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好和

acicular（形）

ascoma（名 C：複数形 ascomata）

針形の．

子嚢果．ピンゴケ科では子器．

adnate（形）

ascospore（名 C：複数形-s）

直生の．

子嚢胞子．

aeration（名 C：複数形-s）

Ascomycetes（名 C）

通気．

子嚢菌類．

aeruginous（形）

ascus（名 C：複数形 asci）

青緑色の．

子嚢．棍棒形からフラスコ形の嚢状組織．内
部に胞子を入れている．

affinis（形）

aseptic（形）

類似した．

無菌の．

alga（名 C：複数形 algae）

asexual（形）

藻類．
algal（形）藻類の．

無性の．

atra（形）

allopatric
異所性の ⇔ sympatric

暗黒色の．

ancestor（名 C：複数形-s）

autonomous（形）

祖先．

自律的な．自律して．

angular（形）

bacillar（形）

角張った．

桿状の．桿形の．

angulate（形）

bacilliform（形）

角張った．

桿状の．桿形の．

annular（形）

beige（形）

環状の．

ベージュ色の．

annuliform（形）

biseriate（形）

環状の．

二列の．

antagonistic（形）

bitunicate（形）

拮抗した．

二重壁の．

Antarctic（形）

bullate（形）

南極の．

膨れた．

apex（名 C：複数形 apices）

calcareous（形）

頂点．頂上，

石灰質の．

apiculate（形）

capitate（形）

突形の．微突頭の．

頭状の．

appressed（形）

cartilaginous（形）

圧着した．

軟骨質の．

apothecioid（形）

catenulate（形）

子嚢盤様の．

鎖状の．

areola（名 C：複数形 areolae）

cephalodium（名 C：複数形 cephalodia）

区画．痂状地衣体の表面亀裂によってできた
小部分．
areolate（形）区画された．小室状の．

頭状体．緑藻を共生藻とする地衣体にシアノ
バクテリア（藍藻）が入ってできた顆粒状組
織．inner cephalodium 外部から見えにく
い内部頭状体と outer cephalodium 外部
頭状体とがある．
cephalodiate（形）頭状体の．

ascocarp（名 C：複数形 ascocarpa）
子嚢果．
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好銅性の．

cilium（名 C：複数形 cilia）

coriaceous（形）

シリア．地衣体縁部のまつげ状の菌糸集合組
織．

皮革の．皮革のような．

cortex（名 C：複数形-es）

cinnabar（形）

皮層．地衣体の外界と接する層状組織，
upper ～ 上皮層．背面にある．
lower ～ 下皮層．腹面にある．下皮層のない
地衣類（痂状地衣類）もある．
cortical（形）皮層の．

赤橙色の．

cinereous（形）
灰色の．

class（名 C：複数形-s）

corticolous（形）

綱（分類学上の）．

樹皮上生の．

clavate（形）

cosmopolite（形）

棍棒状の．

広汎の．～ species 広汎種

coalesced（形）

cracked（形）

合着した．癒着した．

ひび割れた．亀裂の入った．

cobwebby（形）

crenate（形）

蜘蛛の巣状の．

円鋸歯状の．

coerulescent（形）

crenulate（形）

空色の．

円鋸歯状の．

coherent（形）

crustose（形）

密着した．

痂状の．

columellum（名 C：複数形 columella）

cuboid（形）

柱軸．
columellar（形）柱軸の．

立方形の．

cultivation（名 C：複数形-s）

comprise（動）

栽培．個体を有菌的に育てること．

・・から成る．構成する．・・を占める．

culture（名 C：複数形-s）

concave（形）

培養．細胞や組織を容器で無菌的に育てるこ
と．

凹状の．

concolorous（形）

cylindrical（形）

同色の．

円筒形の．円柱状の．

confluent（形）

cyphellum（名 C：複数形 cyphella）

融合した．

盃点．地衣体にできた皮層のある円い小穴．

conglutinate（形）

deciduous（形）

膠着した．癒着した．

落葉の．

conidium（名 C：複数形 conidia）

diffused（形）

粉子．分生子．

散生した．粉芽や裂芽，子器，偽根などがま
とまらずばらばらとある状態．

coniferous（形）

discrete（形）

針葉の．

ばらばらの．分離した．

constricted（形）

disk（名 C：複数形-s）

くびれた．

子器盤．単に盤ともいう．裸子器の子嚢上層
を上からみたもの．

contiguous（形）
接触した．隣接した．連続した．

distoseptum（名 C：複数形 distosepta）

convex（形）

胞子の異隔壁．

凸状の．

dorsal（形）

copperphilic（形）
2

背の．背面の．～ surface 背面．

胞子の真正隔壁．

effigurate（形）

excavated（形）

輪郭のはっきりした．

くぼんだ．

effuse（形）

excipulum（名 C：複数形 excipula）

平に広がった．

果托．子器盤の縁部．菌糸と共生藻から成り、
地衣体と色も構造も似ている部分．
(=thalloid exciple)

endemic（形）
固有の．～ specie 固有種

extinct（形）

ellipsoid（形）

絶滅した．

長円形の．

extract（他動詞）

elliptic（形）

抽出する．
抽出物．（名 C：複数形-s）
extraction（名 C）抽出．

長円形の．

embedded（形）

exudate（名 C）

埋没した．

滲出物．

emergent（形）

falcate（形）

突出した．

鎌形の

endangered（形）

farinaceous（形）

絶滅危惧の．～ species 絶滅危惧種．

粉状の．粉末状の

endemic（形）

farinose（形）

固有の．～ species 固有種．

粉状の．粉末状の

endolithic（形）

ferruginous（形）

岩内着生の．

錆色の．

endophyte（名 C：複数形 endophyta）

fertile（形）

内生菌.

稔性の．繁殖できる．

endosporium（名 C：複数形 endosporia）

filiform（形）

胞子内膜.

糸状の．

epihymenium（名 C：複数形 epihymenia）

fistulose（形）

子嚢上層.
（=epithecium）

中空の．

epilithic（形）

flattened（形）

岩上着生の．

扁平の．

epiphloeodic（形）

flavescent（形）

樹皮上生の．

黄味を帯びた．

epiphyllous（形）

flavous（形）

葉上の．

黄色の．

epispore（名 C：複数形-s）

flexuose（形）

胞子壁.

屈曲した．

epithecium（名 C：複数形 epithecia）

flexuous（形）

子嚢上層．子嚢層の最上部
（=epihymenium）．

屈曲した．

foliicolous（形）

erumpent（形）

葉上生の．

裂開性の．突起した．

foliose（形）

eroded（形）

葉状の．

ぎざぎざの．

forma（名 C：複数形 formae）

euseptum（名 C：複数形 eusepta）
3

品種（分類学上の）．略語 f.

hemisphere（名 C：複数形-s）

foveolate（形）

半球．

微細孔のある．凹点のある．

hollow（形）

fruticose（形）

中空の．

樹枝状の．カラタチゴケ属やハナゴケ属，キ
ゴケ属のように地衣体が基物から立ち上が
ったり，垂れ下がったりする．

hooked（形）
鉤形の．

hyaline（形）

fuliginous（形）

ガラス状の．透明な．

汚褐色の．茶褐色の．

hymenium

fulvous（形）

子嚢層．子嚢果の一部分の組織で子嚢と側糸
からなる．
epi-：子嚢上層．子嚢層の最上部
sub-：子嚢下層．子嚢層基部．そこから子嚢
や側糸が発生する．
hymenial（形）子嚢層の．

黄褐色の．

fungus（名 C：複数形 fungi）
菌類．
fungal（形）菌類の．

furcate（形）

hypophyllous（形）

叉状の．分岐の．

葉裏上の．

furfuraceous（形）

hypothallus（名 C：複数形 hypothalli）

糠状の．

下生菌糸．痂状地衣の周辺部に生ずる菌組織．
しばしば隣の痂状地衣との境界に輪郭線を
生ずる．

fuscescent（形）
暗褐色の．

hypothecium（名 C：複数形 hypothecia）

fuscous（形）

子嚢層基部．

暗褐色の．

hypha（名 C：複数形 hyphae）

fusiform（形）

菌糸．

紡錘形の．

imbricate（形）

gelatinous（形）

かわら重ねの．

膠質の．ゼリー状の．

immersed（形）

genotype（名 C：複数形-s）

内生の．埋没した．

遺伝子型．

indeterminate（形）

genus（名 C：複数形 genera）

境界が目立たない．

属（分類学上の）．

inconspicuous（形）

glabrous（形）
無毛の．

目立たない．

globose（形）

indigenous（形）
自生の．～ species 自生種．

球形の．

indistinct（形）

gonidium（名 C：複数形 gonidia）

不明瞭な．区別できない．

地衣類と共生している藻類．

inflated（形）

habitat（名 C：複数形-s）

ふくらんだ．⇔ uninflated（ふくらんでいな

生育地．生育場所．

い）

halonate（形）

incised（形）

有色圏紋のある．

切り込みのはいった．

halophilic（形）

intense（形）

好塩性の．

強い．激しい．

hemi-globose（形）

involucrellum（名 C：複数形 involucrella）

半球形の．
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被子器外殻．被子器果殻の外側の炭化した組
織．

lobe（名 C：複数形-s）
裂片．葉片．葉状地衣体の枝分かれしたもの．
lobate（形）裂片状の．

isidium（名 C：複数形 isidia）
裂芽．皮層をもった微小円筒状からサンゴ状
の突起組織．針芽ともいう．無性生殖器官の
一つ．
isidiate（形）裂芽をもつ．

lobule（名 C：複数形-s）
小裂片．葉状地衣体縁部にできた極小の葉片．
無性生殖器官の一つ．

locality（名 C：複数形-ies）

key（名 C：複数形-s）

産地．

検索表．

longitudinal（形）

labriform（形）

縦の．

唇形の．

lutescent（形）

laciniate（形）

暗卵黄色の．

きれこみのある．

maculiform（形）

laminal（形）

斑点状の．

葉央の．

marginal（形）

lateral（形）

縁生の．葉縁の．ソラリアや粉芽，子器など
が裂片の縁に沿って生ずる．

側生の．葉状地衣体の縁部や樹枝状地衣体の
側部に子器や粉芽が生ずる．

marginate（形）

lax（形）

縁取られた．

ゆるんだ．錯綜した．

mazaedium（名 C:複数形 mazaedia）

leg.（ラテン語：名 C）

マザエヂア．ピンゴケ科の地衣に見られ、子
嚢から出た胞子がそのまま子嚢果の表面に
とどまってできた粉塊状のもの．

ラテン語の「legit」を略したもの．採集者．

lenticular（形）
レンズ形の．

medium（名 C：複数形 media）

leprose（形）

培地．細胞や組織を培養するために栄養源を
組み込んだ基物．

鱗状の．

medulla（名 C）

leptodermatous（形）

髄層．地衣体断面中央部の菌糸のみが集合し
た組織．藻類藻と下皮層との間の層部分．

薄壁の．

levigate（形）

metabolic（形）

平滑な．

代謝の．
metabolism（名 C：複数形-s）代謝．
secondary ～ 二次代謝．
metabolite（名 C：複数形-s）代謝産物．
secondary ～ 二次代謝産物．

lichenicolous（形）
地衣上生の．

lichenoid（形）
地衣状の．

minute（形）

lignum（名 C：複数形-s）

微小な．微細な．

木質．

moniliform（形）

liquid（形）

数珠状の．

液状の．液体の．～ medium 液体培地．

muriform（形）

liguiform（形）

石垣状の．

舌状の．

muscicolous（形）

ligulate（形）

蘚苔類上生の．

舌状の．

mycelium（名 C：複数形 mycelia）

livid（形）

菌糸．

青黒色の．鉛色の．

mycobiont（名 C：複数形-s）
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地衣菌．地衣類を構成する菌類．

淡色の．ほとんど白色の．

nitid（形）

papilla（名 C）

つやのある．

パピラ．地衣体から突出する小さな粒状の突
起組織．乳頭状突起．
papillose（形）乳頭状突起をもつ．

obconic
倒円錐形の．

paraphysis（名 C：複数形 paraphyses）

oblong

側糸．子嚢の間にある細長い糸状組織．

長楕円形の．

paraplectenchyma（名 C：複数形-ta）

obovate

異形菌糸組織．菌糸が分枝と癒合を繰り返し
てからみあった組織で偽柔組織ともいう．菌
糸の各細胞が変形して太く短くなっている
（=pseudoparenchyma）．
paraplectenchymatous（形）異形菌糸組織
の．

倒卵形の．

obpyriform（形）
倒洋梨状の．

obscurata

parasite（名 C：複数形-s）

暗色の．

寄生菌．
parasitic（形）寄生の．

obtuse

parathecium（名 C：複数形-ia）

凸（面）状の．

果殻側壁部．

ochraceous（形）

pastula（名 C：複数形 pastule）

黄土色の．

泡芽．地衣体の表面がふくれ，中が空洞にな
った泡状の組織．無性生殖器官の一つ．

the Old World（名）
旧世界．

pedicillate（形）

opaque（形）

小柄の．

不透明の．

perforation（名 C：複数形-s）

orbicular（形）

穿孔．

円形の．

periphysis（名 C：複数形 periphyses）

order（名 C：複数形-s）

周糸．孔口にある糸状体で特殊化した繊細な
ふさ状のもの．

目（分類学上の）．

ornamentation（名 C：複数形-s）

periclinal（形）

文様．装飾．

周縁の．

olivaceous（形）

peripheral（形）

オリーブ色の．

周縁の．周囲の．

ornamentation（名 C：複数形-s）

perispore（名 C：複数形-s）

模様．刻紋．

胞子外壁．

ornate（形）

perithecioid（形）

飾りのある．

子嚢殻状の．

ostiolar（形）

photobiont（名 C：複数形-s）

孔縁の．

共生藻．地衣類を構成する藻類．緑藻類を特
に phycobiont ともいう．

ostiole（名 C：複数形-s）

phyllocladium（名 C：複数形 phyllocladia）

孔口．被子器の先端部で外界と通じる穴．そ
こから胞子が放出される．

棘枝（きょくし）．キゴケ属の分枝について
いる顆粒状から粒状，円柱状，サンゴ状，盾
状，葉状のもの．

oval（形）
卵形の．

phylogeny（名）

pachydermatous（形）

1) 系統学．2) 系統．

厚壁の．

plectenchyma（名 C：複数形-ta）

pallid（形）
6

菌糸組織．
plectenchymatous（形）菌糸組織の．

ridged（形）
棟あるいは棟のような形をした．船のキール
のような形をした．皺のある．

podetia（名 C）
子柄．子器柄．子器を支える地衣体の延長部
分．

rimose（形）
ひびわれのある．

progenitor（名 C）

rimulose（形）

先祖．

小さなひびわれのある．

prominent（形）

robust（形）

突起した．張り出した．

たくましい．強健な．頑丈な．

prosoplectenchyma（名 C：複数形-ta）

rotund（形）

繊維菌糸組織．互いに平行な菌糸細胞のかた
まり．菌糸が比較的細長くなっている．
=prosenchyma（=euthyplectenchyma）
prosoplectenchymatous（形）繊維菌糸組
織の．

丸い．

rotundate（形）
丸い．

rufescent（形）

protuberance（名 C：複数形-s）

赤味を帯びた．

突起．

ruglose（形）

pruina（名 C）
粉霜．白粉．上皮層を覆う白色の細かい粉末
状のもの．
pruinose（形）白粉をもつ．

小じわ状の．

sagittiform（形）

pseudoparenchyma（名 C：複数形-ta）

鏃形の．

異形菌糸組織（偽柔組織）．菌糸が融合しか
らみあったもの．菌糸が太く短くなっている．

sanguine（形）
血潮色の．赤色の．

pubescent（形）

sanguine（形）

軟毛のある．

punctiform（形）

血潮色の．赤色の．

小点状の．

saprobe（名 C：複数形-s）

pustulate（形）

腐生菌．

小隆起のある．

saxicolous（形）

pycnidium（名 C：複数形 pycnidia）

岩上生の．石垣や瓦，岩の上に生育する．

粉子器．分生子殻．

scabrid（形）

pyriform（形）

ざらついた．粗面の．

洋梨状の．

scabrous（形）

radiate（形）

ざらついた．粗面の．

放射状の．

scamule（名 C：複数形-s）

relic（形）

鱗葉．鱗片状地衣体やハナゴケなどの子柄つ
く小さな葉状地衣体．

残存の．遺存の．～ species 残存種．遺存
種

scar（名 C：複数形-s）

reticulated（形）

痕跡．

網状になった．網目模様の．

section（名 C：複数形-s）

retrorse（形）

分類学上の節，切片．

反り返った．逆向きの．

sensu lato（形）

rhizine（名 C：複数形 rhizina）

広義の．略語 s. lat.

偽根．腹面にあり基物に付着するための菌糸
の集まり．

sensu stricto（形）
狭義の．略語 s. str.
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sessile（形）

stalk（名 C：複数形-s）

無柄の．柄のない．

子柄．ピンゴケ科の子嚢果をささえる柄．

septum（名 C：複数形 septa）

sterile（形）
1) 不稔の．2) 無菌の．
sterilization（名）殺菌．

胞子の隔壁．

seta（名 C：複数形 setae）

stipitate（形）

剛毛．

有柄の．

setiform（形）

striated（形）

剛毛状の．

筋のある．線状の．

shady（形）

stump（名 C：複数形-s）

日陰の．

切り株．

shiny（形）

subglobose（形）

光沢のある．

亜球形の．

sinuose（形）

subhymenium（名 C：複数形 subhymenia）

波形の．

子嚢下層．そこから子嚢や側糸が発生する．

smooth（副詞 smoothly）

suborbicular（形）

表面が滑らか．

半円形の．

solfatara（名 C：複数形-s）

substance（名 C：複数形-s）

硫質噴気孔．硫気孔原．

成分．物質．lichen ～s 地衣成分．

solid（形）

substrate（名 C：複数形-s）

固体の．～ medium 固体培地．

（着生）基物．地衣体を生育させている担体．

solitary（形）

subtropical（形）

単生の．単一の．

亜熱帯の．

spine（名 C：複数形-s）

sulcate（形）

小棘．

溝のある．

spinulose（形）

sulfureous（形）

小棘状の．

硫黄色の．

speck（名 C：複数形-s）

sunken（形）

小さな点．

沈んだ．

sparse（形）

superficial（形）

散生した．

表在性の．⇔ immersed（内在性の）

soredium（名 C：複数形 soredia）

suspension（名 C：複数形-s）

粉芽．地衣体の背面，腹面にできる菌と藻の
未定形集塊組織．集合したものを solaria 粉
芽塊という．無性生殖器官の一つ．
sorediate（形）粉芽をもつ．

懸濁液．

swollen（形）
膨れた．

spore（名 C：複数形-s）

sympatric（形）

胞子．正確には ascospore．

同所性の． ⇔ allopatric

sporulation（名 C：複数形-s）

synonym（名 C：複数形-s）

胞子形成．

異名．同物異名．

squamule（名 C：複数形-s）

tartareous（形）

小鱗片．
squamose（形）鱗片状の．

粗い面の．粗面の．

taxon（名 C：複数形 taxa）

squarrose（形）

分類群．種・変種・品種を含んだもの．

スカロース型の．偽根の分枝型の一つ．主根
に対して支根が直角に出る．
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なる標本．
isotype：副基準標本．副基準．syn-．lepto-．
topotype：同じ場所で後に採集した標本．

temperate（形）
温帯の．～ zone 温帯．
cool ～ 冷温帯の．
warm ～ 暖温帯の．

umblicus（名 C：複数形 umbilici）
臍状体．地衣体腹面中央部ある付着突起組織．
イワタケ科やカワイワタケ属がもつ．

terricolous（形）
地上生の．

umbonate（形）

terete（形）

山状に盛り上がる．

円柱形の．

urceolate（形）

thallus（名 C：複数形 thalli）

つぼ形の．

地衣体．地衣類の栄養体．菌類と藻類とから
なる．
hypo-：下性菌糸．痂状地衣体に周辺部にで
きる菌糸組織．

vegetative（形）
栄養繁殖性の．無性生殖の．

ventral（形）

thermophilic（形）

腹の．腹面の．～ surface 腹面．

高温性の．

vermicular（形）

tinge

うねうねした．回虫のような．みみずのよう
な．

色合い．

tomentum（名 C：複数形 tomenta）

verruca（名 C：複数形 verrucae）

トメンタ．密綿毛．腹面にある綿毛状の菌糸
集合組織．

疣様・たこ様の顆粒状組織．
verrucose（形）疣様の．疣状の．
verruculose（形）小疣様の．小疣状の．

tolerant（形）

virens（形）

耐性の．
tolerance（名）耐性．

緑色の．

torus（名）

wart（名 C：複数形-s）

円環．

疣．疣状突起．
warty（形）疣様の．疣状の．

type（名 C：複数形-s）
基準．～ locality 基準産地．～ species 基
準種．～ specimen 基準標本
holotype：基準標本，原標本，同定の基準と
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