
Appendix-Table 1
現和名（解釈） 掲載学名・和名 門 グループ 文献中コメント

Asterionella 珪藻
Bacteriastrum 珪藻
Caetoceras 珪藻
Corethron 珪藻
Coscinodiscus 珪藻
Coscinodiscus janischii 珪藻 ４月に大発生
Ditylium 珪藻
Eucampia 珪藻
Gosleriella tropica 珪藻
Lauderia 珪藻
Rhizosolenia 珪藻
Rhizosolenia amputata 珪藻 Richeria intracellularis （藍藻）を内包
Rhizosolenia atyliformis 珪藻
Thalassiothrix 珪藻
Triceratium 珪藻
Codonella brevicaudata 原生 繊毛虫
Codonellopsis morchella 原生 繊毛虫
Cyttarocylis 原生 繊毛虫
Epiprocylis undella 原生 繊毛虫
Fabella ehrenbergi 原生 繊毛虫
Fabella scandens 原生 繊毛虫
Petarotricha ampulla 原生 繊毛虫
Rhabdonella amor 原生 繊毛虫
Tintinnopsis 原生 繊毛虫
Tintinnopsis fracta 原生 繊毛虫
Tintinnopsis fraknoii 原生 繊毛虫
Tintinnopsis mortensi 原生 繊毛虫
Vorticella sp.　 ツリガネムシの１種 原生 繊毛虫 珪藻 Chaetoceras coarctatum 上
Amphisolenia 原生 鞭毛虫
Ceratium 原生 鞭毛虫
Ceratocorys 原生 鞭毛虫
Dictyocha fibula stapedia 原生 鞭毛虫 prevalent
Dinophysis 原生 鞭毛虫
Diplopsalis 原生 鞭毛虫
Distephanus speculum 原生 鞭毛虫 prevalent



Distephanus speculum septenaria 原生 鞭毛虫 prevalent
Goniodoma 原生 鞭毛虫
Gonyaulax 原生 鞭毛虫
Ornithocercus 原生 鞭毛虫
Oxytoxum 原生 鞭毛虫
Peridinium 原生 鞭毛虫
Phacocystis 原生 鞭毛虫
Phaeocystis pouchetii 原生 鞭毛虫 prevalent
Phalocroma 原生 鞭毛虫
Phyrocystis 原生 鞭毛虫
Podolampas 原生 鞭毛虫
Pouchetii 原生 鞭毛虫
Pyrocystis 原生 鞭毛虫
Pyrophacus 原生 鞭毛虫

ヤコウチュウ Noctiluca miliaris、 ヤコウチュウ 原生 鞭毛虫 ３，４月ごろ大発生、海面広く薄紅色
Acanthometra 原生 放散虫 時期によりかなり多い
Acanthometra pellucida 原生 放散虫
Amphilonche belonoides 原生 放散虫
Aulacosphaera sp. 原生 放散虫
Aulosphaera sp. 原生 放散虫
Coelodendrum 原生 放散虫
Coelodendrum gracilimum 原生 放散虫
Collozoum 原生 放散虫
Collozoum inerme 原生 放散虫
Diplocolpus amalla 原生 放散虫
Diplosphaera hexagonalis 原生 放散虫
Drymosphaera polygonalis 原生 放散虫
Gazelleta sp. 原生 放散虫
Haliomma radians 原生 放散虫
Litharachnium spp. 原生 放散虫
Protocystis spp. 原生 放散虫
Pterocamium tricolpum 原生 放散虫
Sphaerozoum 原生 放散虫
Sphaerozoum geminatum 原生 放散虫
Sticholonche 原生 放散虫 Amoebophyra （中生動物）が寄生
Thalassicola pelagica 原生 放散虫
Sticholonche zanclea 原生 放散虫 Amoebophrya sp. 中



Bolivina sp. 原生 有孔虫 common、数ｍ深の泥底
Discorbina sp. 原生 有孔虫 common
Globigerina 原生 有孔虫 prevalent、数ｍ深の泥底
Globigerina bulloides 原生 有孔虫 common
Globigerina inflata 原生 有孔虫 common
Lagena 原生 有孔虫 prevalent、数ｍ深の泥底
Miliolina 原生 有孔虫 prevalent、数ｍ深の泥底
Polytrema miniaceum 原生 有孔虫 common、ドレッジ採集の石上
Rotalia 原生 有孔虫 prevalent、数ｍ深の泥底
Spirilina 原生 有孔虫 prevalent、数ｍ深の泥底
Spiroloculina 原生 有孔虫 prevalent、数ｍ深の泥底
Tretomphalus 原生 有孔虫 prevalent、数ｍ深の泥底
Tretomphalus bulloides 原生 有孔虫 時期により随分多い, common

Amoebophrya 中生 Sticholonche, Acanthometra (放散虫)内
ニハイチュウ同属 Dicyema 中生 イカ共棲

Chalina sp. 海綿 漂着海藻中
Euplectella oweni、 カイロウドウケツの１種 海綿 only from time to time、3-5miles沖深底漁網

ツボシメジカイメン Grantessa shimeji 海綿 common
オーストンホッスガイ Hyalonema owstoni 、ホッスガイの１種 海綿 深所
ダイダイイソカイメン Reniera japonica 海綿 commonest、岩礁海岸
クロイソカイメン Reniera okadai 海綿 commonest、岩礁海岸
ジュズエダカリナ同属 Siphonochalina sp. 海綿 漂着海藻中
タマカイメン属 Tethya serica 海綿 very plentiful、綱不知湾、浅い泥底
タマカイメン属 Tethya  sp. (?) 海綿 very common、rocky beaches
？ タナウス 海綿 綱不知泥上

ミズクラゲ Aurelia aurita、 ミズクラゲ 刺胞 鉢虫 lead the list in quantity、春swarm
イボクラゲ Cepha cepha 刺胞 鉢虫
ユウレイクラゲ Cyanea nozakii、 ユウレイクラゲ 刺胞 鉢虫 時々採集
アカクラゲ Dactylometra ferruginaster 、アカクラゲ 刺胞 鉢虫 lead the list in quantity、春swarm
タコクラゲ Mastigias papua、 タコクラゲ 刺胞 鉢虫 綱不知多い、晩夏swarm、地方名ハチマンクラゲ
エフィラクラゲ Nausithoe punctata 刺胞 鉢虫 イラモのクラゲ体
エビクラゲ Netrosoma setouchiana、 エビクラゲ 刺胞 鉢虫 時々採集
オキクラゲ Pelagia ponophyra 刺胞 鉢虫
アマクサクラゲ Sandaria malayensis 刺胞 鉢虫



イラモ Stephanoscyphus sp.= Nausitho ë イラモ 刺胞 鉢虫 浅い岩礁、数フィート平方の群体数ヶ所
ヒクラゲ Tamoya virulenta 刺胞 鉢虫
イソハナビ属 Acabaria 刺胞 花虫
トゲヤギ属 Acanthogorgia 刺胞 花虫
ウメボシイソギンチャク Actinia mesembryanithemum 刺胞 花虫 潮間帯、very abundant
ウミトサカ属 Alcyonium 刺胞 花虫 潮流の速い崖面、クレビス、種類多
ヨロイイソギンチャク同属 Anthopleura 刺胞 花虫
ベリルイソギンチャク Anthopleura xanthogrammica 刺胞 花虫 潮間帯、very abundant
ハナヤギ同属 Anthoplexaura 刺胞 花虫
ウミカラマツ Antipathes japonicus 刺胞 花虫 数miles沖
ハナギンチャク類幼生 Arachnactis  larva 刺胞 花虫 occasionally in plankton in summer、anthozoan
キクメイシ科 Astraea 刺胞 花虫 岬周辺浅底、清水中岩上、多い
イボヤギ Astroides、 イボヤギ 刺胞 花虫 開放岩礁、潮流の速い崖面、岩の裂け目
サンゴイソギンチャク Bolocera (?) 刺胞 花虫 径尺余common低潮線付近クレビス内
ツボヤギ属 Caligorgia(Calicogorgia?) 刺胞 花虫
ウミサボテン Cavernularia habereri 刺胞 花虫
ムラサキハナギンチャク Cerianthus misakiensis 刺胞 花虫 畠島、浅い泥底、Phoronis が共棲
ネジレカラマツ Cirripathes spiralis、 ネジレヤギ 刺胞 花虫 ２，３海里沖海底、瀬戸ヶ瀬、bush状
オオサンゴイソギンチャク Condrodacris (?) 刺胞 花虫 浅海の石上、すこぶる巨大
Anthopleura 属 Cribrina artemisia 刺胞 花虫 潮間帯、very abundant
トゲトサカ属 Dendronephthya 刺胞 花虫 種類多、潮流の速い崖面、クレビス
オノミチキサンゴ同属 Dendrophyllia 刺胞 花虫 岬周辺浅底、清水中岩上、多い
フトヤギ Euplexaura、 フトヤギ 刺胞 花虫 開放岩礁、潮流の速い崖面、クレビス
センベイサンゴ類 Leptoseris 刺胞 花虫 岬周辺浅底、清水中岩上、多い
ミドリイシ属 Madrepora、 ミドリイシ 刺胞 花虫 岬周辺浅底、清水中岩上、多い
イシサンゴ目 Madreporaria類 刺胞 花虫 研究所付近、余程普通、多く
イソバナ同属 Melitodes、 イソバナ 刺胞 花虫 四双島、潮流の速い崖面、クレビス、多い
ウミエラ Pennatula fimbriata 刺胞 花虫
ハマサンゴ類 Porites、 ハマサンゴ 刺胞 花虫 岬周辺浅底、清水中岩上、多い
トゲウミエラ同属 Pteroides chinense(Pteroeides?) 刺胞 花虫
ホソウミエラ Scytalium splendens 刺胞 花虫
オオキンヤギ科 Stachyloides(Stachyodes?) 刺胞 花虫
スリバチサンゴ類 Turbinaria、 スリバチサンゴ 刺胞 花虫 岬周辺浅底、清水中岩上、多い
スナギンチャク類幼生 Zoanthella  larva、Zoanthus幼体 刺胞 花虫 プランクトン中、occasionally in summer
スナギンチャク類幼生 Zoanthina larva、Zoanthus幼体 刺胞 花虫 プランクトン中、occasionally in summer
スナギンチャク類 Zoanthus、 スナギンチャク 刺胞 花虫 潮間帯下部クレビス内、多数個体の塊、少くない
ハコクラゲ属 Abyla spp., Abylea 刺胞 ヒドロ虫 多い



ツヅミクラゲ同属 Aegina citrea 刺胞 ヒドロ虫

ツヅミクラゲ Aegina rosea 刺胞 ヒドロ虫

ヨウラククラゲ Agalma okenii、 ヨウラククラゲ 刺胞 ヒドロ虫 外洋性、冬春季の強風時、打ち上げ、多い
ナガヨウラククラゲ Agalmopsis elegans 刺胞 ヒドロ虫 外洋性、冬春季の強風時、打ち上げ
シロガヤ属 Aglaophenia 刺胞 ヒドロ虫 岩のクレビス内、普通
ヒメツリガネクラゲ Aglaura hemistoma 刺胞 ヒドロ虫

エダクラゲ属 Bougainvillia fulva 刺胞 ヒドロ虫

フサウミコップ? Clytia 刺胞 ヒドロ虫 岩のクレビス内、普通
コヨウラククラゲ Crystallomia polygonata、 コヨウラククラゲ 刺胞 ヒドロ虫 外洋性、冬春季の強風時、打ち上げ
シダレザクラクラゲ Cupulita picta 刺胞 ヒドロ虫

タマクラゲ属 Cytaeis japonica 刺胞 ヒドロ虫

オウギウミヒドラ Dendrocoryne misakiensis オウギウミヒドラ 刺胞 ヒドロ虫 数ヶ所で容易に見つかる
フタツクラゲモドキ Diphynopsis dispar 刺胞 ヒドロ虫 多い
ジュズクラゲ Dipurena ophigaster 刺胞 ヒドロ虫

コモチクラゲ Eucheilota paradonica(paradoxica?) 刺胞 ヒドロ虫

カタアシクラゲ Euphysa bigelowi 刺胞 ヒドロ虫

コノハクラゲ Eutima japonica 刺胞 ヒドロ虫

オオカラカサクラゲ Geryonia probosciadalis 刺胞 ヒドロ虫

バヌッチイクラゲ Hybocodon forbesii 刺胞 ヒドロ虫

スズフリクラゲ属 Lanclea (Zanclea?) 刺胞 ヒドロ虫

カラカサクラゲ同属 Liriope rosacea 刺胞 ヒドロ虫 appear at times in great numbers
カラカサクラゲ Liriope tetraphylla 、カラカサクラゲ 刺胞 ヒドロ虫 sometimes appear in large swarm
ヒトツクラゲ Muggiaea atlantica 刺胞 ヒドロ虫

ドフラインクラゲ Nemopsis dofleini 刺胞 ヒドロ虫

エダフトオベリア Obelia geniculata 刺胞 ヒドロ虫

オベリアクラゲ Obelia sp. 刺胞 ヒドロ虫

ハナガサクラゲ Olindias sp. 、ハナガサクラゲ 刺胞 ヒドロ虫

Pegantha 刺胞 ヒドロ虫 ヒドロクラゲ
ハネウミヒドラ Pennaria cavolini、 ハネウミヒドラ 刺胞 ヒドロ虫 浅いところ、プール内、多い
コザクラゲ同属 Phialidium sp. 刺胞 ヒドロ虫

カツオノエボシ Physalia physalis utriculus、 カツオノエボシ 刺胞 ヒドロ虫 外洋性、冬春季の強風時、打ち上げ、多い
バレンクラゲ Physophora hydrostatica 刺胞 ヒドロ虫

ハネガヤ属 Plumularia 刺胞 ヒドロ虫 岩のクレビス内、普通
ギンカクラゲ Porpita umbella、 ギンカクラゲ 刺胞 ヒドロ虫 外洋性、冬春季の強風時、打ち上げ、多い
ミサキコモチクラゲ Proboscidactyla ornata gemmifera 刺胞 ヒドロ虫

？ Protiala 刺胞 ヒドロ虫 ヒドロクラゲ
シミコクラゲ Rathkea octopunctata 刺胞 ヒドロ虫



イチメガサクラゲ Rhopalonema velatum 刺胞 ヒドロ虫

ボウズニラ Rhyzophysa eysenhardtii、 ボウズニラ 刺胞 ヒドロ虫 多い
ヤマトサルシアクラゲ Sarsia niponica(nipponica?) 刺胞 ヒドロ虫

ウミイトスギ同属 Sertularia 刺胞 ヒドロ虫 岩のクレビス内、普通
ニチリンクラゲ Solmalis insisa 刺胞 ヒドロ虫

ヤジロベエクラゲ Solmundella bitentaculata 刺胞 ヒドロ虫 appear at times in great numbers
ジェリーボールクラゲ同属 Sphaeronectes truncata 刺胞 ヒドロ虫 管クラゲ
カミクラゲ Spirocodon saltarix 、カミクラゲ 刺胞 ヒドロ虫

？ Steenstrupia sp. 刺胞 ヒドロ虫 ヒドロクラゲ
Tiaranna ikarii 刺胞 ヒドロ虫 花クラゲ

ベニクダウミヒドラ Tubularia mesembryanthemum 刺胞 ヒドロ虫 プール内、多い
カツオノカンムリ Velella lata、 カツオノカムリ 刺胞 ヒドロ虫 外洋性、冬春季の強風時、打ち上げ、多い

ウリクラゲ Beroe cucumis、 ウリクラゲ 有櫛 最も普通
アミガサクラゲ Beroe forskali 有櫛
カブトクラゲ Bolinopsis mikado、 カブトクラゲ 有櫛 最も普通
オビクラゲ Cestus amphitrites 有櫛
フウセンクラゲ Hormiphora palmata 有櫛
ツノクラゲ Leucothea japonica、 ツノクラゲ 有櫛 やや稀
チョウクラゲ Ocyropsis fusca、 チョウクラゲ 有櫛 やや稀

ウスヒラムシ Notoplana humilis 扁形 潮間帯転石下
ツノヒラムシ Planocera reticulata 扁形 潮間帯転石下
アカテンホソヒラムシ Prosthiostomum grande 扁形 潮間帯転石下、frequently met with
ニセスチロヒラムシ属 Pseudostylochus sp. 扁形 frequently met with
ミノヒラムシ Thysanozoon brocchii 扁形 潮間帯転石下、frequently met with

ユムシ類 ユムシ ユムシ 綱不知方面、多い

スズコケムシ Barentsia misakiensis 触手 曲形
フサコケムシ同属 Bugula 触手 苔虫
エダコケムシ属 Caberea 触手 苔虫
ベニトサカコケムシ同属 Flustra 触手 苔虫
サメハダコケムシ同属 Menbranipora  larva(Membranipora?) 触手 苔虫 プランクトン中、Cyphonautes 幼生
ウスコケムシ同属 Microporella 触手 苔虫
コブヒラコケムシ同属 Schizoporella 触手 苔虫
ホウキムシ Phoronis australis 触手 箒虫 畠島、浅い泥底、Cerianthus と共棲



ホオズキチョウチン Laqueus rubellus 触手 腕足 occasionally from deep bottoms
ミドリシャミセンガイ Lingula anatina 、シャミセンガイ 触手 腕足 畠島潮間帯、浅い泥底、rather rare
ミドリシャミセンガイ幼生 Lingula larva 触手 腕足 not rare in plankton

サメハダホシムシ属 Phascolosoma nigrum 星口 muddy beaches
サメハダホシムシ Phymosoma scolops 星口 Stephanoscyphus  colony中
スジホシムシモドキ Sipunculus cumanensis 星口 muddy beaches

タマシキゴカイ Arenicola sp. 環形 多毛 畠島泥底、found here and there
ツバサゴカイ Chaetopterus sp. 環形 多毛 畠島泥底、田辺湾奥 found here and there、発光性
ウミケムシ Chloeia flava 環形 多毛 岩礁海岸、潮間帯転石下、common
オニイソメ Eunice aphroditois 環形 多毛 岩礁海岸、礫下、not rare
ケヤリムシ科 Laonome japonica 環形 多毛 きれいな浅海、everywhere, sedentary
イワムシ Marphysa iwamusi 環形 多毛 岩礁海岸、common
シリス科 Odontosyllis (?) 環形 多毛 表層群泳、発光（6月下旬、夜）
ウロコムシ科 Polynoe spp. 環形 多毛 岩礁海岸、転石下、common

Sabelella sp. 環形 多毛 きれいな浅海、everywhere, sedentary
ケヤリムシ Sabellastarte、 ケヤリ 環形 多毛 岩の裂け目、多い
フサゴカイ科 Terebella sp. 環形 多毛 きれいな浅海、everywhere, sedentary
オヨギゴカイ類 Tomopteris spp. 環形 多毛 プランクトン中、かなり多い
ウミケムシ科 ウミケムシ諸種 環形 多毛 多い

ケハダヒザラガイ属 Acanthochiton 軟体 多板 岩上、Septifer等に混在
ヒザラガイ属 Liolophura、 ヂイガセの類 軟体 多板 無数に岩に付着、rock crevice内に多い
ヤカドツノガイ Dentalium octangulatum 軟体 掘足 沖海底、ドレッジ採集
？ Latrunculus 軟体 巻貝
アカニシ同属 Rapana 軟体 巻貝
アクキガイ属 Murex 軟体 巻貝
アサガオガイ Janthina janthina 、アサガオガイ 軟体 巻貝 浮遊性、時に随分採集、appear after gales
アマガイ属 Nerita 軟体 巻貝
イモガイ類 Conus 軟体 巻貝
オオイトカケ Epitonium scalare 軟体 巻貝 rare and precious、珍種
オキナエビス類 Pleurotomaria　 チョウジャガイ 軟体 巻貝 rare,漁師採集
オキニシ属 Bursa 軟体 巻貝
オリイレヨフバイ属 Nassarius 軟体 巻貝
カニモリ類 Cerithium 軟体 巻貝
キサゴ類 Umbonium 軟体 巻貝



クチキレウキガイ属 Atlanta sp. 軟体 巻貝 appear after gales
クマサカガイ Xenophora pallidula 軟体 巻貝 沖海底、ドレッジ採集
シラオガイ シラオガイ 軟体 巻貝 砂浜
スイショウガイ類 Strombus 軟体 巻貝
スズメガイ類 Hipponyx(Hipponix?) 軟体 巻貝
タイコガイ属 Phalium 軟体 巻貝
タカラガイ類 Cypraea 軟体 巻貝
タケノコガイ属 Terebra 軟体 巻貝
タマガイ属 Natica 軟体 巻貝
タマキビガイ類 Littorina 軟体 巻貝
ツタノハ属 Patella 軟体 巻貝 岩上、Septifer等に混在
テツボラ属 Purpula 軟体 巻貝
トコブシ Haliotis diversicolor、 トコブシ 軟体 巻貝 漁獲対象、経済的に重要
ナガイトカケ Amaea magnifica 軟体 巻貝 rare and precious、珍種
ニシキウズ属 Trochus 軟体 巻貝
バイ属 Eburna 軟体 巻貝
ハダカゾウクラゲ属 Pterotrachea 軟体 巻貝 浮遊性、時に随分採集、appear after gales
ハナワレイシ属 Nassa 軟体 巻貝
フジツガイ属 Cymatium 軟体 巻貝
ベニオキナエビス Pleurotomaria hirasei 、チョウジャガイの１種 軟体 巻貝 rare and precious
ヘビガイ類 Vermetus 軟体 巻貝
ホラガイ属 Charonia 軟体 巻貝
メガイアワビ Haliotis gigantea 軟体 巻貝 漁獲対象、経済的に重要
ヤツシロガイ属 Tonna , Dorium 軟体 巻貝
リュウテン属 Turbo 軟体 巻貝
？ Astraea 軟体 巻貝
ルリガイ Janthina globosa 軟体 巻貝 appear after gales
レイシガイ属 Thais 軟体 巻貝
イソアワモチ Onchidium verruculalum、 イソアワモチ 軟体 有肺 四艘島、三崎より余程大
キクノハナガイ Siphonaria sirius 軟体 有肺
ヒメアワモチ属 Onchidella sp.(Onchidiella?) 軟体 有肺
ウミウシ類 Eolis spp. 軟体 後鰓
？ Pleurophyllida japonica 軟体 後鰓
アオミノウミウシ Glaucus lineatus 、アオミノウミウシ 軟体 後鰓 浮遊性、appear after gales
アメフラシ アメフラシ 軟体 後鰓 後鰓類で最も普通
イロウミウシ類 Chromodoris spp. 軟体 後鰓
ウキヅノガイ属 Creseis sp. 軟体 後鰓 浮遊性、随分出てくる、appear after gales



ウミフクロウ同属 Pleurobranchaea 軟体 後鰓
カメガイ属 Cavolinia spp. 軟体 後鰓 appear after gales
カメガイ科 カメガイ類 軟体 後鰓 プランクトン中、多い
カメノコフシエラガイ同属 Pleurobranchus 軟体 後鰓
クモガタウミウシ Argus speciosa 軟体 後鰓
タツナミガイ Dolabella 、タツナミガイ 軟体 後鰓 めずらしくない
ナツメガイ Bullaria 、ナツメガイ 軟体 後鰓 めずらしくない
ニシキウミウシ同属 Ceratosoma cornigerum 軟体 後鰓
ヒトエガイ Umbraculum 、ヒトエガイ 軟体 後鰓 めずらしくない
ミジンウキマイマイ属 Limacina sp. 軟体 後鰓 appear generally after gales
ミスガイ属 Hydatina 軟体 後鰓
メリベウミウシ Melibe vexillifera 、メリベ 軟体 後鰓 めずらしくない
アマクサアメフラシ同属 Tethys 軟体 後鰓
ヤマトウミウシ？ Doris japonica 軟体 後鰓
ミルクイ同属 Schizothaerus 軟体 二枚貝 prevalent
アコヤガイ Pinctada martensii、 アコヤガイ 軟体 二枚貝 近隣２ヶ所で養殖
アサリ類 Tapes 軟体 二枚貝 prevalent
イガイ属 Mytilus 軟体 二枚貝 prevalent
ウミギク属 Spondylus 軟体 二枚貝 prevalent
カキ類 Ostrea 軟体 二枚貝 rock crevice内に多い
キクザル属 Chama 軟体 二枚貝 岩上、Septifer等に混在
クジャクガイ属 Septifer 軟体 二枚貝 rock crevice内に多い
ケガイ属 Trichomya 軟体 二枚貝 prevalent
ケマンガイ Gafrarium divaricatum 軟体 二枚貝 mud flats
シュモクガイ Malleus albus 軟体 二枚貝 mud flats
ツキヒガイ Amusium japonicum、 ツキヒガイ 軟体 二枚貝 沖海底、ドレッジ採集、普通
トマヤガイ属 Cardita 軟体 二枚貝 prevalent
ナミマガシワ属 Anomia 軟体 二枚貝 岩上、Septifer等に混在
ニッコウガイ類 Tellina 軟体 二枚貝 prevalent
バカガイ属 Mactra 軟体 二枚貝 prevalent
ハボウキガイ Pinna attenuata 軟体 二枚貝 田辺湾の泥底
ヒオウギ類 Chlamys 軟体 二枚貝 prevalent
ヒシガイ類 Cardium 軟体 二枚貝 prevalent
ヒバリガイ属 Modiolus 軟体 二枚貝 prevalent
フネガイ属 Arca 軟体 二枚貝 prevalent
マテガイ属 Solen 軟体 二枚貝 prevalent
ミルクイ属 Tresus 軟体 二枚貝 prevalent



スルメイカ Ommastrephes sloani pacificus(Ommato-?) 軟体 十腕 common
コウイカ科 Sepia elliptica 軟体 十腕 common
ヒメコウイカ Sepia kobiensis 軟体 十腕 commonly found
シリヤケイカ Sepiella maindroni 、マイカ 軟体 十腕 common
アオリイカ Sepioteuthis lessoniana、 アオリイカ 軟体 十腕 common、（水産上）重要
アオイガイ Argonauta argo 軟体 頭足 打上げで死殻
オウムガイ Nautilus pompilius、 オウムガイ 軟体 頭足 殻が漂着
？ Polypus octopodia 軟体 頭足 食用、餌用
マダコ Polypus vulgaris、 マダコ 軟体 頭足 普通、食用、餌用、体内にDicyema （中生動物）
タコブネ タコブネ 軟体 頭足 時々漁獲

エボシミジンコ属 Evadne sp. 節足 枝角 プランクトン中
Penilia schmackeri 節足 枝角 プランクトン中
Acartia 節足 橈脚 prevalent
Calanus 節足 橈脚 prevalent
Calocalanus 節足 橈脚 prevalent
Candacia 節足 橈脚 prevalent
Centropages 節足 橈脚 prevalent
Corycaeus 節足 橈脚 prevalent
Eucalanus 節足 橈脚 prevalent
Evadune 節足 橈脚
Lucicutia 節足 橈脚 prevalent
Mecynocera 節足 橈脚 prevalent
Microsetella 節足 橈脚 prevalent
Oithona 節足 橈脚 prevalent
Oncaea 節足 橈脚 prevalent
Paracalanus 節足 橈脚 prevalent
Penilia 節足 橈脚
Rhincalanus 節足 橈脚 prevalent
Sapphirina 節足 橈脚 prevalent
Scolecithrix 節足 橈脚 prevalent
Setella 節足 橈脚 prevalent
Temora 節足 橈脚 prevalent
Heterotanais sp. 節足 タナイス

Gastrosaccus sp. 節足 アミ プランクトン中
Neomysis sp. 節足 アミ プランクトン中

ワレカラ属 Caprella 節足 端脚 海藻間、abundant、Comanthus （ウミシダ）共棲



Gammalus 節足 端脚 海藻間、abundant
Hyperia spp., Hyperina 節足 端脚 プランクトン中

ハマトビムシ類 Orchestia 節足 端脚 砂浜、great numbers
Phronima spp. 節足 端脚 浮遊性
Vibilia spp. 節足 端脚 浮遊性

フナムシ Ligia exotica 節足 等脚 very common
Epipenaeon 節足 等脚 common、寄生性

ウエノオ科 Cymothoa 節足 等脚 common、寄生性
トゲシャコ Squilla raphidea 節足 口脚 普通
トラフシャコ属 Lysiosquilla multifasciata 節足 口脚
ハナシャコ Odontodactylus japonicus 節足 口脚
モンハナシャコ Odontodactylus scyllarus 節足 口脚
ゴシキエビ Panulirus fasciatus 節足 十脚 P.japonicus より less common
イセエビ Panulirus japonicus、 イセエビ 節足 十脚 found commonly, 重要漁獲対象
ウチワエビ ウチワエビ 節足 十脚 珍しくない
オトヒメエビ Stenopus hispidus 節足 十脚 found commonly
コシオリエビ属 Galathea spp. 節足 十脚 found commonly, Comanthus（ウミシダ）共棲
コマチテッポウエビ類 Alphaeus 節足 十脚 Comanthus （ウミシダ）に共棲
ゾウリエビ属 Paribacus ciliatus(Parribacus?) 節足 十脚 found commonly
テッポウエビ属 Alphaeus spp. 節足 十脚 found commonly
ハコエビ Linuparus trigonus 節足 十脚 found commonly
ヒメセミエビ属 Arctus sp. 節足 十脚 found commonly
ヒメセミエビ属 Scyllarus 節足 十脚
セミエビ Scyllarus haani 、セミエビ 節足 十脚 found commonly、珍しくない
ユメエビ類 Lucifer sp. 節足 十脚 プランクトン中
オカヤドカリ属 Coenobita cavipes 、オカヤドカリ 節足 異尾 汀線上岩のクレビス、石垣、found commonly、熱帯性

ハサミシャコエビ Laomedia astacina 節足 異尾 found commonly
イソカニダマシ Porcellana japonica 節足 異尾 found commonly
アカイシガニ Goniosoma miles 節足 短尾 found commonly
アサヒガニ Ranina ranina 節足 短尾 found commonly
エンコウガニ Carcinoplax longimana 節足 短尾 found commonly
オオヒライソガニ Varuna litterata 節足 短尾 found commonly
カイカムリ Dromia rumphii 節足 短尾 エビ網、背甲に群体ボヤ、海綿、イソギンチャク
カイカムリ？ Dromia 、セアシガニ 節足 短尾 海綿、群棲ボヤを被る、普通
キメンガニ Dorippe dorsipes 節足 短尾 found commonly
キンセンガニ Matuta victor 節足 短尾 found commonly
ケアシガニ Maia spinigera(Maja?) 節足 短尾 found commonly



コノハガニ Huneia proteus 節足 短尾
コブシガニ Leucosia obtusifrons 節足 短尾 found commonly
コメツキガニ Scopimera globosa 節足 短尾 found commonly
スナガニ属 Ocypode sp. 節足 短尾 found commonly
タイワンガザミ Portunus pelagicus, Neptunus pelagics 節足 短尾 found commonly
タカアシガニ Macrocheira kaempferi、 タカアシガニ 節足 短尾 commonly、エボシガイ付着、春産卵で浅所
テナガコブシ Mya fugax(Myra?) 節足 短尾 found commonly
トゲアシガニ Leolophus planissimus (Liolo-?) 節足 短尾 found commonly
トラフカラッパ Calappa lophos 節足 短尾
ノコギリガニ Schizophrys aspera 節足 短尾 found commonly
ハマガニ Casmagnathus convexus (Chasma-?) 節足 短尾 found commonly
ヒシガニ Lambrus validus 節足 短尾 found commonly
ヒライソガニ Goetice depressus(Gaetice?) 節足 短尾
ビワガニ Lyreidus tridentatus 節足 短尾 found commonly
ベニツケガニ Thalamita prymna 節足 短尾 found commonly
ホシマンジュウガニ Atergatis integerimus(integerrimus?) 節足 短尾 found commonly
ホソウデヒシガニ Lambrus laciatus 節足 短尾
マルソデカラッパ Calappa fornicata 節足 短尾 found commonly
メガネカラッパ Carappa cristata 節足 短尾 found commonly
メナガガザミ Podophthalmus vigil 節足 短尾 found commonly
？ Balanus balanoides 節足 蔓脚 岩上広く覆う
アカフジツボ Balanus tintinnabulum rosa 節足 蔓脚 岩上広く覆う
ウンモンフクロムシ同属 Sacculina sp. 節足 蔓脚 カニ上
エボシガイ Lepas anatifera 節足 蔓脚 流木上に普通
エボシガイ科 Alepas minuta 節足 蔓脚 Panulirus 上
カメノテ Mitella mitella 節足 蔓脚 岩上広く覆う
カルエボシ Lepas anserifera 節足 蔓脚 浮遊軽石上
クロフジツボ Tetraclita squamosa japonica 節足 蔓脚 岩上広く覆う
サンカクフジツボ Balanus trigonus 節足 蔓脚 岩上広く覆う
シロスジフジツボ Balanus amphitrite albicostatus 節足 蔓脚 岩上広く覆う
ナガフクロムシ同属 Peltogaster sp.、 フクロムシ 節足 蔓脚 海岸ヤドカリPagulus の2，3割につく
ヒメエボシ Poecilasma kaempferi 節足 蔓脚 rarer、on Macrocheira
ヒメエボシ同属 Poecilasma eburnea 節足 蔓脚 rarer、Macrocheira, Panulirus上

ヤムシ類 Krohnia sp.(Krohnitta?) 毛顎 appear commonly
ヤムシ類 Sagitta spp. 毛顎 appear commonly
ヤムシ類 Spadella spp. 毛顎 appear commonly



Anomocidaris tenuispina 棘皮 ウニ occurring commonly
ハスノハカシパン同属 Echinarchnius palma 棘皮 ウニ

Martia sp. 棘皮 ウニ
アカウニ Pseudocentrotus depressus 棘皮 ウニ 潮線付近
アカオニガゼ Astropyga (?) 棘皮 ウニ deep bottom、大型、軟質体、once obtained
オウサマウニ科 Cidaris tenuispinosus 棘皮 ウニ
オオブンブク Brissus agassizi 棘皮 ウニ
ガンガゼ Diadema setosum、 ガンガゼ 棘皮 ウニ 潮線付近、especially common、いたるところに多い

コシダカウニ Mespilia globulus、 コシダカウニ 棘皮 ウニ 潮線付近、especially common、至る所で採集
シラヒゲウニ Tripneustes grabella 棘皮 ウニ occurring commonly
タコノマクラ Clypeaster japonicus 棘皮 ウニ occurring commonly
ナガウニ類 Echinometra lucunter 棘皮 ウニ
ナガウニ類 Echinometra mathaei、 ナガウニ 棘皮 ウニ 潮線付近
ノコギリウニ Cidaris baculosa 棘皮 ウニ prevalent, occurring commonly
バフンウニ Strongylocentrotus pulcherrimus バフンウニ 棘皮 ウニ 潮線付近、少ない
ミナミヨツアナカシパン Peronella lessueuri 棘皮 ウニ occurring commonly
ムラサキウニ Heliocidaris crassispinosa、 ムラサキウニ 棘皮 ウニ 潮線付近、especially common、至るところ
ヨツアナカシパン Laganum decagonale 棘皮 ウニ
ラッパウニ Toxopneustes pileolus 棘皮 ウニ 潮線付近
ウミシダ類 コマチの類 棘皮 ウミユリ 白、茶、黒の斑
ニッポンウミシダ Comanthus japonica 棘皮 ウミユリ ウミユリ類で最も普通, occurring commonly
アカクモヒトデ Ophiomastix mixta 棘皮 クモヒトデ 潮線付近
オキノテヅルモヅル Gorgonocephalus caryi 棘皮 クモヒトデ 腕が漁網にかかる
テヅルモヅル科 テヅルモヅル 棘皮 クモヒトデ 水族館飼育、夏
トウメクモヒトデ Ophiarachnella gorgonia 棘皮 クモヒトデ 潮線付近
ニホンクモヒトデ Ophioplocus japonicus 棘皮 クモヒトデ 潮線付近
イボカギナマコ Trochodata japonica 棘皮 ナマコ not rare
キンコ属 Cucumaria echinata、 キンコ 棘皮 ナマコ 潮線付近、not rare
テツイロナマコ Holothuria lubrica moebi 棘皮 ナマコ 潮線付近
ニセクロナマコ？ Holothuria atra、 クロナマコ 棘皮 ナマコ 潮線付近石下、very abundant, especially common

フジナマコ Holothuria monacaria、 フジナマコ 棘皮 ナマコ 潮線付近、not rare
マナマコ Stichopus japonicus 棘皮 ナマコ 潮線付近、not rare
ムラサキクルマナマコ Polycheira rufescens、 ムラサキクルマナマコ 棘皮 ナマコ 岩礁海岸潮線付近石下、very abundant
アカヒトデ アカヒトデ 棘皮 ヒトデ 割合に少ない
イトマキヒトデ Asterina pectinifera、 イトマキヒトデ 棘皮 ヒトデ rarerer、割合に少ない
イボヒトデ属 Nardoa semiregularis 棘皮 ヒトデ rarerer



キヒトデ属 Asterias calamaria 棘皮 ヒトデ prevalent
スナヒトデ Luidia quinaria 棘皮 ヒトデ prevalent
トゲモミジガイ Astropecten polyacanthus 棘皮 ヒトデ prevalent, occurring commonly

ワダツミギボシムシ Balanogrossus misakiensis、 ギホシムシ 半索 畠島（穴一面）、綱不知、潮間帯泥底、多い

ウミタル類 Doliolum spp.、 ドリオラム 尾索 sometimes met with
オタマボヤ類 Oikopleura spp. 尾索 sometimes met with、時期により群来
クロボヤ？ Styela kuroboja 尾索
サイヅチボヤ類 Fritillaria spp. 尾索 sometimes met with
サルパ類 Salpa cordiform 尾索 sometimes met with
サルパ類 Salpa costata 尾索 sometimes met with
サルパ類 サルパ 尾索
シャミッソサルパ Cyclosalpa affinis 尾索 sometimes met with
シロボヤ Styela plicata、 シロボヤ 尾索 浅い泥底、commonest ascidian、多い
トガリサルパ Salpa fusiformis 尾索 sometimes met with
マメボヤ属 Perophora sp. 尾索

アオブダイ Calliodon ovifrons 脊椎 硬骨魚 shore fish, frequently met with
アマダイ属 アマダイ 脊椎 硬骨魚
アラ Niphon spinosus 脊椎 硬骨魚 shore fish, frequently met with
アンコウ アンコウ 脊椎 硬骨魚
イサキ イサキ 脊椎 硬骨魚 海岸の釣漁
イザリウオ イザリウオ 脊椎 硬骨魚
イザリウオ Antennarius tridens 脊椎 硬骨魚 shore fish, frequently met with
イシダイ Oplegnathus fasciatus 脊椎 硬骨魚 shore fish, frequently met with
イトヨリダイ イトヨリ 脊椎 硬骨魚
ウツボ ウツボ 脊椎 硬骨魚
ウミズズメ ウミズズメ 脊椎 硬骨魚
ウミテング ウミテング 脊椎 硬骨魚
ウルメイワシ同属 Etrumeus micropus 脊椎 硬骨魚 重要漁獲対象
カイワリ属 Caranx 脊椎 硬骨魚 漁獲対象
カサゴ Sebastiscus marmoratus 脊椎 硬骨魚 shore fish, frequently met with、海岸の釣漁
カタクチイワシ Engraulis japonicus 脊椎 硬骨魚 重要漁獲対象
カツオ Katsuwonus pelamys、 カツオ 脊椎 硬骨魚 重要漁獲対象，春～夏漁獲
カワハギ Monacanthus cirrifer 脊椎 硬骨魚 shore fish, frequently met with
キビナゴ Stolephorus japonicus 脊椎 硬骨魚 重要漁獲種



キュウリエソ キュウリエソ 脊椎 硬骨魚
キンチャクダイ キンチャクダイ 脊椎 硬骨魚 海岸の釣漁
キントキダイ属 Priacanthus sp. 脊椎 硬骨魚 shore fish, frequently met with
クロダイ クロダイ 脊椎 硬骨魚 海岸の釣漁
ゲンロクダイ ゲンロクダイ 脊椎 硬骨魚 海岸の釣漁
ゴマサバ Scomber tapeinocephalus 脊椎 硬骨魚 重要漁獲対象
コロダイ Plectorhynchus pictus 脊椎 硬骨魚 shore fish, frequently met with
シャチブリ シャチブリ 脊椎 硬骨魚
ショウサイフグ Sphaeroides vermicularis 脊椎 硬骨魚 shore fish, frequently met with、冬の嵐後打上げ

スズキ スズキ 脊椎 硬骨魚
スズメダイ Chromis notatus 脊椎 硬骨魚 shore fish, frequently met with
タカノハダイ Goniustius zonatus(Goniistius?) タカノハダイ 脊椎 硬骨魚 shore fish, frequently met with
タチモドキ タチモドキ 脊椎 硬骨魚
タツノオトシゴ Hippocampus coronatus、 タツノオトシゴ 脊椎 硬骨魚 しばしば冬の強風時打ち上げ、３，４種あり
チョウチョウウオ チョウチョウウオ 脊椎 硬骨魚 海岸の釣漁
ツノダシ ツノダシ 脊椎 硬骨魚 海岸の釣漁
ツバメウオ ツバメウオ 脊椎 硬骨魚 海岸の釣漁
トラウツボ Muraena pardalis 脊椎 硬骨魚 shore fish, frequently met with
トラギス Parapercis pulchella 脊椎 硬骨魚 shore fish, frequently met with
ネズッポ属 Callionymus sp. 脊椎 硬骨魚 shore fish, frequently met with
ネズミゴチ ネズミゴチ 脊椎 硬骨魚
ハコフグ Ostracion immaculatum(-tus?)、 ハコフグ 脊椎 硬骨魚 冬の嵐後打上げ
ハダカイワシ ハダカイワシ 脊椎 硬骨魚
ハリセンボン ハリセンボン 脊椎 硬骨魚
ヒラメ Paralichthys olivaceus 脊椎 硬骨魚 shore fish, frequently met with
フウライウオ フウライウオ 脊椎 硬骨魚
フエダイ フエダイ 脊椎 硬骨魚
フエフキダイ Lethrinus haemopterus 脊椎 硬骨魚 shore fish, frequently met with
ブダイ Calotonus japonicus(Calotomus?)、 ブダイ 脊椎 硬骨魚 shore fish, frequently met with、海岸の釣漁
フリソデウオ フリソデウオ 脊椎 硬骨魚
ベラ科 ベラ 脊椎 硬骨魚
ホウボウ Chelidonichthys kumu 、ホウボウ 脊椎 硬骨魚 shore fish, frequently met with、海岸の釣漁
マダイ Pagrosomus major 脊椎 硬骨魚 重要漁獲種、春産のため外洋から瀬戸内へ
マツカサウオ Monocentris japonicus 脊椎 硬骨魚 しばしば冬の強風時打ち上げ
マハゼ Acanthogobius flavianus 脊椎 硬骨魚 shore fish, frequently met with
マハタ Epinephelus septemfasciatus 脊椎 硬骨魚 shore fish, frequently met with
マンボウ マンボウ 脊椎 硬骨魚



ミシマオコゼ Uranoscopus japonicus 脊椎 硬骨魚 shore fish, frequently met with
ミノカサゴ Pterois lunulata 脊椎 硬骨魚 shore fish, frequently met with
メジナ Girella punctata 脊椎 硬骨魚 shore fish, frequently met with
メバル メバル 脊椎 硬骨魚
ヨウジウオ Syngnathus schlegeli 脊椎 硬骨魚 しばしば冬の強風時打ち上げ、３，４種あり
リュウグウノツカイ リュウグウノツカイ 脊椎 硬骨魚
エドアブラザメ Heptanchias deani 、アブラザメ 脊椎 軟骨魚 commoner
アオザメ Isulopsis glauca 脊椎 軟骨魚 common
ヨシキリザメ Prionace glauca 脊椎 軟骨魚 common
ツバクロエイ Pteroplatea japonica 脊椎 軟骨魚 common
エドアブラザメ アブラザメ 脊椎 軟骨魚 ラブカより普通
アカエイ Dasybatus akajei(Dasyates?) 脊椎 軟骨魚 common
イトマキエイ Mobula japonica 脊椎 軟骨魚 common
カスザメ Squatina japonica 脊椎 軟骨魚 common
ガンギエイ Raja kenojei 脊椎 軟骨魚 common
ギンザメ Chimaera phantasma、 ギンザメ 脊椎 軟骨魚 pretty abundant in winter
サカタザメ Rhinobatus schlegeli(-batos -gelli?) 脊椎 軟骨魚 common
シビレエイ Narka japonica(Narke?) 脊椎 軟骨魚 common
シロザメ Cynias griseus 脊椎 軟骨魚 common
シロシュモクザメ Sphyrna zygaena 脊椎 軟骨魚 common
トビエイ Mylobatis tobijei 脊椎 軟骨魚 common
トラザメ Halaelurus torazame 脊椎 軟骨魚 common
ナヌカザメ Cephaloscyllium umbratile 脊椎 軟骨魚 common
ネコザメ Heterodontus japonicus、 ネコザメ 脊椎 軟骨魚 common、ラブカより普通
ヒラタエイ Urophus fuscus(Urolophus?) 脊椎 軟骨魚 common
ホシザメ Cynias manazo 脊椎 軟骨魚 common
ニタリ Alopias vulpes 脊椎 軟骨魚 common
メジロザメ Carcharhinus japonicus 脊椎 軟骨魚 common
ラブカ Chlamydoselachus anguineus、 ラブカ 脊椎 軟骨魚 captured very rarely
アカウミガメ Caretta olivaceus、 アカウミガメ 脊椎 爬虫類 研究所近くに初夏産卵上陸
セグロウミヘビ Hydrus platyurus(platurus?)、 セグロウミヘビ 脊椎 爬虫類 caught at times、海岸近くの海面

アマモ類 スガモ 被子植物 綱不知
ウミヒルモ ハロフィラ 被子植物 綱不知

アイミドリ Brachytrichia quoyi、 海雹菜 藍藻 満潮線付近岩面、夥しく、occur in abundance
Richeria intracellularis 藍藻 プランクトン、Rhizosolenia atyliformis 体中



Trichodesmium 藍藻 プランクトン、しばしば水色を変ずるほど群来
Trichodesmium erythraeum 藍藻 プランクトン、時に大発生
Trichodesmium thiebauti 藍藻 プランクトン、時に大発生

Halosphaera viridis 緑藻 プランクトン
Richeria intracellularis 緑藻 プランクトン、Rhizosolenia amputata （珪藻）殻内

アオモグサ Boodlea coactata(coacta?) 緑藻
アナアオサ Ulva pertusa、 アナアオサ 緑藻 緑藻類で最多の一つ
アミモヨウ Rhipidiphyllon reticulatum、 アミモヨウ 緑藻 rather rare、随分ある
ウキオリソウ Anadyomene wrightii、 ウキオリソウ 緑藻 随分ある、rather rare
キッコウグサ Dictyosphaeria favulosa、 キッコウグサ 緑藻 潮間帯、随分ある、occur in abundance
コブシミル Codium pugniformis 緑藻
シオグサ属 Cladophora sp. 緑藻
スリコギヅタ Caulerpa racemosa laetevirens、 スリコギヅタ 緑藻 開放岩礁プール内
チャシオグサ Cladophora wrightiana 緑藻
ナガミル Codium cylindricum 緑藻
ネザシミル Codium coarctatum 緑藻
ハイミル Codium adhaerens 緑藻
ヒゲミル Codium tenue 緑藻 rather rare
ヒトエグサ Monostroma sp. 、ヒトエグサ 緑藻 多い、しばしば岩面を覆う、食用採取
ヒビミドロ属 Ulothrix sp. 緑藻
ビャクシンヅタ Caulerpa cupresoides lycopodium ビャクシンヅタ 緑藻 calm bays
ヒラアオノリ Enteromorpha compressa 緑藻
フクロミル Codium saccatum、 フクロミル 緑藻 随分ある、rather rare
ボウアオノリ Enteromorpha intestinalis 緑藻
ホソジュズモ Chaetomorpha crassa 緑藻
ボタンアオサ Ulva conglobata 緑藻 しばしば岩面を覆う、五月食用採取
モツレミル Codium intricatum 緑藻

？ Mesogloia crassa 褐藻
アカモク Sargassum horneri 褐藻
アミジグサ Dictyota dichotoma 褐藻
アラメ アラメ 褐藻
アントクメ アントクメ 褐藻
イシゲ Ishige okamurai 褐藻
イソモク Sargassum hemiphyllum 褐藻
イワヒゲ Myelophycus caespitosus 褐藻



ウスバノコギリモク Sargassum serratifolium 褐藻
ウミウチワ Padina arborescens 褐藻 すこぶる多い
ウミウチワ属 Padina pavonia 褐藻
ウミトラノオ Sargassum thunbergii 褐藻
オオバモク Sargassum ringgoldianum 褐藻
カゴメノリ Hydroclathrus cancellatus、 カゴメノリ 褐藻 時に岩面を覆う
カジメ属 Ecklonia bicyclis 褐藻
カズノアミジ Dictyota divaricata 褐藻
カヤモノリ Scytosiphon lomentarius 褐藻
グンセンクロガシラ Sphaecelaria tribuloides 褐藻
ケヤリ属 Sporochnus sp. 褐藻
コンブ科 鉛山アラメ 褐藻 (コメントなし)
コンブ属 Laminaria radicosa 褐藻
サナダグサ Pachydictyon coriaceum 褐藻
シオミドロ属 Ectocarpus sp. 褐藻
ジョロモク Cystophyllum sisymbrioides 褐藻
シワヤハズ Haliseris undulata 褐藻
タツクリ Sargassum tosaense 褐藻
タマナシモク Sargassum nipponicum 褐藻
ツルモ Chorda filum 褐藻
トゲモク Sargassum micracanthum 褐藻
ネジモク Sargassum sagamianum 褐藻
ハバノリ Endarachne binghamiae 褐藻
ヒジキ Turbinaria fusiformis 褐藻 潮間帯、abundant、食用採取。至る所に繁茂
ヒロメ Hirome undarioides、 ヒロメ 褐藻
フクリンアミジ Dilophus marginatus 褐藻
フクロノリ Colpomenia sinuosa、 フクロノリ 褐藻 時に岩面を覆う
フタエオオギ Chlanidophora repens 褐藻
フタエモク Sargassum duplicatum 褐藻
ヘラヤハズ Haliseris prolifera 褐藻
マメタワラ Sargassum piluliferum 褐藻
ヤツマタモク Sargassum patens 褐藻
ヨレモク Sargassum tortile 褐藻
ワイジガタクロガシラ Sphaecelaria furcigera 褐藻

アヤニシキ属 Martensia elegans 紅藻 曳網，しばしば
イシゴロモ属 Lithophyllum 紅藻 石灰藻 prevalent



イトグサ属 Polysiphonia sp. 紅藻
イトフノリ Gloiosiphonia capilaris(capillaris?) 紅藻
イトフノリ属 Gloiosiphonia cervicornis 紅藻
イトフノリ属 Gloiosiphonia furcata intricala 紅藻
イバラノリ Hypnea seticulosa 紅藻
ウシケノリ Bangia atropurpurea fuscopurpurea 紅藻
ウズバノリ属 Nithophyllum sp.(Nitophyllum?) 紅藻
ウブゲグサ属 Spiridia sp. (Spyridia?) 紅藻
エゴノリ Campylaephora hypnaeoides 紅藻
オオオゴノリ Gracilaria gigas 紅藻
オキツノリ Gymnogongrus flabelliformis 紅藻
オゴノリ Gracilaria confervoides 紅藻
オニアマノリ Porphyra dentata 紅藻 高潮線近く岩上
オニクサ Gelidium japonicum 紅藻 寒天材料，採取
オバクサ Pterocladia capilacea(capillacea?) 紅藻
カイノリ Gigartina intermedia 紅藻
カギイバラノリ Hypnea musciformis 紅藻
カザシグサ属 Griffithsia tenuis 紅藻
カニノテ属 Amphiroa 紅藻
カバノリ Gracilaria textorii 紅藻
カモガシラノリ Nemalion pulvinatum 紅藻
キジノオ Phacelocarpus japonica 紅藻
コナハダ属 Liagora sp. 紅藻
サンゴモ属 Corallina 紅藻 石灰藻 prevalent
ジャバラノリ Leveillea jungermannioides 紅藻
スギノリ Gigartina tenella 紅藻
ソデガラミ Actinotrichia rigida 紅藻
チャボキントキ Carpopeltis rigida 紅藻
ツノマタ Chondrus ocellatus 紅藻
ツルシラモ Gracilaria chorda 紅藻
テングサ属 テングサ類、テングサ 紅藻 （水産上）重要
トサカノリ？ Eucheuma papulosa 紅藻
ナガマツモ属 Chondria dasyphylla 紅藻
ハイイギス Ceramium gracillimum 紅藻
ハスジグサ Stenogramma interrupta 紅藻
ヒビロウド Dudresnaya japonica 紅藻
ヒラガラガラ属 Galaxaura sp. 紅藻



ヒラクサ Gelidium subcostatum 紅藻 寒天材料，採取
フクロガラガラ Galaxaura obtusa 紅藻
フサノリ Scinaia japonica 紅藻
フシツナギ Lomentaria catenata 紅藻
フノリ属 Gloiopeltis 、フノリ類 紅藻 ノリ原料、採取、重要
ベニモズク Helminthocladia australis 紅藻
ホソバナミノハナ Chondrococcus hornemanni 紅藻
マギレソゾ Laurencia obtusa 紅藻
マクサ Gelidium amansii 紅藻 寒天材料，採取
マルバアマノリ Porphyra suborbiculata、 イワノリ 紅藻 食用採取、湯崎ノリ、高潮線近く岩上
ムカデノリ Grateloupia filicina 紅藻
ムカデノリ属 Grateloupia flabellata 紅藻
ムカデノリ属 Grateloupia ramosissima 紅藻
モサヅキ属 Jania 紅藻 石灰藻 prevalent
ユカリ Plocamium telfairae 紅藻
ワツナギソウ Champia parvula 紅藻
？ Chylocladia sp. 紅藻
？ Implicaria reticulata 紅藻 曳網，しばしば


