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茨城県自然博物館第�次総合調査報告書

調査の概要

はじめに

　茨城県北の岩礁海岸に生息する海産無脊椎動物の

ファウナおよび潮間帯生物種の帯状分布を明らかにす

るため，次のような調査を実施した．

　なお，調査員は，森野　浩（茨城大学），井上久夫�

（茨城県立水戸南高等学校），叶野勝雄（元水戸市立稲

荷第二小学校），鴨川　充（茨城県立那珂高等学校），

日賀野晴彦（茨城県立小川高等学校），�塩　修（茨

城キリスト教学園高等学校），池澤広美（ミュージアム

パーク茨城県自然博物館）の�名である．

沿岸動物の定性調査

�����調査地

　五浦海岸（北茨城市）から河原子海岸（日立市）ま

での南北約�����の範囲の岩礁海岸を調査した（図�

��）．なお，河原子については，最大干潮時，沖の岩礁

（大島）に小舟で渡り，そこで調査を実施した．調査地

および調査日は次のとおりである．

五浦海岸（北茨城市）

　����．��．���；����．��．��；����．��．��

高戸海岸（高萩市）

　����．��．��

碁石浜海岸（十王町）

　����．��．��

小貝浜海岸（日立市）

　����．��．��；����．��．��

川尻海岸（日立市）

　����．��．��

会瀬海岸（日立市）

　����．��．��；����．��．��

河原子海岸（大島）（日立市）

　����．��．��

�����調査方法

　採集は徒歩によって実施し，直接素手で行ったほか

に，手網，くま手，タガネや金槌などを使用した．採

集した動物は原則的に��％ホルマリンまたは��％エ

タノールで固定後，自宅に持ち帰り，種の同定を行っ

た．

�����結果

　本調査では，海綿動物から脊索動物までの��の動

物門に属する種を対象とした．現地調査で採集された

サンプルを同定した結果，海綿動物�綱�目�科�属

�種，刺胞動物�綱�目�科�属�種，扁形動物�綱

�目�科�属�種，触手動物�綱�目��科��属��種，

軟体動物�綱��種（多板類�目�科�属�種，腹足類

�目��科��属��種，二枚貝類�目�科�属�種），

星口動物�種，環形動物�綱�目�科��種，節足動物

�綱�目��種，棘皮動物�綱�目�科��属��種，脊

索動物�綱�目�科�属�種，合計���種が得られ

た．また，今回の調査において，触手動物，軟体動物，

節足動物，脊索動物で本県初記録種が確認された．そ

れらの種は苔虫類のキクメウスコケムシ，後鰓類のカ

ドリナウミウシ，甲殻類のアカイソアミ，ニッポンワ

レカラ，ツガルワレカラ，尾索類のイガボヤの計�種

である．各動物群の詳細な結果は後の各論で述べる．

茨城県北沿岸地域の海産無脊椎動物

茨城の海産動物研究会

図���．�茨城県北沿岸域の調査地点．



動 物

－　���　－

沿岸動物の定量調査

�����調査地

　����年に県央部の岩礁海岸で行った定量調査を受

けて　（茨城の海産動物研究会，����），県北部での岩

礁潮間帯の固着生物の定量調査を小浜町（�����），高萩

市高戸（�����），十王町鵜の岬碁石浜（�����）で行った

（図�）．このうち小浜町は福島県勿来であるが，県北

部では平坦な岩礁域の発達が悪く，代償生息場所とし

て小浜漁港内の放置されたコンクリート製の船揚場を

選んだものである．残りの�カ所はいずれもほぼ垂直

な壁面である．調査地の概要は以下のとおりである．

�����：　福島県勿来．小浜漁港内の現在使用されていな

い船着場のコンクリート斜面．斜面の角度は��°�．こ

の調査地は防波堤に囲まれ（図�），波の影響を受ける

ことはほとんどない．また，この漁港内には川の流れ

込みがある．斜面のプロファイルは図�のとおり．調

査対象の範囲は波打ち際から陸側����の範囲．調査

は����年�月�日に行なった．気温は����℃，水温

����℃．

�����：　高萩市高戸海岸．海食崖に囲まれた海岸で外洋

に開いているため波浪の影響を強く受けるものと思わ

れる．調査はほぼ垂直な壁面を対象にして行った．プ

ロファイルは図�に示した．調査範囲は崖の最下部か

ら�����の高さまで．調査日は����年�月��日．

�����：　十王町碁石浜．�����とほぼ同様の垂直壁面（図

�）．プロファイルは図�に示した．調査の範囲は崖の

最下部から�����の高さまで．調査日は����年�月�

日．

図���．�茨城県北部の沿岸と調査地．

図���．�高戸海岸（�����）のプロファイル．

図��．�小浜漁港（�����）の調査ライン．

図���．�小浜漁港（�����）のプロファイル．横軸番号はコドラー
トに対応．
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茨城県北沿岸地域の海産無脊椎動物

�����調査方法

　各調査地でその場所の生物の分布を概観し，全体的

なパターンを代表している場所を選び，ベースライン

を岩礁の傾斜に直角になるよう設置した．ベースライ

ンに沿ってプロファイルを作成し，その後ベースライ

ンに沿って固着生物のコドラート調査を行なったが，

その方法は調査場所によって違えた．

　�����：　�����×�����のコドラート（�����四方の小

枠��個に細分してある）を調査時の波打ち際から斜

面に沿って�����おきに設置し（����のラインに��

個），対象生物が出現した小枠（全部で��個）の数を��

で除して出現頻度とした．

　�����，�：　�����×�����のコドラートをラインに

沿ってほぼ�����ごとに設置し，被度もしくは個体数

を調べた．

　このように，調査場所によって用いるコドラートを

替えたのは�����，�では地形が複雑で�����×�����

のコドラートでは調査が困難だったことによる．

　この定量調査に加えて，一次固着生物に住み着いて

いる二次固着生物や自由生活生物を定性採集した．特

に�����ではアオノリ帯，カキ帯，管棲ゴカイ帯ごとに

採集を行なった．標本のうち，野外で同定不能なもの

は実験室に持ち帰って図鑑類で同定した．この調査

は，茨城大学理学部の学生だった永越　出君，萩村英

雄君と共同で行った．

�����結果および考察

　定量調査で採取された生物のリストを表�に示す．

全調査地点で藻類��種類，動物��種類，合計��種類

が確認された．なお，藻類の「その他」には複数種含

まれると思われるが，頻度が少ないので種類数には含

んでいないし，解析の対象からも外してある．調査場

所毎では�����では��種類，�����，�ではそれぞれ��

種類，��種類であった．�����で種類数が多いのは調

査場所が斜面で対象にした面積が広いこと，一方，����

�，�では潮間帯の上位は十分に調査できなかったこと

なども関係していると思われる．

　種類組成を比較すると，�����，�ではセイヨウハバ

ノリ，イソダンツウ，カンザシゴカイなど共通の種類

が多いことがわかる．一方，�����にはボウアオノリ，

マガキ，エゾカサネカンザシが出現している．

　各コドラート毎の出現頻度を潮間帯上位（大潮平均

高潮位��������以上），潮間帯中位（平均潮位�������

から大潮平均高潮位），潮間帯下位（平均潮位以下）に

分けて平均した値を表�に示した．�����，�は垂直面

の調査のため，潮間帯上位は十分な調査が困難であっ

た．この表から，各調査場所で優占する固着生物の帯

状分布は表�のようにまとめることができる．

　�����では潮間帯上位，中位，下位を特徴付ける生物

としてそれぞれボウアオノリ，マガキ，エゾカサネカ

ンザシをあげることができる．一方，�����，�は中位，

下位それぞれ石灰藻類とカンザシゴカイ類で特徴付け

られる．�����にマガキが優先するのは基質がコンク

リートで硬くマガキの付着に適していることと，川の

流れ込みがあって汽水的な環境であることによると思

われる．石灰藻類は�����と�����，�の間で出現した潮

図���．�碁石浜（�����）の調査ライン．

図���．�碁石浜海岸（�����）のプロファイル．
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表���．�茨城県北部調査地で確認された生物リスト（定量調査）．

調　　　査　　　地
種科生物門生物界 ���������������

碁石浜高戸海岸小浜漁港
○○アオサアオサ科緑藻藻類

○ボウアオノリ
○シリオミドロアクロシフォニア科

○○セイヨウハバノリカヤモモリ科褐藻
○カジメコンブ科

○○イソダンツウキジノオ科紅藻
○ハリガネオキツノリ科

○○ピリヒバサンゴモ科
○○○石灰藻類

○スサビノリウシケノリ科
○コブソゾフジマツモ科

○○フトイギスイギス科
���その他
���

○○ケハダヒザラガイケハダヒザラガイ科軟体動物動物
○ヒザラガイ

○ベッコウガサガイツタノハガイ科
○○イガイ類イガイ科

○マガキイタボガキ科
○○○カサガイ類
○巻貝類

○エゾカサネカンザシカンザシゴカイ科環形動物
○○カンザシゴカイ類

○○○イワフジツボイワフジツボ科節足動物
���

������全種数

表���．�茨城県北部調査地で確認された生物の潮位別出現頻度（詳細は本文参照）．

���������������

種科生物門生物界 碁石浜高戸海岸小浜漁港
下位中下位中下位中上位
��������������������������アオサアオサ科緑藻藻類
������������������������ボウアオノリ
�����������������������シリオミドロアクロシフォニア科

����������������������セイヨウハバノリカヤモモリ科褐藻
����������������������カジメコンブ科

�������������������������イソダンツウキジノオ科紅藻
���������������������ハリガネオキツノリ科
������������������������ピリヒバサンゴモ科
������������������������石灰藻類�
������������������������スサビノリウシケノリ科
����������������������コブソゾフジマツモ科
���������������������フトイギスイギス科

���������������������ケハダヒザラガイケハダヒザラガイ科軟体動物動物
�����������������������ヒザラガイ
���������������������ベッコウガサガイツタノハガイ科
�������������������������イガイ類イガイ科
�����������������������マガキイタボガキ科
�������������������������カサガイ類
�����������������������巻貝類

����������������������エゾカサネカンザシカンザシゴカイ科環形動物
�����������������������カンザシゴカイ類

��������������������������イワフジツボイワフジツボ科節足動物
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茨城県北沿岸地域の海産無脊椎動物

表��．�各調査地点で優占する固着生物の帯状分布．

����������������潮間帯

ボウアオノリ，イワフジツボ上位

石灰藻類石灰藻類アオサ，スサビノリ，マガキ，イワフジツボ中位

カジメ，カンザシゴカイ類アオサ，カンザシゴカイ類
アオサ，スサビノリ，石灰藻類，マガキ，エゾカサ
ネカンザシ

下位

表��．�茨城県北部調査地で確認された自由生活・二次固着動物．

���������������
種科動物門

碁石浜高戸海岸小　浜　漁　港
ゴカイ帯カキ帯アオノリ帯

○イソカイメン����イソカイメン科海綿動物
○ヨロイイソギンチャクウメボシイソギンチャク科刺胞動物
○線虫����線形動物

○ケハダヒザラガイケハダヒザラガイ科軟体動物
○コケハダヒザラガイ
○○○○ムラサキインコガイイガイ科

○○○ムラサキイガイ
○ホシムシ����星口動物

○ミズヒキゴカイミズヒキゴカイ科環形動物
○○○○エゾゴカイゴカイ科

○デンガクゴカイ
○ツブラホコムシホコサキゴカイ科
○ナガホコムシ
○イワムシイソメ科
○ギボシイソメギボシイソメ科

○○○エゾカサネカンザシカンザシゴカイ科
○カンムリゴカイ����カンムリゴカイ科

○トキワスピオスピオ科

○チシマフジツボフジツボ科節足動物
○イソコツブムシコツブムシ科
○シリケンウミセミ

○○ヒゲナガヨコエビ���ヒゲナガヨコエビ科
○○チョビヒゲモクズモクズヨコエビ科
○○イワガニイワガニ科
○イソガニ
○ケフサイソガニ

○ハエ幼虫
○○ユスリカ幼虫

○チゴケムシ触手動物

����全種類数

位が異なり，後者ではより高い場所に出現した．これ

は，この場所はより開放的で波当たりが強いこと，あ

るいは前者では中位にほかの藻類が出現していて種間

相互作用が働いている可能性などが要因として考えら

れる．ここでの石灰藻類には複数の種が混じってい

る．各�������で種が異なっていてそれらの出現潮位

が異なっている可能性もまた否定できない．

　各調査地で採取された二次固着動物と自由生活動物

のリストを表�に示した．�動物門��種が採取され

た．�����，�は種数が�����に比べて少なかった．一

方，�����ではカキ帯とゴカイ帯で種数が多かったが，

種類の構成も微妙に異なり，カキ帯ではゴカイ類が多

い傾向が見られた．カキ帯，ゴカイ帯は小空間の多い

複雑な環境構造を提供しているので小型のゴカイ類，

甲殻類に生息場所を提供しているものであろう．ゴカ

イ帯に自由生活者のゴカイ類が少なくむしろカキ帯に

多いのは餌に対する要求の重なりを示しているのかも

しれない．
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海綿動物����������

はじめに

　群体性固着動物の一群である海綿動物は世界中の海

域や淡水域に広く分布し，これまでに世界で約�����

種，国内で約���種の現生種が報告されている（渡辺，

����）．県内の海産動物の記録をまとめた報告書をみ

ると，これまで茨城の海域からは岩礁海岸を中心に，

�綱�目�科�属�種のカイメン類が報告されている

（今村，������　川上，������　中沢，������　中庭ほか，

������　鴨川，������　井上ほか，������　環境を創る日立

市民会議，������　井上，������　池澤，����）．本調査で

は，県北地域の岩礁海岸での現地調査を実施した．

調査方法

　採集は主に岩礁海岸の潮間帯で行い，サンプルは岩

礁上に付着する海綿類をヘラを用いて，群体ごと削り

取った．採集した海綿類は，��％ホルマリンまたは

��％エタノールで固定・保存した後，同定を行った．

結果および解説

　今回の調査で，海綿類は�目�科�属�種が確認さ

れ，特に，ユズダマカイメンとクロイソカイメンは五

浦海岸のみで採集された．また，五浦海岸では，今回

の調査で記録された�種全てが確認されているが，そ

の岩礁の豊富さと複雑さが，海綿類の生息に適した環

境を作り出しているのかもしれない．今後，沖合での

調査などが進めば，新たにリストに追加される種があ

るものと思われる．

　現地調査のほか，茨城県自然博物館開館以前の調査

および第�次総合調査で確認された種を渡辺（����）�

に従い，以下に列記する．学名の後の（�）は開館以

前の調査，（�）は第�次総合調査，（�）は本調査で

採集された種を示す．また，採集地および採集日も併

せて記した．

��������	
��　尋常海綿綱　

　��������	��　硬海綿目　　

�������	�　タマカイメン科　　

���．���������	
����	�（������）�（�）（�）（�）

ユズダマカイメン

五浦海岸����．�．����　����．�．���　����．�．

��

（五浦海岸����．�．����　����．�．���　平磯海岸

����．�．����　����．�．����　大洗海岸����．�．

��）

　�������	
��
�　磯海綿目

�������	
��
��　イソカイメン科　　

���．��������	
�������	����（������）�（�）（�）（�）

ダイダイイソカイメン

五浦海岸����．�．����　����．�．���　����．�．

����　川尻海岸����．�．����　会瀬海岸����．�．

����　河原子海岸（大島）����．�．��

（五浦海岸����．�．���　河原子海岸����．�．

���　磯崎海岸����．�．���　����．�．����　����．

�．����　平磯海岸����．�．����　����．�．����　

姥の懐海岸����．�．����　大洗海岸����．�．

��）　　

���．��������	
�����	�����（������）�（�）（�）（�）

ナミイソカイメン

五浦海岸����．�．���　川尻海岸����．�．��

（五浦海岸����．�．�����　����．�．����　磯崎海

岸 ����．�．���　����．�．����　����．�．����　

平磯海岸����．�．����　大洗海岸����．�．��）

���．��������	
������
���（������）�（�）（�）

クロイソカイメン

五浦海岸����．�．����　����．�．���　����．�．

��

（平磯海岸����．�．��）

　��������	
���　単骨海綿目　　

���������	�
　カワナシカイメン科　　

���．����������	
��������（�������	
）�（�）（�）（�）

ムラサキカイメン

五浦海岸����．�．���　����．�．����　高戸海岸

����．�．����　小貝浜海岸����．�．����　����．

�．����　川尻海岸����．�．����河原子海岸（大

島）����．�．��

（五浦海岸����．�．����　磯崎海岸����．�．�����

����．�．����　大洗海岸����．�．��）

引用文献

池澤広美．����．海綿動物（��������）．茨城県央沿

岸域の海産無脊椎動物．茨城県自然博物館第�次総

合調査報告書，��．�������，ミュージアムパーク茨

城県自然博物館．

今村泰二．����．楽しい動物教室．��������　内田老鶴

圃．



動 物

－　���　－

井上久夫．����．茨城産海産無脊椎動物リスト（�）．

茨城生物，（��）�　�����．

井上久夫・鴨川　充・篠崎智行・日賀野晴彦．����．

茨城の海産無脊椎動物．茨城の生物　平成�年版　

（第�集）．��．�������，茨城県高等学校教育研究

会生物部．

環境を創る日立市民会議（編）（代表　中庭正人）．����．

日立の磯の動植物．��������　日立市．

鴨川　充．����．�海産無脊椎動物（���������	��
����
��）．�

高萩の動物．��．�������，���，高萩市．

川上千代松．����．茨城海岸無脊椎動物の採集・観察

手引．茨城県高等学校教育研究会生物部会誌，（��）��

�����．

中庭正人・舟橋正隆・鴨川　充・里見武志．����．茨

城の海の生き物．��������　茨城新聞社．

中沢悦三．����．茨城県沿岸の無脊椎動物．茨城の生

物第�集．��．�������，茨城県高等学校教育研究

会生物部．

渡辺洋子．����．海綿動物門　��������．西村三郎�

（編著）．原色検索　日本海岸動物図鑑［Ⅰ］．��．��

��，保育社．　

参考文献

星野孝治．����．海綿類．付着生物研究会（編）．付着

生物研究法－種類査定・調査法．��．���，恒星社厚

生閣．

岡田　要．����．新日本動物図鑑［上］．��������　北隆

館．

内海冨士夫．����．原色日本海岸動物図鑑．��������　

保育社．

内海冨士夫（監）．����．学研生物図鑑　水生動物．

��������　学習研究社．

調査研究および執筆

池澤広美　（ミュージアムパーク茨城県自然博物館）
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茨城県北沿岸地域の海産無脊椎動物

刺胞動物�	
�������

はじめに

　刺胞動物はほとんどが海産で，世界中の海域に広く

分布し，約�����種が記載されている（久保田，����）．

県内の海産動物の記録をまとめた報告書によると，県

内の刺胞動物については，これまでにヒドロ虫綱�目

�科�種，鉢虫綱�目�科�種，花虫綱�目��科��

種の��種が報告されている（今村，����，川上，�������

中沢，������　中庭ほか，������　井上，����，������　鴨

川，������　井上ほか，������　環境を創る日立市民会

議，������　日賀野，����）．本調査では，県北部の沿岸

域に生息するイソギンチャク類を主な対象として調査

した．

調査方法

　採集は，岩礁海岸の岩礁表面および転石裏面に付着

する個体を素手や金ベラなどを用いて剥がしとった．

採集した個体は，基本的に��％中性ホルマリンおよび

��％エタノールで固定・保存した後，同定した．

結果および解説

　今回の現地調査では，鉢虫綱の旗口クラゲ目�種，

花虫綱のイソギンチャク目�種が確認された．その中

でもヨロイイソギンチャク，ミドリイソギンチャク，

コモチイソギンチャク，ウメボシイソギンチャクの�

種は，県内の岩礁海岸のほとんどの地域において確認

できた．また，今回確認されたクロガネイソギンチャ

クは，ヨロイイソギンチャクと生息場所や形態が類似

しており，標本状態での分類は難しく，現地での生体

の確認によらざるを得なかった．

　今回も前回（�������）の県央域の調査と同様に，徒

歩による岩礁海岸の調査を行ったため，浮遊生活する

種の確認は，打ち上げられたアカクラゲのみであっ

た．

　現地調査のほか，茨城県自然博物館開館以前の調査

および第�次総合調査で確認された種を西村（����）�

などを参考に以下に列記する．学名の後の（�）は開

館以前の調査，（�）は第�次総合調査，（�）は本調

査で採集された種を示す．また，採集地および採集日

も併せて記した．

��������　ヒドロ虫綱

　�������	
���　花クラゲ目　

�������	
		���　ウミヒドラ科

���．���������	�
������（�������	）�（�）

イガグリガイウミヒドラ

（那珂湊沖����．��　����　大洗海岸����．�．��）

　　

　�����������	　管クラゲ目

��������	�
　カツオノエボシ科　

���．���������	
��������（��������）�（�）

カツオノエボシ　

（磯崎沖����．�．���　����．�．��）

��������	　鉢虫綱

　������������　旗口クラゲ目

����������　オキクラゲ科

���．����������	
�����������������（�）�（�）

アカクラゲ

五浦海岸����．�．�

（磯崎沖����．�．�）

��������　花虫綱

　���������	��　ウミエラ目　

����������	�
　ヤナギウミエラ科

���．��������	
�
������������������（�）

ホソウミエラ

（平磯沖����．�．��）

　��������	�　ヤギ目

���������	��　イソバナ科

���．����������	
�������
��������������	（�）

イソバナ

（平磯沖����．�．��）

　����������　イソギンチャク目

　　���������	　ウメボシイソギンチャク科

���．��������	
�������������������（�）（�）（�）

ヨロイイソギンチャク

五浦海岸����．�．����　����．�．���　����．�．

����　高戸海岸����．�．����　小貝浜海岸����．

�．����　����．�．����川尻海岸����．�．����　

会瀬海岸����．�．���　����．�．��

（小貝浜海岸����．�．���　会瀬海岸����．�．�����

平磯海岸����．�．����　姥の懐海岸����．�．

���　大洗海岸����．�．��）

�
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���．��������	
���
������������������	�（�）（�）（�）

ミドリイソギンチャク

五浦海岸����．�　����　����．�．���　����．�．�����

高戸海岸����．�．����　会瀬海岸����．�．����

����．�．��

（磯崎海岸����．�．���　平磯海岸����．�．��）

���．��������	
���
�����	��������	�
��������（�）

クロガネイソギンチャク

小貝浜����．�．��

���．��������	
������．��������	�

����（������）���（�）

ベリルイソギンチャク

（磯崎海岸����．�．��）

����．���������	
������������	（�）（�）（�）

ウメボシイソギンチャク

五浦海岸����．�．���　����．�．����　高戸海岸

����．�．����　小貝浜海岸����．�．����　川尻

海岸����．�．����　会瀬海岸����．�．����　河

原子海岸（大島）����．�．��

（五浦海岸����．�．����　会瀬海岸����．�．�����

磯崎海岸����．�．���　平磯海岸����．�．��）

����．��������	
�������	�（�������）�（�）（�）（�）

コモチイソギンチャク

五浦海岸����．�．����　����．�．���　����．�．

����　高戸海岸����．�．����　小貝浜海岸����．

�．����　����．�．����　川尻海岸����．�．����　

会瀬海岸����．�．���　����．�．����　河原子海

岸（大島）����．�．��

（五浦海岸����．�．���　磯崎海岸����．�．����

平磯海岸����．�．����　姥の懐海岸����．�．

���　大洗海岸����．�．��）

　　�����������　ヒダベリイソギンチャク科

����．���������	
������（��������）�（�）

ヒダベリイソギンチャク

（磯崎海岸����．�．��）

　　�������	����　タテジマイソギンチャク科

����．�������������	�����
��（�������）�（�）

タテジマイソギンチャク

（大洗海岸����．�．�）

引用文献

日賀野晴彦．����．刺胞動物（��������）．茨城県

央沿岸域の海産無脊椎動物．茨城県自然博物館第�

次総合調査報告書，��．�������，ミュージアムパー

ク茨城県自然博物館．

今村泰二．����．楽しい動物教室．��������　内田老鶴

圃．

井上久夫．����．標本リスト（Ⅰ）．茨城東高校研究紀

要，（�）�　���．

井上久夫．����．茨城産海産無脊椎動物標本リスト

（Ⅰ）．茨城生物，（��）�　�����．

井上久夫・鴨川　充・篠崎智行・日賀野晴彦．����．

茨城の海産無脊椎動物．茨城の生物　平成�年版

（第�集）．��．�������，茨城県高等学校教育研究

会生物部．

鴨川　充．����．海産無脊椎動物（���������	��
����
��）．�

高萩の動物．��．�������，�������，高萩市．

環境を創る日立市民会議（編）（代表　中庭正人）．����．

日立の磯の動植物．��������　日立市．

川上千代松．����．茨城海岸無脊椎動物の採集・観察

手引．茨城県高等学校教育研究会生物部会誌，（��）��

�����．

久保田信．����．�．刺胞動物門　�������	
����．

岩槻邦男・馬渡峻輔（監）／白山義久（編）．無脊椎

動物の多様性と系統．��．�������，裳華房．

中庭正人・舟橋正隆・鴨川　充・里見武志．����．茨

城の海の生き物．��������　茨城新聞社．

中沢悦三．����．茨城県沿岸の無脊椎動物．茨城の生

物第�集．��．�������，茨城県高等学校教育研究

会生物部．

西村三郎（編著）．����．原色検索　日本海岸動物図鑑

［Ⅰ］．��������　保育社．

調査研究および執筆

日賀野晴彦（茨城県立小川高等学校）
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茨城県北沿岸地域の海産無脊椎動物

扁形動物����������
����

はじめに

　扁形動物は渦虫綱，吸虫綱，条虫綱の�つの大きな

グループに分かれる．後の�グループは寄生生活者で

占められ，これまで吸虫類が約�����種，条虫類が約

�����種報告されている（田近，����）．一方，渦虫類

は自由生活者で，海水や淡水，陸上の湿った場所に生

息し，これまで約�����種が知られている．県内の海

産動物の記録をまとめた報告書を見ると，県内の海産

扁形動物については，自由生活者の渦虫類のヒラムシ

目�科�種が報告されているのみである（川上，�������

中沢，������　井上ほか，������　環境を創る日立市民会

議，������　井上，������　日賀野，����）．本調査では，

県北地域の岩礁海岸での現地調査を実施した．

結果および解説

　今回の現地調査では，渦虫綱のヒラムシ目�種が確

認された．本調査では���������年にかけて調査を

行ったが，オオツノヒラムシは����年には�カ所の

調査地点すべてで確認できた．しかし，それ以外では

����年の会瀬海岸で確認できただけだった．�年間の

調査だけで言及するのは難しいが，ヒラムシ類の経年

変化の可能性が考えられる結果となった．

　今回確認できた種は比較的大型の自由生活者である

が，前回（�������）の県央調査でも述べたことだが，調

査対象を寄生宿主に広げれば，さらに多くの種が確認

できるものと思われる．

　現地調査のほか，茨城県自然博物館開館以前の調査

および第�次総合調査で確認された種を布村（����）

に従って以下に列記する．学名の後の（�）は開館以

前の調査，（�）は第�次総合調査，（�）は本調査で

採集された種を示す．また，採集地および採集日も併

せて記した．

���������	�　渦虫綱

　��������	��　ヒラムシ目

　　��������	
���　ヤワヒラムシ科

���．����������	
�����（�������	）��（�）

ウスヒラムシ

五浦海岸����．�．���　川尻海岸����．�．�����

会瀬海岸����．�．����　河原子海岸（大島）����．�

�．��

　　�������	
���　ツノヒラムシ科

���．��������	�
��������������������（�）（�）（�）

オオツノヒラムシ

五浦海岸����．�．���　小貝浜海岸����．�．�����

川尻海岸����．�．����　会瀬海岸����．�．����

河原子海岸（大島）����．�．��

（磯崎海岸����．�．����　姥の懐海岸����．�．�）

　　��������	�
����　ニセツノヒラムシ科

���．��������	���
�������（�����）��（�）

ミノヒラムシ

五浦海岸����．�．��

引用文献

日賀野晴彦．����．扁形動物．茨城県央沿岸域の海産

無脊椎動物．茨城県自然博物館第�次総合調査報告
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触手動物��
�	�����

はじめに

　触手動物には箒虫綱，腕足綱，苔虫綱の�つの綱が

含まれ，現生種だけで箒虫類��種，腕足類約���種，

苔虫類約�����種が知られている（馬渡，����）．県内

の海産動物の記録をまとめた報告書をみると，触手動

物に関しては，これまで茨城の海域からは岩礁海岸を

中心に箒虫類�種，腕足類�科�属�種，苔虫類��科

��属��種が報告されている（中沢，������　中庭ほか，

������　鴨川，������　井上ほか，������　環境を創る日立

市民会議，������　井上，������　池澤，����）．本調査で

は，県北地域の岩礁海岸に生息する苔虫類を中心に調

査を実施した．

調査方法

　採集は主に岩礁海岸の潮間帯で行い，サンプルのほ

とんどは苔虫類が固着する海藻や小さな転石を素手で

採取することによって得た．また，岩礁上の苔虫類は

ヘラや金槌を用いて，群体ごと削り取った．採集した

苔虫類は，��％ホルマリンまたは��％エタノールで固

定・保存した．同定は基本的に双眼実体顕微鏡を用い

て行ったが，一部の種は次亜塩素酸ナトリウム溶液

（アンチホルミン）で処理した後，走査型電子顕微鏡を

用いて同定した．

結果および解説

　今回の現地調査では，�目��科��属��種の苔虫類

が確認された．本調査および第�次総合調査による

と，ホソフサコケムシ，キタウスコケムシ，チゴケム

シは大洗海岸以北の潮間帯に広範囲に分布しているこ

とが分かる．また，キクメウスコケムシは県内初記録

種であるが，そのほかにも，ヒラコケムシ属，シロウ

スコケムシ属，ウスコケムシ属の種が本調査ではじめ

て採集された．

　苔虫類については，国内でもまだ未記載種が多いこ

とが予想される．今後，県内の調査や同定が進めば，

新たな種がリストに加わるだけでなく，新種が得られ

る可能性もあると思われる．

　現地調査のほか，茨城県自然博物館開館以前の調査

および第�次総合調査で確認された種を馬渡（����）�

および岡田（����）を参照し，以下に列記する．学名

の後の（�）は開館以前の調査，（�）は第�次総合調

査，（�）は本調査で採集された種を示す．また，採集

地および採集日も併せて記した．

�������	�
�　腕足綱　

��������	
�
　有間接亜綱　

������������	
���　穿殻目　　

���������������		
�
��　貴殻亜目　

����������������	　ダリナ科　　　　　

���．����������	
����	�（�������	）�（�）（�）

タテスジホオズキガイ　　

（川尻海岸����．�．����　平磯海岸����．�．��

（殻のみ）�　姥の懐海岸����．�．�）

�������　苔虫綱

������������	
�
　管口目

���������������	�
��　クダコケムシ科

���．���������	
���．�（�）　

クダコケムシ属の�種

（平磯海岸����．�．��）

��������������	�
����　サラコケムシ科

���．��������	�
��
������（�������）�（�）

ハナザラコケムシ

（磯崎海岸����．�．��）

　　　　　

�������������	�	　櫛口目　　

��������������	
�　根茎亜目　

��������������	
���	�　フクロコケムシ科　　

���．���������	�
���
�（����）�（�）（�）

ツブナリコケムシ

五浦海岸����．�．����　����．�．����　高戸海

岸����．�．����　川尻海岸����．�．����　会瀬

海岸����．�．��

（磯崎海岸����．�．����　平磯海岸����．�．��）

����������������	
�	
��　トサカコケムシ科　

���．����������	
�����．�（�）（�）

トサカコケムシ属の�種

高戸海岸����．�．����　小貝浜海岸����．�．

����　川尻海岸����．�．��

（磯崎海岸����．�．����　平磯海岸����．�．�����

姥の懐海岸����．�．����　大洗海岸����．�．

��）

�����������	�
�	�　唇口目　　

������������　無嚢亜目　
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��������������	
��	���　アミメコケムシ科　　

���．��������	
�������	���������������（�）

ヒラハコケムシ

（大洗サンビーチ����．�．��）

��������������	
�　トゲヒラコケムシ科　

���．��������	�
����������������（�）

トゲヒラコケムシ

（大洗サンビーチ����．�．�）

��������������	
�　オウギコケムシ科

���．����������	�	
������（���������	�
���）�（�）（�）

カミオウギコケムシ

高戸海岸����．�．��

（大洗サンビーチ����．�．���　����．�．���　����．

�．��）

����������������　カゴメコケムシ科　　

���．����������	�
��������������（�）（�）

ナラビコケムシ

五浦海岸����．�．����　����．�．���　小貝浜海

岸����．�．��

（磯崎海岸����．�．����　平磯海岸����．�．��）

�����������������　エダコケムシ科

����．������������	
�����������（�����）�（�）（�）

ホソフサコケムシ

五浦海岸����．�．����　高戸海岸����．�．�����

小貝浜海岸����．�．����　会瀬海岸����．�．

����　河原子海岸（大島）����．�．��

（磯崎海岸����．�．����　����．�．����　平磯海

岸����．�．��）

�������������	
　有嚢亜目　

�����������������	
　スジウスコケムシ科

����．�������������	
������（��������）�（�）（�）

キタウスコケムシ

五浦海岸����．�．����　����．�．���　����．�．

����　高戸海岸����．�．����　小貝浜海岸����．

�．����　川尻海岸����．�．����　会瀬海岸����．

�．����　河原子海岸（大島）����．�．��

（磯崎海岸����．�．����　平磯海岸����．�．�����

����．�．����　姥の懐海岸����．�．����　大洗

海岸����．�．��）

���������������	
����
　ヒラコケムシ科

����．���������	
������．�（�）

ヒラコケムシ属の�種

会瀬海岸����．�．��

����．����������	���．�（�）

シロウスコケムシ属の�種

五浦海岸����．�．����　����．�．��

��������������	
�����　チゴケムシ科

����．��������	
�����

�����（�������	
）�（�）（�）（�）

チゴケムシ

五浦海岸����．�．���　����．�．����　高戸海岸

����．�．����　小貝浜海岸����．�．����　����．

�．����　川尻海岸����．�．����会瀬海岸����．

�．��

（小貝浜海岸����．�．���　日立港����．�．�����

磯崎海岸����．�．����　����．�．����　平磯海岸

����．�．����　姥の懐海岸����．�．���　����．

�．����　大洗海岸����．�．��）

����������������		�
��　ウスコケムシ科

����．���������	
����	��

�（�������）�（�）

キクメウスコケムシ

五浦海岸����．�．����　����．�．���　����．�．

����　高戸海岸����．�．����　小貝浜海岸����．

�．����　����．�．����川尻海岸����．�．��

����．����������		
���．�（�）

ウスコケムシ属の�種

五浦海岸����．�．����　小貝浜海岸����．�．

����　����．�．��

��������������	
���　モングチコケムシ科

����．��������	
����

������（����）�（�）（�）

モングチコケムシ

五浦海岸����．�．����　高戸海岸����．�．�����

会瀬海岸����．�．��

（姥の懐海岸����．�．����　大洗海岸����．�．

��）

����������������	
�　コブコケムシ科　　　

����．����������	
����	
�
���������	�
������（�）

（磯崎海岸����．�．����　����．�．����　平磯海

岸����．�．����　����．�．����　����．�．����　����．

�．����　姥の懐海岸����．�．����　大洗海岸����．

�．��）
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����．����������	
����������
�������（�）（�）

ウデコブコケムシ

五浦海岸����．�．�

（平磯海岸����．�．��）

����．����������	
���．�（�）

コブコケムシ属の�種

五浦海岸����．�．�
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はじめに

　多板類は全て海産で，現在，世界で原生種約���種，

日本では約���種が報告されている（上島，����）．県

内の海産動物の記録をまとめた報告書をみると，県内

の多板綱に属する種については，これまで新ヒザラガ

イ目��種が報告されている（今村，������　川上，�������

中沢，������　叶野，������　中庭ほか，������　鴨川，

������　������　環境を創る日立市民会議，������　井上，

����，����）．本調査では，県北部地域の岩礁海岸での

現地調査を実施した．

　本稿を進めるに当たって，ご助言を頂いた国立科学

博物館動物研究部の斉藤　寛博士にこの場をお借り

し，心より感謝申し上げる．

調査方法

　採集は，主に岩礁海岸の潮間帯で行い，岩礁表面お

よび転石裏面に付着する個体を中心に，素手や金ベラ

などを用いて剥がしとった．採集した個体は，��％中

性ホルマリンおよび��％エタノールで固定・保存した

後，一部双眼実体顕微鏡を用いて同定した．

結果および解説

　本調査では，新ヒザラガイ目の�種が確認された．

そのうち，ババガセは前調査では確認されなかった

が，本調査では会瀬海岸で確認され，調査地域の北方

的な傾向を象徴する種といえる．また，同様の傾向を

示し，過去に報告されているエゾヤスリヒザラガイお

よびハコダテヒザラガイは本調査でも確認されなかっ

た．

　一方，前調査報告で���������	��
����	�ウスヒザラ

ガイとされていた標本は，奥谷（����）によって再検

討した結果，その鱗片の形状より，�．（�．）�����������

ホソウスヒザラガイを含むことが明らかになった．同

じく，���������	����
�����	������ヒメケハダヒザラガ

イ，��������	
コケハダヒザラガイと区別されてきた

標本は，��������	
ヒメケハダヒザラガイとして，一括

して分類されるものとした．

　現地調査のほか，茨城県自然博物館開館以前の調査

および第�次総合調査で確認された標本を奥谷（����）

に従って，以下に列記する．学名の後の（�）は開館

以前の調査，（�）は第�次総合調査，（�）は本調査

で採集された種を示す．また，採集地および採集日も

併せて記した．

��������	
	　新ヒザラガイ目

��������	���
	����　ウスヒザラガイ亜目

����������	���
	����　ウスヒザラガイ科

���．����������	��
����	��（�����）�（�）（�）（�）

ウスヒザラガイ

五浦海岸����．�．����　����．�．����　高戸海岸

����．�．����　会瀬海岸����．�．���　河原子海

岸（大島）����．�．��

（平磯海岸����．�．����　����．�．����　姥の懐

海岸����．�．���　����．�．�）

���．����������	��
（�．）�������������������	
�（�）

ホソウスヒザラガイ

五浦海岸����．�．���　����．�．����　小貝浜海

岸����．�．����　����．�．����　川尻海岸����．

�．����　会瀬海岸����．�．��

���．���������	
����
	��
�（�����）�（�）（�）

ヤスリヒザラガイ

五浦海岸����．�．����　����．�．����　高戸海岸

����．�．����　河原子海岸（大島）����．�．��

（磯崎海岸����．�．����　平磯海岸����．�．��）

�����������	�
　ヒゲヒザラガイ科

���．��������	
�����（�．）��������	��（�����）�（�）

ババガセ

会瀬海岸����．�．�

�����������	
�　クサズリガイ科

���．���������	
��
����
�（�������）�（�）（�）（�）

ヒザラガイ

五浦海岸����．�．����　����．�．���　����．�．

����　河原子海岸（大島）����．�．��

（五浦海岸����．�．����　平磯海岸����．�．����

　����．�．��）

��������	��
�	�
��　ケハダヒザラガイ亜目

����������	��
�	�
���　ケハダヒザラガイ科

���．����������	����
��������（�����）�（�）（�）（�）

ヒメケハダヒザラガイ

五浦海岸����．�．���　����．�．����　高戸海岸

����．�．����　小貝浜海岸����．�．����　����．

�．����　川尻海岸����．�．����　会瀬海岸����．

�．���　����．�．����　河原子海岸（大島）����．

軟体動物�多板類
�������	�����������	�������
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�．��

（五浦海岸����．�．����　磯崎海岸����．�．����　

平磯海岸����．�．����　姥の懐海岸����．�．

�）
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茨城生物，（��）�　�����．

鴨川　充．����．海産無脊椎動物（���������	��
�����
�）．

高萩の動物．��．�������，����　高萩市．

鴨川　充．����．軟体動物／多板類（��������	
	

�����������	�）．茨城県央沿岸域の海産無脊
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手引．茨城県高等学校教育研究会生物部会誌，（��）��
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中沢悦三．����．茨城県沿岸の無脊椎動物．茨城の生
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会生物部．
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上島　励．����．��．軟体�動物門　��������	
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岩槻邦男・馬渡峻輔（監）／白山義之（編）．無脊

椎動物の多様性と系統．��．�������，裳華房．

参考文献

肥後俊一・後藤芳央（編著）．����．日本及び周辺地�
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�������，保育社．
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茨城県北沿岸地域の海産無脊椎動物

はじめに

　県内の軟体動物の後鰓類に属する種については，頭

楯目��種，無楯目�種，裸殻翼足目�種，背楯目�

種，裸鰓目��種の計�目��種が報告されている（今

村，������　川上，������　中沢，������　叶野，������　中

庭ほか，������　鴨川，����，������　井上ほか，������　

環境を創る日立市民会議，������　井上，������　稲葉・

奥谷，����）．本調査では，県北部地域の岩礁海岸での

現地調査を実施した．

　本稿を進めるに当たって，ご助言およびご校閲を頂

いた千葉大学理学部海洋生態系研究センターの平野義

明博士にこの場をお借りし，心より感謝申し上げる．

調査方法

　採集は，主に岩礁海岸の潮間帯で行い，岩礁表面お

よび転石裏面に付着する個体を中心に，素手やピン

セットなどを用いて採取した．採集した個体は，��％

中性ホルマリンおよび��％エタノールで固定・保存し

た後，一部双眼実体顕微鏡を用いて同定した．

結果および解説

　本調査では，無楯目�種，背楯目�種，裸鰓目�種

の計�目��種が確認された．そのうち，カドリナウ

ミウシは県内初記録となる．さらに，前調査で県央地

域の平磯海岸で初めて確認されたエゾカスリウミウシ

が本調査でも河原子海岸（大島）で確認された．また，

無楯目のクロヘリアメフラシ，背楯目のウミフクロウ

をはじめとして，同じく前調査では確認されなかった

ネコジタウミウシ，シロウミウシ，チシオウミウシ，

オトメウミウシなど，裸鰓目に属する種が豊富に確認

されたことも，広大な岩礁海岸を中心とした本調査地

域の動物相を特徴づけているといえる．

　現地調査のほか，茨城県自然博物館開館以前の調査

および第�次総合調査で確認された種を平野（����）�

に従い，以下に列記する．学名の後の（�）は開館以

前の調査，（�）は第�次総合調査，（�）は本調査で

採集された種を示す．また，採集地および採集日も併

せて記した．

�

��������	�　腹足綱

��������	
������　後鰓類

�����������	�
���　頭楯目

�������������	�
�	　ブドウガイ科

���．�����������	
���（�������）�（�）（�）

ブドウガイ

（平磯海岸����．��．���　����．�．����　姥の懐

海岸����．�．��）

�����������	�　無楯目

���������������	
　アメフラシ科

���．��������	（������）�������	�（����）（�）（�）（�）

アメフラシ

五浦海岸����．�．���　����．�．����　高戸海岸

����．�．����　小貝浜海岸����．�．����　川尻海

岸����．�．����　会瀬海岸����．�．���　����．

�．����　河原子海岸（大島）����．�．��

（平磯海岸����．�．����　大洗海岸����．�．��）

���．���������（�������	
���）����������������	�
�����（�）（�）（�）

クロヘリアメフラシ

小貝浜海岸����．�．����　����．�．��

（五浦海岸����．�．���　小貝浜海岸����．�．����

大洗海岸����．�．��）

�����������	
�　背楯目

��������������	
���	�　フシエラガイ科

���．���������	
��	�	�	��
��	��������（�）

ウミフクロウ

会瀬海岸����．�．�

�����������	
���　裸鰓目

���������������������	　ネコジタウミウシ科

���．����������	
��	������������	
�����（�）

ネコジタウミウシ

高戸海岸����．�．��

�����������������　カドリナウミウシ科

���．���������	�
����������（�）

カドリナウミウシ

河原子海岸（大島）����．�．��

��������������������	
　イロウミウシ科　　

���．�����������	
��������	���������（�）

シロウミウシ

五浦海岸����．�．�

軟体動物�後鰓類
�������	�������������
	����
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���．��������	�
����������（�．�����）�（�）（�）

アオウミウシ

五浦海岸����．�．�

（五浦海岸����．�．�）

����������������　チシオウミウシ科

���．����������	
��	���（������）�（�）

チシオウミウシ

河原子海岸（大島）����．�．��

����������������　ドーリス科

����．������������	
����	����（������）�（�）（�）

エゾカスリウミウシ

河原子海岸（大島）����．�．��

（平磯海岸����．�．��）

��������������������	　ヤマトウミウシ科

����．������������	
������������（�）

ヤマトウミウシ

（五浦海岸����．�．���　磯崎海岸����．�．�����

����．�．��）　

���������������	　タテジマウミウシ科

����．��������	��
��������������（�）

オトメウミウシ

河原子海岸（大島）����．�．��

���������������	��　ヨツスジミノウミウシ科

����．���������	
��
	������
�（����）�（�）（�）

サガミミノウミウシ

五浦海岸����．�．����　����．�．���　����．�．

����　会瀬海岸����．�．���　河原子海岸（大島）

����．�．��

（磯崎海岸����．�．����　平磯海岸����．�．��）

引用文献

平野義明．����．ウミウシ学ー海の宝石，その謎を探

る．��������　東海大学出版会．

今村泰二．����．楽しい動物教室．��������　内田老鶴

圃．

稲葉暢弘・奥谷喬司．����．茨城県大洗マリーナ（北

緯��°��′）に出現したハダカカメガイ．ちりぼたん

（��������	
），��（�）�　�����．　

井上久夫．����．茨城産海産無脊椎動物リスト（�）．

茨城生物，（��）�　�����．

井上久夫・鴨川　充・篠崎智行・日賀野晴彦．����．

茨城の海産無脊椎動物．茨城の生物　平成�年版　
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鴨川　充．����．海産無脊椎動物（���������	��
����
��）．

高萩の動物．��．�������，����，高萩市．

鴨川　充．����．軟体動物／後鰓類（��������／

��������	
����
）．茨城県央沿岸域の海産無脊

椎動物．茨城県自然博物館第�次総合調査報告書，

��．�������，ミュージアムパーク茨城県自然博物

館．

環境を創る日立市民会議（編）（代表　中庭正人）．����．

日立の磯の動植物．��������　日立市．

叶野勝雄．����．茨城県産有殻軟体動物（貝類）相に

ついて．茨城の生物第�集．��．�������，茨城県

高等学校教育研究会生物部．

川上千代松．����．茨城海岸無脊椎動物の採集・観察

手引．茨城県高等学校教育研究会生物部会誌，（��）��

�����．

中庭正人・舟橋正隆・鴨川　充・里見武志．����．茨

城の海の生き物．��������　茨城新聞社．

中沢悦三．����．茨城県沿岸の無脊椎動物．茨城の生

物第�集．��．�������，茨城県高等学校教育研究

会生物部．
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鴨川　充（茨城県立那珂高等学校）
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茨城県北沿岸地域の海産無脊椎動物

軟体動物�������	��

はじめに

　今から�～�億年前の地質時代（カンブリア紀下部）

に出現した貝類は，その後，種の増加と群の消長を経

て，生活の範囲と分布域を拡大し，海から淡水へさら

に陸上に進出し，世界中で昆虫類に次ぐ多くの種数が

あるとされている．いま日本の軟体動物数は，現生種

と化石種で海陸淡水産を合わせておよそ�����余種で

あると記されている（肥後・後藤，����）．ところで，

私は本県における海産・汽水産の軟体動物（後鰓類を

除く）の種類数として現生種のみで，ヒザラガイ類��

種，巻貝類���種，二枚貝類���種，ツノガイ類��

種，イカ・タコ類��種の計���種と推計（����年��

月）しており，今回の調査結果は県北地域に限定して

行ったにしても僅少にすぎない．採集の現場にいくと

なかなか近づけない岩礁も多く，気象や潮汐にも左右

され，採集用具も種々準備を要するし，その使い分け

も成果を決定づける．

　これまで幾度となく採集を実施したが，その時の条

件によって成果に大きな差異ができることが多かった

のが記憶に残っている．海の生物の場合は，寒暖両流

の消長底質の変化などによる直接の影響と，それによ

る食藻の変化など，貝類の生存条件は厳しいものと思

われるので採集はいつでも，どこでもできるものでは

ない．

調査地および調査方法

　採集地は，以下の�カ所である．いずれも貝類やほ

かの動物が比較的多く棲み，採集に適した岩礁海岸で

あるが，生息条件は多少の差異があると思われる．

����．�北茨城市五浦海岸（����．�．�，����．�．��

実施）

����．�日立市小貝浜海岸（����．�．��，����．�．��

実施）

����．�日立市川尻海岸（����．�．��実施）

����．�日立市会瀬海岸（����．�．��実施）

����．�日立市河原子海岸（大島）（����．�．��実施）

　まず，採集動物の棲む場所の見当をつけ，岩礁帯，

転石帯，礫泥底，砂泥底，砂浜，タイドプールなどの

環境の違いやそこに生えている海藻（食藻）に気をつ

けた．干潮により露出している時はその生活痕を見つ

けて素手または用具を使って採集，笠貝では剥がし採

り（磯金や金ひらで），カジメ，ワカメ，スガモの周り

では手網ですくい取り，穿孔しているものはタガネと

ハンマーでその部分を割ってその岩石とともに採捕

し，砂や砂利地ではアサリかきが有効に利用された．

結果および解説

�����五浦海岸

　幾分，内湾的な要素を含んだ場所もあると考えら

れ，以前の採集ではチグサガイやチャイロタマキビな

どが採れたが，今回の調査では確認することができな

かった．本調査では，��科��種が得られた．

�����小貝浜海岸

　泥岩を主とする岩礁底で，辺りにはカジメ，ワカメ，

ツノマタなどがよく生育している．本調査では，�科

��種が得られた．また，ここでは，北米太平洋沿岸を

原産とする外来種のシマメノウフネガイが採集された

（江川，����）．

�����川尻海岸

　外洋的要素の濃い岩礁海岸で，アラメやワカメがよ

く生育している．本調査では，�科�種が得られた．

�����会瀬海岸

　岩礁が散在し，波浪の影響を受けやすい岩礁海岸

で，調査日も風波が荒かった．本調査では，�科�種

が得られた．

�����河原子海岸�大島�

　実際の調査には参加していないが，茨城の海産動物

研究会のメンバーが採集した標本を同定した結果，�

科��種が得られた．

　結局，合計��科��種の貝類が採集され，その結果

は過去のデータとともに付表�に示した．なお，貝類

の分類および学名については，肥後・後藤（����）お

よび波部・奥谷（�����，�）を参照した．

引用文献

江川和文．����．シマメノウフネガイ．日本生態学会

（編）．外来種ハンドブック．��　���，地人書館．

波部忠重（監）・奥谷喬司．������．学研生物図鑑　貝

Ⅰ［巻貝］．��������　学習研究社．

波部忠重（監）・奥谷喬司．������．学研生物図鑑　貝

Ⅱ［二枚貝・陸貝・イカ・タコほか］．��������　学習

研究社．
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肥後俊一・後藤芳央．����．日本及び周辺海域産軟体

動物総目録．��������　エル貝類出版．

参考文献

波部忠重・小菅貞男．����．標準原色図鑑全集�．貝．

��������　保育社．

調査研究および執筆

叶野勝雄（元水戸市立稲荷第二小学校長）
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茨城県北沿岸地域の海産無脊椎動物

付表�１�．�茨城県産軟体動物リスト．

現地調査���学名和名綱，目，科名���

マキガイ綱（腹足綱）
マキガイ亜綱（前鰓亜綱）
オキナエビスガイ目（原始腹足目）

○��������	
�
�����（������）メガイアワビ　　ミミガイ科
○○○��������	���
��	���
���（�����）クロアワビ

○��������	���
��	�����（���）エゾアワビ
○�������	
�������������（�������）スソキレガイ　　スカシガイ科

○○○�������	
���������������シロスソカケガイ
河原子海岸（大島）����．�．��　○○○���������（�������	�
�）�������（�������	
�）サルアワビ

○○�������		
�（�������		
）�����������������コウダカスカシガイ
○��������（�������）���������	
���（�����）オオツカテンガイ
○��������（�������）�����（�����）アサテンガイ
○○��������（��������	）������������	�
�（�����）テンガイ��

五浦海岸����．�．��○○○��������	�
���	����（��������）スカシガイ��

五浦海岸����．�．��／川尻海岸����．�．��○○○��������	�
���	�����
�（��������）ヒラスカシガイ��

五浦海岸����．�．�／会瀬海岸����．�．��○○○���������	�
��（�����）ベッコウザラ　　ツノハタ科��

五浦海岸����．�．���　����．�．��／小貝浜海岸����．�．○○○���������	
�����（�����）ヨメガカサ��

○��������	�
（�������	��）���������（������）ヒメコザラ　　ユキノカサ科��

五浦海岸����．�．�／小貝浜海岸����．�．��／会瀬
海岸����．�．��／河原子海岸（大島）����．�．��　

○○○����������	（����������）����������（�����）カモガイ��

○○����������	（��������	
�）�������	�（������）コガモガイ��

○○○���������	
���������（�������）アオガイ��

五浦海岸����．�．�○○○�������（���������	
�）���������（�����）ユキノカサ��

○○○��������（����������）�������	
��	
�	�（��������）ヒメカタベ　　ヒメカタベ科��

○○○���������	�����（�������）�アシヤガイ　　ニシキウズ科��

○��������	（����������	）���������	�
�（�������）イボサンショウガイモドキ��

○○���������	�
���������������	トゲエビス��

○���������	�
	����������	�（�������）ニシキエビス��

川尻海岸����．�．��○○○���������	�
����	�（������）エビスガイ��

○��������	
���������������コシダカシタダミ　��

○○��������	
����
�����������	�
���カドコシダカシタダミ��

○○��������	
�������������ハグルマシタダミ��

○○���������	�

����������マキアゲエビス��

○○��������	
��������������
	�����������	�
�����ヒラセギンエビス��

五浦海岸����．�．�○○○����������（���������）����������������������������	
���	��イシダタミ��

小貝浜海岸����．�．��○○○����������（�����������	）��������	�
�（��������）クロヅケガイ��

小貝浜海岸����．�．��○����������（�����������	）����������������	クビレクロヅケ��

五浦海岸����．�．�／小貝浜海岸����．�．�����
����．�．��／川尻海岸����．�．��／会瀬海岸
����．�．��／河原子海岸（大島）����．�．��

○○○���������	
���������（���������	
������）クボガイ��

○○���������	
������
�
�（��������）ヘソアキクボガイ��

○○���������	
��
�������	
�（��������）クマノコガイ��

小貝浜海岸����．�．����　����．�．��／川尻海岸　����．�．
��／会瀬海岸����．�．��／河原子海岸（大島）����．�．��

○○○�������	
�����������������（��������）バテイラ��

○○�������	
��	
��	
��	
��	
�（������）コシタカガンガラ��

○○○��������	
��������
��（��������）チグサガイ��

○��������	（�������）��������	
���（�������）イボキサゴ��

○��������	（�������）��������	�（������）キサゴ��

○○○��������	（�������）��������	
�（������）ダンベイキサゴ��

○������（��������）��������	�������		�サザエ　　リュウテン科��

○��������	
�
�����	
������（�������）スガイ��

○○��������	
��������（������）ヒラサザエ��

○○○�����������	�
��	���（�����）サンショウガイ��

○○�������������	

���	��（�����）エゾザンショウ��

○○�����������	
������
����������	�
����ワニカワザンショウ��

○○����������	
�����	�（������）サンショウスガイ��

○○���������	
��	����	�（�������）ベニバイ　　ベニバイ科��

○�������（�������	
��）������������������	アマオブネガイ　　アマオブネ科��

○�������	
��
�������（�������	
�）イシマキ��

　ニナ目�（中腹足目）
○○○����������	
���	��（��������）チャイロタマキビ　　チャイロタマキビ科��

○○�������	
�������（��������）コウダカチャイロタマキビ��

○○��������	�
�����（�������）ヘソカドタマキビ��

五浦海岸����．�．�○○○���������	（���������）�������	
��（�������）タマビキ　　タマキビガイ科��

五浦海岸����．�．�○○○���������		
�����������（������）アラレタマキビ��

○○�������	
��������
��（�������）アラウズマキ　　イソマイマイ科��

○○�������	
������������（��������）�ウズマキガイ��

○○○�����������	
������（������）ホソウミニナ　　ウミニナ科��

○�������	�	�
���
	�
�	��（�������）エゾキリガイダマシ　　キリガイダマシ科��

○○����������	（�������	
	）���������（������）ミミズガイ　　ミミズガイ科��

○○○��������	
��（���������）��������	
��（������）オオヘビガイ　　ムカデガイ科��

○�������	
�����
����������（�����）シドロ　　ソデボラ科��

○���������	
�������（��������	
�	�）カワチドリ　　スズメガイ科��

○○������������	
����������（��������	
	������）ネジヌキ　　ヒゲマキナワボラ科��

小貝浜海岸����．�○○○�������	
�����������	シマメノウフネガイ　　カリバガサ科��

○���������	
���（�����）シラタマツバキ��

○��������	
�	�����	�（�����）クマサカガイ　　クマサカガイ科��

○���������	�����（�����）キヌガサガイ��

○○○��������	�
��	������（����������）チャイロキヌタ　　タカラガイ科��

○○����������	�
（�������	）��������	�
�������（�������	）メダカラガイ��

○���������	��
�����（������）オミナエシダカラ��

○○○���������	
�����（��������）ツグチガイ　　ウミウサギ科��

○○��������������	
�������ヒガイ　　��

○○○�������	
�����
���（���������	�
����）�ザクロガイ　　ザクロガイ科��

○�������	
（���������）���������������ハナヅトガイ　　ベッコウタマガイ科��

○○�������	
（���������）�������	�
�����������	

ウスカワハナヅト��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

（続く）
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動 物

現地調査���学名和名綱，目，科名���

　異足目
○��������	
	������	�	�������	ウチヤマタマツバキ　　タマガイ科��

○○����������	
�
��	
�
���（�������）ツメタガイ��

○○����������	
�
��	��������（�������	��
���
���
��）ホソヤツメタ��

○����������	
������（��������）ソメワケツメタ��

○○����������	
������（������）ハナツメタ��

○○����������	
��������（��������）ヒメツメタ��

○○○�������	�
�	�	���������
����（�������	�
���）エゾタマガイ��

○○○��������	
��	����（�������）ヤツシロガイ　　ヤツシロガイ科��

○���������	
�����（��������）ウズラミヤシロ��

○○○�������	（�������	
����）���������	
��（�������）カズラガイ　　トウカムリ科��

○����������	
������	���������（�����）ウネウラシマ��

○○����������	
������	�����（�����）タマウラシマ��

○○����������	
������	�����������（����）ウラシマ��

○���������	
��������（�������）ヒメダイコ��

○○���������	
���
�����		������������レンジャク��

○○���������	
�����	�	����（��������）アヤボラ　　フジツガイ科��

○○��������	�
���������	����（�������	�
���）カコボラ��

○�����������	
������（����）ヒメミツカドボラ��

○○○����������	
���
���������（�������）ナガスズカケボラ��

○○��������	
�����	
������（�����）ボウシュウボラ��

○○��������	
�	���	�	�（�����）ケシカニモリアミメケシカニモリ科��

　バイ目�（新腹足目）
○○�����������	
��	��������（�����）ツノオリイレ　　アクキガイ科���

○���������	
������������（��������）エントツヨウラク���

○○○���������	�
��������（��������	

�
）ヒレガイ���

小貝浜海岸����．�．��○○○���������	�
���������（������）イソバショウ���

○○���������	�
���������（�������）オオウヨウラク���

○○○�����������	
（��������		
�）��������（�������）イセヨウラク���

○����������	��
������（����������）ウニレイシ���

五浦海岸����．�．�／会瀬海岸����．�．
��／河原子海岸（大島）����．�．��

○○○������（�������）��������（������）レイシガイ���

五浦海岸����．�．�／小貝浜海岸����．�．��
／川尻海岸����．�．��／会瀬海岸����．�．��

○○○������（�������）�������	
��（�������）イボニシ���

○○○��������	�
������（������）チヂミボラ���

○��������	
����������������
�（�������）ナガチヂミボラ���

○����������	
��（�����������	）アカニシ���

○○○��������	
��������（�����）ムギガイ　　フトコロガイ科���

○○��������	��
����（�������）コウダカマツムシ���

○○○�������	
����������	��（�������）カムロガイ���

○○���������	�
������
	��（��������）カゴメヌカボラ���

○○�������	�
�������（��������）アラレガイ　　オリイレヨフバイ科���

○�������	�
������（��������）ムシロガイ���

○○�������	
�����（�����）ハナムシロ���

○�������	

	���
��	�（�����）アラムシロ���

○○�������	

	��	�����	�（������）クロスジムシロ���

○○�������	

	�������	��
	�（������）ヒメムシロ���

○�������	
（�������	）���������（�������）ネジヌキバイ　　エゾバイ科���

○○�������	
（���������	
�）��������	
����（��������）ネジボラ���

○○��������	�
���������	���（������）フジタバイ���

○○�������	
�����
����
�（�������）モロハバイ���

○○��������	（��������）�������	
����（�������）エゾボラモドキ���

○○��������	（��������）�������	��
�（����）チヂミエゾボラ���

○○○���������（�������	��）������������（��������）ヒメエゾボラ���

○○�������	�	
�����	������（�������）ヒメニシ���

○�������	��
�����������������（�����）ミクリガイ���

○○�������	��
�������（�����）トウイト���

○○�������	��
��������（�����）マユツクリ���

○�������	��
�������
��	����（��������）ネムリガイ���

○○○�����������	
�����������ミガキボラ���

○○������������	�（�����）シワホラダマシ���

五浦海岸����．�．�／河原子海岸（大島）����．�．��○�������	
����		���（�����）イソニナ���

○○���������	
������（�����）エゾイソニナ���

○�������	�
�����	��（�����）バイ���

○○����������	
��
�������シライトマキバイ���

○○○�������	
����
�������
�		���（���）モスソガイ���

○○○���������	
��	����（��������）ナガニシ　　イトマキボラ科���

○����������	
������（�����）ミクリナガニシ���

○○○���������	�
�����������	ホタルガイ　　マクラガイ科���

○���������	
��
����（���������	�
����）ムシボタル���

○○��������	
����（�����）ヒゼンツクシ　　フデガイ科���

○○���������	��
������（�������	�
������
���）オオヒタチオビ　　ガクフボラ科���

○○�������	�
������	�����（��������）コロモガイ　　コロモガイ科���

○○��������	
������
�����（������）トカシオリイレ���

○○���������	
�	����	�（�������）オハグロジャジク　　クダマキガイ科���

○○�������	
��	
	�����（���������	
）モミジボラ���

○○�������	

	����
	�	��（�������	
�）トガリクダマキ���

○����������	
���
������（�����）コゲシャジク���

○��������（���������	
�）�������（������）ホンカリガネ���

○�������	
���（�������	���）���������������タキエゾイグチ���

○○������������	
��������（�����）ヒメシャジク���

○○��������	�
���	����	����（���������	
）ホソシャジク���

○○�������	��
�������（��������）イワカワトクサ　　タケノコガイ科���

○�������	��
��	��������（�������）トクサガイ���

○○������������	
������		�（��������）コゲチャタケ���

○�������	
�
����
��	���（��������	

�
）ヒメキリガイ���

アサガオガイ目�（異腹足目）
○○������������������（��������）アサガオガイ　　アサガオガイ科���

○��������	
�������（��������）ルリガイ���

（付表���続き）

（続く）
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茨城県北沿岸地域の海産無脊椎動物

現地調査学名和名綱，目，科名���

○○�������	�
（�������	�）����������（�����）ネジガイ　　イトカケガイ科���

○��������	�
�	�（�������	
）クリンイトカケ���

○○��������	�
���������（������）ヒメネジガイ���

○○��������（�������）�����������（������）キリオレホソアラレキリオレ科���

　腸紐目
○�������	
����
	��
�（������）マキモノガイ　　トウガタガイ科���

○○�������	
���
	
��（��������）コマキモノガイ���

○○�������		
�（�������	�
）�������	
����（������）シロイトカケギリ���

○○��������	
����������（������）フトヨコイトカケギリ���

マイマイ亜綱�（有肺亜綱）
モノアラガイ目�（基眼目）�
後鰓亜綱
頭楯目

○����������	
��（�������）ブドウガイ　　ブドウガイ科���

五浦海岸����．�．�／小貝浜海岸����．�．��／川尻海
岸����．�．��

○○○�������	��（��������	
����	�）�������	��
（�������）

カラマツガイ���　カラマツガイ科���

○○�������	��
（�������	
��）��������	�
�（�������）シロカラマツガイ���

小貝浜海岸����．�．��○�������	��
（�������	���
��
）��������（�������）キクノハナガイ���

小貝浜海岸����．�．���������	
�����������	シマメノウフネガイ���

イカ綱（頭足綱）
�鞘形亜綱
　コウイカ目

○���������	��
�����������シリヤケイカ　　コウイカ科���

　ツツイカ目
○��������	
�����������（�������）アカイカ　　アカイカ科���

　タコ目（八腕形目）
○�������	
������������マダコ　　マダコ科���

○�������	�
�����（���������）タコブネ　　アオイガイ科���

二枚貝綱（斧足綱）
�隠歯亜綱
　キヌタレガイ目

○��������	
�����������������アブラキヌタレガイ　　キヌタレガイ科���

○�������（��������	
）�������	�
�（��������）フリソデガイ　　���

�翼形亜綱
　フネガイ目

五浦海岸����．�．��／河原子海岸（大島）����．�．��○○○�������	���
����������	�コベルトフネガイ　　フネガイ科���

○○���������（�������	�）��������		�（�������）ハナエガイ���

○�������	��
���（�������）コシロガイ���

○����������	�
���
����（��������）アカガイ���

○○����������	�
���������サトウガイ���

○○��������	
����（�����）シコロエガイ　　シコロエガイ科���

○○��������	
�（��������	
）���������（���������	�
����）タマキガイ　　タマキガイ科���

○○��������	
�（��������	
）��������	�
��（�������）ベンケイガイ���

○○��������	
�（��������	
）�������	�（������）ベニグリ���

○○��������	
�（��������	
）�������	�
���������（�������）エゾタマキ���

○��������	
��������（��������）ビロウドタマキ���

○���������	
����
��
����（��������）ナミジワシラスナガイ　　オオシラスナガイ科���

○�������	
�	����	�（��������）シラスナガイ���

　イガイ目
五浦海岸����．�．��／会瀬海岸����．�．��○○○�������	
�������������	ムラサキイガイ　　イガイ科���

○○○�������	
����
��������イガイ���

五浦海岸����．�．�／川尻海岸����．�．��／会瀬
海岸����．�．��／河原子海岸（大島）����．�．��

○○○��������	（��������	�
）�������	
�（��������）ムラサキインコ
���

○○��������	（��������	�
）��������������ヒメイガイ���

○��������	（��������）��������	���

�����	�（�������	�
���）エゾヒバリ���

河原子海岸（大島）����．�．��○��������	（��������）����������	������ヒバリガイ���

○○��������	�
（���������	�）��������（�������）イシマテ���

小貝浜海岸����．�．��○○�������	
�����（��������）�マユイガイ���

○�������（��������	�）�������	�	�（��������）タイラギ　　ハボウキガイ科���

　ウグイスガイ目
○○���������	
�������	
������（������）ツキヒガイ　　イタヤガイ科���

○�������	�
��������	�
����（��������）エゾギンチャク���

○○○�������	（�������	
��）�����������������（��������	
�����）アズマニシキ���

○○��������	��
����	�����（������）ヒヨクガイ���

○��������	�	
	�������������������（���������）イタヤガイ���

○�������	
�	��（�������	
�	�）������������（���）ホタテガイ���

○�������	
�（�������	
）����������（�����）ウミギク　　ウミギク科���

○�������	
�（�������	
）����������	
�������������	チリボタン���

○�������	
���������ミノガイ　　ミノガイ科���

○�������	
���	�	���������モクハチミノガイ���

○○��������（�������）���������	��（��������	

�
）ユキミノ���

○�������	
����������������ナミマガシワ　　ナミマガシワ科���

○○○�����������	
�
���（�������	）マガキ　　イタボガキ科���

○○�����������	
����
��（����）イワガキ���

○��������	�
�	������������	�
���ケガキ���

異歯亜綱�
マルスダレガイ目�（ハマグリ目）

○○�������	
�����	������ヨシダツキガイモドキ　　ツキガイ科���

○���������	�
��	�����（������）シオガマ　　フタバシラガイ科���

○○���������	�
��	�����������（������）ヒラシオガマ���

○���������	�
��	����（����）ノムラシオガマ���

○○�����������	
���（�����）ウソシジミ���

○○�������	
������������（�������）ヤエウメ���

○○���������	
�����������キクザルガイ　　キクザル科���

○○�������	
�
�������
�（�������）サルノカシラ���

○○○��������	
����������トマヤガイ　　トマヤガイ科���

○○���������	

��（���������	

	��	）�������	��（������）モシオガイ　　モシオガイ科���

○○������������	��
���（��������）シマキンギヨ　　ザルガイ科���

○�������	
���（��������	
��）�������	
��
���（��������）エゾイシカゲガイ���

（付表���続き）

（続く）
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動 物

現地調査���学名和名綱，目，科名���

○�������	
���（��������	
��）��������	�（�����）イシカゲガイ���

○�������	�
����（�����）トリガイ���

○○��������	
��������（�������）マダラチゴドリガイ���

○○○�������（������）�������������������バカガイ　　バカガイ科���

○○�������（��������	�）���������（������）�ヒメバカガイ���

○○�������	
���
�������（�����）ソリタママキ���

○○○�������	
�����	��	���������（��������）ウバガイ���

○�������	（�������	�
�）���������	
�������	
ナガウバガイ���

○○�������	
（�������	）��������	�（�������）ホクロガイ���

○���������（��������	
�）�������������オオトリガイ���

○���������（��������	
�）�������	��������ヒラカモジガイ���

○○���������（��������	
�）��������������カモジガイ���

○����������	
��（�������	�
���）ミルクイ���

○○���������	
���������（��������	

�
）チヨノハナガイ���

○○�������	
���������（������）フジノハナガイ　　フジノハナガイ科���

○○○���������	
������	�	�（��������）サラガイ　　ニッコウガイ科���

○○���������	
�����	�	�（����������	�
���）アラスジサラガイ���

○�������	（�������）�������	
��（�������）イチョウシラトリ���

○○�������	（�������）����������	��（�������）アコヤザクラ���

○○���������	�
������（�������）モモノハナ���

○○○�����������	
�	������
�（������）サクラガイ���

○○��������	���
����（������）シラトリモドキ���

○○��������	���
���
�����������マルシラトリモドキ���

○○�������（������）�����������（�������）オオモモノハナ���

○�������（������）��������	
	���������ゴイサギガイ���

○○○�������（������）��������	
�（�������）ヒメシラトリ���

○�������（������）�������	
����（��������）サビシラトリ���

○○�������（������）�����������（��������）ニッポンシラトリ���

○��������	
�������	������サギガイ���

○��������	��
（��������	
�）�����������（�������	
）アオサギガイ���

○�������	
����	�	�	�（��������）エゾマスホウ　　シオサザナミ科���

○○����������	�
�����（�����）イソシジミ���

○○�������	�
�������	�
�（�������）キヌタアゲマキ　　キヌタアゲマキ科���

○○○������（�����）���������������マテガイ　　マテガイ科���

○○������（�����）��������	���������アカマテ���

○○������（�����）�������	�������オオマテ���

○������（���������）��������	���
��������	エゾマテ���

○○��������	��
������（������）ミゾガイ　　ユキノアシタ科���

○�������	
（�������	
）��������	�����ヤマトシジミ　　シジミ科���

○○����������	
���
����（�����）ビノスガイ　　マルスダレガイ科���

○○����������	�
�����（�����）エゾヌノメアサリ���

○○����������	（���������	）��������	��（�������）オニアサリ���

川尻海岸����．�．��○○○����������	（���������）�������	
�（�������）ヌノメアサリ���

○○����������	（���������）��������	�（������）メオニアサリ���

○○������（��������）��������（������）ムラクモハマグリ���

○����������	（���������）���������	�
�（����）ヒナガイ���

○○○����������	（���������）�������	
��（�����）カガミガイ���

○����������	（���������）�����マルヒナガイ���

○○○�������	
��������������（��������	

�
）アサリ���

○○�������	
����	����
�（�������）ヒメアサリ���

○○�������（������）�������	
�（��������）スダレガイ���

○○�������（������）��������	
�
�（������）オオスダレガイ���

○○�������（������）�������	
��（�����）アケガイ���

○○○�������	
（���������	�）��������	�
��（�������）オキアサリ���

五浦海岸����．�．�／小貝浜海岸����．�．��○○○�����（����）�������（��������）マツカゼガイ���

○○���������（��������）�����������（������）マツヤマワスレ���

○���������（��������	
�）��������	
������������	エゾワスレ���

○○○�������	
��	�	����（�������）ウチムラサキ���

○○�������	
����
	���������（�����）ワスレガイ���

○���������	
�����（�������）ハマグリ���

○○○���������	
�
�������������チョウセンハマグリ���

○○�������	��
����
������
��（�������）シオツガイ���

○�������	��
��	������（��������）チヂミイワホリガイ���

　オオノガイ目
○○○��������	
�����
����（�����）クチベニデ　　クチベニガイ科���

○○���������	
���������（��������）キヌマトイガイ　　キヌマトイガイ科���

○○��������	����
�����������ナミガイ　　���

小貝浜海岸����．�．��○○�������（�������	�）��������	�	���������ニオガイ　　ニオガイ科���

○�������（��������）����������（��������）ウミタケ���

○��������	
���	�������（��������）ニオガイモドキ���

○○���������	
���
��������（��������）カモメガイ���

�異靱帯亜綱
　ウミタケモドキ目

○○�������	
����������（���������	�
����）オビクイ　　サザナミガイ科���

○○��������	
������������ミツカドカタビラ　　ミツカドカタビラ科���

○�������	��
�������（��������）オオシャクシガイ　　シャクシガイ科���

ツノガイ綱��掘足綱�
　ツノガイ目

○○�������	
�（���������	
�）�������	
	�	���������ヤカドツノガイ　　ツノガイ科���

○○�������	��
����（������）ミガキマルツノ���

○○�������	
���������（������）ツノガイ���

　クチキレツノガイ目
○○��������	
�
�������
�����（���������	）ユキツノガイ　　クチキレツノガイ科���

○○��������	
�
��������（�������	��
���
）ハブタエツノガイ���

���：����年以前の調査で「茨城の海の動物研究会」によって収集された標本．
���：����に寄贈した標本（叶野コレクション）．�

���：第�次総合調査（�������年）で収集された標本．�
なお，標本は全てミュージアムパーク茨城県自然博物館に収蔵されている．

（付表���続き）
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茨城県北沿岸地域の海産無脊椎動物

星口動物���������	�

はじめに

　星口動物は全世界の潮間帯から超深海まで広く分布

し，これまでに���種以上，約��種の現生種が報告さ

れている（西川，����）．県内の海域においては，ホシ

ムシ類�科�属�種が報告されている（環境を創る日

立市民会議，����；　井上，����；井上・池澤，����）．

本調査では，茨城県北地域の岩礁海岸において，調査

を実施した．

結果および解説

　今回の調査では，小貝浜海岸の潮間帯の岩場から，

サメハダホシムシが採集されたのみである．本県での

ホシムシ類の調査は遅れており，現在のところ県内で

の生息状況はほとんど明らかにされていない．今後，

潮間帯の砂泥中や海藻の根元などの生息場所を綿密に

調査すると同時に，対象範囲を広げて調査する必要が

ある．

　現地調査のほか，茨城県自然博物館開館以前の調査

および第�次総合調査で確認された種を西川（����）�

に従い，以下に列記する．学名の後の（�）は開館以

前の調査，（�）は第�次総合調査，（�）は本調査で

採集された種を示す．また，採集地および採集日も併

せて記した．

���������	
�　スジホシムシ綱　

　���������	
�　フクロホシムシ科　

���．���������	
�	��	��	��	
�	��	��	��	�（����）�（�）

イケダホシムシ　

（五浦海岸����．�．�）

����������	�
���　サメハダホシムシ綱

����������	�
���　サメハダホシムシ科　　

���．�������������	�����
��（��������	�
�����）�（�）（�）

サメハダホシムシ

小貝浜海岸����．�．��

（平磯海岸����．�．��）

引用文献

井上久夫・池澤広美．����．星口動物（��������	）

茨城県央沿岸域の海産無脊椎動物．茨城県自然博物

館第�次総合調査報告書，��������　ミュージアム

パーク茨城県自然博物館．

井上久夫．����．茨城産海産無脊椎動物リスト（�）．

茨城生物，（��）�　�����．

環境を創る日立市民会議（編）（代表　中庭正人）．����．

日立の磯の動植物．��������　日立市．

西川輝昭．����．星口動物門　��������	．西村三

郎（編著）．原色検索日本海岸動物図鑑［Ⅰ］．��．

�������，保育社．

西川輝昭．����．��．星口動物門��������	
������．

岩槻邦男・馬渡峻輔（監）／白山義之（編）．無脊

椎動物の多様性と系統．����������	，裳華房．

参考文献

岡田　要．����．新日本動物図鑑（上）．��������　北隆

館．

調査研究および執筆

井上久夫（茨城県立水戸南高等学校）

池澤広美（ミュージアムパーク茨城県自然博物館）
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はじめに

　これまで本県の環形動物を対象とした本格的なファ

ウナの調査は行われておらず，報告された種数も汽水

域を含めて�目��科��種に過ぎない（中沢，�����；�

横須賀，�����；　井上，����，����，�����；　鴨川，�����；

井上ほか，����）．本調査では，県北地域の岩礁地帯で

環形動物の調査を実施した．

調査方法

　目視で所在が確認されたものは，小型のシャベルで

直接採集した．さらに，海底の砂礫あるいは岩のくぼ

地に生えている小形の海藻を砂泥ごと採取し，篩にか

けて中に生息する動物を選別した．動物は，�％中性

ホルマリンと��％エタノールで固定・保存した後，双

眼実体顕微鏡と光学顕微鏡を併用して種の同定を行っ

た．

結果および解説

　今回の現地調査では，�目�科��種が採れた．シリ

ス科，ゴカイ科，スピオ科，フサゴカイ科には未同定

の種が残されており，今後調査が進むと本県の環形動

物相には新たに数種が加わるものと思われる．

　現地調査のほか，茨城県自然博物館開館以前の調査

および第�次総合調査で確認された種を内田（����）�

に従い，以下に列記する．学名の後の（�）は開館以

前の調査，（�）は第�次総合調査，（�）は本調査で

採集された種を示す．また，採集地および採集日も併

せて記した．

�������	
�　多毛綱

　���������	�
　サシバゴカイ目

　　��������　シリス科

���．��������	���．��（�）（�）　

シリス科の�種

五浦海岸����．�．��

（磯崎海岸����．�．�）

　　����������　ゴカイ科

���．�������������	�
���（�������）��（�）

イソゴカイ

五浦海岸　����．�．��

�

���．����������	
���
��������	��（�）（�）

フツウゴカイ

（磯崎海岸����．�．���；　����．�．��；　平磯

漁港����．�．���；　大洗海岸����．�．��）

���．���������	��
�����	�
�（��������	�）��（�）

エリマキゴカイ

（那珂湊沖����．�．��）

���．������������	
．����（�）

ゴカイ科の�種

会瀬海岸����．�．�

���．������������	
．����（�）

ゴカイ科の�種

五浦海岸����．�．��

　　�������	��
�　コガネウロコムシ科

���．��������	
��
����
��������		����（�）

ニホンコガネウロコムシ

高戸海岸����．�．��

　　��������	
　ウロコムシ科

���．���������	
����．�（�）

��������	
�属の�種

（姥の懐海岸����．�．��）

���．���������	
�����	��
���������（�）（�）

サンハチウロコムシ

高戸海岸����．�．��

（磯崎海岸����．�．����　平磯海岸����．�．��）

����．��������	�
����������������	��（�）（�）

ミロクウロコムシ

会瀬海岸����．�．�

（久慈浜海岸����．�．����　日立港����．�．���　

磯崎海岸����．�．��）

　��������　イソメ目

�������	
　ナナテイソメ科

����．���������	
���
�������������（�）

スゴカイイソメ

（平磯漁港����．�．��）

��������	　イソメ科

����．���������	��
��
���（�������）��（�）

イワムシ

（五浦海岸����．�．���　会瀬海岸����．�．�����

平磯海岸����．�．��）

�
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�������	��
�	　ギボシイソメ科

����．��������	��
�	��．�（�）

ギボシイソメ科の�種

（磯崎海岸����．�．���　平磯漁港����．�．��）

��������	��　セグロイソメ科

����．����������	�	
�����（�������）��（�）（�）

セグロイソメ

（小貝浜海岸����．�．����　川尻海岸����．�．

����　平磯海岸����．�．����　����．�．��）

　��������　スピオ目

　　��������	　スピオ科

����．��������������．�（�）

スピオ属の�種　

小貝浜海岸����．�．��

　���������	�　ミズヒキゴカイ目

　　���������	�
　ミズヒキゴカイ科

����．������������	
��
����
��（�������）��（�）（�）（�）

ミズヒキゴカイ

小貝浜海岸����．�．��

（会瀬海岸����．�．��；磯崎海岸����．�．�����

平磯漁港����．�．����　大洗海岸����．�．��）

　����������	�　フサゴカイ科

����．�����������	�
��．�（�）

フサゴカイ科の�種

五浦海岸����．�．��

　���������　ケヤリムシ目

　　����������　ケヤリムシ科

����．���������	
��
����������������（�）

エラコ

（平磯海岸����．�．��）

����．��������������	
�������（�����������）（�）（�）

ケヤリムシ

会瀬海岸����．�．��

（川尻海岸����．�．����　磯崎海岸����．�．��）

　　�������	
�　カンザシゴカイ科

����．���������	
�����	�	��������（�）

エゾカサネカンザシ

小貝浜海岸����．�．��

引用文献

井上久夫．����．標本リスト（Ⅰ）．茨城東高校研究紀

要，（�）�　���．

井上久夫．����．茨城産海産無脊椎動物標本リスト

（Ⅰ）．茨城生物，（��）�　�����．

井上久夫．����．環形動物（��������）．茨城県央

沿岸域の海産無脊椎動物．茨城県自然博物館第�次

総合調査報告書，��．�������，　ミュージアムパー

ク茨城県自然博物館．

井上久夫・鴨川　充・篠崎智行・日賀野晴彦．����．

茨城の海産無脊椎動物．茨城の生物　平成�年版

（第�集）．��．�������，茨城県高等学校教育研究

会生物部．

鴨川　充．����．海産無脊椎動物（���������	��
����
��）．

高萩の動物．��．�������，�������，高萩市．

中沢悦三．����．茨城県沿岸の無脊椎動物．茨城の生

物第�集．��．�������，茨城県高等学校教育研究

会生物部．

横須賀登．����．涸沼とその付近の多毛類について．

茨城の生物第�集．��．�������，茨城県高等学校

教育研究会生物部．　

内田紘臣．����．��．環形動物��������．西村三

郎（編著）．原色検索　日本海岸動物図鑑［Ⅰ］．��．

�������，保育社．

調査研究および執筆

井上久夫（茨城県立水戸南高等学校）



動 物

－　���　－

節足動物�	�������	�

はじめに

　県内の海産節足動物のファウナに関する報告は，主

に十脚目，端脚目，等脚目などの軟甲類の動物群に関

するものである（井上ほか，������　井上，������　井上・

�塩，������　�����，����）．本調査では，県北地域の

岩礁地帯でこれらの動物の現地調査を実施した．

調査方法

　大型の動物は直接素手で採集したが，端脚類・等脚

類などの小型の動物については，手網を使って海藻の

間に生息する種を，また底の砂利や小石などの間隙に

生息する種については採取した底土を篩にかけて採集

した．採集した動物は，��％ホルマリンまたは��％エ

タノールで固定・保存後，双眼実体顕微鏡と光学顕微

鏡を併用し，種の同定を行った．

結果および解説

�����小型甲殻類

　本県のアミ類は，これまで数種が確認されている．

アカイソアミは初の記録となる．端脚目のヨコエビ

は，ハリガネ群落内においてモリノカマキリ（カマキ

リヨコエビ科），コテモクズ（モクズヨコエビ科），�

�������	�	����（チビヨコエビ科）が目立った．ワレカ

ラのニッポンワレカラとツガルワレカラは本県初記録

であり，ともにハリガネ群落内で採れた．等脚目のヘ

ラムシ類は前回の調査では�種が採れている．今回の

調査で新たにオホーツクヘラムシとワラジヘラムシの

�種が加わった．

�����大型甲殻類

　この報告では便宜上蔓脚下綱の有柄目，無柄目に十

脚目を加えて大型甲殻類として扱う．県内の大型甲殻

類は有柄目�科�種，無柄目�科��種，十脚目��科

��種が記録されている（井上，����）．今回の調査で

は有柄目�科�種，無柄目�科�種，十脚目�科��種

が得られた．調査地が潮間帯に限られたことによって

種類数はかなり限定されている．カメノテ，イワフジ

ツボ，イワガニは調査地点に広く分布しており多くの

調査地で採集されている．エボシガイは会瀬海岸で打

ち上げ物として採集された．

　なお，現地調査のほか，茨城県自然博物館開館以前

の調査および第�次総合調査で確認された種を三宅

（����，����）や西村（����）を参照し，以下に列記す

る．学名の後の（�）は開館以前の調査，（�）は第�

次総合調査，（�）は本調査で採集された種を示す．ま

た，採集地および採集日も併せて記した．

���������	
　ウミグモ亜門

�����������	�　皆脚目

���．����������	
�．�（�）　

ウミグモ目の�種　　　

会瀬海岸����．�．�

�������	�　甲殻亜門

��������	
�
��　鰓脚綱

����������	
�　枝角目

�������������	
���　オオメミジンコ科

���．���������	
��������������	��（�）

オオウミオオメミジンコ

（大洗海岸����．�．��）

���．���������	
��������������（�）

ノルドマンエボシミジンコ

（日立港����．��．��）

�����������	�　顎脚綱

����������　カイアシ亜綱　

�����������	�
	��　ソコミジンコ目

����������������	�
　ソコミジンコ科

���．���������	
�������	�������（�）�

シオダマリミジンコ

（平磯海岸����．�．��）

�������������　カラミジンコ目

���������������　カラヌス科

���．���������	�
���
���������	��（�）

（日立港����．��．��）

��������������	
�　ポンテラ科

���．����������	
	������（�）

（日立港����．��．��）

�������������	�　テモラ科

���．��������	
����	��（����）（�）

（平磯海岸����．�．��）　　

�
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�����������	�　顎脚綱

������������　蔓脚下綱

������������	
	　有柄目

����������������	　ミョウガガイ科

���．���������	
	��������������	（�）（�）

カメノテ

五浦海岸����．�．���　����．�．����　小貝浜海

岸����．�．����　川尻海岸����．�．����　河原

子海岸（大島）����．�．��

（日立港����．��．���　平磯海岸����．�．�����

����．�．��）

���������������　エボシガイ科

���．����������	
������������	（�）（�）

エボシガイ

会瀬海岸����．�．��

（川尻海岸����．�．����　久慈浜海岸����．�．

����　平磯海岸����．�．��）

����．�����������	
��	����������（�）

カルエボシ

（姥の懐海岸����．�．�）

������������　無柄目

�������������	
�　フジツボ亜目　

���������������	�
　イワフジツボ科　

����．����������	
���������������（�）（�）

イワフジツボ

五浦海岸����．�．���　����．�．����　小貝浜海

岸����．�．����　川尻海岸����．�．����　会瀬

海岸����．�．����　河原子海岸（大島）����．�．

��

（日立港����．�．�）

�������������	�	
��　クロフジツボ科　

����．��������	��
����	���������	（�）（�）

クロフジツボ

五浦海岸����．�．���　����．�．����　小貝浜海

岸����．�．����　川尻海岸����．�．����　河原

子海岸（大島）����．�．��

（平磯海岸����．�．��）

����．���������	
�������
��（������）�（�）

チシマフジツボ

（川尻海岸����．�．����　日立港����．�．���　姥

の懐海岸����．�．���　大洗海岸����．�．��）

���������������　フジツボ科　

����．�����������	
�������������	（�）

シロスジフジツボ

（茂宮川河口����．�．��）

����．����������	
������������（�）

タテジマフジツボ

（日立港����．��．���　大洗海岸����．�．��）

����．���������	
���	����������（�）

ヨーロッパフジツボ

（茂宮川河口����．�．��）

����．���������	
��������������（�）

サンカクフジツボ

（日立港����．�．�）

����．����������	
��
��（�������）�（�）

アカフジツボ

（平潟海岸����．�．����　茂宮川河口����．�．

����　磯崎海岸����．�．�）

����．����������	
�������（�������）�（�）（�）

オオアカフジツボ

会瀬海岸����．�．��

（大野海岸����．�．��）

��������	
����　根頭下綱

���������������	�
　フクロムシ科

����．����������	�
����
���������	（�）

ウンモンフクロムシ

（阿字ヶ浦海岸����．�．��）

���������	
���　軟甲綱

������������	
	　薄甲目

����������������　コノハエビ科

����．���������	�
�����������（�）

コノハエビ

（阿字ヶ浦海岸����．�．����　磯崎海岸����．�．

�）

�����������	�　アミ目

�������������　アミ科

����．����������	
������������（�）

アカイソアミ

五浦海岸����．�．��

����．����������	�	���．�（�）

（平磯海岸����．�．��）

�
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������������	　端脚目

��������������　ヨコエビ亜目

����������������	
　ドロクダムシ上科

��������������	
�　ヒゲナガヨコエビ科

����．��������	
��	������������（�）

ニッポンモバヨコエビ

（姥の懐海岸����．�．��）

����．��������	
������	������������	��（�）（�）

五浦海岸����．�．���　����．�．����　小貝浜海

岸����．�．��

（磯崎海岸����．�．���　平磯海岸����．�．��）

����．��������	��������（�）

（磯崎海岸����．�．���　平磯海岸����．�．��）

����．��������	��������（�）

（磯崎海岸����．�．�）

�������������　ユンボソコエビ科

����．������������		����．����（�）

（平磯漁港����．�．��）

���������������	
　ドロクダムシ科

����．���������	�������（�）

（磯崎海岸����．�．�）

����．���������	��������（�）

（平磯漁港����．�．��）

����．��������	�
����．�（�）

（平磯海岸����．�．����　平磯漁港����．�．��）

��������������	�
��	　カマキリヨコエビ科

����．����������	
�	���������（�）（�）

モリノカマキリヨコエビ

五浦海岸����．�．���　小貝浜海岸����．�．

����　会瀬海岸����．�．��

（会瀬海岸����．�．����　磯崎海岸����．�．����

平磯海岸����．�．��）

��������������	
　テンロウ上科

�����������������	
�　アゴナガヨコエビ科

����．�����������	����（�）

（平磯海岸����．�．����　����．�．����　����．

�．��）

�

����������������　ハッジヨコエビ上科　

���������������　メリタヨコエビ科　

����．��������	�
�����（�）（�）

小貝浜海岸����．�．��

（平磯海岸����．�．����　平磯漁港����．�．��）

����．��������	���������（�）（�）

五浦海岸����．�．��

（磯崎海岸����．�．�）

����．����������（�）

小貝浜海岸����．�．��

����．��������	�
�����������（�）

ナガタメリタヨコエビ　

五浦海岸����．�．��

����．�������������（�）

（平磯海岸����．�．��）

����．���������������（�）

（平磯海岸����．�．��）

����．���������������（�）

五浦海岸����．�．���　会瀬海岸����．�．�

��������������	
��　マルハサミヨコエビ上科

�������������	��
��　チビヨコエビ科

����．���������	
����������������������	
�������	��（�）（�）

ハサミチビヨコエビ

五浦海岸����．�．�

（平磯海岸����．�．��）

����．��������	�	����（�）（�）

五浦海岸����．�．����　����．�．���　����．�．

����　小貝浜海岸����．�．����会瀬海岸����．

�．��

（平磯海岸����．�．����　����．�．����　����．

�．��）

�������������	
�　テングヨコエビ科　

����．������������．�（�）（�）

五浦海岸����．�．����　会瀬海岸����．�．��

（平磯海岸����．�．��）

����．���������	
�	������（�）

（磯崎海岸����．�．���　平磯海岸����．�．�����

����．�．��）

���������������	
�　　タテソコエビ科

����．����������������（�）

（磯崎海岸����．�．�）
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��������������	
�　ハマトビムシ上科

���������������	　ハマトビムシ科

����．��������	
��������
�����（������）�（�）

ヒメハマトビムシ

（高戸海岸����．�．����　神栖町����．�．��）

����．���������	
������������
�（�������	
）�（�）

ヒゲナガハマトビムシ

（高萩市下の内����．�．�）

��������������　モクズヨコエビ科

����．���������	
�	����	
������（�）（�）

ニホンヘッピリモクズ

高戸海岸����．�．��

（平磯漁港����．�．��）

����．���������	
�	������（�）

高戸海岸����．�．��

����．��������	
���（�������）�（�）（�）

コテモクズ

五浦海岸����．�．���　����．�．����　小貝浜海

岸����．�．����　会瀬海岸����．�．���　����．

�．��

（磯崎海岸����．�．���　平磯海岸����．�．�����

����．�．����　����．�．����　平磯漁港����．

�．��）

����．��������	
�������������	�
���������（�）（�）�　

チョビヒゲモクズ

五浦海岸����．�．��　　

（磯崎海岸����．�．���　平磯漁港����．�．��）

����．��������	�
��������������	�
���������（�）

ウラガモクズ

（平磯海岸����．�．��）

������������	��　ワレカラ亜目

��������������	��　ワレカラ科

����．����������	
������
���	��������（�）

トゲワレカラ

（平磯海岸����．�．��）

����．����������	��
����（�������）�（�）

ニッポンワレカラ　

小貝浜海岸����．�．��　

����．����������	�
��������������	
���（�）（�）（�）

ホソワレカラ

五浦海岸����．�．����　����．�．����　小貝浜海

岸����．�．����　会瀬海岸����．�．��

（高戸海岸����．�．���　川尻海岸����．�．����

日立市水木����．�．����　阿字ヶ浦海岸����．

�．����　磯崎海岸����．�．���　����．�．���　平磯

海岸����．�．���　����．�．����　平磯漁港����．

�．��）

����．����������	
�����
�
��������（�）

ツガルワレカラ

五浦海岸����．�．����　小貝浜海岸����．�．

����　会瀬海岸����．�．��

����．������������	�	
��������（�）（�）（�）

マルエラワレカラ

五浦海岸����．�．����　����．�．���　小貝浜海

岸����．�．��

（高戸海岸����．�．���　小貝浜海岸����．�．

����　川尻海岸����．�．���　阿字ヶ浦海岸����．

�．����　磯崎海岸����．�．�）

����．����������	���
���������（�）

コブワレカラ

（磯崎海岸����．�．��）

����．�����������	�
����������������（�）

イバラワレカラ

（磯崎海岸����．�．�）

����．���������������（�）

五浦海岸����．�．�

�����������　等脚目

�����������	
�　ウミナナフシ亜目

���������������	
��　ウミナナフシ科

����．�����������	
�������������	
����（�）

ヤマトウミナナフシ

（日立港����．�．��）

������������　ミズムシ亜目

���������������　ウミミズムシ科

����．��������	�	������（�）

（磯崎海岸����．�．���　平磯海岸����．�．��）

����．���������	�
����（�）

五浦海岸����．�．�

�����������	�　ヘラムシ亜目

���������������　ヘラムシ科

����．��������	
��
	�����
�����������（�）（�）

ワラジヘラムシ

高戸海岸����．�．��

（高戸海岸����．�．���　日立港����．�．�）

�
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����．��������	
�������	����������	��（�）（�）（�）

ニッポンワラジヘラムシ

高戸海岸����．�．����　小貝浜海岸����．�．

����　会瀬海岸　����．�．�

（高戸海岸����．�．���　川尻海岸����．�．����

久慈浜海岸����．��．���　阿字ヶ浦海岸����．

�．����　平磯海岸����．�．����　����．�．����　

大洗海岸����．�．��）

����．���������	
���������������（�）（�）

オホーツクヘラムシ

高戸海岸����．�．��

（平磯海岸����．�．��）

����．��������	�
������������	��（�）（�）（�）

キンダチヘラムシ

会瀬海岸����．�．�

（磯崎海岸����．�．���　姥の懐海岸����．�．

����　大洗海岸����．�．��）

����．��������������（�）（�）　

五浦海岸����．�．����　小貝浜海岸����．�．

��

（磯崎海岸����．�．���　平磯海岸����．�．��）

����．��������	
������	���
��（��������）�（�）

ホソヘラムシ

（磯崎海岸����．�．��）

����．������������	�
��
�（�����）�（�）（�）

イソヘラムシ

（磯崎海岸����．�．���　平磯海岸����．�．�����

姥の懐海岸����．�．����　大洗海岸����．�．

��）

����．������������	
���

����（��������		）�（�）（�）

オヒラキヘラムシ

（阿字ヶ浦海岸����．�．����　磯崎海岸����．�．

���　����．�．���　大洗海岸����．�．��）

��������������	�　有扇亜目　（コツブムシ亜目）

��������������	�
　スナホリムシ科

����．���������	
�������	���������������	

（�）（�）（�）

ニセスナホリムシ　

五浦海岸����．�．����　高戸海岸����．�．�����

小貝浜海岸����．�．��

（高戸海岸����．�．���　川尻海岸����．�．����

久慈浜海岸����．��．���　日立港����．�．�����

磯崎海岸����．�．����　平磯漁港����．�．�����

大洗海岸����．�．��）

�

����．��������	
	������
��������	
��（�）（�）

ヒメスナホリムシ

（高戸海岸����．�．���　大洗サンビーチ����．

�．����　大野海岸����．�．��）

��������������	
�　ウオノエ科

����．���������������（�）

（大洗サンビーチ����．�．��）

�������������	�
����　コツブムシ科

����．���������	
�����������������	
����（�）（�）（�）

イソコツブムシ

高戸海岸����．�．��

（高戸海岸����．�．����　茂宮川河口����．�．

����　平磯海岸����．�．����　平磯漁港����．�．

��）

����．��������	
�����	���	�������（�）（�）

シリケンウミセミ

五浦海岸����．�．���　小貝浜海岸����．�．��

（磯崎海岸����．�．���　平磯海岸����．�．�����

����．�．����　����．�．��）

����．���������	�
��	����������������	
����（�）

ヒラタウミセミ

（平磯海岸����．�．��）

������������　十脚目

������������	�
��		　根鰓亜目

�������������　クルマエビ下目

���������������　クルマエビ科

����．���������	�
������������（�）（�）

クルマエビ

（日立港����．��．����　平磯漁港����．�．��）

����．��������	
�	���������������（�������	）�（�）

サルエビ

（那珂湊沖����．��．��）

�����������　コエビ下目

��������������	
�　エビジャコ科

����．����������		
�
���������（�）

エビジャコ

（会瀬港����．�．����　日立港����．�．����　

茂宮川河口����．�．�）

�
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������������	
	　抱卵亜目

�����������　異尾下目

��������������	�　ヤドカリ科

����．���������	�
��
����（�������）�（�）（�）

トゲツノヤドカリ

（久慈浜海岸����．�．����　那珂湊沖����．��．

����　大洗サンビーチ����．�．�）

����．��������	
����	�������������（�）

ケブカヒメヨコバサミ

（那珂湊沖����．��．��）

����．���������	���
�
��（������）�（�）（�）

ヨコスジヤドカリ

（平磯漁港����．�．����　平磯沖����．�．�����

那珂湊沖����．��．����　大洗沖����．�．��）

��������������	　ホンヤドカリ科

����．���������	
�	��������������（�）

オホーツクホンヤドカリ

（那珂湊沖����．�．����　����．��．��）

����．���������	
���
�（������）�（�）（�）

ホンヤドカリ

五浦海岸����．�．��

（五浦海岸����．�．���　磯崎海岸����．�．���　平

磯海岸����．�．����　����．�．����　姥の懐海

岸����．�．�）

����．���������	�
���
������������（�）（�）（�）

ケアシホンヤドカリ

五浦海岸����．�．����　小貝浜海岸����．�．

����　会瀬海岸����．�．��

（五浦海岸����．�．���　会瀬海岸����．�．�����

磯崎海岸����．�．���　����．�．����　����．�．

���　平磯海岸����．�．��）

����．���������	��
���������（��������	）�（�）（�）（�）

イクビホンヤドカリ

五浦海岸����．�．��

（五浦海岸����．�．���　小貝浜海岸����．�．���　

川尻海岸����．�．���　会瀬海岸����．�．�����

磯崎海岸����．�．���　����．�．���　����．�．

���　姥の懐海岸����．�．���　大洗海岸����．

�．��）

���������������	　タラバガニ科

����．����������	
��
�	�	
�（�������）�（�）

ヒラトゲガニ

小貝浜海岸����．�．����　河原子海岸（大島）

����．�．��

����．��������	
����������（�������	）�（�）

イボガニ

（五浦海岸����．�．����　日立市水木����．�．

����　日立港����．�．��）

����．���������	
��	����（���������	
��）�（�）

イガグリガニ

（鹿島灘����．�．��）

��������������	��　コシオリエビ科

����．���������	
����������������	��（�）

オオコシオリエビ

（日立沖����．�．�）

��������������	
���　カニダマシ科

����．�����������	
	����	���������	
（�）（�）（�）

コブカニダマシ

五浦海岸����．�．����　小貝浜海岸����．�．�����

会瀬海岸����．�．��

（日立港　����．�．����　磯崎海岸����．�．����　����．

�．�）

�������������	
�　クダヒゲガニ科

����．��������	�
����	����������（�）

フシメクダヒゲガニ

（大洗サンビーチ����．�．��）

�������������　短尾下目

��������������	　カイカムリ科

����．��������	
������������	（�）

カイカムリ

（平磯漁港����．�．��）

���������������	　ヘイケガニ科

����．�����������	
���������（�������）�（�）

サメハダヘイケガニ

（久慈浜沖����．�．����　那珂湊沖����．�．����　

鹿島灘����．��．��）

���������������　カラッパ科

����．������������	
��（�������）（�）

キンセンガニ

（阿字ヶ浦海岸����．�．��）

�
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��������������	
�　コブシガニ科

����．��������	
������������������（�）（�）

ヒラコブシガニ

（大洗海岸����．�．����　大洗サンビーチ����．

�．���　����．�．��）

�������������　クモガニ科

������������	�
������　モガニ亜科

����．����������	��
��
���	��
��
���（�������）（�）（�）

ヨツハモガニ

小貝浜海岸����．�．����　川尻海岸����．�．�����

会瀬海岸����．�．��

（日立市水木����．�．����　日立港����．�．���　磯

崎海岸����．�．��）

������������	�
　イチョウガニ科

����．��������	�
��������������（�）（�）

イチョウガニ

（平磯海岸����．�．����　平磯漁港����．�．��）

������������	
��　ガザミ科

����．��������	
�������	�（�������）（�）

ヒラツメガニ

（鹿島灘����．��．��）

����．���������	��
������������（�����）�（�）

ガザミ

（平磯漁港����．�．��）

����．��������	
�����	���（�������	�
�����）�（�）（�）

イシガニ

（磯崎海岸����．�．����　平磯海岸����．�．����　

平磯漁港����．�．����　大洗海岸����．�．�����

大洗サンビーチ����．�．��）

����．���������	
（���������	�	
）�������	�
��（�����）�（�）

フタホシイシガニ

（那珂湊沖����．��．��）

����．����������	
�����．��������	
��	��（�）

フタバベニツケガニ

（五浦海岸����．�．�）

　　��������	　オウギガニ科

����．�������������	
���������
�（������）�（�）

ケブカアワツブガニ

（五浦海岸����．�．��）

�

������������	
��	�　エンコウガニ科

����．��������	
���
��������（�������）�（�）

エンコウガニ

（平磯沖����．�．��）

�������������	
���	　　カクレガニ科

����．���������	�
�������
��������（�）

カギヅメピンノ

（日立港����．�．��）

����．���������	
�������������（�）

フジナマコガニ

（大洗サンビーチ����．�．�）

������������	�
　イワガニ科

����．���������	
�
����

	�
����������（�）（�）

イワガニ

五浦海岸����．�．���　����．�．����　小貝浜海

岸����．�．����　川尻海岸����．�．����　会瀬

海岸����．�．����　河原子海岸（大島）����．�．

��

（日立市水木����．�．����　日立港����．�．��）

����．����������	
��������（�������）�（�）

モクズガニ

（茂宮川河口����．�．��）

����．��������	
�
�
������
�（�������）�（�）（�）（�）

イソガニ

五浦海岸����．�．����　高戸海岸����．�．��

（五浦海岸����．�．���　川尻海岸����．�．���　日

立市水木����．�．����　磯崎海岸����．�．�����

����．�．����　平磯海岸����．�．����　姥の懐

海岸����．�．���　大洗海岸����．�．��）

����．���������	�
������（�������）�（�）（�）（�）

ヒライソガニ

五浦海岸����．�．���　����．�．����　小貝浜海

岸����．�．��

（五浦海岸����．�．���　会瀬海岸����．�．�����

日立市水木����．�．����　磯崎海岸����．�．

����　平磯海岸����．�．����　大洗海岸����．�．

��）

����．���������	
��������������（�）（�）

ショウジンガニ

五浦海岸����．�．����　小貝浜海岸����．�．�����

����．�．����　会瀬海岸����．�．��

（小貝浜海岸����．�．���　日立港����．�．�����

磯崎海岸����．�．����　姥の懐����．�．���　大
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洗海岸����．�．��）

��������������	
　スナガニ科

����．��������	
���
�����������（�）

スナガニ

（五浦海岸����．�．���　会瀬海岸����．�．�����

那珂川河口����．�．���　大洗海岸����．�．

����　大野海岸����．�．��）

引用文献

井上久夫．����．茨城産海産無脊椎動物標本リスト

（Ⅰ）．茨城生物，（��）�　�����．

�������	
�����
�����������������������������	
��������

�����（�������	�）����������	���
��������
�
����������

�������	
	����������	���
������������������　��　������

井上久夫・鴨川　充・篠崎智行・日賀野晴彦．����．

茨城の海産無脊椎動物．茨城の生物　平成�年版

（第�集）．��．�������，茨城県高等学校教育研究

会生物部．

井上久夫・�塩　修．����．節足動物�（����������）．

茨城県自然博物館第�次総合調査報告書，��．����

���，ミュージアムパーク茨城県自然博物館．

三宅貞祥．����．原色日本大型甲殻類図鑑（Ⅰ）．����

��，保育社．

三宅貞祥．����．原色日本大型甲殻類図鑑（Ⅱ）．����

��，保育社．

西村三郎（編）．����．原色検索　日本海岸動物図鑑

［Ⅱ］．��������　保育社．

参考文献

��������	
�	����	���������	�������	�������	

���（�������

�������	
�	������	�������）����������	
���������

�����������	�
�	�����������	
�������������������
��　

�����Ⅲ�　������

�������	
������������������	���������������	���	
��

�����������	
��������	���������������������	�
������

��������������	
�������
�����������������������　（��）�　

�������

調査研究および執筆

井上久夫（茨城県立水戸南高等学校）

�塩　修（茨城キリスト教学園高等学校）
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棘皮動物�
������
��		�

はじめに

　棘皮動物は全て海産で，固着生活を営むウミユリ類

や深海産の浮遊性のナマコ類などを除き，ほとんどが

自由生活を営む底生動物であり，現在，約�����種の

原生種が知られている（藤田，����）．県内の棘皮動物

については，現在までにウミユリ綱�種，ヒトデ綱��

種，クモヒトデ綱�種，ウニ綱��種，ナマコ綱�種の

計�綱��種が報告されている（今村，������　川上，

������　中沢，������　中庭ほか，������　井上，����，

������　鴨川，����，������　井上ほか，������　環境を創

る日立市民会議，����）．本調査では，県北部地域の岩

礁海岸での現地調査を実施した．

調査方法

　採集は，主に岩礁海岸の潮間帯で行い，岩礁および

転石裏面に付着する個体を，素手や金ベラなどを用い

て剥がしとった．採集した個体は，��％中性ホルマリ

ンおよび��％エタノールで固定・保存した後，同定し

た．

結果および解説

　今回の現地調査で確認された種は，ウミユリ綱�

種，ヒトデ綱�種，クモヒトデ綱�種，ウニ綱�種，

ナマコ綱�種の計�綱��種である．その中で特記す

べきは，前調査で県央地域の磯崎海岸で確認されたト

ゲバネウミシダが本調査でも高戸海岸で確認されたこ

とである．本種は前調査で初めて県内での標本が得ら

れたもので，さらに北方域での生息が確認されたこと

になる．また，前調査では確認されなかったキヒトデ

が会瀬，五浦，川尻海岸で，エゾヒトデが河原子海岸

で確認された．特にエゾヒトデは典型的な北方性種

で，本調査地域に生息が確認された種の中でも，特異

的な種であるともいえる．

　現地調査のほか，茨城県自然博物館開館以前の調査

および第�次総合調査で確認された種を基本的に西村

（����）に従い，以下に列記する．学名の後の（�）は

開館以前の調査，（�）は第�次総合調査，（�）は本

調査で採集された種を示す．また，採集地および採集

日も併せて記した．

�

��������	　ウミユリ綱

　��������　ウミシダ目

　　���������	�　ヒメウミシダ科

���．���������	�

�������������	
（�）（�）

トゲバネウミシダ

高戸海岸����．�．��

（磯崎海岸����．�．����　平磯海岸����．�．��）

�������	�
　ヒトデ綱

　���������	�　モミジガイ目

�������	�
�
��　モミジガイ科

���．��������	��
��	�������������	����
��（�）

モミジガイ

（那珂湊沖����．��．���　����．�．����　鹿島灘

����．��．�）

　���������　アカヒトデ目

��������	
����
　アカヒトデ科

���．���������	��
�������������������������	
����（�）

アカヒトデ

（平磯沖����．�．��）

　�������	�
�　ヒメヒトデ目

　　��������	
�　イトマキヒトデ科

���．��������	
���������	��������������	
�����（�）（�）（�）

イトマキヒトデ

五浦海岸����．�．���　����．�．����　小貝浜海

岸����．�．����　川尻海岸����．�．����　会瀬海

岸����．�．���　����．�．����　河原子海岸（大

島）����．�．��

（五浦海岸����．�．���　小貝浜海岸����．�．���　

川尻海岸����．�．���　会瀬海岸����．�．�����

平磯海岸����．�．����　����．�．����　����．�．�

����　����．�．����　姥の懐海岸����．�．���　大

洗海岸����．�．���　����．�．��）

　　�������	
����
　ヒメヒトデ科

���．���������	��

��������������（�）（�）（�）

ヒメヒトデ

会瀬海岸����．�．���　����．�．����　五浦海岸

����．�．���　����．�．����　高戸海岸����．�．

����　河原子海岸（大島）����．�．����　川尻海岸

����．�．����　小貝浜海岸����．�．��

（五浦海岸����．�．���　小貝浜海岸����．�．���　

会瀬海岸����．�．����　阿字ヶ浦海岸����．�．
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����　磯崎海岸　����．�．����　����．�．����　姥

の懐海岸����．�．���　大洗海岸����．�．��）

�������	
���　ニチリンヒトデ科

���．��������	
����������������（�）

ウチダニチリンヒトデ

（那珂湊沖����．�．��）

　�������	
���
　キヒトデ目

　　��������	�　キヒトデ科

���．��������	�
������������（����）�（�）

エゾヒトデ

河原子海岸（大島）����．�．��

���．���������	�
���������������（�）（�）

キヒトデ

五浦海岸����．�．����　����．�．����　川尻海岸

����．�．����　会瀬海岸����．�．�

（五浦海岸����．�．���　日立港����．�．����　那

珂湊沖����．�．��）

���．���������	
��	�����（������）�（�）

タコヒトデ

（那珂湊沖����．�．�）

��������	
�　クモヒトデ綱

　�������	�
�　閉蛇尾目

　　���������	�
��　トゲクモヒトデ科

����．����������	
（���������	）�������������（�）（�）

ナガトゲクモヒトデ

会瀬海岸����．�．���　����．�．����　河原子海

岸（大島）����．�．��　

（磯崎海岸����．�．����　����．�．����　平磯海

岸����．�．��）

　　��������	
　クシノハクモヒトデ科

����．����������	
�������	
����������	
（�）（�）（�）

ニホンクモヒトデ

河原子海岸（大島）����．�．��

（磯崎海岸����．�．����　����．�．����　平磯海岸

����．�．����　����．�．����　那珂湊沖����．�．

��）

�

��������	
　ウニ綱

　��������	���　ガンガゼ目

　　���������	
���　ホンウニモドキ科

����．��������	
��	���������	����������	（�）

ツガルウニ

（那珂湊沖����．��．����　����．��．��）

　��������	　ホンウニ目

　　�������	�
���������　オオバフンウニ科

����．��������	�
�������������（���������	）�（�）（�）（�）

キタムラサキウニ

五浦海岸����．�．���　����．�．����　高戸海岸

����．�．����　小貝浜海岸����．�．����　川尻海

岸����．�．����　会瀬海岸����．�．���　����．

�．����　河原子海岸（大島）����．�．��

（五浦海岸����．�．���　小貝浜海岸����．�．

���　川尻海岸����．�．���　阿字ヶ浦海岸����．

�．����　平磯海岸����．�．����　����．�．����　

姥の懐海岸����．�．���　大洗海岸����．�．��）

����．����������	�
��
��������
��（���������	）�（�）（�）（�）

バフンウニ

五浦海岸����．�．���　����．�．����　高戸海岸

����．�．����　小貝浜海岸����．�．����　川尻海

岸����．�．����　会瀬海岸����．�．����　河原

子海岸（大島）����．�．��

（五浦海岸����．�．���　小貝浜海岸����．�．���　

川尻海岸����．�．���　平磯海岸����．�．�����

����．�．����　����．�．����　姥の懐海岸����．

�．���　大洗海岸����．�．��）

　�������	�
���　タコノマクラ目

��������	
�　ヨウミャクカシパン科

����．����������	
������������．��������（�）（�）

ハスノハカシパン

（平磯海岸����．�．����　大竹海岸����．��．��）

���������	
��　ナマコ綱

　�������	
���
��　樹手目

　　�������	�
����	�　スクレロダクティラ科

����．��������	��
	����������（������）�（�）（�）

イシコ

五浦海岸����．�．����　川尻海岸����．�．�����

会瀬海岸����．�．�　

（磯崎海岸����．�．����　����．�．��）
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　�������	�
�����　楯手目

　　��������	�	
�　シカクナマコ科

����．��������	��
��������
��（�������）�（�）（�）

マナマコ

五浦海岸����．�．���　高戸海岸����．�．����　会

瀬海岸����．�．���　河原子海岸（大島）����．�．

��

（平磯海岸����．�．����　大洗海岸����．�．�）

引用文献

藤田敏彦．����．��．棘皮動物門（�������	
����

�������）．岩槻邦男・馬渡峻輔（監）／白山義久

（編）．無脊椎動物の多様性と系統．��．�������，

裳華房．

今村泰二．����．楽しい動物教室．��������　内田老鶴

圃．

井上久夫．����．標本リスト（Ⅰ）．茨城東高校研究紀

要，（�）��　���．

井上久夫．����．茨城産海産無脊椎動物リスト（�）．

茨城生物，（��）�　�����．

井上久夫・鴨川　充・篠崎智行・日賀野晴彦．����．

茨城の海産無脊椎動物．茨城の生物　平成�年版

（第�集）．��．�������，茨城県高学校教育研究会

生物部．

鴨川　充．����．海産無脊椎動物（��������������	
�����）．

高萩の動物．��．�������，�����　高萩市．

鴨川　充．����．茨城県央沿岸域の海産無脊椎動物．

茨城県自然博物館第�次総合調査報告書，��．����

���，ミュージアムパーク茨城県自然博物館．

環境を創る日立市民会議（編）（代表　中庭正人）．����．

日立の磯の動植物，��������　日立市．

川上千代松．����．茨城海岸無脊椎動物の採集・観察

手引．茨城県高等学校教育研究会生物部会誌，（��）��

�����．

中庭正人・舟橋正隆・鴨川　充・里見武志．����．茨

城の海の生き物．��������　茨城新聞社．

中沢悦三．����．茨城県沿岸の無脊椎動物．茨城の生

物第�集．��．�������，茨城県高等学校教育研究

会物部．

西村三郎（編）．����．原色検索　日本海岸動物図鑑

［Ⅱ］．��������　保育社．

調査研究および執筆

鴨川　充　（茨城県立那珂高等学校）
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はじめに

　尾索類は，汽水域を含む海の沿岸帯から超深海まで

分布している．これまで，�目��科約���種属�����

以上の現生種が記載され，そのうち日本沿岸には�亜

目��科約��属約���種が知られている（西川，

����）．県内ではこれまでホヤ類�目�科�属��種，

タリア類�科�属�種が報告されている（川上，������

中沢，������　中庭ほか，������　井上，����，������　鴨

川，������　井上ほか，������　環境を創る日立市民会

議，������　池澤，����）．本調査では，県北地域の岩礁

海岸での現地調査を実施した．

調査方法

　採集は岩礁海岸の潮間帯で行い，岩礁上に付着する

ホヤを素手またはヘラやハンマーを用いて群体ごと削

り取った．サンプルは，��％ホルマリンまたは��％エ

タノールで固定・保存した後，双眼実体顕微鏡を用い

て同定した．

結果および解説

　今回の調査でホヤ類�目�科�属�種が確認され

た．本調査および過去の調査によると，ミダレキクイ

タボヤは，平磯海岸以北の岩礁海岸に比較的広く分布

していることが分かる．また，イガボヤは県内初記録

種である．今後，岩礁海岸だけでなく，沖合の調査が

進めば，更にリストに追加される種が増えるものと思

われる．

　現地調査のほか，茨城県自然博物館開館以前の調査

および第�次総合調査で確認された種を西川（����）

に従い，以下に列記する．学名の後の（�）は開館以

前の調査，（�）は第�次総合調査，（�）は本調査で

採集された種を示す．また，採集地および採集日も併

せて記した．

����������　ホヤ綱　

　���������	　マメボヤ目　　

　　���������	
�　マンジュウボヤ科　　

���．���������	���
������（�������	�
）�（�）（�）

マンジュウボヤ

五浦海岸����．�．����　高戸海岸����．�．�����

碁石浜海岸����．�．��

（磯原海岸����．�．����　阿字ヶ浦海岸����．�．

��）

　　��������　ユウレイボヤ科　　

���．����������	
������
�（��������）�（�）

カタユウレイボヤ　

（久慈浜海岸����．�．��）

����������　ナツメボヤ科

���．����������	�
���
����������	
��（�）

スジキレボヤ

（平磯海岸����．�．����　����．�．��）

　��������	
　マボヤ目　　

　　��������	
�　イタボヤ科　

���．���������	
��������	������（�）（�）（�）

ミダレキクイタボヤ　

高戸海岸����．�．����　小貝浜海岸����．�．�����

����．�．����　会瀬海岸����．�．��

（川尻海岸����．�．����　磯崎海岸����．�．����　

平磯海岸����．�．��）

　　�������	�　シロボヤ科　　

���．��������	�
�����（�������）�（�）

シロボヤ　

（磯崎港����．�．��）

���．��������	��
��（�������）�（�）（�）

エボヤ

（磯崎港����．�．���　����．�．����　平磯港����．

�．����　姥の懐海岸����．�．��）

　　�������	　マボヤ科　　

���．��������	

�
��（�������	）�（�）（�）

カラスボヤ

会瀬海岸����．�．��

（磯崎海岸����．�．����　平磯海岸����．�．��）

���．��������	
�����	���（�������）�（�）（�）（�）

マボヤ

高戸海岸����．�．��

（五浦海岸����．�．���　磯崎海岸����．　�．����

那珂湊沖����．�．����　平磯沖　����．�．��）

���．��������	
���
������（�������）�（�）

イガボヤ

高戸海岸����．�．��

脊索動物�尾索類
������		�����������		�



動 物

－　���　－

���������　タリア綱　

　�������　サルパ目　　

　　��������　サルパ科　　

����．��������	
��
�（��������）�（�）

オオサルパ

（磯崎沖����．�．��）　
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