
３ハ ィイヶ 【盤と邦１０）１滴雌螺×0.8５．１１－JケｌＯＪＩ氏叶搬入篭山ｘｌ

４ハイ ゴ ケ【髄哲ｊｌ器域蝋 べｎＲ６クＺグノハゴヶ２ＪＩ碇域棚 口Ｉ

群落をつくる｡技の長さ1J､ダチニ】ウゴケと4>がってかなり不規'''1で｡ぅる｡写真３１乱

湿った状態で,多くの成熟した朔を付りている｡哩ｱジｱに広く分布.ﾊｲゴｸ

隅には多くの棚があるが,いずれも無は純くと辱浅４のJ､うに強く鎌形に曲がる

ギヌゴク眺111地の水の神や腿の上に生える'１，卜胆の．拙のJ､うな光沢のある蒜啄

翼5のJ､うに血立,拙称の州をよく付･け，州II1jは赤い.|上池道からI叫側に分{Ｗ

クシノハｉケとは“櫛の戯'，のように蝋ＩＩＩｌＥしく分技することから付Ｉｊら,『しﾉＬ街

のようで３．〕る。日本各地の仲の中の岩の上．木の恨元．朽・ｊ＞イミなどに此織色〔ﾉ》マ

ットをつくる‐写真６のようにかなり光沢があり．茎の菜と肱の桑の形と大ｆｌ己

がちがうの七．この仲IHIの符微である‘，#こ州から九州．朝鮮‘仏胤．台湾に分ｉｆ

３．４Mypnumplumaeformq5PyIaI5IcII同broth､『I6ClenIdumcaplI1iIolIum
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Ｌオォノ，唯一i〃ｌＯｊｌ獄Ｉ晋111否ヤミナ1願其(ｂ§

２ノI.Ｔ,ｒ５ＩＩ崎InUi1郷仙虻ｘＩｌ.H

フサゴケ科〈u本巌３III7HI)

オオノサ「ケは寒地の作の中の地上や

岩のｋにiIr難色の厚い？､ソトを。くる

写箕1のJ､うに主裟〔ﾉ>光はなら上がり.

不岨IlIIに惟分かj、りる’が卿は肌翰た

状態皿．卿‘Llll2いてしＵとんど縮.{Lふい

ノトゴリは細'1帝の地上に生える大型

のこけで．あまり枝分かれせず．光沢

のある無をよく見ると．写真２のよう

にｋ部で細かく縮れている

1,1､yOM１．１謎.誼毛triquclru52RhytIdium『ｕＫ砿lml

２０２

リイワダしイケＨ１】八jllfiiIl2高1113‘ｉ襲捌

４フトリ』’･パー1ヶ３１１堤峨uIxl



11.(7)Ｈ,噸Iこノ<討なIIr蹄と恥1J･しぅ.とＩＩＬ内葬伽搭唾、ろ６口７１リ１《１５ｆ２２ＩＩＬ唾I).芯

ヒヨクゴケ科（Ⅱ本産IIirM){･'6）

イワダレゴケは深山．特に覗海111階の針錠肘休の林床に大さな群落をつくるこげ

で．細かく挫分か.、して炎しい写真３の中でやや太く薄い色に見える部分は年

ごとに廼祈する際い壌で，こ,１１ノルう細かくIと分か,ｎりる,このように典折を繰り

返して全休がlilﾔ股状になる(ﾉ)Ej，この１１１１(ﾉ)礼･微で〔lりる。こ《ﾉ)'恥削こ'‘1険〔ﾉ)l川にい

くつかの朔{,'ﾉj:っている｡.'じ海逝からノリ|･'1こり,Lら机,北‘|M:Rに広く分布‘りる

ントリュウビゴケは..ｋ竜I‘ごけ'’の意叫､で．技の様子から付けら‘n,迩橘である

癖地の林内の地上や岩上に．大きな厚い群鶏をつくる，、聾の鍵の基部の両側は耳

状に下廷する。淳真｡lのように蕊にはつやがあり.乾いても縮れず.，脈測色の茎

が域I〕て見入る北海近から北川に‘Lk肯し，欧州．北米．ノ'.ノリカにｂ分ｲＩｊＪｒ､る

3Hylocpmium”'0,.0,$４II1brcvlr[ＩＷＣ
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１コマ:ｒプケの唯降 Ｉ２ＩＩ眼久鳥ｘｌ３ムクムクゴケ１Ｚｊｌ寓蛾型×０－．１

２可ﾏ7.1ヶの雌味3ｊＩ１:f崎W（×１５

コマチゴケ科(11本唯1届2棚)

小凸な科で．仮根がないことや造卵器

の肯が４列の細胞からで△ていること

などの，狐梼な特徴がある

ユマチゴク雌鋒小町ごIノ・．の愈味で．

捜しいこと逓次している'リ瓦l脇雌

作-ご拙の1噸＃に造精器がVLJ､って雛》|人

になる。が真２は雌株で．散氷の隷色

で棒状の岩い朔が見える。本州から琉

球列島，台湾に分布している

沙２HnpIomI1『Iummnlold唾

2０４

４イメムクムク､二fク３１リノざ分曝ＪＷｆＪ×２

ムクムクゴケ科（Ⅱ水産３属３柿）

輔は煙い毛状に細かく裂ける。

ムクムクゴケは山地の岩の上や朽ら木

の上に柔らかい火窒なマットをつくる。

快は細かく挫けﾉＬ'鯉のために色で腿わ

ｲ1’ているように兇える、

イえムクムクｉクI‘Ｍこの上に』ｋえ，時

に7j:真のように赤冊色になる．集の腹

側の裂片が巻き込んて袋状になるの心

持微てある。狐色の鞠が二つ見える

３TrICho仁olo3tomcr11cⅡm4TriChocoIoDpLI$
ｍｍｕｌｍｔｎ
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２スギパゴク２Ⅱ淡』史臥１Ｍこ｣じへて0,が‘ＩI常に小心Ｌ，ｌｊｘ７ｆリ１０５【１６１１】抄緯:Ｉ

３ムヂー『ク３ｊｌＡ１久脇・ドIml・fY:,|j,《J)鞭仙ﾉ〕｛'1,.Ｆが⑳６ｘ７１Ｕ１{》５ｆ２２‘１１'し蔦I】､８

ムチゴケ科（１１本唾‘1鵬約251Wi）

腹莱の近くから出る挫が縦状に心.急

写真１はオオゴカー]ウオウレンと共に生えるこの科の２祥で．大型で光って見え

るのがカネマルムチｆﾉﾉ．細かく１ｋ分かｲ１しﾉL'1,型の郡がフーrリイスホーバーi'ﾉで‘

それぞれ蝿なった偶に分畑とｲ1る

スギパゴケ【が典２豚111地の？;．Ｉワち＊’’'二の上に生え金武緑色から口緋色の小

型のこけで．やや規則的に;側状に分役する水州から琉球列島，台湾に分nj･Ｉる

ムアゴケはこの仲間としては火喫の純で．大きな桑らかいマ､ソトをつくる蕊は

零貞のように2叉状に分技し.多くの提い鞭伐がある一葉は重なり合って両側に

垂れ下がり．腹東の上緑'よＦ蝋'''1に側つに裂ける。，１月州から九州に分布する

1LepIdoziaIdlu『i1na-BazzanInovls1IpuIp2L，vItrm3B1zzaniapomP唖､a
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ゴエシiヤ 」ゴ ケ５局防木県拠１１光Gｘ ７ １ ｌ Ｉ ｌ Ｏ ５ ｆ Ｉ ６ Ｈ ＃ し ×児

＃蕊
#W雛‘

Ｚ４ザミィノョゥゥ１１可イヶｌ;ノＩ×１３トグJ’イパゴクｌｌＨ吊久島×１２

イチョウウロコゴケ科（Ⅱ水雌約111帆3(}I刺１ｋ）

高山に生える極が多く、腹堆は逸化し，仮恨13.薬の腹面のあらゆる所から出る、

オヤコゴケはやや尚い山地の鵜や朽ｊ)水のl詩|こ'kえるこけで，写真１のよう|こ菜

の北び〃が而F1い‐北榔迩か':,ﾉL州．・リハ1Ｊン，くりl鮮'ﾄ勘，台湾に分巾

辱貞２１よ鮮剛の入人キゴク.［狂ｋ｝と11:に'｜入る￥ザミイｒｌウウロコゴクで，

イヤー】「ケと同じように東の州Mﾘの典汁が小さいので．変心っ延集,M§びになって

いる。北海道から九州に知られ．．|じ半球に広く分術する“

トゲアイバゴケは夏緑捌ｲkから亜高山帯にかりての，岩の上や木の娯危にﾉくさな

マットをつくるこけで．葉は茎に横向さに重なり合って付く。分布は広く，アジ

アの熱帯地方．〃フリカやオ一人トン1ノアなどからも知らｲ1ている

ﾕLQphozI団唖rnut32L･lndm3こE,‘…:.……占:..．-hlrtcIIu$
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４ トリパ､ｺゴクモドヰ １１１１蕊埋Iｌ（町らぶの表測色'よう６×７帆Ｉ(1５【】１１０１８，．１月

５ﾐ､ﾉー Iﾉﾉ属（７）.Ｎ(3)ｌノこ分IAljM僻照8６１ハジI｣ｆ′J仰J〕一脚Sjl剛J･!､IAW{)111,,,1

ツキヌキゴケ科（日本産２鵬11)抑）ミゾゴケ科．（１１水産２属18押）

腹集は側蕪よりもずっと小哩．胞子体葉は二つに折り畳まれ，誕状になる

を包む肥催いなく．多肉のうがある写真５雌ミゾゴケ偶の一減で．蜘郡鵬

トリホノガク這ド･やは地上や竹ら‘1ﾐの色でu)るく斌附fリ合う透明な州州の

ｋに内紬色のiWいマソト噂つくる脱上に，Ｉ;川『K成熟した紺が見える州は
粟の先「よ.Ｉ製し，栄の細胞(ﾉ〕中にぶどやがてl肌1-ｺに剖ｲlる

うの邸状の油休があることが特徴一油写真６はｌｊ１ジ1-】一｢ケ胴の一fikでiWiIll

体はﾉいている苔賊の菜の細胞に;iLら帯の柵っに淵の上に唯える－世|‘J､蝋が

れるもので、その形状が分灯(に他ｲうれ密にiItなIｊ合って挺羽のような独特め

る。北海巡から琉球列胤に分術.‘jる。形になる縦l‘j,蛇くと銀血色になる

4cnIypo邸1冊い”n日５MarSUp日IIn叩６挺……面面匠"nｍｍ

２０９



１，ポノ〕タゥロ１ゴヶ５１１防水靴典【1出Ｉｉｘ７制】(１５.ｆ２２６ﾄレ父２．Ｅ

ツボミゴケ科（11半j聡５鴨約５０樫）

多くの脈があり．分戦の非常にむずかしい科である

イポノ】タウロコーゴクは頁紬樹林から猟満山帯の器の上や．腐った木のｈに生える

,｣､j(11(ﾉ〕こけでrI‘〕る。蝋lJ.縫い閏形で､刺〃》に砧|こ付‘１，仙持の砿ｽﾘ.'１となる。

ﾉ:1,､､ル|〈ミゴノン'よ愛'7-,にこ【ｊで，硫雌i&から流・11川掃水の８１１かどにｊｊＭ６‐>くる．

化・Ｉ維分lIiの蒲采．IIIiir鴨，9緋に水肌撤体内に撰瞭‘Iゐことがわかっている
ォ１ボウドゴケは本州の間蝋以西の適銘脇の土手の_１．などに．杵通'よ紬色の群鵡

をつくるが．写真３のふうに体の一部が赤色にみることもある紺は写真４のよ

うに球状で．もやしのくり､うな透明な糊抽の上に付く乾くと新は１１ﾘー ﾌに割れる
１ノIノ､ソ,1〈ミィノノI‘1浪芥のｌｌＩ②洲、/1-1‘1の'21でｨＷ''毎‘｝る仮眠l乱雅色で‘１２)る

lMyli6w侭rruCD”2｣ungcrmanr1mvuI“､にClあ３．４JinIugc和５Jvorgatd

２１０



ｚヴャツポミゴケ８１１人ﾉ『膨渋ノ朔旗水中に鮮禰世つくる１１Ｋ７判１０５．ｆ型１１１』！

４刻ﾉ1‘『､ウ１イケ(ﾉ>靴５１１１１ル,1,1k''１１兆頭モ

３ベル| ､ゥ ＄ｆ ヶ２１１．¥&城UDI×２５１プIノッ,l;ミゴ'ノ３１１×,‘

２１１
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２テャ,I (ヒシ･1,クゴケ３月躍久島×’目 ＊ヒシｔ,クゴク８m八ﾉ隆×1-9

Y稲

１イ「１ケＨＤＩ八ﾉJIfi×1.5５ノー１１~ＩＪＩイｒＪ〃：ＩＪＩ膜鮎県宙船Ｘｌ

ヒシャクゴケ科（11本雌３臓約:１０仲）

葉は二つに裂Ij，背中側の裂片I‘M1剛I{ﾘの裂吟よ'ﾉも小さい．腹莱はない．

ムラサ1ニヒシ.１，クゴケは深111の滝の近くなど．水中や摘れた満の上に群生‘jる

この仲ilI1としては大哩で．ツゴ:l近のJ､うに韮らかい感じのこけである．

ｱ1.,Ｋﾋｼ1,クゴケは湿った燭の上に生え.無は赤くなることが多い”

ヰヒシ1･クゴケは商地によく兇↓うれ，写真のしの｢‘I､ミズゴケと共に生えていに.、

コノ1イゴケは高地の腐植上の上に昨'kするこの仲I川として'よ大型の麺。二つに折

り笠3.札た蕊の，背中側の裂片が脱11Mの裂片.よ'ノも小さいことが写真でもわかる‘

ノコギリコイイゴク･は-iがなどに'kえる小型の弧で，聴くﾉ〕|記列が面白い，７j:貞で‘
は菜の州１１ﾘの小さな裂片がはっ‘Ｗ↓い､る。本州から九州,くりl鮮半島,台湾に分nj

lSCapnnImundUいtp2S，z10Ph”Ii3S・bo13nd6ri4閉nErpdipI”I1yⅡ他ｍＩ１ＩＩ“lUm5Dipl叩hylILlm
serruIptum
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１４ オ ゥ ロ コ ィケljl茨域蝿蝦光に２つの湾があるＧｘ７側１０５ｆ２２．１１f・ｘ１．２

蕊

職;職

２ ブジゥロコィケＺｊｌ畷嘘叫汽１２３ヒメトリカプケｌＺＩｌ斑城映×‘｜

ウロコゴケ科（Ｈ＊職６局１９径）

この科には植物体が義らかく．葉はほぼ対生し，業先が幅広い挿が多い

オオウロコゴクは湿った燭や．上の上．朽ち木の上などに由緑色から斑雑色の平た

いマットをつくるやや大型のこけで．粂先はほぼ【“jに切れ．ノ11に各１畑②歯が

ある脱.卿Jも小心くて1,1つの幽がある．、化海通から鼎鰍列脇．台糊&)､で分町･ﾘ･る

ノジウロー]ゴクは企形がパバウ[】】ｉケに似るが，堆光がﾉLく的セノカ､いＩ１Ｍ躯は

ﾉく変小さく，蕊の州に湖進ない。北海道から九州の各地に兄らｲ1る

ヒメトサノｊｉケは低地の伽木の雄部などに普通に見られる,l､型(Ｄこけで．′Jjz真３

のようにたくさんの小さな無性芽が葉の緑にｲ､l･さ、紫の形がわから』j､い'‘iどで〔ら

る。北海泣か'P｡琉球列ﾉﾙ価弁地に見られ，北，Ｉ畠球の温帯地ﾉに広く分W『‘I論

１１ト１回【唖ozcyphu5b“cllcrcllcI2Chll“cyphu5pOly記n1ho$3LopllOCoI”miI1pr

２１４



４マルパハ･器ゴヶ亡州５１１１１１型鼎鳳NlI1lイポーJ輔に朔&(､Iける．１１浜７１リ５５・ｆ２２１｛ら

ハネゴケ科（日水曜５嘱約25髄）

この科の中のハネゴケ属は没界に1000

錘以上が記録されている大属である。

マルバハネゴケ卿ｎ本各地の桃〕/Ｌ箇

の上などに緑から鰍柵色の梅な1M｢油を

つくる．が真･Ｉでは口い長ぃ鋼帆の上

に瓜色の朔を付けている｡写典5では

卵形で神に細かい歯を付けた菜が茎に

付く槻ｒ･がよくわかる｡北滋道から琉

球列脇．柳鮮半脇と台湾に分･ｉｆ

４．５ＰI”lochIIaovnIIioIia
５、叩Ｌバハ組」〃２）】×Ｉ

２１５



２１６１１．.'ｼ"畠ハポコヶ３１’岬久脇‘×7側１１噸１２２４“
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２トリハネゴケ３河雄久島 ×０△８ ３．コグフハネーゴケ罰Ｊ１山離撫×０‘Iｊ

０１ハ龍ｌノノ２１１．淀城呪 国ＩＩ ５勺’１，糸ハ,推」ケ３川ハgク唱脇ｘ１．２

ウツクシハネィケは和名のように英しいこけで．茎は扇状に分枝し、ＩｆｊＩ到の濠【I’
の器の.,:に大きな群落をつくる忽潅や技は一而に毛で覆われている。九州南部か

ら瑚鋲R列鵬．台湾．フィリピンに分布．が鹿は雌久烏の高地に碓育していたものe
トサハ,ドーゴケは寧貞2のように､鞭が畑かく催分かれすることは'ﾝツクシハi<,ｆ
ケに似るが・盤や桟に毛がない

罰コグラハネゴケは木の幹や器の':に,上人，共先が折れやすいことが持微ごある
.］ハネゴケはハネゴノ丁偶の代表と⑧いえる微で．Ｆ１本谷地の谷の湿っに？'<ﾉ)上や
,kの,神の雄部などに普辿二本､外'から琉球列胤，′｣､迩原．朝鮮､'豊島，台沸'こ分布
ノ々ル融ハネゴグ'よ夏緑'#'林から,１k,ﾉｉｌｌＩ+げにかI）て《乃岩の上に群落なつくる,

lpInUlochlIapM1Eh⑥ｒｒｌｍａ２Ｐ･Irutlco”３Ｐ‘ｙｏｋｏＥｗ０ｎ訓ら
４Ｐ‘mcnnthppl1yⅡｎ脚'11,月p､ｊ叩on櫛５Ｐ．…･伽.･園,｡…･･、
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２クアキプケ１２１１裟埋鼎冬には鱗光が昨くなる．Ｇｘ７側１０５０ｆ２２１０秒×２

ヤバネゴケ科（日本産９属釣20職）

この科には多くの属があるが．ヤバネゴケ属以外はいずれも小さな属である。

フクロヤバイ：ｉケは山の''１の掘った腐れ水のｋに，赤褐色の大〔』なマットをつく

る'1,J('1の糸状のこけで，’１Ｗ)鰍が|ﾉ1側に誠く巻くＩ込んで袋状にな為ことから．こ

の細名がある｡Yドに多くの期を｢'1．ける11ｲこの各地ぴ)|謀か.･化半』:kに広く分布

クチキゴケもその橘のように．Ｉザら水に生えるこけで．写真２では先蝋の菜が赤

くなっている水仁怯先が緋色の細い索仏にな。ている所もある北海道から九

州に見られ，）'ジア．北米，欧州．〆フリカに分布する。

シフネルゴケｂ朽ち木に生久るが．前の2frFよりも大型で白緑色,前後の葉の培

郁が連４．》て1枚のひにのようになっている,、乍州から琉球列胤.ﾉﾉシｱに分ｉｆ

lNowcIIlnmrvlIOlin2Dd“1,唾)'弧mnd6rlいd8Ltum3SchlIfn噂riqhyalinn

２１８



３シフ .秘ルゴク３月璽崎蝿 ＸⅦ

４４〃ル1"パネゴケ３冊広脇肌流JWh×卜

オタルヤバネゴケも朽ち水や地上に生

える小咽のこけで．写真４のふうに葉

し雑心淡緑色のことが秒い，鰹の全長

のほぼ２分の１甑で切れ込みがあり．

眼製はない｡航物体が小さいわりに蕊

の細胞が火さく．３０～６０ミク、ンしあ

って，‘り2,瓦で(二｣どうにか縄められる，

小樽のfiが付いているが、・リハリンか

ら琉球列励にまで知られている

４CCPll8blOr伽D1mrucn$'$

５１ソクシ１，ハｆ－Ｔケ１１Ｊ】】笠久酷

６ツクシ１，パﾈｰﾉ｣のﾉ’ノノハイ久鼎×’１

コヤバネゴケ科（Ｈ本廉３屈約l5IjR）

この科のこけは非常に小型の靴が勢い‘

ツクシヤパネゴケは糸状の小剛のこけ

で．詐側の湿った繕や流れの中の職の

‐I令に雑色のマットをつくる龍い､＊ば

らに隈に｛､j凸，'1,ざくて令腿の３分の

１まで裂ける。腹葉はない｡2ﾒ瓦５１J､群

生しに状態であり．写真６吋.その拡大

である。北海道から硫球列胤までの各

地と朔鮮､ＩＩＬ鵬に分布している.

５．５CyIind『qgoI函『“uwiID1胸

’２'，Ｉ



ｐｔＦＩケヒラコ'グＩ１Ｊｌ流域慨×１３ ヒハミス』クＬド１３町墜久Ｅ＄×Ｉ

g),‘'２F許舜暮し

HAA増．１

灘 量

Ｚ‐コウ↑''rビラゴケⅡ)Ｊ１満崎鼎嵐ト

ケビラゴケ科（ロ本壷１嘱約20種）

この科のこ'ノの集は腹側の裂片が小さ

な方形で‘内側に折り磯‘l奮れている。

オオケビフゴケは岩上に生える。軍真

1では．短い技の上にｳ緑色の雌花序が

いくつか兇え.る。関11〔地方以南に分njl、

Ｉウヤケビフゴクも岩の上に'kえる小

型のこけで．イく規則な羽状に分枝し、

鍵がゆるく戒なり合った搬子がよく京

うている側唯地方以南に分布Ｊる

ユＲａｄｕｌｎｐｌ$rrol1ctlI2nkolnnm

２２０

４．t'クシマミズゴクＬ１．１〔ﾉ)州３１１×６

ミズゴケモドキ科（冊＊産１属３種）

菜の背片が袋状になる変わった仲間で．

いずれし稀な純である｡腹熊はない｡
ヒメミズゴク･モド１．は峨地の水の枠や

伎に若くＡＷｌ色のこりで、時に聯くみ

もことが《jりる写貞でlij.先に孔のI刑い

ﾉﾋ円簡形Ｕ)仮花被がたくＬ』ん写ってい

る画黙祷の唾で日本では蝿久島に分町．

写真４は四つに裂けたヤクシマミズゴ

クモドヰの朔である

３Plcurozin詞Ｃｌ､“g4Eopl目urqzinRI”rllmldoz


