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コブトゲコモンサンゴ Montipora sp. KOBUTOGE
共骨表面はドーム状の霜柱状突起に密に被われ、個体はそれらの

間に沈む。個体は大きく莢径は 1mm、隔壁は完全・規則的で長い。
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コモンサンゴ属の形態とその用語の解説につ

いては、既に本誌にとりまとめて紹介した

（野村, 2019）。しかしながら、その後の研究過

程において、修正ならびに追加が必要な箇所が

少なからず生じたため、ここに改訂版を著した。

改訂版では、樹枝状群体の図解を加えた。ま

た、前号で定義した畝状突起をコリンと畝状突

起の、瘤状突起を小瘤状突起と大瘤状突起の、

それぞれ二つに分けた。また、新規に共骨表面

の構造（網目状共骨）と評価、個体ならびに棘

の大きさの評価を加えた。その他、誤字と一部

用語の英語表記の修正を行った。

コモンサンゴ属の特徴と用語の変遷

コモンサンゴ属はミドリイシ科に属し、「群

体形は多様、莢径は 1mm 前後で個体は小さい、

中軸サンゴ個体を欠く、隔壁は鋸歯状もしくは

板状を成し長短 2 サイクル・合計 12 列ある、

莢壁は薄い筒状を成す、12 本の触手を持つ、

共骨は 3 層構造で表層は多孔質の網目状構造を

成す、共骨表層上には様々な付属突起が発達す

る、個体の増殖は触手環内出芽と触手環外出芽

によって行われる」等の特徴を持つ。

これらの中で共骨表層上に生じる付属突起は

コモンサンゴ属分類における最重要形質となる

が、使用される用語は文献によって相違が認め

られる（表 1）。Dana (1846) は霜柱状突起に

spinuliform papilla、粒状突起に tubercule、疣状

突起に verruca の用語を与えたが、Bernard (1897)

は霜柱状突起に tubercle、粒状突起に papilla、

疣状突起に nipple shaped papilla を充て、

Nemenzo (1967) もこれに倣っている。その後、

Veron & Wallace (1984) は Dana (1846)の用語に

戻し、それ以降はその用法が定着している。本

著では、基本的に Veron & Wallace（1984）に

従っているが、1 部の用語については変更もし

くは新設した。

形態とその用語

1. 群体形（colony form）：図 2
コモンサンゴ属の群体形は被覆状（図 2A）、

被覆板状、塊状（図 2B）、樹枝状（図 2C）、平

板状（図 2D）、葉状（図 2E）、それらの複合状

（図 2F）と多様である。また、種内で群体形

が安定しているものもあれば、種内変異の大き

なもの、成長段階によって変化するものもある。

なお、樹枝状群体において主軸となる他よりも

太い枝を主枝（main branch）、主枝から分枝し

た枝を側枝（side branch）、側枝から分枝した

枝を第 2 側枝（secondary side branch）、末端の

枝を末枝（terminal branch）とそれぞれ呼ぶ。

分枝の次数は主枝からの分枝を 1 次分枝

（primary branching）、側枝からの分枝を 2 次分

枝（secondary branching）、第 2 側枝からの分枝

を 3 次分枝（teriary branching）と数える（図 1）。

2. 個体とその周囲の構造：図 3, 4
生時の個体（ individual）は、個虫（polyp）

に関連する軟体部（soft body）と骨格（サンゴ

個体：corallite）から構成される。軟体部はさ

らに個虫と共肉（coenosarc）より構成される。

個体とサンゴ個体は紛らわしいが、後者は前者

の骨格部分を指す。また、個体の集合体を群体

（colony）、その骨格部分をサンゴ体（corallum）

と呼ぶ。

サンゴ個体は共骨面下に埋没するか（埋没型

：immersed type）（図 3A, E）、莢壁（theca）の

伸長に伴い共骨面上に突出し（突出型：exsert
type）（図 3B, C）、この違いは分類形質として

用いられるが、同一群体内で両者が入り交じる

場合も多い。サンゴ個体の莢壁内側の部分を莢

（calice）と呼び、その内径を莢径（calice diameter）
と呼ぶ。莢径はサンゴ個体の大きさを示す値と

して代用される（表 2）。莢径は調査標本の中

で、分裂前の異常に大きな個体を除いた最大ク

ラス数個を選び、莢内壁間の莢中央を通る最大

方向の直線距離を計測し（図 3Dc）、それらの

平均値で表す。

莢壁は薄い筒状を成す（図 3Ca, Da）。一部の
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種、特にモリスコモンサンゴ群では、莢壁の外

周に沿って棘や個体壁が顕著に立ち上がらな

い、ほぼ平滑な 1 列のシナプチキュラ輪の並び

が認められ、これを裸地帯（naked zone）と呼

ぶ（図 3Db）。裸地帯は不連続な溝となる場合

がある。サンゴ個体の周りで隆起した壁状構造

物を個体壁（corallite wall）と呼び、共骨もし

くは付属突起に由来する（図 3A, E）。
ポリプの触手は 12 本で（図 3F）、ポリプな

らびに共肉の色彩は褐色系が多いが、種によっ

ては固有の色彩を持つ場合がある。

莢内において、莢中央に向かって放射状に配

列する歯状の構造物を隔壁（septa）と呼ぶ（図

4）。隔壁は長短 2 サイクルあり、6 個の主要な

隔壁を 1 次隔壁（primary septa：図 4D0+1）、1
次隔壁間に分布するそれよりも短い隔壁を 2 次

隔壁（secondary septa：図 4D2）と呼ぶ。1 次隔

壁の中で、特に他よりも大きい一対の隔壁を方

向隔壁（directive：図 4D0）と呼ぶ。なお、方

向隔壁は片側のみが顕著であったり、他の 1 次

隔壁と区別できない場合も多い。各隔壁は莢奥

に向かって垂直方向に鋸歯状に並ぶが（図 4Aa,
B）、種によっては歯同士が接合して板状にな

る場合がある（図 4C）。また、一部のみが接合

し、歯と短い板状体が混成する場合があり、こ

の構造を半板状と呼ぶ（図 4Ab）。
隔壁は各サイクルそれぞれ 6 個全てが揃う場

合を完全（図 4D）、揃わない場合を不完全（図

4B, E）と呼ぶ。また、各サイクルの長さがほ

ぼ等しい場合を規則的（図 4D, F）、揃わない

場合を不規則（図 4E）と呼ぶ。隔壁の長さは

半径に占める割合で表し、例えば半径の半分の

長さであれば 0.5R で示す。隔壁の計測は、上

部（莢開口部）付近に位置するものの中から最

も長いものを選び、その平均値で表す。なお、1
次隔壁の長さや形状の記述は、方向隔壁と区別

して行う。

コモンサンゴ属の軸柱（columella）は、莢奥

中心で接合した隔壁により形成され（図 4E）、
その発達の度合いは種や群体、もしくは個体に

よってまちまちである。

共骨表層は多孔質の網目状構造をなし、網目

状共骨（reticulum）と呼ぶこともある。網目状

共骨は網目（図 4Fa）とフレーム（図 4Fb）か

ら成る（図 4F）。網目の大きさは、目合い（上

面から見た網目の短径：図 4Fc）の平均値で表

す。網目状共骨の肌理の評価については表 3 を

参照されたい。

3. 共骨表面上の付属突起：図 5-8
サンゴ体においてサンゴ個体を除いた骨格部

分を共骨（coenosteum）と呼ぶ。共骨断面は 3
層構造をなし、表層上には様々な付属突起が発

達する場合が多い。共骨の骨組みとなっている

束状繊維組織をトラベキュラ（trabecula）と呼

び、付属突起の形成にも密接に関わる。トラベ

キュラ間を個体の成長軸に対して垂直方向に連

結する束状繊維組織をシナプティキュラ

（synapticula）と呼ぶ。板状もしくは葉状群体

を成すコモンサンゴ属の一部では、下面に薄皮

状の石灰質膠着構造が認められ、これをエピテ

カ（epitheca）と呼ぶ。

共骨表面上に形成される付属突起は、大きさ

により以下のように細分する。

3-1. 棘（spinule）：図 5A-D
共骨もしくは付属突起上に生じる直径 0.2mm

前後の微細な突起で、針状（図 5A）、棒状（図 5B,
C）、もしくは薄片状（図 5D）を成す。棘は上

部がしばしば分岐したり、顆粒に被われる（図

5B-D）。棘の大きさの評価には、棘長（図 5Ca,
Da）の平均値が用いられる（表 4）。
3-2. 微小突起（minute projection）

基本的に直径が棘よりも明瞭に大きく、莢径

よりも小さい微小な突起。由来の違いにより以

下の 2 種類に分ける。

・細粒状突起（small tubercle）：図 5E, F
共骨由来の微小突起で、後に疣状突起や個体

壁等に成長する。モリスコモンサンゴ群の一部

の種で認められ、形状は下記の霜柱状突起と区

別できない場合があるが、霜柱状突起に比べて

分布や大きさ、ならびに形も不均一である。

・霜柱状突起（papilla）：図 6
トラベキュラが共骨表面上に現れたもの、も

しくはその集合体で、トゲコモンサンゴ群の種
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で認められる。形状は小さな棒状（図 6A）、薄

片状（図 6B）、円柱状（図 6C）、ドーム状（図 6D）、

細長い薄片状（図 6E）と様々であるが、種に

よって形状や分布密度は大凡決まっているた

め、重要な分類形質として用いられる。なお、

莢壁の周囲を取り囲むように発達した霜柱状突

起を莢壁冠（thecal crown）と呼ぶ（図 6F）。
3-3. 小型突起（small projection）：図 7

共骨の隆起もしくは微小突起の成長・接合に

よって形成された、莢径より大きく、直径（も

しくは幅）が凡そ 5mm 以下の小型の突起。形

状により以下のように細分する。

・粒状突起（tubercle）：形や大きさが不規則な

粒状の突起。通常、突起の上半部にも個体が分

布する（図 7A）。

・疣状突起（verruca）：丸みを帯びたドーム状

を成し、表面が比較的滑らかな突起。通常突起

の上半部には個体は分布しない（図 7B, C）。
・コリン（colline）：共骨上の個体間に生じる

細い畝状の隆起構造物で、通常突起の上半部に

は個体は分布しない（図 7C-E）。
・畝状突起（ridge）：太い畝状の隆起構造物で、

突起の上半部にも個体が分布する（図 7F）。
3-4. 大型突起（large projection）：図 8

主体となる基板から上方に伸びる、直径が凡

そ 5mm 以上の大型の突起で、形状により以下

のように細分する。

・小瘤状突起（nodule）：直径 1cm 前後の瘤状

に盛り上がった小型の突起（図 8A）。

・大瘤状突起（mound）：大凡直径 2cm 以上の

瘤状に盛り上がった大型の突起（図 8 B）。
・指状突起（digitate projection）：指状に突出し

た分枝のない突起（図 8C）。
・柱状突起（columnar projection）：分枝がない

か分枝した枝がごく短い柱形の突起（図 8D）。

・樹木状突起（arborescent projection）：分枝が

明瞭な樹枝状をした突起（図 8E, F）。

なお、用語とその定義については、日本造礁

サンゴ分類研究会が準備中の用語集に準じた。
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図1. 樹枝状コモンサンゴ属の枝と分枝次数

Fig. 1. Diagram of branch and branching order
of branching Montipora.
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図 2. コモンサンゴ属の群体形.
Fig. 2. Colony forms of Montipora.
A: 被覆状 (encrusting), M. grisea. B: 塊状 (massive), M. sp. OKOBU. C: 樹木状 (arborescent),
M. digitata. D: 平板状 (tabular), M. crassituberculata. E: 葉状 (foliose), M. hodgsoni. F: 平板状と柱状

の複合状 (composite tabular and columnar), M. efflorescens.
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図 3. コモンサンゴ属の個体とその周囲.
Fig. 3. Individuals and its surroundings of Montipora.
A: 埋没型個体 (immersed type corallites), M. venosa. B: 突出型個体 (exsert type corallites), M. sp.
ONE. C: 突出型個体(exsert type corallite), M. digitata; a, 莢壁 (theca). D: サンゴ個体 (corallite),
M. sp. ABATA; a, 莢壁 (theca); b, 裸地帯 (naked zone); c, 莢径 (calice diameter). E: 個体壁

(corallite walls), M. porites. 定規目盛とスケールは 1mm (scale marks and scale bars: 1mm).
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図 4. コモンサンゴ属の隔壁と網目状共骨. Fig. 4. Septa and reticulum of Montipora.
A: サンゴ個体の断面と隔壁 (section of crallite and septa), M. gaimardi; a, 鋸歯状隔壁 (dentate septa); b, 半板状

隔壁 (semi-plate shaped septa). B: 鋸歯状隔壁 (dentate septa), M. sp. ABATA. C: 板状隔壁 (plate-shaped septa),
M. sp. KOBUTOGE. D: 完全･規則的な隔壁 (complete and regular septa), M. sp. KOBUTOGE; 0, 方向隔壁

(directive); 1, 1 次隔壁 (primary septum); 2, 2 次隔壁 (secondary septum). E: 軸柱 (columella), M. cf. taiwanensis.
F: 網目状共骨と個体 (reticulum and corallite), M. capitata; a, 網目 (mesh); b, フレーム (flame); c, 目合い「網目

短径」(mesh size [short diameter]). 定規目盛とスケールは 1mm (scale marks and scale bars: 1mm).

マリンパビリオン 特別号 No. 11, 2021
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図 5. コモンサンゴ属の棘と細粒状突起. Fig. 5. Spinules and small tubercles of Montipora.
A: 針状棘 (needle-shaped spinules), M. verrucosa. B: 顆粒を持つ棒状棘 (rod-shaped spinules with granules), 上
中央に見えるものは隔壁, M. cebuensis. C: 顆粒を持つ棒状棘 (rod-shaped spinules with granules), M. conferta;
a, 棘長 (spinule length). D: 薄片状棘 (flake-shaped spinules), M. sp. ABATA; a, 棘長 (spinule length). E: 細粒状

突起 (small tubercles), M. monasteriata. F: 細粒状突起(small tubercles), M. monasteriata; a, 細粒状突起 (small
tubercles); b, 棘 (spinules). 定規目盛とスケールは 1mm (scale marks and scale bars: 1mm).

マリンパビリオン 特別号 No. 11, 2021
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図 6. コモンサンゴ属の霜柱状突起. Fig. 6. Papillae of Montipora.
A: 小型の霜柱状突起 (small papillae), M. sp. KAKAN,. B: 小型で薄片状の霜柱状突起 (small
flake-shaped papillae), M. sp. HONDOTOGE. C: 円柱状の霜柱状突起 (cylindrical papillae), M. cactus.
D: ドーム状の霜柱状突起 (dome-shaped papilllae), M. cactus. E: 細長い薄片状の霜柱状突起 (slender
flake-shaped papilllae), M. peltiformis. F: 円柱状の霜柱状突起と莢壁冠 (cylindrical papilllae and thecal
crowns), M. peltiformis; a, 莢壁冠 (thecal crown). スケールは 1mm (scale bars: 1mm).
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図 7. コモンサンゴ属の小型突起. Fig. 7. Small projections of Montipora.
A: 粒状突起 (tubercles), M. sp. ABATA. B: 疣状突起 (verrucae), M. verrucosa. C: 疣状突起とそれら

の接合により形成されたコリン (verrucae and collines formed by fused verrucae), M. cebuensis. D: 細
型のコリン (thin collines), M. confusa. E: 太型のコリン (thick collines), M. foliosa. F: 畝状突起

(ridges), M. sp. MIDAREIBO. 定規目盛は 1mm, スケールは 10mm (scale marks: 1mm, scale bars:
10mm).
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図 8. コモンサンゴ属の大型突起.
Fig. 8. Large projections of Montipora.
A: 小瘤状突起 (nodules), M. sp. YASURI. B: 大瘤状突起 (mounds), M. sp. OHKOBU. C: 指状突起

(digitate projections), M. vietnamensis. D: 柱状突起 (columnar projections), M. mollis. E: 樹木状突起

(arborescent projections), M. cactus. F: 樹木状突起 (arborescent projections), M. cactus.
スケールは 5cm (scale bars: 5cm).
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表2. 個体の大きさと莢径との関係

個体の大きさ
corallite size

莢径　（ mm）

calice diameter

小さい　   　 small 0.6       >
中程度        medium 0.6－0.8
大きい         large 0.8       <

Table. 2. Relationship between corallite size
and calice diameter.

表4. 棘の大きさと棘の長さとの関係

棘の大きさ
spinule size

棘の長さ　（ mm）

spinule length

特に小さい    very small 0.10         >
小さい　    　  small 0.10－0.15
中程度           medium 0.16－0.20
大きい            large 0.21－0.25
特に大きい   very large 0.25         <

Table. 4. Relationship between spinule size and
spinule length.

表3. 網目状共骨の肌理と目合いとの関係

肌理
texture

目合い（網目短径） mm
mesh size (short diameter)

特に細かい  very fine 0.10        >
細かい       fine 0.10－0.15
中程度       medium 0.16－0.20
粗い           rough 0.21－0.25
特に粗い   very rough  0.25          <

Table. 3. Relationship between texture of reticulum
(upper layer of coenosteum) and mesh size.
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表1. コモンサンゴ属の主要文献における付属突起に関わる用語の変遷

Table 1. Changes in terminology concern with projecting appendages in main literatures of Montipora .

本著
Dana
1846

Bernard
1897

Nemenzo
1967

Shirai
1977

Veron &
Wallace

1984

Nishihira
& Veron

1995

Veron
2000

This Study

微小突起
minute

projection

細粒状突起 
small

tubercle

霜柱状突起 
spinuliform

papilla
tubercle tubercle 霜柱状突起 papilla 棘状突起 papilla papilla

小型突起
small

projection

粒状突起 tubercule papilla papilla tubercula いぼ状突起 tubercula tubercle

疣状突起 verruca
nipple
shaped
papilla

イボ状突起 verruca こぶ状突起 verruca verruca


