神奈川県逗子市小坪 大崎海岸の生物
海の生き物を守る会
2016 年 5 月 25 日
「海の生き物を守る会」は、2016 年 5 月 7 日に逗子市小坪 大崎海岸において、生物調
査を行い、参加者によって多くの生物が確認されました。確認された生物のリストを公表
し、参加者・協力者の皆さんに厚く感謝致します。
編集：海の生き物を守る会。生物の同定：向井宏（海の生き物を守る会代表）
、山下博由
（貝類多様性研究所）
、志村智子（日本自然保護協会）ほか。
協力：日本自然保護協会、高木仁三郎市民科学基金、大久保奈弥（東京経済大学）
写真：山下博由、志村智子、渡辺竜生、水藤周三、安部真理子
表 1 確認された生物の種数
確認した生物の

分類群（界・門・綱）と種数

通称

ARCHAEPLASTIDA 25
紅色植物門

8

真正紅藻綱

黄藻植物門

10

褐藻綱

被子植物門

7

動物界

8

海藻

10

単子葉植物綱

1

海草

双子葉植物綱

6

海岸植物

77

海綿動物門

3

尋常海綿綱

3

カイメン

刺胞動物門

1

花虫綱

1

イソギンチャク

扁形動物門

1

渦虫綱

1

ヒラムシ

多板綱

4

軟体動物門

節足動物門

棘皮動物門

種数合計

63

5

4

二枚貝綱

19 貝

腹足綱

40

顎脚綱

2

フジツボ

軟甲綱

3

カニ

ヒトデ綱

1

ヒトデ

ウニ綱

2

ウニ

ナマコ綱

1

ナマコ

102

ARCHAEPLASTIDA
紅色植物門 RHODOPHYTA

アミジグサ科 Dictyotaceae
アミジグサ Dictyota dichotoma
シワヤハズ Dictyopteris undulata
ウミウチワ Padina arborescens

真正紅藻綱 FLORIDEOPHYCEAE
サンゴモ目 CORALLINALES

シオミドロ目 ECTOCARPALES

サンゴモ科 Corallinaceae

カヤモノリ科 Scytosiphonaceae

ピリヒバ Corallina pilulifera

フクロノリ Colpomenia sinuosa

ウスカワカニノテ（エチゴカニノテ）
Amphiroa beauvoisii

コンブ目 LAMINARIALES
チガイソ科 Alariaceae

テングサ目 Gelidiales

ワカメ Undaria pinnatifida

テングサ科 Gelidiaceae
マクサ Gelidium elegans

カジメ科 Lessoniaceae
アラメ Ecklonia bicyclis

スギノリ目 GIGARTINALES
イバラノリ科 Hypneaceae

ヒバマタ目 FUCALES

タチイバラ Hypnea variabilis

ホンダワラ科 Sargassaceae
ヒジキ Sargassum fusiforme

ナミノハナ科 Rhizophyllidaceae

イソモク Sargassum hemiphyllum

ホソバナミノハナ Portieria hornemannii

オオバモク Sargassum ringgoldianum
ウミトラノオ Sargassum thunbergii

イソノハナ目 HALYMENIALES
ムカデノリ科 Halymeniaceae
サクラノリ Grateloupia imbricate
フダラク Pachymeniopsis lanceolate

被子植物門 MAGNOLIOPHYTA
単子葉植物綱 LILIOPSIDA
イバラモ目 HELOBIAE

イギス目 CERAMIALES

アマモ科 Zosteraceae

フジマツモ科 Rhodomelaceae

アマモ Zostera marina

クロソゾ Palisada intermedia

双子葉植物綱 MAGNOLIOPSIDA

黄藻植物門 OCHROPHYTA
褐藻綱 PHAEOPHYCEAE
アミジグサ目 DICTYOTALES

バラ目 ROSALES
イラクサ科 Urticaeae
ラセイタソウ Boehmeria biloba

アブラナ目 BRASSICALES
アブラナ科 Brassicaceae

ムラサキカイメン
Haliclona (Reniera) cinerea

ハマダイコン
Raphanus sativus var. raphanistroides

刺胞動物門 CNIDARIA

ナデシコ目 CARYOPHYLLALES

花虫綱 ANTHOZOA

ハマミズナ科 Aizoaceae

イソギンチャク目 ACTINIARIA

ツルナ Tetragonia tetragonioides

ウメボシイソギンチャク科 Actiniidae
ヨロイイソギンチャク Anthopleura uchidai

ツツジ目 ERICALES
サクラソウ科 Primulaceae
ハマボッス Lysimachia mauritiana

扁形動物 PLATYHELMINTHES
渦虫綱 TURBELLARIA

セリ目 APIALES

ヒラムシ目 POLYCLADIDA

セリ科 Apiaceae

ツノヒラムシ科 Planoceridae

ボタンボウフウ Peucedanum japonicum

ツノヒラムシ Planocera reticulate

キク目 ASTERALES
キク科 Asteraceae

軟体動物門 MOLLUSCA

イソギク Chrysanthemum pacificum

多板綱 POLYPLACOPHORA
新ヒザラガイ目 NEOLORICATA

動物界 ANIMALIA
海綿動物門 PORIFERA
尋常海綿綱 DEMOSPONGIAE

ウスヒザラガイ科 Ischnochitonidae
ウスヒザラガイ Ischnochiton comptus
クサズリガイ科 Chitonidae
ヒザラガイ Acanthopleura japonica

イソカイメン目 HALICHONDRIDA
イソカイメン科 Halichondriidae

ケハダヒザラガイ科 Acanthochitonidae

ダイダイイソカイメン

ケハダヒザラガイ Acanthochitona defilippi

Hymeniacidon sinapium

ケムシヒザラガイ Cryptoplax japonica

単骨海綿目 HAPLOSCLERIDA

二枚貝綱 BIVALVIA

ザラカイメン科 Callyspongiidae

イガイ目 MYTILIDA

ザラカイメン Callyspongia confoederata

イガイ科 Mytilidae
クジャクガイ Septifer bilocularis

カワナシカイメン科 Chalinidae

ヒバリガイモドキ Brachidontes sp.

イシマテ Leiosolenus curtus

ワスレガイ Sunetta menstrualis（破片）
マツカゼ Irus mitis

フネガイ目 ARCIDA
フネガイ科 Arcidae

腹足綱 GASTROPODA

エガイ Barbatia trapezina

カサガイ目 PATELLOGASTROPODA
ヨメガカサ科 Nacellidae

カキ目 OSTREIDA

マツバガイ Cellana nigrolineata

イタボガキ科 Ostreidae

ヨメガカサ Cellana toreuma

イワガキ Crassostrea nippona
チャワンガキ Ostrea subucula

コガモガイ科 Lottiidae

ケガキ Saccostrea kegaki

ウノアシ Patelloida lanx

コケゴロモ Striostrea circumpicta

コモレビコガモガイ Lottia tenuisculpta
コウダカアオガイ Nipponacmea concinna

イタヤガイ目 PECTINIDA
イタヤガイ科 Pectinidae

古腹足目 VETIGASTROPODA

チリボタン Spondylus cruentus

ミミガイ科 Haliotidae
トコブシ

トマヤガイ目 CARDITIDA

Sulculus diversicolor supertexta

トマヤガイ科 Carditidae
トマヤガイ Cardita leana

リュウテン科 Turbinidae
サザエ Turbo (Batillus) cornutus

ザルガイ目 CARDIIDA
キクザル科 Chamidae

コシダカサザエ
Turbo (Marmarostoma) stenogyrus

キクザル Chama japonica
ニシキウズ科 Trochidae
ニッコウガイ科 Tellinidae

イシダタミ Monodonta confusa

シラトリモドキ

クボガイ Chlorostoma lischkei

Macoma (Heteromacoma) irus

クマノコガイ Chlorostoma xanthostigma
バテイラ Omphalius pfeifferi pfeifferi

マルスダレガイ科 Veneridae
イナミガイ Gafrarium dispar

新生腹足目 CAENOGASTROPODA

ケマンガイ Gafrarium divaricatum

オニノツノガイ科 Cerithiidae

＊環境省：準絶滅危惧
ウチムラサキ Saxidomus purpurata
メオニアサリ Protothaca schencki
ヒメアサリ Tapes (Ruditapes) aspera

コオロギ（コベルトカニモリ）
Cerithium kobelti
オオシマチグサカニモリ Ittibittium parcum

キクスズメ科 Hipponicidae

アメフラシ科 Aplysiidae

スズメガイ Pilosabia trigona

アマクサアメフラシ Aplysia juliana
アメフラシ Aplysia kurodai

ムカデガイ科 Vermetidae
オオヘビガイ Serpulorbis imbricatus

ドーリス科 Dorididae
クモガタウミウシ Platydoris speciose

タカラガイ科 Cypraeidae
クチグロキヌタ Erronea onyx

イロウミウシ科 Chromodorididae

コモンダカラ Erosaria erosa

アオウミウシ Hypselodoris festiva

ホシキヌタ Lyncina vitellus
ハナビラダカラ Monetaria annulis

クロシタナシウミウシ科 Dendrodorididae

キイロダカラ Monetaria moneta

クロシタナシウミウシ Dendrodoris fumata

チャイロキヌタ Palmadusta artuffeli

マダラウミウシ Dendrodoris rubra

メダカラ Purpuradusta gracilis
ハナマルユキ Ravitrona caputserpentis

コウダカカラマツ科 Siphonariidae
カラマツガイ Siphonaria japonica

アヤボラ科 Ranellidae
カコボラ Cymatium parthenopeum

節足動物門 ARTHROPODA

アッキガイ科 Muricidae

顎脚綱 MAXILLOPODA

ヒメヨウラク Ergalatax contractus

有柄目 PEDUNCULATA

ゴマフヌカボラ Maculotriton serriale

ミョウガガイ科 Pollicipedidae

レイシ Thais (Reishia) bronni

カメノテ Capitulum mitella

イボニシ Thais (Reishia) clavigera
クリフレイシ Thais (Reishia) luteostoma

無柄目 SESSILIA
クロフジツボ科 Tetraclitidae

エゾバイ科 Buccinidae

クロフジツボ Tetraclita japonica

イソニナ Japeuthria ferrea

軟甲綱 MALACOSTRACA
タモトガイ科 Columbellidae

十脚目 DECAPODA

クロフボサツ Anachis niglomaculata

ヤドカリ科 Diogenidae
イソヨコバサミ Clibanarius virescens

オリイレヨフバイ科 Nassariidae
クロスジムシロ Hima fraterculus

オウギガニ科 Xanthidae
シワオウギガニ

異鰓目 HETEROBRANCHIA

Macromedaeus distinguendus

ウニ綱 ECHINOIDEA
モクズガニ科 Varunidae

Echinometridae ナガウニ科

ヒライソガニ Gaetice depressus

ムラサキウニ Heliocidaris crassispina

棘皮動物門 ECHINODERMATA
ヒトデ綱 ASTEROIDEA

CAMARODONTA
オオバフンウニ科 Strongylocentroidae
バフンウニ Hemicentrotus pulcherrimus

アカヒトデ目 VALVATIDA
アカヒトデ科 Ophidiasteridae

ナマコ綱 HOLOTHUROIDEA

アカヒトデ Certonardoa semiregularis

楯手目 ASPIDOCHIROTIDA
クロナマコ科 Holothuriidae
フジナマコ Holothuria decorate

逗子市小坪 大崎海岸：シルト質の岩盤が、波で浸食され、独特の景観になっている。
茶色く見えるのは、主にヒジキ。

海藻

ピリヒバ

海綿動物

ハマダイコン
ザラカイメン

扁形動物

ツルナ
ヒジキ

海岸植物

ツノヒラムシ

ハマボッス

軟体動物（貝類）
ヒザラガイ類

ボタンボウフウ

ウスヒザラガイ
ラセイタソウ

イソギク

トマヤガイ
ヒザラガイ
イワガキ

シラトリモドキ
ケムシヒザラガイ

二枚貝類
コケゴロモ
ケマンガイ
クジャクガイ

ケガキ
イナミガイ

ムラサキインコ
ヒメアサリ
キクザル

腹足類（巻貝類）

ヒメヨウラク
ヨメガカサ

コオロギ（コベルトカニモリ）

ウノアシ
レイシ

メダカラ

コシダカサザエ
イボニシ

節足動物
ヤドカリ

アメフラシ

イソヨコバサミ
クモガタウミウシ

棘皮動物

アマクサアメフラシ
アオウミウシ
バフンウニ

アメフラシ類の卵塊
クロシタナシウミウシ

カラマツガイ

フジナマコ

