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緒言  

	 地衣類は，見た目や生態の類似性からコケ植物と混同されることが多いが，生

物の分類上は菌界に所属している．一方で，キノコやカビなどの他の菌類からは，

藻類と共生して構造体（＝地衣体）を作るという点で大きく異なっている．地衣

類は，極域から熱帯まで広く分布しており，砂漠や高山などの極限環境にも生育

できる種もある．しかし，亜硫酸ガスなどによる大気汚染には敏感であることが

知られており，国内外で広く大気汚染指標生物として活用されてきた（濱田・宮

脇 1998; 大村ほか 2008）．また，大気汚染が改善された場合には，個体の量的な

増加だけでなく，種の多様性も増加することが知られている（Ohmura et al.  2014

ほか）．したがって，将来の大気環境の変化による生物への影響を評価する上で

も，地域における地衣類の多様性を調査し，構成種の特徴を明らかにしておくこ

とが，基礎資料として重要であると考えている．  

	 御蔵島の地衣類相については，1981年以前採集の国立科学博物館所蔵標本の調

査，2010年 12月 20～ 22日および 2011年 11月 10～ 13日に筆者らにより実施された現

地調査，ならびに文献調査に基づいて，合計 77種 1変種を報告している（Ohmura 

et al .  2016）．本稿ではこれらの構成種について植物地理学的考察を行い，御蔵

島の地衣類相の特徴について概説することを目的とする．  

 

方法  

	 御蔵島から報告されている 77 種 1 変種を Kurokawa (2006)によって示された日

本の地衣類相に関わる植物地理的要素に区分し，御蔵島の地衣類相の特徴を考察

した．それらの植物地理的要素ごとに代表種および特徴となる種について生態写

真または標本写真を示し解説を行った．  
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結果および考察  

	 御蔵島産の 77 種 1 変種の地衣類は，10 の植物地理的要素に区分される．すわ

なち，汎温帯要素，汎熱帯要素，旧熱帯区要素，太平洋要素，東洋区要素，日華

区系要素，北東アジア要素，環太平洋要素，東アジア－北米隔離分布，日本固有

である (図  1)．日本の地衣類相は 16 の植物地理的要素が関係していると考えら

れているが（Kurokawa 2006），御蔵島の地衣類相からは，周北極要素，両極分布

要素，高山要素，寒帯要素，ベーリンジア要素などの寒冷地性の種は確認されな

かった．  

              
図 1．御蔵島の地衣類相を構成する植物地理的要素  

 

	 確認された植物地理的要素を大きく区分すると，亜熱帯性種（汎熱帯要素，旧

熱帯区要素，太平洋区要素，東洋区要素，環太平洋要素，日本固有）が 50.0%，

暖温帯性種（汎温帯要素，日華区系要素，東アジア－北米隔離分布）が 46.2%，

冷温帯（北東アジア要素）が 3.8%であった．このように御蔵島の地衣類相は，

一部に冷温帯性要素も入り込んでいるものの，亜熱帯～温帯性の種がほとんどを

占めている．これは御蔵島が暖流の黒潮の影響を受けて，四季を通じて温暖多雨

な海洋性気候なっているためと考えられる．  

興味深い点は，冷温帯性種であるテリハゴケ（Nipponoparmelia laevior）が 1981

年以前には複数地点で採集されていたにも関わらず (図  2)，2010 年以降の調査で

は一個体も確認することができなかったことである．テリハゴケは比較的大型と

なる葉状地衣類で，野外でもよく目立つ種であり，見落とす可能性は少ないと思

われる．むしろ御蔵島における何らかの環境変化によって，この 30 年間の間に

テリハゴケの個体数が激減したか消滅してしまった可能性の方が高いのかもし

れない．  

	 以下に各植物地理的要素およびそれらの構成種について概説する．  



 
 

5 

 

	 

汎 温帯要素 	 

	 温帯に分布する種であり，御蔵島で普通に見られる．以下の 25 種を確認して

いる．Agonimia pacifica マユゴケ，Cladonia coniocraea ヤリノホゴケ，Cladonia 

furcata マ タ ゴ ケ （ 図 3A） ， Cladonia macilenta コ ア カ ミ ゴ ケ ， Cladonia 

merochlorophaea メロジョウゴゴケ（図 3B），Cladonia ochrochlora キツネゴケ

（図 3C），Cladonia ramulosa ヒメレンゲゴケ（図 3D），Cladonia scabriuscula

ササクレマタゴケ（図 3E），Coccocarpia erythroxyli カワラゴケ（図 3F），Collema 

japonicum ヤマトカワホリゴケ（図 3G），Collema subflaccidum トゲカワホリゴ

ケ（図 3H），Graphis scripta モジゴケ，Heterodermia diademata オオゲジゲジゴ

ケ， Lepraria finkii レプラゴケ（図 4A）， Lepraria lobificans アツバレプラゴケ，

Leptogium azureum アオキノリ（図 4B）， Leptogium cyanescens チヂレアオキノ

リ，Myelochroa entotheiochroa クズレウチキウメノキゴケ（図 4C），Normandina 

pulchella ノルマンゴケ（図 4D）， Parmelinopsis minarum トゲウメノキゴケ，

Parmelinopsis spumosa コナヒメウメノキゴケ（図 4E），Pertusaria multipuncta

オオカノコゴケ（図 4F），Physciella melanchra コナロゼットチイ（図 4G），Porpidia 

albocaerulescens ヘリトリゴケ， Trapelia coarctata バラゴケ（図 4H）．  

 

 

図 2．御蔵島から採集されたテリハゴケの標本

（N. Nishimura 8349, TNS）．A. 地衣体全体．

B. 拡大．葉縁に特徴的な白色で点状の偽盃点

が存在する．スケール：A = 1 cm, B = 1 mm． 
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図 3．御蔵島で観察されるおもな地衣類（汎温帯要素）その１．A. Cladonia furcata

マ タ ゴ ケ ， B. Cladonia merochlorophaea メ ロ ジ ョ ウ ゴ ゴ ケ ， C. Cladonia 

ochrochlora キツネゴケ， D. Cladonia ramulosa ヒメレンゲゴケ， E. Cladonia 

scabriuscula ササクレマタゴケ，F. Coccocarpia erythroxyli カワラゴケ，G. Collema 

japonicum ヤマトカワホリゴケ，H. Collema subflaccidum トゲカワホリゴケ．	 
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図 4．御蔵島で観察されるおもな地衣類（汎温帯要素）その２．A. Lepraria finkii

レプラゴケ，B. Leptogium azureum アオキノリ，C. Myelochroa entotheiochroa ク

ズレウチキウメノキゴケ，D. Normandina pulchella ノルマンゴケ，E. Parmelinopsis 

spumosa コナヒメウメノキゴケ， F. Pertusaria multipuncta オオカノコゴケ，G. 

Physciella melanchra コナロゼットチイ，H. Trapelia coarctata バラゴケ．  
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汎熱帯要素 	 

	 熱帯に分布の中心を持つとされる種である．Ohmura et al .  (2016)では，御蔵島

で確認された 11 種を文献に示されている植物地理的区分に従って熱帯性種とし

て扱った．すなわち，Cresponea proximata カシゴケ（図 5A），Dibaeis sorediata

コ ナ セ ン ニ ン ゴ ケ ， Enterographa leucolyta イ ソ ク チ ナ ワ ゴ ケ ， Graphis 

cleistoblephara ツブシロミモジゴケ， Graphis tsunodae モジゴケ属の一種，

Lecanora leprosa シロフチイボゴケ， Leptogium pichneum コナアオキノリ，

Parmotrema tinctorum ウメノキゴケ，Pyrenula fetivica アオゾメサネゴケ，Pyrenula 

leucostoma サネゴケ属の一種，Pyrenula platystoma イズニキビゴケである．しか

し， Sato (1959)によれば，熱帯性の地衣類は，日本においては年平均気温 15℃

の等温線【＝ハマオモト線（Koshimizu 1938）】より南側に分布するとされる．

汎熱帯要素とされる御蔵島産の 11 種のうち，Graphis tsunodae および Parmotrema 

tinctorum ウメノキゴケは，ハマオモト線よりも北方に分布するものがあるため，

これらの種の植物地理的要素の所属は今後詳細に検討をする必要がある．  

 

旧熱帯区要素 	 

	 東洋区からさらに分布範囲がニューギニア，オセアニア，クイーンランド南方，

インド西方，スリランカ，東アフリカ諸島，アフリカ本土，台湾北方へと広がっ

ている種とされる．以下の 10 種が御蔵島から確認されている． Cladonia 

fruticulosa タイワンレンゲゴケ（図 5B），Graphis assimilis モジゴケ属の一種，

Graphis hossei クロモジゴケ（図 5C），Graphis japonica モジゴケ属の一種（図

5D），Graphis longiramea モジゴケ属の一種， Lobaria discolor エビラゴケ（図

5E），Lobaria retigera チヂレカブトゴケモドキ，Pyxine endochrysina ウチキクロ

ボシゴケ（図 5F），Rhabdodiscus crassus アナゴケ属の一種，Thecaria montagnei

ユモジゴケ．  

 

太平洋要素 	 

太平洋諸島に分布の中心があり，日本，台湾，オーストラリア，ニュージーラ

ンドなどに分布が広がっているが，南米，中米，南アジア（インド，マレーシア

を含む）には分布していないとされる種である．以下の 6種が御蔵島から確認さ

れている．Hypotrachyna koyaensisコウヤウメノキゴケ（図 5G），Ocellularia 

microstomaカコウゴケ属の一種，Peltigera pruinosaコフキツメゴケ（図 5H），

Physma radiansアツバキノリ（図 6A），Stereocaulon japonicumヤマトキゴケ，Sticta 

gracilisエツキセンスゴケ．  
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図 5．御蔵島で観察される地衣類（汎熱帯要素，旧熱帯要素，太平洋要素）．A. 

Cresponea proximata カシゴケ，B. Cladonia fruticulosa タイワンレンゲゴケ，C. 

Graphis hossei クロモジゴケ，D. Graphis japonica モジゴケ属の一種，E. Lobaria 

discolor エビラゴケ，F. Pyxine endochrysina ウチキクロボシゴケ，G. Hypotrachyna 

koyaensis コウヤウメノキゴケ，H. Peltigera pruinosa コフキツメゴケ．  
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東洋区要素 	 

東南アジアに広く分布し，日本や東方の太平洋諸島にまで分布範囲が広がるが，

アフリカには見られないとされる種である．御蔵島からは以下の 6 種が確認され

ている．Cladonia submultiformis ヤブレハナゴケ，Heterodermia pandurata ラッパ

ゲジゲジゴケモドキ，Hypotrachyna exsecta ニセゴンゲンゴケ（図 6B），Lepraria 

cupressicola ミズイロレプラゴケ，Sarcographa tricosa ホシダイゴケ，Stereocaulon 

verruculigerum タカサゴキゴケ（図 6C）．  

 

日華区系要素 	 

日本の暖温帯から山地帯にかけての地域では，ヒマラヤ山脈，中国南方および

南東部や台湾，韓国，まれにインドネシア南方と共通の種が見られる．日華区系

要素に属する種として，御蔵島では以下の 10 種が確認されている．Caloplaca 

spodoplacaシロイソダイダイゴケ，Diorygma soozanumシロコナモジゴケ（図 6D），

Fissurina inabensis スジモジゴケ，Hemithecium oshioi オシオモジゴケ（図 6E），

Ochrolechia parellula イワニクイボゴケ，Phaeophyscia limbata クロムカデゴケ，

Ramalina li toralis イソカラタチゴケ（図 6F）， Stereocaulon exutum キゴケ，

Stereocaulon sorediiferum オオキゴケ（図 6G）， Thelotrema similans チブサゴケ

属の一種  

 

北東アジア要素 	 

	 日本，韓国，中国北東部，シベリアやサハリンの一部，そして台湾の一部の温

帯域や寒帯域に分布するとされる種である．御蔵島からは以下の 3 種が確認され

ている．Cladonia kurokawae ヒメジョウゴゴケ（図 6H），Peltigera dolichorrhiza

ナガネツメゴケ，Nipponoparmelia laevior テリハゴケ（図 2）．  

 

環太平洋要素 	 

本要素に属するのは，太平洋を取り囲むアジアおよび中米，南米沿岸に分布し，

しばしばオーストラリアやニュージーランドにも分布するとされる種である．御

蔵島からは Coccotrema porinopsis トゲアナツブゴケ 1 種が確認されている．  

 

東アジア－北米隔離分布 	 

東アジアと北米に隔離分布をしており，氷河期にアラスカとシベリアの間に存

在したベーリンジア地峡に起源を持つと考えられる種である．御蔵島では，

Lecanora subimmergens チャシブゴケ属の一種のみが知られている．  
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図 6．御蔵島で観察される地衣類（太平洋要素，東洋区要素，日華区系要素，北

東アジア要素）．A. Physma radians アツバキノリ，B. Hypotrachyna exsecta ニセ

ゴンゲンゴケ， C. Stereocaulon verruculigerum タカサゴキゴケ， D. Diorygma 

soozanum シロコナモジゴケ，E. Hemithecium oshioi オシオモジゴケ，F. Ramalina 

litoralis イソカラタチゴケ，G. Stereocaulon sorediiferum オオキゴケ，H. Cladonia 

kurokawae ヒメジョウゴゴケ．  
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日本固有 	 

日本からのみ知られている固有種は，日本産種全体のうち 350 分類群以上 (22%

以上 )あるとされるが，分類学的研究が進んでいない固着地衣類などは将来周辺

国で見つかる可能性は高いと考えられている（Kurokawa 2006）．御蔵島からは

以下の 5 種が固有種として知られているが，いずれも固着地衣類であり，国内外

での今後の詳細な調査によって正確な分布が明らかになっていくであろう．

Graphis mikuraensis ミクラモジゴケ， Herpothallon japonicum ゴフンゴケ，

Lecanora mikuraensisチャシブゴケ属の一種，Rhabdodiscus inalbescensアナゴケ，

Stereocaulon japonicum var. aogasimense アオガシマキゴケ．現時点でこれらの種

の分布は国内の北方域からは見つかっていないので温暖な海洋性気候に分布す

る種であると考えている．  
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