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野外観察ハンドブックシリーズは「校庭の維判に始まり、現在植物関係が.蝿類、動物|M1係

が3iII煎刊行されている。身近なﾉkき物を肌察し、それを）&盤にしてＦ１然のしくみを珂解する

ことをねらいとしたｲ§シリーズ(よ、JjA代のｊ‘!§水似1,11.として広く愛け入れられている。ここでい

う枕腿とはう‘:良ンスにINIまれた'洲鋤jUl1』に限定されず、ltj擁』Ｗ:1りlの肋であれば、どこもjj;､侭

の佼庭となる。

コケについては「折･校庭の雑卿で少数の例に触れているが、観察のためには-1-分とはいえ

なかった。水,I卜はそれをより腹く深く取り上げたコケ観察のｲﾐ惜的な入'''1,11.である‘

コケとはどんなﾉk物だろうか‘わかっていゐようでなかなかむずかしいコケとf'iのつくも

の〈よいろいろあI)、なかには「コケでないコケ」もあるｃ水１１}でいうコケはセンタイ類と地火

(ちい)敵であるでは、センタイ航や地衣類とはどんな生物だろうかごそれをjqIろうとすると、

これまで普及ルが少なく、とくに地衣類では+¥雌といってもよかった。そのせいもあってか、

ﾙﾋ近、小''1学校の牧｛1.,1ドからコケがii'jえてしま学』た。ひと11に触れることが少ない小さなﾉｌｉ物

が学びの対象からはずされるのは、仏たちＭ光什の畑冊も大きい。

センタイ斌や地火疏は、いうまでもなくﾉ|；態糸の-11であI)、１１を向ければ身近にたくさん

ﾉl流していることがわかる‐このような「知られざるコケのll堺」に踏み込むための案内役と

して、ぜひ本､I}をｉｌＷＨしていただきたい。

’'水にはセンタイ瓶は約2,()()()Niが知られ、地衣卿は約2.00()伽が分Ｉjしている。これらコケ

の′|§ff場所はまさに多撤であり、商山から海ﾊﾄの掛上、細『や脳ｲiの_k，コンクリートの上、

M1水の林や熊の上、地１m，畑、水川などあらゆあところに及ぶ。もちろん、佼腿にもいろいろ

なコケが兄られ為が、学校のおかれた堀境によってｲ'脚や''1はずいぶん述う･蹴境に敏感なコ

ケは、指標生物としても亜笈なﾉ睦物になっている。

帆へiYに際しセンタイ頬はおもに11『水が、地火斌はおもに卿11が分担し、/k態についての部分

と令休のまとめを11'Ｈが111,1iした。３人とも11叫地や''１然休験、またコケとの川食いはそれぞ

れＮな為ものの、‘j､ＩｌＩｌこうしてﾉJを合わせて水,１１を川版できゐのは、多く(ﾉ)ﾉﾉ々 のおﾉJ添えが

あったからである哩とくにコケを皿じて3人をめぐI)合わせていただいたｊ|:l:iili先堆、３人が油

動できる博物館をつくってくださった沼田填光ﾉﾋ、両先生ともに故人になられたが、コケの分

斌やﾉk態、またⅢ物館の活動など多くのことをご指導くださったコ

イミ,I|Ⅱ１版に､'1た診,てはｌＷｉ・催l進の雑iYflなどの沸併であゐＹ糊微光′kには企II1Iiの段1%ｆから

州『:|収躯、校閲にいたるまで、紗ﾉものご卿#をいただいた、また、イミIIlの細りLに際しては全'1‘｜

拠付救育協会のﾉj々 、とくに広IIIIlI1じ社長およびﾉf村朕司氏にたいへんお世,満になった。併撒

にＩｌｊｆくお礼を''1し上げます。
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典生醐と挑生雑の’1J察１５１地衣成分の紬,Wiu察１５７
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植生･Iifd)'1111,〔分布とコケ１７２水､F分ｲｉｉＩ７.Ｉ特殊環塊

[付録］センタイ頬を顕微鏡で同定するときの特徴

参劉､岬１１８３紫ﾘＩＩＳ.Ｉ

1７２

蘇苔類(コケ仙物】

地衣類

コケの分ｲＷ

コケの標本を作る

センタイ噸ﾘ)l'郷と慨水'1.製１６３地火軌の係１Kと標ｲ＆作Ⅷ
１６７械水の慨¥１７０標本1,,1班を1WiむにＭＬｌ７０

コケでないコケ

１６０

１６:！

齢校でコケを1,,1.つけ為

学校での観察帆

コケを探す

路地で採寸２．１１１ｔ上で操す

を調べる2SI:のkを探す

乾いたときと湿ったとき３２

鵬コケを調べ患

２６ィiの1..を,洲べぉ２７水のli1i,

３０ ルー ペや 虫眼 鏡を 仙ぅ ３２

二校庭のコケ190棚 3３

１５‘。

センタイ瑚の川,柵慨３１地衣賊の川棚V蝋３(ｉ

センタイ航 3７

１．１５

センタイ畑のかたち３７センタイⅢ')ﾉI祇史‘１２センタィＸｌ

の仲|M1分けＩ６

セン鋪76柵
タイ類.12伽

肥

7,1

90

92

センタイ斌の顕微鏡観察

道具１４５押鯉した群落をそのまま岨寮する１.ｌ６セン類の形
態を跳溌すあＩｌ７タイ類の形態を飢齢ｲ・為１１９ツノゴヶjII

の形鯉をiUl齢‘).あＩ５０ｍＩＩさのあるものを肌粥-).ゐ１５０・セン
タイ航を仙ぅとlWIlll・に仙察できることｌ５０

地衣蝋の凱微鏡肌寮

1７５

１７８

ツノゴケ剛仰Ｉ

地衣斌一

郊外の学快とlWMIliの学佼を比べる１３２１:に'1．えるコケを,側べ

ろ１３３Ｖ;やコンクリー１．にﾉkえるコケを洲べろ１３７樹幹に
生えるコケを‘W1ぺあ１:僻

一
一
一
一
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コケのﾉ|輔,１１を,洲べ為

地衣剛のかたち腿地衣軌の生栃史蝿地火剛の仲間分け蝿

地衣jMi67IlIi ＩＯＵ

1３１

１３２



●分瓶別樋籍・随

セン知

スギゴケ科

コスギゴヶ……………………･･･－１８

カギパニワスギゴケ<別抑･･･…将

ヒメスギゴヶ………････．｡……….l(）

ハミズゴケ…………‘……･･･‘‘…１９

ウマスギゴヶ…･････…．.….．……11ｌ

ナミガタタチゴケ……･''…･･･….１９

タチゴケ〔別名）･･･……･･‘………１９

ホウオウゴケ科

コホゥオウゴケ…………………５０

キャラボクゴヶ…………..'……鋤

１，．U･カホＩｿ:1‘ウゴケ…‘…･･･…･‘鋤

チヤポホ'ﾝ２１．ウゴケ…．｡…･'…･･帥

キンシゴケ科

ヤノゥェノァカゴヶ…･･･………５１

べニエキンシゴケ…….．…･……５１

キンシゴケ…..…･………･…..…５１

シッポゴケ科

ユミダイゴケ・････････…'･････'･…･鑓

ススキゴヶ……………‘････，'･･…認

ナガスジススキゴヶ･･…･………認

フデゴケ………………………'･･詔

ヤマトブデゴケ…･････…･………識

チヂミパニノブゴケ…….…．.……郷

シシゴケ…‘････…･…….…･････…５１

シラガゴケ科

ホソパ等i･キナゴヶ…．．…･………５１

センボンゴケ科

ネジクチゴヶ……………･････････痴

卜'ン罰'シネジクチゴケ･…･…･…弱

シ･トノ'ｼ､Ｅノコゴケ…'････‘……浦

ツチノ'ツエノタマゴケ……‘，｡…調

ハマキゴケ…………･･…･…･…･･調

カタハマキゴケ･･･……･…．．……甜

チュウゴクネジクチゴケ…･･･…郭

へラハネジレゴケ．.…･…………訂

訓曜･ネジレゴケ……..…'……訂

ゾ･ガパヒ劃『シクンゴヶ．.…･……所

キポｳｼゴｹ科

エゾスナゴケ……………………5s

ケギポbンシゴヶ…････..…………課

チヂレゴケ……･…････…･･･.……課

イシノ'ツエノヒダゴケ・・…･…････評

ヒナノハイゴケ科

サベゴケ・････････…････…．.…･‘.…鋤

ヒヅ･ノハイゴケ…..…'…･……･･鋤

クナベニゴケI別名）・…．.…,.…鋤

ヒョウタンゴケ科

ヒーI'シタンゴケ…………｡.…････6０

７．.ビゴケ……………･･･……･･･…(〕０

上1Ｊクチゴケ………･･･………･･･側

ハリカネゴケ科

ギンゴヶ・･･･.．……………･……’‘６１

ホソ,ンリゴケ…････…････．.…..･･･６１

ヒメギンゴケモドキ………･･･…６１

ハリガネゴケ…………………･･･腿

ケヘチマゴケ……………………他

ホソエヘチマゴケ…．．‘…･･…'･･･腿

ﾁｮｳﾁﾝ司ｹ科

コッポゴヶ………………．.････…側

ツルチョ0ソチンゴヶ･･･………･･･侭

コパノチョウチンゴケ……･･･…侭

タマゴケ科

・1.1.1｝'フゴヶ..‘………………･'６１

ヒジキゴケ科

ヒジキゴケ…･･･……･･･…………６１

タチヒダゴケ科

タチヒダゴケ……………･…･…５５

コダマゴヶ<別名）……･･･…….．『侭

ミノゴケ……………･……･‘,…･‘編

へ，マ1,ミノゴケ(別fi）…･････…･㈱

コゴメゴケ科

コゴメゴケ・……･…････……･･･…傭

ヒケゴケ科

エダウロコゴケモドキ…………飼

ウスグロゴケ科

？ｌ･カムヅゴケ………･･･…････''…防

水､ﾉｵ･カノ､ラゴゲ……･…..……(ﾇｉ

シノブゴケ科

コバノィＩ､ゴヶ･･･………………６６

ラセンゴグ……………………･･０６６

ノミハニ『フゴケ…･･･……･･･，…･･(汀

コメバキズゴケ…････‘，……‘'…･(Ｗ

７．ソシノブゴケ……･･,'･･･････'･･･(汀

１，ﾍ'マシノプゴケ〈別仏）…･･･…傭

アオギヌゴケ科

ナガヒッジゴケ………..････…･･･僻

ハネヒツジゴケ…．．………･…･･･礎

アォギスゴヶ・･･･････..‘.……‘･‘…6Ｆ

ツクシナ･ギゴケ……………，,.…僻

コカヘ・ゴケ………･･･…･…･･…･･側

７.オハィゴケ…･･……････････..…側

ツヤゴケ科

ヒロハツヤゴケ･･･……･･…････…7Ｕ

ヒロツヤゴケ(別名）…………･･刊

ナガハシゴケ科

カガミゴケ・…･･･……･…..．…･…7【）

コモチイ１.ゴケ.．…･……...……７１

ヅーガハシゴヶ・・…････…….．‘……7１

．とイナンナガハシゴケ・･･･‘･…･･･７１

ﾊｨゴｹ科

ハイゴケ…………………………羽

７．カイチイゴヶ…………････.．…掴

キヘ･ラハゴケ・…･…'……，..……浦

ミズゴケ科

Ｉ洲･ミズゴケ……………｡,｡…･''7『Ｉ

タイ斌

ツキヌキゴケ科

チャボホラゴケモドキ……･･･…別

ヤバネゴケ科

予I･タルャパネゴヶ………'････…･７１

コヤバネゴケ科

コヤパネゴケ……………･･…････抑

ツボミゴケ科

アカウロコゴケ……･･･…･･･……両

ｼｸｼｯボﾐプヶ･…･…,………/;》

ウロコゴケ科

ヒメＩ･サカゴケ……･……･････…７６

ツクシ,ンロコゴケ………･‘…････７６

ウロコゴケ…･･･…………………花

ケビラゴケ科

クビレケビラゴケ・…･････…｡｡,…７７

ヘ'マトケピラゴケ………',･･･…･７７

クラマゴケモトキ科

チヂミカ･I，ゴヶ…………………７７

ヤスデコケ科

カラヤスデゴヶ･･･…･･･…………霜

ヒメアカヤスデゴケ………･･･…耐

ミドリヤスデゴケ.，'････…‘･…･･･７８

シグレヤスデゴケ・・……｡｡…･････浦

クサリゴケ科

ヤマトコミミゴケ……………･･･刃

コクサリゴケ・･･･．.………………刃

ヤマI､ヨウジョウゴヶ･･･………副

ヒメミノリゴケ．｡………･'････････制

ブルノゴゴケ・……･………･…･･･制



ウロコゼニゴケ科

ウロコゼニゴケ…………………８１

フタマタゴケ科

ヤマトフタマタゴケ……………８１

コモチフタマタゴケ・････････……８１

ミズゼニゴケ科

ホソパミズゼニゴケ..…･………鯉

ウスバゼニゴケ科

ウスパゼニゴケ………………･･侭』

ウスバゴケ(別名）･･･…･･･……･･錘

アズマゼニゴケ科

ケゼニゴヶ……･････…………･･･儲

ヤワラゼニゴケ科

ヤワラゼニゴケ……………･････細

ゼニゴケ科

ゼニゴケ…･･･……………･･･……制

フタバネゼニゴヶ…･･･…･･……･鰯

トサノゼニゴケ………･･･……･･缶

ヒトデゼニゴケ…･･･……………編

ジャゴケ科

ジャゴケ…･･･……･･･…………･･櫛

ヒメジヤゴケ…………･…･…･…卿

ジンガサゴケ科

ジンガサゴケ……………………師

ミカヅキゼニゴケ科

ミカヅキゼニゴケ･･･…………･･･８７

ウキゴケ科

ハタケゴケ･･･…………………･･樹

ミドリハタケゴケ…………..････錦

ミヤケハタケゴケ・…･･･…。｡……銘

カンハタケゴヶ…･･･……･･･……齢

ウキゴケ…………･･･……………糊

コハタケゴケ………………･････劃

イチョウウキゴヶ……･･･……･･御

ツノゴヶ類

ツノゴケ科

ニワツノゴケ………･･…･……･･鋤

コニヮツノゴケ………･･･……･･鋤

ナガサキツノゴケ……･･･…．.･･･９１

ツノゴケモドキ科

ツノゴケモドキ･･･…………･･･…9１

地衣頚

ウメノキゴケ科

ウメノキゴケ･･･…………･･･…100

ナミガタウメノキゴケ…･･･…101

オオチヂレマツケゴケ………101

マツゲゴケ……．。････…………１世

ニセマツゲゴケ…………･･･…１ｍ

キウメノキゴケ………………】“

ハクテンゴケ……･･･……･･･…101

トゲハクテンゴケ……………１０１

１，ケウメノキゴケ･･･…･･･……l侭

コナヒメウメノキゴケ・…･･…１０５

ヒカケウチキウメノキゴケ･･･106

コナウチキウメノキゴケ……106

ゴンゲンゴケ………･･･………１町

タカハシゥメノキゴヶ………1Ｗ

センシゴケ……………………107

ムカデゴケ科

キウラゲジゲジゴケ……..････】侭

クロアシゲジゲジゴケ………1輪

卜ゲゲジゲジゴケ……･･･……１０８

コフキヂリナリア……………1脚

ムカデゴケ制フイスキア‘オリエンタ

リス…………･････････…･･･………1個

クロウラムカデゴケ･･･……･･･110

フェオフイスキ了･リンバータ(別名)…

………･･･………………………110

ムカデゴケ類フェオフィスキァ・スピ

ネローサ……･････････……………１１０

アカハラムカデゴケ…･･･……111

ムカデゴケ類フィスキエツ･メランクラ

…･･･………………………･･･…111

ムカデゴヶ煎上ペルフィスキァ・クロ

カータ…･･･………………………１１２

ロウソクゴケ科

ロウソクゴケ………………･･･１１２

イワノリ科

卜ゲカワホリゴケ…………･･･113

アオキノリ･･･………･･･………１１３

コバノアオキノリ･･･……･･･…】】３

ハナゴケ科

トゲシバリ･･･…………･･･……１Ｍ

ハナゴケ……･‘･……．.････……114

コアカミゴケ..････…………･･･Ⅱ５

コナアカミゴケ(別梢)･･･………１１５

アカミゴケ…･･･………………115

シヨクダイゴケ…･･･……･･･…ｌｌ６

マタゴケ………………………１１６

ササクレマタゴケ……………１１６

ヒメレンゲゴケ……………･･･1１７

ヤグラゴケ・･･･…..…………･･･１１７

ヒメヤグラゴケ……………･･･117

ホソヤグラゴケ･･･……………117

ヤリノホゴケ…･･･……………118

ヒメジ訂ヴゴゴヶ……････..…118

マキバハナゴケ………･･･……119

ドテハナゴケ…･･･…････…｡｡…１１９

キゴケ科

ヤマトキゴケ…………･…..…１２０

キゴケ………･･･……･･･………l刈

オオキゴケ……･…･････………l鋤

カラタチゴケ科

コフキカラタチゴケ…………121

イヮカラタチゴケ･･･…………121

チャシブゴケ科

チャシプゴケ暁レカノラ･メガロケイラ

………………………･･･………1型

チャシプゴケ属レカノラ･スプインメル

ゲンス･･･………･･･……..…････…】型

ナャシプゴケ属レカノラ･キネレオカル

ネア…････..………………………Ｉ型

コナイボゴケ……･･･…･･･……l鋤

へリトリゴケ科

へリトリゴケ…………………121

イボゴケ科

ハコネイボゴケ…………･･･…121

ダイダイキノリ科

ダイダィゴケ属カロプラーカ‘ブラボ

ヴルスケンス………･･･…………l麹

ダイダイゴケ………………･･･l霞

トリハダゴケ科

オリーブトリハダゴケ…･･･…1部

オオカノコゴケ…････････････…l2Ii

コトリハダゴケ………………1跡

イヮニクイボゴケ……………１２７

クサピラゴケ……･･･…………I〃

キゴウゴケ科

カシゴケ………･･･……………”

アナイボゴケ科

エンドカルポン属・････････……1盤

サネゴケ科

アオゾメサネゴケ･･･…………l郷

モジゴケ科

モジゴケ属…………………･･･１劃

不完全鍾衣麺

レブラゴケ…･･･………………l卸



翰本!'ドを利川される前に

砂対象にしたコケ

校庭をはじめ、周辺で見られるセンタイ類と地衣畑を刈象にした』とくにｌＭ４〔地〃以西の低地な

どIik雌‘１Wに1,,Lられる柿類を''1心に収{）ｋげた。

'･本書の柵成

次の3部からなっている‐

〔第１部〕コケを兇つける

Mfjm、コケと呼ばれているﾉI;さ物にはどんなI1l1lIIIがあゐかを「コケとは？」で紹介した『，コケの

代炎の2グループとして、・ヒンタイ（飾器）剛と地火剛がどんな(''''１１かを、｜･センタイ剛（コケ仙

物)」と「地火測でそれぞれ1Ｗｉｌｌ､にまとめ、「コケでないコケ」ではそれ』ｿ.外の('''11Mについて触

れた。

次に「j'牒佼でコケを見つける」では、実際に郊外の'挨佼と都Iliの学校に{j:ってコケを調べ、どこ

にどのようなコケがﾉtえていたかをボした‘，さらに「コケを探す」では、ゲ:|･たにこだわらず冴近

なjﾙﾙi(ﾉ》どんな」ﾙ所にコケが唯)か為か、いみぃろな例を'j;した。

〔第２部〕快腿のコケ190{'１

センタイ剛と地衣類の２つの部分に分け詐細に解税したそれぞれの部分のIMI，ドでは、かたちな

どの符微、仲間分け、唯活史など、それぞれのグループをくわしく理解するための情雑と、棚敗
を見分けみためのポイントをまとめた。後､ドは、それぞれのコケの孤砿について写真と解脱文に
よる似眺的な|仙成とした《』、ヒンタイ鮒・地衣Wiともﾉk態が典を多く'】ﾐすとともに、センタイ剛で

は１１噸iをl〈別‐)-るための１ｹ微となる典の顕微鏡が典を允火させた１，

〔第３部〕コケを洲くる

野外胆察やi１W代方法について、従例を取り上げて紹介した言コケの凱微娩肌察の方法、採巣のし

かたや標ｲﾐの作り方、観察方法などについて、まとまった手ごろな水がないので、ここでは比牧
的くわしくIWiiMした、また、コケをよ｛〕I1l1解す為ために、コケの分ｲiiについても触れた。

付録

センタイ航の器砺二ついてその符微を図解することで本文を補った。
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コケとは？

コケはﾊ:は‘‘水Ｅ'．と,I}き，水のI;!↑やI1Iに'|･え

るＥのような小さなllfI物を亜|唯したというｌＩｉｌじよ

うなものが、木の上だけではなく、地面やＷのｋに

ﾉIZえる二とから、いろいろな場所に生えるものもコ

ケと呼ぶようになった虫という言葉が昆虫だけで

なく様々 な小動物を術･‘)-ように、みんながコケだと

1出》て1,為′k物に1J.'.､々な'''11Ⅱ|が含J,れている‘，

コケ'よいろいろな'|物の‘がせり鋤だが、１１１でも此

了『(ｾﾝﾀf》類と地衣(らぃjlIIは代女である『そこで水
､『・

ｉ１｝ではセンタイ類と地衣ﾘ1tを「コケ」とし、それ以

外を「コケでないコケとした‐

センクイ噸は別f１，．１ケ116物（コケと紛らわしい

ので水‘!}では使わないことに．ij-る）と呼ばれている

スギゴケやゼニゴクはjl:'|‘t的よくj､|Iらｵ'ているので

はないだろうか”そｲlにﾘiさかえ地衣賊というflI1il

は全くといってよいほど知られていないトナカイ

がコケを食べるというのは、じつはハナゴケなど地

衣砿の仲間だまたﾒｹ近にもたくさんの地衣鯛が

あって、多くの人は１，lIらないうちに側にしているは

ずだ

センタイ類は、シダ'1111物ぺ'佃I'仙物などとlliIじ

『８

''''1物の仲'111であＩ)、細胞の$11には榊11体が‘もって，

光を浴びて光合成をし、’'1分で鍵分を|↑l)出して

いる‐いつぼう、地火瓶は菌類の仲|川だつま{)、

カビやキノコの親戚である‐菌類は・排前までは植

物の仲間とされて逆たが、いまでは他物、動物と雌

ぶ大琶なグルーゾであることが知られている，それ

だけ地火畑と｡lピンクイ1ハも系統的にI‘L令‘くかIlllW

ｵ'た生物というこ‘'二になる

このようにセンダイリⅡと地衣卿よ,.IⅢ筋..では全

く違うので、少し勉強すればどちらである力､の区別

は難しくはない．鵬水的な体のつくりも述うし、生

活史も近うこれを１１干し<‘艶明するにはかなり(ＷＩｉ

的な内容に蹄み込むことになるので、節２歳などを

1,,1‘ていただ心iたい、ただ、.』'と的に,Ｉえることは、

セン役イ噸はｌ１Ｉｌｌ物ﾘ》lIlIlHlなので、革や水と'111じょう

に禄色の蕊を持っている価類が多い‘いつぱう｣山衣

類は紫は持たず、’'１や灰色、茶色がかったもの、批

色や赤といった色の、賊があり、形や色の述いなど

からセンタイ加とはⅨ別できそうだ'I諸えているｊＭ

ｌﾘiも、センクイXl{I‘lJ1I‘iい期lﾘiに多く、地火ｿ;ＩＩはlﾘｌ

るい場所に多いという1t〔ｌｌｉ１がある‘
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１１水にはセンタイ期は約2.000ｍ、地衣弧は約

2.0()()11,、合わせて約.1,00()I1Iiが分､jしている．も

ちろん、どこでも'111じI'、が児られるわけではない

北の‘|上海道とIfTの沖洲とで｛よ祁煎は全く述うし、

,1‘iい山の_上と館の|災地とでは述う，海ﾊ!とＩﾉﾘ雌、

耐{､の''１と開けたjM所、郊外と郁市でも進う．し

たがって、［1に佼庭といっても、学佼がある助ﾘﾘｉ

や周囲の環塊によって、コケの諏航も令<災なって

くぁわけだこのようなＺ梯な全てのコケを網棚す

為ことは、ページの都合1.,f''1能といってよいだろ

うそこで水IllでI‘L、ｉｆに関束地〃の低jIIlの陶迩

と周辺に出｣)ける{lmMiを''１心に収I）｜･げることに

した．

藍
藻

細
菌原核生物

生物の系統とコケ

３

センタイ畑 地衣類



謡
■
肘

ホソバオキヅ･ゴケの蓄庭(千葉県円応寺】

「コケ」から思いつくものに、何があるだろうか

まず『答唯であろう点都や鎌倉などの.Ii院のあ

lＣ

灘鰯鰯

三蘇苔類(.棚）
「コケ」はいろいろな仙物ぺ,Ｉｌｉｌｉｍなどをさす苛唯で,‘るが、「コケ１１'i物｜になると、スギゴケや

ゼニゴケ')仲IHIをさす‘‘雌になる４く11}では、このような紛らわしさをさけるために、｜コケ仙物」
をＩ鮮持(七学ケイ'パ!」と呼ぶ４群(･ヒンタf)Wlは３つの睦な仲'１１１に分けられ、僻」はスギゴケ(冒

代犬されるＩ群セン頚一のこと、「綱はゼニゴケに代人される「答'タイ頚」のこと、さらにもう
１つは｜角祥･ソノゴヶ}頓である

ゼニゴケ、タイ紬の仲lNlコスギゴケ.、セン糊の仲間

らこちにある持庭のコケは、・ヒンタイ敵のスギゴ

ケの仲Ⅲと水ソバオキナゴケであることが多い

ナガサキツノニ１ケ『,ツノゴケ類の仲lA



センタイ頚は一般に洲-)た場所に′脱肯している

ことが多く、一liiを世いつくすこともある‐ミズゴ

ケ柵原や亜冊''1‘総I<剛州;の林床、熱帯・''１１熱,llF

蘇苔林(モッシーフォレスト)。熱帯・重熱帯の山地に
は、センタイ頚が地面ばかりか木の幹や枝からも垂れ

下がり、一面を覆っている林があり、醇苔林と呼ばれ
ている

１．１

111地の鮮苔N,などは、まさにセンタイ凧のﾉ<1,であ

る主た．｜I当たりの‘こい場所志好むものもある

湿原にはミズゴケの仲間が多い。ランなどの用土とし
て使われる水苔(みずごけ)はミズゴケの仲剛〈右）

亜商山緋針葉樹林の林床を硲うセ
ンタイ類

高山帯の岩喝にはギポウシゴケの仲間などが生え器



１１水でjじ校的よく知られている地火剛は、細'１

に′kえるハナゴケの仲間だろう．|じ他周辺の寒い地

方に膜く分(Iiしていて、トナカイがiiIIにしていると

いう''11間だ。１‘}の炎lAjを、典色や灰色、茶色、黒

など色とi〕どく)に澱委〕ているのもjlll火弧だ‘111地の

’1柴|；|の催や、ブゾ･ぬ仲からＩＩｉれFが為り･ルオガセ

の仲IHIもYfllIffから知られているしかし、低地に

もたくさんの地欠砿が』上えている１ＭとlIIIiの梅や偶

の*i･に必ずといってよいほど描かれている''1っぽい

1２

ALいのは、どうも｣11ばく畑のウメノキゴケ･のIIlIllIlらし

いちくの地欠航はﾉﾋ烈汚錐に豹いため、ウメノ

キゴク･なども部１１Ⅷ辺からは消えてしまった《.とこ

ろがダィグイゴケなどは例外で、道路わきのコンク

リートや、厚このコンクリートなど部Iljを代jI4する

地衣噸となっている水の'沖の桟悌と忠一･’たり、コ

ンクリ･－卜や(iの鵜取と思っていたものが'ｊ４は地欠

如だったりするわけだ

地上を糊う白や蔽

色のハナゴケの仲

IMI

高山の岩は色とり

どりの地衣頚で覆
われる



＝＝

勺
全

針葉樹の枝から亜れ下がるナガサルオガセ ブナの幹は地衣類によってモザイク状に覆われ、ブナ
の樹皮そのものは見えない

1馬

陥上のコンクリートでオレンジ色の染みに見えるのは、
ダイダイゴケの仲間

低地では木の幹につく、丸く白っぽいウメノキコケの
仲間が多い



風

罷昌田

匪 コケでないコケ

センクイ賊と地衣馴以外にも、みんながコケ･と思

っているいろいろなﾉk物が‘Ｉりる・センタイ軌でも地

衣畑でもないのに、fflliIに．コケとつくものも‘ｲうる＆

そんな代jk的な「コケでないコケ｜を兄てみよう。

佼庭や道端などに見られるイシクラケは職錨とい

う藻畑のlIl1IH}だ湿るとプヨフヨしていて、柁くと

柁燃ワカメのようになるので、世〕と兇たことがあ

るに迎いない「このコケは'''1ですか？」と|(ﾘ物伽

に間川でも．)ともよくl(rら込.Ｍ１る砿勉である．；ｋ

た水Ｍ１のIﾉ､111111や、日陰の二Ｊンクリ-1,や石のl:、あ

鰯鯛雛総鵡識鵜;溌聯溌懇灘

るいは測った･上や柚木外の火1ｍが緑色になると、

｢コケが'kえた」ということが‘もるそのI[Iｲ､は紬

藻だ。川魚のAliが苔に１１)やｲ〈州榊‘こ1ﾅjを食べると

いうこれもやはり藻類で、‐i品に雌藻である

また、IIIfhH物にもモウ･ヒンゴケ、ムラサキサギ

ゴケ、アリゴケといったように、コケとfiのつくI11i

Ij1がある碓を咲かせるのでれっ笠とした神州『I物

だツバクサやチトメグサなどもコケ･と間通えられ

るかもしれない､，シダ価物にも、クラマゴケやウチ

ヮゴケといった祁緬がある

’

イシクラゲ(藍藻)は地面に落ちているワカメといった雰囲気がある(左上）

スミレモは湿った場所の石や木の幹などに生える録藻。オレンジ色になる(右上）
日陰の石盤が緑藻によって緑色になっている(左下）
水棚の中には色々 な緑藻が生えている。ガラスもうっすらと緑色になっている〈右下】

1４



鰹

クラマゴケはセンタイ類に似ているが、れっきとしたシ銅iii物だ(左）

うちわのような葉を持つシダ植物のウチワゴケ。このような葉を持つセンタイ畑はない(右）

食虫植物のモウセンゴケは、花を咲かせる種子植物(左上）

石畳の間に生えるツメクサ。葉は細く小さいので花がついていないとセンタイ頑と間違えやすい(右上）
アワゴケは小さくて、日陰の湿ったところに生え、丸いうちわのような雲をつける(左下）
ムラサキサギゴケは、道端によく見られる雑草で、紫色のきれいな花をつける(中下）
チドメグサも狐子植物としては変わった形をしている(右下）

1９



学校でコケを見つける

顎蕊県閥瀦鋤紫ﾘ膝

悪F懸導qh峰

i瀞

識要 1１

〃『鍔

ｐ

"‘

1ｈ
Ｍ

ｕ堂

一弐

７

千卿lI1llri部に位縦するこの'､i駈佼は、低い111で凹

まれた広い行の中にある111は木々で沼われ、刷り

はu'んぼという、山のふもとの自然環境蝋かな場所

に位託しているこの学侠に{よたくさん言Jケが生え

ていゐと|Ⅲき、，,M1べてみ為ことにした

淵撚諏

Ｉ童

,ｕｆ〃』必

‘.祝ｚＦ
”〃

6１

卜

㎡

bＩｄ

乏掻

■

②正門の東側の桜並木。幹は白っぽいｺｹ(地衣類:ウメノキゴケの仲間)に植われる
､木の幹や枝には灰白色のコケ(地衣類：ウメノキコケ・マツゲゴケなど）と、緑
色の毛皮のように見えるコケ(センタイ類：ナガハシゴケの仲間>カヅ見られる
｡花壇の周りの細い木。木の肌のように見える白っぽい部分もコケ(地衣緬：モジ
ゴケの仲間）

1６
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鯵参雲LI

鷺

⑤｡

軍

鱗
総
ｍｎｄＨ

理守弓弓曹句

鴬

③グラウンドの前の植え込み

⑨少し日の当たる根元には緑色のコケ(センタイ類：ツノ
ゴケの仲間など)が生えていた

⑯ツツジの細い枝までコケ(地衣頚:ウメノキゴケなど>が生える

⑪校庭の芝に混じるコケ(センタイ頚：コツポゴケなど）

５

逗_空ご』麺！

認球

蕊

"悪鍵f鋒篇＝：

⑤校長宝前の小さな庭

⑤日当たりのよい石の表面には、灰緑色のコケ(地衣類：
ヒメレンゲゴケ>がたくさん生えている

の植え込みの恨元には緑色のコケ(センタイ瀬：ナミガタ
タチゴケなど)が生える

議謹慧溌 識

ノ

壷



⑫校庭の南側の溝と土手

⑬清の底近くの湿ったコンクリートにはコケ(センタイ

瓶：アオギヌゴケの仲間>が生える

⑭手入れされた土手には、ワイングラスのようなコケ
(地衣類：ヒメジヨウゴゴケ)が見られた

､校庭の南東側は大きな木があり地上は暗く、石や地面にはコケ(センタイ頚､矢印)が多い
⑯頭上のクスノキの大きな枝には縁色のコケ(センタイ類：ヤスデゴケの仲間)が生えていた
⑰コンクリート製の水準点標の黄色い染みもコケ(地衣弧：ダイダイゴケの仲間)だ

118



⑱校舎北側。いくらか日の射し込む場所では、木の幹や根

元、地上、コンクリートなどいろいろな鳩所にたくさんコ
ケカ《生える

⑩日の当たらないコンクリート上には、緑色や緑褐色のコ
ケ(センタイ袖)が約１０ｲ'蜘

鋤木の根元には線色のコケ(センタイ訓：ハイゴケの仲間）
が､幹には白っぽいコケ(地衣頭：ウメノキゴケの仲間)が
牛勇る

＠体流館の北側は木も多

く昭ぃ。地上には梯々な

コケ（センタイ知：コツ

ボゴケなど)が生える

、木の舵を青白いコケ(地

衣類：レプラゴケ)力頓う
⑭石には緑色のコケ（セ

ンタイ類：アオギヌゴケ

の仲間>が生える

③校舎北側の暗く湿った

地上はいろいろなコケで

覆われる（センタイ頬：

ゼニゴケの仲川とツボミ

ゴケの仲間）

轡マンホールの周りのコ

ンクリートは緑色のコケ

(センタイ類：ハマキゴ

ケ)で照われる

1９

－



嘱涛綴一:.＝ ＝
一

下蛎Ｉｉの''1心部にﾙﾉるこの学侠は、！'〔４(泌岸の

工場地榊を轍できる,；W台にある周りは比校仏
古くからlIiijr地とな〕どおり、近くには,称、ピルも

正門の岩。挫部に洗色いコケ(地衣類：ダイダイゴケ
の仲間）が生えている

WIO

あり、交>lliIitも多く、自然珊境はIMLかではなさそ

うである抑市の学快には、どんなコケがﾉkえてい

るか‘淵べてZAることにした

Ｂ恵校全景

正門から校舎へ向かう途中の植え込み。地面にはコケ
(センタイ頚：コカヤゴケ)が生え、植え込みを囲って

いる岩には、黄緑色のコケ(･センタイ頬：アオギヌゴ

ケの仲間）や白っぽいコケ(地衣畑：ヘリトリゴケと
レプラゴケ>力睦えている


