
日当たりのよい中庭の石碑。研磨していない部分がオレン

ジ色のコケ(地衣類：ダイダイゴケ)や灰色っぽいコケ(地
衣妬：ムカデゴケの仲間）で詔われている

桜の老木の幹。灰白色のコケ(地衣類：ムカデゴケの仲間）
が生えている。鉱大すると(写真右)、緑色の小さいコケ

(センタイ類：クサリゴケの仲間)が生えているのがわかる。
服た、地面にもコケ(センタイ麺)が生えている

校舎の北側にあるイチ

ョウの幹には、灰緑色
のコケ(地衣瀬：ムカデ

ゴケの仲間)が－而に生
えている

｛

漆

Ⅳ

校舎の北側にある乾いたコンクリート上には、小さいコケ
(センタイ瀬：ハマキゴケ)力f生えている(写真右）

２．１



校舎の北側の日険で湿っている地面にはコケ(センタイ頬：

センポンコケの仲間)が生えているがく写真右上)、日がよ
く当たる地面は乾燥しコケが生えていない(写真右下）

負

2２

校舎と校舎の間。校舎北側のコンクリートは湿っていて、
たくさんのコケが生えているが(写真左下)、南側のコンク

リートは乾燥しており、ほとんどコケが生えてない(写真右
下)。また、地面は湿っており、たくさんコケ(センタイ類：
アオギヌゴケの仲間など)が生えている

左下の写真(校舎北側)では、緑色のコケ(センタイ類：セ
ンボンゴケの仲間やハリガネゴケの仲間)や蒲茶色のコケ

(地衣頚：アナイポゴケの仲間)がコンクリート上を淵って
いるのがわかる。厘根から雨水が落ちてくる増所にはコケ
が少なく今ラインのように見えている

鱗
よ題

海

§
Ｐ

＃

校舎と校舎の間にある渦やその周辺にはコケ（センタイ

頬：アオギヌゴケの仲間など)がたくさん生えている。ここ

は、植木鉢が置いてあるので、散水され、他の珊所‘kりも
湿り気が多いようだ。写真右は溝の中のコケ隷鍵灘 ユＴｒ■Ｚ=



学校を囲っている日当たりのよいフェンス。コンクリ
ートの上にオレンジ色のペンキを塗ったようなコケ

(地衣頚：ダイダイゴケの仲間)や、黒い斑点状のコケ
(地衣狐：アナイポゴケの仲間)が生えている

１
．
１

古くなり、今

は使われてい

ない賭段にも
たくさんのコ

ケ（センタイ

調：ハマキゴ

ケやハリガネ

ゴケの仲間）
が生えている

陽ｊＧ

グラウンドわきのコブシの幹には、

灰色っぽいコケ(地衣類：モジゴ

ケの仲間）が斑点状に生え、－面
を覆っている所もある

校舎の南側で、１

階と2階の問にあ

るテラスのような

場所にも、雨水パ

イプの吹き出し口

の周りにコケ（セ

ンタイ類：ハリガ

ネゴケやギンゴケ）
が生えている

一

Ｐ

グラウンド。トラックの端の日当たり

のよい草地では、小さいコケ(センタ

イ類：ネジクチゴケ､矢印)が重の間
に生えている

似Ｅ

4.,_ii聡
Mｎ

照明塔のコンクリートの電柱に黒

い染みのように見えるのもコケ

(地衣類：アナイボゴケの仲間>で
ある

屋上。壁のコンクリー

ト上にはオレンジ色の

コケ（地衣類：ダイタ

イゴケの仲間）が生え

ている。床のコンクリ

ートのつなぎ目にはコ

ケ（センタイ鰯：ギン

ゴケとホソウリゴケ）

が生えている(写真下）
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二宮■

どんなIiliにコケは生えているのだろうかI,学佼やその周辺など、吋近なところでコケを探して

みた

総路地で探す…

函

市街地にある'､)塊佼のjﾐわりでコケを探してみた

コケはﾉ|:えているのだろうか

たくさん砿の通る東道わきの縁石にコケ

(センタイ類：ギンゴケとホソウリゴケ）
力f生える

コケを探す

,メ

ブロック塀には録褐色のコケ(センタイ類：ハマキゴ

ケ、へラハネジレゴケなど）がよく生える。左側と上
側の部分はブロックが新しくてまだコケが少ない

網

Ｇ

Ｑｍｈ

『１1４帆

瀞

０

ﾛ

ブロックには灰褐色のコケ<地衣類：ムカデゴケの仲

間）もよく生える。右側のブロックは寵だ新し<、コ
ケは生えていない

晦
噸
蝋
織
》
・
明
：
顎
畠ご蓉罰IＷａ

塀の根元近くがコケ(センタイ類：

ギンゴケとホソウリゴケ)で緑色に
なっている

電柱の根元とアスファルトのすき間

に生えるコケ(センタイ頚：ギンゴ
ケ）

路地の地面にはいろいろなコケ(セ

ンタイ類：ゼニゴケ、ヒメジャゴケ

など)が生える



調製鱒蕊謡謬甥麓蕊蕊謹謹蕊蕊瞳 町

ブロック塀の穴に生えた緑色のコケ(センタイ類:ハマ
キゴケ)と灰白色のコケ(地衣調：レプラゴケの仲剛）

駐車場わきの縁石にはオレンジ色のコケ<地衣類；タ

イダイゴケの仲間)が生える

日当たりがあまりよくないコンクリート壁はしばしば

緑色のコケ(センタイ類：ハマキゴケ>で覆われる

歩道の石畳のすき間にツメクサと縁色のコケ(センタ

イ類：ホソウリゴケ)が生えている

臣,勘醗

木が硬いかぶさるブロック塀には、いろいろなコケが

生える(センタイ類：ヒロハッヤゴケ、ヒナノハイゴケ
など）

駐取埋わきのコンクリートが色とりどりのコケで覆わ

れる。オレンジ色(地衣類ｚダイダイゴケの仲間)、茶

色(地衣弧：エンドカルポン)、灰白色(地衣類：ムカ
デゴケの仲川)、緑色(センタイ通：ギンゴケ）

石瓶に緑色のコケ(センタイ弧：ギンゴケとホソウリ

ゴケ）が生えている。よく見ると石の上ではなく、目
地のコンクリートの上に多い

●IIi伽111はコンクリーi･だらけだが、こんなところにもコケがたくさん'kえているのだまた、ｉ1丁中ではコ

ンクリー|、卜にしか′ｋえていないコケもあるへ

畠J８



肥上にある岨。北側の根元のコンク

リートには茶色のコケ(地衣類：エ

ンドカルポン〉と線色のコケ(セン

タイ類：ギンゴケ>が生える。少し

離れてオレンジ色のコケ(地衣類：

ダイダイゴケの仲間）が生え、さら

に離れるとほとんどコケは生えない

蝋ﾘﾘ職

Ili街地ではコンクリートの上にたくさんコケが'kえていたlLfII三はどうだろう力

凸~

ず，翁.

＃雛:．

③郊外にある家の屋根凡にもコケ（.i;に地火1.〔l）がたくさん!kえているまた、かつてはかやぶきのﾙi;'１《に

1.1.たくさんのコケが′|えていた１，ｔ近で{‘１，１１:｜の祉化にコケ〈センクイYH)がIlkわれることが‘hる．
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隅1６

別の場所の迎物でも屋上にオ

レンジ色のコケが生えていた。

よく見ると、オレンジ色のコ

ケ(地衣類：ダイダイゴケの

仲間）に混じって、白っぽい

コケ(地衣類：ムカデゴケの

仲間）が生えている（写興右

上)。近くにはもっと大きいコ

ケ(地衣誠：ムカデゴケの仲
間>が生えていた(写真右下）

貯水橋の陰は湿って

いて、緑色のコケ

(センタイ類：ハリガ

ネコケ)がたくさん生
えていあ

_！
一

､｡届王。

－１ﾂー、

㈱屋上で探す

小さな石を貼り付けたゴムシートで覆われた屋根の北

側だけにコケが生えていた。シートのすき間に生える

コケ(センタイ類：ギンゴケ)と、シートの上に生える
コケ<地衣額：ムヵデゴケの仲間）とがあ為

緑のコンクリートの上一面がオレン

ジ色のコケ(地衣類：ダイダイゴケ
の仲間)で覆われることがある

壁の南側。根元のコンクリートで

は茶色のコケ(地衣類：エンドカル

ポン>が一面を覆う。左手の錠匝而

には緑色のコケ(センタイ緬：ギン
ゴケ）力挫える



拶石の上を調べる
IijIIや灯撤、なにげなく冠かれた行など、牙近に(よいろいろな(･iがある石を調べてみた

人家周辺では、石垣は石の上に生えるコケにとって皿
嬰な生育珊所だ。いろいろなコケ．（ウメノキゴケの仲

間、トリハダゴケの仲間､ヘリトリゴケ)力呪える

石碑や墓石もま

た、見逃せない。
いろいろなコケ

(地衣jWI)がモ･リイ
ク状に贈っている

石灯龍には白っぽ

いコケ(地衣類：

ウメノキゴケの仲
間）だけでなく、

緑褐色のコケ(･セ
ンタイ韻：ギボウ

シゴケの仲間）も
生えていた

嬢雪雲蕊鰻騨
職

里ワ』･』’帥

闇

と

ﾛ

別の石は、白っぽいペンキで塗られたようになってし、

る。これもコケ(地衣類：ヘリトリゴケ)鰭。石l畠くっ
ついて運ばれてきて、そのまま生き銃けている

、

公園の日なたに置かれた石に凧緑

色のコケ(センタイ弧：ギボウシゴ

ケの仲間)が生える。白っぽい斑点
もコケ(地衣類）

ある学校の校庭には、石灰恐が閲

かれていた。そこには石灰岩にしか

生えない黒いコケ(地衣類：カワホ

リゴケの仲間）が生えている。やは
り、石とともに運ばれてきたのだろ

う

公園の駐耶堀のわきに間かれた火

成岩にはいろいろなコケが生えてい

た。調べてみると、高山にしか生え

ないコケが混じっている。やはり、

石とともに低地に運ばれてきて、そ

のまま生き続けているのだろう。緑
色で黄の先が白く伸びているコケ

<センタイ頭：シモフリゴケの仲間）

と白っぽい粒(地衣瀬：キゴケの仲
間の若い状態)が高山性

●コケは満{iの種類によって、生えている｢I耐｛が災なる‘ﾉ<成押と琳穂場では違う‐堆横府でも凝灰if比

Ｉi"緋では連う，嵩ｆｉＩ君にしかﾉ|藍えないコケもあり、もともと１１}(iが少ない低地の平野では、人がWr･ち

込んだＷＩｉは、コケにとってかっこう(/)すみかになってい為

鞠Ｉ



噛木の幹を調べる

佼庭や身の|口lりには、サクラなどいろいろな木々 が植えられている.‘どんなコケがどんなふうに'kえてい
るか、調べてみた

びっしりと緑色のコケ（センタイ

類：約１０種類)で覆われたニセア

カシアの幹

鰯
■■■

謹蕊蕊蕊
鵜議鶴

■且

灰白色のコケ(地衣類：ウメノキ

コケの仲間散狐)で覆われた郊外
のサクラの幹

木の幹の一方向だけが白っ

ぽいコケ(地衣類：ムカデ

ゴケの仲川）で稲われてい

る。木の幹のコケを鯛ぺる

ときは、幹の向いている方
向を鯛ぺると面白い

郊外の．リクラ。木の幹が白

っぽいコケ(地衣類：ウメ

ノキゴケの仲間など）で潤

われている。根元近くには、
地上にも生える緑色のコケ

(センタイ類：ハイゴケな
ど）が生えることが多い

附緑ｌＭの岬。上のほうの昭

ぃ埋所に繰色のコケ（セン

タイ頚：ヤスデゴケの仲間）

が生えている。下のほうは

少し明るく、白っぽいコケ

(地衣類：ウメノキゴケの仲

間など)力f生えている

スギの植林の周りは明るく、

'>↑には白っぽいコケ（地衣

知：ウメノキゴケの仲間）

が生えるが、賭い林内には

見られない

間８

木の僻の摸柵に見える白っぽい部分

も、実はコケ(地衣類：チャシブゴ
ケの仲間、モジゴケの仲間など)だ



L魁‘△…』砿ihN

公園のケヤキの幹。緑色の

コケ（センタイ類：サヤゴ

ケ、ヒロハツヤゴケ>がたく

さん生える。樹皮がはがれ

た跡にはコケが生えていな
い

郊外のウメの韓。樹皮には

白っぽいコケ(地衣類：レ

プラゴケの仲間)、割れ目に

lJh緑色のコケ（センタイ

類：ナガハシゴケの仲間）
が生える

市街地のケヤキの幹。丸い

灰総色の斑点はコケ(地衣
期：ムカデゴケの仲Ⅲ）

その近くのサクラの幹には

コケが全く生えていない。

市街地ではサクラの木には

必まりコケが生えないよう
だ

いったん大気汚染によって

消え去ってしまったコケは、

空気がきれいになってもな

かなか戻ってこない。しか
し､移植される木にくっつ

いてコケ（地衣鞭：ウメノ

キゴケの仲間など）が戻り
つつある

公団で見つけた切株。湿っ

た嶋所では緑色のコケ(セ

ンタイ頚)がたくさん生える

⑭水のlii↑に生えるコケは、イ《のⅧ)Wi(fl糊iIIIか賦蝋Mか、広唯樹でも菰の違い)、仲の六1mの秋鵬、１１.Riさ、

Ｉ|〔１１ﾘ|ｻj北の向きなどによって述いがあるようだ。また、空''１況庇の述いも大きい脳Ili11･にﾉ1.えるEﾌｸ･Ｉ‘Ｌ
火妊汚碓の指標となることがil'られている

魁９



珊土の上を探す些．

l:の上には、いろいろなコケが'ｋえている仁述いないいろんな蝿Iﾘrで、‐'二の卜のコケを慨してみた

公園でイチョウの木がたくさん植えられている埋所･

地上はよく湿り、コケ(･センタイ頚：コツボゴケなど）

の緑色のカーペットができていた

土手でも藩ち葉がたまらない場所にだけ緑色のコケ
(センタイ瀬）が生える

木の根元にたくさんコケ(センタイ類>が生えることが
あぉ

西一～･樗二

円や●●込凸q

冬の公団(写真左)０サクラの木の下だけにコケ<センタイ

類)が生え緑色をしている。夏の間(写真右)、木の下はIMI
いため黄が生えないので軽コケが生えやすい、

G10

蝋

略い忠な土手は湿り気があり、草が少なく、緑色の二
ケ（センタイ畑)が多い



MＡ

刈り取りあとの干上がった水田，コケ<センタイ類ｌ
ウキゴケの仲間）がたくさん生えている

日当たりのよい土手の芝地にlJh、コケ（センタイ縦：
ハイゴケなど）が生えている

日ulたりがよく、革刈りされている棚所で【J、コケ
(地衣瓶：ヒメレンゲゴケ)がたくさん生えている

日当たりのよい草地に黄緑色のコケ（センタイヌルセ

ンポンゴケの仲間>や灰緑色のコケ(地衣瀬：ヒメジ
１ウゴゴケ)が生えている

畑。作物の植えられている列と列の間の土に緑色のコ

ケ(センタイ類：ゼニゴケの仲間、ツチノウエノコゴ
ケなど）が生えている

鮪

⑨9.1ケは体が小さいので、他のllfl物とl､ともに’”しても勝てそうにない。上の.Ｍ)コケを雌してみろと、
窄いている‘'剛ｌｌを-Jケが’１１にfll川していることがわかる

植木鉢の中にもたくさんのコケ(センタイ勉：ハリガ
ネゴケの仲間など）が牛えている

鷺
魁

Qf謂巴
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鋤ルーペや虫眼鏡を使う
コケは体が小さいので、肉眼では奴宗が難しい。野外ではルーペか虫Ⅲ↓鏡があると、脱察に便利である

いろいろな独類のルーペ

Ｉ コケの観察には拡大準が荊い(１０～２０倍)ルーペを

使うのがよい。ルーペ世目に近づけて、その態ま顔を
コケに近づける。コケから１～2ｃｍまでルーペを近づ
けないと貝えない

虫眼鏡は拡大率が低いく約２～３倍)ので細部の観察は篭

しい向虫眼鎧をコケに近づけ、顔を剛して観察する

蝋乾いたときと湿ったとき
コケは乾いたときと踊ったと酋とで全く色が違う

ことが多い、ilIIiれて乾いたときにはl’I描けていて回
戒たないものも、鮪で洲れ為と緑色が映えてよくＩＩ

霧吹きで濡らす

鐙

湿るとコケ(センタイ麺)の緑色が濃くなそ

３ク

'7ち、こんなところに:1ケがあったのかと気づくこと

がある．また、コケ･(とくにセンタイ弧)は乾いたと

きと鼎ったときで、ｎＲＭ雌って1,11.えることがある

晴れた日に、コンクリート上のコケの右側だけを湿ら

せてみた。左側の乾いた状態と比べると、コケ(地衣
類：ムカデゴケの仲冊))がよく目立つ

コケ（センタイ類)の乾燐したときの槻子は、種類に

よって特徴が遮う。左：乾、右：湿
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{薄ｾﾝﾀｲ類の川締説IⅢ

沿下(えんか）輔の職|iなどが１４く伸びているこ

と下沿または、延卜（1..延）

外曲防q,､きよく）職が慨二吋．i).るIlMとⅨ対側に

巻くか反る状態・内'''１

仮根(かこん）鵠や撚状体に),!‘られる糸状の描造

で、王にﾉ脂汗基物へつく役'1をする“セン領で

は多細胞、タイ瀬とツノゴケj:''１ではiii$|||胞であ

る。Ｎｉ遡、、州‘|）Ｉｌｌで‘↓)るが、タイ加･ピニゴクＩｉ

は』州iﾉ''1とｲ｣.紋)(uを|』1-1

化被肋､ひ）タイ剛0畷蝋ｲ､において、ｌ‘fい胞』亀

休を保磯する典状の附進カリーノ.トラと位蕊の

間にある‐－･偽化被

カリブトラ進卯器に111雌する符い胞了体を保

綴する袋状の附造紳通タイ期のものに使う“

･ピン緬では州という

瓦状〈がじよう）タイＩＮＩの悟卿{､０噸のつと〃と11ｉ

なり方の一ＪⅢ１１ｔなる刈介はよ')先端の柴の腹

縁がその堆部の業の背隷の'.にくる－し例瓦状
張点細胞〈が(,てんきいぼう）タイリハの熊斯細胞に

おいて、神通より大道いillI体が．心II11した細胞。

偽花被{ざかひ）ツイ航の姑状休において、ハ:い

｣ｌＩｌ１，．体を保‘&．』･る偽状《ﾉ)Ｉｌｌ脳,､（'』脱とカリゾト

ラの間にある侭,'受WlしないとYi&池しない，欠く
IllIIH1も多い』→化惟

気室(きしつ）ゼニゴケ110〕雌状休に児られる小

部屋状の椛造。

気室孔くきいこう）ゼニゴケ･'1の蛎状体に1,,1'られ

る小部雌状の|Ni造の雌M↓に凶iたる部分にI)|lいて
いる孔ilMIMlはしない肋ｌＷＩｉｌｌでγ一チノ(ﾘと'１Ｗ

型がある。

基物くさぶつ）岩Ｅ，樹皮、ｌ:など、センクイ類

が直接姫えているもの。'１１r雌物とも呼ぶ。
偽毛呉(ざもうよう〕イュン1mのＷ)枝の唯部や休眠

味の剛'1にある卸』ような'&造
キールタイ瀬の帆が２・》にｌｌｉＩ)たたまれている

ときに、そのlIiI)11をいう

芋葉体(けいようたwpIlllM体で、鷲と雌が分化し

ている椛造<,→唯状休

舷{'Nん）柴の紬にあるⅧ災い{111胞のダル

原糸体(雌したい）ｌｌｉ４ｌ９が苑Jｲ:してできる糸状の

配偶体‘，

口環(こうかん)セン航のさくにあるさくi･'1とふた

の間に仔化する細胞の1Ｗ

さく（鮒）胞子体の胞了猟のことで、胞ｆがつ

くられる部分。

さく肯(堂くいセン軸のさくの先端部にある剛

のような描造一七ン、の特徴とされ、胞了の倣

布に役､Zっているスギゴケ】ＷとマゴケJWがあ

り、マゴク型にはｌクリと２ｹ11がある凹まれに欠く

ものもある。２|}のと世、内側を|ﾉﾘさくＮ１、外側

を外さく伽という

さく柄〔きぐへⅣ､〕胞lも体のｌ１ｌ１の部分。

雌器托'しきたくＩタイ加の造り11器をつける部分

が傘状になった1N過で、llMi柵床とl1IIからなる．

ゼﾆｇ７．ケ|｜に1,‘脳ｲ噸．

雌器床〔しきしょう）タイ、のlIUi器lにあり、造り'１

器をつける迩状の|Ni造

議柱(じくらゅう）・セン蚊とツノゴケ頭のさくの中

心にある軸

雌鯉異桃(しゆういしゅ）雌雄性の・ﾉ(1．造卵器と

造Ⅲ'i器がそれぞれ、別の柚物体につく造卵器

がつく株を州+1.(ぬか,;:)、近ＷＩ器がつく株を雌株

(鋤詞と呼ぶ‘

雌雄同株〈しゆうどうしゅ）雌雄性の．Ｊ１ﾘ含造卵器

と造梢器が同じl1IlI物体につく

生育基物他いいくさ"誰』〕・脳勿

生育形(.'１．いい<けい〕Ｉ１Ｉｌ物{ｲ､')形｡ｆンクイカiで

ば.蝉臆休と仙状1ｲ､が‘卜』為”

造精器(ぞうせいき）llIldllHIｲくり)上にある川''1;のﾉﾋﾊＩｑｉ

鮮凹で、ＷＩｌｉｆをつくる､ただし、センタイ湖で

は梢子が脳にく'』よれたW脚llI胞を放出する。誹辿、

セン類では艮附円形、タイ瀬とツノゴケ類では

'11形である

造卵器(ぞぅらんさ）配仙休の1.にある雌性の'1称１１

器汽で、ljlIY．（よたはりHと呼ぶ)をつくる。多く
はとっくl)形をしているｆ

側票(そくよう）タイ賊の.制#体の柴が３列に靴ん

でいるときに、１１N〃にある蛎僻通は葉と呼ぶ。

スチルスクイツ､nヤスデゴケイ|とクサリゴケ科な

どの鮒のlluﾊ･のｊ,!f部にパリる製I1-状の|N造，

弾糸焔んし）タイ煎とツノゴケリパのさくの''1に

ある糸状の|N造‘胞ｆの||ｾｲ'１に微立っている⑪

中肋(ちゅうあく]セン１１(の雌の''1火にある多細lh

屑の筋状の椛造で、Ｉｌｉｊｍｌ水か２本ある。また

はタイ瓶の鱗状体で'|'央部がIIjj:くなり筋状にな

っている１１W造‘，

血力’件〈f』よくりっｕい】’１１'１物体の'lff形の．Ⅲ

ほふくする望や購状体をl＃たないﾉM､，．ほふく性

同化糸(どうかしｊゼニゴケＩiの熊状体の城室に

見られる糸状の棚辿

倒瓦状(とうがじ弱】ダイ願の苓蕪体の葉のつき

方とI｢tなり方の－１(リ凡状の反対の１１ｔなり方

召暦



送明細胞【とうめいきい【鰯）セン瀬のシラガゴケド･Ｉ

やミズゴケ側などの蝿にある蝋緑休を持たない

透明な細胞

トリコンクイ類の靖寺細胞の隅の雌が肥厚し

た冊造

内曲Iないきよく’紫の様が茎の側に巻くか反る状

態”・外IMI

粘液毛Iねんえ＆もう）ゲイ畑ブタマクゴケ11の('１

帆休にある粘液を川･｝訓胞、またIよそのＥ状に

なったﾘ状の附造。

配偶体(はいぐうたいＩ１ｉｉ柵枇代脈糸体と配仙休

本体がある：沸辿は配偶体木休である茎熊休と

唯状休の部分をいう。－･胞子体

ｲｲ､状休'はいじようたい）無性芽器のうち杯状にな

･）た|N進‘ゼニゴケルjiに↓【!』られる．

汗ハ{はいへん〕タイ加の鵬が祥しくイ《柳に一員剥

して、２つに折りたたまれているとざに、州ｌｌｌｌ〔ﾉ）

製Ⅱ．をいう。叫通、雌と呼ぶ→脱片

背面Iはいめん’柴では茎に面していない側の而・

一般に災と呼ばれている側の而一蕪1ﾉ《体ではほ

ふくしているときに上になっている而・股に人

とllfばれている側の而→llmIm

輝板1Iよくばん）スギゴケ科などの葉の女1ｍに児ら

れる版状の描造ラメラとも呼ぶ‐

バピラ細胞衣面にある微突起＝乳頭とも呼ぶ

ビレノイドツノゴケ願の蕊禄体にある小休一

服琶葉いく瞳うよう）タイ頑の捲唯体の芭塘のう
ち、11Ⅷ０１にあるものをいう

眼片(ふくへん］クイ甑の蝿が符しくイ輔に．拠

して、２つに祈りたたまれていると匙に、腹側の
裂片をいう‐→背片

腹面(ふくめん）葉では藷に面している側の而一

般に災と呼ばれている側の面。唯状休ではほふ

くしていると世に下になっているIIW。股に典

と11,FばれているⅢＩのＩｒｌｉｏ・fYIiIi

眼箕(ふく.こう）タイ畑の搭蝿ｲﾐの雌が３ダ11に並

んでいるとぎに、l鵬〃にある葉をいう。

腹鱗片〔ふく１Ｍパん）タイ類の蕊状体の雌側にあ
る鮒Ⅱ｡。

かたく縦）セン煩のさくの先端にあるふた，さく

が成熟するとはずれる。

ペリヘーニウムタイ期の．駕葉体で、化抽と世熊

のﾉ&部などが厚くなる拙造。

ベルカ細胞表面に見られる微小な突起で、隔

噛のｋにもある。

柵{ほう）セン軸のさくの先端を幅子状に測って

６階

いるもの巡り11器に111鵬するカリプトラの一皿

で鮒州(せんぼう)とも呼ぶ

胞了側．(ほうしたい’センタイ肌の脚{1111代、足、

１１１１、さくからなる→配偶体

包賎〈似う堂<）稚状体において、造梢器または

造り11器を僻噂している膜状の組織一雄包膜と雌

包脱がある

菰製I{』うよう〉測削ｲ､において、造Wi器または造

１１１１淵を保,;&している鵬、雌位蛎と雌芭離がある

(ぬ､く’件I<趣.く･(1ぃ）ｈｌｌＩ物体の'|ﾐがﾙの一型･ほ

ふく･り.る膳や嘘状休を侍つjM。一・ｍf性

マミフ柵lluの炎ｌｍにあるImlレンズのような丸
い|ﾙﾒらみ、

マルスヒ'ﾝムベIノギニウムの・J1'１ドIMIしたＩ(リー

脈性芽((』吟uい抑’Ⅶ11Ⅱｲ､において、』1Ｗ|的につ

くらｲlる鵬hIIl〔ﾉ)た釣り》ｉｌＷＭｲ､“肌や｢Inによって

Y'↓なI)、‘細り．ｊ・るときに!E秘な特徴となること

がｚい‘大さく分けると成焚点を持つものと持

たないものがある成災点を持たないものは単

細胞や多刷||胞で球形や線形のものが多く、発芽

すると服糸仲が発述するｈｔｊ４点を付つものは、

郷１１胞で球形、’'１盤形、小{靴、小蝋状などを

してお()、確りiすると111‘i物体が充述する。

無性芽器(“､功‘さ）無性茅をつくる部分が特別

に分化した1N造，

毛里{もう蛾）鷲や桜の炎而にある毛または小
さい熊

雌花砿16‘抄う洲.”・ピン賊において．造柵器が鴬

Irlに鵬‘&I)、ｆＩ制ﾉl｛の|Ni造になったもの．

雌器樋【叩遥たく》タイ航の進梢器をつける部分

が傘状になった|Ni造で、雌器床と柄からなる

ゼニゴケ11にｌ,↓られる，

雌器脈(ゆうさしよう）タイ航の雄器托にあり、造

Wl器をつける州状のｌｌｌｉ進．

;I|('卜(ゆ心い）ク（噸の細胞に街まれるW,剛Iを成
分と．J･るｌＭｉ

粟状体〔J､洲'｣.うたい）1,,1,ドで蕊や蕊が分化して

いない体．

翼部〈,kくぶ}・ピンirlの雌のﾉ&部のﾉ㎡灯の隅の部

ｳ)で、神通、仙の岬州|Ⅲ【１１と形状が児なる細胞

からなるまたは、ｸｲﾘＪ１(ﾉ)帖状Iｲ､の織部の輔

い部分。

製片{れっぺん）小l;･の櫛巡をいう。たとえば蕊で

は、先端が＝製しているときの小片をいう。

ロセトタイ航やツノゴケ瀬の柴状休が円形
に'ドIiIi的に広がっているときにいう



紛地衣類の川語説明

ウスニン酸〔うすにんさん地火成けのひとつキ

ウメノキゴケなどに角張れる脳色の物'１１

師状{かじよう】ＩノｋｆＩ･Ｉ#のひとつ１‘;やMIlkなど

の進物の災面に「かさふたのようにｉＷ<広が

る

下皮層(かひそう〉蕊状地衣の裏側のｌＷ

頚粒lかりゅう〕こくレンゲゴケの''''１１人1ｍなど

にできる1＊粉坪のように鞘h'‘Iにかかわるが、

､ﾘ･イズがﾉ鐘い’､I/,|師l的な川,１%ではない

基本巣体{き侭んよ#たい’ハー｣二'ケ｛|で、Ｍ１状ﾘ）

洲1Wの恨元にで差る鱗叶状の部け
偽根(ぎこん’葉状地衣の卿!!'にでとる畑､帆の

ようなもの‘これで唯物に張りi,j･く

擬子柄(ざしへい〉キゴケド|のIｲ､０)刷状部分形

がハナゴケＩＷ)'''11iに似ているが，」.淵のilYlで

はないとみなされる

偽盃点【劃まいてんハクラーンゴケなどで、休め人

面にできる膜嫌普通は1.1っぽい

基物さ‘詩っ，岩石、樹皮、ｌもなど、地火剛が1ｋ

接生えているもの’|端雅物ともいう

共生菌,きょう.唾Dさん地衣1,の体を'''1火-り．る１Ｗ

航

共生藻(きょう.也靖ぅ地火加(ﾉ){ｲ､を|N火する藻

類。

菌糸(きんし〉前類の体制付成しているｊ,ｲ遺的な

つくりは糸状な')で、細'1Jではなく''11|糸と呼ぶ‘
孔口に池３１ｌ１ｆ｣篭器にlHl<小さな穴．ここを

jlliじl'嘘１１Ｗ:が外にjlこびだ．‘)．

干器ＩＬさ｝地欠航の体の一部ここで11.''1V｜

がI'獲胞ｒを11る

子器盤,しきばん〕llll状の柳JR器を’.〃､ら兇たと

き、蒜以外の部分、孤緬によって特徴的な色を

ボーリーｌｌＩｒ面で兇るとｒ綴1Ｗの/<1ｍにlII､iiする

子髪・子奏胞子し〈ﾉ)３・しげ)う(濁しｊ･･鷺曲畑

を特徴I‘iけるのが寸呂撤胞ｆＩ'蝋胞j･はj･嘘と
呼ばれる典状の枇造山中にできる

子崇百類,しのうさんみ､）棚j'1”(とならぶ、I別

等菌葱の仲間一地衣類のほとんどがこの(''''１１１

子壷屑(しのうそうｊ篭器の中て、ｊ､渡が蝿よっ

てできる場所

子柄(し､I,リハ･』･ゴケⅡの体のM|状部分先州

にｆ淵がでざるので．」･洲の''1Jという患|【{；

樹状(じゅ［よう）'1ボノ|ｼのひとつ、M1'|､‘)ｋう
な形

上皮層１じょうひぞ}）誰状jlll衣の火11110)１１Ｗ
小型片(し』:弓ル』ぺん，蛇1｣'(地欠の旨Jバノァオキ

CIS

ノリなどにできる、裂叶を小さくしたようなもの

シリアマツケゴケなどで、裂片の紬から伸び

る、偽恨に似たまつ毛のようなもの

脚知れ､そう】薬状地衣では藻頗1ＷとドリｌＷに

lulまれた部分へぱらぱらの簡糸からなる

生台形,忠､いく吋１，ウ休の大まかな形Ｍ１状、雌

状．而状が主な３タイプ１

(Ⅱ'1糸〔そくいｊ亀寵刑にできる糸jW<のl1rl糸Ｊ'･礎

とｆ礎の|H1をｌｌｌＷ》ている“

藻鯛階(そう協いそう〉雌状｣山火などで、ｊＩ;'|,,:卿が

皮岬の近くに典ま()l輔をなしている部分・

地衣成分(らLせいぶん〉」山欠航がI1Wl1す仙特

の化学物質

頭状体!とうじ上うたい，キ:]･ケ|}で(よ２I‘1iﾘ:〔(の１

'1.,猟があり、体の大部分には禄減が分Ai･ﾘ・あが、

総蝋は塊をつくるのでこう呼ばれる

盃,はい）ハナゴケ(:}のヒメジヨウゴゴケやヤグ

ラゴケなとで、子柄の先鵜部にできるⅢl状のI{１１

造

バスチルコナヒメウメノキゴケなどで、体

のﾉﾐIHIがふくれ中が窄帥1にな〉た、泡状の附造

被干器(ひしさ）』｡b蝿A'１が潤われる,IiIfのような形

のｆ器。

皮層,ひそう１体の外側を暇う繭糸の岬ｆ

粉差し湖カリ共生藻の細胞の塊に1W糸力端みつ
いてできた粒で、小さく粉のように兄える．マツ

ケゴケなどで見られ、紫h''1に"､かｲ)為

扮井〃R(ふん力功4,､〉１:州:は油よ",た｣l↓Ｉ１ｊｉにで心、

塊となる

マキラマツゲゴケの封M1にあお'l立たない;||｜

かな網目脱様ご

葉状ｲようじよう、生育形のひとつ唯のように､Ｉｚ
たぃ

裸了器(らしき】Ｉ蕗蝋岬がtj,世出しになるク（-ノ

の』も器辿湘よ'Ⅲ状

リレラモジゴケ1:|などで、線状に伸びるｆ器

のタイプ枝分かれするものもある

錆片状(１Ｍ（人じきう砿状の小さいもの

鍔棄(I》んよう）ハナゴケ科のマタゴケなどで、ｊ儒

仙ﾘ)ところどころにつく鱗片状のもの

製芽，れ効，ウメノキゴケなどで、（ﾄﾘ)火Ｉｉｌｉに

で座る小さな粒あるいは1.ｹ・り).kうなもの

製片〔北>ぺんｊ蕊状地火の仏分かｵⅣ)こと
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セン甑のさくとさく

徴の拡大(右)。さく
識はセン飯の特徴

／言へ、

撫 燃 ’'1|"""鰯
・IWW川Ｗ〃z

li鰯i聯〃

センタイ類のかたち

タイ類ゼニゴケ目に見られる有紋型の仮根タイ加の細胞。油体な含む

３７

・ヒンクイ加は．軸州:を１１１つ糾色の'1''1物である

が、１'1によって(よ,航色や脚色になるものも‘もるク）

蝋学的にはセンリ孔タイ畑、ツノゴケ賊の３つが細

のレベルとして分類されるまた、体のつくりから

センタイ噸は大きく裟熊体と蕊状体に分けられる．

農雌休(よ乳と雌のI鋼ﾘがIﾘl脈で、セン鮒のすべ

てとタイリ:|Ｗ)多くがこの監咽ｲ､である．こたiMM{、

は、粥と輔が|Ｘ別で世ない形態で、．ｊ･べてのツノゴ

ケ蛾とタイ加のゼニゴケの仲l川などがこれにH1,ｌｉ．ｊ・

る落蕊体には、厳ちこがる豊を持つ血立性のﾉk

ff形と、霊は常に唯物にほふくするほふく性の生ｆｉ

形とがある

嶋裟といっても維粁'1〔Ｍ物（'''1j''11,1物やシゲ

仙物）とは大きく蝿なり、油ｉｆや帥櫛などからなる

雑符!'〔はないしたがってセンクイ航には雑神州｜

物のような根はなく、仮恨が体を問定する役11を
はたしている仮恨はセン瀬でIjL多細胞で役分かれ

し、ケイ肌とツノゴケリ､ではiiwlllIliﾘである；Iﾐた、

ケイ).''1(ﾉ)ゼ異二１．ケ11にI‘Lｲ1.紋ﾉ|ﾘﾘ)IklllがIもる

センクイガ{の水分や挺分の吸収は'''１狐、能や笠

の人1mからけわれる

蝋や蛸状休の細胞のかたちは''1形、細l＃、方形，

/;j(IⅡ#などいろいろであI)、タイツⅡの細lK1には油休

が〃ｲ1.．り．る

'1荊形ではzfI逢'kの{'､がちいが、lfI・'1’)I1Iiも兇

られる繁抽は、jILｲ尽的に肥ｆでijwわれる胞j'は

造１１１職と造り１１器でつくられるＷＩ｣･と卵j･･が受柵し

てできる胞１，体のさくの'|'で形成されるセン願の

さぐり》１１にはさくＨ１があＩ)、またゲイ加やツノゴケ

瓢のさくのｌｌｌでは胞１，とともに抑糸がつくられる

さく剛、抑糸ともに肥1..を地<に倣附させるのに従

'７:っている紗くの｡ヒンクイ航では無性排がつくら

れ、これがﾊｾｲi『され無性繁献･』･る蝿合もＺい‐

セン頚の仮根。多細胞で枝分かれするセン瀬の細胞。油休がない

ａで

タイ加の胞子と;)|(糸

〆タイ類の仮恨‘,１Ｍ細胞‘，ツノゴケ期も同1１

勺

－＝岳一一一一一一一ﾏー．

ＯＯ

Ｃ屑



セン類

セン瀬はn本に約1.050航が知られる伽物体

(配偶体）は茎蕊休で、１１F位性とほふく性がある

ＩＩｆｌＩｌが多細胞であるこど野鋤に細りできる

１１１枇性のセン弧では、・臨堪の先蝿にl1IAl(まれに

概数)の胞子体をつけるほふく性のセンⅢでは、上

裟の途中に胞子体をつけ、政も複放のことがおい。

ほふく性のセン類では､催はＥ基より小さいことが

夢<、ほふくないし糾卜･ﾘ･るほふく．ｊ.為ときには、

'i常体的にjⅡ１１､ドに股分かれし、州【、２１''|州ﾉ《となる

蝋は先が切れ込まず、１１畑１１～２イミのII1lIjjを付

つ。熊身細胞は単訓11Ｗ，！'ﾘIIjI;L”１１肥ﾙｲでﾙﾉ為。

造卵器や造精器は芭雛によってIIf&I,@され為。也

蛎は、紳通は葉よりも先が長く尖ることが多い。畳

梢すると符い胞寸邑休はカリプトラによ-．〕てhlIi“オ１，

カリプトラはやがてI剛(センI州ともいう）となる

胞・f体は成熟後も及命で、ｉＩｆ辿さくのＩＩＬ部に4りく（

孔がある。さくは成熟すると口蝋から上の先端のふ

たがはずれ、さく歯が乾溌班動することで良期lHi胞

子を散ｲiiさせるー さく歯にはスギゴケ型とマゴケノＷ

があり、マゴケ皿は１列と２列にﾉ鋤される１列

のものではまれに欠くものもある２ｹ11のものは外

'1111の列を外さく帆、内側のｹ11を内さく剛と11,Fぶ

タイ類

タイ噸は1.1ﾉ|員に約620i1Iが)､115れぁ．’'''１物体は

紬琳または蝋状休で‘ｳ》る．神jl1I，細'1(!』にiIIllｲ､が

あるので、容坊に,,仙別できる仮'1↓はili細胞。、ピ

ニゴケ１１では２型あり、他とIIilじ平洲JIuと他にな

い有紋型を持つ。茎築体(ウロコゴケロ)では、鯉は

霊に３列につき、２列の側紫(杵逝、唯と11,fぷ)とｌ

11の胆鯉があるしかし、服蝋がないIlllllllも多い

造Wl器と造卯機は世雌によ》て|‘“され、符い

胞j､体はカリプトラと化純によ-)てfl蝿される雄

状休は、組織が分化していないフグマグゴケ11と分
化しているゼニゴケ目に分けられる脱IiIiにWi液毛

か服鱗片がある励造捕器は準状休の背Iiiの腔所に

j1Hもれるか包脳によって保,礎される辿jllI器はi,1

11塊によってh雛され、礎Wi-j．あとハい11(４｣鬼休はカ

リゾトラや偽化被によ軍.〉て'1+11ルされるただし、他

'昭‘j､受WＩしなくても苑逃す為が、｜胸化披は堤1,11機
に発進する。偽化被を欠くilllIHlもあるＩ、

胞了.体は成熟すると鯉命で、さくは１つの斜ハ・

に削れ、弾糸が縮むなどして胞ｆを11〃'1に倣伽さ
せ‐’111れる．また、さくに‘Ｘ孔はない

GW8

さく闇

(多圏胞’

漂篭雰磯

曹塗蔀ヌＥ長生Q翌侃Ｎ
－■＝■■

組織未分化組織未分化

さくへ

さく柄--N葉状体の横断面

(１Ｍ細胞:平滑』

フタマタゴケ巨

粟状体



さく内さく街

(多細胞）

ほふく性

(緑色は配偶体・茶色は胞子体】

霞鴇：同化糸
■一一一一一一Ｃ■一一

舞窯蛍

Ｉ器托

柄

(単細胞;平滑･右紋】

ゼニゴケ|言

(線色は配偶体４茶色は胞子体】

G穐

ツノゴケ類
ツノゴケ畑は｢lイミに約２０種が知られている』ウ

シの/fIのような肥１忽体を持つので、そのｲU偶がある‐

唯禄Iｲ､がｋ形で、１$|||肥にｌ肌か２～311MであI)、

ピレノイドがあることから他と容坊に区別できる

仮恨はlli1ll肥である。

柚物体は雌状休で、ロゼソト状をなすことが多

い。あ､Ｍ)州lWI:がなく、'1M鱗片はない､‘輔藻が典

ﾉkするﾙ所をIJrら、１１;ﾉｋしているときには,'f緑色

')Ｉｌ１ｌｌよりとして点ｲI:-｝･るのが|ﾉjII↓でもり,lえる雌状

休にはこｵlと側､別に細りfがある帆とない帆がある‘，

造卵器べ』過Wl器は能状体に埋もれる。

胞子体の職|;は包膜で保羅される。胞子体は録

色をしておI)、ｊ総11の分裂組織によって成長を統

け、先端から縦に２ハ･に州型し、胞了を散術する

さくに沸血.隙(孔があるさくの''1心には柚+|があ
り、抑糸がある

蕊状俸（緑色は配偶体，茶色は胞子体】Ｐ?.Ｚ晒唾Ｉ輝巴卿ﾛ副勘停．莱色は胞子脚E）

ツノゴケ通の細胞。葉緑体は少なく（これは１細胞に
１個)、ビレノイドがある



葉。麓蕊:鼻雛綜讐迩籍に,綱峨
にﾉ'{:､してつき、密に噸なり、科めに聞

くことがＺいが、しばしば平1ｍ的にlNI逆、あたかも

jl輔|伽>仏《ﾉ)ように1,LLえることか‘もる‘ｌイペのＷ二

ついている鱒が、つく１１‘/撒によって違うことは珍し

いただし、符しく異なることもあるが、校庭では

非常にまれであるまた、姑身部はiii細胞l側であ

るが、中仙は郷{111他岬iで、幡吹も多細胞岬にな論

ことが‘もる

線形線状披針形披針形州円形卵形例卵形円形舌形鎌状に曲がる

基部

中HIjlホ 中肋２本中肋なし全撚鋸歯状絃がある翼部が明瞭基部は沿下基部は耳状

浜八八八人ハ綱雪辿以淳ｖ
円叩鈍頭説頭先鋭頭のき.状突頭薄板があゐ外曲する竜骨状

●タイ類 龍のつき方はIIT明で、杵通、瓦状か例瓦状に斜

クイガ(の塔蛎休では、蕊は３ﾘにつ茜、２り||がめにつき、Ｆ１によ』てiハまっている枇につくjル介
惣〕IMIrIiに、ｌゲ11がIIiIIiiにつく１１M1mにつくものもあるが、鈍'で‘もる蝿‘雄作にii轍11胞隅で、’|’
を側輔と呼ぶこともあるが評辿は雌と呼び、１１Ⅷ１肋はないまた、しばしば先端が一饗し、２つにlIi：
につくものを11嘘と呼ぶ雌雄は神辿、蝋よりも小ｌ)たたまれ、11鵬（'1噸剣Mの卸(.)がポケット状にな

其Ｉ

〈背面）

蕊の形

円形

接する(帝面）並なる(背面Ｉ

浅く二裂す署

(先端に２歯）

潔<ニ製する

（切れ込心）

瓦状につく

（鴎面）

桑は不等にニ制

し、折りたたまれ、

脆片は舌状

4Ｃ

燕
倒瓦状につく

（服面）

典は不等に二穀

し、折りたたまれ、

'1m片I‘kポケソト状

；
槙につく

（側面）

葉は不等に二副

し、腹片は袋状


