
淡路島由良で春～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 

アオサ目 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・夏  

ヤブレグサ Umbraulva japonica 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 

オオシオグサ Lychaete japonica 春・夏  

カイゴロモ科 カイゴロモ Pseudocladophora conchopheria 春・夏  

バロニア科 タマゴバロニア Valonia macrophysa 春・夏 図版 3 

ハネモ目 イワヅタ科 フサイワヅタ Caulerpa okamurae 春・夏 図版 4 

ミル科 オオハイミル Codium dimorphum 春・夏 図版 5 

ミル Codium fragile 春・夏 図版 6 

クロミル Codium subtubulosum 春・夏  

ウスバミル Codium tenuifolium 春・夏  

ツユノイト科 ツユノイト属の１種 Derbesia sp. 春・夏  

 

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  

マルバアマノリ Phycocalidia suborbiculata 春 図版 7 

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 フサカニノテ Corallina aberrans 春・夏  

ピリヒバ Corallina pilulifera 春・夏 図版 8 

キブリモサズキ Jania arborescens 春・夏  

イシゴロモ科 ウスカワカニノテ Amphiroa beauvoisii 春・夏 図版 9 
ウミゾウメン目 フサノリ科 フサノリ Scinaia japonica 春  

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 10 

オニクサ Gelidium japonicum 春・夏 図版 11 

オバクサ科 オバクサ Pterocladiella tenuis 春・夏 図版 12 

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 13 

カヅノイバラ Hypnea cervicornis 春・夏  

カギイバラノリ Hypnea japonica 春・夏 図版 14 

タチイバラ Hypnea variabilis 春・夏 図版 15 

リュウモンソウ科 ヒビロード Dudresnaya japonica 春  

フノリ科 フクロフノリ Gloiopeltis furcata 春 図版 16 

スギノリ科 和名なし Chondracanthus okamurae 春・夏 図版 17 

スギノリ Chondracanthus tenellus 春・夏 図版 18 

オオバツノマタ Chondrus giganteus 春・夏 図版 19 



目名 科名 和名 学名 出現時期 図版番号 

  ツノマタ Chondrus ocellatus 春・夏 図版 20 

ツカサノリ科 ホソバノトサカモドキ Callophyllis japonica 春・夏 図版 21 

オキツノリ科 オキツノリ Gymnogongrus flabelliformis 春・夏 図版 22 

ナミノハナ科 ナミノハナ Portieria japonica 春・夏  

ユカリ目 ユカリ科 ユカリ Plocamium telfairiae 春・夏 図版 23 

オゴノリ目 オゴノリ科 キヌカバノリ Gracilaria cuneifolia 春・夏 図版 24 

シラモ Gracilaria parvispora 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 25 

ヒトツマツ Grateloupia chiangii 春・夏 図版 26 

トサカマツ Grateloupia crispata 春・夏 図版 27 

サクラノリ Grateloupia imbricata 春・夏 図版 28 

スジムカデ Grateloupia ramosissima 春・夏 図版 29 
ヒロハノムカデノリ Grateloupia subpectinata 春 図版 30 

フダラク Pachymeniopsis lanceolata 春・夏 図版 31 

キョウノヒモ Polyopes lancifolius 春・夏  

コメノリ Polyopes prolifer 春・夏 図版 32 
マサゴシバリ目 ワツナギソウ科 ヒラワツナギソウ Champia bifida 春・夏  

ワツナギソウ Champia parvula 春・夏 図版 33 

フシツナギ科 フシツナギ Fushitsunagia catenata 春・夏 図版 34 

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

マサゴシバリ科 フクロツナギ Coelarthrum opuntia 春  

カサネイツツギヌ Halopeltis adnata 春  

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 図版 35 

シマダジア Heterosiphonia pulchra 春  

フジマツモ科 ユナ Chondria crassicaulis 春・夏 図版 36 

コブソゾ Chondrophycus undulatus 春・夏  

モツレソゾ Laurencia intricata 春・夏  

キブリイトグサ Melanothamnus japonicus 春・夏 図版 37 

クロソゾ Palisada intermedia 春・夏 図版 38 
 ランゲリア科 オキカザシグサ Griffithsia okiensis 春・夏  

 

褐藻類 

イシゲ目 イシゲ科 イロロ Ishige foliacea 春・夏 図版 39 

イシゲ Ishige okamurae 春・夏 図版 40 

アミジグサ目 アミジグサ科 コモングサ Dictyopteris pacifica 春・夏  

ヘラヤハズ Dictyopteris prolifera 春・夏 図版 41 

シワヤハズ Dictyopteris undulata 春・夏 図版 42 
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  サナダグサ Dictyota coriacea 春・夏  

アミジグサ Dictyota dichotoma 春・夏 図版 43 

  ウミウチワ Padina arborescens 春・夏 図版 44 

フクリンアミジ Rugulopteryx okamurae 夏  

アツバコモングサ Spatoglossum crassum 春 図版 45 

クロガシラ目 クロガシラ科 ワイジガタクロガシラ Sphacelaria rigidula 春  

シオミドロ目 アキネートスポラ科 タワラガタシオミドロ Feldmannia mitchelliae 春  

ナガマツモ科 キシュウモズク Cladosiphon umezakii 春  

ナミマクラ属の 1種 Elachista sp. 春  

ネバリモ Leathesia marina 春 図版 46 

クロモ Papenfussiella kuromo 春 図版 47 

フトモズク Tinocladia crassa 春 図版 48 

シワノカワ科 シワノカワ Petrospongium rugosum 春 図版 49 

カヤモノリ科 和名なし Colpomenia claytoniae 春・夏？  

ウスカワフクロノリ Colpomenia peregrina 春・夏  

フクロノリ Colpomenia sinuosa 春・夏 図版 50 

ワタモ Dactylosiphon bullosus 春 図版 51 

カゴメノリ Hydroclathrus clathratus 春・夏 図版 52 

和名なし Hydroclathrus tilesii 春・夏  

セイヨウハバノリ Petalonia fascia 春 図版 53 

カヤモノリ（広義） Scytosiphon lomentaria 春 図版 54 
チロプテリス目 ムチモ科 ムチモ Mutimo cylindricus 春 図版 55 

コンブ目 チガイソ科 ワカメ Undaria pinnatifida 春 図版 56 

ネコアシコンブ科 カジメ Ecklonia cava 春・夏 図版 57 

ヒバマタ目 ホンダワラ科 ヤナギモク Sargassum coreanum 春・夏 図版 58 

ヒジキ Sargassum fusiforme 春・夏 図版 59 

イソモク Sargassum hemiphyllum 春・夏 図版 60 

アカモク Sargassum horneri 春・夏 図版 61 

トゲモク Sargassum micracanthum 春・夏  

タマハハキモク Sargassum muticum 春・夏 図版 62 

ヤツマタモク Sargassum patens 春・夏  

ウミトラノオ Sargassum thunbergii 春・夏 図版 63 

ヨレモクモドキ Sargassum yamamotoi 春・夏  

 

＊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 30日更新） 


