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察に適した励起条件，検出条件を検討する必要があ

る．手始めに通常の蛍光顕微鏡の蛍光キューブセット

を交換することで適切な励起光，蛍光の組み合わせを

調べ，それを参考にレーザー顕微鏡の使用レーザー，

フィルターセットを検討するとよい．細胞壁以外の自

家蛍光をできるだけ除去するためにはサンプルごとに

検出波長帯を細かく調整する必要がある．細胞壁の自

家蛍光が弱い場合は，蛍光試薬のカルコフルオールで

染色することで細胞壁の蛍光を増幅させることもでき

る．これまで観察に用いた蘇類，苔類の植物体では，

紫外線～紫色の励起光で，青色～緑色の幅哩い倣域の

蛍光を検出するフィルターセットが観察に適してい

た．図３にヒメツリガネゴケの造卵器と胞子体を４％

グルタルアルデヒドと１ｍｇ/lのＤＡＰIを含む５０

，Ｍリン酸緩衝液で同定し，観察した例を示す．４０５

，ｍのレーザーを励起光に用い，420～４８０，ｍの波

長の蛍光を検出することで，組織の断面柵造と細胞内

の核の分布を非破壊的に観察することができた．
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「な出コケ類の端腿をしたいのか」この問いかけに

対する'''1群を挙げればキリがい､と１．i･っても過Ｆ１．では

ないくらいコケ類の培従ニーズは高まっている．巾尚

唯，大学生をはじめ，教育・研究に携わる研究者，学

昔，民間企業の研究開発貝，技術員の方々などコケ類

を培誕しようとする対象背，肯景，同的や用途はさま

ざまである．このことから焔礎したいコケ噸の剛斌

淵.『，組織は非常に多岐にわたり，よって，コケ期の

塔護法というあるひとつの技術が汎用的に砿,Xされて

いる訳ではない．すなわち．コケ讃の培養法は，生物

が一つの起源から派生し多傑化したことと同じく，非

常に多祁移雛化した技術の群として存在する．璃碇

(cl1llllrc)法のI哩源を肪ねることや多MIi化したI雁'｣uを

探ることも非常にﾉ<切であるが，水柚では，現時点で

確立されているコケ類の培養法について．代表的な技

術やノウハウ，情報について詔介する．

１３．１システムの選択

コケ･剛の暗瀧システム（｣＃慨系）には．寒犬端従と

液体培盤の12に２つのシステムがある．培養をはじめ

るにあたって，両肯のうちどちらのシステムを選択す

ればよいかは，塘養することのll的を達成する上で雌
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１３．１．２寒天培養系

寒天培養系は，胞子，原糸体，茎葉体．茎葉体から

発生する仮根や無性芽の培養など，広く利用されてい

る（表13-1)．寒天培地の作製の流れは，（１）さまざま

な培饗液に0.8～1.0％穏度の寒天粉末(agar)試薬を

加え，(2)オートクレーブ(条件121℃，２０分）し，(3)

クリーンベンチ内で滅菌シャーレ等の培養容器に分注

し，(4)２０分程度冷まして培地をしっかり固まらせた

ら，(5)蓋とシーリングをして完成である．

寒天粉末試薬には，細曲培地用と植物培地用など用

途が記峨されているので，植物培地用を使用するこ

と，なお，筆者らは．シグマ社の寒天(Agar,A9799

SIGMA)を用いている．培養液のｐＨは，通常，0.1Ｎ

水酸化カリウム溶液や塩酸を用いて5.5程度に調製す

ればよい．低すぎると寒天培地が固まらない甥合があ

ることを知っておいていただきたい．またシーリング

も亜要な要索となる．

13.1.1培養する目的とシステムの選択

まず，培養の目的について，代表的な目的の事例と

暗蕊システムとの対応関係をまとめた（表13-1)．コ

ケ類のどの器官や組織を培養の対象とするかも項目に

加えることで，システムの選択がしやすくなる．ここ

で，一般的なコケ類の生活環について，図13-1に記

した．コケ類の生活斑では，配偶体世代である茎葉体

が優占するが，もっぱら培獲の対象とされているス

テージは原糸体細胞であることが現状となっている．

この理由としては，(1)原糸体細胞で明らかにできる

生物学的な現象がたくさんあるということ，(2)光合

成効率が最も高いステージであることから，短期間に

大殿の細胞を調製することができるということが挙げ

られる．

表１３－１培蔓目的とシステムの選択一覧表．

発生・植物ホルモン研究

実験材料の維持・調製

肖性生殖器官の誘導・受輔・交配
胞子体形成誘導

培 養 系培養目的対象

寒天

ジフィーセブン

ジフィーセブン

発芽

発茅率・発芽型の観察と評価
胞子

寒天

遺伝学・発生・植物ホルモン研究
実験材料の維持・剥製

遡抜試験・評価
プロトプラスト大量取得用細胞の調製

成長・分化・栄謎要求性研究
放射状成長の評価・叶測
収量・増殖曲線の測定・把握

風境応答

光（強度・波長）

温度

CO2同定能

化学物質影縛評価
大瞳培抵・大景生産

原糸体

124

寒天

液体

天
天
体
天
体

寒
寒
液
寒
液

液体

寒天

茎葉体→胞子体

形成誘導

形成鍔導

発生・植物ホルモン研究
実験材料の維持・調製

壌葉体→仮根
寒天

物髄蛸壷・代謝

脱分化鵬導

原糸体→無性芽

裟葉体→無性芽

液体

液体
カルス
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は，培地ストック||＃にはバラフィルム、ｌ締Iill#に(よ畑

気性のよい．ﾘ･一ジカルテープ(Ｍｉｃ１･opo１．Ｇ.'M,S1lrgical

Tape,1530-03Ｍ)を用いている．培従時にパラフィ

ルムを使用していると寒天培地の減り具合は少なくな

るが，原糸体細胞から芽形成の誘導と芽から落紫体へ

の分化・成長の過腿が誘導されにくい傾向を祥肖らは
経験している．

13.1.3液体培養系

波休培従系は，さまざまば原糸体を、いた爽験や,淵

製，大蹄哨擁，原糸体から無性芽を総猟したい｣M合に

利用される（炎13-1)．胆に，振とう器をjMいる甥合，

撹伴や通気を施す場合があり，前誉を振とう培養

(shakingcullure)，後者を浮遊培養(suspcnsioncul‐
ture）という．

液体培謎系には，耐回|新たな端地を作製し，培盤期

間の雌後まで培地を更新しない1,1分培態(1)ntcl1cul・

[L1rc),培誕ⅢⅢの途中で新たな培地や組成を雄川する

半凹分培養(semi-batchculturc)，一定の速哩で培推

システムへ新しい端燕液を供給するとともに''１１じ速度
で古くなった培抵液を披き取る辿読培抵〈conli111,(),,s

cultu1｡e)などが利用されている．普段の実験や調製の

際には，コンタミネーションの可能性が低くなる何分

培養を用いることが主流である．対して，大晶鳩藍す
る場合には，多少のコンタミネーションリスクがあろ

うとも唯雌性をⅢ肌するために半Iul分培従，辿続｣詳漣
を火施することがある．

１３．２環境の整備

主に２つの点に配慮した環境の整備が必要である．

まず，温度と光の条件を制御できる空間を碗保するこ

とである．次に，洲潔な状態ドにおいて操作ができる
空間を確保することである

13.2‘１設置場所

培謎に雌迩な温哩条件は，コケ馴の祁瓶ごとにばら

つきがあるものの慨して２０℃前後に制御できること

が目安となる．同槻に雌適な光強度条件も，測瀬ごと
にばらつきがあるが，蛍光灯（白色）など人工照明で

照射できる８０浬ｍｏｌｍ－２ｓ－１程度の光強度が確保で

きればよい．コケ類の培養は．一年を通して温度条件

を一定に制御できること，光条件を２』１時間辿続明糸

件あるいは’611州l明条件，８時間蹄条|'|:で11周期を

制御することかできる人_L気象器，植物育成龍，‘ﾉ“

図１３２上』‘ﾝクンゴケljl1糸体細胞を浮遊培批して
いる槻下．

』

F１

図１３－３ヒメンリ〃ネゴケ･培施株に形成されたllu-fY‘ｋ

室などで実施l｣I能である（図13.-2)．ヒメツリガネゴ

ケでは１５℃，８時間明条|'|:，１６時間暗条('|:の11周期

を制御した珊境で培従することで行性生殖器宮が添尋
できる（図13-3)．なお，停電時の保安芯源あるいは

自家発電装凪による対応が可能な限りできる剛境へと

整備しておくことが，培挺株の安全な維俳管理につな
がる

13.2.2機器類

寒天増施系の賜合は，人l:気繋器かlllli物育成棚があ

ればよい．光が拙から照射されるタイプの人｣』気兼器

が省スペース化を図ることができ．この場合．シャー

レなどを重ねて培錠投置することができる．液体培蕊

系の場合は，支椛とクランプなどを組んだ植物育成棚

が必要となる，通気す為場合は，エアポンプ(INNOβ・
'〔)()(),ＡｉｒI)ｕｍｐＮｉＨｓ()）にシリコンチューブ，フィル

ター(SLFG5()I(),MillexVcntFiⅡｅｒＭｌＬＬⅡ)()ＲＥ)，
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滅閑水，シリコンチューブ，フィルター，シリコン

チューブの順に連結したチューブセットを用意する．

また振とう培餐の場合は，往復・旋廻タイプの振とう

器などが必要となる．

培餐の操作を行うクリーンベンチや培饗液や器具類

の滅幽用オートクレーブ装画も必要となる．

13.2.3器具類

筆者らは，寒天培養系では丸型のシャーレ(REF

353004,TissueCultureDishBDFalconTM)，液体培

養系の振とう培養では，３００ｍＬ容裡度の三角フラス

コやガラスマヨネーズ瓶(85.1942.2,ＳＭサンプル瓶

三商)，浮遊培錠では肩平型のフラスコ（XXl51,bot・

tleFujimotoScientificCo.)を使用している．さまざ

まな培養容器があり，滅菌済みのディスポタイプとす

るかオートクレーブできる容器とするか，単価，丈夫

さ，口の広さなど実験計画に合わせて遡べばよい．寒

天培養系では，セロハン（PL300二村化学）を散くと

細胞の回収が容易となる．セロハンは挟みで丸く切断

してもよいが，数が増すと大変なので円切りカッター

(NTCutter‘IC･l500P)などを用いて切断するとよい．

セロハンは，５，ＭＥＤＴＡ(ｐＨ8.0)でオートクレープ

(121℃,２０分）し，蒸冊水で３回洗浄したものを再び

オートクレーブ（121℃，２０分）し使用する．

13.2.4試蕊類

培謎液の基本組成として，無機塩顛が必要である．

特殊な試薬はなく，標鵡的な実験室であれば持ち合わ

せていることがほとんどである．対して．寒天培養す

る場合には，先に紹介したシグマ社の寒天(Agar，

Ａ９７９９ＳＩＧＭＡ)を是非鵬人されることを進める．

添加物賀として，糖を添加することによって，コケ

類の成長鼠を劇的に蝋やすことができるｕＪ能性がある

が，枯死するのも早まるので注意が必要である．もち

ろんコンタミネーションもしやすくなるが，確認のた

めにわざと入れるのもよいかもしれない．租類によっ

て成艮促辿効果を示す糖が異なることがあるので．グ

ルコースとシ罰糖などで試してみるとよい．成長分化

を誘導したりコントロールしたりする場合には植物ホ

ルモンを添加する．コケ類の植物ホルモンについて

は,北海道大学の藤田知道先生の著害（藤、2006）に

よくまとまっているので添加を検討する際には一読さ

れることをお勧めしたい．

形蘭転換体の選抜などを行う際の憎報として，基本

的に械物で用いられる抗生物徽（ハイグロマイシン，

Ｇ４１８など）でコケ類を枯死させることが可能である．

また．アンピシリンなどのβ・ラクタム系抗生物質添加

により，葉緑体の分裂を阻害することもできる．

なお．狼者らは，培養操作のあらゆる場面において

も，もっとも甚本となる消毒液に７０％エタノールを

用意している．消潔な環境を心がけることが大切であ

る．

13‘３株の入手・単離

13.3.1モデルコケ植物の株

野類（ヒメツリガネゴケ)：モデル仙物として一般的

に広く用いられている標準株は，Ｐｿiys“剛"花地ｐ“

”ssubsp､Pajg7zsstrainGransdenWood（Engle

l968)であり，この株は基礎生物学研究所の長谷部光

泰先生の元より人手可能である．標“株の由来や参考

文献，培猛方法等の実験プロトコルは，Physcobase：

http://moss・nibb,acjp／にて参照できる．

苔類（ゼニゴケ)：現在,国内外でゼニゴケ標準系統

として用いられている雄株と雌株のTakaragaike株

(OkadaeIα1.2000)は京都大学生命科学研究科遺伝子

特性学分野の河内孝之先生の元より入手可能である．

また，植物体の他に，熊本大学の小野莞爾先生らによ

り確立された培養細胞株(OnoaaLl979）も同所よ

り人手可能となっている．また現在，標準株や栽培方

法などの悩報は，ゼニゴケのコミュニティサイト

MarchanGenomics：http:/／marchantia,ｐｍｈｌｉｆ・

kyoto.u・acjp／にて参照可能である．

13.3.2野外から採集

紳緬(mosses)の多くは,成熟した胞子体を用いて胞

子を寒天培地上にまくことができる．無菌状態の胞子

をまくために．蓋が閉じた状態の胞子体を用意すると

よい．胞子体表面の状況に応じて．澗泳操作を以下の

２つの溶液を用いて行う．まず，2.5％次亜塩紫酸ナト

リウム溶液に１分間（汚れがひどい瑚合は３分間）浸

す．その後．0.1％の塩化ベンザルコニウム溶液に３０

秒間浸す．この時点で蓋が取れないことが重要である．

この時点で，口環がよく発達するヒョウタンゴケでは

めったに蓋が取れることはないが，エゾスナゴケでは

ほとんど蒲が取れてしまう．蓋が取れなかった場合は，

オートクレーブ滅菌済みのピンセットで蓋をつまみと

り，胞子を寒天培地上にまく．消灘操作時に蓋が取れ

た場合であっても，エゾスナゴケのように長い繭歯が
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､111Ｗ磯

たくさんああ'１噸iに限り，〃i歯をピンセッ|､ではたく

操作で胞子を寒犬賭地上にまくことができる．

滅菌処理の容易さを考慮すると，通常は前述の胞一r‘

発芽からの確立が望ましいが，胞子体を入手するのが

胴雌な種類の場合は，コケWi物の再生能力を利用した

裟葉体や無性芽からの無繭培蕊株の確立が可能であ

る．これまで{ごＷｆらは，塑葉体からホンモンジゴケ，

オオミズゴケ，ヒカリゴケなどの無菌培養株を確立し

ている．滅菌化に用いる茎菜体は，茎葉体の先端部分

など可能な限り絢肌で新鮮なものを採取することが望

ましい．さらに稲貯らは，通常減前処理前に切断’た

些莱体を，ノ<職の城崎水にて洗浄している．この過縄

で，５０ｍＬチューブ等に滅菌水と共に試料を入れ，激

しく振逼することで，試料に付着した細菌などの持ち

込みを，ある縄度減少させることができると考えられ

る．滅菌処理は，前述の胞子で附いた方法と蛙水的に

は同様であるが，茎菜体は一般的に胞ｆと比較して滅

菌処理に対する耐性能が低いので，状況に応じて次iIi

塩素酸の処理拙腿と時間を険討するのが望ましい．ま

ずは無水的な処理方法として、洗浄した葉葉体を，０．２

～1％次皿塩素鮫ナトリウノ､で５～１０分院血減前処IIl1

する方法を試みるのがよいだろう．コンタミネーショ

ンが多い場合は，胞j２体の時と同様に塩化ベンザルコ

ニウム溶液で処理することも有効的であるが，試料細

胞へのダメージもﾉ<きいので，使用を考慮する必腿か

ある．滅菌処理後に，滅菌水でよく洗浄した外柚片は，

間隔をl今分に取り，ピンセソトを用いて寒天プレート

(筆者らは，BCDAT略地を用いている）に静歴し、適

当な明条件（13.2.1設佃場所を参照）のもとで端麓す

る（図13-4).寒尺プレートに静置後は,顕微鏡等でこ

まめに，コンタミネーシ，ンの有無を確認し，状況に

応じて，コンタミネーシ罰ンを起こしていないものを

新しい寒天プレートに移していく操作をするとよい．

このとき軽度な細菌のコンタミネーションであれば．

クラフォランなどの抗生物質で．対処することも可能

である．通常，１週間羅度で原糸体細胞の再生がみら

れるので（岡13-5)，こ;ＩＬをピンセソトで折しい培地

に御itiし，ｊ柵111させることで培鎚株を確立する．苛川

の場合も鮮類と同槻の方法で，株化がul能であるとげ

えられるが，次亜漁紫雌処理濃度の検討などのエ夫が

必要かもしれない．何はともあれ，無菌株碗立の成功

の秘訣は，根気と対玖とする材料への愛惜であろう．

13.3.3ＭＴＡ手続き

培礎株の分与については，寄托機関からの提供など

部の例外を除いて、一般には，研究ざの所属する機

関の間で研究成果有体物脇''１４契約(MTA;Matcrifll

TransfcrAgrccmcnl)のＦ続きを締結する必要があ

る．ＭＴＡの締結の後．珊凝株の提供および受餌をす

ることが普通である．ＣＯPIO（館１０回生物多撒性条

約締約国会議名iIlf隅２()l()年)以降，ノk物多様性ｆＴ

源の価値があらためて兇血されたことで，ノk物資源の

結屈についてＭＴＡの意奨は，今後一層里要視される

ザ

Ｉ
吟

可

『
Ｌ

､

ー ー ー ー

図13-‘１寒天プレートに岬皿した滅菌処理後のイワ

マセンボンゴケ穏能体．Bar＝１ｃｍ．

１２７

図１３－５２週間後に稚恥体より再生してきたイワ
マセンポンゴケのlli1糸体の僻-f、Ｂａ,-－

２００ﾉＺｍ．
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【操作】

蒸留水をｌＬビーカーに約６００ｍＬ入れる

ストンクＢを１０ｍし加える

ストックＣをｌＯｍＬ加える

ストソクＤをｌＯｍＬ加える

A1LemativcTESをｌｍＬｌ川える

5()()ｍＭＷｌＭｊ雌アンモニウムをｌ()ｍし加える

５０mMCaCl2溶液を２０ｍＬ加える

ｌＬに定容する

寒天，粉末(Agar､Ａ９７９９ＳＩＧＭＡ)をｌｏｇ入れ暑

(ヒメッリガネゴケの場合は0.8％）

(後の掘作は１３．１．２寒天培維系を参照のこと）

瀞
群
垂

13.4.1寒天培養の場合

兼者らが普段使用しているプロトコルを記す．

【ストック溶液の作成】

ストソクＢＭｇＳＯ,1.71120２５ｇＬ１

ｽﾄｿｸCKIIJ》OI2591‘'

ストックＤＫＮＱ,lOlgL1

FeSO1.7比Ol25gL~I

A1IemativeTESCuSQ8･51120５５ｍｇＬ１

ＩＩ３ＢＯ３６１４ｍｇＬー’

ＣＯＣ12.61120５５ｍｇＬ１

Ｎａ２ＭｏＯ,･２Ｈ２０２５ｍｇＬ１

ＺｌｌＳＯ､1.71120５５ｍｇＬｌ

ＭＩ１ＳＯ.,･５Ｈ２０３８９ｍｇＬ－’

ＫＩ２８ｍｇＬ１

５００ｍＭ酒石賊アンモニウム

（ＮＨ,,)2ＣｌＨ１Ｏ６９．２１薦Ｌ１

５０ｍＭＣａＣｌ２涛液ＣａＣｌ２ ０．７３５質Ｌ’

図１３－６ヒョウタンゴケの.駕蝿体培淀獣

よ･うになるであろう

１３．４培溌計画と実施例

ここでは，蛾者らがヒョウタンゴケの裟蕊体培拠

(凶13-6）でi必ているＢCl)ＡＴ培地の作製の{Ｍに

ついて簡単に紹介する．BCDＡＴ培地はＫｎｏｐ培地を

基本にして改変された培地でヒメツリガネゴケの培謎

液としても広く用いられている．

13.4.2液体培養の場合

ここでは，筆者らがヒョウタンゴケの原糸体細胞の

浮遊培養の植え継ぎの仕〃についてWW41に紹介する．

また，コケ斌の液体賠難のIIIWﾘを取り上げながら代炎

的な研究目的の事例について細介する．

まず，筆省らは．ヒョウタンゴケの原糸体細胞を図

l3-2のように馬平型ブラスコ内で２週間，回分培養

をした後，エアポンブを止めて２０分間静置する．す

ると，原糸体細胞はすみやかに沈殿する．沈殿した細

胞をオートピペッターですべてlnl収し，平底試験官に

3()ｌｎＬずつ分注する．回収した浮遊細胞をポリトロ

ンで損排した溶液ＩｍＬを新しい培礎瓶に添加するこ

とで，次の淳遊培養を開始する．

なお，渦製したポリトロンで紺Ｉ１した祷液は，寒犬

嶋従に捕駆する稲ゴケとしても用いる場合がある．こ

の場合は，丸型のシャーレ(REF353004,TissueCul‐
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turcDishBDFalconTM)一枚あたり０．７ｍＬを播稲し

ている．シャーレには13.4.1で作製したBCDＡＴ培

地が７ｍＬ分注されているものにセロハンが散かれた

状態で使用する．

さて，友13-1の一覧のとおり，原糸体細胞の液体

培礎では，プロトプラスト大冊取得用細胞の測製など

を行うことができる(Hohe＆Reski2002)．また収

鎚・増殖曲線の測定と把握についても藻類クロレラと

比較実験している覗例がある(Perner･NochtaeIqム

2007)．証者らもヒョウタンゴケの収量・増殖曲線に

ついて光強皿と栄礎塩類の影轡について調べ大量培謎

装圃による生産実証に成功したことや原糸体細胞を用

いた金属回収に係る応用研究事例を報告している（井

藤賀ら2010)．このように，近年になって，コケ類の

原糸体細胞を用いた液体培獲系の研究目的は応用生物

学的な分野で現在，注目されている．

１３．５中長期的な系統株の笹理

13.5.1保存方法

近年，ヨーロッパでは，コケ類の保全活動が進めら

れている（ＲｏｗｎｔｒｅｅａａＬ２０１１)．ヒメツリガネゴケ

をはじめ鮮類の変異株のストックセンターがドイツは

フライプルグ大学に設置されている(htlp://ｗｗｗ、

moss-stock､center・org/(Ｂｅｉｋｅａａｊ.2010))．コケ類

の変異株をオーダーして取り寄せることができる時代

になった訳である．

中艮期的な系統株の保存方法も多槻化しつつある．

コケ類は種子を形成しないので．長朋保存するには，

ヒメツリガネゴケではこれまでもっぱら胞子体が用い

られてきた．筆者らは，茎葉体をマルチディシュに一・

個体ずつ入れ，滅幽水を入れた状態で暗所４℃の保存

畷境であれば股低一年ぐらいは保存可能であることを

茎葉体から原糸体を再生させる実験から確かめてい

る．コケ類のどの組織や器官をどのような条件で保存

管理すれば休眠した状態で保存管理できるのかという

ことについて，世界中の研究者が調査を始めている．

まるでタイムカプセルを解き放つかのように，長期間

休眠させた株を再生させる際には，わくわくすること

だろう．またその際に培養法がもっとも基本的な操作

のうちのひとつとなることに間違いはない，培養法は

長い歴史の中で確実に進展してきたことから，今後も

更なる新しい手法への発展が期待されている．

13.5.2コンタミネーション

蚊後に，コンタミネーションについて述べる．日常

的にコンタミネーション防止を心がけるのも大切だ

が，防げないことも十分にありうる．コケ類は暗所

4℃で長期保存可能なので，株のバックアップは重要

である．
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コケ類に関係した文献(第二版）

北川尚史・長谷川二郎（秋山弘之補遺）

14.1単行本

コケ類関係の文献（単行本）は，数えきれないほど

多数ある．古くからよく知られている教科榊(Camp，

belll930,Bowerl935,Smithl955)はかってコケ類

やシダに関する基本的な知識を得るための必読の書で

あった．こんごは一般的に読まれることは少ないであ

ろうが，コケ頒やシダを学ぶ者は，その分野の古典と

して読んでおいた方がよい．これらの本は歴史的に重

要であるばかりでなく，今日もなお参考になる記述が

多い．

ごく限られた特定のテーマに関しても古くから数多

くの優れた内容の爪行本が出ている．例えば，苔瀬の

形態形成（Leitgebl874-81)，蘇顛の無性生賊(Cor・

rensl899)．コケ瀬の相互関係(Caversl911)．コケ

類の植物地理(Hcrzogl926)，コケ類の器官学(Goe

bell939)，藤瀬の科(Brotherusl924,1925)などは

名著であり，コケ類の分野に於ける古典である．特定

の科や閥のモノグラフ（MuGllcrl905,Warnstrof

l911など)，特定の地域のフロラ（DozyandMol，

kenboerl855-70，Fleishcerl900-22，Schiffner

l900など）の函厚な著作も古い時代に数多く出てい

る．これらの画繭な文献の原本が市場に出ることはご

く稀であるが，リプリント版が出ているものについて

は現在も人手が可能であろう．著作椎が消滅した苫作

については，インターネット上のサイトで著作原木の

画像ファイルやテキストファイルが公開されていて，

自由に閲覧ないしダウンロードできることも多く，１０

年前とは比較にならないほど，以前は見ることも難し

かった古い文献については自由にアクセスできるよう

になっている．ここではそれらの古典的な．あるいは

ごく専門的な文献は割愛し，比較的新しい一般的なも

のを解説する．

よく使う本は自分で買って個人で所灯する方がよ

い．学生や院生は研究室の図普を利用することができ

るが（予算の潤沢な大学などでは．かなりの磁子

ジャーナルをオンラインで読むこともできる）その大

学に就職しないかぎり，やがて研究室を去ることにな

る．大学，研究所，仰物館などの研究機関に就職した

場合も．自分に必要な本が整っているケースは稀であ

る．生涯,研究者として生きていこうと決懲した者は，

若いときから自分の専門分野の書籍をできるだけ個人

で鯛入することを励めたい．コケ類関係の＃門啓は需

要が少なく尚冊であるが衣食よりも本に金をかけ，で

きるだけ早く買った方がよい．当面は使わない本で

も，買っておけばかならず役に立つものである，［単行

本として発行されることの多い，シンポジウムの論文

染などはすぐに絶版となり．雑誌論文とは通って．後

からの人手がきわめて雌しくなるので．剣付いたとき

には無理をしてでも珊人するべきである.］

オンライン上からデータベースなどにアクセスして

必要な文献を探索するのも近年かなり普及している．

その方法はあまりにも簡便であるために，必喪な文献

をすぐに見つけることができるが，それ以上の成果は

期待できない．余録が得られないのである．文献の探

索という．研究への導入の作業においても．手間をか

ければかけるほど．その過程で知らず知らずのうちに

さまざまな知識を得るものであり，従来の原始的な方

法は高度に悩報化した現在でもなお大いに奨励される

べきであろう．あるテーマに沿って研究を始めようと

する場合，身近な本をひもとき，関連部分の記事を読

んで知識を深める．そしてその部分に引用されている

文献を入手し，さらに人手した文献に引用されている

別の文献を知る．この作業を繰り返すことによって芋

づる式に必嬰な文献を得ることができるのであり，こ

の探索方法によっても，ここ数年以内に出版されたも

のでなければ．亜要な文献を見逃すことはほとんどな

い．

141.1総鯖的教科書ならびに形態学

(1)北川尚史(1989-1995)『コケの生物学」１－２８．
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プランタ（１号～３７号）研成社．Ⅱ水搭で評かれ

た巾では，もっともわかりやすいコケ甑入門書．

雑誌はすでに休刊となっているが，各大学などの

図香館に蔵書となっていることも多いので，比較

的容易に見ることができる．本文巾には多数の図

判が引用されているが，出典が明記されていない

のがすこし不便かもしれない．

(2)Watson.Ｅ､Ｖ･(1971).‘‘Thestructureandlife

ofbryophytes，３rdedition.”Hutchinsonand

Co.(Publisher)Ltd.,London､生態学や分類体系

についてはさすがに情報が古くなってしまった

が，輪読会などでコケ類のことを勉強するには最

適な本である．しかしながら，現在では下記の

SchoneIdによる教科書を参照する方が良いかも

しれない．

(3)Parihar・ＮＳ．（1959)．“Anintroductionto

Embryophytavol.':Bryophyta.(3rded.).'･初版

が出たのが１９５６年．インドは伝統的に植物形態

学が盛んな国であるが，インドで発行された本書

もコケ斌の生活史と形態に関する他に類のない手

法で記述した良書である．ゼニゴケ，ヒョウタン

ゴケ．ウマスギゴケなど，教科宵に扱われるコケ

頬の代表的な械の形態や発生が全生活環を通じて

これほど詳しく図解されている文献は他にない．

巻末に折りたたみ形式で付されている，高次の分

類群間における形態形質の比較を示す大きな表も

たいへん役に立つ．古密として現徹もかなり普通

に出回っている．

(4)SchoIie1.,Ｗ.Ｂ､(2001)."IntroductiontoBry・

ology(Reprintedition).，.TheBlackbumPress・

コケ賊のことを本格的に勉強しようとした場合に

は．股も適した教科謀である．リプリント版が人

手可能．

(5)Schuster,Ｒ､Ｍ､(ed.)(1983,1984)."ＮｅｗMan・

ualofBryology',.２vols､服部植物研究所，日南．

木評は全２巻，1,300ページ近くの大著であり，

全体が２１章から柵成されている．各分野の第一

線で活晒している２１人の専門家を糾合して成し

たコケ類の概説書である．いずれの章も力作であ

るが，編者のSchuster自身が執乗したコケ類の

分布論，苔類の比較形態学，苔顛の進化・系統・

分瓶の各章は本脊巾の圧巻である．内容が非常に

Ｗ(門的であるため，コケ類の勉強を初めてから日

の浅い段階では読み進めるのにかなり苦労するか

もしれない．

(6)リンダ・グラハム(1996)．『陸上植物の起源

緑藻から緑色植物へ』．渡遷信・堀輝三(択)．

内田老鶴圃．藻瀬から始まって陸上植物全般とコ

ケ頬を比較して進化の道筋を縮敵する上で大変役

に立つ，コケ類の系統を学ぶ上で必洗の教科勘．

(7)ＣｒｕｍＨ．（2001)，“Structuraldiversityof

bryophytes"・TheUniversityofMichigan・コケ

類の形態を学習する際の決定版ともいうべき教科

啓．多数の図判が掲戦されているので利用しやす

い．

14.1.2図鑑，地域フロラ

14.1.2.1日本語でかかれた図鑑

（１）岩月菩之助・水谷正美(1972)．『原色日本蘇苔

頚図鑑｣．保育社.収録副数は限られているが，普

通稲はほとんどすべて戦っている．カラー図判は

線画に着色したものであり，写真よりも特徴がと

らえやすい．本文巾にも多くの線画が戦ってい

る．記載文も短く拠点だけを記しており，ハン

ディで使いやすい図鑑である．１９７２年の初版以

来版を頂ねてきたが，現在は絶版となり古併を探

すしかない．その手間を蒔えても入手しておきた

い．

(2)岩月善之助(編）（2001)．『日本の野生植物コ

ケ』.平凡社.最新のコケ類図鑑である．巻頭に典

められたプレートには‘コケ類写真の第一人者と

して名高い伊沢正名氏が搬影した多数のすばらし

い写真が載っている．大部分の写真は生育現場で

撮影したものであり，臨場感があり，生態写真と

しても役立つ．記戟の部分では，科から屈，胴か

ら梱への検索表が没けられている．脳から稲への

検索表には日本産のほとんどすべての鞭が取り上

げられており，本文中にはその半数以上が扱わ

れ，それぞれの櫛に記職と分布が示されている．

最新の悩報を取り入れた優れた図鑑であり，日本

厳のコケ類の分類を行う者にとって必備の勝であ

る．

(3)井上浩(1974,1976)．「日本産苔類図鑑，正・

続』.全２巻.築地書館．日本産苔類154種(正編

７６種，続編７８稲）を扱い，各種に1枚（若干の

稲では２枚）のプレートが当てられ，その見開き

ページに国内の分布図，生態写真および解税（形

態，分布，生育地，ノート）が救っている．大き
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く描かれたプレートの図は美しく正確であり，一

般の図鱈では示されることの少ない生殖器官や胞

子体が精密に描かれている．すでに絶版になって

久しいが，古本のカタログにときどき出ている

（かなり高価である)．

(4)野口彰(1976)．「日本産蘇頬概挽』．図鑑の

北隆館．本書は『蘇苔地衣雑報』に長らく辿峨し

た記事（野口彰1974-1980「セン類の形と生

活」１－１１ならびに野口彰1962-1973「セン頚

研究の手引」１－３３）に補兼して１冊の本にまとめ

たものである．分類を扱う「各論」の内容は，後

に英文で醤かれた同じ著者による浩潮な図譜なら

びに平凡社の図鑑に翻るが，形態や生態をまとめ

た「総論」の部は非常に参考になる．

(5)井上浩(1986)．「フィールド図鑑コケ』．東

海大学出版会．野外に持ち出すには最適の写真図

鑑．

(6)岩月菩之助・伊沢正名(1986)．『野外ハンド

ブック１３しだ・こけ』．山と渓谷社，東京．シ

ダとコケ類が掲峨されているが，ハンディな写真

図鑑として最も多くのコケ類の甑が掲峨されてい

る．野外観察には必柳の写真図鑑．

(7)中村俊彦・古木連郎・原田浩(2002)．『野外

観察ハンドブック校庭のコケ』．全国農村敦育

協会．都市部のコケ類に限れば，はじめに一冊手

にとる図鑑としては手頃で一柵使いやすい．瑠境

教育など学校の授梁に使うことが想定されている

柵成になっている．

(8)木口博史・小原比呂志・伊沢正名(2004)．「屋

久島のコケガイド｣．財研法人屋久烏環境文化財

団.入手方法については，財団サイトを参照(500

円十送料)．図鑑としてはわずか５０稲ほどしか褐

戦されていないのだが，展久島に特化した紀述内

容と拠帯に便利なサイズは，星久島でのコケ類観

察には最適である．

(9)牧野苗太郎(著)・大橋広好(編）(2008)．『新牧

野日本植物団鑑』.北陸航．コケ頚についての妃述

は牧野博士自身ではなく，数人のコケ賊研究者に

よって改訂版ごとに執班・改訂されている．意外

と読み応えのある内容となっている．

14.1.2.2外国膳（英陪）で書かれた図鑑

コケ頚は広域に分布する秘や属が多いので，日本以

外の他の地域を扱った図鑑も十分役に立つ．

(1)Noguchi，Ａ、（1987-1994)．IlIustraledmoss

noraofJapan.５parts,服部柿物研究所．５分冊，

計1,253ページからなる大著であり，第２分冊以

降は著者の没後に出版された．科の記戦，科から

属への検索表，腿の記赦，属から稲への検索表が

投けられる．それぞれの種について，学名とその

出典，シノニミー，形態の記峨，分布が記され．

最後に生態や分類に関する短いノートが付されて

いる．日本産蘇類の分類を扱った従来の本の中

で，最も詳細に記述し，股も梢裕に図示し，最も

整った形にまとめた本密は，蘇顛の研究者にとっ

て欠かすことのできない貴重な文献である．

(2)Schuster,Ｒ,Ｍ・（1966-1992)‘Ⅲepaticaeand

AnthocerotaeofNorthAmerica,６vols･Field

MuseumomaluralHistory・本神は全６巻から

なる，北米東部（西経１００度以東）の答類とツノ

ゴケ類のきわめて詳細な分頻鮮である．第１巻の

総論の部分は苔類とツノゴケ類の形態，発生，系

統，進化，分瓶について，多数の文献を駆使して

詳細に解説し，随所に自らの見解を提示してス

ケールの大きい縦論を展開している．第１巻と第

６巻に付せられている苔類の分類関係のきわめて

詳細な文献リストもたいへん有用である．各論の

部分で直接扱っているのは北米の苔類であるが，

常にグローバルな視点で考えており，しばしば日

本産の分類群についても言及しているので気をつ

けて誰む必要がある．本衡に付せられているおび

ただしい線画は著者自身が描いたものであり世界

中で最も美しい苔類図であると思われる．

(3)Ｃｒｕｍ,Ｈ､Ａ・＆Ｌ､Ｅ・Anderson（１９８１).Mosses

ofEastcmNorthAmerica，２vols・Columbia

UniversityPress､本響は北米東部（落葉樹林地

域）の鮮類を扱ったものであり，紀峨は詳細で，

ページ大のプレートにまとめられた多数の図は精

密で美しい．この地域は日本との共通種が多く，

本書中の棚のシノニミーや記載や図が日本産蘇類

に対してもそのまま役に立つ珊合が多い．ただ

し，木併の科や風の定義は保守的であり，現在日

本で用いられている概念とかなり兇なっている．

本書における扱いは伝統的な考え方によるもの

で，それはそれで一つの優れた見識で，見習うべ

きところが大きい．

(4)Eddy‘Ａ・（1988.1990,1996).AHandbookoI

MalesianMossesvols、１－３.HMSOPublishing
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Centre・英国自然史博物館の蘇頒研究者であった

Ｅｄｄｙ博士によるマレシア地域の鉾類を扱った図

鑑．東南アジアの蘇類を淵くる際の必読文献だ

が，南西日本の蘇類を調べる時にも役に立つ．現

在３巻(Orthotrichaceac・Leptostomataccae)ま

でが出版されているが，途中で稗者が亡くなった

ため発行が中断されている，ここ１０年ほどは続

刊の計画が何度か取りざたされてはいるが，なか

なか実現しない．

(5)Crosby,Ｍ･ＲａａＪ.(eds.)（1999-2008).Moss

HoraofChina，vol、1-4,6-8.SciencePress＆

MissouriBotanicalGarden・vol．’（１９９９；

Sphagnaceae-Leucobryacae).vol､２(2001;Ｆis・

sidentaceae･Ptychomniaceae)．vol、３（2003；

Grimmiaceae,Tetraphidaceae)．vol’４（2007；

Bryaceac･Timmiaceae)．ｖo1．６（2002；Hook・

criaccae､ThUidiaceae).ｖｏＬ７(2008;Amblysle，

giaceae､Plagiotheciaceae).vol､８（2005;Ｓｃｍａ・

tophyllaceae･Polytrichaceae).５巻は２０１１年現

在刊行されていない．または第１，２巻を以下のサ

イトで見ることができる．（hllp://ｗｗｗ・eHoras・

ｏｒR/nora-page・aspx?､orａｉｄ＝4）

中幽（台湾を含む）から報告されている梱のす

べてを扱っている．半数ほどの種には図も掲戯さ

れている．ほとんど同じ内容のものが中国苔蘇志

として刊行されている，こちらは苔類も扱ってお

り，すでに２巻分（9,10巻）が出版されている．

(6)Paton.j､Ａ・(1999).Theliverwortnoraofthe

Britishlsles,HarlcyBooks‘総頁数６２６頁にも

なるハードカバーの大著．各種に詳細な記戦と線

lIljiが与えられており，日本の秘を同定する際にも

大いに参考になる．

(7)Atheroton,1.,.Ｍ｡,Ｓ､，.Ｓ・Bosanquet＆Ｍ・

Llawley(2010).MossesandLiverwortsofBril・

ainandlreland:afieldguide,英国蘇苔類学会が

出版したフィールドガイド．美麗な写真が各諏ご

とに掲戦されている．全く同じ内容のものを学会

サイト上でみることができるが，８４８頁もある大

部な本なので，印刷されたものをぜひ手に入れて

おきたい．

(8)PorleyR.＆HodgcllsN.（2005).MoSSes＆

Livcrworls･HaperCoIlinsPublisheres,London・

一般家庭で読まれることを前提に醤かれたコケ類

の紹介本．イギリスに典型的な様々な地形や生活

環境で見られるコケ瀬を，美腿な写真とともに紹

介している．

14.1.3学名目録あるいは標本目録など

(1)lwatsuki，Ｚ（2004)．Newcatalogofthe

mosscsofJapan‘J,HattoriBot・Lab､９６:1-182．

（日本産邸類目録)．１９９１年に出版されたものの

改訂版にあたる．日本から記録されたすべての蘇

類の学名をアルファベット順に並べ，それぞれの

出典を挙げ，異名となるものはその帰属を示して

いる，それぞれの甑の学名がいつ，どこで発表さ

れたのか，現在用いられていない学名は何の異名

なのかがわかるたいへん便利な文献であり，ある

程度，日本産醇類の研究を行った者には必要とな

る．別刷りを製本したものが服部植物研究所から

職人可能．

(2)Yamada,Ｋ､＆ZIwatsuki(2006).Catalogof

thehepaticsofJapan.』・HattoriBot･Lab・’－

１０６.（日本産苔類目録)．上記の目録の苔類版．苔

類の分類を目指す者には必榔の文献．藤類と同

嫌，別刷りを製本したものが服部植物研究所から

聯入可能

(3)児玉猫(1971).『近畿地方の苔類第１部

概説，コマチゴケ目，ウロコゴケ目(1)』．大阪市

立自然史博物館収蔵資料目録第３集．

(4)児玉務(1972).『近畿地方の苔類第２部

ウロコゴケ目(2)，フタマタゴケ目、ゼニゴケ目，

錦地地方での苔類の分布』．大阪市立自然史博物

館収蔵資料目録第４架．ただの標本リストでは

なく，随所に掲載された詳細な解剖図は同定に際

して非常に有用である．近畿地方の苔類を知る上

では必挑の資料である．同じシリーズには木村全

邦・佐久Ⅲ大輔(2008)『大阪府の蕊頚一中島徳一

郎蘇類コレクションー』があるが，こちらは標本

のリストだけから成り立っている．

(5)環境省自然保護局野生生物課(編）（2000).『改

訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物一レッド

データブックー植物Ⅲ（維評束植物以外)』．自然

環境研究センター，東京．２００７年に新しいレッ

ドリストが公開され，また２０１１年現在もリスト

の改訂作業が続行中であり．近い将来にその結果

が公表される予定．

２０１１年５月現在，各県版レッドデータブック

のうち，以下の県のものではコケ類が扱われてい
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る．青森県，宮城県，佃胤県，栃木県，長野県，

千葉県，埼玉県，東京祁．神奈川県，愛知県，三

重県，京都府，兵庫県，岡山県，広島県，山口県，

島根県，大分県，宮崎県．愛媛県，沖縄県．それ

ぞれの樋のリストは各県のＨＰなどで一般に公開

されている．

14.1.4分子系統関係などの鎧文集

詳細については本書の別項に護るとして．ここには

基本的な論文典のみをとりあげる．

（１）Newton,Ａ,Ｅ､＆ＲＳ･Tangncy(2007).Pleu・

rocarpousmosses;systematicandevolution・

ＣＲＣPress,BocaRaton‘２００４年に開催された側

旬性蘇類の系統に関するシンポジウムに基づく，

全部で１９章からなる論文集．

（２）Ｇｏ而net,Ｂ､.Ｖ・HoIlowelI＆Ｒ・Magill(eds.）

（2003)．Molecularsystematicsofbryophylcs・

MonographsinSystematicBotanyfromlhe

MissouriBotanicalGarden,vol､98.2003年に

開催されたコケ類の分子系統シンポジウムに基づ

く．全部で２１章からなる論文染．系統解析と分

子植物地理学の論文が戦っている．ただしこの分

野は進歩のスピードが普しいので，１０年前の論

文集が現在でもなお璽要な意義を持っているかに

ついては判断が難しい．２０１０年には，Phyto，

taxａ誌上(9:1-278)にコケ類系統関係の論文が

特架として掲戦されている．

（３）Ｇｏ価net,Ｂ､＆ＡＪ,Ｓｈａｗ(2009).Bryophyte

biology,２ndedCambridgeUniversityPress，

Cambridge,2000年に出版された第１版の改訂

版で．同じように梯々 な分野を扱った総説的舗文
が掲赦されている．第１版と比べてみると,この

１０年での各分野の進捗を知ることができるだろ

う．特に，蘇類，苔類，ツノゴケ類それぞれの分
類体系を扱った最初の３章は，必読である．

１４．１．５ミズゴケ属の分類・生態関係の文献

コケ頚の中でミズゴケ属は．一般によく知られてい

るだけでなく生態的研究も盛んに行われており，また

環境アセスメント関係からの需要も多い．そのためミ

ズゴケ関係の香箭が数多く出版されている．

（１）松田行雄(1974).長野県産ミズゴケ頬(Sphag・
nales)の分布ならびに分類Ⅱ、長野県植物研究
会雑誌７:１６－４２．

(2)滝出灘穣(1999)．北海道におけるミズゴケの

分布及びその変異について．Miyabea4:1-84.

(3)Ｃｒｕｍ，Ｈ、（1984)．Sphagnopsida，Sphagna・

ceaeNorthAmericanfloraser.Ⅱ,ｐａｒｔ１１.The

NewYorkBotanicalGarden．

(4)Ｃｒｕｍ，Ｈ､（1992).Afocusonpeatlandsand

pcatmosses‘'1､heUnivcrsityoIMichigan．

(5)Eddy,Ａ・(】977).SphagnalesoflropicalAsia・

Ｂｕｌｌ・Ｂｒit.Ｍus・Bot,５:359-446.

(6)Hingley，Ｍ、（1993)．Microscopiclifein

SPﾉ､g”腕．Naturalists，Handbook20・Thc

RichmondPublishingCo･Ltd．

(7)Daniel,ＲＥ.＆Ａ・Ｅｄｄｙ（1990).Handbooko『

EuropeanSphagna・HMSOPublishingCentre．

(8)McQueen，ＣＢ.（1990).Fieldguidetothe

pcatmossesofborealNorthAmerica,ＴｈｅＵｎｉ・

vcrsityPressofNewEngIand，Hanoverand

London．

(9)Rydin,Ｈ､＆Ｊ・Jeglum(2006).Thebiologyof

pcatlands･OxfordUniversityPress．

(１０）Tuba､Ｚ.,Ｎ､ＧＳｌａｃｋ＆Ｌ,Ｒ‘Starｋ(2011)．

Bryophyteecologyandclimatcchange･Ｃａｍ・

bridgeUniversityPress､１４－１６章がミズゴケに

関する論文となっている.その他にも，砂漠や高

地，極地のコケ類あるいは気候変動のモニターと

しての役割など，様々な生態的側面が論じられて
いる．

14.1.6採築や園芸（ムック本を含む）

(1)ＮＨＫ出版(編）（2010)．『苔玉と苔小さな緑

の栽培テクニック』.別冊趣味の園芸．日本放送川

版会．苔玉関係の雑誌形態の本は．これ以外にも
数多く出版されている．

(2)井上浩(1980)．『コケ園芸のすべて－鉢植え

から盆景・コケ庭まで』．日東書院本社．

(3)大石鉄郎(1981)．『コケづくり苔盤景から苔

庭まで』．園芸ハンドブック４０.ひかりのくに．す

でに絶版となって久しいが，これ－冊あればすべ

てがわかる良鶴

(4)山田耕作(1983)．『コケ類の採集と研究』．グ

リーンブックス104.ニュー・サイエンス社．

(5)パラダイス山元(2002)．『ザ・マン盆殺』．文春

文IiKPlus・文蕊＃秋．

(6)Schenk,Ｇ・（1997).Mossgardening:includ。
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ingIichens,Iiverworts,andolherminiatures，

TimberPress．

１４．１．７用語集

(1)Malcom,Ｂ・＆Ｎ,MaIcom(2006).Mossesand

otherbryophytes:AniIlustratedglossary,２nd

cdMicro､oplicsPress･コケ頚の記戦で用いられ

る形態学に関する用語をカラー写真を使って解説

した用語集．顕微鏡写真が多用されるが，焦点を

ずらして撮影した複数の画像を画像編粟ソフトを

使って合成している．上下すべてにピントの合っ

た写真は独特の雰囲気でそれだけでも見応えがあ

る．2000年に出版された初版はすぐに売り切れ

絶版となった．興味ある人は．早めに手に入れる

方が良いかもしれない．

(2)ＧlossariumPolyglottumBryologiac・Ａｍｕｌ・

lilingualgIossaryforbryoIogy（1990).Ｅｄｉｔｅｄ

ｂｙＲ.E､Magill､MissouriBotanicalGarden・多言

語間での用語の対応をまとめたもの．内容のすべ

ては，ミズーリ植物園のサイトで利用できる．

(3)文部省(1990)．学術用語典植物編増補版．

丸普株式会社．ローマ字→日本語一英語，英語→

日本語→ローマ字の両方で引ける学術用譜集．形

態学関係の用語も豊富に掲戯されている．すでに

絶版になっているが,「オンライン学術用語集」を

使えば検索窓から簡単に利用することができる．

http://scitcrm・nii,acjp/cgi.bin/reference・cgi

１４．１．８一般書

一時絶版ばかりだった苔の入門書が，ここ１０年で

急に増えてきたのは喜ばしいことだ．以下に主だった

書輔を年代順に挙げる．

（１）井上油(1969)．『こけ一その特徴と見分け

方』（くらしの図書館シリーズ)．北隆館．

（２）井上浩(1978).『コケ甑の世界』．出光科学草

杏１６．出光僻店．

（３）井上浩(1975).『コケに魅せられて｣．自然史

科学への道．玉川選脊１５．玉川大学出版部．

（４）秋山弘之他(2002)．『コケの手帖』．研成社．

（５）秋山弘之(2004)．『苔の話』．中公新評1769．

中央公論新社．

（６）井上論(2006)．『コケ緬一研究と採巣・培

廻（世刻版)．加島沓店．

（７）Ill中美穂(2007).「苔とあるく』.ＷＡＶＥ出版．

(8)盛口満(2008)，『コケの雌｣．どうぶつ社．

(9)藤井久子(2011)．『コケはともだち｣．リトルモ

ア．

14.2コケ類関係の臆文や紀事が掲戦される雑鮭

コケ類に限ったことではないが，何かについて研究

しようとする時，まずやらねばならないことは，その

ことについてどんな研究がなされていて，何がどこま

でわかっているのかを知ることである．研究結果の多

くは学術雑誌に研究論文として発表されるので．関係

した分野の論文がよく掲峨される雑誌とそれらの雑誌

の特徴について知っておくことは，研究に必要な悩報

を逃すことなく入手する上で非常に大切なことであ

る．

岐近は，それぞれの分野の研究状況を総説的にまと

めた単行本がよいタイミングで出版され，またコン

ピューターで検索できる各如の文献データベースも比

較的簡単に利用できるようになり，それらから直接，

必要な文献の情報を効率よく，容易に人手することが

できるようになった．そのため，研究を進めていく過

程で何か参考になる論文はないか，何か見落としてい

る論文はないか．などということを時間をかけで･々

学術雑誌に当たりながら探していくという非能率な作

業をすることがだんだん少なくなってきている．

しかし．そのような便利で充実した文献検索手段が

確備されてきたからといって，学術雑誌に丁寧に日を

通して文献をチェックするという面倒なことをやる必

要がなくなったわけではない．雑誌に目と通すという

ことは，単に自分の研究に直接関係した論文を探しだ

して読むということだけではなく，広く関係分野の研

究の動向を察知して，自分の研究の幅を広げるために

役立てるという重要な意味をもっているからである．

文献について必要な冊報を容易に人手する手段が発

述した今日でも，例えば週１回とか月１回とか日を決

めて，その日は実験とか標本の同定とかの作業を止め

て雑誌に目を通すことに専念し，興味を持った論文や

後で役に立ちそうな論文について自分用のデータベー

スを作るというくらいの余裕をもちたいものである．

それは，決して研究のための時間の無駄遺いではな

く，むしろ研究の幅を広げ，独創的な発想を得るため

の重要な研究活動の一部と考えるべきである．

コケ類に関係した論文は様々な雑誌に掲赦されてい

る．特に，眼近は新しい研究分野の台頭やこれまでに

なかったような形での研究分野の辿拠が進み，コケ類
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に関係した倫文が発表される雑誌も多様化してきてい

る．そのため，コケ類に関する重要な論文が，コケ賊

の専門雑誌やコケ類の論文がよく掲載される雑誌以外

の特殊な専門分野の雑誌に掲戦されることも多くなっ

てきた．それらの雑誌すべてに丁寧に目配りすること

はとてもできることではないが．コケ類の専門雑誌の

いくつかに注意深く目を通しておけば，そのような萌

要論文についての惜報をキャッチすることができ，コ

ケ類の研究動向についても把握できるものである．こ

こでは．コケ類の専門雑誌とコケ類の論文がよく掲職

される雑誌の代表的なものについて紹介する．コケ類

の論文が多く掲戦されるというわけではないが，これ

までコケ類についての多くの繭要な論文が褐戦され，

コケ類以外の論文でもコケ類の研究者が読んで参考に

なるものが多く掲赦されている雑誌も一部取り上げ

た．

ここで紹介する雑誌を身近で閲覧できるような状況

にない人は，自分の研究と賎も関係が深い雑誌のいく

つかを定期購読することによって，その分野の研究動

向を把握することが必要である．また，そのような雑

誌の多くが所蔵されている大学や研究機関に所属する

人でも，コケ類の専門雑維のいくつかを自分自身で定

期附読することをお勧めする．それによって，コケ類

の研究に積極的に関わっていくのだという自覚が生ま

れ．学会や雑誌との関係をより身近に感じるようにな

ると思うからである．

14.2.1国内の学会や研究機関から発行されている

雑誌

14.2.1.1現在も発行されている雑誌

(1)蘇苔類研究(英名「BryologicalResearch｣：|日

名「日本蘇苔類学会会報｣)．日本蘇苔類学会が年

３回発行する雑誌．９巻までの全目次を学会

ＷＥＢサイトで閲覧可能（14.3.2のリンク先参

照)．本誌は１９７２年に日本蘇苔類学会が設立さ

れたのと同時に創刊された日本藤苔類学会会報

（第６巻１２号まで）の継続誌で，１９９７年（７巻1

号）から誌名とスタイルを現在のように変更した

ものである．２０１１年５月現在１０巻４号まで発

行されている．日本蘇苔類学会に入会することで

購読することができる．

(2)ActaPhytolaxonomicaetGeobotaniＣａ

（APGIH名「植物分顛・地理｣）

日本植物分類学会が年３回発行する雑誌．本文は

英文のみ．最新号を含めて全文がダウンロード可

能（12.3.2のリンク先参照)‘旧名時代は京都大学

関係者による多くの論文が褐戦されていたが，現

在掲戦されるコケ類関係の論文は少ない．５０巻

までの目次・総索引が学会サイトからダウンロー

ド可能なので，コケ瀬関係の論文を探してみるの

も而白い、

(3)ＨＩＫＯＢＩＡ

広島大学に事務局を置くヒコビア会が編集母体と

なって，年１回のペースで1950年の創刊以来現

在までに１５巻４号が発行されている．かつては

広島大学関係者によるコケ類研究の成果を発表す

る場といった色彩が強かったが，岐近は関係者以

外の研究者や国外からの投稿も増えてきている．

(4)自然環境科学研究（旧名「平岡環境科学研究所

報告｣）

公益財団法人平岡環境科学研究所から年１回発

行されている研究雑誌．植物に限らず動物や地質

などを含む自然環境一般についての研究論文，調

査報告などが掲戦されている．質料の項に時折掲

戦される日本産のコケ類を対蒙とした解説記蛎

は，盟寓な図とあいまってi1tmな資料となってい

る（湯沢陽一：日本のヤスデゴケ屈1,11．安藤久

次：日本のハイゴケ属1,11,111出耕作：日本のケ

ピラゴケ属．磯野寿美子：神奈川県で見られるク

サリゴケ図説1.2など)．２０巻までは目次と論文

タイトル，２１巻以降は本文全文を，研究所の

ＷＥＢサイトからダウンロードできる．

(5)分類

日本植物分類学会が年２回発行する和文学術雑

誌．総説や和文論文，あるいはＡＰＧに掲赦され

た論文の和文要旨が掲戦される，股新号を含めて

全文がダウンロード可能（下記のリンク先参照)．

時折コケ類関係の解説記蛎が戦ることがある．

(6)Hattoriａ

服部植物研究所報告の後を継ぐように．２０１０年

に創刊された雑誌．現在２りまで発行されてい

る．雑誌タイトルは．服部植物研究所を創投され

た服部新佐博士を記念して命名されている．

(7)しだとこけ

シダ談話会関西支部しだとこけの会が発行する会

報．1953年の創刊以来現在までに１６巻４号

（2009年）が発行されている．近年は発行の間隔

も空いて不定期となっている．人手については，
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ルI蛎局にlfi接連絡をとる．

(8)植物研究雑誌

株式会社ツムラが発行する学術誌．年６回発行さ

れる．昭和の時代には．コケ類関係のたくさんの

論文が褐戦されていたが，現在は少なくなってい

る．

14.2.1.２すでに休刊した国内発行の重要な雑濫

（１）蘇苔地衣雑報１巻１号(1955)～９巻９号

（1983)．入手は困難であるが，時折古書店のカタ

ログに出ることもある．特に初心者にとって役に

立つ紀耶や論文が多数褐戦されていたので，なん

としても手に入れておきたい．

(2)服部植物研究所報告(JournaloftheHattori

BotanicalLaboratory）第１号(1947)～１００号

（2006)．宮崎県日南市にある財団法人服部植物研

究所から発行されていたコケ賊と地衣類の専門

誌大部のモノグラフなど亜要な論文が多数掲戦

されている．特に苔類では，日本産の種を同定す

る際に必読となる文献が多い．２０１１年現在も

バックナンバーを直接職人可能．５０巻までのイ

ンデックスが別巻として発行されている．

(3)プランタ（2006年１０８号までで休刊）

別項でもふれたように，この雑誌で連載された

『コケの生物学』(北川1989-1995）は必読文献で

あるが，それ以外にもコケ頚関係の解説記事が時

折褐戦されていた．

14.2.2国外で発行されている雑鯵

14.2.2.1コケ類関係の鎗文が頻繁に掲載される主

な学術雑鮭．

各維維の詳細や脳読方法については，それぞれの学

会公式サイトを参照．出版社系の雑紘の場合，無料の

コンテンツ配信サービスに加入しておくと，最新号の

掲救論文を把握しやすくなる．参考のために，括弧内

に２０１１年５月時点における各雑誌のimpactfactor

(IF)を示した．

ActaBotanicaFennica（対象外）

AmericanJoumalofBotany(2.684）

AImalsBotaniciFennici(0.784）

BotanicalJoumalofLinneanSociety(0.984）

Bryologist(0.842）

Chenia（対欺外）

Cryptogami,Bryolgie（対象外）

Evolution(5.429）

JoumalofBryology(0.576）

Lindbergia（対象外）近年はかなり不定期的にしか

出版されていない．

MolecularPhylogeneticsandEvolution(3.556）

NewPhytologist（6.033近年はコケ瓶関係の論文

はほとんど戦らない）

NovaHedwigia(0.252）

Novon(0.252）

Phytotaxa(対象外)特に第２０号は必読(すべての

論文はオープンアクセス）

P1antSystematicsandEvolution（1.41）

SystematicBotany（1.697）

TropicalBryology（対象外）

Taxon(2.75）

厳僻には雑誌とは言えないが．以下のシリーズにも

重要な論文がラインアップされているので，どのよう

な内容の巻があるか調べておくのが良い．

（１）BryophytorumBibliotheca.Ｊ､Cramer.特に

Ｂａｎｄ３０として発行されたCompcndiumof

BryoIogy(1985)は．世界中のコケ頚標本hIiの案

内ならびに当時の研究者名一覧が褐戦されていて

非常に便利．

（２）AdvancesinBryology;apublicationofthe

lntemationalAssociationofBryologists．』・

Cramer、これまでに以下のような６巻が発行さ

れている［vol.Ｉ（1981）とvol､２（1984）は論文

巣；vol、３，Bryophyteultrastructure（1988)；

vol、４，Bryophytesystematics（1991)；vol、５，

BiologyofSP加師脚加(1993);vol､６.Population

studies(1997)]･

その他，コケ噸関辿の論文が掲戦される雑誌に

ついては，以下のリンク集に詳しい．http://rbg・

web2.1･bge・or9.uk/bbs/Portal/joumals､htm

14.2.2.2学会が出している蹟文畦以外の雑畦ある

いは会報

(1)BryologicalTimes（ＩＡＢ国際鮮苔類学会年

４回発行）国際蘇苔類学会会員間の仙報交換の

ために発行されている刊行物．世界各地のコケ類

についての他しや研究状況の報告，学位倫文の紹

介など多彩な妃躯が掲戦される．日本での人会・

職読についての連絡先は次の通り：〒739-8526
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東広島市鏡山l-3-l広島大学大学院理学研究科

生物科学専攻山口富美夫宛．

(2)FieldBryology（英国蘇苔類学会発行年３

回発行).最近誌而の構成が刷新され,読みごたえ

のある記事と美腿な写真がたくさん掲栽されるよ

うになった．

(3)Evansia（米国蘇苔類学会発行年４回発行）

学会庶務関係の記事や北米内の新分布情報など，

会報的な性格付けをされた雑誌．購読するには学

術雑誌Bryologistとは別に会腎が必要．

１４．３必要な文献を碗実に見つけ出す方法

14.3.1インターネット検索ポータルサイト

（１）GoogleScholarの積極的活用

検索結果を学術関係に絞って表示してくれる検索

サイト．ここを起点にして学術摘文の検索をかけ

ることが多い．かなりの論文は，大学のサイトな

どでレボジトリーとして登録されており，自由に

ＰＤＦファイルをダウンロードできる．

（２）GoogIeBookSear℃ｈ

場合によっては叩行本の内容を隙くほど群細に見

ることができる．ただしプリントアウトすること

はできない．

（３）型す国今図瞥館

国会図書館に納められているすべての図雷を検索
することができる．

デジタルァーカイブポータル

http://porta.n.1.go・jp／

図書検索

http://opac.n.１.go・jp/index・ｈｔｍｌ

各人がそれぞれに持つ文献(叩行本，維誌，別刷り．
識油典など）を自分でスキャンしてＰＤＦファイルと

して保管・利用することも最近の傾向である．耕作柵

の問題もあるが，このような資産をうまく皆で利用で
きる手法も，今後知恵を絞って構築されるべきことだ

ろう．

参考文献として論文中に引用した鳩合に必要となる

作業が，叩行本や雑誌の啓誌悩報収巣である．以前は
古書店のカタログを参照するなど．調べるのがかなり

面倒であったが，現在ではインターネット上で検索す

るだけで鯛くることができる．また，学名，著者名と

発行年が分かっている文献については，下に紹介して

いるミズーリ植物園のサイトがとても役に立つ．

14.3.2日本館のＷＥＢサイト

（１）日本蘇苔頚学会

学会ＨＰhttp://bryosoCorg/index／

鮮苔類研究総目次

http://bryosoc・org/index/kaishi､ｈｔｍｌ

(2)日本植物分瀬学会

ActaPhylolaxonomicactGcobotaniＣａ

総目次http://wwwＳＯＣ.､ii､ac.』p/jsps/ＡＰG／
ＡＰＧｉｎｄｅｘｌ-50.ht、

本文http://ci.､ii･acjp/vol-issue/nels／

AAll586265-ja・ｈｔｍｌ

分顛

本文http://ci.､iLaC･jp/vol-issue/nels／
AA11585830-ja・ｈｔｍｌ

(3)服部植物研究所

http://hattori､bot･lahcom/index･』,ｈｔｍｌ

「日本産雌類のチェックリスト（1997年１月

版)｣．「日本産苔類のチェックリスト（1994年)」

などを利用できるが，最新版ではない．所属タイ

プ標本のリストなども閲覧できる．研究所が出版

したilji行本．雑維もここから注文が可能．

(4)広島大学デジタル自然史博物館

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ・digital､muscum・himshima.u､ａｃ

ｊｐ/~museum／

コケ類に関する数多くの費料が整っており，そ

れらは労作ともいうべき質侃を誇っている．とり

わけ，同定のために役立つ文献を各分顛群ごとに

まとめている以下のディレクトリは頬例がない：

植物＞コケ(鮮苔類)＞広胤大学のコケ関係デー

タベース＞コケについての文献＞基礎となる鵠文
顛．

(5)国立科挙仰物館植物研究部

コケ麺http://rcsearch,kahaku,go・jp/bolany／
koke/kokeOO・htm

(6)公益財団法人平岡環境科学研究所

研究所ＨＰhttp://hiraokaken・orjp／

14.3.3国外のＷＥＢサイト

同外の学会サイトはリンク巣が充実しているので，

それを利用して自分のリンク集に加えるのに便利であ
る．

（１）米国畔苔斌学会リンク巣

http://192.104.39.110/resources､ｈｔｍｌ

（２）英国蘇苔類学会リンク巣
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