
じに入る爪に11:める『'

2．コケを探す視線の位IjUfをｌ:ﾉ§する“地IiIiを低く探す１１、樹皮やfiに推り付くような

Ｉjが必拠将通の捕物を見る１１では探せない’

3．コケを探したら、どんなものに背いていたか(上、樹皮、画、コンクリートなど）

を舵録する，また、そこの環境の様子（Ⅱ､'iたり、湿り気、いっしょに生えている

柚物、人による蹄まれぐあいなど）を記録する”

校内のセンタイ類

生育環境乾いている・湿っている

基 物土壌・コンクリ ー ト

樹皮・葉付葱・枝から下がる

水中・水に浸る

生育状態基物に全体が付冠

基物から立ち上がる

植物体の色明るいみどり

暗いみどり

その他の色（）

生育している状態のスケッチ

顕微鏡スケッチ センタイ類の名称（

j１，ｔくて

：､田

盲,､中
マョ

０７屯

ど主詮いﾄげ.トザ､ＬＺ‘'３埠載
共う藍･･･
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雨Ｉの細舵のすじ'

き求い放

す乏王

）



4．シャーレに入れて牧室に持ち捕る．

実習２コケの体を観察しよう

実習の準備

ルーペ顕微鏡実体顕微鏡先の細いビンセッI、

スラ イドグラスカバーグラススポイト

観察の方法

１．コケのかたまりから１本を取り出し、全形をスケッチする

茎が直立しているか、横ばい状態かなどを兇る。

葉のつき方（斜めか、平らか、草を抱いているかなど）を見る。

２．葉を観察してスケッチする

ピンセットで業の１枚をはがし、プレバラー･I､をつくって捌微鏡で観察する。

蛸の令形。先端の形。緯のギザギザ(鋸幽＝さ.Lし）があるか。

’'１肋（ちゅうろく＝葉のIlI央のすじ）があるか。それが紫の途中までか、突き抜けて

いるかｃ

３．葉の細胞の形をスケッチする

止方形、，‘《jvI形、細艮いなど“

細胞の災而にとび出たような粒々があるか．

実習３コケの種名を知ろう

コケの伽fiを調べることは、将迦の柚物よりもずっとむずかしい、しかし、本譜を使

ってぜひ棚fiをi淵べてみよう｡なお、Ａj1.3校でスケッチされたコケはナガバヒョウタン

ゴケとIIil定された《，なかなか、コケのM1橘が判lWiできなかったり、また、調べた名前が

止確であるかを確認したいときは、邸門家の助けを借りることも必要である。その場合

にはコケを標本にして送らなければならないが、それにはきちんとしたルールがある

(pl70)。
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苧jケは肉眼ではⅨ別することがむずかしい１１Ⅱもちいので、‘淵ffするときには、標本を

|{城して、MIi微蝋で脈かめなければな↓二jないしかし、｜i城はどこでもできるものでは

なく、採雌してもよいかどうか'lIiMIに脈,似．ｌ･るように．↓･る．|'恥に凶iたっては、上地の

川{端などの許!ﾘを得るように心がける．また、公lfIlでは染l上されていることが多いの

で注葱したい“

’111本の採雌や'1:型の方法は、センタイソ:〔Iと｣lll火伽とで、此〕lI1な点と出なる点とがある

１センタイ類の採集と標本作製

（１）標本の採集

⑲採集道具

Ｍ１はルーへ（左上)、野11りく（剛､）、ピン･セ

ット（中)、皮切りナイフ（右）

ルーペ：１５から２０倍程度がよい（p３２参照）

野１帳：ポケットに入る小さなノート

ピン･ヒソト

皮切りナイフ：鋭い〃は必笈なく、センタイ

加をはぎ取れればよい

採集爪紙袋：薄手のクラフト紙が使いやすい

(|‘;<１２)。紙を３つ折りにして（|‘:<１２１.)、ノ,州

をlli.()たたむ（Ｍ２ド)･ノくきさはＡ‘１（297×

211''１ｍ）かハ|､'7ン紙の全紙を１６郡分したﾉ〈

蛍さ（300×225ｍ１１１）がよい，こオlを縦l()〔､1】１，

慨１４ｃｍくらいの大きさに折る．

飛記川ＬＬ：Ｂくらいのやわらかい鉛T【、ボ

ールペン、細いサインベン

ｊｉｉｌ↓袋：|”&道典・式を入れておくノ《l:さ

んが使う腰にドげる厚布製のものがよい

ショルダーバッグ：採集した僚水を，時的に

入れ ておくためのバソグ市販されている躯

漣 瞳 鰯
靭
縛

図'１センタイ類の採葉撹具

118鷺

閲１２センタイヨ願の採塗袋

§
一
Ｆ

ｑ

Ｉ

コケの標本を作る

3『

一一コ■一一
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６

一一一悪喜塞



集用のショルダーバ.ソグは、採Ｍ５進典や標本

も入れられて便ドリ

イIi災：採唯した慨木を入れザックに収める

た必の袋季節などにより描れる心配がなけ

ればスーハーのビニール侭でもよい

地Ixl：採蛎地点を脈かめるため

③採集方法

′klriﾘ,L物によって側なる｜にﾉｋえる．ピン

鶴
－

睦
謹
濠

凶
●
催

蕊蕊

タイ領では、ついてくる上はなるべく少なめ図３センタイ類の採集

に取る堂皮切りナイフでセンタイ鯛をlIlIl)起

こし、予でもんで上を藩と．ｊ･よう仁するとくに洗う必甥はないセンX((には似ＩＮに無

''1坪をつけていあＮｉもあるので、それらが淵ちないように波葱する

栂の上に生える｡ヒンタイ卿よ、皮切り)ナイフではぎ取るように採り&する（|･xl3）ク

サリゴケ科のように微細なコケが密行しているとぎには、ヒンセリトで１本ずつていね

いにつまむようにする

木の'神の衣1mに総i‘Ｉしているときには、はぎ淵とすように派鯉するたいていは皮l:ﾉｊ

Ｉ)ナイフの〃のない|伽)部分を使えばはぎ取れる

採集する楠物体は、なるべく汎ﾉkIlIiが少ない柳蒋を逆ぶようにするが、汎ﾉｋしていた

としてもそのまま持ちjiI}り、あとから分ければよい二また、でざるだけ胞j'･体や無flM（

をつけている個体を班ぷようにする

脈ﾘﾑする１１(は，Ｉ|的にもよるが、分W''1など〔/)Iill究に使う|鼎ｲくとしては、・てのひ')の人

きさくらいがよいしかし、ＩｌＩｌ:拠としてｹけたJ/)なら、その1'分もあれば|･分である

旅鵬した試料は、１点１.lAiをl側&袋に入れ、｜､剛ミデークを１１『き込む』ｌ'測挫た慨水は、

附袋などに入れて持ち帰るー タイ剛は油体を似察したいので、乾燥しないようにl＃ちり'１１

るこのとき、途''１で燕れないように汰意する，

⑬採集データ

標本の採鵬データの１１.錐は'､甥であるｌ側&データのない場合は隙ｲ<と(よいえない

採集災の表面に採築データが仰きやすいよう:二必要項目を印刷しておくとＩｌＩｉＩ:11であ

る（I,xl4）

採嘘場所：市llIIl雌、１１（，公１Ｍなどの名Iiil、際高、地図名（25.()()()分の】または

5()‘()()()分の１の''１１:地J''1雌の｣山ﾙ側べ'1Ｗ艦ﾔの部道刑ﾘI↓別メッシざIマノソなど）よた、

紳庇維庇（妓近はＧＩ〕Ｓの神雌によりilll雌がi1illiiになった）も記録するとよい

生態的データ：地形（111か谷か、川かなど)、光条件（11,山iたりの狸腿)、水分糸fI・

(洲(〕けの程嘆)、′k行雄物（ＬかＷかｲ<か‘上や瀞、水の種煎もわかるとよい)ｃ

採卿｜、採姫尚、｜測釧ドり．（''1分のjIliし淵)がよい)。

偽．.
【
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一年一月日採集者

セン類・タイ類・ツノゴケ類

極名

採集地

同定君

採塑ＮＣ

１：５０．０００地図(１：25,000

立地：尾根、斜面、谷、平地／森林、疎林、、斜面、谷、平地／森林、疎林、草原、裸地、水田、畑、河川、小流、滝、

湿原、湖沼、池／路ばた、植込／人殿、公側／森林優占柳

光： 陽 、 半 陰 、陰方位：束、西、南、北

水：乾、中湿、湿、水際、水中、浮遊／酸性、アルカリ性

生育基物

土壌：磯、砂喋、砂、砂質土、ローム土、壌土、粘土、腐植土

岩：岸壁、転石、石垣、コンクリート／壁面、裂目、岩棚／岩石名

樹木：商木、低木、つる／根、根元、牌、枝、菜、切株、立枯、

倒木(樹皮上)、倒木(材上)、朽木／棚獅名

位置：上面、側面、下面／地上からｍ

胞子体：無、有(幼、成熟、老）繁殖器官：造鞘器、造卵器、無性芽

図４採築データの書き込み欄

あらかじめ|剛ミハケリ,I･に印刷しておくとよい

）

（２）標本作製

採鵬した試料は、すみやかに採姫鎧を広げ、ＩＪＩ・のｋなどに北べて風乾する（側５）そ

の後、特別な１１篭は必喚なく、ゴミを収()除き（'.:<１６)、隙イミハケ.ソトに,iIIiめかえるだけ

であるゴミはなるべく

取り除くが、上が多すぎ

るときには、細かいふる

いでふるってもよい（Ｎ

７）'１，ｔ後に械鵬蝿に,Iさ

込んだデータと州iのラ

ベルを入れ（Ｎ８)、でき

園'７ふるい

図５試料の風乾 図６ゴミを取石

■ＤＣ■■●ｂ■吟

一一固辞一卓酋＝■▲ー＝凸■『ｰ

woq90p…pｏ三一…旨ロFク哩悼一畠睡酋＝
重■句凸＝一必立串

- 1 司 凸 丘 卜 些 哩 ゆ ● も ■ 申 一 一

図 ８データと予備ラベル図９できあが↓」
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あがりである（Ixl9）

センタイ熱はＩｕＩｍかが洲′ｋしていることが多いので｡

あれば、隙水にするときに、別にするとよいしかし、

ラベルに混生皿を,Ifき込むようにする

もし、混'k卯を分けられるので

それができないときには、隙水

（３）標本パケットとラベル

ＭＨｲを入れるハク･リ|､は、Ｊ''1忠的には及耶11でも劣化が少ない''１'VI;紙で‘ｂるが、ｌ',jLい

クラブI,紙かケン１，紙を川いてもよい。洲ﾊ|机は、ヅガ化が11Lいので使わないほ･ﾗがよい．

脈災災とlIjlじ大きさに柵り、ハケ､ソ1,に１．るただし、この大きさにこだわることはな

く、縦８ぐ、，険12ｃｍくらいでも力､まわない，

ラベルは、慨水化の'1:猫と､)fけして作製し、あらかじめハケ､ソトに貼っておく（|･MllO）

ラベル（Ｍｌｌ）には、ｌ制iデークをil｝く雌地

の地佑、隙間、’k態的デーク、’'１雛年１１１１，

採集街、採集番浄は雌低限必典であるＩｌｉｌ定

結果の煎名(学名や和名、科名など)、｜lil定尚

fiは、あとからでもよいが、慨水にする前に

ｌｌｉｌ定していると側水化もスムーズになるｌｌｉ

近は、｜岬lなコンヒュークーソフ|､がIli眼さ

れているので、これを利川すると、データの

祷理やラベル印Mllまで簡叩にできる,、データ

をラベルに‘I)くインク(よjll色しにくいW〔のもをラベルにiI}<インクはjl1色しにくい'１'(のも図１０ラベルはあらかじめ標本バケツ
に貼っておく

のを他川する,、また必ず、州'1ラベル御)Wｲ､、

卜

所屈機間名

１１斤帆樹間他所
隙ｲf綬鍬瀞珊

～ 一一一一千蝕気立ＬＩ&央胃絢掘一一

～HBrb･NmturKllHistoryMuseum&Institute,C脚iba(CBM)
I卜蘇赫睦れてい
る隙ｲJli”棚‘

学名

和名

派地

'Msj,”､ｊｋ魅

画室

ＵｂＵ２ＡＣ“ｆｍ０ＣＰＷｏ－ｈｕＩＣｆｌｏｂ汎Ｚ６酢８０８２ＪＡＰ幻Ｊ

－(:I1MnII21S(1

－一一一一－ハル"･【･伽"I伽ﾉ】(ﾉﾉ)､"j(』"）んｌＬ．
-一一一一ゼニゴヶ

伽t古求運郊（ＴＦｕｎ“》一

一Ｉ“：-F県U汁f狐11111Ｊ』&Ⅸ災鼻11.25000千熱順調．】:5()0()()千鴬)一

一Ｊ八1m八N!{【)1】１８１Ⅱ】.':】】Ilxll仇'１１.I-l8Ibn-811I‘[さl1W-ku‘』塊〔和u】釦.1(〕11M.】t9v

-6llfM>llIIlm呪'1卵Ｉ通ＷＦ(JJ1‘

Ｄ伽噛:!〔)(110』I柵〕〔､1.ⅡI叩|イハ111.11ｍｍ(!,け.no､2()I弱

／ １１

採鵬卜

図１１標本ラベル

採恥門 様』鋼}弓

１６F

同定櫛f'１

地lMlfi
I鼎ｉＷ１



侭の111にも入れるようにするこれは、表の

ラベルがはがれたときにIｲ､|らないためである

ラベルをＭｌＩＩるのりは、はがれにくく、虫に

食われにくい1W(のものを使う一般的には、

アラビアゴムであるが、水［、ポンドで代ｍ

できる

図１２地衣頚の採築逝具一式

巳地衣類の採集と標本作製

（１）標本の採集

③採集道具

｜･:<'１２は|．剛蝿叫・式

ルーペ：１５から２０倍渦１度がよい(1)32参照）

ハンマー

クガネ：､ドタガネ、111冊１ｃｍ，長さ１２～13ｃｍくらいが扱いやすい

皮l;UI)ナイフ：ノリ先をよく研いでおくこと

ポクンプ<あけ川ノミ：ｌＩｌＭｌ～1.5ｃｍくらいがよい

採卿'1紙災：あらかじめ|測馴卜¥をiIＩいておくとよい，

舟Ｍ』川!↓：ｌＩくらいのやわらかい鉛べ.、ボールペン、細いサインペン，

州ﾘ』：ボケ･ソトに入る小さなノート『

附侭

jijI叫蝿：|刺&池↓・』他を入れて.おく，ﾉ､:I:さんが使う鵬に1,.げるﾉI』〔ｲIi型のもり)がJ:い、

③採集方法

地火剛を採肥-｝･るには、、砿や基物に応じた方法をとる必要がある』

まずＷの’.に'|茜える地衣師では、ハンマー

とクガネ、ノミが必叫となるｌ州ﾉ〈地火では

とくに根ﾉ|j部分が'''1定仁ﾉ<切な{'剛(が多く、

雌状地衣では偽択がﾉＷｌなので、ノミを使っ

てたんねんにはがす小形唖や揃状地衣は、

ハンマーとクガネを使って、唯物の¥+ごと取

る（I･;<１１３）僻はなるべく薄くした〃が（Ｍ

さ１(､ｍくらいまで)、｜淵本にしたとき扱いや

すい

水の神に′kえる地衣瀬では、難状地衣と樹

状地火は､ナイフを使ってたんねんにはがす

1６７

図１３地衣類の採集。岩に生えた小形種
や病状地衣はハンマーとタガネを
使って、基物の岩ごと取る



（２）標本作製

採集品はなるべく早く、標本化することが蝋ましい。できなければ冷蔵庫に保播して

もよい二

③立体的な葉状地衣や樹上地衣類の場合

．Ⅷｲ§的な壊状地衣や州ﾉ《地衣は、イ<につけてやわらかくしてから、パIノトや洲H1紙の

上に広げ、ビンセソトでごみをていねいに取り除く（Ｍ１‘l)。半分に切ったWiIil紙に、

あらかじめ採集番!r)を油性サインベンで好いておく（岡１５）これに試料をはさむ。こ

一
一

一

図１７乾燥した試料 図１８標木パケットに移す図１９できあがり

国

~､篭
』

図１５採典番号を響いておく図１６板と亜石をのせる

理鐸ニロー面

懲罵．

瀞．

L５１首溌墨蔵垂…〃Ｉ

霧蕊簿';パ I凧：
一一一一

小形而や痴状地衣は、基物の刷皮ごとはがすこのとき、なるべく樹木を傷めないよう

に縦意する

ｔに4kえる|蝋ﾉ<地衣は、紫手で恨元から取ればよいこのとき、センクイ噸やＩ:をな

るべく藩とすようにしておくと、あとの似ｲﾐ化の作業がしやすくなる

採集した試料は、１点１点を紙袋に入れる紙袋には採集稀号を書いておき、野帳に

は採集番汁ごとに、採躯地や｣』糾切などのデータを,iil入しておく紙袋がたくさんになっ

たら金休を．rlr災に人ｵ'て持ちｲ'1}る，上．ニーノl災に入れると、（‘+いlIjlﾘlだと蕪＃'てlノル)て

しまう。とにかく,l郷,1,,1,が蒸れないように枇漁･j-ること。

分煎などの(jjI究に使う|淵水としては、てのひらのﾉくきさくらいの分+,t(例えば縦５ｃｍ，

職10(･】1'）をひとつの標本とするのがjIl蝿!とされるとくにJjIi状地衣では、地衣体が火

趣く下器がたくさんついているものを遊ぶとよい

一

両
■ゴ
ヨニ②■

1ＧＦ

毒
害

一
舞
詠

§
Ｊ

時

図 １４ごみを取り除く

爵



図２０試料を台紙に貼りつけ、吸湿紙の
上に並べる

(ﾉ)祈|ﾙi紙と'1及洲紙を史ﾉに１１１ね（いちばん下

といちばん上は１１峨洲()、上に'1<をのせ、ｉｉｉ

(iをのせる（|･xll6）ｌｎＬｉは、500Ｒ１Ｍｒのjlif

いものにするとよく、厚い板を使用した賜

合には板の耽さだけで|･分できれば涼し

く乾燥した部雌のＩＩＬの'二に慨くとよい蒸

しI＃'い部ﾉ･僧だと、‘;jW1が盤れてしまい、き

れいな槻ｲﾐはできない

似１１、ﾛﾉ蛾,1紙をよく乾いたものに交換す

るiMi料をはさんだ折間紙はだ換しない試る，武料をはさんだ所間紙はだ換しない試料が乾くまで、この作業を鯨日行うハナ

ゴケなど多くのfili畑では、W1llか、遅くても２１１後には十分に乾燃している（Nl7）

逆いものでもｌ剛Ⅱ|以Ｉｊ､lにはで＆あがるのが沖通であるで苫あがったら、隙,Iミハケノ

トに{”｡（l‘x１１８，１９）

③術状地衣や基物ごと取った地衣類の場合

Mli状地衣やjlL物ごと取った試料は、台紙に貼りつける使用する台紙は、官製はがき

の２階川'2のﾊ〔さのものがよい色はｉｉ燃色やIグミ色の原紙がよい派丁・な色や、典っI'１

だと、，11Ｗ:|を１１M察･』･るときに兇にくいよた、！､11など|Iifい色だとＩＷｲ柵Ii)などの11)逆込

みにｲ《I'｛'1合であるＩ‘li川する縦ハパ'1(よ、,|蛎川合成の()がよい｡

ｆ↑紙に‘,jt料を通､11な間|淵をおいて､lfべ、のりで貼I)つけるこのりは、試料の裏'1111'i覧Ⅲ

につけるのではなく、線の近くの'''1簡所かと（激は大きさにもよる）’'１央部に点状につ

けるとよい‘、ｆ)紙ﾘ》端〈ﾉ)決‘l;った助l'肺に隙水貯)｝を蜘門Yで記入する１１脚,,Ｉ紙のｌに台Ⅲ（

を､''１べ（'．;<'２())、｜Ｍ）ｋに脚).てiifIl<，スペースがない｣馴合には、ｆＴ紙をの･'1たIﾘ鰍,鮒（

を'Ｉ.'ねてもよいＭ彼の｣馴合、ＡＬま"’てしまうことがあるので、そのときは上に'1,<をの

せて、淵ちi‘fくまで（１時|Alくらい）ｆｉくとよい

似１１，｜lljt洲紙を従換-J･る台紙の典側が柁くまで毎'11吸湿紙を交換する杵)皿よ２～

３１１で雌くが、大きな↑‘卜のかけらをlIIlIl)つけたj馴合には１週間偲庇かかることがある

（３）標本パケットとラベル

隙本を入れるハケットは、ｌ』,[紙を折って作る‐い、クラフト紙かケンI､紙でよい。セ

ンクイリI(よI)も体がﾉ<きい帆瀬が多いので、Ｂ４サイズの111紙を使った大きめのハケッ

トがj'1皿であるしかし、・ヒンタイ弧といっしょに楠jI1l1するならＭじサイズにした方が

扱いやすい

ラベルは、隙ｲ<化(i業と並行して(i製しておき、ハケッ1,に貼っておく（凶１０）ラ

ベルにはセンクイ賊とおなじように、産地の地名、標高、唯物など生態的データ、採柴

年}l「i、イ剛iff、ｌ測縦))を必ず記入しておく（l･xlll)‐産地は、推仁でもわかるよう
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な許き方が望ましい”棚名は標本ができてから、じっくり調べてから記入すればよいの

で、、ｌｉ而は空白にしておいてかまわない‘

Ｓ標本の保管

コケの標本、とくに地衣剛はほおっておくとさまざまな害を受ける．とくに弧をつけ

なければならないのが、カビと兇虫である。カビが令面に生えた標本は、カビの1W糸が

はびこって地衣体内部の構造がわからなくなってしまう。また昆虫は、賜合によっては

標本をあとかたなく食べてしまうことさえある。そこで、これらのりfから標本を‘,1:るl：

夫が必要となる．

カビについては、湿哩５０％卿災であれば、まず生えることはないので、低淵哩を保

つように注恵すればよい”水やガスを使川して測気がこもるような部離を避け、できれ

ば１階よりは２階に、IIilじ稲内でも床にじかにIi¥fかないようにするとよい。兇虫につ

いては、低温低湿の条件が活助を抑える，また、効果的な方法としては、凱密性の商い

プラスチック製のケースに棟木を入れ、防虫剤を入れておくとよい．

総合すると、低温低湿の条件が概本保篠に適していることになるまた、光によって

徐々に面が劣化する（たとえば共′k猟の緑色がだんだんあせてくる）ので、光が当たら

ないようにしておくと保存性が尚くなる。

４標本同定を頼むには

ｎ分が調べた標本のmfiを縦かめたい叫合には､ｲi料で業者にlIil定してもらう方法と、

無料で公職にあるＷＬ門家にlIiI定を依細するという方法がある。ここでは、無料で公職に

ある専門家に依頼する方法を紹介する。近くに専門家がいない場合も多いので、郷送に

よる依頼の方法を紹介する,、

依頼する場合には、いちどに送付する標本は１０点以内とし、必ずｒ紙を添えるよう

センタイ類は虫に食われない！？
などが食うという紀縦はあるが、野外で食

押されているセンタイ剛を兇ることはめっ

たにない”ただし、標本にすると、セン剛

の胞子体はよく食秤にあう、タバコシバン

ムシやカツオプシムシなどおなじみの採本

に'１１fを与える虫が食うようだ,.．やはり防虫

剤を入れておくにこしたことはない，

センタイ噸Ｉ承ど気を使わなくてすむ標本

はほかにないであろう“虫に食われること

もカビが生えるこ ともほとんどない‘，柚物

の１１'で食川にされていないのは、おそらく

センタイ類だけであろう｡どうも食わない

のは人側だけでなく、ばかの勅物や虫もliil

じらしい。何種かのIIIIi乳剛や兄山のバツ タ
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にする。その手紙には、自分がどのような人物で、標本同定の結果をどのような目的に

利川するかを明紀する．とくに火Ujなことは、１２１分でどこまで調べて、何がわからない

のかを省き、訊きたいことをIﾘl肥して、礼侭1Ｋしくお噸いすることである。また、述緒

先として電話・ファックス研号、メールアドレスなども妃入しておくとよい。依輔する

標本については、分量が|･分で、ラベルデータが充全で、しっかりと標本化されている

ことが不可欠である。あくまでもqWl家の好恵によってliiI定していただくという点を忘

れてはならない．卯門家は、さまざまな職務のため、すぐに返那が来ることを10|侍して

はならないし、断られることもある‘，とくに礼を失した依頼に対しては、断りの返り{す

ら送らないことも多々ある。このようなことにならないためには、あらかじめ迎絡をと

るのがよい。

また、返答や返送の方法は、専門家に1［せなければならない．送付した標本は、返川

を期待してはいけない．１ﾘ''１１家によっては、同定依軸で送られてくる探本をIiﾙ究拭料と

して使うこともあるので、lIil定依細に送ったからには専門家に提供したと縄識しておく

べきである。どうしても標本の返送を耐削する鳩合には、必要分の切下を貼り、宛名と

住所を書いた返信川の封筒を同封しておき、手紙にも返送希望を明記しておく。しかし、

それでも必ず返送されると期待してはいけない，もうひとつの方法としては、最初から

標本を２つに分刈しておき、片方をI‘j'だ依械に送付し、片方をlLl分で持っているという

やり方がある。ただし、ひとつの標本に側放個体が入っている場合には、WiI‘‘l家に送っ

た片方と自分の手許のものとが別棚である叫能性もあるので注意が必要である‘，また、

ポストに投函できるようなサイズならよいが、大きな荷物は、宅配便(首払い）で返送

されることがありえることも虻慨しておくこと，また人によっては、同定結果をメール

で返送するだけで済ますこともある，

専門家からの同定結果が冊いたらすぐにそのむねを伝える”また、最初に依頼したＴ

紙の中で、同定結果をどのように利川するかをIﾘI記したが、実際にそれを利、し、何ら

かの形で発表する場合には、その紬果(印M'1物になった場合は印刷物）を必ず送付する

ことを忘れてはならない。雌初のｒ定とは述う形で利1Mする場合には、必ず卿１１１家の(1：

可を得る必嬰がある。

次回に同定依頼をする前に、先の同定結果をよく勉強しておくこと。同じ人物から同

定依頼がある場合には、嘩門家はその人物の1面雌能力がｔ達することを期待するので、

何度も同じ樋類を同定依頼に出すと、同定を完令に人任せにする者とみなされ、Ｉ而l定依

刺に応じられなくなることもある，
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コケの分布

コケに注'二Ｉしていると、卿ﾘiによって靴顛が述うことがわかるⅧそこがどのような期

)ﾘiであるかがわかれば、′kfiするコケの棚緬を特定することも可能である“

１植生帯の垂直分布とコケ

関東1,1･近では、標高5()()ｍくらいまでは、本来はスダジイやカシ瀬を主体とする術緑

膜購樹林(照蝿樹林)の広がるlf陵(低地)桁、約500から1,500ｍはブナなどの落鱒広

紫樹林(里緑樹林)の111地滞、その12の約2.500ｍまではシラビソやコメツガなどからな

る針葉樹林の亜高111,帯、それ以l:は商木の森林が成'kしないI航１１帯となっている(lxI1)。

●丘陵(低地)帯

丘陵補(低地僻ともいう）に将辿に兇られるセンタイ瀬は、本普輔２部で扱った抑の

ほとんどである“コケは河川の渓件や裸地などに多く、うっ側した術緑樹林のなかでは

少なくなる“樹幹に生えるセンタイ航は、湿度の迎いによって、生ffしているＭ１やIitの

差が火きい。渓谷洲いの林では、キヨスミイトゴケのような懸飛性のコケが樹神から正

れ下がり、生薬上にはカビゴケが生えており、小規模なセンタイ林のようである。しか

し、台地のクヌギやコナラの：次林などではコケの堆育は少ない,地衣噸としては、木

,！}輔２部で扱った地衣剛のうちハナゴケを除くほとんどの棚がこのｈｌｗ粥で兇られる

が、なかでも代我的な側は、ウメノキゴケ、マツケゴケ、コフキヂリナリγなどである。

森林内は暗いため、これらの地衣瀬は林の縁や林の外でよく見られる。

●山地帯

111地帯では落盤咳蝿樹林、なかでもミズ

ナラやブナの林が代災的である‐これら落

葉樹林の林床はササが淵い、その淵熊蒋枝

などが厚く堆積しており、小さいセンタイ

類は生育できない“そのようななかでもコ

ウヤノマンネングサのように人形で藩紫か

らも頭を出し、地下鴨で腹がるセン剛は、

林床にも生育が見られる“いつぽう、倒木

や樹幹にはさまざまなセンタイ噸が群ﾉI｛

し、一而を照っている“林の刷朴にはこう
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ゴケ幌やキヌイトゴケ帆、イタチゴケ砿などが群生するまた、比按的11,1iたりの良い

&仲↑では地衣蝋が多いとくにブナI､{;は地衣賊の刺lfjlとい》てもいいだろう．ブナの'１《↑

のぼとんど翁Iniが色と()どI)の伽状地衣や唯状｣山火で:1.ザイク状に側われる（pl3）ナ

メラカゾ１，ゴク･など〈ﾉ)プノブトゴケ届や､テリハヨロイゴグなどのﾉJ|＃の鱒状地衣(ﾉjばか、

比較的小さい熊状地衣では、アンチゴケ鵬やカラクサゴケ脳、ウチキウメノキゴケなど

も多い佃状ｊｌＩｌ火としては、バンダイキノリ、プノツタチゴケ｡、．Jコワサルオガセなどが

l肱つ柵li状地火でIよ',リハグゴケ胴がとくにＺく、‐｢･Ｉ･シヅゴケのｌ１ｌ１ｉＩＩＩのク'１イポゴ

ケやモエギイボゴケIJJIlも1ｹ通仰である

●亜高山帯

亜高山帯はシラベ、コメツガ、トウヒな

どの針曜附州､によって排微づけられるこ

こでは、・ヒンクイリJIIはﾄﾄ床を．iiiiに淵うこ

とがある(1)11）ト|､床ではイワグレゴケ、

タチハイゴケペ'シソボゴケ価も多い針葉

|;|仲では森ﾄﾄの史Wi:にセンタイ瀬がﾉ､:きな

ij剛ztFlIIっていることが1､Ⅱられているコ

メッガの,ﾉ4ﾉﾋ(よ、例ｨざを別ぅキヒシヘ,クゴ
一"′'．"'富!.‘い、ｌｴ則･Ｉ､ｕ１勲′‘ｰ一~、診二図２亜商山州;の林内の倒木上に成立した

ケやミヤマク･り･ゴケなどセンクイ狼の薄いミヤマクサゴケの群落の中で発生す
るコメツガの実生

群落の中でしか定好せず(IX12)、この現象

は倒木吏折と呼ばれているその他、倒木

上に多いセンクイ賊としてはタカネイチコウゴケ閥やミ･I,マチリメンゴケがあげられ

る針蝋ｳ|のMil仲にはク〃ネカモジゴケやハクモウコモチゴケ、タカネシケリゴケなど

の4k行が兄られる地火)．【iはljlｳ↑上に多いｊＩｌｉも11噸つＩｌｌｉ賊(よ、性から雁れ下がるナガ

サルオガセで、災いものでは１ｍ以上になる(1)13)ョｌＩｉｌじくljl状地衣のホネキノリやハ

リガネキノリが多い，，kた、堆状｣111次ではウスカワ胃』.（,、オリーーブゴケなどが特徴的

である比1'1t的IﾘlるいI,'ﾉ水｜や腐l1iliWiI:に、ハナコ．ｹ゙のＩｌｌｌｉﾊl(ﾉ)ウグイズゴグがよくＩ'''ら

れる｜{､IAl(ﾉ)、水の'1,1元やｲiの'２，倒木などは．ヒンタイ畑に澱ｵ)れることが多いが、峻

状地衣のゥスバヵプトゴヶやツメゴヶ閥も多い

淑膜には、ミズゴケIIjiが大きな群落をつくり、モウセンゴケなどの食虫植物といっし

ょに'k肯している状態がよく見られる（plll

⑮高山帯

Ｉ細'１ｲﾙでは、センクイ娘は1m,航'1'Hfの皿と典通しているものが多いが、「i,I1たりのよ

い露野地には、ギポウシゴケf;}やミゾゴケ科がたくさん'kえている（１）11）また、折し

い料や不安定な砂礁地には、シモプリゴケがまるで'1iのように白い鮮落を作っている

(同３)，ハイマツcﾉ)Ni神には、超ンタイ紬のテガクゴケ、’'1't低い惟状jil1火のハイマッゴ
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ケやコヅ･ハイマツゴケが1.1立ち、スルメゴ

ケ･も多い地｜･には、ミヘ'マハーノ･ゴケやj‐

ギｊクコケをはじめとするさ3きざj;なハ･ﾉ・

ゴケのlIlIHIlが兇られ、そのほかにもムシゴ

ケなどほかでは見られない靴も多い。また、

|M状地衣のように立ち上がる蝋状のエイラ

ンクイ帆もＺい薦山の｝‘トヒ{よ、地パリnの

ﾉ〈卜で‘もるさまざまな皿が色とI)どi)にﾉ<1.で‘(，)るご誤ごまな'Ⅲ〃､巴とIノとIノ{－図３溶岩の上に生えたシモフリゴケ．（笛
士山)。白く見えるのがシモフリゴケ済を潤う側ｆは、，細'1の風);(の.部とな-つ
で植物群落の選移のパイオニアとな

ているイ'フタケ科、キゴケ１１(、チズゴケっている

などがよくｌ１ｆつ

このように各'11'iﾉk’冊には、それぞれに特徴的なコケの'|:1rj《が1,,'られるが、必ずしもひと

つのIlIiがひとつの植生柵にのみ分ｲ耐るわけではないなかにはギンゴゲペ』コアカミゴケ

のように低地から尚111まで広い分布域の伽もある一般的には|AI皮簡41弓性の皿など森仲と

MH係が深い耐の分n丁は狭く、開けた珊所に生える極では分〈liが膜くなる傾向にある‐

２水平分布

ｌｉｌｉ,'､'１１'i物では、ｎ本だけに分けﾘ･るi1Iiとか、東アジアを1''心に分('jする''1が多いのに

対し、コケては一般に分布域が広いことが知られているこれは、ｌｌｍｒや無性的な繁航

,M((,j体（セングイ服の無','排や地衣城の粉呼など）のw(･（'『ﾉﾉがﾉくきいためであると蹄え

られているこのようなコケ･でも',fIﾉk,I'卜によって生えているＭ１の分仙1tは災なる

たとえば側(〔の丘陵（低地)‘'Mに出j)跡･るコケは、南IIIiI-I水から蜘櫛アジアに分布す

る伽が夢いしかし、地衣瀬では7．ジア、アフリカ、オセアニフ｡、’+i北アメリカの熱帯

の,1,地から;品帯低地に広く兄られる汎熱帯分カバ1のものが多い’

1,,地‘,Ｉに川〃けるセンタイ'紬LIlｲﾐｌｌｌｌＩ(,．{,Iと！〔アジアに分ｲIl-J-る{'1が多く、このlLm('ｊ

,よ側,I(↑i‘,′Ｍ){,Iで強い、また、！'〔γジγと北米!'〔部に分ｲIi-j-る'N'も１W'られている。地Jli〈

類では、，，‘,』§とヒマラヤ,'〔部（''１１１１盤I#i門階'辺）や韓半勘などに分ｒｌｉする』'〔アジア型分

Aiをする砿が多いまた、東アジアと、北米東部とに分布する仰も知られる”なかには

!,〔アジア、北米東部、ヨーロノバの３箇所に分布する稲もある

1,,抽1,1冊に出現するセンクイ航と地火加では、ヒマラヤ以北のアジア、ヨーロッハ、

北米の１，．５紳皮に分｛I】する、いわゆるｌＩｌｉ'{１帆ﾘ分｛I『（lIi肺に1J･間．''猟jIﾘ）のIiIiが多い‘また、

I,ｲﾐから,,上米,Ⅱi部にかけて、北ﾉk,';沖沿いに環状に分ｲ'iする;ｉｌＩｉも知られている『地衣ｿ､Ⅱ

では1,〔アジアにだけ分ｲIjする１，'iや、ｑ'Lアジアと北米に膜く分(ける帆などさまざまな分

ｲ|iハクーンがし,L出せる
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商山帯に出現するセンタイ類と地衣瀬では、刷極型分布の稲が圧倒的に多いが、なか

には南半球にも分布する向極分布咽のIiIiも知られる”

３特殊環境

●海岸の岩場

センクイ剛は、海水の影智を受ける瑚所には21蒲していない“しかし、地衣剛ではほ

かでは兇られない卯が海岸周辺にたくさん唯秤している。満潮時に水没するような潮間

帯には、アナイボゴケ属とピレノコレマ風が海藻などに混じって出現し、アナイボゴケ

賊は満潮時に波しぶきが頻繁にかかるような鳩所にまで広がり黒っぽい帯状となること

がある“しぶきがほとんどかからない高さになると、イソダイダイゴケなど、オレンジ

色のダイダイゴケ脇が幣状に分i』し、さらに'1.1iいところになると、さまざまな地衣鮒が

混じって、全体として峡色っぽいことが多い“ただし、１１陰だとイソクチナワゴケなど

が見られ、ピンクや褐色がかることが多い”

●河川上流

河川のきれいな水１１１にはカワゴケ科やヤナギゴケ科のセンタイ師が'kffしているが、

近年は激減している、上流の雌や粁棚にはゼニゴケの仲間が多い。ゼニゴケの仲I川は郁

市のセンタイ噸のように思われているが、本来はこのような岩賜に多い“粁鳩に'k肯す

るゼニゴケの仲IIIiには絶滅危恨極も多い“また、満場にはいろいろな地衣頑も生え、と

くに流れの中や、ときどき冠水する低い位Iiyiには、淡水特有の地衣漸も見られる。とく

にヤマトアナイボゴケやミドリサネゴケなどγナイボゴケ科の獅状地衣が多いが、とき

には蝿状地衣のカワイワタケ（アナイポゴケ科）も見られる．水際を少し離れた空''1測

度の高い洲刈には、さまざまな地衣剛が見られる。

●石灰岩・蛇紋岩

石灰器が館出する、いわゆる石吠聯地には、かわった植物が多いことが知られている．

つまりＩｉ吠洲地にしか'tえていない仙物が多い!，その点はコケもilil梯である‘‘

センタイ別では、キヌシッポゴケ価やクラマゴケモドキ帆などにfiI火料地に特fiの佃
がある。

地衣顕では、ヒメカワイワタケ属などアナイボゴケ科の多くの桃や、藍瀕を共生藻と
する地衣畑が多い”

蛇紋済もイiI火州IilHIに、尚爪な柚物が多いことで知られているが、地火鮒ではアナイ

ボゴケ科のクロウラカワイワタケとタカネウ1Jコゴケがこれに当たる‘センタイ類では

蛇紋岩に特有な仙は少ない。

●重金屋鉱山

銅やアルミニウムなどの重金属が人Ⅲにとってｲ1.Ｗであることはよく知られ、公害病
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の原|ﾉｲになる．もちろん{11'|物にとっても｛】.Ｗである。

ところが、ある''１(ﾉ)ｌｌｌ命航の鉱111に特拠的にﾉ|:えて

いるコケがある

綱の鉱山にはセンクイ賊のホンモンジコ．ケやイワ

マセンポンゴケなど汝Ｍ１のコケが特異的に生行して

いるホンモンジゴク･は11[〃(池Ｌの水I'『１．１fで１１１初に

苑兇されたコケ･で、今でも（.ｌｍｌＷ)j,雛|;などにたく

さんﾉｋえている，ｋンモンジゴケは、州のｲ｢/I:と謝

膿なｌＭ係があり、Ｉ細ゴク･’とも呼ばれているｸﾙlぷ

きの屋根があり、そこからI:'１などの滴が藩ちる湿っ

た蝿所を探せば、たいてい兇つかる近所の神社やた喝Iﾘ｢と搾也い、にいい、妃~ノ刀､旬JuJｿｉｖﾉ1‘I,↑1.ヤ図４屈斜路湖畔の「まりゴケ」

がの境,ﾉﾘでもと〕と兇つかることだろう州ゴケ

はj,ﾘを好むと思われがちだが、銅がないと′k･rfできないということではないｌｌ１:外での

,げｆは、銅に対するIiiI州が強いためであると貯えられている、

助海1,,の麓にある,,i,,1,ヶ脚況卿よ、アルミニウムの念Iitが鯵<、水''１にセンタイ類の

ハンデルソロイゴケとヒラウ１７コゴケが'《のように繁燐し、１冊海よ()もＩと呼ばれ、

1,蝿、ILlのﾉ〈然肥念物に侃世された

地衣煩についても、鉱''1跡などに仙特の地火ｌｗ落が発達することが１，１'られているが、

'１本では十分に研究されていない。

③温泉

硫1,,ｔの洲鼎を好ｲJ,コケがあお’前斜陥洲やｗＩｌｉ代ｉｌｌｌｌｌは、透''11脳がIwiい湖としてj;I'らｵ’

ているこれは、｛,ＭｉＩｌ１ｗ>i,,脈などが流れ込ｲ･』､ために、縦f';がJ'州に強く、魚〃《すy)ない

ので、黄栄撰でプランクトンが少ないためであると難えられているこ')ような湖底に

は、センタイ類のウカミカマゴケやヒロハツポミゴケなどの'kfi急が!'Lられ、この植物体

が切れ、湖畔で波にもまれているうちにまりのよう仁なって打ち上げられたのが「まり

ゴケ｣である（1,M,‘,）また、硫蹴の源鼎や11A奴孔の近くを好んで'':えているコケがあ()、

｢柵ﾙ&ゴケ.,と,,fばれているセンクイ)11の州･ツポミゴケが(雌である地火凱では

ハナゴケ科が洲服地に紗いが、なかでもイかﾝゴク･は、温泉地に特('’)地火瓶である,

④都市

特殊という意味では、人間が環境を作り変えた部ｌ１ｉも特殊なjIM所であるコンクリー

I､化やﾉ<鼓の柁燃．汚唯、!:〃Mのアルカリ化などによってコケの'k・fi:は影将されている

それでも上の上には多く(ﾉ)コケ･が兇られるが、’洲､に'k'ffするコケ'よ少ないコンクリ

ー１，,二には、ギンゴケやホゾウリゴケなど'１↓ら:''たセン瀬や、地衣ﾒ．Ⅱで(よダイダイコ．ケ

やエンドカルポンの',','H'の生行が見られる､，Ｊ;た、ＭｉＩ'iには帰化''1''物がｚいが、コケα

州化仰は少な.<、」1,,,1海沿Ⅱ源雌のミカヅキゼニゴケなどが知られている
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q､瑞疎一コケの珍味一
深111の１，卜峨にjiluぱしごや1J－プでぶら1,.が）て

命がけで採るというイrノクケ。岩茸僻に生え為キ

ノコという意味）と,'}くが、地衣類の仲間である

、え物や天ぷらなどに洲1Ｗされ、いわゆる珍味と

して珍iItされるハル〔Ⅱｲ<では脚秩父地方、西11イミ

では四IF1の､I河〈おもご)が唯地としてfl商い１１イペ

でイ『ノタケが食べられていることを、Ｉﾘl洲1,h代に昌

好学が他物‘卿j::のIﾘllIlW(:liII;で紹介してから(‘ＬｌｌＩｌ/Ｉｌ

の地衣類研究尚のlﾊlではi1.名な話なのだ．次は山

形県のある地方のお綱概雪時に"ハンジャム‘‘を

抵りに山に入るのだというブナなどに背ﾉkするＩｊｌ

状地衣バンダイキノリのことだ‐やはり111の､Iらとし

て食川にするのだという地欠瀬を食べるのは１１

ｲ喝だけかと忠ったら、や(よりそうではなかったお

とな()中国の鱒I蹄'iでは、jll1方や民族によっては、
|；l木にi'1.生するカゾ．トゴケの仲間やカラタチゴク・の

'''1冊を食べるという,，

⑳地衣類の雛学研究

’''111は瀧方雛のごｲ‘泉である。雲南肯では、」''１

火１Ｗ)ムシゴケに熱湖を派いで、お茶のように飲

むという(‘．!f茶、イf"Jj嘆）溶け出した地衣成分に

雛刊作川があるのだというヨー画･ノバでも地火ＩＪＩ
は股間薬として使われていた‐このため地戊煎は、

ヨーロソバや｢Iｲの雄学の１.Wm1家によって研究さ

れてきた。主ずii目されたのは、サルオガセ価に含

まれるウスニン雌の抗′'-11.川(細lWの生災をljlIⅢ11）
ついにヨーロ･ノパで、ＩンスノというＩ内jlliAがⅡ唖'1世した

ところがヨー'ノソハにＭ６１シスニン雌でかぶれる人が

多いため、製造'''１１:になったという。さらにさ』;ざ

まな地衣成分の、カビやウイルスを抑える仲川に

ついても研究されている次にイワタケ多帖馴に

抗癌作用があることが明らかになったウスニン綾
にも抗癌#.、があるというI1i米の、サルオガセの

'''11川のプロトゥスネ7.mがlIi近派11を雌めている

これに含まれる５．かＭレゾルシノールには、メラ

ニン色素の合成をl;１１‘,Ｗ･る肋きがあり．したが"〕

て肌を向く保つ均'i効果があるのだという
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センタイ類を顕微鏡で同定するときの糖徴

一ヒングイ類は微細な、が多いので､野外でのliiI定には熟練を嬰・ｊ･ることが多いしかし、顕微鏡で肌察す
れば、おおよその見当はつくだろうここでは、光学顕微鏡を使って同定すると琶の特徴と留意点を、おも

にF|ごとに概説した第２部「佼庭のコケ19()Ｎｕに掲縦されている野外での'k態啄典とあわせて列川して
いただきたい

園直行件セン類

ウマスギ

ｌ

ゴケ１
１

ﾉJ1で､職１Ｊ

乾いても縮れ’
たい

｜

Ｉ

ヤノウエノアカゴケ

さく

外｜

／

、

胴棚中仙/:裟出

>Wｿ緋､。'ハ

難醐"

オオミズゴケ

蕊録細胞

]ct〕'二
雄のMimi

<:〉
Ｏ
茎葉

ミズゴケ科

水ソバオキナゴケ

白緑色

シラガゴケ科
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ネジクチゴケ ツチノウエノコゴケ０へラハネジレゴケ Iナガバヒョウタンゴケ
１ １

地 数

１１岬鍵
Ｉチュウゴクネジｸチゴケ

$ビラ多敦

パピ ラ 多 段センポンゴケ科
8８

、

、

、

、

＄

エゾスナゴケ ケギボウシゴケ チヂレゴケイシノウエノヒダゴケ ヒジキゴケ

i‐鯛

歯 ／透明

散Ｉ

ウシゴケ科 ヒジキゴケ科

サヤゴケ タチヒダゴケ ヒョウタンゴケ アゼゴケ

咽ハ

さく iｉ

Iヒナノハイゴケ
睦欠ページ】

棚にひだ

鯵
リ

批緑

弓さく

串 Ｉ此

＜

ヒナノハイゴケ科 タチヒダゴケ科 ヒョウタンゴケ科

ガネゴケギンゴケ ホソウリゴケ ケヘチマゴケ

鞍

透叫

(iｊ
銀緑色Ｉ

さく！
Iや

あ り１１

や

I，さく

ザ
乾くとねじれる ハリガネゴケ科 に無性芽

コツボゴケ コバノチョウチンゴケ オオサワゴケ

鋸傾

舷

腿<伸びるとほふくＩ

さく

1１
Ｐ

卿

さく

上増にパビラ

チヨウチンゴケ科 タマゴケ科
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１８０

■ほふく性セン類

ヒナノハイゴケ

ケは

前ページ：

ヒナノハイゴケ科

鮒

コゴメゴケ

1$
コゴメゴケ科

エダウロコゴケモドキ

鋸Ｉ
バピラ１個

鯉
ヒゲゴケ科

オカムラゴケ

ウスグロゴケ科

ラセンゴケ

中肋が蛇行

０
０８

コバノィトゴケ

１ １

脇
$ビラ多政Ｉ

Ｉ左右非対称Ｉ

アソシノブゴケ ノミハニワゴケ

シ ノ ブ ゴ ケ科中央にバピラ

ナガヒツジゴケ

llll
しわがよる

ﾊﾈﾋｯジゴヶｧｫギﾇゴヶIﾂｸｼﾅギゴｹ|ｺｶﾔゴｹ’

&哩吋
アオハイゴケ

①

ヒロハッヤゴケ

I’
興部に多数の方形細胞

ツヤゴケ科

カガミゴケ ナガハシゴケ
１ １

コモチイトゴケ

|Ｍｏｉい…
…．の郷！蹴蝋’卿織に…鯵i1噸

ハイゴケ アカイチイゴケ キャラハゴケ

城jＡ
ハイゴケ科


