
富山市科学博物館研究報告第33号，ppl－7；（2010）

富山県立山町虫谷岩室の滝周辺に生育する蘇苔類＊
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Byexaminingl21speclmens，s7speclesofmosses，23speclesoflivelwortswere

fbund廿omlwamuronotaki，Tateyama-machi，TovamaPrefbcture・Theenumeratlono萱

speciesislisted，togetherwithsubstratafbreachspecles・Thenumberofmossspecles

lsmorethanthatofOoiwasengankei，located2,5kmoffthepresentresearcharea．

Keywords：bIyophytes，mosses，liverworts，Hora，Iwamuronotaki，Toyama

ｷｰﾜｰド:蘇苔類,フロラ,岩室の滝富山

富山県内の蘇苔類相についてはほとんど調査がされ

ておらず，未だどこにどのような種類の蘇苔類が生育

しているのか分かっていない。低山帯の蘇苔類フロラ

の報告は，坂井（2005,2007）があるのみである。今

回報告する立山町虫谷岩室の滝周辺は，著者がこれま

で見た富山県内の低山帯の谷の中でもとりわけ蘇苔類

が豊富に生育しており，多くの種の確認が期待された。

また調査地は，坂井（2007）で蘇苔類相を報告してい

る上市町大岩千巌渓とは直線距離で25km離れた近接

した谷であり，両者のフロラを比較した。

調査地と調査方法

岩室の滝は，富山県の天然記念物に指定されている

直爆である。当地に富山県教育委員会・立山町教育委

員会による概説の看板があり，Ⅷ滝の落差は24m，滝

壷の直径は10m，滝壷の水深は5mである。（中略）こ

の あたり一帯は，新生代第三紀中新世（約

1,500万年前）の泥岩や火山噴出物でできた地層がひ

ろがり、この地層を貫いて輝石安山岩が岩脈状に入っ

ている。さらにその上を，高峰山などから噴出した新

生代第四紀（約100万年前）の地層が覆っている。現

*富山市科学博物館業績第377号

在の滝は，わずかに柱状節理のみられる古い岩脈にか

かっている。滝の下流60～70mの間は，幅5～10mの

狭谷状になっており，滝がだんだん後退してきたこと

を物語っている。”と記載されている。

調査範囲は岩室の滝への遊歩道の下り口から岩室

の滝までの遊歩道沿い，その間の河原および遊歩道の

対岸で，標高は150～180mである（図l）。虫谷は北

西に面した谷で，看板の記述にあるように岩室の滝の

下流60～70mの川幅は狭いが，その後は広がり開けた

河原になっている。岩室の滝から北東方向約58

kmに位置する富山県上市町東種の気象観測地点（標

高296m）の年平均気温（1999年～2008年）はlL8oC，

年間降水量は2,876mmである。風向は南西，南，北

西が多く，北西に面した虫谷は，風が吹き込みやすい

かもしれない。

車道から岩室の滝の滝壷付近までの距離は数百mで，

右岸に遊歩道が整備され，滝壷近くには橋が架けられ

ており，対岸からも滝を見ることができる。車道近く

の遊歩道には，Pγ"""s×e”e"s/sMatsumuraソメイヨ

シノが植栽され，植林されたQypro"'e"α/”o"/Ca（L

f）DDonスギが遊歩道の縁に一部ある。河原には
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図1．調査地

調査範囲は実線で囲んだ。地図は国土地理院25,000分の1「五百石」「大岩」を使用した。

数メートル離れた飛沫のかからない岩上に極薄くのっ

た土には，ThamnobryumpliCamlum（SandeLac）Zf

wats,キダチヒダゴケやHひ",α"α〃jcﾙO脚α"o/‘た，

(Hedw.）Bruch＆Schimp､var,ノ〃o"jca（Besch）SHe

ヤマトヒラゴケ，必"roc/α”〃,“,脚owjcz〃（BorszCzi

Steere＆WBSchofieldネズミノオゴケが旺盛に生

育し，その中にP/‘Zgjocﾙ"αscj”ﾙ"αNeesコハネゴケ

やP/αgjoch"αOvα/加"αMittマルバハネゴケ，

"Er〃“Cyp"scoa/"“（Hook）SchifTh･オオウロコゴ

ケが混生していた。また岩上には，〃ひ脚α"o昨”rO〃

βa6e"αr"",（Sm）MFleischキダチヒラゴケやR“Ma

rohe"sjsStephミヤコノケビラゴケが生育していた。

特に目を引いたのは，コンクリート製の橋の橋桁に着

生するD"r力je"αや“j“j唖加aBrothexCardマツム

ラゴケの大きな群落であった。

遊歩道の法面の岩の一部では小流が流れており，そ

の水際のコンクリート上にP力"o"o"s力/cara（Hook・3

Mitt・カマサワゴケやFなsj此"sge耐/"加o'"sDozy＆

Molkナガサキホウオウゴケが生育し，程よく湿り気

を帯びた～乾いた転石や土上には，Pogo"“"加

加/7ex"脚（Lindh）SandeLac・コスギゴケ，Bar"α""a

po加加『"'jsHedw・オオタマゴケ，耐"域z"”んα"e”ど

Sakuraiトヤマシノブゴケ，Bmcﾉ1Wﾙec加加P/z""o”"，

低木ながら多くの枝を広げたTb"eyα〃"c旅raSieboに

etZuccv“′ααjca"sNakaiチャボガヤが1本生えて

いる。岩室の滝の滝壷近くに高木はなく，露出した岩

が多くあり，岩上には土が薄くのっているところが多

い。

調査は2009年4月4日，9日に行い，115標本を得た。

また，2003年4月19日，1995年11月10日に採取した標

本各3点を加えた。

結果と考察

蘇類20科44属57分類群，苔類18科20属23分類群が確

認された。

1．生育状況

岩室の滝の滝壷近くは薄暗く，その飛沫がかかる水

際の岩や湿岩上にはPe//jae”n'j脆"α(Dicks.）Dumort

ホソバミズゼニゴケや恥“"”e"α火""”ra（Mit峰

Stephアズマゴケ，D"脚or"eraル”"ra（Sw.）Neesケ

ゼニゴケ，CO"ocepﾙα/"脚CO"’c"脚（L）Dumort・ジャ

ゴケが岩を覆うように生育していた。小流に水没した

岩には，〃6"/αル”cﾙ加sjae（Hook）Dumortssp

ﾉαyα"jca（Steph）Verdジャバウルシゴケがよく見ら

れた。本生育地のジヤバウルシゴケの細胞の油体には

眼点があることが報告されている（坂井2004)。
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(Hedw）Bruch＆Schimp・ハネヒツジゴケ，αe"域"腕

c“"/脆""剛（Mitt）Brothクシノハゴケ，f”"""’

s"〃"?po"e"sLesq，ssp〃/”ﾉり》""脚（MnllHal）Ando

ヤマハイゴケなどの蘇類が見られた。

遊歩道の途中にあった立枯れの木の樹皮には，

R“"/α6'γ"脚c“"αγe（Hedw）J・RSpenceハリガネ

ゴケ，ⅣEcke『α"”"sMitt・チャボヒラゴケ，ヤマト

ヒラゴケなどが豊富に着生していた。遊歩道沿いに植

えられたソメイヨシノの樹幹は乾燥しており，そこに

はPy/α航α咋勿ﾙαだ"""“"is（Bruch＆Schimpex

SuⅡ）W・RBuckコモチイトゴケとLC/e""eα〃"cj"α

(Taylor）Gottsche，LindenhetNeesコクサリゴケが混

生していた。

2上市町大岩千巌渓の蘇苔類相との比較

本調査地から25km離れた大岩千巌渓では蘇類20科

38分類群，苔類13科23分類群，ツノゴケ類l科2分類群

が確認されている（坂井2007)。岩室の滝で確認され

た蘇類20科57分類群，苔類18科23分類群中，大岩千巌

渓で記録されていないのは，蘇類32分類群，苔類14分

類群であった，それらは，蘇苔類一覧の学名の先頭に

*を付けた。

岩室の滝の蘇苔類相は大岩千巌渓よりも種数が豊

富で，特に蘇類が増えている。岩室の滝周辺は滝壷

付近は狭い谷であるが，その後急に川幅は広がり明る

く乾燥しがちな河原や遊歩道となり，全体的に陰湿な

大岩千巌渓とは対照的である。本調査地では，乾燥に

比較的強く，明るい場所を好むPC杖iaceaeセンボンゴ

ケ科，Brachytheciaceaeアオギヌゴケ科，Hypnaceaeハ

イゴケ科の蕪類がとりわけ増えた反面，苔類の

Porellaceaeクラマゴケモドキ科は，大岩千巌渓で5分

類群が見られたが，本調査地ではl分類群のみであっ

た。岩室の滝では谷幅の広がりによって明るい場所が

できた分，蘇類は増え，空中湿度は保ちにくくなった

ことで苔類の分類群数が増えなかったと考えられる。

また，ツノゴケ類が確認されなかったのは大岩千巌

渓に生育していたMｾgaceros池ge"α"s（Mitt）Steph

アナナシツノゴケやPhaeoceros/αeWs（L）Proskミヤ

ケツノゴケが生育するような薄暗く湿った環境が，極

めて狭い範囲に限られるためと考えられる。

な お ，環境省の準絶滅危倶に指定されている

Cyα/ﾙQpﾙor""’ルCoke"α""師（Gri圧）Mitt・コキジノオ

ゴケ（岩月ほか2008）は大岩千巌渓で記録されてい

るが（坂井2007)，本調査地では確認されなかった。

3．特記すべき種

富山県産の苔類とツノゴケ類については，チェック

リストがある（坂井・山田2009)。今回，報告する苔

類のうち，Jjl"ger'"α""/αj”sca（Mitt.）Stephオオホ

ウキゴケ，Ra仇I/αkQ/α"αSteph・コウヤケビラゴケ，

ミヤコノケビラゴケ，RjccarJjα耐""飯”（L）Gray

ssP昨cγesce"s（Steph）Fumkiクシノハスジゴケの4

分類群は富山県初記録である。

環境省の絶滅危倶Ⅱ類に指定されているFAW火"s

gepﾉﾌ゙ 〃M・Fleischジョウレンホウオウゴケが（岩月

ほか2008)，滝の水飛沫のかかる岩上の土に少し着生
1－》、÷

しLV』/こ。

キダチヒダゴケの中に本種と言いきれない個体があ

る。それらの二次茎の下部は柄状で茎葉はまばらにつ

き，植物全体は樹状であるが，zﾙα","｡6〃"'”

s"6se"α/"'”（MittexSandeLac.）BCTanオオトラ

ノオゴケのように枝葉の中肋背面に数個のトゲがある。

4．岩室の滝周辺の蘇苔類一覧

科の配列は岩月（2001）に従い，属名，種小名はア

ルファベット順に配した。学名はIwatsuki（2004)，

Yamada＆Iwatsuki（2006）に従った。学名，和名に

続き生育基物，富山市科学博物館の標本登録番号を

示した。混生する種がある場合は，その後に括弧内に

記し，また特に記述したいことがある場合はノートを

付けた。採取者は著者だけなので省略した。苔類につ

いては，富山県初記録種は学名の先頭に◇を付けた。

また，大岩千巌渓での未記録種は，学名の先頭に＊を

付けた。標本はすべて富山市科学博物館植物標本庫

(TOYA）に保管してある。

Bryopsida蘇類

PolytrichaCeaeスギゴケ科

4"jcﾙZ"〃〃"ぬI/""脚（Hedw.）P，Beauvナミガタタチ

ゴケ湿岩，5573．

*Pogo"“""’j"/7ex"'〃（Lindb）SandeLac・コスギゴケ

土，5610.

FiSsidentaceaeホウオウゴケ科舎

Fjw昨"s成,〃"sP・Beauv，トサカホウオウゴケ湿岩

上の土，2559（十C“方α/ozjaora,we"s/sオタルヤバネ

ゴケ)ラ岩上の土，5579．

*Fjssjdｾ"sge"'j"魂or"sDozv＆Molkナガサキホウ

オウゴケ水際のコンクリート，5602

戸“j火"sge”〃M・Fleischジヨウレンホウオウゴケ

湿岩上の土，5577．ノート：絶滅危倶Ⅱ類．
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FMW昨"sreys脚α""jα""sDozy＆Molk・コホウオウゴ

ケコンクリート上の土、5603.

Dicranaceaeシッポゴケ科

*Djc'α"e"α“α'αα/a（MUllHal）Bosch＆SandeLac

ホウライオバナゴケ土，5628．

*Djc'α"o”""""’火""戒""脚（Brid）Brittユミゴケソ

メイヨシノの幹，5604（+Py/αjsja昨Iphα／e"""“"'s

コモチイトゴケ)．

Leucobryaceaeシラガゴケ科繕

Le"co6ひ）"脚ノ""jPe『o此左"脚（Brid）MijlLHaLホソバオ

キナゴケスギの幹，5593

Pottiaceaeセンボンゴケ科

*Bar6"/α〃"g醜c"mraHedw・ネジクチゴケ岩上の土

5652．

*D/”"'o”〃1ﾉﾉ"eα"s（Brid）RHZanderチュウゴク

ネジクチゴケ湿岩，5574

*〃ｾj”α／o"gj火"sCardナガハコゴケコンクリート

上の土，5636（+Ca”ogejα／“α"αトサホラゴケモ

ドキ)．

Grimmiaceaeギボウシゴケ科

此ﾙjs”j"版s"α"脚（Tumer.）Loeskeホソバギボウシ

ゴケコンクリート，5613,5598.

Bryaceaeハリガネゴケ科

R“"/α6〃"〃c〃"/α'e（Hedw.）JRSpenceハリガネ

ゴケコンクリート，5616ラ立枯樹皮，5580.

Mniaceaeチョウチンゴケ科

*肋?〃"'〃cQpo戒oj火s（Hook）Schwagr・ナメリチヨウ

チンゴケ湿岩，55“

*P/αgjo"”""'碗axj"'oWcz〃(Lindh)T・JKopツルチョ

ウチンゴケ湿土，5473．

P/αgjo"""""'”cc"/e"/"m(Mitt）T､J､Kopアツバチョ

ウチンゴケ水際の岩，5611；湿岩上の土，5612.

Bartramiaceaeタマゴケ科

β”"α脚IaPom加『”sHedw・オオタマゴケコンクリー

ト，5592う岩上の土，5600．

Ph"o"o"s/21/c“a（Hook）Mitt・カマサワゴケ水際の

コンクリート，5624；湿土，5626．

*Pﾙ"o"o姉／”"e"α"a（Schwagr.）Mittオオサワゴケ

土，5625.

OrthotR･ichaceaeタチヒダゴケ科

*["o/αc'”a（Hedw.）Bridカラフトキンモウゴケ

ソメイヨシノの幹，5594,

Trachypodaceaeムジナゴケ科

D"rﾙje"αSpecj“j”j〃αBrothexCard･マツムラゴ'ケ

岩，5607；コンクリート，5608

Neckeraceaeヒラゴケ科

〃ひ碗α"αかjc〃o碗α"oj昨s（Hedw.）Bruch＆Schimp、var－

ノ“o"jca（Besch）SHeヤマトヒラゴケ岩，5581；

岩上の土，5578（+必",oc/α”,"αx！",owjcz〃ネズミ

ノオゴケ，P/αgjoc〃"αovα/脆"αマルバハネゴケ)；

立枯樹皮上，5601（+-M’‘"oc/α”〃7“,耐owjcz〃ネズ

ミノオゴケ)．

"ひ脚α"o昨"”o〃βa6e"α/""’（Sm）M・FIeischキダチ

ヒラゴケ湿岩，5300,5570．

ﾉV“たe,αル""""sMittチャボヒラゴケ立枯の枝の樹

皮、5582

Thamnobryaceaeオオトラノオゴケ科

澱α","o”""1”c“"ﾉ"碗（SandeLac）ZIwats・キダ

チヒダゴケ湿岩，2204,5299,5569,5575．ノート

2204,5299,5575はいずれも，枝葉の中肋背面に数

個のトゲがついている。

Hookeriaceaeアブラゴケ科

Djs"cﾙQp/Zy""加，"“6”αeBeschツガゴケ水中の岩

2124．

*Hりoke"ααα"j/b"αHook＆Grev・アブラゴケ湿岩

5583.

Thuidiaceaeシノブゴケ科

*4"o碗o‘ﾉb〃g"α/”MulLHalオオギボウシゴケモド

キ立枯樹皮上，5568

*Bo"/αyα〃，〃e"〃（Broth）Cardotチヤボスズゴケソ

メイヨシノの幹，5599.

ααOPO‘加加pe""c加e”e（Mitt）Bestフトハリゴケ岩
5534

"ﾋﾘﾌﾉoc/α碗"〃α"g"s/加""脚（HampeetMnILHaに

Brothノミハニワゴケチヤボガヤの幹，5643（＋

Bmcﾙwﾙecj"加〆"版""碗ﾊﾈﾋﾂジブｹ,A化rzgewa

re"zp”e”コモチフタマタゴケ)．

*H即〕/o/'y脚e"j"脚／o"g加erve（Broth）Brothナガスジ

イトゴケ岩，5627；湿転石，5639（+βγαc妙rhecj")”

〆""'“測加ハネヒツジゴケ)．
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*Pe/e""脚〃g"'αe""’（Schimp.）Toueミジンコシノブ

ゴケコンクリート，5566．

Zﾙ"城"腕Cy"'61/b"""，（Dozy＆Molk）Dozy＆Molk

ヒメシノブゴケ湿岩，5671；水際の岩，5572

7門"域z"〃kα"e”eSakurai卜ヤマシノブゴケ転石，

5618；コンクリート，5609ラチヤボガヤの幹，5615；

立枯樹皮，5619.

Brachytheciaceaeアオギヌゴケ科

*BmchW舵c加加co7eα""脚Cardotコマノヒッジゴヶ

コンクリート，5563（+E"/o”〃s"/"vα""jホソミツ

ヤゴケ)．

*BracﾉzWﾙec加加P/"脚“"碗（Hedw.）Bruch＆Schimp・

ハネヒツジゴケ湿転石，5639（+H"〕/oﾉIy脚e"加"，

/o"g加e”eナガスジイトゴケ)；チャボガヤの枝≦

5542（+P/電joc〃/αscj叩ﾙ"αコハネゴケ)，5643（÷

HzIp/oc/α戒"脚α"g"sr加/加加ノミハニワゴケ≦

MｾIzg”'α花"?p”ααコモチフタマタゴケ)．

BFacﾙWhec加加POP"/e況加（Hedw.）Bruch＆Schimp・ア

オギヌゴケコンクリート，5641；ミヤマガマズミ

の幹，564Q

〃αcﾙWﾙecj"碗〃v"/”eBruch＆Schimp・タニゴケ湿

転石，5646．

*B〃ﾙmare"e〃imaBroth．＆M、Yasudaヒメヤノネ

ゴケ土，5645（+P/αgjo的ecj""，ノαα"脚ナンブサナ

ダゴケ)．

*β〃ﾙ"iarok"6"ch〃（Broth）Parisエゾヤノネゴケ土≦

5638．

*"b〃α/orﾙecj"脚／αeWser"版SandeLac，アツブサゴケ

岩上の土，5634

Mﾉ"”c/α血沈αxz脚owjcz〃（Borszcz.）Steere＆W・B

Schofleldネズミノオゴケ岩上の土，5578（＋

Hb脚α/jα加c〃O脚α"or昨svar・ノ叩o"jcaヤマトヒラゴ

ケ，P/αgjoch"αovα/加"αマルバハネゴケ)；立枯樹

皮，5601（十Hb碗α"α〃jc〃0，"α"oj昨svarJ”o"jcaヤ

マトヒラゴケ)．

*0秒rr〃"cj"加ルjα"s（Hedw.）Loeskeツクシナギゴケ

モドキ岩壁上の土，5635.

Rﾉり′"chosragI"mrゅα両oj昨s（Hedw.）Csrdotアオハイ

ゴケ水際の転石，5595.

Entodontaceaeツヤゴケ科

*E"IC”〃c方α"e"ge〃（Paris）Cardotヒロハツヤゴケ

コンクリート，5644．

*E"ro”〃s""んα""／（MnlLHaL）Lindhホソミツヤコ

ケコンクリート，5563（+Brac勿油eα"脚COreα"‘"”

コマノヒツジゴケ）

Plagioth“iaceaeサナダゴケ科

*P/αgjorﾙecj"",ノαα"",Schimpナンブサナダゴケ土≦

5645（+Brvﾙ"jare"e,γ""αヒメヤノネゴケ)．

*P/αgjo/hecj""，〃e",0，．α/e（Mitt.）AJaegerミヤマサナ

ダゴケ湿岩，5564；土，5617.

SematophyⅡaceaeナガハシゴケ科

Bﾉ"o"Iere"αノ'e"〔)"〃（Duby）M・Fleischカガミゴケス

ギの枝，5632．

*PV/αjsja火わ"/e"""Cs"js（Bruch＆SchimpexSulL：

WRBuckコモチイトゴケソメイヨシノの幹※

5622（+Le/e""eα〃"c加αコクサリゴケ)；倒木材

5637（+〃"ger脚α""jaj”Scαオオホウキゴケ)．

Hypnaceaeハイゴケ科

*Ca"jc/α伽"脚ルα/血"jα""脚（Grev.）HACrumクサ

ゴケ立枯スギの枝，5633．

*αe"”j"脚c”"脆""'”（Mitt.）Brothクシノハゴケ

岩,5661；コンクリート，5647;岩上の粘土,5650（＋

P/αgjoc〃/αscjopﾙ"αコハネゴケ，BIep力”“ro腕α

〃,j""sチャボマツバウロコゴケ)．

*fかp"Z"”p/"脚αe/br耐eWilsonハイゴケソメイヨシ

ノの幹，563L

*f妙"""’s"6j"､o"e"sLesq・ssp〃/”んlﾉ""碗（MUll

Hal）Andoヤマハイゴケ土，5629,5630（＋

B/eph”osro版α加加"sチャボマツバウロコゴケ)．

*Pse"”r“功加""脚DCﾙ"αecaゆZ"”（Sull＆Lesq.）Z

Iwatsアカイチイゴケ土，5614（+BIepﾙ”“rO脚α

加加"sチャボヒシャクゴケ)．

HepaticoPsida苔類

PSeudolepicoleaceaeマツバウロコゴケ科

*β/epﾙ”osro版α〃"""sHorikチヤボマツバウロコゴ

ケ岩上の粘土，5650（+αe"iJj"脚c”/"加""'〃クシ

ノハゴケ，P/αgiocﾙ"αscjQpﾙ"αコハネゴケ)；土、

5538.

CaIypogeiaceaeツキヌキゴケ科

*Ca{叩ogezar“α"a（Steph）Stephトサホラゴケモド

キ岩，5658（+Ra”/αkQ/α"αコウヤケビラゴケ)；

土，5537ラコンクリート上の土，5636（+〃ｾjssjα

／o"g/火"sCardナガハコゴケ)．
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Cephaloziaceaeヤバネゴケ科

*C“hα/ozjaorar"e"sなStephオタルヤバネゴケ砂

岩，5551；土，5535（+Ca〃ﾌOgejα／Csα"αトサホラ

ゴケモドキ)．

Jungermanniaceaeツボミゴケ科

◇*ん"ge,",α""/αj"/i′sca（Mitt）Stephオオホウキゴ

ケ土，5543；スギ倒木上，5637（+Ry/α師α火〃ﾙま

た""か“"おコモチイトゴケ)．

SCaPaniaCeaeヒシヤクゴケ科

*Sc叩α"jα〃g"/“αStephシダバヒシヤクゴケ土

5614（+PSe"”rα”〃"""，po〃"αecaゆ""，アカイチ

イゴケ)．

Geo“ly“ceaeウロコゴケ科俸

C方"OSC)fﾌﾙ"spo"α"r〃“（L）Cordaフジウロコゴケ

水中のコンクリート，5596．

*HEre'“C)fﾌﾙ"s“α/""s（Hook）Schiffnオオウロコゴ

ケ砂岩，5550（+D"脚or"e,αル”"rαケゼニゴケ)；

土，5536.

Plagiochilaceaeハネゴケ科

P/αgjocﾙ"αovα/脆"αMitt・マルバハネゴケ湿岩

5587ラ砂質土，5586；岩上の土，5578（+"り脚α"α

〃jcﾙo加α"oj火svar、ノ叩o"jcaヤマトヒラゴケ

”",℃c/α”脚αx‘mowjcz〃ネズミノオゴケノ．

P/“oc"/αscj”〃"αNeesコハネゴケ水際の岩,5545畠

岩上の粘土，5650（+αe"城""’c〃"/加""'〃クシノ

ハゴケ，Bﾉep"7“ICﾉ"α”""sチャボマツバウロコ

ゴケ)ラチヤボガヤの枝，5546,5542（+-B『αCAW〃ec〃"’

p/"脚“"碗ハネヒツジゴケ)．

Radulaceaeケビラゴケ科

◇*Ra”/αkQ/α"αStephコウヤケビラゴケ岩，565§

（+“卯ogejar“α"αトサホラゴケモドキ)ラジヤゴ

ケの上，5657．

◇*Ra”/α／o"e"sAFStephミヤコノケビラゴケ岩”

5605；倒木樹皮，56M

PoreⅡaceaeクラマゴケモドキ科

Pore"αcae叩"α"s（Steph）SHattvar．cor‘城"α

（Steph）S・Hatt･ヒメクラマゴケモドキ岩，5585.

Jubulaceaeヒメウルシゴケ科．

Ji'6"/αル"rcﾉ""sjae（Hook）Dumortsspノαvα"‘Ca

(Steph）Verdジヤバウルシゴケ湿岩，5553；水際

や水中の岩，5552,2131ラ岩上の土，5547.

Lejeuneaceaeクサリゴケ科

*L可e""eα〃"c加a（Taylor）Gottsche，Lindenb・etNees

コクサリゴケソメイヨシノの幹，5621（＋

Ry/αな』α火ゆ"re"""“"jsコモチイトゴケ)，5622（-卜

Py/αjsja昨〃ﾙare"""Cs"jsコモチイトゴケ）

PeⅡiaceaeミズゼニゴケ科

*Pe/"αe""んj加"a（Dicks.）Dumortホソバミズゼニゴ

ケ水中や水際の岩，5555,5557．

*Pe"jα〃eesiα"a（Gottsche）Limpr・エゾミズゼニゴケ

湿岩，5556

AⅡisoniaceaeアリソンゴケ科●

*Pα"αWcj"jas"6cj""a（Austin）Stephクモノスゴケ

土，5541；岩上の土，5547（+〃6"/α〃"rchj"sjaessp

ノαvα"jcaジャバウルシゴケ)．

Aneuraceaeスジゴケ科

◇*Rjccar“α〃'""i”（L）Gray・ssp火cγes“"s

（Steph）Furukiクシノハスジゴケ岩，5576；湿った

倒木樹皮，5544（十Mｾjzge"α/e,"Pe"eraコモチフタマ

タゴケ）

MetzgeriaCeaeフタマタゴケ科

*MｾZzge"αだ"ゅeraaKuwahコモチフタマタゴケチャ

ボガヤの幹，5643（+HtZp/oc/α戒"碗α"g"sr加"",〃／

ミハニワゴケ，B'αcﾉ”hecj"脚p/z""“",〃ハネヒツジ

ゴケ)；湿った倒木樹皮，5544（+Rjcca,戒α脚""抗”

ssp火c,“Ce"sクシノハスジゴケ)．

Conocephalaceaeジヤゴケ科

CO"ocepﾙα/z"”CO"Jc"腕（L）DumoItジヤゴケ湿岩
5558.

WiesnereⅡaceaeアズマゼニゴケ科

D"脚o'"e'α/i”"/a（Sw.）Neesケゼニゴケ砂岩，555篭

（+Hae'o”lpﾙ"SCOα/""sオオウロコゴケ)；水際の

岩，5591

脈“"e,e"α火""政"a（Mitt.）Stephアズマゴケ湿岩

5589；岩上の土，5588

Aytoniaceaeジンガサゴケ科

Re加""αルe”Sp"e"Ca（L）Raddisspo"e"rα"sRM
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SChust・ジンガサゴケ土，5590
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