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淡路島田ノ代海岸で春～夏にみられる主な海藻 

目名 科名 和名 学名 出現時期 図版番号 

緑藻類 

ヒビミドロ目 ヒビミドロ科 ヒビミドロ Ulothrix flacca 春  

アオサ目 モツキヒトエグサ科 ヒメアオノリ Blidingia minima 春  

アオサ科 アナアオサ Ulva australis 春・夏 図版 1 

ウスバアオノリ Ulva linza 春  

スジアオノリ Ulva prolifera 春  

アオノリの 1種 Ulva sp. 春・夏  

シオグサ目 シオグサ科 フトジュズモ Chaetomorpha spiralis 春・夏 図版 2 

ジュズモ属の 1種 Chaetomorpha sp. 春  

シオグサ属 数種 Cladophora spp. 春  

オオシオグサ Lychaete japonica 春・夏  

ハネモ目 ハネモ科 ハネモ属の 1種 Bryopsis sp. 春  

ミル科 ミル Codium fragile 春・夏 図版 3 

クロミル Codium subtubulosum 春・夏 図版 4 

 

紅藻類 

ウシケノリ目 ウシケノリ科 フノリノウシゲ Bangia gloiopeltidicola 春 図版 5 

マルバアマノリ Phycocalidia suborbiculata 春 図版 6 

ベニマダラ目 ベニマダラ科 ベニマダラ Hildenbrandia rubra 春・夏  

サンゴモ目 サンゴモ科 サンゴモ属の 1種 Corallina sp. 春・夏  

イシゴロモ科 ウスカワカニノテ Amphiroa beauvoisii 春・夏 図版 7 

テングサ目 テングサ科 和名なし Gelidiophycus freshwateri 春・夏  

マクサ Gelidium elegans 春・夏 図版 8 

オバクサ科 オバクサ Pterocladiella tenuis 春・夏 図版 9 

スギノリ目 イソモッカ科 イソダンツウ Caulacanthus okamurae 春・夏  

シストクロニウム科 イバラノリ Hypnea asiatica 春・夏 図版 10 

カヅノイバラ Hypnea cervicornis 春・夏 図版 11 

フノリ科 フクロフノリ Gloiopeltis furcata 春 図版 12 

スギノリ科 シキンノリ Chondracanthus chamissoi 春・夏 図版 13 

和名なし Chondracanthus okamurae 春  

オオバツノマタ Chondrus giganteus 春・夏 図版 14 

ツノマタ Chondrus ocellatus 春・夏 図版 15 

オキツノリ科 オキツノリ Gymnogongrus flabelliformis 春・夏 図版 16 

ユカリ目 ユカリ科 ホソユカリ Plocamium cartilagineum 春・夏 図版 17 

ユカリ Plocamium telfairiae 春・夏 図版 18 
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目名 科名 和名 学名 出現時期 図版番号 

オゴノリ目 オゴノリ科 ミゾオゴノリ Gracilaria incurvata 春・夏  

カバノリ Gracilaria textorii 春・夏  

ヒメウスギヌ目 ベニスナゴ科 ベニスナゴ Schizymenia dubyi 春  

イソノハナ目 ムカデノリ科 ニクムカデ Grateloupia carnosa 春・夏 図版 21 

ツノムカデ Grateloupia cornea 春・夏 図版 22 

サクラノリ Grateloupia imbricata 春・夏 図版 23 

ヒラムカデ Grateloupia livida 春・夏 図版 24 

ツルツル Grateloupia turuturu 春  

スジムカデ Grateloupia ramosissima 春・夏 図版 25 

フダラク Pachymeniopsis lanceolata 春・夏 図版 19 

キョウノヒモ Polyopes lancifolius 春・夏  

コメノリ Polyopes prolifer 春・夏 図版 20 
マサゴシバリ目 ワツナギソウ科 ナンブワツナギソウ Champia lubrica 春・夏  

ワツナギソウ Champia parvula 春・夏 図版 26 

フシツナギ科 フシツナギ Fushitsunagia catenata 春・夏 図版 27 

コスジフシツナギ Lomentaria hakodatensis 春・夏  

イギス目 イギス科 トゲイギス Centroceras gasparrinii 春・夏  

ハネイギス Ceramium japonicum 春・夏  

コノハノリ科 ヤレウスバノリ Acrosorium flabellatum  春・夏  

アヤニシキ Martensia jejuensis 夏 図版 28 

フジマツモ科 ユナ Chondria crassicaulis 春・夏  

ミツデソゾ Laurencia okamurae 春・夏  

キブリイトグサ Melanothamnus japonicus 春・夏  

クロソゾ Palisada intermedia 春・夏  

ショウジョウケノリ Polysiphonia senticulosa 春  

 

褐藻類 

アミジグサ目 アミジグサ科 ヘラヤハズ Dictyopteris prolifera 春・夏 図版 29 

シワヤハズ Dictyopteris undulata 春・夏 図版 30 

アミジグサ Dictyota dichotoma 春・夏 図版 31 

ウミウチワ Padina arborescens 春・夏 図版 32 

アツバコモングサ Spatoglossum crassum 春  

シオミドロ目 ナガマツモ科 クロモ Papenfussiella kuromo 春  

ハバモドキ属の 1種 Punctaria sp. 春  

カヤモノリ科 ウスカワフクロノリ Colpomenia peregrina 春・夏 図版 33 

フクロノリ Colpomenia sinuosa 春・夏  

ワタモ Dactylosiphon bullosus 春  
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目名 科名 和名 学名 出現時期 図版番号 

  セイヨウハバノリ Petalonia fascia 春 図版 34 

ウスカヤモ Planosiphon gracilis 春 図版 35 

ナミウスカヤモ Planosiphon nakamurae 春  

カヤモノリ Scytosiphon lomentaria 春 図版 36 
チロプテリス目 ムチモ科 ムチモ Mutimo cylindricus 春 ＊打上  

コンブ目 チガイソ科 ワカメ Undaria pinnatifida 春 図版 37 

ネコアシコンブ科 カジメ Ecklonia cava 春・夏 図版 38 

ヒバマタ目 ホンダワラ科 ヒジキ Sargassum fusiforme 春・夏 図版 39 

アカモク（シダモク） Sargassum horneri 春・夏  

ヒイラギモク Sargassum ilicifolium 夏 ＊打上  

タマハハキモク Sargassum muticum 春・夏 図版 40 

ヨレモクモドキ Sargassum yamamotoi 春・夏 図版 41 

 

シアノバクテリア（藍藻類） 

ユレモ目 ユレモ科 ユレモ科の 1種 Oscillatoriaceae sp. 夏 図版 42 

 

＊出現時期は，2015年～2022年の 3月～8月に採集，観察した記録に基づいています。 

 

作成日：2020 年 9月 9日（2022年 8月 25日更新） 


