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「ニッチェ」とは、生態学用語で、ある生物が生活する環境や、そこでその生物が利用する資源のことを

意味します。開けた土地に群落をつくるというニッチェを持つ植物、その植物を利用するというニッチェ

をもつ草食動物、草原で草食動物を捕食するというニッチェをもつ肉食動物……すべての生物は、地球の

どこかのニッチェを占めて暮らしています。もちろん、ヒトも地球上の様々な環境をニッチェとして生き

ています。

本誌『ニッチェ・ライフ』では、様々なニッチェを占めるありとあらゆる生物の魅力を伝える記事、それ

らの生物の姿を発見する記事を掲載しています。1mm 四方の小さな隙間をニッチェとして利用する生物

から、広大な土地をニッチェとして利用する生物まで、あらゆる生き物の生態、分類についての記事をお

楽しみください。

地球上には、まだまだその多様な生態や分類が明らかになっていない生物が沢山生きています。本誌を読

んだ皆さんに、その多様な生き様をもっと知りたい、その多様性の一端を明らかにしたい、と感じていた

だければ幸いです。

ABOUT NICHE LIFE

© Niche Life 2013, All right reserved.

特集

コラム

コラム



[ 特集 ]

身
近
な
コ
ケ
植
物
―
―

　
　
そ
の
分
類
と
生
態

熊澤 辰徳 ( 兵庫県神戸市 )

　世界中で 20000 種類以上が存在するとされているコケ植物は、我々の身近にも多数生育して
いる。しかしその多くは、樹木などに着生している藻類や地衣類などと区別されずに、まとめ
て「コケ」と呼ばれることが多く、目立つ花をつける植物などに比べて注目されることは少な
い。そこで本記事では、市街地や公園など身近なところでも見られるコケ植物の分類や生態に
ついて概説し、よく見られる種を見分けるためのポイントを示す。

■ヘチマゴケ属の 1 種 ( ハリガネゴケ科 )
Pohlia sp.　

　湿った地上や岩上などに生育する。洋ナシ型の蒴は先端が

下向きにつく。日本に約 20 種が分布し、分類は容易ではない。
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* 兵庫県神戸市

身近なコケ植物：その分類と生態
Bryophytes of the town: Its taxonomies and ecologies. 

熊澤 辰徳 *
Tatsunori KUMAZAWA*

はじめに

　世界中で 20000 種類以上が存在するとされてい
るコケ植物は、我々の身近にも多数生育している。
しかしその多くは、樹木などに着生している地衣類
などと区別されずに、まとめて「コケ」と呼ばれる
ことが多く、目立つ花をつける植物などに比べて注
目されることは少ない。そこで本記事では、市街地
や公園など身近なところでも見られるコケ植物の分
類や生態について概説し、よく見られる種を見分け
るためのポイントを示す。

分類

　コケ植物は蘚苔類と言われることもあり、古く
は、スギゴケなどを含む蘚類（蘚綱、Bryopsida）と、
ゼニゴケなどを含む苔類（苔綱、Marchantiopsida）
に大別されていた（例えば , 村越 1928）。しかし、
分類体系の見直しによって、苔類の中に含まれて
いたツノゴケ類（ツノゴケ綱、Anthocerotopsida）
が独立した分類群として扱われるようになり（岩
月・水谷 1972）、さらに近年の分子系統学的研究
や、微細構造などの形態的特徴を元にした分類体系
の再検討によって、それぞれの分類群が独立した
門（生物を大まかに分類した時の階級）に変更すべ
きという考え方が示された。つまり、もともとはコ
ケ植物門のなかに蘚類、苔類、ツノゴケ類が含まれ
ていたのが、スギゴケ植物門（Bryophyta）、ゼニ
ゴケ植物門（Marchantiophyta）、ツノゴケ植物門

（Anthocerotophyta）と、それぞれ独立した分類群
として扱われている。このことから、この 3 つの
分類群はすべてまとめて「コケ植物」と呼ばれてい

るものの、その類縁関係はこれまで考えられていた
より小さいといえる。また、コケ植物と呼ばれるこ
れら 3 つの分類群は、遺伝解析の結果から側系統
群（分類学的に単一でないグループ）であることが
示されている（図 1 参照）。
　スギゴケ植物門（蘚類）に所属する種は、これま
でに約 13000 種が記録されている（Magill 2010）。
一方、ゼニゴケ植物門（苔類）には約 6000-9000
種が所属すると推測されており（von Konrat et al. 
2010）、スギゴケ植物門より多様性は高くない。そ
してツノゴケ植物門は非常に小さなグループで、
200-250 種が知られているに過ぎない（Villarreal 
et al. 2010)。

見分け方

　コケ植物の種類を調べるときには、まず、茎と葉
があるかないかを見る。茎と葉がある場合はスギゴ
ケ植物門（蘚類）か、ゼニゴケ植物門（苔類）の中
のゼニゴケ類以外であり、葉が明確に区別できず、
地面に平たく張り付いているような形状の葉状体を
もつ場合は、ゼニゴケ類あるいはツノゴケ植物門で
ある（Atherton et al. 2010）。

　コケ植物の同定の際には、葉状体や胞子体の形質

ゼニゴケ植物

スギゴケ植物

ツノゴケ植物

維管束植物

コ
ケ
植
物

図 1：陸上植物の系統関係（Knoop 2010）
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のほかに、胞子の形態や葉状体の細胞の特徴なども
重要な同定形質として扱われる。そのため、よほど
特徴のある種でない場合は、確実な同定にルーペや
顕微鏡による検鏡が必要になることも多い。本項で
は、都市部や市街地、路端などで普通に見られるコ
ケ植物を中心に、種の概説と見分け方のポイントを
示す。日本には約 900 種類のコケ植物が分布して
いるが、その中でも身近な環境で見られる主要な
15 種を取り上げ、幾つかの種については近似種と
の違いを図示することで、同定の助けになるように
構成した。中には胞子体が形成されていないと同定
が困難な種もあるが、できるだけ肉眼的特徴で区別

できるような同定形質を中心に取り上げた。

関連書籍

　さらに多くの種を調べる手助けになる図鑑で、入
手しやすいものとして、以下の様な書籍がある。

　井上浩（1986）「フィールド図鑑　コケ」（東海
大学出版会）
　中村俊彦・原田浩・古木達郎（2002）「校庭のコ
ケ―野外観察ハンドブック」（全国農村教育協会）

スギゴケ植物門（蘚類） ゼニゴケ植物門（苔類）

ツノゴケ植物門

ナンジャモンジャゴケ亜門

ミズゴケ亜門

マゴケ亜門
コマチゴケ綱、 ウロコゴケ綱

ゼニゴケ綱

葉
と
茎
が
あ
る

葉
と
茎
が
な
い

葉の中央に脈がある。

葉が密生し、 水分を貯蔵できる。

葉は棍棒状。 日本に 1種。

葉の中央に脈がない。

角状の胞子体を形成する。

図 1：コケ植物のおおまかな見分け方。
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身近な環境で見られる日本のコケ植物

■ギンゴケ（ハリガネゴケ科）

Bryum argenteum

　市街地のコンクリート上や、路端の土上、石の隙
間などにごく普通に見られる。南極を含む世界各地
に分布し、日本でも全国的に分布が見られる。
　葉の先端が透明になり、和名の通り草体が銀白色
に見える。
　同じような環境に生育するホソウリゴケに類似す
るが、ホソウリゴケでは葉の先が透明にならないこ
となどで区別できる。

■ハリガネゴケ ( ハリガネゴケ科 )

Bryum capillare

　岩上や湿った土壌などで見られる。葉は倒卵形で、
中肋が葉の先に突き出す。類似するオオハリガネゴ
ケは葉が卵形、中肋は突き出さない（下図）

■ホソウリゴケ ( ハリガネゴケ科 )

Brachymenium exile

　コンクリートの隙間や土の上などによく見られ
る。葉はギンゴケ同様、茎にうろこ状に重なりあっ
てつく（写真左上）。草体は黄緑色か暗緑色。胞子
体をつけることはやや稀。
　市街地にも多く生育する種で、世界各国で見られ
る。学名の exile は、ラテン語で「やせた」の意味
である。

スギゴケ植物門 ( 蘚類 )

←

ハリガネゴケオオハリガネゴケ

←
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■ヒロクチゴケ ( ヒョウタンゴケ科 )

Physcomitrium eurystomum

　畑や庭の土上に生育する。春に胞子体を形成する。
さく（蒴）が熟すと褐色になり口が開くことから、
この和名がある（写真左下）。近縁種とは葉の形態
や蒴柄の長さなどで区別できる（下）。

■ヘラハネジレゴケ ( センボンゴケ科 )

Tortula muralis

　日当たりの良い岩の上やコンクリート上に生育す
る。葉は中肋が先端から長く突き出し、乾くと縮れ
る。蒴は円筒形で細長く、上部に帽をもつ。全世界
的に分布が見られる。

■ヒョウタンゴケ（ヒョウタンゴケ科）

Funaria hygrometrica

　日陰などの湿った土壌のほか、裸地や焼け跡など
に発生する。葉は卵形で、中肋は葉の先端に達する。
蒴は洋ナシ型で、熟すと褐色になる。
　ヤマトヒョウタンゴケに似るが、中肋が先端ま
で達さず、葉縁
に鋸歯があるこ
とで区別できる

（右）。

蒴 湿った状態の葉

ヤマトヒョウタンゴケヒョウタンゴケ
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■アオギヌゴケ ( アオギヌゴケ科 )

Brachythecium populeum

　岩上や土の上、根元などに群落を作ることが多い。
同属のハネヒツジゴケ ( 写真下右 ) とともに各地で
見られるが、種の判別はやや難しい。ハネヒツジゴ
ケは中肋が葉の先端まで達しないことで本種と区別
できる（下図）。

■コスギゴケ（スギゴケ科）

Pogonatum inflexum

　半日陰の土上に生育する。スギゴケ科は山地に見
られる種が多いが、本種は低地や庭などでも見られ
る。茎は直立し分枝しない。葉の表面には薄板とい
う構造がある。蒴は円筒形で柄は長さ 2-3cm。

　ヒメスギゴケやチャ
ボスギゴケなどとよく
似ており、正確な同定
には葉の細胞を顕微鏡
で観察する必要がある。
　庭園によく植栽され
るのは、同じスギゴケ
科のスギゴケやオオス
ギゴケ、ウマスギゴケ

（写真左）などである。

■スナゴケ（ギボウシゴケ科）

Racomitrium canescens

　日当たりの良い土上や岩上、路端などに生育す
る。特に砂質の土壌によく生えることからこの名が
ある。茎は 3-5cm で不規則に分枝する。苔玉など
によく用いられる種。ヒメスナゴケなど同属種とよ
く似るが、葉の細胞に乳頭があることが確認できれ
ば本種と同定できる。

アオギヌゴケ ハネヒツジゴケ
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■ゼニゴケ（ゼニゴケ科）

Marchantia polymorpha

 　市街地や人家近くの土上に普通に見られる。1
本の溝を持つ平たい葉状体が地面を覆う。椀状の無
性芽器が葉状体の上に形成され、無性的に繁殖する。

胞子は破れ傘のような形態
をした雌器床から生産され
る（写真左）。景観を損ねる
として駆除されることもあ
り、ゼニゴケ用の除草剤も
市販されている。

■ウキゴケ（ウキゴケ科）

Riccia fluitans

　水田や池、湿地などに生育する。水中で浮遊形と
して生育していることが多いが、湿った土上で陸生
形をとることもある。葉状体は薄く、先が 2 裂する。
　コハタケゴケやカンハタケゴケなどに類似する
が、これらの種は先端部の切れ込みが浅いことや、
通常陸生形として生育することなどで区別できる。
　世界中に分布。「リシア」の名でアクアリウムで

用いられ、底
土 や 流 木 に
セットしてレ
イアウトの一
部とされる（写
真左）。

■ジャゴケ（ジャゴケ科）

Conocephalum conicum

　湿った土上や岩上などに生育する。幅 1-2cm の
葉状体の表面にはヘビの鱗のよなうなイボがある。
雌器床はキノコ型をしている

（写真右）
　同属のヒメジャゴケに似る
が、葉状体の幅が 2-3mm と
小型であることでジャゴケと
区別できる。

ゼニゴケ植物門 ( 苔類 )
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■ハタケゴケ（ウキゴケ科）

Riccia glauca

　田畑や湿地の土上に生育。ほぼ世界中に分布する。
植物体はロゼット状になり、葉状体の先端には浅い
切れ込みがある。葉状体背面にはうすい溝がある。
　ゼニゴケ植物門の多くの種は、葉状体に気室とい
うガス交換の構造をもつが、本種はそれをもたない。
この点でカンハタケゴケやコハタケゴケなどの同属
の他種と区別できる。

■ニワツノゴケ（ツノゴケ科）

Phaeoceros laevis

　庭先や湿った土上にコロニーを作って生育する。
他のツノゴケ類と同様に、葉状体から角状の胞子体
を形成する。胞子は黄褐色で、小さい乳頭が胞子表
面にある。胞子体を形成していない個体は他種との
区別が困難である。
　他によく見られるナガサキツノゴケと類似する
が、ナガサキツノゴケは胞子の色が黒褐色で、胞子
表面に角状突起があることで区別できる。またニワ
ツノゴケは、葉状体内に間隙がないという点でもナ
ガサキツノゴケなどと区別できる。

■イチョウウキゴケ（ウキゴケ科）

Ricciocarpos natans

　世界各地の田畑や湿地、故障等に分布する。葉状
体は先が 2 裂してイチョウ型となる。浮遊形とし
て水面に浮かんでいることが多く、葉状体が分裂し
ていくことで無性的に繁殖している。葉状体の裏側
には紫色のテープ状の腹鱗片がある。
　日本では農薬の私用などにより個体数が激減して
おり、環境省のレッドリストで準絶滅危惧種に指定
されている。

ツノゴケ植物門 ( ツノゴケ類 )
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■ 図 1

タニゴケ (Public Domain) http://commons.wi
kimedia.org/wiki/File:Brachythecium_rivulare_
IMG_3140.jpg

ヒメミズゴケ (by James Lindsey CC-BY-SA 2.5) 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sphagn
um.fimbriatum.jpg 

ナンジャモンジャゴケ (by Caroline K, Tim B, and 
Patrick J CC-BY-SA 3.0) https://biomessixth10.wiki
spaces.com/Rivers-Stream+Facts 

テガタモミジゴケ (Public Domain) http://comm
ons.wikimedia.org/wiki/File:Barbilophozia_barba
ta_(b,_145027-474722)_5682.JPG

ゼニゴケ (by HermannSchachner CC-BY 1.0) 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marchant
ia_polymorpha_(a,_144712-474823)_9842.jpg

Anthoceros agrestis (by rBerndH CC-BY-SA 3.0) 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anthocer
os_agrestis_060910d.jpg

■ 図鑑

ギンゴケ (by gjshepherd_br CC-BY-NC-SA 
2.0) http://www.flickr.com/photos/gjshephe
rd/3307093377/

ハリガネゴケ (by Michael Becker CC-BY-SA 3.0)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bryum_ca
pillare_2005.07.25_10.45.47.jpg

ヒョウタンゴケ (by Frank Vincentz CC-BY-SA 3.0) 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Funaria_
hygrometrica_03_ies.jpg

ヘラハネジレゴケ 蒴、葉 (by Kristian Peters CC-
BY-SA 3.0)http://commons.wikimedia.org/wiki/File
:Tortula_muralis_kalyptra.jpeg, http://commons.wi
kimedia.org/wiki/File:Tortula_muralis.jpeg

アオギヌゴケ (by HermannSchachner CC-BY 1.0) 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brachythe
cium_populeum_(a,_144722-474811)_4101.jpg

ハネヒツジゴケ (by elmikamino CC-BY-NC-SA 
2.1) http://d.hatena.ne.jp/elmikamino/20110516/
p1

スナゴケ (by Seriyu-en CC-BY-SA 3.0) http://com
mons.wikimedia.org/wiki/File:Racomitrium_canesc
ens.jpg

コスギゴケ蒴　(by Show_ryu  CC-BY-SA 3.0)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pogonat
um_inflexum.jpg

ウマスギゴケ (by Christian Fischer CC-BY-SA 3.0) 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polytrichu
mSpec2.jpg

ゼニゴケ葉状体 (by HermannSchachner CC-BY 
1.0) Marchantia polymorpha (a, 144712-474823) 
9842.jpg

ゼニゴケ雌器床 (by Frank Vincentz CC-BY-SA 3.0)
　http://comons.wikimedia.org/wiki/File:Marchant
ia_polymorpha1_ies.jpg

ジャゴケ　葉状体、雌器床 (by HermannSchac
hner CC-BY 1.0) http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Conocephalum_conicum_(e,_144739-
474742)_1022.jpg、http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Conocephalum_conicum_(f,_145046-
474908)_3102.JPG

ウキゴケ 葉状体 (by ictheostega CC-BY 
2.0) http://www.flickr.com/photos/ictheoste
ga/3678153451/

ウキゴケ水槽 (by Vee-vee CC-BY-ND 2.0)　
http://www.flickr.com/photos/vijayvenkate
sh/7156457970/

ハタケゴケ (by rBerndH CC-BY-SA 3.0) http://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Riccia_glau
ca_050910.jpg

イチョウウキゴケ (by pellaea CC-BY 2.0) 
http://www.flickr.com/photos/7147684@
N03/4037824546/

ニワツノゴケ (by Sarah Gregg CC-BY-NC-
SA 2.0) http://www.flickr.com/photos/lynk
os/3133360116/
（ここに記載していない写真は筆者撮影。）
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* 神戸大学大学院 理学研究科 生物学専攻

淡水のミクロ生物の採集と観察

早川 昌志 *
Masashi Mark HAYAKAWA*

　身近な川や池や湖の水、あるいは、金魚の水槽の
水など、身近な " 水 " をとってみて、顕微鏡で観察
してみましょう。それらの水の中には、目には見え
ないだけで、実は非常に多様なミクロ生物たちが住
んでいます（Fig. 1）。

野外での水サンプルの採集

　水の中に住んでいるミクロ生物の採集法は簡単で
す。池や湖の水際や、水たまりやドブたまり、金魚
の水槽の中でも、コップ一杯の水を採集すれば（Fig. 
2）、その中には、漏れなくミクロ生物がついてき
ます。どんな採り方でも、何かしらのミクロ生物は
いるものですが、なるべく多様なミクロ生物を見て
みたい時は、以下の項目を意識して、採集してみま
しょう。

• 水流の少ない穏やかな場所：流れが早いとミク
ロ生物も流れて行ってしまっています。

• 緑色・褐色に色づいた水：緑藻、ミドリムシ、
珪藻、渦鞭毛藻類などが増殖した微細藻類のパ
ラダイスになっています（Fig. 3）。

• 澱んで濁った水の中：原生動物やワムシ類など
がいる事が多いです。ただし、採集の際に泥を
取り過ぎると、採集瓶の中が貧酸素状態になっ
て、折角採集したミクロ生物が酸欠で死んでし
まうので注意しましょう。

• 水草が繁茂している付近：水草なども一緒に採
集すると、水草に付着しているツリガネムシや
タイヨウチュウ等のミクロ生物がついてきま
す。（Fig. 4）

• 大量のミクロ生物を、一気に採集したい場合は、
プランクトンネット（Fig. 5）、濃縮装置（Fig. 6）
を使うのも手です。

　採集のポイントは色々ありますが、環境によって、
異なるミクロ生物が住んでいます。とても澄み切っ
た綺麗な水だとしても、透明なミクロ生物がたくさ
ん住んでいる事もあるのです。また、同じ場所だと

Fig. 1: 身近な “ 水 ” の中のミクロ生物。a) おたまじゃくしと蛙を飼育している水槽、b) その水の中を顕微鏡で覗いてみたら、ラッパムシ（左下）やナ

ベカムリアメーバ（右上）が住んでいました。
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しても、水面の水か、水底の水か、あるいは水草や
砂粒を一緒に採るかどうかによって、採れてくるミ
クロ生物は大きく変わってきます。私たち大きな生
き物にとっては同じ場所に見えても、水中のたかだ
か数十 cm 四方の空間が、ミクロ生物にとっては、
とてつもなく広大な世界になってくるのです。ぜひ、
さまざまな場所で、採り方を工夫しながら、それぞ

れ、どのようなミクロ
生物が住んでいるのか
比較してみましょう。

採集した水サンプ

ルの運搬

　さて、採集したサン
プル水、採って、すぐ
に観察する事ができれ
ばよいですが、もしも
遠出をしていて、すぐ

Fig. 2: 淡水のミクロ生物の採集。(a) 気になる水をすくい取ります。

(b) 採集した水。一緒に水草や土粒なども入れておくと、それらに付着

したミクロ生物も一緒に採れます。ミクロ生物も呼吸をしているので、

少しだけ空気を入れておくのがポイントです。

Fig. 3: 緑色・褐色に色づいた水。(a) 採集した水によっては、緑色や褐

色に、色づいている事があります。 (b) 顕微鏡で覗いてみると、ミドリ

ムシ（中央）や、渦鞭毛藻（茶色い粒々）が住んでいました。

Fig. 4: 水草などに付着したミクロ生物。(a) シャジクモに付着して繁茂

しているツリガネムシ。(b) ごわごわの中から顔を出しているオオタイ

ヨウチュウ。

Fig. 5: プランクトンネット。(a) プランクトンネットは、水は通すけれ

ども、微小なプランクトンは通さないほどの細かい網目になっており、

効率よくプランクトンを回収することができる。(b) このように、池や

湖や海に向かって放り投げて用いる。

Fig. 6: 濃縮装置。プランクトンネットがなくても、このように、プラン

クトンネットと同様の細かいメッシュに採集した水を通すことで、メッ

シュ上にミクロ生物を濃縮することができます。写真は、岩国市立ミク

ロ生物館（http://www.shiokaze-kouen.net/micro/）で館内販売してい

る「かんたん！プランクトン濃縮セット」です。
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に顕微鏡で観察することができない場合は、保管・
運搬には気をつけましょう。
　ミクロ生物の多くは、暑さに弱いです。特に、水
温が 30℃を超えたりすると死んでしまうことが多
いので、例えば、炎天下の車の中に放置するのは厳
禁です。クーラーボックスに入れるなど、なるべく
涼しい環境で保管できるようにしましょう。ミクロ
生物は、寒さにはそれなりに強いので、長期間、保
管する場合は、冷蔵庫に入れるのもありです。また、
ミクロ生物も、呼吸をしています。長時間密閉する
と、酸欠で死んでしまうので、可能な時は、蓋を開
けてあげて保管するとよいでしょう。

顕微鏡によるミクロ生物の観察

　顕微鏡によるミクロ生物の観察には、いくつか方
法があります。ここでは、「携帯顕微鏡」「実体顕微
鏡」「正立顕微鏡」の３つの観察法を紹介します。

★携帯顕微鏡による観察

　野外でも持ち運び可能な顕微鏡は、いろいろ市販
されていて、現在、入手しやすいものとしては、携
帯顕微鏡（Fig. 7）、デジタル顕微鏡、マクロ撮影が
得意なデジタルカメラ（TG シリーズ：OLYMPUS
など）、携帯型実体顕微鏡（ファーブルシリーズ：
NIKON など）などがあります。倍率こそ低いです

が、持ち運びに便利なの
で、採集した水の中にど
んなミクロ生物が住んで
いるか、野外ですぐに簡
単に調べることができま
す。
　野外で観察する時は、
採集した水を、透明な
ジッパーのビニール袋に
入れて、黒の紙や白の紙
の上に置いて観察（Fig. 8）すると、とても見やす
いです（Fig. 9）。

★実体顕微鏡による観察

　もっときちんと水の中
を 観 察 し た い と 思 っ た
ら、実体顕微鏡が必要に
なってきます（Fig. 10）。
こちらも、いろいろ市販

されているので、予算と
相談しながら、実体顕微
鏡の入手を検討してみま
しょう。
　実体顕微鏡には、上か
ら光を当てる照射照明タ

イプ（Fig. 11）と、下から光を当てる透過照明タイ

Fig. 7, 携帯顕微鏡。(a) 携帯顕微鏡（ドラえもん もっと ! ふしぎのサイ

エンス Vol.1: すご見えけんびきょう・小学館）を用いて、水の中を観察。

(b) このように、携帯電話やスマートフォンをレンズに当てる事で写真

も撮影可能。(c) 携帯顕微鏡で観察し、iPhone で撮影したグリーンヒドラ。

Fig. 8: ビニール袋に入れる。採集した水を、ジッパー付きのビニール袋

に入れると、簡単に携帯顕微鏡（Fig. 7a 参照）や実体顕微鏡（Fig. 11 参照）

で観察できるようになります。(a) は白い台紙の上に置いたもの、(b) は

黒い台紙に置いたもの、それぞれ見え方が変わってきます（Fig. 9、Fig. 

14 参照）。

Fig. 9: ビニール袋に入れて観察した

ムジナモの観察

Fig. 10; 実体顕微鏡

Fig. 10: 実体顕微鏡
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プがあります（Fig. 12）。
水中のミクロ生物は透明
なものも多いので、透過
照明装置があると便利で
す。
　 さ て、 観 察 で す。 採
集 し た 水 サ ン プ ル を、
シャーレ（透明な皿）に
移して、観察します（Fig. 
13）。 も し も、 照 射 照

明タイプの実体顕微鏡し
か持っていない場合は、
シャーレの下に、黒い紙
を敷くと、背景が黒くなっ
て、観察がしやすくなり

ます（Fig. 14）。
　 実 体 顕 微 鏡 で は、 数 
mm 〜数 100 µm スケー
ルのミクロ生物の世界が
見えてきます。とても活
発に動いている生きもの
たちが、観察できるかも
しれません。ミジンコな
ど の 小 型 の 多 細 胞 動 物
や、繊毛虫などの大型の
原生動物です。また、肉
眼で見ている時は、緑色
の塊だったものが、実は、
とても綺麗な形をしたア
オミドロなどの糸状藻類
で あ っ た り、 大 型 の ミ

カヅキモだったりすることがわかってきます（Fig. 
15）。

★正立顕微鏡による観察

　実体顕微鏡で観察して見えているミクロ生物と一
緒に、小さくてよくわからないけれども、何やら激
しく動いているものや、やけに特徴的な形や色を
しているものも発見できるかもしれません。十中
八九、彼らも立派なミクロ生物ですが、残念ながら、
実体顕微鏡レベルの倍率ではわかりません。そこで、
正立顕微鏡（Fig. 17）の登場です。
　正立顕微鏡も、いろいろなものが市販されていま
す。高いものは本当に高いですが、それなりに安価
なものも出ていますので、やはり予算と相談して、

Fig. 12: 落射照明タイプ。上から光

を当てるように観察します。光を

通さないものや、水草や石粒の表

面に付着しているミクロ生物を観

察する時に便利です。

Fig. 13: 透明な皿（シャーレ）に移す

Fig. 14: 黒い紙を敷く。(a) 黒い紙を敷いて、シャジクモを観察する。(b) 

黒い紙を敷かなかった場合。(c) 黒い紙を敷いた場合。シャジクモの節

間細胞上に形成されたアルカリバンドがはっきりと観察できる。（シャ

ジクモ試料提供：加藤将博士（神戸大学））

Fig. 11: 照射照明タイプ。下から

光を通すように観察します。透明

なものの多いミクロ生物は、照射

照明タイプの方が見やすいです。
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Fig. 15: 実体顕微鏡で観察しやすい生き物（多細胞動物の仲間）

ヒドラ、ミズミミズ（2 枚）、ミジンコ（3 種）、線虫、プラナリア。

ヒドラ

ミズミミズ ミズミミズ

ミジンコ

ミジンコ

ミジンコ

センチュウ

プラナリア
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Fig. 16: 実体顕微鏡で観察しやすい生き物（原生生物）

ボルボックス、アオミドロ、アワセオオギ、ミカヅキモ（大）、クンショウモ、ラッパムシ、ミドリムシ（大）、オオタイヨウチュウ、カエデアメーバ、

スピロストマム。

ボルボックス アオミドロ

アワセオオギ ミカヅキモ（大） クンショウモ

ラッパムシ
ミドリムシ（大）

オオタイヨウチュウ カエデアメーバ スピロストマム
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入手を検討してみましょう。
　正立顕微鏡でミクロ生物を観察する場合は、プレ
パラートの作成が必要です。プレパラートは、学校
の理科の授業で作成した記憶があるかもしれませ
ん。観察用のプレパラートは、基本的に、観察した
い水をピペットでとり、スライドグラスの上に垂ら
して、カバーグラスを載せれば完成ですが、それ
だけだと、厚みのあるミクロ生物はカバーグラス
によって潰れてしまったり、カバーグラスの隙間
からすぐに水が乾燥していったりしてしまいます。
それらを防ぐ為、土手を作るとよいでしょう（Fig. 
18）。
　実体顕微鏡で観察しながら、何かがいそうだけれ
ども、小さすぎてよくわからない領域を見つけたら、
ピペットで吸い取って、プレパラートをつくり、正
立顕微鏡で観察してみると、更に " 小さな " ミクロ
生物たちのパラダイスが見えてきます。100µm 〜
数 µm スケールのミクロ生物の世界です（Fig. 19）。

多様なミクロ生物の世界

　顕微鏡を覗いて見えてくるミクロ生物の世界、い

Fig. 17: 正立顕微鏡

Fig. 18: 土手の作成。

(a) ワセリン入りのピペットで、スライドグラスの上に、カバーグラス

より一回り小さい枠を描きます。ワセリン入りのピペットは、ワセリン

をピペットに詰め込むことで、自作することも可能ですが、岩国市立ミ

クロ生物館の原生生物培養株分譲サービス（http://shiokaze-kouen.net/

micro/info/page364.html）からも購入する事が可能です。

(b) ワセリンで描いた枠の中に、観察したい水を入れ、カバーグラスを

載せます。こうすることで、ワセリンの枠が土手の役割を果たし、水の

中のミクロ生物たちを、カバーグラスで潰してしまうことなく、観察す

ることができます。ワセリンがあると便利ですが、土手はワセリン以外

にも、ビニールテープや釣り糸などで代用することも可能です。

(c) ワセリンを１辺だけ描くことで、カバーグラスに傾斜をつける事が

可能です。　

(d) １辺だけに、ワセリンの土手があることで、カバーグラスに傾斜が

つき、ミクロ生物が、潰されはしないものもカバーグラスにトラップさ

れて身動きがとれなくなる部分をつくることができて、観察しやすくな

ります。
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かがでしたか？
　一言でミクロ生物といっても、実にさまざまな生
きもの達が住んでいる事がわかったと思います。ミ
ジンコやクマムシなどの多細胞の動物よりも、巨大
な単細胞生物（Fig. 20）たちや、葉緑体を持って
植物のように光合成をしながらも、まるで動物のよ
うに活発に動き回る藻類たち、単細胞生物とは思え
ないほど精巧な構造を持った原生動物たち。ミクロ
の世界には、私たちが、普段生きているスケールの
世界では、想像もつかないような、極めて複雑で、
そして多彩な世界が広がっています。ぜひ、身近な
水のサンプリングを通じて、ミクロ生物のサーチイ
メージを鍛え、生き物に対するセンス・オブ・ワン
ダーを、壮大なミクロの世界にまで広げていって下
さい。

参考 Website

・原生動物園
https://sites.google.com/site/protozoolgarden/
・岩国市立ミクロ生物館
http://www.shiokaze-kouen.net/micro/

https://sites.google.com/site/protozoolgarden/
http://www.shiokaze-kouen.net/micro/
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Fig. 19a: 正立顕微鏡で見やすいミクロ生物 (1)

イタチムシ、ワムシ、クマムシ、イカダモ、ミカヅキモ（小）、マルウズオビムシ、メガネケイソウ、イカダケイソウ、オビケイソウ、サヤツナギ、タ

イヨウチュウ、ミドリマヨレラ、ツボカムリ。

イタチムシ ワムシ クマムシ

イカダモ ミカヅキモ(小) マルウズオビムシ

メガネケイソウ イカダケイソウ オビケイソウ サヤツナギ

タイヨウチュウ ミドリマヨレラ ツボカムリ
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Fig. 19b: 正立顕微鏡で見やすいミクロ生物 (2)

ゾウリムシ、ミドリゾウリムシ、ミズヒラタムシ、ツリガネムシ、エピスティリス、吸管虫、ミドリムシ（小）、フトヒゲムシ、エントシフォン。

ゾウリムシ ミドリゾウリムシ ミズヒラタムシ

ツリガネムシ

エピスティリス

吸管虫

ミドリムシ（小） フトヒゲムシ エントシフォン



Niche Life Vol. 1 (Sep. 2013)

- 22 -

アカントアメーバ テトラヒメナ コレプス

クロレラ 太陽型緑藻

クラミドモナス

襟鞭毛虫 酵母

シアノバクテリア
（藍藻）

バクテリア（細菌）

Fig. 19c: 正立顕微鏡で見やすいミクロ生物 (3)

アカントアメーバ、テトラヒメナ、コレプス、クロレラ、太陽型緑藻、クラミドモナス、襟鞭毛虫、酵母、シアノバクテリア（藍藻）、バクテリア（細菌）。
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Fig. 20: 巨大な単細胞生物と微小な多細胞動

物。倍率を揃えて、ミクロ生物の写真を並べ

てみました（人の赤血球、クロレラ、酵母、

細菌は、右上に実寸大を入れ、引き延ばした

写真も載せた）。ミクロの世界には、さまざ

まな大きさの生き物たちが住んでいます。ミ

ジンコやクマムシなどの多細胞動物よりも大

きい単細胞の仲間たち。単細胞生物も、アメー

バやミカヅキモのように大きい原生動物や藻

類から、細菌のように非常に小さいものまで、

非常にさまざまです。

オオタイヨウチュウ
1.0 mm

カエデアメーバ
0.5 mm

ゾウリムシ
(繊毛虫)

0.2 mm

アワセオオギ
(緑藻)

0.3 mm

ミカヅキモ(大)
(緑藻)

0.５ mm

ラッパムシ(繊毛虫)
1.5 mm

スピロストマム(繊毛虫)
2〜3 mm

ミジンコ
1.5 mm

イタチムシ
0.2 mm

オニクマムシ 0.2 mm

ワムシ
0.2 mm

単細胞生物

多細胞動物

参考・人の赤血球
0.01 mm

ミドリムシ(小)
0.05 mm

クロレラ
0.004 mm

酵母
0.004 mm

細菌
0.001 mm

ミドリムシ(大)
0.3 mm
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コラム

* 兵庫県神戸市

自宅に研究室を持つ――DIY Biology の現在とこれから
Make own garage lab - An overview and perspective of DIY Biology

熊澤 辰徳 *
Tatsunori KUMAZAWA*

はじめに

　歴史的に、生物学の発展には、非職業的研究者や
一般の人々が貢献してきた。特に博物学、分類学、
生物地理学、生態学などは、純粋に生き物が好きな
アマチュア研究者や、地域の生物相を調査するボラ
ンティアなどの存在無くしては、ここまでの学問的
発展を遂げなかったといっても過言ではない。その
理由としては、高価な機器や研究施設がなくても、
生き物の観察や採集などといった研究活動が行える
という、その敷居の低さがあげられる。天文学やコ
ンピューターサイエンスでも似たような状況で、ど
ちらの分野でも生物学同様にアマチュアの貢献度が
高い。
　しかし時代は 21 世紀、ライフサイエンス（生命
科学）全盛の時代となり、アマチュア生物学者を取
り巻く環境は変わった。遺伝子やタンパク質の機能
解析など、機器や試薬、設備がなければ出来ない研
究が主流になり、アマチュアが入り込む余地がほと
んどなくなってしまった。もちろん伝統的な手法に
よるバイオロジー、特に、人気の高い植物、鳥類、
昆虫などの分類、生態、分布情報などは、今でも多
くのアマチュアが活躍し、知見の収集が行われてい
るが、都市化や娯楽の増加などによる生物に触れる
機会の減少、自然保護の機運の高まりによる採集へ
の厳しい視線、などもあり、昆虫少年が「絶滅危惧種」
になるなど（岩本 2012）、今後の生物学の発展の
担い手となる人材不足が懸念されている。それはア
マチュア研究者の減少だけでなく、職業的研究者を
志す人材の不足ということにも直結しかねない。近
年では「ポスドク問題」など自然科学系研究者の就
職難も社会問題化しており ( Cyranoski et al. 2011) 

特に予算が取りづらい基礎研究の進展が困難になり
つつある。
　それではこのまま生物学の研究活動は停滞してし
まうのか？　と悲観的になりそうなところだが、時
代の変化によって逆に研究がやりやすくなった側面
もある。それは、計算機器の高性能化やネットワー
クの整備といったコンピューターサイエンスの発展
と、研究機器の低価格化だ。それらの要因に伴って、
海外では DIY (Do It Yourself) Biology という新たな
ムーブメントが発生しており、アマチュア生物学者
が生命科学の発展の一端を担おうとしている。
　本記事では、その DIY Biology の現状を紹介し、
さらにアマチュア生物学者の今後の展望について考
察を行う。

DIY Biology とは

　2010 年の『Nature』誌上で、自宅のガレージで
生命科学の研究を行う、いわゆる「バイオハッカー」
が紹介された（ Ledford 2010）。ここでいうハッカー
とは、自分で様々なテクノロジーをいじって工夫す
るのが好きな人々のことであり、コンピュータや電
気機器などをガレージで自作して楽しむのと同じよ
うに、遺伝子や蛋白質を解析して楽しむ、という人
たちが登場しているというのだ。DIY Biology とい
うのは、そんな生命科学の実験機器を自作したり、
それを用いて研究を行ったりする活動の総称とし
て、ここ数年の間に使用されるようになった言葉で
ある。
　そのようなバイオハッカーたちは、ハッカー向け
に開発された分析キットを買い求めたり、ネット
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オークションなどで安価に分析機器を揃えるだけで
なく、時には必要な機器を自作するところから始め
る。それは、普通に買うよりも安く機器が調達でき
るという理由ももちろんあるが、機器を使って実際
に分析することより、機器を自作することそのもの
を楽しむケースも少なくないからだ。
　高価な機材を安価に自作した最たる例として、
DIYbio というプロジェクトが開発した OpenPCR が
ある。PCR（ポリメラーゼ連鎖反応）とは、生物か
ら抽出した DNA（デオキシリボ核酸）の量を増幅
させ、後の解析に使用するサンプルを得るための手
法で、遺伝子解析を行う際の最も基本的な技術の一
つである。その手法で DNA を増幅する機器を PCR
装置といい、DNA の塩基配列を決定する分析機器

（シーケンサーという）に用いるサンプルを作成す
るために使用される。通常 PCR 装置は、安いもの
でも数十万円から数百万円はする高価な機器である
が、OpenPCR を自作できるキットは 599 ドルで頒
布されており、その内部で動くソフトウェアは無償
で配布されている。つまり約 6 万円で簡単な PCR
装置を自作できるようになったということだ。なお
これは、2006 年に PCR 法の基本的な特許が権利
満了となり、特許料を払わなくても PCR 法を利用
する装置が作れるようになったことが大きな要因で
ある。
　遺伝子解析を行うには、PCR 装置の他にも、遠
心分離器、電気泳動装置などが必要になってくるが、
これらもオークションサイトで中古品を入手したり
することで、個人でも揃えることが出来る（安いも
ので数万円ほどするが）。また遠心分離器について
は、3D プリンタで出力して自作する DremelFuge
という 3D モデルデータが公開されている (Pearce 

2012)。この DremelFuge を 3D プリンタ（これも
DIY できる安価なモデルが続々と発表されている）
で出力し、リューターと呼ばれる電動ドリルの先に
付けることで、DNA サンプルの入ったチューブを
簡易的に遠心分離できる装置が自作できる。回転数
などはリューターの性能に依存するが、普通の小型
卓上遠心分離器を購入するより、材料費では安価で
ある。3D プリンタを自前で用意すると結果的に高
価になるが、他の実験機器なども出力して自作でき
るようになれば、さらに DIY できる機器の幅が広
がるかもしれない。あとは各種試薬や制限酵素（調
べたい生物に合わせて異なる）などを用意すれば、
遺伝子抽出から解析までが全て自宅で出来ることに
なる。
　遺伝子の配列を決定するシーケンサーについて
は、DIY できるようなキットなどは登場していない
が、Oxford Nanopore Technologies Ltd か ら USB
スティック型のシーケンサーが発表されており、
1000 ドル以下で配列決定できる卓上デバイスを開
発しているという (Einstein 2012)。もちろんまだ
自宅に揃えられないような高価な機器も数多くある
が、徐々に手頃な値段で購入（あるいは自作）でき
るようになる未来が現実味を増している。Ledford 
(2010) で示されたような、自前の「ガレージラボ」
を誰もが持てるようになるのも、そう遠くない話だ
ろう。

アマチュア生物学者は何を研究するか

　ここまで DIY Biology という潮流を紹介したが、
自宅に研究室を持ったアマチュア生物学者は、一体
どんな研究ができるのだろうか。
　現状 DIY Biology で取り上げられることが多いの
は、もっぱら遺伝子解析に関連する機器であり、安
価に機器や試料を調達するのが難しい蛋白質解析な
どは、比較的出来ることが少ない状態にある。その
ため、ガレージラボで主に研究されるのは、当面
は DNA を扱う研究がメインになると考えられる。
　　例えば、スーパーで購入した食品の産地や遺
伝子組み換えの有無を調べるための解析を行った
り、自分の DNA を調べて病気にかかるリスクを推
測する、といったことが出来るようになる。これま
でに多くの研究者が解析した DNA の塩基配列デー
タは、GenBank などのサイトで広く公開されておFig. 1 OpenPCR。温度制御などは PC で行う。
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り、自分が得た結果をそのデータと比較することで、
様々な考察を行うことが可能になる。
　また採集してきた生物から DNA を抽出し、種を
確定するといったこともより一般的に行われるよう
になるだろう。顕微鏡などを使って形態を観察し、
種を決定する（新種として発表する場合も含む）よ
うな分類学的研究は、これまでにも広く行われてい
たが、これからはアマチュア生物学者の論文・報告
文にも遺伝子解析結果が掲載される時代になるかも
しれない。とりわけ、肉眼での観察が難しい微小な
生物の場合、DNA サンプルを用いた系統分類学的
なアプローチが種の確定にも不可欠になっており、
これまで専門家にしか扱いが困難だった多くの分類
群の研究にも、アマチュアが大いに貢献できるよう
になるはずだ。
　本筋とは外れるが、DIY Biology によって登場す
る安価な分析機器は、教育目的での活用も期待され
る。特に高校では、生物の授業や実験などで DNA
や遺伝学について触れる機会があるが、実験機器が
高価な遺伝子実験を行える環境がある高校は非常に
限られる。それも自前で機器を揃えるというよりは、
近隣の大学と連携して設備を借りて行うというもの
が中心であり、ほとんどの高校生は、染色体の観察
などといった実験を通じてしか遺伝学を学んでいな
い。すでに広く用いられている遺伝子組み換え作物
や、将来的に普及することが予想される遺伝医療な
どの遺伝サービスに対する正しい科学的知識を身に
つけるためにも、DIY Biology の成果たる安価な機
器が教育現場に普及することが期待される。
　一方で、そのような技術を誰でも扱えることで、
バイオテロに悪用されるのではないかという懸念も
高まっている (Wolinsky 2009, Ledford 2010)。現
時点ですぐにその懸念が現実のものになることは考
えにくいが、その危険性だけがピックアップされて、
DIY Biology が危ないものという誤った認識が広ま
ることで、盛り上がりに水をさされないかも懸念さ
れるところだ。

DIY Biology の今後

　しかしこの DIY Biology という新しい動きの中か
ら、本格的に活躍するアマチュア生物学者がどれく
らい登場するのだろうか？　特に日本では、現状の
ままだとあまり多くの成果が期待できないのではな

いだろうか。
　理由はいくつかある。まず、各種の機器や試薬が
個人で手に入れられるとしても、それを使いこなし
て研究結果を出すようなアマチュアが育つ基盤が弱
いということだ。そもそも DIY Biology の牽引役が
欧米の若い研究者や実業家など比較的若い世代であ
り、遺伝学の知識に加えて機器の自作への関心など
が求められる DIY Biology は、実に若い世代向けの
ムーブメントといえる。しかし、日本で研究報告を
活発に行うようなアマチュア生物研究者は、時間に
余裕のある比較的年齢層の高い世代であることが多
い。そのため、これまで日本のアマチュア生物学研
究を支えてきたその世代に、いきなり DIY Biology
が根付くことはないだろう。
　そもそも現在のところ、DIY Biology は「遺伝子
解析の簡易で安価な機器を自前で持てる」ことその
ものが目的になっているところがあり、実際にその
機器でどんな研究をするか、どんな結果を出すか
についてはあまり深く考えられていない向きがあ
る。まだムーブメント自体が過渡期ということもあ
るが、現時点では機器を揃えること自体に楽しみを
見出す層にしか魅力を訴えづらいところがある。ま
だこれらの機器を揃えて実験を行うには依然として
ハードルが高いのだ。
　この動きの中で、初心者でもより手軽に解析を行
えるセットが安価で揃えられるようになれば、いよ
いよアマチュア研究家が自前の研究室をもつように
なるだろう。次の課題は、遺伝解析そのものに関心
を持つ層をいかにして厚くするかだ。既存の生物愛
好家、例えば菌類（きのこなど）のアマチュア研究
者など、遺伝解析によって多大な利益があるコミュ
ニティには、比較的すぐに受け入れられるだろう。
しかしそうではなく、生物にあまり関心のない層に
もある程度訴求できなければ、大きな動きとはなら
ないだろう。
　少し話はそれるが、蛋白質の構造解析の研究のた
めに作られたゲームがある。Foldit と名付けられた
パズルゲームは、水素原子や炭素原子の三次元配
列を模した 3D モデルを動かし、その構造をより安
定的で現実的な構造に変形すると高得点が得られ
る。無料で配布されているこのゲームのプレイヤー
によって、これまで構造が未知であった蛋白質の立
体構造が決定され、「Foldit Players」が共著者のひ
とりとして挙げられた論文によってその成果が発表
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された (Eiben et al. 2012)。このように、目的のあ
るゲームによって課題を解決したり結果を生み出そ
うとすることを、一般にゲーミフィケーションとい
う。DNA の塩基配列はデジタルデータとしての蓄
積・解析が容易という特徴もあり、生物間の遺伝子
配列の違いの検出など、ゲーム的要素を加えやすい
研究課題といえる。膨大な生物種の遺伝子情報デー
タベースの構築や、その解析を、多数のアマチュア
が趣味的に進めることができるかどうかは、分析機
器とソフトウェアをより利用しやすいものにして、
それを広める動きを起こす事が出来るかどうかにか
かっているだろう。
　また、多くのアマチュアを抱える天文学において、
発表媒体たる天文雑誌が多く刊行されているように

（河井 2012）、アマチュア生命科学者などの研究会
や同好会が発生し、発表のハードルが下がること
で、アマチュアの交流・技術向上が期待できる。そ
のようなコミュニティづくりも同時に求められるだ
ろう。
　いずれにしてもまだ海外の一部で始まったばかり
のDIY Biologyという潮流を、ただのいっときのブー
ムで終わらせるか、生命科学への社会の関わり方を
変革させるチャンスとして利用できるかは、今後の
取組み次第だ。引き続きこれからの動きに注視して
いきたい。

参考文献

Cyranoski D, Gilbert N, Ledford H, Nayar A, Yahia M. 

2011. Education: The PhD factory. Nature 472 276-

279.

Christopher B Eiben, Justin B Siegel, Jacob B 

Bale, Seth Cooper, Firas Khatib, Betty W Shen, Foldit 

Players, Barry L Stoddard, Zoran Popovic & David 

Baker 2012. Increased Diels-Alderase activity through 

backbone remodeling guided by Foldit players. Nature 

Biotechnology  30, 190–192

E i s e n s t e i n ,  M .  2 0 1 2 .  O x f o r d  N a n o p o r e 

announcement sets sequencing sector abuzz. Nature 

Biotechnology  30, 295–296. 

岩本 二郎 2012.  絶滅危惧種「昆虫少年」の保全生

態学 日本生態学会第 59 回全国大会 (2012 年 3 月 , 大

津 ) 講演要旨

河井 延晃 2012. アマチュア天文雑誌における周縁と

中心－天文家共同体における「科学的コミュニケーショ

ン」をめぐる一視点－ 日本マス・コミュニケーション

学会研究発表論文集 (2012 年 )

Ledford, H. 2010 Garage biotech: Life hackers. 

nature 467, 650-652

Pearce, J. M. 2012. Building Research Equipment 

with Free, Open-Source Hardware. Science 337, 1303.

Wolinsky, H. 2009. Kitchen biology: The rise of 

do-it-yourself biology democratizes science, but is 

it dangerous to public health and the environment? 

EMBO Reports 10(7): 683–685.

使用画像

Fig,1 "OpenPCR  2011" CC-BY-3.0 NL [http://waag.

org/en/event/diy-bio]

Fig. 2 "Foldit screenshot” by Animation Research 

Labs, University of Washington CC-BY-SA-3.0-DE 

[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Foldit_

screenshot.png

Fig. 2 : Foldit のプレイ画面。



Niche Life Vol. 1 (Sep. 2013)

- 28 -

投稿規定　
　ニッチェ・ライフでは、皆様からの記事・コラムなどの投稿を募集しています。投稿資格は特にありません。
原稿は、生き物、生物学に関連するものであれば特に制限は設けません。生物の多様性やその魅力、自らの
調査・研究成果を様々な人に知ってもらいたい、という方からの投稿をお待ちしております。
　原稿の内容は「調査・研究報告」「分類群の紹介（特集）」「書評・論文解説（レビュー）」「短報」「資料」「コ
ラム」などとします。本文は基本的に日本語としますが、英語でも構いません。投稿料、掲載料は無料です。
　掲載を希望する著者は、「表題（タイトル）」「氏名」「所属（住所）」「連絡先のメールアドレス」「本文」
を明記した原稿、ならびに図表（必要であれば）を、下記連絡先に送付してください。
　原稿は、一般的な文書ファイル（txt, doc など）で入稿して頂くようお願いします。図や表は別ファイル（jpg, 
png, tif, doc など）として準備してください。各原稿は、編集委員会でチェックの上、掲載します。内容に
疑義がある場合は書き直しを求めることがあります。別刷は作成しませんが、PDF ファイルをお渡しします。
　原著論文またはレビューに相当する原稿の場合、「抄録」（Abstract）、「参考文献」（References）を明記し、
また英語タイトルを併記してください。著者が必要と認めた場合、英文抄録（Abstract）を付けることもで
きます。
　各記事の著作権は、当該の著者に帰属します。ただし各記事はオープンアクセスとして公開され、著者や
本会の許諾なしに自由に引用されるものとします。図版や表に関しては、執筆者が著作権を有する、あるい
は著作権所有者から許諾を得ているものをご準備ください。分類群の紹介記事などで、著者自身で写真や図
を用意できない場合、編集部にご相談ください。編集委員会で提供できる図版などがある場合、提供させて
頂きます。

　原稿の締切は、毎年 2 月末日、8 月末日とします。発行は年 1 回以上、原稿が集まり次第随時とします。
　原稿の投稿、ならびに投稿規定や編集に関するお問い合わせは、info@niche-life.com までお願いいたします。

ニッチェ・ライフ 第 1 号 (2013 年 9 月 )

Niche Life Vol.1 (Sep. 2013)

ISSN (Online) 2188-0972

2013 年 9 月 30 日発行

編集スタッフ
Editorial Staff

熊澤 辰徳 Tatsunori KUMAZAWA
早川 昌志 Masashi Mark HAYAKAWA

〒 657-8501 兵庫県神戸市灘区六甲台町 1-1 神戸大学理学部生物学科　洲崎研究室内
Suzaki Laboratory, Department of Biology, Graduate School of Science, Kobe University, 

1-1 Rokkodaicho, Nada, Kobe 657-8501, Japan 
URL : http://niche-life.com/

発行者
Publisher

ニッチェ・ライフ編集委員会 
Niche Life Editorial Committee

© Niche Life 2013, All right reserved.

編集後記　構想から 1 年以上を経て、第 1 号の刊行となりました。マイナーだけどよく知ると面白い様々な生き物をもっと知ってほしい、そん

な生き物の多様性をもっと知りたい、という思いで本誌を立ち上げました。あまり注目されない多様な生き物の生き様を多くの方に伝えるだけ

でなく、専門家・非職業的研究者・生物愛好家の皆様の調査・研究・観察の成果を発表する場として活用されることを望んでいます（K）。

http://niche-life.com/

