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お知らせ  News and Announcements 
 

  
事務局からのお願い 

Request from Secretariat of JSL / by NAKASHIMA Hiroyuki 

>>>>>>> 中嶌 裕之：庶務幹事 

 

会員情報更新について 

近年，転居先不明により Lichenology が返送され

てくる事例が増えています．つきましては，住所変更

等，会員情報の変更がある場合には，学会ホームペー

ジの「日本地衣学会について」メニューから開く，「会

員情報更新」ページにて会員情報を更新してください．

特に連絡先を「所属」から「自宅」等に変更される場

合は，「その他の連絡事項」欄にその旨ご記載くださ

い．ご協力を宜しくお願いします．

 

会員通信  From Members 
 

  
地衣類に関するホームページの紹介（千葉から） 

Webpages of Lichens from Chiba / by HARADA Hiroshi 

>>>>>>> 原田 浩：千葉県立中央博物館 

 
ここ数年，地衣類に関係するホームページをいくつ

か制作し，「千葉の県立博物館 デジタルミュージアム」

というところで公開しているので，紹介します． 

また，新たなコンテンツを準備中ですが，そちらも公

開したら紹介していく予定です． 

 

１．地衣類って何？ 
https://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/special/ 

chii_nani/chii-index.html 

地衣類を広く紹介する入門的なコンテンツです．以

下の大きな項目があります． 

（１）地衣類って何だろう．（２）地衣類はこんなと

ころに暮らしている．（３）景観の中の地衣類．（４）

地衣類の分類，種数．（５）地衣類の体の造り．（６）

地衣類の体の造り＜詳しく＞．（７）地衣成分．（８）

地衣類の生活．（９）地衣類の利用．（１０）地衣類の
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デジタル図鑑． 

 

※以下のサブコンテンツもあります． 

①「日光の地衣類」 

https://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/special/ 

chii_nikko/nikko-index.html 

②「千葉県立中央博物館における地衣類関係の活動」 

https://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/special/ 

chii_cbm/cbm-index.html 

 

２．房総の地衣類誌 
https://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/special/ 

chii_boso/boso-index.html 

千葉県のことを房総とも呼びますが，その房総にお

ける地衣類を詳細に調査し記録していく，千葉県立中

央博物館の調査研究事業の成果を，デジタル図鑑の形

でまとめています．2019 年 5 月に公開したときは

100 種，2021 年 3 月に更新し 222 種の写真を掲載

しています． 

 

３．海岸生地衣類 
https://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/special/ 

chii_kaigan/kaigan-index.html 

日本の海岸生地衣類を対象として整備した同定ツー

ル（図鑑，DNA，化学成分）をウェブ図鑑としてまと

めたものです．学会のホームページ内で掲載中の DNA

データベースとリンクしています． 

 

４．千葉県立中央博物館に収蔵される地衣類のタ

イプ標本 
https://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/special/ 

chii_type/type-top.html 

原田と共同研究者によって新種記載されたタイプ標

本（ホロタイプかアイソタイプ）の画像集です．

Lichenology 誌上で周藤さんによって新種記載され，

提供されたタイプ標本も含まれます．2021 年 3 月公

開した時点では，93 種を掲載しています． 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 

◆原稿募集 
本誌は，会員からの原稿を随時募集しています．地衣類に

まつわるエピソード，想い出，あるいは地衣類に関係する

写真とタイトル，簡単な説明文だけでも受け付けます．電

子メールにて次のアドレス宛に投稿御願いします： 

bandomakoto@aa6.mopera.ne.jp （坂東 誠） 

 
●複写される方へ 
本誌に掲載された著作物を複写したい方は，(社)日本複写

権センターと包括複写許諾契約を締結されている企業の従

業員以外は，図書館も著作権者から複写権等の行使の委託

を受けている次の団体からの許諾を受けてください．著作

物の転載・翻訳のような複写以外の許諾は，直接本会へご

連絡ください． 

〒107-0052 東京都港区赤坂9-6-41 乃木坂ビル 学

術著作権協会.   

Tel: 03-3475-5618.  Fax: 03-3475-5619.  E-mail: 

naka-atsu@muj.biglobe.ne.jp 

アメリカ合衆国における複写については，次に連絡し

てください． 
Copyright Clearance Center, Inc.  222 Rosewood 
Drive, Danvers, MA 01923 USA.   
Phone: (978) 750-8400.  Fax: (978) 750-4744 
 

●Notice about photocopying 
In order to photocopy any work from this publication, you 

or your organization must obtain permission from the 

following organization which has been delegated for 

copyright for clearance by the Japanese Society for 

Lichenology. 

Except in the U.S.A.:  Japan Academic Association for 
Copyright Clearance (JAACC).            
6-41 Akasaka 9-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052 
Japan.  Tel: 81-3-3475-5618.  Fax: 81-3-3475-
5619.  E-mail: naka-atsu@muj.biglobe.ne.jp 

In the U.S.A.:  Copyright Clearance Center, Inc.  222 
Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 USA.  Phone: 
(978) 750-8400.  Fax: (978) 750-4744. 
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