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茨城県自然博物館第�次総合調査報告書

概�説

　茨城県北東地域は，阿武隈山地の南端にあたる．地

形は隆起準平原で，ほぼおなじ高さの稜線が続いてい

る．最高峰は花園山系の栄蔵室で�����である．付近

には和尚山�����，花園山�����などがある．南の高

萩市には土岳�����がある．十王町との境には竪破山

�����がある．南端の日立市には高鈴山�����，神峰

山�����，風神山�����などがある．これらの南北に

続く稜線を境として，水系は東西に分かれる．西には

久慈川の支流である里川が南北に流れる．東には，花

園川，大北川，花貫川，宮田川，鮎川はじめ多くの河

川が流れている．河川の上流には渓谷がみられる．代

表的なものは，花園渓谷，大北渓谷，浄蓮寺渓谷，花

貫渓谷などがある．また，代表的な湿原には岡見湿

原，亀谷地湿原，滝ノ倉湿原などがある．

　この地域の海岸の延長距離は約�����ある．北端の

北茨城市平潟から南端の日立市久慈浜まで，多くの岩

礁海岸が点在している．

　本調査にあたり調査研究の目的を達成するため，平

成��年�月��日打ち合わせを実施した．海藻類につ

いては，できるだけ多くの岩礁を調査することとし

た．地衣類，大型菌類，蘚苔類の調査地はできるだけ

共通にしたいので，花園山，定波，亀谷地湿原，土岳，

君田，滝ノ倉湿原を候補地とし予備調査を経て適地を

決定することとした．珪藻類，微細藻類については，

湖沼がないので，ダム湖や湿原を調査することとし

た．

　各分野の今までの調査報告の記録をみると，海藻類

は，中庭（����）の五浦海岸の海藻群落，同じく中庭

（����）日立市海岸の河原子で確認したナガオバネ，

（����）県産ソゾ属の分布，（����）の本県沿岸各地の

海藻相をはじめ多くの報告がある．日立市会瀬海岸は

海水の汚染により動植物相が変化していたが，中庭

（����）は会瀬海岸の海藻群落についてヒジキ，アラメ

群落がみられないなど海藻植生が他の地域と違うこと

を報告した．同じく片田（����）も日立市会瀬海岸の

海藻植生の異相について報告している．

　本報告では，��地点を選び調査した．確認できたの

は���種である．それらの中には，本県ではじめての

紅藻が�種ある．種類数では，����年に比べて，五

浦，川尻，河原子で著しく減少していた．

　珪藻類，微細藻類については，第�次調査と同様に

研究報告は無く，全くその実態は知られていない．

従って本報告の滝ノ倉湿原の珪藻類，花貫ダムの微細

藻類の記録は本地域の空白を埋める貴重な報告である．

　地衣類は，花園山周辺を調査したが，今までの記録

は佐藤（����，����，����，����）のウチキアワビゴ

ケモドキ，ヨコワサルオガセ，イワタケ，チヂレトコ

ブシゴケなどの断片的な記録しかない．また，吉武

（����，����）も，オオキゴケ，ミヤマクグラなど数種

を記録しているにすぎない．

　本調査では，��種が記録されたが，調査地にした各

所で開発に伴う道路の拡張，舗装はじめ，ブナ林の伐

採，スギ林の植林など地衣類の生育条件を厳しくさせ

る環境が拡大していた．

茨城県北東地域の非維管束植物

茨城非維管束植物調査会

図���．�調査地域と主な調査地．



　大型菌類の調査記録は，本県の他の地域と同様に少

ない．平井（����）は日立市に生育する大型菌類につ

いて数編の報告をしている．

　本調査は，北茨城市では花園川周辺，亀谷地周辺，

栄蔵室山周辺，納戸，定波の�地域，高萩市では，花

貫川周辺，大能の�地域を調査した．確認された種は

子嚢菌類��種，坦子菌類���種，計���種であった．

　蘚苔類の調査記録は，本県の他の地域と同様少な

い．菊池（����，����，����）は花園山，土岳，花貫

渓谷の蘚類を報告している．また，中庭（����）は日立

市の御岩山でヒカリゴケを確認し報告している．湯澤

（����）は花園花貫自然公園の苔類について報告してい

る．

　本調査では，��の調査地を選び調査した．確認され

た種は���種�亜種�変種である．これらの中には，

環境庁版レッドデータブックに絶滅が危惧されている

種が�種含まれている．
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茨城県北東地域海岸の海藻類

はじめに

　茨城県沿岸は，南端の鹿島郡波崎町から北端の北茨

城市平潟まで約������ある．今回の調査地域は，最

も北に位置する．南端は日立市で北に多賀郡十王町，

高萩市と続き最も北は北茨城市である．その延長距離

は約�����ある．この地域は，本県沿岸のうちで最も

岩礁地が点在した地域で，海藻の着生基物が豊富なと

ころである．

　調査地域の主な報告には，次のようなものがある．

中庭（����，����，����）は，本県沿岸各地における

ホンダワラ科，テングサ科，ソゾ属などの分布につい

て報告した．また，中庭（����）は「藻類」に茨城県

沿岸の海藻相として本県沿岸各地における海藻フロラ

をはじめて総括的に報告した．その中で，今回の調査

地域のうちで��地点について報告している．

　本調査にあたり，各漁業協同組合の皆様には，調査

の目的をご理解されご協力いただき厚くお礼申しあげ

ます．また，常日頃ご指導を頂いている筑波大学名誉

教授千原光雄博士に感謝の意を表します．

調査地および方法

�����調査地

　岩礁地点の中から��地点を選び調査した．南から

日立市の久慈浜，水木，河原子，会瀬，高磯，川尻，

小貝浜，多賀郡十王町の伊師浜，高萩市の高戸浜，北

茨城市の磯原，五浦，平潟である．

�����調査期間および調査回数

　調査期間は，����年�月�日から����年�月��日

までである．調査回数は計��回である．調査地点ご

との調査回数は久慈浜�回，水木�回，河原子�回，

会瀬�回，高磯�回，川尻�回，小貝浜�回，伊師浜

�回，高戸浜�回，磯原�回，五浦�回，平潟�回で

ある．

�����調査方法

　多くの岩礁では，大潮前後に調査を実施したが，岩

礁が陸続きでない地点である久慈浜，河原子では大潮

時でなければ調査が不可能であった．また，水木，小

貝浜，伊師浜の岩礁は満潮時には完全に水没する低位

置の岩礁である．これらの岩礁においては条件がよい

時だけしか調査できない大きな障害があった．

　調査は，植物相と植生概要を記録した．植物の種の

確認には，基本的には標本を作成した．しかし，藻体

が微小で標本作成が不可能な種や，乾燥すると原型を

とどめない種は，写真をもって充てることとした．ま

た，未採集種で写真記録のあるものは確認種とした．

結　果

�����調査地域の植生概要

（�）久慈浜

　岩礁は陸続きでないが，灯台の下から沖に向かい北

には低潮線より下に平盤状の岩礁が広がっている．沖

に向かうと岸に近いところは，凹凸のある岩礁が低潮

線下に続いている．そこを過ぎれば，大潮の日には，

岩礁が海面の上に出てくる．これらの岩礁は沖に向

かって約�����もあろうか．岩礁の最も南には，潮間

帯下部にあたる所に平板状の岩礁や転石が陸から沖に

かけて長く広がる．

　灯台下の砂地には，フトジュズモ群落が目立つ．灯

台北には崖の崩れた岩礁上の飛沫帯にハリイギス，潮

間帯上部にはヒメアオノリがみられる．

　灯台下から沖に向かう岩礁には，アラメやアラメの

－　���　－
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図���．�低潮線付近のアラメ群落（久慈浜，����．�．��）．

図���．�漸深帯のジョロモク（久慈浜，����．�．��）．



幼体，タマハハキモク，なかでもオオバモクが多くみ

られる．ジョロモクは生育地点も限られ，個体も少な

い．これらの大型藻の下には，ハリガネ，タンバノリ，

ユカリ，オバクサ，エゾシコロ群落がみられる．顕花

植物のスガモは平盤状の岩礁に広くみられる．

　沖の岩礁には，ワカメ，ヒジキ，アズマネジモク，

アカモク，オバクサ，フシツナギ，コトジツノマタ，

イソマツ，カイノリ，ベニスナゴ，フダラクが多い．

他にイボツノマタ群落，ハリガネ群落などがみられ

る．岩礁の沖側にはアラメの大群落がみられる．

　南の沖に向かって延びる岩礁には，ワタモ，アラメ，

オオバモク，アカモクが目立つ．アラメは岩礁の外

側，波浪の強いところにみられる．アカモクの大群落

は岩礁の内側の波浪の弱くなるところに多くみられ

る．他にムカデノリ，タンバノリ，イボツノマタ，コ

メノリ，ニセフサノリ，ピリヒバなどがみられる．

　岸に近い岩礁には，アサミドリシオグサ，タマジュ

ズモ，タマハハキモク，コモングサ，エゾシコロ，ピ

リヒバ，顕花植物のスガモなどがみられる．

（�）水木

　北には古くからの防波堤が沖に向かって�本ある．

この南は海水浴場で岩礁が低潮線下に平板状に広が

る．これより久慈浜にかけてはテトラポットが続いて

いる．田楽鼻下には防波堤により波浪から隔離された

特異な地点がある．

　防波堤には，イボツノマタ，ハリガネ，イソマツが

目立つ．他にアナアオサ，ホソジュズモ，フトジュズ

モ，アラメ，オオバモク，ウミゾウメン，イソダンツ

ウ，カイノリ，ヒラムカデ，コメノリ，ハリイギスな

どがみられる．

　沖に向かい平板上の岩礁にはオオバモク群落，アラ

メ群落が混生する．これらの大型藻の下にはエゾシコ

ロ，ピリヒバ，タンバノリ，ユカリが多い．岸の岩礁

には，オオハネモ，アミジグサ，タマハハキモク，ヒ

ヂリメン，ベニスナゴ，イソマツ，スジウスバノリな

どがみられる．

　田楽鼻の北のテトラポット上には，上部よりウシケ

ノリ，ヒメアオノリ，イソダンツウ，フクロフノリ，

アナアオサ，タマジュズモ，イボツノマタ，スジウス

バノリ，低潮線付近には，アラメ，オオバツノマタ，

アカバそれより下部にはコトジツノマタ，ハリガネ，

アミジグサがみられる．

　オオバモク，タマハハキモク，アラメ，顕花植物の

スガモ，エビアマモなどがみられる．エビアマモは初

めての記録である．

　隔離された地点では，ナガアオサ，フシツナギが多

い．他にサナダグサ，オオバモク，タマハハキモク，

マクサ，フクロフノリ，イボツノマタ，コメノリ，タ

ンバノリ，ヤレウスバノリなどがみられる．

（�）河原子

　海藻の着生基物は，岸から離れた所に大島と呼ばれ

るかなり大きな岩礁島がある．しかし，岩礁は高くな

いので，満潮時には水没する．その他は，漁港の防波

堤やなかにあるテトラポットなどが着生基物である．

　大島は東西に長い．西岸に多い種はアラメ，タンバ

ノリ，フダラクなどである．他にアミジグサ，ワカメ，

アズマネジモク，コメノリ，ハリガネ，フシツナギな

どがみられる．

　南岸では，アミジグサ，ワカメ，アラメ，ヒジキ，

アズマネジモク，フダラク，マツノリが多い種である．

他にアサミドリシオグサ，マツモ，アカバ，カイノリ，

コメノリ，タンバノリ，ベニスナゴ，イソマツ，フシ

ツナギ，コスジフシツナギ，スジウスバノリなどがみ

られる．垂直分布をみると，上部には，ネバリモ，マ

ツモ，ピリヒバが順に下に生育し，さらに下部にはア

カバ，フダラク，ワカメ，オオバモクがみられる．南

岸の東端には，マツモ，アラメ，ヒジキ，アカモク，

ピリヒバ，フダラク，ハリイギス，スジウスバノリな

どがみられる．

　東岸にはアラメ群落が広がる．他にワカメ，ヒジ

キ，アズマネジモク，オオバツノマタ，イボツノマタ，

ベニスナゴ，イソマツ，ハリガネ，スジウスバノリな

どがみられる．

　北岸では，アラメ群落が目立つ．アミジグサ，ヒジ

キ，イソダンツウ，フクロフノリ，マツノリ，タンバ

ノリ，フシツナギなどがみられる．マツノリやフクロ

フノリは極めて少ない．

�
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（�）会瀬

　この海岸は初崎と漁港内そして防波堤の南の岩礁に

分けられる．このうち初崎が最も岩礁が豊富であるの

で，海況に変化がある．

　初崎では，岩礁地の南の縁に高い岩礁が分布するた

めその北側では波浪の弱まる所がある．満潮時でも水

没することはない．防波堤の南の岩礁は満潮時には水

没する．

　初崎の砂地にある岩礁の飛沫帯には上部にヒメアオ

ノリ，その下にタマジュズモが群生している．沖の岩

礁に行くのに都合良く一部小型の岩礁で連なっている

ところがある．その岸近くには，アナアオサ，ハリガ

ネ，ショウジョウケノリ，フシツナギなどがみられる．

タイドプールにはアナアオサ，アミジグサ，ピリヒバ，

コメノリ，ヒヂリメン，ツノムカデがみられる．さら

に沖側には，アミジグサ，フクロノリ，カヤモノリ，

ウルシグサ，ワカメ，アカモク，タマハハキモクなど

がみられる．

　岩礁に囲まれた内湾状のところは，アナアオサ群

落，コモングサ，ウルシグサ，ワカメ，アカモク群落，

ツルツルが目立つ．他にシワヤハズ，イソダンツウ，

ハリガネと付着しているフクロノリ，フトイギスがみ

られる．

　最も沖側の岩礁には，ウルシグサ，ワカメ，アカモ

ク，アカバ，イボツノマタ，イソマツなどがみられる．

いくぶん波浪の弱まる岩礁では，アナアオサ，マツモ，

ネバリモ，ワカメ，ツノムカデ，イソマツ，イソムラ

サキはピリヒバと混生している．漁港側の岩礁の潮間

帯下部にはアナアオサ，コモングサ，ワカメ，ヒラム

カデはピリヒバと混生，ハリガネ，イソムラサキ，ス

ジウスバノリ，アカバが多い．漸深帯にはコモング

サ，アカモクがみられる．

　ヒジキは本県沿岸の岩礁には，一般的に生育してい

るが，ここでは漁港側の岩礁に�ヵ所斑点状に生育す

るのみである．����年当時は生育を確認出来なかっ

た．アラメも本県沿岸の岩礁ではどこでも見られる代

表的な種であるが，今回も確認出来なかった．

　マツノリ，オキツノリは，南の岩礁に生育している

が，イボツノマタの上位に生育している．

　漁港内の岸に近い防波堤のテトラポット上とその付

近には，オオバモク，タンバノリ，フダラク，アカバ

群落，ハリガネなどが目立つ．

　堤防南の沖の岩礁にはアナアオサ，フトジュズモ，

オオハネモ，ヒジキ，アラメ群落，イボツノマタ，イ

ソマツ，アカバ群落などが目立つ．沖の岩礁より手前

の岩礁には，ナガアオサ，フトジュズモ，オオハネモ，

タンバノリ，フダラク，ハリガネなどがみられる．

（�）高磯

　海食崖の下にある岩礁で南北�カ所に分けられる．

主な岩礁は北に位置する岩礁で，この地域では比較的

大きく連続している．これより南に離れて小岩礁が点

在するが飛沫帯はない．ここの岩礁に行くには，北の

海食崖を降りるか南の採砂場を通らねばならない．

従って岩礁に行くことが極めて困難である．

　北側に面した平板上の岩礁には，イソマツ群落にコ

メノリが混生している．コトジツノマタ，イボツノマ

タが多い．その下部にはアラメ群落がみられる．沖側

にはハリガネ群落，コメノリ群落，波浪の強いところ

は，ヒラムカデ群落，アカバ群落，顕花植物のスガモ

が目立つ．

　南側に面した岩礁には，多くの種がみられる．主な

種は，アナアオサ，アサミドリシオグサ，オオハネモ，

ネバリモ，ヒジキ，ピリヒバ，ウミゾウメン，イソダ

ンツウ，カイノリ，コメノリ，コスジフシツナギ，ハ

リガネ，イソマツなどである．

　大小のタイドプールには，ナガアオサ，アミジグサ，
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ワカメ，マクサ，ツノムカデ，ユナ，ミツデソゾなど

がみられる．大きなタイドプールには，ナガアオサ，

タマハハキモク，ワカメ，アカバ，コトジツノマタ，

ハリガネなどがみられる．岩礁の南端には，タマジュ

ズモ，潮間帯下部にはハリガネとヒヂリメンが多い．

　南の離れた岩礁には，アナアオサ，フトジュズモ，

オオハネモ，ワカメ，オオバモク，オオバツノマタ，

エゾシコロ，カイノリ，コメノリ，コトジツノマタ，

イボツノマタ，ハリガネ，イソマツ，コスジフシツナ

ギ，ベニヒバ，スジウスバノリなどがみられる．

　さらに南の小岩礁には，オオバモク，イボツノマタ，

ハリガネ，ユカリ，ベニスナゴなどがみられる．沖に

は広くアラメ群落がみられる．

（�）川尻

　川尻漁港南の岩礁と漁港内とがある．南の岩礁は高

いところがあり飛沫帯まである．漁港内はテトラポッ

トとコンクリート面が着生基物である．

　南の岩礁は，西，中央，東に分けてみる．西には，

アナアオサ群落，ヒジキ群落，イソマツ群落，アズマ

ネジモク群落，イボツノマタ，カイノリ，ハリガネ群

落，フクロフノリ，タンバノリなどがみられる．漸深

帯にはアラメ群落，顕花植物のスガモ群落がみられ

る．

　中央には，飛沫帯のある岩礁がある．ヒメアオノ

リ，ネバリモ，ヒジキ，ヒラムカデ，ハリガネ，コト

ジツノマタ，フダラク，ツルツル，イソムラサキ，ア

カバなどがみられる．ここの中央の大岩にあるタイド

プールには，アナアオサ，アミジグサ，アズマネジモ

ク，ピリヒバ，カイノリ，ヒラムカデ，ツノムカデ，

イソマツ，ユナがみられる．

　東の岩礁には，強い波浪が打ち付けるので，ヒジキ

が高いところに生育している．アラメ，エゾシコロも

多い．また顕花植物のスガモが優占種である．

　漁港内には，ヒメアオノリ，ボウアオノリ，フクロ

ノリ，アラメ，ホソメコンブ，オオバモク，アカバギ

ンナンソウ，ヒヂリメンなどがみられる．

（�）小貝浜

　漸深帯に平板状の岩礁が広がっている．その中に高

くない潮間帯下部までの岩礁が僅かにある．

　砂との境にある平板状の岩礁には，オオハネモ群

落，ユナ，ベンテンモ，イソマツが多い．他にはピリ

ヒバ，ハリガネ，コスジフシツナギ，ショウジョウケ

ノリがみられる．これより南の岸に近いところには，

アナアオサ，アラメとオオバモクは混生してみられ，

タマハハキモクは少ない．これらの藻体の下には，小

型藻のエゾシコロ，ニクサエダ，マクサ，タンバノリ，

コメノリ，ベニスナゴ，ハリガネ，ユカリ，フシツナ

ギなどがみられる．イギスはオオバモクに付着してい

る．

　海食崖下の岩礁にはアナアオサ，マツモ，ハバノリ，

マルバアマノリ，イソマツ，ベニスナゴ，ユナがみら

れる．ここの潮間帯下部には，イボツノマタ，コメノ

リが多い．漸深帯には，アサミドリシオグサ，コモン

グサ，オオバモク，タンバノリ，フダラク，ハリガネ

と付着したノリマキがみられる．ナガアオサは少な

い．

　漸深帯にある沖に広がる平板状の岩礁は，アラメの

大群落がある．他にはオオバモク，顕花植物のスガモ

が目立つ．それらの下には，エゾシコロ，アカバ，オ

オバツノマタ，タンバノリ，フシツナギ，ウラソゾな

どがみられる．

（�）伊師浜

　国民宿舎「鵜の岬」下の岩礁は平板状で漸深帯に広

がる．また，それより北には岬があり，その北には砂

浜が続いている．そこには高くない潮間帯下部までの

岩礁が点在している．

　国民宿舎「鵜の岬」下の岩礁で，多く見られる種は

オオハネモ，アラメ，タマハハキモク，オオバモク，

エゾシコロ，タンバノリ，顕花植物のスガモなどであ

る．他にアナアオサ，アサミドリシオグサ，アミジグ

サ，コモングサ，クロモ，アカモク，アズマネジモク，

エゾシコロに付着したノリマキ，カイノリ，コトジツ

ノマタ，コメノリ，タンバノリ，マキユカリ，イソマ

ツ，スジウスバノリなどがみられる．

　北にある潮間帯下部までの岩礁で，多くみられる種

はホソジュズモ，コモングサ，ワカメ，アラメ，タマ

ハハキモク，オオバモク，ハリガネ，イボツノマタ，

オオバツノマタ，タンバノリ，ツノムカデ，ベニスナ

植 物
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ゴ，イソマツなどである．他にナガアオサ，クロモ，

アカバ，ハリイギス，トゲイギス，ノリマキ，ヒメユ

カリ，ユカリ，ニクサエダなどがみられる．ヒジキは

みられない．

（�）高戸浜

　小浜と呼ばれる南の岩礁と，中千石と呼ばれる北の

岩礁に分けられる．両岩礁とも小規模である．

　小浜の船あげ場には，アナアオサ，カヤモノリ，フ

クロフノリがみられる．入江の漸深帯の岩礁には，タ

マジュズモ，コモングサ，ワカメ，タマハハキモク，

コトジツノマタ，フダラク，ツルツルなどがみられる．

　沖にかけての岩礁には，アラメ群落，アカモク群落，

ナガアオサ，フトジュズモ，オオハネモ，クロモ，カ

ヤモノリ，ワカメ，ウミトラノオ，エゾシコロ，コメ

ノリ，タンバノリ，マキユカリ，ユカリ，ワツナギソ

ウ，イソマツ，カザシグサ，ベニヒバ，ヨツガサネ，

イソハギ，シマダジア，スジウスバノリ，ユナにつく

ベンテンモ，ショウジョウケノリ，イソムラサキなど

がみられる．タイドプールには，カイノリ，アカバが

多い．顕花植物のスガモも多い．

　中千石は入江をはさんで，両側に岩礁がある．ナガ

アオサ群落，タマジュズモ，ネバリモ，ワカメ，カイ

ノリが多い．他にヒメアオノリ，コモングサ，クロモ，

ハバノリ，オオバモク，ウミゾウメン，イソダンツウ，

コメノリ，ヒラムカデ，ツルツル，イソマツ，ユナな

どがみられる．この海岸ではヒジキはみられない．

（��）磯原

　大北川の河口付近の岩礁とそれに連続する複雑な岩

礁がある．更にこれより北に小規模の岩礁がある．

　河口付近には，ナガアオサ，タマリシオグサ，クロ

モ，ベンテンアマノリ，オオバツノマタ，コメノリ，

ヒラムカデ，オゴノリ，ハリガネ，ユナ，顕花植物の

エビアマモなどが多い．

　南の岩礁には，アラメ，コメノリ，ヒラムカデ，ハ

リガネ，スジウスバノリ，ユナが多い．他にマツモ，

ネバリモ，カイノリ，ショウジョウケノリなどがみら

れる．低潮線付近には，サナダグサ，クロモ，アカバ，

コトジツノマタ，オオバツノマタ，ユカリ，フシツナ

ギ，ユナにつくベンテンモなどがみられる．

　岩礁の最も沖には，アラメ群落，アカモク，ウミト

ラノオ，イボツノマタ，ハリガネ，イソマツが多い．

他にはアナアオサ，マツモ，コモングサ，クロモ，ネ
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バリモ，ヒジキ，カヤモノリ，タマハハキモク，ウミ

ゾウメン，イソダンツウ，コトジツノマタ，オオバツ

ノマタ，イボツノマタ，ベニスナゴ，イソマツ，ユナ

につくベンテンモなどがみられる．ウルシグサは岩礁

に囲まれた波浪の弱まるところに多い．顕花植物のエ

ビアマモは，沖の岩礁の南側でみられる．顕花植物の

スガモは多くの地点でみられる．

　北の岩礁では，ナガアオサ，アナアオサ，タマジュ

ズモ，オオハネモ，クロモ，カヤモノリ，ヒジキ，ア

ラメ，ウミトラノオ，ハリガネに付着したフクロノリ，

イボツノマタ，ハリガネ，イソマツなどが目立つ．

（��）五浦

　階段を海岸に下りると，北側に大きなタイドプール

がある．沖にある大きな岩礁で囲まれた小湾状の地形

をしたところは，漸深帯に平板状の岩礁がある．岸に

近い所には，転石が多い．ところどころには，潮間帯

上部までの岩礁が点在する．これより北には，海食崖

がある．その下は岩礁が連続し強い波浪を直接受ける

海況である．漸深帯の平板状の岩礁が広がる沖には，

五浦で最も大きな岩礁が�つあり，強い波浪を直接受

ける海況にある．六角堂下付近より南は，潮間帯下部

までの岩礁がある．これより離れて南には，漸深帯に

平板状の岩礁がある．更に南には海食崖がある．その

下には，潮間帯下部までの岩礁がある．

　タイドプールやその付近には，ホソジュズモ，タマ

リシオグサ，エゾシコロ，ピリヒバ，イソダンツウ，

フクロフノリ，カイノリ，イボツノマタ，オキツノリ，

ハリガネが多く生育する．

　小湾状の岸に近いところには，カイノリ，イボツノ

マタ，タンバノリ，ハリガネが多い．これより沖には，

マクサ，タンバノリが多く，他には，フクロノリ，ア

ラメ，アズマネジモク，エゾシコロ，ピリヒバ，オバ

クサ，顕花植物のスガモがみられる．タマハハキモク

は少ない．南よりには，オオバモクが多い．

　潮間帯上部までの岩礁で，顕著な垂直分布を示す種

は次のようである．ヒジキ，その下部にカイノリとイ

ボツノマタが同位に生育する．その下部にはマクサ，

タンバノリ，ハリガネが混生する．更にその下部に

は，アズマネジモク，最も下部にアラメがみられる．

　北の海食崖とその下の大小の連続した岩礁には，ア

ズマネジモク，アカモク，マクサ，カイノリが多い．

他には，アサミドリシオグサ，オオハネモ，コモング

サ，クロモ，ネバリモ，ワカメ，アラメ，オニクサ，

アカバ，コトジツノマタ，イボツノマタ，タンバノリ，

ヒラムカデ，イソマツ，ユナなどがみられる．オニク

サは大洗以外では，確認されていない．強い波浪を直

接受ける岩礁の上部を優占するのはヒラムカデであ

る．それより下部では，アカバは優占種で，コモング

サ，アズマネジモクが点在する．ワカメもみられる．

　沖の岩礁は北の海食崖に近い側と六角堂側に分けら

れる．北の海食崖に近い岩礁の北端は，強い波浪を受

ける．上部にはイソダンツウ，アナアオサがみられ

る．その下部にはヒジキ群落，更にその下にはアカ

バ，イソマツ，スジウスバノリ，ユナ，アラメがみら

れる．岩礁の最上部には，ハナフノリ，その下には，

ボウアオノリ，アナアオサ，カヤモノリ，ピリヒバが

みられる．岩礁上は凹凸があり，多くの種が生育して

いる．主な種には，マツモ，フクロノリ，ワカメ，ア

ラメ，アカモク，ウミトラノオ，アズマネジモク，ピ

リヒバ，カイノリ，イボツノマタ，タンバノリ，ヒラ

ムカデ，ハリガネ，コスジフシツナギ，スジウスバノ

リ，ユナなどである．

　沖側の波浪を受ける岩礁には，アズマネジモク，ヒ

ラムカデ顕花植物のスガモの混生がみられる．その根

もとには，ピリヒバ，ユナが混生しわずかにアナアオ

サ，マツモがみられる．

　岩礁と岩礁の間の割れ目には，アカバ群落が，他に

多い種はヒラムカデ，ピリヒバである．ワカメ，アラ

メもみられる．

　六角堂側の岩礁の上部には，イソダンツウが目立

つ．岩礁には凹凸があり，アナアオサ，ヒジキ，ウミ

トラノオ，アカバ，カイノリ，イボツノマタ，イソマ

ツ，ベンテンモ，ユナなどがみられる．沖側の波浪を

受ける岩礁には，上部よりネバリモ，その下部にウミ

トラノオ，その下部にヒジキ，更に下部にアズマネジ

モク，ヒラムカデ，顕花植物のスガモが混生し，これ

らの藻体の下にはマツモ，ピリヒバ，ユナが生育する．

その下部にアラメ群落がみられる．

植 物
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　六角堂下にはアラメ群落，アカモク群落，エゾシコ

ロ，イボツノマタ，タンバノリが目立つ．六角堂の南

の岩礁には，ネバリモ群落，タンバノリ群落，アカモ

ク，アズマネジモク，エゾシコロ，フクロフノリが目

立つ．顕花植物のエビアマモを以前小湾状のところの

�地点で確認しているが本調査では確認できなかっ

た．しかし，新たに他の�地点で確認できた．付近に

はアラメ，ウミトラノオ，顕花植物のスガモが生育し

ている．

　南の海食崖下の岩礁には，イソダンツウ，潮間帯下

部にはヒジキ，ウミトラノオ，カイノリ，イボツノマ

タがみられた．漸深帯にはフクロノリ，ワカメ，アラ

メ，アカモク，エゾシコロ，タンバノリ，ハリガネな

どがみられる．

（��）平潟

　長い防波堤の南端には海食崖がありこの下に岩礁が

ある．また長い防波堤の中ほどを海に降りると海藻着

生基物がある．その他には，港内に小規模の着生基物

がある．

　海食崖の下は，海食崖の崩れた岩石があるなど，採

集は危険である．アラメ群落，フクロフノリ群落，ア

カモク，タンバノリが目立つ．他にナガアオサ，アサ

ミドリシオグサ，オオハネモ，マツモ，アミジグサ，

ワカメ，ヒジキ，タマハハキモク，ウミゾウメン，エ

ゾシコロ，ピリヒバ，ノリマキ，イソダンツウ，カイ

ノリ，イボツノマタ，コメノリ，ハリガネ，フシツナ

ギ，ニクサエダ，顕花植物のスガモと付着したモカサ

などである．

　防波堤の中ほどは，地元の人の案内がないと降りる

ことは困難である．主な種はアサミドリシオグサ，マ

ツモ，アラメ，ノリマキ，イソダンツウ，アカバ，フ

クロフノリ，カイノリ，イボツノマタ，コメノリ，ハ

リガネ，ベニスナゴ，イソマツ，コスジフシツナギ，

ベニヒバ，ユナ，イソムラサキなどである．

　港内にはアナアオサ，アラメ，アカモクなどが多い．

考　察

�����海藻フロラ

　本調査で確認できた種は，緑藻�科��種，褐藻�科

��種，紅藻��科��種，計��科���種である．また，

調査地ごとの種類数は表�のとおりである．本調査で

確認できなかった種は，緑藻�種，褐藻�種，紅藻��

種，計��種である．

　本調査で確認できた種のうち，本県では，初めての

記録種は紅藻のコスジノリ，ベンテンアマノリ，アカ

バギンナンソウ，コバノクシベニヒバ，イソハギの�

種である．

　今までに茨城県沿岸各地の海藻分布を調べた最も古

い報告は，中庭（����）である．この調査は全沿岸か

ら��地点を選びそこに生育する種について調査した．

今回の調査では��地点を選んだが，����年の調査地

点と共通の地点は��地点である．共通でないのは，

高磯，小貝浜の�地点である．今回の種類数（表�）

の調査結果と����年の調査結果を比較すると，����

年に最も多かったのは，五浦の���種であったが，今

回は��種であった．次いで多かった川尻は��種が

��種に河原子は��種が��種と激減している．最も

激減した五浦では，海水の汚染がある時期進行したた

めと思われる．また，河原子は漁港の建設に伴い沿岸

の岩礁を埋め立てたためと思われる．

　本調査で最も多かった地点は，高戸浜で��種で

あった．次いで多かったのは水木の��種である．

－　���　－
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図���．�潮間帯上部のフクロフノリ（平潟，����．�．��）．

表���．�各調査地点の種類数

計紅藻褐藻緑藻

�������久慈浜

�������水木

�������河原子

�������会瀬

�������高磯

�������川尻

�������小貝浜

�������伊師浜

��������高戸浜

�������磯原

�������五浦

�������平潟



　本調査で確認した種の中で，生育地点が限られ個体

数も少ない希少種には，シワヤハズ，シワノカワ，ワ

タモ，ホソメコンブ，オニクサ，ミチガエソウ，イト

フノリ，マツノリ，イバラノリ，キジノオ，オキツノ

リ，エナシダジアなどがある．

　亜寒帯性海藻のマツモ，アカバは全ての地点で確認

できた．また，川尻ではホソメコンブ，アカバギンナ

ンソウが確認できた．アカバの個体数が多い地点は，

会瀬，川尻である．また，イソムラサキも多くの地点

で確認できた．このことより，この地域は県央地域よ

り亜寒帯性要素が強いといえる．

�����海藻群落

　会瀬海岸の北端に初崎の岩礁がある．飛沫帯にはヒ

メアオノリ群落，タマジュズモ群落がみられる．マツ

ノリ，オキツノリは潮間帯下部の代表種イボツノマタ

の上部にみられる．この海岸の特徴は，中部太平洋沿

岸の外洋性海況にみられるヒジキ－アラメ群集がみら

れないことである．茨城県沿岸の潮間帯下部を代表す

る種のヒジキは，一般には帯状分布するがわずかに�

カ所に生育しているのみである．また，アラメは全く

生育していない．亜寒帯性海藻のアカバは，漸深帯を

代表する種である．

　川尻を代表する群落は，アナアオサ，ヒジキ，アラ

メ，イソマツ，アズマネジモク，ハリガネ，アカバな

どである．アナアオサは，潮間帯中部から漸深帯にか

けて広く生育している．ヒジキとアラメはヒジキ－ア

ラメ群集を形成している．イソマツ，ハリガネは潮間

帯下部にみられる．アズマネジモクはスガモとともに

漸深帯に帯状分布している．

　亜寒帯性海藻のホソメコンブ，アカバギンナンソウ

は個体数が限られている．

　高戸浜の岩礁は貧弱であるが，波の静かな漸深帯に

はキヌイトグサ，カザシグサ，ヨツガサネ，コバノク

シベニヒバ，イソハギがみられる．これらの種は他の

地点ではあまりみられない．ヒジキは地元の漁業従事

者の話によると最近見られなくなったとのことである．

　磯原は飛沫帯から潮間帯，漸深帯と岩礁上は海藻で

覆われ帯状分布が顕著にみられる．ネバリモ，ナガア

オサ，オゴノリ，ヒラムカデ，ヒジキ，イボツノマタ，

アラメは群落を形成している．それぞれの種は，個体

数も多い．

　神社のある岩礁の南には，上部よりコメノリ，ピリ

ヒバ，ユナが同位に，その下部にはスジウスバノリ，

ワカメ，ナガアオサが同位に，その下部にエゾシコロ，

タンバノリ，スガモが同位にみられる．

　北の岩礁には顕著な垂直分布がみられる．上部より

アナアオサ帯，ヒジキ帯，イボツノマタ帯，アラメ帯

が発達している．ここでは，典型的なヒジキ－アラメ

群集がみられる．

　五浦の最も大きな岩礁には，沖の強い波浪が直接当

たるので，ヒジキ群落，エゾシコロ群落，ヒラムカデ

群落，アズマネジモク群落，スガモ群落が帯状分布し

ている．����年当時みられた，ハイミル，ミル，イワ

ヒゲ，オオブサ，ナミノハナなど多くの種がみられな

い．

　本調査地域では，一部の調査地点を除き多くの調査

地点で中部太平洋沿岸の外洋性海況を代表する，ヒジ

キ群落やアラメ群落が顕著にみられた．これらは，谷

口（����）の提唱したイワヒゲ群団のなかの潮間帯の

上下にヒジキ，アラメが顕著であるとした，ヒジキ－

アラメ群集に属するといえる．しかし，千原（����，

����）のいう中部太平洋沿岸の外洋性海況を代表する

垂直分布構成種のイシゲやイロロがみられない．暖海

性海藻のイシゲは北限地が本調査地より南部のひたち

なか市の磯崎であることを考えると，本調査地は典型

的なヒジキ－アラメ群集とはいえない．

　会瀬の初崎（北部）ではアラメがみられず，伊師浜，

高戸浜ではヒジキがみられない．初崎は川端（����）が

指摘しているように当時すでに鉱毒による被害が甚だ

しく，特に種類数が少ないと報告している．また，中

庭（����，����）の報告では，��種しか確認できずヒ

ジキやアラメを確認していない．岩礁はピリヒバとヒ

ラムカデにほぼ完全に覆われた単純群落であった．片

田（����）も海藻植生の異相として報告している．

　伊師浜，高戸浜の両地点は岩礁が小規模な上，岩礁

に多くの人が容易に採取に入れるため消失したと，地

元の漁業関係者が話している．そこで，高戸浜では潮

干狩りシーズンには，地元の漁業関係者が監視をして

被害防止に努めている．

　顕花植物のエビアマモの個体数は限られているが，

確認できた．五浦は太平洋沿岸における北限地と思わ

れる．
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付表���．�各調査地点の分布

平　潟五　浦磯　原高戸浜伊師浜小貝浜川　尻高　磯会　瀬河原子水　木久慈浜

緑藻綱

ランソウモドキ

○○○○ヒメアオノリ

○○○○○○○○ヒラアオノリ

○○○ボウアオノリ

ウスバアオノリ

○○○○○○○○ナガアオサ

○○○○○○○○○○○○アナアオサ

○　○○○○○シリオミドロ

○○○○タルガタジュズモ

○○○○○ホソジュズモ

○○○○○○タマジュズモ

○○○○○○○フトジュズモ

○○○○○タマリシオグサ

○○○○○○○○アサミドリシオグサ

○○○○○○○○○○オオハネモ

ミル

ハイミル

�������������計

褐藻綱

シオミドロの１種

○○○○○○○○○○○○マツモ

イソガワラの１種

○○○○○○○クロモ

○○○○○○○○○ネバリモ

○○シワノカワ

○○ワタモ

○○○○○○○フクロノリ

○○○○○○○○○○ハバノリ

セイヨウハバノリ

○○○○○○○○○○カヤモノリ

イワヒゲ

ムチモ

ミツデクロガシラ

○○○○○ウルシグサ

○○○○○○○○○○○○ワカメ

○○○○○○○○○○○○アラメ

○ホソメコンブ

○シワヤハズ

○○○○○○○○○アミジグサ

○○○○○サナダグサ

○○○○○○○○○○○○コモングサ

○ジョロモク

○○○○○○○○○○ヒジキ

○○○○○○○○○アカモク

ノコギリモク

○○○○○○○○○○○○タマハハキモク

○○○○○○○○○オオバモク

○○○○○ウミトラノオ

○○○○○○○アズマネジモク

������������������������計

紅藻綱

○○○○○○○○○○○ウシケノリ
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平　潟五　浦磯　原高戸浜伊師浜小貝浜川　尻高　磯会　瀬河原子水　木久慈浜

○フノリノウシゲ

○○コスジノリ

○○○ベンテンアマノリ

○ウップルイノリ

○○○○○○マルバアマノリ

アサクサノリ

○○○○スサビノリ

○ニセフサノリ

○○○○○○ウミゾウメン

○ヒメテングサ

○○○○マクサ

○オニクサ

オオブサ

○○○○ハイテングサ

○○○○○○○オバクサ

○○ヤハズゴロシ

○○○○○○○○○○○エゾシコロ

○○○○○○○○○○○ピリヒバ

○○○ヒライボ

○○○○○○○○○モカサ

○○○○○○○○○○ノリマキ

○サビモドキ

○○○○○○○○○○○○アカバ

○ミチガエソウ

○○ハナフノリ

○○○○○○○○○フクロフノリ

○イトフノリ

ナガオバネ

○○マツノリ

○○○○○○○○○○○○コメノリ

○○○○○○○○○○○タンバノリ

○○○ムカデノリ

サクラノリ

○○○○○○○○○フダラク

○○○○○○○○○○○ヒラムカデ

キョウノヒモ

○○○○○○○○○○ヒヂリメン

○○○○○○○ツルツル

○○○○○○○○○ツノムカデ

トサカマツ

ヒラキントキ

○スジムカデ

ベニマダラの１種

○○○○○○○○ヒロハノトサカモドキ

エツキイワノカワ

○○○○○○○○○○イソダンツウ

○○○○○○○○○○○カイノリ

スギノリ

○○○○○○○○○コトジツノマタ

○○○○○○○○○○オオバツノマタ

ツノマタ

○○○○○○○○○○○○イボツノマタ

○○アカバギンナンソウ

○オゴノリ
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平　潟五　浦磯　原高戸浜伊師浜小貝浜川　尻高　磯会　瀬河原子水　木久慈浜

○イバラノリ

サイダイバラ

タチイバラ

○キジノオ

○○オキツノリ

○○○○○○○○○○○○ハリガネ

○○○ホソユカリ

○○ヒメユカリ

○○○マキユカリ

○○○○○○○○○ユカリ

ナミノハナ

○○○○○○○○○○○ベニスナゴ

○○○○○○ワツナギソウ

○○○○○○○○○○○○イソマツ

○○○○○○○○○○フシツナギ

○○○○○○○○○○○コスジフシツナギ

マサゴシバリ

○キヌイトグサ

○○○フタツガサネ

○○○○フトイギス

○○トゲイギス

ハネイギス

○○○○○○イギス

○○○○○○○ハリイギス

ケイギス

○カザシグサ

○○○○○○ニクサエダ

サエダ

○○○○○○○ベニヒバ

○ヨツガサネ

○コバノクシベニヒバ

○エナシダジア

○○イソハギ

○○○シマダジア

○○○○○ヤレウスバノリ

○○○○○○○○○○スジウスバノリ

○カギウスバノリ

○○○○○○○○ベンテンモ

○○○○○○○○ユナ

○○クロソゾ

○○○ウラソゾ

○○○○○○ミツデソゾ

○○ハネソゾ

コブソゾ

ヒメソゾ

○○○○○○○○○キブリイトグサ

○○○○○モロイトグサ

○○○○○○ショウジョウケノリ

イトグサの�種

○○○○○○○イソムラサキ

○○ホソコザネモ

○コザネモ

������������������������計

������������������������総計
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����������	
	　緑藻綱

�����������	
�	�　ランソウモドキ科

�����������	
�������	�	�������������	
����

ランソウモドキ＊（�．�）

��������　アオサ科

���������	
���
��（������）������

ヒメアオノリ

���������	
����	������（��������）�����

ヒラアオノリ

���������	
������������（��������）�����

ボウアオノリ

���������	
�������（��������）��������	


ウスバアオノリ＊（�．�．�）

����������	

��������

ナガアオサ

�������	
�����������	

アナアオサ

�������	�
������　モツレグサ科

����������	
�����������（����）�������	
�

シリオミドロ

��������	�
���　シオグサ科

��������	
�����	���（�������）���������

タルガタジュズモ

��������	
����	���（�������	
）���������

ホソジュズモ

��������	
���������	���������	　

タマジュズモ

��������	
����
	�����������　

フトジュズモ

��������	�
	����������（�������	）���������

タマリシオグサ

�������	�
�����������　

アサミドリシオグサ

�������	
��
�　ハネモ科

��������	
���
����������	
��	���　

オオハネモ

�

���������　ミル科

�������	
�����（��������）�������　

ミル＊（�．�）

�������	�
�������������　

ハイミル＊（�．�）

������������　褐藻綱

����������	�	　シオミドロ科

��������	
����＊（�．�．�）

��������	�	　イソガワラ科

�������	
�������	�（������）������　

マツモ

�����������＊（�．�．�）

���������	
�
　ナガマツモ科

�������		
�����������（�����）��������　

クロモ

���������	���　ネバリモ科

���������	
��������（��������）�������	
�

ネバリモ

��������	
�����
����（�������）�������������	
��

���

シワノカワ

�������	
�����　カヤモノリ科

��������	
������
�（�������	）�������　

ワタモ

��������	
��	���
�（���������	�
���）���������������

����　

フクロノリ

�������	�
�	����	���（�������	
）�������	
��	

ハバノリ

�������	�
���	��（�������������）�������

セイヨウハバノリ＊（�．�．�）

�������	
�������������（�������）�����

カヤモノリ

����������	��	�　コモンブクロ科

��������	
���������（������）�������	



イワヒゲ＊（�．�）

付表���．�茨城県北東地域海岸の海藻類リスト．



植 物

－　���　－

�������	
�	�　ムチモ科

�������	
��������	��������　

ムチモ＊（�．�）

��������	
�����　クロガシラ科

��������	
��	
�
������������

ミツデクロガシラ＊（�．�）

���������	�
���　ウルシグサ科

���������	�
�	������（�������	
�）���������	

ウルシグサ

����������　チガイソ科

��������	����
������（������）�������	�　

ワカメ

����������	�	　コンブ科

��������	�
�
����（��������）���������　

アラメ

�����������	
������������　

ホソメコンブ

���������	�	　アミジグサ科

��������	
��������	�������　

シワヤハズ

��������	
���������（������）���������	

アミジグサ

��������	�
���
�������（������）��������

サナダグサ

��������		
�������
�������　

コモングサ

��������	
��
�　ウガノモク科

�������	
	�������
�	�（���������	�
�����）�������	


ジョロモク

������������　ホンダワラ科

���������	
�����
�（������）���������　

ヒジキ

���������	
������（������）����������　

アカモク

���������	��
��
�������������	


ノコギリモク＊（�．�）　　　

���������	��
�����（�����）�������	


タマハハキモク

���������	�
�����
�����������　

オオバモク

���������	
���������（���������	�
���）�������

ウミトラノオ

���������	
�������������	�
���������

アズマネジモク

���������	
	　紅藻綱

����������　ウシケノリ科

���������	
��	��	��（����）��������	
　

ウシケノリ

���������	�	
������	���������　

フノリノウシゲ

��������	�
�������������	
��	��　

コスジノリ

��������	
��
�����������　

ベンテンアマノリ

��������	�
����������
�����　

ウップルイノリ

��������	
�������������������	　

マルバアマノリ

��������	
�������������	　

アサクサノリ＊（�．�）

��������	�
��
�������　

スサビノリ

����������	�	　ガラガラ科

���������	�
����（��������）�������	

ニセフサノリ

�����������　ウミゾウメン科

�������	
�����������������	�　

ウミゾウメン

�����������　テングサ科

��������	��
��������������	　

ヒメテングサ

��������	���
�����������　

マクサ

��������	
��������（������）�������　

オニクサ

��������	
���������������　

オオブサ＊（�．�）

��������	
��������（�������	
�）��������	

ハイテングサ
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�������	
����	������（�������）��������	
�������	

�������	�　

オバクサ

���������	
�
　サンゴモ科

���������	�
�������（�����）�������	�

ヤハズゴロシ

����������	
����	
��（�����）������　

エゾシコロ

���������	
��������������������	
�����　

ピリヒバ

��������		
�����
����������　

ヒライボ

�������		
����������	��（������）���������	

モカサ

�������	
����������（������）���������	
�������

�������	�
	�����　

ノリマキ

������������	
���	�����������　

サビモドキ

�������	
�	�　リュウモンソウ科

��������	
�����	�	�������　

アカバ

�������	
�����������������	�
�　

ミチガエソウ

��������	��
�
　フノリ科

����������	
����������（������）������

ハナフノリ

����������	
�������（�����������	
�����）��������	


フクロフノリ

����������	�
��
�　イトフノリ科

����������	�
��
����
���（������）�������	�
�

イトフノリ

���������	

�	������	�（��������）�������

ナガオバネ＊（�．�）

�������	�
���　ムカデノリ科

��������	
���
�
��（������）��������　

マツノリ

��������	
������
����（������）��������	
���������

コメノリ

�

�������	
�������
����������　

タンバノリ

�������	
�����������（���������）��������	


ムカデノリ

�������	
������������������

サクラノリ＊（�．�．�）

�������	
�������������（�������）��������	


フダラク

�������	
���������（������）�������　

ヒラムカデ

�������	
������	����������

キョウノヒモ＊（�．�．�）

�������	
���
����（�������）�������　

ヒヂリメン

�������	
����	�	�	�	�������　

ツルツル

���������	
������（�������）�������　

ツノムカデ

���������	
�������（�������）��������	


トサカマツ＊（�．�）

���������	
�������������

ヒラキントキ＊（�．�．�）

���������	�
��������
�（�������）��������	


スジムカデ

�������	
���
��
�　ベニマダラ科

�������	
���
���．＊（�．�）

��������	�
���　ツカサノリ科

����������	
��	
������������

ヒロハノトサカモドキ

����������	
��
�　イワノカワ科

����������	
��
�	���
��������

エツキイワノカワ＊（�．�）

���������	��
�
　イソモッカ科

���������	�
��
������
�（������）���������

イソダンツウ

���������	
�
　スギノリ科

�������	��
�����
���������（��������）��������	
�

カイノリ

�������	��
���
�������（������）��������	
�

スギノリ＊（�．�）



植 物
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�������	
����	�������　

コトジツノマタ

�������	
�������	������　

オオバツノマタ

�������	
������	�������　

ツノマタ＊（�．�．�）

�������	
������	�	�������　

イボツノマタ

������������	
����（������）��������	
�

アカバギンナンソウ

��������������　オゴノリ科

�����������	
�������������（����）�������	



オゴノリ

����������　イバラノリ科

�������	
���������������	　

イバラノリ

�������	�
�����������

サイダイバラ＊（�．�．�）

�������	�
��������������

タチイバラ＊（�．�．�）

���������	
�����　キジノオ科

���������	
����
��������������　

キジノオ

����������	
�	�　オキツノリ科

�������	
��	��������	�
��	��（������）�������

オキツノリ

�������	
��	������
���（��������）�������

ハリガネ

���������	�	　ユカリ科

�������	�
����������	��（��������）������

ホソユカリ

�������	�
����������������　

ヒメユカリ

�������	�
���	���	���������　

マキユカリ

�������	�
����������（�����������	�
��）�������

ユカリ

�

��������		�
���　ナミノハナ科

���������	
�������（������）������

ナミノハナ＊（�．�．�）

�������	
���	�	　ベニスナゴ科

�������	
��������（�������）��������	


ベニスナゴ

��������	�	　ワツナギソウ科

����������	
����（�������	
）�������　

ワツナギウ

�������	�
������������（������）��������	�
��

イソマツ

�������	
�����������������　

フシツナギ

�������	
�����������
�������　

コスジフシツナギ

�������	
�����　マサゴシバリ科

�������	
��
	�
����（�������）��������

マサゴシバリ＊（�．�．�）

�����������　イギス科

��������	
��
�����������������（������）����，�

���，������������	
����　

キヌイトグサ　

����������	�
����	���������������	
����

フタツガサネ

���������	
���������（�������）���������

フトイギス　

���������	
���	��	����（�������	
）��������	

トゲイギス

��������	
���������������

ハネイギス＊（�．�）

��������	
����������　

イギス

��������	
�����������������　

ハリイギス

��������	
����������（�������）��������

ケイギス＊（�．�．�）

����������	
�	����	��������　

カザシグサ

��������	
����������	���（�������）�������	�
�

ニクサエダ

�



－　���　－

茨城県北東地域の非維管束植物

和名の後の（＊）印は文献にあり，本調査で確認できなかった種を示す。（�）～（�）は文献

（�）中庭正人．（����）

（�）中庭正人．（����）

（�）中庭正人．（����）

��������	
��������	��（�������）������

サエダ＊（�．�．�）

�������	���	
���	�	�（�������）������　

ベニヒバ

��������	
��
�����
���（�������）��������	�
	�����

�����　

ヨツガサネ

��������	
�������	�������������	


コバノクシベニヒバ

���������　ダジア科

�����������	���������　

エナシダジア

��������	
������	�����������　

イソハギ

��������	
����	���
���（�������）�������	�
�

シマダジア

����������	���　コノハノリ科

���������	
��������	�������　

ヤレウスバノリ

���������	
��������	��������　

スジウスバノリ

���������	
�������	（���������）�����

カギウスバノリ

��������	
�	�　フジマツモ科

�����������	
�����������������　

ベンテンモ

�������	
�����
�����������　

ユナ

�������	�
	������	��������　

クロソゾ

�������	�
�	����	���������　

ウラソゾ

�������	�
��������������　

ミツデソゾ

�������	�
�	������������　

ハネソゾ

�������	�
��������������　

コブソゾ＊（�．�．�）

�������	�
��������������　

ヒメソゾ＊（�．�）

�������	�
������
����（������）����������

キブリイトグサ

�������	�
�����������������　

モロイトグサ

�������	�
����
���������������

ショウジョウケノリ

�������	�
������＊（�．�．�）

��������	
��
	
������	
�（������）�������

イソムラサキ

��������	
��
	���
����（�������）�������	�
�

ホソコザネモ

��������	
��
�
���
���������（�������	
�������）�

��������	
　

コザネモ



滝ノ倉湿原の珪藻類

はじめに

　珪藻類は海，河川，湖沼など様々な水域に出現し，

水界の基礎生産者として重要な役割を果たしている．

種類数も非常に多く，水域の��や栄養塩の濃度など

の違いによって，出現する珪藻の種類も異なる．

　第�次総合調査における珪藻類の研究調査対象地と

して，高萩市の西部に位置する滝ノ倉湿原を選んだ．

これまでの�次・��次総合調査では，それぞれの地域

を代表する大形の湖沼を調査対象地として選んだが，

今次の調査地域である茨城北部には大きな湖沼がない

こと，そしてこの地域の地理的特性を考え，これまで

とは全く異なる水域である湿原を調査対象地として選

定した．湿原は河川や湖沼に比べ水量も少なく，水生

生物には必ずしも適当な環境とはいえないが，保水性

の高いミズゴケ類などの隙間や，小さな水溜まりなど

にも珪藻類は生育している．また，中層あるいは高層

湿原の水は，腐植によって酸性化しており，����程度

の酸性を示すことが多いが，このような水域にも多く

の珪藻が出現することがよく知られている．これまで

に茨城県内の湿原の珪藻フロラの調査はないが，尾

瀬ヶ原（��������	，������　根来，������　平野，�����

�　南雲ほか，����）をはじめとして，各地の湿原の珪

藻が調査されている（山岸・小林，������　平野，�����

�　長谷川，������　喜多山，������　出井，����）．

　本調査は，滝ノ倉湿原に生育する珪藻のフロラを明

らかにし，滝ノ倉湿原の生物相を知る基礎資料とする

目的で行った．

　

材料と方法

　滝ノ倉湿原は高萩市の西部に位置し，標高約�����

の山地にある．周囲をスギ林に囲まれ，約�ヘクター

ルの広さがあり，数本の小川が湿原を流れている．こ

の湿原は「茨城の自然���選」にも選ばれており，湿

原内には貴重な植物も多く，サギスゲやミツガシワな

どの湿原植物が生育している（「茨城の自然���選」，

������　高萩の植物，����）．湿原内には木道が整備さ

れ，湿原が保護されている．材料は����年�月��

日，����年��月�日，����年��月�日に，それぞれ

湿原内の数カ所から採集した．試料はミズゴケを押し

てしみ出た水，湿地内の水溜まりの底泥，水没してい

る植物の表面などから採集した．今回のサンプルは限

られた場所から採集したものであり，特に地点を決め

た採集を行ってはいない．

　採集地：滝ノ倉湿原

����年�月��日採集：サンプル番号（�����，

����，����）

����年��月�日採集：サンプル番号（�����，

����，����，����，����，����，����）

����年��月�日採集：サンプル番号（�����，

����，����，����，����）

����年の�カ所の採集地点の��はそれぞれ，�

�．��，�．��，�．��，�．��，�．��であった．

　

　採集したサンプルは酸処理し細胞質を除去した後，

マウントメディアで封入し永久プレパラートを作成

し，顕微鏡で観察した．観察された珪藻は顕微鏡写真

に撮り，すべてを����倍に引き伸ばした後に種の同

定を行った．

　種の同定には主に��������（����������	��
�）�������

��������	
���������（�����������������������	）�������	

��������	（����）�������	
��（����）�������	
��������

（����������）���������������（����）を用いた．

結　果

　調査の結果，以下に示す��属��分類群（未同定種�

種を含む）が当湿原から確認された．その内訳は，羽

状目珪藻無縦溝亜目のオビケイソウ属（����������）��

分類群，ハリケイソウ属（�������）��分類群，メリディ

オン属（��������）��分類群，羽状目有縦溝亜目のツメ

ケイソウ属（���������	）��分類群，コメツブケイソウ

属（���������）��分類群，イチモンジケイソウ属（�����

���）��分類群，ニセクチビルケイソウ属（�������）��

分類群，スカシケイソウ属（�������	）��分類群，クチ

ビルケイソウ属（��������）��分類群，マユケイソウ属

（��������	）��分類群，ヒシガタケイソウ属（��������	）�

�分類群，クサビケイソウ属（���������	）��分類群，

フナガタケイソウ属（��������）��分類群，ハネケイソ

ウ属（����������）��分類群，セラホラ属（��������	�）�

�分類群．ジュウジケイソウ属（�������	
�）��分類群．

ネイディウム属（�������）��分類群．ネイディオプシ

ス属（����������）��分類群．ブラキシラ属（�������	��）

�分類群．ロパロディア属（��������	�）��分類群．ハ

ンチア属（�������	
�）��分類群．ステノプテロビア属

（����������	
�）��分 類 群．サ サ ノ ハ ケ イ ソ ウ 属�

（��������	）�分類群，エントモネイス属（���������	）��

分類群，コバンケイソウ属（���������）��分類群であっ

た．すべての分類群の写真を図版に示した．

植 物

－　���　－



滝ノ倉湿原に出現する珪藻一覧
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花貫ダムの微細藻類相

はじめに

　北茨城地域の微細藻類相の調査地として花貫ダムを

選んだ．平成��年度の予備調査で，里美村岡見湿原

と高萩市君田区の滝ノ倉湿原の予備調査を行い，採取

したサンプルを観察することで，調査地として適当か

どうか検討した．いずれも低層湿原である．岡見湿原

のサンプル中には珪藻以外の微細藻類はほとんど観察

されなかった．また現地は藻類が特に豊富に生息する

環境とは思われなかったために，候補地からはずし

た．一方，滝ノ倉湿原のサンプル中からは，日本では

未報告の不等毛植物（黄色植物）である黄緑色藻綱の

���������	
のほか，多数のユーグレナ植物や緑色植物

の鞭毛藻類が観察され，調査地として有望であった

が，現地へのアクセスが悪く，筆者の機動力では継続

して調査を行うことは困難と判断し，選定をあきらめ

た．残る候補地として花貫ダムおよび周辺の河川があ

り，平成��年の夏に予備調査を行った．ダムは常磐

高速道の高萩インターから��分ほどの距離にあり，

アクセスが容易であること，採取サンプル中には多数

の植物プランクトンが観察されたことから，花貫ダム

を調査地として決定した．

調査地および方法

　上記の理由で調査地は花貫ダムに限定した．採集は

平成��年�月��日，�月��日，平成��年�月��日，

�月��日，�月��日，��月�日，平成��年�月�日，

　��月�日に花貫ダムの橋で不定期にプランクトン

ネットによる採水と底泥の採取を行った．底泥は砂質

であった．採集した試料は実験室に持ち帰って直ちに

検鏡して観察と記録を行った．観察には������

����������	

または�������	
光学顕微鏡を用い，

記録にはビデオ，顕微鏡撮影装置およびデジタルカメ

ラを用いた．ビデオ像の撮影には顕微鏡ビデオカメラ

����������	�
����
��������と ����������	
���

��������	�
�を用いて観察し，��テープに記録した．

試料の一部は��穴培養プレートを用いて���，�培地

に接種し，�週間から�カ月間継続観察して新たな出

現種があれば記録した．

結　果

　これまでに記録された出現種は以下のようである．

夏から秋にかけて採集した試料に藻類が最も豊富に含

まれており，ほとんどの種はこの時期の試料で確認さ

れた．花貫ダムの微細藻類相には，特筆すべきことは

ほとんどなく，典型的な日本の湖沼のそれとほぼ同様

の構成を持っていると考えられる．しかし，微細藻類

の組成は頻繁に変化することが普通であり，限られた

試料にもとづいて実施した本調査ですべての種を網羅

するものではない．実際には，ここに挙げた種の何倍

の微細藻類が生息していると考えられる．

藍色植物門　��������	�

　藍藻綱　��������	
�


　　クロオコックス目　�����������	


　　クロオコックス科　��������������

����������������

������������		�����

　寒天質に小型の細胞が多数不規則に埋もれて

いる．

�������	�
�������

　細胞が規則正しく接して長方形の盤状群体を

つくっている藻類で，複数の種の存在が認めら

れた．

��������	��
����������（��������）���������

��������	��
��������（�������	）�����������

��������	��
�����������（��������）���������

　いわゆるアオコの主要な要素で，規則的ある

いは不定の群体の形状にもとづいて同定した．

　　ユレモ目　��������	
�����

　　ホルミディウム科　��������	
�	�

��������	
����	��������������	
����

　��������	属の節として扱われていたもので，

浮遊性の種はガス砲をもつために別属として扱

われる．

��������	
�����
�	���（������）��������	
�
���	�

��������

　　ネンジュモ目　��������	�

　　ネンジュモ科　�����������

������������	�	
�����������

����������	
�������������	

����������	�

��（����������）�����������������

��������

　トリコームの形態，アキネートの形と位置で

同定される．
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緑色植物門　���������	


　プラシノ藻綱　�������	
���

　記録された�種は広く湖沼に分布している．いずれ

も緑色植物の原始的な系統で，それぞれが独立した綱

として扱われても不思議ではないなかまである．いず

れも関東周辺の湖沼に広く分布している．

　　クロロデンドロン目　��������	��
���

　　テトラセルミス科　��������	
������

��������	
�����
��	
��（������）������

プセウドスコールフィールディア目�����

��������	
��	��
�

プセウドスコールフィールディア科�����

��������	
��	��
�


��������	
����	�����������

　　ピラミモナス目　��������	�
���

　　ピラミモナス科　��������	�
�����

��������	
�������������	
���

　緑藻綱　���������	
�


　　ボルボックス目　���������	

　　クラミドモナス科　�������	�	
�������

�������	�	
������．

　複数の種が確認された．種名の決定に至らな

かったが，すべて�������	
�����亜属に属す

るものであった．

����������	
�����（��������	）���������	

　　ボルボックス科　�����������

����������	
����
�（�������	）��������	
��
��

�������	
�����
�������

���������	
���
�（����������	
）�����

�������	
����
	����������	

��������	
�	����������	

����������	
���������

　��������	は秋に，�������	
��は初夏に採集し

たサンプル中に出現した．いずれも水の華を形

成していた．

　　ヨツメモ目�������	��
��

　　パルメラ科　������������

����������	�
�������	�����������	


　　クロロコックム目　������������	


　淡水湖沼の中心的な構成要素である藻類を多数含む

藻類群である．系統的には，緑藻綱とトレボキシア藻

綱に所属する藻類が含まれていることが明らかにな

り，分類体系の再構築が進められている　（������　

����）．ここでは，山岸（����）による分類系にした

がって配列する．

　　クロロコックム科

��������	
���������������

���������	
���	���
�（���������）�����������

���������	
��	�
�	��（������）�������	
���

�������	�
�	���
	����������	���

���������	
��������（�����）�������	�

���������	
�����	��（�������）�������	�

　　オオキスティス科　��������	�	

�������	
������������（�������）�����������

�������	
���������������（�������）�������	
���

�������	
�������������（�����）������

���������	
��
��
��（����������）�����������

������������．

　���������はゾウリムシ，ツリガネムシなどの

繊毛虫の細胞内共生藻として出現することが多

いが，本調査では，いずれとも異なる繊毛虫（未

同定）の細胞内に共生体として出現した．

���������属は複数の系統群からなることが明ら

かになっており，タイプ種の�������	�
�は，地

衣を構成する�������	
属とともに，緑色植物

門トレボキシア藻綱に所属する．種の同定には

細胞壁の化学組成や分子系統の解析が必要であ

るが，ここでは，伝統的な分類に従って，クロ

ロコックム目に配置した．

���������	
���	���
�����������	
���

��������	
	������������（������）�������������

�������	�

��������	
	����	��	��			�（��������）�������������

��������	�

����������		
��
���
�
�������

��������	�
�������������	
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��������	
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�
��（�������）��������
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��������	
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��������（���������）������������	����
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����（�������）�������	
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　　ミクラクティニウム科　�����������	�	

���������	
�	��		�（������）������

　この属もトレボキシア藻綱に所属することが

明らかになっている．

�����������	�
�����
����������

����������	
��	���	
��������	�

　　ジクチオスフェリウム科　�������	
��������

�������	
�������
������������������

�������	
������	���
����������

��������	�		
��
���
�������

　　セネデスムス科　��������	��	�

��������	
������������������	
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�����	���
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�
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�
�（�������	）�������	


���������	�
��	����	��（��������	）�������

���������	�
��	�	�������

���������	�
���	�	��（����������）�

����������

���������	�
����	��（������）������������

���������	�
���������	��（��������）�������

���������	�
������	��（����������）�������

���������	�
������	�
���．��������	�
�����

���������	�
���������	�
�．���������	
���		

���������	�
�	��������������

���������	�
��	�	�������

���������	�
���	����������	��������

���������	�
�	�����	���（������）�����������

���������	
��������������	

���������	
����������	�（���������）�������

���������	
	��������	�（�������	）�������

����������	�����
������
���	（����������）�

����������

　　アミミドロ科　��������	�
��
�

�������	
���
���������

�������	
���
�������������	

	��������������

����

�������	
��������������

�������	
������������．��������	
����������	

�������	
����	���（���������）������

　シャジク藻綱　��������	
�


　　ホシミドロ目　�������	��

　　ホシミドロ科　�������	�
���

�������	
���	�
����������������	


�������	
�������
��（�������）���������	

�������	�
���	���	���������	


�������	�
�����������������

�������	�
�������	��������	

�����������	
��
�������������

�����������	
�����������

���������	�
�������	（��������		
��）���������	

クリプト植物門　����������	

　クリプト藻綱　���������	
�


　　クリプトモナス目　��������	
�
��

　　クリプトモナス科　��������	
���

��������	
��		���������������	

���������	
����	������������	�

��������	
�����	������
������

��������	
�����
���	�����
������

����������	
����
��（���������）������

ユーグレナ植物門　�������	
��

　ユーグレナ藻綱　�������	
����

　　ユーグレナ目　���������	

　　ユーグレナ科　�������	���

�������	
������������	�

�������	
���������������	

�������	
��
����������	

�����������．

�������	
�����
����������

�������	
��������（���������）�������	


���������	�
�������������

�������	
�	���（����������）�������	�


��������	�
�����（���������）�����������

�������	�
�����	���（���������）������

�������	�
����������（�����）������

�������	�
��������
����������	

渦鞭毛植物門　�������	


　渦鞭毛藻綱　�������	
�


　　ギムノディニウム目　���������	
��
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　　ギムノディニウム科　���������	
�	�

���������	�
�����	���������

���������	������

　　ペリディニウム目　���������	�


　　ケラチウム科　�����������

�������	
������������（�������������）�������	

　　ペリディニウム科　���������	���

���������	�����

���������	
������

ハプト植物門　����������

　ハプト藻綱　��������	
�


　　パブロバ目　����������

　　パブロバ科　�����������

�����������

　�個体のみ観察された．

黄色植物門　���������	


（不等毛植物門�����������	
���）

　黄金色藻綱　���������	
�


　　オクロモナス目　��������	
	��

　　オクロモナス科　��������	
	��	�

��������	
�����

�������������

�������	
	����	�	�（�������）�����������

　葉緑体を二次的に消失し捕食により生息する

藻類．複数の種が認められたが種名の決定に至

らなかった．

　　ディノブリオン科　�������	
�	�

���������	
�������
�������

���������	
�������������

���������	�
�
����������

　　ヒカリモ目　�������	
���

　　ヒカリモ科　�������	
���

����������	�����

　　シヌラ目　�������	


　　シヌラ科　�������	�	

���������	
�
��	���������	�������	

����������	
������
���������

����������	�
��
�����（�������）����������

����������	
��������������	
�

��������	
	�������

　��������と同様に葉緑体を二次的に消失した

従属栄養性の藻類．

��������	
	����		������������������

�������	
���	��������	�


�������	
�
��
��������	�


　ラフィド藻綱　���������	
���

　　バキュオラリア目　��������	��
�

　　バキュオラリア科　��������	��
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花園山周辺の地衣類

はじめに

　花園山系は花園山（�����），和尚山（�����），栄蔵

室（�����）の山々と亀谷地，猿ヶ城，奥の院，七ッ

滝などからなっている．

　北茨城市水沼地区，才丸地区，花園神社から七ッ滝

をへて奥の院，さらに奥の院から月山，男体山，女体

山頂とつづく周辺と亀谷地地区，栄蔵室，和尚山さら

に北茨城市最北端，福島県境の定波地区を調査区に選

んだ．

　この地区は比較的自然が残っている．しかし道路の

拡張や新設，山林の伐採などで自然の変化が急速に進

んでいる．このような状況にあるこの地区の地衣類の

現状を調査することにした．

　この花園山については，次のような研究・調査の記

録のみである．

　佐藤（１９５９）は，����������	
�������（ウチキアワビ

ゴケモドキ）と�������	�（ウチキアワビゴケ）が花園

山に産することを報告している．

　佐藤（����）は，�������	

����（ヨコワサルオガ

セ）が花園山に産することを報告している．　

　佐藤（����）は，���������	
����
���（イワタケ��　

現��������	��
��������）が花園山に産することを報告

している．

　佐藤（����）は，���������	�
����（チヂレトコブシ

ゴケ��　現��������	
�����）が花園山に産することを報告

している．

　佐藤（����）は，�������	��
���������（アカウラ

カワイワタケ；現カワイワタケ）が花園山に産し，�

���������	
���
���（イワタケ；現��������	��
��������）

が花園山，栄蔵室に産することを報告している．さら

に，�������	

����（ヨコワサルオガセ）が花園山に，�

�������	
������（アカサルオガセ）が北茨城市水沼に

産することを報告している．

　吉武（����）は，���������	�
���（イワカラタチゴ

ケ）が花園山に，��������	
������������	�（オオキゴケ）

が花園神社・花園山に産することを報告している．

　吉武（����）は，���������	
�	���
（ミヤマクグラ）

が花園山に産することを報告している．

　吉武（����）は，��������	�
�����（シラチャフトネ

ゴケ）が花園神社，���������	
������（カムリゴケ）が

猿ヶ城，��������	
�������������（フクロゴケモド

キ）が亀谷地に産することを報告している．

調査地および方法

　花園山は標高�����であるが，花園山に入る手前で

水沼地区右折すると才丸地区に至る．

　花園橋より分水嶺までを花園渓谷とし，小屋下橋付

近から入る猿ヶ城渓谷となる．花園山の西側には����

�の栄蔵室がある．かっては付近一帯はブナ林であっ

たが，伐採されて所々に落葉樹林を残すのみとなって

いる．また栄蔵室の入口には亀谷地湿原がある．

　花園山の北西には和尚山である．登山口の標高がす

でに����を超えている．さらに小川地区，ここは茨

城県の中で最も標高の高い平担地域でもある．

　そこで調査地域を水沼地区，才丸地区，花園神社付

近，花園渓谷・猿ヶ城渓谷，花園山，栄蔵室，亀谷地

地区，和尚山と小川定波地区に分け，さらに着生基物

により樹皮上，岩石上，地上着生に分け，それぞれに

生育する地衣類の状態と種類を調べた．

 

図���ウチキアワビゴケモドキ

図���カワイワタケ
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花園山周辺の地衣類リスト

水；水沼地区　才；才丸地区　神；花園神社付近　

猿；花園・猿ヶ城　花；花園山　栄；栄蔵室

亀；亀谷地　定；和尚山・小川定波地区

��������	�
　レカノラ目

　�������	�
�����　テロスキステス科

� ���．������������	
�������（�������）��������

ダイダイゴケ

才，神，猿，花，栄，亀，定

　��������	�	　ムカデゴケ科

� ���．��������	
��	��������（����）������

ウラジロゲジゲジゴケ

神，猿

� �������������	
�����������（����）������

キウラゲジゲジゴケ

水，才，神，猿，花，栄，亀，定

� �������������	
���������（������）�����

アカハラムカデゴケ

猿

� �������������������	���
��（����）������

コフキヂリナリア

水，才，神，定

� ��������������	
������������

ウチキクロボシゴケ

猿，花

　　�����������　スミイボゴケ科

� ��������������	�
������
�（���）������

スミイボゴケ

才，亀

　　���������　サルオガセ科

� ��������������	�
���������

イワカラタチゴケ

神，花

� ��������������	
����������

ホソカラタチゴケ

花

� �������������	

����������

ヨコワサルオガセ

花

� �������������	
�������������

アカサルオガセ

水，花

� ��������������	
��	���������

アカヒゲゴケ

花

� ���������������	
�	���
������

ミヤマクグラ

花

　　��������	���　ウメノキゴケ科

� ���������������	
�������
��
�（�����）������

イボフクロゴケ

花，定

� ����．���������	
��������������（�����）������

フクロゴケモドキ

亀

� ����������������	
������
��（������）�������

センシゴケ

水，才，神，猿，花，栄，亀，定

� ����������������	�
��������������	�
��

フクレセンシゴケ

亀

� ��������������	
��������（��）��������	����
���������

（�����）������

オリーブゴケ

定

� ���������������	
���������

オリーブゴケモドキ

定

� ��������������	
���
������������	

���

アカゾメキクバゴケ

水

� ���������������	��
������������

メキシコキクバゴケ

水，才，定

� ��������������	
������������

キウメノキゴケ

水，才，神，花，亀，定　

� ���������������	�
���������

トゲハクテンゴケ

才

� ���������������	
�������（��．）������

ハクテンゴケ

水，才，定

� ���������������	
�
������������	

トゲナシカラクサゴケ

猿，亀，定
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� ��������������	�
������������

コウマクカラクサゴケ

定

� �������������	�����
	�������

ヒモウメノキゴケ

神，猿，花，栄，亀，定

� ���������������	
�����������������

チヂレヒモウメノキゴケ

栄

� ���������������	
��������������	

ゴンゲンゴケ

神，花，亀

� ���������������	��
������������

ハコネゴンゲンゴケ

定

� ��������������	�
��������������

クズレウチキウメノキゴケ

神，花，栄

� ���������������	
������������

ウチキウメノキゴケ

才，神，猿，花，亀，定

� ��������������	�
�
�����������

コナウチキウメノキゴケ

栄，亀，定

� ��������������	
�����������

トゲウメノキゴケ

水，神，定

� ��������������	�
����������

シラチャフトネゴケ

神

� ��������������	
���������������

マツゲゴケ

水，才，神，定

� ��������������	��
�����
�������

オオマツゲゴケ

水，神，花，猿，亀，定

� ���������������	
���
��������

ウメノキゴケ

水，才，神，花，定

� ��������������	�
������������������	

ナミガタウメノキゴケ

水，才，神

� ��������������	
�����������

チヂレマツゲゴケ

神

� ��������������	�����

��������

ニセマツゲゴケ

神

� ���������������	�
���������������

ウチキアワビゴケ

神，亀

� �����������������	
��������（�����）�����

ウチキアワビゴケモドキ

神，亀

� ��������������	
���������（�����������）����������	����

�����

トゲトコブシゴケ

水，神，猿，花，亀

� ���������������	
�������（�������）����������	����������

チヂレトコブシゴケ

花

　　��������	�
���　ロウソクゴケ科

� ��������������	�
���������（�����．）�������

ロウソクゴケ

神，定

　　������������　チャシブゴケ科

� ���������������	�
��	（�����）�����

クロイボゴケ

猿，亀

� ���������������	�

�������（����）�������

チャシブゴケ

水，才，神，猿，亀，定

� ���������������	
������������	

モエギイボゴケ

花

� �������������������	
���
���（�����）������

チャザクロゴケ

亀

　　��������	�
���　トリハダゴケ科

� ���������������	
�
�
	���	����������	����

アカギニクイボゴケ

栄

� ���������������	
����������
�（�����）������

クサビラゴケ

猿，定

�
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� ����������������	
��
�����
�（�����������）�������	

イワニクイボゴケ

猿

� ��������������	�
�������������������

ヒメトリハダゴケ

猿，亀

　　��������	���
�
　イワタケ科

� ��������������	��
���������（�������）������

イワタケ

花，栄

　　��������	
�
　ハナゴケ科

� ��������������	
������（�����）�������	

マタゴケ

栄，亀

� ��������������	
�����
�����（����������	
）�����

ササクレマタゴケ

栄，亀

� ��������������	��

�����
�（�����）������

ニセヤグラゴケ

栄

� ��������������	
����������（�������������		
）�

�������

ジョウゴゴケ

栄

� ��������������	
�������（����）������

ヒメジョウゴゴケ

才，神，花，猿

� ��������������	
����
�����（�������）��������

ヤリノホゴケ

猿

� ��������������	
���������（��．）�������

コアカミゴケ

栄

� ��������������	
���������（����）�����

コナアカミゴケ

栄

� ��������������	
����������������	
�����
	�	�����

ウロコバアカミゴケ

亀

� ���������������	��
���������

ナガエノコアカミゴケ

猿

�

� ����������������	
�����（���）�����

トゲシバリ

猿

　　��������	�����　センニンゴケ科　

� ��������������	
����������	�（����）�����

ヒロハセンニンゴケ

栄

� ����．���������	
��	���	������

ヒメセンニンゴケ

栄

　　��������	
�����　キゴケ科

� ���������������	
�������（����．）������

カムリゴケ

猿

� ��������������	
������������	�����

オオキゴケ

神

　　�����������　ヘリトリゴケ科

� ���������������	
�����	�������（�����）�����

ヘリトリゴケ

水，才，神，猿，花，栄，亀，定

� �������������	
�	��������	������������

クロアカゴケ

定

　　����������　ヨロイゴケ科

� ��������������	
��������（����．）�������	

ヘラガタカブトゴケ

才

� ��������������	�
������（����）����

エビラゴケ

神，猿　　

　　��������	
�	�　ツメゴケ科

� ��������������	
�	���	�（��）�������

イヌツメゴケ

花

　　������������	�	　カワラゴケ科

� �����������������	���
���（����．）������

コナカワラゴケ

猿，亀
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　　���������	���　イワノリ科

� ���������������	
��
�
��（�����������）�������

トゲカワホリゴケ

才，神，花

� �������������	
�
�������������

アオカワキノリ

猿

� �������������	
�����������（����）�������

チヂレアオキノ

神，猿，花，亀

　　��������	
�
　モジゴケ科

� �������������	��
�������������

セスジモジゴケ

猿

� �������������	�
������（��）�������

モジゴケ

猿

� �������������	
����������

ホソモジゴケ

猿

� �������������	
��
����������������

オオスジモジゴケ

猿

� ��������������	�
����������	�
����（����）�������	

セスジシロモジゴケ

猿

　��������	�
　スフェリア目

　　��������������　アナイボゴケ科

� �������������	��
����������（��）������

カワイワタケ

猿，花

　　�������	
�	�　サネゴケ科

� �������������	
�	����	�������

アオゾメサネゴケ

猿，亀，栄

　　�������	
�	�　アオバゴケ科

� �������������	
����	��（����）���������	�

アオバゴケ

神

�

�������	
������　不完全菌類

� �������������	
�����	��	
��（���．）�����

ヒメキゴケ

花

花園山周辺の地衣類概況

�����水沼地区�

　樹皮上着生は，ウメノキゴケ，マツゲゴケ，オオマ

ツゲゴケ，キウメノキゴケ，ナミガタウメノキゴケ，

ウチキウメノキゴケ，ハクテゴケといった大形葉状地

衣が圧倒的に発達している．また，コフキジリナリ

ア，センシゴケ，トゲウメノキゴケ，ゲジゲジゴケ類

などの小形葉状地衣がみられる．痂状地衣はモジゴケ

類，チャシブゴケ類，トリハダゴケ類，スミイボゴケ

類がほとんどである．樹皮上着生の樹状地衣はサルオ

ガセ類と樹根に蘚類と混生するハナゴケ類程度であ

る．

　岩石上も樹皮上同様ウメノキゴケ，マツゲゴケ，キ

ウメノキゴケといった大形葉状地衣が優位をしめる．

その他に痂状地衣はコンクリート上にダイダイゴケ類

のものがひんぱんに見られる．他にヘリトリゴケやト

リハダゴケ類がみられる程度である．

　地上着生地衣は，蘚類と混生する樹状地衣のハナゴ

ケ類がみられる程度で全く貧弱である．

�����才丸地区

　ここでは樹皮上では大形葉状地衣のキウメノキゴケ

が豊富であり，マツゲゴケ，ウメノキゴケ，トゲウメ

ノキゴケ，センシゴケ，ゲジゲジゴケ類などの他にヘ

ラガタカブトゴケがみられた．樹状地衣はサルオガセ

類がわずかにみられ痂状地衣はモジゴケ類，チャシブ

ゴケ類，トリハダゴケ類である．

　岩石上ではメキシコキバゴケやウメノキゴケ類と

いった葉状地衣，樹状地衣のキゴケ類，蘚類と混生す

るハナゴケ類で痂状地衣のヘリトリゴケやトリハダゴ

ケ類がみられる．

　地上着生地衣はここでも樹状のハナゴケ類がみられ

る程度である．

�����花園神社付近

　花園神社周辺は地衣群落の豊富な地域である．まず

樹皮上ではマツゲゴケ，オオマツゲゴケ，チヂレマツ

ゲゴケ，キウメノキゴケ，ウメノキゴケ，トゲトコブ

シゴケやエビラゴケなどの大形葉状地衣が優勢であ

る．小形の葉状地衣のセンシゴケ，トゲウメノウゴ
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ケ，ゴンゲンゴケ，コフキジリナリア，キウラゲジゲ

ジゴケなどがみられる．樹状地衣はサルオガセ類，樹

根に蘚類と混生したハナゴケ類がみられる．痂状地衣

はダイダゴケ，チャシブゴケ類，モジゴケ類，トリハ

ダゴケ類がみられる．

　岩石上でも，大形葉状地衣のマツゲゴケ，キウメノ

キゴケといった種類が圧倒的に多い．小形葉状地衣で

はキウラゲジゲジゴケ，センシゴケ，コナカワラゴケ，

イワノリ類などがみられる．樹状地衣はオオキゴケ，

イワカラタチゴケなどである．

　地上では蘚類と混生している樹状地衣のハナゴケ類

がみられる程度で貧弱である．

�����花園�猿ヶ城渓谷

　樹皮上着生はトゲトコブシゴケ，ウチキウメノキゴ

ケ，エビラゴケ，ヒモウメノキゴケ，センシゴケとコ

ナカワラゴケ，イワノリ類，ゲジゲジゴケ類の葉状地

衣が優勢である．樹状地衣は樹根にハナゴケ類とカラ

タチゴケ類がみられるてどである．痂状地衣はクサビ

ラゴケ，ヒメトリハダゴケ，ダイダゴケ，チャシブゴ

ケ類，モジゴケ類がみられる．　

　岩石上はコナカワラゴケ，トゲカワホリゴケ，チヂ

レアオキノリとキウラゲジゲジゴケという小形の葉状

地衣，痂状地衣はイワクサビラゴケ，ヘリトリゴケな

ど見られる．樹状地衣は蘚類と混生するハナゴケとキ

ゴケ類見られる程度である．

　地上では貧弱でハナゴケ類がみられる程度である．

����花園山

　樹皮上着生はあまり豊富ではなく，葉状地衣ではセ

ンシゴケ，クズレウチキウメノキゴケとヒモウメノキ

ゴケなどが見られるだけで，ウチキアワビゴケやウチ

キアワビゴケモドキは見られなかった．樹状地衣はサ

ルオガセ類がごく僅かに見られる．痂状地衣もモジゴ

ケ類、チャシブゴケ類が見られる程度である．

　岩石上は葉状地衣のイワタケが七ッ滝付近に大きな

群落をつくっている．また第三滝見橋付近にカワイワ

タケがこれも大きな群落が見られる．それにクズレウ

チキウメノキゴケがまとまって群落をつくている．痂

状地衣はクサビラゴケ，ヘリトリゴケで、樹状地衣は

殆ど見られない．

　地上は葉状地衣のイヌツメゴケが見られ，あとは樹

状地衣のハナゴケ類が見られるだけである．

�

�����栄蔵室

　樹皮上着生はスギの植林よる着生基物の貧困から非

常に貧弱である．葉状地衣はウチキウメゴケ，クズレ

ウチキウメノキゴケ，ヒモウメノキゴケ，チヂレヒモ

ウメノキゴケ，センシゴケなどが僅かにあるだけであ

る．痂状地衣はダイダイゴケ，モジゴケ類、スミイボ

ゴケ類，チャシブゴケ類が見られる．

　岩石上も同じく貧弱である．葉状地衣でムカデゴケ

類，ゲジゲジゴケ類など，痂状地衣はヘリトリゴケ，

トリハダゴケ類である．

　地上着生はヒロハセンニンゴケ，ヒメセンニンゴ

ケ，コアカミゴケと樹状地衣のハナゴケ類で割合に豊

富である．

�����亀谷地

　樹皮上着生は葉状地衣ではウチキウメノキゴケ，キ

ウメノキゴケ，ヒモウメノキゴケ，トゲトコブシゴケ，

センシゴケ，ゲジゲジゴケ類，アオキノリ類などの他

ウチキアワビゴケとウチキアワビゴケモドキがみられ

る．痂状地衣ダイダイゴケ，チャシブゴケ，クサビラ

ゴケ，トリハダゴケ類，モジゴケ類などがみられる．

樹状地衣は朽木上にウロコバアカミゴケやコアカミゴ

ケがみられる．

　岩石上は貧弱で痂状地衣のヘリトリゴケやトリハダ

ゴケ類などがみられる程度である．

　地上着生もハナゴケ類がみられる程度である．

�����和尚山�小川定波地区

　和尚山は�����より標高の高いところでは，地衣群

落は着生基物や水分（湿度）の不足からか非常に貧弱

である．しかし，この小川，定波地区は地衣類が豊富

な地域である．樹皮上着生は葉状地衣ではキウメノキ

ゴケ，マツゲゴケ，オオマツゲゴケ，ハクテンゴケな

どの大形葉状地衣とセンシゴケ，トゲウメノキゴケ，

キウラゲジゲジゴケなどの小形葉状地衣がみられる．

痂状地衣はダイダイゴケ，チャシブゴケ，トリハダゴ

ケ類などがみられ，地上には貧弱でハナゴケ類くらい

である．

　岩石上は葉状地衣のマツゲゴケ，キウメノキゴケ，

メキシコキクバゴケ，ゲジゲゴケ類などが見られる．

痂状地衣ヘリトリゴケ，トリハダゴケ類なで，地上着

生はジョウゴゴケ，ヒメジョウゴゴケといったハナゴ

ケ類である．
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考　察

　県内では花園山周辺の地衣群落はよい状態である

が，それでも地域開発や道路の拡張や舗装，さらに山

頂付近までのスギの植林がすすむなど地衣類の生育環

境は非常に厳しくなっているのが現状である．

　水沼地区では水沼公園の拡張整備による環境の変化

で地衣類の減少が目立っている．花園神社付近では，

地衣類の着生にすぐれ，地衣群落は豊富である．しか

し、最近神社内外の清掃がゆきとどき，石垣面や樹皮

面に着生している地衣類まで，きれいにかき落とされ

ている．栄蔵室では山頂付近までスギの植林によって

林内の明るさ，さらに地衣類の着生基物に変化をきた

し極端に地衣類が減少している．定波地区では牧場の

整備拡張，道路の拡張，ブナ林の伐採などでここでも

地衣類の激減が進んでいるのが現状である．
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茨城県北東地域の大型菌類

はじめに

　本調査の茨城県北東地域は阿武隈山地南端部に位置

し，多賀山地と呼ばれる地域である．東縁は太平洋に

臨み，北の北茨城市平潟町より南は久慈川まで約���

��，西側は里川を境にして久慈山地に接し北端の明

神峠より南東に日立市の久慈川まで約�����，北側の

福島県との境界は東の北茨城市平潟町からやや南西に

里美村地内の明神峠まで約�����の，ほぼ三角形に近

い形の地域である．北側の福島県との境界部，北茨城

市地内の栄蔵室（�������）を最高峰とし，和尚山（����

�），花園山（�����）などのピークを含む通称�

「花園」とよばれている地区より，南の日立市の風神山

（�������）まで，稜線はなだらかに傾斜した隆起準平

原といわれる高原状の地形である．

　この「花園」と呼ばれる地区は北側の境界線より福

島県内に，幅����長さ����ほど北西に角状に突き出

した部分を含み，この山地内で最も市街地から遠く，

比較的自然度の高い地域で今回の調査の重点地区であ

る．

　この地域の山麓部から東側の太平洋に面する海岸台

地と西側の里川に沿う河岸台地は，住宅地及び耕作地

となっているがいずれも狭く，地域の大部分は山地で

多くはスギ・ヒノキの植栽林および過去には薪炭林と

して利用された二次林である．

　自然植生は台地部はシイ・カシを優占種とする照葉

樹林，山地の下部はコナラ・アカマツ林，上部はミズ

ナラ・ブナの夏緑樹林である．

　この地域の大型菌類（キノコ）の調査報告は，県内

の他の地域と同様に少なく，平井（����），同（����），

同（����），同（����）および同（����），同（����）

などである．これらのうち（����）（����）（����）はこ

の地域の南部の日立市域の調査記録であり，比較的ま

とまった報告がされているので，今回の調査はこの地

区を除き，北茨城および高萩市域について実施した．

調査地および方法

北茨城市花園地域

　この地区は多賀山地の県内最北端部に位置し，県内

ではブナ・ミズナラの自然林が最も広く残る貴重な地

区であり，この中で自然林の最もよく残されている定

波・納戸・栄蔵室周辺を調査地区とした．

①　花園川周辺地区

　コナラ・シデ類・カエデ類の二次林およびスギ・

ヒノキ植栽林

標高���～�����

②　亀谷地周辺地区

　コナラ・ブナ・ミズナラの二次林，スギ・ヒノキ

植栽林，湿地

標高���～�����

③　栄蔵室山周辺地区

　コナラ・ブナ・ミズナラ林二次林およびスギ・ヒ

ノキ植栽林

標高���～�����

④　納戸地区

　ブナ・ミズナラ・シデ類・カエデ類の自然林

標高���～�����

⑤　定波地区

　コナラ・ブナ・ミズナラの優占する夏緑樹林（学

術参考保護林）

標高���～�����

高萩市

　花貫川の周辺域で海岸に近く，常緑広葉樹林と夏緑

樹林にアカマツの混在する地区で多賀山地の中間山域

である．なお大能地区は発生のまれなコウボウフデの

生育地がある．

⑥　花貫川周辺地区

　カシ類・コナラ・アカマツの二次林

標高���～�����

⑦　大能地区

　コナラ・アカマツの二次林

標高　���～����

調査年度及び回数

� ����年度� ��回

� ����年度� ��回

� ����年度� ��回

　春期～秋期に継続的に調査地域を巡回し，キノコの

発生を確認し採集標本を作成，また写真撮影を行っ

た。

調査結果

　本調査により発生の確認された大型菌類は下記リス

トに示す，子嚢菌類��種，担子菌類���種　計���種

である．なお，今回の調査以前に本調査地域で採集さ

れ，本県自然博物館に保存されているキノコ標本��

種，および本調査以前にこの地域で発生が確認された

が，今回の調査で確認できなかった��種を加え，子嚢
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菌類��種，担子菌類���種，計���種を記録報告し

た．

調査概況と考察

���）�����，����年ともに，夏期に異常高温がつづき雨

が少なく，秋期も降水量が少なく，乾燥気味に推移し

たためか，キノコの発生量が極端に少なく，例年発生

の多い，クサウラベニタケ，ニガイグチモドキ，カワ

リハツなどの発生がほとんど見られなかった．地球温

暖化による異常気象を考えさせる現象かと懸念され

る．

���）�ヒノキ・スギの植栽林では，他の調査地域と同様

にカワラタケ，ニガクリタケ，ヒメシロアミタケ，ホ

コリタケなど数種類の発生が見られる程度である．ス

ギ林ではスギエダタケの発生が多く，なおブナ帯では

ニカワハリタケが見られる．

���）�アカマツ混生林

　キツネタケ，テングタケ，ツルタケ，アミタケ，ヌ

メリイグチ，ドクベニタケなどの発生が多い．また近

年マツクイムシによるアカマツの立ち枯れが山麓部に

拡がり，このアカマツの枯幹上にはウスバシハイタケ

の発生が高頻度にみられ，またヒトクチタケの発生が

ある．

�
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���）�ブナ・ミズナラ林のきのこ

　ブナ科に属するコナラ・カシ類の二次林と共通の菌

根菌が，コナラ林と同様に発生している．ツルタケ，

カバイロツルタケ，ヤマドリタケモドキ，カワリハツ，

ドクベニタケ，チチタケ，ツチカブリ，ニガイグチモ

ドキなどの発生が多い．また中毒例の最も多いクサウ

ラベニタケ，猛毒菌のドクツルタケをはじめ，テング

タケ類が高頻度に発生している．なおドクツルタケに

近い猛毒菌のシロタマゴテングタケ，タマゴテングタ

ケの発生は本調査では確認できなかった．

　なおブナ・ミズナラ林ではブナの枯幹上に多く発生

する種がいくつか挙げられる．発光性の有毒菌ツキヨ

タケが高頻度で発生し，また，ムキタケ，ブナシメジ，

ブナハリタケなどの良質な食用菌のほか，ヌメリツバ

タケモドキ，ツリガネタケ，オツネンタケモドキ，ツ

ヤナシマンネンタケ，クチキトサカタケ，ムカシオオ

ミダレタケなどである．これらはコナラ林にはほとん

ど発生していない．またブナの果実にウスキブナノミ

タケが多数発生している．

　またミズナラに発生するキノコにはマイタケ，ホウ

ロクタケ，クロサルノコシカケなどがあげられる．

　以上のようにブナ，ミズナラ林にはブナ科植物と菌

根関係を持つキノコのほか，この枯幹を好適な基質と

するキノコ，またこの林相を好むキノコが多数存在す

る事を考えると，県内にわずかに残されているブナ・

ミズナラ林は貴重であり保存が必要である．

　その他良質の食用キノコのエノキタケ，ナメコ，ウ

ラベニホテイシメジ，サクラシメジ，カノシタなどの

発生が確認されている．

サナギタケの発生について

　冬虫夏草類では，サナギタケ・カメムシタケ・ハナ

サナギタケの発生が最も多く，本調査地域全域で確認

されているが，����・����年には発生が極めて少な

かった．なお，かって花園定波地区のブナの樹下に�

㎡ 当たり�～�個体のサナギタケの多量の発生が観

察された．このサナギタケの多量の発生については，

ブナアオシャチホコとサナギタケの大発生についての

山家・五十嵐（����）の報告と，これを引用した原田

（����）の指摘がある．

　北海道南部及び東北地方のブナ林で周期的に大発生

を繰り返すブナアオシャチホコは，夏期にブナが裸に

なるほどの被害を与えるブナの害虫として知られてい

る．しかしこの異常発生は多くは�～�年で終わる．

この仕組みの大きな原因は，ブナアオシャチホコの幼

虫に寄生してその蛹からサナギタケを発生させるカビ

（菌）によるものである．�，�月にサナギタケの子実体

から発生した子嚢胞子に感染したブナアオチャチホコ

の幼虫は，大量の幼虫の集団内で二次感染を引き起こ

し，これらの多数の感染幼虫は�月末から�月上旬に

地上に降りて落葉層中に入り蛹化するが，通常のよう

に翌春�月下旬に羽化することなく，死滅し硬化した

体から�，�月にサナギタケが発生する．このように

して，ブナアオシャチホコの大発生した翌年は，成虫

数が減少し産卵数も少なく，幼虫の発生は減少し大被

害は見られず，地上にサナギタケが多量に発生する．

　����年�月下旬，前年にブナアオチャチホコの大発

生した地域で最高��個体���のサナギタケの発生が

観察されたという．

　このような仕組みは生態系内にいくつも存在し，こ

れによりバランスが保たれていると考えられるとい

う．県内にはブナ林が少ないためか，大面積のブナの

食被害は観察されないが，�～�本のブナの著しい食

被害はしばしば観察される．しかし今回の調査中には

確認されず，かっての定波地区のブナ林内のサナギタ

ケの大量の発生は，指摘されたものと同様な現象と推

察されるが確認していない．

注目すべきキノコ

���）�アネモネタマチャワンタケ

　春植物のイチリンソウ属の開花期の株元に発生す

る．球状の菌核をもつ特徴から名付けられたキノコで

ある．

　本菌は花園地域定波地区のニリンソウの株元に発生

を確認した．

　県内のニリンソウの発生地は多く，各地に知られて

いるが，本菌の発生はまれで筑波山（����，採集者　江

原洋）で発生が確認されているだけである．
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���）�エゾハリタケ

　ブナやイタヤカエデに発生が知られているが，いず

れも山地の冷温帯林の樹種であり，北茨城市納戸地区

のブナの大径木主幹に発生が確認された（����．��．

��）．県内では今回の調査地域および八溝山域以外で

は発生しないと推測される．

���）�オオミヤマトンビマイ

　ブナにはトンビマイの発生が多いが，本菌の発生は

稀である．花園山地のミズナラの大径木の地際に発生

する．

���）�オツネンタケモドキ

　多孔菌科には稀なハラタケ型の丸い傘と中心性の茎

とを持つキノコである．ブナの枯幹上に多く発生し，

落葉したブナ林で端正な姿を見せるキノコであるが，

今回の調査期間中では確認できなかった．発生環境の

変化が懸念させる．

���）�コウボウフデ

　本県大子町産の標本により記載命名発表された奇妙

な形のコウボウフデは現在も大子町に発生している

が，����年��月高萩市内のコナラ林に発生が確認さ

れ報告されている｛平井（����）（����）｝．今回の調査

でも発生地と発生が確認された．発生地は山間の田に

接するコナラ，アカシデ，ヤマザクラ，マンサク，リョ

ウブ．ヤマツツジ，などの二次林で，標高約����の

小尾根の南西傾斜面である．発生地周辺はスギの植栽

林であり，発生地は樹齢約��年，薪炭あるいはシイタ

ケの榾木の利用目的に残されていると推定され，伐

採・植林などによる発生地の環境存続が懸念される．

���）�クチキトサカタケ

　ブナの枯幹上に発生する特異な形状のキノコであ

る．ブナ林以外では発生を見ない．

���）�タマチョレイタケ

　ブナ林の地上に発生，地下の固い塊状の菌核から発

生するが，材上に発生することもある．花園では両者

の発生が確認された．

���）�チョレイマイタケ

　地中の獣糞状の黒色の菌核から発生するマイタケ型

植 物
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図���．�エゾハリタケ

図���．�コウボウフデ

図���．�クチキトサカタケ



のキノコ．ブナ林内に発生を確認．

���）�ヤマブシタケ

　今回の調査期間では，きのこ狩りの人による採集を

一回だけ確認したに過ぎなかった．以前には毎年必ず

数個体の発生が確認されていたが，近年このキノコの

薬用効果が話題になり喧伝され採集者が増加したため

か，確認の機会が激減したものと推定される．ブナ科

の広葉樹に発生すると言われるが，ブナからの発生が

最も多い．ブナ林の残る本調査地域以外の発生は少な

い．

���）�マイタケ

　自然発生のマイタケはほとんどミズナラの立木の地

際から発生するといわれている．現在県内でミズナラ

の大径木を持つ樹叢が比較的広く保存されているのは

本調査地域のみであり，マイタケの自生が知られてい

る貴重な地域である．ブナとともにミズナラの自然林

の保護保存が是非必要である．

���）�マツタケ

　福島県内の阿武隈山地内には，マツタケの発生が各

地で知られている．本調査地域でも高萩市から日立市

にかけてのアカマツを混えた二次林に局所的である

が，マツタケが発生する．しかしマツノザイセンチュ

ウによるアカマツの枯死，老化，低木，下草の繁茂，

腐植の堆積など環境の悪化により発生は減少してい

る．

�
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図���．�マイタケ

図���．�ヤマブシタケ



���）�ムカシオオミダレタケ

　ブナの枯幹上に多く発生する．発生は稀と言われて

いるが花園山地では多く発生している．特異な形態で

キクラゲ類に属することは想像しがたい．

植 物

－　���　－

茨城県北東部地域の大型菌類リスト

＊印－今回の調査以前の確認種

・発生地の�桁の数は環境庁「自然環境保全基礎調査

用．県別メッシュマップ」のメッシュコード

　���������	
�　子嚢菌亜門　

　　��������	
	�　盤菌綱　

���������	　ビョウタケ目

　���������	���　テングノメシガイ科�

� �����������	
������������

ゴンゲンタケ　北茨城市納戸　����

� ������������	
�����
���������	���

ヘラタケ　北茨城市定波＊　����

　�������	
	�����　キンカクキン科

� �������������	
������	�（������　��）�����

アネモネタマチャワンタケ　北茨城市定波

����

　����������　ズキンタケ科�

� ������������	�
������

������

クチキトサカタケ　北茨城市定波　����

� ������������	���
�
�����
������（����）�������	�	
�

���������	��

ロクショウグサレキンモドキ　北茨城市栄蔵

室，定波　����，����

� �����������	
�����（������　���）�����������������

ズキンタケ　北茨城市栄蔵室，亀谷地，定波

　　����，����，����

� �����������	��
������（�����）�������������������

アカエノズキンタケ　北茨城市栄蔵室　����

� �����������	
�	��
	�（���）�������

ニカワチャワンタケ　北茨城市納戸　����

���������　チャワンタケ目

　��������	
�����　ベニチャワンタケ科�

� ������������	
����������（���������	）�������

ベニチャワンタケ　北茨城市定波＊，納戸＊

����，　����

� �������������	���
�����������	
���

ミミブサタケ　北茨城市定波　����

　������������　ノボリリュウタケ科

� �������������	
�������	�（������　���）����

シャグマアミガサタケ　高萩市花貫＊　����

� ������������������	
���������　����

アシボソノボリリュウ　北茨城市定波　����

� ����������������	
��
���������

クラガタノボリリュウ　北茨城市亀谷地＊

����

� �����������������	
������������	
��

クロノボリリュウ　北茨城市定波，納戸　

����，����

� ����������������	
����（������　���）��������

ナガエノチャワンタケ　北茨城市定波　����

　����������　チャワンタケ科

� ��������������	�
��	��������

オオチャワンタケ　北茨城市定波����

　�������	
	��	�　ピロネマキン科

� �������������	
������（�����）�����������	����������

ニセチャワンタケ　高萩市花貫　����

� �������������	�
��������
�
�（��）��������	�

アラゲコベニチャワンタケ　北茨城市定波，

納戸　����，����

　　��������	�
��　核菌綱

���������	��
�　バッカクキン目

　���������	��
�
　バッカクキン科�

� ��������������	
�����������

ハナサナギタケ　北茨城市定波＊　����

� ������������	
���	�����（���）�����

タンポタケ　北茨城市亀谷地＊　����

図���．�ムカシオオミダレタケ
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� ������������	
������
�（������）����

サナギタケ　北茨城市定波　����

� ������������	
�����
������

カメムシタケ　北茨城市定波＊　����

� ������������	
�
	������	���（���）������

ハチタケ　北茨城市定波＊　����

� ������������	
�����

クビオレタケの一種　北茨城市定波＊　����

� ������������	
������

セミタケ��．　北茨城市花園＊　����

�������	
��　　ニクザキン目

　�������	��	�　　ニクザキン科�

� ��������������	
������	�	��（����）�������	

カエンタケ　北茨城市栄蔵室　����

　��������	
��
�　ヒポミケスキン科�

� �������������	�����

タケリタケ　北茨城市花園＊　����

���������	　クロサイワイタケ目

　��������	�	　クロサイワイタケ科

� �������������	�
�����（��）�������

カノツノタケ　北茨城市花園　����

� �������������	�
�������������	
�　�

ホソツクシタケ　北茨城市納戸　����

� �������������	
���
�	���（�����）�������

マメザヤタケ　北茨城市納戸，花園　����，

����

　��������	
�����　担子菌亜門

　　��������	
�
������	　　異型担子菌綱

�����������　シロキクラゲ目

　������������　シロキクラゲ科�

� ��������������	
��	�����������

シロキクラゲ　北茨城市定波　����

������������	
　キクラゲ目

　������������	�	　キクラゲ科

� ����������������	���������（�����）�������	�

キクラゲ　北茨城市定波　����

� ����������������	
���������（�����）�������

アラゲキクラゲ　北茨城市定波　����

�

　����������　ヒメキクラゲ科�

� �������������	�
��	�������

ヒメキクラゲ　北茨城市納戸，花園　����，

����

� �������������	�
�����������

タマキクラゲ　北茨城市定波　����

� ���������������	��
�������������	�

ムカシオオミダレタケ　北茨城市定波　����

� ������������	�
��������
�����（�������	�）��������

ニカワハリタケ　北茨城市栄蔵室　����

　　��������	
����　真正担子菌綱

　　　����������	
���　帽菌亜綱

�����������	�
�　ヒダナシタケ目

　��������		�
���　アンズタケ科�

� �������������		
�������
��（�����）����

　　　　アクイロウスタケ　北茨城市花園＊　����

� �������������		
�����������
��������

ベニウスタケ　高萩市大能　����

　���������	�	　シロソウメンタケ科�

� ��������������	�
����������（��������	　���）������

コスリコギタケ　北茨城市定波＊，納戸　

����，����

� ��������������	
�
���
�����
�（�����　���）��������

ナギナタタケ　高萩市大能　����

� �������������	
�������	���（������　���）��������

キソウメンタケ　北茨城市定波　����，高萩

市花貫　����　

� �������������	
�������������（�����）�������

ベニナギナタタケ　北茨城市定波　����

� ��������������	��
�������
�（���������	
��）��������

シダレハナビタケ　北茨城市栄蔵室　����

� ������������	
��������（�����）�����

フサタケ　北茨城市定波　����

　���������	
�
　カレエダタケ科�

� ��������������	
������（�������	　���）��������	


カレエダタケ　北茨城市花園　����

　�������	�
�����　フサヒメホウキタケ科�

� ������������	�
����������（�������	��）������

フサヒメホウキタケ　北茨城市花園　����

�
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　�����������　ホウキタケ科�

� ��������������	
��
���（������　���）��������

ホウキタケ　北茨城市花園　����

� ��������������	�

����（���）��������

ヒメホウキタケ　北茨城市納戸　����

� ��������������	��	
��（������　���）��������

ハナホウキタケ　北茨城市栄蔵室，亀谷地，

定波　����，����，����

　�������	�	　　ラッパタケ科�

� ������������	
���������（�����）�����

ウスタケ　北茨城市花園　����

� ������������	
�����������（����）���������

フジウスタケ　北茨城市栄蔵室，花園　

����，����

　���������	�	　コウヤクタケ科�

� �������������	
������（�����）��������

ヤナギノアカコヤクタケ　北茨城市納戸　

����

� ����������������	
������（����）��������	
���������

サガリハリタケ　北茨城市定波＊　����

� ������������	
�����	�����（���）������

チヂレタケ　北茨城市花園　����

� �����������������	
��������	
（��������	
���������）�

��������

アイコウヤクタケ　北茨城市定波　����

　����������　ウロコタケ科�

� �������������	
��
�
��������　����

チウロコタケ　北茨城市花園＊　����

� �������������	
�������（�������　���）��������	�

キウロコタケ　北茨城市定波　����

� �������������	
�����（���������	）�����

チャウロコタケ　北茨城市定波，納戸，花園＊

����，����，����

� ��������������	�
���������（������）��������

モミジウロコタケ　北茨城市栄蔵室　����

　�������	���　シワタケ科

� �������������	
�����������������	
　����

シワタケ　北茨城市定波　����

�

　��������	
��
�　タチウロコタケ科�

� �������������	�
����	����（����）������

ハナウロコタケ　北茨城市亀谷地����，高萩

市大能　�����

　���������	
��
�　ニクハリタケ科�

� ��������������	
��������
��（�����）��������	�

ニクハリタケ　北茨城市定波　����

　�����������　サンゴハリタケ科�

� �������������	���
������（���）�������

ヤマブシタケ　北茨城市花園＊　����

　���������　カノシタ科�

� ������������	
����������　����

カノシタ　北茨城市栄蔵室，亀谷地，定波，

花園　����，����，����，����，高萩市大能

����，

� ������������	
����������　����������������������

シロカノシタ　高萩市花貫　����

　�������	�
������　エゾハリタケ科�

� ������������	�
����
����
�����（���）�������

エゾハリタケ　北茨城市納戸＊　����

� ������������	�
����
����	��������（�����）���������

ブナハリタケ　北茨城市定波，納戸　����，

����

　���������	
�	�　イボタケ科

� ��������������	�
����（���）��������

クロハリタケ　北茨城市亀谷地　����

� �������������	
�����
�
�（���）�������

ケロウジ　高萩市大能����

� ��������������	
�����	��	�����

キブリイボタケ　北茨城市栄蔵室　����

� ��������������	
�	��	�	�������　����

モミジタケ　北茨城市定波　����

� ��������������	
��������������

チャイボタケ　高萩市大能　����

　��������	
�
　タコウキン科�

� ������������	

��������
�	���（������）���������	�

�������

ダイダイヒメアミタケ　北茨城市定波，納戸

����，����
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� ������������	���
�	����（�������　���）�������

ヤケイロタケ　北茨城市栄蔵室，定波　

����，����，高萩市大能　�����

� �������������	
������（�����）��������

ニクウスバタケ　北茨城市定波　����

� �������������	
��������（������　���）��������

アラゲカワラタケ　北茨城市納戸，花園＊

����，����

� �������������	
��������（���）��������

ヤキフタケ　北茨城市定波，納戸＊　����，

����

� �������������	
����������（���　���）��������

カワラタケ　北茨城市納戸，花園，山小川

����，����，����，高萩市大能，和野　����，

����

� �����������������	�������

ヒメシロアミタケ　北茨城市栄蔵室　����，

高萩市和野　����

� ����������������	
������（���������	���）�������

ホウロクタケ　北茨城市定波，花園　����，

����，高萩市大能　����　

� ��������������	
	��������（����）�������	
����　�

ミイロアミタケ　北茨城市納戸，花園＊　

����，����

� ��������������	
	��
�����（������　���）�������	�
�����

チャカイガラタケ　北茨城市栄蔵室，納戸，

花園＊　����，����，����，高萩市大能����

� ���������������	
�����（���　���）�����

ツリガネタケ　北茨城市定波，花園＊　����，

����

� ���������������	
����（�����）�������

クロサルノコシカケ　北茨城市定波　����

� ������������	���
�����（�������　���）��������	�

マイタケ　北茨城市定波＊　����

� �������������	
�
��
�	����
	�（�����）������

レンガタケ　北茨城市栄蔵室　����

� ������������	
��
	��������（���）�������

ヤニタケ　北茨城市花園＊　����

� ������������	
���
��
	�
��（���）��������������������

（������）������

マスタケ　北茨城市定波����，高萩市花貫　

����

� �������������	
�������（���　���）����　�

カイガラタケ　北茨城市定波，花園＊　����，

����，高萩市大能　����

� �������������	
�������	�（������　���）�������

トンビマイタケ　北茨城市定波　����

� ��������������	
��������	�（�����）��������	
�

ツヤウチワタケ　北茨城市定波，納戸　

����，����，高萩市和野　����

� �������������	
���
�	
�（�������	　���）�������	
�����

アオゾメタケ　北茨城市栄蔵室，定波＊，納戸�

����，����，����，高萩市大能，和野����，

����

� �������������	
�������	�	
�（���）�������	
�����

オシロイタケ　北茨城市栄蔵室　����

� ������������	
�����	�（���）��������	�
����

ザイモクタケ　北茨城市定波　����

� ����������������	
���������	�（������）���������

�����

サワフタギタケ　高萩市花貫　����

� ����������������	
��	���	�（����）������

キンイロアナタケ　北茨城市花園　����

� ���������������	
����	
�（���������	�
����）�������

アシグロタケ　北茨城市定波，納戸　����，

����

� ���������������	
���	���
�（���）��������

オツネンタケモドキ　北茨城市定波＊　����

� ���������������	
����	
�（������　���）��������

キアシグロタケ　北茨城市栄蔵室，定波，納

戸　����，����，����

� ��������������	
�����	���������　����

タマチョレイタケ　北茨城市花園＊　����

� �������������	
���������		�����（������　���）�������

チョレイマイタケ　北茨城市花園＊　����

� ��������������	
�������	
�（���）�������	
�����

ヒイロタケ　北茨城市定波＊　����，　高萩市

花貫　����

� ���������������	
����
�����（������）������

ツヤナシマンネンタケ　北茨城市定波，花

園＊　����，����

� ������������������	
����
���（��������	
���）��������

ホウネンタケ　北茨城市定波����

� ��������������	
������（������　���）�����

オオチリメンタケ　北茨城市栄蔵室，納戸

����，����

� ��������������	
���������（������）�������

クジラタケ　北茨城市花園山　����

� ��������������	
��������（���）�������

チリメンタケ　北茨城市栄蔵室　����
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� �������������	
���������（���）������

ハカワラタケ　北茨城市栄蔵室，定波　

����，����，高萩市和野　����

� �������������	
��
����������
��（���）������

ウスバシハイタケ　北茨城市栄蔵室　����

� ��������������	
	�����	�（�����）������

シロカイメンタケ　北茨城市亀谷地，定波，

花園＊　����，����，����

　�������	�
�����　マンネンタケ科�

� ��������������	
	���	�	�	�（�����）��������

コフキサルノコシカケ　北茨城市定波，納戸�

����，����

� �������������	�
����������	�������	�

マゴジャクシ　北茨城市花園　����

� �������������	�
��������	�（������）�������	�

エビタケ　北茨城市花園＊　����

　�������	
���	�	　ミヤマトンビマイ科�

� �������������	
���	��	�	���（���）�������	�
�����

オオミヤマトンビマイ　北茨城市納戸　����

　�������	
��
��
�　タバコウロコタケ科�

� ��������������	
����	���	�（�����）�������

ニッケイタケ　北茨城市栄蔵室，亀谷地，花

園＊　����，����，����，高萩市大能　����

� �������������	
�
��		������
��（����）�������

コガネウスバタケ　北茨城市納戸　����

� ���������������	
��������（�����）��������	�
����

ダイダイタケ　高萩市大能　����

� ���������������	
��（�����）�������

サジタケ　北茨城市納戸＊　����

� ��������������	
�����	
（������　���）������

ネンドタケ　北茨城市栄蔵室，定波　����，

����，高萩市花貫　����

� ������������������	��
�����
��（�����）�������

ウツギノサルノコシカケ　高萩市岡見　����

��������	
　ハラタケ目

　�������	
�	�　ヒラタケ科�

� ��������������	�
�
���（�����）�������

シイタケ　北茨城市納戸＊　����

� ����������������	��	
���（���）�������

ニオイカワキタケ　北茨城市納戸＊　����

�

� �������������	
�	������	�（������　���）��������

ヒラタケ　北茨城市定波，納戸　����，����，

高萩市花貫　����

� ��������������	
���������	�（���）��������

ウスヒラタケ　北茨城市定波　����，高萩市

花貫　�����

� �������������	

��������������　���

　（ヒダナシタケ目，スエヒロタケ科）

スエヒロタケ�北茨城市納戸　����，高萩市和

野　�����

� ����������������	
��	���	�（���）�����

　（ヒダナシタケ目，ミミナミハタケ科）

イタチナミハタケ�北茨城市亀谷地　�����

　���������	
�	�　ヌメリガサ科�

� ��������������	

������������（������　���）��������

ハダイロガサ　北茨城市定波，納戸　����，

�����

� ��������������	
������（������　���）��������

アカヤマタケ　北茨城市亀谷地，納戸　

����，�����

� ��������������	
���	��	���（�������）�������

アキヤマタケ　北茨城市栄蔵室，亀谷地　

����，�����

� ��������������	
�������（���）��������

アカヌマベニタケ　北茨城市亀谷地　�����

� ��������������	
����	��（���）�������

ヒイロガサ　北茨城市花園　�����

� ��������������	
�����	�����（�����）�������

シュイロガサ　北茨城市栄蔵室，亀谷地＊

����，�����

� ���������������	
���������	
�（�������	）�������

ヒメサクラシメジ　北茨城市花園　�����

� ���������������	
����������������	
�

アケボノサクラシメジ　北茨城市定波＊，花

園＊，山小川＊　����，����，�����

� ���������������	
��	

	��（��������	　���）������

サクラシメジ　北茨城市亀谷地　�����

　��������	
�
��
�　キシメジ科�

� �������������������	�������（������　���）��������

ナラタケ　北茨城市定波＊，納戸　����，

����，　高萩市花貫　������

� �������������	��
��������������（�����）�������	
��

ヤグラタケ　北茨城市花園＊　����
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� �������������	
������
��（������　���）��������

ホテイシメジ　北茨城市栄蔵室　����

� �������������	
���		�（������　���）��������

カヤタケ　北茨城市納戸　����

� ��������������	�
�������（������　���）��������

エセオリミキ　北茨城市亀谷地，納戸　

����，����

� ��������������	
������（�����）��������	
��

タマツキカレバタケ　北茨城市納戸＊　����

� �������������	
��������（������　���）��������

モリノカレバタケ　北茨城市定波　����

� ��������������	
�������（��������	
���　���）������

アカアザタケ　北茨城市定波　����

� ��������������	
�������（������　���）��������

ワサビカレバタケ　北茨城市栄蔵室，亀谷

地，定波　����，����，����，高萩市大能

����

� �������������	�
��������（�����）������������	
����

ダイダイガサ　北茨城市納戸　����

� ���������������	
��������（���������）�������

エノキタケ　北茨城市花園　����

� ����������������	
��
	��（�����）�������

ウラムラサキ　北茨城市亀谷地，定波　

����，����，高萩市花貫　����

� �����������������	
	��（�����）��������	
�

オオキツネタケ　北茨城市定波　����，高萩

市花貫　����

� �������������������	��（������　���）�������������

キツネタケ　北茨城市亀谷地　����

� ����������������	��
���
���	
��������

カレバキツネタケ　北茨城市定波，花園＊

����，����

� ������������	�
������	������（������）�������

ツキヨタケ　北茨城市定波，花園＊　����，

����，高萩市花貫　����

� �������������	
�����
��������（�����　���）�������

オオイチョウタケ　北茨城市定波　����

� ��������������	
������	�（�������　���）�������

オシロイシメジ　北茨城市亀谷地納戸　

����，����

� ��������������	
��������（����　���）�������

ハタケシメジ　北茨城市栄蔵室，花園　

����，����，高萩市花貫　����

� ��������������	
��	���	�（������　���）��������	
�

シャカシメジ　高萩市大能　����

� ��������������	
��	�����（���）��������

スミゾメシメジ　北茨城市納戸　����，高萩

市大能　����

� ��������������	
���	���（������）������　�

ホンシメジ　北茨城市花園　����

� ��������������	
��	���	�（������　���）��������

ブナシメジ　北茨城市定波，納戸＊　����，

����

� �������������		
�������
��（�����）�������

シロホウライタケ　北茨城市納戸　����

� �������������		
�����������������（�����）�������

ヒノキオチバタケ　北茨城市栄蔵室　����

� �������������		
����������（�����）�������

アシグロホウライタケ　北茨城市納戸　

����，　高萩市大能　����

� ���������������	��
�����������

オオホウライタケ　北茨城市亀谷地，納戸，

花園＊　����，����，����

� ��������������	
�������
��������

ハナオチバタケ　北茨城市栄蔵室　����

� ���������������	��

���（�����）����

ハリガネオチバタケ　北茨城市栄蔵室　����

� ��������������	
�����（�������	　���）��������

アカチシオタケ　北茨城市納戸　����

� �������������	�
����
����（������　���）��������	�

クヌギタケ　北茨城市栄蔵室，定波，花園＊　

����，����，����，　高萩市大能　����

� �������������	��
�������（������　���）��������

チシオタケ　北茨城市納戸　����，　高萩市

大能　����

� ��������������	
�����（�����）��������

センボンクヌギタケ　北茨城市栄蔵室，定波�

����，����，高萩市花貫　����

� ������������	
����		����（����）�������

ウスキブナノミタケ　北茨城市納戸，定波＊�

����，����

� �������������	
��������（������　���）��������	�

アシナガタケ　北茨城市栄蔵室　����

� �������������	
���（������　���）��������

サクラタケ　北茨城市栄蔵室　����

� ������������	�
����������（������　���）��������

ヒダサカズキタケ　北茨城市納戸＊　����

� �



植 物

－　���　－

� ������������	
���������������（������　���）��������	�

�����

ヒロヒダタケ　北茨城市定波，納戸　����，

����

� �������������	
�������
�����（�������　���）�������

ツエタケ　北茨城市栄蔵室，定波，納戸　

����，����，����

� ������������	
��������	�����������（�������	
��）�

�������	
����

ヌメリツバタケモドキ　北茨城市定波，納

戸＊　����，����

� �������������	��
������（������　���）��������

ムキタケ　北茨城市定波，納戸　����，����

� �������������	�
��
���	（������　���）�������

ワサビタケ　北茨城市納戸　����，����，　

高萩市大能，岡見　����，����

� �������������	�	
���
�����（���������	
���
）�

������

スギエダタケ　北茨城市栄蔵室，亀谷地　

����，����，高萩市大能，和野　����，����

� ��������������	
��
�����	��������

シロシメジ　北茨城市納戸　����

� ��������������	
�	
���
���（����������	
�）������

マツタケ　高萩市和野＊　�����

� ��������������	
��
��
���	�（���）��������

ミネシメジ　北茨城市亀谷地　����，高萩市

大能　����

� ��������������	
��������	�（�����　���）��������

アイシメジ　北茨城市亀谷地＊，花園　����，

����，高萩市大能　����

� ��������������	
���
���（����　���）��������

カキシメジ　高萩市花貫　����

� ��������������	
��
����	�（������　���）��������

クダアカゲシメジ　北茨城市花園＊　����

� ��������������	�
����������（���）�������

キサマツモドキ　北茨城市花園亀谷地　����

　��������	�	　テングタケ科�

� ���������������	
�����������

タマシロオニタケ　北茨城市栄蔵室，亀谷

地，定波　����，����，����

� ��������������	��
����（��������）��������	�����������

コタマゴテングタケ　北茨城市栄蔵室，亀谷

地，納戸　����，����，����，高萩市大能，

花貫　����，����

� ��������������	
��	�������������	
��	�

ドウシンタケ　北茨城市亀谷地，定波　

����，����

� ��������������	�
������������

ヒメコナカブリツルタケ　北茨城市栄蔵室，

亀谷地　����，����

� ��������������	
�����������

コガネテングタケ　北茨城市栄蔵室，定波，

花園　����，����，����

� ��������������	
�����	��（�����������）���������	�
��

����������

タマゴタケ　北茨城市納戸　����

� ��������������	�
�����������

ハイイロオニタケ　北茨城市花園　����

� ��������������	
���������������

タマゴテングタケモドキ　北茨城市定波　

����

� ��������������	���
������（����　���）�������	�

テングタケ　北茨城市栄蔵室，大津町＊，花園�

����，����，����，高萩市大能����

� ��������������	
���	��	������������

コテングタケモドキ　高萩市大能　����

� ��������������	
������������　����

ガンタケ　北茨城市定波，花園　����，����

� ��������������	
�	�����������　�

ヒメベニテングタケ　北茨城市亀谷地，定波�

����，����

� ��������������	��
�	�	���������	�

ハイカグラテングタケ　北茨城市山小川＊，

納戸＊　����，����，高萩市大能　����

� ��������������	
�		���������　�

ヘビキノコモドキ　北茨城市定波　����

� ��������������	
�����（����）�������

ツルタケダマシ　北茨城市定波　����，高萩

市花貫　����

� ��������������	�
������（������　���）���������	��������

（��������）�������

カバイロツルタケ　北茨城市栄蔵室，定波，

花園　����，����，����，高萩市大能����

� ��������������	�
������（������　���）��������	�����������

（��������	��
���）�������

オオツルタケ　北茨城市定波　����

� ��������������	�
������（������　���）���������	�����������

ツルタケ　北茨城市亀谷地，定波　����，

����
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� ��������������	
����（������　���）��������

シロタマゴテングタケ　北茨城市納戸＊　

����

� ��������������	�
�������������

シロオニタケ　高萩市鳥曽根　����

� ��������������	�
����（���）��������	


ドクツルタケ　北茨城市栄蔵室，定波，納戸�

����，����，����

� ��������������	
�	����（����）��������

フクロツルタケ　北茨城市花園栄蔵室　����

　����������　ウラベニガサ科�

� ��������������	�
��	������（������）�������

ウラベニガサ　北茨城市花園定波　����，　

高萩市大能　����

　�����������　ハラタケ科

� �������������	
�����������	������

ウスキモリノカサ　北茨城市定波　����

� �������������	
��������	�����	�	���������

ナカグロモリノカサ　北茨城市花園　����

� �������������	
	�������	���	�（�������）����������

�������

ザラエノハラタケ　北茨城市　定波，納戸

����，����

� �������������	
����		��（����������）����������

チャヒメオニタケ　北茨城市　亀谷地　����

� �������������	
��������（������　���）��������

キツネノカラカサ　高萩市花貫　����

� �������������	
�������������

シロヒメカラカサタケ　北茨城市亀谷地　

����

� �������������	�
����
�����������

ナカグロヒメカラカサタケ　北茨城市納戸

����

� �������������	
����	�������（������　���）�������

カラカサタケ　北茨城市納戸＊　����

� �������������	
�����������
����（�����）�������

ドクカラカサタケ　北茨城市栄蔵室　����

� ��������������	�
�������（������　���）�������

コガネタケ　高萩市花貫　����

�

　�������	
�
　ヒトヨタケ科�

� �������������	
������	�（������　���）����

キララタケ　北茨城市納戸　����，高萩市鳥

曽根　����

� �������������	

������

����（����　���）�������

イタチタケ　北茨城市納戸　����，高萩市大

能　����

� �������������	

���
�
������（������　���）��������	
�

ムササビタケ　北茨城市納戸　����

　��������	
�
　オキナタケ科�

� �������������	
��������	��（����　���）�������

ヤナギマツタケ　北茨城市，定波　����

� �������������	
	�	����（���）�������

ツチナメコ　高萩市花貫　����

� �������������	
���������	�（������　���）��������

クロシワオキナタケ　北茨城市定波　����

　��������	�
���　モエギタケ科�

� ��������������	
���	���������（��������	　���）�������	�

��������	�

センボンイチメガサ　北茨城市栄蔵室　����

� �����������������	
����������（�������　���）��������

ニガクリタケ　北茨城市定波，納戸　����，

����，高萩市大能，花貫　　����，����

� �����������������	
������������

ニガクリタケモドキ　北茨城市山小川　����

� �����������������	
������������（���）��������

クリタケ　北茨城市亀谷地，定波　����，

����，　高萩市大能　����

� ��������������	�
������（���）��������

ヌメリスギタケ　北茨城市納戸　����

� ��������������	�
�������（�������　���）�������

ヌメリスギタケモドキ　北茨城市亀谷地，納

戸，花園＊　����，����，����

� ��������������	��
����������（����）��������	
���

�������

ヤケアトツムタケ　高萩市花貫　����

� ��������������	�
�����（������　���）�����　�

チャナメツムタケ　北茨城市納戸＊，山小川＊�

����，����

� ��������������	
�����（�����）����������	
������	
���

ナメコ　北茨城市花園＊　����

� ��������������	
����
��（�������　��）��������

スギタケ　北茨城市定波　����



植 物
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� ��������������	�
��
������������	
��

ツチスギタケ　北茨城市納戸　����

� ��������������	�
����	�����（������　���）��������

モエギタケ　北茨城市和尚山　����

　����������	
�
　フウセンタケ科�

� ���������������	
����������	
�

ニセマンジュウガサ　北茨城市栄蔵室　����

� ���������������	
�������	
�（����　���）�����

ツバフウセンタケ　高萩市鳥曽根　����

� ���������������	
��	����	���	
�������

キンチャフウセンタケ　北茨城市栄蔵室，定

波　����，����

� ���������������	
������
�（������　���）�����

アカツブフウセンタケ　北茨城市栄蔵室　

����

� ���������������	
����
���（�����）�������

フタイロフウセンタケ　北茨城市納戸　����

� ���������������	
��
	��
������������	�

ヌメリササタケ　北茨城市亀谷地，定波　

����，����

� ���������������	
��
	���	��	��
��
�������

フウセンタケモドキ　北茨城市花園納戸　

����，高萩市花貫　����

� ���������������	
�
���������

ムラサキアブラシメジモドキ　北茨城市栄蔵

室，亀谷地，定波　����，����，����

� ���������������	
����	��
�（�����）�������

ニセアブラシメジ　北茨城市納戸　����，　

高萩市大能　����

� ���������������	
�������	
�（���　���）�����

ムラサキフウセンタケ　北茨城市定波　����

� �������������	�
������������（���）��������	�
����

アカヒダササタケ　北茨城市花園　����

� ��������������	
���������（������　���）��������

ミズゴケタケモドキ　北茨城市亀谷地　����

� �������������	
��	�
��������（������　���）�������

チャツムタケ　高萩市大能　����

� �������������	
����������（����　���）�������

キツムタケ　高萩市花貫　����

� �������������	
���������	���（���）�������

オオワライタケ　北茨城市定波　����

� ��������������	
��������（������　���）��������

ナガエノスギタケ　北茨城市納戸　����

�

� �������������	
��������（��������）��������

オオキヌハダトマヤタケ　北茨城市亀谷地，

定波　����，����，高萩市花貫　����

� �������������	
�����������	�
������

キイロアセタケ　北茨城市花園　����

　�������	
��
�　チャヒラタケ科�

� �������������	
�������������
�������

クリゲノチャヒラタケ　北茨城市花園栄蔵室

　����

　����������	
�	�　イッポンシメジ科�

� ����������������	
���

���
�（�������	
��）�������	�

������

ウラベニホテイシメジ　北茨城市納戸　����

� ����������������	
�����������（�����）�������

コンイロイッポンシメジ　北茨城市納戸，花

園＊　����，����

� ����������������	
��	����（��������	
���）����������

������（�����）������

シロイボカサタケ　北茨城市亀谷地，定波　

����，����，高萩市大能　����

� ����������������	
������
	
�（���）��������

コクサウラベニタケ　高萩市花貫　����

� ����������������	
��	���	
�（��������	
���）�������

アカイボカサタケ　高萩市大能　����

� ����������������	
���������	
�（���）��������

クサウラベニタケ　北茨城市栄蔵室，定波，

花園＊　����，����，����，高萩市大能����

� ����������������	
�
������	
�（������　���）�������

キヌモミウラタケ　高萩市花貫　����

� ����������������	
�
�	��
���	
�（�����）��������

ミイノモミウラモドキ　北茨城市亀谷地　

����

� ����������������	
�������	
�（������）�������

コムラサキイッポンシメジ　北茨城市納戸

����

　�����������　ヒダハタケ科�

� ��������������	
���������������	�������
������

サケバタケ　北茨城市栄蔵室　����

� �����　��������	�
�������（�������	　���）�����

ヒダハタケ　北茨城市亀谷地，定波，納戸　

����，����，����
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　��������	
������　オニイグチ科�

� ��������������	
���������������　　�

オニイグチモドキ　北茨城市定波　����

� ��������������	
��������������（������　���）�������

オニイグチ　北茨城市亀谷地，定波＊　����，

����，高萩市大能　����

　����������　イグチ科�

� �������������	
��������������	�
���

クロアワタケ　北茨城市定波　����

� �������������	�
������������

キアミアシイグチ　北茨城市亀谷地　����

� �������������	
�����������������	�

ヤマドリタケモドキ　北茨城市亀谷地，納戸�

����，����

� �������������	�
��������������

アカジコウ　高萩市大能　����

� �������������	
�����������������

ムラサキヤマドリタケ　北茨城市亀谷地，定

波　����，����

� ���������������	
��������（������　���）��������

クリイロイグチ　北茨城市定波　����

� ��������������	�
��������������（��������）�������

アカヤマドリ　北茨城市亀谷地　����，　高

萩市大能　����

� ��������������	
�������（��������	
�
�	���）�

���������	�	
	�	�

シワチャヤマイグチ　北茨城市納戸　����

� �������������	���
��������������（���������	
���）�

������

ハナガサイグチ　北茨城市亀谷地����，高萩

市大能　����

� �����������������	���（���　���）��������	�

ヌメリイグチ　高萩市和野　����

� ��������������	
��	�������	�������

ヌメリニガイグチ　北茨城市栄蔵室　����

� ��������������	
��������	�������

ニガイグチモドキ　北茨城市定波　����，高

萩市大能　����

� ��������������	
����	�（����）�������

ミドリニガイグチ　北茨城市亀谷地，定波

����，����

� ��������������	
	��������	�	�（��������）��������

アワタケ　北茨城市定波　����

　�����������　ベニタケ科

� ��������������	
���������	�（������　���）����

ニセヒメチチタケ　高萩市鳥曽根　����

� ��������������	
����	�����	�����

キチチタケ　高萩市大能　����

� ��������������	
����������	�����

ヒロハシデチチタケ　北茨城市花園　����

� ��������������	
�������	�������

チリメンチチタケ　北茨城市亀谷地，定波　

����，����

� ��������������	
�������	�������

アシボソチチタケ　北茨城市亀谷地，納戸

����，����

� ��������������	
������������	���������	
����

ヒロハチチタケ　北茨城市花園　����

� ��������������	
��������	�（������　���）��������	�

ツチカブリ　北茨城市亀谷地，定波，花園＊

����，����，����，　高萩市鳥曽根　����

� ��������������	
����	���	�������	
��

ウスイロカラチチタケ　北茨城市定波，山小

川＊　����，����，　高萩市鳥曽根　����

� ��������������	
������	�����

チョウジチチタケ　北茨城市納戸　����，　

高萩市花貫　����

� ��������������	
	������	�（������　���）��������	

ヒメチチタケ　北茨城市花園＊　����

� ��������������	
	���������	�������

ツチカブリモドキ　北茨城市定波　����

� ��������������	
	�������	������

ケシロハツモドキ　北茨城市花園　����，高

萩市大能　����

� ��������������	
	��������	�������

ニオイワチチタケ　北茨城市定波，納戸　

����，����，高萩市大能　����

� ��������������	
�����	�（���）�����

チチタケ　北茨城市栄蔵室，花園＊　����，

����，高萩市大能　����

� ��������������	
������	�（���）�����

ケシロハツ　北茨城市花園　����，高萩市鳥

曽根　����

� ����������������	
��	��	���（�������）��������

ムラサキハツ　北茨城市亀谷地，定波　

����，����，高萩市大能　����

�



植 物

－　���　－

� ���������������	
���������������	�
������	�
��

アカカバイロタケ　北茨城市定波，納戸　

����，����，高萩市大能，鳥曽根　����，����

� ���������������	�
���
���（��������）����

カワリハツ　北茨城市亀谷地，定波，花園，

山小川＊　����，����，����，����

� ���������������	�
�������

シロハツ　北茨城市花園　����

� ���������������	
�������（�����）�������

クロハツモドキ　北茨城市定波　����

� ���������������	�
����
������������

ツギハギハツ　高萩市大能　����

� ���������������	�
����（��������	　���）��������	

ドクベニタケ　北茨城市亀谷地，定波，花園

　����，����，����，高萩市大能　����

� ���������������	
�
���������　����

クサハツ　北茨城市定波，納戸，花園＊　

����，����，����，高萩市大能，花貫　����，

����

� ����������������	
����������

シロハツモドキ　北茨城市亀谷地　����

� ������������������	
���������

ウスムラサキハツ　北茨城市定波＊　����

� ����������������	
��������　�

ニオイコベニタケ　北茨城市定波　����

� ���������������	
������������

イロガワリシロハツ　北茨城市定波　����

� ���������������	
�	�����（�����）�����

クロハツ　北茨城市亀谷地　����

� ���������������	
�����	��（�����）����　�

ヤマブキハツ　北茨城市定波　����

� ���������������	
���
�������　　　

カラムラサキハツ　北茨城市定波　����

� ����������������	�
���	����������	�
�����

シュイロハツ　北茨城市定波　����

� ����������������	
��
���������	���

イロガワリベニタケ　北茨城市栄蔵室，定波�

����，����

� �����������������	�
����（�����）�����

チシオハツ　北茨城市亀谷地　����，　高萩

市大能　����

� ����������������	�
�������　�

オキナクサハツ　北茨城市亀谷地，定波　

����，����

�

� ���������������	
��	�����������

ケショウハツ　北茨城市栄蔵室　����

　　　�������	
������　腹菌亜綱

���������	
�
���　ニセショウロ目

　�����������　ツチグリ科

� ��������������	
������������（�����）�������

ツチグリ　北茨城市定波　����

��������	�	�
�　ケシボウズタケ目

　�������������　コウボウフデ科�

� ������������������	
����（������）�������

コウボウフデ　高萩市大能　����

　�����������	
�
　クチベニタケ科�

� ���������������	
�����������������

クチベニタケ　北茨城市栄蔵室，定波＊，花園�

����，����，����

� �������������������　�

ホオベニタケ　北茨城市定波＊　����

����������	
　チャダイゴケ目

　���������	
�
　チャダイゴケ科�

� �������������	��
�������������　������

スジチャダイゴケ　北茨城市栄蔵室，定波＊�

����，����

�������	
���　ホコリタケ目

　�������	
��
�　ホコリタケ科�

� �������������	�
���������������　������

ホコリタケ　北茨城市栄蔵室，花園＊　����，

����，高萩市和野　����

� �������������	�
�����������������	
　������

タヌキノチャブクロ�北茨城市定波，納戸，

花園＊　����，����，����

���������　スッポンタケ目

　��������	�	　アカカゴタケ科�

� ��������������	��
����		���������（������）���������

サンコタケ　北茨城市定波　����

　����������　スッポンタケ科�

� �������������	�
�����������（������　�����）�������

キヌガサタケ　北茨城市臼場�　����　

� ��������������	
�����（������）��������

ヒメスッポンタケ　北茨城市定波　����



引用文献

平井信秀，����，茨城県東北部の高等菌類目録　�，茨

城県立日立第一高等学校紀要，���　�����．

山家敏雄・五十嵐正俊，����，ブナ林に大発生したブ

ナアオシャチホコとサナギタケについて，森林防

疫，����　�������．

平井信秀，����，茨城県の毒きのこについて，茨城県

立日立第一高等学校紀要，���　���．

平井信秀，����，冬虫夏草とコウボウフデについ　　

て，茨城県立日立第一高等学校紀要，���　����．

平井信秀，����，コウボウフデについて，茨城植物研

究，���　�����．

平井信秀，����，茨城県高等菌類目録　�，日立市のき

のこ（�），茨城県立日立第一高等学校紀要，���　��

�．

日立市，����，日立市の植物，日立の自然シリーズ・

第�集，��．�������，��．�������，日立市．

平井信秀，����，茨城県高等菌類目録［�］日立市のき

のこ（�），茨城県立日立第一高等学校紀要，����　��

��．

原田幸雄，����，キノコとカビの生物学，������．中央

公論社．

参考文献

川村清一，����，原色日本菌類図鑑，Ⅰ�Ⅷ，風間書

房

今関六也，本郷次雄（編），����，原色日本新菌類図鑑

Ⅰ，������．保育社

今関六也，本郷次雄（編），����，原色日本新菌類図鑑

Ⅱ，　������．保育社

今関六也，大谷吉雄，本郷次雄（編），����，日本のき

のこ，������．山と渓谷社

本郷次雄（監），����，きのこ，������．山と渓谷社．

調査および執筆

平井信秀（元県立高校教諭）

倉持眞寿美（茨城県林業技術センターきのこ特産部）

－　���　－

茨城県北東地域の非維管束植物

　��������		�
���　プロトファルス科�

� ���������������	
����
����（��������）��������	�
����

シラタマタケ　北茨城市定波　����



茨城県北東地域の蘚苔類

はじめに

　茨城県北東地域には，県第�位の高峰である標高

�����の栄蔵室をはじめ，和尚山，花園山などからな

る多賀山地がある．河川は東西に流れ，花園渓谷，花

貫渓谷，浄蓮寺渓谷など�字谷が発達した箇所も見ら

れる．このように北東地域は，多くの山と渓谷があ

り，豊かな自然環境が残されている．調査地域内に分

布する蘚苔類については，池田（����）が卒業論文

「茨城県産蘚類植物の分類学的研究」の中で花園山周

辺と里美村岡見周辺の蘚類，菊池（����）が「花園山

に産する蘚類」，菊池（����）が「土岳，花貫渓谷に産

する蘚類」，菊池（����）が「花園山系に産する蘚類」

を報告している．また，中庭（����）は，茨城県新産

のヒカリゴケを御岩山から報告している．しかし，こ

れらの報告には，標本番号もその所在も明記されてお

らず，記録のもとになった標本を確認できなかった．

そのため，上記の文献による記録種は，蘚苔類目録に

引用していない．それに対して，採集標本に基づく報

告は，わずかに湯澤（����）によって「茨城県立花園

花貫自然公園内の苔類」がまとめられているにすぎな

い．このように，調査地域の蘚苔類相を解明するため

に必要な標本に関する情報は，まだまだ不足してい

る．

　本調査は，茨城県北東地域における蘚苔類の分布状

況を明らかにし，同地域の蘚苔類相の特徴を把握する

ために必要な基礎情報を得ることを目的として行っ

た．本稿では，杉村が����－����年にかけて行った

現地調査による確認種と湯澤（����）による記録種を

まとめ，蘚苔類目録を作成した．

　本目録を作成するにあたり，国立科学博物館の樋口

正信博士には蘚類，千葉県立中央博物館の古木達郎博

士には苔類の一部の種の同定と確認をして頂いた．湯

澤陽一博士には茨城県立花園花貫自然公園内に分布す

る苔類の情報を提供して頂いた．茨城県立太田第一高

等学校の安嶋　隆氏には県北東地域における自然環境

について御教示して頂いた．茨城県立北茨城高等学校

の舟橋正隆氏には泉ガ森公園に分布するカワゴケに関

する情報を教えて頂いた．鈴木昌友博士には，茨城県

の蘚苔類に関する卒業論文などの貴重な文献を提供し

て頂いた．お世話になった各氏に深謝申し上げる．

 

調査地及び方法

�����調査地の概要

　調査を実施した��の調査地名，略号と実際に調査

した標高の範囲，代表的な植生を表�に示す．調査地

は，自然が豊かに残されている県立自然公園内および

周辺に分布している樹林地，湿地などから選定した．

　調査地の大部分の植生は，スギ・ヒノキ植林によっ

て占められている．しかし，花園山や栄蔵室の周辺の

標高�����以上の区域には，ブナ－ミズナラ群落やア

カシデ－イヌシデ群落などの落葉広葉樹林が多く分布

している．特に定波地区には，ブナやミズナラの巨木

が見られるブナの自然林が残存している．また，北東

地域には，県内では数少ない山地に分布する湿地が点

在している．一方，標高�����以下の低地には，神社

の社寺林としてシラカシ群集やヤブコウジ－スダジイ

群集などの常緑広葉樹林が部分的に残されている．

�����調査期間

　����年�月から����年��月にかけて，��回の調

査を行った．

�����調査方法

　調査地の様々な環境で採集した蘚苔類標本につい

て，実体顕微鏡と光学顕微鏡で形態観察を行うととも

に，巻末に示した参考文献などを用いて種名の確認を

行った．

結　果

　本現地調査により，��科���属���種�亜種�変種

を確認した．文献による記録種をあわせると��科

���属���種�亜種�変種を確認したことになる．

　確認した種の多くは，コモチイトゴケ，トヤマシノ

ブゴケ，ナミガタタチゴケ，ユミゴケ，ハイゴケ，ホ

ソミツヤゴケなど低地から山地にかけて広く普通に見

られる種であった（詳しくは目録参照）．

　しかし，その一方で，環境庁版レッドデータブック

（環境庁編����）に全国的に絶滅が危惧される種とし

て記載されている以下の�種を確認した．これらの種

の多くは，茨城県に隣接している千葉県（千葉県環境

部自然保護課編　����），埼玉県（埼玉県環境部自然保

護課編　����），福島県（福島県生活環境部環境政策課

編　����）においても，それぞれの県版レッドデータ

ブックにより絶滅危惧種に選定されている．

�

植 物

－　���　－



�������	
�������　オオミズゴケ（絶滅危惧Ⅰ類）

　亀谷地，滝ノ倉湿原，栄蔵室の�カ所で生育を確認

した．分布量はいずれの場所も多く，特に亀谷地と滝

ノ倉湿原では大群落を形成していた．しかし，茨城県

内の他地域での分布記録は少なく，岩間町（神田　

������　杉村　����）での分布が報告されているにすぎ

ない．

��������	
��������	　クマノゴケ（絶滅危惧Ⅰ類）

　茨城県における本種の分布は，環境庁版レッドデー

タブック（環境庁　����）に記載されていない．しか

し，本調査により花園山周辺の渓流沿いの湿岩上の�

カ所に極少量，生育していることが明らかになった．

本種は，福田　均氏により筑波山においても確認され

ていることが報告されている（杉村　�����）．

����������	�

��　ジョウレンホウオウゴケ

（絶滅危惧Ⅰ類）

　泉神社内にある湧水池から流れている細流沿いの湿

岩上の�カ所に生育していた．分布量は少ないが，確

認した個体の中には�をつけているものがあり，生育

状況は良好であった．

���������	
��	�����　ヒカリゴケ（絶滅危惧Ⅰ類）

　中庭（����）により御岩山の山頂付近に生育してい

る本種の状況が詳しく調査されている．中庭（����）

－　���　－

茨城県北東地域の非維管束植物

代　　表　　的　　な　　植　　生標　�高調　　査　　地略号

ブナ－ミズナラ群落，アカシデ－イヌシデ群落���～����栄蔵室周辺（北茨城市）��

ブナ－ミズナラ群落，ヒノキ植林���～����三鈷室山（久慈郡里美村）��

オオミズゴケ群落，オノエヤナギ群落，ノリウツギ群落���～����亀谷地周辺（北茨城市）��

ヨシ群落，イヌコリヤナギ群落，ノリウツギ群落，スギ植林���～����岡見湿原周辺（久慈郡里美村）��

スギ植林，ヒノキ植林���～����四時川支流（北茨城市）��

スズタケ－ブナ群集���～����定波（北茨城市）��

オオミズゴケ群落，オノエヤナギ群落，ケヤマハンノキ群落，スギ植林����滝ノ倉湿原（高萩市）��

サワグルミ群落，ブナ－ミズナラ群落，スギ植林，ヒノキ植林���～����花園山（北茨城市）��

クリ－ミズナラ群集����和尚山（北茨城市）��

スギ植林����落雲の滝（北茨城市）��

クヌギ－コナラ群集，スギ植林，ヒノキ植林���～����竪破山（多賀郡十王町）��

スギ植林����十殿神社（高萩市）��

スギ植林，ヒノキ植林���～����御岩山（日立市）��

スギ植林���～����花園神社（北茨城市）��

スギ植林����大塚神社（高萩市）��

クヌギ－コナラ群集，スギ植林���～����土岳（高萩市）��

スギ植林���～����御岩山神社（日立市）��

スギ植林����種殿神社（高萩市）��

シラカシ群集���～����浄蓮寺渓谷（北茨城市）��

スギ植林���～����真弓山（常陸太田市）��

カヤ群落���～����大久保風穴（日立市）��

畑地雑草群落����秋山の畑地（高萩市）��

スギ植林����森滝自噴水（高萩市）��

シラカシ群集����諏訪の水穴（日立市）��

ヤブコウジ－スダジイ群集，スギ植林���西明寺周辺（北茨城市）��

水田雑草群落���西明寺前の水田（北茨城市）��

芝地���泉が森公園（日立市）��

ヤブコウジ－スダジイ群集���泉神社（日立市）��

ケヤキ群落���玉簾滝（日立市）��

シラカシ群集，スギ植林��～���熊野鹿島神社（常陸太田市）��

ヤブコウジ－スダジイ群集���大高寺（高萩市）��

水田雑草群落���磯部町の水田（常陸太田市）��

�表���．�調査地の概要



は，これまで知られている他県の生育地に比べて御岩

山での生育地が標高�����と低いことを指摘し，分布

上注目に値することを報告した．中庭（����）が確認

した当時の生育地は�カ所で，いずれの箇所もやや大

きな群落（平均�����×������）を形成していた．し

かし，中庭（����）の報告から��年が経過した後行っ

た本調査では，生育箇所が�カ所に減少し，生育範囲

も明らかに狭くなっていた．����年調査時における

生育地周辺の植生状況を見ると，岩峰近くの樹木が切

り開かれている場所が多かった．これは，ロッククラ

イミングの練習場として利用する人が近年増加してい

ること（武村　����），と関係があると思われる．いず

れにしても，ヒカリゴケの生育に密接な関係があると

考えられている気温，湿度，照度（中庭　����）に影

響を与える可能性がある生育地周辺の植生を大きく変

化させる行為は慎むべきであろう．

���������	
�������	　カワゴケ（絶滅危惧Ⅰ類）

　舟橋氏によって����年に泉ガ森の生育地が発見さ

れた（茨城新聞　����）．その後，国立科学博物館の樋

口正信博士と新潟薬科大学の白崎　仁博士により，ノ

コギリカワゴケ���������	
������
�������（茨城新聞　

������　朝日新聞������　産経新聞　����）であることが

確認された．本稿では，岩月（����）の種の区分に従

いカワゴケ���������	
�������	
������として扱った．

舟橋氏の案内により確認したカワゴケは，水が湧き出

ている水源近くの最上流部周辺には生育していないも

のの，泉が森公園内の水路内を中心に，その上流と下

流に大きな群落を形成していた．本種のように水中に

生育する蘚苔類には，全国的に生育地が減少し絶滅の

危機に瀕している種が多い（環境庁　������　杉村　

�����）．しかし，本調査区域では，泉が森公園とその

周辺に生育地が限定されるが，カワゴケの分布量は多

く，生育状況も良好であった．また，泉が森の周辺は，

全国的に希少な淡水魚であるイトヨの生息地としても

知られている（日立市報　������　舟橋　����）．この

ような希少種が確認されている泉が森の自然を今後も

存続させるためには，カワゴケとイトヨが確認された

場所だけでなく，水源となっている湧水池を含めた周

辺の自然環境全体を保全していくことが重要になると

思われる．

���������	�
��	�����　ミヤマミズゼニゴケ

（絶滅危惧Ⅰ類）

　湯澤（����）によって，花貫渓谷の生育地が発見さ

れた．本種は筑波山からも生育が確認されており（湯

澤　����），花貫渓谷の生育地は，茨城県における第二

の産地である（湯澤　����）．本種の茨城県における生

育地では，近年における夏の猛暑の影響を受け，生育

地が乾燥し，枯死したと考えられる個体が確認されて

いる（古木　����）．

�����������	
�����	　イチョウウキゴケ（絶滅危惧Ⅰ類）

　常陸太田市磯部町と北茨城市西明寺前の水田の土上

に生育していた．本種のように水辺に生育する蘚苔類

には，全国的に生育地が減少し絶滅の危機に瀕してい

る種が多い（環境庁　������　杉村　�����）．しかし，

本調査区域においては，生育の確認箇所は少ないもの

の，分布量は多く，生育状況も良好であった．

�������	
����������������　ヤマトハクチョウゴケ

（準絶滅危惧Ⅰ類）

　茨城県における本種の分布は，岩月ほか（����）の

「日本産�������	
����（ハクチョウゴケ）属」に記載

されていない．しかし，本調査により花園山周辺のス

ギ植林縁の岩上�カ所に少量，生育していることが明

らかになった．本種は，杉村（����）により加波山に

おいても少量生育していることが確認されている．

茨城県北東地域の蘚苔類目録

　本目録は，杉村康司が����－����年に採集した約

���点の標本に基づいて確認した種に文献による記録

種を加えた���種�亜種�変種を記載した．文献は，

標本番号が明記されているもののみ引用した．

　科の配列と各属の所属ならびに学名および和名につ

いては，岩月（����）に従った．

　標本は主として調査地別に代表的なものを�点選ん

だ．目録の記載は，種名に続いて調査番号，調査地略

号（表�参照），採集者略号，標本番号の順に記した．

調査番号の凡例は目録の最後に記した．採集者は，

��：杉村康司，��：湯澤陽一で示した．

　文献でのみ確認されている種は学名の後に＊印，環

境庁版レッドデータブック（環境庁　����）に記載さ

れている種は※印を付記した．

　なお，本目録に使用した標本は，茨城県自然博物館

（���）に保管してある．

�
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�������	
　蘚綱

��������	�	　ミズゴケ科

�������������	
��	�����	��������	
�����������������

ヒメミズゴケ（���������	
�����������	
�

��

��������	

�）

�������������	
	������	�������	�
�����	

コアナミズゴケ（���������	
��）

�������������	
����������※

オオミズゴケ（���������	
�����������	��������

�������	
）

�������������	
�������	������

ウロコミズゴケ（���������	
���）

�������	
������ヨツバゴケ科

�������������	
������	��������

ヨツバゴケ（���������	
�	���������	
�
�����

�������	�
������������）

���������	
�
　キセルゴケ科

��������������	
��	�����	
������

イクビゴケ（���������	
�
�）

��������������	
��������	������※

クマノゴケ（���������	
���）

�������	
�	���　スギゴケ科

�������������	
�����������	�（�����������）������

ヒメタチゴケ（����������	
	�）

�������������	
�������	�（�����）�������	�

ナ ミ ガ タ タ チ ゴ ケ（���������	
����������

�������	
�����������	������������	������

��������	
��
������������
���������������

������）

��������������	
������	�����（������）��������

ヤ ク シ マ タ チ ゴ ケ（���������	
����������

������）

���������������	
��������	�（�����）������

コセイタカスギゴケ（���������	
��
�������

������）

���������������	
������	�（������）���������	


コスギゴケ（���������	
��
��������	�	�	）

���������������	
�����（�����������）�����

ヒメスギゴケ（���������	
��）

���������������	
��������	���������	
�


シ ン モ エ ス ギ ゴ ケ（���������	
����������

������）

��������������	
��	������������

ウマスギゴケ（���������	
�����������	��
�）

��������������	
����������������

オオスギゴケ（���������	
���）

���������	
�	�　ホウオウゴケ科

�����������������	��
������������

コホウオウゴケ（���������	
�����������	
����

��������	
�����������	
������������������	


���������）

�����������������	
��������������	
������������（������）�

��������	
	���������

ツクシホウオウゴケ（���������	
	
��������

��������	
������������������������������

��������	
��
��������	���
�������）

�����������������	
��������������	
���������������������

ホソベリホウオウゴケ（���������	
���）

������������������	
�	��������	�

トサカホウオウゴケ（���������	
����������

������）

�����������������	
�	�������������	�
������

ヒロハチャイロホウオウゴケ（���������	
��）

�����������������	
������������

ガーベルホウオウゴケ（���������	
����������

������）

�����������������	�

���������	
��※

ジョウレンホウオウゴケ（���������	
�	�）

�����������������	
�����
��������

ホソホウオウゴケ（���������	
���）

�����������������	
���	
���������

ヒ メ ホ ウ オ ウ ゴ ケ（���������	
����������

��������	
��
�����）

������������������	
�����������

ホウオウゴケ（���������	
��
）

�����������������	
�������������

キャラボクゴケ（���������	
�����������	
�
��

���������	�
）

���������	�	　キンシゴケ科

���������������	
���������（�����）������

ヤノウエノアカゴケ（����������	
	
）

�������	�
��
�　エビゴケ科

��������������	�
���������
��（�����）���������	�
�����

��������（�������）����������������	���
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エビゴケ（���������	
��
）

�����������　シッポゴケ科

���������������	
�����（�����）������������

シシゴケ（���������	
�����������	���	�������

������）

��������������		�
�������		��（�����）�������	

ススキゴケ（���������	
�	���������	��
�����

��������	）

��������������	��
���	���	�
���（�����）��������		��
��

��������

ユミゴケ（���������	
�����������	��	���������

�������	
�����������	������������	������

��������	
����������������������）

��������������	�
����	����������
�（�����）��������

ミ ヤ マ シ ッ ポ ゴ ケ（���������	
��
�������

�������	
����������）

��������������	
���������������

ヒメカモジゴケ（���������	
���）

��������������	
�������	������

シッポゴケ（���������	
�	���������	
���）

��������������	
	������������

コカモジゴケ（���������	
	��）

��������������	
���������������

オオシッポゴケ（���������	
���）

���������������	
����
�����	
�（�����）�������

チ ヂ ミ バ コ ブ ゴ ケ（���������	
����������

��������	
���������）

��������������	
�
���
������（�����）�������

ナ メ ハ ヤ ス ジ ゴ ケ（���������	
����������

���������	
��
��������
��
�����）

�������	
��
�　シラガゴケ科

��������������	�
�������������

アラハシラガゴケ（���������	
�
�）

��������������	�
������������
�（�����）������������

ホ ソ バ オ キ ナ ゴ ケ（���������	
�
��������

��������	
���������）

�������	�
���　カタシロゴケ科

�����������������	
����	����（������）�������

カタシロゴケ（���������	
		
）

�

����������　センボンゴケ科

���������������	
���������

������

イトラッキョウゴケ（���������	
���）

���������������	
�	���（�����）�������	

トウヨウネジクチゴケ（���������	
�	��������

������）

����������������	
�������������

ネジクチゴケ（���������	
�	���������	
���）

����������������	
�����
����（�����）�������	

チュウゴクネジクチゴケ（����������	
�	）

��������������	
����	������	�������

ハマキゴケ（���������	
�����������	��������

��������	
������������
������������）

��������������	�
���	�������（���������	
���）����������

�����

ツ ツ ク チ ヒ ゲ ゴ ケ（���������	
����������

������）

����������������	�
��
�

��
��（�����）�������

ホンモンジゴケ（���������	
�����������		�	��

��������	
��）

���������������	
�������（������）�������

コネジレゴケ（���������	
�	�）

���������������	����
����（�����）�������

ネジレゴケモドキ（����������	�
�）

���������������	
	���	�����（������）��������	
��

ニセイシバイゴケ（���������	
����������

��������	
��
������������
������）

������������������	
��	�	�（�������	�
���）�������

ホソコゴケモドキ（���������	
	��）

����������������	
��	����������

ツチノウエノコゴケ（���������	
	��）

�����������　ギボウシゴケ科

��������������	
�����������������（����）�������	�
�

��������	
	���������※

ヤマトハクチョウゴケ（���������	
���）

�����������������	�
�����������	�

ケギボウシゴケ（���������	
�����������	��）

��������������	�
	����������������

ハチヂレゴケ（���������	
��）

��������������	�
	�����
	�	�������

ヒダゴケ（����������	��
）

��������������	�
	���	���
	��	�����������	�
�����

ナガバチヂレゴケ（���������	
	�
）

�
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��������������	�
����	����
�������

チョウセンスナゴケ（���������	
����������

�������	
����������）

��������������	�
����	���	��������

ナ ガ エ ノ ス ナ ゴ ケ（���������	
����������

������）

����������������	
�������	
�（������）�������

ホソバギボウシゴケ（����������	��
�������

������）

�������	
�
　ヒナノハイゴケ科

��������������	
�	�����	��	����（�����）������

サヤゴケ（���������	
�����������	
	��）

��������	���　カゲロウゴケ科

����������������	
�����
�����������	��
��

カゲロウゴケ（����������	
�
）

　　��������	�	　ヒョウタンゴケ科

���������������	
���������������

ヒョウタンゴケ（���������	
�	�）

��������������	
�	�������
������������

ヒロクチゴケ（���������	
�����������	
���）

���������	
��	�	　ヒカリゴケ科

�����������������	
���
�
�（�����）���������	�
���※

ヒカリゴケ（���������	
��	）

��������　ハリガネゴケ科

���������������	�
���������（������）���������	

ヒメギンゴケモドキ（���������	
�		）

��������������	
���	���	�（���������	
�）���������

��������	


ホソウリゴケ（���������	
�����������	�����

���������	�
）

��������������	
���	�������

ハリガネゴケ（���������	
��）

��������������	
�������
����（�����）��������

オ オ ハ リ ガ ネ ゴ ケ（���������	
����������

������）

��������������	�
����������

ケヘチマゴケ（���������	
��	��������	
��
）

��������������	
��	��（�����）�������

ヘチマゴケ（����������	�
�）

�����．���������	
�������	
�（���������）������

オオカサゴケ（���������	
��	��������	
�
�）

��������　チョウチンゴケ科

��������������	
���������（�����）����������

ナメリチョウチンゴケ（���������	
����������

�������	
�����������	�����������）

��������������	�
����

��（������）����������

コツボゴケ（���������	


���������	
�������

��������	
������������
�������������）

��������������	�
���
�����
��（�����）�����������

ツボゴケ（���������	
��）

��������������	�
��������������（������）�����������

ツルチョウチンゴケ（���������	
����������

������）

��������������	�
��������
��（������）�����������

オオバチョウチンゴケ（���������	
��	�������

������）

���������������	�
�	�������������������

ケチョウチンゴケ（���������	
��
�������

������）

�����．����������	
��������
��（���������	
��）�������

エゾチョウチンゴケ（���������	
��	）

����������������	
���
���������（���������	
�）�������

コバノチョウチンゴケ（���������	
��
�������

��������	
��
������������
���������������

��������	
��
������）

���������	
�	�　ヒノキゴケ科

�����������������	
������	�（��������	
）�������

ヒノキゴケ（���������	
�����������	���
����

�������	�）

�����������������	
������	��（�����）���������	��������

�����（�������	
�）�������

ヒロハヒノキゴケ（���������	
��）

����������	�	　タマゴケ科

�����������������	
���
����������

タマゴケ（���������	
���）

����������������	
�������（�����）������

カマサワゴケ（���������	
��）

����������������	
����������（���������）������

オオサワゴケ（���������	
���）

����������	�
	
　タチヒダゴケ科

��������������	��
�������	��
�����������	
��

ヒメミノゴケ（���������	
�����������	
���）

�

－　���　－
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��������������	��
��������
�����������	
�

ミノゴケ（���������	
	�
）

�����．�����������	
���������	
������

タチヒダゴケ（���������	
��）

��������������	
����（�����）������

カラフトキンモウゴケ（���������	
��������

�������	
������������	��������������������	�

������）

���������	
�
　カワゴケ科

����������������	
�������	�������※

カワゴケ（���������	
���）

������������　コウヤノマンネングサ科

����������������	
��
��
���（�����）���������	�
���

フロウソウ（���������	

����������	
���）

����������������	
��������������

コウヤノマンネングサ（���������	
����������

�������	
����������）

��������	���　イトヒバゴケ科

�����������������	
���	���	��	
�（�����）�������

スズゴケ（���������	
�
���������	
���）

��������	
��
�　イタチゴケ科

���������������	
������
�
�������

イタチゴケ（���������	
��
）

��������	
�	�　　ヒムロゴケ科

���������������	
����	�	��������

ヒムロゴケ（���������	
���）

��������	���　ハイヒモゴケ科

����������������	��
����	����（�����）�����

キヨスミイトゴケ（���������	
	��）

��������������	
�������������（�����）�������	
��

ソリシダレゴケ（���������	
		�）

�����������　ヒラゴケ科

���������������	
������������（�����）�������	�
��	��

���������（������）�����

ヤマトヒラゴケ（���������	
��）

���������������	�
���������������（�����）���������

��������	�
��

タチヒラゴケ（���������	
�����������	����）

���������������	
����������

チャボヒラゴケ（���������	
�����������	�����

��������	��
）

��������������	
	��

�����（�����）����������	

リボンゴケ（���������	
�	
��������	��������

�������	
����������
��）

�������������	
�������������（��������	
）�������	�

キダチヒダゴケ（���������	
�����������	�����

��������	
��������������
）

�������������	
������	������（���������	
����
��）�

���������

オオトラノオゴケ（���������	
����������

��������	
���������）

�������	

�����　トラノオゴケ科

�������������	
���
�	����	������������

ヒメコクサゴケ（���������	
�����������	
����

��������	

������������		�����������������	

��������	
������������）

��������	���　アブラゴケ科

���������������	�
������������������

ツガゴケ（���������	
���）

����������　ヒゲゴケ科

����������������	
������（�����）������

エダウロコゴケモドキ（���������	
����������

��������	
���������）

��������	
�
　コゴメゴケ科

���������������	�
��������
����（���������）�������

イヌケゴケ（���������	
���）

����������　ウスグロゴケ科

����������������	��
���
�����（�����）�����

ホ ソ オ カ ム ラ ゴ ケ（���������	
�
��������

������）

���������������	
���������（�����）�������

オカムラゴケ（���������	

��）

���������������	��
�����

�����（���������	
�）�������

アサイトゴケ（���������	
��）

��������	�	　シノブゴケ科

����������������		
������������

ミヤマギボウシゴケモドキ（���������	
���）

植 物

－　���　－



�����������������	
���		������������

オオギボウシゴケモドキ（���������	
�������

�������	�）

�������������������	�（�����）��������	
�	�����������

������（�����）��������	�

ギボウシゴケモドキ（���������	
	��）

����������������	
���（����������）��������

エゾイトゴケ（���������	
��）

��������������	
���

�（������）������

チャボスズゴケ（���������	
�����������	
��	�

��������	
�
）

��������������	
�����	�	
�（������）�������

ハリゴケ（����������	
��）

��������������	
�����������	
�（����������）�������

ナガスジハリゴケ（���������	
����������

��������	
��
������）

���������������	
����
��	���	
��（��������	
�����

����）�������

ノミハニワゴケ（����������	�
������������
�）

���������������	
����	��
�
��（�����）��������

スジシノブゴケ（���������	
��	）

�������������	
��	�������
��
�（������）�������

ナガスジイトゴケ（���������	
��）

�������������	
��	���
��������
�（�����������）�������

コバノイトゴケ（���������	
�
���������	
	���

��������	
��）

�������������	
��	���
�������（���������	
�）������

�������

イワイトゴケモドキ（���������	
���）

�������������	
��	������
�（����）�������

イワイトゴケ（����������	�
�）

���������������	�
���
��
��（���������	
��）������

ラセンゴケ（���������	
�����������	
��）

��������������	
��������（�����）�������

ミヤベゴケ（���������	
���）

���������������	
���������（���������	
�）��������

�����

ヒメシノブゴケ（���������	
�����������	����）

���������������	
��������������������	�	
�（�����）�

�������

コバノエゾシノブゴケ（���������	
����������

��������	
������������
���������）

���������������	
���
���������

トヤマシノブゴケ（���������	
�	��������

�������	
�����������	
�����������	������

�������	
�����������	������������	������

���������	
�	
�����）

���������������	
���������（�����������）��������	

アオシノブゴケ（���������	
�����������	
��）

���������������	
��	�������（�����）��������	

チ ャ ボ シ ノ ブ ゴ ケ（���������	
��	�������

�������	
�����������	������������	������

������）

�������	
��	�	　ヤナギゴケ科

��������������	
��������������（�����）�������

ヤリノホゴケ（���������	
��）

��������������	
�����������������（�����）������

コガネハイゴケ（����������	
�
）

�������������	���
������	��（�����）�������

ミズシダゴケ（����������	
�����������	�������

��������	）

��������	�
��	�	　アオギヌゴケ科

��������������	�
���	��
������������������	�
���

ヒモヒツジゴケ（���������	
��）

��������������	�
�����������（�����）��������

ハネヒツジゴケ（���������	
�����������	
�
��

��������	
�������������������������������	


�������	
）

��������������	�
���
�����	�������	

タニゴケ（���������	
�
�）

�������������	�
�����������（���������	
��）������

ヤノネゴケ（���������	
��）

��������������	�
��	���（�����）���������	


ツクシナギゴケモドキ（���������	
����������

������）

��������������	�
����	��	�������	�
���
��	

ツクシナギゴケ（���������	

��）

�������������	
	��	����������（������）����������

��������	
��

ネズミノオゴケ（���������	
�
���������	���	）

����������������	
�������	���（�����）��������		
�

アツブサゴケモドキ（���������	
	�
�������

������）

��������������	
�����������������（�����）��������	

コカヤゴケ（����������	�

���������	���）

��������������	
�������������
��（�����）������

アオハイゴケ（���������	
�����������	�����

���������	
������������
�������������������

－　���　－
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�������	
�

����������	�	　ツヤゴケ科

���������������	
��������（�����）������

ヒ ロ ハ ツ ヤ ゴ ケ（���������	

���������

������）

���������������	
������（�����）��������	

エダツヤゴケ（���������	
�����������	�����

��������	
�����������	��	����������������	


�������	
����������
��）

���������������	
�������������

カラフトツヤゴケ（���������	
���）

���������������	

�������（����������）�������

ホソミツヤゴケ（���������	
�����������	�
���

��������	
�	���������	�������������������	


�������	
���������������������������）

�������	
����
�
　サナダゴケ科

�������������	
����
����	�����（��������	
����）����

������

オオサナダゴケモドキ（���������	
����������

��������	
�����������������������������

��������	
���������）

�������������	
�����
����
�（�����）��������	

ミ ヤ マ サ ナ ダ ゴ ケ（���������	
��
�������

��������	
����������������������）

�������	
�������　ナガハシゴケ科

����������������	
��������（����）�������	
��

カガミゴケ（���������	
�

��������	
��
����

��������	
����������	�
������������������	�

������）

���������������	�
���	����������（��������	��
��）�

��������

コモチイトゴケ（���������	
��
��������	�����

��������		
����������	��	����������������	


�������	�
����������	�
�������������������	�

��������	
��
������）

���������　ハイゴケ科

�����������������	
����������	�（�����）��������	

クサゴケ（���������	
��
）

��������������	
�����������	�（�����）�������

クシノハゴケ（���������	
	�	��������	
��	�

��������	
��）

��������������	
��������	��������

オニクシノハゴケ（���������	
��）

����．���������	��
������������

ハイゴケ（���������	
�����������	
�����������

��������	
��
������������
���������������

��������	
���������������������）

�������������	
���
�（�������）�����

オ オ ベ ニ ハ イ ゴ ケ（���������	
��	�������

������）

�������������	
��	���
����（������）������

イトハイゴケ（���������	
��	��������	��
��

���������	
�）

���������������	
�����
��	�����
��（���������	
��）

�������	�

アカイチイゴケ（���������	
�����������	��		��

���������	
�������������������������������	
�	

������）

�����������������	
�������（������）�������	��
����

キヌゴケ（���������	
	��）

�������������		
����
��
��（��������	
����
��）����

ユガミタチヒラゴケ（���������	
��）

�������������		
���������
��（�����）�����������．

キャラハゴケ（����������	�
����������	����

��������	
��）

��������	�
	
　イワダレゴケ科

���������������	
���������
��（��������	
）�������	
���

�������	


フトリュウビゴケ（���������	
���）

���������������	
�������������（�������）�����������

コフサゴケ（���������	


���������	
�������

�������	�
���������	��
������������）

�������	�
���　苔綱

������������　キリシマゴケ科

���������������	
������（������）�����＊

キリシマゴケ（��������	�）

��������	
���������　マツバウロコゴケ科

�������������	
�	������
�������

チャボマツバウロコゴケ（���������	）（��������

��������	
����������������������）

�

植 物

－　���　－



���������	
�	
	�ムクムクゴケ科

���������������	
���	��	��
�（�����）�������	

ムクムクゴケ（��������	�
�������������������

�������	
���������	�����������������）

��������	
�	�　ムチゴケ科

����������������	�
�����（���������	
�����）�������	＊

タマゴバムチゴケ（��������	）

����������������	
������（��������	
）������

ムチゴケ（��������	�）（���������	
��）

����������������	�
����（�������	
���	�	����）�������	

コムチゴケ（���������	）（���������	
����������

�������	
�����������	������������	������

������）

�������������	�
�������（������）��������

コスギバゴケ（��������	
）

��������������	
����	�������

スギバゴケ（��������	
）（���������	
���）

�������	
��	�	　ツキヌキゴケ科

�������������	
�����������������	
�＊

チャボホラゴケモドキ（����������	）

�������������	
�����	����������	�
�����

ホラゴケモドキ（����������）

�������������	
��������（������）�������

トサホラゴケモドキ（����������	）（��������

��������	
���������）

��������������	
�����
����
����（������）������

ヒロハホラゴケモドキ（��������	�）（��������

��������	
������������
���������）

�������	
�����　ヤバネゴケ科

�������������	
���������
��������

オ タ ル ヤ バ ネ ゴ ケ（���������	）（��������

��������	
���������）

��������������	
�������������（�����）�������	

クチキゴケ（���������	
���）

��������������	�
���
��
�������

シフネルゴケ（���������	
�
�）

�������	
��������　コヤバネゴケ科

�������������	
������
���������（������）������＊

コバノヤバネゴケ（����������	）

�������������	
�������

����
�������＊

ウニヤバネゴケ（��������	）

�������	��
	��	�　ツボミゴケ科

�������������	��
	�	���
������������＊

エゾツボミゴケ（���������	）

�������������	��
	������
���
	�������＊

ヒロハツボミゴケ（���������	）

�������������	��
	�
����	�（�����）�������

オオホウキゴケ（���������	
����������	���）

�������������	��
	�����	�	�������	

ツ ツ ソ ロ イ ゴ ケ（���������	
�
��������

������）

�������������	��
	�����	�	�����

ツ ク シ ツ ボ ミ ゴ ケ（���������	
��	�������

������）

�������������	��
	��
��		�（�����）�������＊

キブリツボミゴケ（���������	）

�����������������	�
��（�����）��������

アカウロコゴケ（��������	
）（���������	
����

���������	
�������������������������������	

�������	
）

��������	�
��
�　ミゾゴケ科

�������������		�
����������（�����）�������	�
��
�	����

�������（������）��������	�

タカネミゾゴケ（���������	）（���������	
�
	）

�������������		�
���������������������

ホソミゾゴケ（����������）

������������　ヒシャクゴケ科

����������������	
���������（��）�������	＊

シロコオイゴケ（����������）

����������������	
����������������	＊

マルバコオイゴケモドキ（���������	）

����������������	
����	���	
�（������������）�������

ノコギリコオイゴケ（����������）（��������

��������	
���������）

����������������	
��������	
�（�������	）�������	＊

ホソバコオイゴケ（��������	�）

�����������������	
������������＊

コアミメヒシャクゴケ（����������）

���������������	
��������������������

チャボヒシャクゴケ（��������		
）（��������

��������	
�����������������������������

��������	
�����������������������������

�������	
����������）

�

－　���　－
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���������������	�
	�����（��）�������	＊

ムラサキヒシャクゴケ（����������）

�������������　ウロコゴケ科

�������������	
���������（����）���������	�
�

��������	
�

ヒメトサカゴケ（��������	
）（���������	
	
��

���������	
��������������������������������

�������	
）

�������������	
����
��	������（��）������

フジウロコゴケ（����������）（���������	
��）

�������������	
����
��������（����）����������	�
�������

�������

トサカゴケ（���������	）（���������	
����������

������）

�������������	
������������（������）��������＊

ヤマトソコマメゴケ（��������	
）

��������������	
�����������（�������	
���	�	����）�

��������

ウロコゴケ（���������	
��	）

��������������	
������������（�����）��������	

オ オ ウ ロ コ ゴ ケ（��������		）（��������

�������	
����������������������）

��������������	
���
������（�����）��������	

ツ ク シ ウ ロ コ ゴ ケ（��������	
）（��������

��������	
����������������������）

�������	����
�
　ハネゴケ科

�������������	���
����������������

マルバハネゴケ（����������）（���������	
��
�

��������	
�����������	�������������������	


�������	
）

�������������	���
��������������＊

ヒメハネゴケ（����������）

�������������	���
�����	��������������	
�	��

コハネゴケ（��������	
）（����������	�
��������

��������	
�����������	������������������

������）

����������　ケビラゴケ科

��������������	
�������������

ク ビ レ ケ ビ ラ ゴ ケ（��������	
）（��������

�������	
�����������	�����������）

���������������	
�����������	�	
���	��

ヤ マ ト ケ ビ ラ ゴ ケ（���������	）（��������

��������	
��
������������
��������������

�������	
����������）

��������������	
����������＊

コウヤケビラゴケ（��������	
）

��������������	
�����	��������＊

エゾノケビラゴケ（���������	）

��������������	

���	���������	�	
���	��

オオケビラゴケ（���������	
��	）

����．���������	
������������＊

ミヤコノケビラゴケ（���������	）

�������	�
	��	�　サワラゴケ科

���������������	�
�����������（�����）��������	
�

イヌムクムクゴケ（���������	
�		）

�����������　クラマゴケモドキ科

�����������������	
���

��（������）��������

チヂミカヤゴケ（��������		）（���������	
����

���������	
��������������）

��������������	��
����
�（������）�����������	�����������	�

（������）���������＊

ヒメクラマゴケモドキ（����������）

��������������	��
������������

オオクラマゴケモドキ（��������	
）（��������

��������	
���������）

��������������	�
�����（��������	
）������

ヤマトクラマゴケモドキ（����������）（��������

��������	
���������）

��������������	����

�
�����（�����）�������	＊

クラマゴケモドキ（����������）

��������������	��
�����������

ニ ス ビ キ カ ヤ ゴ ケ（���������	
）（��������

������）

���������	
�
　ヤスデゴケ科

���������������	
����������������＊

エゾヤスデゴケ（��������		）

���������������	
�����������������

ヒメヤスデゴケ（��������	
）（���������	
		�）

���������������	
�����
��（����）������＊

ミドリヤスデゴケ（���������	）

���������������	
��������������＊

ヒロハヤスデゴケ（����������）

���������������	
���������������

カギヤスデゴケ（��������	�）（���������	
��	�

植 物

－　���　－



��������			�
��������	���
�������������）

���������������	��
������������	


ヒラヤスデゴケ（���������	）

���������������	
����������������

カゴシマヤスデゴケ（��������		）（��������

������）

���������������	
��������������

カラヤスデゴケ（���������	）（���������	
����

��������	
�	���������	
�������������������	


��������	
������������
�������������������	�

������）

���������������	
���������（��������）���������＊

オオスミヤスデゴケ（��������	
）

���������������	
������
����������＊

ヒメアカヤスデゴケ（���������	）

���������������	
��������（��）�������	�
��
�	���������

（�����）���������

シ ダ レ ヤ ス デ ゴ ケ（��������	�）（��������

��������	
����������������������）

���������������	�
�����
�
�������

ウ サ ミ ヤ ス デ ゴ ケ（��������	�）（��������

��������	
���������）

����������　ヒメウルシゴケ科

���������������	
�������（�����）�������	�
��
�	�

���������（������）������

ジャバウルシゴケ（���������）（����������	�
��

��������	
	
�������������）

������������　クサリゴケ科

��������������	
���	������（������）������������	
��

ヒメミノリゴケ（���������	）（���������	
�����

��������	
�
）

����������������	
������������（����）��������＊

シゲリゴケ（���������	
）

����������������	
�����	��������（������）���������＊

チャボクサリゴケ（����������）

�����������������	
�	����	�（��������）�����������	�
����

ヤマトヨウジョウゴケ（���������	
）（��������

�������	
�����������	�����������）

�����������������	
���		��������＊

トサノケクサリゴケ（����������）

�����������������	
��������	�（�����）��������

ヒメクサリゴケ（���������	）（���������	
��
）

�

�����������������	
���������	�（���）��������	

マルバヒメクサリゴケ（���������	
	��）

�����������������	
�����	�（������）��������������＊

ウニバヨウジョウゴケ（���������	）

�����������������	
�����	�	��������＊

タチバヨウジョウゴケ（���������	）

�������������	�
��������������	���（�����）�������

ヒメサンカクゴケ（���������	
		�）

���������������	
�������������	＊

カマハコミミゴケ（��������	�）

�����������������	
����������

ヤ マ ト コ ミ ミ ゴ ケ（��������	
）（��������

���������	
��
��������	
��
��������������

��������	
�����������������������������

��������	
���������）

���������������	�
���（��������）�������

イ ト コ ミ ミ ゴ ケ（��������	
）（��������

�������	
���������）

����������������	
�
���（�����）��������	
����	�����

����

コクサリゴケ（���������	
）（���������	
����

��������	
�������������
�����������������	


���������）

���������������	�
������������（������）��������

ケシゲリゴケ（���������	）（���������	
���）

����������　ミズゼニゴケ科

���������������	�
��������（������）�������	

ホソバミズゼニゴケ（��������	
）（��������

�������	
�����������	������������	������

��������	
�����������	�����������������

������）

���������	
�
　アリソンゴケ科

���������������	�
��	�����������＊※

ミヤマミズゼニゴケ（���������	）

��������	�	　マキノゴケ科

��������������	
������（������）�������＊

マキノゴケ（����������）

�������������	�	　クモノスゴケ科

������������������	
���������（������）�������＊

クモノスゴケ（����������）

－　���　－
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��������	
�	�　フタマタゴケ科

��������������	
�����	�	�������＊

エゾフタマタゴケ（��������	
）

����．���������	
���������（���������）��������	＊

ヒメフタマタゴケ（��������	�
）

��������������	
��������	�������

カギフタマタゴケ（���������	
�	�）

��������������	
�����������������	

ヤマトフタマタゴケ（���������	
��	）

��������������	
������	�	�������

コモチフタマタゴケ（���������	
����������

���������	
��
�����）

���������	
�
　ミカヅキゼニゴケ科

���������������	
��
�����（��）�������	
�	�����

ミカヅキゼニゴケ（����������）（���������	
�	
）

��������	
	��	�　ジャゴケ科

��������������	
����������（��）�������	

ジャゴケ（��������	
）（���������	
����������

���������	
�	
���������
�	
��������������

���������	
��
�����）

��������������	
���	��������（������）�������

ヒメジャゴケ（���������	）（���������	
�������

���������	
�����������	
������������）

����������	
�	�　アズマゼニゴケ科

�������������	�
������
�（���）�����

ケゼニゴケ（��������	
）（���������	
����������

������）

����．�����������	
�����		�（�����）�������＊

アズマゴケ（���������	）

�������	
�
　ジンガサゴケ科

�������������	
������	����	�（��）���������	�
���������	

������������	
��

ジンガサゴケ（����������	
�����������	
�	）

��������	��
�
　ゼニゴケ科

��������������	�
����	�����������	�
�����������

��������������（������）�������	＊

トサノゼニゴケ（���������	）

����．���������	�
������������

ゼニゴケ（����������）（���������	
��	�������

���������	
��
����）

����������　ウキゴケ科

����������������	�����＊

ハタケゴケ（���������	）

���������������	
	�	�������������	

コハタケゴケ（���������	
��	��������	
���）

�����������������	
�����������	

ミヤケハタケゴケ（���������	
���）

�����������������	
�����	�（��）������※

イ チ ョ ウ ウ キ ゴ ケ（���������	
����������

������）

�������	���
���　ツノゴケ綱

�������	��
��
�　ツノゴケ科

�������������	�
�
�����
�������

チヂレバツノゴケ（���������	
��	）

���������	�
���　ツノゴケモドキ科

���������������	
��������	�（�������	）������

ツノゴケモドキ（����������	
��）

（�）�　湯澤陽一����

（�）�　杉村康司����－����（本調査）

引用文献

朝日新聞．����．ノコギリカワゴケ関東で初めて発

見．絶滅危惧種日立の泉川で．����年�月��日

（朝刊，茨城県版）．

千葉県環境部自然保護課（編）．����．千葉県の保護上

重要な野生生物．������．千葉県環境部自然保護

課．

福島県生活環境部環境政策課（編）．����．レッドデー

タブックふくしまⅠ．������．福島県生活環境部環

境政策課．

舟橋正隆．����．希少淡水魚を守る．住民の声で親水

公園化．大好きいばらき．����　�．

古木達郎．����．ミヤマミズゼニゴケ．環境庁自然保

護局野生生物課（編）．改訂・日本の絶滅のおそれ

のある野生生物－レッドデータブック－�　植物Ⅱ

（維管束植物以外）．�．���．環境庁自然保護局野生

生物課．

日立市報．����．イトヨのふるさと守る地域づくり．

����年�月��日．第����号．

茨城新聞．����．絶滅の恐れのあるノコギリカワゴケ

生育．県大洗水族館舟橋副館長日立で確認．����

年�月��日（朝刊，茨城県版）．

植 物
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池田悟．����．茨城県産蘚類植物の分類学的研究（茨

城大学教育学部卒業論文）．�����．

岩月善之助（編）．����．日本の野生植物コケ．����

��．平凡社．

岩月善之助・立石幸敏・鈴木直．����．日本産������

��������	（ハクチョウゴケ）属．ヒコビア，����　���

��．

神田啓史．����．オオミズゴケ．環境庁自然保護局野

生生物課（編）．改訂・日本の絶滅のおそれのある

野生生物－レッドデータブック－�　植物Ⅱ（維管

束植物以外）．�．��．環境庁自然保護局野生生物

課．

環境庁（編）．����．改訂・日本の絶滅のおそれのある

野生生物－レッドデータブック－�　植物Ⅱ（維管

束植物以外）．��������　環境庁自然保護局野生生物

課．

菊池進一．����．花園山に産する蘚類．フロラ茨城，

����　���．

菊池進一．����．土岳，花貫渓谷に産する蘚類．フロ

ラ茨城，����　���．

菊池進一．����．花園山系に産する蘚類．花園山系に

産する蘚類，茨城の生物第�集．�������．茨城県

高等学校教育研究会生物部．

中庭正人．����．茨城県新産種のヒカリゴケ．日本蘚

苔類学会報，���　�������．

埼玉県環境部自然保護課（編）．����．さいたまレッド

データブック．������．埼玉県県政情報センター．

産経新聞．����．希少種「カワゴケ」日立の公園で生

育．関東で唯一．����年�月��日（朝刊，茨城県

版）．

杉村康司．����．茨城県央地域の蘚苔類．茨城県自然

博物館第�次総合調査報告書．��．�������，

ミュージアムパーク茨城県自然博物館．

杉村康司．�����．福田均氏蘚苔類コレクションⅡ．

筑波山（茨城県）で採集された蘚苔類．茨城県自然

博物館研究報告：（�）�　�������　．

杉村康司．�����．レッドデータブックに記載された

水中や水辺に生育するコケ植物．水草研究会会報，

����　�����．

武村岳男．����．分県登山ガイド⑦茨城県の山．����

����　山と渓谷社．

湯澤陽一．����．茨城県筑波山塊の苔類．フロラ福

島，����　�����．

湯澤陽一．����．茨城県立花園花貫自然公園内の苔

類．フロラ福島，����　�����．
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出口博則．����．日本産ギボウシゴケ属（�������），

シズミギボウシゴケ属（���������	
），及びツバナゴ

ケ属（����������）の検索表．日本蘚苔類学会報，

�：�������．

出口博則．����．日本産�������	�
���������群の種

の検索表．日本蘚苔類学会報，���　�����．

福田廣一・樋口利雄・湯澤陽一・山田耕作．����．と

ちぎの蘚苔類．栃木県自然環境調査研究会変形菌

類・菌類・地衣類・藻類・蘚苔類部会（編）．とち

ぎの変形菌類・菌類・地衣類・藻類・蘚苔類．��．����

���，栃木県林務部自然環境課．

福島県植物誌編さん委員会（編）．����．福島県植物

誌．��������　福島県植物誌編さん委員会．

古木達郎．����．日本新産クサリゴケ属�種と日本産

クサリゴケ属一覧．蘚苔類研究，���　�������．

古木達郎．����．日本新産クサリゴケ属�種と日本産

クサリゴケ属一覧．蘚苔類研究，���　�������．

古木達郎・水谷正美．�����．日本産タイ類ツノゴケ類

チェックリスト．日本蘚苔類学会会報，���　�����．

古木達郎・水谷正美．�����．日本産タイ類及びツノゴ

ケ類の分類体系．日本蘚苔類学会会報．���　����

���．

古木達郎・中村俊彦．����．文献に基づく千葉県産コ

ケ植物目録．千葉中央博物館自然史研究報告特別号

���　������．

池田悟．����．水戸市内における着生蘚苔類植物の生

育とその分布．生研会報，����　����．

井上浩．����．こけ．��������　北隆館．

井上浩．����．日本産苔類図鑑．��������　築地書館．

井上浩．����．続日本産苔類図鑑．���������　築地書

館．

井上浩．����．コケ．��������　東海大学出版会．

石崎真理．����．コケ採集．生研会報，����　�����．
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岩月善之助・伊沢正名．����．野外ハンドブック��．

しだ・こけ．��������　山と渓谷社．

岩月喜之助・水谷正美．����．原色日本蘚苔類図鑑．

��������　保育社．
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兼清扶司雄．����．コケ採集．生研会報，����　���．

兼清扶司雄．����．安山岩上に生育する蘚類の分類お

よび生態学的研究（茨城大学教育学部卒業論文）．

�������

児玉努．����．大阪市立自然科学博物館収蔵目録．��

�　�����．

児玉努．����．大阪市立自然科学博物館収蔵目録．��

�　�������．

コケ班．����．吾国山のコケ植物．（大津一久調査）．．

生研会報，����　�����．

コケ班．����．偕楽園の蘚苔類．（田中紀子調査）．生

研会報，����　�����．

コケ班．����．御前山の蘚苔類．（佐藤礼子・田崎

睦，・片桐達雄・宮内金司調査）．����．生研会報．

����　�����．

コケ班．����．田野のコケ植物．生研会報，����　���

��．

コケ班．����．森林公園のコケ．（益田健一・堀越富

江・山崎智調査）生研会報，����　��．

コケ班．����．身近にあるコケ．生研会報，����　���

��．

コケ班．����．御前山の蘚苔類．（鴨志田有子・日暮隆

志・小野尚子・桜井敏幸・横田倫子・渡辺由美子・

山田裕子・渡辺文子調査）．生研会報．����　�����．

コケ班．����．御前山における蘚苔類の生育形組成．

（鴨志田有子・日暮隆志・小野尚子・桜井敏幸・渡

辺和香子・平加伸一調査）．生研会報，����　�����．

コケ班．����．御前山における蘚苔類の植生からみた

環境との相関．（平加伸一・鴨志田有子・渡辺和香子・

藤代志保・岸本久太郎調査）．生研会報，����　�����．

コケ班．����．御前山におけるコドラート法による環

境と植生との相関．（藤代志保・平加伸一・渡辺和

香子・豊田さや子・伊勢聡子調査）．生研会報，���

�　�����．

コケ班．����．御前山における樹上のコケの高さとの

相関．（豊田さや子・平加伸一・渡辺和香子・藤代

志保・大島匡郎・千賀美輪調査）．生研会報，����　

�����．

コケ班．����．御前山における樹上のコケの植生と高

さとの相関．（豊田さや子・藤代志保・田中厚志・

岸本久太郎・伊勢聡子・小林百恵・大島匡郎・清水

謙治・千賀美輪調査）．生研会報，����　�����．

���������	
���
日本産チョウチンゴケ科の検索表．

（安藤　久次訳）．ヒコビア，　���　�����．

孫福正・山田耕作．����．伊勢神宮宮域産苔類図鑑．　

��������　六月社．

松井透・出口博則．����．日本産キンシゴケ属の検索

表．日本蘚苔類学会報，���　�������．

松井透・出口博則．����．日本産キンシゴケ科の検索

表．日本蘚苔類学会報，���　�������．

��������	
���������	�	�����������������������	���
���

�������	�
　����　������．

��������	
��
����
�
��������
��
�������������	���
�����

��������	
����������　����　�������．

永野巌・木口博史・古木達郎．����．埼玉県の蘚苔類．

伊藤洋（編）．埼玉県植物誌．��．�������，埼玉県

教育委員会．

中村俊彦・古木達郎・原田浩．����．野外観察ハンド

ブック校庭のコケ．��������　全国農村教育協会．

西村直樹．����．日本産クシノハゴケ属（��������	）

の検索表．日本蘚苔類学会報，���　��．

野口彰．����．日本産蘚類概説．��������　図鑑の北隆

館．
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関根雄次．����．日本産蘚類図説．��������　誠文堂新

光社．

関根雄次．����．日本産蘚類の検索．��������　豊饒書

館．
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宇佐見恵三．����．吾国山のコケ．生研会報，����　��

�．
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渡辺良象．����．日本産シノブゴケ属．自然環境科学

研究，���　�����．

山田耕作．����．日本産のケビラゴケ属（苔類）．自　

然環境科学研究，���　�����．

山田耕作・湯澤陽一．����．日本産ツキヌキゴケ属（苔

類）の検索表．蘚苔類研究，　���　�����．
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吉沢一喜．����．偕楽園の蘚苔類と環境要因との関

係．　生研会報，����　�����．

湯澤陽一．����．日本のヤスデゴケ属（ヤスデゴケ科，

苔類）Ⅰ．自然環境科学研究，����　����．

湯澤陽一．����．日本のヤスデゴケ属（ヤスデゴケ科，

苔類）Ⅱ．自然環境科学研究，����　����．

調査研究および執筆

杉村康司（千葉大学大学院自然科学研究科）

協力者

樋口正信（国立科学博物館植物研究部）

古木達郎（千葉県立中央博物館植物学研究科）

湯澤陽一

安嶋　隆（茨城県立太田第一高等学校）

舟橋正隆（茨城県立北茨城高等学校）

鈴木昌友（茨城大学名誉教授）
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