
チャシブゴケ目 (Lecanorales) ザクロゴケ科 (Haematommataceae)
分類：吉村分類体系ではザクロゴケ科（Haematommataceae）はチャシブゴケ亜綱チャシブゴケ目チャシ

ブゴケ亜目に属していたが，最新分類体系では，チャシブゴケ綱チャシブゴケ亜綱チャシブゴケ目

（Lecanorales）に属する．ザクロゴケ科はザクロゴケ属（Haematomma）のみからなる．

ザクロゴケ科 ザクロゴケ属 (Haematomma A.Massal.)

分類：ザクロゴケ属の和名の由来となるザクロの実のような赤色をした子器盤をもつザクロゴケ属は，前チ

ェックリストにはヒメザクロゴケ（H. persoonii）と H. africanum（ブンゴザクロゴケ），H. fauriei（オ

オザクロゴケ，吉村図鑑ではフォーリザクロゴケと記されているが，ここでは佐藤（1941）に従ってオオザ

クロゴケと呼ぶ），H. puniceum subsp. pacificum（ザクロゴケ），H. puniceum subsp. puniceum，H.

puniceum subsp. esoredioatum の 3 変種を含む 7 分類群が記されている．Staiger & Kalb（1995）は

これら 7 分類群の中で，H. africanum と H. fauriei，H. persoonii を挙げている．また，ブンゴザクロゴ

ケの証拠標本に H. puniceum subsp. esoredioatum（Räsänen 1940）引用している．従って，チェック

リストにある H. africanum と H. puniceum subsp. esoredioatum は同一である．また彼らは，H.

puniceum subsp. pacificum と H. puniceum subsp. puniceum については触れていない．筆者は Kalb

氏の協力を得て，国内産の標本の中から H. accolens と H. collatum の 2 種を同定することができた．

Asahina（1964a）や吉村図鑑では H. puniceum subsp. pacificum は髄層 P−．アトラノリンとインブリ

カール酸を含むとあるが，Staiger & Kalb（1995）はインブリカール酸をスファエロフォリンと間違えた

と結論している．よって，H. puniceum subsp. pacificum（ザクロゴケ）は，H. collatum と修正すべき

ものである．一方，H. puniceum subsp. puniceum について，Asahina（1964b）を調べると日本産の標

本はなかったので，日本産から除外した．

また，筆者らは新たに H. rufidulum（ミカワザクロゴケ，新称）を確認した．従って，現在確定している

のは下記表の 6 種である．
＊ザクロゴケ属の種の特徴を以下にまとめた．

ザクロゴケ属
子器
盤

地衣
体

無性繁
殖器官

子嚢胞子（μm） 基物 主な成分
主な分布

帯

ブンゴザクロゴケ（H.

africanum）
朱赤 灰白 欠

無，線形，10-20 室，

45-80 x 4-5.5
樹

プラコディオ酸，アトラノリン，ヘ

マトモン
暖温帯

ヒュウガザクロゴケ（H.

accolens）
朱赤 灰白 欠

無，線形，6-9 室，35-55

x 3-5
樹

プラコディオ酸，アトラノリン，ヘ

マトモン
暖温帯

ザクロゴケ（H. collatum） 朱 灰白 欠
無，線形，10-16 室，

50-70 x 4-5.5
樹

アトラノリン，スファエロフォリン，

ルスロン
暖温帯

ミカワザクロゴケ（新称 H.

rufidulum）
朱 灰白 欠

無，線形，8-20 室，50-80

x 4-6
樹

アトラノリン，プラコディオ酸，ル

スロン
暖温帯

オオザクロゴケ（H. fauriei） 朱 灰白 欠
無，線形，7-10 室，50-70

x 5-6
樹

アトラノリン，ウスニン酸，プソロ

ーム酸，ルスロン
冷温帯

ヒメザクロゴケ（H.

persoonii）
朱 灰白 欠

無，線形，7-8 室，30-50

x 3.5-5
樹

アトラノリン，スファエロフォリン，

イソスファエリン酸，ルスロン
暖温帯

文献：Staiger B. & Kalb K. 1995. Haematomma-Studien - I. Die Flechtenggattung Haematomma. Bibl. Lichenol. 59:

1-198.【2305】
Asahina Y. 1964a. Lichenologische notizen (§194). J. Jpn. Bot. 39: 209-215.【2307】
Asahina Y. 1964b. Lichenologische notizen (§193). J. Jpn. Bot. 39: 165-170.【1698】

佐藤正己. 1941. East Asiatic lichens (IV). J. Jpn. Bot. 16: 495-500.【1706】
朝比奈泰彦・佐藤正己. 1939. 地衣類. In 日本隠花植物図鑑, pp. 605-782. 三省堂, 東京.【2224】
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72. ヒメザクロゴケ（姫石榴木毛，Haematomma persoonii (Fée) A.Massal.）

ザクロゴケ科ザクロゴケ属 分布：暖温帯・亜熱帯 基物：樹（一部岩）

形態：ヒメザクロゴケ（A）は，緑藻（Trebouxia）を共生藻とし，

灰白色の痂状で，1.5 mm 以下の小形の子器（B，C）が群生し，そ

の一部は集合する．半ば地衣体中に埋没することが多いが無柄の場

合もある．子嚢胞子（D，コットンブルー染色）は子嚢中に 8 個存

在し，無色，蠕形で一方の先端が鋭く尖る，大きさは 30～50 x 3.5

～5 μm，7～8 室に分かれる．

成分：皮層 K+黄色，髄層 C−，KC−，P−，アトラノリンとスファ

エロフォリン，イソスファエリン酸，ルスロンを含む．

分布：本州から四国・九州・琉球列島に至る暖温帯や亜熱帯の樹皮

や岩上に生育する．静岡県（菊川市），大阪府（錦織公園），和歌山県（紀伊根来寺・和歌山市竃山神社・紀

伊風土記の丘・紀三井寺・海南市・野上町野上中・田辺市・上富田町朝来・由良町興国寺・湯浅町施無畏寺・

潮岬），愛媛県（愛南町御荘），福岡県（高良大社），長崎県（松島・西海市七釜郷・長崎市長崎），宮崎県（綾

町北俣・川中・日南市南郷），沖縄県（屋我地島）で報告されている．筆者らは千葉県（館山市），京都府（嵯

峨野），兵庫県（たつの市），徳島県（徳島城址公園），宮崎県（西都市杉安・蓮ヶ池史跡公園）の 6 ヶ所で確

認している．
文献：山本好和・原光二郎・小峰正史・川上寛子・溝口恵敬・山東智紀. 2010. 紀伊半島産の興味ある地衣類Ⅰ. 南紀生物 52: 1-5.
【2225】

朝比奈泰彦・佐藤正己. 1939. 地衣類. In 日本隠花植物図鑑, pp. 605-782. 三省堂, 東京.【2224】
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