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白崎仁

　このチェックリストに揚載した種は，本間（1981），Ikegami，　Y．　（lg5？），離上く999e－2000），　Nagano＆Kiguchi（1984）・野

困（1971），自崎（1976；1985；1991；1996；1997恕200⑪）にょう尭。こ熟よ蓼も古い文献もあるが同定の基準が変更され

たため，最近の学名に椙当するかどうか標本を確認する醸撃毒る｝そ雍た臨ここには掲載していない。このほカ、フロ

ラや分類の論文のなかには、このほかにもいくっか揚載する嬢憩毒るものもある。また，標本を確認しているが未発表

のものもあるので、今後，追加していきたい。蘇頚の学穣ま，－Si（lgatsekl〈1991）に，苔類とツノゴケ類については・　Furuki

＆Kizutani（1994）によvた。種の配列にっいては，アSVフ　’？べ・y｝類とした。
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Anomodon　rロ8ε距ゴ（C、　Llue　1　1．）Ke　iss1．

ノlr‘toaプ訟」ソella　（Dicks．）　Bruch　et　Schi皿P．

！ltrichum　undu’atum　（正｛edw．）　P．　B　eauv．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

ノlutacomnium　heterost’chum　　（Hedw」）　Bruch　et　Sch　i皿P．

Barわu’ロ1めrr’祀εrりis　K　Saito

」Barbut4’unguicu’a≠α　Hedw・

Barn・amia　pomiform’5　Hed冊．

Bartramiopsis　lescurii　（J　ames）　K　indb．

Boulq夕a　mittenii　（Broth。）　Car（エ

Brachy〃zenium　exi’e　Bosch　et　Lac，

Brachythe‘ium　brotheri　Par．

Brachytltecium　buchananii　（Hook）I　J　aeg、

Brαc雇ソ∫ゐεc’ロ〃1　coreanμm　Card噂

Brachythecium　helmi祀thoctadum　Br。th．　et　Par．

Brac、hythe‘」麗η1、ρ∬umosum　（Hedw．）　Bruch　et　Schimp，

βrロchythecium　populeum（Hedw．）　B；uch　et　Schimp．

Brach）ノ’heciumρロ’c々ε〃ロ〃1　Broth．　et　Par．

Brachytheciu耽　rivu’are　Bruch　et　Sch　i皿P．

正ヌra‘准ソthec’麗肛　rutabulum　（Hed吼，）　Bruch　et　Schi皿p．

Brαc妙’庖ecium　salebrosum　（Web．　et　Mohr．）　Bruch　et　Sch　imp．

Braclt】ノthecium　w互‘hurae　（Broth．）　Par．

Brothεra　leana　（Su11．）　C，　Hue11．

Brotherel’α　henonii（Duby）　F1．

BrothereUa　recurvans（Hich．）　F　l　eisch．

Bryhnia　hultenii　BartL　ex　Gr。ut

BCソhnia　πoソae－angtiae　（Su11．　et　Lesq．　ex　Su11．）　Grout

Bry」hnia　ten¢rrima　Bro士h．　＆Yas．

Bcソh，nia　tri‘hOi祀itria　I）ix．　et　Ther・

Bりioenソthrophyllur祀　re‘urvirostアε　Chen

Bryonqguchia　mollbenboeri（Lac．）　Iwats．　e七H．　Inoue＊

Bry・xiphium　n・rvegicum　SubSp．ノ卯o祀icum（Berggr．）L6Ve　et　L　6Ve

Bワロ肛argenteum　Hedw．

Bryum‘aesPiticium　Hedw．

B」・ンロ〃1　‘apitlare　且edw．

βワum　ce伽’are　Hook．

Bりlum　coronatu〃1　SchwaegL

、Bryu〃；cyctop」by’lum　（Schwaegr．）・Bruch　e七　Schimp．

βワμ鷹∫旭”escens　Schieich．　ex　Schwaegr．

Bryun弔　」pseudiつtrigu｛itrum　 Gaertn．

ω’まd砒lium　halclanianum（Grev．）Cru凪

Cα互”ergon　corゴ旅〕lium　（Hedw．）　Kindb．　　　　　　　　　　　　‘

Caltierg「on　stramineum（Bri（L）Kindb．＊

Cattiergone”α　‘ttspitlata（Hedw．）　Leeske

Cα取ρ’o訪ε‘ium　aur’cμ’α∫μ〃1　Broth．

Campyliade耳phus　‘hcア5qpllン互互皿5　（Brid）　R．　S．　Chopra

’Campツliadelphus　ste”attts　Kanda
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Campy’iumゐ15μ伽’μ櫛（Bri＆）議t七

Campyloρμsαかo－virens　DeNot．

Campyloρ皿3μ1πうε’latttS（A凱）Par．

Ceratodon　p〃rpurettS　（Hedza）　露fi往

αゆ1攻1’盟‘艀03鱗Grcut

C’αqpo【ガμ耀　｛コご’‘utum　（碧roth．）　Bfoth・

α仰odiumご卿蜘勲羅《殺。。瓦＞Refi．・et　Card・

Cla　epodium　grecil～翻程灘No魯

αα（～podiu’πpeiiu‘inerve（鑓三tt．＞Best

C’aopod’Ulnρ廟｛コphs・99｛槻（｛；，　｝1柱ell）Broth．

Climacium虚’1だ｝・θ廊（登ed辞．）1獣L¢t　Mohr

α加αd膿ノ｛塑enieim；Lindb．

Coscinede躍毎ま擢ξξま∫証11d．

Cratoneu戸君ξ毎　渥惹｛：Snifeξia　〈Bret｝1、　｛et　Par．）　Robins、

Crαわ燃磁撰c纏欝く9ed監）Spruce

αε躍f出蜥岬擢｛繍ま灘（lfitt，）Sr。th．

αe鐸雌馨罹βereragsti罐s歌．

αe癖戯躍霧弄雌εξ鋤｛｝鍵｛i

こン溜面翼趣羅鋼執諏多醐く恥d粘）Schi⑳

Cンne｛わ磁護漏享醜脚舞羅濯くftedw．）Lin（三b．

o’盈¢lym¢　iapeni‘翼羅｛1註rd．

D’ご始血醒轟翅peξiRcidttm（He醜）Sch　i田P．

Dicraneξla　ゐε’εハo〃軍富’1仁（Hedw．）　Sch　i囲P．

Dicranetta　patustris（D　icks．）Crundw．　ex　Warb，

Dicr｛7縦言だ召　varia（Hedw．）　Schimp．

1フ’cranodentinm｛fε11置tdiztun乙（Brid．）　Britt．　ex　Wi　l　l　ia田s

O’cranote冴za　｛ylindrothe｛ゴ甜鷹　（Hitt．）　Sa1｛．

Dieranum／7age梅re　Hed冊．

Dieran脚控ノlisces‘e羅5　Turn．

盛）icrantim’甚召〃擢’o躍擢｝屋itt，

Dicranum／aponicum磁tt．

0記雌πロ鷹teiodontu肛Card．

0’cranum　ma．ノus　Tuゴロ．

Dicranum～離ayrii臼rotぬ．

Dicranum　n　ipρ　onelzse　Besch．

D’cranum　scopar細n　Hedw．

五）‘君欄㈱5εご岬’㈱Card．

五）icra！IUM　りiride　Ψa1：．　hakkOゴense　（Card．）　Tak．

三）idymeden　costrictus（琵itt，）　K．　Saito

i）∫砂如面麗揮醸var．　rqfiexus（Brid．）Zand，

撰の確｝面躍7igid“lttS　Hed聾．

孟）∫5∫k麺ρ海～融濯maibaraピBesch．

五）∫∫Fた舷燐α醇ρぼ護∬imum　P巳r．

五）飾ξむ加辞4畑癖α1摺癖｝｛三tt．

蓋）f癖納μ溺ゐ9紀即撹召ξξ露龍（1｛edw．）Britt．

翻哲伽濯9；acror醜¢ゐ～癬Broth．　ex　Card．
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D’trichu〃；．ρα’”4ロπ1　（Hedw．）　Hampe

Dotichomitra　cymbifotia　var．　subinte8呂rrima　Oka皿・

D・」∫‘月0廓fゆρ3∫5crenula施Okam

Dotichomitriopsis　diverStYormis（h｛itt．）Nog、

Drepanocladus　ad皿ncus（Hedw．）　Warnst．

Dロ’hie”αspeciosi∬ima　Broth．　ex　Card．

Enca」lyPta　‘iliata　Hedw．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
Entodon　c1～｛ニIlte　ngeri　Cardっ

Entodon　rubicundtts　（Hi七t．）　Jaeg．　et　Sauerb．

Entodon　scabridens　Lindb．

Entodon　sulliソantii（C．｝illlell．）　Lindb．

Ep　ip　te　iygium　tozeri　（Grev．）　Lindb．

Eurhynchium　ettstegium　D　i　x，

Eurhynchium　hians　（Hedw．）　Lac．

Eμr雇ソnchium　’exirete　Broth．　ex　Card．

E餌r起ソ～ichium　saりatier’Schi皿p．　ex　Besch．

Faur’e’正a　tenuis　GIitt．）　Card．

Fi∬idens　adelphinus　Besch．

」Fissidens　bryeides　var．　tateralis（Bro七h．）　Iwats．　et　T・Suzuk　i

Fisside凪s　dubius　P．　B　eauv．

Fi∬idens　geminiltTorus　D。z．　e七LI。1k．

Fissidens　8π徽∫幹oπ5　Brid．

Fissidens　8y班πq8y祀us　Besch．

、Fissidens　nobitis　Griff．

Fissidens　perdecur・rens　Besch．

Fissidens　taxiTolius　Hedw．　　・　　　　：

Fissidens　tosae月sis　Broth．・

Fontina’is　hypnoides　HartnL

Forsstroemia／ap　onica（Besch．）　Par．

Forsstroemia　trichemitria（Hedw．）　Lindb．

　Fossom　broniaノ「oveotata　var．　cris’μ1α　（Aust．）　Schus　t・

　Funaria　hygro凧tetrica　Hedw．

　Glyphomitrium加mi”imum　Gli七七．）Car己

　Glyphomitrium　minutissim　um　Broth・

　Goltania　r叫ginosa（Mitt．）Broth．

　Goltania　varia凪s　B　ro　th．

　G1・immia　brachydi‘tyon（Card．）　Deguch　i

　Grimmia　‘urvata（Brid）　De　Sloov．

　Grimmia　donniana　SnL

　Grimmia　piltTera　P．　Beauv．

　Grimmia　subsu’cata　Li血pr．　　　　　　　　　　　　　　一

　（］）ノmnostomUl冗　aeruginosum　SUL

　Gymnostomum　aurantiaCt」m　（』【itt．）　Par・

（加η・st・inum　subrigidu’聞（br。th．）Chen

H・pt・cla伽ang・・tifo距um（Ha皿pe　et　C．・hluell．）B・。th・

　月rap’octadium　microphy互tum　（Hedw、）　Broth．

ト

一75一

キンシゴケ

トラノオゴケ

ミドリイヌエボウシゴケ

コクサゴケ

シメリカギハイゴケ

マツムラゴケ

ヤリカツギ

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

アカスジゴケ

オニヒツジゴケ

ツクシナギゴケモドキ

ナガスジミカヅキゴケ

ヒメナギゴケ

エダウロコゴケモドキ

コホウオウゴケ

チャボホウオウゴケモドキ

　トサカホウオウゴケ

ナガサキホウオウゴケ

ホソホウオウゴケ

　ヒメホウオウゴケ

ホウオウゴケ

　ミヤマホウオウゴケ

キャラボクゴケ

　チャボホウオウゴケ

　カワゴケ

　イトスズゴケ

　スズゴケ

　ウロコゼニゴケ

　ヒョウタンゴケ

　サヤゴケ

　チャボサヤゴケ
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1fqpJo起ソmenium　’ong’n君几1ε　Brot正L

Hal｝’o起ソmen’umρ5e蜘一∫r雌’ε（C．　Muell．）　Broth・

Hap’01毛y〃～επ’麗η1　5’ebo’di’　Doz．　et　Molk．

H卯’Ohyn1enium　triste　（Ces．　ex　DENo　t．）　Kindb．

Hed1vigia　ciliata（Hed吼）　Eh　r｝L　ex　P．　Beauvむ

Hetodium　pa’吻5μ配（Aust．）Br。th．

月「e’od「ium　5ロch：”πεπ5ε（Lindヒ㌧）　Broth．

Herpetineuron　toc‘oロε　Car（iL

Her：08言ε”α1）errobusta　（Broth　　et　Car（i．）　Iwats・

Herzogie”α　’μ面c㎝（Lindb．）　Iwats．

1／eterophy”f麗〃z　aje2’ne　（H｛）ok　　in　Kunth．）　FL

Ho〃za」「ia／aponica　Besch，

冴o〃lcゴothecium　’aeソisetam　Lac．

i／d〃lomaUiu〃1　connexum　Bro　th．

Homoma〃ium／aponi‘o－adnロtum　B　roth．

Hooker’α　α‘utt701ia　Hook　et　Grev．

Hyto‘o屈iastrum　hima’qソanum（Hitt．）　Bro士h．

絢10‘o〃liastrum〃ハenaicum　（Spruce）Fleisch．　ex　Broth．

Hylocomiopsis　oy∫‘ロ1Pα（Besch．）　Car〔工

Hy’ocomium　sp∬endens（Hedw」）　Bruc血　et　Schimp．

1加1脚5ty’蜘肥‘ロrvirostre（He醜）Dix．

遅yρρ雇∬ainレリ砒’a　Jeag

1かρρ配∬apropaguiijera　Bro　UL

月ンP肥彫‘aicico’um　Ando

恥脚ロ配‘uρressif（｝鷹e　Hedw．

Hypnum　d琵nsirameum　Ando

坊｛Pπ婦d丘e‘雌Ren、et　Card　ex　R。e11

∫｛｝Jpnum　erect’uscu’um　Su11．　e　t　Les（1．

Hypnum　fauriei　Car己

E｛》｛Pπロ肛プ迦ノiyamae　（Broth．）　Par．

珈P朋扉tindber苫∫昌litt，

tiyp刀ロ〃z　oldhamii（Mit1L）　JaegL　et　Sauerb．

Hypnu〃z　paUescens　（Hedw．）　PL　Beauv．

正6｛pnu〃t．ρ’たatu互um　（Lindb．）　Jaeg．　e士　Sauerb．

Hypnum　P’ロητロeforme　wils．

H｝｛pnum　sakOraii（s　akura　i）　Ando

Hypnu〃z　sub’mponens　Ψar．　u’ophyi互um　（C．　hfue11．）　Aado

Hypnu〃1　tristo一ソかide　（Broth．）　Pa　r。

Hypopter　ygiuM　．i7av・timbatUin還ue11．　Ha1．

Isothe‘ium　hakeod乙nse．Besch．

lsothecium　5め4ムノerSt7erme　Bfoth．

lwatsukielta　tettcotr’c加（Mitt．）　Buck　e　t　Cru皿

Kiaeria　falcata（Hed”．）Hag．＊

Kindbergia　arうus‘ula（Bro　th．）　Ochy　ra

Leptobryum　py吻b胴ε駈1s．

勿∫oゴ切鵬humite　Cru皿

　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

　ヒジキゴケ

　ヌマシノブゴケ

　カラフトシノプゴケ

　ラセンゴケ

　ミチノクイチイゴケ

　ツクモハイゴケ

　ミヤマクサゴケ

　ヤマトヒラゴケ

　アツプサゴケ

　エゾキヌタゴケ

　ヤマトキヌタゴケ

　アブラゴケ

　シノブヒバゴケ

　ミヤマリュウビゴケ

　ヒナトラノオゴケ

　イワダレゴケ

・オウムゴケ

　カタハマキゴケ

　ハマキゴケ

　チチプハイゴケ

　ハイヒバゴケ

　クチキハイゴケ

　タマキチリメンゴケ

　ヒラハイゴケ

　コマノハイゴケ

　フジハイゴケ

　エゾハイゴケ

　ヒメハイゴケ

　キノウエノコハイゴケ

　ミヤマチリメンゴケ

　ハイゴケ

　オオベニハイゴケ

　ヤマハイゴケ

　イトハイゴケ

　クジャクゴケ

　ミヤマクサゴケ

　ヒメコクサゴケ

　バクモウコモチゴケ

　カマシッポゴケ

　キプリナギゴケ

　ナシゴケ

　ハヤマヤナギゴケ
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乙｛rPtodicCアロ〃1L　riparium　Gott．

Lescuraea　incurvata　（Hedw．）　Lawt．

LεSCUt・σεα　鷹ロtabi”」置　Lindb．　ex　Hag」

Lescuraea　patens　（Lindb．）　Arn．　et　J　ens．

乙eshea　polyαarpa　Ehrh．　ex　Hedw．

Letrcobnソum／uniperoi（leum　（Brid）　C6　Mue　l　1．

Leucobryum　scabram　Lac．

LetLcodOn　sapporensis　Besch．

加ε5舵o勿鵬αavifolium（Lac．）F1．

ノSctacr・omitr’um　gymnoste〃lu〃z　Su11．　et　Lesq．

1レfacromitrium／aponi‘um　Doz．　et　Llolk

Micromitrium　te祀eru〃1（Bruth．　et　Schimp．）　Crosby

〃むノα西eα」庁utice”a（MitdL）　Broth．

ハ4nium　ゐe陀rqp」hyltum（Hook）、Schwaegr・

Mnium　lycopodioides　Schwaegr．

ルfπ‘μ〃1　0rientale　Wyatt　et　a1．

ルlnium　訂ε”are　Hedw．

丑4niu〃z　themsonii　Sch　i皿P．

Mンロre〃αsibirica　Re　i凪

ルfyuroclada　mczximorviczii（BorOsz．　ex　Max　iIIL）　Steere　et　Schof・

1＞セc1陀rαhumi’is　Mitt．

ノVεc」kera　、pusi’ta　Mitt．

ノVε‘舵rαyεzoαr昭．Besch．

1＞εckeropsis　nitidula　F　1．

Ohコ〃；uraea　brachydicちノon　No9．

0加〃lurロεα　brεりiPtls　Broth．・ex　Oka皿．

Okαn㍑」raea　加んoπc凪sis　Broth．

0」1igotr’chum　 atigerum　 ｝il　i　t　t噛

0’igotri‘hum　hercynicum　（Hedw．）　La荘L　et　Cand・

OtigotrichUi冗　paratlelum　（N【itt．）　Kindb・

Orrcophorus‘r∫司P加」∫妬（llitt．）　Lindb・

Oncephorus　wah’enbergii　Bri己

Orthoambiンstegゼum　Spurio－5麗う距’ε（Broth・　．et　PaL）　Kanda　et　Nog・

　Or’hotrichum　anon1alum　Hedw．

　Orthotrichum　consobrinum　Car己

　Orthotrichum　∫b1tin’ense　Toy．

　Orthetrichum　sord1idum　Su　l　l．　et　Lesq．

　Palamoclediur祀　leskeoides（Hook．）　E．　G　　Britton

　Pa’ustriella‘emmntata　Ochyra

　」Paraleucobζソum　επervε　（Thε己）Loeske

　Paraleucobnソune　tongifolium…（Hedw．）　Loeske

　Phi’oπo∫‘3ノ七1’ca’a　Hitt．

　Philonotisプb擢απα（Hedw．）Br　id

　Phi∬onotis　’an｛：むjotia　1』litt．　　　　　　　　・

　Philonotis　thrvaitesii　Mitt．

　Phi’onotis　turneriana（Schwaeg】r．）　M　i　t　t．
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P毎’o起o轟5y磯σ藁娘ヨ蝿oh，¢t　Card・

Pl塵i」麟ξ彗ξ帥磯5鼻鵬P．麗蜘畑（Cru珀＆Anders。n）Tan・

Physce濯ま身毎濯書渥び寓ρ躍蚕‘醒S導ndtn・

戸’；ys｛簿辺女fξ理濯∫｛頚ζ｝舞’顔～鐸（葺¢d晋．）Liitt．

戸螂姻ゴ勲郷ジ加ξrξ君雌（図冊ゆFuer臨

濯轄fo～π麺鐸轟窪¢‘‘趣～翠（Li1埴b．）KOP．

P毎8fo雇犀趣翼c｛）醜fξ擢奪ヨ5（L三真（雪b，　et　Ar量・）藍o轟

Pla害ttemnium／aponicunt（LiIld芝｝．）置（｝P．

戸葱8foπ扉飽1π雇郵’諏コy1‘茎鐸（Lig．dl｝，）1｛QP．

戸1亘塵01ππ重μ醒yε5’c餌μ摺（旦eS¢h．）玩o嚢．

Plag’otheciuni‘σy華ガ茎曇ξ偲（Bri莚）　工饗at壽，

P∫agめth醜雇顔fot’鐸醜vaL揮ξ僻くC磁就Theゴ，）lrvats・

P勧皇如fノ歯産置履curvra－　egium　Sch　l　ieph．｛∋｝くL抽pr．

P’08∫oゴ舵‘f裡羅de就ic醒ξatu醍Btuch．琶もs¢h玉釦P．

」P’ロ8’α舵｛ゴ麗擁¢型脚ξ孕ぞ盈羅くC＆rd．　et　Ther．）　王樫a重s．

P～ag如∫轟εcfμ皿皿emomge（｝｛三枇．）jaeg．

1｝laty毎tPn’出μ餌r如醒∫oゴ謹部〈珪導潔．）互｝i翼．

Pteuridiμm」1即σ耳彰μ濯Deg亘oh韮導士al、

P飽貯o壽卯言面rathenica（霊e　i　n蛙L）i｛圭丑｛藍｝．｛∋x套雛もt．

P1¢璽fog趣皿｝sc’‘尺必己～・i（Bti｛三，）醤三t士．

P轄θ再醜”醒‘σ離or～μ躍（Bri邑）L母s｛｝．

Pqgegatuiii｛才彗班¢轟ξ辺（B1｝麺．）皐貢菰

P｛遮｛｝轟窪躍厘言謬鍵召麗（」i旦越b．）Lき¢．

戸蟹蛮～藁鐸撫メ禦θ舞ξ毒窪誕s慧11，｛舞乱舘q・

ξ聾零§置誕彗醒濯｛璽ξ華（奪．嚢冠亀謹．＞1）o響

君轄虐建蜜遅誕羅｝藷髭蓑｝躍羅護皇竜重．

タ轄尋誕離魏嚢羅奪ε翅羅く幾｛聾．｝乳難ea瞬．

多｝｛重姦馨｛｝麟蓼璋葦蛮｝ξ…君錘轟報｝t製．

寿舜醒茎ξ三君罫趣（｝蓬1…δ甑：｝li豆db．

2摯轟ξま蓬妻麦｛｝確｛重窪難導d理．

薮｝舞ξ薙糞莚毒謹三塾謹．’

費｝轟ξ毎摩譲螂産毫｛窪きh

麹舞ξ錘海翠詫｛｝ξ薮重く轟i…畿｝峯圭重｝磁｝．

麹糞灘挺謹ま醗｛嚢睾融｝i皇嚢龍忌

舞舞灘妻毎壷纏峯海藏群嘉夏垂」

君題轟謹垂罫遵ξ尋麹垂童寿語ぎ蓬｝萎鑑

轟華彙｝羅毒勲轟曜糞《簗毒」馨董i魎嚢舞毒鐸毒i丑｛｝r｛灘圭

芦罐憂ぎξ莚義麗彦雛嚢奪鑛罐ξ慈垂灘｝｛乱毫t建垂圭毛蓑

P舜醸辱季齢魏星羅秦綴雛蓼i齢キ｝奮裂艶簑袈

戸垂蓼一醜≡ζ旛垂嚢羅糞弄羅趨錘莚窺．轟超嚢勲｛羅畿．｝錘譲蕊畿猶器

P趣をξ癒艘廊尋毒慈琶誕書｛融．｛輩…轟鍵｛茎｝姦盈毒蛙セ嚢

弄藝鞍‘ξ塗鍾遅羅憩躍羅羅亀．暮翼葺鍵驚

罫季鍾蚕麺∫皇葦蓼蓮ξξξ垂灘誓蓑建　垂巽縮

戸垂控奮∫麺璽舜葦麺童軽越晋亘　　　　　　　　　　　　　　　　＝

．舞鮭麺莚華麺垂尋輩豊董擁　｛塁量ε惑．．｝奪毛舞書≧乱毒
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PseUtlbbiツ超η1　speciosum　GIitt．）　KOP．

Pseudohygro’りうpnum　eugyrium　（B．　S．　G．）　Kanda

Pseudoleskeopsis　zippetii（Dozy　et　Mo　U｛．）　Broth、

Pseuゴα脚うゆ加ris　angttst伽Chen

P5ε蜘繊ψ妙”燃d郎鵬1盟ts．

P5ε麗doゴ（ta　ip毎ぜ1L己廓、poh’ぬe‘arp己」尻　（SulL　　et　Lesq．）　Iwats・

P’erigynanゴrum．fitiforme　Hedw．

Pti’ium　crista－castrensis（Hedw．）De　Not．

PtychonIitrium　gardnei　Lesq．

Ptycho〃litrium　linearifc）’ium　Rei凪

Pン1αf3’adelpha　tenuirostris（Bruch　et　Schi皿p．　ex　Su11．）　Buck

1う，taisie”α　～）rotheri　Iwats．　et　No9．

Pylaisielta　int伽故（HedのGr。ut

Pytaisie”α　subcirc’nata　（Car（工）　Iwats・　et　No9・

Pyrrh・bryum　d・zyanum（Lac．）瓶uel

Racemitrium　直quaticum　（Schrad．）　BriごL

Racomitrium加r西μ10fゴε5　Card

Racomitriurn‘anescens　subsp．　latt701ium（C．　Jens．）Frisv．

Ra‘omitrium　carina加πCard

Ra‘o〃1∫か此tm　ericoides（Wel〕．　et　Brid．）　Br‡己

Racomiか畳ium伽cたulare　（Hed冊．）　Brid．

Racomitriumプ’astゴcutare　var．α々‘oりiride　Card・

　Racomitrium　heterosti（rhu〃z（Hedw．）　Brid．

　Raco〃；itriu雁ノaponi‘um　Dozy＆Ho　lk．

　Ra‘omitr‘ロη1　1anuginosum（Hedw．）　Bri己

　Racomitrium　sudeticu〃t（Funk）　Brl三ch　et　Schi皿P．

　RauieUa　j吃ゴ’5απα　（Par．）　Rei皿L

　Rhabゴoweisia　criSl｝α∫α（With．）　L　indb．

　Rhizomnium　〃；a8nifolium（Hor．）　Kop．

　Rhizomniumπ幽ゴ麗rπ（Willia皿s　ex　Britt．　et　Wiユ1iaロ…s）　T．　KoP・

　Rhizomniu〃15∫r’atutum　GIitt．）　KOP．

　Rhizo〃；nium　tuomikOskii　KOP．、

　Rhodobjワu〃z　giganteum　（Schwaegr．）　Par．

　R110dobnソロ鷹ontariense（Kindb．）　Kindb・

R伽伽stegium　coπ加ctum　Car己

　Rhynchostegium　inc’inatum　Jaeg」

Rhyn伽5∫・rgium・valijolium　Oka血

　Rhynchostegium　pal’idifolium（Mitt．）　Jaeg・

　Rhynchos’egiu〃t　rotundifotium（Brid・）　Bruch　et　Schi皿P・

　R起ソtidiadeiphus／aponicus　（Rei皿．　in　Re　i皿　　et　Sak）　KOP・

　Rhytidiadelp’；∬5　tr・iqueゴrttS　（Hedw．）Warnst・

　Rhytidium　rugosum（Hedw，）　Kindb．　　　　　　　　　　　　　－

　Rigodiadelphus　robt　stus　（L　i　ndb・）　Nog

　Saelania　glau‘ε3cε月s　（Hedw．）　Br圭（L

　Sanionia　uncinata（Hedw．）L。eske

　5｛rsaokaea　aom　oriens’5　Kanda
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　　ササオカゴケ
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SchiStidium’∫晦｝utanum　Deguch　i

SchiSt’d’ロm　r∫vロ’are　Podp．

SChiStidium　strictum（Tum）L。eske　exαMaert

Schis’ostega、ρennata　（Hedw．）　Web・et　Hohr

＆：ゐ｝昭tschkeロmatsumurae　Besch、

Schw｛3」Fs‘ゐ舵qρ5たrゴヒabronia（SchwaegL）　Broth、

Scoρetophila　ligu’ロ’α　Sp　ruce

Seligeria　austl‘iacr：　Schauer

Sphagnum‘・卯㈱冊Lam・・et　Cand・

Sp」㎏π麗〃1　‘岬f血∫甜〃1　Ehrh．　ex　Hoff凪

SphagnUln　fimう’fα如濯wilS、

Sphagnum　girge脚励RUSS・

Sphagnum／unghuhnianum　sttbsp．　P5εロ面〃10t’8　（War皿st・）　｝工Suzuk　i

Sp加8π甜鷹脚8ε’lanicunt　Brid・

Sphagnum　nemoreum　Scop．

Sphagnumρα’us’陀L

Sp加gnum　papillosum　Lindb．

Sphagnum　squarrosu〃z　Cro1肱

S吻gnttm　s’ubsecundum　var．　junsaiense（Warns七．）H．氏Cru皿

Sphロgnum　ごeπe”ロη1　Ehrh．　ex　Hoffm．

Taゆhytlum　alternans（Card）Iwats．

Texiphy班郡〃1　abmoriense　（Besch）　Iwats．

Tヒuiphy’血tm　tのxi囮meum（Mitt．）　F1．

Tetraphis　genicu’α故　Girg」　ex　Milde

Tetraphis　Pε”ttcida　Hedw．　　　　　　　　　　　　I

Tセtraplodonα㎎μ5的血rs（Hedw．）　Bruch　et　Schi皿p．

TetraplodOn　」nnioiciCs　（Hedw．）　Bruch　e　t　S　ch　i皿1真

Thamnobnソ麗η1　alopeCi」ru〃1　（Hedw．）　Nieuw　1．

Thai祀nobワロπ1　coreanum　（Card．）　！町09L　et　Iwats、

1フ加〃inob貫ソ麗加　subserゼatum　（Mitt．　ex　Lac．）　Tan

Ther’o”α　置or〃b”α　Car己

Thuidium　qy〃zbヴPotium　（Doz．　et　Molk．）　Doz．　e七　Molk

Thuidium　kanedαe　Sak．

丁勧’4ゴ”配’eρiclOヱia‘eu〃1　Sak．

Thuidium、助f互ibertii　Limp1㌔

Thuidium　Pristocalyx（C．｝lue　11．）　Jaeg」

ThilIidiu〃1、pygmaeum　Bruch　et　Sch　imI）t

Thu’dium　rε‘・gnitum　var．　delicatu’鷹（Hedw．）Warnst・

二rhuid’um　Slフarsifoliu那　（N【itt・）　 Jaeg．

Thu’ゴium　tamariscinu〃z（Hedw．）　Bruch　et　Schimp。

Timnziel’α　anomala　（Bruch　et　Sch　i皿P．）　Limpr．

Tortetla　tor’aesa（Hedw．）　Li皿pr．

Tortuta　maralis　Hedw．

7｝・achンqystis／7agellaris　（Su11．　et　Les（1・）　Lindb・

Trachソcyst’5　〃：∫crqρ砂1’a　（Dozy　et　Mo　l　k．）　Lindb．

Trachycystis　ttssUriertsis（Haacl｛e七　Rege1）　Ko】あ

コメバギボウシゴケ

　ミズギボウシゴケ

ホソギボウシゴケ

　ヒカリゴケ

キノウエノケゴケ

キノウエノ帽ホソゴケ

イワマセンボンゴケ

サンカクキヌシッポゴケ

キダチミズゴケ

ハリミズゴケ

　ヒメミズゴケ

　ホソバミズゴケ

　コバノホソベリミズゴケ

　ムラサキミズゴケ

　スギバミズゴケ

　オオミズゴケ

　イボミズゴケ

　ウロコミズゴケ

　シタミズゴケ

　ワダミズゴケ

’コウライイチイゴケ

　サナダゴケ

　キャラバゴケ

　アリノオヤリ

　ヨツバゴケ

　マルダイゴケ

　ハナシマルダイゴケ

　キツネノオゴケ

　コマトラノオゴケ

　オオトラノオゴケ

　クマノゴケ

　ヒメシノプゴケ

　トヤマシノブゴケ

　スギバシノブゴケ

　オクヤマシノプゴケ

　アオシノブゴケ

　ミジンコシノプゴケ

　コバノエゾシノブゴケ

　チャボシノブゴケ

　オオシノブゴケ

　センボンウリゴケ

　ネジレゴケモドキ

　ヘラハネジレゴケ

　エゾチョウチンゴケ

　コバノチョウチンゴケ

　ユガミチョウチンゴケ
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Trematodon　ambiguus　（Hedw．）　Hornsch．

Trematodbn　’engi‘ollis　III　i　ch】し

Trichostomur祀　‘rispu’um　Bruch

こ110fαcriSpa（Hedw．）　Bri己

σ’ota／aponica（Sull．　et　Les（1．）　Hitt．

WarnstoJ　fia　exannutata　（S　ch　i　mp．）　Loeske

翫rπ5∫αゴ1αf研uitans　（Hedw．）　Loeske

PVeissia　controversa　Hedw．

JiP（etSsia　α・ispa（Hedw．）　M　i　tt．

骸ゴssia　planifolia　Dix．

峨ノ西ゴα　んσ」・nschuchii（Dozy　et　l｛01k．）　Cru皿

キンシナガダイゴケ

aミダイゴケ

チヂミクチヒゲゴケ

カラフトキンモウゴケ

エゾキンモウゴケ　　・

ミヤマカギハイゴケ

ウカミカマゴケ

ツチノウエノコゴケ

ツチノウエノタマゴケ

ツチノウエノカタゴケ

ナンヨウトゲハイゴケ

苔　類

〆1’obiel’opsis　parりifotia　（Steph．）　Schus七．

〆lnastrephyltum　assimile（Mitt，）　Steph．

ノlnastアqρ起ソ1’um　砿tichatvcii（Web．）　Buch

Anastrophyllum　minutum　（Schreb．）　Schust．

ノlneura　pingu’s（L）D田1L

／lnthelia／uratzke町1α　（Li皿P　L）　Trev．

14jワometzgeria　pubεscens　（SchranlO　Kuwah．

Bart｝i’ophozia　a】ttenuata　（嘔art．）　Loeske

Barbitophoiia　barbata　（Schreb．）　Loeske

Bazzania　bid冶ntu’a　（Steph．）　Nichols．

Bazzania　clentldtzta　（To　r　rey）Trev．

Bczzzania／aponica　Lindb．

Bazaania　ρo卿eana　（Lac．）　Mi七t邑

Bazaania　tt・icrenata（War　l　enb．）　Lindb．

Bazzania　tride月s　（Re　i　nw．　et　a　1．）　Trev」

Bczzaロnia　tri’obata（L）S．〔…ray

Bazzania　yoshinagana（Step乱）　Hatt．

別asia　pusilla　L

BI｛写）」harostoma　minロs　Horik

Blepharostoma　trichophyllum（L）Du皿．

Ca｛ソ‘utar’α　criSlフula　！五itt．

Catypogeia　angusta　Steph．

Cα｛ypogeiaσ㎎・磁Nees　e七紅ont．

Ca（）伊ogeia　a」zurea　Stotler　et　Crotz

Calypogeia　integristipu’a　Steph・

Calypogeia　tosaua（Steph．）　Steph・

Cavicularia　densa　Steph．

CεP加lozia　catenu’ata　subsp．　nipponica　（Hatt・）　Inoue

C｛rphalozia　‘oπnivens　（D　icks）　Lindb．

Ceρhalozia　leu‘antha　Spruce

Cephalozia　lunulザfolia　（Du皿．）　DUHL

Cepha∬ozia　o如鷹畑5　Steph．　　’

Cepha’oziella　microphyl’a　（S　teph．）　Douin

ツツバナゴケ

タカネアミバゴケ

アミバゴケ

ヒメイチョウゴケ

ミドリゼニゴケ

ヒメカサナリゴケ

ケフタマタゴケ

ホソイチョウゴケ

テガタモミジゴケ

フタバムチゴケ

タマゴバムチゴケ

ヤマトムチゴケ

ムチゴケ

サケバムチゴケ

コムチゴケ

ェゾムチゴケ

ヨシナガムチゴケ

ウスバゼニゴケ

チャボマツバウロコゴケ

マツバウロコゴケ

ミヤマミズゼニゴケ

ツチキヌゴケ

チャボホラゴケモドキ

ホラゴケモドキ

ミヤマホラゴケモドキ

　トサホラゴケモドキ

シャクシゴケ

カタヤバネゴケ

エゾヤバネゴケ

　タカネヤバネゴケ

・マルバヤバネゴケ

オタルヤバネゴケ

　コバノヤバネゴケ
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　C｛IJ｝halozie”a　rube”α　Wa　rnst．

　Ceρhロ’oz’e’ta　spinicau’is　Dou　i　n＊

　Chei互olq／eunea　ゴ〃ibr’cata　Hatt．

　（：heitotel’eur！ea　nippenica　（Hatt．）　Hatt．

Cheiloieieunea　ob’剛b∫’a　Hatt．

　Chi’oscyi】hus　paUesce’置5　（｝墨off皿L）　Du田．

　ChitoscLyphus　po｛ソan　t1置os　（L．）　Corda

　C’adopodiella　f7u”ans　（Nees）　Buch

　Co’o’eieunea／aponi‘αHatt．

Co’o’q／eunea　koda〃zae　Ka田im．

Co’o’βノeunea　’engifc）’ia　（歴itrt．）　Bened　i　x

Colo’βノeu’雄α　nala／imae　Hatt．

Co’ol咤ノeunea　ornata　Evans

Conocepha”u胡l　conic：um　（L．）　Dumort．

Conocepha’um／aponic皿〃！（Thunb．）　Gro　l　le

Diph）ノsciumノ’oliesum　（Hedw．）　｝rfohr

Diphys‘iumカ’vife’ium　M　i　t　t．

Dip互qp々ソ伽皿atb’‘ans（L。）Dum．

Dψ’qρ妙JJロ鷹andrews”Evans

Dip’qρ11y’lum　obtuSijoliutn（Hook．）Du皿．

Diptophy伽鷹plicatum　Lindb．

Diptophy”um∫礁承）lium（Wah　l　enb．）DuI止

1）umortiera　hir5uta（Sw．）　Nees

Fratlania　davurica　Ha皿pe

Fr・utlania　hamatiloba　Steph，

Fru”ania　inザ1ata　Gott，

Fr・ut’ania　musc’co’α　Steph．

Frutlania　parvistipula　Steph．

ノ『r遅’tania・schen3iana　MaS　S．

Fru”ania　tamar’sci　subsp．　obscu’a　（Verd．）　Hatt．

Fru∬’an’a　taradakensis　S　teph．

Geocalyx　’ancistipu’us　（Steph．）　Hatt．

（］ymnocolea　inflata（Huds．）　DunL

Gymnomitrion　‘onci祀natum　（Lightf．）　Corda

Gymno〃litrion　‘0ハコ’tioides　Nees

Haplo〃z’triu〃z　mn’o’4ε5（Lindb．）　Schust．

地脚πf廊ガ0伽ianUS（Nees）西ees

ffattorianthus　εr’〃10nus　Schus　t．　et　Inoue

Herbertus　aduncus（D　i　cks．）　S．　G　ray

Herbertus　sakuraii（Wa　rnst．）　Hatt．

He’eroscyjワノitLS　coa’itttS（Hook、）　Schiffn．

HeteroscyphtLS、planuS　（Hitt．）　Schiffn．

Hygrobietla　1億κ承）lia　Sp　ruce

∫ameSoniella　autumnalis（DC，）　S　teph．

ノubu正a　hutchinsi｛ve　subsp．ノavanica　（S　teph．）　Ver己

Jubula／ai｝oπ‘‘α　Steph．
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アカヤバネゴケ

ヴニヤバネゴケ

シゲリゴケ

ヤマトクサリゴケ

チャボクサリゴケ

スケバウロコゴケ

フジウロコゴケ　　　’

ウキヤバネゴケ

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

ナカジマヒメクサリゴケ

ヤマナカヨウジョウゴケ

ジャゴケ

ヒメジャゴケ

ミヤマイクビゴケ

イクビゴケ

シロコオイゴケ

マルバコオイゴケモドキ

マルバコオイゴケ

コオイゴケ

ホソバコオイゴケ

ケゼニゴケ

アカヤスデゴケ

カギヤスデゴケ

ツルギヤスデゴケ

カラヤスデゴケ

ヒメァカヤスデゴケ

オンタケヤスデゴケ

シダレヤスデゴケ

タラダケヤスデゴケ

ヤマトソコマメゴケ

ヘリトリウロコゴケ

ヒメサキジロゴケ

サンゴサキジロゴケ

コマチゴケ

タカネカマウロコゴケ

エゾヤハズゴケ

キリシマゴケ

サクライキリシマゴケ

オオウロコゴケ

ツクシウロコゴケ

エゾヒメヤバネゴケ

アキウロコゴケ

ジャバウルシゴケ

ヒメウルシゴケ
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Jungermannia　appress　ifo　tia　hf　i　t　t．

Jungermannia　atrovirens　Dum．

」「ungermannia　exserttYolia　Steph．

Jungermanniaノ撚｛ノ「ormis　（Steph，）　Steph．

Jungermannia　injUsca（1・E　i　t　t．）　Steph．

Jungermロnnia　P．ソr解orα　Steph．

」ロ㎎「ert祀annia　resuta凧s　（Steph．）　Steph．

Jungern1annia　subulata　Evans

Jungermannia　torticalyx　Steph．

Jungermannia　virgata（｝Ili七t．）　Steph．

Junge「海α「Mia　vulcanicola（Sch　i　ffn．）　Steph．

Kurzia　makinoana　（Steph．）　Grolle

鎚ノeunea　aquati‘α　Horik

L咤ノeunea　compacta　（Steph．）　Steph．

Leieunlea／aponica　t・Iitt．

ムq／eanea　parva　（Hatt．）　｝［izut．

」L¢ノeunea　麗’icina　Gott．　et　a1．

Lepidozia　reptans（L）　Du皿．

Lepidozia　subtra凪sversa二Steph．　　　　　　　　　　　　　　　　’　　，

Lepidozia　vit「ea　Steph．

Lophocolea　heterophyt’α（Schrad．）　Du皿．

Lopho‘elea　minor　Nees

Lophoz’α　〔：ornuta（Steph．）　Hatt．

Lopho；ゴa　incisa（Schrad．）Du皿．

　Lophozia　tonglveora　（Nees）　Sch　i　f　fn．

　Lophozia　5udetica　（Hueb．）　Grolle

　Maovicaria　ulop　hylta（Steph．）　H母tt．

　Makinoa　crispata　（Steph．）　瓢iyake

　ルfarchantia　emargina　ta　subsp．　tosana　（Steph．）　BischL

　／V4「archantia　pa∬eacea　Bert．

　Marchantia　palea‘ea　var．　diptera　（Nees　et　｝Iont．）　Hatt．

Marchantia　polymorpha　L．

　ルlar・supeUa　commutata　（Limpr．）　H．　Bern．

　Marsupelta　disticha　Steph．

　Marsupetla　emargina　ta（Ehrh．）　Dum．

　ルfarsupe”α　rel／oluta（Nees）　Dum．

　Marsupella　sphacelata　（L　i　ndenb．）　Du1IL

Metacalyp・geia　atterntlf・lia（G。tt．　et　a1．）Gr。11e

　ルfetacalypogeia　cordifotia　（Steph．）　Inoue

　ルfetz8eria　deciPiens（Mass．）　Sch　i　ffn．

　ハ4etzgeriaプitrcata（L．）　Du』［L

　ルtetzgeria　lindbergii　Schiffn．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　ハ4etzgeria　temperata　Kuwah．

　ル（ソ互ia　∫農ソ’or’（Hook．）　S．　Gray

　ルlylia　verrucosa　Lindb．　　　　　　　　’

　Nardia　assa〃tica　（Mitt．）　ハ皿ak．
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ヒマラヤソロイゴケ

~ゾツボミゴケ

ヒ・ロハツボミゴケ

ツムウロコゴケ

オオホウキゴケ

ナシガタソロイゴケ

ツボミゴケ

ツツソロイゴケ

マイツボミゴケ

キプリッボミゴケ

チャツボミゴケ

コスギバゴケ

サワクサリゴケ

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

ハイスギバゴケ

　ミヤマスギバゴケ

スギバゴケ

　トサカゴケ

　ヒメトサカゴケ

オヤコゴケ

キザミイチョウゴケ

　フォウリーイチョウゴケ

　マスハイチョウゴケ

　チヂミカヤゴケ

　マキノゴケ

　　トサゼニゴケ

　ツヤネゼニゴケ

　フタバネゼニゴケ

　ゼニゴケ

　　コアミメミゾゴケ

　　チャボミゾゴケ

　　タカネミゾゴケ

　　ァカタカネゴケ

　　ムラサキミゾゴケ

　　アオホラゴケモドキ

　　ヒロハホラゴケモドキ

　　ヒメフタマタゴケ

　　ヒメフタマタゴケ

　　ヤマトフタマタゴケ

　　コモチフタマタゴケ

　　カタウロコゴケ

　　イボカタウロコゴケ

　　アカウロコゴケ
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　Nardia・．scataris　subsp．　harae（A皿ak。）A皿ak．

　Nardia　suわclavata（Steph．）　A皿ak．

　Nippbnolq／eunea、ρ」1膨ノロ（Steph．）　Hatt．

　IVippono’咤iεunea　suball）’na　（Horik）Hatt．

　1＞Owe’∬ia　curリケb”a　（Dicks．）　Hitt，

　0伽tes‘hisma　denttdtitum（itlart．）Duza

　O伽臨熔醒α8r・∬εりerruc・sum　Steph．

　Pロ”ayicinia　sub‘”iata　（Aus　1L）　Steph．

　Pεd’ゆ起ソ1’um　truncatu〃z（S　teph．）　Inoue

　Pellia　endiレii／To’ia（Dicks，）　D　um」

　Pellia　πεc5’am：　（Got「L）　Limpr．

　Plagiochilt：　hakkOdensis　Steph．

　P’agiochi’α　0ソロ1〃b’ia　Mitt．

　Pldg’o‘ノ冨’a、ρoハ9t’oides　（Torrey　ex酉ees）　Linde翻ヒ｝．

　Ptagiochila　sc’qρゐ諏四ees

　P’agioごhi’a　5‘iophita　Nees　ex　Lindenb．

　Pteurezia　」ρurp」tri呂a　Lindb．

　PoreUa　α軍｛tspi如lns　var．　cordifolia（S　teph．）　Hatt，

　Po’ε”α　dε月mSiTo’ia　vaI㌔ノb”ex（Mass．）　Ha七t．

　Pore’laノ「aur’ei（Step正L）　Hatt．　，

　Porε11αgrandiloba　L　indb．

Porel’αノaponica（Lac，）Mitt．

　Poretla　o」btusata　vaL　macro’eba　（S　teph．）　Hatt．　et　Zhang

　Porε’la　perrottetiana（Mont．）Trev」

　Porella　spinutosa　Hatt．

　Porε’la　vernicosa　Lindb．

Prε三∬ia卿4r磁（Scop．）Nees

　Ptitidium　‘att70rnicum　（A、ust．）　Pears．

Ptilidiu〃’Pμ’cherri〃zu〃t（〔i．　Web．）Van　io

Radula　ロムr’｛：μ！ata　S　tep瓦

．Rad「ロ’a　brunnea　S　teph．

Radata　‘h　inens　is　Steph．

∫～吻1α　co卯’anata　Du皿L

Radula　con3trゼcta　Steph

Raduta　faurianロSteph．　　　　　　　　　・

Radu’a／apon’｛：a　Steph．

Radula　丑Ojana　Steph．

Ratiula　ebtttsi’o加Steph．

Rαdl西r且a、perrottetii　Steph．

Raduta　toin’ensis　S　teph．

Rebou’ia　hemiSl）haerica　subsp．　orienta’is　Schust．

∫～∫‘‘直rd「ia　‘加〃1εゴ弓グb∬’α　（With．）　〔｝rolle

1モiccardia　mu”醇ぬ　subsp，　de｛：ipiens　（S　teph．）　Furuki

Rた‘ardia　ptan躍lor4　Ha七t．

Ric‘ia．f7uitans　L．

R’cc互a　8’auca　L．

　ハラウロコゴケ

　オリーブツボミゴケ

　ケシゲリゴケ

　タカネケシゲリゴケ

　フクロヤバネゴケ

　クチキゴケ

イボクチキゴケ

クモノスゴケ

ハイハネゴケ

ホソバミズゴケ

エゾミズゼニゴケ

　ミヤマハネゴケ

マルバハネゴケ

ヒメハネゴケ

コハネゴケ

コハネゴケ

ミズゴケモドキ

ヒメクラマゴケモドキ

シゲリクラマゴケモドキ

ケクラマゴケモドキ

オオクラマゴケモドキ

ヤマトクラマゴケモドキ

マルバクラマゴケモドキ

クラマゴケモドキ

　トゲクラマゴケモドキ

ニスビキカヤゴケ

アカゼニゴケ

カリフォルニアテガタゴケ

テガタゴケ

コミミケビラゴケ

チャケビラゴケ

ミミケビラゴケ

ヒラケビラゴケ

クビレケビラゴケ

ナガケビラゴケ

’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

ジンガサゴケ

ナミガタスジゴケ

クシノハスジゴケ

ヒメテングサゴケ

ウキゴケ

ハタケゴケ
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Riccia　huebener’ロna　L三ndenb．

・Rたciocarア05　natans（L．）　Co　rda

Scapaniaロmplia　ta　Steph．

Scapania　bo’anderi　Aust．

S‘apania　C∫’iata　Lac．

5‘apania　curta（Ilar七）Duza

Scapania　4加’q吻ttoides舶ak　et　Hatt・

5α脚廊’rr’8加（Nees）Nees

Scapania　Pロrvictens　Steptr

Scal｝απfα　stephanii　K　　｝Sue　1　1．

Scapania　urnゴulata（L．）　Du皿L

Schtlfii；eria　hソa’ina　S　teph．

Tl・i‘hecolea　如mentel’α（Ehrh．）　Du皿．

Trichocoleopsts　saCC」ulata（Mi七t．）　Oka皿會

1｝itomaria　eusecta（Schrad．）　Loe8ke

Tritomar’αguinquect白ntロta（Hedw．）　B1エch

コ「｝℃｝chel宅ノeunea　5ロndりf‘ensis　（Go七t．）　L肛izt．

maesnere’la　denudZ：fα（班itt．）　Steph．

コハタケゴケ

イチョウウキゴケ

オオヒシャクゴケ

キヒシャクゴケ

ウニバヒシャクゴケ

オゼヒシャクゴケ

ナガバヒシャクゴケ

カラフトヒシャクゴケ

コヒシャクゴケ

チャボヒシャクゴケ

ムラサキヒシャクゴケ

シフネルゴケ

ムクムクゴケ

イヌムクムクゴケ

イチョウゴケ

エゾイチョウゴケ

フルノコゴケ

アズマゴケ

　ツノゴケ類

Anthσceros加ヴb朋is　Aust．

Ant」hOceros　punctatus　Steph．

Megtzcerosゴ7ageltaris　（Mitt．）　Steph●

押b≠o地ソ’as　temperata　Haseg．

Phaeoceros　carotinianus（Michx．）Prosk．

ミヤマツノゴケ

ナガサキツノゴケ

ァナナシツノゴケ

ヤマトツノゴケモドキ

ニワツノゴケ
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