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コケ類を研究の対蒙とする時，まず問題になるのは

材料の人手である．研究テーマにより材料となる稲は

さまざまであるが，いずれにせよ何らかの形で材料を

入手する必要がある．乾燥標本だけを用いて行う研究

であれば別であるが．多くの場合新しい研究成果を得

るためには野外から材料を入手しなくてはならない．

また，どのような研究でも基本的には使用した材料を

証拠標本として残すことが望ましい．ここでは研究を

目的とした，また研究終了後に標本として保管するこ

とができるコケ類の採集の仕方について扱う．

1.1はじめに一採築前に準備すること－

1.1.1コケ類の特徴

コケ類を採巣するための準備として，まずコケ類の

体のつくりや生育環境をある程度知っておくことが必

要である．「コケ」と名の付く植物には本当のコケ類以

外にもいろいろな仙物群が含まれている．例えば，モ

ウセンゴケ（稲子植物)．クラマゴケ（シダ植物)，ウ

メノキゴケ（地衣頚)などがあり，また藻賊の－．部(珪

藻など）も通称として「コケ」と呼ばれている．通常，

コケ類を他の植物群から区別する特徴は，(1)胞子で

増えること，(2)維管束をもたないこと，(3)配偶体

(世代）が胞子体（世代）より優勢であること，そして

(4)胞子体は一生配偶体上に付着していることなどで

ある．

コケ類は陸上植物の巾で最も簡単な体のつくりを持

ち，それゆえ股も原始的な陸上植物と言われる．コケ

類で一般に植物体という場合は配偶体をさす．コケ類

の配偶体には茎無体と葉状体という二つの体制が見ら

れる．茎葉体は葉，茎，仮根からできている．一方，典

状体は葉と茎の区別がなく，普通腹面に仮根が生えて

いる．配偶体の上に造卵器と造精器をつくり，有性生

殖を行う．教科11Fに出てくるスギゴケやゼニゴケが造

卵器と造梢器を別々の配偶体につくる雌雄異株なの

で，コケ類はすべて雌雄異株であると思われやすいが，
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造卵器と造精器が同じ配偶体に生じる雌雄同株の耐も

多い．受榊卵は脈と呼ばれる若い時期をへて，胞子体

に発速する．コケ賊の胞子体は半寄生の状態で配偶体

上に付着し，一生配偶体から独立することはない．こ

のことは他の陸上植物とは大きく異なる点である．胞

子体は朔,朔柄,足の三つの部分からできているが,足

は配偶体の中に埋もれているので外から見ることはで

きない．繭は胞子受のことで，朔柄の上に普通一個生

じ，中で胞子がつくられる．コケ類は胞子で増えるほ

か，無性芽と呼ばれる栄燕繁殖器官を形成したり，煎

によっては配偶体の-.部が脱落しやすくなっていてそ

れから再化して繁殖する．コケ期にはセン類，タイ類，

ツノゴケ額の３グループが含まれる．

種子植物に比べるとコケ類は体のつくりが簡単なた

め，わずかな環境の変化でもその生育に影響を受けや

すい．とくに植物体が小さいことや葉が細胞一層から

できていることなどから，コケ頚は急激な水分条件の

変化に弱い．また，受榊や胞子の発芽には水が不可欠

である．このため．コケ鎖は空中湿度の高い場所や湿

り気のある基物を好み．湿度が急激に変化する直射日

光が当たるような場所には例外的な種を除き生育しな

い．したがって，空中温度の商い渓谷，木漏れ日の入

る林内，山道の切り通しなどはコケ賦の生育に適した

場所である．熱帯高地のつねに霧がかかるようなとこ

ろでは樹上をはじめいたるところにコケ類の生育が見

られ，そのような森林は「蘇苔林」と呼ばれる．

コケ類はわずかな空間でも生活の場とすることがで

きるのでどこにでも生育しているように見える．しか

し耐各煎ごとに見ていくと生育埜物はほぼ一定であ

り，樹上に生育するものは普通岩上や地上には見られ

ない．また，分布域は稲により様々であるが，比較的

狭い範囲にしか見られないものも多い．

1.1.2何を採築するか

採集するものは研究の、的によって決まるのは当然
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のことであるが．大まかに苗えば，事前に採巣するも

のが決まっている咽合と決まっていない場合がある．

すなわち，採集するものがコケ類の特定の種やグルー

プである場合と，特に決まっておらずコケ類全般であ

る場合とである．

採集するものが特定の棚やグループである場合の例

としては，あるグループの分類学的研究などがある．

また，形態学的．生理学的研究などの目的で特定の糊

が採集されることもある．採集するものが決まってい

る時はやみくもに探すのではなく，文献などでそのグ

ループの分布域や生態的な特徴を良く頭に入れ，現地

に肴いたら目的のコケ剛を探す前に，それが生えてい

そうな場所や環境をまず見つけることである．また，

できれば事前に標本庫で目的の種の標本をチェックす

る．それにより実物を知るだけでなく，文献には街か

れていない産地や生育翻境のデータを得ることができ

る．

採集するものが特に決まっておらずコケ類全般の場

合の例としては，ある地域の植物相の研究や生態串的

研究などがある．このような場合では，出来るだけい

ろいろな場所を丹念に探すこと，そして同じ珊所でも

異なる時期に亜ねて訪れることがより多くの柿を確鯉

する上で必要である．

1.1.3どこで採集するか

コケ類は砿を過ばなければ比絞的どこに行っても容

易に見ることができる．しかし，特定の稲やより多く

の種を採集するためには特定の場所に行く必嬰があ

る．コケ類は葉が－．府であることや受精の際精子は水

の中を泳いで卵に到述することなどから．一般に他の

陸上植物に比べると水分の多いところに生育してい

る．したがって，空巾湿度の高い渓谷や朝夕霧のかか

る亜高山帯を採巣場所に遡ぶと，種類も獄も多くのコ

ケ類を採集することができる．そして現地に赴いた際

は，その地域で多くのコケ類が生育している場所を

知っている地元の方に案内してもらうのが最も効率の

良い方法であるが．それができない場合は地形図を見

ながら良い場所を見つけることになる．

採集場所を地形図から判断するにはまず国土地理院

発行の２万５千分の１の地形図を入手する．以下．採

集場所を見つける要点について述べる．

（１）渓谷

２万５千分の１地形図から北向き，東向きの谷を選

ぶ．西向き，南向きは日当たりが強く，谷全体が乾燥

していることが多い．次に，川の流れがより曲がりく

ねっており，流れが細く，周囲の等高線の間隔の小さ

い谷であれば，空中湿度が高い．また，川の流れがＹ

字またはＴ字形になっている場所や，流れがＳ字状

またはＱ状になっている場所では，川の流れがぶつか

る山側の斜面の湿度が高く，生育しているコケ類の凧

が豊富である．

（２）山岳地

山岳地は朝夕霧がかかることが多く，空中湿度が高

いので一般にコケ期の棚数や蹟が多い．特に亜高山帯

では林床に大型の稲が生育する．風衝草服では枯れた

草本植物の葉の下，根元に生育していることもある．

また，尾根部ではなだらかな斜面側より急斜而側がよ

り霧がかかりやすく，より旺盛なコケ類の生育が見ら

れることが多い．

（３）水田・畑地

水田・畑地では秋の水稲の刈り取り後に多くの極を

観察することができる．雑草のあまり生育していない

畦や，稲の刈り取りの終了後に乾燥してできたひび割

れの部分などに特に閉鎖栗の蘇類の生育が見られる．

個体として微少なものが多く．また，霜が降りると枯

れてしまう柵も多いため．採蝿時期は限られる．関東

地方では９月下旬から１１月下旬である．同様の稲は

干上がったため池でも観察することができる．

1.1.4いつ採築するか

コケ噸の多くの稲は多年生であるが，巾にはハタケ

ゴケの仲間のように1年のうち決まった時期にしか

生じないものもある．したがって，このようなもので

は採集する時期にも注恵を払う必要がある．さらに．

多くのコケ類は一年のうち限られた短い期間だけ胞子

を散布するので，胞子や胞子体をつけた材料が必喋な

時は，その時期をあらかじめ文献や標本などで調べて

おく必要がある．一般に．秋から翌年の春にかけて胞

子を散布する種が多い．

１．１.５どれくらい採築するか

採巣する殿はどのような研究の材料にするかで異

なってくるが，コケ類を採典することは環境要素の一・

部を切り取り，自然を破域する行為に変わりないこと

を自覚することがどの甥合でも必要である．したがっ

て．いつでも必要般小限に努めたい．そして，可能な

限り，採巣した材料の一部は標本としてきちんとした

形で保管することが望ましい．
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標本を作製することを目的に採染する賜合は，撒本

としての価値のある凪が必要であり，植物体の大きさ

にもよるが一応の目安として手のひらぐらいの量があ

れば十分である．

１．１．６どれを採築するか

培謎が目的であれば胞子を採巣することが不可欠に

なるが，その他の場合でもできるだけ熟した胞子体を

つけているものを採染するように心がける．それはど

のような研究であれ，用いた材料が何と言う種である

か同定することが不可欠だからである．同定の際は

朔，捌歯，雌包葉など胞子体や生殖器官の特徴が必要

な場合が多い．また，できるだけ目的の棚類のみが生

育している群落を選んで採集する．他の種が混生した

ままでは正しい分析結果は得られないので後で仕分け

が必要になるが，コケ瀬は小さいので予想以上に手間

がかかる．乾燥標本として保智する賜合も，数租賦が

混生しているとラベルに名前が並ぶことになり，砿理

する時都合が悪い．

1.1.7コケ類の採取許可

コケ類も他の植物と同様に採典に際しては，法体を

遵守せねばならないことは言うまでもない．以下，そ

の採取許可の取得について要点を述べるが，法律であ

る以上時間とともに修正や改訂があるので，許可申諦

時点で担当部署に必要響頚等について砿蝿することが

必喪である．なお，私有地については研究の目的や意

錠を土地所有者に十分に理解してもらい，採栗の杵可

を求める．

まず調査地域が自然公園（国立公園，国定公園な

ど)，自然公園特別地域,天然記念物指定地域であるか

どうかについて調べる．いずれかに該当する場合は，

関係法令の定める手統きを行う．

コケ頚が指定植物になっている例は少ないので（ミ

ズゴケ類とヒカリゴケが指定されていることが多い)，

自然公園特別地域や天然記念物指定地域以外では人林

許可証を取符するだけで済む嶋合が多い．しかし．指

定植物もその時々で変更されることがあるので念のた

め許可申調するか，あるいは問い合わせて確認するこ

とが必要である．調査終了後にはその結果を報告する

ことになっている場合が多い．また，研究終了後には

研究成果をお世話になった機関や個人へ迎絡すること

が認ましい．

1.1.8採築用具

コケ類の採巣に使用する用具には,採集袋．ナイフ．

ルーペ，飛記具，布袋などがある．この他にあると便

利なのが高度計，GPS，バッグ，野帳などである（図

1-1)．もちろん，目的により．さらに特殊な川具が必

要になることもある．例えば．植生などの観察にはク

リノメータ，折れ尺なども必要になる．

（１）採巣袋

コケ類の採集で大事なことは採集したもの同士が混

じり合わないことである．そのため，通常採典したコ

ケは１点ごとに一つの採巣袋（図1-2,3）に入れる．

袋は封筒のようなものよりも一枚の紙を折って袋状に

したものが使いやすい．というのも容易に広げて中の

コケをむき出しにできるので，乾燥させやすいし，ま

た採集したコケ類を観察しやすい．欠点は準備に時間

がかかることである．採巣袋の紙質については．コケ

類は一兇乾いているように見えても予想以上に水分を

含んでいることが多く．ミズゴケ繭などは採巣時に

絞って水をある程度取り除いて採集袋に入れる程であ

る．したがって，濡れても破れにくいことが採築袋の

第一条件となる．この点で．新聞紙や週刊誌などでは

強庇に劣る．とくに調査が長期にわたり，多数の標本

をまとめてザックに詰め込んだりする時はその態が歴

然と表れる．ｌ連(全紙千枚)５７ｋｇ程度で表面加工さ

れていないクラフト紙を使う．紙袋のサイズは手のひ

ら大の品が入ることを目安に，全紙を１６等分したも

の(３０ｃｍ×22.4ｃｍ)を折って作る（図1-3)．とくに

観察や分析などの目的で多iiiのコケを採架する際は，

市販されている箱型の紙袋を使用する．これは乾燥す

る際に口を広げて立てておけるので便利である．

採集袋には通し希号を記入しておく．同一環境で数

点採典する場合，般初に採典した採巣袋に照境を

チェックするのみで，後のものは番号に○をつけるだ

けでいちいち記入する手間が省略できる．また，後で

標本を整理する時も容易に採集順に並べることができ

る．

（２）ナイフ

採渠しようとするコケ額を土．岩，棚皮などからは

がすのに使用する．折り笠みナイフや皮切りナイフを

普通用いる．皮切りナイフは刃がむき出しになってい

るので取り扱いに気をつける．刃は岩などに生育する

コケ類を削るとすり減るので時々砥石で研いでおく．

（３）ルーペ

野外で採巣したコケ類を観察するのにルーペは欠か
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視野も広くて使いやすい．また，２枚のレンズを砿ね

て倍率を上げるタイプのものでは，２枚のレンズの間

に雨などが入り込んで曇ってしまい，使用できないこ

とがある，ルーペをのぞくとき，棚物体にルーペを近

づけてのぞくのではなく，ルーペを眼の近くにおき，

植物体をルーペに近づけて焦点を合わせる．この際に
〈よI'‘〔接ﾉkIIMを兄ないように虹を付･けながら，できるだ

け明るい空に向けてのぞくと良い．

ルーペの価絡と形は様々であるが，野外で紛失する

ことを考えて，適当なものを選ぶとよい．ルーペは落

としたりしないよう首からひもをつけてぶら下げる

か,キーバソク（リール>につけて使用する．ソブ真搬影

の時，首からルーペをぶら下げているとひもが三脚に

絡んでしまうこともあるので，キーバック（リール）

の方が便利である．

（４）筆記具

採集袋にﾉ|晶育班境を始めいろいろな,|峠Rを記入する

ためのTf紀具として，２Ｂ限庇の柔らかい鉛飛，油性

マーカー，ボールペンなどを使用する．ただし，採巣

図１－２採災災（炎に41満蝿境聯を印刷したもの）

1１
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図１１採災＃1具．１.illI性マジック．２.ボールペン．３．２Ｂ鉛飛．４，ルーペ．５‘問硬訴６‘皮切りナイフ．７.ナイ

フ．８，管ピン．９.フィルムケース．１０.GPS、１１．タマネギ鰻．

せない．現地で棚の識別や確認，微細な柵造の観察を

必要とする際使用する．倍率は１０倍前後が適当であ

るが，ホウオウゴケ期など小恥のものを観察する際に

は２０倍蝿度のものが必盤になる．ルーペは嫌々なも

のが発売されているか，ＬＩ隆のﾉくきなものが明るく，
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図１－３採巣袋の折り方．①～④の順に折ると右図のようになる．

用紙が雨などで濡れると油性マーカーは書きづらい．

また，ボールペンは多色のものを持っていくと，野帳

に記入するのに便利である．飛妃具は落としやすいの

で，ひもを必ずつけ，首からさげるか採巣バックに結

びつけておく．また，予備のものを必ず持って歩く．

（５）布袋

採集袋をまとめて入れるのに布袋を使用する．大き

さは各自で工夫すれば良いが，木綿製のタテ４０ｃｍ，

ヨコ３０ｃｍぐらいのものが使いやすい．スーパー

マーケットの手提げ袋でも良いが，通気性がないので

長時間の輸送や気温の高い時期は採築した試料が蒸れ

ることがある．なお，調査が長期間にわたり，場所を

移動しながら採染した試料を乾燥させるためには，布

袋に採架袋をギッシリ詰めコケ類の水分を採巣袋に移

す．宿に着いたら採集袋を布袋から外に出し外気に触

れさせる．これを繰り返すと，ちょうど押し葉標本の

新聞紙の交換と同じ原理で採巣したコケを乾燥するこ

とができる．また，タマネギを入れる袋も利用できる．

強鹿はそれほど無いが，編み目が大きく中の標本が乾

きやすい．タマネギ袋に入れた標本をまとめてスー

パーマーケットの手提げ袋に入れ，背負いのバックに

入れておけば，野外では背負いバックの巾は濡れない

し，宿についてタマネギ袋だけを取り出してぶら下げ

ておけば，せまい室内でもある樫度乾燥させることが

できる．

（６）採典バッグ

野外では採典したコケ繭は身につけて通ぶことにな

る．多数の材料を採巣する際．効率の良い方法を紹介

する．採典袋を入れるのにバッグを使用する．バッグ

はショルダーバッグ（図1-4)，ウエストバッグ，ヒッ

プバッグ形式のものがあるが，採集する量によって使

い分ける．布袋をri接腰につけると，座ると地面につ

いて布袋が汚れたり，場合によっては水に授かって濡

れてしまうこともあるので都合が悪い．野外ではコケ

類を採染したら採染袋をバッグへ入れ，ある程度の量

がたまりバッグが一杯になったら布袋へ移し．布袋は

背負いのバッグヘという３段階で整理すると効稲が

良い．スーパーマーケットの手提げ袋に採典袋を入

れ，持ち歩く方法もあるが，両手が使えないことや世

き忘れることも無いとは言えないから勧められない．

（７）高度計

採集した場所はできるだけ正確に記録する必要があ

る．高度計はコケ類を係典した海抜高度を測定するの

に使用する．般近は高I蝿|･機能のついた腕時計があ

り，比較的安価で性能も採集記録には十分である．た

だし．山岳地域では天候の変化による急激な気圧変化

で測定値が変化することがあるので．時々地形図を見

て標尚を微凋整しながら使用する．

（８）ＧＰＳ(GlobalPositioningSystcm）

ＧＰＳは現在地の純度経度を人工衛星を使って調べ
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図１４採集バッグ（シ’ルダーパソグ)．飛記用具

や採集袋が入るポケットがあるものが使い

やすい．

るもので，採巣地点の純喫経喫を誤差１０～１５ｍの範

囲内で表すことができる．純度縄度により採集地点を

明らかにしておくことは．職亜種の確認を始め，今後

レソドデータブックの街料としての利用を考えるとと

てもill要である．現ｲH-Fのひらに収まる穐度の大きさ

のものがｌＩ筋'５されている．ＧＰＳに地似|が内俄さイLた

磯諏もいくつか販売されており．それを使えば現在位

置がビンポイントで把握できる．またそこから地図を

読むことで，正確な高度を知ることもできる．この磯

能はとても便利である．また，現仏販売されているも

のは使用時間が比較的短いので予備の電池も忘れずに

用意する．

なお，最近、ＧＰＳ機能(､l･きのデジタルカメラが市販

されるようになっている．搬影した写真のデジタル

データに綿唆継l蛾州lも記録されるというもので，係

照した場所の記録という面では利川i11ill''〔の商いもので

ある．

（９）地図

最近ＧＰＳが普及し，地図を表示できるものもあり，

必ずしも地図を現地で必腿とする機会も少なくなっ

た．一方，全同２万５千分の１の地形図相当の同が，

咽j亀岡土ポークル（11111〕://I〕Ｃｌ･tal､cyl〕e】･japan､jp／

index､html)や，凶土地皿院地図閲覧サービス

(ウォッちず，ｈｔＩｐ://watcllizu,gsi・gojp/）で閲覧で

きる．ＧＰＳによる位冊'１１蝋があれば，そのデータから

I餅度を上記のサイトの地似1から誠み取ることもuI能で

ある．

（10）１Ⅷ《

コケ瀬の生育環蝋や採果地のメモ，採巣番号の記録

に野帳を使用する．コクヨのスケッチブック（測量野

帳スケッチ白上質‘１０枚コクヨ［セーＹ３１）は表紙

が略く，メモを取るのに都合がよい．最近では．耐水

性のフィールドノート（測量野帳レベルプック防水タ

イプ２４枚コクヨ［セーYll]）も販売されている．

（11）ビニール袋

多最の水分を含むコケを採巣する時や採集したコケ

を乾燥させずに’kかしたまま待ち州りたい時（とくに

タイ瓶の油体や胞子体をiiM察するI|#など）にはビニー

ル侭を便川する．スーパーマーケソ|､の下提げ袋でも

よい．常に何枚か持参すれば急な雨でもカメラなどの

機器を包むことができる．採巣する鼠によりビニール

袋のサイズを選ぶ．少量の場合は，チャック付きのも

のが密閉しやすい．また、フリーザー用のビニール袋

は火夫で密閉性が高い．

（i2）折尺

折尺やコンベックスなどのスケールは植物体や群落

の大きさ、着生種の地表からの距離などの計測に使用

する．また，写真をとる際のサイズの||安にも利用で

きる．

（13）行ピン

管ピンは実験や観察のために組織を現地で固定する

隙使われるほか，他のものとの混生をふせぐためやタ

イ頬の胞子体のようなやわらかい組織が壊れるのをふ

せぐのにも有効である．フィルムケースもほぼ同様の

目的に使用できるが，輸送の隙‘ブタが外れないよう

に注念する（なお，近年ではフィルムケースは手に入

れにくい)．

1.2採集の実際

1.2.1野外での観察

コケ類の値物体は小さいので，現地で採集したもの

が、的のものであるかどうか判定することが難しい．

種の同定には顕微鏡による観察が必要であるが，現地

でだいたいの見当がつけばそれにこしたことがない．

そのたぬにはコケ斌ならではの性悩を知っていると野

外での同定に役に立つ．例えば，コケ類は種ｆ植物と

逆って乾湿による葉の外形の変化が大きい．したがっ

て，｜:|j天時と晴天時では植物休金形や雛形が異なるこ

とが多い．また．蕊に乳頭のあるｍは炎而が解りガラ

ス状になるため，全体につやがない.ルーペで，蕊，

笠，仮恨，湖の様子などを見て.自分なりに種名また
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はどの仲間であるかを類推する．現地である程哩，鵬

や棚の見当がつけば，採巣袋にその種名などを記入し

ておく．もしその後の顕微鏡での同定が現地での同定

と異なっていた時は，その種の特徴をよく把握してお

き，今後の経験に生かすことが煎要である．

1.2.2生育環境の記録

採集したコケ類の生育剛境は，その場で採染袋に記

入する．コケ類は小形で体のつくりが簡単なため，そ

の生育が微環境に影響を受ける．必要な項目としては

生育場所，標高，陽の当たり具合．湿り気の鯉度，着

生基物などがある．コケ類は蕪物に直接荷生している

ため．基物の影轡を受けることが多い．蕃生埜物は岩

石、土，樹皮，腐木などさまざまである．岩石の場合，

名称がわかれば記入しておく．具体的な名称が不明な

場合は火山岩，堆積岩，変成岩程庇でも良い．また，

砺前にその地域の地面図などで母岩の禰鎖を淵べてお

くと参考になる．一般に，塩砿性の石灰岩に出現する

樋と酸性の花岡岩に出現する種は異なることが多い．

また，苔類は花周岩に出現する秘が多い傾向がある．

樹皮・腐木の場合もできるだけ樹木の租類を記入し

ておく．スギやヒノキの樹皮は厳性であるという報告

もあり．特定の仲間の樹皮にしか生育しない秘顛もあ

る．樹幹着生のものを採集する際は，可能な限り樹木

を傷つけないように，樹皮を削り取るのでなくコケ類

のみをナイフや皮はぎなどで採集して欲しい．

土上に生育している場合は，一緒に採取する土の量

をできるだけ少なくなるように採集する．士の凧があ

まり多いと標本を痛める場合がある．だからといって

水で洗ってしまうのは良くない．どのような土に生育

していたかがわからなくなるばかりでなく，植物体が

傷ついたり．外れやすい器官が失われたりするからで

ある．ナイフなどでできるだけ薄くそぎ取るとよい．

1.2.3採集の手順

実際の採集の手順を以下述べる．

①見つけたコケを採集する．この際コケの群落や周

囲の楠生になるべく影騨がないように性感をはら

う．採巣する量は目的により兄なるが，通常の標

本作成には手のひらにのるくらいの戯があれば十

分である．また，なるべく複数の稲が混生してい

ない部分を選んで採集する．

②採巣袋に入れる．落ち葉や土が付いている時は取

り除く．雨の日や湿地などで採ったコケはかなり

多量の水分を含んでいるので，採巣袋へ入れる前

に強く撮るなどしてよく水を切っておく．ただ採

集袋に入れる際はほぐしておく．固まったままの

状態では乾きにくい．

③採集年月日，採集地，標高など，そのコケの生育

場所や生育環境を記録する．それらが採集袋に印

刷してあるものでは．あてはまるものをチェック

する．植生も含めてそのコケの生育環境を細かく

記録しておく．例えば，森林，半日陰，中湿，林

床の転石上北面など．岩や樹木の名前もわかれば

記録しておく．

④採典したコケの名前を記入する．できれば肉眼で

わかる範囲で，柵名あるいは風名を記入する．

1.2.4試料の輸送

植物体を生きた状態で持ち帰る場合を除いて，採巣

したコケ瀬はすみやかに乾燥させる．試料の輸送で

は，次の点に気をつける．

（１）乾燥

試料は輸送前に完全に乾燥させる．輸送期間が長期

にわたる際はとくに注意が必要である．気温の低い冬

季であっても，梱包したダンボール桁に直射日光があ

たると巾の温度はかなり上がる．

（２）梱包

試料はしっかりした丈夫な箱に入れるが，できるだ

け隙間がないように梱包する．箱の中で動くと植物体

は傷むので，どうしても隙間ができる時は適当な充域

材を詰める．輸入禁止品として輸送する時は当然であ

るが，普段でも輸送巾にｔがこぼれないように梱包す

る．

なお，染色体や苔類の油体などのように乾燥すると

観察できなくなる特徴を洲くる時は，採集したコケ類

を生きた状態で持ち州る必要がある．普通材料の--.部

をビニール袋などに分けておき．研究室や家に戻った

ら観察が終わるまで冷蔵順に保存する．輸送中は乾燥

しないように注意するだけではなく，温度が上がり蒸

れないように気をつけなくてはならないので，クー

ラーボックスに保冷剤を入れて持ち運ぶ等の工夫をす

る．また，管ピンに少吐の溶かした寒天（１％穏度の

濃度）を入れ滅閑処理をしておくと，苔頚の胞子体を

裂開させることなく，胞子を無菌的に持ち帰ることが

できる．

1‘2.5採集した試料の保存

採果した拭料を標本として保存する方法は次章で扱



1.2.6おわりに

Ｉ‘l然j雛側の保全を拶えれば，いくら、:究｢i的とは門

え多壁の試料を自由に係巣することが許されないこと

は明白である．大規悦な開発工事によって失われるも

のに比べれば研究用の試料採集の量は微々たるものに

は違いない．しかし，採集する景はあくまで必愛妓小

限にして，そして採巣の仕方にも失われたコケ瀬がで

きるだけ早く再生できるような心遣いが社会から求ぬ

られる時代であることを研究者は自覚しなくてはなら

ない
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はない｡例えば，アイソザイムやＤＮＡの研究材料と

して保存するためには，マイナス８０℃程度の低温を

維持ｌＪ能なディープフリーザーが必要になる．
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参考文献
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われるのでここでは言及しない．観察や実験のために

生きた状態で保存する方法はその保存期間により異な

る．保仔期間が涼期間の吻合はビニール袋や密閉容器

に入れて，冷蔵ljIiあるい(よサンドイッチ、シ副一ケー

ス（IXll-5）などで保存する．・リンドイソチ川ショー

ケースでは正確に温度を維持することはできないが，

ほぼ１０℃～15℃の範囲で試料を保存可能である．な

お，この場合は容器の容俄を大きくし，空間にゆとり

を持たせたほうが賊物体は唯時の状態を保つことがで

きる．生きたまま長期間保存する必甥がある場合は，

培養を行うことになる．培養方法は研究目的により異

なり，その具体的な方法については単末の参考文献を

参照されたい．

なお，保存法の一つとして冷凍保存もあるが，場所

と綴世がかかるので輔殊な研究i-l的以外では典川的で
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大げさに言えば，個人が採渠してきたものでも，標

本は世界中の人々の共通の財産と考えなければならな

い．標本は決して澗人の所有物ではなく，個人はその

標本の管理者に過ぎない．だれでも利用可能な状態に

して標本を整理保管しなければ価値がない．そのため

には，採集してきた植物体を傷めないように僚木を作

製し，また詳しい採巣データを残して管理する必要が

ある．幸いコケ頚の場合は，維管束植物のさく策標本

のように，丹念に押し葉にして台紙に貼りつけると

いった手間がかからない．しかも，標本が虫に喰われ

る心配もほとんどない．さらに，標本が小形で官製は

がき程度の大きさでしかないため．縦に並べれば整理

砿笥の小さな引き出しでも200点以上保蒋できる.だ

から．その気になれば，自宅の一室でも標本M〔つきの

研究室ができあがる．採集した標本を丹念に調べれ

ば，新種が見つかる可能性も大いにある●以下に．標

本作製と管理の方法を税明する．

2.1標本作製

２．１．１植物体を乾燥する

採集してきた植物体を乾燥させる前に，必要に応じ

て苔類の油体など生の状態でしか見ることのできない

ものを観察する．そして．観察終了後はできるだけ早

く乾燥させる．できれば風通しのよい直射日光の当た

らないところで，下に新聞紙など吸湿性のよい紙を蚊

いて，採集袋を一而に並べる．このとき，採築袋を開

けておくと早く乾燥する．採集したコケの巾には混生

種のほか，落ち葉や小石，ときには小動物が混じって

いることがある．乾燥させながら，それらをていねい

に取り除く．細かな土などは，乾燥させてから畷く手

でもむようにして取り除くとよい．ただし，蘇瀬のカ

リプトラ（棺）などは脱落しやすく、土の中に交じっ

ていることがあるので捨てないように注意する．採典

袋をひろげる場所がない場合は，台所で使う水切りか

ごなどを利用して，採集袋を縦に並べて乾伽させる．

標本作製と管理

山口富美夫

大学などで，一度に大最の標本を乾燥させる場合は，

乾燥機を利用することもある．

生葉上のコケ潮などを葉っぱごと採集したときは,

乾燥後に葉が巻いてしまうことがある．その場合は，

採集した葉を雑誌などに挟むなどして，軽く圧すると

よい．また，ホソバオキナゴケなどのように密なクッ

ション状の群落をつくる棚緬では．かたまりのまま採

巣して棟木にすると標本袋が膨らんで扱いにくくな

る．このような場合は，植物体が湿っているうちに，

かたまりをほぐしておくとよい．一般に，水辺に生育

するコケ類には乾燥しにくい極が多い．また，クサリ

ゴケ科など樹皮上に荷生するコケ類を樹皮ごと採典し

た場合も，カビが生じやすい．いずれにしても，乾燥

中にカビを生やさないためには早く乾燥させることが

もっとも大切である．

2.1.2標本袋をつくる

標本袋はI以手のクラフト紙で作るとよい．白色の上

質紙などでは時IHlとともに変色するし，折り目から裂

けるなど耐久性にも問題がある．クラフト紙とは曹類

を郵送するときの茶封筒などに使われている紙であ

る．標本袋用のクラフト紙としては，封筒より若干原

めがよい，紙間里などで職人する場合はｌ辿（全紙

1.000枚分）で１００ｋｇくらいの厚さのものを指定す

る．標本袋にはクラフト紙の全紙（ハトロン判，９０×

120ｃｍ）を１６等分に裁断したサイズ(300×２２．４

ｃｍ)がちょうどよい（同2-1Ａ)．紙問屋あるいは印刷

所などの業省に槻本袋を注文する場合は，図のように

裁断後に３つ折りにしてもらう（図2-1Ｂ)．さらに，

両耳の折り返し線に沿って折り目をプレスしてもらう

とよい（図2-1Ｂ)．折り目があると両耳の部分を折り

返す作業がずいぶん楽になる．手で両耳を折ったあと

折り目に霧吹きで水をかけ．数十枚を束ねて上から堕

しをかけるか，机の引き出しなどを利用して万ﾉﾉの要

舗で圧搾して乾燥させる．乾燥後にはちょうどＡ６サ
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イズにそろったきれいな標本袋ができあがる（図２－１

C)．ほとんどのコケ類はこのサイズに納まる．大形の

スギゴケ類などのように，そのままでは入らない賜合

は．大きめの標本賎を利用することもある．しかし，

植物体を折り曲げるなどして，なるべく同じサイズの

標本を作ると，縦理する際取り扱いが楽である．

’

Ａ

１
ｌ
ｌ
ｉ

Ｂ

Ｅ

§

1０

た文字が薄くなったり，剥がれたりすることがあるの

で注意する．インクジェットプリンタの場合は顔料系

のインクを使用するタイプの方が無難である．Ａ４用

紙に８枚（４行２列）印刷すると，図２－２のような標

本袋に合った標本ラベルができあがる．

ラベルには，種名，産地，標高，生育環境や基物，

採巣日，採集者名，標本番号，同定者名を記入する．

和名や日本語表記を加えてもよいが，雑木的には種名

は学名で，その他は英語表記で記入する．これは，こ

の単の冒頭でも書いたように，世界中の人が利用可能

なようにしておかなければ標本の価値がなくなるから

である．また，できれば産地の純度・経度も入れると

よい．純度・経度については，雌近価格も安くなって

より正確になったＧＰＳを使えば而単に測定できる．

あるいは，地形図からおおよその維庇・軽度を読み

取ってもよい．今後世界巾の標本をデータベースに登

録するようなときには，産地の緯喚経鹿データが重要

になることは間違いない．

標本番号は，標本印で管理する恭号をつけることも

あるが，多くの場合は採果者個人が番妙をつけて管理
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２．１．３標本ラベルをつくる

標本ラベルをつくる用紙は，コピー用紙程度の厚さ

でよいが必ず中性紙を使う．というのも酸性紙などの

加工した紙は時間が経つと変色しぼろぼろになってし

まうからである．また．プリンタで印刷する場合は，

インクやトナーの特性に注意が必要である．墨汁や製

図用インクを使って手岱きしたり（ボールペンやサイ

ンペンなどは使ってはいけない)．昔どおりのカーボ

ンリポンを使ってタイプライタで印字する場合には問

題はない．あるいは，カーボンリボンを使ってドット

インパクトプリンタで印刷してもよい．しかし，現在

耕及しているレーザープリンタやインクジェットプリ

ンタの場合は．機甑あるいは保管状況によって印刷し

Ｃ

標本袋のつくりかた．寸法は広島大学で実際に用いている標本袋をもとにした．什北がりがＡ６サイズく
らいになれば，各部の寸法はこのとおりでなくてもよい．八.全紙を１６等分に独断したところ．Ｂ､Ａに

氷した位佃で谷折りして，豆つ折りにしたところ．さらに，図のように両脇に折り目をプレスしておく．
C・折り目部分を下で折り返し，折り目に水を吹き掛け圧擁すると，この図のような槻本袋が光戒する．

図２－１
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図２２標本ラベルの一例．１行'-1は砿木Ｉｉｌｆやコレ

クションのタイトルを入れる．例えば山llI

太郎植物隙本ｌＩｌｌ.(Ilcl･bariumo[TaroYama．

。a)，あるいは[1本座昨苔緬(Bryophyteg
ofJap制11)などとする．２行Ｈは学名で、和

名を付けljllえてもよい．その下に産地，係

卿1．探り端儲，棚水附ﾅを入れている．
産地の柵には，地名のほか純度・経度，標
高，生育球境が英文で記入されている．

“Leg,鋪はラテン語"Iegit．.（～が集める）を
略したもので、，.CoiIcctoI･卿あるいは･･COⅡ.”

としてもよい．このラベルでは最後の行に

Ｈ木語の地儲を入れ，１１ｲﾐ人にも分かりや
すいようにしている．そのほか，別の人か
同定した珊合は同定した人の氏呂を入れる．

している．いずれにしても，一つの標本を特定できる，

'耐興しない番号をつけることが耐藤である．

雌近はパソコンが普股して，データベースソフトも

人手しやすくなっている．データベースソフトを利用

してラベル印刷するとともに，標本のデータベースを

残しておくと、さらに利用価値が嵩まる．

２．１．４標本ラベルを標本袋に貼りつける

ノ<切な擁水の保符のためには，慨,ドラベルを貼りつ

ける糊にも気を配らばり･ればならない‘もっとも適し

ているのは，アラピアゴムの粉末を水で溶いてつくっ

たアラビア糊であろう．合成柵やスティック状の糊は

耐久性に問題があり，デンプン糊の賜合は虫に唯われ

やすい．アラピアゴム粉末は無局などで職人できる

が，入手できないときは水エ用ポンドを使うとよい．

木工用ポンドを少し水で薄めて，平筆などの絵筆を

使ってラベルの裏側周辺部に龍り，しわができないよ

うに隙本袋に貼りつける（側2-3)．水で詠めた水_'二用

ポンドは，インスタントコーヒーの篭きピンなどに入

れて，蓋をしめて保櫛して.ｂ<と使い勝限かよい．

関'２９

●

ラベルを標本袋に貼りつりる洲（水工Ⅱ)ポ

ンドを少し水で薄めたもの）とＴ〔，ラベル

をIllliりつけた概水袋．ラベルは触るべく標
本髄のl:の〃に貼った〃が，縦に､Ⅲべたと
きに弧名が見えて険然しやすい．

ただし．どんな糊を使っても保管状況によっては剥

がれる心配もある．標本ラベルは同じものを２枚以上

作り，１険を標本袋に貼りつけて，残りを慨水授の中

に入れておけば確実である．これは柵本の一部を分与

する時も使川できる．

2.1.5乾燥した植物体を標本袋に入れる

ゴミやｋを取り除き，よく乾燥させた柚物体を標本

袋に入れる．ホウオウゴケやキヌシンボゴケのなかま

など小形の値物体の場合は，別に川蔵した小疫（採巣

袋の漉緬で紙を折って作る）に入れてから槻本袋に収

めるとよい．また．採集袋に生育環境などの採架デー

タを１１膳込んでいるときは，その部分を切り取って標

本袋に入れておくと後で役に立つ．

２２標本の管理

2.2.1標本を整理して保管する

以上の一連の作業で立派な標本ができあがる．苦労

して作った脚本なのだから，他の人でも||的のものが

すぐに取り出せるように推理し，虫にI|食われたりカビ

が生えないように保管しておく．

ここで説明したように標本をつくると．ちょうど

A６判を横にしたサイズになる．予算があるのなら．

金脳製のＡ６判のカードキャビネットを利川するとよ

い（似'２１)．中が２列になったり|き川し式のものな

ら，・っの|きllIしに200点くらいのM1水が入る．た

だＬ，カードキャビネットはかなりの１１〔研があるの
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図２－６Iql2-5の段ボール製柳本輔を組みW:てた状

態．この写典のように，上部の鎧に文化鋲
を４つ打ちつけて細でとめている．箱の側
面には文具店で購入したカードホルダーを

貼りつけ，内容物を記入したカードを入れ
ている．

…肉鹿弼:〆
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図２－４事務書類の保管などに用いるＡ６判カード
キャビネットに標本を入れたところ．この

引き出しに約200点の標本が入る．ここで

は棚,ドラベルの而名のアルファベソト順に
幣皿し，脳ごとに蛎名を記した仕切りカー

ドを入れている．Ｉ･分なスペースと丈夫な
床(それと予猟)があれば，このような金刷
製のカードキャビネットが使いやすい．

…
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図２－５広島大学で用いている標本保管用の段ボー

ル箱．これは組立前の状態である．災打に

発注する場合は’００個単位にしないと荊舟
になるので，個人で所有したい聯合は欺人
で典I‘ilMw入するとよい．写奥に示した慨本
箱は，外形､｣･法で長さ‘１５ｃｍ，巾３‘1ｃｍ，
深さ’､１ｃｍである．底は荷作り用のガム
テープで肘をして，上部の篭に文化鋲（'1｝
類用の封間に用いる円雛形のもの）を11.ら

込んで鋲に紐を巻きつけ，開け閉めができ
るようにしている．この箱のみの単価が約

，CO｢T１．桁本体のほかに文化鋲や巾Ⅱ:切り
用の段ボール似い４×１２ｃｍ)が必要であ
る．

謡

で，普通の木造家屋では投世場所に気をつける．その

ほか,段ボール製の餅頒保禰栢などもある．あるいは，

家具店で適当なサイズの整理箪笥を探す．

私のところでは，標本を２列に入れられるような段

ボール製の箱を注文して作っている（図2-5～8)．ど

のような保管ケースを用いる場合でも，標本は縦に並

べ，凶｡,Iドカードなどを手で検索するように，慨水を取

り出せるようにしておく．

大学や博物館の慨本ｌｌｌｉで標本を整理するときは，蘇

類，苔類，ツノゴケ瀬に分け，それぞれをラベルに記

救された学僑のアルファベット順に並べている．科ご

とに並べることもあるが，研究の進展により科の所鵬

が変わることがあるので注意しなければならない．産

地ごとに分けて慨|』することもあるが，標本番号llIIiに

並べるのはあまり慰味がない．

こうして‘脚ｌｌ１した標本の保管は，維管束械物に比べ

てずいぶん楽である．人が糾通に/k沼できるような剛

境であれば，カビが苑ﾉﾋすることはほとんどない．物

置や押し入れなどの風通しの悪い場所での保管は避け

る．植物体が虫に唯われることもほとんどないので，

防虫剤はとくにいらない．ただし．まれにカッオブシ

ムシの幼虫やシミなどが標本や標本袋を傷めることが

ある．擬本馴１１の部腿を用意できるのであれば，少|,｛

の防虫剤（ナフタレンあるいはパラジクロルベンゼ

ｈ
翰

韓
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図２．－７標本術を|Ｍいた状態．巾仕切りの段ボール

を差し込み２列に入れている．この柿で
150～200点の概本が入る．

図２－８棚に並べた標本術．段ボール箱などで隙本

を整理保行する場合は，蒲に合わせて棚を
自作するとよい．浦を何個も積み重ねると
ドの篇が取りＮ１Ｌにくくなる．

ン）をケースの''1に入れておくと安心である．防虫剤

の気化成分が気になるのであれば，虫の食雷に気づい

たときに市販の煉蒸剤で馴除するとよい．

これまでの私の経験からすると，使い読けている擬

本が虫に喰われたり，カビが雌えたりすることはな

い．一度収めて引っ越しのときまで動かさないような

保管の仕方はいけない．ときどき取り出して外気に触

れさせるような心づかいも必喫である．

冒頭で述べたように，Ｕ堺巾の誰でも標本を利川｢Ｊ

能な状態に保行するの(よ，111,|人では|ｲ1雌である．，MlI味

で災ぬた標本であっても、雌終的には岬物館などの公

の標本庫に収めるようにするべきである．できれば．

コケの帆Ｉｌｌ家が征服している猟ﾉド叩に収めるのが望ま

しい

２２．２標本の交換や貸借

佃人で採取して収巣できる慨本には限界がある．身

のまわりのコケだけでなく，さらに而囲を広げて研究

したいのであれば，標本を交換するという方法もあ

る．研究磯関では，国内外の磯関との標本の交換（と

きに寄贈）を行って資料収集している．個人の立場で

も，たとえばアメリカ藤苔地衣単会では隙木交換プロ

グラムがあり，会風どうしで慨木の交換を行ってい

る．標本交換の些水ルールは，｜I'鰍ずつ交換すること

であり，・方通行ではいＵはい．’1本でもコケ仲間ど

うしで標本を交換してみてはどうだろうか．

コケの分類学的研究を深めていくと，タイプ標本や

各地の撒水を比較検討する必嬰がでてくる．撒水庫を

戒接訪ねて標本を閲覧させてもらうこともできるが，

それができない時は標本を貸し出してもらう，ただ

し，通常標本の貸借は研究機関どうしで行われる．標

本を借りたい時には，まず朴呼先の標本管理責任昔で

ある１W物館長(1)ireclOr)，あるい(よ‘,i4淡風(Cu】･ato'･)

に依11ii状を送る．１Y出か１１'|:'1Jされると先方から棚木と

送り状(iI1voice)が送られてくる．送り状は通常２通

あり．送り状に書かれている標本の稲名や点数と，送

られてきた標本の内容が一致していることを確認した

ら、送り状の１通に受取の日(､１．とサインをして返送す

る．次に，送り状に記された庇出期限内に標本の研究

を終え．受け取った時と伺専以上の包装をして先方に

送り返す．この時送り状のコピーを同梱しておく．標

本の発送と同時に別便で礼状とともに，最初に送られ

てきたもう１通の送り状のオリジナルを発送する．先

〃は返却された標本と送り状の内容が・致しているこ

とを確認した後，送り状にlll､1.とサインそれに岱借終

J'のスタンプ.（普通ＣANCI§Ｌと印字されている）を

押して返送してくる．これで一巡の手続きが終了す

る．タイプ標本のような貴煎な棚本を借りたい場合

は．どのような立場であれ，研究機間と関りがなけれ

ばならない．

2.2.3標本データベース

現在世界的な規模で標本のデータベースを怖築しよ

うと-‘j･為Ⅱ|･lIiliが進行1.ている．ｎ本でもデータベース

の統・規略をつくり、データを人ﾉﾉする作堆が始まっ

ている‘しかＬ、個人で日常使っているパソコンの機
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図２－９リレーショナル型データベースソフト（ＭＳ,AccessやＦｉｌｅMakerなど）で作製したデータベースのリ

レーションシップの一例．実際に広島大学で用いているものをもとに示している．四角の枠がそれぞれ

データの入ったテーブル（複数のレコードからなる表）であり，枠の中の単語がそのテーブル内のレコー

ド（１つのデータ）のフィールド（データ項目）を示している．例えば，ColIcclorlDというテーブルのレ

コードはCollcctorlDNamcとCollcclorlDという２つのフィールドからなっていて．そのＣＯⅡector

lDはSpccics-DalaのColIectorIDとリンクしていることを示している．

識競
Ｎ・執巾chssJUm”

SpCc妬9.Mmbcr
Spec輪●.N、砲
F画mhLCodo

JPNﾏspecies･Nam⑪
Genu8bCode
C1m℃nLN8mo

O『町insLpoBcrIptjcn
Lit④P迦蝿

Di8tr哩塑昼

井上浩．1962．コケ類・研究と採集・培養．ｌ６２ｐｐ･

加島書店，東京．

岩月善之助・水谷正美．1972.原色日本蘇苔類図鑑.４０５

ｐｐ・保育社，大阪．
岡立科齢博物航植物研究部(編)．2000．植物棟木の作り

方．ｌ５５ｐｐ.(財)科学仰物前後扱会．東京．
山山耕作．1983．コケ類の採典と研究．８２ｐｐ・ニュー・

サイエンス社，東京．

ショナル型がある．リレーショナル型だと，産地や稲

名のデータを別々に作製し，それらを連結させて目的

のデータを抽出することができる．したがって，ラベ

ルを印刷するときに何度も出てくる産地などのデータ

は一度入力すればよいことになる．リレーショナル型

データベースの例として，広島大学の植物分類・生態

学研究室で作製したデータベースのリレーションシッ

プを図2-9に示す．

データベースソフトがなくても．ラベルのデータを

ワードプロセッサなどで入力したときには，それをテ

キストファイルとして保存しておけば，将来データ

ベースのソースとして利用可能である．

種や市販のデータベースソフトは様々であるから，統

一規格通りにデータベースを作製するのは難しい．そ

れでも，パソコンのキーボードから入力したデータさ

えあれば．統一規格のデータベースに変換することが

できる．問題は，データ項目として何を人力するかで

ある．

国内のデータベース関連の委員会で話し合われ，

データの入力項目が提案された．入力項目のうち，お

もなものは以下のようになる，

標本噸名，標本血番号，採災者名，採集番号，採典

日，採集場所（市町村名より下の地名あるいは山岳名

など)，市町村名，県・地方名，国名，標高，純度，経

度，生育環境．棚名（現在の同定．他の同定)，同定者

名．同定日

上記の項目は日本語と英語（ローマ字）で別々に入

力する．個人で収染し整理した標本であれば，標本血

名は適当に入れればよく（例えば山田太郎植物標本

庫)．重複していない採典番号をつけているのであれ

ば，採典恭号をそのまま棟木Iill【番号としてもよい．不

明なデータは空欄でもよいが．少なくとも採典者名，

採集番号(堕裡していない番号)，採集日，採集地名は

正確に入力する．市町村の合併などで地名が変わるこ

ともあるので．やはり、採典地を特定するには緯度・

経度が頭要である．先に述べたように，ＧＰＳや地形図

を利用して緯慶・維哩を記入するように努力する．

市販のデータベースソフトには，カード型とリレー

参考文献

(〒739-8526広島県東広島市鏡Illl-3-l広島大学

大学院理学研究科）
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コケ類において，棚などの分顛群を認識する必要が

あるときに，形態の観察は必須の作業である，同定に

際しては，それぞれの棚の特徴形質や検索表に示され

た形質を主に観察する．コケ頬における種は，形態の

相違に基づく形態学的煎として基本的に認識されてき

たことによる．

コケ瀬における同定や形態観察に際しては，観察対

象が微小であるため，生物顕微鏡などの使用が必須と

なる．このため本項では，稲名同定を行う際に一般的

である形態観察法を解説するとともに，特殊な観察法

や顕微鏡写真搬影法にも言及する．

なお，形態観察を行うためには，あらかじめ基本的

な形態や生活環について知っておく必要がある．岩

月・水谷(1972)や岩月編(2001)に詳述されているの

で参照していただきたい．

3.1形態観察の概略と用具

３．１．１試料の観察および観察賦料の選び出し

コケ類では，通常一握りほどの鼠を採集して標本に

している．野外で純群落と考えて採集した場合でも，

いくつかの種が混生していることがよくある．胞子体

が伸び出ている場合も，混生している種のものである

ことがしばしばある．このため.実体顕微鏡を用いて．

目的とする植物体を逸び出す．また，できるだけ良く

成長している植物体を選びだす．

乾燥標本の場合は，選び出した試料（標本の一部ま

たは茎数本）を水にもどす．通常．しばらく水につけ

ておくと生育時の形態にもどるが，葉の縮みが取れに

くい場合は，湯につけるかエタノール水祷液につけて

から水につけると戻りが早い．他にも，ＫＯＨとエタ

ノールを用いる方法（コポネン1970)，界面活性剤を

用いる方法(平野1978）がある．試料に応じて最も適

当な方法を行えばよい．

苔類では．乾燥槻本から試料を選び出すときには．

スポイトなどで．水を含ませてからピンセットなどで

形態観察法

西村直樹・松井透・古木達郎

摘むようにする．乾燥したまま扱うと，植物体が壊れ

てしまうことが多い．

3.1.2解剖

実体顕微鏡下で，植物体を解剖し，観察の目的とす

る器官を取り出す．水にもどした試料をスライドグラ

スなどの上におき，乾燥しない程庇に少風の水を加

え，観察の邪蝿になる不甥なものを取り除く．試料が

厚い場合や内部の形態を観察する場合には，カミソリ

を用いて切片を作製する．

３．１．３観察

通常，スライドグラス上の試料にスポイトで適当、

の水をさして，カパーグラスをかけて生物顕微鏡で観

察する.特殊な照明法に関しては「3.5生物顕微鏡の

照明法」を参照されたい．

3.1.4用具

（１）生物顕微鏡（図3-1:Ａ）

通常，接眼レンズが１０倍，対物レンズは４倍，１０

倍と４０倍を使用する．この場合．観察倍率は４０倍，

１００傭，４００倍になる．観察対蒙の大きさに応じて，

１５倍の接眼レンズや２倍，２０倍の対物レンズを使削

することもある．６０倍や１００倍の対物レンズ（通常

は油浸レンズ）は染色体などの微細な柵造を観察する

場合をのぞいて．使用することはほとんどない．

蕊や細胞のサイズを測るために接眼レンズにミクロ

メーター（ｌＯｍｍｌＯＯ等分）を装荷しておく．ミクロ

メーターの等分メモリの長さは，対物ミクロメーター

(ｌｍｍｌＯＯ等分）を用いて確認する．

顕微鏡の使用法に関しては，さまざまな図書が刊行

されている．顕微鏡は使用を誤ると，特に尚倍率の場

合，ｎ的のものを観察することは雌しい、また，光斌

が強すぎる場合や左右の接眼レンズの視度淵鞭を間逆

えている場合は眼を而めることにもなるため．正しい
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図３１～３‘Ｉ観察用具．３－１．Ａ:ノ'&物顕微腕，Ｂ:実体顕微鏡，Ｃ:解剖具．3-2．ピンセソト（Ａ:ＡＡ剛，Ｂ:３Ｃ

剛，Ｃ:５剛)．3-3.Ａ,Ｂ:試料押さえ，Ｃ1解剖針､Ｄ;カミソリ．３－‘1.Ａ:広口ピン，Ｂ:スライドガラス，
Ｏカパーガラス．

使用法を心がけていただきたい．

（２）実体顕微鏡（図3-1:Ｂ）

観察するZ始のＨそれぞれにﾍﾘ川の光'､股系を持った

MIi徽鈍で，試料を立体的に観察することができる.地

物顕微雛に比べ低倍率(j､常．’0～‘'０倍はど）で,倍

率が固定，２段階に変倍，ズーム変倍などさまざまな

機弧が市販されている．コケの研究者によく使用され

ているのは，倍率が６倍から‘'０倍まで自由に変える

ことのできるズーム変倍タイプである．これは，慨水

の1も伽的観察として胞子体の有無や混生物の確認など

を行う際には，５倍から１０倍程度の倍率で観察する

のがやり易く，さらに微小器篇の肺偲，取り出しや細

織ﾘﾉ片作成を行う場合には，２０僻から.'()倍『tI狸の倍

率を使用するためである.’<(ｌｌｊｌはr削ｊＩｌ(ｗｌを川いろ．

（３）ピンセット（図３=2）
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先端が尖った２本のピンセットを用意する．使用す

る人の好みや側れにもよあが，先端の細いものか仙い

易い．さまざまな咽が市販されていて，蝿を１枚ずつ

茎から取り外すような細かい作雌には３ｃ型（図3-2：

B）が使い易い．価物体がﾉ<きい場合は大型のピン

セット（図3-2:Ａ）か扱いやすい．

微細な作業を行う際には，先端が細く尖った精密ピ

ンセットが必要になる‘紙やすりで砥いでもよい．市

販されているピンセントの中では．５型（図3-2:Ｃ）

で「バイオロジーピンセット」とよばれているものが

肢も先端が細い．

（４）解剖具（凶3-3）

微細な蝿の['1肋llHilUi{:ﾉﾉ片を作るときなどには，指先

で拭料を押さえることが雌しい/こめ，図3-3の八,1〕

のような試料を押さえる器!↓を叩伽するとよい．研究
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スポイト：カパーグラスドに水をさすときなどに使

用する．

スライドｸ゙ ラス（図3-4:Ｂ)：縁がI胃いてある（縁

磨）ものと，切り放しのままのものが市販されている．

また，スライドガラスの端がフロスト（すりガラス状）

にしてあるものもある．ＩｌｊＩさは，通'肘，Ｏ‘８－ｌ１Ｉｌｍ，

カパーグラス（l1xl3-4:ｃ)：さまざまなﾉくきさのも

のが市販されている．通常，ｌ８ｘｌ８ｍｍの大きさで

厚みが0.12～0.17ｍｍを使用する．

ティッシュペーパー：スライドグラスやカパーグラ

スを拭くなどに使用する．通常のテ.fツシュベーパー

は繊維の肢11･が喚としてカバーグラスなどに付椅しや

すいたM〕，キムワイプのような製凸,hを利川する方がよ

い．

封入剤：観察した試料を永久プレパラートとして保

醤は自分の好みに応じた1:1作品を側1]している．

柄付き針（図3-3:Ｃ）もあると便利である．必要な

作業に応じて．紙やすりなどで針の先を尖らせるとよ

い．微細なものを切断，除去したい場合には，１本の

針先で切断したい個所を押さえ，もう１本の針先でそ

の佃所を擦らすようにすると'祥以にllU断することがで

きる．解剖のために極微細|蚊針が必要な吻合は，出

口・松井(1987)が紹介した惚細針を利用するとよい．

作製法を「(6)極細解剖針の作り方」に示す．

蕊や蕊の横断切片を作るときには，カミソリのがを

使用する（閃3-3:、)．材圃が綱のものは,必甥に応じ

て，２枚に折ることができるので便利である．

（５）その仙

水入れ（同3-4:Ａ)：シャーレ，ビーカー．あるいは

広１１の保存ピンなど，どんなものでもよい．

図3-5～３８観察用具．３５.対人剤．3-6‘マンペ．３７.プレパラートケースい:１枚〃１，Ｂ:２枚用)．3-8.プ
レパラートホルダー△
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管する必挫がある場は，必甥に応じて適当な封入剤で

試料を封入する．Merck祉製の.‘Kaiser,sglyccrol

gelatin,conIainsPhGnol,Ibrmicroscopy"は,磁点が

35～40℃なので,比較的短時間で乾燥する．常温では

固化しているため，スポイト瓶などに小分けしておき，

使用するときにはお湯に付けるとよい（図3-5)．ホイ

ヤー氏液を使用することもある（岩月1955)．

マッベ（図3-6)：いくつかの試料を比較するときや

封入剤を乾燥させるときなどに使用する．

ブレパラートケース：１枚用（図3-7:Ａ)．２枚用

(図3-7:Ｂ)，多くのブレパラートを保管できるもの

(図3-8）などが市販されている．

（６）極細解剖針の作り方

通常の柄付き針はコケ類を解剖する際に便利ではあ

るが。そのままでは針先が太すぎる場合が多い．サン

ドベーバーなどで尖らせてもよいが，今度は強哩が不

足してしまう．ここに紹介する細細解剖針は,タング

ステンを利用しているため先端を数浬ｍにまで尖らせ

ることが可能で，強度的にも問題ない．

以下のパーツを用いて図3-9のような装置を作製

する．

家噛用差し込みプラグ1個

６０ワット電球２個

篭球用ソケット２個

ビニール被覆線 約１ｍ

ワニロクリップ１個

電球の代わりに可変抵抗器を用いてもよい．電解液

は水酸化ナトリウムまたは水酸化カリウム飽和水溶液

のｌ／２希釈液を用いる．タングステンの針金は０．５

ｍｍのものを用いる．これは市販の0.5ｍｍシャープ

ペンシルを柄付き針の柄として利用できるためであ

る．針金は長さ５ｃｍ程度に切っておく．この時,切断

しようとする部分をバーナーなどで赤熱させ，ただち

にベンチやニッパで切断する．

＃
ＡＣ10Ｗ

6G"■唾

ツニロケ

■解賦■解賦

図３－９極細解剖針作成装価の回路図．

リッブ

タングスヂ汐■

装慨のワニロクリップにタングステン針金をセット

し、電解液につけて通電する．ただちにタングステン

針金から無数の気泡が発生し，浸食がはじまる．この

状態で５分程度放置すると，針金の先が細くなってい

る．

この後，さらに先端を尖らせるために針金を電解液

から垂直に出したり浸したりを繰り返す．この時，針

金の先端から火花が生じ，電解液の飛沫が飛び散る．

電解液は腐食性に窟み極めて危険であるため．目など

に入らないように作業には十分注意されたい．これを

繰り返しつつ，時折ルーペなどで針金の先端をチェッ

クし，尖り具合を雌鯉する．完成した針金はシャープ

ペンシルにセットして使用する．

3.2蘇類の形態観察

3.2.1外部形態

実体顕微鏡を用いることにより，肉眼では判別が難

しい器官の有紙や形状を観察することができる．通

常，生物顕微鏡で各部の形態を観察する前に，肉眼や

実体顕微鏡で，試料を観察する．次の点を観察および

確認をする．

（１）配偶体：茎の伸び方や枝の出方

（２）集の付き方：茎に対してどのように開いているか

（３）葉形の概略：乾燥時の葉の巻き方や湿らせた時

の葉の開き方

（４）胞子体：有無や新旧

（５）釧柄：艮さ，乳頭の有無

（６）蘇柑や蓋：有無，形状の概略

（７）朔歯形状の概略：薪歯型，211i測歯の場合は内

繭歯の有無

3.2.2葉の基本形態

葉の形態は．葉を茎から取り外して，生物顕微鏡で

観察する．葉の取り外しは，１本の茎をスライドガラ

ス上におき，乾燥しない程度にスポイドで水をさして

行う．

目的に応じて，必ずしも常に葉を取り外して観察す

る必要はない．紫や枝が平坦についている場合や乳頭

の有無を観察するとき（葉面が斜めになっている方が

わかり易いことがある）などは，葉や技を取り外さず

に観察する方がよい場合もある（図3-10a,ｂ)．

葉の形を観察するには．なるべく多くの葉を取り外

して観察する方がよい．また，葉の埜祁の形態が大切

な分類形質であることが多いので．なるべく付着部分
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から取りはずすように気を付ける．蛙部両端が茎上を

下延する場合，完全に取り外すのは困難であるので，

黄を取り外した茎を検鏡する．

鷲のはずし方は，試料の葉の付き方に応じてさまざ

まである．チョウチンゴケ科の仲間など，大型の葉が

まばらについている場合は，1枚ずつピンセットで葉

の麟部近くを挟んで取り外す（図3-11a‘ｂ)．

葉が密についている場合は．枝などを取り除いた後

(図3-12)，茎の先端付近を１本のピンセットで軽く

挟み（図3-13)，もう１本のピンセットで，茎を軽く

挟み．茎の基部方向に向かって擦らす（図３－１４a）と

多くの葉を容易に取り外すことができる（図3-14b)．

次の点を観察する．

（１）葉の全形：先端，基部，下延部の形

（２）葉緑の状態：平坦か反曲または内曲，縦醗や波

打つ験の有無

（３）中肋：有無，長さ，太さ，乳頭や細胞先端部突

出の有無

（４）葉身細胞の形：中央部，先端部，葉縁部，舷の

有無，基部，翼部，下延部

（５）葉身細胞の細胞壁：厚さ，ピットの有無

（６）葉身細胞の表而形態：乳頭。マミラのｲj無

3.2.3茎，葉（中肋）の横断面

蕊や中肋における内部組織の分化は，横断切片を作

製して観察する．葉や苅柄の乳頭は，横断切片や縦断

切片で観察すると形状がはっきりすることがある．同

定の際に切片を作る必要がある場合は，実体馴微鏡下

でカミソリを使って切片を作製するのが油便である．

大型の試料の場合は．スライドグラスーヒに湿らせた

試料を岡き，指先で押さえた試料をカミソリの刃でき

ざむようにして切る（図3-15)．試料が微細で指先で

押さえるのが難しい甥合やなるべく薄い切片を作成す

る必盤がある場合は，実体顕微鏡下で，適当な器具

(図3-3:Ａ,Ｂ）で試料を押さえ，カミソリの刃で切る

(図3-16)．なお，保育社の原色日本蘇苔類図鑑(p、

380)に切り方が詳しく紹介されている．

ｊＷく切れた切片は,通常,カミソリの刃に付替してい

る．スライドグラス上に水滴をおき，切片が付着してい

る部位を水滴につけると，切片は水滴中にひろがる．

以上の方法で適当な切片を作製するのが難しい場合

は，さまざまな工夫が可能である．切片の乾燥防止に

はＧＡＷ液（グリセリン：エタノール：水＝ｌ：ｌ：ｌ）

を使用する（出口1983)．切った試料が切り離されず

につながっていることが多い場合は，厚めのポリ袋を

カバーグラスほどの大きさに切ったものをスライドグ

ラスの上にのせ，その上で試料を切る（西村1997)．

また，簡便に切片を切れる器具(西村1997）を自作す

るのも一法であろう．

苔類の湖柄や鞘壁の切片を作るには，カーボワック

ス（ポリエチレングリコール）で試料をスライドグラ

ス上に固着させてカミソリの刃で切る方法もある（児

玉1973)．

3.2.4茎上に付く微小器官

茎上には，枝や葉の他に，枝原基，毛葉･偽毛葉．

葉脹毛，仮根が形成される．さらに雌花や雄花などの

生殖器官や無性芽が形成されることがある．これら

は，実体顕微鏡下で蕊を取り外した茎を検鏡すること

によって観察できる．また，新しく伸長中の茎で，茎

の先端近くの葉をとりはずすと，これらの器官の成長

段階を追うことが可能である．

枝原基：分類群によって，偽毛葉で被われている場

合と被われていない場合がある．偽毛葉で被われてい

ない場合は，通常，葉破でやや盛り上がっているが，

茎表皮細胞の形や配列でも区別できる．

毛莱：鱗片状の毛葉がまばらに出る場合は，付着部

位や形状を確認し，枝原基の周囲からでる偽毛葉など

と混同しないようにする必要がある．

偽毛葉:枝原基の周囲のものや.伸長中の枝(伸長中

の蕊の先端部付近）の基部周囲のものを伽察する必要

がある．古い茎の場合.伎の周囲を観察しても，脱落や

破損していて形状を把握するのは難しいことが多い．

莱破毛：伸長中の茎の葉瞭では確実に観察できる．

ただし，古い蕊では脱落していたり縮れていて観察は

困難である．糸状の偽毛葉や仮根とは，細胞の形状や

細胞砿の厚さが異なるため区別は容易である．

雌雄の生殖器官：これらを観察するためには，あら

かじめ試料の雌雄性や茎上のどの部位（特殊なもので

は原糸体上に形成されることもある）に形成されるか

を知っておく必要がある．通常，直立性鮒類では茎頂

に，また，ほふく性僻類では茎の途中，短枝の先端に

形成される（図３－１７)．

雌雄の隼賄器官（造卵器，造精器）の周囲には芭葉

が形成される．芭葉は通常の葉とは形態がやや異なる

ことが多い．簡京伸肺類の雄株では，茎、に雄芭葉が

杯状になることがある．ほふく性鮮頬では，雌花の雌

包葉は通常の葉より葉の先端部がより長く伸びてい


