衣類の
多くは表面が白緑色から灰緑色ですが，蘚苔類は鮮やか

真菌類の属する菌界は過去植物界の一部と考えられて

な緑色を示します．この違いは樹状の形をした種でも明

いましたが，現在では図 1.5 に示すように，動物界から

らかです．次に裏返して見ます．地衣類の裏面先端は普

分かれたと考えられています．従って，図 1.6 に書かれ

通表面とは異なる色，褐色から黒色を示します．一方，

ているように真菌と動物は兄弟と言うことになります．

蘚苔類の裏面先端は表面とほぼ同じ鮮やかな緑色を示し

原始真菌にもっとも近いと考えられているのはツボカ

ます．両者の色の違いは両者が分類学的に全く異なる生

ビ類です．ツボカビ類は水中に生育し，鞭毛を有する遊

物群に属していることに起因します．

走子で新たな宿主を求めて動き回ります．この様子は動
物の精子が卵を求めて動き回る様子とそっくりです．ツ

5.

ボカビ類は約 1000 種が知られています．

地衣類は複合生物－生物の系統樹から見た地衣

陸上に上がった真菌はやがて必要がなくなった鞭毛を

類－

捨て，接合菌類が誕生しました．接合菌類は約 1000 種

図 1.5 に簡略した生物の系統樹を示します．最初に真

が知られています．

正細菌，次いで古細菌と分かれ，動物，真菌，植物の系
統樹に分かれます．地衣類によく似た蘚苔類は植物系統

その後，真菌類は大発展を遂げ，担子菌類や子嚢菌類

樹に位置します．では地衣類はどこに位置するのでしょ

へ進化し，それぞれ次項に述べる栄養調達の多様化から

うか．地衣類はその特徴を元にいろいろと議論がなされ

多くの種に分化しました．担子菌類は担子器と呼ぶ有性

てきました．地衣類を地衣界として植物界や動物界と対

生殖器官を生じ，担子器内に担子胞子を作ります．約 3

峙させた時代もありました．スイスの生物学者

万種が知られています．一方，子嚢菌類は有性生殖器官

Schwendner（1867）はその頃発達した顕微鏡を駆使

として子嚢を生じ．子嚢中に子嚢胞子を作ります．約 6
4

万種が知られています．地衣類は子嚢菌類の約 1/3 を占

腐生では植物の遺体から栄養を摂取します．寄生では

める大きなグループです．真菌類はこれらを合わせて推

植物から栄養を収奪します．収奪が過ぎると植物を死に

定 10 万種にのぼります．しかし，地球上の生物の推定

至らしめることもあります．このような場合に特に「殺

総種数である 150 万種から 500 万種と比べれば少なく

生」と呼びます．共生では植物の生体と栄養の授受が行

感じられるかもしれません．まだ調査が進んでいません

われます．
図 1.8 に腐生，寄生，共生のそれぞれ代表的な担子菌

ので，これからその比重は大きくなると思われます．

類を例に写真で示します．いずれも黒木秀一氏から提供

7. 地衣類の定義

頂きました．
腐生の代表はシイタケです．シイタケ以外にカワラタ
ケのような多くの木材腐朽菌が知られています．寄生の
代表はナラタケです．ナラタケ以外にサビキンのような
多くの植物病原性真菌が知られています．共生の代表は
マツタケです．マツタケ以外にタマゴタケのような多く
の菌根菌が知られています．地衣類と菌根菌それぞれの
示す共生現象について類似点や相違点を調べることによ
って，共生機構の解明につながる可能性もあると思いま
す．

9.

地衣類－三つの特徴をもつ共生生物－

図 1.7 地衣類の定義
Schwendner（1867）は図 1.7 のような絵（修正）
を論文に残しています．その絵に檻に閉じ込められた藻
類細胞（P）と鍵を持つ真菌類（M）が描かれています．
完全な共生というよりは真菌に制御された共生というこ
となのでしょう．
現在，地衣類は「藻類と共生関係を築くことのできる
真菌類」と定義されています．この定義の中の藻類は正
確に言えば光合成生物（Photobiont）で，緑藻類とシア
ノバクテリアを含みます．真正細菌類であるシアノバク
テリアを藻類とするのは学問的に間違いではありますが，
図 1.9 地衣類－三つの特徴をもつ共生生物－

本書では今までの地衣学の習慣に従い，共生する藻類

図 1.9 に示す地衣類のイラストは盛口満氏作画による

（共生藻）と表現する場合に，特にこだわらなければシ

コフキヂリナリア Dirinaria applanata です（
「となりの

アノバクテリアを含むこととします．

地衣類」より）
．本書ではこれ以後登場するコフキジヂリ

国際命名規約により地衣類の名前は真菌類の名前と同
じとされ，他方，共生する藻類は別の名前がつけられて

ナリアのイラストは違う大きさであってもすべて盛口氏

います．

の作品を元にしています．

8.

きな特徴を示します．

図 1.9 に示すように共生生物である地衣類は三つの大

真菌類と植物との関係

一つはもちろん，
「共生」です．地衣類は真菌類と藻類

栄養摂取の視点から，真菌類と植物との関係は地衣類
のような共生だけではありません．大きくわけると三つ

が共生した複合生物です，地衣体中の藻類が光合成を行

の形態があります．図 1.8 に示すように，腐生，寄生，

って，炭素源を真菌類に供給し，一方，真菌類は藻類の

共生です．

すみかを提供します．真菌類と藻類の間でこのような共
生関係が成り立っています．
二つ目は「地衣成分」です．一般的に真菌類や藻類は
紫外線や乾燥に弱く，また他の生物群との生存競争に弱
いと考えられています．地衣類を構成している真菌類と
藻類はどちらかが死ぬと他方も死んでしまいます．地衣
類の弱い立場を補う手段が，真菌類と藻類が協力してつ
くる地衣成分です．地衣成分は地衣類以外の生物が作る
ことのできない化学物質として有害な紫外線や外敵から
地衣類を守っています．
その結果，三つ目の特徴として地衣類はいろいろな
「環境に適応」し，世界中に広がっています．

図 1.8 真菌類と植物との関係
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rangiferina）と岩上に生育するキゴケ属（例えば，ヤマ

10. 地衣類の生育形（栄養体）

トキゴケ Stereocaulon japonicum var. japonicum）

真菌類の栄養体は普通特定の形や分化した組織体とな

がそれぞれ挙げられます．この二つの起上型地衣類の区

ることはありません．しかし，真菌類の一部である地衣

別は生育する基物でもできますが，円柱状の地衣体（子

類は藻類と共生することで種によって特定の形や組織を

柄や擬子柄と呼びます）が中空（ハナゴケ属）であるの

持つに至りました．その理由はまだ明らかにされていま

かあるいは中実（キゴケ属）であるのかでも区別できま

せん．

す．

世界で約 2 万種，国内で約 2 千種の地衣類はいずれも
ある特定の形を示します．この形は時代や時期，場所に
関わらず不変なものですので，種の同定にとって重要な
手段になります．

図 1.11 樹状地衣類

12. 葉状地衣類
図 1.10 地衣類の生育形（栄養体）
地衣類の栄養体の形は生育形と呼ばれ，図 1.10 に示
すように三つの形があります．一つは紐状の集合した形
が樹形に似ているので樹状地衣類と呼ばれています．こ
こにサルオガセやハナゴケの仲間が属します．次に，図
1.4 に示した述べた植物の葉のような形をしたウメノキ
ゴケの仲間が属する葉状地衣類があります．樹状地衣類
も葉状地衣類も割と野外で目につきやすいので，初めて
の方にわかりやすい種類です．三つ目の痂状地衣類は外
観では樹肌や岩表面の模様やしみとしか思えないもので
す．図 1.10 の痂状地衣類の写真では黄色のチズゴケ
Rhizocarpon geographicum の仲間が属します．これ

図 1.12 葉状地衣類

らは触ると膨らみのようなものを感じますので，かさぶ

葉状地衣類の大きな特徴は図 1.4 のウメノキゴケ

たの意味をもつ漢字「痂」をあてています．痂状地衣類

Parmotrema tinctorum を例に述べたように表裏があ

を水で濡らし，指で擦ると，ところどころに緑色が現れ

ることです．表面を背面，裏面を腹面と呼びます．普通

てきますので，
「藻類がそこにいるんだな」
，
「本当に地衣

腹面に偽根と呼ばれる根様の組織がありますが，植物の

類だ」と実感できます．

根のように栄養を吸収する組織というよりは地衣体を基
物に固定するための錨のようなものです．

11. 樹状地衣類

葉状地衣類は地衣体の大きさに応じてさらに葉状地衣

これ以後，三つの生育形を説明します．

類と鱗状地衣類の二つに分けられます．図 1.12 にそれ

図 1.11 に示す樹状地衣類に垂下型と起上型がありま

らの代表例であるウメノキゴケとハイマツゴケ

す．垂下型は文字通り樹木や岩から垂れ下がっている地

Vulpicida juniperinus（葉状）
，ヒメミドリゴケ

衣類で，代表的な例としてはサルオガセの仲間がありま

Endocarpon superpositum（鱗状）を示します．鱗状

す．写真左はナガサルオガセ Dolichousnea longissima

地衣類は地衣体の径が 1 cm 以下ですが，集合して群落

です．ちょうどとろろ昆布のように樹木から垂れ下がっ

を作るために一見すると大きな痂状地衣類と間違うこと

ています．その他，キノリと呼ばれる属，例えばハリガ

もあります．

ネキノリ属，ホネキノリ属，バンダイキノリ属が該当し
ます．

13. 痂状地衣類

他方，起上型は地面や樹皮，岩面から立ち上がってい

痂状地衣類に地衣体と周囲との境界が明快に区別でき

る地衣類です．代表的な例としては地面あるいは樹皮上

る痂状地衣類と区別できない粉状地衣類があります．図

に生育するハナゴケ属（例えば，ハナゴケ Cladonia

1.13 にそれらの代表例を示します．痂状の地衣類は岩上
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また樹皮上に多数の地衣類と共存し，接触します．その

では樹状地衣類のカラタチゴケ属，鱗状地衣類のウロコ

場合，痂状の地衣類の境界部に菌糸線が黒く現れます．

イボゴケ属，痂状地衣類のイボゴケ属が知られています．

この境界線は近縁ほど薄く，遠縁になると濃くなります．

また，キゴケ科では樹状地衣類のキゴケ属と粉状地衣類

図 1.13 の左上の岩上地衣類はヘリトリゴケ Porpidia

のレプラゴケ属，ウメノキゴケ科では樹状地衣類のサル

albocaerulescens var. albocaerulescens（下）
，イシ

オガセ属やホネキノリ属と葉状地衣類のウメノキゴケ属

ガキチャシブゴケ Lecanora subimmergens（右上）
，

やトコブシゴケ属が知られています．

イワニクイボゴケ Ochrolechia parellula（左上）です．

15. 地衣類に似た生き物 ①

それぞれの境界線は明瞭です．また，右の写真は泉田健
一氏撮影によるトドマツ樹皮上の痂状地衣類です．サネ
ゴケ属やトリハダゴケ属が写っています．こちらもそれ
ぞれの境界線は明瞭です．
粉状地衣類にそのような境界は現れません．一見する
と地衣類とは思えず，何か粉がまぶしてある感じです．
例えば，図 1.13 に示すコガネゴケ Chrysothrix
candelaris が挙げられます．

図 1.15 地衣類に似た生き物 ①
ここで地衣類に似た生き物を紹介します．
図 1.15 の左の写真の上は地衣類のイワタケ
Umbilicaria esculenta（岩茸）
，岩上の地衣類です．下
はきのこの仲間であるキクラゲ（木茸）
，こちらは樹皮上
です．両者の外観は非常によく似ています．ただ，触感
は違います．イワタケの方が硬い感じです．食感もイワ
タケの方がこりこりとした味わいです．

図 1.13 痂状地衣類

図 1.15 右上の写真は地衣類のロウソクゴケ
Candelaria concolor，右下は粘菌（変形菌）です．粘

14. ダイダイゴケ科の生育形

菌の名前はわかりません．遠目の色合いはよく似ていま
す．近寄ると粘菌に線状のものが見えます．触感も違い
ます．ロウソクゴケは硬く乾いています．最も大きな違
いは，粘菌は動き，地衣類は動かないことです．

16. 地衣類に似た生き物 ②

図 1.14 ダイダイゴケ科の生育形
生育形は重要な分類形質ですが，科を決める形質とは
なりません．ちょうど植物の草本と木本が科を決める形
質とはならないのと同じです．植物のキク科と同じよう
なことが地衣類ではダイダイゴケ科で起こります．
図 1.14 に示すように，ダイダイゴケ科において樹状

図 1.16 地衣類に似た生き物 ②

のダイダイキノリ属，葉状地衣類のアカサビゴケ属，痂

地衣類に似た生き物の次の例を図 1.16 に紹介します．

状地衣類のダイダイゴケ属が知られています．ダイダイ

図 1.16 左の写真は愛媛県宇和島市で水本孝志氏によ

キノリ Teloschistes flavicans はハワイ諸島などで観察

り撮影された絹皮病菌の菌糸束です．一見したところ地

できます．後者二つは国内でも観察できます．

衣類のヨコワサルオガセ Dolichousnea diffracta に似

ダイダイゴケ科以外に科内に二つあるいは三つの生育

ています．ただし，絹皮病菌の菌糸束は白色ですが，ヨ

形が知られている例を以下に挙げます．カラタチゴケ科

コワサルオガセは淡緑色です．分布域も異なっていて絹
7

皮病菌は暖温帯中心ですが，ヨコワサルオガセは冷温帯
から亜寒帯に生育します．
図 1.16 右の写真は鹿児島県屋久島で小西祐伸氏によ
り撮影されたヤマンバノカミノケと呼ばれる根状菌糸束
です．ヤマンバノカミノケは特定の種ではないようです．
一見したところ，こちらは地衣類のハリガネキノリ
Bryoria trichodes subsp. trichodes に似ています．た
だし，ヤマンバノカミノケは黒色ですが，ハリガネキノ
リは褐色です．分布域も異なってヤマンバノカミノケは
暖温帯中心に生育しますが，ハリガネキノリは亜寒帯に

図 1.18 子嚢地衣類の系統

生育します．

図 1.18 に示すように子嚢地衣類は子嚢菌門に属しま
す．地衣類以外に子嚢菌門に酵母（パン酵母）やアオカ

17. 地衣類の区別－子嚢地衣類と担子地衣類－

ビ，コウジカビ，アカパンカビが属します．子嚢菌門は

地衣類を構成する真菌類の種類で分類することもでき

タフリナ菌亜門，サッカロミケス亜門，チャワンタケ亜

ます．真菌類は「かび」のような子嚢菌類と「きのこ」

門の三つの亜門からなり，パン酵母はサッカロミケス亜

のような担子菌類とに分けることができます．地衣類も

門に，地衣類やアオカビ，コウジカビ，アカパンカビは

同様に「子嚢地衣類」と「担子地衣類」に分かれます．

チャワンタケ亜門に属します．
チャワンタケ亜門の中で主に地衣類が属する綱はホシ
ゴケ綱，クロイボタケ綱，チャシブゴケ綱，ツブノリ綱，
ユーロチウム菌綱，ホソピンゴケ綱です．
例えば，ホシゴケ綱にホシゴケ目が，クロイボタケ綱
にマンジュウゴケ科が，チャシブゴケ綱にホウネンゴケ
目ほかが，ツブノリ綱にツブノリ目が，ユーロチウム菌
綱にサネゴケ目，アナイボゴケ目，アリピンゴケ目，ホ
ソピンゴケ綱にホソピンゴケ目がそれぞれ含まれます．
もちろん，これらの綱に多くの非地衣類も含まれます．
例えば，アオカビやコウジカビはユーロチウム菌綱に属
します，この中でチャシブゴケ綱は地衣類が属する最大

図 1.17 地衣類の区別－子嚢地衣類と担子地衣類－

の綱です．

図 1.17 左の写真の地衣類は子嚢地衣類の代表例とし

19. 共生する藻類

たアンチゴケ Anzia opuntiella です．葉状の地衣体で皿
状の子器（子嚢胞子を作る器官）をつけています．皿状
の子器の平坦な茶褐色の部分（子器盤と呼びます）の下
で子嚢胞子が作られます．子器の多くは時期とは無関係
に野外で見つけることができます．アンチゴケの子器は
チャワンタケと呼ばれる子嚢地衣類に属している種類の
子器によく似ています．
一方，図 1.17 右の写真の地衣類は担子地衣類の代表
例としたアリノタイマツ Sulzbacheromyces sinensis
です．地衣体は粉状で写真では青白く見えています．橙
色の棒状のものは子実体（担子胞子をつくる器官）です．
子実体が傘状になる種，例えば，アオウロコタケ
Lichenomphalia hudsoniana もあります．子実体の形

図 1.19 共生する藻類

成は他のきのこと同様に時期があります．子実体がない

地衣類を構成する藻類の種類と組み合わせで地衣類を

場合．同定することが難しくなります．

三つのグループに分けることもできます（図 1.19）
．

日本産 1786 種が記載された山本（2020）を調べると，

A グループは真菌類＋緑藻類（いわゆる緑藻共生地衣

子嚢菌地衣類に属するものは 99.6%，担子菌地衣類に属

類）
，B グループは真菌類＋緑藻類＋シアノバクテリア，

する種は 0.4%であることがわかりました．ほとんどの

C グループは真菌類＋シアノバクテリア（いわゆる藍藻

地衣類が子嚢地衣類で占められています．

共生地衣類）です．国内産 1786 種が記載された山本
（2020）を調べると，A グループに属する種は 88%，

18. 子嚢地衣類の系統

B グループに属する種は 4%，C グループに属する種は

子嚢地衣類の系統について詳しくは第 3 章「地衣類の

8%であることがわかりました．ほとんどの地衣類が A

系統進化」で述べますのでここでは簡単に触れます．

グループで占められています．
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緑藻でもシアノバクテリアでも光合成をしますので，

と呼ぶこともあります．材料としたのはキウメノキゴケ
Flavoparmelia caperata です．

いずれのグループも共生する藻類が真菌類に炭素源を供
給します．一方，シアノバクテリアは窒素固定も行いま

地衣体の最上部と最下部は皮層と呼ばれる菌糸が密に

すので，B と C のグループでは真菌類はシアノバクテリ

詰まった数細胞の厚みのある組織からなります．最下部

アから窒素源を供給されます．

を下皮層と呼びます．ウメノキゴケ科の多くの種の下皮

各グループに属する地衣類の代表例を図 1.19 に示し

層は黒色です．黒色メラニンを貯蔵しています．一方，

ます．A グループの代表はマツゲゴケ Parmotrema

最上部を上皮層と呼びます．一般的に上皮層は無色です

clavuliferum，地衣体の表面の色が灰白色から淡灰緑色

が，一部の種は色素を貯蔵して着色しています．例えば，

である地衣類はほとんどこのグループに属します．C グ

アカサビゴケ Zeroviella mandschurica はアントラキ

ループの代表はアツバツメゴケ Peltigera malacea です．

ノン色素を上皮層に貯蔵しているので橙色です．葉状地

一般的に地衣体の表面の色が暗褐色から黒色である地衣

衣類の中で下皮層を欠く種もあります．ゲジゲジゴケ属

類はこのグループに属します．B グループの代表はヒロ

のクロアシゲジゲジゴケ Heterodermia japonica の仲

ハツメゴケ Peltigera aphthosa です．地衣体表面が濡

間です．

れると鮮やかな緑色を示す地衣類は普通このグループに
属します．ヒロハツメゴケの地衣体に黒い点状のものが
見えます．これは頭状体と呼ばれ，シアノバクテリアが
局在します．この B グループにキゴケ属も含まれます．
頭状体については 1.24 で説明します．

20. 共生藻の種類

図 1.21 緑藻共生葉状地衣類の地衣体断面
上皮層の真下に藻類層があります．藻類層に共生藻細
胞が菌糸に包まれた形で存在しています．キウメノキゴ
ケの場合はトレボキシア属 Trebouxia の緑藻が存在しま
す．藻類層の厚みは種によって変わりますし，同じ種で
も場所によって変わります．例えば，日当たりのよい場
所では，藻類層は薄くなって地衣体の色は白っぽくなり，

図 1.20 共生藻の種類

日当たりの悪い場所では，藻類層は厚くなって緑色が濃

前項で述べたように共生する藻類（共生藻 photobiont

くなります．

と呼ばれます）は緑藻類とシアノバクテリアで，日本産

下皮層と藻類層の間の層を髄層と呼びます．菌糸のみ

の 1786 種が記載された山本（2020）を調べると，緑藻

からなる層です．菌糸は粗く絡まり，ところどころに空

類を共生藻とするものは 92%，シアノバクテリアを共生

間を作ります．普通，髄層は無色ですが，色素によって

藻とするものは 12%であることがわかりました．ほとん

着色することもあります．例えば，そのような種にアカ

どの地衣類は緑藻類を共生藻としています．

ハラムカデゴケ Phaeophyscia endococcinodes，キウ

緑藻類とシアノバクテリアの代表例を図 1.20 に示し

ラゲジゲジゴケ Heterodermia obscurata，アカウラヤ

ます．緑藻類のトレボキシア属 Trebouxia は共生藻とし

イトゴケ Solorina crocea があります．

て最も多くの地衣類を構成しています．例えばウメノキ
ゴケ属やハナゴケ属などです．Trebouxia は単独では生

22. 緑藻共生樹状地衣類の地衣体断面

存できないとされています．その他，緑藻類は

緑藻共生樹状地衣類の地衣体断面写真を図 1.22 に示

Stichococcus やスミレモ属 Trentepohlia が知られてい

します．材料としたのはアカサルオガセ Usnea

ます．一方，シアノバクテリアのネンジュモ属 Nostoc

rubrotincta（図 1.22 左）とミヤマクグラ Oropogon

は共生藻として最も多くの藍藻共生地衣類を構成してい

asiaticus（図 1.22 右）です．

ます．例えば，ツメゴケ属やイワノリ属です．その他，

アカサルオガセを例に説明します．樹状地衣類はちょ

Anabaena が知られています．スミレモ属やネンジュモ

うど葉状地衣類を丸めたような地衣体断面をしています．

属は自然界で単独に生存しています．

中心に当たるところに中軸（あるいは軸）があります．
中軸は菌糸が密に詰まっています．中軸のあるのは広義

21. 緑藻共生葉状地衣類の地衣体断面

サルオガセ属で広義ホネキノリ属やカラタチゴケ属に中

緑藻共生葉状地衣類の地衣体断面写真を図 1.21 に示

軸はありません．また，ミヤマクグラやウツロヒゲゴケ

します．地衣体断面が異層になっているので異層地衣類
9

Eumitria baileyi のように中軸が空洞になっている種も

めて藻類層と呼ぶこととします．藻類層に共生藻である

あります．基本的な構造はアカサルオガセと変わりませ

シアノバクテリア（ネンジュモ属 Nostoc）が含まれます．

ん．

ネンジュモ属は自由生活系では数珠状に細胞がつながっ
ていますが，地衣体内では多くとも数細胞がつながるの
みで，ほとんどの場合単細胞化しています．藻類層の色
は緑藻の細胞に比べ，シアノバクテリアの細胞の方が濃
い緑色を呈します．

24. ヒロハツメゴケの外部頭状体
先に 1.19 で述べたように地衣類に真菌類に二種の藻
類が組み合わされたグループがあります．その場合，緑
藻が主たる共生藻で地衣体全体に広がり，シアノバクテ
リアは頭状体と呼ばれる器官内に局在します．
頭状体は外観から確認できる外部頭状体と確認できな
図 1.22 緑藻共生樹状地衣類の地衣体断面

い内部頭状体があります．

樹状地衣類の最も外側に皮層があります．葉状地衣類
の上皮層と同様に菌糸が密に詰まった数細胞の厚みのあ
る組織からなります．ほとんどの場合，皮層は無色です
が，一部の種では色素を貯蔵して全体あるいは一部が着
色しています．図 1.22 写真左のアカサルオガセの地衣
体断面に赤く着色されたところを見つけることができま
す．また，右のミヤマクグラの地衣体断面では皮層が淡
褐色に着色されています．
皮層の下に藻類層があり，藻類層と中軸との間に髄層
があります．普通，髄層は無色ですが，色素によって着
色することもあります．例えば，そのような種にバライ
ロヒゲゴケ Usnea ceratina があります．

23. シアノバクテリア共生葉状地衣類の地衣体断
面
シアノバクテリア（藍藻）共生葉状地衣類の地衣体断

図 1.24 ヒロハツメゴケの外部頭状体
図 1.24 に外部頭状体をもつ代表としてヒロハツメゴ
ケ Peltigera aphthosa を示します．図 1.24 左の写真に
示すように地衣体表面に黒い点状に見える頭状体は外観
から明確に区別することができます．

面写真を図 1.23 に示します．材料としたのはトゲカワ

図 1.24 右の写真はヒロハツメゴケの頭状体を含む地

ホリゴケ Collema subflaccidum です．藻類層と髄層の

衣体部分の断面写真です．頭状体に上皮層があり，その

区別がつきませんので同層地衣類と呼ぶこともあります．

下にシアノバクテリアの多数の細胞とその細胞に絡む菌

シアノバクテリア共生葉状地衣類は緑藻共生地衣類と
同様に上下に皮層をもつグループと下皮層を欠くグルー

糸が確認できます．一方，緑藻 Coccomyxa の細胞と頭
状体は明らかに菌糸によって分離されています．

プとがあります．図 1.23 に示すトゲカワホリゴケが属
するイワノリ属は後者の下皮層を欠くグループに属しま

25. 頭状体を持つその他の地衣類

す．一方，アオキノリ属のアオカワキノリ Leptogium

頭状体をつける地衣類は葉状地衣類だけではありませ

pedicellatum の仲間は前者に属します．普通，上皮層は

ん．樹状地衣類や痂状地衣類の中にも頭状体をつける地

褐色あるいは黒色に着色しています．

衣類があります．

髄層と藻類層の区別ができませんので，ここではまと

図 1.25 頭状体を持つその他の地衣類

図 1.23 シアノバクテリア共生葉状地衣類の地衣体断面
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頭状体を持つその他の地衣類として樹状地衣類のキゴ
ケ属があります．代表としてオオキゴケ Stereocaulon
sorediiferum を図 1.25 に示します．また，痂状地衣類
としてオオセンニンゴケ Pseudobaeomyces
pachycarpus があります．どちらも外部頭状体で外観か
ら明瞭に確認できます．オオキゴケの外部頭状体は暗藍
色の嚢状，オオセンニンゴケの外部頭状体は淡赤色の疣
状です．その他，外部頭状体を持つ種として，デイジ－
ゴケ Placopsis cribellans やカムリゴケ Pilophorus
clavatus があります．
一方，内部頭状体を持つ種にヘラガタカブトゴケ
Lobaria spathulata が属する緑色カブトゴケ類がありま

図 1.27 多様な基物の上でも地衣類は生きている

す．

28. 多様な気候の下でも地衣類は生きている
26. 地衣成分とは？

図 1.28 多様な気候の下でも地衣類は生きている

図 1.26 地衣成分とは？
地衣類の第二の特徴は地衣成分と呼ばれる含有成分で
す．

日本は南北に約 3000 km と長く，標高は最も高い富
士山で 4000 m 弱を示す日本は，亜熱帯から寒帯までの
気候を示します．

図 1.26 に示すように．地衣成分は 1000 種類以上が

地衣類は適応できる気候帯に分かれ，それぞれ分布し

知られ，芳香族化合物が主になります．それらは地衣菌

ています（図 1.28）
．亜熱帯に生きる地衣類は東南アジ

が産生します．地衣成分は真菌類や植物にほとんど含ま

アの地衣類と関係が深く，寒帯に生きる地衣類は北半球

れていませんので，地衣類固有とみなされます．

の高山やツンドラに生きる地衣類と深い関係があります．

また，地衣類は外敵に対抗するために，地衣成分とい

日本列島や琉球列島，小笠原諸島は古い時代に大陸から

う化学兵器を利用して地衣成分バリアーを構築し，外敵

切り離されているために多くの固有種が見つかります．

（昆虫や蘚苔類，微生物）や環境（紫外線や乾燥，凍
結）から身を守っています．地衣成分については第 7 章

29. 極限環境にも地衣類は生きている

で説明します．
古来，人はこの地衣成分を薬，香料，染料として利用
してきました．これらについては第 10 章と第 13 章で
詳しく説明します．

27. 多様な基物の上でも地衣類は生きている
地衣類の第三の特徴は環境適応です．
世界中の種々の多様な環境に適応して地衣類は生きて
います．地衣類の生育環境については第 5 章で説明しま
す．
地衣類が生育する基物は樹木（木製物も含みます）
，岩
（コンクリートや石造物も含みます）
，土，生葉，蘚類，
図 1.29 極限環境にも地衣類は生きている

地衣類が挙げられます（図 1.27）
．この中から地衣類は

地衣類は共生生物である利点を生かして，他の生物が

好みに合った特定の基物，種によっては複数の基物を選
びます．

生きにくい自然環境，極限環境にも生きています．地衣
類が生きる極限環境に，図 1.29 に示す硫黄泉や大都会，
11

