
｢君のlIil定はlEしい°’'1分も」,馴【(標本以外の|撫木は兇たことがな

いので驚いた」との手紙が添えられていた。このようにしてiE体

不明の"'１(〔物.‘は、１００年ぶりにlli発見された珍棚であることが判

lﾘjしたのであるこの地衣瓶にはカワヒジキなろ－．･般名がいえら

れ、研究結来は岐阜大学でilllllMされた'1水仙物分類学会で紺介さ

れた。

加雌教授は2000年に再度Ｍじ場所を訪れて、ざらに多くの標本

を採果してもちﾊﾙられたので、ｌ蛎瀞|･学博物館発行の希産地衣矧

エキシカータ標本染に含め、｜Ⅱ:界の-i冨要研究所に交換川に送られ

た。１１t界器地の地衣学骨はこのエキシカータを伽Ijして、ｌ()()年

ぶりに再発j,,Lされた稀種、カワヒジキをみずから手に取って観察

できるようになったわけだ

カワヒジキの生態写真（ガイアナ、加服雅啓氏撮影】

岬』



衣類があぶない

弓夕ユー …:i誠夢
環境宵では．.レンドデータブック”という「絶滅のおそれがある

１１本の野堆生物」リストを、分類群ごとに公表している1997年

度版リストによゐと、地衣類は絶滅靴(ＥＸ：絶滅樋)、絶滅危倶

Ｉ頬(ＣＲ＋ＥＮ；絶滅に瀕している伽、絶滅危恨II類(ＶＵ：絶

滅の危険が叩ﾉくしているｲili)、ｉＩＩ;絶滅危悦(ＮＴ：現時点では絶滅

する危険は小さいが、生息条件の変化によっては絶滅危供に移行

するおそれのある弧)、情報不足(ＤＤ：生息状況から見て注意深

く),L守らなければいけないが、評価するだけの怖報が不足してい

る伽という５段階のカテゴリーに分けて82穂がﾘ雛されている。

また20()9年発行ＷＥのリストでは、対象砿が2倍あまりにjWえて、

166樋に達しているここに掲救されている種類は現在Ⅱ本から

報告されている地衣類全体の約10％に相当し、特に絶滅のおそれ

が問いと兄なされ為ものである。

地衣餓は厳しい猟境ドで生存できる仙削が多い半1iIi、輔境の変

化に対しては一般に耐性が低い。イリIiの生存を脅かすざまざまな災

閃が地衣類を柵成する菌と藻の双方に働きかける結果、共生関係

を持続するために必要とする微妙な条件に悪い影靭を与えるから

である。絶滅を危供される地衣航のうち、今後、将に沈愈して見

守る必典のあるＩｌ１ｉは次のような条Ｉ'|:ドで生育している。

ユ生育地が天然林や古木上などにかぎられている、噂生育場所

が石灰岩や蛇紋岩などのような特殊な基物上にかぎられている、

③生育場所が人々の生活による影響を受けやすいところにある、

I4j国内における分布域が狭い純囲に限定されている、などである。

『ｆ』



剛６画地衷罰とヒトとのかかわり

絶城危ｌｎＩ期のﾋﾒﾂﾒゴｹ｡国内では本州中部の山岳地椛と剣山(徳島県)
の数カ所に生育する（長野県、八ヶ岳）

絶滅危棚Ｉ類のクポミヤイトゴケ。ヒメツメゴケと同椴の分布を示すが、生育
地がきわめて限定されている（長野県、八ヶ岳）

『Ｊｉ



日本産の絶滅危I倶種

ゴー ｰ ＆ 壱 d一一一団押.'〃.” 妙
１１本l唯地衣賊の絶滅厄’1jⅧのなかで、僻に注Ⅱされゐものを紺

介しようなかには!｣本ではすでに絶滅した可能性が問い棚も含

主れている

●ヌマジリゴケ

1926年に洲ﾉ！‘好氏によってI柳fll1奥の院で採集された柳本を

もとにして、ツアールブルックネル1＃ｔ(A､Zalllbrucknel･)によ

って斬甑として発表され、一般満は採集者にちなんでヌマジリゴ

ケと橘づけられた．生育珊所付近の雌近の調在でも硫認できず、

11本のほかのjﾙ所で採巣された肥鍬もない。１１本では絶滅したも

のと巷えられている。ヌマジリゴケは水荊れ１１が射す湿度が,淵い

環境を好んで生育し、東南アジアやハワイからも報告されている。

ｎ本は分ｲiiの北限にあたる。商野111からは、このほかにもイトゲ

ジゲジゴケ(絶滅柵)やツブミゴケ(絶峨危'供Ｉ類)が知られている

ツブミゴケのlIAl休数は著しく減少している。

肥刈跡I'‘ハ ヌマジリゴケ(正雅雌棚

叩1稗‘"剛#繍赫綱1M柵,岬州,Ⅷ1,本､国立科学側物鮒所鰯）

1４４



蕊｡…訓と…"噸，鰹
、シロツノゴケ

ヌマジリゴケと同雛に11本から姿を消してしまった猟である。

シロツノゴケはユーラシア大陸、北米大隙の冷涼な鉱候を好んで

ﾉ肺する。稀ｲ１Kではあ為が、アジアではヒマラヤとニューギニア

から拙'fされていぁ。’1本からは1935年に僻賜り,!『傘ケ|舟から一度

だけ報群された記録があるが、その後の記録はない。

⑤コパノシロツノゴケ

ｉ脳Hfから熱怖に広く分布し、アジアでも11本、台湾、中風に広

く分布することがわかっているが、Ｒ本の産地は,枕Ⅱ県馬路村大

ﾉfIIIだけである。

シロツノゴケやコバノシロツノゴケは、もはや採取されたj〃所

には生存せず、その後のiILl録もない。

コバノシロッノゴケ(柵水写真】

時』



●フクレヘラゴケ

ハナゴケ科の棚枝状地衣類で、ニュージーランド、オーストラ

リア、ジャワなどに分布し、ｎ本は分ｲifの北限にあたあ。微小な

唯水難体から長さ約1ｃｍのへら状のj'･柄をだし、先端部に肉紅色

のf･器をつけるスギ(稀にアカマツ)の樹皮上に生じ、棚町県以

南の数カ所で生frが確認されている。ロ当たりのよい神社の境内

や公圃など、人の１１}入りが多い猟境を好むので、雑物の伐採や倒

壊で容易に消滅す為I!｢能性がある卿!'《県の4畠育地のように、需

によるスギの焼失にともなって惜しくもillj減した例もあるが、京

郁市内にはよく梢:理された寺院の庭圃内に見事な群落をつくって

いるところもある。

スギの大木に鐘生するフクレヘラゴケ<A，岡県、青葉山）

『･;‘



剛………，鰹
、サルオガセ属、カラタチゴケ属

樹枝状地衣類には、莱状地衣類や問芯地衣賊と比べると大気汚

染や蝋境の変化に対すあiii州;がり，いと思われるｲIⅡ賊が多い。特に

サルオガセ偶のアカサルオガセやカラタチゴケ帆のコフキカラタ

チゴケ、ツヅレカラタチゴケは、２０年ほど前までは郊外の社寺林

や石jIi，雑木林などでよく兄かけたが、近年は人里からほとんど

姿をｉＷしてしまった,,地衣体が長くなるのでよく｛I立つサルオガ

セ(近綜のフジサルオガ･上と汎ﾉkすることが多い）も、以前は剛ﾉ､ｌ

の'11軸''1性針熊樹に広く分布していたが､現ｲ1：では分ｲ域が耕し

く縮小してしまった。レッドデータプックで絶滅危倶種に指定さ

れていなくても、樹枝状地衣類については生育状況を特に慎重に

兄守っていく必要がある。

アカサルオガセ。低山地の代表的な種であったが、近年は目にすることが少な
くなった(滋賀県、高島町）

岬７



衣類と石造文化財

…排画一一qﾛ ﾆ写4万ｳＰＷ症

Ｗｆは2()()5ｲド｣ｿ､肺、東点文化1M･研究)ﾘi:の研究↓.lとともにカンボ

ジアのアンコールワット遺跡の保砿禰動に参加している。迩跡の

保護祇動に地衣類の調査や研究が必要とされるおもな理由は、地

衣類が長い年月の間にアンコールワットのような石造文化財を破

壊する蝶閃になるのではないかと疑われているためである。

」u衣猟のなかでも特に固祁也衣淵Ｉは、伽仲の|W糸の・部が」,喋物

の『'１にlIl〔接入り込んでいるので、器ｲ．『に入り込んだlMi糸がilt雌や

水分の影郷で膨張と収縮を繰り返し、物叩的に岩石を少しずつ唆

していくとされているその作用は非常にゆっくりしたものであ

るが、ノ蹄期'''1が災い彼類ではｊ糾勿に大きな被鱒を'j･える可能性

がある．また、地衣体に含まれあ地衣成分の多くは弱酸性を,ｋし、

これらがﾉI鋤の劣化を進めるのではないかと疑われている。

jlIl衣航がｿﾄｲ｢におよぼす彬柳については、地'1』海沿雌、！'#にイ

“６

建造物をよく観

察すると、凝面
はほとんど地衣

類で被われてい

ることがわかる

（カンホジア、

タ・ネイ追跡）



ダリアの117代遺跡に１蹄fする石灰岩性地衣賦では研究が進んでい

る。石灰汁でつくられた遺跡上に生育する地衣類はよく1.1立ち、

石の中に広がった繭糸を11‘〔接顕微鏡で観察するための溌刺･をつく

る、化'ｉｆ:的な処珊を比彼的iiiijiiにおこなうことができるからであ

る。．〃、アンコール『ノット世跡俳のように砂掛、ラテライトを

使った辿造物に対する地衣類の物理化学的作用は科学的に|･分立

証されていないが、櫛築物に影響を与える可能性があることは否

定できない。しかし、地火煎が岩ｲiの災|、を被うことによって紫

外線や瓜|:|:iからの被祥をやわらげ為効鵬と、地衣劫がおよぼす被

害との側係の解明には、なお時間を艇すると思われる

アンコールはカンボジア頑同のシェムリアップ市郊外に広がる

寺院世跡俳である。なかでもアンコールワットやアンコールトム

などの寺院過跡は''1:界jM:雌にも登鍬され、イi材に施されたWi巧な

彫刻、やさしくほほえむLi大な人而像などで日本人にもなじみの

タ・ネイ遺跡。地衣頚やコケ類で被われた建物の悠復が侍たれ墓

FｄＪ９



ある観光名所になっている。これらの遺跡は1211t紀ごろに建造さ

れたもので、建物や彫刻の表面は白色や桶色の地衣類やコケ類で

被われている。もし、これらの唯物が綿ﾉkしていなければ、この

雁史的な処進物のたたずまいはまったく別の印象を私たちに'j･え

るに述いないｃ

アンコールワット遺跡群の建造物が地衣類で広く被われている

ことは写真で確認できるものの、生育する靴の分類学的研究はこ

れまでほとんどなされていない。世跡にかぎらず、カンボジア厳

地衣頬の扱告そのものが併無の状況にあったので、縦者らはアン

コールワット遺跡群にどのような種類が生･iffするのかを確認する

ことから調査を開始した。種の同定に必要な標本採集の利便性な

どを考胆して、おもな捌椛地はアンコールワツ１，から少し離れた

タ・ネイ辿跡と決めた。ここはジャングルの''1にあり、ほかの辿

跡と111雛に、基礎部はラテライト（鉄分を多く含む赤褐色の岩,ｲー i)、

石盟には地衣類がさまざまな色概椴をつくる（夕・ネイ澗跡）

FJC



上部術造物は砂粁でつくられているところが多い。

タ・ネイ遺跡の建造物は、ほかの遺跡とI'１級に建物の堆礎部か

ら屋根の上まで、地衣類やコケ繭で被われつくしていて、これら

が１２１，桶、茂緑色の機微をつくりだしている。一〃、１１光が差し

込まない臆内には地衣瀬はまったく４晶育していない。アンコール

ワット遺跡群に熊肯する地衣徹を分類学的にIiMlくるためには、柳

本を研究室にもち帰って形態や化学成分をくわしく検討しなけれ

ばならない。概水の採典は処物を腸つけないように細心の注意を

払っておこなわれ、分獅細りな研究が終了したものは証拠概水と

して国立科学抑物館標本AI《に保符されている。研究の結果、タ・

ネイ遺跡周辺からは、これまでに34属40秘以上の地衣類が碓湖

され、蝦青する欲の概要を把鵬することができた建造物外側が

、い機微のように兇えるのは、．i乳としてクロポシゴケ属、コガネ

ゴケ属、ヂリナリア偶、レプラゴケ属などで、雌状地衣類として

石の土台に侵入した菌糸の電子棚微娩写真（タ・ネイ週跡）

『ガ」



は、ムカデゴケイ:|‘のものが圧倒的に多い。極色は熱滞に咳く分ｲＷ

するキンカンゴケ帆、堆礎部の緑色の模嫌はウロコイポゴケ偶や

緑色植物のコケ瀬であることがわかった。砂粋でつくられている

雌|｢'|にはホルトノキゴケ帆やコフキクチナワゴケがよく生行する

が、捌崎な地衣体をもたないために、気をつけて剛察しないとそ

こに地衣類が生ffすることは兄過ごされるかもしれない。雌一面

が赤椴色に荊色している部分は、緑藻類のスミレモ属が繁茂して

いゐスミレモルベはモジゴケイ:|･やホルトノキゴケ堀の共ﾉ|撫であ

るが、共生藻とはならず、iii狐でも生育することがある。このよ

うにアンコール巡跡の地衣類はﾉ<多数が固群地衣頬であり、Ⅱ本

でなじみのあるハナゴケ属やサルオガセ属などの大型地衣類はま

ったく）,Lつかっていない。

クロポシゴケ屋はアンコール潰跡に多い（タ・ネイ撹跡】

rj』
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ロボシゴケ属やヂリナリア属などの葉状地衣類では、仮根が

基物表面に付着しているだけで、菌糸が岩石内に入った例は

菌糸がどの程度岩石内に侵入するかを鯛べてみたところ、ク

、６厘地壷騒とヒトとのかかわ り 。

蕊…驚鴛駕皐…；－ －凸也q

即

Ｅｌ

町１

なった。地衣類が付茄基物に与える彩狸については世界各地

で研究が進められており、地衣成分や基物に侵入した菌糸の

物理的作用が基物の風化を促進するのではないかとされてい

る。研究をより進めるためには、生物学、物理化学、文化財

保誕学などの協力がぜひとも必要である。薙者らが地衣類の

管理する早急な対策が望まれる。

瞳跡を被うソンボンの大木
(タ・ブローム）

一方、アンコール追跡群ではソンボンをはじめとする巨木

認められなかった。一方、ホルトノキゴケ属やダイダイゴケ

属などの固着地衣類では、基物表面から晶大で約15ｍｍの深

さまで菌糸が侵入していることが確かめられた侮

の根力鯉物を被い、一部が基礎部分まで侵入して、石組みを

大きく破駿している様子をあちこちで見かけた。巡跡の保誠

対策として、このような樹木が建造物に入り込まないように



地衣染め

…動ル
地衣染めは、地衣頬を利用して紺や羊毛などの動物|f蝿１１雑を染め

る技法であり、｜|堺のいくつかの地域で独自に発述してきたと考え

られる屍特にヨーロッパではその服史は占く、速くギリシャ時代に

さかのぼることができる。また、イギリス、スカンジナビア、北米

のﾙ;(Ⅱ鑑の'111でも地衣染めがおこなわれていたことがわかっている。

ヨーロッパでは12～１４世紀ごろに地衣類を使った染色が産業

として定蒲した。地衣染めにはリトマスゴケ閥、ニクイポゴケ属、

カラクサゴケ幌、カブトゴケ属などの地衣類が利ﾉ')されてきたが、

ｌｌｉｌ帆内の棚でも含右する成分の述いによって、利川できるものと

できないものがある地衣染めの猟材料として現代ではもっとも

有名なリトマスゴケの属名ＲＯＣ“ﾉﾙIは、オルセイユという色素を

つくって商品化したイタリアのルセライ家の家名に111来している。

また、理科の'ﾉ4験で使うリトマス拭験紙の“リトマス．･は、もとも

とオオニクイポゴケやキッコウゴケの・靴を脈料としてつくられ

J脚
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リトマスゴケ。
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に伸びる〈メキ
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可

鉦６臼地戎罰とヒトとのかかわり
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ヨーロッパでは才オニクイボゴケなどが染色に利用されてきたく山梨県、筒
士山）

南米ではブロトウスネアを踊沸して、羊毛を茶色に染める（チリ、プンタアレ
ナス）
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た色紫の|鋼},語であったが、現ｲI;ではリトマスゴケを原料として

つくった色素や顛似の色素を表す名前となっている。リトマス試

験紙はリトマス色糸をろ紙に吸聯させたものである。

地衣染めのﾉﾉ法には、大別して,細り法と、アンモニアを使って

発好させて色紫をつくあアンモニア法がある３術ﾘI法はそのfiの

とおり、水を加えた地衣類を染色したい羊毛などといっしょに蕪

沸して識維を染め為もので、カラクサゴケ類がよく用いられる。

カラクサゴケ猟はi;腿成分にサラチン縦やノルスチクチン股と呼

ばれる地衣成分をfrみ、撒沸法によって繊維を茶系の色に染める

ことができる。英IRlの有洛な織物であるハリスツイードは、もっ

ぱらこの煮沸法によって染色されている。

・ﾉjのアンモニア法は、材料となる地衣航をγンモニア水の''１

で酸化発酵させ、この過胤でﾉｋじる紫赤色～11f色の色紫を染色に

利川する昔はアンモニア水がなかったので、尿を腐らせて利用

したアンモニア法に利用できる孤類は比較的少数でリトマスゴ

ケ、オオニクイポゴケ、ウメノキゴケなどにかぎられる。アンモ

■剛yjhlYIijII迦１１:9磁瑚鰯KYN1

Ｉ

Ｔ

fＦｆ

Ｒ1蝉

Ｉ
地衣染めを使ったみやけ用の

壁掛け（チリ、プンタアレナ
ス）



風．…瓢とﾋﾄと…，鰹
ニア法に適した仙類を兄分けるには、１１４色反応の項(P､112)で紹

介した．．C瞬液で髄属の呈色反応を確認すればよい『赤く呈色(Ｃ÷

赤色)すれば、アンモニア法に適した種類である

ヨーロッパで多川されてきたリトマスゴケは地ｌＩＩｉｉｊ蜘暁｣1!』域に

派する極で、地111海沿岸、メキシコ西ﾊ&、ペルー而隙などに多雌

するが、Ｒ本には分布しない。ｕ本産の地衣類を利用してリトマ

ス液をつくるにはウメノキゴケが最適でああ。つくり方はmjIiiで、

ウメノキゴケを下炎の削介でブタができる祥器に入れ、餓化発僻

を促進させるために過酸化水紫水を加える111に１Ｍかくはんし

て約2～3週間が経過すると、まず赤い色素ができ始め、さらに反

応が進むと美しい行色の色素に変化する。染色には、好みの色合

いのものを利川することができるが、このようにしてつくった色

紫は太陽光に叫たるとすぐに退色してしまうし、色のバリエーシ

ョンも少ない。そのため実際の染色作驚では、’１１:木灰や焼きミョ

ウバンなどさまざまな媒染剤(色素を問箭、発色させるための薬）

がⅢいられる

Ｉ

当鶴ﾛ~

ウメノキゴケからつくったリトマス

液。赤いリトマス試験紙は符いものを
酸性液につけてつくる

ウメノキゴケを利用したリトマス液のつくり方

材料 使用量 使用法

ウメノキゴケ 1０９ ハサミで2ｃｍほどの大きさに切っておく

アンモニア水 lＯＯｍｌ 市阪のものを３倍に薄めて使う

過酸化水素水 ５ｍＩ 市販のものをその掌ま使う

rガフ
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紐砺

Wペリージョの正体

患！》Ｉﾘグ
｡‘パペリージョ”は動物性の繊維を茶色に染めるｲ焔な染色材料

で、インターネットで検索すればさまざまな利用法が紹介されて

いるしかし．･パペリージョ”が南米!け賑の地衣類で、ムシゴケ属

の一徹だということが明らかになったのはごく雌近のことである。

縦･件がこの地衣煩を初めて{1にしたのは、クスコ(ペルー)の蕊

'脚I1iの店飢であった。198ｲｲドにペルーの隠花仙物iIHMfに参ljlIした

ときのことで、「パペリージョはアンデス商地に派する"植物蒲で、

染色材料として使う」という店主の税明を記憶している〈写翼1)。

撫撚噌懲

1

“む掩幽も－－□７０

．…鞭

鵬測繍‘』識
ｈ牙

蝿mliI霊$獄蹴…1噸『

Ｉ

－霊〒吾~F言１

迦
２

パペリージョ（１，２，３）とムシゴケ(４，５)。３，５は地衣体断面の顕微醜写奥。

１，２，４のバーは１ｃｍｃ３，５は１００浬、

町＆



…鯛……，盤
・1,1Lして地衣類だと雌僻したが、１，１Lかけたことのない代物だった

ので、さっそく購入して研究室にもちAI)った。鼎Ilil後、学名を柵

べたけれども、Ａｌ釧緋病や決め手になる特徴は兇つからなかった窪

外形や地衣成分の将微からシロツノゴケ鵬かムシゴケ鵬の地衣制

に近いものだと抄えたが、雌ｲ＃はもてなかった。また、文献や抑

外の染色に関する11ド物などを調べたが、該当する学端はついに兇

つけることができなかった。

ところが肢近になって、ふとしたことから20011年にスウェーデ

ンの地衣学若、Ｒ・サンテッソン(R・SaI1tesson)仰l:がムシゴケ

属の斬樋ThamJ10ﾉmpape皿o(papelilIoはスペイン語で薄い紙を

意味する）を南米から論文で記戦、発表していたことを思い出し

た。Ｆもちの"パペリージョ，･は記''１！↓文や地衣成分も．一致し、IKIW：

科判り物館所蔵のエキシカータ標本〈P,158の写爽２，３)とも合致

した。このようにして”パベリージョ”と呼ばれる地衣類の11号体が

ようやく明らかになったのである。

サンチャコで見た染色例、羊毛やアルパカの毛を染めてぃ為

JJ9



１１本の商111にも産するムシゴケ(P､158の写真４，５)やトキワム

シゴケはＩｕｌじムシゴケ属であるが、地衣体は内部が空洞の円柱状

(1,.158の写真5）となるので、髄仲iに|W糸がつまった〈P､158の写

向３１“パペリージョ”とは明らかに出なっている

サンテッソン博上は、１npapGﾉ"ﾉoとして記峨きれた．.パペリー

ジョ''には、タムノール酸を含む稚内化学変異と、ベオミケス雌と

スカマート雌を含む変拠が存在すると報告しているＵ興味深いこ

とにIルドのムシゴケやトキワムシゴケには、７:ｐ”e伽0に兄られ

ゐ化'､；:変り'４と'''1嫌の地衣成分の辿いが細められゐ‘ムシゴケやト

キワムシゴケは地球令域に分布するのに対し、弧ｐ”e伽oはペル

ー領内のアンデス高地に局.在するなどの違いはあるが、ムシゴケ

帆(ﾉﾉｲlIi分化と地衣成分との|M1逆は、さらに分猟学的な検討を慨す

為i州迦であるともあれ、Ⅱ本巌のムシゴケ弧も染色材料として

の利川はIIJ能である。

日水のムシゴケもバペリージョのなかまだ(北海道、トムラウシ山】

ﾉｲ地


