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大阪府蘚苔類資料3　万博記念公園（吹田市）の蘚苔類※
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Bryophyte data of Osaka Prefecture 3   Bryophytes of the Banpaku 
Memorial Park (Suita City)
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Abstract: Bryophyte flora of the Banpaku Memorial Park (Suita City) and the sexuality of each 
species were investigated. As a result, 89 species were recognized including one variety and 71 species 
of 47 genera in 24 families of Bryopsida, 17 species of 12 genera in 8 families of Hepaticopsida and 1 
species 1 genera in 1 families of Anthocerotopsida.　Bryophyte flora of the Banpaku Memorial Park 
had more common species with that of the Nagai Park than the Osakajo Park.  The ratio of the dioicous 
bryophyte was the highest on bryophyte flora of the Banpaku Memorial Park among the three large city 
parks.

抄録：大阪府下の特に平野部都市域の蘚苔類相の基礎資料として，万博記念公園を調査し，
蘚類24科47属71種1変種，苔類8科12 属17種およびツノゴケ類1科1属1種を確認した．万博記
念公園で確認した蘚苔類は，長居公園と共通な種が，大阪城公園よりも多かった．蘚苔類相
に占める雌雄異株の割合は，3園の中で万博記念公園が最も高かった .

Key Words: Banpaku Memorial Park; bryophytes; flora; sexuality.

万博記念公園は，1970年アジアで初めて開催された日本万国博覧会の跡地につくられた公園（東経
135.52，北緯34.81，標高約40m）で，敷地面積約264haに国立民族学博物館等の文化施設やスポーツ
施設を有し，現在では「緑に包まれた文化公園」となっている．（日本万国博覧会記念機構，2010）．
万博記念公園は，博覧会終了後，パビリオンが取り壊され更地となった土地から公園づくりが始

まり，1972年から1977年にかけて約250種・60万本の多様な樹種の樹木が計画的に植栽され，生物多
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様性に富んだ森づくりが目指された．現在，万博記念公園は，大阪府下にあって最大の都市公園と

なっている．万博記念公園の蘚苔類については，西村（2010）が園内で観察できる代表的な種類を
数種あげているものの，未だ本格的な調査はおこなわれていない .
筆者らは，これまでに，大阪府において都会のオアシス的空間となっている都市公園：大阪城公

園（道盛ほか，2008）および長居公園（畦ほか，2010）の蘚苔類相を調査してきた．都市公園のよ
うにある程度の面積をもった区域を対象に，そこに生育する蘚苔類相の実態を正確に把握すること

は，将来の環境変化に伴う蘚苔類相の変遷を追跡する上で，貴重な資料を提供するものと考えられ

る．

万博記念公園は，約60万本の苗木が「自立した森」の再生というコンセプトのもとで計画・植栽
された（日本万国博覧会記念機構，2010）．今回の調査では，このコンセプトでつくられた万博記念
公園40年目の蘚苔類相を明らかにすることを目的とした．

調査地

万博記念公園は，園内は東西に横切る大阪モノレール線によって，大きく南北に二つの区域に大

別される（図1）．南部域（約138ha）は，万博プールガーデン，野球場やサッカー場などのスポーツ
施設が整備されている．一方，万博記念公園のシンボルである“太陽の塔”がある北部域（約126ha）
は，「自立した森」の実現を目指して約60万本の樹木が植栽された自然文化園（約100ha）と日本の
造園技術の粋を集めて造られた日本庭園（約26ha）からなる．さらに自然文化園は，その整備方針
から次の二つに分けられており，その一つは「人が自然と触れ合える森」 として，「太陽の塔」周辺
を含めて自然文化園の中央部から東側にかけての，明るい林や芝生広場を主体とする約70haのエリ
アと，もう一つは「生物多様性豊かな森」として，自然文化園の西側における，樹林を主体とする

図1．調査地．
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約30haのエリアからなっている。これらについては，以下に詳述されている（http://park.expo70.or.jp/
pdf/shinhakken/shinhakken_n25_morishourai.pdf, 2014年2月12日確認）。今回の調査は，北部域の自然文
化園と日本庭園を対象とし，万博記念公園の約半分の面積を占める南部域は，調査対象から除外し

た．

調査方法

著者らは2011年11月と12月に自然文化園を，また，2012年2月に日本庭園を合計延27人・日で調査
した．二つの園の成立過程の違いを鑑みて，自然文化園と日本庭園に出現する蘚苔類は，区別して

標本採集及び記録をとることとした．調査範囲は地表，石垣，樹幹（約2.5ｍ以下）などであり，標
本採集時に生育基物も記録した．また，これらの調査で合計約400点の標本を得た．なお，本研究に
使用したすべての標本は，大阪市立自然史博物館の標本庫（OSA）に保管している．

結果と考察

万博記念公園の蘚苔類目録を附表Ⅰに示す．蘚類24科47属71種1変種，苔類8科12属17種およびツ
ノゴケ類1科 1属1種を確認した．

（1）自然文化園と日本庭園における蘚苔類相の比較

今回の調査対象とした自然文化園と日本庭園で確認できた蘚苔類を種数でまとめたのが，表1で
ある .
自然文化園の森は，アラカシを中心とするシイ・カシなどの常緑樹を中心に，同年齢の苗木が密

に植栽されているため，林床はとても暗く蘚苔類の生育には適していない．しかし，林内を流れる

水路脇の土壌や転石およびコンクリート壁には，自然文化園のみで確認できた蘚苔類が数多く生育

していた．例えば，蘚類のナガサキホウオウゴケ，コツボゴケ，カマサワゴケおよび苔類のオオウ

ロコゴケなどが挙げられる．一方，日本庭園のみで観察できた蘚苔類としては，コケ庭などでよく

見かける土壌性の種が挙げられる．具体的には，蘚類のアラハシラガゴケやヤマトツリバネゴケお

よびツノゴケ類のナガサキツノゴケなどである．このように，自然文化園と日本庭園に生育する蘚

苔類の違いは，両園の設立過程や現在の環境の違いを反映していると推察できる．

表１．万博記念公園における自然文化園と日本庭園の蘚苔類相の比較．表中の数値は種数を示す．

分類群
自然文化園
のみに生育

自然文化園と日本
庭園ともに生育

日本庭園
のみに生育

合計

蘚類 26 31 15 72
苔類 8 6 2 17
ツノゴケ類 0 0 1 1
合計 34 37 18 89

（2）大阪府下の大規模都市公園の蘚苔類の出現種数の比較

万博記念公園の蘚苔類相は，総出現種数89種を数え，大阪城公園54種（道盛ほか，2008）と長居
公園66種（畦ほか，2010）に比べて，その蘚苔類の出現種数は多かった．万博記念公園で確認でき
た89種の蘚苔類を，他の2つの大規模都市公園である大阪城公園と長居公園の蘚苔類相と比較したの
が，表2である．
万博記念公園のみで確認できた蘚苔類は，合計33種であった．これは，万博記念公園の公園面積
が3園の中で最も広大であることと同時に，他の2園に比べて蘚苔類の生育環境も多様であることを
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反映していると推察される．万博記念公園のみで観察できた蘚苔類は，樹皮着生の蘚類カラフトキ

ンモウゴケやキヌゴケ及び湿度の高い環境に生育するナガシタバヨウジョウコケや流水中に生育す

るホソバミズゼニゴケなどがある．また，日本庭園の庭にも他の2園では観察できなかった蘚苔類が
数多くあり，例えば蘚類のコウヤノマンネングサやアラハシラガゴケなどが挙げられる．

一方，万博記念公園・大阪城公園・長居公園の3園ともに共通して生育していた蘚苔類は，合計30
種であった．これら3園に共通していた蘚苔類は，市街地の街路樹や土壌及びコンクリート壁などで
よく観察できる種であった．具体的には，蘚類のギンゴケ，ホソウリゴケ，ハマキゴケ，ノミハニ

ワゴケ，ヒナノハイゴケ，サヤゴケ及び苔類のカラヤスデゴケ，ミドリヤスデゴケ，ジンガサゴケ

などである．

万博記念公園に生育していた蘚苔類89種のうち，長居公園と共通な蘚苔類の種数は合計47種
（52.8％）であり，この種数は大阪城公園の39種（43.8％）よりも多かった．このことは，蘚苔類の
生育環境の視点からみると，長居公園と万博記念公園は，多くの点で共通していると推察される．

その詳細については，今後の研究課題である．

表2．万博記念公園の蘚苔類相と大阪城公園及び長居公園の蘚苔類相の比較．表中の数値は種数を示す .

分類群
万博記念公園
のみに生育

大阪城公園と長居
公園ともに生育

大阪城公園
のみと共通

長居公園
のみと共通

蘚類 26 22 8 15
苔類 6 8 1 2
ツノゴケ類 1 0 0 0
合計 33 30 9 17

（3）大阪府下の大規模都市公園の蘚苔類の雌雄性の比較

万博記念公園の蘚苔類89種，大阪城公園54種，長居公園66種について雌雄性に着目して整理した
のが，表3である．
蘚苔類相に占める雌雄異株の割合は，長居公園53.0％，大阪城公園61.5％および万博記念公園

63.5％であった．3園の中で，万博記念公園の蘚苔類相において雌雄異株の割合が高いのは，市街地
であまり確認できない山地性の蘚類；例えばコウヤノマンネングサ，オオバチョウチンゴケ，カラ

フトキンモウゴケ，シノブゴケなどが生育していることが挙げられる．万博記念公園の北部には，

丘陵地も拡がっており，万博記念公園は他の2園よりも山地近くに位置している．そのため，山地性
の雌雄異株の蘚類の生育が，万博記念公園の蘚苔類相における雌雄異株の割合を高める一因となっ

ていると推察される．

 
表3．万博記念公園，大阪城公園及び長居公園の蘚苔類相における雌雄性の比較．表中の数値は種数を示す．

分類群 万博記念公園 大阪城公園* 長居公園
蘚類 異株44，同株28 異株25，同株13 異株29，同株24
苔類 異株10，同株 6 異株 7，同株 7 異株 6，同株 7
ツノゴケ類 異株 0，同株 1 異株 0，同株 0 異株 0，同株 0
合計 異株54，同株35 異株32，同株20 異株35，同株31

*大阪城公園の種名不明種2種は雌雄性の分析対象から除外した．

（4）万博記念公園で見つかった興味深い種

蘚類のコウヤノマンネングサは，コウヤノマンネングサ科の大型の美しいコケで，日本では山地
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の湿った林床に生育し，まばらな群落をつくる．今回，日本庭園内の茶室「汎庵」北西部にある

シャガの植え込み中に本種が生育しているのを確認した（図2）．大阪府下では，南部の山地・山麓
にはやや普通に生育しているが北部では高槻市の山間部での記録があるのみである（木村・佐久間

2008）．万博記念公園の森を管理する，自立した森再生センターによると，「日本庭園の整備の過程
でコウヤノマンネングサを植栽したことはない．」とのことであった．従って，本種はシャガやスギ

ゴケを植栽した際に混入したものと思われる．

苔類のナガシタバヨウジョウゴケは，湿度の高い山地・山麓の谷間で樹幹，岩，葉上に生育する

クサリゴケ科の種類である．大阪府下でも普通に生育しているが，都市部の公園内では見ることが

できない．一般的な公園の作りでは，風通しもよくこのコケの生育には不向きと考えられる．今回

の調査では，自然文化園と日本庭園に共通して湿度の高い石組みに小さな群落が点在していた（図

3）．水路が醸し出す空中湿度が，このコケに適した生育環境を作り出したと考えられる．

図2．コウヤノマンネングサ．

図3．ナガシタバヨウジョウゴケ（矢印）．
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附表１．万博自然公園の蘚苔類目録

Appendix Ⅰ．List of bryophytes in the Banpaku Memorial Park.
⑴ 蘚類23科47属71種１変種，苔類8科12属17種およびツノゴケ類１科１属１種を確認した．
⑵ 科，属，種の学名ならびに和名は，蘚類では Iwatsuki（2004）を，苔類ではYamada & Iwatsuki 

(2006)にそれぞれ従った．科の配列は岩月ほか（2001）に従い，科以下の分類群の配列について
はアルファベット順とした．

⑶ 標本は各種について代表的なものを選び，採集者略号と標本番号を示した採集者は次のように
略した :今川邦彦（ki），畦　浩二（ku），狩野登之助（tk），小林亮平（rk），道盛正樹（mm），
佐伯雄史（ts）．

⑷ 各種の雌雄性は，蘚類ではUne（1986）に基づき，また苔類では畦が文献探査した結果によっ
た．

⑸ 生育基物は，土，コンクリート，石・岩，樹幹に分けて表示し，必要に応じて説明を加えた．
⑹ 各種の胞子体の記録は，採集された標本の観察によった．ただし，苔類の胞子体は短命で，採集
時期によっては観察が困難なため，花被があるものは胞子体を形成しているものとみなした． 

Bryopsida  蘚綱

Polytrichaceae　スギゴケ科

Atrichum undulatum （Hedw.） P.Beauv. タチゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7041 （土， 胞子体有），ku-10381 （土，胞子体有）， ts-1330 （土）．日本庭園 :tk-

3517 （土， 胞子体有）.
Polytrichum commune L. ex Hedw. ウマスギゴケ［雌雄異株］
 日本庭園 :ts-1330 （土）.

Fissidentaceae　ホウオウゴケ科

F. bryoides Hedw. var. esquirolii （Thér.） Z.Iwats. & Tad.Suzuki スナジホウオウゴケ［雌雄同株］
 日本庭園 :rk-2347 （石，胞子体有）.
F. bryoides Hedw. var. lateralis （Broth.） Z.Iwats. et Tad.Suzuki ツクシホウオウゴケ［雌雄同株］ 
 自然文化園 :ki-7041 （石，胞子体有）.
F. geminiflorus Dozy et Molk. ナガサキホウオウゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7054 （湿石），tk-3440 （湿石）.
F. gymnogynus Besch. ヒメホウホウゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7028 （土）.
F. taxifolius Hedw. キャラボクゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7056 （湿石，胞子体有），ku-10416 （湿石），ts-1330 （土）. 日本庭園 :rk-2330 （土）.
F. teysmannianus Dozy & Molk. コホウオウゴケ［雌雄異株］ 
 自然文化園 :ts-1210 （土）.
F. tosaensis Broth. チャボホウオウゴケ ［雌雄同株］
 日本庭園 :rk-2333 （土，胞子体有），ts-1210 （湿コンクリート，胞子体有）.
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Ditrichaceae　キンシゴケ科

Ceratodon purpureus （Hedw.） Brid. ヤノウエノアカゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ku-10404 （土，胞子体有），tk-3428 （土）. 日本庭園 :rk-2353 （土，胞子体有），tk-

3532 （土，胞子体有），ts-1328 （土，胞子体有）.
Ditrichum pallidum （Hedw.） Hampe キンシゴケ［雌雄同株］
 自然文化園 :ki-7016 （土），ts-1184 （土）.

Dicranaceae　シッポゴケ科

Campylopus japonicus Broth. ヤマトツリバネゴケ［雌雄異株］
 日本庭園 :tk-3538 （土）.
C. umbellatus （Arn.） Paris フデゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7033 （土）.

Leucobryaceae　シラガゴケ科

Leucobryum bowringii Mitt. アラハシラガゴケ［雌雄異株］
 日本庭園 :tk-3528 （土）.
L. juniperoideum （Brid.） Müll.Hal. ホソバオキナゴケ　［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7082 （土），ts-1186 （土），ku-10373 （土）. 日本庭園 :rk-2336 （転石）.
　　
Pottiaceae　センボンゴケ科

Barbula unguiculata Hedw. ネジクチゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7052 （土，胞子体有），ku-10342 （土，胞子体有）. 日本庭園 :ts-1332 （土）.
Hyophila inboluta （Hook.） A.Jaeger. カタハマキゴケ［雌雄異株］
 日本庭園 :rk-2361 （石，胞子体有），ts-1339 （湿岩，胞子体有）.
H. propagulifera Broth. ハマキゴケ ［雌雄異株］
 自然文化園 :ku-10403 （コンクリート），ts-1204 （コンクリート）. 日本庭園 :rk-2335 （道沿い），

tk-3527 （道沿い）.
Tortula muralis Hedw．ヘラハネジレゴケ［雌雄同株］
 日本庭園 :ku-10411 （コンクリート，胞子体有）.
Weissia crispa （Hedw.） Mitt. ツチノウエノタマゴケ［雌雄同株］
 自然文化園 :t-s1223 （土，胞子体有）.
W. edentula Mitt.  ホソバトジクチゴケ［雌雄同株］
 日本庭園 :rk-2332 （土，胞子体有），ts-1317 （土，胞子体有）.
W. exerta （Broth.） P.C.Chen  トジクチゴケ［雌雄同株］
 日本庭園 :rk-2331 （土，胞子体有）.　

Erpodiaceae　ヒナノハイゴケ科　
Erpodium sinense Vent ex Rabh. ヒナノハイゴケ ［雌雄同株］
 自然文化園 :ki-7009 （樹幹，胞子体有），ku-10362 （樹幹，胞子体有），ts-1175 （樹幹，胞子体

有）. 日本庭園 :rk-2320 （樹幹，胞子体有），tk-3531 （樹幹，胞子体有）. 
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Glyphomitrium humillimum （Mitt.） Cardot サヤゴケ［雌雄同株］
 自然文化園 :ki-7010 （樹幹，胞子体有），tk-3433 （樹幹，胞子体有），ts-1211 （樹幹，胞子体有）. 

日本庭園 :rk-2319 （樹幹，胞子体有），tk-3526（樹幹，胞子体有）.

Grimmiaceae　ギボウシゴケ科

Grimmia pilifera P.Beauv. ギボウシゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ku-10390 （岩，胞子体有），ts-1245 （岩，胞子体有）．日本庭園 :tk-3542 （石垣，胞

子体有），ts-1329 （岩，胞子体有）．
Ptychomitrium fauriei Besch. ヒダゴケ［雌雄同株］
 自然文化園 :ki-7090 （湿岩，胞子体有），ku-10391 （岩，胞子体有）. 日本庭園 :rk-2362 （転石，胞

子体有）.
P. linearifolium Reimers ナガバチヂレゴケ［雌雄同株］
 日本庭園 :rk-2355 （石垣，胞子体有）.
P. sinense （Mitt.） A.Jaeger チヂレゴケ［雌雄同株］
 自然文化園 :ku-10360 （石垣，胞子体有）.
Racomitrium barbuloides Cardot コバノスナゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ku-10406 （コンクリート），ts-1228 （岩）.
R. japonicum Dozy.& Molk. エゾスナゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7089 （湿岩），ku-10397 （コンクリート，胞子体有），ts-1229 （岩）. 日本庭園 :tk-

3540 （土，胞子体有）.

Funariaceae　ヒョウタンゴケ科 

Physcomitrium sphaericum （Ludw.） Fürnr. アゼゴケ［雌雄同株］
 日本庭園 :rk-2364 （土，胞子体有）.

Bryaceae　ハリガネゴケ科

Brachymenium exile （Dozy et Molk.） Bosch & Sande Lac. ホソウリゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7085 （石垣のすきま），ku-10405 （土）. 日本庭園 :tk-3533（コンクリート），ts-

1342 （土）.
Bryum argenteum Hedw. ギンゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7057 （コンクリート，胞子体有），ku-10347 （コンクリート，胞子体有）.
B. caespiticium Hedw. ホソハリガネゴケ　［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7051 （土）. 日本庭園 :ts-1341 （土，胞子体有）.
Rosulabryum capillare （Hedw.） J.R.Spence ハリガネゴケ ［雌雄異株］
 自然文化園 :ku-10399 （石垣，胞子体有），tk-3449 （石）.

Mniaceae　チョウチンゴケ科

Plagiomnium actum （Hedw.） T.J.Kop. コツボゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7061 （土，胞子体有），tk-3439 （湿石），ts-1203 （土）.
P. vesicatum （Besch.） T.J.Kop. オオバチョウチンゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ku-10349 （土）. 日本庭園 :tk-3522 （土）.
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Trachycystis microphylla （Dozy & Molk.） Lindb. コバノチョウチンゴケ ［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7058 （土，胞子体有），ku-10439 （土，胞子体有），ts-1187（土，胞子体有）. 日

本庭園 :rk-2329 （土，胞子体有），tk-3523 （土，胞子体有）.

Bartramiaceae　タマゴケ科

Philonotis falcata （Hook.） Mitt. カマサワゴケ ［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7091 （湿岩），ku-10399 （湿岩），ts-1224 （湿コンクリート）.
P. thwaitesii Mitt. コツクシサワゴケ ［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7024 （土），ku-10343 （湿土）.

Orthotrichaceae　タチヒダゴケ科

Macromitrium gymnostomum Sull. et Lesq ヒメミノゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ku-10428 （岩）.
M. japonicum Dozy et Molk. ヤマトミノゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7109 （樹幹，胞子体有），ku-10383 （樹幹，胞子体有），ts-1194 （樹幹）. 日本庭

園 :rk-2356 （樹幹，胞子体有），ts-1314 （樹幹）.
Orthotrichum consobrinum Cardot タチヒダゴケ［雌雄同株］
 自然文化園 :ki-7011 （樹幹，胞子体有），ku-10336 （樹幹，胞子体有），ts-1181 （樹幹，胞子体

有）. 日本庭園 :rk-2322 （樹幹，胞子体有）.
Ulota crispa （Hedw.） Brid. カラフトキンモウゴケ［雌雄同株］
 自然文化園 :ku-10423 （樹幹，胞子体有）.

Climaciaceae　コウヤノマンネングサ科　

Climacium japonicum Lindb. コウヤノマンネングサ［雌雄異株］
 日本庭園 :rk-2351 （腐植質）.

Hedwigiaceae　ヒジキゴケ科

Hedwigia ciliata （Hedw.） Ehrh. ex P.Beauv. ヒジキゴケ［雌雄同株］
 自然文化園 :ku-10389 （岩，胞子体有），ts-1246 （岩，胞子体有）. 日本庭園 :rk-2354 （石垣，胞

子体有），tk-3541 （岩，胞子体有），ts-1327 （岩，胞子体有）.

Fabroniaceae　コゴメゴケ科

Fabronia matsumurae Besch. コゴメゴケ［雌雄同株］
 自然文化園 :ki-7008 （樹幹，胞子体有），ku-10337 （樹幹，胞子体有），ts-1185 （樹幹，胞子体

有）. 日本庭園 :rk-2321 （樹幹，胞子体有），tk-3521 （樹幹）.
　　
Leskeaceae　ウスグロゴケ科

Pseudoleskeopsis zippelii （Dozy & Molk.） Broth. アサイトゴケ［雌雄同株］
　　日本庭園 :tk-3545 （湿石，胞子体有）.
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Thuidiaceae　シノブゴケ科

Haplocadium angustifolium （Hampe & Müll.Hal.） Broth. ノミハニワゴケ［雌雄同株］
 自然文化園 :ku-10366 （朽木，胞子体有），ts-1226 （石垣，胞子体有）. 日本庭園 :rk-2349 （石垣）， 

ts-1324 （石垣，胞子体有）.
H. microphyllum （Hedw.） Broth. コメバキヌゴケ［雌雄同株］
 自然文化園 :ki-7017 （土），ku-10425 （樹幹，胞子体有），ts-1237 （石垣，胞子体有）. 日本庭園 :rk-

2346 （土，胞子体有），ts-1324 （コンクリート，胞子体有）.
Thuidium kanedae Sakurai トヤマシノブゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7040 （岩），ku-10371 （土），ts-1197 （土）. 日本庭園 : rk-2345 （土）.
T. pristocalyx （Müll.Hal.） A.Jaeger アオシノブゴケ［雌雄異株］
 日本庭園 :rk-2340 （土）.

Amblystegiaceae　アオギヌゴケ科

Leptodictyhum riparium （Hedw.） Warnst. ヤナギゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ku-10394 （湿石）.

Brachyteceae　ヒツジゴケ科

Brachythecium buchananii （Hook.） A.Jaeger ヒツジゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7069 （土，胞子体有），ku-10412 （コンクリート）.
B. plumosum （Hedw.） Bruch & Schimp. ハネヒツジゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7042 （岩），ts-1233 （土）.
B. populeum （Hedw.） Schimp. アオギヌゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ts-1227 （石垣，胞子体有）.
Bryhnia novae-angliae （Sull. & Lesq.） Grout ヤノネゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7022 （土，胞子体有），tk-3430 （湿石，胞子体有），ts-1225 （石垣，胞子体有）. 

日本庭園 :ts-1325 （石垣）.
Myuroclada maximoviezii （Borez.） Steere & W.B.Schofield ネズミノオゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7097（土），ts-1209 （土）.
Oxyrrhynchium hians （Hedw.） Loeske ツクシナギゴケモドキ［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7086 （湿岩）. 日本庭園 :tk-3530 （湿石），ts-1335 （湿岩）.
O. savatieri （Schimp. ex Besch.） Broth. ツクシナギゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7096 （石），ku-10422 （土）.
Rhynchostegium pallidifolium （Mitt.） A.Jaeger コカヤゴケ［雌雄同株］
 自然文化園 :ki-7048 （土），ku-10369 （朽木，胞子体有），ts-1236 （土，胞子体有）.

Entodontaceae　ツヤゴケ科

Entodon challengeri （Paris） Cardot ヒロハツヤゴケ ［雌雄同株］
 自然文化園 :ki-7099 （樹幹，胞子体有），ku-10368 （朽木，胞子体有），ts-1205 （コンクリート，

胞子体有）. 日本庭園 :rk-2341 （樹幹，胞子体有），  tk-3525 （樹幹，胞子体有）.
E. sulivantii （Müll.Hal.） Lindb. ホソミツヤゴケ ［雌雄同株］
 自然文化園 :ku-10398 （岩）.
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Plagiothecieae　サナダゴケ科

Plagiothecium nemorale （Mitt.） A.Jaeger ミヤマサナダゴケ ［雌雄同株］
 日本庭園 :rk-2348 （土）.

Sematophyllaceae　ナガハシゴケ科

Pylaisiadelpha tenuirostris （Bruch et Shimp.） W.R.Buck コモチイトゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7101（樹幹），ku-10375 （樹幹），ts-1323 （樹幹）. 日本庭園 :rk-2326 （樹幹）.
Sematophyllum subhumile （Müll.Hal.） M.Fleish. ナガハシゴケ［雌雄同株］
 自然文化園 :ku-10400 （樹幹，胞子体有），tk-3450 （樹幹，胞子体有）. 日本庭園 :rk-2365 （樹幹，

胞子体有），tk-3453 （樹幹，胞子体有）.

Hypnaceae　ハイゴケ科

Herzogiela turgacea （Lindb.） Z.Iwats. ツクモハイゴケ［雌雄同株］
 自然文化園 :ki-7045 （土，胞子体有）.
Hypnum oldhamii （Mitt.） A.Jaeger & Sauerb. ヒメハイゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ts-1207 （樹幹）.
H. plumaeforme Wilson ハイゴケ ［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7075 （石垣），ku-10438 （土），tk-3441（樹幹基部），ts-1216 （石垣のすき間）. 日

本庭園 :tk-3524 （土）.
Isopterygium minutirameum （Müll.Hal.） A.Jaeger. シロハイゴケ［雌雄同株］
 自然文化園 :ki-7060 （樹幹，胞子体有）.
Pylaisia brotheri Besch. キヌゴケ［雌雄同株］
 自然文化園 :ku-10434 （樹幹，胞子体有）.
Taxiphyllum taxirameum （Mitt.） M.Fleisch. キャラハゴケ ［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7034 （土），tk-3437 （湿石）. 日本庭園 :tk-3534 （湿土）.

Hepaticopsida　苔綱

Geocalycaceae　ウロコゴケ科

Chiloscyphus minor （Nees） J.J.Engel & R.M.Schust. ヒメトサカゴケ［雌雄異株］
 日本庭園 :ts-1326 （石垣），mm-9343 （石垣）.
Heteroscyphus argutus （Reinw.，Blume & Nees） Schiffn. ウロコゴケ［雌雄異株］
　　　自然文化園 :ki-7033 （土上），mm-9251 （土上）.
H. coalitus （Hook.） Schiffn. オオウロコゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ts-1178 （水路）.

Porellaceae　クラマゴケモドキ科

Macvicaria ulophylla （Step.） Hatt. チヂミカヤゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ku-10427 （樹幹），mm-9282 （樹幹）.
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Frullaniaceae　ヤスデゴケ科

Frullania ericoides （Nees） Mont. ミドリヤスデゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7080 （樹幹），ts-1243 （樹幹），mm-9265 （樹幹）.
F. muscicola Steph. カラヤスデゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7066 （樹幹），tk-3431 （樹幹，花被有），ts-1176 （樹幹），mm-9383 （樹幹）. 日本

庭園 :rk-2328 （樹幹），tk-3520 （樹幹），mm-9366 （樹幹）.
F. parvistipula Steph. ヒメアカヤスデゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :mm-9258 （樹幹），ki-7012 （樹幹）. 日本庭園 :mm-9344 （樹幹）.

Lejeuneaceae　クサリゴケ科

Acrolejeunea pusilla （Steph.） Grolle & Gradst. ヒメミノリゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7049 （樹幹），ku-10340 （樹幹），mm-9281 （樹幹）. 日本庭園 :rk-2323 （樹幹），tk-

3520 （樹幹），ts-1319 （樹幹），mm-9347 （樹幹）.
Cololejeunea japonica （Schiffn.） S.Hatt. ヤマトヨウジョウゴケ［雌雄同株］
 自然文化園 :ki-7046 （樹幹），mm-9279 （樹幹）. 日本庭園 :rk-2323 （石垣，花被有），ts-1320 （樹

幹），mm-9357 （樹幹）.
C. minutissima （Sm.） Schiffn. マルバヒメクサリゴケ［雌雄同株］
 自然文化園 :mm-9280 （樹幹；ヒメミノリゴケに混生）.
C. raduliloba Steph. ナガシタバヨウジョウゴケ［雌雄同株］
 自然文化園 :mm-9250 （石垣）. 日本庭園 :rk-2360 （石垣），mm-9367 （石垣，花被有）.
Lejeunea ulicina （Taylor） Gottsche，Lindenb. & Nees　コクサリゴケ［雌雄同株］
 日本庭園 :mm-9346 （樹幹；ヤマトヨウジョウゴケに混生）.
Trocholejeunea sandvicensis （Gottsche） Mizut. フルノコゴケ［雌雄同株］
 自然文化園 :ki-7019（樹幹），tk-3447 （樹幹），ts-1222 （樹幹），mm-9247 （樹幹）. 日本庭園 :rk-

2334（樹幹，花被有），tk-3519（樹幹），ts-1318（樹幹），mm-9348 （樹幹）.

Pelliaceae　ミズゼニゴケ科

Pellia endiviifolia （Dicks.） Dumort. ホソバミズゼニガゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7031 （湿土），ts-1180 （水路），mm-9273 （水路）.

Conocephalaceae　ジャゴケ科

Conocephalum conicum （L.） Dumort. ジャゴケ［雌雄異株］
 自然文化園 :ki-7102 （土）.

Antoniaceae　ジンガサゴケ科

Reboulia hemisphaerica （L.） Raddi subsp. orientalis R.M.Schust. ジンガサゴケ ［雌雄同株］
 自然文化園 :ku-10377 （土），ts-1334 （湿岩），mm-9286 （土）. 日本庭園 :tk-3539 （湿土，花被有）.

Marchantiaceae　ゼニゴケ科

Marchantia polymorpha L. ゼニゴケ ［雌雄異株］
 自然文化園 :ku-10388 （土），mm-9225 （土）.



畦　浩二他66

Anthocerotopsida　ツノゴケ綱

Anthocerotaceae　ツノゴケ科

Anthoceros punctatus L. ナガサキツノゴケ［雌雄同株］
 日本庭園 :rk-2344 （湿土），mm-9356 （土）.




