


はしがき

こけという言葉は君が代にも出てきて、この言葉を知らない人はありませんが、それで

はコケ植物とはどんな植物かと聞かれて、正確に答えることのできる人はあまりおりま

せん。実は、一般に使われている“こけ”という言葉には，いろいろな植物の仲間が含ま

れていて、私ども植物学者とは違う意味で使われていることがよくあります。それで私ど
せんt-い

も専門家は“コケ植物”とか“コケ”のようにカタカナを使うことが多く、また“蘇苔植物”と

も呼びます。“苔”という字もコケ植物の中の一部のグループだけに使います。
おび

コケは皆さんの家の庭にも妖肥城の中にも、また近くの林の中にも、たくさん生えてい

ます。この本を読んで、植物学でいうコケ植物がどのようなものであるかを皆様に知っ

てもらいたいと思います。コケをくわしく観察すると、とても多くの面白いことがわかってき

ます。
おび

皆さんは日南市妖肥に服部植物研究所があり、コケ植物を研究しているということを聞
おび はっとりしんすけ

いたことがあると思います。ここは今から 60年前（昭和 21年）に、妖肥の服部新佐博士

と言う世界的に有名なコケ植物の専門家によって、作られた研究所です。この研究所で

はこれまでに多くのコケの研究が行われ、論文として世界に発表されています。

この本は皆さんにコケの事を少しでもわかってもらいたくて、質問の形式で書いてあり

ます。この本を読んだ皆さんの中から第二の服部博士が出てくればよいなと願っており

ます。

この本を服部植物研究所から発行することについて、多大なご援助をいただいた井戸

川元日南市議会議長、執筆に協力していただいた服部植物研究所の研究者の皆様，原

稿をチェックしていただいた日南市の教職員の皆様に厚く御礼申し上げます。
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平成 18年 6月

（財）服部植物研究所所長

岩月善之助



／・一

服部新佐博士を記念した学名を持つコケ

Neohattoria herzogii (S.Hatt.) Kamim. Hattoria yakushimensis (Horik.) R.M.Schust. 

ハットリヤスデゴケ ヤクシマアミバゴケ

表紙の写真： 藉に長い首があるナガダイゴケ（日南市ー岩月）
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コケの宝庫屋久島 （屋久杉ランド，岩月 ）

r
 

籍が可愛いいチャボナガダイゴケ（御岳，岩月）

無性芽をつけたトサノゼニゴケ （日南市，岩月 ）

福井県小松市にあるコケの園のコケ庭 （岩月 ）

アラスカの動物の糞の上に生える美しい
コケ(Haplodonwormskjordii, 岩月）

K 

無性芽をつけたオオヒモゴケ （北海道，岩月 ）

ムユ

ニワスギゴケの雄植物。花のように見えるのは

雄芭葉で，その間に造精器がある （日南市，岩月 ）

朔が球状のタマゴケ （岩月 ）
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コケとはどんな植物？

こIt こIt こIt こIt ーあゆ は

0苔、蘇、羅、木毛ー鮎の食むこけはコケで この様に"こげ’という言葉は紛らわしいの

はない

コケは古くは羅と書き、“木毛”の意味で

す。辞書を引くと‘‘笞”や“蘇”などの字も

使われています。しかし植物学の知識のあま

りなかった昔は、こけの意味はあいまいで、
ぞくしょう

一般には花の咲かない植物の俗称でした。

こけと呼ばれるものの中には、今の植物分類
せんt-い ちい

学でいうコケ（蘇苔）植物や地衣植物の他に、

砿類（藻の仲間）、菌類（きのこの仲間）、時
けんか

には小型のシダ植物や顕花植物の一部など

様々な植物群を含んでいたようです。

シダ（羊歯）植物はワラビやゼンマイなど
せんt-い

の仲間で、コケ （蘇苔）植物に近縁ではある

が、はっきりと異なったグループです。また
ちい

ウメノキゴケなどの地衣植物は、ツメゴケ、

モジゴケといった名前で呼ばれています。し

かし実際には一つの植物体の中に砿類と菌

類が一緒に生活 （共生）しているもので、菌

類の一群であり、コケ植物とは非常に違った

ものです。
けんか

また、小形の顕花植物の中にはモウセンゴ

ケ、ムラサキサギゴケなどと呼ばれる種もあ

ります。しかし、それらはここでいうコケと

は全く異なった植物です。初夏の頃になると

新聞の釣りコーナーに鮎の食べる”こげ’の出

来具合がよく報道されますが、ここでいう"

こけ"は川の中の岩の表面に生える藉砿（藻

の仲間） のことで、 コケ植物とは違います。

せんt-い

で、この本では蘇苔植物全般を指す時は“コ

ケ植物”あるいぱ‘コケ“を使い、ひらがなの

“こけ"は植物学的な意味を離れた、俗称と

して使うことにします。 （岩月善之助）

0コケ（植物）はどのように分類されます

か？
せんt-い

今の植物学でいうコケ （蘇苔）植物は、セ

ン （蘇）類、タイ （苔）類、それにツノゴケ
こう

類の三群 （綱）を含んでいます。

セン類の 1種コスギゴケ（屋久島一岩月）

これらの 3群のうち、セン類はスギゴケに

代表され、世界中に約 1万種が知られ、日本

には 1135種が記録されています。タイ類は

ゼニゴケの仲間で、世界に約 8千種が知られ、

日本から 612種が記録されています。

もう一つのツノゴケ類はセン類やタイ類

に比べて小さな群で、世界中に約 400種、日

本からは 17種が記録されています。
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これらの三群がどのように違うかは、この
おび

本のあとのほうに出てくる、妖肥城に見られ

タイ類の 1種トサノゼニゴケ（日南市）。雄と雌があ

る（岩月）

ツノゴケ類の 1種ミヤケツノゴケ。角のように見え

るのが胞子体（岩月）

るコケの図などを参考にしてください。

地球上には2万種に近い様々のコケ植物が、

地上、岩上、樹上、淡水中など、海水を除くあら

ゆる環境に適応して生活しています。

宮崎県は沢山のコケ植物が生育している

県として有名です。特に、熱帯地方に生育す

るコケが宮崎県まで分布している例が幾つ

かあります。

（岩月善之助）

よ

0こけを詠んだ和歌にはどんなものがあり

ますか？
ょ

“君が代”にこけが詠まれていることは、
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どなたもご存知でしょうが、そのもとになっ

たのは次の歌であるとされています。
いわお

わがきみは千代に八千代にさざれ石の巌

となりて苔のむすまで

読人不知 （古今集巻七）

その他にもこけを詠んだ古歌はたくさん

あります。それらのうちのほんの一部を次に

あげてみましょう 。
かむ か ぐ ほこすぎ

いつの間も神さびけるか香具山の鉾杉
こけむ

がもとに羅生すまでに
かものきみたるひと

鴨君足人（万葉集巻三）
ときわ む

常盤なる山の岩根に生す苔の
はるさめ

染めぬみどりに春雨ぞ降る
せつしょうだじょう

摂政大政大臣

現代の歌では
―It いわ たにま お

蘇むせる岩の谷間に生ひしげる

あまたのシダは見つつたのしも

宮崎県加江田渓谷にある昭和天皇の御製の碑。（岩月）

この歌は 19 7 9年 10月 15日に、宮崎

市郊外の加江田渓谷で、植物、特にシダ植物

とコケ植物を観察された昭和天皇が詠まれ

たものです。優れた植物学者であられた昭和

天皇は、コケ植物やシダ植物にも大変に興味

を持たれていました。 （岩月善之助）



d
 

セン類のいろいろ。 a. チシマシッポゴケ， x2. b. オオフタゴゴケ， x2. C. カサゴケ， x1.5. d. ケ

ナシチョウチンゴケ， x2. e. ウワバミゴケ， x2. f. タスキゴケ， x2. g. キダチヒラゴケ， x1.5. h. ハ

イゴケ， x1. i. イワダレゴケ， x1 (いずれも Noguchi,1987 -1994より）
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こうじゅん

0香淳皇后が発見されたコケがあると聞

ましたが？
こう じゅん

香淳皇后がコケ植物と！扁砿類に関心を示

され多くの標本を作られたことは，一般に
こうじゅん

はあまり知られていません。香淳皇后様は

那須の御用邸に滞在された時御用邸内の山

林や渓谷を散策され，コケ植物を採集されま

した。

これらの標本は国立科学博物館の故井上

浩博士に送られました。香淳皇后様が 19 6 

8年 8月に採集されたツキヌキゴケ科の標

本ば井上博士により新種と認められ，ナス

ホラゴケモドキ (Calypogeianasuensis) 
こう じゅん

して発表されました。香淳皇后様が採集さ

と

れた標本は，現在つくば市の昭和記念館に保

管されています。

（湯澤陽一）

0コケの一生はどのようになっています

か？

コケの一生を野外で普通に見られるセン

類を例にして話をしてみましょう 。

ゼニゴケの精子。2本の長い鞭毛がある （古木達郎博

士写）

野外でコケの植物体といっているのは、
はいぐうヤい めかぶおかぶ

配偶体のことで，種類によって雌株と雄株に

分かれているもの，分かれていないものがあ

ります。
ぞうらんき

時期が来ると雌株には卵子を作る造卵器

ができ、一方、同じように雄株には精子を作
ぞうせいき ぞう らんき

る造精器ができます。やがて、雌株の造卵器

の中で、卵子と精子が受精して受精卵が誕生

します。その後、受精卵は分裂を繰り返して
はい

胚となり 、成長して胞子体ができます。さら
さく

に成長すると胞子体の先が膨らみ朔ができ
さく

ます。朔が成熟するにつれ、中に胞子ができ
さく

てきます。やがて胞子は朔から出て、あたり

一面に飛び散ります。地面に落ちた胞子は、
げん したい

やがて発芽して糸状の原糸体になります。こ
げん したい

の原糸体の上に芽ができ、その後、成長した

芽から雌株や雄株ができ、一巡したことにな

ります。

胞子体 (2 n世代）

-冒---― ・ヽII （配偶体に寄生 ）

受 精

I 、
亨回
造精器 造卵器

--- • I ¥ r 
ここ しづ キ直i牛勿

（配 偶体 、 n)

I 

三←一
セン類の一生を模式的に示す （岩月 ）

スギゴケの仲間で行った実験では、一生を
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一巡するのに 3年以上もかかるといわれて

います。 （山田耕作）

コツボゴケ（セン類）の造卵器（黒くて細長いもの岩月）

セン類の原糸体とその上に出来た芽（森富夫）

0石灰岩の上だけに生えるコケがあります

か？
こうせっかい

一般に石灰岩の上に生える植物を好石灰
しゅし

植物と呼んでいます。コケ植物は種子植物に

比べ岩の上に直接つきますので，岩の化学的，

または物理的な影響をより強く受けます。石

灰岩の化学的特徴としてばカルシュームを

含んだアルカリ性であることです。他の岩石

の上と比べて，乾燥しやすいといった物理的

な特徴もあります。このような特殊な環境に

適応したセン類には，タチヒラゴケ，チチブ

ハイゴケなどがあります。タイ類ではツボゼ

ニゴケやツジベゴヘイゴケなどが知られて

います。

（湯澤陽一）

0洞窟のような暗いところでもコケは生活

できますか？

光合成に必要な光が不足するため、コケは

洞窟の奥のほうでは生活できません。しかし

外の光が差し込む入り口から数メートルの

ところまではコケが生えています。本州の中

部地方以北の洞窟の入り口や岩の隙間など

には、時にヒカリゴケというコケが生えてい

ることがあります。このコケの原糸体のレン

ズ状の細胞が外からの光を反射して怪しく

光ります。このコケは日本では天然記念物に

指定されています。

ヒカリゴケ（北海道阿寒湖畔，岩月）

（岩月善之助）

〇川の中や海の中にもコケが生えますか？

コケは陸上に生えるのが一般的ですが、川

や池の水中で生活する仲間もいます。しかし、

海の中で生活するコケは知られていません。

ウシオギボウシゴケというコケは、北海道の

海水の波しぶきがかかる岩の上にも生えま

す。唯一、海水にかかわりがある珍しいコケ

です。

（山田耕作）
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ィ

0マリモのように球状になるコケはありま

せんか？
いなわし ろ こ くっしゃろ こ

福島県の猪苗代湖や北海道の屈斜路湖に

は， コケ植物がまりものような形になる“ま

りごけ”が知られています。湖底に生育する

コケが台風の時などの波の影響で湖底から

引き抜かれ，さらに湖岸近くで波によって回

転するうちに球状になり， “まりごけ”にな

ります。“まりごけ”というコケの種がある
いなわしろこ

のではなく，猪苗代湖のまりごけは主にセン

類のヒロハススキゴケとタイ類のヒロハッ

ボミゴケの 2種からできています。一方
くっしゃろ こ

屈斜路湖のまりごけはヤナギゴケというセ

ン類だけからできています。

屈斜路湖畔に打ち上げられたまりごけ（岩月）

ごけは形がやや不規則なものが多いようで
くっ しゃろこ

すが，屈斜路湖のまりごけは球状に近いもの
ちみつ

質もより緻密なようです。が多く，

（湯澤陽一・岩月善之助）

0コケはどのくらいまで暑さ、寒さに耐えら

れますか？

暑いところでは、オンセンゴケが 40℃ の

温泉の中で、またランヨウハリガネゴケが

38℃ の温泉の中で見つかっています。

ニュージーランド，アイ
ふんきこう

スランドのような火山の多い国では，噴気孔

日本 （北海道），

の近くの 40℃ を越す強酸性の土の上でも生

きているコケが見つかっています。

噴気孔の周りに発達したコケの群落 （アイスランド，

岩月 ）

寒いほうの極端な例としては、南極ではコ

ケは一40°Cのところでも生きています。冬

にはたとえ気温が一40℃ になっても、コケ

の群落は雷に埋もれているため、外気よりも

温かい特殊な環境で生きています。

（山田耕作・岩月善之助）

屈斜路湖のまりごけ （岩月）
こけはな きご

0 「苔の華」は夏の季語？ーコケ植物の生

物季節

いなわしろこ

猪苗代湖のまりごけは国の天然記念物に，
くっしゃろこ てしかが

また屈斜路湖のまりごけは弟子屈町の天然
いなわしろこ

記念物に指定されています。猪苗代湖のまり
毎年春になると桜の開花が南の九州から
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徐々に北上し、いわゆる桜前線が話題になり

ます。コケの成長も四季と関係があるのでし

ょうか。セン類の成長にはかなり季節性があ

り、普通は秋から翌年の春にかけて、茎や枝

が成長します。英国での研究では、バークシ

ャーで 1970年から 1971年に野外で測定さ

0薬になるコケがありますか。
かんぽうやく

コケは中国では漠方薬の一部に使われて
げどく りによう

おり、熱さまし、解毒、利尿などの効果を持

つコケがあるようです。しかし，詳しいこと

は公表されておりません。近年、コケの成分

の分析が盛んに行われており、その研究結果

れたハィヒバゴケとイヌサナダゴケの月ご が期待されています。

との成長量を比べると 、秋から冬に大きく成

長し、 4月から 8月にかけてはほとんど成長

しないそうです。

日本でもコホウオウゴケ、ヤマトフデゴケ、

チャボスズコケなどで、ハィヒバゴケと同じ

ような成長のパターンを示したそうです。一

方、高山の山頂付近では、セン類の成長は雪

の消える夏にさかんになります。

コバノチョウチンゴケ（愛知県岩月）

コバノチョウチンゴケは，日南の人家の庭

などにもよく生えるセン類ですが、春に黄緑

色の小形の葉をつけた新しい枝が伸び出し、

古い枝についた葉は黒ずみ、新葉との対比が

著しくなります。奈良の大学の先生の観察で

は、コバノチョウチンゴケの茎の基部の葉の

腋にできる芽は，秋から冬にかけて伸び、そ

の枝は 2月の終わりごろには古い茎の上に

出てきます。新しい枝は 3月から新しい葉を

開いて美しくなるそうです。 （岩月善之助）

（山田耕作）

0触るとかぶれるコケがありますか？

コケの中には、トリカブトのように人を殺

す猛毒を持つものはありません。しかし、触
ひふえん

るとウルシかぶれに似た皮膚炎を起こす成

分を持つコケは知られています。このことが

判ったきっかけは、ヨーロッパやカナダで森

林の伐採をする作業員の中に，仕事中にウル
ひふえん

シにかぶれたような皮膚炎を起こす人が出

ることからでした。フランスのボルドー大学
ひふえん

で研究したところ、そのような皮膚炎の原因

はシゲリヤスデゴケ （ヤスデゴケ科）に近縁

のタイ類が出すセスキテルペンラクトンと

いう物質であることが突き止められました。

日本の学者が調べたところ、日本でも 14種

のヤスデゴケ科のタイ類が同じ成分を出す

ことが判りました。日本ではどういうわけか、
ひふえん

この成分による皮膚炎は知られていません。
しゅよう

この成分は同時に腫瘍を抑える働きがある

ことがわかり 、現在その研究が進められてい

ます。

（湯澤陽一）

0ギネスブックにどんなコケが載っていま

すか？

熱帯地方の林の中の土の上に生えるネジ
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クチスギゴケ科のダウソニア・スペルバとい

うセン類は、茎が約 30cmから最大 60c

mの長さにもなります。このコケの群落の中

を通る時は、あたかも杉の苗畑の中を通る感

じがするほどです。この種は世界でもっとも

大きい地上生のコケとして、ギネスブックに

記録されています。
せんたい

熱帯地方の蘇苔林と呼ばれる湿度の高い

林の中の、木生シダの幹の上に生えるキノボ

リスギゴケも、茎の長さがやはり 30cm以

瓢

ー

ヘゴの仲間に着くキノボリスギゴケ（ボルネオ，岩月）

上になります。これらの種はコケ植物として

は巨大で、昔はシダ植物と間違えられたこと

もあったそうです。

大きなコケ植物としてネジクチスギゴケ
けいさい

属とともにギネスブックに掲載されている

セン類に、水の中に生えるカワゴケ属があり

ます。その中で日本にもあるクロカワゴケは、
溢 うぼく

川底の石や加木につき、長さが 1mを越え

ることがあります。

ネジクチスギゴケ属（ボルネオ）。横のものさしの目盛

は 17cm(岩月）

一方、小形のセン類には茎が1mm以下の種

もいくつか知られています。このような微小な種

には，ギネスブックで最小のコケとされているカ

ゲロウゴケがあります。植物体の全長が1mm

位で、肉眼でその個体を見つけるのはむずかし

いくらいです。このコケは日本では、宮崎県の
か え だ

加江田渓谷ではじめて見つかりました。日本に
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生育するコケ植物は、これまでにかなりよく調

べられていますが、未知のコケ植物が将来見

つかるとすれば、その多くはこのような小さな種

と思われます。

（岩月善之助）

世界でもっとも小さなコケの一つ、カゲロウゴケ

（宮崎県）。葉の長さは約 2mm(岩月）

はっとり しんすけ

0服部新佐博士（コケ博士）とはどんな人？
はっとりしんすけ

服部新佐博士は、1915(大正 4)年 8月
おび

10日に宮崎県日南市妖肥に生まれ、旧制蘇
び

肥中学校から、第七高等学校を経て、東京帝

国大学（現在の東京大学）理学部植物学科を卒

業されました。1941 年から東京科学博物館

（現在の国立科学博物館）でコケの研究をさ

れました。
おび

戦後の混乱期に、父の要請で郷里の妖肥で

家業の林業を継ぐため，帰る事になりました。

しかし、どうしてもコケの研究を続けたいと

思い、1946年 3月 1日に父の援助で財団法

人服部植物研究所を創立されました。今から

60年前のことです。当時の研究所は、研究

員は服部博士ただ一人だけの大変小さなも

のでした。

発足の翌年には、財団法人服部植物研究所

報告が発行されましたが、 この報告は今年

(2 0 0 6年）第 100号が出版されます。その

お び

後、研究員や職員も増え、設備も整い、妖肥

の高台に標本庫4棟も建設され、本格的に研

究が進むことになりました。研究員が外国に

調査に行く回数も増え、また研究所に滞在し

服部新佐博士

て、研究を続ける外国人研究者も増えました。

このようにして、服部植物研究所は、コケ

学専門の研究所として多くの研究がなされ

ました。亡くなられた 19 9 2年までの間に，

服部博士が発表されたコケの研究論文は 4

00編を越し、日本のみならず、世界のコケ

学の発展に大きく寄与をされました。
ぎょ うせき

服部博士はこのような多くの業績により、

たくさんの賞や、 藉畜を受けられました。

次がその内の主なものです。
し じゅほうし~

宮崎県文化賞 (19 5 2年）、 紫綬褒早 (1

970年）、朝日賞 (19 7 7年）、日南市文
ずいほう しょう

化功労賞 (1980)、勲三等瑞宝賞 (19 
めいよ

85年）、 日南市名誉市民賞 (19 9 0年）、

など。

（岩月善之助）
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., 

0服部博士が研究されたナンジャモンジャ

ゴケとはどんなコケ？

ナンジャモンジャゴケ（学名 Takakia
のりお

lepidozioides)は、名古屋大学教授の高木典雄

博士が、 1951年に長野県の五竜岳で最初に
がきたIt

採集され、さらに 1952年に餓鬼岳でも採集

されました。高木博士はセン類の専門家です

が、もしかしたらタイ類ではないかと考えら

れ、その標本を服部博士に送られました。標

本が送られてきた時、服部博士はコケのよう

でもあり、そうでないようでもあると、械類、

菌類、シダ類などの専門家の意見を聞かれま

した。しかしそのいずれでもないという返

事が返ってきました。そのため、良く判らな

いコケということで、このような妙な和名が

つけられました。1957年に服部植物研究所

の兼任研究員であった東京教育大学の井上

浩博士が、白馬岳で豊富な標本を得ました。

1958年にこれらの標本を基に、服部博士と

井上博士が新種として発表されました。

それは、それまでに知られていたコケとは大

変に違う、妙なコケであると世界中の分類学

者を驚かせた植物です。

世界各地で多くの研究者がこの原始的と

考えられる種の発見に努め、現在までに、日

本、ボルネオ、中国、 ヒマラヤ、 アラスカ、

'C, 

ナンジャモンジャゴケ （志賀高原岩月 ）

カナダ西海岸などの離れた地域で見つかり

ました。ナンジャモンジャゴケは雌植物しか
ほうしたい

見つからず、したがって胞子体も見つかって

いません。しかし、折れた葉などから新しい
むせいてき はんしよく

芽ができて、無性的に繁殖することが判っ

ています。このコケは古い時代からの生き残

りと考えられています。

その後、アリューシャン列島で別種のヒマ

ラヤナンジャモンジャゴケが見つかり、そこ
ほうしたいさく さく

では胞子体や朔も見つかりました。朔を調べ

た結果、それまでタイ類とされていたのは間

違いで、極めて特異なセン類であるというこ

とになりました。このようなナンジャモンジ

ャゴケの研究は、服部博士がもっとも力を入

れられた研究のひとつで、博士の名前を世界

中の学者に知らせることになりました。

（岩月善之助）

コケ植物の進化

0コケはいつ頃生まれたのですか？

コケの先祖は約 4億 2千万年前のシルル

紀といわれる時代に、それまで水の中で生活
りょくそう

していた藻の仲間の緑藻類が陸上に進出す

るように進化して、蘊宝したと考えられて

います。しかし、最近の研究では、コケはも

っと古い 4億 7千万年前のオルドビス紀に

すでに誕生していたという考え方も示され

ています。どちらにしても、コケは陸上で生

活している植物（陸上植物といいます）の中
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で最も歴史の古い植物ということになりま その順序がかなり良くわかっているもの、ま

す。 だあまり良くわかっていないもの、ほとんど

（長谷川二郎） 研究されていないものなど、いろいろな場合

0コケに進化の歴史がありますか？

もちろんあります。というより、進化の歴

史を持っていない生物は存在しません。現在、

地球上に生育しているコケはたくさんあり

ますが、それらの種は昔からずっと今と同じ

ようなコケだったのではなく、それぞれの種

が長い進化の歴史をたどって、今のような姿

になったのです。 （長谷川二郎）

があります。 （長谷川二郎）

0地球上で絶滅してしまったコケがありま

すか？

コケは誕生してから 4億年以上という長

い進化の歴史を持っていますから、現在まで

に絶滅してしまった種もたくさんあります。

古生代に発生し、その後絶滅してしまった種

の中には、セン類ともタイ類ともツノゴケ類

とも大変違っていて、どのグループに属する

0コケの進化と分類には関係がありますか。 かもわからないようなものもあります。

コケにはセン類、タイ類、ツノゴケ類とい （長谷川二郎）

う三つのグループがあります。この三つのグ

ループが、どういう順番で発生したかという

ことについては、いろいろな考え方がありま

す。現在、最も可能性が高いと考えられてい

るのは、まずツノゴケ類が誕生し、それから

タイ類が発生し、最後に登場したのがセン類

という考えです。また、これら三つのグルー

プの中には、多くの種が存在し、それぞれの

種は似たもの同士を集めて、属や科という単

位にまとめられています。それらの属や科が

それぞれのグループの中で、どのような順序

で発生したかということも研究されており、

0コケの進化を研究する場合、年代測定は何

を根拠に求めますか？

コケの存在した時代の年代は、そのコケの

化石が出現した地層の年代を基にして決め

られます。年代を直接決める方法はそれしか

ありません。ただ、コケの化石に含まれてい

る放射能を持っている物質の量を測ること

や、そのコケのDNAをすでに年代のわかっ

ているほかの種の DNAと比較して推定す

る方法もあります。

（長谷川二郎）

宮崎県のコケ植物

0宮崎県で見つかった珍しいコケにはどん ころです。服部植物研究所で研究されたた＜

なものがありますか？ さんのコケのうち、皆さんにも興味がありそ

宮崎県は日本の中でも、南の暖かいところ うなものを幾つか選んで、書いて見ましょう。

にあり、雨量も多く、コケの生育に適したと
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1 . キサゴゴケ (Hypnodontosis
おび

apiculata) 日南市妖肥の西のはずれに
いおし

五百撰神社があり、境内に立派な庭がありま

す。この庭の端の大きな杉の木の幹に着いて

いたコケを調べたところ、これまで世界中の

どこにも見つかっていない新属・新種である

ことがわかりました。

このコケは大変小さいのですが、胞子を入
さく

れる朔の柄がらせん状に曲がっていること

が特徴です。こんなコケは大変珍しいもので、
さくへい から

朔柄が曲がることが、キサゴという貝の殻に

似ていることで、キサゴゴケと命名されまし

た。その後、このコケは九州から本州中部

キサゴゴケの朔。左は湿ったもの、右は乾いたもの。
お び

日南市妖肥 （岩月 ）

地方までの数少ない地点で見つかりました
いおし

が、残念なことに、その後五百撰神社の杉の

木は伐採されてしまいました。面白いことに、

キサゴゴケに良く似た別の種が、メキシコと

ミャンマーでも見つかっています。

2. カクレゴケ(Garavagliaelegans) 日
はえ

南地方の谷、特に猪の谷渓谷や猪の八重渓谷

の木の上に、まれに見つかる珍しいコケです。

このコケは昔はこれらの谷にかなりありま

したが、今は減ってしまいました。胞子を入
さく

れる朔の柄が短く、葉の間に隠れそうなので、

この名前がついたのでしょう 。これはコケと

してはやや大型で、葉に光沢がある、美しい

種です。このコケは、熱帯地方に広く分布し、

宮崎県より北では見つかっていません。

カクレゴケ （猪の八重渓谷，岩月 ）

面白いことに、このコケの雄株は大変小さ

く、雌株の葉の上で生活します。下の図はナ

ワゴケの雄株です。雌株の葉を船とすると、

雄株は船頭さんのように見えます。まるでお

椀の船に乗った一寸法師のようですね。

ナワゴケの雄植物。雌植物の葉の上に生育するが，こ

のような雄を矮雄と呼びます （岩月 ）

3. タイワンユリゴケ(Tayloriaindica) 

このコケは日南市酒谷の猪の谷渓谷で、何十

年も前に一度だけ台風で倒れた木の枝の分

かれたところで見つかりました。この仲間の

コケは普通は動物の糞や死骸の上に生えま

す。猪の谷渓谷では木の上に鳥の糞があった

のかもしれません。

名前はタイワンユリゴケですが、実際はイ
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ンドやヒマラヤの木の上で見つかっていま

す。この珍しいコケをもう一度見たいと、猪
はえ

の谷渓谷や猪の八重渓谷の山の中を探しま

したが、見つかりません。今も、木の上のほ

うの枝に生きているかもしれませんね。

タイワンユリゴケ（日南市猪の谷岩月）

4 ． トサノタスキコケ(Psedobarbella

laosiensis) 日南地方の渓谷にば紐のよう

に長い，黄緑色の細いコケがたくさん垂れ下

がっているのが見られます。このコケの長さ

トサノタスキゴケ。北郷町猪の八重渓谷 （岩月 ）

は 1メートル近くなることもあり、まるでコ

ケのカーテンのようです。このようなコケに

も幾つかの種類がありますが、私ども研究者

はサガリゴケ類と呼んでいます。この仲間は

九州、四国、本州の南部など、暖かい地方の

湿度の高い渓谷の木の上に生育します。日南

地方でも、森林の伐採や、台風による樹木の

被害などで、かなり減ってきました。サガリ

ゴケ類が多いということはその渓谷の環境

が破壊されずに、良好に保たれていることを

示すと思われます。

5. カビゴケ(Leptolejeuneaelliptica) 

湿った谷間の生きた木の葉やシダの上に
せいようじょうt-いるい

生える生葉上苔類という一群のタイ類があ

ります。この仲間は暖かい地方に多いもので

すが、宮崎県には沢山の種類が記録されてい

ます。葉の上に生えていても、葉から養分を
きせい

とるわけではないので、寄生とは言いません。

アオキの葉の上に生えるカビゴケ（猪の八重渓谷岩月）

この仲間のうち、日本で一番良く知られて

いるのは、カビゴケという種類です。これは

大変小さいもので、虫眼鏡で見ないと良くわ

かりません。ところが、このコケは名前のよ

うにカビくさいにおいを出すので、近くの木

の葉やシダの葉の上を調べると、このコケが

見つかります。このコケの匂いの成分もわか

っています。1979年 10月 15日に、宮崎市

郊外の加江田渓谷でコケを観察された昭和

天皇もこのコケを興味深くご覧になりまし

た。 （岩月善之助）
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おび

妖肥城跡に見られるコケ植物

おび

伊東氏五万一千石の旧城下町妖肥の誇り
おび

は妖肥城でしょう。堂々たる大手門をくぐる

と正面と右手に高い石垣がありR、そこに

は多くのコケが生えています。セン類のミノ

ゴケの仲間やゼニゴケ、ジャゴケのような葉

状のタイ類が見られます。

そこを左手に行くと広い石段があり、上っ

て左に折れると，かなり大きな杉が植えられ

ていますR。この杉の林の中にも多くのコケ

が生育しています。特筆すべきは、杉の樹皮

に生える小型のセンであるヒメイサワゴケ

でしょう。これは日本では暖かい地方に分布

し、杉の木の上に生育することが多いコケで

す。杉の木の上には、白っぽい色をしたホソ

バオキナゴケも多く見られます。白い色から

白髪、さらに翁を連想してつけられたなかな

か良い名前のコケです。有名な京都のこけ寺

（西芳寺）のこけ庭の主役はこのホソバオキ

ナゴケです。杉林の中の地上にはチョウチン

ゴケの仲間も良く見られます。

杉林の前を右に折れると石段があります。

この石段の左にある石垣cには、沢山のコケ

が生えています。タイ類のゼニゴケの仲間、

ジャゴケ、ケビラゴケの仲間などが見られま

す。セン類ではコバノチョウチンゴケ、ラセ

ンゴケ、などが見られます。この広い石段を

登り，右に折れると歴史資料館があります。

この歴史資料館の周りには何本かの桜が植

えられていますが◎、それらの幹には、セン

類のラセンゴケ、ヒロハツヤゴケなどが見ら

れます。

（岩月善之助・ 山田耕作）

釦庖城大手門から資料館付近（日南市役所提供）
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妖肥城址のコケー3. セン類（岩月）
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妖肥城址のコケー4. セン類（岩月）
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妖肥城址のコケー5.タイ類（山田）
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妖肥城址のコケー6. タイ類（山田）
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妖肥城址のコケー7.タイ類（山田）
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財団法人服部植物研究所の紹介

財団法人服部植物研究所は終戦直後の 1

9 4 6 (昭和 21)年 3月 1日に設立され、

今年(2006年）はちょうど創立 60周年の記念

の年に当たります。

服部植物研究所の標本庫 （岩月 ）

せんt-い

世界で唯一の蘇苔（コケ）類の研究機関で、研

究員は兼任を含めて 8名が日夜研究を続け

ています。また、杉田穫子理事長以下 8名の

役員で運営されています。

現在の服部植物研究所の主な活動には、
せんt-い ちい

蘇苔（コケ）・地衣植物の研究、関連資料の収

集・整理、および研究成果の出版等がありま

す。
せんt-い ちい

(1)蘇苔（コケ）・地衣植物の研究
せんたい

世界には約 3万種の蘇苔（コケ）植物と約 1
ち い

万 6千種の地衣植物が記録されています。そ
せんたい

のうち、日本からは約 1800種の蘇苔（コケ）
ち い

植物と約 1200種の地衣植物が知られていま

す。服部植物研究所には日本各地、アジア各

地、オセアニア、南北アメリカなど世界各地

からの多数（約 47万点）の標本が集積されて

います。これらの資料を研究して、アジア、

せんたい ちい

オセアニア地域の蘇苔（コケ）・地衣植物の種

の多様性や、それらの系統や類縁を明らかに

することを研究の目的としています。

このような研究の一部として， 1996年か

ら2005年の 10年間に，服部植物研究所の

研究員が記載したコケの新種は 8種ありま

した。また同じ期間にそれまで日本で知ら

れていなかったコケが，はじめて見つかった

ものが 15種ありました。この間に，当研究

所員により， 23種のコケが日本から新しく

見つけられたことになります。

(2)研究資料の収集・整理及び普及活動

財団法人服部植物研究所には、創立以来今

日までに世界各地から集められた膨大な数

の標本、文献などの研究資料が蓄積されてい

ます。研究所のスタッフが調査したヒマラヤ、

フィリピン、中国（台湾を含む）、ボルネオ、

ニュージーランド、フィジ一、アラスカ、メ

キシコなどに加え、世界各地の主要な標本庫

から交換• 寄贈により入手した標本など、外

国産約 24万点、日本産約 23万点、合計 47
せんt-い ちい

万点に達する蘇苔（コケ）・地衣植物の標本が

あります。この数は日本国内では最大、世界

でも五指に入る大きなコレクションです。

(3)研究成果の出版

服部植物研究所の主要な刊行物である財

団法人服部植物研究所報告(TheJournal of 

the Hattori Botanical Laboratory)は終戦直後

の 1947年に創刊され、現在(2006年 1月）

までに 99号が出版されました。2006年に第

1 0 0号が出版されます。初期の号を除き、
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D 

口

一

Bryologist)、英国(Journalof Bryology)の専
ひょうか

門誌と並ぶ、斯界の最高のものと評価されてい

ます。

i-纏•

コケ標本用の戸棚

すべて欧文、年2回発行、各号約300ページ、
けいさい

世界の研究者による重要な論文が多数掲載
ひょうか

されています。ISiという世界の学術誌の評価
きかん

機関でも、服部植物研究所報告は重要な雑誌
ひょうか せんt-い ちい

として評価されています。蘇苔（コケ）・地衣植

物関係の学術誌としては、米国 (The

服部植物研究所報告(Journalof the Hattori Botanical 

Laboatory) 

（岩月善之助）

コケの参考書

日本ではコケの研究がなかなか盛んで、多

くのコケの本が出ています。それらのうち、

学校の図書室にもあると思われるものを書

いておきます。

せんたい

岩月善之助・水谷正美.1972. 原色日本蘇苔

類図鑑保育社大阪

岩月善之助・伊沢正名.1996. しだ• こけ．

山と渓谷社東京

岩月善之助、編.2001. 日本の野生植物．コ

ケ平凡社、東京．

伊沢正名.1991. コケの世界．あかね書房．

東京．

中村俊彦・古木達郎・原田浩.2002. 校庭の

コケ （野外観察ハンドブック）．全国農村

教育協会．東京．
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本書の刊行について「元気日南プロジェクト支援事業（日南市単独事業）」によるご支

援に負うところが大であることを感謝し，皆様にお知らせします。
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