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伊豆・小笠原諸島海域における貝類分布

西村和久

DistributionofMolluscanSeaShellsinthelzu-Ogasawara

lslandsandAdjacentWaters

（TheTokyoMetropolitanSeaArea）

KazuhisaNishimura

Abstract

Totalnumberofspeciesrecordedinthelzu-Ogasawaralslandsandadjacentwaterswas2,Z99which

consistedofl,781speciesofGastropoda（77.5％)，４３３speciesofPelecypoda（18.8％)，３８speciesof

Polyplacophora，３２speciesofCephalopodaandl5speciesofScaphopoda・

AmongtheGastropodfamilies,thesixfamilliesholdover60specieswhichincludemanytropicalmarine

shells,Turridae（116)，Muricidae（113)，Conidae（112)，Trochidae（94)，Cypraeidae（75)，Triphoridae

(66)．

TheMolluscanfaunainthisregionseemstobebighlycontrolledbysettlementofthelarvaewhichare

broughtbytheKuroshioCurrent，theKuroshio-CounterCurrentandtheMarianaCurrent．
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Ｉはじめに Ⅲ材料と方法

貝類（軟体動物類）の東京都海域での利活用は，伊豆

諸島北部のアワビ，トコブシ，サザエ等，Ｍ南部のトコ

ブシ，ギンクカハマ等が漁業として行われる他イカ類

（ケンサキイカ，アオリイカ，ソデイカ）の漁業がある。

特に貝類は季節の味覚の代表であり，古くから磯物と

して，多数の種類が食用とされ親しまれていると共に春

の大潮時の浜遊びの食材でもある。磯には，多数の生物

が生息し，それぞれが共存競合関係の中で，生態バラン

スが保たれ，その中から食用となる口や海藻が採取され

ている。

著者は，人の目にふれやすい貝類に焦点を当て，浜辺

で拾う貝が，その前に開ける海域の生物相・生物環境を

把握する－つの物差しにならないかという欲張った発想

の下に，貝類の調査を実施した。

そのスタートは，学生時代の1959年春季，八丈島に２

週間滞在し貝類採集と磯生物の観察を行った事で，これ

が東京都海域に関与した第一歩である。その後，仕事を

通して，約40年間，本海域の貝類分布把握に努めてきた

が，この海域は余りに広く，かつ交通の便などから全域

の調査は終了していない。

この間，1969年に八丈島貝類目録（プリント），１９８１

年に伊豆・小笠原諸島海域軟体動物}1録（プリント）等

の形で分布概要の取りまとめを行うと共に，その時々の

新知見を学会等に発表したが，これらは限られた分野で

の報告が主であるため，今回，伊豆・小笠原諸島海域の

貝類に関する分布の総集約を試みた。まだまだ未完成の

資料ではあるが，本海域における旦類分布の解明，磯根

資源増殖の一助になれば幸いである。

本調査結果は，東京都水席試験場が実施したトコブシ

等有用魚介類調査の中で積み重ねられたデータの集積で

あり，ともにスクーバ潜水でチームを組んだ職員の皆様

に深謝すると共に，草苅正，倉田洋_二，故笹生一雄氏に

は貝を通して深いお付き合いを戴いた。また，本報告書

取りまとめに当たっては米山純夫氏のご努力を戴いたこ

とに併せ深謝いたしたい。

貝類の査定や文献供覧等には，日本貝類学会名誉会長

波部忠重博士，同会長奥谷喬司博士，故桜ﾌﾞﾄ欽一博士は

じめ多数の万に御世話戴いた事に厚く御礼を申し上げる。

Ｌ調査海域

東京都島蝋海域を調査海域とした。この海域は，西よ

り西七島海嶺，七島～硫黄島海嶺，小笠原海嶺が連なり，

その中心をなす七島～硫黄島海嶺の断面図を見ると，北

より大島，三宅島，御蔵島，八丈島，青ヶ島，ベヨネー

ズ列岩，須美寿島，鳥島，嬬婦岩，西之島，北硫黄島，

硫黄島，南硫黄島が海面上に顔を出している（図’）。

陸貝の分布要因には，島の成り立ちが大きく影響して

いるが，今阿陸貝は取り扱わないこととした為，地質学

的検討は行わない。

伊豆諸島海域は，大島から嬬婦岩迄で，その間伊豆七

島および鵜渡根島・八丈小島等の無人島や`恩馳島・銭洲・

大野原島等の岩礁がある（図２)。

小笠原諸島海域は，父島列島，母島列島，火山列島等

が連なるが，父島からそれぞれ1,000kｍ離れた沖の鳥島，

南鳥島を含んでいる。

父島，母島を除くと硫黄島，南鳥島に特殊な任務を持

つ人が居住する以外は無人島である。

2．検討材料

検討材料は次のように収集した。

①打上，磯採集，潜水により得られた貝

水産試験場の実施した磯根資源調査，イセエビ礁調査，

漁場造成に伴う事前調査ならびに効果調査等水深20ｍ

以浅が主体の調査，マダイ等の資源生態調査，魚礁調査

等水深100ｍ前後の凋査による採集物。

②漁業行為により得られた貝

水深20-50ｍ：テングサ千場，魚介類刺網千場，ギン

タカハマ漁業等。水深80-100ｍ：アサヒガニ籠など。

③サンゴ漁業により得られた貝

サンゴ漁業は新漁場発見により開始され数年で終了す

る。1918-1925年小笠原，1939-1941年鳥島，1959-1960

年須美寿島等でサンゴブームがあり，この時期に貝も採

取されている。1964年からミッドウェーの操業開始，漁

場が遠いことから，途中伊豆諸島南部での操業もあった

ようで，ミッドウェー産では産地の混乱も見られた

(Habe，1970)。1968年以降小笠原，特にブームと言Fえ

るほどではない。漁場は巽出し，父島の南方を意味する

が，小笠原全域の通称，個人所有の貝が多い。現在東京

部管内のサンゴ許Ｕ船は６隻，操業実績無し。水深200
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ｌＸ１２（)}豆諸島と周辺の瀬（点線は水深200ｍ）

所等によるドレッジ調査：瓢箪瀬，高瀬，黒瀬等の水深

200ｍ以浅。近年は深海満水艇も加わっての水深6000ｍ

の調査等。

⑥その他の貝

卜記の採集物を査定した。

烏島：武藤光盛，1974年４月採集。７種を査定。

岡村陽一，1976年３月採集。９種を査定。

南烏島：大里卓司，1996年３月，打上採集の貝を，小笠

原水産センターに寄贈，４９種を査定。

ｍ前後。

④漁業外曰的から得られたｕ

・薬莱潜：１９５５．５６年，八丈島神湊沖水深80ｍで第２次

世界大戦の遺物である薬英の引｣二げ。南方種が人量に

採集された。

・サンドポンプ：1964年頃，八文鳥1底土で建築用の海砂

を採取。ポンプ口径100ｍｍ，揚水量18001/ｍ，微小貝

類が大量に採集された。５－６年で閉鎖。

・飛行場造成用揚砂：1980年代，八丈島空港の拡張｢1.事

用にバケットにて水深40-50ｍの砂を採集。従来記録

されなかった貝が大量に採集された。５－６年でこ[事

は終了したが，揚砂は1990年頃まで存在。

⑤大学等の調査により得られた貝

東京水産大学，東京大学海洋研究所，束海区水産研究

3．貝類||録の作成

貝類Ｈ録は，涛者の採集記録をベースに，漁業者等の

収蔵品,，貝収集家の収集品の閲覧ならびに文献類より収

録した。過去のリスト類で生`息に疑念のある種類も見ら
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れるが，未知の種類を採集した場合，基本的には，専'''１

家に査定を依頼することから，著者の判断による目録か

らの削除は行わなかった。また，近年，種の確定の前に

和名が新称・仮称として付けられる事が多いが，これら

の貝も収録した。また，貝の種名も１１寺代と共に変遷する

が，種として過去に報告されたものは極力収録に努めた。

なお，目録作成は，「日本及び周辺地域産軟体動物総

目録」（肥後・後藤，1993）に従った。

ＡＢＣＤＮ

全体
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Ⅲ結果および考察

１．種類数と構成内容

226科2,299種を記録した。内訳は，ヒザラガイ類７科

38穂，腹足類138科1,781穂，斧足類64科433櫛，ツノガ

イ類５科15種，頭足類13科32稲である。但し，海域の広

さから調査の不十分な地域や未査定種も多いことから，

この種類数は更に増加するものと考えられる。

腹足類が全体の77.5％と多く，その中で，出現種数が

60を超える科（Family）は，クダマキガイ科116種，ア

クキガイ科113種，イモガイ科112穂，ニシキウズ科94種，

タカラガイ科75種，ホソアラレキリオレ科66種等であり，

この６科で腹足類の32.3％を占めている。これら本海域

で多産する科は，いずれも南方種の多いグループである。

この内タカラガイ科の出現種数は，南方種の指標とし

て扱われることが多く，波部（1985）は，沖縄63種，奄

美65種，高知県54種，和歌山県55種，相模湾24種，福島

県４種，岩手県１種と轄珂し北_上するほど種類数の減ず

ることを明らかにしている。なお，フィリピンでは80穂

程が記録されている。

両村（1998）は，本海域でのタカラガイの出現数につ

いて，伊豆諸島67種（大島30種，新島35種，神津島31種，

三宅島41種，八丈島66種）小笠原諸島52種（父島51種，

硫黄島18種，南鳥島24種）とした。特に，黒潮の影響の

強い三宅島・八丈島での拙現種数が多く，奄美諸島以南

に分布するスソヨツメダカラは三宅島のみに産し，数十

個が採集されている（山田利明私信，1975,他)。

出現率（％）

図３黒潮パターンの出現状況（1965-1995）流路パターン

Ａ，Ｂ，０，，Ｎについては本文参照

Ａ型：遠州灘沖に冷水塊が長期に存在するタイプで，

黒潮は伊豆諸島北部を通過する。

Ｂ型：冷水塊が消滅に向かうタイプで，伊豆諸島には，

列島線を北上するように黒潮が進入する。この

後ｃ型に移行する。

ｃ型：冷水塊か伊豆諸島に居座るタイプで，黒潮は八

丈島以南を通過し伊豆諸島を辻''１|して房総半

島に向かう。

Ｄ型：冷水塊が伊豆諸Kljの東側に存在するタイプ。

Ｎ型：三宅島と八丈島の間が黒瀬川と呼ばれるタイ

プ｡。

Ｓタイプの出現頻度を海上保安庁水路部の海況速報よ

り読み取ると，1965-1995年の31年間平均で，Ａ姻18.1

％，Ｂ型13.6％，Ｃ型25.7％，Ｄ型6.2％，Ｎ型36.4％と

なり，黒瀬川と呼ばれるＮ型が多いが，伊豆諸島が低

水温となるＣ型も意外に多く出現している（図３)。

タイプの出現蹴度を月別に調べると１－５月はｃ型か

多く，６－１２月はＮ型が多くなっている。Ｃ型は，伊豆

諸島に低水温をもたらすが，冬場は気温の低下も加わり，

潮間帯に生`息する魚介類の蕊死が生じる。特に八丈島に

は数多くの記録が残されており，規模の大きなものを拾っ

ても，1929年２．５月の磯魚澆死，1943年２月蕊死磯魚

161貰650匁拾得，1956年３月磯魚姥死，1961年２月多数

2．黒潮特性と貝類分布

タカラガイの出現種数に影響を及ぼす黒潮は，古来黒

瀬111と呼ばれ，三宅島と八丈島間の流れを指している。

近年黒潮の研究が進むに従い，三重県や静岡県沖にＨ}現

する冷水塊の影響を受け，、}豆諸島を黒潮が通過するタ

イプはＡ・Ｂ・Ｃ．，．Ｎの５タイプに区分されている。
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行われており，1959年に，須美寿島でモモイロサンゴ漁

場が発見され，戦後最大のサンゴブームが２年間続いた。

サンゴ漁業は，20-30ｋｇの玉石に長さ１－２ｍの魚網を取

付け，石でサンゴ樹の根元を叩き，折れたサンゴを網に

からめるもので，貝類の羅網も多く，特に南方系の貝が

数多く採捕された。サンゴ漁場については秘密,性が強く，

場所の特疋が川難な場合もある。また，近年項芙寿島産

と言われる貝を見掛けるようになった。

それより深い場所での調査は大学等の深海ドレッジに

より行われており，本目録の''二'では，ヒザラガイ類サメ

ハダヒザラガイ科，腹足類オキナエビス科，ホウシュエ

ビス科，シンカイフネアマガイ科，ワタゾコシロガサ科，

ヒゲマキナワポラ科，クマサカガイ科，斧足類クルミガ

イ科，スミゾメソデガイ科，ハトムギソデガイ科，ミジ

ンソデガイ科，シワロウバイ科，オオシラスナガイ科，

サザナミガイ科，オトヒメゴコロガイ科，スナメガイ科，

シャクシガイ科等は，このような調査方法でないと採集

出来ない貝であり，種類数は17科約60種である。ある水

深に達すると，黒潮の影響が弱まり，北方系の貝が分布

する。これらのにPには，分布がオホーツク海方、につら

なるサガ､ミスナガイ，ヒラネリカイ，オオハリナデシコ

等もみられる。

の磯魚蕊死等である（西村・角谷，1991)。

これらの記録は，1970年の「タコ，イカを拾うものあ

り」との記述以外は，全て磯魚で占められているが，著

者は1963.1964.1984年に磯魚燵死を体験しており，貝

類の整死も多く，特にハナビラダカラは，バケツ数杯分

を拾ったことがある。なお，1984年２－３月は例年17℃

台の海水温が１５℃台に低卜し３月中旬まで続いた。

黒潮の影響が強く気温の影響が少ない水深２０ｍ以深

では，入島のサクライダカラ（|化i村,1978)，式根島のホ

ロガイ（西村,1996)，三毛局のウラスジマイノソデ・オ

ニキバフデ（西村,1968)，八丈,島のゴホウラ・スイジガ

イ（西村,1966）等，大型南方種が生』息している。ただ，

これらの種が再生産をするためには，－疋期｢Ⅲ化息に適

した環境条件が維持される必要がある。これらは，黒潮

による南方からの資源補給を示しているが，逆にＣ型

タイプの時には，本州からの資源補給が可能となる。

3．貝類の垂直分布

小笠原では，クサイロイシダタミ，イポキンシバイ等

潮間帯に固有種が出現し，水深10ｍ以深では，南方種

が牛息している。潮間帯種はある時期に幼生の漂着があ

り，その後，補給がないままに|廿代を重ね'五|有種となっ

たものと思われる。

黒潮のような強大な資源補給機構のない小笠原では，

父島のヨコスジタマキビモドキ，北硫黄島のマルサザエ，

シラクモガイ，南硫黄島のクロクマキビモドキ等の群落

が見られる等，伊豆諸島に比べ特異な堆物分布を示して

いる。

伊豆諸島，小笠原とも水深100ｍ付近までは，南方種

の分布が見られるが，イセエビ等を対象とする刺網は

10-40ｍの水深で，これ以深ではアサヒガニ漁が行われ

ている程度であり，漁業の混獲物としての貝の採集は困

難である。近年，スクーバ潜水機器の向上により60-

80ｍに潜水するダイバーが増加しており，今まで希少

と思われていた種類が容易に採集されるようになった

(西村・柳場,1998)。これら水深への潜水は，新たな知

見を提供してくれるが，安全に向けた細心の対応が必要

である。

ハマダイ，キンメダイ等を対象とする底釣漁業は，水

深600ｍ程まで釣針を下ろすが，釣であるため貝類の情

報は乏しく，オキナエビス類を釣り」ｭげた事例がある程

度である（蟹江,1986)。サンゴ漁業は水深200ｍ前後で

4．貝類の消長

長期的尺度で見ると，現在鳥島および嬬婦岩にのみ生

JlELするオオツタノハガイは，橋、（1988）によれば，三

宅島ココマノコシ遺跡（弥生時代）から出上しており，

かっては三宅島周辺にも生`息したと推測している。黒住

(1994）は，貝類相の変遷過程の中での絶滅や捕獲圧に

よる小型化も考えられるものの，弥生時代以降，日本各

地において貝類相の変化は明確には認められないとして

おり，オオツタノハガイの過去tの生息域は明らかではな

い。サザエ漁業は大島，利島，新島で行われているが，

現在サザエ漁業の行われていない三宅島から1936年に八

文島に117貫の移殖（西村・角谷，1991）やサタドー沖

で６ｔの記録（倉田・三村,1961）があり，かって三池浜

に缶詰工場が稼働していたとの事である。また，神津島

では貝類を採取する為に，昔，朝鮮から潜り手が来てい

た時代があったとのことである。近年三宅島ではサタドー

沖に生,息するとの情報があり，また，神津島では，１９９８

年，水深20ｍ付近で人型サザエを３ｔほど漁獲している。

1960年頃までは，テングサに多数の貝が付着し，テン
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そして，これらの幼生が，島々の磯や砂地に沈着し，

餌や水温等の環境条件が整うと，その場所で成育する。

また，沈首に当たっては，海藻からの誘'五|物質の影響も

答えられる（ＭｏｒｓｅｅｔａＬ，1979)。更に数年，成育条件

が整っていれば，その場所で再生箙が行われ，種として

疋着する。

このような壮大なドラマが海の中で，絶え間無く繰り

返されており，ある時点で見る貝類相は，長いドラマの

一幕とも言える。従って，今生育している貝や死殻を見

ることにより，ここ数年の海中環境を推測することが可

能である。

また，幼生沈着の確率を高める手法の開発により，種

苗生産が東京都の電要施策として取り上げられ，アワビ，

トコブシ，サザエの栽培漁業を推進している。

グサ千場は小型貝類の採集ポイントであった。それが，

全国的な規模で付着する貝が激減した｡]一度その頃，船

底塗料に含まれる有機スズ（トリブチルスズ，トリフェ

ニルスズ）問題が起きているが，この間の因果関係は不

明であり，仮に有機スズが関与していたとすれば，その

影響する範囲はあまりに広大である。1987.1988年に八

丈島のテングサ千場を調べたところ，依然貝類の着生は

少なかったが，水深20ｍ以深で採取したテングサには，

貝類の着生の多いことが認められた。

堀口（1997）は，有機スズ汚染による貝類のインポセッ

クスが，1995年に３８種の腹足類に見られ，全国的に調

査したイボニシでは，ほぼ100％がインポセックスであっ

たと報告している。この影響は再生産で深刻であるが，

イポニシのように生息域の広い種類では，汚染源が規制

されれば他所からの幼生補給により早期の回復が可能で

あるが，パイのように近年漁業として成立しなくなった

貝もある。

これら長期的な貝類の変遷は，海況をはじめとした生

息条件等のデータ不足から，未だ本格的議論となってい

ない。

短期的な変動としては，八丈島潮間帯の貝類蕊死を前

述したが，本海域では記録にありながら採集されない貝

も多い，例えば，青ヶ島の磯に大量に生息したシャカト

ウダタミ（大山,1955）は，その後の採集記録はない。

このような事例は，ある時期に幼生が漂着したもののi主Ｉ

生産の条件が整わず短期間に消滅し，海底地形から死殻

も流失したものと思われる。この逆の事例として，父島

境浦沈船付近には，トンガリベニガイの死殻の堆積が見

られる。

また，伊豆諸島では黒潮の動向が貝類の分布に影響を

及ぼしている。顕著な例としては，式根島御釜湾は，

1970年代毎年潜水調査を実施したが，ギンタカハマが多

い年にはサザエが見られない状況を観察した。

小笠原ではこの事例は更に多い。小笠原で記載された

種類数が多いにもかかわらず，採集が難しいことについ

てFukuda（1993）は，幼生が外部から漂着し小笠１%(で

成熟したものの，その産Ｈ１は1年限りで，翌年以降は定

着出来なかった様々な種が死殻となって見られるためと

論じているが，著者も同じ考えである。

黒潮は，大きなベルトコンベアの様に，南方の唯物，

特に幼能を絶え間無く本海域に送り込んでいる。規模の

違いはあるものの黒潮反流やマリアナ海流も何様である。

5．人為的行為と貝類

1965年頃，オーストラリアトコブシの殻が大島の磯で

見られるようになり，中には肉付の貝まで採集された，

これは，その後の調査でイシダイ等の釣り餌として持ち

込まれたことが判|ﾘ]した。

1980年八丈島でインド洋に生息するイチゴナツモモが

採集されている（葛西,1982)。採集したことに間違いは

ないが，これらが生,息していたものか人為的に持ち込ま

れたものかの判断は困難である。

1970年代に新島若郷に運搬船から下ろされた砂を観察

する機会があった，この'１１にはアサリ，カガミガイ，キ

サゴ類が多量に含まれており，間違いなく本州のものと

判断したことがある。近年，全国的事例として海浜工事

等で，各地の砂，さらに外国の砂が運び込まれており

(宗方，１９９４；胎口，1995)，死殻からの生息分布の確認

を困難なものにしている。このような時代では，採集し

た貝のデータを一層完備することが必要であろう。

また，1990年代の航空界の規制緩和により，南米やオー

ストラリア等からアワビ・サザエの代用品としての貝が

生きたまま持ち込まれており，房総等の民宿では，これ

らの貝を水槽で見ることが出来るという情報もある。

従って，これからの時代は，死殻のみでなく生貝につ

いても充分なる’情報の入手とデータの管理が必要である。
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２ｕ類調査の記録

江戸'1守代のllIi物学者武1歳石寿（1768-1860）は，１５巻

900丁におよぶ貝類図譜を著したが，その中にハチジョ

ウダカラ（八丈宝）が記録されている。当時八丈島と江

戸との交易物に混ざり，江戸に運ばれていたことが推測

出来る。

1827年（文政９年）イギリスのBlossum号が小笠原

父脇二見湾に寄港，Beechy船長が陸貝を採集し，１８３９

年にSowerbyが報告している。

1836年アメリカ海1屯のRBerger軍医が二見湾に寄港

し貝類を採集。

1854年（安政元年）日米和親条約の結ばれた年に

Vincenmes号が＝見湾に寄港，生物学者Stimpsontが磯

採集やドレッジ等により約110種を採集，Gouldはこれ

らの採集品により10新種を記載。1861年（文久元年）徳

川幕府は小笠原開発のため，調査団と開拓団を送り込ん

だ□２度Ｈの時，軍艦朝|場丸で渡島した本草学者阿部櫟

吝か小笠原のｕを初めて日本に紹介した。櫟斉の南喚行

記に「大風の後は必ず貝螺の奇なるものありて，浜に出

て拾いけるに，人いなる紫貝，舞の袖，蜘蛛貝など多く

得たり。これらの肉|床，たいてい丸孔螺のごとし。余は

酢に浸して食せり」「海岸に介を拾いたり……王桃を食

う，法のごとく柱斗りを食うべし」等の記述がある。

1901年古牝物学者吉原電康，母島にての記録「小笠原

においてスルメイカ，サザエ，ハマグリ，シジミ種々貝

の産せざることにて，只卜コブシの２種小品を見るのみ｣。

1901ｲ下平瀬与一郎の採集人'１１m次平は，１１月父島に到

着後母局に渡り，両島及び各属島，妹島，兄島，聟島，

''１ノ島，弟島，西ノ島等を廻り，帰路八丈島に立ち寄っ

た。採集物はPilsbryが研究しエンザガイを始め多数の

新穂を発表している。なお，平瀬与一郎の採集には，父

島'嬬井佐平，石野平之丞，母島野口忠作等が協力したが，

幡井は1903年南硫黄島の採集に冊向き遭難。

’'１田次平は，1903年に入島，新島，神津島，三宅島の

採集を行っている。

1905年波江兀志，南`爲島の貝64種を記録「島に住する

Ｆ１本人某より得たるものにて同人は，博物学の知識を多

少有する者にて，職業の余暇に海岸又は珊瑚礁に於いて

蒐集し置きたるもののよし，片殻多く活貝は少数なりし

故に，唯その種類の存在を知るに過ぎず，陸棲の蝸牛類

等は認めざりし」

1914年デンマークの動物学者Ｓ・Ｂｏｃｋが小笠原の海産

Ⅳ資料

１貝類の移殖

貝類移殖についての主な記録は次の通り。

フクトコブシ

1921年八丈島より父品に移殖。

1933年八丈島産１００貰を大｜;i３４ケ)j1Tに放流。

1934年八文鳥産4,680個体を父島lLi烏，水のＦに放流，

２年３ケ月後まで追跡。

1970年代，大島簾種苗を各地に放流。

アワビ

1955年三宅島坪田に放流。

1970年三雨県産900ｋｇを三宅島に放流。

1970年代，大島産種前を各地に放流・

ｴｿﾞｧﾜﾋﾞ

1957年宮城県種Wi75kgを大]ｌｈｌｊ泉派に放流。

1958年大島野増に113ｋｇを放流。

1961-1963年5,495ｋｇを大鳥１８ケ所に放流，追跡調査

（倉田・広瀬,1966)。

サザエ

1936年７)]三宅島坪[Ⅱ産117頁を八丈」ilj三根カトレイ

鼻，イデサリ鼻に移殖。

1958年い]大島序350個体を八文鳥ﾈ１１１湊前に放流。

1962年4,500kg，1963年3,800kg，1964ｲ'三3,200kg，伊豆

半島下田産を八丈島に放流。

アサリ

1936年東京湾羽Ⅱj産を入島波浮港に移殖。

アコヤガイ

1916-1919年三重県産11,412個体を父島＝見港に移殖，

1919年９月の台風で流失。

1936年三頭県産，南品鮫池で養殖に着]三。

コタマガイ，チョウセンハマグリ

1977-1979年，茨城県鹿島灘産コクマガイ4,400kg，チョ

ウセンハマグリ2,260ｋｇを大島（地曳浜，砂の浜，波

浮港□，筆島，メメズ浜，クシロ池，iYi根，わたり根)，

新島（和田浜，前浜，渡浮根)，式根烏（野伏，油，

大浦湾)，三宅島伊ケ谷に放流，２年ＩＨＩ追跡調査。

マガキ

1930-1934年東京湾葛西庵を大鳥波浮港に移殖。
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動物を採集，その中のヒザラガイ類をBergenhaynが報

告。

1937年遠山宣雄，小笠原近海の生物相をまとめ，貝類

は44科95種を報告。

1939年大山桂，堀越増興父島母島にて採集を行い42科

124種を報告。

以上が第２次大戦までの貝類研究の概要であるが，交

通の不便なことが原因してか，その内容は貧弱である。

戦後，小笠原が日本に復帰する1968年まで小笠原で

の調査は行われていない。この間，伊豆諸島については，

1947年には中鉢正，堀越増興の式根島での採集記録等が

ある。

1952年日本学術会議太平洋連絡委員会は「我が国とし

て太平洋上に残された唯一の島である八丈島」に着眼し

｢八丈島を中心とする生物学的海洋学的総合研究」を実

施し492種の貝類を報告している。

主な場所標準和名方言

八丈島，小笠原

三宅島

大島

三宅島

伊豆諸島

小笠原

伊豆諸島

大島～神津島

三宅島

大島

大島

八丈島

小笠原

大島

三宅島

大島

伊豆諸島，小笠原

八丈島，青ヶ島

小笠原

小笠原

八丈島，青ヶ島

小笠原

八丈島

八丈島

神津島

大島

小笠原

新島

大島

八丈島

八丈島

了安貝

コンゴ

コンブ

ササイ

サザェ

シカガイ

シタダミ

シッタカ

シッタカ

シロアサリ

セセリ

クバコ

トラガイ

ナミノコ

ネコンポウ

バカガイ

ハチマイ

ハマグリ

ハチジョウダカラ

ヒザラガイ類

ヒザラガイ類

サザェ

コシダカサザェ

ヤクシマダカラ

クポガイ類

バティラ

クロヅケガイ類

オニアサリ

カサガイ類

ツタノハカ､イ

ホシダカラ

タマキビ類

タカラガイ類

ミルクイ

ヒザラガイ類

タカラガイ類

３貝類の方言

主な場所方言 標準和名

大島

八丈島

大島，新島

三宅島

八丈島，小笠原

小笠原

八丈島

神津島

小笠原

神津島

新島，神津島

青ヶ島

神津島

小笠原

青ヶ島

大島，三宅島

神津島

類
ビ
カ

シ
イ

マ
イ
キ

シ
シ

ワ
ダ
リ
類
ゴ

ブ
ガ
類
ネ
ハ
類
ガ
ガ
類
ブ
ブ

ア
リ
サ
イ
ナ
コ
コ
ポ
シ
ブ
カ
ビ
ズ
ロ
イ
コ
コ

イ
シ
ア
ガ
ア
ダ
ト
ク
ウ
オ
タ
キ
ウ
グ
ガ
ト
ト

ガ
ー
ー
メ
サ
ボ
ナ
ク
型
ミ
マ
ン
マ
ラ
ハ
ポ
ク
ク

メ
ベ
ヒ
カ
イ
ス
フ
小
ウ
ァ
ギ
タ
ウ
オ
ク
フ
フ

アカガイ

アカメットウ

アサリ

アサリ

アナマモリ

アナダコ

ァブキ

イセモ

ウミネコ

オカメ

オサダ

オチョコガリ

オヤコウコウ

カキ

コウガリ

コナガレ

コブク

ヒノデガイ

ヒラミ

テングカイ

カサガイ類

広瀬貝

ホラゲー

マァセ

マル

ギンタカハマ

ホラガイ

大型クボガイ類

クポガイ類

オオヘビガイ類

ベニヮスレガイ

クボガイ類

ギンタカハマ

イポアナゴ

マルノミ

ミイミイゲ・一コ

メッカリ

メットウ

ヨウマモリ
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種の同定に当たっては以下の図鑑を，分布の記述に当

たっては図鑑に加え主として以下の目録を参考にした。

図鑑類

原色日本貝類図鑑（平瀬信太郎）1954,丸善,東京．

原色日本貝類図鑑（吉良哲明）1959,保育社,大阪．
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Leobrera）1986,CarfdSeashellMuseum・Manila，

海辺の生きもの（奥谷喬司）1994,山渓社,東京．

サンゴ礁の生きもの（奥谷喬司）1994,山渓社,東京．

[１本の貝（小菅貞男）1994,成美堂,東京．
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東京貝類同好会ひたちおび

もくはち会もくはちニュース

相模貝類同好会みたまき

九州貝類談話会九州の貝

目録類

奄美大島産貝類目録（黒田徳米）1927,鹿児島県,ｐｐ」－

１０６

沖縄産貝類目録（黒田徳米）1960,琉球大学研究普及叢

書,ppl-126・

男女群島海産軟体動物目録（山本愛三・松林金造・肥後

俊一・寺田三郎）1973,長崎県生物学会,長崎大学教

養学部,pPl60-181、

天草臨海実験所近海の生物相（軟体動物）（波部忠重）

1960,九州大学天草臨海実験所,ppl-70・

長崎の貝（松林金造）1988,自費出版,ｐｐ､1-126．

高知県沖島・柏島・足摺111Ⅲ沖貝類目録（東正雄）1960,

上佐湾貝類文献刊行会,ｐｐ､1-130.
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瀬戸内海の貝類（稲葉明彦）1982,広島貝類談話会,ｐｐｌ

－１８１・

銚子現生且類目録（渡辺富夫・成毛光之）19881針k子自

然を楽しむ会,ppl-140・

南外房の貝（大島喜平次）1993,発行者松崎敬田，千葉

土佐産貝類総目録（中山駿馬）1965,自費出版,ｐｐ､１－

１４７．

福岡県産貝類目録（高橋五良K・岡本正豊）1969,自費出

版,ppl-154・

奄美群島産貝類仮目録（九州貝類談話会）1974,ｐｐｌ－

６８．

三重県産貝類目録（松本幸雄）1979,鳥羽水族館,ｐｐｌ－
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伊豆・小笠原諸島海域産軟体動物目録

ACatalogueofMolluscsFaunaofthelzu-Ogasawara

lslandsandAdjacentWaters



凡例

分布：肥後(1993)を主体に各地区の貝類目録，図鑑を参

照し記述した。

採集：著者が採集・観察したもの，または譲渡等により

所有したものについて記載。収集品の一部は東京都水

試大島分場，八丈分場，小笠原水産センターに保存。

採集地：島内の複数個所で採集した場合は島名，複数の

島で採集した場合は伊豆諸島，小笠原と表示し，採集

個体数の少ないものは，場所を特定して示した。

数量等：採集の項で，特に数を記入しないものは百単位，

多産等の表現は千単位を目処。「．．ｍ」は「水深．．

ｍ」の意，採集物は原則として生貝である。生貝以外

で，打上は陸地での採集，死殻は海中，特にヤドカリ

で百以上まとまるものは，ヤドカリ入りと表示。

メモ：過去の採集記録で場所が重複していても古い記録

は極力収録したが，著者が採集した場所と重複する最

近の文献名は原則として削除した。

文献：次の諸氏は，プリント類の報告書が多いため，特

定文献を代表として文献欄に記述した。

加藤繁富，草苅正，手塚芳治

収録範囲：海産貝類（軟体動物)，ただし河川に生息す

るものは海岸で採集する機会が多いので収録した。
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PhylumMOLLUSCA

CIassPOLYPLACOPHORA

OrderNEOLORICATA

SuborderLEPIDOPLEURINA

FamilyLEPIDOPLEURIDAE

軟体動物門

多板殻綱

新ヒザラガイ曰

サメハダヒザラガイ亜口

サメハダヒザラガイ科

メモ：高瀬100ｍ,銭洲106ｍ（Ｗｕ,1985)．

ｌ２Ｌ.（L､）ＣＯ花川Ｃａ（Reeve）ｽﾘﾋｻﾞﾗｶﾞｲ

分布：北海道天塩～台湾．

採集：八丈島,小笠原．

メモ：大島（五十嵐,1952),式根島（西村,1996)．

ｌ３Ｌ.（L､）〃卯o"ｊｃａ（Berry）ﾏﾀﾞﾗﾔｽﾘﾋｻﾞﾗｶﾞｲ

分布：津軽海峡．

メモ：伊豆七島付近200ｍ（肥後,1993)．

l4L.（LMyorα"sea"αＷｕ&Okutani

ﾀﾞﾝﾀﾞﾗﾔｽﾘﾋｻﾞﾗｶﾞｲ

分布：相模湾．

メモ：瓢箪瀬120ｍ（Ｗｕ,１９８５；Ｗｕ,1986)．

ｌ５Ｌ.（L､）ｓαﾉｶﾉ〃Bergenhayn セビロヤスリヒザラ

分布：相模湾．

メモ：銭洲132ｍ,瓢箪瀬140ｍ（Ｗｕ,1985)．

１ＬＧＰ/dOP/ez"ＷＳ(LepjdOp/ez"ＷＳ”α肋Ｗｕ＆Okutani

ｲﾜｵｻﾒﾊﾀﾞヒザラガイ

メモ：御蔵島1250ｍ（Ｗｕ,1984)．

ＺＬ.（Ｌ）sqyo'?ｍｌｗａｅＷｕ＆Okutaniｿｳﾖｳｻﾒﾊﾀﾞﾋｻﾞﾗｶﾞｲ

ﾒﾓ：鳥島3100ｍ（Ｗｕ,1984)．

３Ｈｍｚ/eyeﾉﾉαＩＭＳ/】〃e"ｓｊｓＷｕ＆Okutani

ﾁﾋﾟｻﾒﾊﾀﾞﾋザラガイ

メモ：鳥島310ｍ（Ｗｕ,1984)．

４Leproc/ijro〃α/veo/zJs（Love､）ソ/ｲﾛｻﾒﾊﾀﾞﾋザラガイ

メモ：高瀬140-180ｍ（Ｗｕ,1984)．

５Ｌ・Ｍｋ"〃ｊＤａｌｌｼﾝｶｲｻﾒﾊﾀﾞﾋｻﾞﾗｶﾞｲ

分布：三陸～九州．

メモ：御蔵島～鳥島1230-2245ｍ，沈木等に付着

（Ｗｕ,1984)．

６〃ｍｃ肋o〃ｅｏｓＳａｉｔｏ ﾋﾉﾃﾞｼﾘﾌﾟﾄヒザラガイ

メモ：小笠原宮の浜,初寝浜（Saito,1996)．

７ＰＬｓ/mZyomα'ｗａｅＳａｉｔｏ ヒメシリプトヒザラガイ

メモ：大島大室出し90ｍ（Saito,1996)．

FamilySHIZOPLACIDAE セワケヒザラガイ科

１６SPO"gjomdsjam"ﾉride"［αmPilsbry

メモ：小笠原（滝,1961)．

ｵｶﾞｻﾜﾗﾋｻﾞﾗｶﾞｲ

FamilyCALLISTOPLACIDAEカブトヒザラガイ科

ｌ７Ｎｍｒα/伽α/rer"αZａ（Sowerby）

分布：台湾．

メモ：八丈島（滝,1961)．

ｸロヒザラガイ

ウスヒザラガイ亜目

ウスヒザラガイ科

SuborderlSCHNOCHITONINA

FamilylSCHNOCHITONIDAE

FamilyMOPALIIDAE ヒゲヒザラガイ科

８ｋｃｈ'２０c肋o〃（ACﾉﾉ"ocAjro"）ｃｏｍｐｍｓ（Gould）

ウスヒザラガイ

分布：北海道南部～台湾．

採集：伊豆諸島,小笠原．

メモ：大島（五十嵐，1952)，式根島（西村，1996)，

三宅島（手塚,1996)．

９ｍ（L）MsaojIwTakiﾎｿｳｽﾋｻﾞﾗｶﾞｲ

分布：北海道南部～台湾．

採集：八丈島．

メモ：大島（五十嵐,1952)，三宅島（倉田，１９６２；

手塚,1996),小笠原（大山,1940)．

l0Sre"OPﾉαｘα/α、（Sowerby）ｵｵｾｽjﾉﾋｻﾞﾗ

分布：伊豆半島～インド,太平洋．

採集：八丈島．

ｌ１Ｌｅｐｊａｏｚｏ"ａ（Lepidozo"α）α'?ｚａ６ｉ/iｓ（Berry）

アカヤスリヒザラガイ

分布：相模湾以南．

１８Mqpα"ａ（MOPαﾉﾉα）'℃r旅mThiele ﾋｹﾞﾋｻﾞﾗｶﾞｲ

分布：房総半島～中国．

メモ：式根島,八丈島（Saito,1991)．

１９Ｐ/α卯/jom〃egm（1s・Taki）ﾊﾁｼﾞｮｳﾋｹﾞﾋｻﾞﾗｶﾞｲ

ﾒﾓ：八丈島（滝，1961)．八丈島，父島，硫黄島

（Saito,1991)．

２０Ｐﾉacjpho花ﾉﾉａｓ/jmpso"』（Gould）ｴｿﾞﾊﾞﾊﾞｶﾞｾ

分布：ベーリング～陸奥湾．

メモ：三宅島,御蔵島1210-1235ｍ（肥後,1993)．

２１ＰＷｐｏ"ｊｃａ（Ｄall）ババガセ

分布：下北半島～九州．

メモ：三宅島（手塚,199,

22Ｒａ化itesZaIs・Ｔａｋｉシラガババガセ

分布：青森県～相模湾．

メモ：八丈島490-495ｍ（Ｗｕ,1985),利島200ｍ（石

111,1997)．
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3４４．肋ｍｍｊＩｓ・Ｔａｋｉｱｵｽｼﾞｹﾊﾀﾞヒザラガイ

メモ：大島（滝,1961)．

３５Ｔ/zazJ/nasroc/zjto〃ｎＷα〃dαﾉﾉｓｌｓ・Ｔａｋｉ（ソカドヒザラガイ

分布：相模湾葉山沖．

メモ：伊豆七島70-115ｍ（Ｗｕ,1995)．

３６１VOrOPﾉａｘ（NOmPﾉαx）[αreyamae"sjsIs・Ｔａｋｉ

タテヤマベニヒザラガイ

ヒザラガイ科FamilyCHITONIDAE

２３RhyssOPﾉajMmMzi（1s.＆1W・Taki）ｸｻｿﾞﾘｶﾞｲ

分布：北海道南部～済州島．

採集：八丈島．

メモ：大島（五＋嵐，1952)，式根島（西村，1996)，

三宅島（倉田,1975)．

２４Ｌｚｲcﾉﾉﾉ"α〃CEP/jcamBergenhayn アヤヒザラガイ

分布：相模湾～奄美大島．

採集：八丈島．

２５０"肋oc/zjto〃（O"ﾉﾋﾟﾉzOPmx）/】加皿（Pilsbry）

二シキヒザラガイ

分布：銚子～台湾．

採集：伊豆諸島,小笠原．

メモ：大島（五十嵐,1952),小笠原（大山,1940)．

２６Ａcα"ﾋﾟﾉzOP/e"、（｡〃肋o'7ｍｍ)Ｐﾉα"Ｍ"α

Bergenhayn ホウライヒザラガイ

メモ：小笠原滝の浦（滝,1961)．

Ｚ７Ｌｊｏﾉ叩加、ﾉ叩o"ｊｃａ（Lischke）ﾋｻﾞﾗｶﾞｲ

分布：北海道南部～朝鮮南部．

採集：伊豆諸島,小笠原．

Ｚ８Ｌｃａﾉﾉg/"osa（Reeve）ｵｵﾋｻﾞﾗｶﾞｲ

分布：屋久島～スマトラ．

メモ：伊豆七島（滝庸,1961)．

Z9Lbochooα"ａ（Broderip＆Sowerby）ﾘｭｳｷｭｳﾋｻﾞﾗｶﾞｲ

分布：四国～中国南部．

メモ：式根島（滝,1961)．

分布：館山沖．

メモ：伊豆七局135ｍ（Ｗｕ,1995)．

凡（ADhMge"dor/irThiele

分布：函館．

メモ：伊豆七島110-160ｍ（Ｗｕ,１１

０〕PrOPhxﾉﾋＪＰＯ"icaPilsbry

分布：サハリン～南朝鮮．

採集：伊豆諸島．

メモ：大島（五十嵐,1952)．

ｳスコケヒザラガイ3７

1995)．

ｹムシヒザラガイ3８

SubordcrACANTHOCHITONINAケハダヒザラガイ亜Fl

FamilyACANTHOCHITONIDAEケハダヒザラガイ科

３０Ａcα"t/mchjro"ααc/zaZes（Gould）コケﾊﾀﾞﾋｻﾞﾗｶﾞｲ

分布：北海道西南部～南朝鮮．

メモ：三宅島（倉田,１９６２；手塚,1996)．

３１４．e/f/jppj（Tapparone-Canefri）ｹﾊﾀﾞﾋｻﾞﾗｶﾞｲ

分布：北海道西南部～インド洋．

採集：八丈島．

メモ：大島（五十嵐,1952)．

３２Ａ.'W6mﾉﾉ"eａｍｓ（Lischke）ﾋﾒｹﾊﾀﾞﾋｻﾞﾗｶﾞｲ

分布：北海道西南部～中国北部．

採集：八丈島．

メモ：三宅島（倉田,１９６２；手塚,1996)．

３３．.djssj〃/ｉｓｌｓ.＆１Ｗ・Ｔａｋｉピロウドヒザラガイ

分布：三崎～紀伊．

メモ：伊豆七島（滝庸,1961)．
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腹疋綱

前鯏而綱

原始腹足'１

オキナエビス超科

オキナエビス科

ClassOASTROPODA

SubclassPROSOBRANCHIA

OrderARCHAEOGASTROPODA

SuperhlmilyPLEUROTOMARIOIDEA

FamilyPLEUROTOMARIIDAE

採集：伊豆諸島全域,潮間帯～水深30ｍ,重要な漁業

対象種の１つで大島・三宅島・八丈島に生息量が

多い．島別単位当たり生息個体数；大島差木地1.9

／ｍ２,三宅島5.1/ｍ2,八丈島三根120/ｍ２（東京水試，

1975)．1992年大島に栽培漁業センター稼働，２００

万個体放流事業の開始．貝殻でナガラメタイプと

フクトコブシタイプの２つに区別出来るが同種と

されている．1995年10月八丈島再捕個体340個体

をタイプ分けするとナガラメタイプ34％,地域別

では,ＩＩＥ|之郷27.9％,末吉43.4％であり，通常の漁

獲に占めるナガラメタイプは数％程度であるため

検討が必要．分類については種々の議論があり現

在は３型に分けられている（吉良,1953など)．フ

クトコブシタイプが伊豆諸島,ナガラメタイプが

薩南諸島，トコブシタイプが本州とされ，台湾で

生産を飛躍的に伸ばしているのは細長いナガラメ

タイプ．手持ちの大型サイズは八丈島産，殻長

9.65ｃｍ,殻重729．

方言；大島（コブク・コナガレ・流れ子)，新島

（コナガイ）,利島・神津島（コブク)，三宅島（コ

ナガレ),八丈島（アブキ)．コナガレとは転石を

起こすと流れるように裏側に移動するとの意，ア

ブキの語源は不明,近年はトコブシと言い漁協で

は床節とも書く．

７Mtzri"α〃ｒｉｓｍｅｉＧｒａｙ オーストラリアトコプシ

分布：オーストラリア南岸．

採集：伊豆諸島，1970年代に磯釣の餌として使用，

従って肉付個体も採集されている．円形重厚,殻

表に強い螺状溝,呼吸孔7,殻長６ｃｍ,殻幅５ｃｍ、

８１V0㎡orjsmadalcaHabe＆Kurodaﾏﾀﾞｶｱﾜﾋﾞ

分布：房総半島～南朝鮮．

採集：大島北部に分布,生`皀量は少なく殼長30ｃｍク

ラスは見られない．

９１Ｖｇｊｇα"rea（Gmelin）ﾒｶﾞｲｱﾜﾋﾟ

分布：銚子以南～南朝鮮．

採集：大島～八丈島．大島で漁獲対象，島の西側に

９０％生息．新島・式根島にも少量生息，八丈島で

は1967-1974年間に７個体確認（西村,1990)．

１０１Ｖdisc"sdjsczJs（Reeve）ｸﾛｱﾜﾋﾟ

分布：茨城県～南朝鮮．

採集：大島～八丈島．

メモ：大島で漁獲対象,島の東側で84％生,息.新島・

式根島にも若干分布．八丈島では1967-1974年の

間に11個体確認（西村,1990)．

１１八Ｍ./zα""αノ（Ino）ｴｿﾞｧﾜﾋﾟ

１ルｍｔｍｃﾉｍｓａｉｍｃＺＪ/"mOkutaniアケポノオキナエピス

分布：銚子沖．

メモ：1987年６月八丈島漁協所属漁船,西ノ瀬250ｍ

底魚釣にて釣獲,内地コレクターに売却．御蔵島

470ｍ（Okutani,1979)．

２ＭAα`o"ＤＣ/mｓｂｅＷｉｃｈｊ（Hilgendorf）ｵｷﾅｴﾋﾟｽ

分布：房総半島沖～遠州灘．

メモ：昭和20年代大室出し産の死殻標本を東京水武

人島分場に展示．大局泉津テングサ漁場約30ｍ，

ヤドカリ入,昭和30年代（倉田私信)．大島泉津ス

クーバ潜水,２６．３０ｍ,死殻2,56-70ｍ生貝６（１）Ｌｉ

村,1998)．利島88ｍ,死殻１（Niino,1955).利島８８

ｍ,生貝１（白井,1958)．高瀬104-120ｍ（Niino，

1955)，95-220ｍ（Okutani，1975)．瓢箪瀬128-

160ｍ（Niino,1955),１１５－２２０ｍ生貝（Okutani，

1972)．銭洲40ｍ，ヤドカリ人（西村，1976)，８０－

113ｍ（Okutani,1972)．三宅烏200ｍ,死殻１（永

井,1985)．黒瀬150-180ｍ,殻高１９ｃｍ幼貝含（奥

谷,1975)．小笠原北の島サンゴ漁場，死殻２殼径

53.2ｍｍ＆47.0ｍｍ（筏生,1970)．

３Ｍｈｍ肌（Pilsbry）ﾍﾞﾆｵｷﾅｴビス

分布：房総～台湾．

メモ：1997年鳥島200ｍ,付着物の多い死殻１，殻径

8.18ｃｍ,渡辺富夫より譲渡,西村所有．

４Ｍｓα/〃α"αRolle コシタカオキナエピス

分布：房総半島沖～九州西岸．

メモ：大島120ｍ（山本，1993)．黒瀬158ｍ，殻高

24.5ｍｍ,生貝（Okutani，1975)．須美寿島サンゴ

漁業,八|旙丸,アカサンゴ付の死殻（草苅,1996)．

小笠原（Fukuda,1995)．

ＳＥ"remlzormc伽'wlγMＷｉ（Schepman）ﾘｭｳｸﾞｳｵｷﾅｴﾋﾞｽ

分布：高知県沖～尖閣列島沖．

メモ：鳥島150ｍ,三崎港キンメダイ漁船若月丸釣獲，

横須賀博物館に寄託,殻径21.3cｍ（蟹江,1986)．

ミミガイ科FamilyHALIOTIDAE

６SzJ/czｲﾉ"ｓｄﾉﾘe川ＣＯ/oMjVeﾊﾉＣＯ/oｒ（Reeve）ﾌｸﾄｺﾌﾟｼ

分布：九州南部～インド・西太平洋．
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クチキレエビス科FamilySCISSURELLIDAE分布：北海道南部～東北地方．

メモ：北海道と宮城県綾里崎より1961年3000kg，

６２年2000kg,６３年2000kg大島に移植.殻長５－７ｃｍ

が２年後10-13ｃｍに成長，その後の調査で再捕出

来ず（倉田,1966)．

ｌ２ＳｔＪ"MjDrjsvaria（Linnaeus）ｲﾎﾟｱﾅｺﾞ

分布：大島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．フクトコブシが転石の裏

に生息するのに対してイホアナゴは岩礁・転石の

殻長相当の凹地や護岸の隙間に生息，フクトコブ

シより生息水深は浅い．

方言：八丈島(アナマモリ・ヨウマモリ）語源は生

態．食用となるが固い．最大殻長8.06cｍ（八丈島)．

ｌ３Ｓｓｔｏｍａ血e/brmisReeve ヒラアナゴ

分布：紀伊半島～熱帯西太平洋．

採集：小笠原産はヒラアナゴと整理されているが，

コペペ海岸など蕊死サンゴ礁帯のものは小型偏平

のヒラアナゴ型,豆腐岩など海藻のある場所のも

のはイボアナゴ型,北硫黄島～南硫黄島はヒラア

ナゴ型が生息しており再整理が必要．黒田

（1947）は,殻の斑紋色調は赤褐色,症状突起列は

起こらない,真珠層は緑銀調である，等からイボ

アナゴと区別できるヒラアナゴは，コビトアワビ

系としている．

Fukuda（1993）は小笠原産の本種をアナマモ

リと仮称し,Kurozumi（1993）はマリアナ諸島か

ら２タイプのアナマモリを報告している．アナマ

モリは八丈島でイホアナゴの方言．

メモ：八丈島（加藤,1996)．

１４Ｓｃ肋伽"ｌｐＺＱ（Sowerby）ﾁﾘﾒﾝｱﾅｺﾞ

分布：四国～熱帯西太平洋．

採集：八丈島では水深約20ｍに生`息するが小笠原は

浅い．父島西島水深２ｍが最浅記録．肥後(1993)，

Fukuda（1993）はチリメンアナゴをヒラアナゴ

と同種としたが,むしろフクトコブシのナガラメ

型幼貝に類似する貝．チリメンアナゴは八丈島以

南の生息,八丈島の生息水深はフクトコブシ幼貝

より深い．殻表面の彫刻が縮緬状で赤みが強い．

水中では触手が長く行動は敏捷等から識別は容易．

小笠原産は殻長27.3士14.2ｍｍ（範囲20.4-34.7ｍｍ．

Ｎ＝12)．硫黄島監獄岩でも採集．

l50vj"otjsov伽（Gmelin）マアナゴ

分布：紀伊半島～インド・西太平洋．

採集：八丈島,小笠原，イホアナゴのように帽集す

る貝ではなさそう，父島産殻長22.9-502ｍｍ．

１６Sbjss"Ｍ/αＳｍ〃"Cａ（ＡＡｄａｍｓ）ｸﾁｷﾚｴﾋﾟｽ

分布：相模湾～フィリピン．

メモ：八丈島（葛西,１９８２；肥後，1993)．従来生`息

水深の深い貝とされていたが,近年海中洞窟から

生貝の採集１情報あり．今後種類数の増加が期待出

来る種．

l7M2jzormch"sex9皿加α（Schepman）

メモ：三宅島1080-1205ｍ（Okutani,1968)．

l8Smezo"αｓｐ・

メモ：父島宮の浜,生貝３（Fukuda,1993)．

スカシガイ超科

スカシガイ科

SuperhlmilyFissurclloidca

FamilyFissurellidac

ｌ９Ｅｍα'9ｊ"zJhzpzJ"ｃＺａｒａＡ・Ａｄａｍｓコモンスソキレガイ

分布：紀伊半島～西太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

２０Ecmssicosmja（Sowerby）ｽｿｷﾚｶﾞｲ

分布：房総半島～西太平洋．

採集：三宅島,八丈島,共に打上．

２１Ｅ/bveo/α/α〃ｊｍｊＨａｂｅ コウシスソキレ

分布：房総半島～西太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1982)．高瀬170-210ｍ,生貝１，

瓢箪瀬130-145ｍ,死殻２個体（Okutani,1972)．

２２Ｅ九g"isYokoyamaハブﾀｴｽｿｷﾚ

分布：房総半島～九州．

メモ：新島西礁104ｍ（白井，1958)．銭洲105-199ｍ，

死殻２個体（土田,1991)．黒瀬158ｍ,生貝１個体

（Okutani,1975)．

２３ＥｈｏｓｑｙａｉＨａｂｅ ホソヤスソキレ

分布：銚子沖～高知県．

メモ：八丈島（葛西,1982)．黒瀬140-180ｍ,死殻ｌ

個体（Okutani，1972)．黒瀬130-260ｍ,生貝２死

殻３個体（Okutani,1975)．

2４Ｅ・ＣＯ"α""αＡ・Ａｄａｍｓ キヌジスソキレ

分布：房総半島～沖縄．

メモ：黒瀬177ｍ,死殻１個体（Okutani,1975)．

２５Ｅｒｏｓａｅ"sisHabe トサスソキレ

分布：相模湾～九州．

メモ：八丈島（葛西,1982)．銭洲105-107ｍ,死殻１

個体（土田,1991)．

Z６Ｅｒｅｇｊａ（Habe）ﾀﾞｲｵｳｽｿｷﾚｶﾞｲ

分布：ト１１模湾～土佐沖．

－２２－



採集：小笠原サンゴ漁場,生貝Ｌ

２７Ｅ:chorjsZesDallエポシスソキレガイ

分布：南西諸島．

メモ：銭洲105-107ｍ,死殻１個体（土田，1991)．

２８Ｅｂｍａｃ"/αｍＳｏｗｅｒｂｙ ﾀﾞﾝﾀﾞﾗｽｿｷﾚｶﾞｲ

分布：相模湾～九州五島沖．

メモ：銭洲105-199ｍ,死殻２個体（土田,1991)．

２９Laeyiemmgi""/αｍｅｍｂｍ"ceaHabeｽｿｶｹｻﾙアワビ

分布：紀伊串本沖～沖縄．

採集：八丈島横間,揚砂,殻長1.51-2.44ｃｍ、

３０Ｅ、α'9ｊ"eﾉﾙﾉ"ＣＭ/ａ（ＡＡｄａｍｓ）キレザラ

分布：奄美諸島～東インド．

採集：八丈島,打上．

メモ：鵜渡根（加藤,1996)．

３１Ｅｅｘ伽ａ（ＡＡｄａｍｓ）ｺﾊﾞﾝｽｿｷﾚ

分布：奄美大島～フィリピン．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

３２Ｅｂｊα"g"ﾉ、ａ（Sowerby）フクｶﾄﾞｽｿｷﾚ

分布：奄美大島～沖縄．

採集：小笠原父島宮の浜,打上．母島,揚砂．

３３Ｅｂｓａ肋ｍｉｉＨａｂｅ ナガコバンスソキレ

分布：奄美加計呂麻島．

メモ：小笠原兄島滝の浦（Fukuda,1993)．

３４TZJgα/Mecz`ssarQ（ＡＡｄａｍｓ）ｼﾛｽｿｶｹ

分布：北海道南部～熱帯西太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,共に打上．

メモ：大室出し（加藤,1996)．

35TzJgaﾉﾉ"ａ（TiJgaﾉﾉ"α〃ん"αSchepmanｵﾈﾀﾞｶｻﾙｱﾜﾋﾞ

分布：紀伊半島～台湾．

採集：八丈島底土サンドポンプ（1965)，横間揚砂

（1980年代）殻長2.O7cm

36SC"、ｓ(AV応czJmm）ｓｊ"e"sｉｓ（Blainvi1le）ｵﾄﾒｶﾞｻ

分布：北海道南部～中国．

採集：伊豆諸島,小笠原,硫黄島監獄岩．

メモ：殻は黒色軟体部に覆われ－見ウミウシの仲間

に見える．

３７s（｡.Ｍ"g川（Linnaeus）ﾘｭｳｷｭｳｵﾄﾒｶﾞｻ

分布：奄美大島～フィリピン．

採集：八丈島潮間帯．

メモ：オトメガサの南方種,殻表には成長脈の他に

著しい雛模様を刻む．前種との区別は更に検討が

必要．マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

３８Ｒ〃"ｍｅｘ９ｚＪｊｓｉｔａＡ・Ａｄａｍｓ マドアキガイ

分布：奄美諸島～フィリピン．

採集：八丈島横間揚砂,殻長058-1.12cｍ

メモ：三宅島（手塚,1996)．

３９Ｒ・czmzi"ｇｉＡ・Ａｄａｍｓ セムシマドアキガイ

分布：駿河湾～L１１国．

メモ：小笠原父島北西海岸沖（Fukuda,1993)．

４０FisszJ7/sePmzmd"/αrａ（Okutani)．

メモ：鳥島2280ｍ（Okutani,1964)．

４１Ｐ""αＭﾉα（肋"c〃/α)/ｌｚｍｇｊａＺａＡ・Ａｄａｍｓ

エンスイスカシガイ

分布：北海道南西部～東支那海．

メモ：新島西礁78ｍ死殻１（白井,1958)．

４２ＭO"〃b"isZao〃ﾉﾉα〃α"ａ（Nevill）ﾁﾄﾞﾘｶﾞｻ

分布：相模湾～インド・西太平洋．

採集：三宅島，八丈島（殻長0.87-167ｃｍ)．打上は

多いが生貝の採集無し

４３ＭO"(/Ｍ"〃〃ﾉcﾉilWﾌﾉαａ（Dunker）ｽｿｶｹｶﾞｲ

分布：房総半島～九州．

採集：伊豆諸島,小笠原,沖の鳥島,共に打上．

４４Ｄｊｏｄｏｍ（Ｄｊｏｄｏｍ）sje6o/d八Reeve）ｸｽﾞﾔｶﾞｲ

分布：房総半島以南．

採集：伊豆諸島北部に多く，南部は少ない．

４５，.（,.）szJpmp川cesOtuka オオッカテンガイ

分布：銚子沖～九州．

メモ：大室出（加藤,1996),八丈島（葛西,1968)．

４６，.（､､Ｍｍｓ（Reeve）ｱｻﾃﾝｶﾞｲ

分布：房総半島～熱帯西太平洋．

採集：三宅島～小笠原打上．

メモ：頂孔卵形,テンガイとは鍵穴形で識別

４７，.（E/egjdjo"）９"αdγ〃djarzJs（Reeve）テンガイ

分布：房総半島～インド・西太平洋．

採集：式根島～小笠原打上．

メモ：マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

４８，.（且）sem/zJ"αｍＨａｂｅ Ｉカゾキテンガイ

分布：潮岬～沖縄．

採集：八丈島横間,揚砂．

メモ：マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

４９，．Ｃ/:ｇｍｌｚ舵、（Pease）

メモ：父島84ｍ,死殻２（Fukuda,1993)．

５０，．０cmgo"ａ（Reeve）ｶﾐｸｽﾞﾔｶﾞｲ

メモ：父島ドレッジ,死殻１，新称（Fukuda，1995)．

５１，．ｓi"g叩ore"siｓ（Reeve）ﾒｽﾞﾏﾘｻﾞﾙテンガイ

メモ：父島ドレッジ,死殻１，新称（Fukuda,1995)．

５２MJcmsc力jsmasi"e"Sｃ（ＡＡｄａｍｓ）ｽｶｼｶﾞｲ

分布：陸中海岸～西太平洋．

採集：伊豆諸島,八丈島石積鼻海面より高さ20ｍ程

の岩の窪みの水たまりに群生するのを観察，環境

－２３－



分布：小笠原諸島．

採集：小笠原（北硫黄島以北）で1970年11月12日に

天然記念物に指定．従って採集は出来ないが，近

年父島は小型化の傾向．最大殻長10cｍ（倉田，

1969)．北硫黄島産は1979年６月に３個体（殻長

9.68-9.75ｃｍ),1986年７月に１個体（殻長9.70ｃｍ）

を確認（西村,1987)．

６０Ｃ〃ｊｇｍﾉﾉ"Cａｍ（Reeve）ﾏﾂﾊﾞｶﾞｲ

分布：房総半島～朝鮮．

採集：大島～三宅島．

メモ：八丈島（葛西，１９８２；加藤，1997)，小笠原

（倉田,1969),新島トブネ遺跡からも出士．

６１Ｃ/o”z`、ａ（Reeve）ﾖﾒｶﾞｶｻ

分布：北海道南部～西太平洋．

採集：伊豆諸島,鳥島．伊豆諸島のヨメガカサは小

笠原でシワガサとなり硫黄島ではオチバガサとな

るようであるが,北硫黄島はヨメガカサと見られ

る．小笠原には生息しないとされているが，場所

により類似個体も見られる．方言：ヒラミ，味噌

汁で賞味される．

６２Ｃａｍ"Ｍａｍ（Reeve）ｵﾁﾊﾞｶﾞｻ

分布：奄美～西太平洋．

採集：北硫黄島～南硫黄島．

メモ：松本(1970)のベッコウガイの学名は本種．ヨ

メガカサの異名（肥後,1993)．

６３Ｃ'ｔＪｄｊａｍＭｅ"ｍ/ｉｓ（Pilsbry）ｸﾙﾏｶﾞｻ

分布：奄美大島～西南太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1982),父島（Fukuda,1995)．

条件は極悪のはず．

５３Ｍ．ﾉﾉａｍｍｍ（ＡＡｄａｍｓ）ﾋﾗｽｶｼｶﾞｲ

分布：陸中海岸～ﾉL州．

採集：三宅島～小笠原．

メモ：大島（五十嵐，１９５２；草苅，1995)，鵜渡根

（加藤,1997)．スカシガイとは頂孔の位置で区別．

別名スカシガサガイ．

ツタノハガイIWiロ

ツタノハガイ科

SubordcrPATELLINA

FamilyPATELLIDAE

５４Pmeﾉﾉα（〃"epqte"α)此x"osaQuoy＆Gaimard

ツタ／ハガイ

分布：房総半島～西太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原の潮間帯やや低部に堆息.殻

表に海藻類の着生多く見分けにくい．八丈島の最

大殻長5.85ｃｍ,八丈島・青ヶ島方言のタバコは語

源不明．

S５ＰＬ（PL）〃伽ａ（Pilsbry）ｵｵｿﾀﾉﾊｶﾞｲ

分布：伊豆諸島～沖縄．

採集：烏島,嬬婦岩以外では生,息しない．大きさは

鳥島産最大殻長10.70ｃｍ，同殻巾8.76ｃｍ，同殻高

320cｍ（草苅1995)．嬬婦岩殻長６－７ｃｍ程度．三

宅島ココマノコシ遺跡（弥生中期）よりオオツタ

ノハガイが出土,現生の4.5倍と記述（橋L1,1982)．

橋口（1988）はこの遺跡のオオツタノハガイの多

さから御蔵島,藺灘波での生息を示唆しているが，

生息情報はない．肥後（1993）はツクノハガイと

同種としたが,佐々木（1994）が再整理し別種と

した．

メモ：奄美大島横当局,殻長8.44ｃｍ、

５６αﾉﾉα"αｍｄｊａｍｅ""eαgo"ａ（Reeve）シワガサ

分布：小笠原諸島～インドネシア．

採集：父島,母島列島に分布．ヨメガカサに類似．

分類については今後検討･が必要．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

５７ＣｒｅｓｔＭ"α血（Linnaeus）ｵｵﾍﾞｯｺｳｶﾞｻ

分布：奄美大島～西南太平洋．

メモ：小笠原（掘越,1963）以後採集記録無し

５８Ｃｇｍｍ（Gould）ﾍﾞｯｺｳｻﾞﾗ

分布：北海道南部～台湾．

採集：伊豆諸島の波の荒い岩礁域．身は固く食用に

不向き．殻高約２ｃｍと高い．アミガサは異名肥後

（1993)．

５９Ｃｍａｚａｔｍ"dｊｃａ（Sowerby）カサガイ

シロガサ科FamilyLEPETIDAE

６４Ｌ〃α/叩ααノ伽ａＤａｌｌ

分布：アラスカ～北海道東南部．

メモ：八文島（葛西,1968)．

ｽｹﾞｶﾞｻ

FamilyPECTINODONTIDAEワタゾコシロアミガサ科

６５Ｐｾα/"odo"tα〃/Issa（Ｄall）ﾜﾀｿﾞｺｼﾛｱ(ガサ

分布：房総半島以南～東支那海．

メモ：大島水深1560-1640ｍ,海底の沈木等に着生，

生貝１個体（Okutani，1964)．八丈島（葛西，

1968)．

－２４－



FamilyACMAEIDAE ユキノカサ科 ７７１Vｓ・ｂｏ"/"e"sjsAsakura＆Nishihamaオガサヮラァオガイ

分布：小笠原諸島．

採集：小笠原．

メモ：マリアナ群島に普通（Kurozumi,1994)．

７８１Ｖｓ､ｇﾉOrjosaHabe サクラアオガイ

分布：三陸海岸～九州．

採集：伊豆諸島．

７９１VCC"ｃｊ""ａ（Lischke）ｺｳﾀﾞｶｱｵｶﾞｲ

分布：北海道南部～中国．

採集：伊豆諸島.八丈島,最大殻長3.32ｃｍ、

８０１Ｍ/iJscoW7i伽Teramachiｸｻｲﾛｱｵｶﾞｲ

分布：三陸海岸～朝鮮．

採集：伊豆諸島.八丈島,最大殻長2.62ｃｍ、

８１MpPo"αcmeaAa6ejOkutaniｶｽﾐｱｵｶﾞｲ

メモ：大島,個体変異が激しくＺ型（Ａ,Ｏ型）に大

別,○型は開放的な海岸に分布（Sasaki,1994)．

824cmαCａ（Ⅳ〃eorecr"m〃αﾉﾉjda（Gould）ﾕｷ/ｶｻ

分布：Ｔ島～駿河湾．

メモ：瓢箪瀬170ｍ,死殻１個体（Okutani,1972)．

８３Ｌｏｌｔｊａノノ"d6eZgjSasaki＆Okutaniオポロゾキヨコガモガイ

メモ：父島二見湾42ｍ,新称（Fukuda,1995)．

８４Lre川sczJlIpraSasaki＆Okutaniｺﾓﾚﾋﾞｺｶﾞﾓガイ

メモ：父島二見湾42ｍ、新称（Fukuda,1995)．

６６PmeﾉﾉOｊｄａ（CbﾉﾉＭﾉﾉ"α）ｓａｃｃｈＭ"α/α"ｘ（Reeve）

ウ／アシ

分布：北海道南部以南．

採集：伊豆諸島北部に多く，八丈島は少ない．

６７ＰＬ（C/ｚｉａｚａｃｍｅα）ｓｒｒｉａｔａ（Ｑｕｏｙ＆Gaimard）

リュウキュウアオガイ

分布：九州南部～熱帯西太平洋．

メモ：三宅島（手塚,1995)．

６８ＰＬ（dsreracmeα)Ｐｙｇｍａｅａ（Dunker）ﾋﾒｺｻﾞﾗ

分布：北海道南部～中同．

採集：伊豆諸島,小笠原,共に打上．

６９ＰＬ（』.）ｐ・sjg"α、（Pilsbry）ｼﾎﾟﾘｶﾞｲ

分布：北海道南部以南．

採集：八丈島,小笠原,共に打上．

70PL(』.〃.sjg"αroidesKuroda&Habeｼﾎﾟﾘｶﾞｲﾓﾄﾞｷ

分布：房総半島～沖縄．

メモ：Fukuda（1993）は，遠'1１（1937）・倉１１１

（1969）が小笠原から採集したヒメコザラを本稲

としている．

７１Ｒ（｡､ルノα'，Ｗ１ｚｊｃｏｍ（Habe）ツポ（

分布：北海道南部～台湾．

採集：伊豆諸島．ウミニナ等の殻に付着するとされ

ているが伊豆諸島では未確認,最大殻長７ｍｒｎ

７２Ｃｂ"Ｍ/ａ（CbﾉﾉＭﾉα）ｄｏ応"osa（Gould）カモガイ

分布：北海道南部～台湾．

採集：伊豆諸島潮間帯高位から飛沫帯に生息，特に

局地的に群生．八丈島では潮間海岸の採集のみ，

八丈島最大殻長3.68ｃｍ・

メモ：鵜渡根（加藤,1997)．

７３Ｃ（Ｃ）ｑｙａｍａｊＨａｂｅ ヤヨイ／ハナガサ

分布：三浦半島～奄美大島．

採集：八丈島横間,揚砂.小笠原母島,揚砂．

メモ：マリアナ群島に普通（Kurozumi,1994)．

７４Ｃ（Cblzoidacmeα）/2ｃｍ/dｊ（Dunker）ｺｶﾞﾓｶﾞｲ

分布：北海道東南部～台湾．

採集：伊豆諸島,八丈島八重根,最大殻長1.58ｃｍ・

メモ：鵜渡根（加藤,1997),父島（Fukuda,1993)．

7Ｓｃ（KﾉﾉＭｃｏｚａｍ）/α"g/ｂＭＨａｂｅ キクコザラ

分布：北海道南部～台湾．

採集：伊豆諸島．八丈島,般大殻長8.4ｍｍ、

７６１VOtoacmeasc肱"ＣＭ（Lischke）アオガイ

分布：三陸海岸～朝鮮．

採集：伊豆諸島．人島,岐人殻長3.56ｃｍ．

ニシキウズ超科

ウミコハクガイ科

SuperhmilyTROCHOIDEA

FamilySKENEIDAE

８５Cyc/Cs"℃〃sczJsemeﾉﾌﾉﾉ（Ladd）（ｶｶﾞﾐｼﾀﾀﾞ（

メモ：小笠原父島宮の浜,新称（Fukuda,1993)．

８６LezJco〃"ｃｈｊａｒｒｉｃａｒｉ"αmMelvill＆Standen

《ツカドオトギ/スガイ

分布：奄美大島～沖縄．

メモ：小笠原父島宮の浜,二見湾(50ｍ)，母島桐浜

（Fukuda,1993)．

FamilyCYCLOSTREMATIDAEイトカケシタダミ科

８７Ｐｂ"do7bjsmteノルＯｙａｍａ ｸﾙﾏｼﾀﾀﾞ《

分布：八丈島,奄美大島．

メモ：八丈島の砂の中から採集,新種,殻高0.89ｍｍ，

殻径０８ｍｍ（大山,1953)．

８８ＰＷｐｏ"iczJsAndo＆Ｈａｂｅ ヅンイトカケシタハ

分布：駿河湾．

メモ：小笠原父島宮の浜，ジョンビーチ（Fukuda，

1993)．

－２５－



ニシキウズ科８９Loddeｱﾉα九scocePhaOyama カプトシタダ〈

メモ：八丈島の砂の中から採集,新種,殻高0.35ｍｍ

殼径0.7ｍｍ（大山,1953)．

ｇ０Ｌｍ伽伽伽α（Pilsbry）《ｼﾞﾝｶﾌﾟﾄｼﾀﾀﾞ（

分布：土佐～沖縄．

メモ：小笠原父島二業地（Fukuda,1993)．

９１Ｂ'Dok"ﾉα〃jPpo"ｊｃａＯｙａｍａ

ｲﾄｶｹｼﾀﾀﾞ（

メモ：八丈島の砂の中から採集,新種,殻高0.6ｍｍ

殻径0.8ｍｍ（大山,1953)．

FamilyTROCHIDAE

101Ｇｍ"α、ひｍｒａ（Pilsbry）ｱｼﾔｶﾞｲ

分布：三陸沿岸～沖縄．

採集：八丈島,死殻．

１０２Ｇｓ"ﾉc旅ｍＬａｍａｒｃｋｵｵｱｼﾔｶﾞｲ

分布：奄美大島～台湾．

採集：八丈島大潟浦，死殻１個体，殻長2.7ｃｍ

（1965)．小笠原父島宮の浜,死殻ｌ個体（1985)．

103Ｈ〕'６０c/ze伽cα"Ｃｅﾉﾉ[JmsMe"Zα/is（Pilsbry）

へｿｧｷｧｼﾔｴビス

分布：紀伊半島～台湾．

採集：八丈島,死殻は多産するが生貝の採集無し．

１０４Hmseo/αＧ・＆Ｈ・Nevillアシヤエピス

分布：奄美大島～台湾．

採集：八丈島,打上．

l05EzJcheﾉ"ｓ（E"c/je伽）αかａＺａ（Gmelin）

クロサンショウガイモドキ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,打上．

106Ｅ（Ｅ）/ischkejPilsbry サンショウガイモドキ

分布：房総半島～沖縄．

採集：八丈島横間,揚砂.小笠原,ヤドカリ入り．

ｌ０７Ｅ（JtzcezJcAeﾉ"s）ｃﾉａｒｈｍｍｓ（Ａ・ＡｄａｍＳ）

ヒナカゴサンショウガイモドキ

分布：紀伊半島～熱帯西太平洋．

採集：小笠原,打上．

ｌ０８Ｅ（Ⅸ）j"ＭａｚＪｓ（Gould）ｶｺﾞｻﾝｼｮｳｶﾞｲﾓﾄﾞｷ

分布：紀伊半島～熱帯西太平洋．

メモ：小笠原,死殻．

l０９Ｅ（Ⅸ）ｓｐ レーズンイリムシパンサンショウガイモドキ

メモ：父島宮の浜,新称（Fukuda,1994)．

1１００Jﾉﾉiosromα/ｍﾉﾉα死/j"sMelvillヒラコマ

分布：北海道南部～九州．

メモ：瓢箪瀬115-120ｍ,生貝1，高瀬100ｍ，死殻１

（Okutani,1972)．

ｌ１１ＣｈｑＷｍα""ｓ（Kuroda＆Habe）ﾊﾔﾏﾋﾗｺﾏ

分布：相模湾～四国沖．

メモ：瓢箪瀬115-120ｍ，生貝１．高瀬95ｍ，生貝

3,130ｍ,生貝１（Okutani,1972)．

112ｃｍc/zjyai（Kuroda＆Habe）ｿﾁﾔｴﾋﾞｽ

分布：銚子沖～紀伊半島東岸．

メモ：瓢箪瀬117ｍ，生貝1，高瀬70-95ｍ，生貝４

（Okutani,1972)．

113ｃｃα"α/ｉＭｔｚｍｓ（Sasao＆Habe）ﾏｷﾐｿﾞｴﾋﾟｽ

ヒメカタベ科FamilyLIOTIIDAE

９２Ｌ伽"ａ（Liori"αｒｊα）so/jd"ﾉα（Gould）チリﾒﾝﾋﾒｶﾀﾍﾞ

分布：相模湾～沖縄．

採集：八丈島石積80ｍ,死殻１．

９３Ｌ・（L､）ｓｅ〃c/αｒｈｍｍ/ａ（Schrenck）ﾋﾒｶﾀﾍﾞ

分布：房総半島～九州．

メモ：八丈島（葛西，1982)，父島84ｍ（Fukuda，

1993)．

ｇ４Ｌ.（L,）MJkywe"sisHabe リュウキュウヒメカタベ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：小笠原,打上．

９５Ｌ，ｓｐ、 ｵｶﾞｻﾜﾗﾋﾒカタベ

メモ：小笠原サンゴ漁場,新称（山下,1994)．

ｇ６Ｄｅｌｚｍ花"ｅﾉａＭＤｓａ（Gould）ﾊｸﾞﾙﾏﾋﾒｶﾀﾍﾞ

分布：銚子沖～沖縄．

採集：八丈島,打上．

ホウシュエビス科FamilySEGUENZIIDAE

975ｾgzJe"ｚｊａｍ〃bﾉﾉなOkutani

メモ：青ヶ島3150-3350ｍ,死殻１（Okutani,1964)．

９８ＢａｓﾉﾉﾉssasqyoaeOkutaniソウヨウリュウグウエビス

メモ：鳥島2280ｍ,死殻１（Okutani,1964)．

９９Ｂ､szJper6aWatson ｼﾛｶﾞﾈﾘｭｳｸﾞｳｴﾋﾟｽ

分布：四国海盆．

採集：小笠原3800ｍ,生貝１，二見港入港調査船より

譲渡．

100Ｆ/"ｘｉ"e"αＷｅａ（Okutani）ﾊﾘｸﾙﾏｶﾞｲ

分布：本州東岸沖．

メモ：ベヨネーズ列岩2100ｍ（Okutani,1968)．

－２６－



メモ：鳥島サンゴ漁場,殻高1.43ｃｍ,新種（笹生，

1973)．

１１４CaczJ/ｅａｍｓＳｏｗｅｒｂｙ トゲエピス

分布：房総半島～東支那海．

メモ：銭洲125ｍ,死殻１．瓢箪瀬135-145ｍ,死殻２

（Okutani,1972)．

１１５Ｃｑｓｑｙｏａｅｌｋｅｂｅへｿｱｷﾄｹﾞｴﾋﾟｽ

分布：房総半島～沖縄．

メモ：八丈島,別種となる可能性あり（葛西,1968)．

ｌｌ６Ｃｓ肺ａｇａｗａｅ"Sc（Tokunaga）ﾄｳﾀﾞｶｴﾋﾟｽ

分布：房総半島～九州．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

１１７Ｃ'、J伽加rzJm（Sowerby）ﾆｼｷｴﾋﾞｽ

分布：北海道南西部～九州．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

１１８CmAcaseα""sOkutaniセ/エピス

分布：高瀬．

メモ：高瀬130ｍ，殻長9.9ｍｍ，殻径8.0ｍｍ

（Okutani,1972)．小笠原産ハツカエビスを本種に

査定（桜井欽一),磯の貝であり疑問．

119Ｃ川czJm（Dunker）ｴﾋﾟｽｶﾞｲ

分布：三陸沿岸～中国．

採集：伊豆諸島．

120Ｃｓ伽ode"Sc（Ikebe）ﾊﾂｶｴﾋﾟｽ

分布：伊豆半島～沖縄．

採集：伊豆諸島,小笠原,共に打止．

ｌ２１ＣｍＡｚﾘﾉﾉKosuge オオサトエピス

採集：小笠原サンゴ漁場,生貝Ｌ

１２２Ｃｊｍｐｅｒｉα/jsKosuge ｵｶﾞｻﾜﾗｴビス

採集：小笠原サンゴ漁場より生貝３（西村新称)．

l23Rmtorcom川s（ＡＡｄａｍｓ）ｱﾗﾚｴﾋﾟｽ

分布：銚子沖～台湾．

メモ：八丈島（葛西,1968),鳥島沖（肥後,1993)．

124Ｌαα(/b"ZorWeoSpi"osa（Okutani）

分布：駿河湾以北．

メモ：青ヶ島2670-3350ｍ・

l250mpﾉjαﾉ０ｍＡα/α〃ob伽（Hirase）ト<ｴﾋﾞｽ

分布：相模湾,四国沖．

メモ：大島波浮港沖1971年，長松丸底釣漁業中，釣

針に掛かったウミマツに付着，水深100ｍ（草苅，

1996)．

ｌ２６Ｍｚｃ/memP/αｘｑＭｃａｒ"８（Ｄall）ｳﾊﾞｼﾀﾀﾞ《

分布：津軽海峡～四国沖．

メモ：大島1560-1640ｍ,死殻Ｌ三宅島1230-1350ｍ

生貝５（Okutani,1964)．

１２７Ｍj"oﾉﾉα〃ａＷｙｅ"sjSShikamaｺｶﾞﾈｼﾀﾀﾞ（

分布：小笠原～ミッドウェイ．

メモ：小笠原（肥後,1993)．

１２８Ｅ"にW”c伽cOg"ａｍｓ（Pilsbry）ｸﾙﾏﾁｸﾞｻ

分布：房総半島～沖縄．

採集：伊豆諸島．

メモ：マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

１２９Ｅｏｃｅα"ｊｃａ（Pilsbry）ｵｵﾔﾏｸﾙﾏﾁｸﾞｻ

分布：小笠原～南西太平洋．

採集：小笠原．

メモ：クルマチグサの異名（Fukuda,1993)．

ｌ３０Ｆｂｓｓａ７ｊ"αｐｊＣｍＡ・Ａｄａｍｓ チピアシヤ

分布：東北地方～九州．

メモ：八丈島横間揚砂（葛西,1982)．小笠原（草苅，

1985)．

１３１及〃〃α〃jg/w7zaczJﾉａｍＳｃｈｅｐｍａｎｸﾛﾌﾋﾒﾏｷｱｹﾞｴﾋﾟｽ

分布：沖縄～インドネシア．

メモ：銭洲（肥後,1993)．

ｌ３２ＣＭｍＺｍｐｊｓ(Sbﾉｍｃｉｑ/α）Ｍ`"d伽/"、（Watson）

へｿｱｷｺｶﾞﾈｴビス

分布：潮の岬沖．

メモ：ベヨネーズ2050-2150ｍ，死殻３（Okutani，

1964)．ベヨネーズ2020ｍ（Okutani,1966)．

ｌ３３Ｇｊ"ebjsc/wmpjj（Pilsbry）ｲｶﾞｷﾞﾝｴﾋﾟｽ

分布：東北地方～東支那海．

メモ：新島西300ｍ（草苅，1996)．利島180-360ｍ

（五十嵐,1952)．

134ＭO"odD"[ａ（ＭＯ"odo"/α）/α6ｍ（Linnaeus）

ｵｷﾅﾜｲｼﾀﾞﾀﾞ（

分布：駿河湾～熱帯西太平洋．

メモ：八丈島底士（葛西,1982)．

135Ｍ（Ｍ）ＬＣＣ帆saTapprone-CanefTiｲｼﾀﾞﾀﾐ

分布：北海道南部～中国．

採集：伊豆諸島．

136Ｍ（Ｍ）α"ｓｒｍ"sLamarckｸｻｲﾛｲｼﾀﾞﾀﾞ（

分布：奄美諸島～沖縄．

採集：小笠原潮間帯に群生．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

137Ｍ（Ｍ）ｃα"αﾉ旅ｍＬａｍａｒｃｋﾊﾅﾀﾞﾀ（

分布：奄美諸島～熱帯西太平洋．

メモ：小笠原（肥後,1993）とあるも採集出来ず．

138MOVeomo"odo"tα）'zerjrojdesPhilippiｸﾛｿｹｶﾞｲ

分布：北海道南部～中国南部．

採集：伊豆諸島．

139Ｍ（１V）pelp/exaPilsbry クピレクロゾケガイ

－２７－



分布：北海道北部～中国南部．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

150ｃｔJ"rharjdzJMjraM（Pilsbry）ｶｲﾄﾞｳﾁｸﾞｻ

分布：房総半島～九州．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

151Ｃ/叩o"ｊｃ"ｓＡＡｄａｍｕｓ ﾁｸﾞｻｶﾞｲ

分布：北海道南部～九州．

採集：伊豆諸島．

メモ：近年,海水を揚水した飼育池が増えているが，

このような施設に多席．

ｌ５２Ｃｊ/Ｍａｒｊｓ（Lischke）《ﾄﾞﾘﾁｸﾞｻ

分布：北海道南部～九州．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

ｌ５３Ｃｃα"ｉｃｈｍａ（Philippi）ﾊﾅﾁｸﾞｻ

分布：北海道南部～朝鮮．

採集：伊豆諸島．

154Ｋα"eAcormc/､Ｓｍ池sｃａｍｓ（Gould）ｶﾈｺﾁｸﾞｻ

分布：房総半島～九州．

メモ：父島84ｍ（Fukuda,1993)．

ｌ５５Ｋｏｍａｉ'、c/mspzJ/c/zerKuroda＆Ｉｗｌａｋｉコマイチグサ

分布：東北地方～沖縄．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

l5671osarmc/msarre"zＪａｍｓ（Jonas）オニ/ハ

分布：紀伊半島～台湾．

メモ：三宅島（手塚,1996),小笠原（大里,1996)．

１５７４/qﾉﾉTaoceﾉﾉａｊａＡ・Ａｄａｍｓ キバベニバイ

分布：房総半島～奄美大島．

メモ：八丈島（葛西，1982)，父島宮の浜（Fukuda，

1993)．

158mc伽（Tmc伽）、αc山msLinnaeusﾆｼｷｳｽﾞ

分布：駿河湾～熱帯西太平洋．

採集：打上では採集出来ないが八丈島５－１０ｍに多

産．

l５９ＴＩ（正）、.ｗ"zJcoszJsGmelin アナアキウズ

分布：紀伊半島～西太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

160ｍ（TI）sreﾉﾉQrzJsGmelinﾑﾗｻｷｳｽﾞ

分布：紀伊半島～台湾．

採集：八丈島．小笠原は南西諸島に比べ小型．小笠

原,殻長1.98ｃｍ・

メモ：マリアナ諸島で普通（Kurozumi,1994)．

161ｍ（工）ｃα/curarzJsSouverbieﾊｸｼｬｳｽﾞ

分布：高知県沖～台湾．

採集：八丈島,小笠原．父島二見湾,殻口の赤色鮮や

か．

分布：東北地方～中国南部．

採集：伊豆諸島．

140ＭＷ〃.６０"ｊ"e"sisAsakura＆Nishihama

オオクロゾケガイ

分布：小笠原．

採集：小笠原,特に南硫黄島に多産．

l41dll〕)sosZomapamdojmm（Born）ｻﾗｻｸﾞﾏ

分布：種子島～熱帯太平洋．

採集：父島,打上．

142Ｄﾉﾉoｍａ（Ｍｅ/αgmphjα）ｒａｄ山（Philippi）

シャカトウダタ《

分布：奄美大島～熱帯太平洋．

メモ：八丈島（肥後,１９９３；葛西，1982)．青ヶ島多

数確認（大山,1955）とあるも採集出来ず．

１４３，.（Pictodﾉﾉ0ｍα）smavis（Philippi）ﾒｸﾗｶﾞｲ

分布：房総半島～奄美大島．

採集：八丈島,小笠原潮間帯に群生．小笠原産は小

型．

144ＣｶﾉOmsromaﾉﾉSc/Mcei（Tapparone-Canefri）クポガイ

分布：北海道南部～中国南部．

採集：伊豆諸島北部に多く三宅島には少ない，古く

から磯物と呼ばれ食用．1967年頃の民宿ブームで

商品化され漁獲統計に表れる．大島では1967年

８t,1968年11t,1969年30ｔ漁獲．個体数に換算す

ると約１千万個体が大島の磯より消失（西村，

1979)．以後は低迷,産卵期は秋．

ｌ４５Ｃｍｒ６ｊ"α、（Ａ・Ａｄａｍs）へｿｱｷｸﾎﾟｶﾞｲ

分布：北海道南西部～九州．

採集：伊豆諸島北部に多く，三宅島は少ない．市場

ではクポガイと区別されない．種の査定はlWIWiの有

無ではなく，殻底から見て外唇上縁の位置による

とされているが,更なる検討が必要．

ｌ４６Ｃｘα"ｒｈｏｍｇｍａ（ＡＡｄａｍｓ）ｸﾏﾉｺｶﾞｲ

分布：房総半島～中国南部．

採集：伊豆諸島北部に多く，八丈島は少ない．淡水

の影響のある磯に生息,従って生息域は限定され

る．味悪く食用には不向き．

１４７０脚/zα/伽倣倣ｒｊＺ１/１２城ri（Philippi）バテイラ

分布：東北北部～九州南部太平洋岸．

採集：伊豆諸島北部に普通．八丈島1965年小岩戸鼻

にて生貝1個体採集,殻高4.52ｃｍ,殻径6.15ｃｍ、

１４８０.〃jge"伽ａ（Gmelin）ﾋﾒｸﾎﾟｶﾞｲ

分布：房総半島～中国南部．

採集：伊豆諸島,八丈島に多産．

１４９０.rzMczJs/wsrjc"ｓ（Gmelin）ｺｼﾀｶｶﾞﾝｶﾞﾗ

－２８－



分布：インド洋．

メモ：1980年八丈島垂戸で桜井衛,石積鼻で石井正

徳採集．学名は東アフリカのテイオウナツモモと

なっている（葛西,1982)．

173Ｃ（Mesoc/α"c"/"s）ｄｅ"tjczJ/ａｍｓ（Ｇray）ﾃｿｲﾛﾅｿモモ

分布：種子島～熱帯西太平洋．

採集：小笠原,硫黄島．

174Ｃ（Ｍ）〃c1℃do〃（AAdamus）ｸﾛﾏｷｱｹﾞｴビス

分布：房総半島～九州．

メモ：小笠原（草苅，1985)，前種と推定（Fukuda，

1995)．

l７５Ｃ（Ｍ）、.（AAdamus）ｖａｒ カブトナソモモ

分布：小笠原．

採集：小笠原．

メモ：テツイロナツモモの地方型（Fukuda,1993)．

ｌ７６Ｃ（E"ｃＭｊｃ/α"c"伽）伽""』（Dunker）コマｷｱｹﾞｴﾋﾟｽ

分布：房総半島～沖縄．

採集：八文鳥船戸鼻,打上．

メモ：小笠原（Fukuda,1993)．

１７７囚Ｓｃ"do、/OＰｊａｓａｋｚＪｍｊｊＨａｂｅコシタカヘソワゴマ

分布：館山湾～士佐沖．

メモ：小笠原（大甲,1996)．

178Ｕ杣o"、、（S"c/ｚｉ"ｍＭｚｏ"ﾉﾉ旅/w、（Lamarck）

イポキサゴ

分布：東北以南．

採集：三宅島（1969)，八丈島（1971）にて死殻採

集,生息の有無は不明．

179Ⅱ（Ｓ）ｃｏｓｍｍｍ（Kiener）キサゴ

分布：北海道南部～朝鮮．

メモ：新島（五十嵐,1952)．

l８０Ｕ（８）gjgα"rezmT（Lesson）ﾀﾞﾝﾍﾞｲｷｻｺﾞ

分布：鹿島灘～九州．

メモ：八丈島石積鼻１個体（葛西,1982)．

181Ⅱ（＆）ｓｚＪｍｍ/ｅ（Lamarck）ﾀｲﾜﾝｷｻｺﾞ

分布：紀伊半島～台湾．

メモ：八丈島（草苅,1996)．

１８２Ｅﾋﾟﾉzαﾉﾉαｇ"αｍｅ"血ｓｅ/e"omP/、/αPilsbryキサゴモドキ

分布：紀伊半島～九州．

メモ：別名ニシキキサゴ.小笠原二見湾42ｍ,死殻4，

奥村死殻１（Fukuda,1993)．

183ｍα/Opeaye〃cosa（Gould）ハブﾀｴｼﾀﾀﾞﾐ

分布：紀伊半島～フィリピン．

メモ：父島36ｍ（Fukuda,1993)．

ｌ８４ＥＺ/z伽"o"αsZearlM（Pilsbry）ｷﾇｼﾀﾀﾞﾐ

分布：房総半島～フィリピン．

メモ：三宅島（手塚，1996)，マリアナ渚E1jでPtf通

（Kurozumi,1994)．

162Ⅲ（工）ｓａｃｅﾉﾉ皿ｍｍ１ａＤｕｎｋｅｒ ウズイチモンソ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島．

163正（I､/iJ'TQI伽ﾉ皿、）ｃ/】ﾉ､、叩ｈα/"ｓＡＡｄａｍｕｓ

タマムシウズ

分布：台湾．

メモ：小笠原父島大村，打｣二採集６個体（Fukuda，

1993）

l６４７ＭｚＪｓ（nctzJs)ｐＷｕｍｉｓ（Born）ｷﾞﾝﾀｶﾊﾏ

分布：房総半島～熱帯太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．生息域は広いが漁業が成

り立つほど帷息するのは八丈島のみ．1945年代の

漁獲量35-50t,近年の最高は1965年18,782kg、鮫

盛期には大賀郷渡辺椛松がボタン工場を経営，八

丈興発仙が缶詰製造．南方のサラサバテイを高瀬

貝と称するのに対し広瀬貝とも呼ぶ．方言は八丈

島でメットウ，新島等オサダ．殻径３－５ｃｍのもの

は潮間帯に生息するか,形態はＺ型ある．

165正（工）ＣＯ"Ⅲｓ（Gmelin）ﾍﾞﾆｼﾘﾀﾞｶ

分布：紀伊半島～沖縄．

採集：八丈島．方言アカメットウ．

メモ：西村（1969）のヒメタカジリTcumingiは

ギンタカハマの幼貝．式根島（草苅,1996)．

ｌ６６ＴＩ（ＲＯＣ/ｚｉａＭｚｑｘｉ'""ｓ（Philippi）ｻﾗｻﾊﾞﾃｲ

分布：奄美諸島～熱帯町太平洋．

メモ：小笠原（遠山,1937；倉｢11,1969)．

167Ⅲ（Ｒ）〃ﾉﾉｏｔｊｃ"ｓ（Linnaeus）ﾀﾞﾙﾏｻﾗｻﾊﾞﾃｲ

分布：奄美諸島～熱帯[両太平洋．

メモ：八丈島（葛iHj,1968)．

168Ｃ/α"czJﾉzJsmα'ｇｑｒｉｍ７伽（Philippi）ナソモモ

分布：房総半島～熱帯両太平洋．

採集：八文島,小笠原ﾌﾟ南硫黄島．岩礁域潮間帯に多

産．小笠原産は小型．

169ｃｃ/α"g"/ojdes（Wood）ｳｽｲﾛﾅｿモモ

分布：九州南部～熱帯西太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

ｌ７０Ｃｇｅｍｍ"/旅rPilsbly ベニェピス

分布：九州産i岸．

メモ：三宅島（手塚,1996),八丈烏（葛西,1968)．

１７１Ｃ９．Ｐα/〃zJsPilsbry シロナソモモ

分布：紀伊半島～九州．

メモ：八丈島（葛汎1968),小笠原（Fukuda,1993)．

１７２Ｃｐ川Ce"ｓ（Philippi）ｲﾁｺﾞﾅﾂﾓﾓ

－２９－



ヒメアワビ科採集：大島波浮港,大潮時干上がる砂地に群生．殻

を掴むと身をくねらす．殻長約１３ｃｍ、

185Ｅ〃ekrolzjca（Okutani）ｵﾖｷﾞｼﾀﾀﾞﾐ

分布：駿河湾～九州西岸．

メモ：小笠原父島84ｍ死殻７，種類検討と記述

（Fukudal993l

186Er/】αﾉﾉeﾉﾉαβoccam（Sowerby）ハナｺﾞｼｮｸﾞﾙﾏ

分布：紀伊半島～沖縄．

メモ：父島二見湾42ｍ（Fukuda,1993)．

１８７OazasericamKuroda ﾀｶﾗｼﾀﾀﾞ（

分布：相模湾～東支那海．

メモ：八丈島（草苅,1996)．銭洲84ｍ,生貝１，瓢箪

瀬135-140ｍ，生貝２，高瀬170-210ｍ，生貝１

（Okutani，1972)．黒瀬190ｍ，生貝１（Okutani，

1975)．

l88Cb"orα/Opjao7"α、（Sowerby）ﾋﾅｼﾀﾀﾞ（

分布：北海道南部～九州．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

189Ｍｍﾉﾉｅａ６ｅ/cAerj（Philippi）ﾍｿﾜｺﾞﾏ

分布：紀伊半島～沖縄．

採集：小笠原父島宮の浜,春先ヤドカリ入り多産．

父島36-84ｍ（Fukuda,1993)．

ｌ９０ＲｏＭｅｒｉα〃zJcﾉeａ（Philippi）ｺﾉﾎﾟﾘｶﾞｲ

分布：館山湾～熱帯太平洋．

採集：八丈島横問揚砂場．

メモ：小笠原二見湾42ｍ,死殻６（Fukuda,1993)．

ｌ９１ＭｃｍｇａｚＭＱＺｏｉ（Kuroda＆Habe）ｶﾄｳｼﾀﾀﾞ《

分布：遠州灘～九州西岸沖．

採集：大島千波100ｍ,死殻１，殻径195ｃｍ・

メモ：八丈島510ｍ,死殻１（Okutani，1964)．黒瀬

190ｍ,生貝１（Okutani,1975)．

l92Miridesce"ｓ（Habe）ｽﾊﾀﾞｼﾀﾀﾞＩ

分布：遠州灘～九州西岸沖．

メモ：伊豆諸島沖（肥後,1993)．

ｌ９３Ｍｚｊｃｚａｃ（Kuroda＆Habe）ﾔｶﾞｽﾘｼﾀﾀﾞＩ

分布：銚子沖～九州西岸沖．

メモ：瓢箪瀬115-145ｍ,生貝２．高瀬140-180ｍ,生

貝1（Okutani,1972)．

194Ｍ九lge"sDallﾋｶﾘｼﾀﾀﾞ《

分布：房総半島～九州．

メモ：高瀬95-100ｍ，生貝１，死殻１（Okutani，

1972)．

FamilySTOMATELLIDAE

l95Sromareﾉﾉαｐ伽"/αｊａ（Lamarck）ﾋﾗﾋﾒｱﾜﾋﾟ

分布：伊豆半島～西太平洋．

採集：神津島,死殻．

メモ：小笠原（倉田，1969)，マリアナ諸島に普通

（Kurozumi,1994)．

１９６８Ｖα血（Ａ・Ａｄａｍs）ﾋﾒｱﾜﾋﾟ

分布：房総半島～西太平洋．

採集：八丈島横間揚げ砂より多産．小笠原,打上．

メモ：三宅島生貝（手塚,1996)，マリアナ諸島に普

通（Kurozumi,1994)．

197s/ｏｍａＩｏ/伽rzJ伽（Lamarck）ｱｼﾔｶﾞﾏ

分布：房総半島～西太平洋．

採集：大島生貝,殻長2.38ｃｍ、

メモ：八丈島（葛西,1982),兄島（Fukuda,1993)．

198Ｓｒｏｍａｔｊａ（Ｓｊｏｍａｒｉα)ｐｈ〕wzotjsHelblingﾌﾙﾔｶﾞｲ

分布：駿河湾～西太平洋．

採集：父島境浦,生貝２（殻長２．０４；1.74ｃｍ)．死殻

は多産．

199ｓ（Ｍｃ,、s）/jec/zeﾉﾉα"αCrosse ｸｼﾞｹｱｼﾔガマ

分布：奄美諸島～沖縄．

メモ：小笠原父島,母島（Fukuda,1993)．

Z00SWmpZococ/zkaco"ｃｉ""ａ（Gould）ｸﾓﾘﾁｺﾞｱｼﾔ

ﾒﾓ：父島宮の浜,母島桐島（Fukuda,1993)，マリ

アナ諸島（Kurozumi,1994)．

FamilyANGARIIDAE カタベガイ科

201．"gar/ααｊｍｔａ（Reeve）

分布：伊豆半島～沖縄．

採集：伊豆諸島（普通),小笠原（少産)．

ｶタベガイ

FamilyTURBINIDAE リュウテン科

Ｚ０２Ｔｍｂｏ（T”６０）reeveiPhilippiﾀｿﾏｷｻｻﾞｴ

分布：九州西岸～熱帯西太平洋．

採集：三宅島坪田20ｍ,テングサ漁業で採捕,生貝２，

殻高7.00,6.93ｃｍ，漁業者の所有は多い．八丈島，

殻高5.90ｃｍ

メモ：父島二見湾42ｍ（Fukuda,1993)．

203ｍ（T〃α/zoﾉamsLinnaeus リュウテン

分布：種子島～熱帯西太平洋．

メモ：八丈島（葛西，1968)．マリアナ諸島に普通

（Kurozumi,1994)．

－３０－



204Ｔ（L""α/ｊｃａ）、α'wzommsLinnaeus ヤコウガイ

分布：種子島～熱帯西太平洋．

メモ：1980年河野和昭,八丈島小島小地根27ｍで生

貝１個体採集,八丈分場寄贈展示,殻高13,2ｃｍ，殻

径12.5ｃｍ・

Z０５ＴＸ（ＭＪｒｍα'Dsromα）seros"sGmelinﾏﾙｻｻﾞｴ

分布：沖縄～熱帯西太平洋．

採集：北硫黄島の生息は多く，16-18個/ｍ２，ランダ

ムに採集した397個体の平均殻高73cｍ（5２－

8.5ｃｍ)，平均体重131.89（45-2209）（西村，1987)．

父島西島南岸に1979年11月に北硫黄島より938個

体放流追跡（青木,1988)．夏期に観光用として北

硫黄島より父島に運び壷焼き等に利用されるが，

軟体部重量/体重はサザエ29.6％に対し，本種は１５．

５％に過ぎない（西村，1988)．父島には近年生息

しない模様．

メモ：マリアナ諸島に普通（Kurozumi,1994)．

2０６，（Ｍ）α'9脚sZomzJsaZgWDstomzJsLinnaeus

チョウセンｻｻﾞｴ

分布：種子島～南西太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原広域に分布するが，量的に

まとまるのは南鳥島のみ．南鳥島産は有練，沖の

鳥島は伊豆諸島と同タイプ．南鳥島産チョウセン

サザエによる中毒は,1962年６月に壷焼きで食し

９人中６人,1968年４月に11人に発生したが死亡

例なし，シガテラ毒（倉田,1970)．

２０７７Ｉ（Ｍ）ｃｶﾉysostomz`sLinnaeus ｷﾝｸﾞﾁｻｻﾞｴ

分布：沖縄～熱帯太平洋．

メモ：小笠原諸島（肥後，1993）とあるも採集出来

ず．

208ｍ（Ｍ）sre"OgWzJmFischer ｺｼﾀｶｻｻﾞｴ

分布：房総半島～西南太平洋．

採集：伊豆諸島多産．

209ｍ（CtJﾉﾉOpolM/α）exceﾉﾉe"sSowerbyﾆｼｷｻｻﾞｴ

分布：伊豆半島～沖縄．

メモ：三宅島テングサ干場（手塚,1996)．ニシキサ

ザエの蓋は表面に渦巻き状の彫刻があるが，コシ

タカサザエの蓋の表面は弱い頼粒があるも平滑な

ので区別は容易．ただしニシキサザエの蓋付き標

本を観察していない．父島84ｍ，母島，打上

（Fukuda,1993)．

210ｍ（Ba1ﾉﾉﾉ"s）ｃor""msLightfbot サザエ

分布：茨城県以南．

採集：伊豆諸島の重要な漁業資源．漁獲変動は激し

く，1953年の204ｔが最大．式根島御釜湾では年

によりサザエかギンタカハマが優占（西村，

1990)．1936年三宅島より八丈島にサザエ117貢移

植等,三宅島に多産した時代があり，三池浜にサ

ザエ缶詰工場があったとの事.近年サタドー岬で

生息の'情報がある．1962年下田産サザエを八丈島

に大量放流,大型となるも再生産の情報はなし．

神津島では戦前朝鮮より海女を入れたとの事だが，

近年貝の生産はほとんど無い，1998年20ｍにて大

型サザエ３ｔ漁獲．

Ｚ１１ＬｚＪ"eﾉﾉａｃｊ"elm（Born）ｵｵﾍﾞｿｽｶﾞｲ

分布：奄美諸島～熱帯太平洋．

採集：小笠原潮間帯．復帰当時に比べ激減かつ小型

化したのは,食用にされた為と推定．小笠原産は

別種の意見あり．

Ｚ１２Ｌｃｏｍ"αtaco泥e"siｓ（Recluz）スガイ

分布：北海道南部以南．

採集：八丈島大平潟,最大殻高2.34ｃｍ,年により生

，息が見られる．

Ｚ１３Ａｓｒｍﾉﾉ"、（｡s"α/ｊｚＪｍ）/jaematmgzJm（Menke）

ウラウズガイ

分布：房総半島～インド・西太平洋．

採集：伊豆諸島北部に多く，八丈島は1960年代には

見られなかったが,近年は増えている．

214Ａ（４）ｃαﾉCａｒ（Linnaeus）ﾊｸﾞﾙﾏｳﾗｳｽﾞ

分布：沖縄南部～インド・西太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

215Ａ.（』.）/ze伽加'19』（Dunker）ｶｻｳﾗｳｽﾞ

分布：伊豆半島～沖縄．

採集：1965年頃八丈島底土に多産,最大殻径2.56ｃｍ，

近年は少ない．

メモ：三宅島10ｍ,生貝（手塚,1996)．

216Ａ（｣.）okamoroiKuroda＆Ｈａｂｅ オカモトウズ

分布：房総半島～九州．

メモ：銭洲80-110ｍ,生貝1死殼８，瓢箪瀬，死殻２

（Okutani,1972)．

217Ａ（Disteﾉ/(/b7）ｒﾉzodostoma（Lamarck）ｵｵｳﾗｳｽﾞ

分布：種子島～沖縄．

採集：神津島,八丈島．ウラウズガイとの区別は周

縁のとげ状突起がオオウラウズは２列．

メモ：大島（五十嵐，1952)．三宅島，生貝（手塚，

1996)．マリアナ諸島に普通（Kurozumi,1994)．

218〃"dastlaﾉﾉ皿、/je"iczJs（Watson）ｱｻﾞﾐｶﾞｲ

分布：遠州灘～インド・西太平洋．

メモ：小笠原（草苅,1985)．
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メモ：瓢箪瀬120ｍ（Okutani,1975)．

Ｚ３ＺＰﾉ!α"e、ﾉepjdarmlzse""ａ（Watson）ｷﾇｼﾞｻﾒｻﾞﾝｼｮｳ

分布：相模湾～高知県沖．

メモ：入島620-720ｍ（Okutani,1996)．

233ＬＧＰ/or/1ｙｍＭ)ｒｉｃｉ"αａ（Mighels）ﾍﾞﾆｿﾌﾟｻﾝｼｮｳ

分布：和歌山～奄美諸島．

メモ：父島,母島（Fukuda’1993)．

234Ljoz(/""e"sjsKosuge＆Koizumi

メモ：硫黄島隆起サンゴ礁．

235Ｃｂﾉﾉo"ｊｓｍｇﾉα'恩eosaGouldｺﾀﾞﾏｻﾝｼｮウスガイ

分布：紀伊半島～沖縄．

採集：八丈島,死殻.小笠原,ヤドカリ入り蜻集．

Ｚ３６Ｃｃｏｓｍ/０ｍ（Sowerby）ﾑﾗｻｷｻﾝｼｮｳｽｶﾞｲ

分布：奄美諸島～フィリピン．

メモ：小笠原（山卜,1994)．

237ＣａｍａＡｚＪｓａｅ"sjsHabe ｼﾗﾀﾏｻﾝショウスガイ

分布：紀伊半島～四国．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

Z381VCocoﾉﾉo"ｉａｐｊｍｍ（Dunker）ｻﾝｼｮｳｽｶﾞｲ

分布：房総半島以南．

採集：小笠原,沖の鳥島．

Z19Bo肋ａ（Gα/eoasZmeα）伽ﾉﾉegm"osaKuroda＆

Ｈａｂｅ カンスガイ

分布：紀伊半島～フィリピン．

メモ：瓢箪瀬260ｍ,死殻２（白井，1958)．小笠原

（草苅,1985)．

22ＯＢ.（Ｇ）ｇ"Zｍｍ（ＡＡｄａｍｓ）ｷﾝｳﾁｶﾝｽ

分布：紀伊半島～フィリピン．

採集：大室出し,生貝２，殻高3.05,2.34ｃｍ・

メモ：瓢箪瀬，高瀬，銭洲では普通種（Okutani，

1972)．黒瀬190ｍ,死殻２（Okutani，1975)．小笠

原（草苅,１９８５１

２２１Ｂ､（Ｇ）PC1℃ｊｃａＤａｌｌﾃﾝｼﾞｸｶﾝｽ

分布：紀伊半島～フィリピン．

メモ：瓢箪瀬115-120ｍ,生貝ｌ，高瀬１００ｍ,死殻１

（Okutani,1972)．

Ｚ２２Ｂ.（Ｇ）/αmAcoα"ａ（Shikama）ﾀﾐｺｶﾝｽ

分布：土佐沖～フィリピン．

メモ：瓢箪瀬115-120ｍ,生貝１．高瀬95ｍ,生貝３，

同,130ｍ,生貝１（Okutani,1972)．黒瀬150-190ｍ，

生貝１（Okutani,1975)．

Ｚ２３Ｂ.（ＧＭ伽'qjKosuge キハラカンス

メモ：小笠原サンゴ漁場．

224Ｂ・（Ｇ）ｓｐ、 オトメカンス

メモ：小笠原サンゴ漁場,新称（山下,1994)．

225Ｂ・（Htzrjsazaeα）modesm（Reeve）ﾊﾘｻｻﾞｴ

分布：房総半島～中国．

メモ：銭洲113ｍ（OkutanM972)．

226Ｂ・（Ｈ）ｇｊ'9〕ﾉﾉﾉ"ｓ（Reeve）ｶﾐﾅﾘｻｻﾞｴ

分布：伊豆半島～フィリピン．

メモ：銭洲90ｍ（Okutani,1972)．

227L/C'jaWt7eoSpj"osaOkutani

メモ：青ヶ島3150-3350ｍ（Okutani,1964)．

228se"oboﾉﾉ"αPC"zJsmOkutaniエピスカンス

分布：相模湾以南．

メモ：黒瀬，死殼１（Okutani，1975)．神津島140-

200ｍ（Okutani,1964)．

229Ｇ"ﾉﾉ((/ｂｍｉａｒ加川ﾉ､"ｓ（Philippi）ﾘﾝﾎﾟｳｶﾞｲ

分布：房総半島～インドネシア．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

230ＨＯ'?Tα/OPO、α'１oα"７１ｍｍ（Gould）ｻﾝｼｮｳｶﾞｲ

分布：北海道西南部～几州．

採集：伊豆諸島打上．

メモ：黒瀬154ｍ,死殻１（Okutani,1975)．

231Ｈα'、ｲssjar"、（Gould）ｴｿﾞｻﾝｼｮｳ

分布：銚子沖～千鳥．

サラサバイ科FamilyPHASIANELLIDAE

239Ｐ/msiα"e"αso/ｊｄａ（Born）ｻﾗｻﾊﾞｲ

分布：房総半島～インド・西太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,北硫黄島．

メモ：マリアナ諸島に齊通（Kurozumi,1994）

ベニバイ科FamilyTRICOLIIDAE

240EOtrico/ｊａｍｅｇａｓｔｏｍａ（Pilsbry）ベニバイ

分布：北海道南部～奄美諸島．

採集：伊豆諸島．

メモ：マリアナ諸島に普通（Kurozumi,1994）

Ｚ４１Ｅｏ/jgolnphaAz（Pilsbry）。ｼﾀｶﾍﾞﾆﾊﾞｲ

分布：北海道南部～九州．

メモ：八丈島（加藤,1996)．

242Tricoﾉﾉａｓｐ， スジマキベニバイ

メモ：父島ジョンビーチ,母島桐浜，新称（Fukuda，

1995)．
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SuperfamilyNERITOIDEA

FamilyNERITOPSIDAE

アマオブネ超科

アマガイモドキ科

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈烏最大殻長32.6ｍｍ,殻表に赤や黄色の縞

模様が入る美麗なもの激減．北硫黄島．

メモ：マリアナ諸島に普通（Kurozumi,1994)．

254／Ｖ（』.）Ｐ.αM9zJaraRecluz チリﾒﾝｱﾏｵﾌﾟﾈ

分布：奄美大島～東南アジア．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

255凡（４）j"Ce'taPhilippiｴﾅﾒﾙｱﾏｶﾞｲ

分布：奄美諸島～フィリピン．

メモ：小霊原父島宮の浜,生貝１（Fukuda,1993)．

２５６１Ｖ（』.）oceﾉﾉＱｍＬｅＧｕｉｌｌｏｕ オオァマガイ

分布：種子島～台湾．

メモ：三宅島，生貝（手塚，1996)．八丈島（葛西，

1968)．小笠原釣浜,生貝Ｚ(Fukuda，1993)．母島

（松本,1970)．

Ｚ５７１ＶＸ４.）伽c”ｊａＲｅｃｌｕｚ リュウキュウアマガイ

分布：トカラダリ島～台湾．

メモ：小霊原ブタ海岸，生貝２（Fukuda，1993)．

小笠原（大山,1940)．マリアナ諸島2個体（Kuro‐

ｚｕｍｉ,1994)．

２５８１Ｖ（Ｈｅ〃"ｅｒｊｍ)〃o"icaDunker アマガイ

分布：房総半島～朝鮮．

採集：伊豆諸島,小笠原．

２５９１Ｖ（P"〃伽）ＭＳＯ"/Recluz ウコンァマガイ

分布：奄美諸島～台湾．

メモ：小笠原父島扇浦（Fukuda，1993)．マリアナ

諸島（Kurozumi,1994)．

２６０１VCr伽ａ（Ｎｅｒｊｔｉ"α)〃ﾉﾉﾉgeraLinnaeusｶﾊﾞｸﾁｶﾉｺ

分布：南IJW諸島～東南アジア．

メモ：小笠原父島清瀬川，生貝1（Fukuda，1995)．

1997年父島河111,生貝１，殻長3.91ｃｍ,木村ジョン

ソン採集．

２６１１Ｖ（岡"o仇）ｖＭｅｇａｍＬｅｓｓｏｎ ムラクモカノコ

分布：南西諸島～インド・太平洋．

メモ：小笠原父島清瀬川（Fukuda,1995)．

Z62NCrjZodlyasszJbszJ/cａＺａ（Sowerby）ｵｶｲｼﾏｷ

分布：沖縄～インド・太平洋．

メモ：小笠原父島清瀬川（Fukuda,1995)．

263Ｃ〃to〃ＣＯ、"ａ（Linnaeus）ｲｶﾞｶﾉｺ

分布：南西諸島～熱帯西太平洋．

メモ：父島清瀬111,4個体（Fukuda,1995)．

264Ｃ”rmpicms（Ｖ・Martens）イシマキ

分布：房総半島～中国南部．

採集：父島境浦,死殻．

メモ：式根島（五十嵐,1952)．

Z431VCrjrOpsjsmd"わ（Linnaeus）ｱﾏｶﾞｲﾓﾄﾞｷ

分布：高知県～熱帯インド・太平洋．

メモ：小笠原（肥後,1993）とあるも情報無し

アマオブネ科FamilyNERITIIDAE

Z441VeriZa（ＲｊＺｅ"α）Ｍｊｃｊ"ojdesReeveｲｼﾀﾞﾀﾐｱﾏｵﾌﾟﾈ

分布：奄美諸島～フィリピン．

メモ：八丈島（肥後,1993)．

245凡（Ｒ）/Ｍａｅｖｊ/αMsPilsbryｵﾋﾟｽｼﾞｲｼﾀﾞﾀﾐｱﾏｵﾌﾟﾈ

分布：九州南岸～フィリピン．

採集：父島南崎，ジョンビーチ,南島．

２４６１Ｍ（R､）t7MsPilsbry ヒメイシタダ《ｱﾏｵﾌﾞﾈ

分布：紀伊半島～台湾．

メモ：八丈島（肥後,1993)．小笠原（Fukuda,1993)．

２４７１Ｖ（R､Ｍ"damLinnaeus アラスジァマガイ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

メモ：マルアマガイに同じ（肥後，1993)，小笠原

（Fukuda,1993)．

2481V(RﾙﾉﾉcaraLinnaeus キバアマガイ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,烏島，小笠原，北硫墳島～硫黄島，

南鳥島．

メモ：マリアナ諸島に杵通（Kurozumi,1994）

249凡（R､）ｃｏｓｍｒａＧｍｅｌｉｎﾌﾄｽｿｱﾏｶﾞｲ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島乙千代浜，1965年，生貝２，殻長9.8,

8.2ｍｍ、鳥島．小笠原兄島，生旦６，殻長12.3,

35.2ｍｍ、

250凡（TﾉTe/、〕ﾉﾉﾋJ）s9"α'?、/αraLeGuillouﾏﾙｱﾏｵﾌﾟﾈ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

採集：父島境浦にて夕方砂'１]より這いだしたもの３

個体採集．

２５１１Ｖ（工）ｃ/zα'?ｍｅ/o〃Linnaeus ｵｵﾏﾙｧﾏｵﾌﾟﾈ

分布：沖縄諸島～西太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

２５２１V（工）αﾉｂｊｃﾉﾉﾉaLinnaeus ｱﾏｵﾌﾟﾈ

分布：房総半島～熱帯インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．食用とされる，|↑味．

メモ：マリアナ諸島アナタハン島１個体（Kuro‐

ｚｕｍｉ，1994)．

２５３１Ｖ（Amp伽erirα)ｐｏﾉﾉﾋﾟaLinnaeus二ｼｷｱﾏｵﾌﾟﾈ
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分布：八丈島．

メモ：八丈島石積岬産を新種記載（滝,1954)．八丈

島（葛西,1982)．

Z76Rcompressa（Pease）ホバヤコドリ

分布：沖縄．

メモ：八丈島（肥後,1993)．

265ＣＯ"vacea（Recluz）ｷｲﾛｶﾉｺ

分布：フィリピン．

メモ：小笠原（肥後,1993）とあるも情報無し

Ｚ６６Ｃ（Picto"mj"α）ｃ/zﾉOmsroma（Broderip）

ハナガスミカ／コ

分布：南西諸島～東南アジア．

メモ：1991年鹿野，小笠原父島清瀬川，生貝９

（Fukuda,1995)．

Ｚ６７Ｃ（PL）ｏ"αｍ"ｉｅ"Sｍ（Lesson）ﾋﾒｶ/コ

分布：伊豆半島～インド・太平洋．

メモ：小笠原父島境浦,死殻1,殻長7.9ｍｍ、

268Pjs"ﾉﾉﾉｍａｄａｍｓｉα"αＧ・＆Ｈ・Ｎｅｖｉｌｌシﾗﾀﾏｱﾏｶﾞｲ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：小笠原母島桐浜,死殻８（Fukuda,1993)．

チチカケガイ科FamilyTITISCANIIDAE

Z777Ytjsaz"iａｓ/zﾉﾉＭｃＭｊｈａＺａノ１s・Ｔａｋｉハチジョウチチカケガイ

分布：八丈島．

メモ：八丈島大潟浦潮間帯産を新種記載（滝，

1955)．三宅島釜方タイドプールの転石下に普通，

殻を持たず一見群体ボヤのコロニーの様に見える

が２本の触角で識別（斉藤,1990).小笠原（Fuku‐

ｄａ,1993)．フネアマガイ科FamilySEPTARIIDAE

269S2pZarjapo1℃eﾉﾉﾋzlza（Linnaeus）ﾌﾈｱﾏｶﾞｲ

分布：奄美諸島～東南アジア．

採集：父島境浦・扇浦に注ぐ小河川に多産,縞模様

のものと，三角斑のものとがある．最大殻長

３．９８ｃｍ、

２７０８ﾉmzeﾉﾉﾉ（Recluz）ｲﾅｽﾞﾏﾌﾈｱﾏｶﾞｲ

分布：台湾．

メモ：小笠原父島（Fukuda,1993)．

271s（Mzyiceﾉﾉα）/esseﾉﾙ、（Lamarck）ﾍﾞｯｺｳﾌﾈｱﾏｶﾞｲ

分布：駿河湾～東南アジア．

メモ：小笠原父島（Fukuda,1993)．

OrderLEPETELLIDA

SupcrftlmilyCOCCULINOIDEA

FamilyCOCCULINmAE

深海白笠目

ワタゾコシロガサ超科

ワタゾコシロガサ科

Z78Cbcczｲﾉﾉ"ａｓ肋col"prcssSchepmanニッポンワタゾｺｼﾛｶﾞｻ

分布：房総沖～九州．

メモ：三宅島1080-1205ｍ（Okutani,1968)．

OrderMESOGASTROPODA

SuperhmilyVIVIPAROIDEA

FamilyAMPULLARIIDAE

中腹足目

タニシ超科

リンゴガイ科

FamilySHINKAILEPADIDAEシンカイフネアマガイ科 279Ｐｂｍａｃｅａｃα"α/ｊＭａｒａ（Lamarck）スク(ﾘﾝｺﾞｶﾞｲ

分布：アルゼンチン．

メモ：ジャンポタニシ養殖業として国内に広がった

が採算性がなく廃業,天然に分散．八丈島・父島

の一部に生息,真紅の卵を淡水面やや上に付着さ

せる．

272s/mMcaiﾉepaMcajkaZe"sisOkutani，Saitto＆

Hashimoto ｼﾝｶｲﾌﾈｱマガイ

メモ：小笠原諸島西方海形場470ｍ（Okutani,1989)．

ユキスズメ科FamilyPHENACOLEPADIDAE

SuperflmilyLITTORINOIDEA

FamilyLACUNIDAE

タマキビ超科

チャイロタマキビ科273Ｐ/ie"αＣＯ/epasc花""/ａｍｓ（Baroderip）ユキｽｽﾞﾒ

分布：房総半島～沖縄．

採集：八丈島横間揚砂,死殻1,殻長1.44cｍ（福田宏

査定).マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

274PLphz"αｒａＨａｂｅ ヒラユキスズメ

分布：鹿児島湾．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

Ｚ７５ＰＬ〃αkamjgawajIs・Takiﾊﾁｼﾞｮｳﾕｷｽｽﾞﾒ

280Ttzl?、lzeﾉﾉα、〃ｉｔａ（Ａ､Ａｄａｍs）

分布：千島～東北地方．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

チャイロタマキビ
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タマキビ科FamilyLITTORINIDAE 普通（Kurozumi,1994)．

291Lscabmsca伽（Linnaeus）ｳｽﾞﾗﾀﾏｷﾋﾟ

分布：紀伊半島～インド・西太平洋．

採集：父島扇浦倒木に生`息,季節により見られなく

なる．最大殻長3.5ｃｍ・

メモ：八丈島（葛西,1968)．

292Ｌ・Ｍｍｅ７ｍｅｄｉａ（Philippi）ﾋﾒｳｽﾞﾗﾀﾏｷﾋﾞ

分布：瀬戸内海・有明海の内湾．

メモ：小笠原父島清瀬（Fukuda,1993)．

293比asjeﾉﾉamepsrorﾉｸﾞi『α"ａ（Nevill）ｺﾋﾟﾄｳﾗｳｽﾞ

分布：陸奥湾～九州．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

294ＥC/zj"伽sczJm"gﾉﾉSpi"zｲﾉDszJs（Philippi）ｺﾝﾍﾟｲﾄｳｶﾞｲ

分布：紀伊半島～南西太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

Ｚ８１Ｌｊ"Ｍ"ａ（LitZori"α）breWc"/ａ（Philippi）タマキピ

分布：北海道以南～中国南部．

採集：伊豆諸島．

２８２１Ｗ伽ｍａｓ鰍α"ｏ（Philippi）ﾏﾙﾀﾏｷﾋﾞ

分布：ベーリング海～東北地方．

メモ：八丈島（葛西，1982)．クロタマキビの異名

（肥後,1993)．

283Ｇｍ"zｲﾉj伽ｏｒi"α〃ﾉﾉegm"ａ（Philippi）タイﾜﾝﾀﾏｷﾋﾟ

分布：三浦半島～フィリピン．

採集：八丈島庁の人．

メモ：マリアナ諸島（Kurozumi，1994)．マルアラ

レタマキビの異名（肥後,1993)．

284ＧＶe"rricosaPhilippiマルアラレタマキピ

メモ：八丈島（葛西，1982)．小笠原父島二見湾

（Fukuda,1993)．マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

285Ｇｅｘｊｇｗ（Dunker）ｱﾗﾚﾀﾏｷﾋﾟ

分布：北海道南部～中国沿岸．

採集：伊豆諸島．

メモ：小笠原（倉田,1969)－

２８６１ＶＭ〃Ｍ"α〃ｍｍｄα/iｓ（Ｑｕｏｙ＆Gaimard）

イポタマキピ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,鳥島,小笠原,北硫黄島～南硫黄島．

メモ：マリアナ諸島に普通（Kurozumi,1994)．

２８７１Ｗe"cosrictα/i2q/Ce"sjS（Reeve）ｵｶﾞｻﾜﾗﾀﾏｷﾋﾞ

分布：小笠原～中南部太平洋．

採集：小笠原,父島は小型，硫黄島方面では大型と

なる．

メモ：マリアナ諸島で普通，別種の可能性（Kuro-

zumi，1994)．

288Ｌｊ/romriazJ"d"ｍｒａ（Ｇray）ﾎｿｽｼﾞｳｽﾞﾗﾀﾏｷﾋﾟ

分布：駿河湾～インド・太平洋．

採集：八丈島,鳥島,小笠原,南鳥島，父島扇浦倒木

に多産,季節により見られなくなる．

メモ：三宅島,生貝（手塚,1996)．

Z89Lcocci"eａ（Gmelin）ﾃﾘﾀﾏｷﾋﾟ

分布：紀伊半島～中南部太平洋．

採集：小笠原父島．

メモ：マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

Ｚ９０Ｌｐ〃αdｏ（Wood）ｺｳﾀﾞｶﾀﾏキビ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：鳥島,小笠原父島,北～南硫黄島．

メモ：三宅島,生貝（手塚，1996)．マリアナ諸島で

リソッポ超科

リソッポ科

SuperhlmilyRISSOIDEA

FamilyRISSOIDAE

２９５．/l'α"jａ（Ｈｔｍｍｋｊα）ｏｇａｓａｗａｍ"αPilsbry

オガサワラリソッポ

分布：房総半島～九州．

メモ：小笠原．

296Ａ.（Ｍｅｒｅﾉﾉ"α）９ｍ""/osa（Pease）ﾑｼﾛﾅﾘﾘｿツポ

メモ：小笠原父島宮の浜,新称（Fukuda,1993)．

297Ａ．（Ｍ）ｗα"αwα"αＫａｙ ﾄｹﾞｿﾌﾟﾁｮｳｼﾞｶﾞｲ

分布：三浦半島～奄美大島．

メモ：小笠原父島宮の浜（Fukuda,1993)．

Ｚ９８ＰｍＲａｓｈｊｅﾉαα、〃/αraLaseron ミジンイトカケチョウジ

分布：伊豆半島～沖縄．

メモ：小笠原父島宮の浜（Fukuda,1993)．

299Ｌ"cjdesteapα/zｲdj"ojdes（Yokoyama）タニシソポ

メモ：小笠原父島二業地,宮の浜（Fukuda,1993)．

300Ｌ、ｓｐ・ ホオバリコッポ

メモ：小笠原父島二業地,新称（Fukuda,1993)．

３０１Ｌ・ｓｐ・ ドングリコソポ

メモ：小笠原父島に多産,新称（Fukuda,1993)．

302〃rjpereﾉﾉαｍａｔｅ｢伽zｲﾉaePilsbry ホソスジチョウジガイ

分布：紀伊半島～西太平洋．

採集：八文島底土ﾀ小笠原,共に打上．

303Ｚｅｂｊ"eﾉﾉαＭα、（Ｑｕｏｙ＆Gaimard）ﾊﾌﾟﾀｴﾁｮｳｼﾞｶﾞｲ

分布：紀伊半島～沖縄．

メモ：小笠原（松本,1970)．

304Rjssoj"αsZrjMJZaA・Ａｄａｍｓ

メモ：小笠原二見湾（肥後,1993)．
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1996)．

32ｏｚｑﾉｸﾞ】r"ｉｓ（Garrett）ﾅｶﾏｸﾘﾑｼﾁｮｳｼﾞｶﾞｲ

分布：紀伊半島～沖縄．

メモ：小笠原（山｢,1994)．

３２１Ｚ.〃ｓＴｏｍｌｉｎ イサカイクリムｼﾁｮｳｼﾞｶﾞｲ

分布：紀伊半島～沖縄．

採集：父島宮の浜に多産,ヤドカリ入り．

305ＭＭ℃/zieﾉﾉａＳｐｊｒａｔａｍｏ"/、"z伽（Souverbie）
カワリポリチョウジガイ

分布：房総半島～西太平洋．

メモ：小笠原（Fukuda,1995)．

306s"/corjssoj"αｊ肋rｊｃａｔａ（Gould）ﾏｷｽｼﾞﾁｮｳｿｶﾞｲ

分布：奄美大島～支那海．

メモ：小笠原父島宮の浜,母島桐浜（Fukuda,1993)．

マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

307Rjssoﾉﾉ"αｐﾉﾉCａｍ（ＡＡｄａｍｓ）ｹﾎﾟﾘﾆｾﾁｮｳ)ﾉｶﾞｲ

分布：奄美諸島～モーリシャス．

メモ：小笠原（倉田,1969)．

308Ｒ､/iｍ６ｒｉａＺｑ（Souverbie）／ﾝﾋﾟﾘﾁｮｳｼﾞｶﾞｲ

ﾒﾓ：小笠原父島,殻高7ｍｍ,新称（Fukuda'1993)．

309Ｒ・SCO/OpaxSouverbie 二セチョウジガイ

分布：奄美諸島～沖縄．

メモ：小笠原父島宮の浜（Fukuda,1993)．

３１０Ｒ、、〃/c"/αPease ガンコチョウジガイ

メモ：小笠原母島,殻高6ｍｍ,新称（Fukuda,1993)．

マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

３１１Ｒ・ｓｐ・ ポロチョウジガイ

メモ：小笠原父島宮の浜,新称（Fukuda,1993)．

３１２CbsZα｣!〕'"jacos〔zJmZa（Dunker）ｽｼﾞｳﾈﾘﾁｮｳｼﾞｶﾞｲ

分布：房総半島～九州．

採集：八丈島底土,小笠原,共に打上．

メモ：三宅島打上（手塚,1996)．

３１３Phosi"eﾉﾉα〃α"Sc""ａ（Watson）ｺｳｼﾎﾟﾘﾁｮｳｼﾞｶﾞｲ

分布：紀伊半島～沖縄．

採集：八丈島底土,打上．

３１４ｄＰａｒａｘｉａｃｅｒＭ(/brmjs（Dunker）ｷﾝｽｼﾞﾁｮｳｿｶﾞｲ

分布：房総半島～インド・太平洋．

メモ：小笠原父島,母島桐浜（Fukuda,1993)．

３１５SbhwarZzieﾉﾉａｓ"蛾'wｍｍ（Boettger）ﾌﾄｳﾈﾁｮｳｼﾞｶﾞｲ

分布：房総半島～沖縄．

採集：八丈島底土,小笠原,共に打上．

３１６s（P､"血/osjα）ace肋（Laseron）ｷﾞｬﾏﾝﾁｮｳジガイ

メモ：小笠原父島大村,新称（Fukuda,1993)．

３１７Ｐ)'ｍｍｄｅﾉﾉOjdes〃mlZda（ＡＡｄａｍｓ）ﾚｲｼｿﾎﾟ

分布：房総半島～沖縄．

採集：八丈島船戸鼻．

３１８〃ﾉﾉα、o〃α"""ﾉα、（Dunker）ゴマッポ

メモ：小笠原父島（Fukuda,1993)．

３１９Ze6伽/ride"rａｔａ（Michaud）ｸﾘﾑｼﾁｮｳｼﾞｶﾞｲ

分布：紀伊半島～西太平洋．

採集：父島宮の浜に多産,ヤドカリ入り．

メモ：三宅島,生貝（手塚，1996)．小笠原（大LH，

チャッポ科FamilyBARLEEIDAE

322Ｂａｒ/eejαα"gzｲsZajaPilsbry チャソポ

分布：北海道～九州｣上部．

採集：神津島牛鼻ヒラクサ場の調査」ｍ２当たり水

深15ｍで1,416個体,２０ｍで2,856個体,最大殻高１．

４４ｍｍ（東京水試,1984)．

３２３Ｂ、ｓｐ・ バンチャソポ

メモ：父島,殻高1,3ｍｍ,新称（Fukuda,1993)．

ヘソカドガイ科FamilyOMPHALOTROPIDAE

３２４比ｍｄｉ"αＭγz〃"eαﾉﾋZpo"jca（Pilsbry）ﾍｿｶﾄﾞｶﾞｲ

分布：房総半島～九州．

採集：1965年代,八丈島で死殻多産，カワザンシヨ

ウAssimineajaponicaと査定されたが，同種は河

口付近汽水域のアシ原が生`息域であるため，本種

とする．チャイロタマキビ(No.280)は本極と思

われる．

FamilyORBITESTELLIDAEミジンハグルマガイ科

３２５０rbjresteﾉ〃ｕｅｒｅｇｊ"αＫａｙ ﾂﾞﾝﾊｸﾞﾙﾏｶﾞｲ

分布：南西諸島．

メモ：小笠原父島宮の浜（Fukuda,1995)．

ミジンギリギリヅツ科FamilYCAECIDAE

326Cbec"ｍｇｍｃｊ/ｅＧｏｕｌｄヅンギリギリソソ

分布：房総半島～中国．

採集：伊豆諸島,特に八丈島横間揚砂で多産．

メモ：この仲間は査定が進むと種類数は増加するも

のと思われる．加藤（1990）は奄美席を主体に３９

タイプに分類．

327ｃｍαc"/αｍｍＨａｂｅﾏﾀﾞﾗﾂﾞﾝｷﾞﾘギリプソ

分布：奄美諸島～沖縄．

メモ：八丈島（葛西,１９８２)．
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328Ｂｍｃ/】伽ｇ/αＭ/ａ（Ａ・Ａｄａｍs）

分布：北海道南部～九州．

メモ：八文島（葛ｌ几i,1982)．

(ジンソソガイ カワニナ科FamilyPLEUROCERIDAE

339sｾ、伽/coSlD伽６o"i"e"sｉｓ（Lea）ｵｶﾞｻﾜﾗｶﾜﾆﾅ

分布：小笹原．

採集：父島河111,河口から上流まで広く分布．イソコハクガイ科FamilyVITRINELLIDAE

ゴマフニナ科329Aemo/iotj"αｇｒα"Ⅲ/osaKuroda＆Ｈａｂｅｶﾀﾍﾞｼﾗｷﾞｸ

分布：相模湾．

メモ：八丈島横間,揚砂（葛西,1982)．

330尺〃cα'zｓ（Ａ・Ａｄａｍs）ﾋﾒｷﾞｸｶﾞｲ

メモ：新黒瀬290ｍ（Niino,1952)．シラギクガイの

異名,学名はＰ・pulchella（肥後,1993)．

331ＬＪﾉdip加川力〃/ｊＫｕｒｏｄａ Ｗカドコハクシタｸﾞﾐ

分布：鹿児島県串木野．

メモ：新島（肥後,1993)．

332川ｏｄｒｊ"gﾉﾉﾙso"dａ（Laseron）ﾏﾙｳｼﾀﾀﾞﾐ

メモ：小笠原母島桐浜,新称（FukudM993)．

FamilyPLANAXIDAE

340Ｐ/α"αxjss"/cａｍｓ（Born）ｺﾞﾏﾌﾆﾅ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：八丈島．

３４１ＰＬｓｚＪｍｍﾉﾉｓＳｍｉｔｈマキゾメニナ

分布：奄美大島～中国南部．

メモ：小笠原母島桐浜（Fukuda,1993)．

342Ａ"gjoﾉape7isce/ｊｄａＤａｌｌｹﾊﾀﾞﾖｺｽｼﾞﾆﾅ

分布：駿河湾～台湾．

採集：八丈島．

343Ａ・肋ｉｏｓａ（ＡＡｄａｍｓ）ﾖｺｽｼﾞﾀﾏｷﾋﾟﾓﾄﾞｷ

分布：伊豆半島～西部太平洋．

採集：八丈島,特に小笠原には多産，北硫黄島～南

硫黄島」953年４月八丈島洞輪沢での夜間採集で

光る事を観察,解剖の結果外套膜上に発光細胞の

組織があり刺激を与えると発光することを確認，

ケハダヨコスジニナも同じ,但し両種とも自然状

態ではほとんど発光せず殻を割るとか軟体部を針

で刺激すると発光する（羽根田，1954)．

メモ：マリアナ諸島で普通（Kurozumi,1994)．

344SzJppﾉα"αxjs〃ｊｇｅｒ（Ｑｕｏｙ＆Gaimard）

ｸﾛﾀﾏｷﾋﾞｶﾞイモドキ

分布：紀伊半,島～インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原,北硫黄島～南硫黄島．南に行

くほど多く，南硫黄島の磯はほぼこの－種．

メモ：マリアナ諸島に普通（Kurozumi,1994)．

イソマイマイ科FamilyTORNIDAE

333ＵＺ"'"αAcjeﾉﾉαﾉ(Jpo"ｊｃａＨａｂｅ ｳｽﾞﾏｷｳｿﾌﾟｼｶﾞｲ

分布：相模湾～九州．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

334Ｆ)/9ｍα２１℃ｍｃｉ"g"/(/Ｍｚ（Ａ・Ａｄａｍs）ｳｽﾞﾏｷｶﾞｲ

分布：房総半島～沖縄．

メモ：八丈島横間,揚砂（葛両,1982)．

335ＰＬｄ叩ﾉﾉCａｍ（Lischke）ｱﾗｳｽﾞﾏｷｶﾞｲ

分布：房総半島～九州．

メモ：三宅島テングサ十場（手塚,1996)．

336Ｍ""djrieﾉﾉａａｍｍｏ"ocems（ＡＡｄａｍｓ）ﾜﾀﾞﾁｼﾀｸﾞ（

分布：房総半島～奄美．

採集：八丈島底土サンドポンプ,母島揚砂．

メモ：小笠原父島二見湾（Fukuda,1993)．

337Ｌａｃ〃corbis〃jppo"〃sKuroda ヒレｺﾊｸｼﾀﾀﾞ（

メモ：新島（肥後,1993)． カタベガイダマシ科FamilyMODULIDAE

オニノツノガイ超科

トウガタカワニナ科

345MOd"ﾉ"s［eｃｍｍ（Gmelin）ｶﾀﾍﾞｶﾞｲﾀﾞﾏシ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島船戸鼻打上，大潟浦ヤドカリ入り，殻

高2.53ｃｍ,横間揚砂,殻高1.73ｃｍなど．

SupcrhlmilyCERITHIOIDEA

FamilyTHIARIDAE

338SZe"oｍｅ/α"ｊａＡａｈｑ/〃α'2ａ（Pilsbry＆Hirase）

ハハソマカヮニナ

分布：小笠原母島． オニノツノガイ科FamilyCERITHIIDAE

△

346α7肋伽〃ｃｃﾊﾉ"α、、（Lamarck）

分布：種了島～熱帯太平洋．

メオニ／ソ／ガイ
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採集：八丈島大潟浦,生貝,殻高3.73ｃｍ,他はヤドカ

リ入り．

メモ：三宅島（手塚，1996)，小笠原（倉田，1969)，

母島（Fukuda,1994)．

347CCCﾉzJmlza（Sowerby）ｺｵﾆ/ｿ/ガイ

分布：紀伊半島～熱帯太平洋．

採集：八丈島,小笠原,北硫黄島～南硫黄島．

348Ｃ〃odo/osz`、（Bruguiere）ｵﾆﾉｿﾉｶﾞｲ

分布：種子島～熱帯インド・太平洋．

メモ：八丈島1982年,奥山松王採集（葛西,1982)．

349ｃｃ伽""、（Sowerby）ｷｲﾛｶﾆﾓﾘ

分布：房総半島～西・中部太平洋．

採集：八丈島テングサ千場,最大殻高431ｃｍ・小笠

原,硫黄島．

メモ：三宅島（手塚,1996)．

３５０CAco6e/rjDunkerコベルトカニモリ

分布：房総半島～台湾．

採集：八丈島,少産．

メモ：別名コオロギ.三宅島（手塚,1996)．

351Ｃ伽ｓｃａｍｔ"、（Pilsbry）ﾋﾒｺｵﾛｷﾞ

分布：中部太平洋．

採集：小笠原父島,ヤドカリ入り蜻集．

メモ：コオロギに同じ（Fukuda,1993)．

352CstjgmoszJmGouldｸﾘﾌｶﾆﾓﾘ

分布：奄美～沖縄．

採集：小笠原父島,ヤドカリ入り蜻集．

メモ：マリアナ諸島（KurozumL1994)．

353Ｃｂ"ocerir胸mege"zJm（Gould）ﾎｿｼﾎﾟﾘﾂ/プエ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

採集：小笠原父島．

メモ：マリアナ諸島で普通（Kurozumi,1994)．

354Ｃａｒ、、α埴jｌｚａｍｍ（Dautzenberg＆Bouge）

コンシポリッノプエ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原,北硫黄島．

メモ：三宅島（手塚，1996)．マリアナ諸島で普通

（Kurozumi,1994)．

３５５１sch"ocerjrﾉｶﾉ"ｍｍｓｊｍｔｚＪｍ（Sowerby）ﾊｼﾅｶﾞｿﾉﾌﾟｴ

分布：房総半島～西・中部太平洋．

メモ：小笠原父島二業地（Fukuda,1993)．

356比miyermgzJs〃esioZic"sPilsbry＆Vannatta

クリムシカニモリ

分布：紀伊半島～熱帯太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．

メモ：マリアナ諸島で普通（Kurozumi,1994)．

３５７ｓ〃elmrjatzJs（Sowerby）ﾒｵﾄｽｼﾞｶﾆﾓﾘ

分布：紀伊半島～沖縄．

採集：八丈島,死殻．小笠原父島．硫黄島10ｍの転

石下に多産,一つの石に20-30個体生,息．南硫黄島．

メモ：マリアナ諸島で普通（Kurozumi,1994)．

３５８８α/veo伽（Hombron＆Jacquinot）ｺﾞﾏﾌｶﾆﾓﾘ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島生貝は石灰藻内，最大殻高178ｃｍ・小

笠原父島,ヤドカリ入り，最大殻高1.21ｃｍ、

３５９Ｓｚｅｈｗｓ（Kiener）ﾊﾅｶﾆﾓﾘ

分布：紀伊半島～熱帯太平洋．

メモ：八丈島（葛西，1968)．小笠原兄島滝の浦

（Fukuda，1993)．マリアナ諸島で普通（Kuro-

zumi,1994)．

360Ｂ伽ｚＪｍｇﾉmms"、（Gould）ﾊｶﾆﾓﾘ

分布：北海道南部～九州．

採集：小笠原父島．

361Ｐ上siotmc/msac"ね"g"ﾉ"ｓ（Yokoyama）ﾁｸﾞｻｶﾆﾓﾘ

分布：房総半島～沖縄．

採集：小笠原父島,ヤドカリ入り蜻集．

362PLPα比皿ｓ（Gould）ｵｵｼﾏﾁｸﾞｻｶﾆﾓﾘ

分布：房総半島～沖縄．

採集：小笠原父島打上．

363ＰＬｅｘｉ"ｓ（Pease）ﾋﾒﾁｸﾞｻｶﾆﾓﾘ

分布：紀伊半島～沖縄．

採集：小笠原父島,ヤドカリ入り蜻集．

メモ：マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

364ＣｈｚＪ〃/ｉｓ（Dunker）ｶﾔﾊｶﾆﾓﾘ

分布：房総半島～台湾．

採集：小笠原父島,打上．

メモ：三宅島打上（手塚,1996)．

365Ｃａｒｍａｍｓ（Philippi）ﾖﾛｲｿ/プエ

分布：駿河湾～中部太平洋．

メモ：三宅島（手塚,1996)．

366Cpermsz`ｓ（Wood）ｱﾗﾚｶﾆﾓﾘ

分布：駿河湾～西太平洋．

メモ：小笠原（Fukuda,１９９３；大里,1996)．

367Ｃｃｈｅｍ"伽α"ａ（Pilsbry）ｸﾜﾊｶﾆﾓﾘ

分布：紀伊半島～南西太平洋．

メモ：小笠原父島（Fukuda,1993)．

368Ｃ/ｍｊ/〃（Sowerby）ﾁｭｳｸﾜﾊｶﾆﾓﾘ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

メモ：小笠原父島奥村（Fukuda,1993)．

369ＣＭｃｉｋａｊｅ"SLD（Pilsbry）ﾋﾒｸﾜﾊｶﾆﾓﾘ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

少夕
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採集：小笠原父島,打ｆ

３７０ＣＭ"αｍａｃｌＤｓＺｏｍａ（Hinds）エピガイ

分布：房総半島～西太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．多産するが小笠原は小型．

371Ｒ肺oc/αvｉｓ（R/z/"oc/αy/s）αSpem（Linnaeus）

ヨコヮカワニナ

分布：四国～熱帯インド・太平洋．

メモ：小笠原（fUkuda,1993),南鳥島（波江,1905)．

372R・(ＲＭＭａｒα(Bruguiere)ﾅｶﾞﾀｹ/ｺｶﾆﾓﾘ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

採集：小笠原10ｍ付近に多産，３タイプある．①全

体白色,②体層に４－５本の細線,③体節に黒色

斑点.②が多く③は少ない．

373Ｒ・（R､）ｙｅ"α脚（Linnaeus）タケ/ｺｶﾆﾓﾘ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島横間,揚砂．

374Ｒ・（R､）α"jc"ﾉα、（Ａ・Adams＆Reeve）ｶｻﾞﾘｶﾆﾓﾘ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：三宅島10ｍ,死殻（手塚，1996)，父島二見湾

死殻2６（Fukuda,1993)．

375Ｒ・（R､）ｓ伽"sjs（Gmelin）ﾄｳｶﾞﾀｶﾆﾓﾘ

分布：房総半島～インド・西太平洋．

採集：伊豆諸島,特に八丈島は大型重厚．小笠原,北

硫黄島．

メモ：Kurozumi（1994）がマリアナ諸島から報告

したヒメトウガタカニモリＲ・（Ｒ）cedonilliは本

種の異名（肥後,1993)．

376Ｒ（Pmc/αvａＭｏｃｈｉ（Philippi）ｶﾆﾓﾘｶﾞｲ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．

377Ｒ,（Ｒ）soml/d"/ａ（Gould）ﾋﾒｶﾆﾓﾘ

分布：相模湾～沖縄．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

378Ｒ・（PL）ＯＰ肋dermaHabeヘビｶﾜｶﾆﾓﾘ

分布：伊豆諸島沖～土佐沖．

メモ：銭洲125-145ｍ（Okutani，1972)，黒瀬160-

190ｍ（Okutani,1975),小笠原サンゴ漁場（山下，

1994)．

379Rqye/hzsi"o〃（Bayle）ｸﾘﾝﾆﾅ

分布：紀伊半島～熱帯太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,共に打上．

分布：奄美諸島～沖縄．

メモ：小笠原（肥後,１９９３；Fukuda,1993)．

FamilYLITIOPIDAE ミジンウキッボ科

３８１Ｌｊ/ｊ０ｐａｍｅｍ"osromaRang ウキッポ

分布：紀伊半島沖．

採集：1986年１月20日，南硫黄島北東５ｋｍ福徳岡

の場で噴火,軽石が３月頃より父島二見湾に漂着，

４月24日取り上げた軽石にウキツポ多数生息他

生物はエボシガイ（３ｍｍ)．奥谷（1983）は1981

年７月24日父島東沖に漂流中の軽石より多数採集．

382s(ｿﾉ旅r伽ｇｏ"joc/zﾉﾉａＡＡｄａｍｓﾊﾘｳｷｿﾎﾟ

分布：紀伊半島～九州．

メモ：八丈島（葛西,1968),父島（Fukuda,1993)．

３８３，(ﾉｸﾞﾛﾉａ６ａｐｉａａＰｉａａ（ＡＡｄａｍｓ）ｼﾏﾊﾏｿﾎﾟ

分布：房総半島～中国北部．

採集：小笠原父島ブタ海岸．

３８４，ｐ・ｙｊ"eａ（Sowerby）ﾊﾘﾊﾏﾂﾎﾟ

メモ：小笠原父島二業地（Fukuda，1993)．シマハ

マツボの無斑型（肥後,1993)．

モツポ科FamilyDIASTOMATIDAE

385Ｃ/αﾋﾟﾙ、/b"eﾉﾉa7ajczJ/α〔ａ（ＡＡｄａｍｓ）ｵｶﾞｻﾜﾗﾓｿﾎﾟ

分布：三陸沿岸～九州．

メモ：和名にオガサヮラとあるも情報無し．

386CaczJ〃"α、（Gould）

メモ：小笠原父島二見港（肥後,1993)．

スナモチツポ科FamilySCALIOLIDAE

３８７５ｍﾉﾉohzgﾉmReosaA・Ａｄａｍｓ チビスナモチソポ

分布：房総半島～九州．

メモ：小笠原父島二業地（Fukuda,1993)．

ウミニナ科FamilyPOTAMIDIDAE

388arjrhideOPsﾉﾉﾉα伽q1/αrie"sjs（Ｋ・Martin）カワアイ

分布：房総半島～東南アジア．

メモ：小笠原（Fukuda,1993)．

389ＢａＺｉﾉﾉａ７ｉａｃｚＪｍ'zgii（Crosse）ﾎｿｳ(ニナ

分布：日本全国．

採集：伊豆諸島．

スズメハマッポ科FamilyDIALIDAE

380、iαﾉαノｍｅ"sMelvill＆Standen ｸﾘﾌﾊﾏｯﾎﾟ
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トリデニナ科 399Ⅸ９０㎡αﾉヵ（Morch）ﾘｭｳｷｭｳﾑｶﾃﾞ

分布：四国～台湾．

メモ：小笠原（松本,1970)．

400ⅨtokyoelMPilsbry クビタテヘピガイ

分布：紀伊半島～九州．

採集：小笠原．

401ⅨdeczJssaZzJsGmelｼﾛﾍﾋﾟｶﾞｲ

メモ：小笠原（Fukuda,1993)．

402反ｓｐ・ ﾒﾀﾞﾏﾍﾋﾟｶﾞｲ

メモ：小笠原父島,新称（Fukuda,1993)．

403反ｓｐ・ ドクロムカデ

メモ：小笠原父島,新称（Fukuda,1993)．

404比"dmpomamax加皿、（Sowerby）ﾌﾀﾓﾁﾍﾋﾞｶﾞｲ

分布：紀伊半島～熱帯太平洋．

採集：小笠原,北硫黄島,硫黄島．

メモ：この仲間の小笠原での方言はマルノミ，殻口

がノミのように鋭くなっており，裸足で踏むと危

険の意味．

４０５，.ｄｍｇｏ"eﾉﾉ[Z（Kuroda）タツ/ｺﾍﾋﾟｶﾞｲ

分布：紀伊半島～円国．

メモ：小笠原（Fukuda,1995)．

４０６，.ｍｅｍｃ/ｉｓｍＨａｄＨｅｌｄ＆Ｋａｙ カッパムカテ

メモ：小笠原父島宮の浜,新称（Fukuda,1993)．

407SPjmg(ypﾉmspﾉα"or伽（Dunker）ﾂﾞﾝﾑｶﾃﾞ

分布：四国～台湾．

採集：小笠原,北硫黄島．

メモ：マリアナ諸島に普通（Kurozumi,1994)．

408SbZIMor6js（C/αdQpodα）肋ｂ１ｉｃａｍｓ（Dunker）

ｵｵﾍﾋﾞｶﾞｲ

分布：北海道南部～中国．

採集：伊豆諸島,小笠原．

409Ｓ（Ｃ）dajdajScheuwimmer＆Nishiwaki

オレンジへﾋﾟｶﾞｲ

分布：伊豆半島～九州西岸．

メモ：小笠原（大里,1996)．

４１０８K（Ｃ）ＰαﾉﾉdHsKuroda＆Ｈａｂｅ ﾘｭｳｷｭｳﾍﾋﾟｶﾞｲ

分布：四国～西太平洋．

メモ：小笠原（大里,1996)．

４１１ＳＫｖａｒｍｂﾉﾉﾉsHadfield＆Ｋａｙ ミカンヘピガイ

メモ：小笠原父島宮の浜,新称（Fukuda，1993)．マ

リアナ諸島に普通（Kurozumi,1994)．

FamilyFOSSARIDAE

390Fbssα'wstmc/z/eｒｉｓ（ＡＡｄａｍｓ）ﾄﾘﾃﾆﾅ

分布：相模湾～西太平洋．

採集：八丈島,小笠原,共に少産．奥谷（1986）はム

ラサキインコの足糸間に生息とあるも，小笠原で

は生息場所不明．

メモ：三宅島（手塚,1996)．

391Ｒ/tZpo"jcms（ＡＡｄａｍｓ）ﾏﾙﾄﾘﾃﾞﾆﾅ

分布：紀伊半島～対馬．

メモ：小笠原父島二業地（Fukuda,1993)．

392ＲｙａｍａｍｏｊｏｊＨａｂｅ ﾅｶﾞﾊｿｶﾈｽﾞ（

分布：館山湾～五島列島．

採集：母島,揚砂,２個体．

キリガイダマシ超科

キリガイダマシ科

SupcrhlmilyTURRITELLOIDE

FamilyTURRITELLIDAE

３９３７t`"iteﾉﾉａｒｅ花伽（Linnaeus）

分布：台湾～インド・太平洋．

メモ：小笠原（倉田,1969)．

ｷﾘｶﾞｲﾀﾞﾏｼ

ミミズガイ科FamilySILIQUARIIDAE

394sﾉﾉﾉ9"α血(Ａｇａﾉﾉj伽s）αrmataKuroda＆Kosuge

ムラサキ《（ズガイ

分布：相模湾～九州西岸．

メモ：伊豆諸島以南（肥後,1993)．父島，ドレッジ

（Fukuda,19931

3955K（４）czJ〃"gｊ（Morch）Ｍガイ

分布：房総半島～西太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,硫黄島,海綿の中．

396ｓ（４）α"g川ａ（Linnaeus）コケＭガイ

分布：房総半島～西太平洋．

メモ：小笠原サンゴ漁場（筏生,１９９０；草刈,1985)．

397ｓ（４）rlDch/eαｱLsMorchカラ川ｽﾞｶﾞｲ

分布：四国～台湾．

メモ：小笠原父島36ｍ（Fukuda,1993)．

ムカデガイ超科

ムカデガイ科

SupcrhlmilyVERMETIOIDEA

FamilyVERMETIDAE

398J'brmems花"Ｍｍｓ（Carpenter）

分布：紀伊半島～沖縄．

採集：小笠原父島宮の浜．

ﾑｶﾃﾞｶﾞｲ
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423Ｌｅ"ｒｊｇｏｋ"tjgj"oszJs（Linnaeus）ｲﾎﾟｿﾃﾞｶﾞｲ

分布：種子liij～熱帯太平洋．

メモ：小笠原（倉田,1969)．

424Ｅ〃'Ｄ/o、"ｓａＭｓｄｉα"αeaMsd/α'zａｅ（Linnaeus）

マイノソデ

分布：四国～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島横間,揚砂．

メモ：八丈島神湊沖水深30-50,,1958年薬英引'二

（西村,1969)．

425Eyol7zervomer（Roding）ｳﾗｽjﾉﾏｲﾉｿﾃﾞ

分布：四国～熱帯太平洋．

採集：三宅｜島テングサ漁場,生貝．八丈島横間,揚砂，

死殻．

426Ｃｂ"olmJrexm/zzJα""ｓ（Linnaeus）ﾏｶﾞｷｶﾞｲ

分布：房総半島～西太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,広域分布.式根島泊湾や八

丈島大潟浦等特定の場所に夏期群生，産卵行動と

思われる．父島小湊５－６ｍ,岩盤混ざりの砂地に

蜻集．上野（1994）は，この現象を西表島のネジ

マガキで観察し,寒天質のリボン状の卵を産んだ

後,1hW集が吟好の魚の餌場となり，殆どが食べら

れてしまうと報告している．

427Ｌα肋Ｍａｍ６Ｍα'"b/s（Linnaeus）クモガイ

分布：紀伊半島～インド・西太平洋．

採集：父島二見湾10-20ｍに群生,重厚大型で背面に

黒色模様のあるものが特にコレクターに珍重され

る．

４２８Ｌ・rlw"cａｍｓｅｂａｅ（Kiener）ﾗｸﾀﾞｶﾞｲ

分布：九州南部～熱帯中・西太平洋．

採集：北硫黄島打上採集(1984),同20ｍ幼貝の生貝

を木村ジョンソン採集（西村,1987)．1986年野沢

テデイー父島二業地３ｍにて生貝採集．

４２９Ｌ､ｃｍｃａｍｃｍｃａＺａ（Link）ｻｿﾘｶﾞｲ

分布：紀伊半島～熱帯太平洋．

メモ：三宅烏漁網，死殻（手塚.1996)．八丈島薬莱

引上（西村,1969)．

４３０ＭﾉﾉﾉepessMp伽（Linnaeus）フシﾃﾞｻｿﾘｶﾞｲ

分布：紀伊半島～熱帯西太平洋．

採集：三宅島坪川,潜水器によるテングサ漁場．

４３１ＨｍＰａｇｏｃｈ伽gａ（Linnaeus）ｽｲｼﾞｶﾞｲ

分布：紀伊半島～インド・西太平洋．

採集：八丈島幼貝の生貝は潮間帯に生,息，成貝はイ

デサリ，ウロウ根等水深２０ｍ以深．小笠原は火山

列島まで化息,最大殻長37.5ｃｍ,岡山正実所有．

メモ：三宅島漁網,死殼（手塚.1996)．

スイショウガイ超科

スイショウガイ科

SupcrhmilySTROMBOIDEA

FamilySTROMBIDAE

412ＬａｅＷ'Ｄ、〃Scα"αr〃〃、"”eﾉﾉα（Roding）

スイショウガイ

分布：房総半島～熱帯太平洋．

メモ：小笠原（Fukuda,1993)．

413Trjcor"/stheMes（Swainson）ｱﾂｿﾃﾞｶﾞｲ

分布：奄美諸島～両太平洋．

採集：八丈島神湊沖水深30-50,,1958年薬英引上

（西村,1969)．木村ジョンソン1950年頃兄島万作

海岸で生貝２．小笠原硫黄島,死殻1（|呵村,1987)．

４１４７Ｍα伽加zJs（Linnaeus）ゴホウラ

分布：種子島～南西太平洋．

メモ：八丈島神湊沖水深30-50,,1958年薬英リ|上

（酉村,1969)．

４１５ｃｔJ"αｒｊｚｍＴｍｊｃｍｚ"℃ｅｍＫｉｒａ ヤサガタムカシクモト

分布：房総半島～西太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,潮間帯．

メモ：マリアナ諸島に普通（Kurozumi,1994)．

416Ｃ'?ｍｍ６ﾉﾉｉｓ（Swainson）ムカシタモト

分布：房総半島～熱帯インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,潮間帯．

メモ：マリアナ諸島に普通（Kurozumi,1994)．

４１７Ｃ/αbｊａｍｍ（Roding）ﾌﾄｽｼﾞﾑｶｼﾀﾓﾄ

分布：紀伊半島～PILi太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

４１８Ｃ〃idelTtamllz（Gmelin）ﾐｿﾕﾋﾟｶﾞｲ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原．本種は殻口外縁下部に３つ

の突起が生じるが,本海域ではこのタイプは採集

されてない,未成熟貝と思われる．

メモ：三宅島（手塚,1996)．

４１９CMZsolzi（Abbott）ｺﾊｸﾑｶｼﾀモト

メモ：八丈島（石川，1997)．

４２０Ｃかαgﾉﾉ伽（Roding）ﾏｸﾗｿﾃﾞｶﾞｲ

分布：奄美大島～熱帯西・中部太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

４２１Cjerebeﾉﾉα１mｍ（Sowerby）ﾄﾝﾎﾟｿﾃﾞｶﾞｲ

分布：奄美大島～熱帯両太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

４２ＺＤｏｘα"de7v伽mMZpo"iczJs（Reeve）シドロ

分布：房総半島～沖縄．

メモ：三宅島漁網,雌Lｌ（手塚，1996)．小霊原（岩

川，１９１９；遠山,１９３７；倉田，1969)．

－４１－



スズメガイ超科

スズメガイ科

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

採集：八丈島打上．

441ＣＳＣⅢ〃ａ（Reeve）

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

採集：八丈島,打上．

442Ｃ〃"ａ（Reeve）

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

443Ｃｃｊｃａｔｒｉｃｏｓａ（Reeve）

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

444Chjppo"ｉｃ(/brmjs（Reeve）

分布：四国以南～インド・太平洋．

採集：八丈島,打上．

445Ｃｐｊｐ/eqpsMQuoy＆Gaimard）

分布：四国～インド・太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

446ＣｓＭｒｏｌＷｍ（Reeve）

分布：相模湾～インドネシア．

メモ：瓢箪瀬125ｍ（Okutani,1972)．

SupcrhmilyHIPPONICOIDEA

FamilyHIPPONICIDAE

ﾎｼｶﾞﾀﾌｳリンチドリ

432ＳｔＪｂｍｃｏ"jca（Schumacher）キクｽｽﾞﾒ

分布：北海道南部～インド・西太平洋．

採集：伊豆諸島トコブシ・アワビに寄生.小笠原．

433Ｓａｃｍａ（Quoy＆Gaimard）ｱｿｷｸｽｽﾞﾒ

分布：奄美諸島～台湾．

メモ：小笠原（大里，1996)．マリアナ諸島に普通

（Kurozumi,1994)．

434Ｓｐｒｉ"ocjaarico/αＨａｂｅ＆Kanazawaウニヤドリキクスズメ

分布：フィリピン．

採集：1984年父島宮の浜打上採集,殻長1.22ｃｍ,殻

高0.66ｃｍ,殻巾0.7ｃｍ、1986年バクグンウニの刺に

固着する個体を採集,生貝を査定依頼するも紛失．

波部（1991）フィリピンのノコギリウニに付着す

るもので新種記載,宿主異なるが'百|種と判断（両

村,1994)．なお，フィリピン産ノコギリウニは日

本のものと異なるのではないかと思われる

435／Ｍｚﾉﾉ"Ｗ"ｍｏｒｏﾉｉｊｍｅａｅＨａｂｅ オトヒメスズメ

分布：相模湾～東支那海．

採集：父島西島チヨウセンサザエに着生．

436．"rjsabiα/bﾉﾉＱｃｅａ（Ｑｕｏｙ＆Gaimard）ｶﾜﾁﾄﾞﾘ

分布：房総半島～インド・西太平洋．

メモ：小笠原．

437Ｐｉｂｓａ６ｊα〃jgo"ａ（Gmelin）ｽｽﾞﾒｶﾞｲ

分布：房総半島～インド・西太平洋．

採集：伊豆諸島．

トアミフウリンチドリ

チリメンフウリンチドリ

キヌメフウリンチドリ

スズメフウリンチドリ

ｽﾞｷﾝﾌｳﾘﾝチドリ

FamilyVANIKORIDAE シロネズミガイ科

447肋"ikolMe/jcojaea（Guillou）ﾏﾙｼﾛﾈｽﾞﾐ

分布：四国～熱帯太平洋．

採集：八丈島,小笠原,北硫黄島,全て死殻．

448反gzJe7j"川ａ（Recluz）イトｶｹｼﾛﾈｽﾞ（

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原,共に死殻．

449Ⅸｄｉｓｍ"ｓ（Recluz）ｸﾋﾟﾚｼﾛﾈｽﾞ（

分布：奄美諸島～熱帯太平洋．

メモ：八丈島（葛西，1968)．小笠原母島桐浜

（Fukuda,1993)．

450Ｋ/１２"esrram（Ａ､Ａｄａｍs）ﾔｸﾞﾗｼﾛﾈｽﾞ（

分布：紀伊半島～九州西岸．

採集：八丈島死殻．

メモ：小笠原（大里,199,

451ⅨＣ/:ｃα"Ceﾉﾙ、（Lamarck）ｶｺﾞﾒｼﾛﾈｽﾞ（

メモ：父島（Fukuda,1994)．マリアナ諸島（Kuro-

zumi,1994)．

452ⅨaczJZa（Recluz）ﾃﾏﾘｼﾛﾈｽﾞﾐ

ﾒﾓ：小笠原,新称（Fukuda,1994)．

453Ⅸｓｐ ｵｶﾞｻﾜﾗｼﾛネズミ

採集：父島宮の浜,殻高054ｃｍ,福田宏査定．

メモ：小笠原,新称（山下,1994)．

ヒトデナカセ科FamilyTHYCIDAE

438Thyaz（Bessomα）ecroco"chaSarasinﾋﾄﾃﾅｶｾ

分布：フィリピン．

採集：小笠原父島では特に二業地水深10ｍ前後に

多いチャイロホウキボシの腹面に付着，指で押し

たぐらいでは剥がれない．フィリピンではアオヒ

トデに付着,北硫黄島にも生息．

フウリンチドリ科FamilyCHEILEIDAE

439dzeﾉﾉeae9z`es伽（Linnaeus）

分布：種子島～インド・太平洋．

採集：八丈島横間揚砂．

メモ：大島（草苅,l996L

440Cro"伽（Reeve）

ﾌウリンチドリ

シワフウリンチドリ
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SuperhlmilyCALYPTRAEOIDEA

FamilyTRICHOTROPIDAE

カリバガサ超科

ヒゲマキナワポラ科

て初報告（問瀬，1969)．伊豆諸島では，1972年

11月大島野増産メガイアワビ1500個体より３個採

集,最大殻長1.83cｍ（西村，1975)．以後島内生息

域を急速拡大すると共に大型化1985年三宅島伊

ケ谷キヌカツギイモに付着，殻長2.3cｍ（手塚，

1989)．

454Ｚｐｈｊ"oechoshie"巾Ｈａｂｅ ﾋﾒｴｿﾞﾈｼﾞﾇｷｶﾞｲ

分布：東北地方～銚子沖．

メモ：三宅島1080-1205ｍ（Okutani,1968)．

455Ｔｂ1℃ﾉﾉｊａｐａｃ城caOkutaniｿｳﾖｳﾋｹﾞﾏキガイ

メモ：御蔵島沖水深1350-1500,.

456ZZjtZpo"ｊｃ"ｓ（Okutani）

メモ：三宅島1230-1350ｍ（Okutani,1964)．

４５７４ｍａｔ/z伽かｊｃａ７ｉ"αrａ（Linnaeus）ｲｿﾁﾄﾞﾘ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：八丈島１個体．

458比ｐａｍ伽αｈｅ/jcojdes（Gmelin）サワラピ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,打上．小笠原父島二業地２ｍの岩崖

のケヤリ棲管に着生する５個体を１年間観察．

459ｓ６/、"Ｗﾉﾉeα"αPetitウマノサワラピ

分布：奄美諸島～熱帯西太平洋．

メモ：八丈島神湊50ｍ，生貝２，錨に付着(草苅，

1996)．

SuperhlmilyXENOPHOROIDEA

FamilyXENOPHORIDAE

クマサカガイ超科

クマサカガイ科

４６５Ｘｂ"Opﾉｶo、/UPC"jcaKuroda＆Ｈａｂｅ ホンクマサカ

分布：房総半島～フィリピン．

メモ：三宅島ドレッチ,死殻（永井私信)．小笠原サ

ンゴ漁場（笹生,1970)．

466Xsoﾉmoiaes（Reeve）ｸﾙﾏｸﾏｻｶ

分布：紀伊半島～インド・西太平洋．

メモ：小笠原（大里,１９９６；Fukuda,1995)．

４６７Ｘｒｅ"zJjsFulton ウスクマサカ

分布：駿河湾～フィリピン．

メモ：小笠原サンゴ漁場（笹生,１９７０；草苅,1985)．

468Xro77jaaKuroda＆Ｉｔｏｺｹﾞｸﾏｻｶ

分布：紀伊半島～フィリピン．

採集：小笠原サンゴ漁場．

469KCe函（Reeve）ｼﾜｸﾏｻｶ

分布：紀伊半島～インド・西太平洋．

採集：小笠原サンゴ漁場．

メモ：コゲクマサカの異名（Fukuda,1995)．

４７００"zJstzJsexzJrzJs（Reeve）ｷﾇｶﾞｻｶﾞｲ

分布：房総半島～インド・西太平洋．

メモ：小笠原（Fukuda,1995)．

FamilyCAPULIDAE カツラガイ科

460Cup"ﾉ"ｓ６ａ伽sDunker カセンチドリ

分布：房総半島～沖縄．

採集：八丈島,死殼は多産．

メモ：マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

4６１Ｃｄｊ/ｍａｒｚＪｓＡ・Ａｄａｍｓ カッラガイ

分布：房総半島～台湾．

メモ：小笠原（大里,1996)．

462Ｈ〕'α/oris/αtosqe"Sｍ（Okutani）ﾄｻｶｿﾗ

分布：相模湾～九州西岸．

メモ：ベヨネーズ列岩2140-2150ｍ（Okutani,1964)，

ベヨネーズ２０２０ｍ（Okutani,1966)．

SuperfmilyCYPRAEOIDEA

FamilyCYPRAEIDAE

タカラガイ超科

タカラガイ科

471PZJsm/a7iacjcel℃山ﾉﾉe"ｍ１ｄｉ（Jousseaume）ﾁﾄﾞﾘﾀﾞｶﾗ

分布：紀伊半島～インド・西太平洋．

採集：八丈島垂戸,小笠原,共に打上．

メモ：三宅島（手塚,1996）

472PLC、α'9α伽（Dillwyn）ﾃﾂｱｷﾁﾄﾞﾘﾀﾞｶﾗ

分布：九州南部～インド・西太平洋．

メモ：八丈島（草苅,1996),小笠原(Fukuda,１９９３；

草苅,1996)．

473ＰＬｇﾉDbzJ/zJs（Linnaeus）メ/ｳﾁﾄﾞﾘﾀﾞｶﾗ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

採集：八丈島船戸鼻,死殻１．

FamilyCALYPTRAEIDAE カリバガサ科

463ＢＯＳ、）c叩zJ/"sgmMSpi"Cs"ｓ（Kuroda＆Habe）

アヮプネ

分布：房総半島～朝鮮．

採集：伊豆諸島,小笠原,共に打上．

46409epidzJhzoUxSowerby ｼﾏﾒ／ウフネガイ

分布：北アメリカ．

採集：1969年三浦半島岩浦よりネコゼフネガイとし
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484Ｅγ'Ｄ"eａ（〃'Ｄ"eα）ｏｌｗｍｅｒ1℃"eｓ（Linnaeus）

ナソメモドキ

分布：房総半島～インド・西太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．

485Ｅ（Ｅ）０１Ｗ、（Gmelin）ﾅﾂﾒﾀﾞｶﾗ

分布：紀伊半島～西太平洋．

メモ：小笠原（Fukuda,1993)．

486Ｅ（Ｅ）Ｃｙ""drjca（Born）ﾋﾛｸﾁﾀﾞｶﾗ

分布：紀伊半島～西太平洋．

採集：八丈島,死殻．

メモ：式根島（西村,1996),三宅島（手塚,1996)．

487Ｅ（Ovatjpsα）ｃｈｊ"e"SLB（Gmelin）ｽｿﾑﾗｻｷﾀﾞｶﾗ

分布：房総半島～インド・中西太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．

488Ｅ（Ｏ）ｃ､α'mges（Melvill＆Standen）

ﾋﾄｴｽｿﾑﾗｻｷﾀﾞｶﾗ

ﾒﾓ：側縁部での紫色の斑点が背面中央部に向かっ

て広く彩色される等で前種と区別大島，八丈島，

小笠原に生`息（汲見,1998)．

489Ｔα/osroﾉﾉｄａｔｅ花s（Gmelin）エダカラ

分布：駿河湾～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．大島等北部に多い．

４９０７ＭｐｅノルＣｅ"ｓ（Melvill）ｱﾘｿﾝｴﾀﾞｶﾗ

ﾒﾓ：両側縁部に現れる斑点は明確で大型となる等

で前種と区別．八丈島，小笠原に生`息（浪見，

1998)．

491Bjsto/jdasm/ｊｄａ（Linnaeus）ｽｿﾖｿﾒﾀﾞｶﾗ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

メモ：三宅島（西村,1968)．他での情報無し

492Ehilw"dｏ（Linnaeus）ｻﾊﾞﾀﾞｶﾗ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,共に死殼が多い．

493Ｂ､z"卿加（Gmelin）ﾎﾝｻﾊﾞﾀﾞｶﾗ

分布：紀伊半島～西太平洋．

採集：三宅島,八丈島,小笠原,共に死殻が多い．

メモ：南鳥島（加藤,1996)．

494Ｂ､肱"e7j（Hidalgo）ﾆｾｻﾊﾞﾀﾞｶﾗ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：三宅島,八丈島,共に死殻が多い．

メモ：南鳥島（加藤,1996)．

495ddzJsmo叩兀（Linnaeys）ｸﾁｸﾞﾛｷﾇﾀ

分布：房総半島～西太平洋．

採集：伊豆諸島．大島（普通)，その他（少産)．三

宅島坪田20ｍ,殻表１/２黒茶色で中心部黄白色の

老成貝採集,殻長3.98ｃｍ．

メモ：小笠原（Fukuda,1993)．

474ＰＬｂｉｓ〃ｉ"oZammedico7jsSchilder 。ｹﾞﾁﾄﾞﾘﾀﾞｶﾗ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島垂戸,打上．

メモ：小笠原（Fukuda,1993)．

475ルsachj〃re"ﾉ（Ｇray）ﾁﾘﾒﾝﾀﾞｶﾗ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

採集：八丈島神湊フカミノ水深７ｍ,死殻Ｌ小笠原

父島前浜に良く打上る．前浜沖潜水調査するも生

貝確認出来ず．

476SrapAy/αeａ（Smpﾉﾘﾉﾉαeα）ｓＺａｐ/2〕ﾉﾉａｅａ（Linnaeus）

サメダカラ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島.八丈島,殻長1.00-1.51ｃｍ、小笠原

1.26ｃｍ、

477ｓ（Ｓ）ﾉﾉｍａｃｊ"ａ（Lamarck）ｼﾎﾟﾘﾀﾞｶﾗ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．

4７８８（Ｍｃﾉｅｏｍｒｊｕ）'､cﾉens（Linnaeus）ｲﾎﾟﾀﾞｶﾗ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．小笠原以外での生貝採集

無し．

479ｎｚｌｐａｒｊａｍｌｐａ（Linnaeus）ﾀﾙﾀﾞｶﾗ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：八丈島のもの大型（殻長828ｃｍ),小笠原フィ

リピン産に比べ色彩は淡い．

480ＬＨｒｊＱ（Basﾉﾉ伽"α）ｊｓａＭ/ａ（Linnaeus)ﾔﾅｷﾞｼﾎﾟﾘﾀﾞｶﾗ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．

メモ：南鳥島（加藤，1996)，マリアナ諸島に普通

（kurozumi,1994)．

481Ｌｊ.ＣＯ"/'ｗｅ(ａ（Ｇray）ﾂﾏｸﾞﾛﾔﾅｷﾞｼﾎﾟﾘﾀﾞｶﾗ

ﾒﾓ：前後端のITljj側に各一対ずつ明瞭な黒褐色の斑

紋が現れる等で前種と区別．伊豆諸島,小笠原に

生息（i於見,1998)．

48ZCMyCypmeα/esrzJdi"αrｉａ（Linnaeus）ﾑﾗｸﾓﾀﾞｶﾗ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

メモ：1954年頃八丈島のギンタカハマ漁業の最盛期，

缶詰処理の殻捨て場での採集（西村,1969)．小笠

原父島では興洋の船員が素潜りで採取するのを確

認（西村,1970)．

483Ａ花stMdesaZgzJs（Linnaeus）ｼﾞｬﾉﾒﾀﾞｶﾗ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

メモ：小笠原（肥後,1993）とあるも情報無し

－４４－



496..Ｗα脱が（Sowerby）ﾙﾘｸﾞﾁﾀﾞｶﾗ

分布：奄美諸島～インド・西太平洋．

メモ：八丈島検問,揚砂（葛両,1982)．

４９７１VどsjodP'ｍｍｄｗ叩e"sjs（Ａｚｕｍａ＆Kurohara）

ｱｹﾎﾟ/ダカラ

分布：須美寿島．

メモ：東（1967）はミッドウエー烏サンゴ漁場の新

種と記載．波部（1970),産地を須芙寿島に変更．

草苅1958年,須美寿島150-200ｍで人手,新種記載

の９年前．黒瀬150-190ｍ（Okutaml975)．

498IWzzmger/Ｍﾉﾉ（Sowerby）ﾋﾒﾊﾗﾀﾞｶﾗ

分布：房総半島～フィリピン．

採集：八丈島20ｍ,堤清樹やや幼貝の生貝を採集,殻

長3.02ｃｍ、大島産はサクライダカラを参照．

メモ：黒瀬,殻長2.81cｍ（Okutani,1975)．

499凡saAc"Ｍｊ（Habe）ｻｸﾗｲﾀﾞｶﾗ

分布：紀伊半島～フィリピン．

採集：大島南東30ｍ,魚刺網にからんだ直径60ｃｍの

死滅サンゴ塊の中よりサクライダカラ１，ヒメハ

ラダカラ２，ウミナシジダカラ３を吉田勝彦採集，

殻長4.5ｃｍ,いずれも生貝(西村,1978)．須美寿島，

死殻4.84ｃｍ、

500Ｈ〃seadz`Ｓｍ伽g/b耐』（Kuroda）ﾆｯﾎﾞﾝﾀﾞｶﾗ

分布：土佐沖～西太平洋．

メモ：銭洲,殻長525cｍ（Okutani,1972)．黒瀬143-

155ｍ,殻長4.45cｍ（Okutani,1975)．

501fMjmsei（Roberts）ｵﾄﾒﾀﾞｶﾗ

分布紀伊半島～フィリピン．

メモ須美寿島サンゴ漁場,死殻（波見私信,1999)．

502Ｋ"ｍａａｄ"sｍｒｅｍｍａｃｈｉｉ（Kuroda）ﾃﾗﾏﾁﾀﾞｶﾗ

分布：紀伊沖～フィリピン．

メモ：八丈島北西のアメリカ瀬135ｍ,殻長5.42ｃｍ，

（Okutani,1974)．

503Ｐｕ/、α血ｓｍｃｍ"ｄＭ"α、o"ﾉﾉ〃jｓ（Lamarck）

ｶﾐｽｼﾞﾀﾞｶﾗ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島.生貝は少ない．

メモ：南鳥島（加藤,1996)．

504ＰＬａ伽ﾉｹﾞｾﾉﾉ（Jousseaume）ﾁｬｲﾛｷﾇﾀ

分布：房総半島～台湾．

採集：伊豆諸島,小笠原．特に小笠原の潮間帯に多

産．

505RCC"ｍ〃"α、（Sowerby）ｸﾛｼｵﾀﾞｶﾗ

分布：南房総～インド・西太平洋．

メモ：八丈島（葛西，１９８２；草苅，１９９６；加藤，

1996)．マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

506Ｒ〃"cmZα(Linnaeus）ｺﾞﾏﾌﾀﾞｶﾗ

分布：ノL州南部～インド・太平洋．

採集：八丈島石積鼻,殻長O9cm

507PLMea（Gmelin）ｶﾊﾞﾎｼﾀﾞｶﾗ

分布：南房総～西太平洋．

採集：八丈島,打上．

メモ：大島（五十嵐，1952)，式根島（西村，1996)，

三宅島（手塚,1996)．

508PLzjczZzc〃"ａａｔａ（Lamarck）ｱｼﾞﾛﾀﾞｶﾗ

分布：房総半島～インド・太平洋．

メモ：三宅島山田利明,数十個採集（私信，1975)．

八丈島（葛西,１９８２；加藤,1996)．

509Ｃ７ｉ６ｍｒｉａＣ７ｊ６ｍ７ｉａｏ７ｉｅ"ｍﾉjsSchilder カノコグカラ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．

メモ：式根島（五十嵐,1952)．

510Ｐｕ"ん"αrｊａ６ｅｃＭ（Gaskoin）ｼﾞｭｽﾞﾀﾞﾏｸﾞｶﾗ

分布：紀伊半島～フィリピン．

採集：八丈島石積鼻,船戸鼻,共に打上．

メモ：三宅島,砂場場（手塚，1996)．小笠原，打上

（岡山，1998)．

511Eve"ｍａａｓｅﾉﾉ"ｓ（Linnaeus）ｳｷﾀﾞｶﾗ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．

メモ：神津島（石橋,1982)．

５１２１VDtad"sZamlJszJmea（Kuroda＆Habe）ｳﾌﾟﾀﾞｶﾗ

分布：紀伊半島～台湾．

メモ：黒瀬150-190ｍ,殼長2.12cｍ（Okutani，1975)．

小笠原（大里,1996)．

513P"Zp"rad"Sm(PzJZpzJmd"ｓｒａＭｍ６ｒｊａｒα(Gmelin)

ﾂﾏﾑﾗｻｷﾒﾀﾞｶﾗ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．

5１４２（Ｒ）〃"Ｍｄe"８（Melvill）ｿﾏﾍﾞﾆﾒﾀﾞｶﾗ

分布：房総半島～西太平洋．

採集：八丈島,打上．

メモ：大島（倉田,1953),小笠原（大里,1996)．

Ｓ１５ＰＬ（PL）micmdo〃（Ｇray）ﾋﾅﾒﾀﾞｶﾗ

分布：奄美諸島～インド・西太平洋．

メモ：八丈島（加藤,1996)．

516ＰＬ（C〃ｉ"ｏｍ）ｇｍｃｊﾉﾉsﾉﾋＪＰＯ"ｊｃａ（Schilder）メダカラ

分布：陸奥湾～朝鮮．

採集：伊豆諸島．大島に多い．小笠原で生貝１個体

採集，ホンメダカラＰＬｇ・ｇｍｃｉ/ｉｓの可能,性あり

－４５－



（搬見私信,1999)．

メモ：小笠原にて大里採集（汲見,1998)．

５１７Ｒ/ｍｍｍｏ"daeIredaleﾊﾓﾝﾄﾞﾀﾞｶﾗ

分布：フィリピン．

メモ：八丈島大潟浦,生貝１個体菊地健採集,大山

桂査定（葛西,1982)．

５１８Ｍ℃/ice、"α犬ﾉﾉﾉ"ａ（Gmelin）ｸﾛﾀﾞｶﾗ

分布：房総半島～インド・西太平洋．

採集：新島,八丈島．

メモ：神津島（石橋,1982),三宅島（手塚,1996)．

Ｓ１９ＭｚＭｒｉａ（ＭＪ”伽）ｍａＭｒｊα"ａ（Linnaeus）

ハチｼﾞｮｳﾀﾞｶﾗ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：三宅島,八丈島,小笠原,北硫黄島～南硫黄島，

沖の鳥島．タカラガイで唯一伊豆諸島の島名の付

いた貝．江戸時代の旗本武蔵石寿の目八譜に八丈

島方面から持ち込まれたことによる名称とある．

八丈島方言「子安貝｣．子安貝は広辞苑によれば

「産婦がこの貝を握っていきめば安産するという

俗信あり」と記述．また，八丈島では墓所にこの

貝を円形に並べなかに貝砂等を盛る風習あり．三

宅島にはお盆に「無縁様」を浜辺に作る風習があ

るが，この場合は拳大の石,昔は貝殻とのこと．ど

ちらも近年は見られなくなっている．食べては美

味,潮間帯の大岩の裏面に付着し生息．父島では

岩礁の凹地に十数個群生する場合が多い．最大殻

長,小笠原11.8ｃｍ,八丈島10.07cｍ（西村,1997)．

メモ：式根島（西村,1996),神津島（石橋，1982)．

マリアナ諸島に普通（Kurozumi,1994)．

520Ｍ（dm6icα）αｍ６ｊｃａａｓｍｃａ（Schilder）ﾔｸｼﾏﾀﾞｶﾗ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．三宅島以南．八丈島潮間

帯やや下，２個体づつの生息事例多．八丈島平均

殻長６cｍ（範囲5.21-7.54ｃｍ,Ｎ＝50),過去の最大

8.39ｃｍ・大島3.23-8.09ｃｍ、

521Ｍ（４）ｄｑﾌﾉｍＦａ（Ｇray）ﾋﾒﾔｸｼﾏﾀﾞｶﾗ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

メモ：八丈島（葛西，１９８２；加藤，1996)，小笠原

（草苅,1996),硫黄島（倉田，1969),南鳥島（加藤，

1996)．マリアナ諸島で普通（Kurozumi,1994)．

522Ｍ（４）、αc"ﾉ族、（Schilder）ｷｯｺｳﾀﾞｶﾗ

分布：奄美諸島～中部太平洋．

採集：八丈島,小笠原．硫黄島,生貝殻長6.94ｃｍ・南

硫黄島,死殻､南鳥島．

メモ：マリアナ諸島で普通（Kurozumi,1994)．

523Ｍ（４）Sc"７ｍ（Gmelin）ア《ﾒﾀﾞｶﾗ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原．父島,死殻4.58ｃｍ、

524Ｍ（４）ｅ/egα"!〃ＣＯ"rMerj（Vayssiere）

ﾎｿﾔｸｼﾏﾀﾞｶﾗ

分布：九州南部～中西部太平洋．

メモ：式根島（西村,1987)，八丈島（葛西，１９８２；

秋元,1961)．

525Ｅ'Dsariaemsaphagedα/"ａ（Melvill）ｺﾓﾝﾀﾞｶﾗ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．

メモ：マリアナ諸島で普通（Kurozumi,1994)．

Ｓ２６Ｅｍ/〃な（Ｇray）ﾊｿﾕｷﾀﾞｶﾗ

分布：房総半島～インド・西太平洋．

採集：伊豆諸島．大島に多産,南ほど少ない,八丈島

東浦,死殻．

メモ：神津島（石橋，1982)，三宅島（手塚，1996)，

小笠原（Fukuda'1993)．

527Ｅｇ""α、（Gmelin）ｸﾛﾕﾘﾀﾞｶﾗ

分布：紀伊半島～南西太平洋．

メモ：須美寿島サンゴ漁場,死殻（倣見私信,1999Ｌ

５２８Ｅ６ｏＭＭ（Kiener）ﾁﾁｶｹﾅｼｼﾞﾀﾞｶﾗ

分布：房総半島～西太平洋．

採集：大島,式根島,神津島恩馳．大島に多産，差木

地７－１０ｍ,転石下10,2当たり１個体（東京水試，

1968)．八丈島打上．

メモ：三宅島（手塚，１９９６；倉田，１９６２；加藤，

1996)．別名オミナエシダカラ．

529Ｅ肋'℃ﾉﾉ"eα/ａ（Gaskoin）ﾅｼｼﾞﾀﾞｶﾗ

分布：房総半島～中西太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．

530Ｅｃｅｒ"ｊｃａ（Sowerby）ｳｻｼｼﾞﾀﾞｶﾗ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：八丈島には少なく，採集水深20ｍ程と深い．

鳥島,小笠原では普通,潮間帯にも生息.硫黄島．

メモ：大島産はサクライダカラの項参照．三宅島

（手塚,1996)．

531ＥｃａＭｃａ（Linnaeus）ｶﾊﾞﾌﾀﾞｶﾗ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島．八丈島大潟浦1979年大発生．

メモ：小笠原（倉田,1969)．

532Ｅｐｏｍｒｉａ（Linnaeus）ｱﾔﾒﾀﾞｶﾗ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,北硫黄島～南硫黄島，南鳥

島．

－４６－



小笠原産最大殻長7.3cｍ（岡山私信)．

s40PL（Ｒ）ｃａｒ"ＣＯ/ａ（Linnaeus）ｸﾁﾑﾗｻｷﾀﾞｶﾗ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．硫黄島等の水深５ｍ前後

で魚に食害されたと見られる鮮度の良い破片を頻

繁に観察,殻長2.03-629ｃｍ・

メモ：南鳥島（加藤，1996)．マリアナ諸島に普通

（Kurozumi,1994)．小笠原にはハワイクチムラサ

キダカラＰ.（p､）leviathanも生息する（汲見私信，

1999)．

541ＰＬ（PL）schj"emlwmkzJmﾉｊａｍｉＫｕｒｏｄａ＆Ｈａｂｅ

ｸﾛﾊﾗﾀﾞｶﾗ

分布：紀伊半島～中国．

採集：八丈島,小笠原．八丈島横間揚砂に多産．キ

ンカンダカラより多い（死殻)．世界海産貝類大

図鑑（1985）に深海に生息とあるが，水深２ｍ前

後のカイメン'二'１に生`息（岡山私信)．外套膜はキ

イロダカラに類似．

メモ：三宅島（加藤,1996)．

Ｓ４２ＰＬ（Ｍ〕'srqpo"dα）yjreﾉﾙｓ（Linnaeus）ﾎｼｷﾇﾀ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,南硫黄島,南鳥島．極めて

広域に分布．小笠原では潮間帯にも生息，殻長

2.36-6.97ｃｍ、

543LeporjCypmeqm(Jppa（Linnaeus）ﾊﾗﾀﾞｶﾗ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

メモ：1980年４月八丈島永郷にて内地ダイバー生貝

２個体採集,個人所有（西村，1995)．八丈島（葛

西,1968)．小笠原（倉田,1969)．

544ｃｔzﾉﾉjstoCypmeaazmz"伽、（Gmelin）ﾅﾝﾖｳﾀﾞｶﾗ

分布：沖縄～フィリピン．

メモ：小笠原（吉良,1946)，その後の,情報無し．

545Ｃｙｐｍｅａｍｂｑｚｲﾉe'MSchilder ﾗﾊﾞｳﾙﾀﾞｶﾗ

メモ：小笠原にて大里は打上採集しダンダカラと査

定,小笠原水産センターに寄贈汲見は同標本を

ラバウルダカラと査定（1998)．

メモ：マリアナ諸島で普通（Kurozumi,1994)．

S33EMvo/ａ（Linnaeus）ｶﾓﾝﾀﾞｶﾗ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,北硫黄島～南硫黄島，南烏

島,殻長0.61-3.00ｃｍと大きさに差のある貝．

534ＲａＷＺ'Ｄ"ααZpzJrseZpe"tjs〃Acado（Schilder）

ﾊﾅﾏﾙﾕｷ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,北硫黄島～南硫黄島，南烏

島．八丈島の低水温期の蕊死はハナビラダカラに

比べて少ない．奄美諸島以南のものをホンハナマ

ルユキと区別する．

メモ：マリアナ諸島で普通（Kurozumi,1994)．

535ＭO"ααrｉａ（ＭＯ"ααriα）、o"eZamo"era（Linnaeus）

キイロダカラ

分布：房総半島～熱帯インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,北硫黄島,南鳥島．ハナビ

ラダカラに比べ生息量は少ないが小笠原は逆．南

方のものをメンガタダカラと区別する（遠山，

1937)．

メモ：マリアナ諸島に普通（Kurozumi,1994)．

536Ｍ（ｏｒ"αｍｅ"tα血）α"""ｍｓ（Linnaeus）ﾊﾅﾋﾞﾗﾀﾞｶﾗ

分布：房総半島～インド･太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．1965年３月，八丈島沿岸水

温が14°Ｃ台に低下しハナビラダカラ大量整死，１

時間で約１千個体を採集．潮間帯での最大生`息密

度,垂戸２，２に179個（西村,1960)．小笠原は湾

奥等潮がわりの悪い場所に少量生息．

537CypluearjgrjsLinnaeus ﾎｼﾀﾞｶﾗ

分布：駿河湾～インド・太平洋．

採集：八丈島．大型個体は八丈島汐間海岸水深15ｍ

殻長11.05ｃｍ・小笠原父島野牛山沖20ｍ，殻長

11.59ｃｍなど．

メモ：大島トウシキ（五十嵐,1952),式根島（西村，

1996),神津島（石橋,1982),三宅島（手塚,1996)．

538Ｌｙ"ci"αｌＷＴｘ（Linnaeus）ﾋﾒﾎｼﾀﾞｶﾗ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原,南硫黄島,少ない．

メモ：神津島（石橋,1982)，三宅島（倉田，１９６２；

手塚,1996)．

539Ｐｂ"dａ（Pb"dα）ｖｅ"rrjczJms（Lamarck）ｷﾝｶﾝﾀﾞｶﾗ

分布：台湾～中部太平洋．

採集：八丈島,成貝の死殻は打ち上がるが生貝の採

集記録は無い．小笠原兄島,意外に観光客が生貝

を採集している．水深２ｍ前後に生,息（大里私信)．

ウミウサギ科FamilyOVULIDAE

546ハezJdoCypmeaadamsoM（Sowerby）ﾑｷﾞｿﾌﾟﾀﾞｶﾗ

分布：相模湾～インド・太平洋．

採集：八丈島,打上．

メモ：小笠原兄島滝の浦砂浜にて木村夏江採集．

547Ｈｔｚｂ〃｢ｉ"ovoA）ααe"jｇｍａ（Ａｚｕｍａ＆Cate）

ﾋﾅｺﾀﾞﾏｳｻギ

－４７－



採集：八丈島船戸島,石積舅共に打上,底土サンド

ポンプ．

メモ：三宅島砂場場（手塚，1996)，小笠原（大里，

1996)．

561Ｃ（C"Spjvoﾉwz）dmperiCate＆Ａｚｕｍａ

ﾄﾞﾚｲﾊﾟｰｹﾎﾟ'１

分布：紀伊半島以南．

メモ：黒瀬175ｍ（Okutani,1975)．

562Ｃ（Ｃ）cnSPjsCate トガリアヤメケポリ

分布：紀伊半島～九州．

メモ：八丈島（加藤,1996)．

563Ｃ（ＣＭｇｒｊｓ（Yamamoto）ﾄﾗﾌｹﾎﾟﾘ

分布：三浦半島～奄美大島．

メモ：八丈島（葛西,1982)．小笠原父島36ｍ（Fuk‐

uda,1993)．

564Ｃ（Ｃ）αzｚＪｍａｊ（Cate）ｱｽﾞﾏｹﾎﾟﾘ

分布：相模湾～九州．

メモ：八丈島横間,揚砂（葛西,1982)．

565比伽ＯＶＯﾉwz/b/wTosa（Ａ,Adams＆Reeve）ｱﾔﾒｹﾎﾟﾘ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：八丈島石積鼻,打上．

566Ｃｍｐ”""ｓ（Doca！p"r""s）ノヒzae"ｓノａａｅｚＪｓ

（Lamarck）ﾏﾒｳｻｷﾞｶﾞｲ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島船戸鼻,石積鼻,小笠原,打上．

メモ：三宅島８ｍ,生貝（手塚,1996)．

56701Ｗ/ａ（ＯＭｑ）０Wｨ、（Linnaeus）ｳﾐｳｻｷﾞ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原．父島巽湾に多産,２０ｍ前後の

ウミキノコ等のサンゴ内に生息．

メモ：三宅島９ｍ,生貝（手塚,1996)．

5６８０（Ｏ）Ｍｊ６ａＷｊ（Kuroda）ｲｼﾊﾞｼｳ(ｳｻｷﾞ

分布：机模湾～フィリピン．

メモ：神津島恩馳にて堤清樹生貝採集.小笠原（草

苅,1996)．

5６９０（ＰＭｊｃｍｍ）cosreﾉﾉａｒａＬａｍａｒｃｋｸﾁﾑﾗｻｷｳﾐｳｻｷﾞ

分布：紀伊半島～インド・西太平洋．

採集：神津島恩馳５ｍ,生貝,三木誠採集(1963)．八

丈島（葛西，1982),小笠原（草苅,1985)．

570DOS伽〃ｉａｓｅｍｐｅ７/６Cs肋e"ｓｉｓＣａｔｅ チジワケポリ

分布：房総半島～フィリピン．

採集：八丈島船戸鼻,石積鼻,ナズマド,全て打上．

メモ：小笠原（大里,1996)．

571Stz"dαﾉﾉαr/mgja（ＡＡｄａｍｓ）ﾂｸﾞﾁｶﾞｲ

分布：北海道南部～中国．

分布：紀伊半島～沖縄．

採集：八丈島船戸鼻,殻長0.36-0.71ｃｍ,打上

548片i"ＯＶＯﾉﾚα〃djaJwﾉﾉso"iα"αＣateｼﾛｵﾋﾟｺﾀﾞﾏｳｻｷﾞ

分布：房総半島～台湾．

採集：八丈島船戸鼻,殻長0.57-0.81ｃｍ,打上．

メモ：瓢箪瀬130-145ｍ（Okutani,1972)．

549ＲｂｚｲﾉﾉﾋZ（Ａ､Adams＆Reeve）ﾋﾛｸﾁｺﾀﾞﾏｳｻｷﾞ

分布：紀伊半島～沖縄．

メモ：八丈島（草苅,1996)．

550PL6reWs（Sowerby）ﾑﾗｸﾓｺﾀﾞﾏｳｻｷﾞ

分布：紀伊半島～フィリピン．

採集：八丈島船戸鼻,石積鼻,共に打上．

551仇"/joy"/αｄｏ("osa（Hinds）ｺﾎﾟﾚﾊﾞｹﾎﾟﾘ

分布：房総半島～フィリピン．

採集：八丈島石積鼻,殻長0.72-084ｃｍ’打_し

メモ：高瀬150-160ｍ（Okutani，1972)，小笠原（人

里,1996)．

５５２，.ｍｑｒｉａｅ（Schilder）ﾏﾘｱｺﾎﾟﾚﾊﾞｹﾎﾟﾘ

分布：三浦半島～アフリカ東岸．

採集：小笠原サンゴ漁場．

５５３，．ｓp・ オガサワラケポリ

メモ：小笠原サンゴ漁場,新称（Fukuda,1995)．

５５４０/Obo1w/αｍａ７ｇａｒｉｍ（Sowerby）ｺﾀﾞﾏｹﾎﾟﾘ

分布：房総半～南西太平洋．

採集：八丈島石積鼻,打上．

555HezJdos肋"ｊａ（Ｄ伽"olw/α）punctata（Duclos）

テンロクケポリ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：八丈島船戸鼻,打上．

556ＰＬ（I畝ａｒｏＭｕ）ｓｊ"e）伽（Sowerby）ﾋﾅｳ<ｳｻｷﾞ

分布：紀伊半島～台湾．

採集：八丈島,打上．

557ＰＬ（、、α堰j"αrａ（Sowerby）ﾍﾘﾄﾘｺﾀﾞﾏｳｻｷﾞ

分布：房総半島～中国．

メモ：八丈島（草苅,1996)．

558Ｐｒ伽olwﾉα（〃α、α""α）mseomac皿/αrα/70,ｉｄα

（Kuroda）ﾊﾅﾔｶｹﾎﾟﾘ

分布：相模湾～九州．

メモ：八文島（葛西,1982)．

559ＰＬ（4.）肋ｍｄａｊＣａｔｅ＆Ａｚｕｍａｸﾛﾀﾞｹﾎﾟﾘ

分布：紀伊名田．

メモ：八丈島（加藤,1996)．

5600wmvoﾉﾚα(０℃"ＯＶＯﾉyaMwme"rzJm(Sowerby)

ツマニケポリ

分布：房総半島～西インド洋．

ご

ケ
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採集：大島エビ網.三宅島打上．八丈島石積鼻打Ｌ

メモ：瓢箪瀬230ｍ,高瀬95ｍ（Okutani,1972)．

572Ｐhe"αcovo/vａ（P/ze"αＣＯ)'０ﾉﾚα）/℃seqmseα

（ＡＡｄａｍｓ）ﾍﾞﾆｷﾇｿｿﾐ

分布：房総半島～西太平洋．

採集：八丈島石積鼻,打上．

メモ：小笠原（大里,1996)．

573ＰＬ（PL）６〃s"ｉｓ（Linnaeus）シﾛｵﾋﾟｷﾇｿｿ《

分布：房総半島～西太平洋．

採集：八丈島船戸鼻,打｣二．

574PL(ﾙﾉﾉａｓ〃"/αﾙﾊﾉﾉｊｐｐｊ"α'wl刀(Sowerby)ｷﾇﾌﾟｿ《

分布：房総半島～南太平洋．

採集：八丈島石積鼻,打上．

575尺（Tz`r6olwm）/zjrasei（Pilsbry）ｻﾁｺｿｸﾞﾁ

分布：紀伊半島～フィリピン．

採集：小笠原サンゴ漁場．

576ＰＬ（C[z/cαﾉ℃wｲﾉ(J）ﾉO"g〃sｔｍｍ（Sowerby）

ソリフネキヌゾハ

分布：杣模湾～南太平洋．

採集：小笠原サンゴ漁場．

メモ：瓢箪瀬117ｍ（Okutani，1972)，黒瀬130ｍ

（Okutami,1975),須美寿島（加藤,1996)．

577ＰＬ（Ｃ）roAciojCate トキオキヌソハ

分布：紀伊半島～インド・西太平洋．

メモ：黒瀬190ｍ（Okutani,1975)．

578Ⅲ（Ｃ）yos/zｉｏｉ（Ａｚｕｍａ＆Cate）ﾖｼｵｷﾇｿﾞﾂ（

分布：紀伊半島～種子島．

採集：小笠原サンゴ漁場．

メモ：黒瀬190ｍ（Okutani,1975)．

579ＰＬ（TMasagovoﾊﾉα）gjgα"ｔｅａＡｚｕｍａﾀﾞｲｵｳｷﾇｿﾂﾐ

分布：紀伊半島～フィリピン．

メモ：小笠原ンゴ漁場（Fukuda,1994)．

580ＰＬ（正）AC"Ｍｃ城α"ａ（Kuroda）ホンｶｸｼﾞﾋｶﾞｲ

採集：遠州灘～九州西岸．

メモ：小笠原（大里,1996)．

581ＰＬ（肋'ＵｄａｏＭα）ｗａｋ〃αｍａｅｌＭＣａｔｅ＆Ａｚｕｍａ

ﾜｶﾔﾏｷﾇｿﾞｿｉ

分布：紀伊半島～台湾．

メモ：小笠原（大里,1996)．

メモ：銭洲，鵜渡根（加藤，1996)，八丈島（葛匹i，

1982)．

５８３１Ｖｖ伽ａ（Gaskoin）ﾊﾀﾞｶﾑｷﾞｶﾞｲ

分布：房総半島～沖縄．

メモ：小笠原（大里,1996)．

584刀Ｍｍｓｒｍ（TrMmsZm）ｏ叩ａ（Lamarck）ｼﾗﾀﾏｶﾞｲ

分布：房総半島～熱帯太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,共に打上．

585Ⅲ（正）ｅｄｇａｒｉ（Shaw）ﾜｽﾚｼﾗﾀﾏ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：小笠原父島36ｍ（Fukuda,1993)．

586ｍ（工）ｐｅﾉﾉzJcjd"/ａ（Gaskoin）ﾅｶﾞﾚﾎﾟﾘｼﾗタマ

分布：房総半島～熱帯中西太平洋．

メモ：八丈島（加藤，1996)．小笠原父島36ｍ,母島

桐浜（Fukuda,1993)．

587Ｔ（DC/jch〃ｉｓ）/２０伽cea（Kiener）ｺﾑｷﾞﾂﾌﾟｶﾞｲ

分布：紀伊半島～熱帯西太平洋．

メモ：小笠原父島36ｍ（Fukuda,1993)．

588正（､.）exjgm（Ｇray）ﾊﾞﾗﾌﾀﾞﾏ

分布：房総半島～台湾．

採集：八丈島垂戸,1965年頃打上多．

メモ：小笠原（人里,1996；加藤,1996)．

589Robe"otrMaeos（Roberts）ｵｵｼﾗﾀﾏ

分布：房総半島～九州西岸．

メモ：瓢箪瀬125ｍ（Okutani，1972)，銭illN（土田，

1993),小笠原弟島120-150ｍ（Fukuda,1995)．

590Ｒｓａｇα〃ems（Kuroda＆Habe）ｻｶﾞﾐｵｵｼﾗタマ

分布：相模湾～止佐沖．

メモ：瓢箪瀬170ｍ,高瀬140-180ｍ（Okutani,1972)．

銭洲104-199ｍ,死殻６，殻長6.4-8.0cｍ（土田，

1993)．

ザクロガイ科FamilyERATOIDAE

591s"/cemtocα"osa（ＡＡｄａｍｓ＆Reeve）ｻﾞｸﾛｶﾞｲ

分布：三陸沿岸～沖縄．

採集：伊豆諸島,小笠原,共に打上．

592ＳＭｏｌＭ"ノ（Schilder）ｼﾝｻﾞｸﾛｶﾞｲ

分布：房総半島～沖縄．

メモ：小笠原（倉田，１９６９；松本，１９７０；大里，

1996)．

Ｓ９３Ｓｇａﾉﾉﾉ"aceａ（Hinds）ﾔｾｻﾞｸﾛｶﾞｲ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

メモ：小笠原父島36ｍ（Fukuda,1993)．

594Emroe"αszｲﾉc舵、（Sowerby）ｻﾞｸﾛﾓﾄﾞｷ

シラタマガイ科FamilyTRIVIIDAE

582Ｍ１Ｍａｐｉ/zｲﾉα（Kiener）

分布：館111～沖縄．

採集：小笠原,打卜．

ｺシラタマ
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分布：館山湾～インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原,共に打上．

中では榿色に見える同日青灯台にて採集査定．

なお本種はアオウミガメの胃内より多出（倉田私

信)．

マツワリダカラ科FamilyPEDICULARIIDAE

SuperftlmilyNATICOIDEA

FamilyNATICIDAE

タマガイ超科

タマガイ科595町djc"ｍ血（〃d〃/ａ７ｉｏ"α）paciHca（Pease）

マツワリダカラ

分布：銚子沖～中西太平洋．

採集：大島波浮港沖30-50ｍ,刺網．八丈島船戸鼻．

メモ：ボタンマツワリダカラは異名．銭洲125ｍ

（Okutami,1972),黒瀬175ｍ（Okutami，1975)，ス

ミス島（加藤,1996)．

601EzJSp加加ﾉﾉﾉdａ（Broderip＆Sowerby）ｳｽｲﾛﾀﾏﾂメタ

分布：北極圏～駿河湾．

メモ：三宅島1080-1205ｍ（Okutani,1968)．

６０２Ｅ；〃α"αMoller シロオビタマツメタ

分布：千鳥～駿河湾．

メモ：大島620-720ｍ（Okutani,1966),三宅島1230-

1350ｍ（Okutani,1964)．

６０３ＰＭ"ｊｃｅｓｓａｇα〃e"sjDPilsbry ウチヤマタマﾂﾊﾞｷ

分布：房総半島～フィリピン．

メモ：大島岡田36ｍ,神津島（五十嵐，1952)．八丈

島（加藤,1996)．

604Ｒａ/伽ｍｅ〃（Linnaeus）ﾏﾝｼﾞｭｳｶﾞｲ

分布：紀伊半島～インド・西太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

605PLCα"d〃加伽"３（LeGuillon）ﾑｸﾏﾝｼﾞｭｳｶﾞｲ

分布：房総半島～東南アジア．

メモ：八丈島（葛西，1982)，銭洲84ｍ（Okutani，

1972)．

606Ｒβe〃"ｇｊα""３（Recluz）ﾍｿｱｷﾄ(ガイ

分布：紀伊半島～中・西部太平洋．

採集：八丈島．

メモ：神津島,利島180ｍ（五十嵐,1952)．三宅島砂

場場,生貝（手塚,1996L

607Rwzwmsj（Reeve）ｼﾛﾍｿｱｷﾄ(ガイ

分布：紀伊半島～沖縄．

採集：八丈島汐間,生貝,最大殻高332ｃｍ

６０８ＰＬｍ伽血ｓ（Swainson）トミガイ

分布：駿河湾～インド・太平洋．

採集：八丈島垂戸,生貝,殻高2.31ｃｍ・

メモ：三宅島（加藤,1996)．小笠原（大里,1996)．

609Ｇ/msazJ/αｘｄｊｑ〕wzadidyma（Roding）ﾂﾒﾀｶﾞｲ

分布：北海道南部～東南アジア．

メモ：八丈島横間,揚砂（葛西,1982)．

610Ｇ花〃α"ａ（Dunker）ﾊﾅｿﾒﾀ

分布：房総半島～東支那海．

採集：神津島,死殻．

611Gvesjcaﾉな（Philippi）ﾋﾒﾂﾒﾀ

分布：房総半島～九州．

ベッコウタマガイ科FamilyLAMELLARIIDAE

596Ｌα'7zeﾉﾉａ７ｊａ（Lα'Ｍ/α血）肋elzsjsHabe

キシュウベッコウタマガイ

分布：房総半島～九州．

メモ：小笠原父島36ｍ,兄島滝の浦６ｍ（Fukuda，

1993)．

597Ｐｂ/Ｍ"ａ（PｾＭ"α）αbyssjco/αOkutani

ソウヨウハナソトガイ

メモ：三宅島1230-1350ｍ（Okutani,1964)．

異足目

クチキレウキガイ科

OrdcrHETEROPODA

FamilyATLANTIDAE

５９８Ａ〃α"ｔａｐｅﾉｎｏ"jLesueur

分布：世界の暖海域（表層)．

採集：小笠原,打上．

ｸチキレウキガイ

ゾウクラゲ科FamilyCAmNARIIDAE

599Ctzrj"Qriacr伽Zａ（Linnaeus）ゾウｸﾗｹﾞ

分布：世界の温熱海域．

採集：八丈島1989年２月，水温12.9℃に低下,大量の

磯魚整死．ゾウクラゲも約30ほど打上がるが，殻

の完品は少なかった．

メモ：大島泉津,1984年（草苅,1996)．

FamilyPTEROTRACHEIDAEハダカゾウクラゲ科

600ハｅｍｔｍｃｈｅａｃｏｍ"αmForskalﾊﾀﾞｶｿﾞｳｸﾗｹﾞ

分布：世界の暖海域．

採集：1986年２月，父島境浦海中にて多数視認，海
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メモ：大島波浮港（五十嵐,1952)．

６１２Ｍｚｍｍｈｚ肋、｡αノ１Ｗ・Ｔａｋｉオオネズミガイ

分布：相模湾～九州．

メモ：銭洲80-100ｍ,高瀬110ｍ（Okutani,1972)．

６１３Ｍｍｅ/α"osroma（Gmelin）リスガイ

分布：房総半島～熱帯太平洋．

採集：小笠原ブタ海岸,死殻,殻高1.44ｃｍ・

メモ：八丈島（加藤,1996)．

６１４Ｍｍａｍｍａ、（Roding）ヌ/ﾒﾘｽｶﾞｲ

分布：房総半島～西太平洋．

メモ：小笠原（大里,1996)．

６１５Ｍｓｅ６ａｅ（Recluz）ﾕｷﾈｽﾞ（

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：小笠原（大里,1996)．

６１６Ｍｓ〃ｉａｅ（Deshayes）ネズ(ガイ

分布：房総半島～西太平洋．

採集：大島マンタテ．八丈島垂戸，最大殻高2.79ｃｍ・

小笠原．

メモ：式根島（五十嵐,1952),三宅島12ｍ死殻（手

塚,1996)．

６１７MzZjca6ozJgejSowerby カノコダマ

メモ：父島,生貝２，新称（Fukuda,1995)．マリア

ナ諸島（Kurozumi,1994)．

618．AMlippo"e"sjsKuroda二ﾂﾎﾟﾝﾀﾏｶﾞｲ

分布：銚子沖～九州．

メモ：小笠原（大里,1996)．

６１９１ｙｓａｉｒｏｉＫｕｒｏｄａ＆Ｈａｂｅ サイトウタマガイ

分布：相模湾．

メモ：高瀬130ｍ（Okutani，1972)，黒瀬190ｍ

（Okutani,1975)．

620ＡＭｍｃｈ"oｉｄｅａ（Gmelin）ムラｸﾓﾀﾏｶﾞｲ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

メモ：八丈島（加藤,1996)．

６２１／Ｖｊ"secmJousseaume テマリタマ

分布：奄美諸島～台湾．

メモ：三宅島砂場場,死殻（手塚，1996)．八丈島横

間,揚砂（葛西,1982)．

６２２１ＶＷｒｅﾉﾉzJsqpadicea（Gmelin）ﾋﾛﾄﾗﾀﾞﾏ

分布：房総半島～東南アジア．

メモ：八丈島横問,揚砂（葛西,1982)．

６２３１VWohzceaSowerby クチムラサキタマガイ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

メモ：八丈島横間,揚砂（葛西,1982)．

624Ⅳ〃cα伽so"Ｃａ（Roding）ｱﾗｺﾞﾏﾌﾀﾞﾏ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：小笠原（草苅,1985)．

６２５１Vcolzc伽８（Dunker）ﾌﾛｶﾞｲﾀﾞﾏｼ

分布：房総半島～朝鮮．

採集：八丈島,死殻,最大殻高1.31ｃｍ・

メモ：新島（五十嵐,1952)．

６２６mα/叩叩ﾉﾉ､"js（Roding）フロガイ

分布：房総半島～熱帯インド・太平洋．

メモ：大島間伏（五十嵐，1952)，八丈島（葛西，

1982)．

６２７１Ｖα"iczｲﾉαｱパ（Philippi）ｼﾛｸﾁﾌﾛｶﾞｲ

ﾒﾓ：八丈島（加藤,1996)．

６２８N0rococMs〃jda（Philippi）ﾎｳｼﾕﾉﾀﾏ

分布：房総半島～南西太平洋．

採集：八丈島大潟浦,生貝最大殻高1.43ｃｍ・小笠原．

メモ：新島（五十嵐,1952)．

６２９１ＶZα〃/α巾（Kuroda）シシダマ

分布：遠州灘～九州．

メモ：三宅島砂揚場,死殻（手塚,1996)．

630Ttz"eaezJzo"ａ（Recluz）ｶｻﾞﾘﾀﾞﾏ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

採集：八丈島垂戸,生貝,最大殻高L52cm・

メモ：三宅島サンゴ塊,生貝（手塚,1996)．

631正ezJzo"αraRecluz（ナ(カザリダマ

メモ：小笠原（山下,1994)．カザリダマの異名（肥

後,1993)．

632ｍｐａｒＷｍｅ"/α、、（Recluz）ﾓｻﾞｲｸﾀﾏｶﾞｲ

分布：沖縄～台湾．

メモ：父島二見湾,打上１（Fukuda,1995)．

633ＴＸｅ"zo"αmqg"(/血cｍａｒａ（Kuroda）ｵｵﾅ（ｶｻﾞﾘﾀﾞﾏ

分布：銚子沖～九州．

メモ：瓢箪瀬200ｍ（Okutani，1972)，黒瀬190ｍ

（Okutani,1975)．

634ＴｓａｇｊｒＺａｊａ（Menke）ハギ/ソユ

分布：房総半島～熱帯太平洋．

採集：小笠原,死殻1.88ｃｍ、

メモ：八丈島（葛西,1982)．

63SIX/eｍｍｃａｍ（Philippi）ﾎｳｼｭ/ﾀﾏﾀﾞﾏｼ

分布：房総半島～沖縄．

メモ：八丈島（草苅，1996)．父島ドレッチ，死殻１

（Fukuda,1995)．

６３６０〕pro"αｒｉｃａｃ伽sａ（Broderip＆Sowerby）

ハイイロタマガイ

分布：アラスカ～駿河湾．

メモ：八丈島（草苅，1996)，大島620-720ｍ（Oku‐

tani,1996)．
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塚,1996)．

646ＴＸｃｅｐａ（Roding）スク(ｳｽﾞﾗ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：三宅島,打上（手塚,1996)．小笠原大村海岸，

打上．

647Ｔｃﾙﾉ"e"sjs（Dillwyn）ﾐﾌｳｽﾞﾗ

分布：房総半島～西太平洋．

メモ：三宅島砂場場（手塚,1996)．

637djorjsZesmoﾉﾉjsOkutani

メモ：三宅島1230-1350ｍ，殻高4.0ｍｍ（Okutani，

1964)．ウロダマヤドリ亜科に属す，ウロダマとは

魚卵．

638s川、（Ectos伽'??)ｐ/α""ﾉα、、（Recluz）ソｿ(ガイ

分布：房総半島～台湾．

メモ：八丈島（草苅,1996)．

639助"αrjcj"αｐ叩ﾉﾉﾉα（Gmelin）ネコガイ

分布：房総半島～インド・西太平洋．

採集：八丈島．

メモ：三宅島砂場場（手塚,1996)．

ビワガイ科FamilyFICIDAE

648肋"ｓＭ)〃ermedja（Orbigny）

分布：房総半島～インド・西太平洋．

メモ：新島（五十嵐,1952)．

ﾋﾞワガイ

ヤッシロガイ超科

ヤッシロガイ科

SuperhlmilyTONNOlDEA

FamilyTONNIDAE

トウカムリガイ科FamilyCASSIDAE640Ｅ"do""加川(/brme（Sowerby）ﾅｼｶﾞﾀﾐﾔｼロ

分布：房総半島～西太平洋．

メモ：八丈島430ｍ,生貝（Okutani,1964)．

641Ｅﾉﾉ"eα、、（Schepman）ｲﾄﾏｷﾐﾔｼロ

分布：房総半島～東支那海．

メモ：利島180ｍ（五十嵐,1952)．

642ＭJ/Cａ（QzmMeα)pomzmz（Linnaeus）ｲﾜｶﾜﾄｷﾜｶﾞｲ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：式根島（五十嵐,１９５２),小笠原（大里,1996)，

南鳥島（波江,1905)．

643ｍｍz"αｐｅ/･d航（Linnaeus）ｳｽﾞﾗｶﾞｲ

分布：房総半島～インド・西太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,硫黄島,南鳥島．神津島成

沢７－１３ｍ砂地,最大生息量１，２当たり１２個体

（東京水試.1983)．

644Ｔ'Ｍα"osroma（Jay）ホロガイ

分布：屋久島～中部太平洋．

メモ：1955年頃から式根島菊水旅館に殻高20ｃｍ大

のものが飾られていたが1980年焼失．その後定置

網で採集されたものを人手,パレ・ラメール（大

島貝類資料館）に寄贈．1984年,定置網で採集,式

根島中学校に保管．同年東京水試大島分場経由で

パレ・ラメールに寄贈．石綿福太郎談「大きなも

のは滅多にないが,小さいものは時々見る」．脚

生産の可能性もある（西村,1996)．

645mmreosroma（Kuster）ﾔｿｼﾛｶﾞｲ

分布：北海道南部～インド・西太平洋．

採集：伊豆諸島.東京水試八丈分場展示．大島分場

所蔵,殻高14.8ｃｍ・

メモ：新黒瀬280ｍ（Niino,1952)，三宅島打上（手

649CbMcor"zmz（Linnaeus）ﾄｳｶﾑﾘ

分布：紀伊半島～インド・西太平洋．

採集：三宅島大久保浜,小型．

メモ：八丈島,1956年神湊50ｍ,広江新一生貝採集．

1979年神湊７－１０ｍ,三木誠生貝３採集,港湾工事

で細砂が海底を覆い貝が見やすかった，４ケ月飼

育,東京水拭八丈分場展示．小笠原1973年,死殼採

集の記録が唯一,生息して良い環境．

650Cypmecassisrz</ｂ（Linnaeus）ﾏﾝﾎﾟｳｶﾞｲ

分布：種子島～インド・西太平洋．

メモ：八丈島,佐藤謙二採集（葛西,1982)．

651ＰＭｍｍ（Bezoa伽Ｃｅﾉﾉα）αreo/ａ（Linnaeus）コダイコ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：八丈島底土,生貝１．

メモ：三宅島10ｍ,生貝（手塚,1996)．

652ＰＬ（B､)比'?zl'z(/i21wm（Roding）ｶｽﾞﾗｶﾞｲ

分布：三陸沿岸～中国．

採集：大島元町,打上．

653ＰＬ（B､）αvrjegammPerry ナガカズラガイ

メモ：八丈島横間,揚砂,殼長２cｍ（葛西，１９８２)．

カズラガイは異名（肥後,1993）．

６５４Ｅc/ｚｊ"qphoriQcar"osaKuroda＆Ｈａｂｅ

ニクイロカプトウラシマ

分布：銚子沖～東支那海．

メモ：大島筆島300ｍ,元町250ｍ,東京水試大島分場

調査船みやこ，カニ寵調査で採集（草苅,1996)．

６５５ＳＥ〃ｃａｓｓｉｓ６伽ﾉａｍＰｅﾉｳﾞｓｊ〃/ｊｓＫｉｒａ ウラシマ

分布：房総半島～中国．
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貝（手塚,1996)．小笠原母島（Fukuda,1993)．ウ

ネイササボラは異名（肥後,1993)．

665BjP/ｅｘａｃｎﾉeａｍ（Schepman）ｸﾋﾟﾚﾏﾂｶﾜ

分布：遠州灘～西太平洋．

採集：大島千波80ｍ,東京水試大島分場調査船やし

おエビ籠,死殻１．

メモ：瓢箪瀬150ｍ（Okutaml972)．

666Ｍo"Op〃ｐα"ｈｅ"qpezJmecho（Kuroda＆Habe）

カコポラ

分布：房総半島～九州．

採集：伊豆諸島．大島に多く南ほど少ない．

メモ：小笠原（大里,1996)．

667Ｓ２ｐｍｈｅｐａｔ/Cａ（Roding）ｼﾞﾕｾｲﾗ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島，打上．父島二業地２ｍ，生貝殻長

３５７ｃｍ，死殻455ｃｍ・

メモ：マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

６６８８'wbeMa（Linnaeus）ｼｮｳｼﾞｮｳﾗ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

採集：父島扇浦,死殼２．

メモ：三宅島（加藤,1996)．八丈島（葛西，1982)．

小笠原（大里,1996)．マリアナ諸島（Kurozumi，

1994)．

669Ｓ此veo/ａ（Roding）ﾊﾞﾝｻﾞｲﾗ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

メモ：八丈島横間,揚砂（葛西,1982)．

６７０８ﾉ伽berri（Roding）ﾋﾒｼﾞﾕｾｲﾗ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

採集：小笠原,死殻．

メモ：八丈島（葛西，1982)．マリアナ諸島（Kuro-

zumi,1994)．

671ｓ、""dａ（Gould）ｼﾛｼ/マキ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

採集：小笠原扇浦,打上Ｌ

６７２Ｓｇｅｍｍａｍ（Reeve）ﾎｿｼﾞﾕｾｲﾗ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

採集：母島,生貝２，殻長3.15ｃｍ,死殻１．

メモ：父島宮の浜，死殼．シロシノマキは異名

（Fukuda,1995)．山下（1994）が父島宮の浜で採

集したシロシ／マキ死殻は本種（Fukuda,1995)．

673Ｌ川加ｓｉａｐﾉﾉeα泥（Linnaeus）シ/マキ

分布：駿河湾～インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原．

メモ：三宅島漁網,生貝（手塚,１９９６；加藤,1996)．

674Ｌ,α9"α["ｉｓ（Reeve）ｻﾂﾏﾎﾟﾗ

メモ：大鳥岡田36ｍ（五十嵐,1952),八丈,烏（葛IIi，

1982)．

656ｓ加"αＨａｂｅ ウスウラシマ

分布：銚子沖～中国．

メモ：小笠原アサヒガニ篭80ｍ,死殻．

657Ctzsmariaer伽Ce"ｓ（Linnaeus）ヒナゾル

分布：紀伊半島～インド・西太平洋．

採集：八丈島,打'二．

メモ：新島（五十嵐,1952),三宅島12ｍ死殻（手塚，

1996),小笠原（松本，１９７０；大１１１，１９９６)，南島島

（波江,1905)．

658Ｃｐｏ"demsapo"demsa（Gmelin）アメガイ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：大島元町弘法浜,打上．

メモ：三宅島,打止（手塚,１９９６；加藤,1996)．八丈

島（草苅，1996)．小笠原（倉Ｈ１，１９６９；大里，

1996)．

659Ｃｐ.〃卯o"elMAbbottﾚﾝｼﾞヤク

分布：房総半島～九州．

採集：大島元町弘法浜,打Ｌ硫黄島,死殻．

メモ：新島（五十嵐,1952)．銭洲（加藤，1996)．三

宅島,打上,生貝（手塚,1996)．

フジツガイ科FamilyCYMATIIDAE

660ＧＷｊ"印加〃伽、（Linnaeus）ｼﾏｱﾗﾚﾎﾟﾗ

分布：奄美諸島～熱帯太平洋．

メモ：大島トウシキ（五十嵐，1952)．父島，死殻

（Fukuda,1995)．

661Ｇ〃αｍｒｏ７（Roding）ウネポラ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：小笠原父島二見湾３ｍ

メモ：大島（五十嵐,1952)．

662Ｇ.msez`、（Reeve）ﾍﾞﾆｱﾗﾚﾎﾟﾗ

分布：紀伊半島～熱帯太平洋．

採集：八丈島横間,揚砂．

663Ｇ肋αsei（Kuroda＆Habe）ﾋﾗｾｳﾈﾎﾟﾗ

分布：紀伊半島～九州．

メモ：銭洲１０６ｍ,高瀬140-180ｍ（Okutani，1972)．

黒瀬170ｍ（Okutani，1975)．須美寿鳥（加藤，

1996)．

664Ｇ〃ssﾉﾉ"、（Broderip）ｲｻｻﾎﾟﾗ

分布：伊豆半島～熱帯太平洋．

採集：八丈島垂戸,石積鼻,父島官の浜,全て打上．

メモ：大島岡田港（五十嵐，1952)．三宅島12ｍ,生
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分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：八丈島石積鼻,1965年台風打上,生貝,殻高7.7

ｃｍ･

メモ：三宅島30ｍ,漁網,生貝（手塚,1996)．ノI、笠原

（大里,1996)．

687Ｒｓａ比osroma（Reeve）ﾆｸｲﾛﾌｼﾞﾂ

分布：紀伊半島～インド・西太平洋．

メモ：父島130ｍ,死殻１（Fukuda,1995)．

688Ｃｙｍａ伽、（RorMα）ﾉOrMzJm（Linnaeus）ﾌｼﾞｿｶﾞｲ

分布：紀伊半島～インド・西太平洋．

採集：八丈島藍ケ江,エビ網,生貝．父島宮の浜,生

貝,幼貝．

メモ：三宅島15ｍ,生貝（手塚，1996)．兄島滝の浦

木村ジョンソン,生貝採集．マリアナ諸島で普通

（Kurozumi,ｌ９９４Ｌ

６８９ＤＭ'qsm（Disro応ね）α""ｓ（Linnaeus）ｼﾏｲﾎﾟﾎﾟﾗ

分布：紀伊半島～熱帯インド・西太平洋．

採集：八丈島垂戸,1966年,打上．八丈島横間,揚砂．

メモ：三宅島,打上（手塚,１９９６；加藤.1996)．

690,.(Rhysemα〃e耐ｍｏ"αFulton オオマガリイポポラ

分布：紀伊半島～西太平洋．

メモ：小笠原（大里,1996)．

６９１，.（Ｒ）CO"srrjaMaMLewisｺｶﾞﾀｲﾎﾟﾎﾟﾗ

分布：紀伊半島～フィリピン．

メモ：父島，ドレッジ,死殻１（Fukuda,1995)．

６９２，.（R､）holWaKuroda＆Ｈａｂｅ シロイポポラ

分布：紀伊半島～フィリピン．

メモ：黒瀬150-190ｍ（Okutani,1975)．

693学名不明ｻﾁﾋﾅｲﾎﾟﾎﾟﾗ

ﾒﾓ：八丈島（葛西,1982)．

694Stzssja（Phα"ozesZα）ｓｅ〃ro"αKuroda＆Ｈａｂｅ

ニセイポポラ

分布：房総半島～フィリピン．

メモ：大島（草苅，1996)．瓢箪瀬140-260ｍ,高瀬

120-200ｍ（Okutani,1972)．

695ｓ（PL）SBSα肋ｍｊｉ（Habe）シﾛﾆｾｲﾎﾟﾎﾟﾗ

分布：房総半島～フィリピン．

メモ：瓢箪瀬130ｍ,高瀬80-110ｍ（Okutani,1972)．

６９６．tα、伽〃j[o"iｓ（Linnaeus）ホラガイ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島垂戸，殻高3.57ｃｍ・同島大賀郷前浜

１０ｍ，生貝殻高30ｃｍ,美麗，高橋１１k之介1964採集，

西村保有．父島二業地0.5ｍ,生貝殻高43ｃｍ,殻重

1.1kg、硫黄島．

メモ：新島（五十嵐,1952)．三宅島,漁網,生貝（手

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原,北～硫黄島,南鳥島．

メモ：三宅島,生貝（手塚,１９９６；加藤,1996)．マリ

アナ諸島で普通（Kurozumi,1994)．

６７５Ｌ､α・Ａｊｋａｊｅ"ｓｊＳＳｈｉｋａｍａ クロフサソマボラ

分布：奄美諸島～フィリピン．

メモ：小笠原（大里,1996)．

676Ｌ〃e7me伽、（Pease）ﾊﾜｲｻﾂﾏﾎﾟﾗ

ﾒﾓ：父島扇浦境浦（Fukuda,1995)．

677Ｃｙｍａｔｒｉｔｏ〃〃/co6a7iczJm（Roding）ﾐﾂｶﾄﾞﾎﾟﾗ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原,共に潮間帯,生貝．

メモ：三宅島漁網,生貝（手塚,１９９６；加藤,1996)．

マリアナ諸島で普通（Kurozumi,1994)．

678ＣｔｚＭｍ"〃olphaco叩tａ（Ａ・Ａｄａｍs）ﾚｲｼﾎﾟﾗ

分布：奄美諸島～沖縄．

メモ：父島清瀬,死殻（Fukuda,1995)．

679ｃｍ加ﾉａｒａｋｉｊｅ"sjs（Sowerby）ｷｲｸｸﾘﾎﾟﾗ

分布：房総半島～九州．

メモ：三宅島（手塚，1996)．高瀬70-90ｍ（Oku‐

tani,1972)．父島奥村（Fukuda,1993)．

680ＣＬａｅｇｍｔｚＪ腕（Reeve）ｸｸﾘﾎﾟﾗ

分布：銚子沖～中国．

メモ：三宅島７ｍ,生貝（手塚，1996)．八丈島（秋

元,１９６１；加藤,1996)．小笠原（大里,1996)．

6817tJ〃/〃o〃ﾉqbjos"ｓ（Wood）ﾋﾊﾂｶﾄﾞﾎﾟﾗ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,打上.小笠原．

メモ：三宅島テングサ千場（手塚，1996)．小笠原

（大里,1996)．クニポラは異名（肥後,1993)．

682ｈｔｊｃ"鮒o〃/ＣＭﾉﾉｧａｍｓ（Lischke）ﾅｶﾞｽｽﾞｶｹﾎﾟﾗ

分布：三陸沿岸～九州．

採集：八丈島,打上,生貝．小笠原サンゴ漁場．

メモ：三宅島坪田（加藤，1996)．銭洲146ｍ（Oku‐

tani,1972)．

683GzJZrM"zJmmzJ7jc伽加（Roding）シオポラ

分布：九州西岸～インド・太平洋．

採集：小笠原アサヒガニ漁80ｍ・潮間帯にも生息

684Ｒａ""ﾉαr/αｄ""ｋｅ７ｉ（Lischke）ｺｼﾀｶﾌjノソ

分布：房総半島～九州．

メモ：大島岡田36ｍ（五十嵐,1952)．

685Ｒ・ｅｘ"ｅ（Reeve）ﾔｾﾂﾌﾟﾘﾎﾟﾗ

分布：沖縄諸島～熱帯インド・太平洋．

メモ：小笠原（大里,1996)．

686Ｒ,〃、（Linnaeus）ｵｵｿﾞｳｶﾞｲ
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塚,1996)．八丈島永郷,最大殻高47cｍ（草苅私信)．

マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

697Ｃｓα"/iaesazJ"ａｅ（Reeve）ﾎﾟｳｼｭｳﾎﾟﾗ

分布：三陸沿岸～フィリピン．

採集：伊豆諸島.東京水試八丈分場に展示．

698Ｃｓ・ｍａｃｉ/e"mKuroda＆Ｈａｂｅ ナンカイポラ

分布：房総半島～東支那海．

メモ：大島千波100-150ｍ,大島分場調査船みやこ，

カニ籠，１０個体（草苅，1996)．小笠原（倉田，

1969)．

分布：種子島～台湾．

メモ：三宅島,打上（手塚,1996)．

707Ｂ、ｒ、ノｅｏＳｈｉｋａｍａ シシガシラ

分布：紀伊半島～フィリピン．

メモ：八文島（葛西,1982)．

708Ｂｍａｍｍａｍ（Roding）ｸﾁﾑﾗｻｷｵｷﾆｼ

分布：紀伊半島～熱帯太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,南鳥島．

709Ｂｚ(/b"αｒｊａｒＱ"ａ（Linnaeus）ﾐﾔｺﾎﾟﾗ

分布：房総半島～インド・太平洋．

メモ：新島（五十嵐,1952)．

7107t、</口（T2､</b）/jssosroma（ＥＡ・Smith）

オオナルトポラ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．

711正（正）bzJ6o（Linnaeus）ｼﾛﾅﾙﾄﾎﾟﾗ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：小笠原兄島瀬戸（倉田,1969)．水産センター

展示．

712ｍ（TzJr峡ノル）'wＭａ（Linnaeus）ｼﾜｸﾁﾅﾙﾄﾎﾟﾗ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：小笠原兄島瀬戸（倉田,1969)．水産センター

展示．

713正（正）ｑｙｍＭＨａｂｅ チリメンナルトポラ

分布：紀伊半島～台湾．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

オキニシ科FamilyBURSIDAE

699Ｃｂ肋reﾉﾉ伽（D"/cem"α）９ｍ""/αrjs（Roding）

イヮカヮウネボラ

分布：駿河湾～インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原,北硫黄島～硫黄島,南鳥島．

メモ：三宅島（手塚,1996)．小笠原（松本，１９７０；

大里,1996)．マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

700Ｃ（､.）９.ﾉﾋz6jCkj（Roding）ﾎｿｳﾈﾎﾟﾗ

分布：九州南部～インド・太平洋．

メモ：八丈島（葛西,１９８２；加藤，1996)．兄島（松

本,1970)．小笠原（大里,1996)．

701TrjZo"ｏｍ"eﾉﾉα'ﾛ"eﾉﾉOides（Reeve）ｺﾅﾙﾄﾎﾟﾗ

分布：房総半島～フィリピン．

メモ：黒瀬に一般的な貝（Okutani，1975)．兄島瀬

戸80-100ｍ（Fukuda,1995)．

702Ｌα叩adOpsjs7hodOsZoma（Sowerby）ｵﾊｸﾞﾛｵｷﾆシ

分布：九州西岸～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島．

メモ：小笠原（大里,1996)．兄島（松本，1970)．マ

リアナ諸島（Kurozumi,1994)．

703Lclwe"Zａｍ（Sowerby）ｼﾜｵｷﾆｼ

分布：紀伊半島～インド・中西太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,北硫黄島～南硫黄島．

メモ：殻口内軸の６個の黒斑が小笠原産には無い，

同様個体は三宅島にも生`息（手塚,1996)．

704Ｂ"'ｍ６Ｚ</b"ｉＭ""AcerjKira オキニシ

分布：房総半島～インド・西太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原潮間帯,北硫黄島,硫黄島．

メモ：南烏島（加藤,1996)．

705Ｂ､/α、α花Aj（Deshayes）ｸﾛﾐｵｷﾆｼ

分布：奄美諸島～熱帯太平洋．

メモ：三宅島,打上（手塚,1996)．

706Ｂ・肋elDsjm伽ａ（Reeve）ｺｶﾞﾀｵｷﾆｼ

SuperftlmilyCERITHIOPSOIDEAアミメケシカニモリ超科

FamilyCERITHIOPSIDAEアミメケシカニモリ科

714jVOZoMﾉamo7js/z〃αｉＨａｂｅ ｉｔｿｹｼｶﾆﾓﾘ

分布：紀伊半島～九州．

採集：小笠原,打上．

715ノＤＣ皿/αtorovamLaseron ｼﾛｵﾋﾞｻﾅｷﾞﾁﾋﾟｶﾆﾓﾘ

分布：沖縄．

メモ：小笠原母島桐浜,新称（Fukuda,1993)．

7ｌ６よ〃yeα"zJm（Melvill＆Standen）ｸﾛｻﾅｷﾞﾁﾋﾟカニモリ

メモ：小笠原父島,新称（Fukuda,1993)．

コンポウカニモリ科FamilyTRIFORIDAE

717Amxoce7jZ/zjzJma6"or、α/２（Sowerby）ｶﾀﾜｶﾆﾓﾘ

分布：房総半島～九州．

メモ：三宅島,八丈島（加藤,1996)．小笠原父島，ド

レッジ（Fukuda,1995)．

－５５－



ハナゴウナ超科

ハナゴウナ科

メモ：小笠原父島二見湾ミツカドパイプウニに寄生，

寄生率16.5％（倉田,1979)．

732LzJeZze"ｊａｒｏ肋（Habe）ｲｲｼﾞﾏﾌｸﾛｳﾆﾔﾄﾞﾘﾆﾅ

分布：和歌山県．

メモ：小笠原（人里,1996)．

733PjcZoMcjsartjMaja（Sowerby）ﾌｼｸﾘﾑｼ

分布：紀伊半島～沖縄．

採集：父島,ヤドカリ入りは多産．生貝は兄島瀬戸

２０ｍで採集．

734Hypermasmsgjgas（Kuroda＆Habe）ｵｵﾂﾏ《ガイ

分布：奄美諸島～沖縄．

採集：父島洲崎20ｍに生息する50ｃｍほどの大型ナ

マコ（未査定）に６個体寄生，1987年波部忠重査

定．

メモ：沖縄ではハネジナマコに寄生．

735Ｔｍc/zosZﾉﾉ舵7p/’yﾉﾉαＣａ"ｔ/j/ＣＯ/αHabe＆Nishimura

ﾊﾞｸﾀﾞﾝｳﾆﾄｹﾞﾔﾄﾞﾘﾆﾅ

採集：父島宮の浜に多産．バクダンウニの練に瘤を

つくってその['1に寄生する特異な生態．1992年，

新属新種として報告（波部・西村,1992)．

SuperhmilyEULIMOIDEA

FamilyEULIMIDAE

718EzJ伽αｂ加sｃｉａｍ（ＡＡｄａｍｓ）

分布：房総半島～東支那海．

メモ：小笠原（山下,1994)．

719Ｅｍａｒｊａ（ＡＡｄａｍｓ）

分布：房総半島～東支那海．

メモ：八丈島（加藤,1996)．

720EzJ川畑、αcα(/i2j（ＡＡｄａｍｓ）

分布：駿河湾～台湾．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

721EdLsrorm（Pease）

分布：奄美諸島～沖縄．

メモ：八丈島（加藤,1996)．

722Ｅｐｅａｓｅｉ（Tryon）

メモ計母島桐浜,（Fukuda,1993)．

723Ｂａ/cjsmα"〃（Ａ・Ａｄａｍs）

分布：房総半島～台湾．

採集：八丈島,小笠原,共に少産．

724Ｂ・acjczJﾉα（Gould）

分布：奄美諸島～パラオ．

メモ：小笠原（倉田,1969)．

725Ｂ､ｃ"〃"gｊ（ＡＡｄａｍｓ）

分布：紀伊半島～台湾．

採集：小笠原．

メモ：八丈島（加藤,1996)．

726Ｂ・肋、"αｍａｋｏＨａｂｅ

分布：紀伊半島～沖縄．

ﾊナゴウナ

ｼﾛﾊﾘｺﾞｳﾅ

ｳｹｸﾞﾁﾊﾅｺﾞｳﾅ

ｸテンハナゴウナ

ﾎタルクリムシ

ｾトモノガイ

ﾎｿｾﾄﾓ/ガイ

ヤドリニナ科FamilySTILIFERIDAE

ｵオクリムシガイ 736Ｍ/族rOp/zjdjas/erjcoﾉａＨａｂｅ アマクサヤドリニナ

分布：紀伊半島～九州．

採集：小笠原父島要岩６ｍ，チャイロホウキボシの

腕内に寄生,1986年波部忠重査定．

737Ｓ〃伽ｏＨｍｉｉＨａｂｅ ウチハヤドリニナ

分布：紀伊半島～九州．

メモ：父島二見湾のヒトデに寄生（Fukuda,1993)．

738Robﾉﾉﾉａｒｄｊａｃｅｒ"ｊｃａ（ＥＡ・Smith）ウチヤルナ

メモ：小笠原諸島潮間帯に生息するナガウニに寄生

（肥後，1993)．二見湾パイプウニに寄生（倉田，

1969)．

ｸロナマコヤドリニナ

メモ：父島宮の浜,ニセクロナマコに寄生（Fukuda，

1995)．

727B6ovjcor"Ⅲ（Pilsbry）ﾋﾒｾﾄﾓﾉｶﾞｲ

分布：紀伊半島～沖縄．

メモ：父島宮の浜,山卜採集（Fukuda,1995)．

728Ｂ,ｏｇａｓａｗａｍ"ａ（Pilsbly）ｵｶﾞｻﾜﾗｸﾘﾑｼ

分布：沖縄．

メモ：小笠原（草苅,１９８５；倉田,1969)．

729Ｂ､ｙａｍａｚｊｊＨａｂｅ ﾃｿｲﾛﾅﾏｺヤドリニナ

分布：紀伊半島～九州．

メモ：父島テツイロナマコに寄生（Fukuda,1993)．

730町"eoﾉﾉ"αα"ｍＺａ（S,Hirase）ｷﾝｲﾛｾﾄﾓﾉｶﾞｲ

分布：房総半島～九州．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

731Ｅc力j"ezJ/〃αe伽r"Cａ（Deshayes）ﾊﾟｲﾌﾟｳﾆﾔﾄﾞﾘﾆﾅ

分布：奄美大島～台湾．

新腹足目

アクキガイ超科

アクキガイ科

OrderNEOOASTROPODA

SupcrflmilyMURICOIDEA

FamilyMURICIDAE

739Ｍ"花兀（MzJreX）ｒｍｓｃ/jeﾉiLischke

分布：房総半島～フィリピン．

メモ：大島|刈田36ｍ（五十嵐,1952)．

740Ｍ（Ｍ）rmpaRoding

分布：奄美諸島～南西太平洋．

メモ：八丈島横間,揚砂（葛西,１９８２)．

ｱｸｷｶﾞｲ

ｺアクキガイ

－５６－



採集：八丈島,殻高2ｃｍ以下のみ．

メモ：ガンゼキボラとは肋間の結節２列であること

で区別．

750Ｃ（Ｃ）Ｐα/ｍａｍｓａｅ（Lamarck）ｾﾝｼﾞｭｶﾞｲ

分布：伊豆諸島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島藍ケ江のエビ網にて生貝採集．

メモ：三宅島,漁網,生貝（手塚,1996)．

751Ｃ（Ｃ）ｃａｒ"ＣＯ伽（Roding）ｾﾝｼﾞｭﾓﾄﾞｷ

分布：房総半島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島藍ケ江のエビ網にて生貝採集．

メモ：三宅島,漁網,生貝（手塚,1996)．

752Ｃ（Ｃ）ｓα"ﾉﾉﾉ（Sowerby）ﾊﾞﾗｲﾛｾﾝｼﾞｭｶﾞｲ

分布：紀伊半島～西太平洋．

採集：八文島藍ケ江のエビ網にてヤドカリ人１個体

採集．

753Ｃ（P/1yﾉﾉO"０，s）szJper伽（Sowerby）ｵｶﾞｻﾜﾗｶﾞﾝｾﾞｷ

分布：紀伊半島～フィリピン．

採集：大島千波80ｍ,生貝１．小笠原サンゴ漁場．

メモ：八丈島横間,揚砂（葛西,１９８２)．

754Ｃ（PL）ｅ"jscrossjFair カザリガンゼキ

分布：紀伊半島～フィリピン．

採集：小笠原サンゴ漁場．

メモ：八丈島横間,揚砂（葛西,１９８２)．

755Pte〃"oｍｓａｍｍｓ（Roding）ﾊﾞｼｮｳｶﾞｲ

分布：紀伊半島～西太平洋．

メモ：三宅烏（加藤,1997)．

756ＭＪ比ｈｊａｅ/o"gａｍｓ（Lightfbot）カラスキ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

メモ：八丈島横間,揚砂（葛西,1982)．

757Mbjpj""α、（Reeve）ﾋﾒｶﾗｽｷ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：三宅島8ｍ,死殻（手塚,1996)．

758Ｍｐｅノルcｉｄａ（Reeve）ヒレﾋﾟﾛﾊﾞｼﾖｳ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：八丈島横間,揚砂（葛西,1982)．

759MZ7iptem（Born）ﾁﾁﾞﾐﾊﾞｼﾖｳ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島大平潟,1965年打上採集1．

メモ：北硫黄島（松本,1970)．

760Ｍｍαγが"eａｒａ（Roding）ｺｳｼﾖｳﾗｸ

分布：南西諸島～熱帯インド・太平洋．

採集：小笠原兄島瀬戸水深20ｍ,生貝１個体採集．

761Ｍ６α'℃/〃α"ａ（ＨＡｄａｍｓ）ﾍﾞﾆｶﾞﾝｾﾞｷ

分布：紀伊半島～九州．

採集：八丈島横問,揚砂．

７４１HZz"steﾉﾉｚＪｍｇａﾉﾉﾉ"αgoSowerby オガサヮラソブリ

分布：紀伊半島～フィリピン．

採集：小笠原水深約80ｍ，アサヒガニ漁．この漁は

数年で漁獲が減少し漁場を変える．

742ＺＭα"ste""、（Linnaeus）ｻｿﾏｿﾌﾞﾘ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

メモ：三宅島,漁網,埖貝（手塚,1996)．

743Ｈｋｉｊｅ"sjs（Kira）ｷｲｿﾌﾟﾘ

分布：紀伊半島～南インド・太平洋．

メモ：小笠原サンゴ漁業（草苅,1985)．

744dljcolP"ｓ（Chjco花HsMJmos"ｓ（Linnaeus）ﾃﾝｸﾞｶﾞｲ

分布：種子島～熱帯インド・太平洋．

採集：小笠原水深15-20ｍ．特に6,7月頃，根石と砂

地の境に列状に群生,斥卵行動と思われる．全体

に白色が強く，殻重１ｋｇ程度．小薙原の〃言アサ

ヒガイは,早朝の磯で殻口を上に向けて転がって

いる為との事だが磯での生貝は採集していない．

但し,類似生態はホソスジテツボラで見られるの

で,生息量の多い時にこのような生態があったの

かもしれない．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

74Sｃ（ＣＭｓｊα""sKuroda ｵﾆｻｻﾞｴ

分布：房総半島～中国．

採集：新島前浜アカミ場（水深２－３ｍの砂地に転

石帯が陸に平行に連なり海藻により水面から赤く

見える場所)．

メモ：入島（五十嵐,1953)．三宅島（倉田，1962)．

三宅島,漁網,生貝（手塚，1996)．神津島（石橋，

1982)．八丈島（秋元，1961)．なお，遠山

（1937）が小笠原から報告した本種は，Fukuda

（1994）によればシロガンゼキ．

746Ｃ（Ｃ）mMerj（Crosse）マイﾋﾒｾﾝｿﾕ

分布：紀伊半島～西太平洋．

メモ：瓢箪瀬90ｍ（Okutani,1972)．

747Ｃ（Ｃ）６１W""e"ｓ（Link）ｶﾞﾝｾﾞｷﾎﾟﾗ

分布：房総半島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原の潮間帯に生息．殻表は石灰

質に覆われる事が多い．

メモ：大島（五十嵐，1952)．三宅島５ｍ,生貝（手

塚,199D

748C（Ｃ）ｅ"jssodzJs（Euthyme）ｼﾛｶﾞﾝｾﾞｷ

分布：紀伊半島～西太平洋．

採集：小笠原サンゴ漁場．

７４９Ｃ（Ｃ）ｍｃｍｐﾉﾘﾉﾉﾉ"ｓ（Lamarck）ｵｵｶﾞﾝｾﾞｷ

分布：四国～熱帯インド・太平洋．

－５７－



分布：奄美諸島～フィリピン．

メモ：小笠原サンゴ漁にて生貝２個体（Fukuda，

1995)．

775五（Ｍ）dorZAyaeEmerson＆Attilioﾄﾞﾛｼｰﾖｳﾗｸ

分布：インド洋．

メモ：小笠原父島,死殻２個体（Fukuda,1995)．

776Boreormpho〃xesmz〃jppo"jc"sYokoyama

ヤマトツノオリイレ

分布：北海道南部～相模湾．

メモ：三宅島1230-1350ｍ（Okutani,1964)．

777Ⅳjppo"ormPho〃golgo〃（Ｄall）ｵﾆﾂﾉｵﾘｲﾚ

分布：銚子沖～九州南岸．

メモ：八丈島455-480ｍ,死殻２（Okutani,1964)．

778Dphjs（Ｄｐｈｉ"eﾉﾉ"s）、o"(/Ｍｊｊ（ＡＡｄａｍｓ）

パイプヨウラク

分布：相模湾～九州．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

779Sjpho"ＯＣＭ"s〃jre"ｓＨｉｎｄｓﾖﾂｶﾄﾞｴﾝﾄｿﾖｳﾗｸ

分布：駿河湾～台湾．

採集：八丈島横間,揚砂．

780αrarostomα/b"r"ｉｅ７ｊ（Crosse）ｲｿﾊﾞｼﾖｳ

分布：房総半島～九州南部．

採集：大島．

メモ：三宅島（加藤,1997)．

781〃mpzJZpzmz（ハempz`Zp"、)ｐ/olmor（Adams＆

Reeve）タカﾉﾊﾖｳﾗｸ

分布：房総半島～九州．

メモ：式根島テングサ干場（白井,1955)．

782ＰＬ（PL）yeSpe7Zjﾉﾉ０（Kira）ｺｳﾓﾘﾖｳﾗｸ

分布：四国～九州西岸．

メモ：伊豆諸島沖（肥後,1993)．

783Ｃ〕ﾉＺｈα'Ｄｍｏﾉ抑ﾉ、'叩/ｍｍＫｕｒｏｄａ カスリポラ

分布：銚子沖～九州．

メモ：高瀬130ｍ（Okutani，1972)．黒瀬150-170ｍ

（Okutani,1975)．小笠原サンゴ漁場（山下,1994)．

784Ｂｅｄｅｙａｂｊｒｉ/〃（Lischke）ｶｺﾞﾒｶﾞｲ

分布：房総半島～台湾．

メモ：三宅島（加藤,1997入八丈島（葛西，1968)．

小笠原父島（加藤,1997)．

785Ｅ'9αﾉaraxcolzr'､α"ｓ（Reeve）ﾋﾒﾖｳﾗｸ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．

７８６Ｅｃ､ｃαﾉ伽馴ezJs（Dunker）ﾌﾄﾋﾒﾖｳﾗｸ

ﾒﾓ：三宅島（加藤,1997)．ヒメヨウラクの変異型

（肥後,1993)．

メモ：銭洲80ｍ（Okutani,1972)．

762Ｍ〃'p"花zJs（Azuma）ﾙﾘｶﾞﾝｾﾞｷ

分布：紀伊半島～種子島．

採集：八丈島横間,揚砂．

763Ｍ/oebbeckej（Kobelt）ﾋﾗｾﾁﾁﾞ(ﾊﾞｼｮｳ

分布：紀伊半島～フィリピン．

メモ：兄島滝の浦50-70ｍ,死殻１（Fukuda,1995)．

764Ｈ伽α/ＤＣα"伽α"α/o〃Ｃａ（Perry）ｲﾁｮｳｶﾞｲ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島．1960年代テングサ漁業で採集．近

年は少産．

メモ：兄島滝の浦,打上（大里,１９９６；岡山,1998)．

765．SPCノルα"ceps（Lamarck）ﾓﾛﾊﾎﾟﾗ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

採集：父島宮の浜,死殼．

766Ａ./αｍｅﾉﾉｏｓａ（Dunker）ｱﾗﾎﾟﾘﾓﾛﾊボラ

分布：奄美諸島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島横間,揚砂．

767Mnrjc叩sis(MzJricOpsis）〃od"ﾉ(/と/ＷＳ（Sowerby）

リュウキュウヨウラク

分布：四国～南太平洋．

メモ：伊豆諸島以南（肥後,1993)．

768Ｍ（Ｍ"rexszJ/）〃e'Tｅｒｍｍ（Sowerby）ﾋﾅﾉｶﾑﾘ

分布：房総半島～フィリピン．

メモ：三宅島テングサ（手塚,1996)．

769Ｈｚvα"ｉα伽bjczｲﾉα（Sowerby）ﾋｼﾖｳﾗｸ

分布：伊豆半島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島,1964年垂戸にて鮮度の良い死殼１個

体,殻長2.48ｃｍ・

メモ：三宅島（加藤，１９９７；手塚，1996)．小笠原

（大里,1996)．

770RPC/epj/iAttilio＆Bertschアカネヨウラク

分布：紀伊半島～フィリピン．

メモ：三宅島テングサ千場（手塚,1996)．

771ＲＡｚＪｍｄａｊＮａｋａｍｉｇａｗａ＆Ｈａｂｅ クロダヨウラク

分布：伊豆半島～四国．

メモ：三宅島（加藤,1997)．

772RmorisaAcjKuroda＆Ｈａｂｅ モリサキヨウラク

分布：房総半島～沖縄．

メモ：大島（五十嵐,1952)．三宅島（倉田,1962)．

７７３，ｍ""dａ（Reeve）ｺﾞｶｸﾖｳﾗｸ

メモ：父島ブタ海岸,死殻５（Fukuda,1995)．モリ

サキヨウラクの異名（肥後,1993)．

774Ⅲ（MJrmeﾉﾉα）/eo"αeAttilio＆Myers

カタソデトゲヨウラク

－５８－



787PAyﾉﾉocomaco"PC/zJm（Broderip）ｲﾄｶｹﾎﾟﾗ

分布：奄美諸島～西太平洋．

採集：八丈島大潟浦，1983年,鮮度の良い死殻１個

体採集,鮮度の悪いものは普通．小笠原,死殻．

メモ：三宅島,砂場場（手塚,1996)．

７８８０℃'zja（C'Ｄ"ｉα）、α'9α伽cohz（Broderip）

ｳﾈﾚｲｼﾀﾞﾏシ

分布：房総半島～熱帯インド・太平洋．

採集：伊豆諸島.小笠原は５ｃｍ前後と大型．

789Ｃ（Ｃ）ｍｒ６ｊ"ojdes（Blainville）ヒロﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

分布：沖縄～台湾．

採集：小笠原,北硫黄島．

790Ｃ（MMcodﾉWPα)/I3ceﾉﾉα（Gmelin）ﾖｳﾗｸﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

分布：南西諸島～熱帯インド・太平洋．

メモ：小笠原,生貝（Fukuda,1994)．

791Ｃ（Ｍ）αSpelu（Lamarck）ｺｹﾞﾚｲｼﾀﾞﾏシ

分布：四国～熱帯インド・太平洋．

メモ：大島（五＋嵐,1952）のクチムラサキレイシ

ダマシの学名は本種．小笠原宮の浜（Fukuda，

1994)．

792Ｃ（Ｍ）ｐor/zzJα"ﾉﾉ（Eydoux＆Souleyet）

コウルイシダマシ

分布：房総半島～西太平洋．

メモ：三宅島,生貝（手塚,1996)．小笠原（Fukuda，

1994)．

793C(ＭＭＪｓｃａ（Kiister)ﾚｲｼﾀﾞﾏｼﾓﾄﾞｷ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：小笠原．

794Ｃ（Ｍ）ｃａｒｊｏｓａ（Wood）ｺﾏﾄﾞﾎﾟﾗ

分布：奄美諸島～熱帯インド・太平洋．

採集：小笠原,北硫黄島,共に少産．

メモ：三宅島,生貝（手塚,1996)．

79Sｃ（【〃わ)/iJsco"jgm（Pease）シイハレイシ

分布：四国～中・西太平洋．

採集：小笠原多産．

メモ：マリアナ諸島に普通（Kurozumi,1994)．

796ＰｍＭａＭｅｄｉｃｒａ（Melvill＆Standen）ｺﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

分布：四国～熱帯西太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,北硫黄島．

797PLpazJc〃αczJmraSowerby ｻﾁﾋﾅﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

採集：小笠原,少産．

メモ：コレイシダマシの異名（肥後,1993)．

798ＲＯＣ/z/℃sZoma（Blainville）キナﾌﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

分布：奄美諸島～熱帯太平洋．

採集：八丈島．

メモ：マリアナ諸島に普通（Kurozumi,1994)．

799Ｐ/zlﾌﾉｇｊＤｍ"'exsc”r伽（Reeve）ﾌﾘｼﾞｱｶﾞｲ

分布：四国～熱帯西太平洋．

採集：八丈島,小笠原,共に死殻．

800MzczJ/O"肋〃se"jαﾉパ（Deshayes）ｺﾞﾏﾌﾇｶﾎﾟﾗ

分布：紀伊半島～オーストラリア．

採集：伊豆諸島,小笠原．

メモ：マリアナ諸島に普通（Kurozumi,1994)．

801Ｍs・ｄｊｇｊｒａﾉｉｓ（Reeve）コメポラ

分布：紀伊半島～西太平洋．

採集：八丈島,小笠原,共に死殻．

８０２，'WPCﾉﾉαＣＯ"ｃａｒｅ"α、（Lamarck）ｸﾁﾍﾞﾆﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

採集：父島二見湾シカヅノサンゴ間のものは，殻

の浸食が激しく痩せ細ったものが多い．南鳥島．

８０３，.伽gzJm（Blainville）ﾋﾒｼﾛﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

分布：伊豆半島～熱帯インド・太平洋．

採集：三宅島．八丈島のサンゴ礁の裏側三宅島で

1976,1980年に大発生しサンゴを食害，ミドリイ

シ類を主体に死滅（Moyer,1982)．サンゴを摂食

するのは，ヒメシロレイシダマシ，シロレイシダ

マシ，ニセシロレイシダマシ，クチベニレイシダ

マシ，クチムラサキサンゴヤドリ（土屋,1985)．

804ｎｃｏｒ""３（Roding）ｼﾛﾚｲｼﾀﾞﾏシ

分布：房総半島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原,南硫黄島,南鳥島．父島二見

湾漁港テトラポットの中にも生息.三宅島ではサ

ンゴ礁表側に生`息し，サンゴ礁に被害を与えない

（Moyer,1982)．

メモ：マリアナ諸島で普通（Kurozumi,1994)．

805nebzJr"eａ（Kiister）ﾆｾｼﾛﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

分布：房総半島～熱帯太平洋．

採集：父島二見湾シカヅノサンゴ間，最大殼高

3.49ｃｍ，疎の発達も良い．

806ｍｅ"ｇｚＭａｇｍ"2Jﾉａｔａ（Duclos）ﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

分布：九州西岸～熱帯インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,北硫黄島～南硫黄島，南鳥

島．

メモ：マリアナ諸島で普通（Kurozumi,1994)．

807ＭO'Wﾉα（ＭＯ/"、）'，、s伽（Kiener）シマﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

分布：房総半島～熱帯インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．

808Ｍ（Ｍ）α"αxα花ｓ（Kiener）ｳﾈｼﾛﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

分布：四国～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原．
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分布：九州西岸～南西諸島．

採集：八丈島産美麗．小笠原．

メモ：三宅島（手塚,19961

820Ｍ（８）ｄｎｍｏｓａ（Conrad）ﾊﾞﾗｲﾛﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

分布：奄美諸島～熱帯太平洋．

メモ：父島宮の浜,死殼１（Fukuda,1995)．

821Ｍ（８）ｅｃ伽α/ａ（Reeve）ｹﾞﾝﾛｸﾚｲｼダマシ

メモ：父島,新称（山下,1994)．

822Ｍ（Ｓ）ｓｐ、 ｵｶﾞｻﾜﾗﾄｹﾞレイシ

メモ：父島二業地,新称（山下,1994)．

823ＩＶａｓｓａ伽"ＣＯﾉﾉ"ａ（Bruguiere）ﾊﾅﾜﾚｲｼ

分布：奄美諸島～熱帯インド・太平洋．

採集：伊豆諸島.小笠原．南鳥島産は大型．

824リ'bxﾉﾉﾉavex川、（Gmelin）ハタガイ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島産,最大殻高2.0ｃｍ・小笠原産,同1.6ｃｍ，

父島要岩３ｍ,生貝．

メモ：三宅島（手塚,1996)．

８２５，叩ａ（DWpα）、o'ｗｍｍｏ）wmRodingﾑﾗｻｷｲｶﾞﾚｲｼ

分布：奄美諸島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原．小笠原産は特に美麗．北硫

黄島～南硫黄島,南鳥島．

メモ：三宅島（手塚，1996)．マリアナ諸島で普通

（Kurozumi,1994)．

８２６，.（､.）ｒｉｃ伽sric伽ｓ（Linnaeus）ｷﾏﾀﾞﾗｲｶﾞﾚｲｼ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原,北硫黄島～南硫黄島,南鳥島．

メモ：三宅島（手塚，1996)．マリアナ諸島で杵通

（Kurozumi,1994)．

８２７，.（､.）ＭｚｕｄａｒｉＥｍｅｒｓｏｎ＆Cemohorsky

シロイガレイシ

分布：房総半島～九州．

採集：伊豆諸島,鳥島,小笠原,南鳥島．

メモ：マリアナ諸島で普通（Kurozumi,1994)．

８２８，.（Ｒｉｃｍｅﾉﾙ）'wbzMﾉαe"sRoding アカイガレイシ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原,北硫黄島～南硫黄島,南烏島．

メモ：三宅島（手塚,1996)．

８２９，.（R､）ｃﾉａＺｈｍＺａ（Lamarck）ﾋﾛｸﾁｲｶﾞﾚｲｼ

分布：奄美諸島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原,南硫黄島．

メモ：三宅島（手塚,1996)．

８３０，.（Ｄｍｐ伽）grosMariaRoding キイロイガレイシ

分布：四国～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈烏,小笠原．

メモ：三宅島（手塚,1996)．

809Ｍ（Ｍ）〃odicostam（Pease）ｼﾛｲﾎﾟﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

分布：lJL1l｡El～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島,最大殻高1.27ｃｍ小笠原同093ｃｍ、

メモ：三宅島（手塚,1996)．

810Ｍ（Ｍ〃αc城caNakayama ｱﾗﾚﾚｲｼﾀﾞﾏﾝ

分布：紀伊半島．

メモ：銭洲104-106ｍ（土田,1993)．

811Ｍ（Ｍ）ｓｒｒｉａｔａ（Pease）ｸﾁﾑﾗｻｷﾚｲｼｸﾞﾏｼ

分布：九州西岸～熱帯インド・太平洋．

採集：小笠原,北硫黄島,硫黄島．

メモ：三宅島（手塚，1996)．マリアナ諸島（Kuro-

zumi，1994)．

812Ｍ（Ｍ）ｓｐ．ﾆｯﾎﾟﾝﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

分布：紀伊半島～四国．

採集：父島宮の浜．

メモ：三宅島（手塚,1996)．マリアナ諸島（Kuro-

zumi，1994)．

８１３Ｍ（ＭＭｖａ（Roding）ｸﾛｲﾎﾟﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

分布：奄美諸島～熱帯インド・太平洋．

採集：小笠原．硫黄島は大型.南`鳥島．

メモ：八丈島（葛西，1968)．マリアナ諸島で普通

（Kurozumi,1994)．

８１４Ｍ（Ｍ）jostoma（Reeve）ｲﾄﾏｷﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

分布：奄美諸島～フィリピン．

採集：八丈島，死殻．父島西海岸，死殻１，殻高

1.33ｃｍ・

メモ：三宅島（手塚,1996)．

８１５Ｍ（Ｍ)ん"jc山ね（Reeve）ｸﾛﾌﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

分布：奄美諸島～フィリピン．

採集：小笠原．

メモ：三宅島（手塚,1996)．

８１６Ｍ（SP〃｡〃α）Spi"osa（Ｈ＆Ａ・Ａｄａｍs）

ﾄｹﾞﾚｲｼﾀﾞﾏシ

分布：九州西岸～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島．

メモ：マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

817Ｍ(＆MJpo"ｊｃａ(Sowerby)ﾔﾏﾄﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

分布：九州西岸～熱帯インド・太平洋．

メモ：三宅島（手塚,1996)．

８１８Ｍ（Ｓ）ｂｉｃｏ"ｊｃａ（Blainville）ｺﾑﾗｻｷﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

分布：九州西岸～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島．

メモ：三宅島（手塚,1996)．

８１９Ｍ（Ｓ）boreaﾉｉｓ（Pilsbry）ﾊﾁｼﾞｮｳﾚｲｼﾀﾞﾏｼ
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メモ：三宅烏（手塚，1996)．マリアナ諸島で杵通

（Kurozumi,1994)．

831ＭJ"ｃｊ"eﾉﾉα'，、"ｃｊ"eﾉﾉα（Linnaeus）キナﾚｲｼ

分布：九州西岸～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原．

メモ：三宅島（手塚,1996)．

832Ｍｃｃ/ｉｉ""/α、（Lamarck）ｼﾛｸﾁｷﾅﾚイン

分布：四国～台湾．

採集：八丈島,小笠原．

メモ：三宅島（手塚,1996)．

833Ｍｍｍ（Kuroda）ﾋﾛｸﾁﾚｲｼ

分布：紀伊半島～南西諸島．

採集：八文島オヨギド,生貝１．

メモ：三宅島（手塚,1996)．

834ＭｓｊｌＤ（Kuroda）ｼﾛﾚｲｼ

分布：房総半島～四国．

採集：大島．

メモ：三宅島（手塚,1996)．

835Ｍｅｃｈｉ"α、（Blainville）ウニﾚｲｼ

分布：房総半島～熱帯太平洋．

メモ：三宅島（手塚,1996)記

836ＭｍｂｅｍｓＱ（Roding）ｿﾉﾚｲｼ

分布：紀伊半島～熱帯中・両部太平洋．

採集：小笠原．

メモ：三宅島（手塚，1996)．マリアナ諸島（Kuro‐

ｚｕｍｉ，1994)．

837Ｍｈ卯ocasm"皿、（Linnaeus）ソノテルイシ

分布：九州南部～熱帯インド・太平洋．

採集：小笠原．

メモ：マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

838Ｍ伽elwTedja（Kiener）ｺｲﾎﾟﾃﾙｲｼ

分布：九州西南～熱帯西太平洋．

採集：小笠原．

メモ：三宅島（手塚，1996)．マリアナ諸島で普通

（Kurozumi,1994)．

８３９７/mis(Ｓｒｒａｍｏ"伽）αrmjgera（Link）ｼﾗｸﾓｶﾞｲ

分布：種子島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈烏,小笠原，北硫黄島～南硫黄島の潮間

帯に普通．特に北硫黄島北側に群生．なお，やや

細形で突起の尖るもの３個体採集，雌雄差などで

はなく別種と推定．卜ゲシラクモガイと仮称（西

村)．ｚ個体は査定依頼に'１．

メモ：マリアナ諸島で普通（Kurozumi,1994)．

840正（Ｓ）ｓａＷｇ"yｊ（Deshayes）ﾃｿﾚｲｼ

分布：四国～熱帯インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,鳥島,小笠原,北硫黄島～南硫黄島．

メモ：三宅島（手塚,1996)．

8４１７１（TMseﾉﾙ）ｓ９"αｍｏｓａ（Pease）ｺｲﾜﾆｼ

分布：土佐～熱帯太平洋．

採集：八丈島,鳥島,共に死殻．

メモ：小笠原（Fukuda,1994)．

842正（ｎＭｚＭｃｊ"ａ（Blainville）ｳﾆﾚｲｼｶﾞｲﾀﾞﾏｼ

分布：奄美諸島～熱帯太平洋．

採集：八丈島20ｍ,生貝．小笠原潮間帯,生貝少産．

殻高２ｃｍを超えると殻口外縁部伸長し突起状と

なるが向きは不定,図鑑類にこの形状の写真はな

い．ウニレイシガイダマシと同一種かどうか再検

討必要．川下（1994）はクリフチヂミレイシガイ

ダマシと新称．

メモ：三宅島（手塚，1996)．マリアナ諸島（Kuro-

zumi，1994)．

8４３７１（ＲｅＭｊα）６ｍ""ノ（Dunker）ﾚｲｼｶﾞｲ

分布：北海道南部～中国．

採集：伊豆諸島．八丈島には少ない．

844ｍ（Ｒ）ｃﾉaWgem（Kiister）イポニシ

分布：北海道南部～中国．

採集：伊豆諸島．インポセックスの全国調査が行わ

れた貝,本海域は未実施．

845正（Ｒ）〃eostoma（Holten）ｸﾘﾌﾚｲｼ

分布：北海道南部～東南アジア．

採集：八丈島死殻．神津島観音浦30ｍ,生貝．

メモ：三宅島,生貝（手塚,1996)．

846ｍ（R､）psezJdodjadema（Yokoyama）ｵﾊｸﾞﾛﾚｲｼ

分布：房総半島～九州．

採集：八丈島,小笠原．

メモ：三宅島,生貝（手塚,1996)．

847Ｐｉ"αｘｊａｃｏｍ"αｍｃｏ/９０"α/αＡ､Ａｄａｍｓカスリ《カンレイシ

分布：奄美諸島～熱帯太平洋．

採集：八丈島テングサ千場．

メモ：三宅島（手塚,1996)．

848尺ｃ・ｃｊ"/"ａ（Kuroda）ﾐｶﾙｲｼ

分布：房総半島～南西諸島．

採集：伊豆諸島テングサ千場．

849Ｐ"'p"ｍｐｅＭａ（Linnaeus）ﾎｿｽｼﾞﾃﾂボラ

分布：四['1～熱帯インド・太平洋．

採集：八文鳥に少く，小笠原潮間帯に多産．北硫黄

島1986年７月，干上がる岩上に点在，かなりの高

温と思われる．岩陰で産卵を観察（西村，1987)．

南硫黄島産は貝殻の浸食個体多（西村,1988)．特

に烏島,南硫黄島は大型．
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分布：紀伊半島～九州．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

860Ｃｉｎﾉﾙ、（Dunker）ｵﾄﾋﾒｻﾝｺﾞﾔﾄﾞﾘ

分布：四国～九州．

採集：小笠原サンゴ漁場．

メモ：黒瀬（草苅,1987),黒瀬130-190ｍ（Okutani，

1972)．

861Cs9zJamoms伽ａ（ＥＡ・Smith）ｶｺﾞﾒｻﾝｺﾞﾔﾄﾞﾘ

分布：房総半島～台湾．

採集：八丈島.小笠原,死殻最大殻高2.15ｃｍ・

メモ：三宅島（手塚,1996)．マリアナ諸島（Kuro‐

ｚｕｍｉ，1994)．

862ｃｃ/α//zｍＺａ（ＡＡｄａｍｓ）ｽｷﾞﾓﾄｻﾝｺﾞﾔﾄﾞﾘ

分布：紀伊半島～台湾．

メモ：小笠原（大里,1996),母島（松本,1970)．

863ＣＳＯﾉzJ/jstomaKuroda＆Shikamaハベサンゴヤドリ

分布：紀伊半島～フィリピン．

採集：小笠原サンゴ漁場,最大殻高2.Ｏ６ｃｍ

８６４ＣｃａｍﾉeaeAttilio＆Myers ネコジタサンゴヤドリ

分布：紀伊半島～フィリピン．

メモ：小笠原（大里,1996)．

865Cmseocepﾉzα/αKosuge タンチョウサンゴヤドリ

分布：須美寿島．

メモ：小笠原（大里,1996)．

866Ｃ〃/CheﾉﾉﾋZ（ＡＡｄａｍｓ）ﾁﾋﾟｻﾝｺﾞﾔﾄﾞﾘ

分布：紀伊半島～フィリピン．

採集：八丈島船戸鼻,打上．

メモ：小笠原（大里,1996)．

867Ｃｍｊｒｍｑ/brmaKosugeﾌﾃﾞｶﾞﾀｻﾝｺﾞﾔﾄﾞﾘ

分布：男女群島～フィリピン．

メモ：小笠原（大里,1996)．

868CZokjojKosuge ナガニシサンゴヤドリ

分布：土佐湾．

メモ：新黒瀬250ｍ・小笠原サンゴ漁場250ｍ（草苅，

1987)．

869Ca61zormな（Smith）ﾌﾄｳﾈｻﾝｺﾞヤドリ

メモ：父島，ドレッジ,大里採集（Fukuda,1995)．

870Ｃａ〃ｍＭｚＪｍＳｍｉｔｈウスベニサンゴヤドリ

分布：紀伊半島～インド洋．

メモ：父島，ドレッジ,大里採集（Fukuda,1995)．

８７１０/mvaKosuge クコサンゴヤドリ

メモ：父島，ドレッジ，大里採集；小笠原サンゴ漁

場,山下採集（Fukuda,1995）

872QzJq〕wﾉα、o"odo"mBlainvilleﾊﾅﾔｻｲｻﾝｺﾞﾔﾄﾞﾘ

分布：伊豆半島～熱帯インド・太平洋．

メモ：マリアナ諸島で普通（Kurozumi,1994)．

850ＰＬｐα"α、ａ（Roding）テツポラ

分布：四国～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島に多く，小笠原は少ない．

メモ：大島筆島海岸（五十嵐，1952)．三宅島，生貝

（手塚,1996)．なお南硫黄島（波部,1985）とある

も採集出来ず．

８５１Ｒ叩α"αPC"o、（Valenciennes）アカニシ

分布：北海道西南部～中国．

メモ：大島波浮港（五十嵐,1952)．

サンゴヤドリ科FamilyCORALLIOPHILIDAE

852Coralliophilaneritoidea（Lamarck）ｸﾁﾑﾗｻｷｻﾝｺﾞﾔﾄﾞﾘ

分布：伊豆半島～熱帯インド・太平洋．

採集：伊豆諸島．小笠原，生貝最大殻高3.54ｃｍ・硫

黄島．

853ｃｍd"、（ＡＡｄａｍｓ）ﾄﾖｿｶﾞｲ

分布：伊豆半島～南西諸島．

採集：八丈島,生貝最大殻高3.80ｃｍ

メモ：三宅島（手塚,1996)．フィリピン，最大殻高

5.64ｃｍ、

854Ｃｂ"仏(/b'伽（Conrad）ﾋﾗｾﾄﾖﾂ

分布：伊豆半島～熱帯西太平洋．

採集：八丈島.小笠原,生貝最大殻高3.61ｃｍ・

メモ：三宅島（手塚，1996)，小笠原兄島（松本，

1970)．

855Ｃｓｃｍｍ"/osa（Reeve）ｼﾜﾄﾖｿ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

採集：八丈島,生貝最大殻高1.56ｃｍ・

メモ：小笠原（倉田,1969),兄島（松本,1970)．

856Ｃｃｏｓｍｍｒな（Lamarck）スジｻﾝｺﾞﾔﾄﾞﾘ

分布：伊豆半島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島,死殼最大殻高3.23ｃｍ

メモ：三宅島（手塚，1996)，小笠原兄島（Fukuda，

1995)．

857CCC、"α、Ｈ・Ａｄａｍｓ ベニサンゴヤドリ

分布：沖縄．

採集：八丈島石積鼻,打上,最大殻高0.90ｃｍ，

メモ：小笠原（大里,1996)．

858Ｃｅｍｓａ（Roding）カブﾄｻﾝｺﾞﾔﾄﾞﾘ

分布：伊豆半島～熱帯インド・太平洋．

採集：三宅烏．八丈島．小笠原，生貝最大殻高

3.46ｃｍ、

859Ｃ/(ﾘｸﾞ)２〕ＭＳｍｉｔｈﾋﾗﾄﾞｻﾝｺﾞﾔﾄﾞﾘ
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採集：伊豆諸島.小笠原,生貝最大殻高2.92ｃｍ・

メモ：ヒトハサンゴヤドリは異名（肥後,1993)．

873Ｃｂｍﾉﾉ幼ﾉｭﾉi、けｊａｔａ（Ａ・Ａｄａｍs）ｺｳﾓﾘｻﾝｺﾞﾔﾄﾞﾘ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島船戸鼻,打上１，殻高1.22ｃｍ・

メモ：父島，ドレッジ,大里採集（Fukuda,1995)．

874Ｒ/jjzocﾉﾉﾉﾙsα'、pα伽mSteenstrupｸﾁﾅｼｻﾝｺﾞﾔﾄﾞﾘ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：嫁島,山下採集（Fukuda,1995)．

875LatjaxjspiM'yiHiraseﾊｸﾞﾙﾏＩｽﾞｽｲ

分布：紀伊半島～南支那海．

メモ：鳥島サンゴ漁場150ｍ（草苅,1987)．

876MjpzJsc肋ｒｉｍｍｅﾉﾉbs"ｓ（Sowerby）ﾁﾁﾞﾜｻﾝｺﾞﾔﾄﾞﾘ

分布：紀伊半島～南支那海．

採集：八丈島,死殻,殻高2.72ｃｍ、

メモ：小笠原（大里,1996)．

877MezJge"ｉａｅ（Bernardi）ヒレﾅｼ(ｽﾞｽｲ

分布：紀伊半島～フィリピン．

メモ：八丈島（葛西，1968)．新黒瀬280ｍ（Niino，

１９５２)．

878BaMOmzJrexdebzJ'gｈｉａｅ（Reeve）ｷｷｮｳﾆｼ

分布：房総半島～フィリピン．

メモ：黒瀬160-190ｍ（Okutani,1972)．

879Ｂｓｒｅ"OSP川ｓ（Kuroda）ｸﾁﾑﾗｻｷ《ｽﾞｽｲ

分布：房総半島～九州西岸．

メモ：八丈島底土,揚砂（葛西,１９８２)．

88OBU伽s"ｓ（Hirase）ﾋﾒｶｾﾝ

分布：房総半島～フィリピン．

採集：小笠原サンゴ漁場．

メモ：銭洲145ｍ,高瀬70-80ｍ（Okutani,1972)．

881Ｂ・pen'e〃coszJs（Suzuki）ﾇﾘﾂﾔｶｾﾝ

メモ：鳥烏（肥後,1993),小笠原（肥後,１９９３；Ｆｕｋ

ｕｄａ,1994)．

882Brosα"zJs（Hirase）ﾄｻｶｾﾝ

分布：房総半島～フィリピン．

メモ：黒瀬159ｍ（Okutani，１９７２；草苅，1987)．小

笠原サンゴ漁場250ｍ（草苅,198ハ

883Ｂ､ｋｉ"ＯＳ肋α』（Fulton）キ/ｼﾀｶｾﾝ

分布：紀伊半島～フィリピン．

メモ：小笠原（大里,1996)．

884Ｂ〃αAcqyaM（Shikama）ﾅｶﾔｽｶｾﾝ

分布：紀伊半島～フィリピン．

メモ：小笠原（大里,1996)．

885Ｂ・（ＥＣｈｊ"o/αriaxis）ｋａｗα"jＷｉ（Kosuge）ｶﾜﾆｼｶｾﾝ

分布：南支那海．

メモ：小笠原（Fukuda,1994)．

886Ｂ・（Ｅ）ｃｃ/j/"ａｍｓ（Azuma）ｳﾆｶｾﾝ

分布：土佐沖～フィリピン．

メモ：鳥島サンゴ漁場150ｍ（草苅，1987)．小笠原

サンゴ漁場250ｍ（草苅,１９８７；笹生,1970)．

887Ｂ・（Ｅ）SP伽e'ｍａｅ（Shikama）ﾊﾞﾗｲﾛｶｾﾝ

分布：土佐沖～フィリピン．

メモ：小笠原サンゴ漁場250ｍ（草苅,1987)．

888Ｂ・（Lαｍｅ"αZjaxis）、α'wｍａｉ（Habe＆Kosuge）

マルマカセン

分布：南支ｶﾞﾛ海．

メモ：鳥島サンゴ漁場150ｍ（草苅,1987)．

889Ｂ・（Laevj/ａｔjα加)ｇｅｍｍａｒ"ｓ（Shikama）ｱﾃﾞﾔｶｶｾﾝ

分布：土佐沖～フィリピン．

メモ：父島，ドレッジ,大里採集（Fukuda,1995)．

890Ｒ叩ａｍＰａ（Linnaeus）ｶﾌﾞﾗｶﾞｲ

分布：土佐沖～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島,生貝１，殻高1.54ｃｍ・

メモ：三宅島（手塚，1996)，小笠原（倉田，1969)，

平島（松本,1970)．

891Ｒ､ｊ"czm'ａ（Dunker）ｷｲﾛｶﾌﾟﾗ

分布：奄美諸島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島,死殻２，殻高1.06ｃｍ，

メモ：小笠原（大里,1996)．

892Ｒ,〃b(/ＭｍｓＳｏｗｅｒｂｙ タカカプラ

分布：南西諸島～フィリピン．

採集：八丈島,死殻,最大殻高1.47ｃｍ・

メモ：小笠原（大里,1996),母島（大山,1940)．

893Ｍ[zgj/皿ｓα"rj9zｲ"sMontfbrt イシカブラ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島,死殻．

メモ：八丈島1980年,堤清樹生貝採集（草苅，1987)．

小笠原（倉田,１９６９；松本,１９７０；大里,1996)．

894Ｍｓ"rｊａｍｓ（Riippel）ムロガイ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島．小笠原,死殻,最大殻高３．００ｃｍ・

メモ：三宅島（手塚,1996)．

895Ｍｍｍα'℃肋（Deshayes）ﾎｿﾑﾛｶﾞｲ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島．小笠原,死殻,最大殻高2.15ｃｍ、

メモ：三宅島（手塚,1996)．

896ＭｅﾉﾉﾉpticzJsSowerby ヒメムロガイ

メモ：小笠原母島（大山,1940)．

897ＭＢｓｐ マルクワイガイ

メモ：小笠原母島（大山,1940)．
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分布：千島～駿河湾以北．

メモ：式根島（白井,1955),八丈島（葛西,1968)．

９１１Ｍｔ.α"αchjSojdesNomura＆Niino ウネマッムシ

分布：銚子沖～九州．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

912Ｍﾉﾉﾚcsce'２ｓ（Reeve）ﾑﾗｻｷﾑｷﾞｶﾞｲ

分布：沖縄諸島～台湾．

メモ：八丈島（加藤,1996)．

913Ｍ〃odosa（Reene）ﾌｸﾚｼﾗｹﾞｶﾞｲ

ﾒﾓ：八丈島（加藤,1996)．

９１４１"do、伽ﾉﾉＭ〃"dｏ（Gaskoin）ｼﾔｼﾞｸﾏﾂﾑｼ

分布：奄美諸島～台湾．

メモ：式根島（西村,1996)．

915Ｌ/jsc舷eｉ（Smith）ｼﾗｹﾞｶﾞｲ

分布：青森県～台湾．

採集：伊豆諸島．

メモ：大島（五十嵐，1952)．神津島（東京水試，

1984)．高瀬70-80ｍ（Okutani，1972)．父島南袋

沢36ｍ,父島北西84ｍ（Fukuda,1994)．

916ＬｙａＭ（Nomura）スミｽｼﾗｹﾞｶﾞｲ

分布：三陸沿岸～沖縄．

採集：小笠原二見港40ｍ、

メモ：Ｌ〃"ge"３（Gould)は異名（Fukuda,1994)．

917ｆｍａｒｔｅ"sｉ（Lischke）ﾏﾙﾃﾝｽﾏﾂﾑｼ

分布：北海道南部～九州．

メモ：式根島（西村，1996)，三宅島（加藤，1996)，

八丈島（葛西,1982)．

918LCC"Spe灯ａ（Gascoin）

メモ：三宅島,八丈島（加藤,1996)、

919McoMrreﾉﾉ(Ｍｃα"α、α'wα"ａ（Kuroda）カナﾏﾙﾑｷﾞｶﾞｲ

分布：房総半島～九州．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

ｇ２０Ｓｍｏ"odoma（Habe）ｷﾊﾞﾑｷﾞｶﾞｲ

分布：銚子沖～九州．

メモ：八丈島（加藤,1996)．

921Ｂ）relzeoﾉasemjp/ｉｃａｔａ（Sowerby）ｶｹﾞﾛｳﾏﾂﾑｼ

分布：机模湾～ﾌﾞL州．

採集：八丈島．

メモ：三宅島（手塚,１９９６；加藤,1996)．

922Ｐ/ezJmrom伽ﾉﾉα此zJmromoides（Pilsbry)ｸﾀﾞﾏｷﾏｿﾑシ

分布：房総半島～九州．

採集：八丈島．

メモ：式根島（白井,1955)．三宅島（加藤，1996)．

小笠原扇浦,死殻１（Fukuda,1994)．

９Ｚ３Ｚｅ〃[re"αceraOkutaniロウイロヮタゾｺﾑｷﾞｶﾞｲ

エゾバイ超科

フトコロガイ科

SupcrhlmilyBUCCINOIDEA

FamilyCOLUMBELLIDAE

898Ｅ〃/ｊｃａｍ７ｍｒｊ"αDuclos マルフトコロ

分布：房総半島～西太平1羊．

採集：三宅島,八丈島,小笠原,硫黄島．

メモ：新島（五十嵐,1952)，新島（西村，1996)，マ

リアナ諸島（kurozumi,1994)．

899Ｅｂｏ７Ｍｊｓ（Pilsbry）ﾋﾒﾏﾙﾌﾄｺロ

分布：紀伊半島～沖縄．

採集：伊豆諸島,小笠原．

メモ：式根島（白井，1955)．マリアナ諸島に普通

（Kurozumi,1994)．

900Ｅｙａｒｊα'mｓ（Sowerby）ﾁﾁﾞﾐﾌﾄｺﾛ

分布：紀伊半島～熱J帯太平洋．

採集：八丈島,小笠原．

メモ：三宅島（手塚,１９９６；加藤，1996)．マリアナ

諸島（Kurozumi,1994)．

901Ｅｖｅ/Hsicoﾉoｒ（Sowerby）ﾌﾄｺﾛｶﾞｲ

分布：房総半島～西太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．

ｇ０２Ｅｖ.α"αdo"ａ（Duclos）ｲﾎﾟﾌﾄｺﾛ

分布：房総半島～西太平洋．

採集：伊豆諸島j

903Pjaocoﾉ"、Ｍ/αoceﾉﾉα/ａ（Link）（ｿﾗﾌﾄｺﾛ

分布：台湾～熱帯太平洋．

メモ：小笠原（肥後,１９９３；大里,1996)．

９０４，花"e此vａ（Bruguiere）ムシエピ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．

905ＰＭｅｓｍｄｊ"αｒｊＱ〃/eｍｅ（Griffith＆Pigeon）ﾏｿﾑｼｶﾞｲ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．

906ＰＭ・ﾉﾋZpo"jca（Reeve）シママルシ

採集：伊豆諸島,小笠原．

907ＰＭＳ幼crj6mrja（Pilsbry）ﾋﾒﾏｿﾑｼ

メモ：三宅島（加藤，1996)，小笠原（大山，１９４０；

松本,１９７０；加藤,1996)．

ｇ０８ＰＬα/bi"odzｲﾉｏｓａＯｇａｓａｗａｍ"ａ（Gould）ｼﾛﾏｿﾑｼ

分布：小笠原母島．

採集：父島宮の浜,ブタ海岸,共に死殻．

909Ｍ伽/ｍｂｉｃｊ"αａ（Gould）ムギガイ

分布：北海道南部～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．

９１０Ｍ.te"姉（Gaskoin）ｺｳﾀﾞｶﾏﾂﾑｼ

－６４－



メモ：青ヶ島3150ｍ，ベヨネーズダリ岩2020ｍ（Oku-

tani，1966)．ベヨネー列岩1940-1980ｍｍ（|Tl，

1968）烏島1660ｍ,三宅島1080-1205ｍ（1,1,1964)．

924．"αc肋α〃ｍ"伽、（Smith）ﾍﾞﾆｼﾜﾏｿﾑシ

分布：房総半島～台湾．

採集：八丈島,死殻．小笠原,春の大潮時ヤドカリ入

り蛸集．

メモ：式根烏（中鉢,1942)．

9254.〃sem（Sowerby）ﾎﾟｻｿｶﾞｲ

分布：房総半島～南太平洋．

採集：伊豆諸島．

926Ａ.、.〃IｇｍｍａｃｚＪｍｍ（Tomlin）ｸﾛﾌﾎﾟｻｿｶﾞｲ

分布：奄美大島～熱帯太平洋．

採集：八文鳥,小笠原．

メモ：三宅島（手塚,1996)．

９２７．．，.ｐｏ〃"川aPilsbry ショウポサツガイ

分布：房総半島～九州．

メモ：大島（五十嵐,1952)．

928Ｚｑ/>ｕ〃'Ｍａ（Dunker）バーナ

分布：三陸沿岸～沖縄．

採集：三宅島,八丈烏,小笠原,全て死殻．

メモ：神津島（東京水拭,1984)．

ｇ２９Ｚｍｍ/blwTjsAAdams ハニナモドキ

分布：房総半島～九州．

採集：伊豆諸島,小笠原,共に死殻．

メモ：式根島（白井，1955)，神津島（東京水試，

1884入三宅島（加藤,1996)．

ｇ３０Ｚｄａｍｚｅ"ｂｅ７ｇｉ（Hervier）ｳﾈﾅｼﾊﾆﾅ

分布：館111湾～沖縄．

メモ：銭洲（加藤,1996)．三宅島（手塚，1996)．八

丈島南原（葛西，1982)．マリアナ諸島（Kuro‐

ｚｕｍｉ，1994)．

931Ｚｓｉ"ems（Sowerby）ｹｼﾏｿﾑｼ

分布：館山湾～中同．

採集：八丈島,小笠原．

メモ：神津島（東京水拭，1984)．三宅島（加藤，

1996)．

932Ｚｈα〃q/〃α"ａ（Pilsbry）ﾊﾊｼﾞﾏﾊﾆﾅ

分布：伊豆半島～沖縄．

メモ：八丈島（葛西，１９８２)．父島，母島（Fukuda，

1994)．父島（加藤,1996)．

933Ｚ.〃α"jsca（Hervier）ﾎｿｼﾜﾊﾆﾅ

分布：沖縄諸島以南．

メモ：八丈島（加藤，1996)．父島_三業地，死殻１

（Fukuda,1994)．マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

934Ｚ（MOA皿ｍｅα）ｄｊｖａｒｊｃａｔａ（Pilsbry）モクメハニナ

分布：房総半島～九州．

メモ：父島宮の浜,生貝１（Fukuda,1995)．

ｇ３５Ｚｑ/》、α/”α"ａ（Hervier）サメﾊﾀﾞﾑｷﾞｶﾞｲ

分布：伊豆半島～台湾．

採集：小笠原,死殻．

メモ：三宅島（手塚，1996)，八丈島（葛西，１９８２；

加藤,1996)．マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

ｇ３６ＺＷｍｅ"sｉｓ（Ｎｏｍｕｒａ＆Zinbo）ユラツポ

分布：二軍i県長島．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

937Ｍｃｍ"αc肋、α'9"esa（Oaskoin）ソﾏﾍﾞﾆﾏｿﾑｼ

分布：紀伊半島～熱;帯太平洋．

採集：八丈島．

メモ：三宅島（手塚,199,

938Ｍｍo/ec"ﾉﾉ"ａ（Duclos）ﾁﾋﾞﾑｷﾞｶﾞｲ

分布：房総半島～沖縄．

採集：八丈島底土,サンドポンプ．

メモ：三宅烏（下塚,1996),八丈島（加藤,1996)．

939AesOPs（LavesOPzJs）SP剛ﾉzｲｓ（Duclos）ﾊﾅﾏｿﾑｼ

分布：紀伊半島～熱帯太平洋．

採集：八丈島少産．小笠原，春の人潮時ヤドカリ入

りで帽集,最高１ケ所で112個体と多産．

940Ａ.（曲sOps)ﾉUPC"剛sGouldｺﾊﾅﾏｿﾑｼ

分布：紀伊半島～沖縄．

メモ：八丈島（葛西,1982),小笠原（fUkuda,1995)．

前種との再整理必要．

941Ｇｍp/jjcomassq/m"/eＷ（Duclos）ﾕﾒﾏｿﾑｼ

分布：紀伊半島～台湾．

採集：八丈島,死殻．小笠原,春の大潮時にヤドカリ

入りで蛸集,蚊高１ケ所で124個体と多産．

メモ：八丈烏（加藤,1996)．

942Ｇ/jgzｲﾉα（Duclos）ﾌﾄｺﾛﾏﾂﾑｼ

分布：山口県～フィリピン．

メモ：三宅島（手塚,1996)．

g43AezJdamj'c/α'Ｍｄａ（Reeve）（ﾖﾘﾖﾌﾊﾞｲ

分布：奄美諸島～台湾．

メモ：父島宮の浜,母島桐浜生貝（Fukuda，1994)．

マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

オリイレヨウパイ科FamilyNASSARIIDAE

ｇ４４ＮａｓｓＭ"SCO1℃"αtzJs（Bruguiere）

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

メモ：小笠原兄島（松本,1970)．

ｲポヨフバイ
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945．ﾉｅａｒｉｏＭ叩ﾉﾉﾉOS"ｓ（Linnaeus）ｻﾒﾑｼﾛ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島船戸鼻,破片．硫黄島20ｍ,生貝．

メモ：マリアナ諸島で普通（Kurozumi,1994)．

9464.9ｍ"ｓ〃ippo"e"mKuroda＆Ｈａｂｅ キンシバイ

分布：房総半島～九州．

メモ：三宅島（加藤,1996),八丈島（葛西,1982)．

9474.gszJrzJme（Lamarck）ｲﾎﾟｷﾝｼﾊﾞｲ

分布：奄美諸島～熱帯太平洋．

採集：小笠原．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

948Ｐﾉﾉα'Ｍａｒｉａｇｍ"旅'WS（Kiener）ｼﾛｱﾗﾚﾑﾝロ

分布：奄美諸島～熱帯インド・西太平洋．

メモ：小笠原（Fukuda,1994)．

949Ｎｉｏｔ/zａｙａｒｉｅｇａｍ（ＡＡｄａｍｓ）ｱﾗﾚｶﾞｲ

分布：房総半島～西太平洋．

採集：新島.小笠原80ｍ,カニ籠にて多産．

メモ：大島（五十嵐，1952)，三宅島（手塚，1996)，

八丈島（葛西,1982)．

ｇ５０１ＶｃｏｓＺａｍ（Ａ､Ａｄａｍs）ﾋﾒｵﾘｲﾚﾖﾌﾊﾞｲ

分布：奄美諸島～台湾．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

951八Ｍ仏csce"ｓ（Dunker）ｱﾜﾑｼﾛ

分布：紀伊半島～熱帯太平洋．

採集：新島,打上．

メモ：大島（五十嵐,1952),三宅島（手塚,1996)．

９５２１VSP/e"djdzJm（Dunker）ｷﾋﾟﾑｼﾛ

分布：銚子沖～西太平洋．

採集：八丈島横間,揚砂.小笠原,死殻．

メモ：三宅島（手塚,１９９６；加藤,1996)．

953／ＶＭ'?２ＭﾉＭａ（RozJsseaH）ｱﾂﾑｼﾛ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島大潟浦,死殻.小笠原,死殻．

メモ：三宅島（手塚,1996)．

954ノVIjPesce"ｓ（Philippi）ﾑｼﾛｶﾞｲ

分布：陸中～インド・太平洋．

メモ：三宅島（加藤,1996),八丈島（葛西,1982)．

955ＴｅﾉａｓｃｏｇａＭｏｓａ（Hinds）ハイｲﾛﾖﾌﾊﾞｲ

分布：駿河湾～インド・太平洋．

採集：父島宮の浜,同西海岸他．

メモ：三宅島（加藤,1996),八丈島（葛西,1982)．

956TmzJscm"αｊａＡ・Ａｄａｍｓ ヒメヨフバイ

採集：父島宮の浜,同ブタ海岸他．

メモ：八丈島（葛西，1982)．マリアナ諸島で普通

（Kurozumi,1994)．前種に同じ（肥後,1993)．

９５７ＴＺｚｏ"αﾉﾉｓＡ､Ａｄａｍｓ ミスジョフバィ

分布：紀伊半島～沖縄．

採集：八丈島船戸鼻,死殻３．

メモ：式根島（白井,1955)．三宅島（手塚，1996)．

ヨウバイモドキの異名（肥後,1993)．

９５８７Weeveα"ａ（Dunker）ﾖﾌﾊﾞｲﾓﾄﾞｷ

メモ：三宅島（加藤,1996)．八丈島（葛西,1982)．

ｇ５９ＴＷｅﾉａｍｓ（Gould）ｼｲﾊﾖﾌﾊﾞｲ

分布：房総半島～フィリピン．

採集：八丈島．父島宮の浜他．南硫黄島多産．

メモ：三宅島（手塚，1996)．マリアナ諸島で普通

（Kurozumi,1994)．

ｇ６０ＴＸｓｚ<ﾉ6/7ａｍｓ（Gould）ヨフバイ

分布：房総半島～フィリピン．

採集：八丈島,死殻．

メモ：大島（五十嵐，1952)，式根島（白井，1955)，

三宅島（手塚,1996)．

961正shacAﾉﾋﾞﾉb㎡ﾉ（Melvill＆Standen）ｵｶﾓﾄﾖﾌﾊﾞｲ

分布：紀伊半島～中部太平洋．

採集：八丈島,父島,共に死殻．

メモ：鵜渡根（加藤，1996)，三宅島（手塚，1996)，

黒瀬190ｍ（Okutani,1975)．

962Ｚｅ"xjs'wri/α"ｓ（Reeve）ｷｲﾖﾌﾊﾞｲ

分布：銚子沖～西太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

ｇ６３Ｚｓ"6Ｚｍ"s/"cid"ｓ（ＥＡＳｍｉｔｈ）ﾋﾀﾞﾄﾘﾑｼﾛ

分布：房総半島～志摩沖．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

ｇ６４Ｚｃａｓｍｓ（Gould）ﾊﾅﾑｼﾛ

分布：房総半島～インド・太平洋．

メモ：式根島（白井,1955)．

ｇ６５Ｚｃｏｌｚｃｊ"""ｓ（Powys）ｷﾇﾖﾌﾊﾞｲ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：八丈島横問,揚砂.父島宮の浜．死殼Z

966Rerjc""αssα/l2sr叩（Powys）ｱﾗﾑｼﾛ

分布：北海道南部～フィリピン．

メモ：大島（五十嵐,1952),式根島（白井,1955)．

967Ｒ・pazJpe'ＷＳ（Gould）ナiﾋﾒﾑｼﾛ

分布：北海道南部～フィリピン．

採集：神津島,八丈島,共に死殻．

メモ：式根島（白井,1955),三宅島（手塚，1996)．

マリアナ諸島に普通（Kurozumi,1994)．

968Ｒ､九sＣＯﾉﾉ"ｅａｔａ（E,ＡＳｍｉｔｈ）ﾌｶﾎﾟﾘﾋﾒﾑシロ

メモ：小笠原近海（加藤,1996)．

969Ｒ,/tZPo"ｊｃａ（Lischke）キヌポラ
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分布：三陸～中国北部．

メモ：大島（五十嵐,1952)．

970Ｒ､/ＭｅｌＭａ（Dunker）ｸﾛｽｿﾑｼﾛ

分布：北海道～中国．

採集：八丈島．

メモ：式根島（白井,1955),三宅島（加藤,1996)．

971Ｒ､メノtimdoe"sis（Pilsbry）ｳﾈﾑｼﾛ

分布：北海道～九州．

採集：三宅島,死殻．

メモ：八丈島（加藤,1996)．

ｇ７２ＲＺｈｊｚｅ"e"sjs（Pilsbry）ﾋﾒｳﾈﾑｼﾛ

採集：三宅島,死殻．

メモ：ウネムシロの異名（肥後,1993)．

973Ｒ,ｍｚＪｍｇｍ"osa（Dunker）ﾋﾒﾑｼﾛ

分布：北海道以南．

メモ：小笠原（大里,1996)．

974．ﾉﾉo"αssaexj〃zJs（ＨＡｄａｍｓ）ﾎｿﾑｼﾛ

分布：台湾～中部太平洋．

メモ：小笠原諸島以南（肥後,1993)．

g75Sbyo"αｓｓａｐｏ７旅rjcomOkutani

メモ：八丈島470ｍ,（Okutani,1964)．

976Ｃｿﾉﾉe"eco"c伽αＡ､Ａｄａｍｓ ﾎｿﾑｷﾞﾖﾌパイ

分布：紀伊半島～沖縄．

採集：小笠原,ヤドカリ入り帽集．

977ＣｐｚＪﾉc/Ze"αＡ・Ａｄａｍｓ＆Reeve ムギヨフバイ

分布：相模湾～熱帯インド・太平洋．

メモ：八丈島（葛西，１９８２；加藤，1996)，小笠原

（大里,1996)．前種との再整理必要．

９８３Ｂａｒﾉﾘﾉα'zcm'Ｄ/ePmmc/zoidezJsovoj`e"s(Habe＆Ito）

チヂワバイ

分布：三陸沖～遠州灘．

メモ：大島620-720ｍ（Okutani,1996)．

９８４ⅣePm"Cａ（jV印、"eα）Ａ"、s/ｊｊｏＯｙａｍａﾋﾒｴｿﾞﾎﾟﾗﾓﾄﾞｷ

分布：相模湾以南．

採集：八丈島1965年,あら池にて石井巌トコブシ漁

で岸に上がる折に生貝２個体採集，釣餌として他

所から持ち込まれた可能性もある．

９８５凡（1V）伽zJ/α71s肋HsraOkutani

メモ：八丈島470-480ｍ（Okutani,1964)．

986Ｐ/msseMcos"ｓ（Linnaeus）ﾄｸｻﾊﾞｲ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原．

９８７ＲノzjmseiSowerby ヒメトクサバイ

分布：房総半島～フィリピン．

メモ：銭洲106ｍ，瓢箪瀬100-140ｍ，高瀬１００ｍ

（Okutani,1972)．

９８８ＰＭａｅｖｅＫｕｒｏｄａ＆Ｈａｂｅ（ガキトクサバイ

分布：房総半島～東支那海．

メモ：高瀬140-180ｍ,銭洲106ｍ（Okutani，1972)．

黒瀬160-190ｍ（Okutani,1975)．

９８９PLC/egα"rLWmzJmHayashi＆Ｈａｂｅ ﾀﾞﾃﾄｸｻﾊﾞｲ

分布：遠州灘～土佐．

メモ：瓢箪瀬140ｍ（Okutani,1972)．

ｇ９０Ｂｅ"ｒｈｉ"dsjaqpj"ｊｇｅｍ（Hayashi＆Habe）ｲｶﾞｱﾗﾚﾊﾞｲ

分布：遠州灘～インドネシア．

メモ：八丈島460ｍ（Okutani,1968)．

991Ｍｃｍ/iJszJsaaJZjSp〃/ａ（Sowerby）ヒメニシ

分布：銚子沖～フィリピン．

メモ：利島180ｍ（五十嵐,1952)．

992Sjp/zo"q池s"sﾉzJ6rjczJs（Dan）ｵﾅｶﾞ(クリ

分布：伊豆半島～九州．

メモ：高瀬70-80ｍ（Okutani1972)．

993s(p/jolzaﾉﾉａｃａｓｓｊｄａ７ｊａｅ/brmis（Reeve）ミクリガイ

分布：陸奥湾～中国．

メモ：大島（五十嵐,1952),八丈島（葛西，1982)．

新島（西村,1996),父島二見湾（Fukuda,1994)．

994Ｓｃ．／Csα"αHirase トサ(クリガイ

メモ：八丈島（加藤,1996)．

９９５８九sojdes（Reeve）トウイト

分布：日本全国．

メモ：式根島（白井,1955)．

996Ｓｓｊｇ"ａ（Reeve）シマ(クリ

分布：房総半島～九州南岸．

エゾバイ科FamilyBUCCINIDAE

978Ｊ〃eﾉﾉo〃（且〕やq/tZpeﾉﾉo"）/mch(/OelM（Okutani）

ソウヨウネジバイ

メモ：八丈島430ｍ（Okutani,1964)．

ｇ７９Ｃｂ伽（Cb/"s）α"'Ｄ'pｅ（Shikama）ｱｹﾎﾟﾉｿﾑﾊﾞｲ

ﾒﾓ：須美寿島（肥後,1993)．

980Ｐﾉﾉc”s"sazJm"'伽（Ｄall）ﾆｸｲﾛｿﾑパイ

分布：日本海．

メモ：1998年５月大島西350-400ｍ,死殻１．渡辺富

夫より譲渡,西村所有．

９８１ＭｍｚａｒｊａＡｃｚＪｍｈａｍｊＡｚｕｍａ クロハライトマキシワバイ

分布：土佐沖．

メモ：八丈島455ｍ（Okutani,1964)．

982Ｍ伽zｲﾉmsOkutaniｱｶﾈｲﾄﾏｷシワバイ

メモ：八丈島460ｍ（Okutani,1968)．
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採集：八丈島,小笠原,硫黄島．

l011PLmo肋（Gould）ｼﾜﾎﾗﾀﾞﾏｼ

分布：房総半島～九州．

採集：三宅島．

メモ：大島（五十嵐,1952)．

l012PLszJb/Wbjgj"osa（Smith）ｺﾎﾗﾀﾞﾏｼ

分布：房総半島～西太平洋．

採集：小笠原．

メモ：大島（五十嵐,1952)．

10132/imzos"ｓ（Dillwyn）ﾎﾗﾀﾞﾏｼ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島横間,揚砂．

メモ：神津島，死殻１（東京水試，1984)．南島島

（波江,1905)．マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

1014Ｃ/jvjpoﾉﾉﾉα〃/c/2ｍ（Reeve）ｸﾁﾍﾞﾆﾎﾗﾀﾞﾏｼ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島船戸鼻,打上．小笠原.硫黄島．南硫黄

島．

メモ：三宅島（手塚,1996),八丈島（加藤,1996)．

1015Ｃ/>[zga7ja（Wood）ハデ/ｼｶﾞｲ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

採集：小笠原,死殻．

メモ：三宅島（平塚,1996),八丈島（葛西,1982)．

l016Ecmα"jsjg"Cａ（Omelin）ﾍﾟﾂｺｳﾊﾞｲ

分布：紀伊半島～西太平洋．

採集：八丈島,小笠原,南硫黄島．南鳥島は死殻．

メモ：三宅島（手塚,１９９６；加藤，1996)．マリアナ

諸島（Kurozumi,1994)．

l017EZrjo"oides（Reeve）ﾏﾙﾍﾞｿｺｳパイ

分布：房総半島～フィリピン．

採集：式根島,八丈島．

メモ：三宅島（手塚,１９９６；加藤,1996)．

１０１８ｃｍ"c族r/'w"cａｔａ（Hinds）ｼﾘｵﾚﾎﾗﾀﾞﾏﾝ

分布：奄美諸島～熱帯太平洋．

採集：八丈島,小笠原,共に死殻．

１０１９ＣｄｅｃｑｐｉｔａｍＲｅｅｖｅｺｹﾞｲﾛﾎﾗﾀﾞﾏﾝ

採集：八丈島,小笠原,共に死殻．

メモ：マリアナ諸島（Kurozumi，1994)．前種の異

名(肥後,1993)．

１０２０ＰＭｉａｓｐ・ ｻﾝｼﾖｸﾎﾗダマシ

メモ：父島宮の浜,新称（山下,1994)．

１０２１Ｊ[ZPezJZhriQci"g"/α[ａ（Reeve）シマﾍﾞﾂｺｳﾊﾞｲ

分布：九州西岸～西太平洋．

採集：八丈烏,小笠原．

メモ：小笠原（大里,1996)．

997ｓ/2/iﾐﾉｸﾞi2riSowerby シマアラレミクリ

分布：紀伊半島～九州．

メモ：八丈島（葛西,1982),小笠原（大里,1996)．

ｇ９８Ｓｓｑｙｏｍａ７ｗａｅＯｋｕｔａｎｉヤサガタミクリ

メモ：高瀬140-190ｍ（Okutani,1972)．三宅島200ｍ

（永井私信,1997)．

999Ｅ"zm0psjsme"keα"ａ（Dunker）ゴマﾌﾎﾗﾀﾞﾏｼ

分布：房総半島～九州．

採集：伊豆諸島．

メモ：ナガゴマフホラダマシは異名（肥後,1993)．

l000EbszJ6me"Iceα"αPilsbry ナガゴマフホラダマシ

採集：伊豆諸島．

メモ：大島（五十嵐,1952)．

1001Ｅﾉﾉ"eａｍ（Reeve）／ｼﾒﾆﾅ

分布：九州西南部～インド・太平洋．

採集：三宅島,八丈島,小笠原．

l00ZEzo"αﾉｉｓ（Lamarck）ホソハノガイ

分布：種子島～インド・太平洋．

採集：八文島,小笠原．

1003Ｅαﾉyeomm（Kiener）ｹﾞﾝﾛｸ/ｼｶﾞｲ

分布：奄美諸島～熱帯インド・太平洋．

採集：小笠原,少産．

ｌ００４Ｅｉ"ｃａｒ"α、（Deshayes）テンｽｼﾞﾉｼｶﾞｲ

分布：奄美諸島～中部太平洋．

採集：八丈島,死殻．

メモ：三宅島（手塚,１９９６；加藤,1996)．

１００５Ｅｚｑｍ（Duclos）ゴマﾏﾀﾞﾗﾉｼｶﾞｲ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：八丈島（加藤,1996)．

１００６Ｅ・ｓｐ・ ﾚﾝｶﾞﾏｷ／シガイ

メモ：八丈島（加藤,1996)．

１００７PzJsjosromame"drjca7ia（Linnaeus）／ｼｶﾞｲ

分布：伊豆半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．小笠原産は小型．

１００８Pmdoriajosroma（Ｇray）ｶｺﾞﾒﾎﾗﾀﾞﾏシ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：小笠原．

メモ：三宅島（手塚，1996)，八丈島（加藤，1996)，

マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

l009PLgmcﾉﾉﾉｓＲｅｅｖｅ ホソカゴメベッコウバイ

メモ：三宅島,八丈島,父島（加藤,1996)．前種の異

名（肥後,1993)．

１０１０ＰＭｉａＨ"dosa（Linnaeus）スジｸﾞﾛﾎﾗﾀﾞﾏｼ

分布：紀伊十島～熱帯太平洋．
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セコバイ科1022.Ｌ/と「だａ（Reeve）イソニナ

分布：房総半島～西太平洋．

採集：伊豆諸島．

メモ：式根島（白井，1955)．新島，神津島，三宅島

（加藤,1996)．

1023Ｂａｂｙ/o"ｉαﾉﾋＷ"ｊｃａ（Reeve）パイ

分布：北海道南部～中同．

メモ：大島岡田36ｍ（五十嵐，1952)．三宅局生貝

（手塚,１９９６；加藤,1996)．

１０２４Ｂ・ＡＣ〃"αＨａｂｅ ウスィロバィ

分布：沖縄諸島～台湾．

メモ：新島（西村,1996)．

1025Ｂ､α花o/α、（Link）ｿﾞｳｹﾞﾊﾞｲ

分布：台湾～インド洋．

メモ：三宅島（手塚,1996)．

1026Ｂ/blmosaa/brmosae（Sowerby）ﾀｲﾜﾝﾍﾟｲ

分布：台湾．

採集：三宅島40ｍ,カニ篭．

メモ：八丈島横間,揚砂（葛西,1982)．

l027BHcci"ｚＪｍｓａｇａｍＪα""mOkutaniサガ(パイ

分布：相模湾,駿河湾．

採集：大島東沖350ｍ,最大殻高3.63ｃｍ・

l028B.〃jppo"e"sｅＤａｌｌヒメシライトマキ

分布：相模湾,駿河湾．

メモ：大島東沖350ｍ（草苅，1996)．前種との再整

理必要．

lO29B,Ｃｈａｒ〃ｍＤａｌｌトウイトバイ

分布：日本海．

メモ：大島300ｍ,カニ篭（草苅,1996)．

ｌＯ３０Ｂ・hosqyajHabe＆Ｉｔｏ ヒナエゾバイ

分布：東北地方～相模湾．

メモ：大島沖（肥後,1993),次穂チゴバイと'71じ可「

脂性がある．

]Ｏ３１Ｂ､ﾉｾﾉｉｓ（Okutani）チゴバイ

分布：鹿島灘～八丈島沖．

採集：大島東沖350ｍ,最大殻高4.18ｃｍ、チゴバイは

いわゆるチゴバイとシカマバイおよび本種の３

型があるようで,本種はヒナエゾバイとされてい

る種とも考えられる．

メモ：八丈島510ｍ（Okutani,1964)．

１０３２Ｂ・mysZjczJmShikama エンシュゥバィ

分布：遠州灘～四国沖．

メモ：大島300ｍ,カニ籠（草苅,1996)．

FamilyCOLUBRARIIDAE

l033Cb/"ｂｍ７ｊａｃ"〃"gｉ（Dohrn）ﾋﾓｶｹｾｺパイ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,少産．

1０３４Ｃｃａｓｍ〃eaKuroda＆Ｈａｂｅ セコバィ

分布：房総半島～フィリピン．

採集：硫黄島,少産．

メモ：三宅島（手塚,1996),八丈鳥（葛西,1982)．

1035Ｃ''2”jcara（Lightfbot）ｵﾎﾟﾛｾｺﾊﾞｲ

分布：奄美諸島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島,死殻．小笠原,少産．

メモ：三宅島（加藤,1996)．

1036Ｃ'"αc"/Osa（Gmelin）ｽｷﾞﾀﾆｾｺﾊﾞｲ

ﾒﾓ：八丈島（葛西，1982)．前種の異名（肥後，

1993)．

1037CsozJveﾉｶﾉﾉ（Reeve）ｶｻﾞﾘｾｺﾊﾞｲ

分布：奄美諸島～フィリピン．

メモ：八丈島（葛西,1982),三宅島（加藤,1996)．

1038Ｃ〃ｊｔｉｄ"ﾉα（Sowerby）ﾐｶﾞｷｾｺﾊﾞｲ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：三宅島（手塚,1996),八丈島（葛西,1982)．

l039C（Ｎｉｖｍｒｏ"）α"tｊ９ｍｒａ（Hinds）

ヒモカケシリキレポラ

分布：九州証i岸～熱帯太平洋．

採集：八丈島船戸鼻,打上．

イトマキポラ科FamilyFASCIOLARIIDAE

1040Ｐ/e"、pﾉOcaZmpezizJmpaeZﾉﾉi（Strebel）ﾋﾒｲﾄﾏｷボラ

分布：房総半島～西太平洋．

採集：伊豆諸島．

1041ＰＭＭαｍｅ"tosa（Roding）ﾅｶﾞｲﾄﾏｷボラ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：式根島（白井,1955)．

ｌ０４２Ｒｇｍｂｍ（Dunker）ｿﾉｷｶﾞｲ

分布：紀伊半島～九州西岸．

採集：伊豆諸島．

メモ：三宅島（加藤,1996)．

l043PerisZer"iα〃αsｓａｍｍ（Lamarck）ﾑﾗｻｷﾂﾉﾏﾀｶﾞｲﾓﾄﾞｷ

分布：紀伊半島～熱帯太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．

メモ：マリアナ諸島に普通（Kurozumi,1994)．

ｌ０４４ＰＭ"cα'"α、（Kicner）ｸﾁﾍﾞﾆﾂﾉﾏﾀﾓﾄﾞｷ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．
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メモ：三宅島（手塚，１９９６；加藤，1996)，八丈島

（葛西,1968)．

ｌ０４５Ｂｅ"〃αAiq/ｌＭｇｊｚＪｍ（Reeve）ベニマキ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：小笠原．

メモ：三宅島（加藤,1996)．

l046FzJsomr〃spMs6〃jKuroda＆Ｈａｂｅヒラセソ/マタモドキ

分布：房総半島～朝鮮南部．

メモ：父島・弟島，ドレッジ（Fukuda,1994)．

１０４７ＦＭｍｍｓｅα""sOkutaniﾎｿﾆｼｷﾆﾅ

メモ：黒瀬（Okutani,1975)．

l048LezJcozo"zasmα/qagd"/ａ（Linnaeus）マルニシ

分布：奄美大島～インド・太平洋．

メモ：式根島（西村,1996)．

lO49Lamwspolygo""ｓ（Gmelin）ﾘﾕｳｷﾕｳｿ/マタ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

採集：北～南硫黄島に多産．

メモ：式根島（西村，1996)，三宅島（加藤，1996)，

八丈島（葛西，1968)．マリアナ諸島に普通

（Kurozumi,1994)．

105ＯＬ.〃ozｲｍｅ,柳（Crosse）ｷﾝｽｼﾞｺﾂ/マタ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島,沖の鳥島,共に少産．

メモ：三宅島（手塚,1996),小笠原（山下,1994)．

l051LJczJmdajOkutaniｸﾛﾀﾞﾆｼｷﾆﾅ

分布：伊豆半島～九州西岸．

メモ：須美寿島（加藤,1996)．

l052Lar〃/"sclmjc"/ａｍｓ（Linnaeus）ﾆｼｷﾆﾅ

分布：九州南部～熱帯太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

1053Ｌ・〃αgasakie"血（ＥＡＳｍｉｔｈ）ﾅｶﾞｻｷﾆｼｷﾆﾅ

分布：房総半島～九州．

採集：伊豆諸島,小笠原,硫黄島．

1054Ｌ､、"伽ｓ（Gmelin）スジｸﾞﾛﾆｼｷﾆﾅ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,北硫黄島,硫黄島．

1055Ｌ/ｉＭ(zrzJsHabe＆Okutaniﾀﾞﾃﾆｼｷﾆﾅ

分布：中部太平洋．

採集：小笠原サンゴ漁場,死殻L

1056Fz`s伽sPeZP/ejms（ＡＡｄａｍｓ）ナガニシ

分布：北海道南部～朝鮮半島．

採集：大島千波80ｍ,死殻．

メモ：銭洲106ｍ,死殻１（Okutani，1972)．式根島

（五十嵐,１９５２；西村,1996)．小笠原（倉田,1969)．

ｌ０５７Ｒｃｏ伽（Linnaeus）ホソニシ

分布：種子島～インド・西太平洋．

採集：八丈島,死殻．

メモ：小笠原（草苅,1985)．

10581Ｍ刀℃epssa肋zJぴiFulton アライトマキナガニシ

分布：房総半島～フィリピン．

メモ：高瀬140-180ｍ,生貝１（Okutani,1972)．

10591Ｍ"darzJs（Gmelin）（ｶﾞｷﾅｶﾞﾆｼ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：小笠原アサヒガニ網80,,3個体測定値,殻長

26.0,17.2,16.9ｃｍ,殻巾6.79,5.56,5.43ｃｍ,水管長

6.70,5.74,5.23ｃｍ・

メモ：三宅島漁網,生貝（手塚，1996)．八丈島（葛

西,1968)．

1060Ｒａk/ｍｉＫｕｒｏｄａ＆Ｈａｂｅ ｷﾞﾎﾟｼﾅｶﾞﾆｼ

分布：遠州灘～土佐沖．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

ｌ０６１Ｒ６ｅｃ〃（Reeve）ｻｲｽﾞﾁﾅｶﾞﾆｼ

分布：遠州灘～士佐沖．

メモ：小笠原サンゴ漁場,殻長11.17ｃｍ,殻巾3.72ｃｍ，

水管長3.60cｍ（木村,1997)．

1062Ｒﾉmgiss加皿３（Gmeline）ﾀﾞｲｵｳﾅｶﾞﾆシ

分布：台湾以南．

メモ：小笠原父島沖,殻長25.2ｃｍ,殼巾7.96ｃｍ,水管

長9.53cｍ（木村,1997)．

１０６３１Ｍ比Ｃｈａｒ/czJs（Roding）ﾁﾄｾﾎﾟﾗ

分布：伊豆半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島．

メモ：三宅島漁網,生貝（手塚，1996)．三宅島（加

藤,1996)．

1064Ｒ肋emsz`ｓ（Reeve）（ｸﾘﾅｶﾞﾆｼ

分布：房総半島～中国．

メモ：三宅島（加藤,1996)．

1065Ｇｍ""ﾉ抑slJs〃jPo"jcZJss"bob/〃ｓ（Pilsbry）

サガ(ｱﾗﾚﾅｶﾞﾆｼ

分布：房総半島～九州．

メモ：高瀬140-180ｍ,生貝１（Okutani,1972)．

1０６６Ｇｋｉｍ""ｓＳｈｕｔｏ キラアラレナガニシ

分布：房総半島～九州．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

SuperhlmilyVOLUTOIDEA

FamilyOLIVIDAE

ヒタチオビ超科

マクラガイ科

1067Ｂａ'ySp〃んｉにe"dor/Ｉ（Ｖ・Martens）

分布：鹿島灘～フィリピン．

タケ/コポタル
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メモ：八丈島510ｍ,死殻１（Okutani,1966)．八丈島

460ｍ,死殻１（Okutani,1968)．

1068Ｂ,'w6jgi"ｏｓｕａﾉbocα"osa（Lischke）ﾘｭｳｸﾞｳﾎﾟダル

分布：房総半島～四国沖．

メモ：銭洲（加藤,1996)．

10690/iveﾉﾉtMZpo"jcaPilsbry ホタルガイ

分布：三陸～九州．

メモ：大島波浮港,新島（五十嵐，1952)．新島（西

村,1996)．八丈島（葛西．1982)．

10700/iJlgzJmm（ＡＡｄａｍｓ＆Reeve）ﾑｼﾎﾟﾀﾙ

分布：三陸～南支那海．

採集：八丈島,小笠原．

メモ：式根島（白井，1955)．三宅島砂場場，死殻

（手塚,1996)．

10710/f/b〃ﾉα（Marrat）ｵｵﾑｼﾎﾟﾀﾙ

メモ：小笠原（大里,1996)．ムシボタルの大型個体

（肥後,1993)．

１０７２０.Ｏｇａｓａｗａｍ"αＯｙａｍａ ｵｶﾞｻﾜﾗﾎﾟダル

分布：小笠原．

採集：小笠原,生貝は潮間帯やや下,大潮の干潮時

手綱で採集出来る,死殻は多数．

１０７３０.SpreroidesYokoyama ワタゾコポタル

分布：房総半島～東シナ海．

メモ：八丈島510ｍ,死殻１（Okutani,1996)．

１０７４０/ｊｖａ（ｄｃｍｏﾉﾉﾚα）ｄ"c/Csﾉﾉe"rjgi"osaReeve

サラサマクラ

分布：奄美諸島～フィリピン．

メモ：三宅島砂場場，死殻（手塚，1996)．三宅島

（加藤,199,

10750（｡.）ｐａＭａｍＤｕｃｌｏｓ キヌマトイマクラ

メモ：八丈島（加藤,1996)．

10760（４）ＭﾉﾉﾉamMelvill＆Stajeaﾔﾅｷﾞｼﾎﾟﾘﾏクラ

メモ：八丈島（加藤,1996)．

10770（｡""zJﾉtzto/jwz）α"""/αｍＧｍｅｌｉｎ サッマピナ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原,南硫黄島．

メモ：三宅島砂揚場,死殼（手塚，1996)．マリアナ

諸島で普通（Kurozumi,1994)．

10780（』.）α・〃rjcamDautzenberg タカサゴピナ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

採集：八丈島横間,揚砂．

10790.（GαﾉＣＯﾉﾋz）ｃａｒ"ＣＯ/αＧｍｅｌｉｎﾋﾅﾏｸﾗ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：三宅島（加藤,1996),八丈島（葛西,1982)．

10800（Ｇ）ｍＭａＤｕｃｌｏｓ コトリ／マクラ

分布：台湾～インド・西太平洋．

メモ：八丈島（葛西，1982)．コマクラガイの異名

（肥後,1993)．

10810（Ｇ）Ｌｖｅ/vaMdesDuclos

メモ：八丈島横間,揚砂,二宮査定（葛西,1982)．

10820（Ｍ"jaceoﾉﾙα）/zimsejKira クチジロマクラ

分布：紀伊半島～フィリピン．

メモ：三宅島漁網20ｍ,生貝（手塚，1996)．八丈島

（葛西,1982)．

10830（Ｍ）j7MzsLamarckﾇﾒﾘﾏｸﾗ

分布：九州南部～西太平洋．

メモ：三宅島,打上（手塚，1996)．八丈島（葛西，

1982)．

10840（Ｍ）Ｍ〕”iJohnson クリイロマクラ

分布：沖縄諸島～西太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

10850（Ｍ）〃"iaceaRoding ジュドウマクラ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島横間,揚砂．

メモ：式根島（白井,1955),小笠原（Fukuda,1994)，

南鳥島（波江,1905)．

10860（Ｍ）se7iceaRoding オオジュドウマクラ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

10870(ＭＭ`mosaMarratｽｽｹﾏｸﾗ

メモ：八丈島（加藤,1996)．

10880（Ｍ"/Zip/jcoﾉﾉvα）'"zJ/Zjp/jcamReeveｻﾅｷﾞﾏｸﾗ

分布：奄美諸島～インドネシア．

メモ：八丈島（加藤,1996)．

10890（Ｍ）ｓｐ ソメワケマクラ

メモ：八丈島（加藤,1996)．

10900（MzJsre/oﾉ叩）'"皿sZeﾉﾉ"αLamarckﾏｸﾗｶﾞｲ

分布：房総半島～インド・太平洋．

メモ：式根島（西村,1996)．八丈島横間，揚砂（葛

西,1982)．

10910（Oﾉﾉwz）ｏﾉ叩（Linnaeus）ﾊｲｲﾛﾏｸﾗ

分布：紀伊半島～西太平洋．

メモ：八丈島横間,揚砂（葛西，1982)．小笠原（大

里,199,

10920.（０，０９〕′'７z"α）ＰａｘﾉﾉﾙsReeveﾅﾝﾖｳﾋﾟﾅ

分布：沖縄～西太平洋．

採集：八丈島に死殻多産するが生貝は無し．

メモ：三宅島砂場場,死殻（手塚,1996)．

10930（〃ａｚＭｖα）ｅﾉegα"ｓＬａｍａｒｃｋﾎｿｺﾓﾝﾏクラ

分布：種子島～インド・太平洋．
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採集：小笠原,北硫黄島～南硫黄島,南鳥島,共に死

殻．

メモ：三宅島10ｍ,生貝（手塚，1996)．八丈島（葛

西,1982)．

１１０６ノＶｃハワsα/ｉｓ（Reeve）マユフデ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：小笠原．

メモ：三宅島，打上（手塚，1996)．八丈島（葛西，

1968)．小笠原マユフデをシモオキコベニフデ

Scabricoﾉａｅｘ伽ａ（ＡＡｄａｍｓ）と査定（Fukuda，

1995)．

11071Ｖ加gａ（Ｑｕｏｙ＆Gaimard）ｺﾍﾞﾆﾌﾃﾞ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

メモ：八丈島（加藤,1996)．

l1081VPmscjSsa（Reeve）ﾄﾋﾞｲﾛﾌﾃﾞ

分布：紀伊半島～南西太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

ｌ１０９ＩＷｚ"gｊｄａ（Reeve）ﾔﾏﾏﾕﾌﾃﾞ

分布：沖縄～ポリネシア．

メモ：母島桐浜（Fukuda,1994)．

1110ハMve"ace｡（Reeve）ハルイフデ

分布：沖縄諸島～インド・太平洋．

採集：父島宮の浜,死殻．

1111凡ｓｚＪｍｍｒａ（Reeve）ｱﾗﾀｴﾌﾃﾞ

分布：相模湾～インドネシア．

メモ：瓢箪瀬220ｍ,死殻１（Okutani,1972)．

l112AMzmz"血（Gmelin）オピフデ

分布：沖縄～インド・太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1968),兄島（松本,1970)．

11131Ｗ/ＣａＯ"jca（Reeve）ﾄﾞﾝｸﾞﾘﾌﾃﾞ

分布：四国～インド・中西部太平洋．

採集：八丈島横間,揚砂,多産.小笠原．硫黄島．

メモ：三宅島（手塚,1996；加藤,1996)．

11141Ｖ〃ﾊﾉcsce"ｓ（Broderip）ｳｽﾁﾔﾌﾃﾞ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：八丈島（加藤,1996)．

lll5mcolwzaja（Lamarck）ﾌﾁﾇｲﾌﾃﾞ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：三宅島テングサ干場（手塚，1996)，三宅島

（加藤,1996),八丈島（葛西,1982)．

1116八Ｍ"cmosa（Ａ､Ａｄａｍs）ﾋﾒｸﾘｲﾛﾔタテ

分布：台湾～インド・太平洋．

メモ：八丈島（加藤,1996),兄島（松本,1970)．

１１１７１VJam6e7riSouverbie ウスオピフデ

メモ：八丈島（加藤，1996)．前種の異名（肥後，

メモ：八丈島横間,揚砂（葛西,1982)．

１０９４０.（Ⅸ）かjcoﾉorZW/α"[ｈａＤｕｃｌｏｓ

分布：台湾～熱帯インド・太平洋．

メモ：八丈島横間,揚砂,二宮査定（葛西,1982)．サ

ンシキマクラの黒色型（肥後,1993)．

フデガイ科FamilyMITRIDAE

1095Ｍ"α〃Z、（Linnaeus）ﾁﾖｳｾﾝﾌﾃﾞ

分布：九州南部～インド・太平洋．

メモ：南鳥島（波江,1905)．

ｌ０９６Ｍｃａﾉ･dj"α/MGmelin）マルフデ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1968),小笠原（山下.,1994)．

l097Tia7eノルｐ(ＷﾉMLinnaeus）ｵﾆｷﾊﾞﾌﾃﾞ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：三宅島テングサ漁場38ｍ,生貝２，殻高6.5ｃｍ、

メモ：八丈島横間,揚砂（葛西，1982)．八丈島（草

苅,1996)．

ｌ０９８ＴＺｓｒｉｃＺｊｃａ（Link）ﾆｼｷ/ｷﾊﾞﾌﾃﾞ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,打上．

メモ：三宅島テングサ千場（手塚,1996)．

1099ＰﾉｚａｅｏｍＺｍａ肋jg"ａ（Swainson）ｵｵｵﾋﾞﾌﾃﾞ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

1100ＰＬｃｑﾉｸﾞｾα（Schbert＆Wagner）ｸﾘｲﾛﾌﾃﾞ

分布：奄美諸島～ポリネシア．

採集：八丈島垂戸,打上．

メモ：三宅島7ｍ,生貝（手塚,1996)．

1101ＰＬ〃compm（Lightfbot）ｵｷﾅﾌﾃﾞ

分布：沖縄～インド・太平洋．

メモ：三宅島（加藤,1996),八丈島（葛西,1982)．

ｌ１０２ＰＷＰ〃ｍｌｗｍ（Roding）コゲフデ

分布：奄美諸島～南西太平洋．

採集：八丈島,死殻．

メモ：小笠原（草苅,1985)．

l103PLi叩e血ﾉjＳ（Roding）ﾍﾞﾆｳ（フデ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

1104Ｊ'Jci〃ｒｍｐｅﾉｅ（Cernohorsky）ﾇﾘﾊﾀﾞﾌﾃﾞ

分布：オーストラリア北東部．

メモ：八丈島,父島（加藤,1996)．

1105ＮＣＭα血/brlwgi"eａ（Lamarck）ﾍﾞｯｺｩﾌﾃﾞ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．
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1130s/ｔＭｇｊｚＪｍ（Reeve）ｸﾘｲﾛﾔﾀﾃ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原．

メモ：三宅島（加藤，1996)．マリアナ諸島に普通

（Kurozumi,1994)．

l131Sjmp7essa（Anton）ｷｲﾛﾌﾃﾞ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

採集：八丈島．小笠原二業地,生貝，殻長3.96ｃｍ，岡

山正実採集,西村所有．

メモ：三宅島９ｍ,生貝（手塚,1996L

1132SL/ｔＭｏ/α'ｉｓ（Laborpe＆Deshayes）ｼﾛﾌﾔﾀﾃ

メモ：八丈島（葛西，1982)．マリアナ諸島（Kuro‐

ｚｕｍｉ，1994)．紅海特産として本邦目録より削除

（肥後,1993）

ｌ１３３ＩＭｍｙｐｈａ（Reeve）チゴフデ

分布：上佐沖～インド・太平洋．

採集：小笠原,死殻．

メモ：八丈島（葛西,１９８２；加藤,1996)．

ｌ１３４ｆｓｐ・ ヤタテチゴフデ

分布：奄美諸島～沖縄．

メモ：八丈島横問,揚砂（葛西,1982)．

1135Pte,〕/ｇｊａｃ泥""/α、（Gmelin）チリﾒﾝｲﾓﾌﾃﾞ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：八丈島長根（葛西,1982)．

ｌ１３６Ｒｃ.〃"dzｲﾉosq（Reeve）ﾋﾒｲﾓﾌﾃﾞ

メモ：八丈島（葛西,1982)．チリメンイモフデの殻

表面の平滑型（肥後,1993)．

1137Ｒ/tZpo"jcaOkutani＆Matsukuma ナガイモフデ

分布：伊豆半島沖,九州西岸．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

ll38Rsca6ric"/ａ（Linnaeus）ﾏﾙｱﾗﾌﾃﾞ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

メモ：八丈島横間,揚砂（葛西,1982)．

l139AcMCyﾉｍｄｍ〃"cea（Gmelin）ｿﾑｶﾞﾀｲﾓﾌﾃﾞ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

l140Smbrjco/αzephWi"ａ（Sowerby）ｻﾅｷﾞﾌﾃﾞ

分布：台湾～南支那海．

メモ：八丈島横問,揚砂（葛西,1982)．

１１４１Ｓｗａｉ"so"iａｃａｓｍ（Gmelin）ｿﾞｳｹﾞﾌﾃﾞ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：八丈島横間,揚砂（葛西,1982)．

l142mbrjcarjα〃"cｍｔａ（Swainson）ツ/ｲﾛﾁｮｳﾁﾝﾌﾃﾞ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原,北硫黄島,共に死殻．

1993)．

11181Ｗ,""cric"/α/ａ（Lamarck）キバフデ

分布：奄美諸島～西太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

ｌ１１９１ＷＤｓａｃｅａ（Reeve）ベニフデ

分布：房総半島～南西太平洋．

メモ：父島（Fukuda,1994)．

ｌ１２０Ｄｊｂ叩加sede"Ｍａ（Swainson）ﾊﾅｼﾌﾃﾞ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：八文島（葛西,１９８２；加藤,1996)．

1121sかｊｇａｊｅﾉﾉａｐａ叩e'Ｍａ（Linnaeus）ﾅｶﾞｼﾏﾔﾀﾃ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,硫黄島,南硫黄島．

メモ：大島トウシキ（五十嵐,1952)．

ll22Szebm（Lamarck）ｺｼﾏﾔﾀﾃ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原．

メモ：新島（五十嵐,1952)．

ll23SLremsa（Lamarck）ｵｵｼﾏﾔﾀﾃ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原．

1124ｓ〃era、（Lamarck）（ﾀﾞﾚｼﾏﾔﾀﾃ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原.南鳥烏は死殻．

メモ：マリアナ諸島に杵通（Kurozumi,1994)．

ｌ１２５ＳａＭｃ山jdes（Reeve）ﾋﾒﾔﾀﾃ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島．

メモ：南鳥島（加藤,l99Q

1126Sassi〃/ｉｓ（Pease）ｸﾁｼﾞﾛﾋﾒﾔタテ

分布：種子島～インド・西太平洋．

メモ：三宅島,八丈島（h１１藤,1996)．

l127SLsc"”ん（Gmelin）ﾔﾀﾃｶﾞｲ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．

メモ：大島トウシキ（五十嵐,1952),八丈烏（葛西，

１９８２；草苅,1996)．

１１２８sLα'?ZphoreﾉﾉａＬａｍａｒｃｋシロオピヤタテ

採集：伊豆諸島．

メモ：大島トウシキ（五十嵐，1952)．前種の異名

（肥後,1993)．

１１２９ＳｄｅｃｚＪｒｍＺａ（Reeve）ﾌﾄｺﾛﾔﾀﾃ

分布：奄美諸島～ポリネシア．

採集：八丈烏,小蔽原,南烏島,全て死殻．

メモ：南鳥島（加藤,1996)．

－７３－



1155Ｃｚｅわ卯ａ（Reeve）ﾍﾞﾆｵﾄﾒ

分布：相模湾～インド・太平洋．

採集：八丈島．

メモ：三宅島（手塚,1996),小笠原（大里,1996)．

l156CoMjscz`ｓ（Reeve）ｱﾐﾒﾂｸｼ

分布：房総半島～インド・太平洋．

メモ：黒瀬190ｍ（Okutani,1975)．

l157Cmodesmm（Reeve）ｻｸﾗｵﾄﾒﾌﾃﾞ

ﾒﾓ：小笠原兄島,新称（Fukuda,1994Ｌ

１１５８Ｃｃａｓｍｍ（ＨＡｄａｍｓ）ガラスハフデ

メモ：小笠原巽出をMrmp舵ｘｓｐ、として山下新称

（1994),学名はFukuda（1994)．

ｌ１５９Ｃｇｏｒｏｅ"sMSmith）ｺﾞﾄｳｿｸｼ

メモ：小笠原父島30-80ｍ（Fukuda,1995)．

1160Ｃ/叩o"jczJs（ＡＡｄａｍｓ）ナガツクシ

メモ：父島ドレッジ（Fukuda,1995)．

ｌ１６１Ｃｍａｃｌｍｐ伽、（ＡＡｄａｍｓ）ホクロツク

メモ：父島沖,弟島120-150ｍ（Fukuda,1995)．

ｌ１６２Ｕｍ〃!'wectj/are、/is（Sowerby）オオソクシ

メモ：弟島120-150ｍ（Fukuda,1995)．

1163Ｍｒｍｐ(/ｂｘｈｉ/〃jSKuroda＆Ｈａｂｅ ヨロコピソクシ

分布：相模湾．

メモ：瓢箪瀬140ｍ,死殻３（Okutani,1972Ｌ

１１６４Ｍｃｏﾉﾉ伽o"ﾉ（Ａ,Ａｄａｍs）ｺﾘﾝｿﾊ/ムシ

分布：相模湾～西太平洋．

採集：八丈島石積鼻,打上,最大殻高1.32ｃｍ

1165Ｍα"gｚＭＭｍｚＪｓ（ＥＡＳｍｉｔｈ）ｵﾀﾞﾔｶｿｸｼ

分布：房総半島～インド・太平洋．

メモ：父島42-84ｍ（Fukuda,１９Ｎ)．

ｌ１６６ＭｋｚＪｍｄａｊＳａｋｕｒａｉ＆Ｈａｂｅ クロダツクシ

分布：相模湾～九州．

メモ：瓢箪瀬220ｍ,死殻１（Okutani,1972)．

1167Are"加川exaqpe"α、（Gmelin）ハマゾト

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：小笠原,死殻．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

1168Ａ.〃c(/ircQ（Reeve）チヂ《ﾊﾏｿﾄ

分布：四国～西太平洋．

採集：八丈島,死殻,殻高1.06ｃｍ・父島宮の浜，死殻，

殻高1.57ｃｍ、

メモ：マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

11694.ｃａｄａｖｅ７ｍ（Reeve）ﾄｹﾞﾊﾏｿﾄ

分布：奄美諸島～熱帯太平洋．

採集：八丈島,死殻．

1170PZJsjaSPeciosa（Reeve）ｵﾄﾒﾌﾃﾞ

メモ：三宅島15ｍ,生貝（手塚,199,

114310/iwze/br伽（Swainson）ﾏｸﾗﾌﾃﾞ

分布：四国～熱帯太平洋．

採集：八丈島,死殻．

l144SzJ6cα"ci"αwrlwcosa（Reeve）イガフデ

分布：八重山諸島～インド・太平洋．

メモ：小笠原諸島（肥後,1993)．

1145ｃｔz"cﾉﾉﾉﾋZ（Zjbα）ｃ/mMCernohorskyﾚﾝｶﾞﾏｷﾌﾃﾞ

メモ：高瀬140-180ｍ,死殻２（Okutani,1972)．銭洲

189-199ｍ,死殻１（土田，1991)．肥後(1993)はク

ロバーフデと記述．

l1461VEoaJ"cﾉﾉﾉａｐｑｐｉﾉﾉ０（Link）ｸﾁﾍﾞﾆｱﾗﾌﾃﾞ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：父島５－１０ｍ,生貝多産．

メモ：三宅島10ｍ,生貝（手塚，1996)．八丈島（葛

西,1982)．

11471Ｖｃ/α[ﾊﾉWS（Gmelin）ｲﾜｶﾜﾌﾃﾞ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島横間,揚砂.小笠原．

ｌ１４８１ＷａＡｉｍｏｊ（Kuroda＆Sakurai）タキフデ

分布：紀伊半島～フィリピン．

採集：八丈島横問,揚砂多産．父島洲崎２０ｍ,生貝１．

ミノムシガイ科FamilyCOSTELLARIIDAE

l149PbXiﾉﾉzJmrzJgos"'７Z（Gmelin）ｼﾜﾐﾉﾑｼ

分布：沖縄諸島～インド・太平洋．

メモ：父島120-150ｍ,死殻１（Fukuda,1995)．

1150リMJe"iａｍｍ（Lamarck）ナガ《/ムシ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

1151ⅨMreo/αr"'殉（Reeve）（/ﾑｼｶﾞｲ

分布：種子島～インド・太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

1152Ⅸｐﾉﾉca7jzmz（Linnaeus）オオリムシ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

1153ⅨczJrWﾉ〃rzJm（Sowerby）タイワハ/ムシ

分布：八重山諸島～インド・太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

l154Cbsre/ｍ７ｉα〃"(fＭａＺａ（Wood）ﾊﾅｶｺﾞｵﾄﾒ

分布：相模湾～インド・太平洋．

採集：神津島,最大殻高3.27ｃｍ、八丈島，同3.45ｃｍ

小笠原,同L45cm,死殼．

メモ：三宅島（手塚,１９９６；加藤,1996)．
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分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島．

メモ：三宅島（手塚,1996)．

1171PLCC"sα"9脚eａ（Reeve）ミヨﾘｵﾄﾒﾌﾃﾞ

分布：紀伊半島～西太平洋．

採集：伊豆諸島．

メモ：三宅島（手塚，1996)，母島桐浜（Fukuda，

1994)．

ｌ１７２ＰＬ/α"、（Reeve）ﾊﾃﾞｵﾄﾒ

分布：紀伊半島～西太平洋．

採集：父島豆腐岩,扇岩,死殻各１．

１１７３PLC花、α'１ｓ（Reeve）ホ/ﾎ/ｵﾄﾒﾌﾃﾞ

分布：奄美諸島～熱帯太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1968)．父島洲崎（山下,1994)．

前種は本種の異名（Fukuda,1995)．

1174ＰＬＣα"Ceﾉﾉａｒｍｊｄｅｓ（Anton）ｱﾗﾚｵﾄﾒ

分布：房総半島～西太平洋．

採集：八丈島,死殻．

メモ：三宅島（手塚,１９９６；加藤,1996)．

ll75PLazJ花０ｍｍ（Reeve）ﾊﾅｵﾄﾒ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

採集：小笠原,死殻．

l176PLber"ﾉ､”伽（Roding）カムリオトメ

分布：奄美諸島以南．

メモ：八丈島横間,揚砂（葛西,1982)．

l177PL/１２３ｍ（Reeve）ﾊﾚﾔｶｵﾄﾒ

分布：奄美諸島以南．

メモ：三宅島（加藤,1996),八丈島（葛西,1982)．

1178ＰＬｚｅ/otypa（Reeve）ヒシオトメ

メモ：八丈島横間,揚砂（葛西,1982)．

ｌ１７９ＰＬｐａｒｒｊα”ﾉｶαﾉｉｓ（Gmelin）ｸﾁﾍﾞﾆｵﾄﾒ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,死殻．

メモ：三宅島（手塚，１９９６；加藤，1996)，小笠原

（山下,1994)，マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

l180PLazvea（Reeve）ｿﾒﾜｹｵﾄﾒ

分布：房総半島～西南太平洋．

採集：八丈島,小笠原,共に死殻．

メモ：三宅島（手塚,１９９６；加藤,1996)．

l181PLmicmzo"ｉａｓ（Lamarck）ｸﾛｵﾄﾒ

分布：房総半島～西太平洋．

採集：八丈島,小笠原,共に死殻．

メモ：三宅島（手塚,１９９６；加藤,1996)．

l182PLmsa（Reeve）カスリオトメ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島（普通),小笠原（少産)．

メモ：三宅島（加藤,1996)．

l183PLdjsco〃ｊａ（Reeve）ｼﾏｵﾄﾒ

分布：房総半島～西太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．

メモ：鵜渡根（加藤,1996)．

ｌ１８４Ｒｊ"ermMReeve）ﾋｾﾞﾝｿｸｼ

分布：房総半島～フィリピン．

採集：八丈島,死殻．

メモ：三宅島（手塚,1996)．

ｌ１８５ＰＭａｗｑ/ｊｅｌＭ（Pilsbry）ｱﾜｼﾞﾂｸｼ

分布：奄美諸島以南．

メモ：八丈島（葛西，1982)．前種の縦肋の多い型

（肥後,1993)．

l186PLMmzJssj（Dunker）クラｳｽｵﾄﾒﾌﾃﾞ

分布：北海道南西部～九州．

採集：小笠原,死殻．

メモ：三宅島（加藤,1996)．

l187PLhα"/eｙ（Dohrn）ｺﾋﾞﾄﾏﾒｵﾄﾒ

分布：紀伊半島以南．

採集：八丈島,最大殻高043ｃｍ・

メモ：三宅島（加藤,1996)．

l188PLsz4avjs（Souverbie）ﾋﾅｵﾄﾒ

分布：高知県～沖縄．

採集：八丈島船戸鼻,打上,殻高0.68ｃｍ

ｌｌ８９ＰＬｓａｇａｍｉｅ"mKuroda＆Ｈａｂｅ サガミツクシ

分布：銚子沖～駿河湾．

メモ：黒瀬（肥後,1993)．

1190PLaemzJ/ａ（Smith）シイハソクシ

分布：三陸～九州．

メモ：三宅島（加藤,1996)．

ｌ１９１ＰＬ〃e"zJpm（Anton）シポリオトメ

分布：沖縄諸島～フィリピン．

メモ：母島（Fukuda,1994)．

l192miocMamoeﾉﾉeri（Kiister）ﾎｼﾔﾏｵﾄﾒﾌﾃﾞ

分布：沖縄諸島～インド・太平洋．

採集：硫黄島,死殻１．

１１９３Ｔ/zα/αｍＭα"血（Gould）ハフデ

分布：房総半島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島,最大殻高0.51ｃｍ・小笠原．

ｌ１９４７Ｘｏｇａｓａｗａｒα"αPilsbly オガサワラハフデ

メモ：ノミフデの異名（肥後,1993)．

l195TXsecaﾉﾉ"ｅ（Gould）コツプハフデ

分布：奄美諸島～沖縄．

メモ：八丈島（葛西,1982)．
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オニコブシ科ヒタチオビ科 FamilyVASIDAEFamilyVOLUTIDAE

l205ytJs"ｍｃｅｒα〃czJm（Linnaeus）ｵﾆｺﾌﾟｼ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

採集：1964年八丈島八重根エビ網,標本紛失．

メモ：1980年八丈島菊池健採集（葛西,1982)．マリ

アナ諸島普通（Kurozumi,1994)．

1206反mrbi"eﾉﾉ"、（Linnaeus）ｺｵﾆｺﾌﾟｼ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：三宅島（加藤,1996)．

ｌ１９６ＬＷｊａ（LWjα）ｃａｓｓｉｄ"わ（Reeve）スジポラ

分布：房総半島～九州．

メモ：八丈島（葛西，1968)．高瀬70-80ｍ，生貝１

（Okutani,1972)．

ｌ１９７Ｌ.（L､）〃"cﾉez`ｓ（Lamarck）ｳﾈｽｼﾞﾎﾟﾗ

分布：房総半島～沖縄．

採集：小笠原．

メモ：父島３－４ｍ,転石下より生貝（山下,1994)．

1198L(L・〃αﾉﾉﾉ｡"/αHabe ウスイロスソポラ

分布：房総半島～土佐沖．

メモ：黒瀬175ｍ,死殻１（Okutani,1975)．

1199Ⅳ卯o"o/ＭＣＭα、α肋re"ｉｓ（Otuka）ｶﾏｸﾗﾋﾀﾁオビ

メモ：八丈島460ｍ,死殻１（Okutani,1968)．

コゴメガイ科FamilyMAROINELLIDAE

1207Ｈ〕）αﾉ伽（Hydmgi"eﾉﾉα）ｓａｇα〃e"sjsKuroda＆

Ｈａｂｅ コハクコゴメ

分布：相模湾,駿河湾．

メモ：銭洲（加藤,1996)．

l208qMsczJs（KOgomeα）ノUPC"iczJs（Ｎｏｍｕｒａ＆

Hatai）ｺｺﾞﾒｶﾞｲ

分布：三陸～九州．

メモ：神津島（東京水試,1984)．

ｌ２０９Ｃｓｐ・ ムニンコゴメ

メモ：父島宮の浜,新称（Fukuda,1994)．

１２１０ＣＳＰ ｶｽﾞﾋﾀﾞｺｺﾞﾒ

メモ：父島宮の浜,新称（Fukuda,1994)．

1211Ｃｉｒ/zｅ（ＭｃｍｌＭ"α）〃α"αCe"sjs（Habe）ﾁﾋﾟﾂﾕﾀﾞﾏ

分布：館山湾～九州西岸．

メモ：銭洲（加藤,1996)．

l212Cypmeoﾉ伽ｍＭﾉﾉα（Gould）ﾀｶﾗｺｺﾞﾒ

分布：房総半島～中国．

メモ：大室出し,銭洲（加藤,1996)．

１２１３Ｇｍ""ﾉﾉﾉｍｓｐ、 オモナガタカラコゴメ

メモ：父島宮の浜,新称（Fukuda,1994)．

l214G（Laseron）ｓｐ・ ケシップタカラコゴメ

メモ：父島宮の浜,新称（Fukuda,1994)．

ｌ２１５Ｈｙａﾉﾉ"αｈｉｒａｓｅｊ（Bavay）ﾏｸﾗｺｺﾞﾒ

分布：奄美諸島以南．

メモ：沖の鳥島（西村,1992)．

１２１６リノbﾉｖａｒｉ"eﾉﾉaisecZaLaseron ｿﾞｳﾑｼｺｺﾞﾒ

メモ：父島宮の浜,新称（Fukuda,1994)．

ｌ２１７Ｍｍｇｍｅﾉﾉａｓｐ・ イルカへリトリガイ

メモ：父島120-150ｍ,新称（Fukuda,1995)．

ショッコウラ科FamilyHARPIDAE

l200HmpMaZpa（Linnaeus）ﾍﾞﾆｵﾋﾟｼﾖｸｺｳﾗ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：三宅島９ｍ,死殻（手塚，1996)．北硫黄島西

岸（松本,1970)．小笠原（倉田,1969)．

ｌ２０１ＨａｍｏｚＪだがαRoeding 上メショクコウラ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,打上多．堤清樹底土で生貝採集,殻長

４．０ｃｍ,西村所有．

メモ：式根島（西村，1996)．三宅島，打上（手塚，

1996)．父島コペペ,鮮度の良い死殻（岡山,1998)．

マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

1202Ｈｍｑ/OrRoeding ショクコウラ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：八丈島神湊60ｍ,薬英潜り（西村，1969)．小

笠原（倉田，1969)．

ｌ２０３ＭＯ７ｗｍ（O"jsidiα）、αcα"伽Ⅷ（Soweby）コエポシ

分布：房総半島～南支那海．

採集：1970年大島岡田65ｍ,生貝１，殻長467ｃｍ・

メモ：三宅島（加藤,1996),父島（Fukuda,1994)．

1204Ｍ（HC'Ｍｅα)ｐｏ"dems"、（Hanley）ﾕｳﾋﾟｶﾞｲ

分布：種子島～ポリネシア．

メモ：1980年八丈島堤清樹採集．1998年父島宮の浜，

鮮度の良い死殻,岡山正実採集．母島南崎，死殻１

（Fukuda,1995)．
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コロモガイ超科

コロモガイ科

メモ：八丈島（加藤,1996)．

ｌ２３０Ｃ（Ｃ）ｐjca（Reeve）ｶｻｻｷﾞｸﾀﾞマキ

分布：奄美諸島～熱帯インド・太平洋．

メモ：父島（加藤,1996)．

l231C（Ｃ）ＰｚＭ/z`ｓ（Garrett）ﾊｸﾀﾞﾏｷ

分布：紀伊半島～台湾．

メモ：八丈島（葛西,１９８２；加藤,1996)．

12321"9伽Zer/９６ﾙﾋﾞ〕帆（ＥＡ・Smith）モヅポラ

分布：北海道南部～朝鮮半島．

メモ：大島岡田36ｍ（五十嵐,1952)．

1233Ｌノルvid"ﾉα（Lamarck）タケ/ｺｼｬjノク

分布：銚子沖～九州西岸．

メモ：父島，ドレッジ,死殻Ｚ（Fukuda,1995)．

ｌ２３４Ｉｍａｃ/αyαノzosojOkutani

メモ：大島620-720ｍ（Okutani,1966)．

1235HOmjc/ａ１ｗｓ（CW/ｚａｍｃﾉ､ＷＳ)/】r/ｉｃｊ"cｍｓ（Smith）

ヒサゴシャジク

分布：相模湾～九州．

メモ：瓢箪瀬130ｍ,生貝１（Okutani,1972)．

l236TbmOP/ezJmpozJﾉMsis（Jousseaume）ｺｹﾞﾏｷﾓﾉｼｬｼﾞｸ

分布：銚子沖～九州．

メモ：三宅烏テングサ千場（手塚，1996)．八丈島

（葛西,1982)．

1237ｍ〃iveａ（Philippi）マキﾓﾉｼｬｼﾞｸ

分布：銚子沖～インド・太平洋．

採集：八丈島,死殻．

メモ：三毛局（加藤,1996)．

12380〕pZomeﾉﾉaebo7（Okutani）

メモ：鳥島沖2550ｍ（Okutani,1968L

1239GemmzJ/ａ（Ｇｅｍｍ"わ）ＣＯ"ge"ercosmoj（Sykes）

ﾒﾙﾋﾟﾙｸﾀﾞマキ

分布：房総半島～中部太平洋．

メモ：瓢箪瀬140ｍ,死殻１（Okutani,１９７２)．

1240Ｇ.（Ｇ）肱"erj（Doumet）ｿｭｽﾞｶｹｸﾀﾞマキ

分布：銚子沖～フィリピン．

採集：大島岡田36ｍ,生貝１殼高335ｃｍ・

メモ：式根烏（西村,1996)．

1241Ｇ.（ＵＭﾉOgemm"/αＭ"edｏ（Kiener）ﾎﾝｶﾘｶﾞﾈ

分布：房総半島～インド・西太平洋．

メモ：小笠原（倉田，1969)．

1242Ｌ〃/zjoroma（LOphjoZomα）〃oraZa（Sowerby）

コガスリクダマキ

分布：相模湾～南支那海．

採集：八丈島横問,揚砂．

メモ：小笠原（草苅,1985)．

SupcrhlmilyCANCELLARIOIDEA

FamilyCANCELLARIIDAE

l218SydaP/ｚｅｍＷ"g/e7iα"ａ（Deshayes）ｺﾛﾓｶﾞｲ

分布：北海道南部～インド・太平洋．

メモ：三宅島（加藤,199,

1219Ｈ[zbeso/α血〃odzJ/(/Ｍｚ（Sowerby）ﾄｶｼｵﾘｲﾚ

分布：三陸～東支那海．

メモ：三宅島（加藤,1996)．

l２２０ＳｍｌｌＰｒｊａ（Trjgo"〃ｈｅ、）ｂｊｃｏ〃（Hinds）

ソメワケオリイレポラ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

採集：父島各地ヤドカリ人多．

1221ｓ（TI）rｅｍｍａｃｈｉｊ（Habe）ﾁﾘﾒﾝｵﾘｲﾚﾎﾟﾗ

分布：士佐沖．

メモ：瓢箪瀬140ｍ,死殼１（Okutani,1975)．

1222ｓ（Ｓｍｌｐｔｊα）ｓｒｅ"ompMa（Habe）へｿｱｷｵﾘｲﾚボラ

分布：房総半島～インド・太平洋．

メモ：小笠原（大里,1996)．

イモガイ超科

クダマキガイ科

SuperftlmilyCONOIDEA

FamilyTURRIDAE

1223ＣﾉαZ/ｚｍｄｒﾉﾉﾉﾉamAeoAce"sjs（Otuka）ミドリモミジポラ

分布：北海道～駿河湾．

メモ：三宅島1080-1270ｍ（Okutani,1968)．

l２２４ＣｐＡｙｍａｔｊａｓ（Watson）

分布：紀伊半島以南．

メモ：伊豆七局2000ｍ（肥後,1993)．

l225Bmc/ｎＷｏｍａＭ)eｍｓａ（Smith）ｵﾈﾀﾞｶﾓﾂﾞボラ

分布：紀伊半島～奄美諸島．

メモ：三宅島テングサ千場（手塚,1996)．

1226,ﾉorieﾉﾙﾉ、〃/iｓ（Smith）ﾋﾒｳﾐｸﾀﾞマキ

分布：房総半島～九州．

採集：小笠原,死殼．

l2277Xs"bobﾉi9zJarq（Smith）ｸﾘｲﾛｳﾐｸﾀﾞﾏｷ

分布：房総半島～フィリピン．

採集：父島宮の浜,死殻．

1228Ｃ/α”（C/αwJs）〃"jzo"α/ｉｓ（Lamarck）

ヒトスジソノクダマキ

分布：紀伊半島～両太平洋．

採集：小蔽原,死殻．

メモ：三宅島（加藤,1996),八丈島（葛西,1982)．

ｌ２２９Ｃ（Ｃ）ｅｘａＳｐｅｍｍｓ（Reeve）ﾂﾉｸﾀﾞﾏｷ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．
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分布：種子島～沖縄．

メモ：八丈島（加藤,1996)．

125ＳＴＩ〃6α、（Hinds）ﾀﾃｶﾞ(ﾊﾗﾌﾟﾄｼｬｼﾞｸ

分布：紀伊半島～メラネシア．

メモ：式根島（中鉢,1942)．三宅島,八丈島（加藤，

1996)．

1256Ｔα/6q/tＭａｍ（ＥＡ・Smith）ウIﾆﾅｲﾄﾏｷﾊﾗﾌﾟﾄｼｬｼﾞｸ

分布：奄美諸島～ハワイ．

メモ：八丈島横間,揚砂（葛西,1982)．

1257‘!/Ｍａｃ〃"α、（Ｄall）ﾔｹﾞﾝｲｸﾞﾁ

分布：アラスカ～銚子沖．

メモ：三宅島1080-1205ｍ（Okutani,1968)．

12584.ｈｏ"doα"αＤallﾘﾔｹﾞﾝｲｸﾞﾁ

分布：鹿島灘～相模湾以南．

メモ：三宅島1230-1300ｍ（Okutani,1964)．

l259Cbc/iﾉeSp加皿/ＣＭ上z〃ﾉc/ze"伽〃ａ（Kuroda）

ﾃﾝｼﾞｸｸﾀﾞマキ

分布：房総半島～東支那海．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

ｌ２６０Ｐｊ肋〃Sp〃αﾉbjgzJrZata（Pilsbry）シﾗﾎﾟｼｼｬｼﾞｸ

分布：銚子沖～九州．

メモ：大島岡田港（五十嵐，1952),式根島（白井，

1955),三宅島打上（手塚,1996)．

ｌ２６１ＰＬ〃αPC"od汕図α（ＥＡＳｍｉｔｈ）ｷﾎﾟｼｼｬｼﾞｸ

分布：駿河湾～五島．

メモ：三宅島テングサ千場（手塚,1996)．

l2620tMSpjmrz</bwzrjcosaKuroda＆Ｏｙａｍａ

トラフモヅポラ

分布：銚子沖～士佐沖．

メモ：八丈島（草苅,1996),小笠原（草苅,1985)．

ｌ２６３Ｃｓｐ、 ベンガラモミジポラ

メモ：父島，ドレッジ，死殻１，大里採集，新称

（Fukuda,1995)．

ｌＺ６４ＨＪｍｍﾉﾉﾉαj"CO"s/α"ｓ（ＥＡＳｍｉｔｈ）ｲﾎﾟﾋﾒｼｬｼﾞｸ

分布：三陸沿岸～九州．

メモ：八丈島横間,揚砂（葛西,1982)．

1265Ｒｊ"gzJMrﾉﾉﾉﾉαｅ"go"ｊａ（Watson）ﾔｹﾞﾝｸﾀﾞﾏｷ

分布：三陸沿岸～相模湾．

メモ：三宅島1080-1205ｍ（Okutani，1968)．

1266Ｍ伽、CEP/zａ（LoveﾉﾉO"α）ａｒｍｍｅ"ｔｏｓａ（Reeve）

爪ゾメシズクニナ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原．

1267Ｍ（ＭＺｍｍｏＺＰｈα）sZePhe"ノ（Melvill＆Standen）

クロホシシズクニナ

ｌ２４３Ｌ.（L､）αcｍａ（Perry）ﾄﾗﾌｸﾀﾞﾏｷ

分布：志摩半島～インド・太平洋．

メモ：黒瀬170-183ｍ,死殻１（Okutani,1975)．

ｌ２４４Ｘｂ""ｍｍｒｒｊＭ"9瓦/(/Ｍｚ（Lamarck）ｼﾔｼﾞｸｸﾀﾞマキ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,ヤドカリ入,殻長1.52-2.73ｃｍ・

メモ：式根島（中鉢,1942)．三宅島漁網，生貝（手

塚,1996)．八丈島（葛西,１９８２)．

1245Ｘ〃ﾉﾉep""ααrａ（Sowerby）ｶｽﾘｸｸﾞﾏｷ

分布：伊豆半島～西太平洋．

採集：八丈島三根フカミノ，堤清樹生貝採集，殻長

4.34ｃｍ,西村所有．

メモ：大島波浮港（五十嵐，1952)，式根島（白井，

1955),三宅島（加藤,1996)．コガスリクダマキは

異名（肥後,1993)．

l246TzJrrisc7叩qcrjW（Lamarck）クダポラ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

メモ：三宅島9ｍ,生貝（手塚,199,

1247ＴＭＪ"dOsa（Lamarck）ｸﾁﾑﾗｻｷｸﾀﾞﾏｷ

分布：志摩半島～インド・太平洋．

メモ：三宅島テングサ千場,生貝（手塚,1996)．

1248頭Specm6肋（Reeve）ﾊﾅﾔｶｸﾀﾞマキ

分布：紀伊半島～西太平洋．

メモ：八丈島横間,揚砂（葛西,1982)．

12490〕ZpZOgemmap/i〕wｚａｔｊａｓ（Watson）

メモ：ベヨネーズ列岩2020ｍ（Okutani,1966)．

12507t`r7jd抑ａｃｊ"αａ（Lamarck）ｲﾄﾏｷﾊﾗﾌﾟﾄｼﾔｼﾞｸ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島,死殼．

メモ：三宅島6ｍ,生貝（手塚,1996)．三宅島（加藤，

1996)．

ｌ２５１ｎ６卯bａｒａ（Reeve）ｸﾛｲﾄﾏｷﾊﾗﾌﾟﾄｼﾔｼﾞｸ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島,南硫黄島,共に死殻．

メモ：三宅島テングサ千場,死殻（手塚，1996)．父

島130ｍ（Fukuda,1995)．

ｌ２５２ｍｃｅｒｊｒｈ伽（Anton）ﾊﾗﾌﾟﾄｼｬｼﾞｸ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島,死殻．

メモ：三宅島テングサ千場,死殻（手塚,1996)．

1２５３ｎａｓｊ７ｉａａｃｏ"sobri"αＰｏｗｅｌｌｼﾞｭｽﾞｶｹﾊﾗプトシャジク

分布：奄美諸島～ハワイ．

メモ：父島，ドレッジ，生貝１，死殻１（Fukuda，

1995)．

１２５４正α・ａｓかjcra（Reeve）ｶｻﾞﾘｲﾄﾏｷﾊﾗﾌﾟﾄｼｬｼﾞｸ
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メモ：弟島,ノコギリダイ胃内（Fukuda,1995)．

１２６８Ｍ（Ｍ)/ＭＭ（Hervier）ｺｺｱ/ｼｽﾞｸﾆﾅ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：父島,母島（Fukuda,1994)．

1269Ｍ(Ｍ〃eαsea"α(Finlay)ｼﾗﾎﾟｼｼｽﾞｸニナ

メモ：父島,新称（Fukuda,1994)．

１２７０Ｍ（』"αrjt肺α）ｄｏ'msKuroda＆Ｏｙａｍａ

７ﾃﾞﾔｶｼｽﾞﾙﾅ

分布：相模湾以南．

メモ：黒瀬170-183ｍ,生貝２，死殻（Okutani,1875)．

弟島，ドレツジ,死殻１（Fukuda,1995)．

１２７１Ｍ（４）ｍｅｊＭｚ（Hinds）ｼｽﾞｸﾆﾅ

分布：紀伊半島～台湾．

メモ：小笠原（倉田，1969)，マリアナ諸島（Kuro‐

ｚｕｍｉ,1994)．

１２７２０α伽'eﾉﾉｔＪ（Cﾉα伽花ﾉﾉα）cmMtzblwm（Reeve）

アソクチピルクチキレソプ

分布：紀伊半島～インド・西太平洋．

採集：八丈島,死殻．

l273C（Ｃ）〃"zJtjsWze伽/ａ（Bouge＆Dautzenbwrg）

机スジコシポソクチキレ

分布：奄美諸島～西太平洋．

メモ：山下(1994)が小笠原から報告したフトクチキ

レツブは本種の異名．

１２７４Ｅ/'ｗｍｓｐ・ ｵｵｸﾁﾋﾟﾙｸチキレツブ

採集：父島宮の浜．

メモ：父島宮の浜,新称（山下,l994L

1275E（E舵、α）、ｿﾉ（Sowerby）ﾄｳｶﾞﾀｺｼﾎﾟｿｸﾁｷﾚ

分布：紀伊半島～西太平洋．

メモ：八丈島（加藤,1996)．父島（Fukuda,1994)．

ｌ２７６Ｅ（Ｅｊだ、qpα）Scα/α'伽（Deshayes）

イトカケコシポソクチキレ

分布：駿河湾～インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原,共に死殻．

メモ：父島（加藤,1996)．

l277E（且）rexm（Dunker）ｱﾛｼﾎﾟｿｸﾁｷﾚ

分布：三陸～九州．

メモ：八丈島（加藤,1996),兄島（松本，1970)．父

島,母島（Fukuda,1994)．

l278Mzaeomi"/erlWpm（Reeve）ｻｼｺﾄﾂﾌﾟ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：兄島（松本,1970),父島（Fukuda，1994)，マ

リアナ諸島（Kurozumi,1994)．

l279He〃C〕′t/ｉａｍｏｃｍ"g"/αｔＱ（Dunker）

ハソカクフタナシシャジク

分布：房総半島～沖縄．

メモ：三宅島5ｍ,生貝（手塚,1996)．

１２８０Lje"α､ﾉﾉα/Wb伽（Hinds）ﾙﾋﾟｲﾌﾀﾅｼｼｬｼﾞｸ

分布：紀伊半島～熱帯太平洋．

採集：八丈島,死殻．

メモ：マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

１２８１Ｌ,mseoZj"c、（Montrouzier）ﾊﾞﾗｲﾛｱﾗﾎﾟﾘｸﾁｷﾚｯﾌﾟ

分布：紀伊半島～西太平洋．

採集：八丈島,死殻．

メモ：父島（Fukuda，1994)，マリアナ諸島（Kuro‐

ｚｕｍｉ,1994)．

ｌ２８２Ｌ.ｇﾉabrjp/ｊｃａ、（Sowerby）ｹﾎﾟﾘｺｼﾎﾟｿクチキレ

メモ：兄島（松本,1970)．

１２８３ＬﾉＭｉｋｅα"ａ（Pilsbry）ﾘｼｹﾌﾀﾅｼｼｬｼﾞｸ

分布：伊豆半島～インド・太平洋．

採集：小笠原,死殼．

メモ：八丈島（加藤,1996)．

l284L.'mgMsjIredale＆Ｔｏｍｌｉｎ／ｼﾒｱﾗﾎﾟﾘｸﾁｷﾚﾂﾌﾟ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原,共に死殻．

メモ：マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

ｌ２８５Ｌｐ/α"ｉ肋'w、（Reeve）ｸﾘｲﾛﾌﾀﾅﾝｼｬｼﾞｸ

ﾒﾓ：父島（Fukuda,1994)．

l286L.（Ｈｅ〃ﾉﾉe"α城α）、α"αﾉ（Recluz）

モモイロフタナシシャジク

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：小笠原,死殻．

l287L（Ｈ）'w６脚"dｑ（Gould）ﾋﾒﾓﾓｲﾛﾌﾀﾅｼｼｬｼﾞｸ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：父島扇浦,打上．

メモ：三宅島砂場場，死殻（手塚，1996)．八丈島

（葛西,1982)．

l288L.（且）ｓｐ・ ｼﾗｻｷﾞｿﾌﾟ

分布：奄美諸島～台湾．

メモ：八丈島（加藤,1996)．

１２８９Ｅ"Ｃｉｒ/zamsemlzo"α、（Hervier）ﾊﾝｵﾋﾟｺﾄｯﾌﾟ

分布：駿河湾～熱帯インド・太平洋．

採集：小笠原,死殻．

1290ＥＣＯ"o/zeﾉﾉcoiaes（Reeve）ﾊﾌﾟﾀｴｺﾄｯﾌﾟ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

メモ：父島（加藤,1996)．

ｌ２９１Ｅｇ肋osa（Reeve）フトコトツプ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

メモ：母島（Fukuda,1994)．

1292Ｅα"gmsroma（Pease）ｸﾁﾎﾟｿｺﾄｯﾌﾟ
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1310Ｐ/zibertia（ハe"doqlaP/z"eﾉﾉα）Ｐ/ＺｊｌＰＰｉ"e"血、q/ｏｒ

（Hervier）ｱﾗﾒｺｳｼﾂﾌﾟ

分布：紀伊半島～酉太平洋．

採集：父島宮の浜,死殻．

l311R（PL）corlwgamDunker シポリコウシソプ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

メモ：八丈島横間,揚砂（葛西.1982)．

l312PL（PL）exce"e"ｓ（Sowerby）ﾋｲﾃｺｳｼﾂﾌﾟ

分布：奄美諸島～沖縄．

採集：八丈島,父島宮の浜,共に死殻．

l313PL（Kermα）〃eａ（Pease）ｳｽｲﾛｺｳｼｿﾌﾟ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

採集：八丈島,死殻．

メモ：父島宮の浜,死殻1．弟島,ノコギリダイ胃内

（Fukuda,1995)．

l314PL（Ｋ）ｂｅｌｗａｍｊ（Brazier）ﾁﾁｼﾞﾏｺｳｼﾂﾌﾞ

分布：紀伊半島～九州．

採集：小笠原,死殻．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

l315PL（K､）ｅｐＭ７ｍ（Melvill＆Standen）ﾁﾔｽｼﾞｺｳｼソプ

メモ：母島（Fukuda,1994)．

1316Ｐｂ（Ｋ)ﾉｾﾉ伽（Hinds）ﾃﾝｽｼﾞｺｳｼツプ

メモ：父島宮の浜（Fukuda,1994)．

ｌ３１７ＰＬ（Ｋ）ｓｐ ｼﾛｵﾋﾞｶｺﾞﾒコウシソプ

メモ：父島宮の浜,新称（山下,1994)．

13182（Lez</》Ｕｊα）ｓ"bSpm℃α（Hervier）ﾌﾄｺｳｼｿﾌﾟ

メモ：母島桐浜（Fukuda,1994)．

l319PL（Ｌ）ｓｐ・ オポロフコウシソプ

メモ：父島宮の浜ウスイロコウシッブより分離，

新称（山下,1994)．

l320PL（AeHdod叩力"eﾉﾉα）〃"ｂｅﾉosa（Pease）ｱﾗｺｳｼｿﾌﾟ

メモ：母島桐浜（Fukuda,1994)．

l321PL（PL）ｐ/medm（Hervier）ｼﾛｺｳｼｿﾌﾟ

メモ：父島36ｍ（Fukuda,1994)．

l322PL（PL）Ｚｊ"c、（Reeve）ｸﾛﾌｺｳｼﾂﾌﾟ

ﾒﾓ：兄島（松本，1970)．父島，母島（Fukuda，

1994)．

ｌ３２３Ｒｓｐ ｶﾀﾎｼｺｳシップ

メモ：弟島ノコギリダイ胃中,新称（山下,1994)．

1324乃iro"o、"iｓａｍａＭｊｓ（Hinds）ﾎﾗﾅﾘｺｳｼﾂﾌﾟ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原,共に死殼．

l325TXcz`〃"gﾉﾉ（Powys）ｵﾘｲﾚﾌﾃﾞﾝｬｼﾞｸ

分布：高知．

メモ：八丈島（葛西，1982)，父島洲崎（Fukuda，

メモ：父島,母島,新称（Fukuda,1994)．

ｌ２９３Ｅｃｏｍ"α/ａ（Hinds）ｶｻﾞﾘｺﾄｿﾌﾞ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

メモ：父島宮の浜,扇浦（Fukuda,1994)．

ｌ２９４ＰＭ）ｅＭａｂｊｇｍ"osaOkutani

メモ：三宅島1080-1205ｍ（Okutani,1968),ベヨネー

ズダリ岩2020ｍ（Okutani,1966)．

ｌ２９５ＰＬｙｏＡｑｙａｍａｊＴａｋｉ＆Ｏｙａｍａ

メモ：三宅島'080-1205ｍ（Okutani,1968)．

ｌ２９６ＰＬｈｉ"αeOkutani

メモ：三宅島1080-1205ｍ（Okutani,1968)．

l297PLmyeaOkutani

メモ：三宅島1080-1205ｍ（Okutani,1968)．

１２９８ＰＬｓｐ

メモ：三宅島1080-1205ｍ，鳥島2550ｍ（Okutani，

1968)．

lZ99PL（、"ｉ１ｏｍα）α"g"mtaYokoyama

メモ：大島620-720ｍ（Okutani,196d

1300NOdoromam1cmvo/zJm（Okutani）

メモ：大島620-720ｍ（Okutani,1966)．三宅島1080-

1205ｍ（Okutani,1968)．

１３０１Ｐ/ezJmtome"αe6orOkutani

メモ：鳥島2550ｍ（Okutani,1968)．

１３０２ooromeﾉﾉaadmetojdesOkutani

メモ：三宅島1080-1205ｍ（Okutani,1968)．

l303Ae"dorh叩/zi/ｏｍａｂ柳ｍｍｊｄａｍ（Hedley）

ﾅﾅｶﾄﾞｹﾎﾟﾘクチキレップ

分布：志摩半島～沖縄．

採集：八丈島船戸鼻,打上．

l304Rhexago"αﾉMReeve）ﾑｶﾄﾞｹﾎﾟﾘｸﾁｷﾚﾂﾌﾟ

分布：駿河湾～台湾．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

1305Ｃ/αﾋﾟﾉ、?、"９２/ｊａｃｑﾉｹﾞbaKuroda＆Ｏｙａｍａ

チャイロコウシソプ

分布：銚子沖～相模湾．

メモ：瓢箪瀬140ｍ,死殻１（Okutani,１９７２)．

l306Be"Ｚｈｏｍα"geﾉﾉace/ebeselM（Schepman）

メモ：鳥島2450ｍ（Okutani,1966)．

１３０７Ｂ・sm6rmp/zo"oideaOkutani

メモ３大島620-720ｍ（Okutani,1996)．

１３０８ノVCmaromamjcmvommOkutani

メモ：大島620-720ｍ（Okutani,1966)．

ｌ３０９ＣＷ/ｚａｍｓｐ・ カタゾメコトソプ

メモ：父島二業地,新称（山下,1964)．
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1994)，マリアナ渚1島（Kurozumi，1994)．

l326TZme"echamzes（Melvill）ｳﾈﾎﾗﾅﾘｺｳｼﾂﾌﾟ

分布：宮占島～熱帯インド・太平洋．

メモ：父島宮の浜,生且１，死殺１（Fukuda,1995)．

1327ＭJ"geﾉﾉα（G皿、/e"s）deshQ【yjiDunkerｽｿﾁﾔﾏﾝjノ

分布：三陸沿岸以南．

メモ：父島二業地,生貝１，蛇殻２（Fikuda,1995)．

1328Ｍ（Ｇ）Ａα'Ｍｍｍ"ａ（Pilsbry）ｶﾏｸﾗﾏﾝｼﾞ

分布：相模湾以南．

メモ：父島（１１１１藤,1996)．

１３２９Ｍｓp・ ツヤダシコトソプ

メモ：弟烏ノコギリダイ，冑内,新称（川卜,1994)．

ｌ３３０Ｄａｐ/ｍｅﾉﾉαｏｒ"αtaHinds フイリフテシャジク

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,死殺．

メモ：マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

1331,.比ｍｍｅａ（Hinds）ﾎｿﾌﾃﾞｼﾔｼﾞｸ

分布：奄美諸島～熱帯インド・太平洋．

メモ：父島，母烏（Fukuda，1994)．マリアナ諸島

（Kurozumi,1994)．

1332,.1mcosa（Souverbie）ｳﾈﾌﾃﾞｼｬｼﾞｸ

分布：九州匹i岸～台湾．

採集：八丈島,死殻．

メモ：マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

１３３３，.ｐｍｘｍｍＫｕｒｏｄａ ジュウリョウフデシャジク

分布：伊而半島～ｔ佐沖．

メモ：瓢箪瀬135-145ｍ,高瀬190ｍ,死殻１，生且’

（Okutani,1972)．

１３３４，．ｓp・ ｶｹﾞﾛｳﾌﾃﾞシャジク

メモ：父島宮の浜,死殻1,新称（山卜,1994)．

１３３５，．ｓp・ キヌメハラプトフデシャジク

メモ：父島宮の浜,死殻3,新称（Ⅱ1下.,1994)．

ｌ３３６Ｅｐｊｄｉｍ"αsp、 タイシャクダマキ

メモ：父島，ドレッジ,死殻1,新称（Fukuda,1995)．

1337ｃｍ"αｐｅｘｍ伽ZＭｍａ（Garrett）ｻﾋﾟｸｷﾞｼｬｼﾞｸ

ﾒﾓ：父島,新称（Fukuda,1994)．

ｌ３３８ＣｊｒｈｑＭＡｚｃｏｓｒ山/ａ（Danker）シマﾊﾅｼｺﾄﾂﾌﾟ

分布：志摩半島～九州西岸．

メモ：母島（Fukuda,1994)．

イモガイ科FamilyCONIDAE

1３４０Ｃｂ"zJsmmwzorezJsma7morczJsLinnaeｕｓ

ナンヨウクロ（ナシ

分布：沖縄諸島～インド・太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

1３４１Ｃ、．ｂα"。α〃ｚＪｓＨｗａｓｓ クロミナシ

分布：$己伊半島～沖縄．

メモ：式根島（西村，1996)，八丈島（肥後，1993)，

小笠原（倉田,1969)．

l342LjthocolTzJscα'tJaerMczJs（Fischer）ｶﾗｸｻｲﾓ

分布：紀伊半島～インド・西太平洋．

メモ：三宅島８ｍ,死殻（手塚，1993)．八丈島横間，

揚砂（吉葉,1981)．

l343LresszJ/ａｍｓ（Born）ハノルガイ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：大島．

メモ：式根島（白井，1955)．三宅島12ｍ,生貝（手

塚,1993)～三宅島139-148ｍ,死殻（土田，1994)．

八丈島（吉葉,1981)．父島二見湾（山｢,1994)．

1344Ｌ・ebzJr"e"ｓ（Hwass）ｸﾛｻﾞﾒﾓﾄﾞｷ

分布：四国～インド・太平洋．

メモ：八丈島（吉葉,1981)，小笠原（遠山，１９３７；

倉田,1969)．

1345Ｌ伽eｍｍｓ（Linnaeus）アンﾎﾟﾝｸﾛｻﾞﾒ

分布：四国～インド・太平洋．

メモＬ三宅島，打上（手塚，1993)，八丈島（吉葉，

1981)．

1346Ｌ・ﾉeqpardzJs（Roeding）ｸﾛﾌﾓﾄﾞｷ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：八丈鳥横問,揚砂（葛西，1982)．小笠原（大

里,1996)．

1347Ｒ/zo'冗加Ｍ７Ｚｐｅ７ｉａﾉな（Linnaeus）ミカドミナシ

分布：八丈島～インド・太平洋．

メモ：三宅島9ｍ,生貝（手塚,1993)．八丈島（吉葉，

1981)．

1348脚"DCC"zJse伽e"ｓ（Linnaeus）ﾏﾀﾞﾗｲﾓ

分布：伊豆諸島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,北硫黄島,南鳥島．

メモ：マリアナ諸島普通（Kurozumi,1994)．

1349Ⅸｃｈα/daezJs（Roeding）ｺﾏﾀﾞﾗｲﾓ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,北硫黄島,南烏島．

メモ：マリアナ諸島に普通（Kurozumi,1994)．

1350ⅨcolwTarzJs（Gmelin）ｼﾞｭｽﾞｶｹｻﾔｶﾞﾀｲﾓ

チマキポラ科FamilyTHATCHERIIDAE

ﾁマキポラ１３３９Ｔ/mtc/je7ノ、伽ＭｉｓＡｎｇａｓ

分布：銚子沖～フィリピン．

メモ：八丈烏（葛西,1982)．
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１９８１；草苅,1993)．

1361ｓノmmamorojYoshiba＆Ｋｏｙａｍａﾊﾅｶﾞｻｲﾓ

分布：潮岬．

メモ：小笠原弟島120-150ｍ（Fukuda,1995)．

l362SpazJpelMz`ｓ（Sowerby）ベニイモ

分布：房総半島～奄美大島．

採集：八丈島．

メモ：大島（五十嵐,1952)．

l363Sboajczｲｓ（Reeve）ソヤイモ

分布：士佐～インド・太平洋．

メモ：式根島（西村,1996)．八丈島横間，揚砂（葛

西,1982)．

l364PUrWco""s/"belMos"ｓ（Tomlin）（ｳﾗｲﾓ

分布：相模湾～土佐沖．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

1365肋mco"zJMj"oＷｔａｉ（Kuroda）キ/ｼﾀｲﾓ

分布：伊豆半島～フィリピン．

メモ：瓢箪瀬130ｍ，殻高3.23ｃｍ，銭洲85-110ｍ

（Okutani，1972)．黒瀬130-190ｍ，殻高4.6ｃｍ

（Okutani,1975)．父島120ｍ（Fukuda,1995)．

1366CMyco""sルノme〃（Reeve）ﾍﾞﾂｺｳｲﾓ

分布：房総半島～台湾．

採集：大島（普通),三宅島以南,少産,死殻．

1367Ｃ/狄加iKuroda キラベッコウイモ

分布：房総半島～台湾．

メモ：三宅島,生貝（手塚，1996)．肥後（1993）に

よればベッコウイモの深海産で雲状斑のない型，

幼時・小型では有斑,八丈島に多い（吉葉,1981)．

l368CcaZzJs（Hwass）ｱﾗﾚｲﾓ

分布：土佐～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,北硫黄島,硫黄島,南鳥島．

メモ：マリアナ諸島に普通（Kurozumi,1994)．

1369ｃｍo"αc肋ｓ（Linnaeus）ﾒﾉｳｲﾓ

分布：土佐～インド・太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1968)．八丈島，奥山松王採集

吉葉査定（葛西,1982)．

1370Ｃ此ccα“（Sowerby）ｶﾄﾚﾔ汁シ

メモ：八丈島（石川,1997)．

l371LeProco""sα'?z、〃ﾉﾉ３（Linnaeus）ﾃﾝｼﾞｸｲﾓ

分布：紀伊半島～インド・西太平洋．

メモ：八丈島（吉葉,1981)，小笠原（草苅，１９８５；

大里,1996)．

l372Lge"eｍﾉｉｓ（Linnaeus）アカシマサシ

分布：潮岬～インド・太平洋．

採集：北硫黄島,硫黄島．

分布：八丈島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．北硫黄島・硫黄島は少な

い．

メモ：マリアナ諸島に普通（Kurozumi,1994)．

1351Ⅸbarbade"sjS（Hwass）ｶｽﾐｻﾔｶﾞﾀｲﾓ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：小笠原（山下，1994)．マリアナ諸島に普通

（Kurozumi,1994)．

1352Ⅸ〃/〃/s（Hwass）ﾍﾞﾆﾌｼﾞｻﾔｶﾀｲﾓ

分布：沖縄～インド・太平洋．

メモ：遠山（1937）が小笠原から報告したムシロイ

モは本種の異名．南鳥島（波江，1905)．マリアナ

諸島（Kurozumi,1994)．

1353反九19ｃｔ'w、（Sowerby）ｻﾔｶﾞﾀｲﾓ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,北硫黄島,硫黄島,南鳥島．

メモ：三宅島100-122ｍ,死殻１（土田,1994)．

1354ⅨSpo"sαﾉｉｓ（Hwass）ﾊﾅﾜｲﾓ

分布：九州西南岸～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,北硫黄島,南鳥島．

メモ：新島（五十嵐，1952)．マリアナ諸島に普通

（Kurozumi,1994)．

l355Rs.〃α"zJs（Sowerby）シﾛｾｲﾛﾝｲﾓ

分布：九州南岸～インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原,北硫黄島～南硫黄島,南鳥島．

メモ：マリアナ諸島に普通（Kurozumi,1994)．

1356Ⅸs6cey/α""e"sｉｓ（Hwass）ｾｲﾛﾝｲﾓ

分布：九州南部～インド・太平洋．

メモ：小笠原（草苅,１９８５；山下,1994)．

l357JnmMzJs（Hwass）ｶﾞｸﾌｲﾓ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,北硫黄島,硫黄島,南鳥島．

メモ：三宅島12ｍ,生貝（手塚,1993)．

1358Ｐ""αjc"/ｉｓ〃ﾉﾉcarjzJs（Hwass）ｺﾞﾏﾌｲﾓ

分布：高知県～インド・太平洋．

採集：三宅島,八丈島,小笠原,北硫黄島～南硫黄島，

南鳥島.水面より篇I團跡を見ることにより採集容

易．

l359PLa7e"ａｍｓ（Hwass）ｺﾓﾝｲﾓ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：三宅島,八丈島,小笠原,硫黄島．

l360StePhα"ＯＣＣ"zJsvar伽（Linnaeus）ﾑﾗｸﾓｲﾓ

分布：潮岬～インド・太平洋．

採集：小笠原.硫黄島20ｍ,死殻Ｌ

メモ：三宅島砂場場（手塚，1993)，八丈島（吉葉，
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メモ：三宅島,打上（手塚，1996)．八丈島（葛西，

１９６８吉葉,1981)．

l373DazJcico""ｓｐﾉα"o7bjs（Born）ﾋﾗﾏｷｲﾓ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：式根島（西村，1996)，三宅島９ｍ（手塚，

1996)，八丈島（肥後,1993)．

1374,V〃ﾉﾉﾉｍｓ（Hwass）ｻﾗｻﾓﾄﾞｷ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

採集：小笠原,硫黄島．

メモ：八丈島（肥後,1993)．

1375,ﾉﾉ１０９｣【yP伽（Hwass）ﾅｶﾞｻﾗｻﾐナシ

分布：土佐～インド・太平洋．

採集：八丈島,南鳥島,共に死殻．

メモ：三宅島漁網,生貝（手塚，1996)．小笠原（大

里,1996),兄島（松本,1970)．

1376Ｐｊｏ"OCC"Ｈｓｍａｇ"ｓ（Linnaeus）ヤキイモ

分布：九州南部～インド・太平洋．

メモ：八丈島,本種の北限（吉葉,1981)．

ｌ３７７Ｒｃｏ"so応Sowerby フクｽｹﾔｷｲﾓ

分布：沖縄～インド・西太平洋．

メモ：小笠原（Fukuda,1994)．

l３７８ＰＬｓｚＪｍｒａｍｓ（Reeve）ｻｸﾗｲﾓｶﾞｲ

メモ：伊豆七島（石川,1997)．

l379Rhjzoco""syexﾉﾉﾉ"、（Gmelin）カバサシ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,エビ網．小笠原．

ｌ３８０Ｒｍｉ/Cｓ（Linnaeus）ﾔﾅｷﾞｼﾎﾟﾘｲﾓ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,北硫黄島～南硫黄島．

ｌ３８１Ｒ、ｓｚＪｍａｒｒｅ"ｓＬｓＨｗａｓｓ スマトライモ

分布：沖縄本島～西太平洋．

メモ：小笠原（Fukuda,1994)．

l382RaZpjrα"e"ｓ（Linnaeus）サラササシ

分布：志摩半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,硫黄島．

メモ：新島（五十嵐,1952),兄島（松本,1970)．

1383Ｒ､、"steﾉﾉ""ｓ（Hwass）ｲﾀﾁｲﾓ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島．

メモ：三宅島,打上（手塚,1996)．

ｌ３８４ＲａＺｐｊｒα"eﾉﾉ"ｓ（Fulton）ﾕｳﾅｷﾞﾐﾅｼ

分布：伊豆半島～フィリピン．

メモ：銭洲145ｍ,瓢箪瀬135-140ｍ,高瀬95-190ｍ

殻高2.42cｍ（Okutani，1972)．銭洲105-107ｍ

（土田，1991)．三宅島100-122ｍ（士Ⅱ１，１９９４)．黒

瀬160-183ｍ（Okutani，1975)．小笠原（大里，

l99d

1385R・ｍＺｍｓ（Hwass）ﾊｲｲﾛ汁ｼ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原,北硫黄島,南硫黄島,南烏島．

メモ：三宅島生貝（手塚,1996)．マリアナ諸島に普

通（Kurozumi,1994)．

1386Ｒ・permszJs（Hwass）ﾊﾞﾗﾌｲﾓ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：八丈島やや稀（吉葉,1981)．

ｌ３８７Ｒｃｏｍﾉﾉﾉ"zJs（Kiener）ﾓﾓｲﾛｻﾝｺﾞ汁シ

分布：沖縄～インド・太平洋．

メモ：八丈島以南（肥後,1993)．

ｌ３８８Ｒｓａｚα"ｋａ（Shikama）ｻｻﾞﾝｶｲﾓ

分布：紀伊半島～フィリピン．

メモ：三宅島100-172ｍ,生貝（土田,1994)．

l389RoAcamotoj（Kuroda＆Ito）ｵｶﾓﾄｲﾓ

分布：房総半島～台湾．

メモ：三宅島（手塚，１９９６；加藤，1996)，八丈島

（吉葉,1981),父島（Fukuda，1994)，銭洲84-90ｍ

（Okutani,1972),黒瀬150-190ｍ（Okutani，1975)，

三宅島100-172ｍ（士田,1994)．

1390腕'1gico"zJsyjlgo（Linnaeus）ｵﾄﾒｲﾓ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：式根島（西村，1996)，三宅島（手塚，1996)，

八丈島（吉葉,1981)．

1391Ⅸcoeﾉﾉ"ａｅ（Crosse）ｻｵﾄﾒｲﾓ

分布：紀伊半島～フィリピン．

メモ：八丈島（肥後,1993),小笠原（Fukuda,1994)．

1392反此Wdus（Lamarck）ｷﾇｶｿｷﾞｲﾓ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,北硫黄島,硫黄島,南鳥島．

メモ：マリアナ諸島に普通（Kurozumi,1994)．

1393Ⅸｅｍａｃ〃zJs（Reeve）ヤセイモ

分布：九州西岸～インド・太平洋．

メモ：八丈島（肥後,1993),小笠原（大里,1996)．

1394Ⅸｍｏｒｅﾉetj（Crosse）ｵｺﾞｸﾀﾞｲﾓ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：硫黄島,生貝．

メモ：三宅島9ｍ,生貝（手塚,1996)．八丈島（吉葉，

1981)．マリアナ諸島に普通（Kurozumi,1994)．

1395反ｄism"ｓ（Hwass）ｲﾎﾟｶﾊﾞｲﾓ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,北硫黄島．

メモ：マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

－８３－



分布：九州南岸～インド・太平洋．

メモ：新島（五十嵐,1952)．式根島（西村,1996)．

1407,.ｐ・ｏｍａｒｊａ（Hwass）ﾐﾅﾐｱｼﾞﾛｲﾓ

分布：トカラ列島～インド・太平洋．

メモ：三宅島，幼貝（加藤，1996)．南鳥島（波汀，

1905)．前種の異名（肥後,1993)．

1408,.P,ePjscOPzJs（Hwass）ｿｳｿﾖｳｲﾓ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島大潟浦,死殻,殻長498ｃｍ

メモ：小笠原母烏桐浜（Fukuda,1994)．

ｌ４０９ｎｍａｇ"坂CMS（Reeve）ﾅｶﾞｱｼﾞﾛｲﾓ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,打上．小笠原，死殻．硫黄島監獄岩，

生貝１，殻長5.71ｃｍ,死殻１．

メモ：三宅島,打上（手塚,1996)．

1410,.texti/ｅ（Linnaeus）ﾀｶﾞﾔｻﾊﾅｼ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,硫黄島．

1411,.Ｃａ"o"jczJs（Hwass）ﾋﾒﾀｶﾞﾔｻﾝ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：1981年八丈島横間,揚砂,細田博彦採集，吉葉

査定（葛西,1982)．小笠原（大里,1996)．

1412,.7α旅「（Menke）ﾊﾅｲﾓｶﾞｲ

分布：屋久島～インド・太平洋．

採集：八丈島船戸鼻,打止．

1413,./egatzJs（Lamarck）ｷﾝﾗﾝｲﾓ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島1965年石積鼻,1981年横間,揚砂,死殻，

殻長2.5-3.5ｃｍ，

メモ：三宅島,打上（手塚，1996)．南鳥島（加藤，

1996)．

1414,.ｐα"/"cｉａｅ（Sowerby）ｵｳｺﾞﾝｲﾓ

分布：インド洋南部．

メモ：南鳥島（加藤,1996)．

l４１５ｎａ６６ａｓ（Hwass）ア（ﾒﾀｶﾞﾔｻﾝ

分布：沖縄～インド・太平洋．

メモ：八丈島横間,揚砂（葛西,1982)．

1416,.（Regjco""s)α"/iczMLinnaeus）ｿﾎﾟｲﾓｶﾞｲ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

メモ：小笠原（倉田,1969)．

1417,.（R､）α"ricomzJs（Hwass）ﾎｿﾀｶﾞﾔｻﾝ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

メモ：南鳥島（波江,1905)．

1418Ｃ/eo〃ﾉαbe、/川ｓ（Linnaeus）ﾀﾞｲﾐｮｳｲﾓ

分布：四国～インド・太平洋．

l396RmMczJ/ａｍｓ（Sowerby）ﾅｶﾞｼﾏｲﾓ

分布：紀伊半島～インド東部．

採集：八文島横間,揚砂,殻長2.5ｃｍ前後．

メモ：三宅島砂場場（手塚，1996)，小笠原（山-F，

１９９４；大里,1996)．

1397Ⅸ/ivjdz`ｓ（Hwass）ｲﾎﾟｼﾏｲﾓ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原多,北硫黄島～南硫黄島，南

鳥島．

1398Ⅸsα"g"j"oﾉe"ZzJs（Ｑｕｏｙ＆Gaimard）二ｾｲﾎﾟｼﾏｲﾓ

分布：沖縄～西太平洋．

メモ：小笠原（山F，1994)．マリアナ諸島に普通

（Kurozumi,1994)．

１３９９リＺｓｐ・ キタラズイモ

メモ：小笠原120-150ｍ,新称（Fukuda,1995)．

l４００ＲＭｔｅａｍｓ（Sowerby）べﾆｲﾀﾀﾞｷｲﾓ

分布：土佐～インド・太平洋．

メモ：八丈島横間,揚砂（吉葉，1981)．マリアナ諸

島（Kurozumi,1994)．

1401Ⅸｐａｎｗｍｓ（Link）ｷｷｮｳｲﾓ

分布：土佐～オーストラリア．

メモ：八丈島横間,揚砂（葛西,1982)．

ｌ４０２７１ａｍｍｅｃｏ""Ｓｃ/ziα"ｇｉＡｚｕｍａ マイヒメイモ

メモ：銭洲110-140ｍ,生旦１，殻長172cｍ（Okutani，

1972)．黒瀬150-190ｍ,生貝６，死殻６（Okutani，

1975)．

l403Gasr7j伽ｍｇｅＯｇｍｐｈ"３（Linnaeus）ｱﾝﾎﾟｲﾅ

分布：土佐～インド・太平洋．

採集：1968年三宅島坪田30ｍ,生貝,殻長7.46ｃｍ、

メモ：式根島（西村,1996)，八丈島（吉葉，１９８１；

草苅1996),小笠原（倉田,１９６９；大里,1996)．

1404Ｇｔ"/jpzJs（Linnaeus）ｼﾛｱﾝﾎﾞｲﾅ

分布：九州南岸～インド・太平洋．

採集：1964年八文島垂戸,打上,殻長1.92-3.69ｃｍ・父

島,死殻,殻長6.23ｃｍ・北硫黄島，南鳥島，共に死

殻．

メモ：式根島（西村，199,三宅島，打上（手塚，

1996)．マリアナ諸島に普通（Kurozumi,1994)．

l405GobsczJﾉＷＳ（Sowerby）ﾑﾗｻｷｱﾝﾎﾟｲﾅ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原,打上多い．生貝は硫黄島監獄

岩2,殻長2.58ｃｍ,3.23ｃｍ・

メモ：三宅烏12ｍ,Ltu（手塚，1996)．南鳥島（加

藤,1996)．

l406Darjocolmspe""aceuｓ（Born）ｱｿﾛｲﾓ
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メモ：八丈島，幼且（吉葉,］981)．小笠原（倉111,

1969)．

ｌ４１９Ｃ９"e加川ｓ（Solander）ﾛｳｿｸｶﾞｲ

分布：房総半島～インド・太1z洋．

採集：父島,生Ｈ１，殻長3.3ｃｍ・

メモ：八丈島（葛西,1982；草苅,1996)．

1420皿"dmco"zJssかｉα/"ｓ（Linnaeus）ﾆｼｷ<ナシ

分布：土佐～インド・太平洋．

採集：八丈島垂戸,打｣二．硫黄島．

メモ：三宅烏15ｍ,死殻（手塚,1994)．

ｌ４２１ＴＭﾉﾉﾉａＭｍｍ（Linnaeus）ﾅｿﾒｲﾓ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,死殻,殻長299ｃｍ・

メモ：フィリピンでは殻長６ｃｍ前後．

ｌ４２２ＴＭ"saveﾉﾉ（ＨＡｄａｍｓ）ﾍﾞﾝﾃﾝｲﾓ

分布：紀伊半島～フィリピン．

メモ：1982年菊池健,八丈島ナズマドにて生貝採集，

美麗（葛西,１９８２)．三宅島100-200ｍ,死殻（土田，

1994)．

l423TXSpecr7wm（Linnaeus）ﾋﾛｸﾁｲﾓ

分布：沖縄諸島～インド・太平洋．

メモ：八丈島（吉葉,1981)．

l424Hermes〃"ssare"ａ（Linnaeus）ｼﾛﾏﾀﾞﾗｲﾓ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,打上．父島,死殼,殻長5.29ｃｍ、

メモ：三宅島６ｍ,死殻（手塚,1990

14251Ｗe肋、（Born）ｲﾄﾏｷｲﾓ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島．小笠原,死殻．

メモ：三宅島,死殻（手塚,1996)．

l426HscabrjzLsc"ﾉα（Dillwyn）ｽｿﾑﾗｻｷｲﾓ

分布：潮岬～インド・太平洋．

採集：小笠原,死殻．

メモ：三宅島（手塚,1996),八丈島（吉葉,1981)．

l427H/ｍｍｓ（Sowerby）ｿﾅﾚｲﾓ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

メモ：八丈島横間,揚砂（葛西，1982)．父島ブタ海

岸,母島桐浜（Fukuda,1994)．

14281Ｗe""Ｍｉａｍｓ（Sowerby）ﾁｶｹﾞｲﾓ

分布：潮岬～インド・太平洋．

メモ：八丈島横問,揚砂（吉葉，1981)．八丈島（草

苅,1996)．

1４２９Ｈｃｏｍﾉﾉﾉ"zJsKiener サンゴミナシ

メモ：八丈島横間,揚砂（吉葉,1981)．

l430Leporico""ｓｇﾉα"ｓ（Hwass）ﾄﾞﾝｸﾞﾘｲﾓ

分布：潮lllW～インド・太平洋．

メモ：八丈島横間,揚砂（吉葉,1981)．

l431L.〃rｍｍｓ（Hwass）フデイモ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

メモ：三宅島,打上（手塚,1996)．

l432dSpM/αｄ〃ﾉﾉＣａｍ（Sowerby）ｸｻｿﾞﾘｲﾓ

分布：土佐沖～フィリピン．

採集：小笠原サンゴ漁場,死殻３．

メモ：高瀬95-105ｍ,死殻１（Okutani，1972)．三宅

島162-172ｍ,死殻１（土田,1994)．

1433Ａ.ａｒｍα〃/０（Shikama）ｱﾙﾏｼﾞﾛｲﾓ

分布：土佐沖～フィリピン．

採集：小笠原サンゴ漁場,死殻５．

１４３４Aor6jg"ノ（Andouin）ｵﾙﾋﾟﾆｲﾓ

分布：房総半島～インド・太平洋．

メモ：小笠原弟島120-150ｍ（Fukuda,1995)．

ｌ４３５ＡｃｏｍａＺｏｓａ（Pilsbry）ﾕﾒｲﾓｶﾞｲ

分布：紀伊半島～フィリピン．

メモ：銭ﾙﾄ'104-106ｍ,死殼１（土田，1991)．弟島

120-150ｍ（Fukuda,1995)．

1436..（Cb"αSpreﾉﾉﾋz）ｇｍｍｃａｐｉｊ（Pilsbry）ｿﾑｲﾓｶﾞｲ

分布：奄美諸島～沖縄．

メモ：銭洲145ｍ，死殻１，殻長3.05cｍ（Okutani，

1972)．

1437Ａ.（Ｃ）ｅ/egu"ｓ（Schepman）スイシイモ

メモ：弟島120-150ｍ（Fukuda,1995)．

1４３８４．ｓｐ・ オガサワラサンゴミナシ

メモ：小笠原サンゴ漁場新称（山下,1994)．

1439Ｅ"aemoco"zJssjebo/dｊ（Reeve）ｱｺﾒｶﾞｲ

分布：房総半島～フィリピン．

メモ：八丈島横間,揚砂,吉葉査定（葛西,1982)．

l440Ejo"ｅ（Fulton）ｲﾅｽﾞﾏｱｺﾒ

分布：房総半島～フィリピン．

メモ：瓢箪瀬130ｍ,死殻１，殻長494cｍ（Okutani，

1972)．三宅島'00-122ｍ,死殻１（土田,1991)．

ｌ４４１Ｅｋ伽ｊｏｊ（Habe）ﾚﾝｶﾞﾏｷｲﾓ

分布：伊豆半島～フィリピン．

メモ：銭洲113ｍ，死殻１，殻長1.99cｍ（Okutani，

1972)．銭洲104-107ｍ,死殻６（土田，1991)．三宅

島94-172ｍ,生貝４，死殼４（土田,1994)．

l４４２Ｅｈｉｍｓｅｉ（Kuroda）ﾋﾗｾｲﾓ

分布：九州西岸～フィリピン．

メモ：銭洲125ｍ,死殻１，殻長6.9ｃｍ,高瀬95-105ｍ

死殻１（Okutani，1972)．銭iilﾄﾄ'189-199ｍ，死殻１

（土田，1991)．黒瀬150-190ｍ,死殻３，殻長3.8cｍ
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1453HmrzJﾉﾋzs［rjgjﾉα、（Linnaeus）ｼﾁｸﾓﾄﾞｷ

分布：九州南西部～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島,鮮度の良い死殻．

メモ：三宅島砂揚場,生貝（手塚,1996)．

ｌ４５４Ｈｍａｒｈｅｍ"jα"ａ（Deshayes）ﾎｿｼﾁｸﾓﾄﾞｷ

分布：奄美諸島～熱帯インド・太平洋．

採集：兄島瀬戸20,,1個体．

メモ：三宅島（加藤,1996)．八丈島横間，揚砂（葛

西,1982)．

1455Ｈ'7</bpm"αα、（ＥＡＳｍｉｔｈ）ｼﾁｸｶﾞｲ

分布：房総半島～九州．

採集：八丈島横間,揚砂.兄島瀬戸,殻長2.01ｃｍ,生

貝L

1456dc"〃"ｉαﾉα"cｅａｍ（Linnaeus）シマタケ

分布：奄美諸島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島．硫黄島20ｍ,生貝．

メモ：堤清樹八丈小島小地根20ｍ,生貝多数．父島

二業地（Fukuda,1994)．

1457Ａ.ｐｅ"icj"α、（Hinds）ﾔﾅｷﾞｼﾎﾟﾘタケ

分布：四国～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島（最大殻長4.2ｃｍ)．小笠原父島各地，

ヤドカリ人が多い．北硫黄島20ｍ,生貝．

メモ：堤清樹八文小島小地根20ｍ,生貝多数．

ｌ４５８Ｈｍｍﾉﾉ"αα伽ﾉα（Menke）ﾐｶﾞｷﾀｹ

分布：房総半島～熱帯インド・太平洋．

メモ：八丈島横問,揚砂（葛西,1982)．三宅島,砂場

場,生貝（手塚,1996)．三宅島（加藤,199Ｑ

１４５９ＨｓＭｄａ（Deshayes）ｺﾞﾊﾞﾝﾀｹ

分布：奄美大島～インド・太平洋．

メモ：八丈島横問,揚砂（葛西，1982)．三宅島砂場

場,生貝（手塚,1996)．

l460Impagess〃/α/ａ（Hinds）ｸﾁﾋﾟﾛﾀｹ

分布：沖縄～熱帯太平洋．

採集：父島ブタ海岸,死殻1,殻長3.34ｃｍ、

メモ：八丈島横問,揚砂（葛西,1982)．

1461Ｉｍｚｏｍａｍ（Ｇray）ヒロﾄｸｻﾓﾄﾞｷ

分布：四国～フィリピン．

メモ：三宅島（加藤,1996)．八丈島横間，揚砂（葛

西，1982)．

l462DzJp/icarjaevoMa（Deshayes）ｲﾜｶﾜﾄｸｻ

分布：茨城～中国．

メモ：父島二見湾42ｍ,死殻２（Fukuda,1994)．

1463,.mPhα""/ａ（Lamarck）ﾐｶﾞｷﾄｸｻ

分布：四国～台湾．

メモ：八丈島横間,揚砂（葛西,1982)．

（Okutani,1975)．

l443Eotoh〃eａｅ（Kuroda＆Ito）ｵﾄﾋﾒｲﾓ

分布：紀伊半島～フィリピン．

メモ：式根島（西村，1996)．三宅島砂揚場，生貝

（手塚,1996)．八丈島横間,揚砂（葛西，1982)．銭

洲106ｍ,死殼1,殻長2.22cｍ（Okutani，1975)．三

宅島76-148ｍ,生貝１，死殻５（土田，1994)．黒瀬

130-183ｍ，生貝１（Okutani，1975)．父島120-

150ｍ，生貝５，死殻３，弟島120-150ｍ，生貝１

（Fukuda,1995)．

1444Ｅｍｇｍα"〃（Motta）ｻﾒﾊﾀﾞｵﾄﾋメイモ

メモ：銭洲104-106ｍ,死殻２，殻長1.84cｍ（土田，

1991)．吉葉（1981）は,前種とは体層の穎粒の有

無の差のみとし前種の老成貝とみなす．

1445Ｅｍｅｍａｅ（Habe＆Kosuge）メメイモ

分布：紀伊半島～フィリピン．

メモ：銭洲104-106ｍ,死殻１（土田，1991)．三宅島

139-172ｍ,生貝１，死殻１（土田，1994)．黒瀬190

ｍ,生貝１，殻長1.1cｍ（Okutani,1975)．

l446EPraceﾉﾉe"ｓ（ＡＡｄａｍｓ）ｷｼﾕｳｲﾓ

分布：銚子沖～西太平洋．

メモ：銭洲189-199ｍ,生貝１（土田,1991)．

1447Ｅα"ｊＭａｍｓ（Sowerby）ｱｻﾅｷﾞ(ナシ

分布：紀伊半島～フィリピン．

メモ：三宅島100-148ｍ,死殻Ｚ（土田1994)．

1448且ルァ伽伽（Adams＆Reeve）ｳｽﾑﾗｻｷｲﾓ

分布：紀伊半島～台湾．

メモ：三宅島（手塚,1996)，八丈島横間，揚砂（葛

西,1982)．弟島120-150ｍ（Fukuda,1994)．

l449Pm/iJ"dico"zJspm/i`"do、、（Kuroda）ﾖﾓｽｶﾞﾗｲﾓ

分布：銚子沖～台湾．

メモ：八丈島以南（肥後,1993)．

１４５０PLscOP"/jcobOkutaniヒナイモガイ

メモ：八丈島150-300ｍ（Okutani,1972)．

ｌ４５１ＰＭＡｃｅｄａｉＮｉｎｏｍｉｙａ サガ(イモ

分布：相模湾．

採集：大島岡田300-350ｍ,砂礫底，1997年,鮮度の

良い死殻,1.31ｃｍ．

タケノコガイ科FamilyTEREBRIDAE

1452Ｔｅ花"oノルｐｙｇｍａｅａ（Hinds）ﾁﾋﾟﾀｹ/ｺｶﾞｲ

分布：伊豆半島～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島船戸鼻,打上.父島ブタ海岸,二業地５

ｍ前後,生貝．

－８６－



1464,.ｈｊｍｄｏｅ"sMPilsbry）ﾄｸｻｶﾞｲ

分布：駿河湾～五島列島．

メモ：三宅島９ｍ,生貝（手塚,1996)．

１４６５，.ｒｅｍｍａｃ肋Burchテラマチトクサ

分布：四国～ソロモン群島．

メモ：父島，ドレッジ（Fukuda,1995)．

1466,.6αﾉﾉe〕ﾉﾉBratcher＆Cernohorskyニヌリトクサ

メモ：父島120-150ｍ,新称（Fukuda,1995)．

ｌ４６７ＨａｓｍﾉOpsjssp．ﾌｼﾀﾞｶｼﾁｸ

分布：奄美大島．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

ｌ４６８ＬａｅＷａｃｚＪｓｃ/zi6α"αYokoyama ヒメコゲチャタケ

分布：宮城県～宮崎県．

メモ：三宅島砂揚場,死殻（手塚,1996)．

1469s"joZe花川、ﾉOebbeckeα"ａ（Dunker）ﾚﾍﾞｯｸﾀｹ

分布：紀伊半島～九州．

メモ：大島岡田36ｍ（五十嵐,1952)．

ｌ４７０ＳＬｓ幼rextﾉﾉｅ（Smith）シラタケ

分布：相模湾～九)､|､|・

メモ：三宅島砂場場，死殻（手塚，1996)．八丈島

（葛西,1968)．

ｌ４７１Ｃｊ"g山/e肋、ﾉﾋﾞﾉｸﾞ)９日〕耐（ＥＡＳｍｉｔｈ）ｿｸｼﾀｹ

分布：房総半島～九州．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

l472Cadα"伽（E､ＡＳｍｉｔｈ）ｼｺﾛﾆｸﾀｹ

分布：房総半島～フィリピン．

メモ：三宅島（加藤,1996)．八丈島横問，揚砂（葛

西,1982)．

l473Csem""ａ（Adams＆Reeve）ﾋﾒｷﾘｶﾞｲ

分布：銚子沖～台湾．

メモ：式根島（中鉢，1942)．三宅島12ｍ,生貝（手

塚,1996)．八丈島（葛西,1968)．

1474Ｃ/i2"esrmm（Hinds）ﾔｽﾘｷﾞﾘ

分布：房総半島～フィリピン．

メモ：大島岡田36ｍ（五十嵐，1952)．八丈島横問，

揚砂（葛西,１９８２)．

l475CwaMcikje"sjs（Pilsbry）ﾜｲｷｷタケ

分布：ハワイ，フィリピン．

メモ：父島南東134-140ｍ,兄島西112-113ｍ,共に生

貝．兄島西156-157ｍ,死殻（土田,1998)．

1476肋”rjeﾉﾉａｃｅｒｉｒｈｉ"ａ（Lamarck）ｶﾆﾓﾘﾀｹ

分布：高知県～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島横問,揚砂．

メモ：三宅島（加藤,1996)．

1477比co7ﾉﾉｉａｓｍｍ〃"｡"ﾉα、（Ｇray）ｺﾝｺﾞｳﾄｸｻ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

メモ：三宅島（加藤,1996),八丈島（葛西,1982).↓
1478,.permsa（Born）ｷﾀｹﾉｺ

分布：九州南部～熱帯インド・太平洋．

メモ：式根島（白井,1955)．

1479,αmoe"ａ（Deshayes）ﾊﾔﾃｷﾞﾘ

分布：土佐～中国．

メモ：三宅島（加藤,1996),八丈島（葛西,1982)．

1480,〃eb山sａ（Sowerby）ｼｭﾏﾀﾞﾗｷﾞﾘ

分布：房総半島～熱帯インド・太平洋．

採集：伊豆諸島各地．八丈島,死殻,最大殻長6.7ｃｍ、

小笠原．

1481,.ｑﾉｸﾞ】r"jｓ（Ｇray）ﾑｼﾛﾀｹ

分布：三重県～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原．

l482SW6zJﾉαｄ伽ｊｄｊａｒａ（Linnaeus）ベニタケ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

採集：小笠原各地5-20ｍ,生貝．硫黄島．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

ｌ４８３Ｓｍｚ`sｃａｒｉａ（Linnaeus）ウシ/ｿ/タケ

分布：潮岬～インド・太平洋．

メモ：式根島（西村，1996)，八丈島（葛西，1982)，

小笠原（大里,1996)．

14848α噌皿ｓ（Hinds）ｵﾎﾟﾛﾌﾀｹ

分布：土佐～熱帯太平洋．

採集：八丈島横間,揚砂．

メモ：三宅島砂場場,死殻（手塚,1996)．

l4850pwzerjMmczJ/ａｍｓ（Linnaeus）ﾘｭｳｷｭｳタケ

分布：潮岬～熱帯インド・太平洋．

採集：小笠原各地５－１５ｍ,生貝,最大殻長13ｃｍ前後，

死殻では殻長19ｃｍと大型のものもある．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

14860ｃﾉｶﾉｏｍｍｓ（Lamarck）ｶｴﾝﾀｹ

分布：種子島～熱帯インド・太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

14870ﾉｾﾉﾉ"ａ（Dillwyn）ｿﾞｳｹﾞﾀｹ

分布：高知県～インド・太平洋．

採集：八丈島,死殼．小笠原各地5-20ｍ,生貝，最大

殻長6.1ｃｍ,多産．

14880ｃ花"zJﾉｍｚＪｓ（Linnaeus）キバタケ

分布：四国西南部～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島,死殻．八丈小島小地根20ｍ,生貝，堤

清樹採集,西村所有．小笠原各地10-20ｍ,最大殻

長10.3ｃｍ・北硫黄島・硫黄島多産．南鳥島，打止．

メモ：三宅島打上（手塚,1996)．

－８７－



異腹足、

イトカケガイ超科

アサガオガイ科

１４８９０．，０"ZgomelW（Burch）ﾓﾝﾄｺﾞﾒﾘｰタケ

メモ：八丈島20ｍ以浅（石川,1997)．

l490Tere6m伽Ｍｚｊａ（Linnaeus）タケ/ｺｶﾞｲ

分布：潮岬～熱帯インド・太平洋．

採集：小笠原各地10-20ｍ,生且最大殻長13.9ｃｍ・硫

黄島多産．

メモ：式根島（口井,1955),八丈島（葛西,1982)．

l４９１７Ｘｇｚｍａｒａ（Roding）ｼﾛﾌﾀｹ

分布：奄美大島～熱帯太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

l492Djmidac"sci"g"/(/Ｍｚ（Lamarck）ニクタケ

分布：潮岬～インド・太平洋．

採集：硫黄島,死殻．

メモ：三宅島12ｍ,生貝（手塚,19961

1493,.九"jczJ/α、（Hinds）ｲﾄﾏｷﾆｸタケ

分布：奄美大島～インド・太平洋．

採集：北硫黄島,死殻．

１４９４，．，０"伽Ｑｕｏｙ＆Gaimardｼﾛﾌｼﾀｹ

分布：三重県長島～ミクロネシア．

メモ：三宅島12ｍ,生貝（手塚,1996)．

ｌ４９５ｎｂａＭｂ"ｉａ（Lamarck）マキザサ

分布：駿河湾～インド・太平洋．

採集：父島宮の浜,硫黄島．

メモ：三宅島砂場場（手塚,1996)．

1496,.α、α"dａ（Hinds）ｺﾆｸﾀｹ

分布：相模湾～熱帯インド・太平洋．

採集：八丈島,死殻．

メモ：三宅島７ｍ,生貝（手塚，1996)．父島二見湾

４２ｍ（Fukuda,1994)．

1497,.ｓ"cc伽ａ（Hinds）ｺﾊｸﾀｹ

分布：沖縄～熱帯太平洋．

メモ：三宅島12ｍ,死殻（手塚，1996)．八丈島横間

揚砂,山本虎夫,写真査定（葛西,1982)．

1498,.α"肋（Roding）オウナタケ

メモ：父島130ｍ（Fukuda,1995)．

l499B'Ｗ〃j'"Ｍａａｗｑﾉﾉe"s/s（Pilsbry）ｱﾜｼﾞﾀｹ

分布：房総半島～瀬戸内海．

メモ：三宅島砂場場（手塚,1996)．

l500TrjP/osrcP/zα"HsZrM･iａＺａ（Ｇray）キリガイ

分布：房総半島～沖縄．

メモ：三宅島（加藤，1996)，八丈島（葛西，１９８２)，

小笠原（大里,1996)．

1501エノ〃ａ（Deshayes）ヒメフトギリ

分布：相模湾～インド・太平洋．

メモ：八丈島横間揚砂（葛西,1982)．

OrderHETEROGASTROPODA

SupcrhmilyEPITONIOIDEA

FamilyJANTHINIDAE

1502Ｊα"ｔｈ伽/α"伽"ａ（Linnaeus）ｱｻｶﾞｵｶﾞｲ

分布：猯熱帯海域に浮遊生活．

採集：伊豆諸島,小笠原．

メモ：本科の貝はカツオノエボシと共に大量に打ち

上がる．

1503リ'１０/ｅｎａｇ/obosa（Swainson）ルリガイ

分布：温熱帯海域に浮遊生活．

採集：伊豆諸島,小笠原．

ｌ５０４Ｒｐα"ｉｄａ（Thompson）ハブﾀｴﾙﾘｶﾞｲ

分布：温熱帯海域に浮遊生活．

採集：小笠原,少産．

1505．ﾉＭ"αzＪｍＭｉｃａｍ（Orbigny）ﾋﾒﾙﾘｶﾞｲ

分布：温熱帯海域に浮遊生活．

採集：伊豆諸島,小笠原．

l506RecﾉzJzjaMea（Bennett）ﾋﾙｶﾞｵｶﾞｲ

分布：温熱帯海域に浮遊生活．

採集：八丈島２個体．

イトカケガイ科FamilyEPITONIIDAE

l5071VMscα/αα"e""α、（Pease）ﾌｼｲﾄｶｹ

分布：紀伊半島～沖縄．

メモ：八丈島（加藤,1996),小笠原（大里,1996)．

l508AMzormz`/αe/brmisMasahito,Kuroda＆Ｈａｂｅ

チョウジフシイトカケ

分布：銚子沖以南．

メモ：父島宮の浜（Fukuda,1995)．

ｌ５０９１Ｖｍａｒｑ/jmjKurodaｺﾌｼｲﾄｶｹ

分布：相模湾～九州北西岸．

メモ：父島宮の浜（Fukuda,1995)．

1５１０凡、o"owz7jcosaKuroda＆Ｈａｂｅ ヒトフシイトカケ

分布：銚子沖～九州西岸．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

ｌ５１１Ｃ的o/”、αｐ/eXjsDallホソチリルニナ

メモ：三宅島1080-1205ｍ（Okutani，1968)．

l512C（０両ｏｒ'ｗ、）Acamjiyα"zJ'〃Kurodaｶﾐﾔﾁﾘﾒﾝニナ

メモ：三宅島1080-1205ｍ（Okutani,19681

1513ＧWDSCα/α(Pbmjscaﾉα〃elP/exq（Pease)ﾈｼﾞｶﾞｲ

分布：北海道西南部～インド・太平洋．

採集：八丈島垂戸のスナイソギンチャク類群生地に

多い．小笠原は少ない．
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メモ：マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

1514Ｇ（Ｒ）ｓｐ・ タロクネジガイ

採集：小笠原．

メモ：八丈島（加藤,1996)．ネジガイの肋数10-11

本種は13-14八丈島で区別されるハチジョウネ

ジガイは殻底を一周する細肋の弱いもの，両者共

ネジガイと整理.生貝は夜間潮間J時に出現．

ｌ５１５ＡｍａｅａノmxzJsOkutani

分布：本州東岸沖．

メモ：青ヶ島3150-3350ｍ（Okutani,1964)．

1５１６ＡノｗａｏＺａｋｉｉＡｚｕｍａ タキイトカケ

分布：房総半島～東支那海．

メモ：小笠原（大胆,1996)．

ｌ５１７Ｌａｍｅﾉﾉﾉsｃａｍｍａｒｍｏｍｍ（Sowerby）ムラｸﾓｲﾄｶｹ

分布：奄美大島～台湾．

メモ：父島コペペ（Fukuda,1995)．

1518豚c〃Scα/αﾉﾉﾉ脚、"ａ（Ａ,Ａｄａｍs）ｺﾋﾟﾄｲﾄｶｹ

分布：銚子沖～九州．

メモ：八丈島（加藤1996)．

ｌ５１９ＬａｍｅﾉﾉﾉScα/ααzｲsZmcα/edo"jca（Montrouzier）

ヨウラクイトカケガイ

分布：沖縄～台湾．

採集：八丈島,死殻2.

1520s､ﾉﾚαc/αr/j'wsso/"、、（Ａ,Ａｄａｍs）マキﾄｹｲﾄｶｹ

分布：紀伊半島～九州．

採集：八丈島底土揚砂,横間揚砂．

l521LaeWscα/αα"g"Sｍ（Dunker）ｼﾉﾌﾞｶﾞｲ

分布：房総半島～台湾．

採集：父島,死殼L

1522Hjrroscα/αZMz伽伽ｅ（Sowerby）ﾄｳｶﾞﾀｲﾄｶｹ

分布：房総半島～中国．

採集：八丈島,死殻２．

メモ：三宅島打上（手塚,1996)．

15230/o6jscα/αｋａｓ/tiwq/〃e"sｉｓＡｚｕｍａｳｽｶﾜｲﾄｶｹ

分布：四国以南．

採集：大鳥波浮港,磯魚網,大型．神津島.八丈島．

1524Ｇ/ａ６７ｉｓｃａｍｓｔｊｇｍａｊｊｃａ（Pilsbry）ﾁｬﾏﾀﾞﾗｲﾄｶｹ

分布：房総半島～九州．

メモ：父島120-150ｍ（Fukuda,1995)．

l525SPj"ｊｓｃａｍｊ叩o"ｊｃａ（Dunker）ﾋﾒﾈｼﾞｶﾞｲ

分布：三|塗沿岸～九州．

採集：小笠原,死殼．

メモ：三宅烏（手塚,1996),八丈島（葛両,1968)．

ｌ５２６Ｓｙｊｇ〃(/bﾉﾉaZaMasahito,Kuroda＆Ｈａｂｅ

ハタエイトカケ

分布：相模湾～九州．

メモ：八丈島（加藤,1996)．

l５２７Ｓｃａｓｍ（Sowerby）ﾅｶﾞﾋﾒﾈｼﾞｶﾞｲ

分布：北海道西南部～九州．

メモ：八丈島（加藤,1996)．

ｌ５２８Ｃｊ"αｉｓcα/αｅＨｓｃ"/pｍ（Sowerbr）タテﾖｺｲﾄｶｹ

分布：房総半島～九州．

メモ：三宅島，打止（手塚，1996)．八丈島（加藤，

1996)．

l529Csagα〃elzse（Pilsbry）サガ<イトカケ

分布：三陸沿岸～九州．

メモ：八丈島（加藤,1996),小笠原（大里,1996)．

ｌ５３０Ｈｙα/OSCα/αpazJmore"sｉｓ（Pease）ヒメイトカケ

メモ：父島境浦,新称（Fukuda,1993)．

l531DePreMcα/ααＭｉａ（Sowerby）オダマキ

分布：房総半島～九州．

メモ：小笠原（大里,1996)．

1532PUpWjscqhzyoAqyamaj（Suzuki＆Ichikawa）セキモリ

分布：房総半島～九州．

メモ：小笠原（松本,1970)．

l533PLmZ(/ｌＭａｔａ（Sowerby）ｸﾚﾊｶﾞｲ

分布：房総半島～九州．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

１５３４ＰＬｃａｓｍ"ｅａＨａｂｅ チャイロクレハガイ

分布：遠州灘～九州．

メモ：八丈烏（葛西,1968)．

15354ﾉexα"jQi"αzａｗａｉ（Kuroda）ｲﾅｻﾞﾜﾊﾍﾞｶﾞｲ

分布：相模湾～九州西岸．

メモ：小笠原（山下，1994)．父島36ｍ（Fukuda，

1993)．

クルマガイ超科

クルマガイ科

SupcrhlmilyARCHITECTONICOIDEA

FamilyARCHITECTONICIDAE

1536.1℃肋eaolTicα'"α兀加α（Philippi）

分布：房総半島～インド・太平洋．

メモ：父島，ドレツジ（Fukuda,1995)．

1537Ａ.〃ＤＣﾙﾉeａｒｉｓ（Hinds）

分布：房総半島～インド・太平洋．

メモ：父島（大里,1996)．

１５３８．．花eyeノｙｅ""smKuroda＆Ｈａｂｅ

分布：銚子沖～土佐沖．

メモ：父島，ドレッジ（Fukuda,1995)．

l539PMjpp/ａ（Ａｉ/αxｉｓ）ｍｄｊａｍ（Roding）

分布：房総半島～熱帯太平洋．

マキ(ゾグルマ

ｸルマガイ

ｱﾃﾞﾔｶｸﾞﾙﾏ

ｺｸﾞﾙﾏ

－８９－



ｌ５５１ＴＭ帆肋伽(/b'ｍｉｓ（Gmelin）

分布：相模湾～沖縄．

採集：八丈島,死殻．

メモ：小笠原（松本,1970)．

ｌ５５２ｎｓｐ・

分布：房総半島～台湾．

採集：三宅島,死殻．

l553damxjsaqpe'ＷＳ（Hinds）

分布：銚子沖～インドネシア．

メモ：父島（Fukuda,1994)．

採集：八丈島,小笠原,共に死殻．

メモ：三宅島（手塚,1996)．

1540ＰＬ（Ｒ）ﾉﾋﾘﾉａｍｉＡＡｄａｍｓｺｼﾀｶｸﾞﾙﾏ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：小笠原,死殻．

メモ：八丈島（葛西，1982)．コグルマの異名

（Fukuda,1994)．

ｌ５４１ＰＬ（PL）Ｍ"`α、（Hanley）ｶｹﾞﾛｳｸﾞﾙﾏ

分布：房総半島～西太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

1542ＰＬ（Ｒ）ｓｐ、 フクリンコグルマ

メモ：大島（加藤,1996)．

1543Ｇ〕WSczJM〃αＷｉＳｈｉｋａｍａﾊﾔｼｸﾞﾙﾏ

分布：遠州灘～紀伊半島沖．

採集：1965年八丈島石積鼻,死殻１，奥谷査定．

メモ：1981年八丈島南原，河辺訓受採集（葛西，

1982)．小笠原（大里,1996)．

ﾋﾗﾏｷﾅﾜﾒｸﾞﾙﾏ

ﾁｬｲﾛﾅﾜﾒﾀﾞﾙﾏ

ﾁﾁﾞ（ﾅﾜﾒｸﾞﾙﾏ

Supc｢milyTRIPHOROIDEAホソアラレキリオレ超科

FamilyTRIPHORIDAEホソアラレキリオレ科

1554門ｒｉｏ/ａ（PY7joﾉα）ｃα"Ｃｅﾉﾉａｒａ（Hinds）ｼﾎﾟﾘﾏｷｷﾘｵﾚ

分布：伊豆半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原,共に死殻．

1555Ⅸ（Ⅸ）〃e'9ｍ"osa（Hervier）ﾌｶﾎﾟﾘｷﾘｵﾚ

ﾒﾓ：父島（Fukuda,1994)．

1556Ⅸ（Ⅸ）〃ノロ"αａ（Dunker）キリオレ

分布：房総半島～沖縄．

採集：大島打上．八丈島底土,サンドポンプ．

1557Ⅸ（Ⅸ）corlwgamHinds シワキリオレ

分布：房総半島以南．

採集：八丈島底土,サンドポンプ．

メモ：キリオレの異名（肥後,1993)．

1558Ⅸ（ＪＯｐａｇｏｄａ（Hinds）ｵﾈｼﾞｵﾚ

分布：房総半島～沖縄．

メモ：三宅島（加藤,1996)．八丈島横間，揚砂（葛

西,1982)．

1559Ⅸ（のＭｉｘ（Hinds）ｵﾎﾟﾛｷﾘｵﾚ

分布：房総半島～沖縄．

メモ：三宅島（手塚,1996),八丈島（葛西,1982)．

1560Ⅸ（Ⅸ)加、、"/α［ａ（Pease）ﾏﾀﾞﾗｷﾘｵﾚ

分布：奄美諸島～沖縄．

採集：八丈島,死殻.小笠原,生貝．

メモ：三宅島（手塚，１９９６；加藤，1996)，マリアナ

諸島（Kurozumi,1994)．

1561Ⅸ（Ⅸ）伽jsa（Pease）ｻﾋﾟｷﾘｵﾚ

分布：潮岬～沖縄．

メモ：八丈島（加藤，1996)，母島（Fukuda，1994)，

マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

1562Ⅸ（Ⅸ）ＣＯ""α、（Montrouzier）ﾄｳﾏｷｷﾘｵﾚ

分布：奄美諸島～沖縄．

採集：八丈島底土,サンドポンプ．

ナワメグルマ科FamilyHELIACIIDAE

1544Ｈｅ/iaczJs〃ＤＣﾉzojde"ｓ（Deshayes）ｺﾏｶﾞﾀﾅﾜﾒｸﾞﾙﾏ

分布：沖縄～台湾．

メモ：小笠原（大山,1940)．母島（Fukuda,1994)．

1545Ｈｙａｒ/eｇａｍｓ（Gmelin）ｺｼﾀﾞｶﾅﾜﾒｸﾞﾙﾏ

分布：紀伊半島～西太平洋．

採集：八丈島.小笠原,共に死殻．

l546HdeplでMJsMzJs（Bayer）ﾋｸﾅﾜﾒｸﾞﾙﾏ

分布：房総半島～沖縄．

採集：八丈島,小笠原,共に死殻．

メモ：三宅島砂揚場（手塚,19961

1547HdmIszJoszJs（Hinds）ｸﾘｲﾛﾅﾜﾒﾀﾞﾙﾏ

分布：房総半島～沖縄．

採集：八丈島,死殻．

メモ：マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

l548Tbrm伽e"ＯＳ/j〃e'肺（Melvill）ﾅﾜﾒｸﾞﾙﾏ

分布：房総半島～九州．

採集：小笠原,死殻．

メモ：新島（五十嵐，1952)，三宅島（手塚，1996)，

八丈島（加藤,1996)．

ｌ５４９ＴＭｍｌｍｌｚｅ"ｓ（Gmelin）ﾜﾗｲﾛﾅﾜﾒﾀﾞﾙﾏ

分布：奄美大島～フィリピン．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

1550ｍ/b"eｓｔｍｍｓ（Hinds）ﾋﾛﾍﾞｿﾅﾜﾒﾀﾞﾙﾏ

分布：房総半島～沖縄．

採集：八丈島,小笠原,共に死殻．
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メモ：母島（Fukuda,1994)．

15631Ｍ/tzverlwcosa（Adams＆Reeve）ｱﾐﾒｷﾘｵﾚ

分布：紀伊半島～沖縄．

採集：八丈島底土,サンドポンプ．

ｌ５６４ｍｐｙｍＭｄα/ｉｓ（Adams＆Reeve）ﾄｶﾞﾘｷﾘｵﾚ

分布：奄美大島～沖縄．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

ｌ５６５Ｌｍａｘ"mrjs（Hinds）ス(ﾚﾊﾘｵﾚ

分布：奄美大島～台湾．

メモ：八丈島（葛西,１９８２)．山下（1994）が小笠原

からカズマキリオレと報告したものを本種に変更

（Fukuda,1995)．

1566Ｋ/α"ceo/、ａ（Kosuge）ﾔﾘﾉﾎｷﾘｵﾚ

分布：九州南部～沖縄．

メモ：黒瀬170-183ｍ（Okutani，1975)，八丈島（葛

分布：九州南部～インド・太平洋．

採集：八丈島底土,サンドポンプ．

メモ：父島母島（Fukuda,1994)．

1577Ｍｍo""舵、（Hinds）（ｹｲﾛｷﾘｵﾚ

分布：奄美大島～沖縄．

メモ：八丈島（葛西，１９８２；加藤，1996)，マリアナ

諸島(Kurozumi,1994)．

1578Ｍ/肋ｂｅ、（Hervier）（ｹｲﾛﾊﾗﾌﾞﾄｷﾘｵﾚ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島底土,サンドポンプ．

メモ：父島（Fukuda,1994)．

ｌ５７９ＭｚＪｓＭａｍ（Hervier）ｸﾋﾟﾏｷｷﾘｵﾚ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,死殻．

メモ：母島（Fukuda,1994)．

1580ＭＰ叩ﾉﾉﾉα、（Hervier）シﾛｲﾎﾟｷﾘｵﾚ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1982),母島（Fukuda,1994)．

ｌ５８１ＭｐａＭｅｓ（Joussaume）サメﾊﾀﾞｷﾘｵﾚ

分布：紀伊半島～西太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1982),母島（Fukuda,1994)．

ｌ５８２Ｍｓ９ｍﾉﾉdaKosuge トクサキリオレ

分布：奄美大島．

採集：八丈島底土,サンドポンプ．

メモ：母島（Fukuda,1994)．

l583Maegle（Joussaume）７ｹﾎﾟﾉｷﾘｵﾚ

分布：紀伊半島～沖縄．

採集：八丈島,死殻．

メモ：三宅島（加藤,1996)．

1584Ｍ９"αdr肋aczJﾉα、（Hervier）ｽｿｸﾞﾛｷﾘｵﾚ

分布：九州南部～産i太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

ｌ５８５Ｍｃｊ"g"/(/Ｍｚ（Pease）ソﾒﾜｹｷﾘｵﾚ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

l586Mgmlzdiosa（Laseron）ｸﾛｸﾘｲﾛｷﾘｵﾚ

分布：相模湾～沖縄．

メモ：三宅島（加藤，1996)，八丈島（葛西，1982)，

小笠原（山下,1994)．

1587Ｍｃｌｚｏｄａｘ（Joussaume）ﾄｳｷﾋﾞキリオレ

メモ：父島（Fukuda,1994)．

l588Trjp/Zｏｒα〃ﾉﾉepzJ"cｒａｍ（Kosuge）ﾁｬﾏﾀﾞﾗｷﾘｵﾚ

分布：相模湾～沖縄．

メモ：三宅島（加藤,1996),八丈島（葛西,1982)．

15897Ｍ"ｊ９"ａ（Joussaume）ﾎｿﾔｶｷﾘｵﾚ

西,1982)．

１５６７Ｌｇｍ"icosmtQKosuge

分布：奄美大島～沖縄．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

ｌ５６８Ｌａｃｊｃ"mKosuge

分布：紀伊半島～沖縄．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

l569Lsz化!/b"esZm（Kosuge）

分布：紀伊半島～沖縄．

採集：八丈島横間,揚砂．

ｌ５７０Ｌｃｈびsα/isKosuge

分布：奄美大島～沖縄．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

l571LaSPerr伽ａ（Hinds）

分布：奄美大島～インド・太平洋．

採集：八丈島,死殻．

1572ＬﾉﾋＷ"jcaKuroda＆Kosuge

分布：三陸沿岸～九州．

採集：神津島,八丈島,共に死殻．

メモ：三宅島（手塚,1996)．

ｌ５７３Ｌｉ"jphom花sZisLaseron

分布：奄美大島～インド・太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

1574ＥｍＡＷＭ/αjsaojaMKosuge

分布：紀伊半島～沖縄．

ｿソレキリオレ

ﾑﾗｻｷキリオレ

ｺウシキリオレ

ｻﾅｷﾞｷﾘｵﾚ

ハリオレ

ｱラレキリオレ

ﾊﾘｵﾚﾓﾄﾞｷ

ﾀｷｿﾑｶﾞﾀｷﾘｵﾚ

メモ：八文島（葛西,１９８２；加藤,1996)．

１５７５ＥノezJcocep/、/αKosuge オキナツムガタキリオレ

分布：紀伊半島～沖縄．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

l576Mzsro"jα'wbm（Hinds）ﾑﾗｻｷﾊﾗﾌﾟﾄｷﾘｵﾚ
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父島（Fukuda,1994)．

l604CCybae"sKosuge トシクリキリオレ

分布：奄美大島～台湾．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

1605ｃｍαc"ﾉosaI7zc〃ｃｈａｅ/iKosuge チャガスリキリオ

分布：館山～沖縄．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

1606ＣﾉelwAe"sis（Watson）ヒトｽｼﾞｷﾘｵﾚ

分布：紀伊半島～オーストラリア．

メモ：三宅島（手塚,1996)．

l607Ep(/ｂｒｊｓｐｍ/Cａａ（Laseron）チピ<ｿｸﾁｷﾘｵﾚ

分布：奄美大島～台湾．

メモ：三宅島（加藤，1996)，八丈島（葛西，1982)，

マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

16081"(/brM”α"ａ（Hervier）。ﾊｸ(ｿｸﾁｷﾘｵﾚ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：八丈島底土,サンドポンプ．

l609fqpeciosa（Adams＆Reeve）ﾍﾞﾆｵﾋﾞﾐｿｸﾁｷﾘｵﾚ

分布：九州～太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1982),母島（Fukuda,1994)．

1610Ｋ/brmos山（Hervier）ﾖｺﾏﾄﾞｷﾘｵﾚ

分布：九州南部～台湾．

メモ：八丈島（葛西,1982),母島（Fukuda,1994)．

l611Kpoecjm（Hervier）ﾑﾗｸﾓﾐｿｸﾁｷﾘｵﾚ

分布：潮||'W|～台湾．

採集：八丈島船戸鼻,打上．

ｌ６１２Ｌｃｏ"ＣＯ応（Hinds）ｼﾛｷﾘｵﾚ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原,共に死殻．

メモ：マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

ｌ６１３Ｌａ仏09ｍ"osa（Kosuge）ｼﾗﾎﾟｼＩｿｸﾁｷﾘｵﾚ

分布：紀伊半島～沖縄．

メモ：三宅島（j１１藤,1996),母島（Fukuda,1994)．

ｌ６１４Ｌ/、/brlmS（Kosuge）ﾌｼﾞｲﾛﾐｿｸﾁｷﾘｵﾚ

ﾒﾓ：母島（Fukuda,1994)．

ｌ６１５Ｌｊ肋kｏａｅ（Kosuge）ｶﾈｿｹ(ｿｸﾁｷﾘｵﾚ

メモ：父島,母島（Fukuda,1994)．

１６１６エルzJssazJmej（Hervier）ｼﾗｸﾓ<ﾂｸﾁｷﾘｵﾚ

メモ：母島（Fukuda,1994)．

１６１７IJoZrjphomkzJmdajKosugeｺﾝﾎﾟウキリオレ

メモ：父島（Fukuda,1994)．

１６１８ＭMOP/tolwsatmt"ｓ（Kosuge）ｼﾛｴﾘｷﾘｵﾚ

ﾒﾓ：母島（Fukuda,1994)．

１６１９０P〃αPAomrriZacea（Pease）ﾈｽﾞﾐｷﾘｵﾚ

メモ：母島（Fukuda,1994)．

分布：潮lUlfI～太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

l590nherWerj（Kosuge）ﾍﾘﾄﾘﾑﾗｻｷｷﾘｵﾚ

分布：伊豆半島～太平洋．

メモ：三宅島（加藤,1996),八丈島（葛西,1982)．

l591TZmo"αc〃（Hervier）ﾋﾟｸﾆｷﾘｵﾚ

分布：奄美諸島～太平洋．

メモ：三宅島（加藤,1996),八丈島（葛西,1982)．

15927ＩＣＯ"SPC灯ａ（Smith）ｻﾌﾗﾝｷﾘｵﾚ

分布：房総半島～九州．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

ｌ５９３ＴＸ〃巾"ｍ、（Pilsbry）ｸﾛｷﾘｵﾚ

分布：房総半島．

メモ：三宅島（加藤,1996),八丈島（葛西,1982)．

ｌ５９４７ＭｍＪﾉtjgmraYokoyama カズマキキリオレ

分布：房総半島～沖縄．

メモ：八丈島（葛西,1982)．小笠原（山下,1994)．

1595正ｏｍｅ"sjs（Yokoyama）ﾎｿｱﾗﾚｷﾘｵﾚ

分布：北海道南部～九ﾉﾄﾄ|・

メモ：八丈島（葛西,1982),小笠原（大山,1940)．

1596正ｇノロ""ｍ、（Adams＆Reeve）ｲﾜｶﾜｱﾗﾚｷﾘｵﾚ

分布：紀伊半島～沖縄．

メモ：三宅島（加藤，1996)，八文島（葛西，1982)，

小笠原（Fukuda,1995)．

１５９７TcPiScOPα/is（Hervier）ｺﾑﾗｻｷｷﾘｵﾚ

分布：奄美大島～太平洋．

メモ：三宅島（加藤,1996),八丈島（葛西,1982)．

１５９８７Ｍesse/α、（Kosuge）ﾓｻﾞｲｸｷﾘｵﾚ

分布：紀伊半島～沖縄．

メモ：三宅島（加藤,1996),八丈島（葛西,1982)．

１５９９７Mesmcea（Kosuge）ﾚﾝｶﾞﾏｷｷﾘｵﾚ

分布：奄芙大島～台湾．

メモ：三宅島（加藤,1996),八丈島（葛西,1982)．

１６００ＴＭｗａｏｍ肋（Kosuge）ｽﾐﾚﾌｸﾚｷﾘｵﾚ

分布：奄美大島～台湾．

採集：八丈島底土,サンドポンプ．

１６０１ＴＩＣα"dゆαａ（Kosuge）シﾗﾕｷｷﾘｵﾚ

分布：奄美大島～台湾．

メモ：三宅島（加藤,1996),八文島（葛西，1982)．

ｌ６０ＺＴｃｏｌﾘiJsQ（Kosuge）ﾏｷﾞﾚｷﾘｵﾚ

分布：駿河湾～沖縄．

メモ：三宅島（加藤,1996),八文島（葛西,1982)．

１６０３α"tormarcedzJs（Laseron）ナンｶｲｷﾘｵﾚ

分布：奄美大島～南西太平洋．

メモ：三宅島（加藤，1996)，八丈島（葛両，1982)，
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腸紐Ｈ

トウガタガイ超科

トウガタガイ科

l634MszJprasc"jpm（Tenisonwoods）ｼﾞｭｽﾞﾏｷｸﾁキレ

メモ：父島（Fukuda,1995)．

l6350sciﾉﾉａｃｉ７℃ｊ"α'ａ（Ａ,Ａｄａｍs）ｲﾄﾏｷｸﾁｷﾚﾓﾄﾞｷ

分布：房総半島以南．

メモ：父島宮の浜,二業地（Fukuda,1995)．

l６３６０ｏ６ｍｓａ（Gould）ｸﾞｳﾙﾄﾞｸﾁｷﾚ

ﾒﾓ：父島二見港（肥後，1993)，宮の浜(Fukuda，

1995)．

l6370voorwj"dei（Laseron）ｱｻﾞﾐｲﾄﾏｷクチキレ

メモ：父島二二業地,新称（Fukuda,1995)．

16385Ｗ"o/ａ（SW"oα）ｓ"sαﾊﾉe"sisNomura

メモ：父,島（肥後,1993)．

1639ｓ（８）／jtjz伽α"αＮｏｍｕｒａ

メモ：父島宮の浜,母島桐浜（Fukuda,1994)．

l640Slt)ﾉﾉOp(〕）9ｍαﾉαc"/mmMelvill＆Standen

ケショウクリムシクチキレ

メモ：父島宮の浜,新称（Fukuda,1995)．

l641SMe"'〃（Garrett）ﾛｳｲﾛｸﾘﾑｼｷﾘｵﾚ

分布：奄美諸島～西太平洋．

採集：小笠原ヤドカリ入り．

l642Tmbo"ﾉﾉﾉα（DZgMJs）ｂｏ"ｊ"e"sisNomura

メモ：父島巽崎（肥後,1993)．

l643T（け'go/α'ＭＤＳ）ん伽doe"sｉｓ６Ｑｄｊａ（Pilsbry）

チャイロホソイトカケギリ

分布：銚子沖～九州．

メモ：小笹原（松本,1970)．

1644ｍ（Ｈｚｌａｍｏ/、"/α）α"ﾉﾉcaDall＆Bartsch

チャイロイトカケギリ

分布託三陸沿岸～九州．

メモ：父島,兄島（Fukuda,1994)．

1645正（CWel""伽α）α、〃/α血（Laseron）

ﾚﾝｹﾞｻﾞｲﾄｶケギリ

メモ：父島宮の浜,新称（Fukuda,1995)．

ｌ６４６ｎｃｏ'9α〃iOkutani

メモ：三宅島1080-1205ｍ（OkutanLl968)．

l647CbsrabjeZMo"jda（Garrett）ｺﾞﾘﾝｸﾁｷﾚ

メモ：父島宮の浜,新称（Fukuda,1995)．

l648AaaeOpWα'ｍｅｘｊ〃ａ（Lischke）ﾋﾒｺﾞｳﾅ

分布：房総半島～九州北西岸．

メモ：八丈島（加藤,1996)．

1６４９ＢＯＯ"ｅａｏｋａｍｚＪｒａｊＨｏｒｉ＆Okutani

イモガイクチキレガイモドキ

メモ：八丈島,キヌカツギイモの殻口に寄生（Hori，

1996)．

OrderENTOMOTAENIATA

SupcrhlmilyPYRAMIDELLOIDEA

FamilyPYRAMIDELLIDAE

1620Ｆ)'ｍｍｄｅﾉﾉα（P)'ｍＭｄｅﾉﾉα）ｄｏﾉＱｂｌｍａ（Linnaeus）

トウガタガイ

分布：紀伊半島～インド・人平洋．

メモ：父島84ｍ（Fukuda,1994)．

l621R（Ｒ）Ｏｇａｓａｗａｍｚｊｍα"αＮｏｍｕｒａ

メモ：父島（肥後,1993)．

1622ＰＬ（川"ge"eﾉﾉα）Ｍｃａｍ（ＡＡｄａｍｓ）ｵｵｸﾁｷﾚ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

メモ：南島島（波江,19051

16230top/e"、（AP/jαﾉﾉＳｍ）加川/jｓ（Ａ,Ａｄａｍs）

シイハクチキレ

分布：紀伊半島～太平洋．

メモ：三宅島（手塚,1996),八丈島（葛西1982)．

16240.（ＯｔＯＰﾉe"、）〃ｊｊｌｒｄａ（Ａ,Ａｄａｍs）ｿﾔｼｲﾊｸﾁｷﾚ

分布：沖縄諸島～熱帯太平洋．

メモ：父島宮の浜（Fukuda,1995)．

l6250dosto〃ａ（Odostomα）Ｍﾉ"/αGould

ｶﾞﾗｽﾀﾞﾏｸﾁキレモドキ

分布：沖縄．

メモ：父島二業地,新称（Fukuda,1995)．

１６２６０.ｍａｚＪｒｊｒｊα"αＤallエンスイクチキレモドキ

メモ：父島二業地，新称（Fukuda,1995)．

1627Ｃ/21〕Ｍ/ｊｄａ（Ｍ'"qegﾉﾉﾉ"α）ｇﾉﾉCysl"ａ（Melvill）

（サカエクチキレ

メモ：父島宮の浜（Fukuda,1994)．

l628C（ＡＤｍα"(/Ｍｊ（Corgan）ｻﾐﾀﾞﾚｸﾁｷﾚ

ﾒﾓ：父島宮の浜（Fukuda,1995)．

l629C（P)''9"ﾉﾉ"α）、""d"/ａ（ＡＡｄａｍｓ）

ウズライトカケクチキレ

メモ：父島宮の浜,新称（Fukuda,1995)．

l630C（Pb）preriosa（Turton）ﾁｬﾎﾟｲﾄｶｹクチキレ

メモ：父島宮の浜,新称（Fukuda,1995)．

1631Ｍｍ/dａ（Ｍ〃ﾉ｡α）gel"、ａ（ＡＡｄａｍｓ）

ホソアラレクチキレ

分布：房総半島～九州．

メモ：父島入村（Fukuda,1994)．

1632Ｍ（〃.）ｅｘｉｍＱ（Dautzenberg＆Fischer）

ナガメアラレクチキレ

メモ：父島二二業地,新称（Fukuda,1995)．

1633Ｍ（Ｈｊ"emoα）'wbm（Laseron）ﾋﾈﾓｽｸﾁｷﾚ

ﾒﾓ：父島声｢の浜,新称（Fukuda,1995)．
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後鯛亜綱

頭楯目

オオシイノミガイ超科

オオシイノミガイ科

l661H（Ｈｙｄａｍα）ｚｏ"α、（Lightfbot）

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：八丈島．

メモ：式根島（西村,1996)．

l662H（APﾉzJst）w、）α､p伽ｒｒｅ（Linnaeus）

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原．

メモ：式根島（白井,1955)．

ﾋﾒﾔｶﾀｶﾞｲSubclassOPISTHOBRANCHIA

OrderCEPHALASPIDEA

SupwrhlmilyACTEONOIDEA

FamilyACTEONOIDAE

ﾍﾞニヤカタガイ

1650Ｐ""αααeo"/lzbreα""ｓ（Crosse）ｷｼﾞﾋﾟｷｶﾞｲ

分布：房総半島～中西太平洋．

メモ：大島岡田36ｍ（五十嵐,1952),小笠原（今島，

1970)．

l651PL此mmezJs（Gmelin）ｱｶﾌｷｼﾞﾋﾟｷｶﾞｲ

分布：相模湾～西太平洋．

メモ：父島境浦（Fukuda,1994)．

1652ＰＬ/zｊｍｉ（Habe）ｵｵｷｼﾞﾋﾞｷｶﾞｲ

分布：房総半島～九州．

メモ：瓢箪瀬130ｍ（Okutani,１９７２)．

1653Ｐ叩ａ（P〃α）so"d"ﾉα（Linnaeus）タイﾜﾝｶﾔﾊｶﾞｲ

分布：九州南部～インド・太平洋．

メモ：父島30-60ｍ（Fukuda,1995)．

l654R（SjrjgOpzJpq）ｓｍｇｏｓａ（Gould）コシイハガイ

分布：房総半島～沖縄．

メモ：父島小港（山下,1994)．

l6550wz"α伽ｍｐａｃ抗c"ｓ（Kuroda＆Habe）

ミガキキジピキガイ

分布：房総半島～九州西岸．

メモ：三宅島1080-1205ｍ（Okutani,1968)．

ｌ６５６Ａｃｒｅｏ〃szJbj"cMsOkutani

メモ：三宅島1270ｍ（Okutani,1968)．

1657McmgI1yPhMZpo"jcZJs（Habe）ﾜﾗﾍﾞﾏﾒｳﾗシマ

分布：銚子沖～九州西岸．

メモ：三宅島1080-1205ｍ（Okutani,1968)．

ベニシポリ科FamilyBULLINIDAE

1663Ｂ"ﾉﾉ伽ﾉﾉ"eａｒａ（Ｇray）ﾍﾞﾆｼﾎﾟﾘ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,小笠原．

メモ：式根島（西村,1996)，三宅島（手塚，１９９６；

加藤,1996)．

１６６４Ｂ､ｃα"jzo"αSakurai＆Ｈａｂｅコイトガイ

分布：銚子沖～九州西岸．

メモ：三宅島（加藤,1996)．

スイフガイ科FamilySCAPHANDRIDAE

l665BzJcco"ｊａｔｅｍｍａｃ肋Ｈａｂｅ テラマチスイフガイ

分布：房総半島沖～土佐沖．

メモ：三宅島1080-1205ｍ（Okutani,1968)．

1666Ａｄａｍ"Ｍａｊｑｐｏ"ｊｃａ（Ａ・Ａｄａｍs）ｸﾀﾞﾀﾏｶﾞｲ

分布：房総半島～奄美沖．

メモ：大室出し（加藤，1996)．瓢箪瀬140ｍ,高瀬

100ｍ（Okutani，1972)．八丈島（葛西，１９８２；加

藤,l99d

1667Cyﾉﾉc/z"αＣＯ"so67j"αGouldｲﾄｺｶｲｺｶﾞｲﾀﾞﾏｼ

分布：ベーリング海～房総半島．

メモ：大島620-720ｍ（Okutani，1966)．大室出し，

銭洲（加藤,1996)．

l668EOCyﾉﾉcﾉ！"α川rmcta（Gould）ｳﾁﾏｷｸﾀﾞﾀﾏｶﾞｲ

分布：九州西岸～中国．

メモ：父島36,,84ｍ（Fukuda,1994)．

ｌ６６９ＥｍｚＪｓａＷｅｌＭ（Tokunaga）ｾｷﾋｿｸﾀﾞﾀﾏｶﾞｲ

分布：房総半島～東支那海．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

マメウラシマ科FamilyRINOICULIDAE

l658Rj"gjMα(Ｒｉ"gjMj"αﾙﾉﾉ"/αHabeｼﾗﾀﾏﾏﾒｳﾗｼﾏ

分布：銚子沖～土佐沖．

メモ：三宅島1080-1205ｍ（Okutani,1968)．

l659R.（R､）肋ｍｄａｉＴａｋｅｙａｍａ ｸﾛﾀﾞﾏﾒｳﾗシマ

分布：房総半島～九州．

メモ：八文島（葛西,１９８２)．

ミスガイ科FamilyHYDATINIDAE

FamilyACTEOCINIDAE オオコメツブガイ科

l660Hydar伽(ＨｙｄａＺｉ"αﾙﾉﾘ、（Linnaeus）

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島．小笠原．北硫黄島は小型．

ﾐスガイ

l670Aaeoc伽（7ｂｒ"αr伽）decoraZa（Pilsbry）ｿﾗﾗｶﾞｲ

分布：三陸沿岸～九州．

－９４－



メモ：小笠原（大里,1996)．

1671Ａ.（正）ﾉｶmMe"sjsPilsbryﾊﾜｲｿﾗﾗｶﾞｲ

ﾒﾓ肝母島桐浜,新称（Fukuda,1994)．

1672Ａ．（正）ＣＯα'℃ｍｔａ（ＡＡｄａｍｓ）ｵｵｺﾒｿﾌﾟｶﾞｲ

分布：奄美大島～台湾．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

1673..（工）ｅｘﾉﾉｉｓ（Dunker）ﾖﾜｺﾒｿﾌﾟｶﾞｲ

分布：三陸沿岸～東支那海．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

1674ｑﾉﾉﾉchMysα"g"sra（Gould）ｶﾐｽｼﾞｶｲｺｶﾞｲﾀﾞﾏｼ

分布：北海道南部～九州．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

１６８１Ｂ・ampzJ〃QLinnaeus

分布：九州南部～インド・太平洋．

メモ：小笠原ブタ海岸（山下,1994)．

ﾀイワンナソメ

タマゴガイ科FamilyATYIDAE

1682ＡﾉﾉＭ【zsZﾉｗｍＣｙﾉﾉ"driczJm（Helbling）ｶｲｺｶﾞｲ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,死殻．

1683Ｌ伽皿ﾉα(ysoq/brMsHabe ホソタマゴガイ

分布：相模湾～沖縄．

メモ：父島（Fukuda,1994)．

１６８４Ｌ・oAcamoroノＨａｂｅ トソクリタマゴガイ

分布：志摩半島～対馬．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

l685L.'ｍＪｓｃａｒ伽（Gould）（ﾄﾞﾘﾀﾏｺﾞｶﾞｲ

分布：相模湾～中国．

メモ：八丈島（葛西，1982)，父島36ｍ（Fukuda，

1994)．

１６８６Ｌ､α"g"ｓｔａｒ"ｓＧｏｕｌｄウス（ドリタマゴガイ

メモ：八丈島（葛西，1982)．前種の異名（肥後，

1993)．

1687,〃α柳αe"雌７（ＡＡｄａｍｓ）ｷﾊﾞｶｲｺｶﾞｲ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

採集：八丈島,父島宮の浜,共に死殻．

メモ：マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

1688,.ｍo"odolTta（ＡＡｄａｍｓ）ｲｯﾎﾟﾝﾊﾞｶｲｺｶﾞｲ

分布：奄美諸島～ボルネオ．

採集：八丈島,死殻．

ｌ６８９Ｈａｍｉ"eo伽ﾉﾉαﾉＩｃａｗａｍ〃ｍノＨａｂｅ スジナソメガイ

分布：九州西岸～沖縄．

メモ：父島（出口，1994)．

キセワタ科FamilyPHILINIDAE

１６７５Ｐ/zﾉﾉﾉ"ｅｍｇｅ"tａｔａＧｏｕｌｄキセワタ

分布：北海道南部～中国．

メモ：大島波浮港（宮地，1943)．小笠原（大里，

1996)．

カノコキセワタ科FamilyAOLAJIDAE

ｌ６７６ＣＭｊｄｏ""ｍ/、J"d伽"ａ（Ｑｕｏｙ＆Gaimard）

ニシキソバメガイ

分布：相模湾～インド・太平洋．

採集：大島．

メモ：小笠原（肥後，1993)，マリアナ諸島（Kuro‐

ｚｕｍｉ,1994)．

1６７７Ｃｊ"or"αｍＢａｂａ ｵﾊｸﾞﾛｯﾊﾞﾒｶﾞｲ

分布：机模湾．

メモ：小笠原（肥後，1993)，マリアナ諸島（Kuro-

zumi,1994)．

16780ｺo"ZOg/q/αｇｚＪｑｍｅ"sjsRudmanｴﾝﾋﾞｷｾﾜﾀ

分布：奄美諸島～八重山諸島．

メモ：父島宮の浜（Fukuda,1994)．

ブドウガイ科FamilyHAMINOEIDAE

1690Ｈｚ/oα/apo"ｊｃａ（Pilsbry）ﾌﾟﾄﾞｳｶﾞｲ

分布：北海道南部～朝鮮．

採集：伊豆諸島．

メモ：大島トオシキ（五十嵐,1952)．

1691Ｈ〃o､【mpo"icaHabeﾂﾔﾌﾟﾄﾞｳｶﾞｲ

メモ：三宅島坪田（加藤,1996)．前種の異名（肥後，

1996)．

ｌ６９２Ｈｂｉ"oｍｒａ（Pilsbry）ﾆｸｲﾛﾌﾟﾄﾞｳｶﾞｲ

分布：志摩半島～台湾．

メモ：小笠原（大里,1996)．

ナツメガイ科FamilyBULLIDAE

l679BzJﾉﾉａｖｅｍｊｃｏｓａＧｏｕｌｄナソメガイ

分布：房総半島～太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,北硫黄島,共に死殻．

168ＯＢ.〃"c、/αｔａＡ・Ａｄａｍｓコナソメガイ

分布：奄美諸島～台湾．

メモ：小笠原ブタ海岸（'１１下,1994)．小笠原（大里，

1996)．
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メモ：八丈島（葛西,1982)．

1704Ｒ/zjzolwstokn"αgａｊ（Makiyama）

分布：三陸沿岸～九州．

メモ：父島（加藤,1996)．

1693Ｈ〃jgrjp""cｍｒａ（Pease）ﾁｬｲﾛﾌﾟﾄﾞｳｶﾞｲ

分布：九州～台湾．

メモ：父島（加藤,1996)．

ｌ６９４Ｈ（SerjcoAα〃"Ceα)jﾉα、αg川Ｈａｂｅハブﾀｴﾌﾟﾄﾞｳｶﾞｲ

分布：奄美諸島～台湾．

採集：北硫黄島潮間帯,生貝１，軟体部美麗．

1695Ｌα叩、/､〃"oeaC〕wzbaﾉzJm（Ｑｕｏｙ＆Gaimard）
（ガキプドウガイ

分布：奄美諸島～西南太平洋．

メモ：小笠原（大L11,1996)，マリアナ諸島（Kuro‐

ｚｕｍｉ,1994)．

ｌ６９６Ｌｊ/oaporceﾉﾉα"ａ（Gould）ｶｲｺｶﾞｲﾀﾞﾏｼ

分布：房総半島～九州．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

トクナガマメヒガイ

ウズムシウミウシロ

ウズムシウミウシ科

OrdcrRUNCINACEA

FamilyRUNCINIDAE

ｌ７０５Ｈｄｊｃａｓｐ、 カラモチウズムシウミウシ

メモ：父島,新称（Fukuda,1994)．

髪舌目

ユリヤガイ亜'１

ユリヤガイ科

OrderSACOOLOSSA

SubordcrJULIACEA

FamilyJULIIDAE

ミドリガイ科 ﾕﾘﾔｶﾞｲl706JzJﾉjα/apo"jcaKuroda＆Ｈａｖｅ

分布：伊豆半島～八重山諸島．

メモ：小笠原（大里,1996)．

１７０７’zebmKawaguti

分布：山口県北部～沖縄．

メモ：父島〆母島（Fukuda,1994)．

1708叺加杣伽αe"sisKawaguti

分布：山口県～沖縄．

メモ：母島桐浜（Fukuda,1994)．

FamilySMARAGDINELLIDAE

l697Smamgdj"eﾉﾉacalIyc"/α/ａ（Broderip＆Sowerby）

（ドリガイ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,北硫黄島,硫黄島．

メモ：マリアナ諸島に普通（Kurozumi,1994)．

16988α"de応o"八Nevill）ﾀﾞﾙﾏ<ﾄﾞﾘｶﾞｲ

分布：奄美諸島～台湾．

メモ：父島（加藤,1996)．

1６９９Ｓｓｉｅ６ｏﾉｄｉＡ・Ａｄａｍｓ タテジワ（ドリガイ

分布：房総半島～台湾．

メモ：父島二見湾（Fukuda,1994)．

ｾﾞﾌﾟﾗﾕﾘﾔｶﾞｲ

<シマユリヤガイ

ナギサノツユ唖ロ

ナギサノツユ科

SubordcrOXYNOACEA

FamilyOXYNOIDAE

l7090XWzoeWri伽（Pease）

分布：相模湾～インド・太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

ﾅｷﾞｻﾉｿﾕ

へコミツララガイ科FamilyRETUSIDAE

l７００ｈｍｓａ（Ｒｅｍｓα）bizo"ａｍＡ・Ａｄａｍｓハデﾔﾏﾏﾕｶﾞｲ

分布：紀伊半島～熱帯太平洋．

メモ：八丈島（葛西，1982)，マリアナ諸島（Kuro-

zumi,1994)．

l701R.（Deco/旅'）伽ｊｇ"な（Pilsbry）ｺﾒｿﾌﾟｶﾞｲ

分布：三陸沿岸～九州．

採集：八丈島,死殻．

メモ：神津島（東京水試，1984)，大室出し（加藤，

1996)．

l70ZCb/COPA〕Ｍｓ"ccｉ"αａ（Ａ・Ａｄａｍs）へｺﾐｿﾗﾗｶﾞｲ

分布：北海道南西部～九州．

採集：八丈島底土,サンドポンプ．

1703s"ﾉcore/"sα〃"伽ａ（Yamakawa）ﾋﾒｺﾒｿﾌﾞ

分布：三陸～'１．国．

ゴクラクミドリガイ亜目

ゴクラクミドリガイ科

SuborderELYSIACEA

FamilyELYSIIDAE

1710Ｅ(ｙｓｉａｓｐ・ キスマークミドリガイ

メモ：父島宮の浜,新称（Fukuda,1994)．

l711ThMdﾉﾉﾉａｖａｒａｅ（Risbec）ﾖｿﾞﾗ（ドリガイ

メモ：父島官の浜他,新称（Fukuda,1994)．

アメフラシ目

アメフラシ科

OrdcrAPLYSIACEA

FamilyAPLYSIIDAE

l712dpかsｊａ（｡p〃Ｓｍ)ﾙﾉﾉα"αＱｕｏｙ＆Gaimard

アマクサアメフラシ
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分布：房総半島～奄美諸島．

採集：伊豆渚島,小笠原．

分布：北海道南部～台湾．

採集：伊豆諸島．

17134.（Jhrrjα）ｋｍｍｄａｊ（Baba）ｱﾒﾌﾗｼ

分布：北海道南部～台湾．

採集：伊豆諸島．

1714Ａ.（ｎｏc"/旅ｍＡｄａｍｓ＆Reeve 《ドリアメフラシ

分布：相模湾～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島．

1715Ａ.（Ⅸ）ｄａｃＭｍＭａＲａｎｇ ジャ／メアメフラシ

分布：房総半島～沖縄．

採集：伊豆諸島．

1716Ａ.（P'wvomplbMJ)ｐα､'"ﾉａＧｏｕｌｄｸﾛﾍﾘｱﾒﾌﾗﾝ

分布：」上海道南部～九州．

採集：伊豆諸島．

1717ＤＣ/αｂｅ"ααＭｃ"ｍｒｊａ（Lightfoot）ﾀｿﾅＩガイ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．

1718ＤＣ/α６７(/ＭＪｄｏ/a6r旗、（Rang）ﾋﾞﾜｶﾞﾀﾅﾒｸｼﾞ

分布：房総半島～インド・太平洋．

メモ：父島宮の浜（Fukuda，1994)．マリアナ諸島

（Kurozumi,1994)．

有殻翼足目

真有殻亜目

カメガイ科

OrdcrTHECOSOMATA

SubordcrEUTHECOSOMATA

FamilyCAVOLINIIDAE

l724Ctzvo/〃α/ride"tatａ（Niebuhr）カメガイ

分布：１１t界の温熱帯海域．

採集：伊豆諸島,小笠原．

l725CzJ"ｃｊ"α、（Rang）クリｲﾛｶﾒｶﾞｲ

分布：｜u界の汎熱帯海域．

採集：伊豆諸島,小笠原．

メモ：大室出し（加藤,1996)．

ｌ７２６Ｃｇ/olMosa（Rang）ﾏﾙｶﾒｶﾞｲ

分布：'1ｔ界の渦熱帯海域．

採集：伊豆諸島,小笠原．

メモ：銭洲（加藤,1996)．

l727Cgibbosa（Orbigny）ｼﾛｶﾒｶﾞｲ

分布：世界の温熱帯海域．

採集：伊豆諸島,小笠原．

1728Ｃん"gims"ＭＯ"g〃s伽（Lesueur）ｻｻﾉｿﾕ

分布：１１t界の温熱帯海域．

採集：伊豆諸島,小笠原．

メモ：大島波浮港（五十嵐,1952)．大室出し，銭洲

（加藤,1996)．

ｌ７２９ＣＬα"gzJ/α【ａ（Souleyet）ﾏﾙｾｻｻ/ツユ

分布：世界の温熱帯海域．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

1730ｃｍ/Yexa（Rang）ﾏｻｺｶﾒｶﾞｲ

分布：世界の柵熱帯海域．

採集：伊豆諸島,小笠原．

メモ：大室出し,銭洲（加藤,1996)．

ｌ７３１ＤｉａｃｒｉａｊｒＭ"osa（Lesueur）ﾋﾗｶﾒｶﾞｲ

分布：世界の潟熱帯海域．

採集：伊豆諸島,小笠原．

1732,.9"αdride"Zα、（Lesueur）ｷﾖｺｶﾒｶﾞｲ

分布：世界の温熱帯海域．

採集：伊豆諸島,小笠原、

１７３３Ｃﾉﾉｏ〃mmidaraLinnaeus ウキピシガイ

分布：世界の温熱帯海域．

採集：伊豆諸島,小笠原．

メモ：大室出し,銭洲（加藤,1996)．

l734CreseisaciculaRang ウキソ/ガイ

分布：枇界の温熱帯海域．

フウセンウミウシ科FamilyNOTARCHIDAE

1719s(〕ﾉﾉＤＣ比i/zJs/ｍｇｊｃα"｡"ｓ（Ｑｕｏｙ＆Gaimard）

クロスジアメフラシ

分布：相模湾～沖縄．

採集：小笠原．

l720BzJxsare"α/Z〃ＭＥａｌｅｓ＆Engelﾄｹﾞｱﾒﾌﾗｼ

分布：杣模湾～フィリピン．

メモ：式根島（西村,1996)．

フシェラガイ目

フシエラガイ科

OrderPLEUROBRANCHICEA

FamilyPLEUROBRANCHIDAE

l721Bert/zeﾉﾉα、α"e"sｉ（Pilsbry）

分布：沖縄～熱帯インド・太平洋．

メモ：小笠原（肥後,1993)．

l722P/ezJm伽"c/ｊａｅａﾉﾋZpo"jcaThiele

分布：北陸を除く本ﾉﾄﾄ|全域以｢ifi～'EII国．

メモ：式根島（西村,1996)．

ﾁギレフシエラガイ

ｳワクロウ

ヒトエガイ科FamilyUMBRACULIDAE

1723ＵｍｍｃｚＪ/"''1s〃c"、（Gmelin） ﾋトエガイ
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メモ：八丈島（肥後,1993),小笠原(Fukuda,1994)．

1744Ｃａｅｃｏｍ（Pease）ｾﾄｲﾛｳﾐウシ

分布：相模湾～紀伊半島．

メモ：父島宮の浜,奥村（Fukuda,1994)．

1745Ｃβde/ｉｓ（Kellart）ﾌｼﾞﾅ(ウ《ウシ

分布：紀伊半島～奄美大島．

メモ：父島奥村（Fukuda,1994)．

l746CaSpem（Gould）ﾓﾝｺｳ《ウシ

メモ：父島宮の浜,新称（Fukuda,１９９４

１７４７Ｃｓｐ・ ｺﾝｶﾞｽﾘｳ（ウシ

メモ：父島兄島,新称（Fukuda,1994)．

l748qmZosomer7j肋ａｔ"、（Ｇray）ﾆｼｷｳ(ウシ

分布：房総半島～インド・南太平洋．

採集：小笠原．

l749CbseﾉﾉﾋＪａｔｍｍα'9ｉ"αZａ（Cuvier）ｷｲﾛｳﾐｳｼ

分布：相模湾～インド・太平洋．

メモ：小笠原（Fukuda,1994)．

1750HypseんdOrjM2sriVa（ＡＡｄａｍｓ）ｱｵｳ<ウシ

分布：日本全国．

採集：伊豆諸島,小笠原．

1751HZzIge伽ｓｐ．ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙウミウシ

メモ：父島二見湾,新称（Fukuda,1994)．

採集：伊豆諸島,小笠原．

1735CzJWerj"αＣＯﾉzJm"eﾉﾉα（Rang）

分布：世界の温熱帯海域．

採集：伊豆諸島,小笠原．

1736ｃｃ.〃'℃eoﾉａｒｊＳ（Moerch）

分布：世界の温熱帯海域．

メモ：大室出し,銭洲（加藤,1996)．

ｳキゾッガイ

ｿﾎﾟｳｷｿｿｶﾞｲ

ウミウシ目

類ウミウシ亜目

フジタウミウシ超科

キヌハダウミウシ科

OrderDORIDACEA

SuborderANADORIDACEA

SuperhmilyPOLYCERIOIDEA

FamilyGYMNODORIDIDAE

ｌ７３７Ｇｙｍ"odOris6jco/ｏｒ（Alder＆Hancock）ｷﾇﾊﾀﾞﾓﾄﾞｷ

分布：相模湾～インド・太平洋．

メモ：父島宮の浜,扇浦（Fukuda,1994)．

ｌ７３８ＧｃｅｙﾉO"jca（Kelarrt）ｵｵｴﾗｷﾇﾊﾀﾞｳ(ウシ

分布：相模湾～インド・南西太平洋．

メモ：兄島（Fukuda,1994)．

l739Roboasrmgmci/ｉｓ（Bergh）ﾘﾕｳｸﾞｳｳ《ウシ

分布：相模湾～与論島．

メモ：父島宮の浜,母島平島（Fukuda’1994)．

真ウミウシ亜目

ミカドウミウシ科

SubordcrEUDORIDACEA

FamilyHEXABRANCHIDAE

イソウミウシ科FamilyROSTANOIDAE

ｌ７５２Ｒｏｓｍ"ｇａｏ７ｉｅ"ｍﾉｊｓＲｕｄｍａｎ＆Avern

分布：青森県～オーストラリア．

メモ：父島扇浦（Fukuda,1994)．

イソウ《ウシ

l740HCxa6m"c伽sα"g川e"ｓ（Riippell＆Leuckart）

ミカドウ《ウシ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原． FamilyPHYLLIDIIDAE イボウミウシ科

カドリナウミウシ科FamilyCADLINIDAE 1753Ｐﾉﾘﾉﾉﾉﾉd/ａ（P/１〕ﾉﾉ〃ｉα）va7jcosaLamarck

ﾀﾃﾋﾀﾞｲﾎﾟｳ《ウシ

分布：紀伊半島～南西太平洋．

メモ：父・母島（Fukuda,1994)．

l754PL（P/1y/肋eﾉﾉα）oceﾉﾉﾋzmCuvier キイロイポウ《ウシ

分布：房総半島～九州西岸．

メモ：父島（Fukuda,1994)．

l755PL（Ｒ）pzJsMosaCuvierｺｲﾎﾟｳﾐｳｼ

分布：相模湾～熱帯インド・太平洋．

採集：伊豆諸島．

メモ：三宅島（手塚，1996)．父島,母島（Fukuda，

1994)．

1741ｃｍﾉﾉ"eﾉﾉαｏｒ"αｔｊＭ７ｚａ（Risbec）

分布：相模湾～紀伊半島．

メモ：父島宮の浜（Fukuda,1994)．

ｲｶﾞｸﾞﾘｳ(ウシ

イロウミウシ科FamilyCHROMODORIDIDAE

1742djmmoaoristj"αＭａ（Riippel＆Leuckart）

サラサウ（ウシ

分布：房総半島～南太平洋．

メモ：父島宮の浜（Fukuda,1994)．

ｌ７４３Ｃ９"αd7ico/oｒ（Riippel＆Leuckart）ｸﾛｽｼﾞｳ《ウシ

分布：相模湾～インド・南太平洋．

－９８－



クモガタウミウシ科 収眼目

イソアワモチ超科

イソアワモチ科

FamilyPLATYDORIDIDAE OrdcrSYSTELLOMATOPHORA

SuperhlmilyONCHOIDEA

FamilyONCHIIDAE1756Ｐ/叩dorjsSpecjosa（Abraham）

分布：房総半島～インド・太平洋．

メモ：小笠原（Fukuda,1994)．

l757PLcrzJe"rzJs（Ｑｕｏｙ＆Gaimard）

分布：与論島～沖縄．

メモ：父島（Fukuda,1994)．

ｸﾓｶﾞﾀｳ（ウシ

1７６４０"c/jjdjzJmye7rzJczｲﾉｍｚｍｚＣｕｖｉｅｒ

分布：房総半島～インド・西太平洋．

メモ：式根島（中鉢,1942)．

ｲソアワモチ

ユウゼンウＩウシ

有肺亜綱

原始有肺目

オカミミガイ超科

オカミミガイ科

SubclassPULMONATA

OrderARCHAEOPULMONATA

SuperfamilyELLOBIOIDEA

FamilyELLOBIIDAE

SuborderPORODORIDACEA 子LⅡウミウシ亜曰

FamilyDENDRODORIDIDAEクロシタナシウミウシ科

ｌ７５８Ｄｅ"dｍｄＭｓｍｇｍ（Stimpson）

分布：陸奥湾～インド・南太平洋．

メモ：父島（Fukuda,1994)．

1759DormpsjSpeae〃（Collingwood）

分布：紀伊半島～九州西岸．

メモ：父島宮の浜（Fukuda,1994)．

クロシタナシウ《ウシ

1765Ｐ）'/ＡｊａｐａｃﾉﾘＭｏ〃αegm/jsPilsbry＆Hirase

オオヒラシイハガイ

分布：奄美諸島～台湾．

メモ：小笠原（Fukuda,1994)．

ｌ７６６Ｍｅﾉα'叩zJs化w`ｓ（Gmelin）ツヤﾊﾏｼｲﾊｶﾞｲ

分布：五島列島～インド・太平洋．

採集：小笠原．

1767Ｍ/:/ｔＭａｍｓ（Deshayes）スジﾊﾏｼｲﾊｶﾞｲ

分布：九州南部～熱帯太平洋．

採集：八丈島,死殻．

メモ：小笠原（肥後,1993)．

１７６８ＭｃａｓＺα"elJsMiihl化lｄハマシイハガイ

分布：房総半島～太平洋．

採集：八丈島,小笠原．

メモ：式根島（五十嵐,1952)．

1769Ｍ（Sjg"ｉα）９ｍ"｣(/１２７（Mousson）ヌ/ﾒﾊﾏｼｲﾊｶﾞｲ

分布：鹿児島～台湾．

メモ：父島清瀬（Fukuda,1994)．

1770比djpes/OzJα"ｉｐﾉjﾉﾉjpp〃caMoellendorffﾋｽﾞﾒｶﾞｲ

分布：奄美大島～フィリピン．

メモ：小笠原南島（Fukuda,1994)．

l771Laemodo"Zα'刀o""舵、（Ａｄａｍs）ﾏｷｽｼﾞｺ《<ガイ

分布：三浦半島～熱帯インド・太平洋．

メモ：小笠原（肥後,1993)．

1７７２Ｍｉｃｍｔｍ/jaacreocj"ojdesKuroda＆Ｈａｂｅ

ﾅｷﾞｻ/シタタリ

分布：北海道函館～朝鮮．

メモ：父島境浦（Fukuda,1994)．

ｱオクシエラウ（ウシ

スギノハウミウシ目

オキウミウシ科

OrderDEM)RONOTACEA

FamilySCYLLAEIDAE

ｵキウミウシ176ＯＳＭ/αｅａｐｅﾉagjcaLinnaeus

分布：全世界の暖流海域．

メモ：式根島（西村,1996)．

ムカデメリベ科FamilyTETHYIDAE

ﾑカデメリベｌ７６１Ｍｅ"ｂｅＰﾉﾉOsQPease

分布：房総半島～九州．

メモ：式根島（西村,1996)．

1762ＭＰｑＰﾉﾉﾉOsa（Fillipi）

分布：房総半島～九州．

メモ：式根島（西村,1996)．

ﾋメメリベ

ミノウミウシ目

真ミノウミウシ]唖目

後肛超科

ムカデウミウシ科

OrderAEOLIDACEA

SuborderEUEOLIDACEA

SuperhlmilyCLEIOPROCTOIDEA

FamilyPTERAEOLIDIIDAE

1763ハemeoﾉﾉdiasemperi（Bergh）

分布：房総半島～インド・南太平洋．

メモ：小笠原（肥後,1993)．

ムカデミノウミウシ
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斧足綱

隠歯亜綱

キヌタレガイ目

キヌタレガイ超科

キヌタレガイ科

基眼目

カラマッガイ超科

ユキカラマツ科

CIassPELECYPODA

SubclassCRYPTODONTA

OrdcrSOLEMYOIDA

SupcrftlmilySOLEMYOIDEA

FamilySOLEMYIDAE

OrderBASOMMATOPHORA

SupcrfmilySIPHONARIOIDEA

FamilyTRIMUSCULIDAE

ﾃリカラマツ1773川"/α〃α/tZpo"ｉｃａＨａｂｅ

分布：駿河湾～台湾．

採集：八丈島横間,揚砂.母島,揚砂． １〃ｔｍｓｍα/apo"ｊｃａ（Dunker）ｱｻﾋｷﾇﾀﾚｶﾞｲ

分布：北海道南部～九州．

採集：1973年１月大島波浮港,標本破損廃棄．カラマツガイ科FamilySIPHONARIIDAE

古多歯亜綱

クルミガイロ

クルミガイ超科

クルミガイ科

l774Sjp/zo"αria（SjP/1o"α血）ﾉαc〃osa（Linnaeus）

ｺｳﾀﾞｶｶﾗマツ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：小笠原．

メモ：式根島（西村,1996)．

1775s（８）'wc"α"qPilsbry コピトカラマソ

分布：奄美諸島～台湾．

採集：硫黄島監獄岩飛び根,桜井欽一査定．

l776SL（ＨｚＭ/柳ｈｏ"）ｓｉ９"加re"sjsReeveﾎｳﾗｲｶﾗマツ

分布：奄美諸島～フィリピン．

採集：北硫黄島,桜井欽一査定．

1777ｓ（Stzcc山sjpAo"a7iα)〃o"ｊｃａ（Donovan）

カラマソガイ

分布：北海道南部～中国．

採集：伊豆諸島．

メモ：大島（五＋嵐，1952)，式根島（白井，1955)，

三宅島（手塚,1996)．

1778s（P/α"esjpﾉﾉo"）αclmeojaes（Pilsbry）シﾛｶﾗﾏｿｶﾞｲ

分布：房総半島～沖縄．

メモ：三宅島（手塚,1996),小笠原（大里,1996)．

1779ｓ（A"r/zosjpho"α伽）ｓｉ伽ｓ（Pilsbry）ｷｸﾉﾊﾅｶﾞｲ

分布：三陸～朝鮮．

採集：伊豆諸島．

メモ：大島（五十嵐,1952),式根島（白井,1955)．

17803（Mesras城o"）αｔｍｔａＱｕｏｙ＆Gaimard

クロカラマソガイ

分布：鹿児島～熱帯太平洋．

採集：小笠原．

メモ：大島二つ磯（五十嵐，１９５２)，八丈島（葛凹

1982)，マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

1781s（Ｍ）αｔｍＱｕｏｙ＆Gaimardﾋﾗｶﾗﾏﾂｶﾞｲ

分布：大隅半島～熱帯太平洋．

メモ：小笠原（大里,1996)．

SuclassPALAEOTAXODONTA

OrderNUCULOIDA

SupcrfamilyNUCULOIDEA

FamilyNUCULIDAE

ＺＬａｍｅ"j""czJ/αrokyoe"sis（Yokoyama）ﾖｾﾅ〈ｸﾙ《ガイ

分布：房総半島～東支那海．

メモ：大島620-720ｍ,生貝1８（Okutani，1966)．三

宅島1080-1205ｍ,生貝１（Okutani,1968)．

３Ｌ・ｇｅｍｍ"ｍｔａ（Habe）ﾏﾒｼﾊﾅﾘｸﾙﾐｶﾞｲ

分布：相模湾～九州西岸．

メモ：三宅島1230-1350ｍ（Okutani,１９６２)．

４LizzMoroe"sjsOkutaniカドバリヨセナ(クル(ガイ

分布：本州東岸沖．

メモ：ベヨネーズダリ岩2020ｍ，生貝１，殻長１ｃｍ

（Okutani,1966)．

ＳＥ""zJc"/α〃jpPo"ｊｃａ（Smith）クル(ガイ

分布：房総半島～九州．

メモ：大島1560-1640ｍ,三宅島1230-1350ｍ（Oku‐

tani，1962)．

シワロウバイ超科

スミゾメソデガイ科

SupcrhlmilyNUCULANOIDEA

FamilyMALLETIIDAE

６ＢａｒＡＪｗｚａﾉﾉeｔｊａｔａｋａｉｉ（Okutani）ﾀｶｲｿﾃﾞｶﾞｲ

分布：相模湾,駿河湾．

メモ：三宅島1080-1205ｍ（Okutani,1998)．

ハトムギソデガイ科FamilyNEILONELLIDAE

７ハノセiﾉb"e"αｓｑｙｏａｅＨａｂｅソウヨウハトムギソデガイ

分布：銚子沖～九州．

メモ：大島620-770ｍ（Okutani,1966)．

８八ＭＷ"icaOkutaniﾆﾂﾎﾟﾝﾊﾄﾑｷﾞｿﾃﾞｶﾞｲ

分布：相模湾．
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メモ：式根島（西村,1996)，三宅島（倉田，１９７５；

丁塚,1996)，マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

ｌ７ＡａｍｂｊｃａＰｈｉｌｉｐｐｉネジアサリ

採集：八丈島,小笠原．

メモ：三宅島（倉田,１９７５；加藤，1996)．前種の異

名（肥後,1993)．

１８４.bomcamiJousseaume。ﾍﾞﾙﾄﾌﾈｶﾞｲ

分布：北海道～中国．

メモ：三宅島（倉田,1975)．

l９Ｂａｒ６ａｒｊａ（肋arbaZiα)/Ｍａｒａ（Forskal）エガイ

分布：房総十島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,北硫黄島,南硫黄島．

メモ：銭洲（加藤，1996)，マリアナ諸島（Kuro-

zumi,1994)．

2ＯＢ.（Stzyjg"yα比α）vjresce"ｓ（Reeve）ｶﾘｶﾞﾈｴｶﾞｲ

分布：北海道南部～中国．

採集：伊豆諸島．

２１β（Ｓ）o6r"sojdesNystｱｵｶﾘｶﾞﾈｴｶﾞｲ

分布：北海道南部～中国．

採集：大島波浮港護岸．

メモ：前種の異名（肥後,1993)．

２２Ｂ,（IMJ/arcα）α"Zygdammto""、（Roding）ﾍﾞﾆｴｶﾞｲ

分布：紀伊半島～熱帯インド・西太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,南硫黄島．

メモ：マリアナ諸島に普通（Kurozumi,1994)．

Ｚ３Ｂ.（Ｕ）ｓｒｅａｒｌＭ（Pilsbry）ﾊﾅｴｶﾞｲ

分布：房総半島～東南アジア．

採集：伊豆諸島,小笠原．

メモ：鵜渡根,南鳥島（加藤，1996)．マリアナ諸島

に濟通（Kurozumi,1994)．

Ｚ４Ｂ.（Ｕ）ｈａｃｈ加e"sisHatai,Ninno＆Kotaka

ｵｵﾊﾅｴｶﾞｲ

分布：相模湾～九州．

メモ：瓢箪瀬115-120ｍ,高瀬110ｍ（Okutani,1972)．

新黒瀬290ｍ（Niino,1952)．

Ｚ５Ｂ.（Ｕ）αjzoiSakuraiﾘｭｳｸﾞｳﾜｼ/ハ

分布：土佐沖～九州西岸．

メモ：瓢箪瀬（Okutani，1963)．銭洲132ｍ,瓢箪瀬

115-122ｍ,高瀬70-100ｍ（Okutani,1972)．

Ｚ６Ｂ.（Ｕ）ｍ〃AoaeSakuraiｵﾄﾋﾒﾊﾅｴｶﾞｲ

分布：九州西岸．

メモ：高瀬100-180ｍ（Okutani,1972)．

２７Ｂ・（Bar6at〃s）ｃｏｍｅｒａ（Reeve）ﾄﾏﾔｴｶﾞｲ

分布：紀伊半島～熱帯太平洋．

メモ：式根島（西村,1996),小笠原（大里,1996)．

メモ：三宅島1080-1205ｍ（Okutani,1968)．

ミジンソデガイ科FamilyTINDARIIDAE

ｇＴＹ"ｄａ７ｉａｓｉ〃/jsOkutaniフカミソデガイ

分布：房総半島沖,本州東岸沖．

メモ：青ヶ島3150-3350ｍ（Okutani,1962)．

シワロウバイ科FamilyNUCULANIDAE

１０１Ｗc"/α"ａ（T/ｍｙ/e`α）ｓ肋Scα/αraOkutani

ソギ/ｴﾅｶﾞﾛｳﾊﾞｲ

分布：相模湾．

メモ：大島1560-1640ｍ,三宅烏1230-1350ｍ（Oku‐

tani,1962)．三宅島沖（加藤,1996)．

l1Ledeﾉﾉas9"α、αe/brmis（Okutani）ｳﾛｺｿﾃﾞｶﾞｲ

分布：相模湾,駿河湾．

メモ：三宅島1080-1205ｍ（Okutani,1968)．

ナギナタソデガイ科FamilyYOLDIIDAE

１２ＹＭﾉＭａ（PtWyo/ｄＭα）ids肋o"伽Filatova

ヒダトリナラクソテガイ

メモ：伊豆・小笠原海溝（肥後,1993)．

翼型亜綱

フネガイロ

フネガイ超科

フネガイ科

SubclassPTERIMORPHIA

OrderARCOI､A

SuperhlmilyARCOIDEA

FamilyARCIDAE

１３Ａ/℃α〃αvjczJ/αrjsBruguiere ワシノハ

分布：房総半島～インド・ﾌk平洋．

メモ：新島（五十嵐，1952)．銭洲80ｍ（Okutani，

1972)．銭洲,須美寿島（加藤,1996)．

１４Ａ．PC"t7icosaLamarckオオタカ/ハ

分布：紀伊半島～インド・南西太平洋．

メモ：銭洲110ｍ（Okutani，1972)，三宅島砂場場

（手塚,1996)，マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

１５．．ｍα"ｉａＺａＡノノHatai，Ninno＆Kotakaホウライワj//ハ

メモ：黒瀬200ｍ,殻長2.8cｍ（Okutani，1963)．黒瀬

160ｍ（Okutani，1975)．新黒瀬290ｍ（Niino，

1952)．前種の異名（肥後,1993)．

ｌ６Ａａｖｅ"α"αLamarckフネガイ

分布：津軽半島～インド・西太平洋．

採集：八丈島打上,最大殻長2.63cｍ
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Ｚ８Ｂａめα”ａｔｅ"eﾉﾉﾋZ（Reeve）ﾊﾌﾟﾀｴｴｶﾞｲ

分布：紀伊半島～西太平洋．

メモ：ToramaGuril20m（Niino，1955)．大室出し

（加藤,1996)．マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

Z9Acarp/ｊｃａ、、（Dillwyn）ｺｼﾛｶﾞｲ

分布：津軽半島～熱帯インド・太平洋．

採集：伊豆諸島.八丈島の最大殻長1.80ｃｍ・小笠原，

北硫黄島,南硫黄島．

メモ：マリアナ渚島に普通（Kurozumi,1994)．

３０Ａｐ,ＣＯ"ge"伽Ｓｍｉｔｈイトココシロガイ

分布：房総半島～フィリピン．

メモ：ToramaGuril20m（Niino,1955)．銭洲125ｍ，

瓢箪瀬160-260ｍ,高瀬100-200ｍ（Okutani,1972)．

大室出し,銭洲,父島（加藤,1996)．

３１ＨｍＭα'mzJwae"sjs（Yokoyama）ｵﾄｷﾞﾉﾜｼﾉﾊ

分布：房総半島～東支那海．

メモ：瓢箪瀬134ｍ（Niino，1955)．高瀬140-190ｍ

（Okutani，１９７２)．鵜渡根（加藤，1996)．小笠原

（大里,1996)．

３２ＨｙａｍａｍｏＺｏｉＳａｋｕｒａｉ＆Ｈａｂｅ ｻﾝｺﾞｴｶﾞｲ

分布：房総半島～宮古島．

メモ：銭洲80-140ｍ（Okutani,1972)．

３３ＭPPO"α花ａ６Ｍｊｇａｍ（Dunker）ﾋﾒｴｶﾞｲ

分布：房総半島～西太平洋．

メモ：大島（五十嵐,1952),銭洲（加藤,1996)．

３４Ｍ〃α/ｍ/RdjamaZmJmorojHabe チゴワシノハ

分布：紀伊半島～九州西岸．

メモ：鵜渡根（加藤,1996)．

３５Ｂｅ"［んα比aaspe/w/ａ（Ｄall）ﾜﾀﾞﾂ(ﾌﾈｶﾞｲ

分布：三重県尾鷲沖．

メモ：八丈島1620ｍ（加藤,1996)．ベョネーズ列岩

1390ｍ,鳥島1660ｍ（Okutani,1968Ｌ

３６Ｂｘｅ"OP/jorjcoh（Kuroda）ｸﾏｻｶﾔﾄﾞﾘ

分布：駿河湾～九州西岸．

メモ：銭洲（加藤,1996)．

３７Bpremcssa（Smith）

メモ：青ヶ島3150-3350ｍ（Okutani,1962)．

３８ＳＤｍａｃａｒｓｒｍｄＯ（Hedley）《/ｴｶﾞｲ

分布：房総半島～東オーストラリア．

メモ：三宅島170ｍ,殻長1.25cｍ（Okutani，1963)．

瓢箪瀬135-145ｍ,高瀬95-100ｍ（Okutani,1972)．

３９Ａ"αdamsaZpﾉ、（Linnaeus）ﾘｭｳｷｭｳｻﾙﾎﾟｳ

分布：種子島～インド・太平洋．

メモ：小笠原（大里,1996)．

４０ＳｂｑＰｈα'･cas"ｂｃだ"ａｔａ（Lischke）サルポウ

分布：大槌湾～西太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

４１１叩α"/α'℃ａｃｌｍｊｃｚＪﾉ、ａ（Nyst）ｲﾗｶｻﾙﾎﾟｳ

分布：奄美諸島～東南アジア．

メモ：小笠原（大里,1996)．

４２Ｋｊｋａｉα'℃MjAcaiz〃α"ａ（Ｎｏｍｕｒａ＆Zinbo）

ｷｶｲｻﾙﾎﾟｳ

分布：遠州灘～喜界島．

メモ：銭洲（加藤,1996)．

437129ﾉﾉﾉ[z1℃αｐα"α9ｍ"osa（Dunker）ﾌｸﾚﾊｲｶﾞｲ

分布：フィリピン～マレーシア．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

４４Ａ'℃qpsjs〃ｍｍａｒｊｃａ（Reeve）〈(ｴｶﾞｲ

分布：三陸以南．

採集：八丈島,死殻．

メモ：銭洲,三宅島（加藤,1996)．

４５．.ｑｙａｍａｊＨａｂｅニヨリミミエガイ

メモ：銭ilﾄﾄ'（加藤,1996)．前種の異名（肥後,1993)．

４６ＡSc”ﾉﾉﾉﾊﾟ（Reeve）ﾔｻｶﾞﾀ(（ｴｶﾞｲ

分布：紀伊半島～熱帯太平洋．

メモ：銭洲（加藤,1996),八丈島（葛西,1982)．

４７Ａ.〃eZpﾉﾉCａｍ（Grabau＆King）ﾖｺﾔﾏ!《ｴｶﾞｲ

分布：房総半島～中国．

メモ：式根島（西村,1996)．

４８Ｓｐｊ"eα'℃α/b"Sｍ（Habe）ﾓｴｼﾏ(ﾐｴｶﾞｲ

分布：房総半島～東支那海．

メモ：瓢箪瀬（Okutani，1963)．八丈島（葛西，

１９８２；加藤,1996)．

４９Djd〃α'℃asqyoae（Habe）ｿｳﾖｳﾐlｴｶﾞｲ

分布：房総半島以南．

メモ：黒瀬177-190ｍ（Okutani,1975)．小笠原（大

里,1996)．

５０，.relze6rjczJm（Reeve）マル(（ｴｶﾞｲ

分布：房総半島～東南アジア．

メモ：銭洲（加藤,1996)．

５１，.koshj6e"sisHatai＆Nishiyama

メモ：銭洲（加藤,1996)．前種の異名（肥後,1993)．

FamilyOLYCYMERIDIDAE タマキガイ科

５２Ｇ〃qwzem（Q1yCyme巾）αSpezsa（Ａ・Ａｄａｍｓ＆

Reeve）ﾀﾏｷｶﾞｲ

分布：北海道南部～朝鮮南部．

メモ：大島,利島（五十嵐,1952)．

５３－Ｇ（Ｇ）んにzJmtaDunkerﾄﾄﾞﾛｷｶﾞｲ
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採集：八丈島,打上．

メモ：前種の異名（肥後,1993)．

５４Ｇ（Ｇ）jmperjaﾉﾉsKuroda Wﾏｷｶﾞｲ

分布：岩手県～紀伊半島．

メモ：式根島（西村,1996),八丈島（加藤,1996)．

５５Ｇ（Ｇ）α仏oﾉﾉ"Cａｍ（Lischke）ﾍﾟﾝｹｲｶﾞｲ

分布：北海道南部～朝鮮南部．

メモ：新島（五十嵐,1952)．

S6TtJce"ﾉﾉ(ｚａｍａｍｅ"sjs（Kuroda）ﾔｽﾘﾒﾀﾏｷ

分布：紀伊半島～沖縄．

メモ：銭洲113ｍ,高瀬180-200ｍ（Okutani,1972)．

Ｓ７ＴＸｐｊＭﾉﾂﾞﾉ（Yokoyama）ﾋﾟﾛｳﾄﾞﾀﾏｷ

分布：津軽海峡～九州西岸．

メモ：八丈島（葛西,1982L

58TWceto"eﾉﾉα、""dａ（Sowerby）ｺｷﾞｿﾈｶﾞｲ

分布：房総半島～朝鮮南部．

採集：神津島,松隈明彦査定．

メモ：鵜渡根（加藤,1996)．

５９ＴＺｈα"zａｗａｊ（Ｎｏｍｕｒａ＆Zinbo）ﾊﾝｻﾞﾜﾀﾏｷ

分布：紀伊半島～沖縄．

メモ：ＴｏｒａｍａＧｕｒｉｌ２０ｍ，瓢箪瀬134ｍ（Niino，

1955)．新黒瀬280ｍ（Niino,1952)．

６０TiJcao"ａｓ/ｊｉ"kzJmse"mHatai，Ｎｉｎｏ＆Kotaka

メモ：新黒瀬290ｍ（Niino，1952)．ＴｏｒａｍａＧｕｒｉ

ｌ２０ｍ（Niino,1955).銭洲110-145ｍ，瓢箪瀬130-

230ｍ,高瀬70-200ｍ（Okutani,1972)．

分布：三陸～東支那海．

メモ：大室出し（加藤，1996)，瓢箪瀬220-230ｍ

（Okutani,1972)．

イガイ目

イガイ超科

イガイ科

OrderMYTILOIDA

SuperhlmilyMYTILOIDEA

FamilyMYTILIDAE

６６１lfytj/zJsedzJﾉﾉSLinnaeus ムラサキイガイ

分布：日本全国．

採集：伊豆諸島．

メモ：小笠原（立川,1996)．

６７McomsczJsGouldイガイ

分布：日本全国．

採集：大島筆島は大型,殻長12-15ｃｍ、

６８Ｓ２ｐＺ旅′(SepＺ旗r）ｂｉﾉＤＣ"〃ｉｓ（Linnaers）ｸｼﾞｬｸｶﾞｲ

分布：房総半島～インド・西太平洋．

採集：八丈島,小笠原．

メモ：大島（五十嵐,1952),三宅島（加藤,1996)．

69ｓ（Sﾙﾉﾉosz`sReeve リクジャクガイ

採集：伊豆諸島,小笠原．

メモ：前種の異名（肥後,1993)．

７０ｓ（Ｓ）ｅｘｃｊＭｓ（Wiegmann）ｼﾛｲﾝｺｶﾞｲ

分布：伊豆半島～中・西部太平洋．

採集：八丈島,小笠原,単体で生息．

メモ：銭洲（加藤,1996)，三宅島（倉田，１９７５；手

塚,1996),南鳥島（加藤，1996)，マリアナ諸島に

普通（Kurozumi,1994)．

７１ｓ（AIW伽epjα）ＷＺｇａｍｓ（Wiegmann）ﾑﾗｻｷｲﾝｺ

分布：北海道南部～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島．

７２ｓ（Ｍ）AeelzaeNomura ヒメイガイ

分布：北海道南部～朝鮮．

メモ：銭洲125-150ｍ，高瀬110-160ｍ（Okutani，

1972)，三宅島（倉田,１９７５；手塚，1996)，小笠原

（大里,1996)．

７３乃jc/zo川α力的zJrzJs（Lamarck）ケガイ

分布：房総半島～インド・太平洋．

メモ：三宅島（倉田，１９７５；手塚，1996)，小笠原

（松本,1969)．

７４ＭＭo/zJs（ＭＭＣ伽）α”ic"ｍｍｓ（Ｋｒaus）

リュウキュウヒバリ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,特に八丈島に多産．

メモ：マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

オオシラスナガイ超科

オオシラスナガイ科

SuperhlmilyLIMOPSOIDEA

FamilyLIMOPSIDAE

６１Ｌ肋OPsjsrolcaje"sjsYokoyama オオシラスナガイ

分布：津軽半島～南九州．

メモ：ToramaGuril20m,高瀬134ｍ（Niino,1955)．

６２Ｌ､０６/j9zJaA,Ａｄａｍｓ ナナメシラスナガイ

分布：房総半島～紀伊半島．

メモ：瓢箪瀬200ｍ（白井,1958)．

６３Ｅ'７ZPﾉeco"ｉａｃｚＪｍ"gjj（Ａ・Ａｄａｍs）ｵﾘｲﾚｼﾗｽﾅｶﾞｲ

分布：房総半島～九州西岸．

メモ：大室出し，鵜渡根（加藤，1996)．高瀬134ｍ

（Niino,1955)．

６４ＤＣ""ﾉﾉﾉ加叩sisob/o"gａ（Ａ､Ａｄａｍs）ﾅﾐｼﾞﾜｼﾗｽﾅｶﾞｲ

分布：津軽半島～東支那海．

メモ：大島東沖（加藤,1996)，ベヨネーズ列岩1930-

1980ｍ,三宅島'080-1205ｍ（Okutani,1968)．

６５Ｎ〃o"oﾉ〃OPS/sdeczJssara（Ａ・Ａｄａｍs）マメｼﾗｽﾅｶﾞｲ
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８７Ｍ（Ｍ)/apo"ｊｃａ（Dunker）ﾔﾏﾎﾄﾄｷﾞｽ

分布：房総半島～東南アジア．

メモ：大島岡田36ｍ（五十嵐,1952),三宅島（加藤，

199Ｑ

８８ＡＪ７ＺｙｇｄａｍｍｓｑｙｏａｅＨａｂｅﾕｷｿﾞﾗホトトギス

分布：相模湾～九州西岸．

メモ：瓢箪瀬130-140ｍ（Okutani,1972)．

８９４ｗａｍｏ"ノ（Smith）ﾇﾘｿﾔﾎﾄﾄｷﾞｽ

分布：相模湾～九州西岸．

メモ：小笠原（大里,199Ｑ

９０Ｄａｃ〃ｄｍｍ〃ippo"jcaOkutani

メモ：三宅島1080-1250ｍ（Okutani,1968)．

９１Ｂｍｃ川o"resserjger（Dunker）ｽｷｹﾞﾋﾊﾞﾘ

分布：紀伊半島～西太平洋．

メモ：三宅島,幼貝（加藤,1996)．

９２ＢｏｍｍｓｉﾉjＭａ（Lamarck）ﾇﾘﾏｸﾗ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：大鳥岡田90ｍ（五十嵐,1952)．珊瑚礁に穿孔

（肥後,1993)．

９３Ｌｉｔ/zqP/zａｇａ（Ljr/､p/Zagα）ｚ伽ﾉﾉα"αDunkerシギ/ハシ

分布：房総半島～沖縄．

採集：父島二見湾20ｍ,サンゴ塊中．

９４Ｌ・（L､）teres（Philippi）ｸﾛｼｷﾞﾉﾊｼ

分布：紀伊半島～西太平洋．

採集：父島二見湾２０ｍ,サンゴ塊中．

９５Ｌ・（Lejos此""s）czJ7ms（Lichke）イシマテ

分布：陸奥湾～全国．

採集：伊豆諸島,小笠原．

ｇ６Ｌ.（Ｌ）obesa（Philippi）セキﾄﾘｲｼﾏﾃ

分布：奄美諸島～沖縄．

メモ：倉田(1969)は小笠原産をイシカワイシマテと

表示するも学名は本種．

ｇ７Ｌ.（Lα肋氾｢伽ticaKuroda＆Ｈａｂｅ カクレイシマテ

分布：紀伊半島～九州．

メモ：三宅島（加藤,1996)．

９８Ｌ・（SZ川pieﾉﾉα）〃mmPilsbry キカイイシマテ

分布：紀伊半島～沖縄．

メモ：小笠原（今島,1970)．

９９Ｌ・（Dibelws）、α/αccα"ａ（Reeve）ﾏﾗｯｶｲｼﾏﾃ

分布：紀伊半島～太平洋．

メモ：小笠原（今島，1970)．砂岩に穿孔（肥後，

1993)．

７５Ｍ（Ｍ）〃jppo"iczJsOyama ヒバリガイ

分布：陸奥湾～朝鮮南部．

メモ：大島岡田36ｍ（五十嵐,1952),三宅島（手塚，

1996；加藤,1996)．

７６Ｍ（Ｍ）'ｍｌｇａｒｉｒａｃｅ"ｓ（Ｎｏｍｕｒａ＆Hatai）マメﾋﾊﾞﾘ

分布：北海道南西部～四国．

メモ：瓢箪瀬145ｍ（Okutani,１９７２)．

７７Ｍ（Ｍ）merca疏（Hanley）コケｶﾞﾗｽ

分布：房総半島～東南アジア．

メモ：三宅島（倉田1975)．

７８Ｍ（ＭＭｏｍｓｊα）アノIomboj`eaClessinツヤｶﾞﾗｽ

分布：北海道函館～中・西部太平洋．

メモ：大島岡田36ｍ（五十嵐,1952),三宅島（倉田，

1962)．

７９HO7mo川ａｍｍａｂｉ/ｉｓ（Gould）ﾋﾊﾞﾘｶﾞｲﾓﾄﾞｷ

分布：房総半島～西太平洋．

採集：八丈島,小笠原潮間帯岩礁上に群生．

メモ：三宅島（手塚，１９９６；加藤，1996)．神津島

（東京水試,1984)．

８０Gregarjeﾉﾉａｃｏｍﾉﾉiqp/mga（Gmelin）チヂＩﾀﾏｴｶﾞｲ

分布：房総半島～西太平洋．

採集：三宅島,父島宮の浜．

メモ：神津島（東京水試,1984)．

８１Ｂａｒ/1ymodjo/zJssepremjelwmHashimoto＆Okutani

シチヨウシンカイヒバリガイ

メモ：小笠原諸島の水曜海山および木曜海山

（1200-1400ｍ),熱水噴出孔周辺に特異的に分布す

る深海化学合成生物群集より採集（Hashimto，

1994)．

８２Ｍ"sMzJs（Ｍ"Sc"んs）/αevjgams（Ｇray）ハブﾀｴﾀﾏｴｶﾞｲ

分布：アラスカ～三陸沿岸．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

８３Ｍ（Ｍ）Ｗｒｉｄ"/zJs（ＨＡｄａｍｓ）ｲﾝｺﾀﾏｴｶﾞｲ

分布：沖縄～フィリピン．

採集：小笠原．

８４Ｍ（ＭＭＯﾉ､℃α）ｃ叩花"ｓ（Gould）ﾀﾏｴｶﾞｲ

分布：北海道～台湾．

採集：八丈島,父島二見湾生贄に着生．

メモ：カラスボヤの被のう中に生`息（肥後,1993)．

８５Ｍ（Ｍ）ｃ"〃"9m"ａ（Reeve）ｵｵﾀﾏｴｶﾞｲ

分布：奄美～熱帯太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

８６Ｍ（Ｍ"SCHﾉis/α）Ｓｃ"/joz`sｉａ（Benson）ﾎﾄﾄｷﾞｽ

分布：サハリン～東南アジア．

メモ：三宅島（加藤,1996),八丈島（葛西,1968)．
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ハポウキガイ超科

ハボウキガイ科

ウグイスガイロ

ウグイスガイ亜目

ウグイスガイ超科

ウグイスガイ科

OrderPTEmOIDA

SubordcrPTERIINA

SuperblmilyPTERIOIDEA

FamilyPTERIIDAE

SuperhlmilyPINNOIDEA

FamilyPINNIDAE

ｌ００Ｐｊ""ａ（Q"α"、/OPj""α）mMcamLinnaeus

イヮカヮハゴロモ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：三宅島,八丈島潮間帯．

メモ：小笠原（倉田,1969)．

101ＰＬ（C/Ｗ)ZQpi""α）ｂｊｃｏ〃Ｇｍｅｌｉｎﾊﾎﾟｳｷｶﾞｲ

分布：房総半島～インド・南太平洋．

メモ：三宅島,八丈島,小笠原．

l02Exjrqp伽ａｅｐｊｃａ（Jousseaume）ｶﾗﾎﾟｳｷｶﾞｲ

分布：紀伊半島～土佐．

メモ：小笠原サンゴ漁場．

ｌ０３Ｅｂ／emJisHabe ウスタイラギ

メモ：小笠原サンゴ漁場.前種の異名（肥後,1993)．

ｌＯ４Ｅﾉﾉ"gzJqﾉｾﾉﾉsHabe ヒシタイラギ

分布：伊豆諸島以南．

メモ：小笠原サンゴ漁場（笹生,l97D

105At伽α(Ｓｍ）αｒｒｊ"α”eα伽/α(Linnaeus）ﾀｲﾗｷﾞ

分布：岩手県～西太平洋．

メモ：式根島（両村,1996)．

106Ａ.（Ｓ）ﾉﾉScハルα"αClessin リj/ケタイラギ

メモ：大島トウシキ（五十嵐,1952)．小笠原二見港

（倉田,1969)．前種の異名（肥後,1993)．

107Ａ（Ｓ”e""ａ（Reeve）ﾊﾈﾀｲﾗｷﾞ

分布：杣模湾～インドネシア．

メモ：瓢箪瀬160-260ｍ,高瀬180-220ｍ（Okutani，

1972)．

108Ａ（Ｓ）CeﾉﾉOphα"αMatsukuma＆Okutani

ビイドロクイラギ

メモ：小笠原（大里,1996)．

109Ａ.（ＳＯｓｐ・ ｵｶﾞｻﾜﾗﾀｲラギ

メモ：小笠原（肥後,1993)．

l10St叩tqpi""αsａｃｃａｍ（Linnaeus）ｶｹﾞﾛｳｶﾞｲ

分布：房総半島以南．

採集：三宅島,八丈島,小笠原,硫黄島,南硫黄島．

メモ：1958年八丈島神湊沖40-50ｍ,薬英引上げで殻

長20ｃｍ大,また,小笠原サンゴ漁場で殻長10ｃｍ大

の標本を入手．小型貝の色彩は黄色,茶色,薄桃色

であるが成貝は半透明の乳白色（草苅,1996)．

ｌ１１ＰＭａｂ７ｅｖｉα/α、（Dunker）ｳｸﾞｲｽｶﾞｲ

分布：房総半島～東南アジア．

採集：八丈島,小笠原．

メモ：式根島（加藤,1996),三宅島（手塚,1996)．

l12PLaWcMzr（Holten）ﾂﾊﾞﾒｶﾞｲ

分布：紀伊半島～西太平洋．

採集：八丈島．

メモ：三宅島（倉田，１９７５；手塚，1996)，小笠原

（大里,1996)．

ｌ１３ＰＭｏｖｅ"』（Dunker）ﾌｸﾗｽｽﾞﾒ

分布：房総半島～西太平洋．

採集：三宅島,八丈島,小笠原,硫黄島．

メモ：式根島（加藤,1996)．

l14PLco"、l"jＸ（Dunker）ﾓﾝｳｸﾞｲｽ

分布：紀伊半,島～西太平洋．

メモ：大島岡田36ｍ（五十嵐,1952),小笠原（大里，

ｌ９９Ｑ

ｌｌ５ＰＬ６ｅ７"αMjIredale ミドリウグイス

分布：オーストラリア北部．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

l16Pte7e/ectmmQze伽（Reeve）ｼﾛﾁｮｳｳｸﾞイス

分布：房総半島～熱帯インド・西太平洋．

採集：八丈島,小笠原．

メモ：三宅島（倉田,１９７５；手塚,1996)．

ｌ１７Ｐｍａａｄａｍａｌ９ｇＭｔ旗、（Linnaeus）ｸﾛﾁｮｳｶﾞｲ

分布：紀伊半島～インド・西太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．群生している場所は無い．

メモ：マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

ll8PLcAemMZjj（Philippi）タイﾜﾝｱｵﾘｶﾞｲ

分布：伊豆半島～熱帯太平洋．

採集：伊豆諸島．

メモ：1985年三宅島阿古漁港内に11ｃｍ大のものが

群生（草刈,1996)．

１１９Ｒｓｈ〃izzJe"ｓｊｓＳ.＆Ｒ・Ｗａｄａ シ《ズアコヤガイ

メモ：三宅島（加藤，1996)．前種の異名（肥後，

1993)．

120ＰしんＣａｍ、α"e"sｉｉ（Dunker）ｱｺﾔｶﾞｲ

分布：岩手県以南日本各地．

メモ：大島（五十嵐，1952)，三宅島（手塚，1996)，

八丈島（葛西,１９８２)．小笠原真珠養殖事例あり．
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分布：房総半島～西太平洋．

採集：八丈島,小型．

メモ：三宅島（倉田,１９７５；手塚，1996)，高瀬125ｍ

（Okutani,1972),黒瀬170-190ｍ（Okutani，1975)，

マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

ﾍﾟﾆｺﾁｮｳｶﾞｲ1２１Ｒ〃o〃Dunker

採集：／(丈島,父島二見湾生贄着生．

メモ：前種の異名（肥後,1993)．

122ＲｍａＭａｍ（Gould）

分布：紀伊半島～熱帯太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,硫黄島．

メモ：マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

123Ｅ/eα'w"αｏｖａｔａ（Ｑｕｏｙ＆Gaimard）

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

(ドリアオリガイ

イタヤガイ超科

イタヤガイ科

SuperhlmilyPECTINOIDEA

FamilyPECTINIDAEｼﾏｳｸﾞｲｽｶﾞｲ

132Ａ加川"、此zJ'℃"eaes（Linnaeus）ﾀｶｻｺﾞｿｷﾋ

分布：沖縄南部～東南アジア．

メモ：小笠原二見湾．

1334./叩o"伽'"/b"72Cs"ｍＨａｂｅ タイヮンッキヒ

分布：沖縄諸島～台湾．

採集：兄島滝の浦，ドレッジ,合弁,死殻1．

マクガイ科FamilylSOGNOMONIDAE

１２４１mg"omo〃（hog"omo"）echjppj"、（Linnaeus）

マクガイ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

メモ：小笠原（大里,199,

125Ⅲ（L）ﾉeg"ｍｅ〃（Gmelin）ｼﾛｱｵﾘｶﾞｲ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,硫黄島．

126Ⅲ（、per"ａ（Linnaeus）ｱｵﾘｶﾞｲ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：大島．

メモ：マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

127m（LMm叩ｉαﾉeRoding カイシアオリ

採集：伊豆諸島,小笠原,北硫黄島,硫黄島．

メモ：マリアナ諸島（Kurozumi，1994)．前種の異

名(肥後,1993)．

l２８ｆ（PtWpe7"α）mJcﾉezJs（Lamarck）ﾍﾘﾄﾘｱｵﾘ

分布：紀伊半島～熱帯太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．

メモ：マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

１２９０９e"αMamodjom7jsLamarckヤプサメガイ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

メモ：小笠原（大里,1996)．

FamilyPROPEAMUSSIIDAEワタゾコツキヒガイ科

l34Pmpeα'?、ssjWmJjbQgai（Dautzenberg＆Bavay）

クラゲツキヒ

分布：遠州灘～東南アジア．

メモ：1968年父島二見港45ｍ,生貝２（草苅,1996)．

135Ｒｗａｒｓｏ"ｉ６〃o""αｉｓe"seOkutaniシンテイツキヒ

分布：相模湾．

メモ：ベヨネーズ列岩1910-1940ｍ（Okutani,1962)．

l36MWzeamzM"、〃"scosramm（Yokoyama）

モトリニシキ

分布：津軽海峡～種子島．

メモ：銭洲100ｍ,瓢箪瀬135-140ｍ（Okutani,1972)．

137CycﾉQpecre〃〃αAcajjOkutaniﾅｶｲﾆｼｷ

分布：本州中部沖．

メモ：三宅島1080-1250ｍ（Okutani,1962)．

l38Cmppo"e"sisOkutaniﾆｯﾎﾟﾝﾊﾘﾅデシコ

メモ：三宅島1230-1350ｍ（Okutani,1962)．

139Ｃ/Z/α川s(Cbm"c/z/α川s)、αα叩o/切れ、（Sowerby）

サンゴナテシコ

分布：奄美大島～沖縄．

メモ：三宅島（倉田,1975)．

140Ｃ（Ｃ）ノア花g"ﾉarjMSowerby）ﾅﾃﾞｼｺｶﾞｲ

分布：三陸～西太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．

メモ：大島（五十嵐,1952),鵜渡根（加藤,1996)．

l４１Ｃ（Ｃ)/O""eα"ｍｅｉ（Bavay）ﾆｸｲﾛﾅﾃﾞｼｺ

分布：房総半島～インドネシア．

メモ：三宅島（倉田，1975)．

ホウオウガイ科FamilyⅦLSELLIDAE

130肋ﾉＭﾉａＭＭ/ａ（Linnaeus）

分布：房総半島～インド・西太平洋．

採集：八丈島,小型．

ﾎウオウガイ

シュモクガキ科FamilyMALLEIDAE

131ＭJ/Ｗｉｍｄ"sj"egzｲﾉarMousseaume ﾋリョウ
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142Ｃ（Ｃ氾叩ressaeKuroda＆Ｈａｂｅ Ｗ／ナデシコ

分布：房総半島～東支那海．

メモ：瓢箪瀬115-230ｍ，高瀬80-210ｍ（Okutani，

1972),三宅島（手塚,1996),小笠原（大里,1996)．

l４３Ｃ（Ｃ）p7j"cessaeKuroda＆Ｈａｂｅﾂｿﾞﾚﾅﾃﾞｼｺ

分布：相模湾～九州西岸．

メモ：瓢箪瀬117-260ｍ,高瀬95-220ｍ,銭洲85-100ｍ

（Okutani,1972)．

144Ｃ（川加αcﾉiﾉα'nys）〃obj/is（Reeve）ヒオウギ

分布：房総半島～西太平洋．

メモ：小笠原二見湾にて1984年頃真珠養殖を実施，

その付随物．

l４５Ｃ（Ｍ）αSpe'w/α、（Adams＆Reeve）ﾋﾅﾉﾋｵｳｷﾞ

分布：房総半島～沖縄．

メモ：新島西礁120ｍ（白井，1958)，八丈島（葛西，

1968)．

l４６Ｃ（dzm?z〃ecre"）ｓ９"αｍａＺａ（Gmelin）ﾆｼｷｶﾞｲ

分布：房総半島～西太平洋．

採集：神津島（東水試,1984)．

メモ：大島岡田36ｍ（五十嵐,1952),三宅島（手塚，

1996)，マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

l４７Ｃ（｣.）/２ｍ"jｓｃａｔａ（Reeve）ﾜﾀﾞﾉｺﾅﾃﾞｼｺ

分布：房総半島～西太平洋．

メモ：銭洲113ｍ,瓢箪瀬117-220ｍ，高瀬95-200ｍ

（Okutani，1972)，三宅島（倉田，１９７５；手塚，

l99Q

148Mimpecte〃〃r坂czJs（Reeve）ﾀｴﾆｼｷ

分布：紀伊半島～熱帯太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

l49Semipaﾉﾉ皿、九McosZaml7z（Adams＆Reeve）

ツゾレノニシキ

分布：伊豆半島～熱帯太平洋．

メモ：銭洲145-150ｍ，高瀬120-200ｍ（Okutani，

1972)．

l50SMjgrjS（Lamarck）ﾆｼｷｵｳｷﾞ

分布：紀伊半島～熱帯太平洋．

メモ：三宅島（倉田，1975)．

ｌ５１Ｃｍｐｒｑｐａﾉﾉ血加川"ﾉα（Linnaeus）ﾘｭｳｷｭｳｵｳｷﾞ

分布：種子島～インド・太平洋．

採集：八丈島,兄島滝の浦Ｚ０ｎＬ

１５２Ｂｍａａｅｃ/z/α川SSC/zmeﾉ伽（Kobelt）ﾔｶﾞｽﾘﾋﾖｸ

分布：紀伊半島～熱帯太平洋．

採集：式根島,八丈島．

メモ：三宅島（倉田，1975)，小笠原（大里，1996)，

マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

１５３０/D7jPaﾉﾉｍｍｐα"jzJm（Linnaeus）ﾁｻﾗｶﾞｲ

分布：熊野灘～インド・太平洋．

採集：八丈島．小笠原,最大殻長7.91ｃｍ・南鳥島．

l54GSpecjOs"、（Reeve）ｵｵｼﾏﾋｵｳｷﾞ

分布：熊野灘～インド・太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1968),小笠原（大里,1996)．

155Ａ""αc/jﾉα川s花eＭ（Adams＆Reeve）

ニシキヒヨク

分布：九州西岸～熱帯太平洋．

メモ：銭洲80-90ｍ（Okutani,1972)．八丈島（葛西，

1968)．小笠原（大里,1996)．

１５６０Ｗ，rOPecre〃yes〃ﾉOszJs（Dunker）ﾋﾖｸｶﾞｲ

分布：房総半島～東支那海．

メモ：銭洲80-150ｍ,瓢箪瀬117-200ｍ,高瀬95-210ｍ

（Okutani,1972)．三宅島（倉田,1975)．

１５７Ｃａ〃ノDall，Bartsch＆Rehder ヒラヒヨク

分布：房総半島～東支那海．

メモ：銭洲132ｍ,瓢箪瀬115-260ｍ,高瀬150-220ｍ

（Okutani,1972)．

158Ｃ〃"ｘ（Reeve）ｲｻｻﾋﾖｸ

分布：伊豆半島～熱帯太平洋．

メモ：鵜渡根（加藤,1996),小笠原（大里,1996)．

159比catOPecte〃Ｍａｍｓ（Schmacher）ｷﾝﾁｬｸｶﾞｲ

分布：房総半島～東南アジア．

採集：大島岡田40ｍ,死殻Ｌ

メモ：大鳥岡田36ｍ（五十嵐,1952),高瀬120-200ｍ

（Okutani,１９７２)．

l60Exceﾉﾉﾉc/】/α川sSpecm6j/jｓ（Reeve）ﾁﾋﾛｶﾞｲ

分布：房総半島～インド・太平洋．

メモ：八丈島（葛西，1968)，マリアナ諸島（Kuro‐

ｚｕｍｉ，1994)．

ｌ６１Ｈｊ"〃ｈｅｓｃｏｍﾉﾉ"zJsSowerby ヒノデニシキ

分布：小笠原諸島．

採集：奥谷(1988)は,1943年大山桂の記録以来の再

発見としたか,本種は潮間帯やや下，大岩の裏側

に普通に見られる種,変形しない左殻の打上も多

数ある．

１６２，e/ecrOPecte〃ｍ"dolP/zｊ（Ｄall）ｵｵﾊﾘﾅﾃﾞｼｺ

分布：ベーリング海～駿河湾．

メモ：三宅島1080-1205ｍ（Okutani，1962)．

１６３，.ｍａｃｍｃ/jej7jcoﾉａＨａｂｅハリナデシコ

分布：サハリン～九州．

メモ：三宅島1230-1350ｍ（Okutani,1962)．

ｌ６４ＨｙａﾉOpeae〃ｐ、/imdicoﾉα（Okutani）ﾅﾅﾒﾊﾘﾅﾃﾞシコ

メモ：青ヶ島3150-3350ｍ（Okutani,1962)．

－１０７－



メモ：大島（五十嵐,1952),三宅島（倉田,19621

174ｓ（Ｓ）bzJ"eriReeve カバトゲウミギク

分布：紀伊半島以南．

メモ：式根島（白井,1955)．マリアナ諸島（Kuro‐

ｚｕｍｉ,1994)．

175ｓ（８）ｑｐｊ"oszJsSchreibers ｼﾛﾄｹﾞｳ<ギク

分布：紀伊半島～西太平洋．

採集：小笠原，ドレッジ,生貝２．

１７６ｓ（E/enr/zemSpom〕ﾉﾉOS）ｅ/eaoSpi"Cs"sHabe

ハリヤマウミギク

分布：紀伊半島～南支那海．

メモ：小笠原（大里,1996)．

177s（Ｅ）smelMSchreibers ダンドクメンガイ

分布：紀伊半島～西太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

178sし（E//qper"α）α"αcα"/ｈ"ｓ（Mawe）ﾁｲﾛﾒﾝｶﾞｲ

分布：紀伊半島以南．

採集：大鳥,八丈島．

メモ：三宅島（手塚，１９９６；加藤，１９９６；倉田，

1975),小笠原（大里,1996)．

16ｓ此αe〃（lVOtovoﾉα）α肋ｊｃａ"sα肋ｊｃａ"ｓ（Schroter）

イタヤガイ

分布：北海道南部～東支那海．

採集：大島岡田30-50ｍ,生貝,最大殻高11.74ｃｍ、大

島砂の浜,筆島,メメズ浜では死殻．

メモ：銭洲80-145ｍ，瓢箪瀬115-170ｍ（Okutani，

1972)．八丈島（葛西,1982)．

166ＰＬ（OPPe"/jejmqPeae"）ｓｊ"e"sｉｓ〃"αｊｃ"ﾉａｍｓ

Ｄｕｎｋｅｒ ハナイタヤ

分布：房総半島～東支那海．

採集：大島岡田30-50ｍ,生貝,最大殻高11.40ｃｍ八

丈島船戸鼻,破片殻高1.78ｃｍ、

メモ：式根島（、丼,1955)．

ウミギク科FamilySPONDYLIDAE

167ＳＰＯ"｡y/"ｓ(SPO"dyms）occjde"sSowerbyｵｵﾅﾃﾞｼｺ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：小笠原,硫黄島,南硫黄島．

メモ：式根島（西村,1996)．三宅島（倉田，1975)．

八丈島（葛西，1982)．Ｔｏｒａｍａ（Niino，1955)．銭

洲,瓢箪瀬,高瀬（Okutani,1972)．

l６８Ｓ（Ｓ）s9zJamos"sSchreibers メンガイ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：小笠原,南硫黄島,共に少産．

メモ：式根島（白井,1955)．

169s（Ｓ）〃ｊｃｏ６ａｒ/czJsSchreibers 化カリメンガイ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

メモ：三宅島（倉田，1975)，小笠原（松本，1970)，

マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

170ｓ（８）ｃα"didzJsLamarckﾔｽﾘﾒﾝｶﾞｲ

分布：紀伊半島～熱帯太平洋．

採集：八丈島．

メモ：三宅島（倉田,１９７５；手塚,1996)．

171ｓ（Ｓ）ｙ伽ＣＯ〃Schreibers ウニルガイ

分布：紀伊半島以南．

採集：兄島滝の浦20,.

172ｓ（Ｓ）ＭＭ"sReeve ウミギク

分布：房総半島以南．

採集：小笠原．

メモ：式根島（西村,1996)，三宅島（倉田，１９７５；

手塚,1996)．

173s（Ｓ）６.clwe"msLischke チリポタン

分布：三陸沿岸～沖縄．

採集：伊豆諸島,小笠原．

ネズミノテガイ科FamilyPLICATULIDAE

179Ｐ/ica1zJ/αｓｍ２ｐﾉexGouldネズリテ

分布：房総半島以南．

採集：新島（東京水拭,1973)．

l80PLazJsﾋﾟﾉＲａ/ｊＳＬａｍａｒｃｋカスリイシガキモドキ

分布：房総半島以南．

メモ：三宅島（倉田，１９７５；手塚，1996)，八丈島

（東京水試，］981)，マリアナ諸島（Kurozumi，

1994)．

l81PLhorrjdaDunker イシガキモドキ

分布：房総半島以南．

メモ：小笠原（大里,1996)．

l82PLir7eg"/αrjsDunker ナガイシガキモドキ

分布：房総半島以南．

メモ：大島（五十嵐,1952),小笠原サンゴ漁場（徳

生,1970)．前種の異名（肥後,1993)．

ｌ８３ＳＰｊ'Zipﾉｊｃａ、/αmzJ7icaZa（Sowerby）ﾓｸﾞﾗﾉﾃ

分布：房総半島以南．

採集：八丈島,打上．小笠原,カニ籠80ｍ,生貝．

メモ：Toramal20m（Niino，1955)，銭洲（加藤，

1996),銭洲82ｍ（Okutani,1972)．
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イシガキ超科

イシガキ科

SuperhlmilyDIMYOIDEA

FamilyDIMYIDAE

１９４０e"ojdes此ｓ（Finley）ｳｺﾝﾊﾈｶﾞｲ

分布：紀伊半島～熱帯太平洋．

メモ：小笠原（肥後，1993)．マリアナ諸島（Kuro‐

ｚｕｍｉ,1994)．

ｌ９５Ｃα"""/α、（Lamarck）（ﾀﾞﾚﾊﾈｶﾞｲ

分布：紀伊半島～熱帯太平洋．

採集：八丈島,死殻．

メモ：大鳥岡田36ｍ（五十嵐,1952),小笠原（大里，

1996)，マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

196Ｃ/ＭｊＭ（Lamy）ハネガイ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：八丈島,死殻．

メモ：大島岡田36ｍ（五十嵐,1952),三宅島（手塚，

199,

197CsmWSMasahito,Kuroda＆Ｈａｂｅテンﾆﾝﾊﾈｶﾞｲ

分布：相模湾～九州西岸．

メモ：瓢箪瀬115-220ｍ,高瀬120-200ｍ（Okutani，

1972)．

ｌ９８ＬｊｍＭａ（L伽ａｒｊα）ｍｅ"Zα/ｉｓ（Adams＆Reeve）

フクレユキミ／

分布：北海道南部～西太平洋．

採集：神津島20ｍ小笠原,死殻,合弁．

メモ：鵜渡根（加藤，1996)，三宅島（手塚，1996)，

小笠原（大里,1996)．

ｌ９９Ｌ.（P/α"/〃Ｑｒｉα）ん、卿（Pilsbry）ｳｽﾕｷ(／

分布：福島県～九州．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

200Ｌ〃αrzJﾉﾋZ（L伽α、/αZα)/ZJpo"ｊｃａＡＡｄａｍｓ

ﾆｯﾎﾞﾝﾕｷバネ

分布：北海道南部～土佐沖．

メモ：利島180ｍ（五十嵐，1952)．鵜渡根（加藤，

1996)．瓢箪瀬125-260ｍ,高瀬95-130ｍ（Okutani，

1972)．

Ｚ０１Ｌ.（L〃α、ﾉα）αbyssjco/αOkutaniｼﾝｶｲﾕｷﾊﾞﾈ

ﾒﾓ：大島1560-1640ｍ,三宅島1230-1350ｍ（Oku‐

tani，1962)．

Ｚ０２Ｌ.（ＳｒａＭ肋α）Ｍﾉα、（Born）ｵｵﾕｷﾊﾞﾈ

分布：房総半島～太平洋．

メモ：銭洲106ｍ,瓢箪瀬115-120ｍ，高瀬80-110ｍ

（Okutani,1972)．

l84Di川α/】rﾉﾉp伽Bartschｲｼｶﾞｷｶﾞｲ

分布：相模湾以南．

採集：小笠原,生貝１，殻長4.85ｃｍ・

メモ：式根島（白井,1955)．

185,./tZpo"ｊｃａＨａｂｅ キンパクイシガキガイ

分布：房総半島以南．

メモ：八丈島（葛西，1982)，八丈島525ｍ（Oku‐

tani,1968)．

ノガイ超科

ミノガイ科

SuperftlmilyLIMOIDEA

FamilyLIMIDAE

、
、
、

186Ｌ〃a1wlgarjsLink《/ガイ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．

メモ：銭洲80-110ｍ，瓢箪瀬170ｍ，高瀬100ｍ

（Okutani,1972)．大島岡、36ｍ（五十嵐，1952)．

マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

187Ｌ,sower6yiDeshayes オオリガイ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．

メモ：前穂の異名（肥後,1993)．

ｌ８８Ｌｐｍ/jJ"daMasahito,Kuroda＆Ｈａｂｅﾕｳﾋﾞ(/ガイ

分布：相模湾．

メモ：瓢箪瀬117-130ｍ,高瀬85-300ｍ，銭洲100ｍ

（Okutani,1972)．

189Ｌ､1ＷにａｍｍＹｏｋｏｙａｍａﾛｳｲﾛﾘｶﾞｲ

分布：宮城県沖～九州西岸．

採集：小笠原，ドレッジ,殻片．

メモ：銭洲150ｍ瓢箪瀬117-200ｍ,高瀬110-220ｍ

（Okutani,1972)．黒瀬177ｍ（Okutani,1975)．

19ＯＬ.〃ｊｔａｊＯｙａｍａ チピリガイ

メモ：銭洲（加藤,1996)．前種の異名（肥後,1993)．

１９１Ｌ､ｚ"shie"s/sYokoyama モクハチリガイ

分布：茨城沖～九州西岸．

採集：大島波浮港磯魚刺網,最大殻長6.25ｃｍ・

メモ：高瀬140-190ｍ（Okutani,1972)．

１９２Ｌ、Ｑｇａｓａｗａｍｅ"sなＨａｂｅ オガサヮラミ／ガイ

メモ：父島滝の浦50ｍ（波部,1993)．

ｌ９３ｄｃｅｓｍ（ACCS/α）Ｗ'ｇｏＨａｂｅ＆Okutaniｱｹﾎﾟ/ﾊﾈｶﾞｲ

分布：銚子沖～1]部太平洋400-800ｍ・

採集：小笠原サンゴ漁場,生貝1

ナミマガシワ超科

ナミマガシヮ科

SuperhmilyANOMIOIDEA

FamilyANOMIIDAE

ナミマガシワ203Ａ〃ｏｍｉａｃｈｊ"e"sjsPhilippi

－１０９－



分布：北海道南部～東南アジア．

採集：伊豆諸島．

204ＡｃｙｍｅｌｎＧｒａｙ アラナ《マガシヮ

採集：父島二見湾,生寶に着生．

メモ：式根島（西村，1996)．前種の異名（肥後，

1993)．

1998)．

213ｓ、ＷﾉﾉOides（Lamarck）ｸﾛﾍﾘｶﾞｷ

分布：東南アジア～インド洋．

採集：兄島滝の浦沈船20ｍ,奥谷喬司査定．

Z14SMcegakノTorigoe＆Inaba ケガキ

分布：北海道南西部～インド・西太平洋．

採集：伊豆諸島．

メモ：大島（五＋嵐，1952)，式根島（中鉢，1942)，

三宅島（倉田１９７５；手塚,1996)．

２１５０s/犯αｃ舵皿mpjcraPilsbryコケゴロモ

分布：陸奥湾～中国．

メモ：大島波浮港（五十嵐,1952)．

２１６，e"dostlcacre""ﾉ(/Ｍｚ（Sowerby）／ｺｷﾞﾘｶﾞｷ

分布：房総半島～熱帯西太平洋．

採集：八丈島．小笠原，シカヅノサンゴに着生．小

笠原西之島．

メモ：三宅島（手塚,1996)．

カキ亜目

カキ超科

ベッコウガキ科

SuborderOSTREINA

SupcrhmilyOSTREOIDEA

FamilyGLYPHAEIDAE

Z051VeqlWzodO"remzJsqWα"ａ（Yokoyama）ﾍﾞﾂｺｳｶﾞｷ

分布：北海道南部～東支那海．

採集：大島千波80ｍ・小笠原,小型．

メモ：銭洲84ｍ,瓢箪瀬122ｍ,高瀬130ｍ（Okutani，

1972)．八丈島200ｍ（Niino,1952)．

Ｚ０６Ｈｊｍｓｓａｓｉ"e"巾Ｇｍｅｌｉｎ コロピガキ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

メモ：大島波浮港（五十嵐,1952)．

207川tosZ花α〃ｂｒｉｃａｒａ（Lamarck）ｶｷﾂﾊﾞﾀ

分布：房総半島～東南アジア．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

Ｚ０８ＰＬｃｈｅｍ"jtzjj（Hanley）ベニガキ

分布：房総半島～熱帯西太平洋．

メモ：式根島（白井,1955)，三宅島（手塚，１９９６；

倉田,1962)．

異歯亜綱

マルスダレガイ目

ツキガイ超科

ツキガイ科

SubclassHETERODONTA

OrderVENEROIDA

SuperftlmilyLUCINOIDEA

FamilyLUCINmAE

Z17Cbdakiarjger伽（Linnaeus）ソキガイ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：式根島,八丈島．

メモ：三宅島（倉田,１９７５；手塚,1996)．

Z18EPjco血lcjaM/ａ（Conrad）ﾋﾒｿｷｶﾞｲ

分布：紀伊半島～インド・西太平洋．

採集：八丈島,小笠原,共に合弁,死殻．

メモ：大島（五十嵐,1952)，三宅島（手塚，１９９６；

加藤,１９９６；倉田，1975)，南鳥島（加藤，1996)．

マリアナ諸島に普通（Kurozumi,1994)．

Ｚ１９ＥＭｅ/ｉｃａｍｈｚ（Pilsbry）ウミアサ

分布：房総半島～東南アジア．

採集：八丈島船戸，死殻,合弁，最大殼高1.7ｃｍ小

笠原．北硫黄島．

メモ：三宅島（倉田,1975；手塚,1996)．

220Ｐﾉﾉﾙci"ａ（〃ｍｃｉ"α）ｐis胸、（Dunker）ｳﾒﾉﾊﾅｶﾞｲ

分布：北海道南部～台湾．

採集：伊豆諸島,小笠原,共に死殻．

２２１ﾘｲｾﾉﾉzJcj"αicre7icaReeve ﾅｼﾉﾊﾅｶﾞｲ

分布：三陸～台湾．

メモ：大島（五十嵐,1952)．

222〃Ｍａｍ（Tokunaga）チヂ(ｳメ

イタポガキ科FamilyOSTREIDAE

209CmssosZ'Ｐａｇｊｇａｓ（Thunberg）マガキ

分布：サハリン～東南アジア．

メモ：大島波浮港（五十嵐,1952)．

210Ｃ〃jppolm（Seki）イワガキ

分布：陸奥湾～九州．

採集：大島．

メモ：大島（五＋嵐,1952)．八丈島（葛西，1968)．

波浮港内産は握り拳大以上の大きさで，フライに

しても中心まで火を通すのに苦労，昭和40年代，

油臭により食用とならなくなった（草苅,1996)．

Z11Sbccosr花amolY/ａｘ（Gould）ｵﾊｸﾞﾛｶﾞｷ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,鳥島,小笠原．

メモ：式根島（中鉢,1942)．

212Ｓｃ"cＭＱＺＱ（Born）ｵﾊｸﾞﾛｶﾞｷﾓﾄﾞｷ

採集：父島八瀬川に生貝分布,初記録，新称（西村，
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メモ：父島（加藤,1996)．前種の異名（肥後,1993)．

223LzJcj"o、αα"""/αr"、（Reeve）ﾂｷｶﾞｲﾓﾄﾞｷ

分布：北海道南部～東支那海．

採集：八丈島垂戸,死殼,合弁,最大殻高1.86ｃｍ・父

島境浦．

メモ：三宅島（倉田,１９７５；手塚,1996)．

Z24LSpeaa6伽（Yokoyama）ｵｵﾂｷｶﾞｲﾓﾄﾞｷ

分布：房総半島以南．

メモ：瓢箪瀬105-200ｍ（Okutani,1972)．

メモ：式根島（白井，1955)，マリアナ諸島（Kuro‐

ｚｕｍｉ,1994)．

234Ｃﾉﾉ"g"qﾉｾﾉなReeve ﾈｺｼﾞﾀｻﾞﾙ

メモ：小笠原諸島（肥後,1993)．

235Ｃ６ｍｓｓｊｃａＲｅｅｖｅ シロザル

分布：紀伊半島～熱帯太平洋．

メモ：三宅島岩場,生貝（手塚，1996)．小笠原（倉

田,1969)．

236Ｃ/ZJpo"ｉｃａＬａｍａｒｃｋｷｸｻﾞﾙｶﾞｲ

分布：陸奥湾～熱帯インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原,共に少産．

メモ：大島トオシキ（五十嵐,1952),式根島（白井，

1955),神津島（東京水試,1980)．マリアナ諸島に

普通（Kurozumi,1994)．

Z37CmAesjReeve シラガザル

メモ：高瀬90-220ｍ,瓢箪瀬117-150ｍ，銭洲125ｍ

（Okutani,1972)．三宅島（倉田,1975；手塚,1996）

八丈島（葛西,1982)．小笠原（倉田，1969)．前種

の異名（肥後,1993)．

238Ｃ/>tzg"ｍＲｅｅｖｅ ｲﾁｺﾞｷｸｻﾞﾙ

分布：三陸～熱帯太平洋．

メモ：瓢箪瀬250ｍ（白井,1958)．

Z39CiostomaConradｶﾈﾂｹｻﾞﾙ

分布：奄美諸島～太平洋．

採集：父島宮の浜．

メモ：三宅島（倉田，１９７５；手塚，1996)，マリアナ

諸島（Kurozumi,1994)．

Ｚ４０Ｃｓｅｌｍｐ"ZpzJ/qamLischke ソメワケガシラ

分布：房総半島～沖縄．

メモ：大島トオシキ（五十嵐,1952)．

241ハezJdoc/，α、α”tmve応ａ（Lischke）ｻﾙﾉｶｼﾗ

分布：房総半島～台湾．

メモ：三宅島,流藻,生貝（手塚,1996)．八丈島（葛

西,1982)．

Ｚ４２ｄｍＺＷｃｈａｍａａ埴e"tatａ（Kuroda＆Habe）

ウンモンザルガイ

分布：房総半島～五島列島．

メモ：高瀬95-190ｍ,瓢箪瀬117-170,,銭iﾄﾄ'150ｍ

（Okutani,１９７２)．

フタバシラガイ科FamilyUNOULINIDAE

225Cycﾉａｄｊｃα'"αsemaqpeMdes（Nomura）ﾋﾗｼｵｶﾞﾏ

分布：北海道南部～九州西岸．

メモ：高瀬110-180ｍ（Okutani,1972)．

226Ｃな"c肋Ｙａｍａｍｏｔｏ＆Ｈａｂｅ ｱｯｼｵｶﾞﾏ

分布：陸奥湾～中国．

メモ：三宅島（倉田,1975),八丈島（葛西,1982)．

227凡/α"ieノル〃sra（Gould）ウソｼｼﾞﾐ

分布：オホーツク海～銚子．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

228Rsowe7hyiKuroda＆Ｈａｂｅ ウメ／ﾊﾅｶﾞｲﾓﾄﾞｷ

分布：紀伊半島～九州西岸．

採集：小笠原,殻片．

Ｚ２９Ｄｊｐﾉodo"mgozJ〃』（Yokoyama）ﾌﾀﾊﾞｼﾗｶﾞｲ

分布：北海道南部～紀伊半島．

メモ：八丈島1981年,河辺訓受採集（葛西,1982)．

230Ｐ/tかctidermaﾉﾋＪＰＯ"伽''Z（Pilsbry）ヤエウメ

分布：北海道南部～九州．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

キクザル超科

キクザル科

SuperftlmilyCHAMOIDEA

FamilyCHAMIDAE

Ｚ３１ｄｚａｍａａ肋埴"αLischke ヒトエギク

分布：房総半島～沖縄．

採集：三宅島,八丈島,共に少産．

メモ：大室出し（加藤，1996)，銭iillll80m（Okutani，

1972),式根島（白井,1955)．

Ｚ３２Ｃｐﾉﾉ"//ｊｏｍＣｏｘ シシガシラザル

分布：紀伊半島～沖縄．

メモ：小笠原（大里,1996)．

233CazmAe7jLischke ケイトウガイ

分布：房総半島～沖縄．

採集：伊豆諸島,小笠原,共に少産．

ウロコガイ超科

チリハギガイ科

SupcrhlmilyGALEOMMATOIDEA

FamilyLASAEIDAE

Ｚ４３ＬａｓａｅａｚｍｑＭｍａ（Goukd）

分布：北海道西南部～沖縄．

ﾁﾘﾊｷﾞｶﾞｲ
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ノミハマグリ超科

イソカゼガイ科

メモ：八丈島1981年,河辺訓受採集（葛西,1982)． SupcrblmilyCYAMIOIDEA

FamilySPORTELLIDAE

コハクノツユ科FamilyKELLIIDAE

Z52Bastelmago"肋（ＡＡｄａｍａ）

分布：房総半島～九州．

採集：父島,殻片．

ｲソカゼガイ

Ｚ４４Ｋｅﾉﾉﾉａｐｏ花zJ伽Pilsbryコハク／ツユ

分布：三陸～九州．

メモ：三宅島（加藤,1996)．小笠原（大里,1996)．

Z45KMJpo"icaPilsbry ドプシハモドキ

分布：北海道南部～九州．

メモ：三宅島（加藤,1996)．

Z46Radobo7mabrVα"iPilsbry チチ／シタタリ

分布：紀伊半島～沖縄．

採集：父島宮の浜,母島南|崎．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

トマヤガイ超科

トマヤガイ科

SupcrhlmilyCARDITOmEA

FamilyCARDITIDAE

253CmRdjmya7iegQmBruguiere クロフトマヤガイ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．

メモ：式根島（白井，1955)，マリアナ諸島

（Kurozumi,1994)．

254Ｃノeα"αDunker トマヤガイ

分布：陸奥湾～台湾．

採集：伊豆諸島．

255Ｃ〃o伽/OsaLamarckモモイロトマヤガイ

分布：北海道南部～熱帯太平洋．

メモ：銭洲80ｍ（Okutani’1972)．

256CszJbWbsce"sKurodaﾆｼｷﾄﾏﾔ

メモ：大室出し（加藤，1996)．前種の異名（肥後，

1993)．

Ｚ５７ＣｋｙＺＭ"e"sjs（Okutani）ﾆｸｲﾛﾄﾏﾔｶﾞｲ

分布：紀伊半島～九州西岸．

メモ：黒瀬150-165ｍ（Okutani,1975)．

２５８Ｍ日gαcard/tα/b71wgi"osa（Ａ・Adams＆Reeve）

バガイ

分布：房総半島～東南アジア．

メモ：神津島（東京水試,1984)．

259Ｍ肋e"sjsSowerby キイポガイ

メモ：大室出し，鵜渡根（加藤，1996)．高瀬200ｍ

（Niino,1955)．前種の異名（肥後,1993)．

260Ｇﾉα"ｓｓａｇａｍｊｅ"sjsKuroda＆Ｈａｂｅ サガ(ハガイ

分布：相模湾．

メモ：瓢箪瀬117-230ｍ，銭洲90-145ｍ（Okutani，

1972)．黒瀬170-190ｍ（Okutani,1975)．

２６１Ｇ.peZse"ee7iPrashadザルフミガイ

分布：紀伊半島～東南アジア．

メモ：大室出し,銭洲（加藤,1996)．

262Ｇ〃ﾉﾉegm"ａ（Nomura＆Zinbo）ハナバガイ

分布：紀伊半島～沖縄諸島．

メモ：小笠原（大里,1996)．

263Ｐ/ezJmme7Is〃gmaeqKuroda＆Ｈａｂｅヒナパガイ

ハチミッガイ科FamilyMELLITERYCIDAE

247Ｍﾋﾟﾉﾉite〃xpzJ"cticzﾙﾉａｔａ（Yokoyama）

分布：房総半島以南．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

ﾊチミソガイ

ブンブクヤドリ科FamilyMONTACUTIDAE

248Ｔｅﾉﾉﾉﾉ７２yαﾉ〃o"jcaOkutaniニヨリプンプクヤドリガイ

メモ：鳥島2280ｍ,殼長8.5ｍｍ（Okutani,1962)．

タナベガイ科FamilyMYSELLIDAE

249Ｃ"､'elMeﾉﾉａｐａ山（Ａ・Ａｄａｍs）

分布：陸奥湾以南．

採集：八丈島,生貝１．

へ／ジガイ

ウロコガイ科FamilyGALEOMMATIDAE

250sｔ〃ﾉﾉﾉﾋＭ［だａ（Quoy＆Gaimard）ﾏﾒｱｹﾞﾏｷ

分布：紀伊半島以南．

メモ：三宅島（倉田,1975)．八丈島底士，揚砂（葛

西,1982)．

251ｓ"jZide"αHabeﾂﾔﾏﾒｱｹﾞマキ

分布：相模湾～紀伊半島．

採集：小笠原,殻片．

メモ：八丈島（加藤,1996),小笠原（大里,1996)．

－１１２－



分布：紀伊半島～熱帯西太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1968),小笠原（大里,1996)．

Z75Djgidocα'ndmmrorlm（Smith）ｱｻﾋザル

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：瓢箪瀬117-130ｍ,銭洲90-132ｍ,高瀬70-200ｍ

（Okutani,1972)．

276乃施γｊｃａﾉﾍﾞdjzJm〃ｏｍＨ７ａｉＫｕｒｏｄａ＆Ｈａｂｅｵﾄﾋﾒｻﾞﾙ

分布：熊野灘～土佐沖．

メモ：八丈島横問,揚砂（葛西,１９８２)．

277MicmcmRdj"ｍｓａｋ"ｍｉＨａｂｅ サクラｲｷﾝｷﾞﾖ

分布：熊野灘～土佐沖．

メモ：小笠原（大里,1996)．

278ＮｅｍｏｃａｍｊｚＪｍｂｅｃｈｅｉ（Reeve）ｷﾝｷﾞｮｶﾞｲ

分布：房総半島～インド・西太平洋．

メモ：小笠原（倉田,１９６９；大里,199,

279Discolu（ＬＷＵｃａＭｍｍ）か、、、（Sowerby）ｷﾞﾝｷﾞｮｶﾞｲ

分布：房総半島～熱帯インド・太平洋．

メモ：八丈島横間,揚砂（葛西，1982)．小笠原（大

里,1996)．

Ｚ８０ＬａｅｖｉｃａＭｊ"、'ｗｂＭ）ｉａｚＪｍＨａｂｅ＆Kosugeアカフザル

分布：紀伊半島～熱帯太平洋．

採集：父島野羊山沈船２５ｍ,死殻,合弁．

２８１１ＭWα、伽αZ（Reeve）トリガイ

分布：陸奥湾～東支那海．

採集：1974年大島波浮港内,1975年八丈島神湊港内

に大量発生．

メモ：大島（五十嵐,1952)．

Ｚ８２Ｒａｚｲｓｒｍ/ｉｓ（Sowerby）ﾎﾟﾀﾝｶﾞｲ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：父島，ドレッジ,殻長1.92-2.88ｃｍ,生貝．

Z８３ＦＭＺｐｅｍｍ（Bruguiere）ｴﾏｲﾎﾟﾀﾝ

分布：房総半島～インド・太平洋．

メモ：父島（加藤,199Q

2８４１Ｍ""ger/b洞（Sowerby）ﾁｺﾞﾄﾘｶﾞｲ

分布：三陸～中国．

メモ：大鳥岡田36ｍ（五十嵐,1952)．

２８５１Ｍ"dampjcm（Pilsbry）ﾏﾀﾞﾗﾁｺﾞﾄﾘｶﾞｲ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：父島野羊山沈船25ｍ,死殻,合弁．

分布：房総半島～九州．

メモ：大島南沖,鵜渡根（加藤,1996)．

264ＰＬｓｑｙｏａｅＨａｂｅ

分布：能登半島～九州西岸．

メモ：大島南沖,鵜渡根（加藤,1996)．

ｿウヨウフ（ガイ

モシオガイ超科

モシオガイ科

SuperBlmilyCRASSATELLOIDEA

FamilyCRASSATELLIDAE

265Ｅ"cmssateﾉﾉα（Mppo"ocrassaZe"α）japonica

（Dunker）ﾓｼｵｶﾞｲ

分布：房総半島～九州．

メモ：大鳥岡田36ｍ（五十嵐,1952)．

２６６１"qlMnssaZeノル０６/o"gａｒａ（Yokoyama）ﾜﾀｿﾞｺﾓｼｵｶﾞｲ

分布：房総半島～東支那海．

メモ：大室出し，鵜渡根（加藤，1996)．新,島両礁

（白井,1958)．黒瀬95-110ｍ（Okutani1975)．

ザルガイ超科

ザルガイ科

SuperftlmilyCARDIOIDEA

FamilyCARDIIDAE

267リノｍＺｊｃａ㎡ｊ"、伽/℃/､〃ﾉ（Dunker）ザルガイ

分布：房総半島～九州．

メモ：大島岡田36ｍ（五十嵐,1952)．

２６８Ⅸｅ"ode（Sowerby）ﾅｶﾞｻﾞﾙｶﾞｲ

分布：房総半島～熱帯インド・太平洋．

採集：小笠原,父島野羊山沈船25ｍ,死殻,合弁．

メモ：三宅島砂揚場（手塚,1996)．

269Ⅸα花"ico/ａ（Reeve）ｷﾇｻﾞﾙｶﾞｲ

分布：房総半島～熱帯太平洋．

メモ：大島，新島（五十嵐，1952)．三宅島（倉田，

１９７５；手塚,1996)．新黒瀬280ｍ（Niino,1952)．

Z70EmgzmTn"e`０（Linnaeus）ｶﾜﾗｶﾞｲ

分布：土佐沖～インド・太平洋．

採集：小笠原,死殻,合弁Ｌ

Ｚ７１ＦＭｏｏｃＡｏｏα""ｍＫｉｒａ リュウキュウヒシガイ

分布：奄美諸島～沖縄．

メモ：瓢箪瀬250ｍ（白井,1958)．

272Ｌ"""/icα'．｡jα/zemcm.｡/"、（Linnaeus）ﾊｰﾄｶﾞｲ

分布：奄美諸島～インド・太平洋．

採集：兄島滝の浦，ドレッジ．

273’4/>Ｄｃｑ７ｄｍｍｅｂａｍ""、（Yokoyama）ベニバト

分布：房総半島～九州．

メモ：八丈島（葛1正i,1982)．

Z74Trjgo"iocamα/b〃Ｃａｍ（Sowerby）ハナｻﾞル

シャコガイ超科

シャコガイ科

SupcrhlmilyTRIDACNOIDEA

FamilyTRIDACNIDAE

Ｚ８６ＴＷａｃ"ａ（Hoaac"α）ｍａｘｍＴａ（Roding）

分布：紀伊半島～インド・西太平洋．

ｼラナミ
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採集：小笠原,北硫黄島～南硫黄島．

メモ：三宅島（倉田,1975)．東京水試八丈分場にナ

ガジャコと展示されている貝は本種と思われる．

マリアナ諸島に普通（Kurozumi,1994)．

287ｍ（Ｒ）s9zJamosaLamarckﾋﾚｼﾞﾔｺ

分布：奄美諸島～インド・西太平洋．

メモ：東京水試八丈分場に２個体展示，内１個体は

1987年中之郷温泉ホテル下で漁業者が採集寄贈の

もの．

288正（Ｃｈａｍｅｔｍｃｈｅα）ｃｍｃｅａＬａｍａｒｃｋﾋﾒｼﾞﾔｺ

分布：紀伊半島～インド・西太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

分布：房総半島～東南アジア．

採集：父島野羊山沈船25ｍ,片殼．

297ｍs"Mee"ａｅ（Kuroda＆Habe）ﾐﾙｸｲ

分布：北海道～朝鮮．

採集：大島波浮港,1965年頃まで食用となる程取れ

たがその後激減．

チドリマスホウ科FamilyMESODESMATIDAE

298Aracrodeasmara（Gmelin）ｲｿﾊﾏｸﾞﾘ

分布：房総半島～インド・太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1982),新島（東京水試，1973）

小笠原（倉田,1969)．

Z99Cbece"αｃ/z/"e"sjsDeshayes クチバガイ

分布：北海道南部～フィリピン．

メモ：小笠原（倉田,1969)．

バカガイ超科

バカガイ科

SupcrhmilyMACTROIDEA

FamilyMACTRIDAE

Z89Mzcrm（Mzcmz）ｃ/zj"e"sLsPhilippiバカガイ

分布：日本全国．

メモ：1982年新島前浜に大量発生,ｍ２当たり82個体

殻長４－６ｃｍ(米山純夫調査)．大島岡田36ｍ（五

十嵐,1952)．八丈島横間,揚砂（葛西,1982)．

２９０Ｍ（Ｍ）ｖｅ"er〃b7mjsReeve シオフキ

分布：宮城県～中国．

メモ：大島波浮港（五十嵐,1952)．

291Ｍ（Ｍ）αchatj"αHolten ﾍﾞﾆﾊﾏｸﾞﾘ

分布：房総半島～インド・西太平洋．

採集：兄島滝の浦，ドレッジ．

メモ：大島岡田36ｍ（五十嵐，1952)，大島地曳浜，

打上（草苅)．

292Ｍ（、/ｅｍａａｍ）i7jaesce"sKuroda＆Ｈａｂｅ

ニジ《ナトガイ

分布：紀伊半島～九州南部．

採集：小笠原．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

Ｚ９３Ｍｃｍｍａｃｒｍｑ"g"/旅、（Reeve）ﾜｶﾐﾙｶﾞｲ

分布：房総半島～東南アジア．

メモ：小笠原（大里,1996)．

２９４０Ｗ,eｍｓ（OUlpems）ber"αＭｊ（Pilsbry）ﾎｸﾛｶﾞｲ

分布：房総半島～台湾．

採集：大島岡田40ｍ,片殻．

メモ：高瀬95-200ｍ,銭洲80-130ｍ（Okutani,１９７２)．

Z95LzJr）ｗｉａ（ハα、加叩ＭａＭｍｘ〃αJonasｵｵﾄﾘｶﾞｲ

分布：房総半島～東南アジア．

メモ：大島波浮港（五十嵐,1952)．

Ｚ９６Ｌ.（PL）α'℃"αｍＲｅｅｖｅｶﾓｼﾞｶﾞｲ

ニッコウガイ超科

ニッコウガイ科

SupperhlmilyTELLINOIDEA

FamilyTELLINIDAE

300Ｐ/ｊａｍｏＭ/αｍｓｒｍｒａ（Linnaeus）ﾄﾝｶﾞﾘﾍﾞﾆｶﾞｲ

分布：奄美諸島～西太平洋．

採集：父島境浦沈船内側に死殻大量堆積ず

301ＰＬｐｈａｍｏ伽（Hanley）ｲﾛｱｾﾍﾞﾆｶﾞｲ

分布：沖縄～台湾．

採集：兄島滝の浦，ドレッジ,死殻．

302PLsieboﾉ伽（Deshayes）ベニガイ

分布：津軽～種子島．

メモ：大島岡田36ｍ（五十嵐,1952)．マリアナ諸島

（Kurozumi,1994)．

303PLper"ａ（Spengler)．ダイＩﾖｳｶﾞｲ

分布：紀伊半島～熱帯インド・太平洋．

採集：父島境浦沈船内側．

304ＰＭＯ"gα"ａ（Quoy＆Gaimard）ｵｵｼﾏﾀﾞ化ウ

分布：奄美諸島～熱帯太平洋．

採集：父島境浦沈船内側．

305ＴｅﾉﾉｍｉｄｅｓｏｖａﾉisSowerby ヒラザクラ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：父島境浦沈船内側に死殻大量堆積．

306小mpeﾉﾉｔｚｊＭｉ（ＨＡｄａｍｓ）ﾊﾂﾋｻﾞｸﾗ

分布：房総半島～西太平洋．

採集：小笠原,片殻．

307ＣﾉａｒｈｍＺｅﾉﾉ伽Ple伽、（Salisbury）ｱﾐﾒｻﾞｸﾗ

分布：房総半島～南西諸島．

採集：小笠原，ドレッジ片殻１．
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308QzJid"jpagzJspα〃αmlredale リュウキュウシラトリ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：兄島滝の浦，ドレッジ．

309Ｓｃ"ｍ1℃oPagiascobj"αZａ（Linnaeus）サメザラ

分布：九州南部～ミクロネシア．

採集：八丈島,小笠原．

メモ：マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

310Ａ'℃qpag伽/αｉｎ/ｎｍ（Gmelin）ｺﾞｲｼｻﾞﾗ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：父島境浦,死殻．

311Ｑ"αｄｍ"sSpi"osa（Hanley）ﾄｹﾞｳﾈｶﾞｲ

分布：房総半島～熱帯太平洋．

メモ：小笠原（大里,1996)．

312LoxOg卯ｍｃｍｒ/ｚｍ[ａ（Deshayes）ｼﾎﾟﾘｻﾞｸﾗ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：小笠原．

313ＥﾉﾉjiproZeﾉﾉﾉ"αezJgj1ypm（Gould）チヂ（ﾋﾒｻﾞﾗ

分布：房総半島～東南アジア．

メモ：鵜渡根（加藤，1996)，マリアナ諸島（Kuro‐

ｚｕｍｉ,1994)．

３１４Ｓｂｍｅ/α"gzJ/zJsto肋ｂｅｊＨａｂｅコメザクラ

分布：房総半島～九州．

採集：小笠原，ドレッジ,片殻．

315MOC”ﾉﾉα/eｄＭｍ（Lischke）モモ/ハナ

分布：三陸～中国．

メモ：小笠原（大里,1996)．

316ＨＣｔｅｌＤｍａｃｏｍＭｗｓ（Hanley）ｼﾗﾄﾘﾓﾄﾞｷ

分布：北海道南部～中国．

メモ：式根島（白井,1955),神津島（五十嵐,1952)．

317ＨＬｑｙａｍａｊＫｉｒａマルシラトリモドキ

分布：日本海北部．

メモ：三宅島（加藤,1996)．

３２１SazJsrm/jsSowerby シワサメザラモドキ

メモ：三宅島（加藤，1996)．前種の異名（肥後，

1993)．

322肋ノロｐ”ん"do'w'７ＭＪＰＯ"/caOkutaniﾏｻﾘﾘｭｳｸﾞｳｻﾞｸﾗ

分布：紀伊半島～九州．

メモ：ベヨネーズ列岩1930-1940ｍ（Okutani,1968)．

シオサザナミ科FamilyPSAMMOBIIDAE

323Ｇａ７ｊｍａｃ"んsａ（Lamarck）アシガイ

分布：房総半島～熱帯インド・太平洋．

メモ：大島波浮港（五十嵐，1952)．小笠原（大里，

1996)．ベニマスホウの異名（肥後,1993)．

324Ｇα"o、α/ａ（Deshayes）ｳｽﾍﾞﾆﾏｽﾎｳ

分布：三陸～東南アジア．

メモ：大鳥岡田36ｍ（五十嵐,1952)．

325兆"jgl刀o/eﾉﾉﾉ"α〃ｊＷｍ"'TziHabe スダレザクラ

分布：紀伊半島．

採集：神津島恩馳60ｍ・新種スダレマスホウとし

て西村和久に献名,松隈改称1989.

326Ａs〃肋ｙｊｏ/Qsce"ｓ（Forskal）ﾘｭｳｷｭｳﾏｽﾎｳ

分布：机模湾～インド・西太平洋．

採集：八丈島横間,揚砂.小笠原．

327HetelDg卯Zacolzrmrja（Deshayes）ｳﾁﾄﾐｶﾞｲ

分布：相模湾～インド・西太平洋．

採集：八丈島,小笠原,共に合弁死殼．

メモ：神津島,生貝（東京水試,1984)．

328Ｍt、ﾉﾉﾉαﾉﾋZpo"ｊｃａ（Reeve）ｲｿｼｼﾞ（

分布：北海道南部～九州．

メモ：大島波浮港（五十嵐,1952)．

キヌタアゲマキ科FamilySOLECURTIDAE

アサジガイ科 ３２９５b/eczJrmsdivaricams（Lischke）ｷﾇﾀｱｹﾞﾏｷ

分布：三陸以南．

採集：大島波浮港．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

３３０８Ｍ血o"ｊＴｒｙｏｎ ｳｽｷﾇﾀｱｹﾞマキ

分布：遠州灘～東支那海．

メモ：小笠原（大里,1996)．

３３１８ｓａｇａｍｉｅ"sisKuroda＆Ｈａｂｅ ﾔﾜﾗｷﾇﾀｱｹﾞﾏｷ

分布：房総半島以南．

メモ：瓢箪瀬135-145ｍ,高瀬110ｍ（Okutani,1972)．

332Sdebj/jsGould

メモ：ﾉﾄ笠原二見港（肥後,1993)．

FamilySEMELIDAE

318se'Meze6"e"sjS（Hanley）ｱｻｼﾞｶﾞｲ

分布：房総半島～東南アジア．

採集：小笠原,南硫黄島,共に死殻,合弁．

319Ｓｃα〃ＣＯ肋（Hanley）ｻﾒｻﾞﾗﾓﾄﾞｷ

分布：紀伊半島～西太平洋．

採集：八丈島横間,揚砂,最大殻長216ｃｍ・小笠原北

硫黄島．

320SobsczJmDeshayes シヮサメザラ

分布：紀伊半島～沖縄．

採集：八丈島．
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分布：房総半島以南．

採集：八丈島,死殻.小笠原．

メモ：三宅島（倉田，1975)．鵜渡根，三宅島坪田

（加藤,1996)．マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

341．"rjgo"αﾉαｍｅ"αrjsSchmacher サッマアサリ

分布：房総半島以南．

メモ：大島岡田36ｍ（五十嵐,1952)．

342〃ｒｊｇ卯tａ（此rjg卯Zα）ｃ/αrﾊﾉｍｑ（Deshayes)ｵｵﾇﾉﾒ

分布：紀伊半島以南．

採集：硫黄島監獄岩,死殻,合弁Ｌ

３４３ＰＬ（PL）伽αｲﾉα、（Linnaeus）ｱﾗﾇﾉﾒ

分布：房総半島以南．

採集：伊豆諸島,小笠原,北硫黄島.特に父島宮の浜

に多産．

メモ：マリアナ諸島に普通（Kurozumi,1994)．

３４４ｃｔzﾉﾉα"αｉｔｉｓｈ伽sea"αKuroda ユメハマグリ

分布：紀伊半島～屋久島．

採集：父島,殻長1.08ｃｍ,殻片．

３４５０/yC)'do"ｍｌ７ｚａｒｉｃａ（Linnaeus）ｶﾉｺｱｻﾘ

分布：房総半島～熱帯太平洋．

採集：八丈島,小笠原．

346リノbremolpascQbln（Hanley）ﾀｲﾜﾝﾋﾒｶﾉｺｱｻﾘ

分布：台湾～フィリピン．

メモ：父島（加藤,1996)．

347反cosreﾉﾉI(/Ｍｚ（ＡＡｄａｍｓ＆Reeve）ﾁﾘﾒﾝｶﾉｺｱｻﾘ

分布：紀伊半島～熱帯太平洋．

採集：八丈島,打上.小笠原．

３４８Ⅸhjze"e"sjsPilsbry ヒゼンカ／コアサリ

メモ：銭洲（加藤,1996),三宅島（倉田，1975)，八

丈島（葛西,1982)．前種の異名（肥後,1993)．

３４９Ⅸ〃"dα"ems（Smith）ｱﾃﾞﾔｶﾋﾒｶﾉｺｱｻﾘ

分布：房総半島～インド・太平洋．

メモ：銭洲（加藤,1996)．

３５０Ⅸ、i"zJmYokoyama ワタゾコヒメカノコアサリ

メモ：銭洲（加藤,1996)．前種の異名（肥後,1993)．

３５１Ⅸｂｅl'ｉｃｏｓｍｔａ（Kuroda）ｵｵｷﾞｶﾉｺｱｻﾘ

分布：紀伊半島～沖縄．

メモ：三宅島（倉田，１９７５；手塚，1996)，八丈島

（葛西，１９８２),小笠原（大里,1996)．

３５２Ｐ'Dtor/zａｃａ（lVotoc/zio"e)/edoe"血（Lischke)ｵﾆｱｻﾘ

分布：北海道南部～中国．

採集：大島波浮港．

メモ：式根島（中鉢,1942)．三宅島（倉田，１９７５；

手塚,1996)．

３５３Ｃ舵ｅ（Cj７℃e）〃ermediaReeve アソシラオガイ

アイスランドガイ超科

フナガタガイ科

SupcrhlmilyARCTCOIDEA

FamilyTRAPEZIIDAE

333Tmpezjzmz（TmpezizJm）ｂｉｃａｒｊ"α、、（Schumacher）
ﾌﾅｶﾞﾀｶﾞｲ

分布：紀伊半島以南．

採集：八丈島,死殻,合弁,最大殻長3.11ｃｍ，

メモ：三宅島（倉田,1975)．三宅島6ｍ,生貝（手塚，

1996)．小笠原（大里,1996)．

334ｍ（TI）０６伽g"、（Linnaeus）ｽｴﾋﾛﾌﾅｶﾞﾀｶﾞｲ

分布：紀伊半島以南．

メモ：八丈島（葛西,１９８２)．マリアナ諸島（Kuro-

zumi,1994)．

33ＳＴＩ（工）sowe7byj（Hidalgo）ｶｻﾞﾘﾌﾅｶﾞﾀｶﾞｲ

分布：奄美諸島以南．

採集：兄島瀬戸20-30ｍ，殻長7.0-13.5cｍ（西村，

1995)．

336Ｇ/Ossocamjao6esa（Reeve）ソｷﾖ(ガイ

分布：沖縄以南．

採集：硫黄島監獄岩20ｍ,死殻,合弁,桜井欽一査定．

コウポネガイ超科

コウボネガイ科

SuperfmilyGLOSSOIDEA

FamilyGLOSSIDAE

337Ｍｅｊｏｃａｍｊａｓα"g"!"eomac"/αね（Dunker）

力／コシポリコウポネ

分布：房総半島～西太平洋．

採集：父島宮の浜．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

338MnishimuraiKosuge＆Ｋａｓｅﾆｼﾑﾗコウホネ

分布：相模湾～インド・西太平洋．

採集：小笠原サンゴ漁場,殻長35ｃｍ,新種として西

村和久に献名．

メモ：Matsukuma（1995）はインド西太平洋の現

生のコウポネガイ属を再検討,本種はテンジクコ

ウホネＭｍｏ/Mc伽ａ（Gmelin）の異名とした．

339Mrermgo"ａ（ＡＡｄａｍｓ＆Reeve）ｺｳﾎﾞﾈｶﾞｲ

分布：房総半島～東支那海．

メモ：高瀬95ｍ，瓢箪瀬130-230ｍ，銭洲84-132ｍ

（Okutani,1972)．八丈島（葛西,1982)．

マルスダレガイ超科

マルスダレガイ科

SuperhmilyVENEROmEA

FamilyVNENERIDAE

340此""３（此""jco/Ｍα）/o”zJmaGouldﾏﾙｽﾀﾞﾚｶﾞｲ
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分布：奄美諸島～熱帯西太平洋．

メモ：小笠原（倉田,1969)．

367ＣＭＤＣα'qdjα〃jppo"jcaOkutaniｺｵﾌｸﾊﾏｸﾞﾘ

ﾒﾓ：伊豆諸島132-140ｍ（肥後,1993)．

368ＤＯＳ伽r肋（P/mcosomα)〃o"jczJ3（Reeve）ｶｶﾞﾐｶﾞｲ

分布：北海道南部～中国沿岸．

メモ：大島波浮港（五十嵐，1952)，小笠原（大里，

1996)．

３６９，.（Ｒ）ｓｐ．ﾏﾙﾋﾅｶﾞｲ

分布：北海道南部～中国沿岸．

採集：父島境浦,死殻,合弁．

メモ：大島岡田36ｍ（五十嵐,1952)．

370Pnlz！Cs〃αα、p/zidesmojdes（Reeve）ｳｽｶｶﾞﾐ

分布：志摩～九州．

メモ：小笠原（大里,199ｄ

３７１Ｂｏ"α"eｍＭＭｊＭｍｊｏ（Gmelin）ｵｲﾉｶｶﾞ〈

分布：紀伊半島～太平洋．

メモ：大島岡田36ｍ（五十嵐,1952)．

372Ｂ,ｈ・ｉｗａｋａｗａｉＯｙａｍａ＆Ｈａｂｅ サザメガイ

分布：房総半島～九州西岸．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

373TtZpes/ｊＺｅｍｍｓ（Linnaeus）ﾘｭｳｷｭｳｱｻﾘ

分布：奄美諸島～ニューカレドニア．

メモ：式根島（西村,1996)．

374RzJaimpesP/jﾉﾉjppj"α7"、（Adams＆Reeve）アサリ

分布：サハリン～中国沿岸．

採集：大島波浮港,食用に採取．倉田(1953)によれ

ば１時間に４升採集．1926年羽田より移殖，同年

元町,岡田に放流するも成功せず．

375Ｒ・ｖａｒｊｅｇａｍｓ（Sowerby）ﾋﾒｱｻﾘ

分布：三陸沿岸～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．

376PUp/tja（HZpﾉｶﾉα）ｅ"gかpra（Philippi）ｽﾀﾞﾚｶﾞｲ

分布：北海道南西部～中国．

採集：大島岡田40ｍ,片殻．父島宮の浜,片殻．

377ＰＬ（PL）αｍａＭｉｓ（Philippi）ｻｿﾏｱｶｶﾞｲ

分布：房総半島～中国．

メモ：大島岡田36ｍ（五十嵐,1952),波浮港（倉田，

1953)．

378ＰＬ（Ｒ）ｖｅｒ"jcosa（Gould）アケガイ

分布：北海道南部～中国．

メモ：大鳥岡田36ｍ（五十嵐,１９５２),波浮港（倉田，

1953)．

379ＣＯ〃/zi"ａ（GＯ脚/､zα）zJ"d"/osa（Lamarck）

ﾌｷｱｹﾞｱｻﾘ

分布：志摩半島～太平洋域．

採集：小笠原，ドレッジ,生Lll

354Gq/)．α伽ｍＰｅｃｔｊ"ｑｒｚＪｍ（Linnaeus）ﾎｿｽｿｲﾅ(ガイ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：小笹原．

355Ｇｺ1Ｗ八Dillwyn）ﾋﾒｲﾅ(ガイ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：伊豆諸島,小笠原．

356ＧＺｍ"SVC'mDeshayes ヒラヒメイナ《ガイ

メモ：三宅島（加藤，1996)．前種の異名（肥後，

1993)．

357ＧｄｉｌｍｃＱｍｍ（Gmelin）ｹﾏﾝｶﾞｲ

分布：志摩～熱帯太平洋．

採集：父島二見湾野羊山沈船２５ｍ,死殻,合弁．

358Ｐｉｔａｒ(Ｐｊｒａｒ伽）ｑﾉｹﾞi『"ｅ（Gmelin）ムラｸﾓﾊﾏｸﾞﾘ

分布：三陸～太平洋．

メモ：小笠原（人里,1996)．

359Ｒ（PL）ｓ"(/M4mPilsbry イオウハマグリ

分布：房総半島～台湾．

メモ：新島（五十嵐,1952)．

360ＰＬ（Ｒ）ﾉﾉ"eo/α/"、（Sowerby）ｶﾞﾝｷﾞﾊﾏｸﾞﾘ

分布：房総半島～西太平洋．

採集：父島境浦,死殻,合弁．

メモ：三宅島（倉田,１９７５；手塚,1996)．

361ＰＬ（Ｒ）〃ogncAjjHabe シﾛｳｽﾊﾏｸﾞﾘ

分布：房総半島～東支那海．

メモ：小笠原（大里,1996)．

36ＺＲ（Ｒ）〃jppo"ｉｃ"mKuroda＆Ｈａｂｅｽﾅｶﾌﾟﾘﾊﾏｸﾞﾘ

分布：房総半島以南．

メモ：高瀬180-200ｍ（Okutani,1972)．

363Ｈｙｐｈα"ｒｏｓｏｍｑ/〃α/"血、（Sowerby）ﾏﾀﾞﾗｲｵｳﾊﾏｸﾞﾘ

分布：紀伊半島～東南アジア．

メモ：新島（五十嵐,1952)．

364Ljoco"cAa（Ljoco"ｃｈα）αzsrｧe"sjs（Linnaeus）

マルオミナェシ

分布：紀伊半島～インド・太平１羊．

採集：小笠原,死殻,合弁．

メモ：神津島（東京水試,1984)．

365Ｌ・（L・ＭＪＭｇｊａｍ（Sowerby）ｻﾗｻｶﾞｲ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：父島二見湾7ｍ,屏風谷沈船30ｍ,野羊山沈船

２５ｍ,死殻,合弁．

メモ：マリアナ諸島（Kurozumi,1994)．

366Ｌ・（S"/cﾉﾉﾉOCC"c/､ﾙﾊﾉﾉippj"αr"、（Hanley）

ｲﾅｽﾞﾏｽｸﾞﾚ
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分布：鹿児島県～インド・太平洋．

採集：八丈島横間,揚砂.小笠原．

メモ：式根島（西村,1996)，三宅島（倉田，１９７５；

手塚,1996)．

38OＧ（ＭＭｄＭＪｓ）ｍｅ/α"αegjsRomerｺﾀﾏｶﾞｲ

分布：北海道南部～東南アジア．

メモ：大島,新島に移植．

３８１１７ＷＳ(､ＷＳ）、伽（Deshayes）ﾏﾂｶｾﾞｶﾞｲ

分布：陸奥湾～熱帯太平洋．

採集：八丈島,小笠原．

メモ：新島（西村,1996),父島（加藤,1996)．

382匹（LMzac叩ﾉﾘﾉﾉﾉzJs（Deshayes）ﾊﾈﾏﾂｶｾﾞ

分布：三陸～熱帯太平洋．

採集：小笠原，ドレッジ，生貝殻長1.82ｃｍ，1.56ｃｍ・

メモ：八丈島（葛西,1982)．

383ＣＭ杣（ＣＭＭｚ）ｃ/z伽"sjs（Holten）ﾏｿﾔﾏﾜｽﾚ

分布：三陸沿岸～中国．

メモ：大島岡田40ｍ（五十嵐,1952)．

384Ｃ（Ｃ）ＰＣﾉﾉ伽ｉｍａＫｕｒｏｄａ ヌリツヤハマグリ

分布：紀伊半島～沖縄．

メモ：小笠原（大里,1996)．

385C(CルノＭﾌﾉﾉHabeｺﾏﾂﾔﾏﾜﾙ

分布：房総半島～中国．

採集：八丈島,死殻．

メモ：大島岡田港（五十嵐，1952)，鵜渡根（加藤，

1996),神津島（東京水試，1984)，三宅島（倉田，

１９７５；手塚,1996)．

386Stzxid0mzJs〃rpzJmra（Sowerby）ｳﾁﾑﾗｻｷ

分布：北海道南部～中国．

採集：大島波浮港内,食用にもする．

387ＣＷ/Cs""errqco"c伽ａ（Dunker）ｼﾏﾜｽﾚ

分布：紀伊半島～東南アジア．

採集：八丈島底土．

メモ：大島（五十嵐,１９５２)．

388s""e伽αso伽`e7jj（Ｇray）ﾍﾞﾆﾜｽﾚ

分布：相模湾～インド・西太平洋．

採集：新島羽伏浦に大量にうちあがる，方言ミイミ

イゲーコ．

分布：三陸～インド・西太平洋．

採集：大島．

メモ：大島波浮港（五十嵐，1952)，三宅島（手塚，

1996)．

オオノガイ目

オオノガイ亜目

オオノガイ超科

クチベニガイ科

OrderMYOIDA

SuborderMYINA

SuperflmilyMYOIDEA

FamilyCORBULIDAE

391肋jsocor6zJhzsc叩/zojdes（Hinds）

分布：房総半島～西太平洋．

採集：八丈島,死殻,合弁．

メモ：神津島（東京水試,1984)．

392Amodesm（Reeve）

分布：紀伊半島～西太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1982)．

3934.〃jppo"jcaHabe

分布：房総半島～九州．

メモ：八丈島底土,揚砂（葛丙,1982)．

394Ａ.ｖｅ""Sｍ（Gould）

分布：北海道南部～両太平洋．

メモ：新島西礁（白井,1955)．

395Jh7jcorMamtα/血（Hinds）

分布：房総半島～東支那海．

採集：小笠原嫁島,打上．

ﾂﾏﾍﾞﾆｶﾞｲ

ﾋナクチベニ

ｲナカクチベニ

ｸﾁﾍﾞﾆﾃﾞ

ｺｸﾞｷｶﾞｲ

キヌマトイガイ超科

キヌマトイガイ科

SuperhlmilyHIATELLOIDEA

FamilyHIATELLIDAE

396Ｈｉａｒｅﾉﾉａｏｒｉｅ"ｍ/is（Yokoyama）ｷﾇﾏﾄｲｶﾞｲ

分布：北海道～中国南．

メモ：神津島（東水試,1984)．八丈島（葛西，1982）

利島88ｍ（白井，1958)．瓢箪瀬140ｍ,高瀬１５０－

220ｍ（Okutani,1972)．

397PCt7ico/ααｗα"αYokoyama ﾘｭｳｸﾞｳｷﾇマトイ

メモ：小笠原（大里，1996)．前種の異名（肥後，

1993)．

イワホリガイ科FamilyPETRICOLIDAE SupcrhlmilyGASTROCHAENOIDEA

FamilyGASTROCHAENIDAE

ツクエガイ超科

ツクエガイ科

389〃r7ico/αｄｉｖｅ堰e"ｓ（Gmelin）

分布：紀伊半島～インド・西太平洋．

採集：八丈島,父島滝の浦20,.

390Ｃ/α"｡/ＣＯ"c/zα/Qpo"ｊｃａ（Dunker）

ｲワホリガイ

398GasrlDcAae"ａ（Gasr1℃c/Zae"α）ｃ""e(/brmisSpengler

ツクエガイ

分布：伊豆半島～インド・西太平洋．ｾﾐアサリ
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採集：八丈島,小笠原．

３９９５Pe"gﾉerja川rﾉﾉO`２ｓ（Lamarck）サヤガイ

分布：志摩半島～インド・西太平洋．

メモ：小笠原（倉田.1969；松本,１９７０；大里,1996)．

分布：紀伊半島以南．

メモ：三宅島1230-1350ｍ（Okutani,1962)．

409比"rhol1yo"sjaZeml?zαc肋（Habe）ﾜﾀｿﾞｺｵﾋﾟｸｲ

分布：房総半島～九州西岸．

メモ：黒瀬170ｍ（Okutani,1975)．

410Agrjoaesl7m〃αy伽巾（Ａ・Ａｄａｍus＆Reeve）オピクイ

分布：北海道～東南アジア．

採集：八丈島,打上,最大殻長1.82ｃｍ・

メモ：小笠原（大里,1996)．

SuborderPHOLADINA

SuperfilmilyPHOLADOIDEA

FamilyPHOLADIDAE

ニオガイ亜目

ニオガイ超科

ニオガイ科

400ノO"α""eｒｉａ（ん"α""αiα）ｃ"〃"gjj（Sowerby）

スズガイ

分布：紀伊半島～インド・太平洋．

採集：父島前浜,打上珊瑚塊中．

401ノ:（P/zo/αdQpsjs)ｇ/o6"/Osa（Ｑｕｏｙ＆Gaimard）

ﾄｹﾞｽｽﾞｶﾞｲ

分布：房総半島～インド・太平洋．

メモ：八丈島（葛西,1968)．

402MJrresjastriata（Linnaeus）ｶﾓﾒｶﾞｲﾓﾄﾞｷ

分布：房総半島～インド・太平洋．

メモ：三宅島（倉田，１９７５；手塚，1996)．小笠原

（大里,1996)．

403Ｍｚｖｅａｓ"６９んbosaHamada＆Okutaniアワピクイ

分布：北海道南部～九州．

採集：大島,アワビの殻に穿孔

メモ：カモメガイの異名（肥後,1993)．

FamilyPANDORIDAE ネリガイ科

411Ｐｂ"αo花ﾉﾉ[ｚｏ/z`Acaj（Habe）

分布：房総半島～九州．

メモ：大鳥岡田36ｍ（五十嵐,1952)．

412ＰＬｗａ伽α"ａ（ＡＡｄａｍｓ）

分布：オホーツク海～駿河湾．

メモ：高瀬140-180ｍ（Okutani,1972)．

ﾈリガイ

ﾋラネリガイ

FamilyMYOCHAMIDAE ミツカドカタビラ科

４１３１M〕）odomﾉﾋZpo"ｊｃａＨａｂｅ

分布：三陸～東支那海．

メモ：鵜渡根（加藤,1996)．

ﾋロカタピラ

FamilyPEmPLOMATIDAEリュウグウハゴロモ科

FamilyTEREDINIDAE フナクイムシ科

414Ｈロノist叩ｍｐａｃ(/ｉｒｃａ（Okutani）イズ/ハゴロモ

メモ：三宅島1230-1350ｍ（Okutani,1962)．404、花ｄｏ〃αvα/jSLinnaeus

分布：日本全国．

採集：伊豆諸島,小笠原．

ﾌナクイムシ

FamilyLATERNULIDAE オキナガイ科

異靱帯亜綱

ミタケモドキ目

ネリガイ超科

サザナミガイ科

SubclassANOMALODESMACEA

OrderPHOLADOMYOIDA

SupcrfilmilyPANDOROIDEA

FamilyLYONSIIDAE

415Late7""/ａ（Ｌａｒｅｒｍ/α）α"αr伽（Linnaeus）ｵｷﾅｶﾞｲ

分布：房総半島～インド・太平洋．

採集：大島波浮港内,1970年頃多産．

メモ：大島岡田36ｍ（五十嵐,1952)．

405Lyo"ｓｉａｖｅ"Z7jcosaGouldｻｻﾞﾅ(ガイ

分布：北海道南部～中国．

メモ：神津島,生貝１（東京水試,1984)．

406Lyo"sieノルＰﾉﾙﾉaPrashad

メモ：三宅島1230-1350ｍ（Okutani,1962)．

407Ｌ,ｐα”αOkutani

メモ：三宅島1230-1350ｍ（Okutani,1962)．

408ＡﾉﾉＯｇｍｍｍａｏｑ/ｍｅｌｍＤａｌｌ’化ｳｸﾞｳｵﾋﾟｸｲ

FamilyTHRACIIDAE スエモノガイ科

416Ｔ/ｊｍｃｊａｏｍ/apo"ｉｃａＨａｂｅﾜﾀｿﾞｺｽｴﾓﾉｶﾞｲ

分布：相模湾～土佐沖．

メモ：瓢箪瀬138-145ｍ（Okutani,1972)．
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427Co6ZzJsimstrjsOkutaniワタゾコシャクシガイ

分布：銚子沖～相模湾．

メモ：大島1560-1640ｍ,三宅島1230-1350ｍ（Oku‐

tani,1962)．

4２８Ｃ〃ｔｊｓＰｒａｓｈａｄヨワシャクシガイ

分布：鹿島灘～インドネシア．

メモ：三宅島1230-1350ｍ（Okutani,1962)．

429CAzJmdaiOkutaniセノシャクシガイ

メモ：黒瀬158-177ｍ（Okutani,1975)．

430ＣａｈｙＭＰａｃ(/iicaOkutaniｵｷﾉｼﾔｸｼガイ

メモ：青ヶ島～鳥島沖3420-5620ｍ（Okutani，

1975)．

431Ｃ（Sbyo川α）肋、〃iiOkutaniﾖｾﾅ《ｼﾔｸｼｶﾞｲ

メモ：黒瀬140-190ｍ（Okutani,1972)．

432Ｒ/ｚｊ"oc/αmadzJbiaPrashadコウモリシャクシガイ

ハマユウガイ超科

ハマユウガイ科

SuperhlmilyCLAVAOELLOIDEA

FamilYCLAVAGELLIDAE

417MpPo"ocﾉａｖａｇｊｇａｍｅａ（Sowerby）ソソガキ

分布：房総半島～九州南部．

採集：1969年大島波浮港にて飯田芳徳生貝２個体採

集寄贈,水試人島分場および西村保管．

メモ：1958年須美寿島サンゴ漁場150ｍより採集,全

長１３cｍ（草苅,1996)．

スナメガイ超科

オトヒメゴコロガイ科

SuperhlmilyPROMYOIDEA

FamilyVERTICORDIIDAE

418腕"jco㎡jａ（SPj"osjpeﾉﾉα）des力〃esjα"ａ（Fischer）

ウズマキゴコロガイ

分布：房総半島～東南アジア．

メモ：瓢箪瀬220ｍ（Okutani,1972)．

419ＨｔＪ/jca洞/α〃jppo"e"sjsOkutaniﾆｿﾎﾞﾝｵﾄﾋﾒｺﾞｺﾛｶﾞｲ

分布：三陸沿岸沖～相模湾．

メモ：三宅島1080-1205ｍ（Okutani,1968)．

420ＬＪ）o"sieﾉﾉaparwzOkutani《ソンキゴコロガイ

メモ：大島620-720ｍ（Okutani,1966)．

421LmedjaOkutaniマメキゴコロガイ

メモ：三宅島1080-1205ｍ（Okutani,1962)．

432Ｒ/ｚｊ"oc/αmadzJbiaPrashadコウモリシャクシガイ

メモ：大島1560-1640ｍ,三宅島1230-1350ｍ（Oku‐

tani,1962)．

433ｃｍtﾉﾉo川ａ（Ozrdio川α）〃仰o"jcaOkutani＆

Sakuraiセキグチヒメシャクシ

分布：房総半島～九州．

メモ：大島620-720ｍ（Okutani,1966)．

スナメガイ科FamilyPOROMYIDAE

422Dermaromjﾉａｔｅ""jco"ｃｈａｓａｇａｍｅ"sjsOkutani

サガ<スナガイ

分布：ベーリング海～ｉ]模湾．

メモ：三宅島1080-1205ｍ（Okutani,1968)．

４２３，．te川CO"cｈａ（Ｄall）ﾋﾞﾜ/タネ

メモ：式根島(1)(j村，1996)，前種の異名（肥後，

1993)．

424qtoco"c/、/〃o"ｉｃａＨａｂｅ ﾀﾞｲｵｳｽﾅｶﾞｲ

分布：北海道南部～土佐沖．

メモ：瓢箪瀬128ｍ（Okutani,1972)．

425Ｃｔｅ""issimaOkutaniヨワピイドロスナメガイ

メモ：八丈島510ｍ（Okutani,1963)．

シャクシガイ科FamilyCUSPIDARIIDAE

426qSpjt/αγ/α〃０６伽（Ａ､Ａｄａｍs）

分布：房総半島～九州．

メモ：高瀬140-180ｍ（Okutani,1972)．

ｵオシャクシガイ
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掘足綱

ツノガイⅡ

ツノガイ科

採集：八文鳥横間,揚砂．ClassSCAPHOPODA

OrdcrDENTALIOIDA

FamilyDENTALIIDAE シラサヤッノガイ科FamilyGADILINIDAE

l2Barhoxjp/z"sかｊｃａｒｉ"αrzJs（Boissevain）ヒシｿ/ガイ

分布：相模湾～インドネシア．

メモ：三宅島1080-1205ｍ（Okutani,1968)．

１３Ｂ・sqyomar"αeOkutaniソウヨウソノガイ

メモ：青ヶ島沖3150-3350ｍ（Okutani,1964)．

１Fisside"tα/i"、（FMde"tα/〃"）ｋａｗｑｍｚＪＭＫｕｒｏｄａ

＆Ｈａｂｅ カヮムラソノガイ

分布：房総半島～九州南岸．

メモ：瓢箪瀬140ｍ,高瀬80-220ｍ（Okutani,1972)．

2R(R〃okqyamaj(Makiyama)ﾔｽﾘｿﾉｶﾞｲ

分布：紀伊半島～士佐沖．

メモ：式根島（西村,1996)．

３Ｆ：（Pjaode"ｍﾉﾉ"、）Ver"edej（Sowerby）ﾏﾙｿﾉｶﾞｲ

分布：房総半島～九)､|､|・

採集：八丈島横間,揚砂．

４Ａ"ｍﾉﾉs肋α"ａ（Nomura）（ｶﾞｷﾏﾙｿ／

分布：房総半島～九州．

メモ：八丈鳥横間,揚砂（葛両,1982)．

ＳＡｗｅｊ"Acaz(ﾉｹﾞｉｒ（Dunker）ソノガイ

分布：津軽～東支那海．

メモ：八丈島横間,揚砂（葛西,1982)．

６SZriode"/αﾉﾉzJmr/､Ｍｏｍ、（Pilsbry）ﾑﾁｿﾉｶﾞｲ

分布：北海道南西部～東支那海．

メモ：大島620-720ｍ（Okutani,1966)，三宅島1080-

1205ｍ（Okutani,1968)．

７Ｇ脚mcl7zebzJcc伽hJ（Gould）ﾋﾒﾅｶﾞﾂﾉｶﾞｲ

分布：三|塵沿岸～中国．

メモ：八丈島横間,揚砂（葛西,1982)．

クチキレッノガイ目

ハラブトッノガイ科

OrderSIPHONODENTALIOlDA

FamilyCADULIDAE

DMZides6eﾉc/zelj（Pilsbry＆Sharp）フク

分布：房総半島～台湾．

採集：八文島底土,サンドポンプ．母島,揚砂．

ＧＱｄｊ/αＣＯ/zJbrjde"sWatson

メモ：大島620-720ｍ（Okutani,1966)．

フタマタソ／ガイ1４

1５

ミガキッノガイ科FamilyLAEVIDENTALIIDAE

８LaeWde"ｍﾉﾉ"、ﾉO"giroﾊ"、（Reeve）〈ｶﾞｷｿﾉｶﾞｲ

分布：房総半島～沖縄．

メモ：大島岡田36ｍ（五十嵐,1952)．

９Ｌｔｑｙａｍｅ"Sｃ（Kuroda＆Kikuchi）ﾄﾔﾏﾂﾉｶﾞｲ

分布：相模湾,駿河湾．

メモ：三宅島1080-1205ｍ（Okutani,1968)．

１０Ｌ・ＳＯＭ"mmOkutaniマポロシツノガイ

分布：鹿島灘～駿河湾．

メモ：三宅島1080-1205ｍ（Okutani,1968)．

ロウソクツノガイ科FamilyEPISIPHONIDAE

ｌ１ＥＰ⑩/Zo〃makiyα'nａｉ（Kuroda＆Kikuchi）

ロウソクツノガイ

分布：陸奥湾～インドネシア．
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頭足綱

オオムガイ亜綱

オオムガイ目

オオムガイ科

７S2pjOZezJZ/zMesso"ｉα"αLesson アオリイカ

分布：北海道南部～インド・太平洋．

採集：伊豆・小笠原諸島全域で見られるが,八丈島，

小笠原に多い．式根島神引湾のモク類の中の群泳

を水面から観察したこともある．瀬川（1995）に

よれば,沖縄の市場では「シロイカ」「クアイカ」

「アカイカ」の３種に分け値段も異なる．形態的

には漏斗色素胞の分布で識別可能（丼塚他，

1996)．本州方面のものは「シロイカ」とされて

いるが本海域のもの未調査．

ClassCEPHALOPODA

SubclassNAUTILOIDEA

OrderNAUTILOIDA

FamilyMUTILIDAE

１ＭJ雌ﾉzJspompimsLinnaeus オオムガイ

分布：生貝漂着は鹿児島県南部,死殻漂着は秋田以

南．

メモ：田中七郎大島乳ケ崎にて漂流中を採捕，西村

確認（1975)．三宅島打上（倉田，１９７５；手塚，

1993)．東京水試八丈分場で漂着３個体を展示，小

笠原海洋センターは３個体を展示,データは不明． 開眼亜目

ホタルイカモドキ科

SubordcrOEOOPSIDA

FamilyENOPLOTEUTHIDAE

鞘型亜綱

コウイカロ

コウイカ科

SuclassCOLEOIDAE

OrderSEPIOIDEA

FamilySEPIIDAE

８Ⅲrase"jasc〃ﾉﾉﾉα"ｓ（Berry）ﾎﾀﾙｲｶ

分布：日本海全域,土佐湾以北の太平洋岸．

メモ：大島．

９Ｅ"OpﾉoZezJr/ｊｊｓｃ肋加Ishikawa ホタルイカモドキ

分布：日本海全域,相模湾～豊後水道．

メモ：小笠原産ソデイカの胃内容調査で普通に出現．

２SEpja（Pﾉaltysepjα）CSC"ﾉe"ｔａＨｏｙｌｅ

分布：東京湾～フィリピン．

メモ：三宅島（手塚,1996)．

３ｓ（Domrosepio"）ｐａｅ灯e"iAppellof

分布：房総半島～九州．

メモ：三宅島（手塚,1996)．

ｺウイカ

シシイカ

ツメイカ科FamilyONYCHOTEUTHIDAE

１００〃cﾉzo/e"//zjsbolMｩapo"ｉｃａＯｋａｄａ

分布：三陸～北西太平洋．

メモ：三宅島（倉田,1975)．

ｿメイカ

ツツイカ目

閉眼唖Ｆ１

ヤリイカ科

OrderTEUTHIDA

SubordcrMYOPSIDA

FamilyLOLIGINIDAE

ダイオウイカ科FamilyARCHITEUTHIDAE

４Ｌｏﾉﾉgｏ（P/zoro/oﾉjgo）ｅ血ﾉﾉsHoyle ケンサキイカ

分布：相模湾～インドネシア．

メモ：伊豆諸島海域のイカ漁業の主体,産卵群集が

漁獲対象.主な漁場は大島～三宅島，海況により

八丈島海域にも漁場形成．1963年５－６月神湊フ

カミで連日釣れ大賑わい．方言:ヤリケン．

ＳＬ.（Ｒ）〃αgasQkie"sjsSasakiﾒﾋｶﾘｲｶ

メモ：新島前浜の地引網に５．６月頃大量に入る，

奥谷査定．ケンサキイカの異名（肥後,1993)．

６Ｌ・（Ｈｅｒｅ、ﾉoﾉﾉgo）６ﾉeekerj（Keferstein）ヤリイカ

分布：北海道南部～朝鮮南部．

メモ：大島周辺で若干漁獲,海況により八丈島まで

分布，1968年６月３０日神湊軍艦で大漁．古島

（1998）によれば伊豆大瀬崎の産卵は２月中旬の

満月の大潮,孵化は６週間目の新月，産卵は水深

１０ｍ前後のゴロタ石,畳８枚分の産卵床もあると

のこと．

１１Ａ沈肋e肋jMzα"elM（HilgendorDﾀﾞｲｵｳｲｶ

分布：房総半島以南に漂着記録．

メモ：小笠原水産センター調査船「興洋」ソデイカ

調査の折に腕足を釣獲,アンモニア臭強〈食用と

ならない．

アカイカ科FamilyOMMASTREPHIDAE

ｌ２Ｔｂｄａｍｄｅｓｐａｃ(/iiczJsSteenstrup ｽﾙﾒｲｶ

分布：千島列島～香港．

メモ：スルメイカには３系統群が知られているが，

伊豆諸島海域には,束支那海～九ﾉﾄﾄ|沿岸で発生す

る冬生まれ群の来遊が主体（爲石,1991)．漁場

は八丈島海域まで及ぶこともあるが,主体は大島

～大室川.漁期は通常２－３月だが,1993年には

７－８月．
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ｌ３０ｍｍａｓｔ叩ｈｅｓ６ａ７〃〃（Lesueur）アカイカ

分布：北海道～南太平洋．

メモ：東京水試八丈分場調査船「たくなん」は八

丈島水深400-650ｍで釣獲大島分場調杳船「み

やこ」は鳥島周辺でハマトビウオ調査中に９尾

漁獲.小笠原水産センター調査船「興i羊」はソデ

イカ調査中に釣獲．中村（1995）はバイオテレ

メトリーにより小笠原のアカイカを追1ｶｍ夜間水

深40-70ｍ,昼間水深400-700ｍに生息．

l41VOrotoaar"ｓｐﾉｶﾉﾉjppi"elMVoss ｱﾌﾟﾗｲｶ

分布：二F葉県～フィリピン．

メモ：小笠原．

１５Ｈ〕'αﾉorem肋ｐｅ/αgjc"ｓ（Bosc）ｼﾗﾎｼｲｶ

分布：世界の暖海域（表層性)．

メモ：小笠原諸島以南（肥後,1993)．

１６肋c/eore"'んＭ"〃"osa（Sasaki）スソイカ

分布：北海道東部～南・北太平洋．

メモ：三宅島（倉田,1975)．

１７ｓ//，e"oZem肋ｏ"α/α"ｊｅ"sｉｓ（Lesson）トピイカ

分布：相模湾～熱帯インド・ﾌk平洋．

メモ：三宅島（倉田,1975),八丈島,ハマトビウオ

漁業操業時に多数確認

八腕形目

マダコ超科

マダコ科

OrderOCTOPODA

SuperfamilyOCTOPODOIDEA

FamilyOCTOPODIDAE

Ｚ００ａｑｐｚＪｓｂｅ泥"ｊｃｅＧｒａｙマメダコ

分布：房総半島～インドネシア．

メモ：三宅島ではスダコと言う（倉田，1975)．

Ｚ１０ｃｙα"eａＧｒａｙワモンダコ

分布：愛知県～熱帯インド・太平洋．

メモ：小笠原水深１－２ｍ,サンゴ礁の隙間等に多産．

２２００"vｅｒｉ（Berry）アナダコ

分布：沖縄．

メモ：小笠原（倉田,1969)．

２３０.ａｅｇｍａＧｒａｙスナダコ

分布：三陸～インド・太平洋．

メモ：潮の引いた岩の窪みに多産,好物はカニ類，

浜遊びで一人で百尾捕獲する人も出る．方言アナ

ダコ，前種は生,息しないのかもしれない．

２４０ｍα'ｇｍａｍｓＩｗ,Ｔａｋｉメジロダコ

分布：大分県．

メモ：小笠原（倉田,1969)．

Z5CMjsrocmp"Sα/RakawajIw・Takiｼﾏﾀﾞｺ

分布：相模湾～沖縄．

メモ：体表に白点の縞模様が鮮明,南鳥島にも生息

（西村,1992)．

２６〃'DcrOP"sdq/7e〃（Wulker）ミズダコ

分布：北海道以北．

メモ：1979年４月２３日八丈島三根九石で体長１ｍ，

体重9009の雌を漁獲,足９本（西村,1991)．

Ｚ７ＨＺＺｐα/och/αe"ｑｍａｃ"ﾉosa（Hoyle）ﾋﾖｳﾓﾝﾀﾞｺ

分布：房総半島～インド・太平洋．

メモ：体長10ｃｍ前後，八丈島・小笠原の岸壁等で

多く見られる．噛まれると猛毒，日本近海には外

套背面に長短の青色帯を持ち腕および腕膜には小

さい青色環紋様のある本種と,外套背側面から腕

に直径７－８ｍｍの大きな青色環紋様を持つオオ

マルモンダコの２種が知られている（窪寺，

1998)．

ソデイカ科FamilyTHYSANOTEUTHDAE

１８刀〃sα"ote"Ｚｈｉｓｒ/jom6zJsTroschelソデイカ

分布：世界の暖海．

メモ：海が荒れた後など２尾打ち上がることから心

中イカとも呼ばれている．打上記録は1970年以降

八丈島８例,小笠原10例．卵は浮遊卵塊で八丈島１

例,小笠原３例あり小笠原では飼育も試みられて

いる．小笠原水産センターは1992年に沖縄より技

術導入を図り，1993年水深300-600ｍにて13尾釣獲，

漁船による操業で１０ｔ水場（西村，1994)．1995年

に31ｔ漁獲．

ユウレイイカ科FamilyCHIROTEUTHIDAE

ｌ９Ｃｈ伽rezJr肋（C/ｚｉｍｒａｚＪｍα）ｐｉｃ伽Joubin

分布：相模湾～西太平洋．

メモ：1982年５月父島宮の浜,胴長15.2cｍ

ﾕウレイイカ

アオイガイ超科

ムラサキダコ科

SupcrhlmilyAROONAUTOIDEA

FamilyTREMOCTOPODIDAE

２８乃emocmp"SWCﾉacezJsgmcjα/ｉｓ（Eydoux＆

Souleyet）ﾑﾗｻｷﾀﾞｺ

分布：太平洋の温熱体海域．

－１２３－



メモ：1975年８月18日小笠原父島二見港にて高校生

採集,全長1.7ｍ,体重４Ｋｇの雌２個体を水槽に入

れたところ卵が孵化試食した倉田洋二によれば

｜床はミルガイに似る（朝日新聞９月28日)．

アミダコ科FamilYOCYTHOIDAE

２９ＯＣＷ/zoerzJbe7c"/αZaRafinesque アミダコ

分布：三陸～インド・太平洋．

メモ：三宅島（倉田,1975),小笠原（倉田,1969)．

アオイガイ科FamilyARGONAUTIDAE

Ａ'９０"α"ma7goLinnaeus ｱｵｲｶﾞｲ(ｶｲﾀﾞｺ）

分布：世界の熱帯・暖海域．

メモ：三宅島打上（倉田，１９６２；手塚，1993)．東京

水試八丈分場展示．長谷川浩三1967年に18.8×

13.5ｃｍの漂着個体を採集保有．

Ａ肋"zJs（Lightfbot）ﾀｺﾌﾟﾈ(ﾌﾈﾀﾞｺ）

分布：インド・太平洋の暖海域．

メモ：三宅島大久保浜（倉田,1962)．

４．６oetZge7iMaltzan チヂ(タコプネ

分布：インド・西太平洋の暖海域．

メモ：大島タプランクトン調査にて採集3.70×２６８

ｃｍ・三宅島で生体採集，水槽に収雰するも蕊死

（手塚,1998)．三宅島大久保浜（倉H]，１９６２)．東

京水試八丈分場展示．
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索引一多板殻綱・腹足綱

Ⅵ１１索引

多板殻綱 腹足綱

ア

アオウ（ウシ

アオクシエラウミウシ

アカシマミナシ

アカネイトマキシﾜﾊﾞｲ
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ｱﾔﾋｻﾞﾗｶﾞｲ
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索引一腹足綱

ｳネフデシャジク１３３２

ｳﾈﾎﾗﾅﾘｺウシツプ１３２６

ｳﾈﾑｼﾛ ９７１

ｳノアシ６６

ｳﾌﾟﾀﾞｶﾗ５１２

ｳ（ウサギ５６７

ウミニナイトマキハラプトシャジク1２５６

イサカイクリムシチョウジガイ

イシカプラ

イシダタ《ｱﾏｵﾌﾟﾈ

ｲｼﾏキ

イソウミウシ

イソニナ

イタチイモ

イチョウガイ

イトカケコシポソクチキレ

ｲﾄｶｹｼﾛﾈﾎ

ｲﾄｺｶｲｺｶﾞｲﾀﾞﾏｼ

ｲﾄﾏｷｸﾁｷﾚﾓﾄﾞｷ

ｲﾄﾏｷﾊﾗﾌﾟﾄｼｬｼﾞｸ

ｲﾄﾏｷﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

ｲﾅｽﾞﾏｱｺﾒ

ｲポアナゴ

イポキサゴ

イポシマイモ

イポダカラ

イポニシ

イポフトコロ

イモガイクチｷﾚｶﾞｲﾓﾄﾞｷ

イササポラ

イシﾀﾞﾀﾞ（

ｲｼﾊﾞｼｳ(ウサギ

イソアワモチ

イソチドリ

ィソバショゥ

イチゴナツモモ

イッポンバカイコガイ

イトカケシタダミ

イトカケポラ

イトマキイモ

イトマキニクタケ

イトマキ〈ﾔｼﾛ

ｲﾅｻﾞﾜﾊﾍﾞｶﾞｲ

ｲﾅｽﾞﾏﾌﾈｱﾏｶﾞｲ

ｲﾎﾟｶﾊﾞｲﾓ

ｲﾎﾟキンシバイ

イポソデガイ

イポタマキビ

イポヒメシャジク

イポヨフバイ

イルカヘリトリガイ

イヮカヮウネポラ

イワカワトクサ

４
５
８
４
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０
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０
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６
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ウマノサワラビ

ウ汁ｼｼﾞﾀﾞｶﾗ

ｳﾜクロウ

ウラシマ
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４
４
０
０
５
２
１
８
７
４
４
２
０
２
４
０
３
８
５
７
３
６
２

６
４

２
５
４
０
８
１
０
８
７
８
６
８
６
５
４
１
４
２
２
５
１
１
３
３
３
５
４
１

１
１

１
１
１

１
１
１
１
１

１

ｹｼﾏﾙｼ

ｹﾊﾀﾞﾖｺｽｼﾞﾆﾅ

ｹﾎﾟﾘﾆｾﾁｮｳｼﾞｶﾞｲ

9３１

３４２

３０７

'２１４

１６４０

１２８２

８２１

コイトガイ

コイポテソレイシ

コウシキリオレ

コウシポリチョウジガイ

コｳｼﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

ｺｳﾀﾞｶｶﾗﾏｿ

ｺｳﾀﾞｶﾏｯﾑｼ

ｺｳﾓﾘﾖｳﾗｸ

ｺｵﾆｺﾌﾟｼ

ｺﾞｶｸﾖｳﾗｸ

ｺｶﾞﾀｲﾎﾟﾎﾟﾗ

ｺｶﾞﾈｼﾀﾀﾞ（

ｺｸﾞﾙﾏ

ｺｹﾞｸﾏｻｶ

ｺｹﾞﾌﾃﾞ

ｺｹ瀬ズガイ

ココア／シズクニナ

コシイハガイ

コシタカガンガラ

1６６４

８３８

１５６９

３１３

７９２

１７７４

９１０

７８２

１２０６

７７３

６９１

１２７

１５３９

４６８

１１０２

３９６

１２６８

１６５４

１４９

０
５
１
１
０
９
０
３
３
７
２
６
４
９
４
６
１
８
４

４
５
４
２
６
７
９
７
０
４
４
０
７
１
７
３
９
０

７
７
８

７
２
８
２
３
２
７

０
４
２
７
２

１
１

１
１

１
１
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ｻﾁｺﾂｸﾞﾁ

ｻﾁﾋﾅﾚｲﾝﾀﾞﾏｼ

ｻｿﾏﾋﾞﾅ

ｻﾅｷﾞｷﾘｵﾚ

ｻﾅギマクラ

サピキリオレ

サフランキリオレ

サメダカラ

サメハダキリオレ

サメムシロ

サラサウ《ウシ

サラサバイ

サラサマクラ

サラサモドキ

サンゴＩナシ

サンンョウガイモドキ

サンショクホラダマシ

シ

シイハクチキレ

シィハョフバィ

シオポラ

シシガシラ

シズクニナ

シチクモドキ

シ/プガイ

シポリオトメ

シポリガイ

シポリダカラ

シマアラレポラ

シマオトメ

シマタケ

シマハマソポ

シママッムシ

シマメノウフネガイ

シャカトウグタミ

シャジクマツムシ

ジャ/メダカラ

ジュウリョウフデシャジク

ハズカケサヤガタイモ

ジュズダマダカラ

ジュセイラ

ショウジョウラ

ショクコウラ

シラクモミツクチキリオレ

シラサギップ

サチヒナイポポラ

サソマソプリ

サツマポラ

サナギフデ

サバダカラ

サﾋﾟｸｷﾞｼｬｼﾞｸ

ｻﾂﾞﾚｸﾁｷﾚ

ｻﾒﾊﾀﾞｵﾄﾒｲﾓ

ｻﾒﾊﾀﾞﾑｷﾞｶﾞイ

サヤガタイモ

サラサダマ

サラサバテイ

サラサミナン

サヮラピ

サンショウガイ

サンショスガイ

６９３

７４２

６７４

１１４０

４９２

１３３７

１６２８

１４４４

９３５

１３５３

１４１

１６６

１３８２

４５８

２３０

２３８

５７５

７９７

１０７７

１５７０

１０８８

１５６１

１５９２

４７６

１５８１

９４５

１７４２

２３９

１０７４

１３７４

１４２９

１０６

１０２０

コシタカサザエ

コシタカフジツ

コシタカベニバイ

コシラタマ

コﾀﾞﾏｹﾎﾟﾘ

ｺｿプハフテ

コトリ／マクラ

コナルトポラ

コノポリガイ

コハクタケ

コハクムカシタモト

コバンスソキレ

コピトイトカケ

コピトカラマッ

コフシイトカケ

コベルトｶﾆﾓﾘ

ｺﾎﾗﾀﾞﾏｼ

ｺﾏｲﾁｸﾞｻ

ｺﾏｷｱｹﾞｴﾋﾞｽ

ｺﾏﾀﾞﾗｲﾓ

ｺﾏﾄﾞﾎﾟﾗ

ｺﾞﾏﾌｶﾆﾓﾘ

ｺﾞﾏﾌﾆﾅ

ｺﾞﾏﾌﾎﾗﾀﾞﾏｼ

ｺﾑｷﾞｯﾌﾟｶﾞｲ

ｺﾑﾗｻｷﾚｲｼﾀﾞﾏｿ

ｺﾒﾎﾟﾗ

ｺﾓﾝｲﾓ

ｺﾓﾝﾀﾞｶﾗ

ｺリンソンミノムシ

コロモガイ

コンゴウトクサ

コンペイトウガイ

ｺｼﾀｶｸﾞﾙﾏ

ｺｼﾀｶﾅﾜﾒｸﾞﾙﾏ

ｺｼﾀｶﾍｿヮｺﾞﾏ

ｺｼﾏﾔﾀﾃ

ｺﾀﾞｲｺｶﾞｲ

ｺﾀﾞﾏｻﾝｼｮｳｽｶﾞｲ

ｺﾞﾄｳﾂｸｼ

ｺﾅﾂﾒｶﾞイ

コニクタケ

コハクコゴメ

コハハツクチキリオレ

コハナマソムシ

ゴバンタケ

コピトウラウズ

コピトマメオトメ

コベニフデ

ゴホウラ

コポﾚﾊﾞｹﾎﾟﾘ

ｺﾏｶﾞﾀﾅﾜﾒｸﾞﾙﾏ

ｺﾏｸﾗｶﾞｲ

ｺﾞﾏｯﾎﾟ

ｺﾞﾏﾌｨﾓ

ｺﾞﾏﾌﾀﾞｶﾗ

ｺﾞﾏﾌﾇｶﾎﾟﾗ

ｺﾞﾏﾏﾀﾞﾗ/ｼｶﾞｲ

ｺﾑﾗｻｷｷﾘｵﾚ

ｺﾒｿﾌﾟｶﾞｲ

ｺﾓﾚﾋﾟｺｶﾞﾓｶﾞｲ

ｺﾓﾝスソキレ

ゴリンクチキレ

コレイシダマシ

コンガスリウiウシ

ｺﾝｼﾎﾟﾘﾂﾉﾌﾟｴ

ｺﾝﾎﾟｳｷﾘｵﾚ

ｻ

ｻｲｿﾁﾅｶﾞﾆｼ

ｻｵトメイモ

サガミイトカケ

サガリラタマ

サガミバイ

サクライダカラ

サクラオトメフデ

ザクロモドキ

サザエ

サシコトップ

２０８

６８４

２４１

５８２

５５４

１１９５

１０８０

７０１

１９０

１４９７

４１９

３１

１５１８

１７７５

１５０９

３５０

１０１２

１５５

１７６

１３４９

７９４

３５８

３４０

９９９

５８７

８１８

８０１

１３５９

５２５

１１６４

１２１８

１４７７

２９４

1５４０

１５４５

１７７

１１２２

６５１

２３５

１１５９

１６８０

１４９６

１２０７

１６０８

９４０

１４５９

２９３

１１８７

１１０７

４１４

５５１

１５４４

１０８０

３１８

１３５８

５０６

８００

１００５

１５９７

１７０１

８４

１９

１６４７

７９６

１７４７

３５４

１６１７

シイハツクシ

シイハレイシ

シコロニクタケ

シシダマ

シチクガイ

シドロ

シ/マキ

ｼﾎﾟﾘｶﾞｲﾓﾄﾞｷ

ｼﾎﾟﾘｺｳｼｯﾌﾟ

ｼﾎﾟﾘﾏｷｷﾘｵﾚ

ｼﾏｱﾗﾚ(クリ

シマイポポラ

シマハナシコトソプ

シマベッコゥバィ

シマヅリ

ｼﾏﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

ｼｬｼﾞｸｸﾀﾞﾏｷ

ｼﾞｬﾉﾒｱﾒﾌﾗｼ

ｼｭﾏﾀﾞﾗｷﾞﾘ

ｼﾞｭｽﾞｶｹｸﾀﾞﾏｷ

０
５
２
９
５
２
３
０
１
４
７
９
８
１
６
７
４
５
０
０
３
４
５
７
９
５
０

９
９
７
２
５
２
７
７
１
５
９
８
３
２
９
０
４
１
８
４
５
３
８
２
３
１
７

１
７
４
６
４
４
６

３
５
９
６
３
０
９
８
２
７
４
２
２
６
０
９
８
９
４

１
１

１
１
１

１
１

１
１
１
１
１
１
１

１

1６２３

９５９

６８３

７０７

１２７１

１４５３

１５２１

１１９１

６９

４７７

６６０

１１８３

１４５６

３８３

９０６

４６４

１４２

９１４

４８３

１３３３

１３５０

５１０

６６７

６６８

１２０２

１６１６

１２８８

サイトウタマガイ

サガ(アラレナガニシ

サガミイモ

サガミソクシ

サクラアオガイ

サクライモガイ

ザクロガイ

ササ／ツユ

サザンカイモ

サソリガイ

６１９

１０６５

１４５１

１１８９

７８

１３７８

５９１

１７２８

１３８８

４２９

1０６１

１３９１

１５２９

５９０

１０２７

４９９

１１５７

５９４

２１０

１２７８

ｼﾞｭｽﾞｶｹﾊﾗﾌﾟﾄｼｬｼﾞｸ

ｼﾞｭｽﾞﾏｷｸﾁｷﾚ

ｼﾞｭﾄﾞｳﾏｸﾗ

ｼｮｳﾎﾟｻﾂｶﾞｲ

ｼﾗｸﾓｶﾞｲ

ｼﾗｹﾞｶﾞｲ

ｼﾗﾀｹ
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ｼﾗﾀﾏｶﾞｲ

ｼﾗﾀﾏﾏﾒｳﾗｼﾏ

ｼﾗﾎﾟｼｼｽﾞｸﾆﾅ

ｼﾗﾕｷｷリオレ

シロアラレムシロ

シロイガレイシ

シロイポポラ

シロエリキリｵﾚ

ｼﾛｵﾋﾞｷﾇｿﾞﾊﾞ

ｼﾛｵﾋﾞｻﾅｷﾞﾁﾋﾟｶﾆﾓﾘ

シラタマアマガイ

シラタマサンショウスガイ

シラポシシャジク

シラポハツクチキリオレ

シリオレホラダマシ

シロアンポイナ

シロイポキﾘｵﾚ

ｼﾛｲﾎﾟﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

ｼﾛｵﾋﾟｶｺﾞﾒｺｳｼｿﾌﾟ

ｼﾛｵﾋﾟｺﾀﾞﾏｳｻｷﾞ

ｼﾛｵﾋﾟﾀﾏﾂﾒﾀ

ｼﾛｶﾒｶﾞｲ

ｼﾛｶﾞﾈﾘｭｳｸﾞｳｴピス

シロキリオレ

シロクチフロガイ

シロシノマキ

シロセイロンイモ

シロナルトポラ

シロハリゴウナ

シロフタケ

シロヘソアキト《ガイ

シロマダライモ

シロレイシ

シワガサ

シワキリオレ

シワクマサカ

シワフウリンチドリ

シヮミノムシ

シンザクロガイ

ス

スイシイモ

スイｼｮｳｶﾞｲ

ｽｶｼｶﾞｲ

ｽｷﾞﾓﾄｻﾝｺﾞﾔﾄﾞﾘ

ｽｸﾐｳｽﾞﾗ

ｽｼﾞｳﾈﾘﾁｮｳｼﾞｶﾞｲ

ｽｼﾞｸﾞﾛﾎﾗﾀﾞﾏｼ

ｽジナツメ

スジポラ

ススケマクラ

スズメフウリンチドリ

スソカケサﾙｧヮﾋﾟ

ｽｿｸﾞﾛｷﾘｵﾚ

ｽｿﾑﾗｻｷｲﾓ

ｽｿﾖﾂﾒﾀﾞｶﾗ

268

２３７

１２６０

１６１３

１０１８

１４０４

１５８０

８０９

１３１７

５４８

６０２

１７２７

９９

１６１２

６２７

６７１

１３５５

７１１

７１９

１４９１

607

1424

８３４

５６

１５５７

４６８

４４０

１１４９

５９２

５８４

１６５８

１２６９

１６０１

９４８

８２７

６９２

１６１８

５７３

７１５

１１２８

１７７８

７４８

８３４

１３２１

３４

１７１

６９５

１４９４

１１３２

４０１

９０８

８０４

７０３

７１２

８５５

１０１１

２７２

スマトライモ

スミゾメシズクニナ

ス（レフクレキリオレ

セ

セイロンイモ

セキモリ

セトイロウミウシ

セノエピス

セムシマドアキガイ

センソュモドキ

ソ

ゾウクラゲ

ゾウゲバイ

ソウジョゥイモ

ソウヨウハナゾトガイ

ソウヨウリュウグウエピス

ソナレイモ

ソメヮケオリイレポラ

ソメワケマクラ

タ

タイシャクダマキ

ダｲｵｳｽｿｷﾚ

ﾀﾞｲﾐｮｳｲﾓ

ﾀｲﾜﾝｷｻｺﾞ

ﾀｲﾜﾝﾅﾂﾒ

ﾀｲワンＶムシ

タカサゴビナ

タガヤサハナシ

タカラシタダミ

タキツムガタキリｵﾚ

ﾀｹﾉｺｶﾞｲ

ﾀｹﾉｺｼｬｼﾞｸ

ﾀｿﾅﾐｶﾞｲ

ﾀﾂﾏｷｻｻﾞｴ

ﾀﾃｼﾞﾜＩドリガイ

ダテニシキニナ

タテヨコイトカケ

タマキピ

タロカンス

ダﾙﾏｻﾗｻﾊﾞﾃｲ

ﾀﾛｸﾈｼﾞｶﾞｲ

ﾀﾝﾁｮｳｻﾝｺﾞﾔﾄﾞﾘ

ﾁ

ﾁｶｹﾞｲﾓ

ﾁｸﾞｻｶﾞｲ

ﾎｽｼﾗｹﾞｶﾞｲ

ｽミレハリオレ

1３８１

１２６６

１６００

９１６

１５６５

ｾｷﾋﾂｸﾀﾞﾀﾏｶﾞｲ

ｾｺﾊﾞｨ

ｾﾄﾓﾉｶﾞｲ

ｾﾞﾌﾟﾗﾕﾘｱｶﾞイ

センジュガイ

1３５６

１５３２

１７４４

１１８

３９

７５１

1６６９

１０３４

７２３

１７０７

７５０

ｼﾛｵﾋﾟﾔﾀﾃ

ｼﾛｶﾗﾏｯｶﾞｲ

ｼﾛｶﾞﾝｾﾞｷ

ｼﾛｸﾁｷﾅﾚｲｼ

ｼﾛｺｳｼｿﾌﾟ

ｼﾛｽｿｶｹｶﾞｲ

ｼﾛﾅｿﾓﾓ

ｼﾛﾆｾｲﾎﾟﾎﾟﾗ

ｼﾛフシタケ

シロフヤタテ

シロヘピガイ

シロマッムシ

シロレイシグマシ

ｼﾜｵｷﾆｼ

ｼﾜｸﾁﾅﾙﾄﾎﾟﾗ

ｼﾜﾄﾖﾂ

ｼﾜﾎﾗﾀﾞﾏｼ

ｼﾝｶｲﾌﾈｱﾏｶﾞｲ

ｿﾞｳｹﾞﾀｹ

ｿﾞｳｹﾞﾌﾃﾞ

ｿｳﾖｳﾈｼﾞﾊﾞｲ

ｿｳﾖｳﾋｹﾞﾏｷｶﾞｲ

ｿﾞｳムシコゴメ

ソメワケオトメ

ソメワケキリオレ

５９９

１０２５

１４０８

５９７

９８

１４２７

１２２０

１０８９

1４８７

１１４１

９７８

４５５

１２１６

１１８０

１５８５

ダイオウキヌソソミ

ダイオウナガニシ

タイヮンカヤハガイ

タイワンタマキピ

タイヮンバイ

タカカプラ

タカノハヨウラク

タカラコゴメ

タキイトカケ

タキフデ

タケノコカニモリ

タケ/コポタル

タッ／コヘビガイ

タテガ(ﾊﾗﾌﾟﾄｼｬｼﾞｸ

ﾀﾞﾃﾄｸｻﾊﾞｲ

ﾀﾃﾋﾀﾞｲﾎﾟｳ(ｳｼ

ﾀﾆｼｿﾎﾟ

ﾀﾏﾑｼｳｽﾞ

ﾀﾙﾀﾞｶﾗ

ﾀﾞﾙﾏＩﾄﾞﾘｶﾞｲ

ﾀﾞﾝﾀﾞﾗｽｿｷﾚ

ﾀﾞﾝﾍﾞｲｷｻｺﾞ

１３３６

２６

１４１８

１８１

１６８１

１１５３

１０７８

１４１０

１８７

１５７４

１４９０

１２３３

１７１７

２０２

１６９９

１０５５

１５２８

２８１

２２２

１６７

１５１４

８６５

５７９

１０６２

１６５３

２８３

１０２６

８９２

７８１

１２１２

１５１６

１１４８

３７３

１０６７

４０５

１２５５

９８９

１７５３

２９９

１６３

４７９

１６９８

２８

１８０

ｽｲｼﾞｶﾞｲ

ｽｶﾞｲ

ｽｷﾞﾀﾆｾｺﾊﾞｲ

ｽﾞｷﾝﾌｳﾘﾝﾁﾄﾞﾘ

ｽｹﾞｶﾞｻ

ｽｼﾞｸﾞﾛﾆｼｷﾆﾅ

ｽｼﾞｻﾝｺﾞﾔﾄﾞﾘ

ｽｼﾞﾊﾏｼｲﾊｶﾞｲ

ｽｼﾞﾏｷベニバイ

スズメｶﾞｲ

ｽｿｶｹｶﾞｲ

ｽｿｷﾚｶﾞｲ

ｽｿﾁｬﾏﾝｼﾞ

ｽｿﾑﾗｻｷﾀﾞｶﾗ

ｽﾊﾀﾞｼﾀｸﾞ（

1４３７

４１２

５２

８６２

６４６

３１２

１０１０

１６８９

１１９６

１０８７

４４５

２９

１５８４

１４２６

４９１

１
２
６
６
４
４
６
７
２
７
３
０
７
７
２

３
１
３
４
６
５
５
６
４
３
４
２
２
８
９

４
２
０
４

０
８
７
２
４

３
４
１

１
１

１
１

ﾁｷﾞﾚﾌｼｴﾗｶﾞｲ

ﾁｸﾞｻｶﾆﾓﾘ

1４２８

１５１

1７２１

３６１
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索引一腹足綱

ﾁｺﾞﾊﾞｲ

ﾁｼﾞﾜｹﾎﾟﾘ

ﾁﾁｼﾞﾏｺｳｼｿﾌﾟ

ﾁﾁﾞ《バショウ

チヂ(フトコロ

チヂワバイ

チドリガサ

チピアシヤ

チビスナモチッポ

チピソﾕﾀﾞﾏ

ﾁﾋﾞﾑｷﾞｶﾞｲ

ﾁｬｲﾛｲﾄｶｹｷﾞﾘ

ﾁｬｲﾛｸﾚﾊｶﾞｲ

ﾁｬイロタマキビ

チャイロプドウガイ

チャガスリキリオレ

チャソポ

チャマダライトカケ

チュウクワハカニモリ

チョウセンサザエ

チリメンアナゴウ

チリメンイモフデ

チリメンダカラ

チリメンヒメカタベ

ツ

ソクシタケ

ソタ/ハ

ソッミガイ

ソ／イロチョウチンフデ

ツ／ｸﾀﾞﾏｷ

ｯﾙｲｼ

ｿﾎﾟｳｷｿﾞｯ

ｿﾏｸﾞﾛﾔﾅｷﾞｼﾎﾟﾘﾀﾞｶﾗ

ｯﾏﾍﾞﾆﾏｿﾑｼ

ﾂﾏﾑﾗｻｷﾒﾀﾞｶﾗ

ｯﾑｶﾞﾀｲﾓﾌﾃﾞ

ｿﾔｲﾓ

ｯﾔﾀﾞｼｺﾄﾂﾌﾟ

ｿﾔﾌﾟﾄﾞｳｶﾞｲ

ﾂﾘﾌﾈｷﾇｿｯﾐ

ﾃ

ﾃﾂｱｷチドリダカラ

テツイロナマコヤドリニナ

テッレイシ

テラマチスイフガイ

ﾁｺﾞﾌﾃﾞ

ﾁﾁｶｹﾅｼｼﾞﾀﾞｶﾗ

ﾁﾁﾞ汁ワメグルマ

チヂミハマソト

チヂワサンゴヤドリ

チトセボラ

チドリダｶﾗ

ﾁﾋﾞｻﾝｺﾞﾔﾄﾞﾘ

ﾁﾋﾟﾀｹﾉｺｶﾞｲ

ﾁﾋﾟﾂｸﾁｷﾘｵﾚ

ﾁﾏｷポラ

チャイロキヌタ

チャイロコウシソプ

チャイロナワメグルマ

チャイロホソイトカケギリ

チャスジコウシソプ

チャポイトカケクチキレ

チャマダラキリオレ

チョウジフシイトカケ

チョウセンフデ

チリメンアマオプネ

チリメンオリイレポラ

チリメンナルトポラ

チリメンフウ')ンチドリ

ﾃﾏﾘｼﾛﾈﾊ

ﾃﾘﾀﾏｷﾋﾟ

ﾃﾝｸﾞｶﾞｲ

ﾃﾝｼﾞｸｶﾝｽ

ﾃﾝｽｼﾞｺｸｼｿﾌﾟ

ﾃンロクケポリ

1０３１

５７０

１３１４

７５９

９００

９８３

４２

１３０

３８７

１２１１

938

1644

1534

２８０

１６９３

１６０５

322

1524

３６８

２０６

１４

１１３５

４７５

９２

１１３３

５２８

１５５３

１１６８

８７６

１０６３

４７１

８６６

１４５２

１６０７

１３３９

５０４

１３０５

１５５２

１６４３

１３１５

１６３０

１５８８

１５０８

１０９５

２５４

１２２１

７１３

４４３

テラマチトクサ

テリカラマソ

テンガイ

テンジクイモ

テンジククダマキ

テンスジ／シガイ

ト

トアiフウリンチドリ

トウイトバイ

トウガタガイ

トウガタコシポソクチキﾚ

ﾄｳﾀﾞｶｴﾋﾟｽ

ﾄｳﾏｷｷﾘｵﾚ

ﾄｶﾞﾘｱﾔﾒｹﾎﾟﾘ

ﾄｷｵｷﾇｿﾊﾊ

ﾄｸｻｷﾘｵﾚ

ﾄｸﾅｶﾞﾏﾒﾋｶﾞｲ

ﾄｹﾞｱﾒﾌﾗｼ

ﾄｹﾞｼﾗクモガイ

トゲハマプト

トサカセン

トサスソキレ

トックリキリオレ

ﾄビイロフデ

トミガイ

トラフクダマキ

トラフモミジポラ

ドロシーヨウラク

ドングリｲﾓ

ﾄﾞﾝｸﾞﾘﾌﾃﾞ

ﾅ

ﾅｶﾞｱｼﾞﾛｲﾓ

ﾅｶﾞｲﾓﾌﾃﾞ

ﾅｶﾞｺﾊﾞﾝｽｿｷﾚ

ﾅｶﾞｻｷﾆｼｷﾆﾅ

ﾅｶﾞｼﾏｲﾓ

ﾅｶﾞｽｽﾞｶｹﾎﾟﾗ

ﾅｶﾞﾂｸｼ

ﾅガニシサンゴヤドリ

ナガヒメネジガイ

ナガメアラレクチキレ

ナカヤスカセン

ナギサ/シタタリ

ナシガタＷシロ

ナツメイモ

1４６５

１７７３

４７

１３７１

１２５９

１００４

４５２

２８９

７４４

２２１

１３１６

５５５

トウイト

トウガタイトカケ

トウガタカニモリ

トウカムリ

トウキビキリオレ

トカシオリイレ

トガリキリオレ

トクサガイ

トクサバイ

ドクロﾑｶﾃﾞ

ﾄｹﾞｴﾋﾟｽ

ﾄｹﾞﾂﾌﾟﾁｮｳｼﾞｶﾞｲ

ﾄｹﾞﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

ﾄｻｶｿﾗｶﾞｲ

ﾄｻﾐｸﾘ

ﾄｯｸﾘﾀﾏｺﾞｶﾞｲ

ﾄ（エビス

トヨッガイ

トラフケポリ

ドレイパーケポリ

トリデニナ

ﾄﾞﾝｸﾞﾘｺｿﾎﾟ

ﾄﾝﾎﾟｿﾃﾞｶﾞｲ

４４２

１０２９

１６２０

１２７５

１１６

１５６２

５６２

５７７

１５８２

１７０４

１７２０

８３９

１１６９

８８２

２５

１６０４

１１０８

６０８

１２４３

１２６２

７７５

１４３０

１１１３

５
２
５
９
７
９
４
４
６
３
４
７
６
２
４
４
５
３
３
１
０
１
１

９
２
７
４
８
１
６
６
８
０
１
９
１
６
９
８
２
５
６
６
９
０
２

９
５
３
６
５
２
５
４
９
４
１
２
８
４
９
６
１
８
５
５
３
３
４

１
１
１
１
１

１

ツグチガイ

ツチヤェピス

ツゾレキリオレ

ソノキガイ

ソ/テッレイシ

ツポｲモガイ

ッボﾐ

ﾂﾏﾆｹﾎﾟﾘ

ｿﾏﾍﾞﾆﾒﾀﾞｶﾗ

ﾂﾑｲﾓｶﾞｲ

ｿﾒﾀｶﾞｲ

ﾂﾔｼｲハクチキレ

ツヤハマシイハガイ

ツララガイ

1４７１

５４

６３８

１１４２

１２２９

８３６

１７３６

４８１

９３７

５１３

１１３９

１３６３

１３２９

１６９１

５７６

５７１

１１２

１５６７

１０４２

８３７

１４１６

７１

５６０

５１４

１４３６

６０９

１６２４

１７６６

１６７０

ﾅｶﾞｲﾄﾏｷﾎﾟﾗ

ﾅｶﾞｶｽﾞﾗｶﾞｲ

ﾅｶﾞｺﾞﾏﾌﾎﾗﾀﾞﾏｼ

ﾅｶﾞｻﾗｻﾐﾅｼ

ﾅｶﾞｼﾏﾔﾀﾃ

ﾅｶﾞﾀｹﾉｺｶﾆﾓﾘ

ﾅｶﾞﾆｼ

ﾅｶﾞﾊﾂｶネホ

ナカマクリムシチョウジガイ

ナガリムシ

ナガレポリシラタﾏ

ﾅｷﾞｻﾉｿﾕ

ﾅｼｼﾞﾀﾞｶﾗ

ﾅｿﾒｶﾞｲ

1４０９

１１３７

３３

１０５３

１３９６

６８２

１１６０

８６８

１５２７

１６３２

８８４

１７７２

６４０

１４２１

1０４１

６５３

１０００

１３７５

１１２１

３７２

１０５６

３９２

３２０

１１５０

５８６

１７０９

５２９

１６７９

ﾃﾂｲﾛﾅﾂﾓﾓ

ﾃﾂﾎﾟﾗ

ﾃﾏﾘﾀﾞﾏ

ﾃﾗﾏﾁﾀﾞｶﾗ

４７２

７２９

８４０

１６６５

1７３

８５０

６２１

５０２
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索引一腹足綱

ﾊﾁｼﾞｮｳﾈｼﾞｶﾞｲ

ﾊﾁｼﾞｮｳﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

ﾊｿｶｸﾌﾀﾅｼｼｬジク

バティラ

ハテノシガイ

ハナイモガイ

ハナカゴオトメ

ハナガス功／ｺ

ﾊﾅｺﾞｳﾅ

ﾊﾅｼﾌﾃﾞ

ﾊﾅﾁｸﾞｻ

ﾊﾅﾋﾞﾗﾀﾞｶﾗ

ﾊﾅﾏﾙﾕｷ

ﾊﾅﾔｶｸﾀﾞﾏｷ

ﾊﾅﾜｲﾓ

ﾊﾊｼﾞﾏｶﾜﾆﾅ

ﾊﾌﾟﾀｴｺﾄｯﾌﾟ

ﾊﾌﾟタエスソキレ

ハブタエプドウガイ

ハベサンゴヤドリ

ハマゾト

ハﾔｼｸﾞﾙﾏ

ﾊﾔﾏﾋﾗｺﾏ

ﾊﾞﾗｨﾛヵｾﾝ

ﾊﾞﾗｲﾛﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

ﾊﾞラフィモ

ハラプトシャジク

ハリオレ

ハリクルマガイ

ハリハマソポ

ハレヤカオトメ

ハワイソララガイ

バンチャソポ

ハルイフデ

ヒ

ヒイデコｳｼｿﾌﾟ

ﾋｸﾅﾜﾒｸﾞﾙﾏ

ﾋｻｺﾞシャソク

ヒシヨウラク

ヒゼンツクシ

ヒトエガイ

ヒトスジキリオレ

ヒトデナカセ

ヒナイモガイ

ヒナエゾバイ

ﾊﾁｼﾞｮｳﾕｷｽｽﾞﾒ

ﾊｯｶｪﾋﾟｽ

ﾊｿﾕｷﾀﾞｶﾗ

ﾊﾃﾞｵﾄﾒ

ﾊﾃﾞﾔﾏﾏﾕｶﾞｲ

ﾊﾅｵﾄﾒ

ﾊﾅｶﾞｻｲﾓ

ﾊﾅｶﾆﾓﾘ

ﾊﾅｺﾞｼｮｸﾞﾙﾏ

ﾊﾅﾀﾞﾀ（

ハナツメタ

ハナマソムシ

ハナムシロ

ハナヤカケポ）

ﾊﾅﾜﾚｲｼ

ﾊﾊｼﾞﾏﾊﾆﾅ

ﾊﾌﾟﾀｴｼﾀﾀﾞﾐ

ﾊﾌﾟﾀｴﾁｮｳｼﾞｶﾞｲ

ﾊﾌﾟﾀｴﾙﾘｶﾞｲ

ﾊﾏｼｲﾊｶﾞｲ

ﾊﾓﾝﾄﾞﾀﾞｶﾗ

ﾊﾔﾃｷﾞﾘ

ﾊﾞﾗｲﾛｱﾗﾎﾟﾘｸﾁｷﾚｯﾌﾟ

ﾊﾞﾗｨﾛｾﾝｿﾞｭ

ﾊﾗﾀﾞｶﾗ

ﾊﾞﾗﾌｼﾗﾀﾏ

ﾊﾘｳｷｯﾎﾟ

ﾊﾘｵﾚﾓﾄﾞｷ

ﾊﾘｻｻﾞｴ

ﾊﾙｼｬｶﾞｲ

ﾊﾜｲサソマポラ

ハンオビコトソプ

バンザイラ

ﾅｿﾒﾓﾄﾞｷ

ﾅナカﾄﾞｹﾎﾟﾘｸﾁｷﾚｿﾌﾟ

ﾅﾜﾒｸﾞﾙﾏ

ﾅﾝｶｲﾎﾟﾗ

ﾅﾝﾖｳﾀﾞｶﾗ

ﾅﾂﾒｸﾞｶﾗ

ﾅﾂﾓﾓ

ﾅ（ヒメムシロ

ナンカイキリオレ

ナンヨウクロ汁シ

ナンヨウピナ

４８４

１３０３

１５４８

６９８

５４４

1５１４

８１９

１２７９

１４７

１０１５

１４１２

１１５４

２６６

７１８

１１２０

１５３

５３６

５３４

１２４８

１３５４

３３８

１２９０

２２

１６９４

８６３

１１６７

１５４３

１１１

８８７

８２０

１３８６

１２５２

１５７１

１００

３８４

１１７７

１６７１

３２３

１１１０

５
０
６
２
０
５
１
９
６
７
０
９
４
８
３
２
３
３
４
８
７
９
１
２
３
８
２
３
５
３
６
９
９

７
２
２
７
０
７
６
５
８
３
１
３
６
５
２
３
８
０
０
６
１
７
８
５
４
８
８
７
２
４
７
８
６

２
１
５
１
７
１
３
３
１
１
６
９
９
５
８
９
１
３
５
７
５
４
２
７
５
５
３
５
２
３
６
２
６

１
１
１
１

１
１

１
１

１
１

１
４８５

１６８

967

1603

1340

1092

ニクイロカプトウラシマ

ニクイロフジソ

ニクタケ

ニシキウズ

ニシキｴﾋﾟｽ

ﾆｼｷﾂバメガイ

ニシキ/ｷﾊﾞ

ﾆｾｲﾎﾟｼﾏｲﾓ

ﾆｾｻﾊﾞﾀﾞｶﾗ

ﾆｾﾁｮｳｼﾞｶﾞｲ

ﾆｯﾎﾟﾝﾀﾏｶﾞｲ

ﾆｯﾎﾟﾝﾜﾀｿﾞｺｼﾛｶﾞｻ

ﾇ

ﾇ／メハマシイハガイ

ヌメリマクラ

ヌリハダフデ

ネ

ネコガイ

ネソガイ

ネズミキリオレ

ノ

〃ガイ

ノシメニナ

ハクダマキ

ハニナモドキ

ノンピリチョウジガイ

ノヘ

バィ

ハイイロマクラ

ハイイロョフバイ

パイプウニヤドリニﾅ

ﾊｷﾞﾉｯﾕ

ﾊﾞｸﾀﾞﾝｳﾆﾄｹﾞﾔﾄﾞﾘﾆﾅ

ﾊｸﾞﾙﾏﾋﾒｶﾀﾍﾞ

ﾊｼﾅｶﾞﾂ/ﾌﾟｴ

ﾊﾀｴｲﾄｶｹ

ﾊﾀﾞｶｿﾞｳｸﾗｹﾞ

ﾊﾁｼﾞｮｳﾀﾞｶﾗ

ﾆｸｲﾛｿﾑﾊﾞｲ

ﾆｸｲﾛﾌﾟﾄﾞｳｶﾞｲ

ﾆｼｷｱﾏｵﾌﾟﾈ

ﾆｼｷｳﾐｳｼ

ﾆｼｷｻｻﾞｴ

ﾆｼｷﾆﾅ

ﾆｼｷﾐﾅｼ

ﾆｾｲﾎﾟﾎﾟﾗ

ﾆｾｼﾛﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

ﾆｯﾎﾟﾝﾀﾞｶﾗ

ﾆｯﾎﾟﾝﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

ﾆﾇﾘﾄｸｻ

９８０

１６９２

２５３

１７４８

２０９

１０５２

１４２０

６９４

８０５

５００

８１２

１４６６

６５４

６８７

１４９２

１５８

１１７

１６７６

１０９８

１３９８

４９４

３０９

６１８

２７８

ヌノメリスガイ

ﾇリッヤカセン

6１４

８８１

1７６９

１０８３

１１０４

ﾈｺｼﾞﾀｻﾝｺﾞヤドリ

ネホガイ

864

616

６３９

１５１３

１６１９

/シメアラポリクチキレソブ

ハカニモリ

ハニナ

ハフデ

1２８４

３６０

９２８

１１９３

lOO7

1001

1231

９２９

３０８

ハイイロタマガイ

ハイイロミナシ

パイナップルウミウシ

バイプヨウﾗｸ

ﾊｸｼｬｳｽﾞ

ﾊｸﾞﾙﾏｩﾗｩｽﾞ

ﾊｸﾞﾙﾏﾐｽﾞｽｲ

ﾊﾞｼｮｳｶﾞｲ

ﾊタガイ

ハダカムギガイ

ハチジョウチチカケガイ

６３６

１３８５

１７５１

７７８

１６１

２１４

８７５

７５５

８２４

５８３

２７７

1023

1091

９５５

７３１

６３４

７３５

９６

３５５

１５２６

６００

５１９

ﾋカリシタダ（

ﾋﾞｸﾆｷﾘｵﾚ

ﾋｼｵﾄﾒ

ﾋｽﾞﾒｶﾞｲ

ﾋﾀﾞﾄﾘﾑｼﾛ

ﾋﾄｴｽｿﾑﾗｻｷﾀﾞｶﾗ

ﾋﾄｽｼﾞﾂ/クダマキ

ヒトフシイトオケ

ヒナウＩウサギ

ﾋナオトメ

1３１２

１５４６

１２３５

７６９

１１８４

１７２３

１６０６

４３８

１４５０

１０３０

１９４

１５９１

１１７８

１７７０

９６３

４８８

１２２８

１５１０

５５６

１１８８
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ﾋﾛﾍﾞｿﾅﾜﾒグルマ

ピワガイ

ヒロトラダマ

ヒロレイシダマシ

ピワガタナメクジ

フ

フイリフデシャソク

フカポリキリオレ

フクスケヤキイモ

フクリンコグルマ

フシイトｶｹｶﾞｲ

ﾌｼﾀﾞｶｼﾁｸ

ﾌｼﾞｲﾛミツクチキリオレ

フジナ（ｳﾐｳｼ

ﾌﾀﾓﾁﾍﾋﾟｶﾞｲ

ﾌﾃﾞｲﾓ

ﾌﾟﾄﾞｳｶﾞｲ

ﾌﾄｳﾈチョウジガイ

フトコトップ

フトコロマソムシ

フトスジアマガイ

フトヒメヨウラク

フリジアガイ

フロガイ

ヘ

ヘコミソララガイ

ヘソアキオリイレポラ

ヘソアキコガネェピス

ヘソアキトミガイ

ヘソヮゴマ

ヘリトリムラサキキリオレ

ベッコゥィモ

ベッコゥバィ

ベッコウフネアマガイ

ベニイタダキイモ

ベニゥミフデ

ベニオキナエピス

ベニオビショクコウラ

ベニガンゼキ

ベニサンゴヤドリ

ベニシリダカ

ベニタケ

ベニﾊﾞィ

ベニフデ

ベニヤカタガイ

ベンテンィモ

1５５０

６４８

６２２

７８９

１７１８

ヒナコダマウサギ

ヒナゾル

ヒナマクラ

ヒネモスクチキレ

ヒメイシダタミアマオブネ

ヒメイトマキポラ

ヒメウズラタマキビ

ヒメウヅダマキ

ヒメエゾポラモドキ

ヒメカセン

ヒメカニモリ

ヒメカラスキ

ヒメキリガイ

ヒメクリイロヤタテ

ヒメゴウナ

ヒメコゲチャタケ

ヒメコメツプ

ヒメショクコウラ

ヒメシロレイシダマシ

ヒメタカジリ

ヒメチグサカニモリ

ヒメトクサバイ

ヒメネジガイ

ヒメフトギリ

ヒメマソムシ

ヒメミソカドポラ

ヒメムロガイ

７
７
９
３
６
０
２
７
４
０
７
７
３
６
８
８
３
１
３
５
３
７
５
１
７
１
６
７
１
５
６
９
３
１
３
３
６
９
３
４
７
８
３
６
１

４
５
７
３
４
４
９
２
８
８
７
５
７
１
４
６
０
０
０
６
６
８
２
０
０
８
９
８
２
２
５
３
１
８
５
６
４
５
７
７
３
５
２
８
６

６
０
８
３
２
３
７
４
４
４

５
６
０
６
２
０
２
２
９
８
３
７
４
１
６
４
７
２
８
１
３
９
５
５
９
６
８
２
５
１
９
０

７

１
１

１
１

１
１
１
１
１
１

１
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

ﾋナカゴサンショウガイモドキ １０７

１８８

７６８

５１５

１９６

１５３０

１１３６

９７２

４５４

９５０

９３

２６７

３３０

１４８

３６９

３５１

６８

６７０

１０２８

７２７

１４１１

６１１

９９１

４９８

５３８

８９９

９７３

１７６２

１６６１

１２５８

７８５

１５０５

１０３３

１７３１

１１０

１４４２

７６３

８５４

１９５

１５５１

１５０６

８７７

８２９

５４９

８３３

ヒナシタダｌ

け/カムリ

ヒナメグカラ

ヒメアヮピ

ヒメイトカケ

ヒメイモフデ

ヒメウネムシロ

ヒメエゾヌキガイ

ヒメオリイレヨフバイ

ヒメカタベ

ヒメカ／コ

ヒメギクガイ

ヒメクポガイ

ヒメクハカニモリ

ヒメコオロギガイ

ヒメコザラ

ヒメソュセイラ

ヒメシライトマキ

ヒメセトモノガイ

ヒメタガヤサン

ヒメソメタ

ヒメニシ

ヒメハラダカラ

ヒメホシグカラ

ヒメマルフトコロ

ヒメムシロ

ヒメメリベ

ヒメヤカタガイ

ヒメヤゲンイグチ

ヒメヨウラク

ヒメルリガイ

ヒモカヶセコバイ

ヒラカメガイ

ヒラコマ

ヒラセイモ

ヒラセチヂ《バショウ

ヒラセトヨッ

ヒラヒメアワビ

ヒラマキナワメグﾙﾏ

ﾋﾙｶﾞｵｶﾞイ

ヒレナシ（ズスイ

ヒロクチイガレイシ

ヒロクチコダマウサギ

ヒロクチレイシ

フウリンチドリ

フカポリヒメムシロ

フクトコプシ

フクレシラゲガイ

フシクリムシ

フシデサソリガイ

フジッガイ

フタカドスソキレ

フチヌイフデ

フデガタサノゴヤドリ

フトウネサンゴヤドリ

フトコウシツプ

フトコロガイ

フトコロヤタテ

フトスジムカシタモト

フネァマｶﾞｲ

ﾌﾙﾔｶﾞｲ

ﾌﾛｶﾞｲﾀﾞﾏｼ

９
８
６
３
３
０
８
２
５
７
９
８
１
９
７
９
８
５

３
６

１
３
３
８
３
１
６
６
１
０
２
１
６
９
２

４
９

９
７
４
６

１
８
８
３
９
１
４
２
１
６

１
１

１

１３３０

１５５５

１３７７

１５４２

１５０７

１４６７

１６１４

１７4５

４０４

１４３１

１６９０

３１５

１２９１

９４２

２４９

７８６

７９９

６２６

ﾍｿｱｷｧｼﾔｪﾋﾟｽ

ﾍｿｱｷｸﾎﾞｶﾞｲ

ﾍｿｱｷﾄｹﾞｴﾋﾞｽ

ﾍｿｶﾄﾞｶﾞｲ

ﾍﾋﾟｶﾜｶﾆﾓﾘ

ﾍﾘﾄﾘｺﾀﾞﾏｳｻｷﾞ

ﾍﾞｯｺｩｻﾞﾗ

ﾍﾞｯコゥフデ

ベニアラレポラ

ベニィモ

ベニェピス

ペニオトメ

ベニオピミツクチクチキレ

ベニキヌソハ

ベニシポリ

ベニシヮマッムシ

ベニッﾌﾟサンショウ

ベニフジサヤガタガイ

ベニマキ

ベンガラモヅボラ

１０３

１４５

１１５

３２４

３７８

５５７

５８

１１０５

６６２

１３６２

１７０

１１５５

１６０９

５７２

１６６３

９２４

２３３

１３５２

１０４５

１２６３

1７０２

１２２２

１３２

６０６

１８９

１５９０

１３６６

１０１６

２７１

１４００

１１０３

3

1200

７６１

８５７

１６５

１４８２

２４０

１１１９

１６６２

１４２２

ヒメモモイロフタナンシャソク

ヒメヤクジマ

ヒメヤタテ

ヒメヨフバイ

ヒモカケシリキレポラ

ヒラアナゴウ

ヒラカラマッガイ

ヒラスカシｶﾞｲ

ﾋﾗｾｳﾈﾎﾟﾗ

ﾋﾗｾｿﾉﾏﾀﾓﾄﾞｷ

ﾋﾗﾄﾞｻﾝｺﾞﾔﾄﾞﾘ

ﾋラマキイモ

ヒラユキスズメ

ヒレコハクシタダ（

ﾋレピロバショゥ

ヒロクチイモ

ヒロクチダカラ

ヒロトクサモドキ
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ホ

ポウシュウポラ

ホウシュノタマダマシ

ホクロツクシ

ホシガタフウリンチドリ

ホシダカラ

ホソアラレキリオレ

ホソウネポラ

ホソカゴメホラダマシ

ホソコモンマクラ

ホソシポリツ／プエ

ホソジュセイラ

ホソスジチョウジガイ

ホソセトモノガイ

ホソタマゴガイ

ホソニシ

ホソ／シガイ

ポバヤコドリ

ホソムシロ

ホソヤカキリオレ

ホソヤスソキレ

ホタルクリムシ

ホ／ホ／オトメ

ホラガイ

ホラナリコウシツプ

ポロチョウジガイ

ホンカリガネ

ﾎﾝｻﾊﾞﾀﾞｶﾗ

ﾏ

ﾏｱﾅｺﾞｳ

ﾏｲﾋﾒｲﾓ

ﾏｶﾞｷｶﾞｲ

ﾏｷｽｼﾞｺ《ﾐｶﾞｲ

ﾏｷｿﾞﾒﾆﾅ

ﾏｷﾂﾞｪﾋﾟｽ

ﾏｷﾓﾉｼｬｼﾞｸ

ﾏｸﾗｶﾞｲ

ﾏｸﾗｿﾃﾞｶﾞｲ

ﾏｻｺｶﾒｶﾞｲ

ﾏﾀﾞﾗｲﾓ

ﾏﾀﾞﾗﾂﾞﾝｷﾞﾘｷﾞﾘｿﾞｯ

ﾏｯﾑｼｶﾞｲ

ﾏﾄﾞｱｷｶﾞｲ

ﾏﾕﾌﾃﾞ

ﾏﾙｱﾏｵﾌﾟﾈ

マルアラレタマキピ

マルクワイガイ

マルシロネズミ

マルタマキビ

マルトリデニナ

マルフデガイ

マルベッコゥバィ

マンジュウガイ

マンポウガイ

ミ

ミウライモ

（ｶﾞｷｷｼﾞﾋﾞｷｶﾞｲ

（ガキタケ

（ガキトクサバイ

（ｶﾞｷﾌﾟﾄﾞｳｶﾞｲ

ミカドウミウシ

（カンへピガイ

リリガイ

（ケイロキリオレ

《サカエクチキレ

ヅンイトカケシタダ（

（ジンカプトシタダ《

ﾂﾞﾝｿｯｶﾞｲ

ﾂﾞﾝﾑｶﾃﾞ

ﾐｽｼﾞｮﾌﾊﾞｨ

ﾂﾞﾚｼﾏﾔﾀﾃ

ﾂﾞｶﾄﾞｺﾊｸｼタグ《

＄ツユピガイ

Ｉドリアメフラシ

Ｉドリチグサ

汁ミァジロイモ

リムシガイ

（〈ズガイ

ロリオトメ

ム

ムカシタモト

ムカデリウミウシ

ムカﾄﾞケポリクチキﾚﾂﾌﾟ

ﾑｷﾞｿﾌﾟﾀﾞｶﾗ

ﾑｸﾏﾝｼﾞｭｳｶﾞｲ

ﾑｼﾎﾟﾀﾙ

ﾑｼﾛﾀｹ

ﾑニンコゴメ

ムラクモイモ

ムラクモコダマウサギ

ﾏﾙｶﾒｶﾞｲ

ﾏﾙｻｻﾞｴ

ﾏﾙｾｻｻ／ソユ

マルテンマッムシ

マルニシ

マルフトコロガイ

マルマカセン

マンｼﾞｭｳｼﾀﾀﾞ（

４
７
７
２
１
６
７
４
０

８
９
４
８
９
９
１
０
５

２
８
４
２
３
０
０
６
６

１
１

1７２６

２０５

１７２９

９１７

１０４８

８９８

８８８

３３２

ホウシュノタマ

ホウライカラマッ

ポサツガイ

ホシキヌタ

ホシヤマオトメフデ

ホソアラレクチキレ

ホソウミニナ

ホソケシカニモリ

ホソシチクモドキ

ホソシワハニナ

ホソスジｳｽﾞﾗﾀﾏｷﾋﾞ

ﾎｿｽｼﾞﾃｯﾎﾟﾗ

ﾎｿﾀｶﾞﾔｻﾝ

ﾎｿﾁﾘﾒﾝﾆﾅ

ﾎｿﾆｼｷﾆﾅ

ﾎｿﾌﾃﾞｼｬｼﾞｸ

ﾎｿﾑｷﾞｮﾌﾊﾞｲ

ﾎｿﾑﾛｶﾞｲ

ﾎｿﾔｸｼﾞﾏ

ﾎﾀﾙｶﾞｲ

ﾎﾟﾀﾝﾏｿヮﾘﾀﾞｶﾗ

ﾎｵﾊﾞﾘｺﾂﾌﾟ

ﾎﾗﾀﾞﾏｼ

ﾎﾛｶﾞｲ

ﾎﾝｶｸｼﾞﾋｶﾞｲ

ﾎﾝｸﾏｻｶ

６９７

６３５

１１６１

４４１

５３７

１５９５

700

1009

1093

３５３

６７２

３０２

724

1683

1057

1002

２７６

９７４

１５８９

２３

７２２

１１７３

６９６

１３２４

３１１

１２４１

４９３

６２８

１７７６

９２５

５４２

１１９２

１６３１

３８９

７１４

１４５４

９３３

２８８

８４９

１４１７

１５１１

１０４７

１３３１

９７６

８９５

５２４

１０６９

５９５

３００

１０１３

６４４

５８０

４６５

《カガ(シタダ（

（ｶﾞｷｾｺﾊﾞｲ

ﾐガキトクサ

(ｶﾞｷﾅｶﾞﾆｼ

(ｶｽﾞｷﾃﾝｶﾞｲ

(カド(ナシ

《カンレイシ

(クリナガニシ

<ｹｲﾛﾊﾗﾌﾟﾄキリオレ

〈シマユリヤガイ

ミジンイトカケチョウジ

《ｼﾞﾝｷﾞﾘｷﾞﾘｿﾞｿ

ﾂﾞﾝﾊｸﾞﾙﾏｶﾞｲ

(スガイ

ミソラフトコロ

(ツカドオト幻スガイ

iツカドポラ

ミドリガイ

(ドリタマゴガイ

(ドリモミジポラ

汁ミカザリダマ

ミフウズラ

ミヤコポラ

iヨリヨフバイ

1３６４

１６５５

１４５８

９８８

１６９５

１７４０

４１１

９９３

１５７７

１６２７

８８

９０

３２８

４０７

９５７

１１２４

３３１

４１８

１７１４

１５２

１４０７

１１５１

３９５

１１７１

５
８
３
９
８
７
８
４
８
８
８
６
５
０
３
６
７
７
５
３
１
７
９
３

８
３
６
５
４
４
４
６
７
０
９
２
２
６
０
８
７
９
８
２
３
４
０
４

０
４
０

３
８
０
５
７
２
３
３
６
９

６
６
６
２
６
６
７
９

１
１
１

１
１
１
１

１
１
１
１

マイ／ソデ

マイヒメセンジュ

マキザサ

マキスジチョウジガイ

マキトケイトカケ

マキミゾグルマ

マギレキリオレ

マクラコゴメ

マクラフデ

マダカｱヮﾋﾟ

ﾏﾀﾞﾗｷﾘｵﾚ

ﾏｯﾊﾞｶﾞｲ

ﾏｿﾜﾘﾀﾞｶﾗ

ﾏﾒｳｻｷﾞｶﾞｲ

ﾏﾘｱｺﾎﾟﾚﾊﾞｹﾎﾟﾘ

ﾏﾙｱﾗﾌﾃﾞ

１５

１４０２

４２６

１７７１

３４１

１１３

１２３７

１０９０

４２０

１７３０

１３４８

３２７

９０５

３８

１１０６

２５０

４２４

７４６

１４９５

３０６

１５２０

１５３６

１６０２

１２１５

１１４３

８

１５６０

６０

５９５

５６６

５５２

１１３８

ムカデガイ

ムカデメリベ

ムギガイ

ムギョフバイ

ムシェピ

ムシロガイ

ムシロナリリソソポ

ムラクモイトカケ

ムラクモカ／コ

ムラクモタマガイ

４１６

１７６３

１３０４

５４６

６０５

１０７０

１４８１

１２０９

１３６０

５５０

３９８

１７６１

９０９

９７７

９０４

９５４

２９６

１５１７

２６１

６２０
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ヨロイッ／プェ

ヨワコメップガイ

ヨモスガライモ

ヨロコピソクシ

フ

ラクダガイ

リ

リシケフタナシシャジク

リュウキュウアオガイ

リュウキュウオトメガサ

リュウキュウッノマタ

リュウキュウヘピガイ

リュウキュウヨウラク

リュウグウオキナエピス

リュウテン

リンポウガイ

ル

ルビイフタナシシャジク

ルリｶﾞﾝｾﾞｷ

ﾚ

ﾚｲｼｶﾞｲ

ﾚｲｼﾀﾞﾏｼﾓﾄﾞｷ

ﾚｲｼﾎﾟﾗ

ﾚﾝｶﾞﾏｷｲﾓ

ﾚﾝｶﾞﾏｷ／シガイ

ﾑﾗｸﾓﾀﾞｶﾗ

ﾑﾗｻｷｱﾝﾎﾟｲﾅ

ﾑﾗｻｷｳｽﾞ

ﾑﾗｻｷｻﾝｼｮｳｽｶﾞｲ

ﾑﾗｻｷﾊﾗﾌﾟﾄｷﾘｵﾚ

ﾑﾗｻｷﾑｷﾞｶﾞｲ

ﾒ

ﾒｵﾄｽｼﾞｶﾆﾓﾘ

ﾒｶﾞｲｱﾜﾋﾟ

ﾒｽﾞﾏﾘｻﾞﾙﾃﾝｶﾞｲ

ﾒﾀﾞﾏﾍﾋﾟｶﾞｲ

ﾒ／ウチドリダカラ

メルビルクダマキ

モ

モクメハニナ

モザイクタマ

ﾓﾓｲﾛｻﾝｺﾞ(ﾅｼ

ﾓﾘｻｷﾖウラク

モンコウ（ウシ

ヤ

ヤガスリシタダ《

ﾔｸｼﾞﾏﾀﾞｶﾗ

ﾔｹﾞﾝｲｸﾞﾁ

ﾔｺｳｶﾞｲ

ﾔｻｶﾞﾀﾑｶｼﾀﾓﾄ

ﾔｾｲﾓ

ﾔｾｿﾌﾟﾘﾎﾟﾗ

ﾔﾀﾃﾁｺﾞﾌﾃﾞ

ﾔﾅｷﾞｼﾎﾟﾘｲﾓ

ﾔﾅｷﾞｼﾎﾟﾘタケ

ヤマトツノオリイレ

ヤママユフデ

ヤリ／ホキリオレ

ユ

ユウゼンウ《ウシ

ユウピガイ

ユキネホ

ユメイモ

ユラッポ

ヨ

ヨウラクレイシダマシ

ヨコマドキリオレ

ヨシオキヌゾッミ

ヨツカドエントツヨウラク

ヨフバイモドキ

ﾑﾗｸﾓﾐｿｸﾁｷﾘｵﾚ

ﾑﾗｻｷｲｶﾞﾚｲｼ

ﾑﾗｻｷｷﾘｵﾚ

ﾑﾗｻｷﾂ/マタモドキ

ﾑラサキ（（ズガイ

ムロガイ

1４４９

１１６３

３６５

１６７３

1６１１

８２５

１５６８

１０４３

３９４

８９４

482

1405

１６０

２３６

１５７６

９１２

ﾗﾊﾞｳﾙﾀﾞｶﾗ428 5４５

リスガイ

リュウキュウアマガイ

リュウキュウタケ

リュウキュウヒメカタベ

リュウキュウムカデ

リュウグウウ(ウシ

リュウグウポタル

リンゴガイ

1２８３

６７

３７

１０４９

４１０

７６７

５

２０３

２２９

６１３

２５７

１４８５

９４

３９９

１７３９

１０６８

２７９

メオニ/Ｗガイ

メクラガイ

ﾒﾀﾞｶﾗｶﾞｲ

ﾒ／ウイモ

メメイモ

３４６

１４３

５１６

１３６９

１４４５

３５７

９

５１

４０２

４７３

１２３９

ﾓｻﾞｲｸｷﾘｵレ

モヅポラ

モモイロフタナシシャソク

モロハポラ

モンゴメリータケ

1５９８

１２３２

１２８６

７６５

１４８９

９３４

６３２

１３８７

７７２

１７４６

ﾙﾘｶﾞｲ

ﾙﾘｸﾞﾁﾀﾞｶﾗ

1２８０

７６２

1５０３

４９６

ﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

ﾚｲﾝｿﾎﾟ

ﾚﾍﾞｿｸﾀｹ

ﾚﾝｶﾞﾏｷｷﾘｵﾚ

ﾚﾝｶﾞﾏｷﾌﾃﾞ

ﾚﾝｹﾞｻﾞｲﾄｶｹｷﾞﾘ

ﾚﾝｼﾞｬｸ

８０６

３１７

１４６９

１５９９

１１４５

１６４５

６５９

８４３

７９３

６７８

１４４１

１００６

ﾔｷｲﾓ

ﾔｸﾞﾗｼﾛﾈﾎ

ﾔｹﾞﾝｸﾀﾞﾏｷ

ﾔｻｶﾞﾀﾐｸﾘ

ﾔｽﾘｷﾞﾘ

ﾔｾｻﾞｸﾛ

ﾔﾀﾃｶﾞｲ

ﾔｯｿﾛｶﾞｲ

ﾔﾅｷﾞｼﾎﾟﾘﾀﾞｶﾗ

ﾔﾅｷﾞｼﾎﾟﾘﾏｸﾗ

ﾔﾏﾄﾚｲｼﾀﾞﾏｼ

ﾔﾖｲﾊﾅｶﾞｻ

1３７６

４５０

１２６５

９９８

１４７４

５９３

１１２７

６４５

４８０

１０７６

８１７

７３

１９３

５２０

１２５７

２０４

４１５

１３９３

６８５

１１３４

１３８０

１４５７

７７６

１１０９

１５６６

ﾚーズンイリムシパンサンショウガイモドキ

1０９

ロ

ロウイロクリムシクチキン

ロウソクガイ

ワ

ワイキキタケ

ワスレシﾗﾀﾏ

ﾜﾀｿﾞｺﾎﾟﾀﾙ

ﾜﾗｲﾛﾅﾜﾒｸﾞﾙﾏ

ﾛｳｲﾛﾜﾀｿﾞｺﾑｷﾞｶﾞｲ1６４１

１４１９

9２３

ﾜｶﾔﾏｷﾇｿﾞﾊ

ﾜﾀｿﾞｺｼﾛｱﾐｶﾞｻ

ﾜﾀﾞﾁｼﾀﾀﾞＩ

ワラベマメウラシマ

５８１

６５

３３６

１６５７

1４７５

５８５

１０７３

１５４９

ユウナギミナシ

ユキスズメ

ユキノカサ

ユメマッムン

ユリヤガイ１

1３８４

２７３

８２

９４１

７０６

1７５７

１２０４

６１５

１４３５

９３６

ヨコスジタマキピモドキ

ヨコワカワニナ

ヨゾラミドリガイ

ョフバィ

ヨメガカサ

３４３

３７１

１７１１

９６０

６１

７９０

１６１０

５７８

７７９

９５８
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オキノシャクシガイ

オトヒメザル

オニアサリ

オハグロガｷﾓﾄﾞｷ

ｵﾘｲﾚｼﾗｽﾅｶﾞｲ

ｵｷﾅｶﾞｲ

ｵﾄｷﾞﾉヮｼﾙ

ｵﾄﾋﾒﾊﾅｴｶﾞｲ

ｵﾊｸﾞﾛｶﾞｷ

ｵﾋﾞクイ

カ

カイシアオリ

カキソバタ

カゲロウガイ

カスリイシガキモドキ

ｶﾈｿｹｻﾞﾙ

ｶ/コシポリコウポネ

カモジガイ

カラボウキガイ

カヮラガイ

キ

キイハガイ

キカイサルポウ

キヌザルガイ

キヌマトイガイ

ギンギョガイ

ギンパクイシガキガイ

ク

クジャクガイ

クチベニデ

クラゲソキヒ

クロシギ/ハシ

クロフトマヤガイ

ケ

ケイトウガイ

ケガキ

コ

ゴイシザラ

コウモルャクシガイ

コギッネガイ

コヶゴロモ

コダキガイ

コハクノソユ

コマソヤマワスレ

コロピガキ

サ

サガ(スナガイ

サクライキンギョ

サザメガイ

サソマアサリ

４３０

２７６

３５２

２１２

６３

４１５

３１

２６

２１１

４１０

斧足綱

ｱ

ｱｵｶﾘｶﾞﾈｪｶﾞｲ

ｱｶﾌｻﾞﾙ

ｱｹﾎﾟ/ﾊﾈｶﾞｲ

ｱｻｼﾞｶﾞｲ

ｱｻﾋｻﾞﾙ

ｱｼｶﾞｲ

ｱﾂｼﾗｵ

ｱﾃﾞﾔｶﾋﾒカノコアサリ

アオリガイ

アケガイ

アコヤガイ

アサヒキヌタレガイ

アサリ

ァッシオｶﾞマ

バメザクラ

アラナミマガシワ

アヮピクイ

６
８
０
１
４
６
７
４
３

２
７
２

７
２
０
０
０

１
３
１

３
２
３
２
４

１
０
３
８
５
３
３
９
３

２
８
９
１
７
２
５
４
４

２
１
３
２
３
３
３
３

カガ(ガイ

カクレイシマテ

カザリフナガタガイ

カドバリヨセナ(クルミガイ

８
７
５
４
５
４
２
０
０

６
９
３

４
７
０
２
６

３
３

３
１
４

３

７
７
０
０
９
７
６
２
０

２
０
１
８
３
３
９
０
７

１
２
１
１
２
３
２
１
２

力/ｺｱｻﾘ

ｶﾊﾞﾄｹﾞｳﾐｷﾞｸ

ｶﾓﾒｶﾞｲﾓﾄﾞｷ

ｶﾘｶﾞﾈｴｶﾞｲ

ｶﾞﾝｷﾞﾊﾏｸﾞﾘ

アラヌ／メ

イ

イオウハマグリ

イササヒヨク

イシガキモドキ

イズノハゴロモ

イソシジ（

ｲﾀﾔｶﾞｲ

ｲﾄｺｺｼﾛｶﾞｲ

ｲﾅｽﾞﾏｽﾀﾞﾚ

ｲﾛｱｾﾍﾞﾆｶﾞｲ

ｲヮｶﾞｷ

ｲﾝｺﾀﾏｴｶﾞｲ

ｳ

ｳｸﾞｲｽｶﾞｲ

ｳｽｶｶﾞ《

ウスタイラギ

ウスユキリ

ウソシジミ

ウチムラサキ

ウミアサ

ウメ／ハナガイ

ウロコソデガイ

エ

ェガイ

オ

オイ／カガ（

ｲｶﾞｲ

ｲｼｶﾞｷｶﾞｲ

ｲｼﾏﾃ

ｲｿｶｾﾞ

ｲｿﾊﾏｸﾞﾘ

ｲﾁｺﾞｻﾞﾙｶﾞｲ

ｲナカクチベニ

イラカサルポウ

イヮカワハゴロモ

イワホリガイ

７
４
５
２
８
８
３
１
０
９

６
８
９
５
９
３
９
４
０
８

１
２
２
２
３

１
３

3５９

１５８

１８１

４１４

３２８

１６５

３０

３６６

３０１

２１０

８３

ｷｶｲｲｼﾏﾃ

ｷｸｻﾞﾙｶﾞｲ

ｷﾇﾀｱｹﾞﾏｷ

ｷﾝｷﾞｮｶﾞｲ

ｷンチャクガイ

９
２
９
６
９
５

５
４
６
９
７
８

２
２
３
２
１

９８

２３６

３２９

２７８

１５９

ｸﾁﾊﾞｶﾞｲ

ｸﾏサカヤドリ

クル<ガイ

クロチョウガイ

クロヘリガキ

299

３６

５

１１７

２１３

６８

３９４

１３４

９４

２５３

ｳｺﾝﾊﾈｶﾞｲ

ｳｽｷﾇﾀｱｹﾞﾏｷ

ｳｽﾍﾟﾆﾏｽﾎｳ

ｳｽﾞﾏｷｺﾞコロガイ

ウチトⅦイ

ウニメンガイ

ウミギク

ウメ／ﾊﾅｶﾞｲﾓﾄﾞｷ

ｳﾝﾓｻﾞﾙｶﾞｲ

194

330

324

418

327

171

172

228

242

lll

370

103

199

ZZ7

386

219

220

１１

ｹｶﾞイ

ケマンガイ

７３

３５７

233

214

ｺｳﾎﾟﾈｶﾞｲ

ｺｵﾌｸﾊﾏｸﾞﾘ

ｺｹｶﾞﾗｽ

ｺｼﾛｶﾞｲ

ｺﾀﾏｶﾞｲ

ｺﾍﾟﾙﾄﾌﾈｶﾞイ

コメザクラ

９
７
７
９
０
８
４

３
６
７
２
８
１
１

３
３

３
３

０
２
８
５
５
４
５
６

１
３
５
１
９
４
８
０

３
４

２
３
２
３
２

ｴﾏｲﾎﾟﾀﾝ ２８３1９

ｵｵｷﾞｶ／コアサリ

オオシマヒオウギ

オオシラスナガイ

オオタマエガイ

オオトリガイ

オオヌ／ﾒ

ｵｵﾊﾘﾅﾃﾞｼｺｶﾞｲ

ｵｵﾕｷﾊﾞﾈｶﾞｲ

ｵｶﾞｻﾜﾗﾘｶﾞｲ

１
４
１
５
５
２
２
２
２

５
５
６
８
９
４
６
０
９

３
１

２
３
１
２
１

１
４
６
４
４
７
４
７
９

７
０
２
１
２
６
２
８
０

３
３
４

２
１

１
１

ｵｵｼﾏﾀﾞｲミョウガイ

オオシャクシガイ

オオタカノハ

オオッキガイモドキ

オｵﾅﾃﾞｼｺ

ｵｵﾊﾅｴｶﾞｲ

ｵｵﾘｶﾞｲ

ｵｶﾞｻﾜﾗﾀｲﾗｷﾞ

サガ(フミガ／

ｻｻﾞﾅﾐｶﾞｲ

ｻｯﾏｱｶｶﾞﾉ

ｻﾒｻﾞﾗ

4２２

２７７

３７２

３４１

２６０

４０５

３７７

３０９

索１２



索引一斧足綱

サメザラモドキ

サラサガイ

サルポウ

サンゴナデシコ

ザルフミガイ

シ

シオフキ

シシガシラザル

シポリザクラ

シマヮスレ

シラガザル

シラナ《

ｼﾛｲﾝｺ

ｼﾛｻﾞﾙ

ｼﾛﾄｹﾞｳﾐｷﾞｸ

ｼﾜｻﾒｻﾞﾗﾓﾄﾞｷ

ｼﾝﾃｲツキヒ

ス

スエヒロフナガタガイ

スズガイ

スダレザクラ

セ

セキトリイｼマテ

セノシャクシガイ

ソ

ソウヨウハトムギソデガイ

ソウヨウミﾐｪｶﾞｲ

ﾀ

ﾀﾞｲｵｳｽﾅｶﾞｲ

ﾀｲﾗｷﾞ

ﾀｲヮﾝﾂｷﾋ

ﾀｴﾆｼｷ

ﾀｶｻｺﾞｯｷﾋ

ﾀﾏｷｶﾞｲ

ﾁ

ﾁｲﾛﾒﾝｶﾞｲ

ﾁｺﾞﾜｼﾉﾊ

ﾁﾁ/シタタリ

チヂミタマエガイ

チヒロガイ

チリハギガイ

チリメンカﾉコアサリ

ツ

ッキガイ

ソキヨミガイ

ｻﾔｶﾞｲ

ｻﾙ／カシラ

サンゴェガイ

ザルガイ

３１９

３６５

４０

１３９

２６１

ソクエガイ

ソソレナデシコ

ソバメガイ

ソヤガラス

テ

テンジクコウポネ

ト

トゲウネガイ

トドロキガイ

トマヤエガイ

トリガイ

ナ

ナガイシガｷﾓﾄﾞｷ

ﾅｶﾞｻﾞﾙｶﾞｲ

ﾅﾃﾞｼｺｶﾞｲ

ﾅﾅﾒﾊﾘﾅﾃﾞｼｺｶﾞｲ

ﾅﾐﾏｶﾞｼﾜ

ｿｿｶﾞｷ

ﾂｿﾞﾚ/ﾆｼｷ

ｯﾏﾍﾟﾆｶﾞｲ

ﾂﾔﾏﾒｱｹﾞﾏｷ

3９９

２４１

３２

２６７

3９８

１４３

１１２

７８

４１７

１４９

３９１

２５１

ﾃﾝﾆﾝﾊﾈｶﾞｲ3３８ 1９７

シギ/ハシ

シチヨウシンカイヒバリガイ

シマウグイスガイ

シiｽﾞｱｺﾔｶﾞｲ

ｼﾗﾄﾘﾓﾄﾞｷ

ｼﾛｱｵﾘｶﾞｲ

ｼﾛｳｽﾊﾏｸﾞﾘ

ｼﾛﾁｮｳｳｸﾞｲｽ

ｼﾜｻﾒｻﾞﾗ

ｼﾝｶｲﾕｷﾊﾞﾈ

０
２
２
７
７
６
０
５
５
１
５

９
３
１
８
３
８
７
３
７
２
３

２
２
３
３
２
２

２
１
３
１

９３

８１

１２３

１１９

３１６

１２５

３６１

１１６

３２０

２０１

ﾄｹﾞｽｽﾞｶﾞｲ

ﾄﾞﾌﾟｼﾊﾓﾄﾞｷ

ﾄﾏﾔｶﾞｲ

ﾄﾝｶﾞﾘﾍﾞﾆｶﾞｲ

３１１

５３

２７

２８１

401

245

254

300

ナカイニシキ

ナシ/ﾊﾅｶﾞｲ

ﾅﾅﾒｼﾗｽﾅｶﾞｲ

ﾅﾂﾞﾜｼﾗｽﾅｶﾞｲ

1８２

２６８

１４０

１６４

２０３

1３７

２２１

６２

６４

ｽｷｹﾞﾋﾊﾞﾘ

ｽﾀﾞﾚｶﾞｲ

ｽﾅｶﾑﾘﾊﾏｸﾞﾘ

ニクイロトマヤ

ニシキオウギ

ニシキトマヤ

ニジけトガイ

ニッポンオトヒメゴコロガイ

ニッポンハリナデシコ

ニヨリプンプンヤドリガイ

ヌ

ヌリソヤハマグリ

ヌリマクラ

ネ

ネコジタザル

ネズ!／テ

ノ

ノコギリガキ

ノ、

ハートガイ

ハチミツガイ

ハナイタヤ

ハナザル

ハネガイ

ハネマッカゼ

ハポウキガイ

ハリヤマウミギク

ヒ

ヒオウギ

ヒゼンカ／コアサリ

334

400

325

９１

３７６

３６２

ﾆｸｲﾛﾅﾃﾞｼｺ

ﾆｼｷｶﾞｲ

ﾆｼｷﾋﾖｸ

ﾆｼﾑﾗｺｳﾎﾈ

ﾆｯﾎﾟﾝﾊﾄﾑｷﾞｿﾃﾞｶﾞｲ

ﾆｯﾎﾟﾝﾕｷﾊﾞﾈｶﾞｲ

ﾆﾖﾘ（（エガイ

７
０
６
２
９
８
８

５
５
５
９
１
３
４

２
１
２
２
４
１
２

1４１

１４６

１５５

３３８

８

２００

４５

ｾｷｸﾞﾁﾋﾒシャクシ

セ$アサリ

９６

４２９

433

390

ソウヨウハガイ

ｿメワケガシラ

７

４９

264

240 ﾇﾘｿﾔホトトギス384

９２

8９

ﾀﾞｲ（ヨウガイ

タイワンアオリガイ

タイワンヒメカ／コアサリ

タカイソデガイ

タマエガイ

ダンドクメンガイ

4２４

１０５

１３３

１４８

１３２

５２

3０３

１１８

３４６

６

８４

１７７

ﾈｼﾞｱサリ

ネリガイ

2３４

１７９

1７

４１１

２１６

ﾊﾞｶｶﾞｲ

ﾊﾂﾋｻﾞｸﾗ

ﾊﾅｴｶﾞｲ

ﾊﾅﾌﾐｶﾞｲ

ﾊﾈﾀｲﾗｷﾞ

ﾊﾌﾟﾀｴﾀﾏｴｶﾞｲ

ﾊﾘﾅﾃﾞｼｺｶﾞｲ

ﾊﾝｻﾞﾜﾀﾏｷ

２
７
６
４
６
２
１
６

７
４
６
７
９
８
０
７

２
２
１
２
１
３
１
１

９
６
３
２
７
２
３
９

８
０
２
６
０
８
６
５

２
３

２
１

１

チゴトリガイ

チサラガイ

チヂ《ウメ

チヂ《ヒメザラ

チピi／ガイ

チリポタン

８
４
６
０
０
３
７

７
３
４
８
６
４
４

１
２

１
２
３

284

153

222

３１３

１９０

１７３

ﾋｼﾀｲﾗｷﾞ

ﾋﾀﾞﾘﾄﾘﾅﾗｸｿﾃﾞｶﾞｲ

ｿｷｶﾞｲﾓﾄﾞｷ

ｿｷﾞﾉｴﾅｶﾞﾛｳﾊﾞｲ

1４４

３４８

２１７

３３６

２２３

１０

104

１２

索1３



索引一斧足綱

(ヒカリメンガイ

(ルクイ

〈／クジャク

ミミェガイ

ム

ムラクモハマグリ

ムラサキインコ

メ

メンガイ

モ

モエシマミ（エガイ

モグラノテ

モトリニシキ

モモノハナ

ヤ

ヤエウメ

ヤサガタ！《エガイ

ヤスリメンガイ

ヤマホトトギス

ユ

ユウビリガイ

ユメハマグリ

ヨ

ヨコヤマ《《エガイ

ヨセナミシャクシガイ

ヨワピイドロスナメガイ

リ

リシケﾀｲﾗｷﾞ

ﾘｭｳｷｭｳｵｳｷﾞ

ﾘﾆｳｷｭｳｻﾙﾎﾟｳ

ﾘｭｳｷｭｳﾋシガイ

リュウキュウマスホウ

リュウグウワシノハ

ロ

ロウイロミ／ガイ

ワ

ワカiﾙｶﾞｲ

ﾜﾀｿﾞｺｵﾋﾟｸｲ

ﾜﾀｿﾞｺｽｴﾓﾉｶﾞｲ

ﾜﾀｿﾞｺﾋﾒカノコアサリ

ワダソミフネガイ

6９

４４

1６９

２９７

２
３
５
５
５
８
６
５
６
１
３
７

９
６
７
７
５
８
５
２
５
３
１
５

３
２

３
３
２
１
２
３
１
４

ﾋﾄｴｷﾞｸ

ﾋﾅルオウギ

ヒ／ﾃﾆｼｷ

ﾋﾊﾞﾘｶﾞｲﾓﾄﾞｷ

ﾋﾒｲｶﾞｲ

ﾋﾒｴｶﾞｲ

ﾋﾒｿｷｶﾞｲ

ﾋﾗザクラ

ヒラネリガイ

ヒラヒヨク

ヒレジャコ

ピイドロタイラギキ

ピワノタネ

フ

フカ《ソデガイ

フクラスズメ

フクレユキリ

フナガタガイ

フネガイ

ヘ

ヘノｼﾞｶﾞｲ

ﾍﾞﾆｴｶﾞｲ

ﾍﾟﾆｶﾞｷ

ﾍﾟﾆﾊﾏｸﾞﾘ

ﾍﾞﾆヮｽﾚ

ﾍﾞﾝｹｲｶﾞｲ

ﾎ

ﾎｳｵｳｶﾞｲ

ﾎｸﾛｶﾞｲ

ﾎﾟﾀﾝｶﾞｲ

ﾏ

ﾏｶﾞｷ

ﾏｻﾘﾘｭｳｸﾞｳｻﾞｸﾗ

ﾏﾀﾞﾗﾁｺﾞﾄﾘｶﾞｲ

ﾏｿﾔﾏヮｽﾚ

ﾏﾒｷｺﾞｺﾛ

ﾏﾒｼﾗｽﾅｶﾞイ

マラッカイシマテ

マルシラトリモドキ

マルヒナガイ

ミ

ミジンキゴコロガイ

《ﾀﾏｷｶﾞｲ

(ドリアオリガイ

$ﾉェガイ

ヒナクチベニ

ヒナフミガイ

ヒバリガイ

ヒメアサリ

ヒメイナミガイ

ヒメジャコ

ヒヨクガイ

ヒラシオガマ

ヒラヒメイナ(ガイ

ヒリョウ

ヒロカタピラ

ピロウドタマキ

１
５
１
９
２
３
８
５
２
７
７
８
３

３
４
６
７
７
３
１
０
１
５
８
０
２

２
１
１

２
３
４
１
２
１
４

ﾑﾗｻｷｲｶﾞｲ 6６3５８

７１

1６８

モクハチ《／ｶﾞｲ

ﾓｼｵｶﾞｲ

ﾓﾓｲﾛﾄﾏﾔ

ﾓﾝｳｸﾞｲｽ

1９１

２６５

２５５

１１４

４８

１８３

１３６

３１５

ﾔｶﾞｽﾘﾋﾖｸ

ﾔｽﾘﾒﾀﾏｷ

ﾔﾌﾟｻﾒｶﾞｲ

ﾔﾜﾗｷﾇﾀｱｹﾞﾏｷ

230

４６

１７０

８７

1５２

５６

１２９

３３１

ﾌｷｱｹﾞｱｻﾘ

ﾌｸﾚﾊｲｶﾞｲ

ﾌﾀﾊﾞｼﾗｶﾞｲ

ﾌﾅｸｲﾑｼ

ﾌ(ガイ

９
３
９
４
８

７
４
２
０
５

３
２
４
２

９

１１３

１９８

３３３

１６ ﾕｷｿﾞﾗホトトギス1８８

３４４

8８

ﾍﾟッコウガキ

ベニガイ

ベニコチョウガイ

ベニバト

ヘリトリアオリ

2０５

３０２

１２１

２７３

１２８
９
２
８
１
８
５

４
２
０
９
８
５

２
２
２
３

ヨセナ《クル(ガイ

ヨワシャクシガイ

４７

４３１

４２５

２

４２８

ﾘｭｳｷﾆｳｱｻﾘ

ﾘｭｳｷｭｳｷﾇﾏﾄｲ

ﾘｭｳｷｭｳｼﾗﾄﾘ

ﾘｭｳｷｭｳﾋﾊﾞﾘ

ﾘｭｳｸﾞｳｵﾋﾞｸｲ

1０６

１５１

３９

２７１

３２６

２５

3７３

３９７

３０８

７４

４０８

ホウライヮシ/ﾊ

ﾎｿｽｼﾞｲﾅ(ガイ

ホトトギス

15

354

８６

130

294

282

ﾏｸｶﾞｲ

ﾏﾀﾞﾗｲｵｳﾊﾏｸﾞﾘ

ﾏｯｶｾﾞｶﾞｲ

ﾏﾒｱｹﾞﾏｷ

ﾏﾒｼｼﾞ《ナリクル(ｶﾞｲ

ﾏﾒﾋﾊﾞﾘ

ﾏﾙｵﾐﾅｴｼ

ﾏﾙｽﾀﾞﾚｶﾞｲ

ﾏﾙ《ミェガイ

４
３
１
０
３
６
４
０
０

２
６
８
５

７
６
４
５

１
３
３
２

３
３

９
２
５
３
１
５
９
７
９

０
２
８
８
２
６
９
１
６

２
３
２
３
４

３
３

1８９

293

409

４１６

３５０

３５

１３

４２７

１４７

２６６

ﾜｼﾉﾊ

ﾜﾀｿﾞｺｼｬｸｼｶﾞｲ

ﾜﾀｿﾞｺﾅﾃﾞｼｺ

ﾜﾀｿﾞｺﾓｼｵ

Ｗ／ナデシコ

《ﾀﾞﾚﾊﾈｶﾞｲ

《ﾄﾞﾘｳｸﾞｲｽ

ﾐ／ガイ

1４２

１９５

１１５

１８６

4２０

５４

１２２

３８

索1４



索引一掘足綱・頭足綱

掘足綱

ｶﾜﾑﾗｯﾉｶﾞｲ

ﾂﾉｶﾞｲ

ﾋｼﾂﾉｶﾞｲ

ﾌﾀﾏﾀﾂﾉｶﾞｲ

ﾏﾙｯﾉｶﾞｲ

《ｶﾞｷﾏﾙｯﾉｶﾞイ

ヤスリツ/ｶﾞイ

ソウヨウッノガイ

トヤマッノガイ

ヒメナガッノガイ

マﾎﾟﾛｼｯﾉｶﾞｲ

《ｶﾞｷｯﾉｶﾞｲ

ﾑﾁｯ/ガイ

ロウソクッノガイ

３
９
７
０
８
６
１

１
１

１

１
５
２
４
３
４
２

１
１

綱頭足

ｱｵｲｶﾞｲ

ｧｶｲｶ

ｧﾌﾟﾗｲｶ

ｵｵﾑｶﾞｲ

ｺｳｲｶ

ｼﾏﾀﾞｺ

ｽｼﾞｲｶ

ｽﾅﾀﾞｺ

ﾀﾞｲｵｳｲｶ

ﾁﾁﾞ《ﾀｺﾌﾟﾈ

ﾄﾋﾟｲｶ

ﾎﾀﾙｲｶ

ﾏﾒﾀﾞｺ

ﾑﾗｻｷﾀﾞｺ
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