
は、Ｉ｣本ではジョウゴゴケ、欧米ではmeaIypixie-Cup(妖精のコ

ップ)、fringedcupmoss(へり飾りのあるジョウゴゴケ）などと
巻きし凡

|ｉｆばれている。ちなみに中陛Iでは.､尺八粉ｲf蟻"である。イi蕊はハ

ナゴケル1ｺIを蔵味するので、その雌:i'iは'1ｲﾐで川いられているジ

ョウゴゴケに旭じるものがある。

新祁を発表するときには、かならずラテン冊化した学名と、基

f(｢Ｉとなる標本を桁定しなければならない.'､f:端の!j･え〃や発表方

法は側隙'1M物命f'１川約で厳しく規定され、Ｗｉ棚を発炎するときは

この以約に従うことが求められており、述灰した』ﾙ合は学名その

ものが無効になるなど細かい決まりがある一方、一般名にはこ

のような規制はなく、ｎ曲に名前をつけてもよい。しかし、先行

名があるjﾙ合は、できるだけそれらをjI師|tすることはいうまでも

ないことである。

匙Ｌ

学名と－般名の関係

ウメノキゴケ

･学名ﾉ』《"ﾌﾉ'<)ﾉバ，"'(I伽(･"ﾉw"'(Nyl,)Ｈａｌｅ

屈名 種 小名命名者名

命名者名：命名者の名は省略して記される。命名者名のうち、

カッコで囲まれているのは最初に命名したＷ・NyIanderを表

し、あとにＭ・ＥＨａｌｅによって学名の組み替えがおこなわれた

ことを示す、

ＦＺＪ



瀞
サルオガセモドキと
オークモス

一::渉
御iiIから仙物の姿形などを巡想すぉと、とんでもないＩｌＩｌ述いを

することがあるたとえばパイナップル科の植物であるサルオガ

セモドキなどがその好例だ。この柚物はエアーブランツとかスパ

ニッシユモスと呼ばれて、花屋さんや刷芸品店でも売られている。

学fiは7WA川(ﾉs/ａｌｊｓ"0()/desである。棚小f'iに使われていゐ

us“()ｉｄ(､急は"地衣jMiの･り･ルオガセに似た”という‘世味なのでサル

オガセモドキの・般柵がいえられたようだ。

サルオガセモドキは北米のI櫛部地域や中南米に行くとごくふつ

うに兄られる棚r･仙物で、制帝が地衣類の洲売で訪れたアンデス

測地にも多く見られた。灰色をした糸状の柚物体を少し離れたと

ころから兄ると、まさに地衣類のサルオガセにそっくりであるコベ

ルーのアンデス地域では、この植物は崖や木の技にからみついて生

育するが、ときには地線からぼんぼりのような塊となってぶら下が

っているものもよく兄かけた。いくつかの械類があり、パイナップ

ルとあまり逆わない外形のものから、サルオガセモドキのように糸

状の柚物体をもつものまである。運よく美しい花に出会えたら、地

衣類とは似てもにつかぬ仙物であることがわかるだろう。

オークモス(oak、()ss)はコケ航を戯味する"モス“とf'iづけら

れていあが、Ｉ典1K銘のウメノキゴケ朴の地衣類で、・・般澗はツ

ノマタゴケという。地衣体は附枝状、蛍緑色で、規則Iしくこ叉

分枝し樹皮に蒲ﾉkする。北半球に広く分布するが、１１本では北海

道のかぎられた地域に点花すあ。ヨーロッパでは、オークモスを

アンモニア発酵させてオルセインという謎赤色の色糸をつくり、

衣服の染色に用いたり件水の材料としても利用している。

ｒブニ



醜６画地戎Rnとヒトとのかか わ 吃

サルオガセモドキ（ペルー．

マルカバパ）

ヤマヒコノリはオークモスのなかまで、針巣柵に鵠生する（長野県、八ケ岳）

曜〕
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食 用地衣類

＝＝＝三三

’1ｲﾐのイワタケは食川地衣類として11堺的にｲifiである。その

ため、外IIilの地衣頬研究音のなかにもイリタケの科JII1法を知りた

いという人が多い。食用地衣類としてはイワタケのほかに、バン

ダイキノリ、エイランタイなどがある。州にイワタケは杵から｢Ｉ

本人になじみがあったとみえ、ＩＩｉくは>I:ﾉ州代1mﾘlに細鮮された

｢料理物１１冊｣にも紹介されてい為ほどである。イワタケは11本人に

よって妃戦されたはじめての地衣類であるが、中側、台湾、韓国

にも分布している。日本では、北海道から九州に至る非石灰岩性

のｿ}に付柵する。イワタケの紹介洲こは、“深山雑件..に産すると

肥されてい』るものが多いが、突際は1i4IlIにも生ffする。いまでは

人の手がｊ,iかないような絶壁にしか洩っていないことが多いので、

このような表現になるのかもしれない。食川としては特に埼モ県

の秩父地〃や愛媛ﾘ,!:の而河渓谷のものがｲ州で、いまでも地元の

|:唯物店で売られているし、旅館の食１$でllIiされることもある。

イrノタケは酢の物、尺ぷら、ミソ汁のjLなどとして食される。

蛇燥したイワタケは茶褐色であるが、水にぬれると緑褐色になる。

平らなﾉｊが表側、黒褐色で仮根を密生している方が典側である。

料・Jﾘ!するときには、下ごしらえとして上皮肘を取り除くこの作

業を怠ると符しく食感が魁くなる。イワタケをぬあまiﾙのなかに

数分'''1ﾙ鮒とすれば、指の腹でI経くこするだけでｋ皮jiyを簡蝋には

がすことができる。上皮届を取り去ると美しい波紫色の髄隅が現

れ為(仮根のついた典側の皮隅はそのまま利川すあこと)。これで

1W処JIl1は終わ')でああ。天ぷらにす」Z)ときには、皮Ｉ１を取り去っ

た炎側にだけ衣をつけるとよい炉

腫△』



蹄６回地頭甑とヒトとのかかわ り

イワタケ(嫡玉県、三国姉】

イワタケ料理（酢の物）

r』』
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紗
ナの弁

災はイワタケよりもずっとＨ:、地衣瓶が非術食として利用された

という記述がある。旧約)慨１ドにでてくるマンナ(マナ、mam,a)が

それで、記述から、イランやアフリカ北東部に雄育するチャシフ.ゴ

ケ科の'１sp/C伽“αJﾉeJ】畑とどえられる。聖審によるとマンナは、

モーゼがエジプトの奴州となっていたイスラエル比族を辿れてエジ

プトから脱川す為際に、食川危機に兄卯われた人々に.ｉＩが与えた食

べ物とされる'､「川エジプトiidl6刺に記述があり．‘明くる朝、テ

ントの1,11)の砂漠に粥が降り、蝋が消えると、あとには浦のよう

な小さな抑片が伐りました……この食べ物はのちに、「マナ｣と呼

ばれるようになりました。コエンドロの桃のように1,1く、平くっ

たくて、はち笠入りのパンのような味がします．．(リビングバイブル）

とある昼実際のＡ,eSaIﾉ0"砲は厚みのある地衣体をもつ固清地衣類

で、乾くと硬い乾パン状になる。じょうずに調理しないとおいしく

食べられあとは思えないが、非附時の食料.としては使えるだろう

ヒトはトナカイのように地衣蝋を完全には消化できないので、

地衣類を~]弓食として利川するのは雌しい･しかし、仙界仔地の

人々はさまざまな方法で地衣瀬を補助食として利用してきた。北

米大陸lIli部の光il扱族は飢仙になるとハリガネゴケ堀を食川とし

たという把戯があり、いまでもこれを‘細IIiめて砂緋をllllえ、お巣

子をつくる。イングランドのソールベリー地方でもジャムやパン

に混ぜて使っていたlid録がある。北欧ではハナゴケやエイランタ

イが家帝の剣):|･となるほか、非術食としても使われてきた。北欧

やロシアではハナゴケやカブトゴケでビールの.僻みをだしたり、破

按酒に混ぜて使った紀鈍がある

一一
一
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跡６鼠地戎剛とヒトとのかかわり

クマ

庫｡

1－

９

マンナチャシブゴケ科の地衣類(パーは1ｃｍを褒す】

エイランタイ（ロシア、カレリア地方｝

『２７
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先
くしよくぶつ

駆植物
”▲二宮 紗

こんｇし長く昂つ

先駆Ｍ物は火111の燥発などによって牒地ができたときに、jIi初

に裸地に催入して柚物遷移のトップバッターとなる植物を指す。

確かに地衣類には、乾燥した厳しい条１１:ドでﾉﾋ活する能力に長け

る種が多い。富士山の背水ヶ原樹海では、Ⅱ当たりのよい溶岩上

にハイイロキゴケ、ヤマトキゴケなどのキゴケ価地衣賊が優占し

ている。あるテレビ職lで11j:木ｹﾉﾙ(佃派から111継をしたときにも

"地衣類は先駆植物のつで、柚物の避移は、地衣砿がまず侵入

して上壌をつくり、コケ頬、イネ科械物を維て森林が形成される，，

というように解説していた。'111雛の脱lﾘ｣が/k物の牧朴,I}:にもでて

くる。しかし、森林の形成はかならずしも‘肘にこのような避移過

狸を経て形成されるとはかぎらない。柳地が形成されても川の縁

なら、まずコケ類が生える。いまでも沿発な火111活動を続けるハ

ワイ烏を訪れると、兄渡すかぎり流出した溶牌で広大な地域が被

われている。ここには地衣類しか碓脇できないjﾙﾉﾘ『もあるが、溶

器のひだやくぼ地にはコケ類やシダ獄がﾉｾ存しているし、土砂が

わずかに堆積するような環境では、イネ科植物やイタドリのなか

まも旺盛な生活を始めている。地衣瓶は先駆植物の一つに違いな

いが、･･緑林の形成は地衣頬が偶入することから始まあ．.という紋

切り咽の説明には少々承伏しがたいものを感じていああ為とき、

私の考えを火山植生を専門にしている4§態学貯に紺したら「まっ

たく同じ考えだ｣という答えが返ってきたので、意を強くした罰な

お、ハイイロキゴケ(SI〔､r“(･細Ij0〃ｖ(》s'八'ﾙ』"!"】】)の祁小fiは、雌

f(I§柳本がイタリアのｲj･荊なベスビオ･火'11で採娩されたことにちな

んで名づけられたものであゐ。

Pｚｈ



領津En虫凸Ｔ

い

ハイイロキゴケ（山梨県、斎士山】

溶岩上に広がったハイイロキコケ（山梨県、富士山】

『母fｊ
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三雲天然記念物になった地衣類

_j溌‘
地衣賊のなかに天然記念物に折定されているものがあることは、

あまり知られていない。イワタケ科のオオウラヒダイワタケがそ

れで､,'1森県佐井村の織部の絶雌上にタカﾈｶﾗﾀﾁゴｹや
タカネゴケモドキなどとともに"特殊仙物昨落"を櫛成しており、

197‘1年に尺然肥念物の指定を受けている。オオウラヒダイワタケ

が1.1本で!'Ｉ!‘つかったのは比較的新しく、1956ｲI§のことである。こ

の地衣斌は、北米のアパラチア山脈ではごくふつうに産するが、

北米以外では日本とシベリアの二つの地域から報告されているだ

けである。また、ロ本岡内の分布はきわめてかぎられていて、上

胆のほかには北海道11商IlI系の/ｌｆ別貯と臼ｼ蛎の２カ所に生育す

ることが雌潤されている。このように太平洋北部の北極圏を頂点

としてアジアと北米東部に離れて分布す為勝異な分布様式は柚物

地J1畔上り|↓味深く、近縁菰のオオイワブスマやシワイヮタケもl‘ｉｌ

柿の分ｲliを示す。

さて、縫進fi山は頂上部がドーム状に突出した岩峰で、オオウ

ラヒダイワタケは山頂近くの岩上に群落をつくって広がっている。

近年このあたりはロッククライミングの紳判場として利用される

ようになり、踏みつけなどによって破峻されるおそれがでてきた。

天然記念物の脂定にあたっては、このj1tlltな稲瀬を含む械物群落

全休を人的な破壊から保護する必喪性が強洲されたと聞いている。

イワタケ帆のオオウラヒダイワタケ"大典艇掛茸"の地衣体は大堀

で、椎15(･'11内外に広がる。表Iiiiは渦色で、くぼんだ部分に生じ

るｆ器の盤には放射状の桃椛がああ。さい状体で聯(iに付禰し、

裏1m全体に綱II状の板状体があるが、仮根はない。

rＪｏ



呪６且短衣調とヒトとのかかわ 1 ５

オオウラヒダイワタケの生育状況と地衣体の拡大(晋森県、縫道石山】

１１４．

縫道石山山頂付近の絶蛭にオオウラヒダイワタケは生育す畳

r-yJ



ーで砦中内？?雨詞甲wf

ンキヨクサルオガセナ

.厨尉ｵ沙ゴー－

サルオガセといえば、州水から｣とくIIiれドがるヨコワサルオガ

七や、地衣体に赤い色紫をもったアカサルオガセを思い浮かべる

人が多いと思う。lLl本のサルオガセ属としては30種あまりが知ら

れており、いずれも基部の1点で付済して垂れ下がるﾉkff形をも

っている。これに対し、術恢大陸や北極)１Ｍ辺、アンデス山脈やヒ

マラヤ山脈に分ｲ1『するナンキョクサルオガセやその近縁狐は、唯

物から立ち上がるものが多い。

ナンキョクサルオガセは、＃i紙大陸の露岩地帝に広く分布する。

地衣体には汲茄色と蝋色の色紫がまだら状に沈瑞し、縦が濃褐色

で光沢のあるｆ器をつけ為ので独!怖の|側11となる。そのため、柵

’1W地域に広く分布するサルオガセ偶とは別腐の分類昨とす為‘塊も

あるが、最近の分ｆ系統解析にもとづく研究では、広義のサルオ

ガセ属に含まれるという兇〃に落ちついている。

附概大陸や典南概圏のﾉﾙ々では、ナンキョクサルオガセやその

近織櫛がごくふつうに),!‘られる。大きな樹木が育たないこれらの

地域では、基物はおのずと洲ｲiにかぎられるので、地衣体が111城

するように適応したと巷えられゐ。1W米大陸南端のフェゴルはI棚

恢，ドルに近く、ナンキョクブナの侭,I｢する林が発述し、像がⅢけ

た鰯淵上にはナンキョクサルオガセが広大な俳落をつくっている。

Ｗ¥がこの地衣類をI:1本の昭和堆地付近で見かけたのはもう‘ｌＣ

年以上も前のことであるが、そのとき以来、サルオガセ偶である

のに樹皮上に唯青することはないのだろうかと常々疑IMjに思って

いた。フ婆ゴ烏をｶれたときにも、ナンキョクサルオガ七が"水に

(fる”ことはないのだろうかと．‘Hfを念入りに探したが、樹木から

J_;』



クネームで呼ばれていた。しかもこのニックネームは米国の

唯れ下がっているのはプロトウスネアと呼ばれる別楓のＨ１ばかI）

で、生きている樹皮上に生育するところはまったく確認できなか

った(倒れて白''1･化した冊ｲくこにﾉ嫁fすることはある)。．l鰯卿；

した"淵禰粁生"というﾉk制州iは、そうやすやすとは変えられな

いものらしい。

隊でもドイツの隊でも日本鰐と同じ意味の単語があてられて
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をはばかられるようなあやしげな“インモウゴケ”という二､ン

ナンキョクサルオガセ。黄色と凧の蝋だら換様が美しい(爾柵、プリン
ズオラフ海岸）

いるのを知り、“人間の考えることはどこの国でも同じだなあ，！

と一人合点したものだ｡

』
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地衣類のオアシスー 妙
111塊や地域をかぎってそのなかに生fj:する仙物のＩ職iを洲べ上

げることを仙物,ＮＩの洲ｲi§という。‘1蹄は｣|u衣鎖相の柵ｲ鮭いろい

ろな地域で実施してきた。碓偲された樋数は、樹上山の,iHIfii

(1981年実施)では205稲、尚尼山（1995）では76砿、晋泌'１１

(1997)では212髄、ノ.d瀬ケ原(2002)では262樋であった｡出現ｲlIi

敬は1淵在地のIiii積や現存する11(雌に/,ﾐｲiされるし、分類学的研究

が進むと樋数はさらに増えることが予想される。しかし、これら

の綱査結果は、一つの地域に唯青する地衣類のおおよその祁数を

知る1.1亥にはなるだろう。

４〔Ｊ１(のlfl;心に位附し、，'『い'１Ｍ水がjtされている』iり‘I;内の地衣瓶

ｲ'１を知るのは非常に興味深いことであり、2000年にIkl1がI．'γ:|'＃物

館が中心になって調在をおこなった。派遣研究者として何科学|＃

損

噸
苔むした皇居内のソメイヨシノの樹榊

『刑



物館に滞在していた、小ＭＩ地衣類の分類にくわしいＧ・トール(G

Thol･)博士（ウプサラノ<学、スウェーデン）と、ウメノキゴケ科の

分類をＷＩにしている文光騨|#-上(淑明女｣'大学、1陳国)もこの

洲企にllllわった。！;ﾘﾙ内では、ウメノキゴケ瀬やサルオガセ偶な

どの大刑地衣類の４１ffは認められなかったが、問済地衣類を『''心

に57航の地衣類が確認され、そのうち4属５靴はlLI本新産種であ

った。’;りi吟に雄青する地火揃の多くは常緑広雌棚の大木や年代を

経た偶ｋに生ffしており、’;り11卜はまさに地衣細のオアシスともい

える搬柑を坐していた。

判』内の植生はいわゆる『l然植生ではなく、他栽された樹木を

中心とした人工林であるが、人手を加えることを必要最小限に抑

えて符JIl1されている。また、イ,蛾、街陥樹、ｉＩｒぃｲi灯細、NIllﾉ､Iに

配ii'iされた|趣i，火ﾙJ‘悦なｲi｣i[なども地衣航の』肺贈物として多

嫌な微環境を伽えている。これらのことが､,VM託前に予想していた

以上に多様な地衣頬の存在を可能にしているのではなかろうか。

ヒメジヨウゴゴケ（塑居】

『”



ヘリトリゴ・ケ（印暦】

レブラゴケの一狸（皇居】

『〆



聞いてみないとわからないことではあるが、全体の雰囲気や

いるものが多い。実際に何を参考にして描いたのかは作者に

J”

綱帳

椴帳に見る地衣類
■、正■qｄ■ー一●ﾛ

0燃維： ふすま絵に描かれたマツやウメや映画館

の老木をよく見ると、地衣類と思われる絵柄が描き込まれて

(提供：国立脚鳩）

大きいのだろう。地衣類の成長速度がほかの植物に比べると

形から想像すると、これらの絵柄は地衣類のウメノキゴケか

マツゲゴケではないかと思われる。地衣類は古い木にしか生

青しないというわけではないが、古色蒼然とした騨囲気を力’

もしだすには、地衣類が生育している状況を描き込む効果は

極端に遅いということを絵の作者が知っていたかどうかはわ

からない、おおらかに枝を広げた老樹には、目立たずひつそ

りと寄り添う地衣類がよく似合う。
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一点．昏蝿蝋聯
Ｗ、__ー｡

､空空エニ←
～丙一撃得国日謡

りに再発見された

沙－

長い'''１地衣類のｌ１ｊＩ兜を統けていると、ときにとんでもない珍仙

にでくわすことがある。新仙として肥戦されてからlllk紀近くも

見過ごされていたｶﾜﾋジｷの再発見がそれだc1999年９月に束

ﾉ<の加膿教授は、巾米ガイアナのマザルニ川で渓流『iiの料ｲiに付

,Hfする奇妙な"Ｍ物，‘を発見された｡蹄同後藻斌ではないかと見当

をつけて洲くられたようだが(1脇が判明せず､地衣瀬の'１．能性も

あると判断して標本が飛荷の研究篭に送られてきた。

標本は黒褐色、裂片はllii､ドで長さ５～7ｃｍ、幅は5～7ｍｍで不

肌Ｉｌｌに分岐しており、．Fに収って職く押してみると多少Wli力が鵬

》
》

《
《
一

一
傘

函。

｢３s

珍種が見つかったマザルニ川（加臓雅啓氏撮影）
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緬｡…脇……，鰹
じられた．-1,,Lしただけで問題の仙物は地衣類に述いなく、日本

にも生fｱする膳芯状地衣類のミタキノリ属のなかまであろうと見

:､11がついた。さっそく、地衣体の切片をつくって検腕してみると、

地衣体の炎Ini近くには多数の彼．f･器があI)、肥･j9･は淡色、Ｉｌｉ室で、

共生藻はシアノパクテリアのグレオカプサ属(GﾉbeOc3psa)である

ことがわかった(P､140が典参照)。これらの特徴はミタキノリ属

と共辿のものであったが、地衣体の皮屑組織は表Iniに１１侭lfJ:に走る

|W糸からな〈)、さらにJl1』衣休''１央部にlliM'1．衝のＩＷ糸束がiiM察され

た。'1蹄状地衣類でこのような地衣体をもつものを採jl4したり世

接観察した経験はなかったが、．．どこかで見かけだような記憶が

あった。

記憶を伽りにツアールブルックネルい､Z21hll)rLlckIMBrl926）

||IlllllllllllIlllllllllllllIlllllllllIllllllIllIlllllI
ツアールブルックネルの線画(左）とカワヒジキの乾燥概木(右、ガイアナ産)‘

簡単なスケッチながら感じがよくでている

Ｂ９



着、ｍｉｃＮ狐u'･liChenPnanzenfamiliesn第8巻』を調べてみゐ

と、旧英領ガイアナ旗のたnmanjagroebe腕に、地衣体の内部椛

造やｆ艇胞子の形態などが一致し、外形の特徴をとらえたiWiliな

級lllliも添えられていた．｜':1立ｲ:'’'料IＩi物n'(の柳本ﾉｌＩｆには比'肢できる

標本はなかったが、ドイツの女性地衣学荷ヘンセン(A,HensseI1）

博士が1973年にこの秘について詳述した論文があり､「1897年と

1899年に採姫されているだけで、そのあとは採果された記録がな

い」と沸かれていた。

これらの粘果から、’1M組の地衣畑は.ﾉ()"J”"ｋＩさOcbeIにほぼ

間述いないとの感触を得たが、比核する採水が乎元にないので、

このなかまをＦ広くIUf先しているドイツのビユーデル(BBudcl）

陣-|青に標本を送り鑑定を依頼した。彼からはすぐに近｣Ll1がきて、

緯向

""…噸,．““理!“Ｍ錫
祇

'１＝'i脇,蝋‘肌＃伊
噸ｆ’Ｌ孔Ｉ

腫鱗'聯 ル

．…一,･･･埜吋制創側剛

カワヒジキの地衣体断而〈野崎久義氏撮影】
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