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釧路湿原の地衣類
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釧路湿原自然ガイド

国立科学博物館植物研究部室長柏谷博之
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地衣類の色

.’
釧路湿原は我が国鰻大の規模を有する湿原であ

り、一見註漠とした風景も視点を少しでも変えれ

ば全く別な面が現れるようにその自然は奥深く多

様性に満ちています。

どれほど深く、長くこの湿原に関わってきた人

でも釧路湿原のことはすべてわかっていると断言

するには大変な勇気がいるはずです。

私達も含めて大部分の人達の釧路湿原に対する

知織はまったくちっぽけで断片的なものでしょう。

けれども断片的な知識でも多くの人が持ち寄るこ

とによって、釧路湿原の全体像を作り上げること

が可能だと思います。

そうして出来上がったものは、きっと既成の釧

路湿原像とはずいぶんと異なり、私達に新鮮な驚

きを与えてくれるものになるに違いありません。

そこで私達、（財)日本鳥類保護連盟釧路支部は

アムウェイ・ネーチヤーセンターの助成を活用し

て「自分達の知っている釧路湿原のこんな面をほ

かの人達にも教えてあげたい、知って欲しい｡｣と

いう方達と協力して、さまざまな題材の小冊子を

作りあげました。

この「釧路湿原自然ガイド」シリーズが、釧路

湿原のそばで暮らす皆さんの共有財産となれば幸

いです。

●
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地衣類とはどの様な生物か？

地衣顛は菌と藻からできている共生体で、

地衣体とよばれる特殊なからだを作ります。

地衣体は細い糸のようなものから、薄い紙

のようなものまで様々な形になります。大

きさはナガサルオガセのように長さが2ｍを

越えるものから、１画ほどにしかならない

ものまで嫌々です。多くの種類では地衣体

が2～１０cmほどに成長し、肉眼でも見えま

すが、１０倍くらいのルーペがあると淋しく

観察できます。

地衣類を作っている菌と藻は瓦いに助け

合って生活しています。菌は藻に安定した

すみかと生活に必要な水分を与えるかわり

に、藻が光合成で作った栄養（炭水化物）

を利用して生活します。両者の共生関係は

非淵に密接ですから外から見るとあたかも

｣ML独の生物のように見えます。

地衣数は土の上、岩上、朽ち木上、木の

幹や大きく枝を広げた樹木の枝先など、ざ

まざまな環境に生育しています。また、乾

燥、低渥、高温などの厳しい環境にも耐え

る祇類が多く、熱帯から震地まで地球上に

広く分布しています。ハンノキやミズナラ

の樹皮の表面を注意して観察すると、批色、

柾色、灰色など様々な色模様が剛察きれま

すが、これらはほとんどが地衣類です。

地衣類を作る菌（共生菌）は子のう随や

担子菌です。一方、共生藻は単細胞の緑藻

やシアノバクテリア（＝肇藻）などで約２５

属が知られています。地衣体の大部分は共

生苗の薗糸でできており、内部に共生藻が

層状またはばらばらに配列しています。地

５

衣体の形態、生理的緋性（水分要求性、化

学成分､温度耐性等)､生態（生育場所、韮

物特異性等)､分布などは地衣類の種類によ

って決まっています。

地衣類は地衣体の外形によって葉状地衣

類（例：キウメノキゴケ、マツゲゴケ)､樹

枝状地衣頚（例：ハナゴケ、サルオガセ)、

固着地衣類（例：チャシブゴケ､モジゴケ）

に分けられます。（写真l）

莱状地衣類では地衣体が薄い紙状で表裏

の区別が明瞭です。内部構造は皮層、藻類

層、髄屑の三層に分化しています。（写典2）

皮層は表面（上皮層）と裏面（下皮層）に

できる保護組織で、下皮層には茶褐色の色

素を含むことが多く、地衣体を基物に付新

するための仮根が見られますご藻類層は上

皮層の下部に脳状に配列されていますが、

シアノバクテリアを含む多くの種類では髄

層全体に散らばっています。麓層は菌糸が

緩く絡まりあい、地衣類特有の化学成分

（地衣成分）もここで作られます。

樹枝状地衣では地衣体が小潅木状になり、

地衣類のいろいろ｡葉状地衣､樹枝状地衣、
固着地衣など様々な色と形が見られる。



地衣類の色は狐類によって異なり、灰緑色、

捜色、黄色など様々です｡灰緑色の地衣体が

蛾も多く、特殊な色素を作る砿類ではその

色素特有の色を呈しています。例えばキウ

メノキゴケの地衣体の表而は淡鷲色です。

これは上皮間にウスニン酸という成分を蛍

色い結晶の形で含むためです。灰緑色の地

衣体の中にはたいていアトラノリンという

成分が含まれていますが（写其7）この成分

韮物から立ち上がったり、垂れ下がったり

します。地衣体断面は類円形のものが大部

分で、藻類層は同心円状に配列しています。

サルオガセ属やカラタチゴケ属のように皮

層の内側に軟骨質状の地衣体を支える組織

を持つものもあります。

固蒲地衣の地衣体は非常に薄く麓層の菌

糸で難物に付着します。皮層は発達せず、

髄層の菌糸が樹皮内や岩石中に直接入り込

んでいます、

写真７

韻|範地衣類の裸子器。皿状になるもの（写真３）
が多いが細長く伸びるものもある（写真４）

写真６粉芽 写真５ 裂 芽
葉状地衣の地衣体断面：卜度展、藻類層、

随刷、下皮層に分かれている。

写真２
成長して親と同じ地衣体を作ります｡また、

地衣体そのものも乾くと非常に壊れやすく

なり、小さな断片に分かれた地衣体自体も

鯛生生髄警官と同様新しい地衣体を作るも

のと考えられています。

粉芽や裂芽はどの地衣類にもできるもの

ではありません。曇件生硫器官の有美や発

生する場所、形などは地衣類の種類によっ

て厳密に決まっているので、野外ではこれ

らを手がかりにして種類を調べることがで

きます。

藻が見つからないときには、胞子は枯れて

死んでし宝います。

粉芽や裂芽は地衣体の表面に作られる地

衣類詩有の崇性生煎器官です。粉芽（写其5）

は直径4～5画ほどの粉末状の固まりで、顕微

鏡で観察すると菌糸と藻の細胞が密にから

まりあっています｡裂芽（写其6）は幌棒状

またはサンゴ状の小さい突起（長苔I～3画、

太さ1画くらい）で地衣体と同じく表面は

皮層で被われています。粉芽や裂芽は簡蝋

に地衣体から離れて風や水の力で遠くに運

ばれ軽適度な湿度と濁藍があるとそのまま

地衣類の殖え方

４

釧路湿原のミズナラやヤチダモの樹皮を

注意して観察すると、表面は一面に地衣類

で被われていることがわかります。いった

いどのようにして地衣類は弦えるのでしょ

うか？

地衣類の前え方には胞子（子のう胞子）を

つくって殖える方法と、地衣体の上にでき

る粉芽や裂芽と呼ばれる地衣類特有の無性

生殖器官によって殖える方法があります。

胞予は子器と呼ばれる生髄器官の中で作

られます。子蕃は皿状（写真3）のもの

が最も普通ですが、細長く伸びたもの

（写真4）やフラスコ状で樹皮にうまるも

のもあります。芸た、アカミゴケのように

舞片状の地衣体から子柄と呼ばれる特殊な

柄を伸ばしてその先靖に赤い子器をつける

種類もあります。胞子は一年を通じて形成

きれ、成熟したものから順に放出されます。

胞子は適当な水分と温度があると発芽し、

菌糸の塊を作ります。この時共生できる藻

類が近くにあると菌と藻は密着して共生状

態に入り、新しい地衣体を作ります。共生

地衣類の色

５
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Iま無色ですから、地衣体が着色することは

ありません。この他、地衣類には約500種類

の地衣成分が知られていますが、地衣成分

の有蓋や種類は種類ごとに決まっています。

このため、地衣類の種類を正確に知るため

には地衣体に含まれる地衣成分を調べなけ

ればなり室せん。地衣成分は顕微鏡と簡単

な試薬を用意すれば誰でも調べることがで

きます。

地衣成分の髄きについては建主だはつき

りとしたことはわかっていません｡しかし、

皮層に含まれるウスニン酸やアトラノリン

の濃度は太阻光の識弱によって変化するこ

とから、これらの成分は共生藻に到達する

太賜光の光の量を調節する役目を持ち、同

時にカビや他の寄生性の簡類から身を守る

役目を持っていると考えられています。ま

た、謎層に含まれる地衣成分はある菰の貯

蔵物質であると考えられます。

地衣類は極地や砂漠にも生える

地衣類は他の生物が生きて行けないよう

な砂漠、極地、高山等の厳しい環境でも生

活でき、水の中や雪の上以外ならどこにで

も生えます。一年の半分が暗黒で酷寒の世

界となる南極大陸や北極圏の他、乾燥、低

温、強風などにさらされるヒマラヤやアン

デス山地などの高山にも地衣類はたくさん

生えています。何年間も雨の降らない砂漠

にも地衣類の群落が発達しています。です

６

から釧路湿原のように冬にはかなり温度が

下がるような塘所でも地衣頚は平気で生き

ています。地衣類がこのような過酷な条件

下でも生活できるのは、地衣類はもともと

乾燥や低温、商温に耐える能力力輔い上、

低温、乾燥などにさらされると呼吸脳を極

端に少なくしてエネルギーの消耗をおさえ

たまま長時iIIIも耐えることができるから

です。（写真8）

サボテンに着生する

テロキスティス

(メキシコ､バハカリフォルニア）

写翼８

釧路湿原の地衣類

これまでに世界で約20,000種、日本から

は約１，００o種の地衣類が報告されています。

このうち釧路湿原には約130種が生育してい

ます。地衣類の生育場所は基物によってほ

ぼ決まっています。釧路湿原一・帯の植生は

変化に乏しく、大部分は落葉広葉樹を主と

する三次林や低涌湿原で被われ、大規模な

岩の露頭もないため、地衣類の種類も比較

的少ないのです。ここで見られる種類は混

帝性あるいは世界中に広範囲に分布するも

のがほとんどで、いわゆる高山性の極顛や

南方系のものはありません。ここでは地上

生の種類と樹皮若生の種類に分けて湿原周

辺で最もよく見かける種類について簡単に

説明し蚤す。

地上生の地衣類

地衣類が好んで生活する場所は乾燥と湿

潤が交互に繰り返し起こるような所です。

年中じめじめと湿っているところや薄暗い

場所では地衣類は生活できません‘，したがっ

アカミゴケ

腐葉土の上に生じた径1～2画の基本菜体

から高さ1cm程の淡黄色のロー卜状の子柄

を伸ばします｡子柄は周辺から1～２回発芽す

ることもあり､赤い子器をつけます。

ジョウゴコケ

アカミゴケに似ていますが子柄は灰隷色

で茶色い子器をつけます．道路わきや日当

たりのよい地上に生えます｡（写真9）

７

て釧路挫原の中で地上生の地衣類カー番よ

く生育しているところは、比較的乾いた高

隔湿原が発達するビジターセンター付近の

木道沿いや赤沼周辺部です。クサヨシの

密生する湿地生の湿原は湿度力穂<光量も

不足するので地衣誠はほとんど生えていま

せん。秋から冬にかけてクサヨシは枯れて

明るい草原に変わりますが、地衣類は成長

が遅いので（年側数ミリ以下〉この間に成

長するには時佃が足りないためです。

地上に生える地衣類の大部分はハナゴケ

類です。主な槻顛にはアカミゴケ、コアカ

ミゴケ、ハナゴケ、ヒメレンゲゴケ、ホソ

ミノクダハナゴケ、ヤリノホゴケ、ワラハ

ナゴケ弊があります。ハナゴケ類は基本莱

体と呼ばれる地衣体から上方に子柄と呼ば

れる子器を作る枝を伸ばして先端部に赤や

茶色の子器をつけます。基本莱体はアカミ

ゴケやヒメレンゲゴケのように永続性のあ

る狐釧とハナゴケ、ワラハナゴケのように

すぐに消滅する菰細があります。

ワラハナゴケ

形態はハナゴケに非術によく似ています

がウスニン酸という成分を含むために子柄

は淡批色となります。単独でもコロニーを

作りますが多くはハナゴケと混成していま

す。ハナゴケやワラハナゴケは“トナカイ

ゴケ'，とも呼ばれ、北極圏ではトナカイの

亜要な飼料となります。



オリーブゴケ

地衣体は褐色で樹皮に密着しています。

表而は光沢があり裏面は類白色です。

（写真13）

カラクサゴケ類

ウメノキゴケ属のうち地衣体表面に微細な

白い模様を持つ仲間はカラクサゴケとその近

縁種であり、ハンノキの表面を被っている

葉状地衣の大多数はこの仲間です。裂片の

幅は2～4mmで直径10cmほどになり､裏は黒色

です。この仲間は外形が非常によく似てい

るので裂芽の有無や仮根の形態で分類され

ます。皆ざんも分類に挑戦してみましょう。

（16ページ）

ホソミノクダハナコケ

子柄は細焚く、高さ5～１０ｍ、直径l～31,,

で丈夫でわずかに分枝し先嬬は尖っていま

す。灰褐色の子柄には粉芽があり所々に小

さい割れ目や穴がありますｃ湿原内では

ハナゴケやワラハナゴケと共にもっとも普

通にみられる地衣類の一つです、

コアカミゴケ

朽ち木や腐葉土の多い地上に見られます。

I～2cmの細い子柄の頂部に赤い子器をつけ

るのが特徴です。（写真１１）

樹皮着生の地衣類

観察路に沿った木道わきのハンノキの樹

皮上には様々な地衣類が生育しています。

ほとんどは葉状地衣のウメノキゴケ類です

が、樹枝状地衣のカラタチゴケ属も見られ

ます。葉状地衣の生えていない樹皮を注意

して観察すると茶色や黒のお皿の様なもの

が沢山ついています。これらは同着地衣の

子器で、中では胞子が作られています。固

消地衣は子器の色や形で区別できます。

よく見かける種類にはキウメノキゴケ、ウチ

キウメノキゴケ、オリーブゴケ、カラクサ

ゴケ類、フクロゴケ（14ページ、１６ページ）

（以上葉状地衣）、カラタチゴケ、ササク

レカラタチゴケ（以上樹枝状地衣）、ヒロ

ハカラタチゴケ、ダイダイゴケ､チャシブ

ゴケ（写真14）、クロイポゴケ、トリハダ

ゴケ、モジゴケ、ニクイボゴケ（以上間蒋

地衣）などがあります。

ハナコケ

エゾイソツツジの根元に商さ10cm、直径

30～１００cmの丸いコロニーを作ります｡基本

葉体は子柄が発達する前に退化するので見

えませんｃ子柄は灰緑色で群生し先端部は

細くなって同じ方向に傾いています。

（写真１２）

ヒメレンゲゴケ

ミズナラの根元や林の中の道沿いに蘇類

と共に生えます｡高さl～2cmの粉芽を持つ子

柄はほとんど分枝せず先端に向かって徐々

に細くなり､先端に茶色の子器をつけます。

（写真10）

－

，

鹿

■

８

〔葉状地衣〕

キウメノキゴケ

地衣体は葉状、黄緑色で直径10cm・表而

には1～2画の小さい突起（パスチュールと

呼ばれる舞件生殖器官）があり、裏面は黒

色で仮根がまばらにはえています。大気汚

染に弱く野外でも簡単に他の種類と区別で

きるので指標植物としてよく利用されます。

（14ページ）

ウチキウメノキゴケ

地衣体は葉状､灰緑色で直径5～10cm、粉

芽や裂芽はありませんが直径3～5mmの子器

をよくつけ、髄層に黄白色の色素を持つの

が特徴です。

ハナゴケ 写真1２

墾溌§

ジョウゴゴケ写真９ ヒメレンゲゴケ写真1０コアカミコ・ケ写真1．１

QらZZ‘

カ
ラ
ク
サ
ゴ
ケ
類
の
検
索
表

◎裂芽または類円形の小裂片がある

○裂芽あり、仮根は主軸から直角に短い枝根が出る…………カラクサゴケ

○小裂片あI)、仮根はフォーク状に分枝する．…･……･トゲナシカラクサゴケ

、裂芽無し

○仮恨は主軸から直角に短い技根が出る…………ナメラカラクサゴケ

○仮根はフォーク状に分枝する…………コウマクカラクサゴケ



オリーブゴケ

〔固着地衣〕

チャシブゴク類

地衣体は灰白色で宿径1ｍ内外の皿状の子

器をつけます。子器の中央部は茶色です。

（写真14）

モジゴケ類

地衣体はあまり目立ちませんが､躯0.5画

長さs～10＝の線を引いたような細長い子器

をつけます。あたかも紙に文字を害いたよ

うに見えるのでこの名前がつきました。

（写真4）

トリハダゴケ類

子器は白色で径l～2画、盛り上がった斑

点をちりばめたように見え主す。（写真15）

キラコタン岬､塘路湖周辺の地衣類

写其1３

キラコタン岬、宮嶋淳周辺、塘路湖畔に

は太さが50cm近くのミズナラ、カシヮ、ヤ

チダモなどの大木がたくさん生えています。

これらの梼木には大型の葉状地衣をはじめ

いろいろな地衣類力混られます。場所によっ

ては一本の木に30種類以上の地衣類が観察

されることも珍しくあり宝せん。大木が寄

り集まると木の幹の徹濠境も様々に変化し、

生育する地衣類の種類数も鳶<ほど多くな

ります。

ナガサルオガセ

北海道の地衣類の代表格ですが釧路湿原

では比較的稀です。地衣体は糸状で灰緑色

で木の枝からぶら下がり炎さ１ｍくらいにな

ります。主粕から直角に短い枝をたくさん

出すの力端厳です。（１３ページ）

卜ゲカワホリゴケ

地衣体は黒褐色、従'０cmほどになる。裂

片の幅は1cm内外で表面に裂芽をたくさんつ

けます。仮根はなく下皮層で基物に緩く付

嚇しています。この地衣のようにシアノバ

クテリアを共生藻に持つ地衣は一般に黒っ

ぽい色をしています。

ツヅレカラタチゴケ

地衣体は2～3国で世立し、裂芽がなく地

衣体の所々に小ぎい穴（徒0.1～0.5画）が

速読的に開いています。（写真１６） ヘラガタカブトゴケ

地衣体は雑色、大型の莱状で径30ｃｍに広が

り樹皮にゆるく薪生する｡裂片は幅l～1.5画

で表面に網目状の凹凸があり、値平な裂芽

をたくさんつける。肱而は淡掲色で綿毛を

密生する。ミズナラの大木によくつき遠く

からでもよく目立つ。（13ページ）

ミズナラ、カシワに多い種頚

アオカワキノリ（13ページ）、ウチキウ

メノキゴケ、ウラミゴケ（１３ページ）、

ウラジロゲジゲジゴケ（14ページ）、ウグ

イスゴケ（１５ページ）、カラクサゴケ、カ

ラタチゴケ（13ページ）、サビイポゴケ

(15ページ）、センシゴケ、バンダイキノリ、

ヘラガタカプトゴケ、ツヤナシエビラゴケ、

卜ゲカワホリゴケ、トゲヒゲゲジゲジゴケ、

トゲトコプシゴケ、モエギイポゴケ、ヤリノ

ホゴケ、ヨコヮサルオガ七（15ページ）等。

ｌＣ

チャシブゴケの一種写真1４トリハダゴケの一種写真1５ツヅレカラタチゴケ写真1６

ツヤナシエビラゴケ・

カブトゴケの仲Ⅲlであるが絹回状の凹凸

や裂芽はない。地衣体は湿ると探締色、乾

くと淡緑色となり径3～8ｍほどの皿状の子

器をたくさんつける。ミズナラの株もとに

30～50cmほどの大きなコロニーを作ること

が多い。（15ページ）

〔樹枝状地衣〕

ササクレカラタチゴケ

高さ,～2cmの樹枝状地衣ですが分枝は密

に絡まりあって戒径'～2cmの塊になります。

地衣体は径1画内外､譜に分枝して先端部に

は顎粒状の裂芽を沢山つけます。

1１

ヤチダモに多い種類

トケムカデゴケ、シロムカデゴケ（14ペー

ジ）、ダイダイゴケ、チヤシプゴケ、フイ

スコニア（14ページ）。

カエデ頚に多い種頴

カラタチゴケ、ヒロハカラタチゴケ、モ

エギイ蓋ゴケ、スミイボゴケ（14ページ）、

モジゴケ(写真4)。
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モエギイボゴケ

伺若地衣ですが、地衣体は淡黄緑色で同

色の子器をたくきんつけるのでよく目立つ

種類です。学名は日本の地衣学に貢献した

安田茂博士を記念して、Lecanorayasudae

と命名きれています‘，

役に立つ地衣類

地衣成分の中には我々の役に立つものも

あります。例えば理科の実験rで使うリトマ

ス試験紙は地中海性気候の地域に生えるリ

トマスゴケという地衣類（写真１７）を原料

にして作られます。また、オークモスと呼ば

れるツノマタゴケの仲間は香水の原料とし

て使われています。ヨーロッパではローマ

時代から地衣類を使ってウールを赤や紫色

に染める技術が発達し、今でも愛好家によ

ってその技術が'受け継がれています。

トナカイゴケと呼ばれるハナゴケ類は、

家畜の飼料となります。スカンジナビア半

島では、一面に広がるハナゴケ類を食べな

がらのんびりとツンドラを行くトナカイを

見ることができます。トナカイにとっては

好物のハナゴケ類も私たちの口にはあいま

せん。これは、苦みのある成分がたくさん

含まれているからです。

リトマスゴケ

メキシコ、
バハカリフォ

ルニア産
写真1７

1２

トゲムカデゴケ

中型の莱状地衣で､径5～１０cm、裂片は棚

3～5鯨､で裂芽や粉芽はなく、喪面や地衣体

の緑には鵬い仮根が密生しています。子器

の周辺に微細な白色のシリア（刺）をつけ

ることが並要な蒋徹です。

日本人は地衣菰を食用にする致少ない民

族です｡釧路湿原には分布していませんが、

山に登ると食用地衣として右端なイワタ

ケ（Umbilicariaesculcn“イヮタヶの属鵜

Umbilicnriaは“へそ'，を持った地衣を表し、

csculcnlaは.､食用になる，，という意味で

す）が石の上に生えています。イワタケは

ぬるま↑&の中で上皮脳をていねいにはがし

三杯酢であえると珍味になります。ミズナ

ラやブナの上に生えるバンダイキノリもあ

くぬきをしてからゆでて味付けをするとお

いしくいただけます。

地衣類は大気汚染や郁市化による環境の

変化に対して非術に弱いので大鉱汚染の指

標池物としても利用されています。東京周

辺では亜硫酸ガス濃庇が0.02ppmを超える

とウメノキゴケ類は生育できなくなります。

釧路湿原周辺には沢山の地衣瀬が元気に生

活しています。これは環境が非常によいこ

とを意味しています。このような諏境がい

つまでも続くことを祈りたいものです。

ナガサルオガセ

ヘラガタカブトゴケ

胴

カラタチゴケ

ｖｒ

#１リ

；

アカサルオガセ

アオカワキノリ

ウラミゴケ



枯れた枝に箔生する地衣類(フクロゴケ､カラクサゴケ､ササクレカラタチゴケ等】

1４
1５

ヨコワサルオガ七

ツヤナシエビラゴケ

スミイボゴケの一和 ウラジロゲジゲジゴケキウメノキゴケ

サビイポゴケの一種 ニクイボゴケの一秘 二セキンブチゴケ

■同国

ウグイスゴケ

シロムカデゴケ フィスコニア

麦
】

ｈ

腰



カラクサゴケ エゾマツの枝先につく地衣類。

フクロゴケやカラクサゴケの仲間が多い。
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