
イボコモンサンゴ

Montipora verrucosa (Lamarck, 1816)

コモンサンゴ属のタイプ種。群体表面に均整のとれた細長いドーム状の疣状突起が密生するのが特

徴。疣状突起の長径は 2㎜前後、高さは 3㎜前後で、疣状突起同士が接合して畝状隆起を形成するこ
とは稀。個体は大きく莢径は 0.8 ～ 1.2 ㎜、莢壁が垂直に落ち込みかつ隔壁が短いため、骨格標本で
は莢内部がはっきりと空いて見える。1次隔壁は短く長さは 0.4R以下、1次隔壁と 2次隔壁は亜等長。
共骨表面の肌理はやや粗く、棘の先端は霜降り状に細分されない。詳細は本文を参照されたい。

写真は沖縄県ケラマ群島阿嘉島マジャノハマ水深 4ｍで観察された長径約 20 ㎝の小型群体。
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コモンサンゴ類の同定の話（27）

国内産種の紹介 15

イボコモンサンゴ種群（2）

野村 恵一・鈴木 豪（水産総合研究セン

ター西海区水産研究所亜熱帯研究センター）

前報（本紙 vol. 44, pp. 30-31）に引き続きイ
ボコモンサンゴ種群の種を紹介する。なお、多

数の標本を解析する内に、前報に記した定義で

は本種群とウネコモンサンゴ種群とを明確に区

別することが難しいことが分かった。そこで、

疣状突起が畝状突起よりも優占するものを本種

群、疣状突起よりも畝状突起が優占するものを

ウネコモンサンゴ種群と便宜的に再定義して文

を進めることにしたい。

イボコモンサンゴ

Montipora verrucosa (Lamarck, 1816)
図 51（A～ D）

Porites verrucosa Lamarck, 1816: 271.
Montipora verrucosa (Lamarck, 1816); Veron &

Wallace, 1984: 59-62 (part), figs. 145-151; 内田
・福田, 1989: 154; 野村, 2015a: 1, 1 fig.

Montipora danae-西平・Veron, 1995: 58 (part), 骨
格写真.

? Montipora verrucosa-Vaughan, 1907: 160-163,
figs. LIII-LIX; Wells, 1964: 438 (part), pl. 147 fig.
3; 西平・Veron, 1995: 59; Veron, 2000: vol. 1,
138-139, figs. 1-4; Pillay et al, 2002: 122-123,
figs. 1-4.

Non Montipora verrucosa-Wells, 1964: 438, pl. 143
figs. 6-7 (=Montipora planiuscula ?); 白井, 1977:
508, 4 figs. (= Montipora sp. EDAIBO.); 白井,
1985: 216, fig. 26 (= Montipora sp. UNEIBO.);
内田・福田, 1989: 158 (= Montipora conferta） ;
内田・福田, 1989: 223 (= Montipora cf.
lobulata); Dai & Horng, 2009: 40, 3 figs. (=
Montipora verruculosa ?).

形態：群体型は被覆状か被覆板状もしくは準塊

状をなし、群体の最大長径は 50㎝ほどである。
被覆板状群体の板状部では個体は上下両面に分

布する。群体上面には長径 1～ 3㎜（通常 2㎜
前後）、高さ 2 ～ 4 ㎜の、高さが長径よりも長
い細長いドーム状の疣状突起が密生する。疣状

突起は比較的粒が揃い、疣状突起同士が接合し

て畝状突起を形成することは稀である。個体は

疣状突起間のみに分布し、疣状突起上には分布

しない。また、個体が疣状突起側に偏って位置

する傾向はない。個体は均一もしくは不均一に

分布し、個体間隔は群体によって個体 1個分以
内のものから個体 3個分以内のものまで様々で
ある。個体は共骨中に埋没し共骨面から突出し

ない。莢径は 0.8 ～ 1.2 ㎜であるが、群体によ
ってはごく稀に莢径 1.5 ㎜にもなる特大個体
（図 51B）が認められる。莢壁輪はリング状を
なし、基本的に共骨面から突出しないが、わず

かに盛り上がる場合もある。隔壁は先細りの棒

状列よりなるが、一部の方向隔壁では不完全な

歯状板を形成する場合がある。方向隔壁は基本

的に不明瞭であるが、個体によっては片側のみ

長く（0.8R 以下）明瞭な場合がある。1 次隔壁
と 2 次隔壁は完全・規則的で互いに亜等長、1
次隔壁の長さは 0.2 ～ 0.4R、2 次隔壁の長さは
0.1 ～ 0.3Rである。特大個体では 3次隔壁も認
められる（図 51B）。軸柱栓は比較的良く発達
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図 51.イボコモンサンゴ Montipora verrucosa.
A, 生時群体（SMP2447, ケラマ群島阿嘉島）. B, 個
体とその周囲の骨格（標本はAと同じ）. C,生時群
体（SMP2736, 宮古諸島八重干瀬）. D, 個体とその
周囲の骨格（標本はCと同じ）. スケールは 1㎜.
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し、1 次隔壁の多く（特に方向隔壁）は莢底部
で軸柱栓に接合する場合が多い。また、特大個

体では 1 次・2 次隔壁の全てが軸柱栓に接合す
る。莢壁はほぼ垂直に落ち込み、かつ隔壁が短

いため、骨格標本では莢内部がはっきりと空い

て見える。莢開口面から軸柱栓までの深さは 1
～ 1.5 ㎜で、外見上の莢の深さはやや浅い。共
骨は微小突起を欠く。共骨は骨太の多孔質の骨

組みよりなり、疣状突起を含めた共骨表面の肌

理はやや粗い。棘の先端は単純か粗く刻まれ、

繊細な霜降状に細分されない。生時の色彩は共

肉・ポリプ共に淡褐色もしくは淡黄褐色か、共

肉は褐色でポリプは淡褐色を呈する。また、疣

状突起の頭が明色に染め分けられる場合も多

い。群体板状部下面ではエピテカが発達し、群

体末縁から 0.5 ～ 1.5 ㎝程の所までを被う。疣
状突起を欠き、共骨や棘は繊細で表面は滑らか

である。個体は概して上面より小さく、疎らに

分布する。

産地：国内では種子島、トカラ列島中之島、ケ

ラマ群島阿嘉島、宮古諸島八重干瀬、八重山諸

島竹富島・黒島・新城島。海外ではグレートバ

リアリーフ、トンガ（タイプ産地）。

近縁種との関係：シノニムリストにも示してあ

るように、本種はこれまで多数の近縁種と混同

されてきた。本種は疣状突起の粒が比較的良く

揃っていること、疣状突起同士が接合して畝状

隆起を形成することは稀であること、個体が大

きいこと（莢径は 0.8～ 1.2mm）、1次隔壁は短
く（0.4R 以下）、1 次隔壁と 2 次隔壁は亜等長
に揃うこと、共骨表面の肌理はやや粗く棘の先

端は霜降り状に細分されないこと等の複数の特

徴によって、他の近縁種と区別される。

和名：白井（1977）は Montipora sp. EDAIBO.
（以下に紹介）を M. verrucosaとして記載し、
この時にイボコモンサンゴの和名を提唱してい

る。従って、本和名は Montipora sp. EDAIBO.
に対して使用されるべきものである。ただし、

これまで M. verrucosaの学名に対応した和名と
して長らく使用されてきた経緯があることや、

本種がイボコモンサンゴ種群の基準種として位

置づけられることから、これまでと同様に M.
verrucosaに対して本和名を採用した。

Montipora cf. verruculosus Veron, 2000
図 52（A～ D）

Montipora danae-Sugihara et al, 2015: 50, 4 figs.
形態：観察は長径約 60 ㎝の被覆板状の 1 群体
のみに基づく。個体は群体板状部の上下両面に

分布する。群体上面には長径 1～ 2㎜（概ね 1.5
㎜）、高さ 1.5 ～ 2.5 ㎜の細長のドーム状の疣状
突起が分布する。疣状突起は概ね密集するが、

所々に疣状突起が分布しない平滑部が認められ

る。また、しばしば、疣状突起同士が接合した

短い畝状隆起が不均一に混ざり、特に群体周縁

部では最長 1㎝、幅約 1㎜の畝状突起が放射状
に列生する傾向がある。莢径は 0.8 ㎜である。
個体は畝状突起もしくは疣状突起間に分布し、

群体中央部ではやや密集し群体周縁ではそれよ

りも疎らに分布する傾向がある。個体は、顕著

ではないが繊細な共骨壁に囲まれ、その中にや

や窪んで分布する。莢壁輪は細いリング状をな

し、不完全な裸地帯を伴う。隔壁は細い。方向

隔壁は不明瞭か片側のみが認められ、長さは

0.8R である。1 次隔壁は不完全・不規則で長さ
は 0.8R 以下、2 次隔壁は不完全・不規則で長
さは 0.4R 以下で、両者は基本的に不等長であ
るが、

図 52. Montipora cf. verruculosus. A・B, 生時群体
（SMP2526, 種子島西之表市西浦）. C・D, 個体
とその周囲の骨格（標本はAと同じ）.スケールは 1
㎜.
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るが、個体により亜等長に揃う場合がある。方

向隔壁を含む 1次隔壁は莢奥で中心に向かって
接するように伸び、しばしば軸柱栓が弱く発達

する。莢開口面から軸柱栓までの深さは 1～ 1.5
㎜で、外見上の莢の深さはやや浅い。共骨と疣

状突起は繊細な多孔質の骨組よりなるが、肌理

は粗い。共骨や疣状突起上には先が繊細な霜降

り状に細分された棘が分布する。瘤状突起等の

大型突起、微小突起を欠く。生時の色彩は共肉

・ポリプ共に淡褐色をなし、群体末縁や疣状・

畝状突起上面は明色に染め分けられる。群体板

状部下面はエピテカが発達し、群体末縁から 1
㎝ほどまでを被う。表面は滑らかで、瘤状突起

や疣状突起を欠く。個体は上面よりも疎らに分

布し、共骨壁を欠き共骨中に埋没して分布する。

産地：種子島。

近縁種との関係：本種は群体周縁部では畝状突

起が列をなして放射状に並ぶこと、繊細な共骨

壁が認められること、疣状突起は小さく長径は

1 ～ 2 ㎜（たいてい 1.5 ㎜）であること、共骨
や疣状突起の骨格の肌理が粗いこと、先が繊細

な霜降り状に細分された棘を持つこと等の複数

の特徴によって、他の近縁種と区別される。な

お、本種はインドネシアをタイプ産地とする

Montipora verruculosusに良く似るが、この種の
タイプ標本の写真では疣状突起の形が本種より

も不揃いである上に、この種が本種に特徴的な

繊細な共骨壁を持つかどうかについては情報が

得られておらず、本種の分類学的位置について

は現時点では確定できない。

ソロイイボコモンサンゴ（仮称）

Montipora sp. SOROIIBO.
図 53（A～ D）

形態：観察は長径約 15 ㎝の被覆状の 1 群体の
みに基づく。群体表面には長径・高さ共に 2～
3 ㎜の、大きさや形が比較的良く揃ったドーム
状の疣状突起が密に分布する。稀に疣状突起同

士が接合してごく短い畝状突起を形成する場合

があるが、群体周縁で放射状に列生することは

ない。個体は疣状突起間に不均一に分布し、個

体間隔は個体 3個分以内である。個体は共骨中
に埋没し、莢開口面は共骨面からかすかにくぼ

む。個体は大きく、莢径は 1.0 ㎜である。共骨
壁を欠き、莢壁輪はほとんど認められない。隔

壁は長く重厚で、歯状板もしくは不完全な歯状

板を形成し、隔壁の上面基部には共骨上と同様

の棘が生じる場合がある。方向隔壁は不明瞭、1
次隔壁の長さは 0.8R 以下、2 次隔壁は 0.7R 以
下で、1 次隔壁と 2 次隔壁は亜等長である。軸
柱栓はほとんど発達しない。共骨と疣状突起は

比較的緻密な多孔質の骨組みより形成され、そ

れらの表面は針状かやや扁平な細分棘に被わ

れ、後者の先端は粗く刻まれ、繊細な霜降状に

は細分されない。微小突起を欠く。生時の色彩

は共肉・ポリプ共に淡褐色で、疣状突起の背面

とポリプは明色に染め分けられる。

産地：宮古諸島八重干瀬。

近縁種との関係：疣状突起の長径は 2～ 3㎜で
大きさや形が良く揃い群体周縁部において明瞭

な畝状突起の放射列を形成しないこと、個体は

大きいこと（莢径は 1 ㎜）、隔壁は長く 1 次隔
壁と 2次隔壁は亜等長なこと、棘の先端は繊細
な霜降り状に細分されないこと等の複数の特徴

によって、他の近縁種と区別される。特にデー

ナイボコモンサンゴ M. cebuensisやイボコモン
サンゴ M. verrucosaに概観が酷似するが、前者

図 53. ソロイイボコモンサンゴ Montipora sp.
SOROIIBO. A・B,生時群体（SMP2787,宮古諸島
八重干瀬,梶原健次採集・撮影）. C・D,個体とその
周囲の骨格（標本はAと同じ）. スケールは 1㎜.
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とは群体周縁の畝状突起を欠くこと、後者とは

隔壁が長く 1次隔壁と 2次隔壁は亜等長なこと
でそれぞれ区別される。

仮称和名：疣状突起の大きさや形と、1 次・2
次隔壁の長さがそれぞれ比較的よく揃う特徴に

因む。

エダイボコモンサンゴ（改称）

Montipora sp. EDAIBO.
図 54（A～ D）

Montipora verrucosa-白井, 1977: 508, 4 figs.
Montipora capitata-西平・Veron, 1995: 60, 2 figs.;

Veron, 2000: vol. 1, 144-145 (part), figs. 2, 4-5.
形態：群体型は樹枝状（鹿角状）で、被覆状の

基盤が認められる場合とそうでない場合とがあ

る。群体長径は最大で 40 ㎝ほど、高さは最高
で 10 ㎝ほどで、枝振りは比較的単純で基本的
に隣接する枝同士は接合しない。枝基部の最大

幅は約 2.5 ㎝、末枝の長さは最長で約 2 ㎝、末
枝基部の太さは約 1㎝で、枝先は基本的に疣状
突起で終わる。群体表面には長径 1～ 2㎜（大
凡 1.5 ㎜）、高さ 2 ～ 3 ㎜の疣状突起が密に分
布する。疣状突起の形状は細長いドーム状で、

基本的に高さは長径よりも長い。疣状突起同士

が稀に接合する場合があるが、顕著な畝状隆起

は形成しない。個体は疣状突起間に密に分布す

るが、群体や部位によって疎密がある。また、

個体は突起間の中央ではなく突起側に寄って位

置する傾向がある。個体は共骨中に埋没し突出

しない。莢径は 0.9 ～ 1.0 ㎜。莢壁輪・裸地帯
共に不明瞭。方向隔壁は不明瞭か片側のみ明瞭

な場合があり、長さは 0.3～ 0.5R である。1次
隔壁は完全・規則的で長さは 0.4R 以下、2 次
隔壁は完全・規則的で長さは 0.3R 以下で、両
者は基本的に亜等長である。軸柱栓は弱く発達

し、しばしば方向隔壁もしくは 1次隔壁の一部
が莢奥で軸柱栓に接合する。莢壁はほぼ垂直に

落ち込み、かつ隔壁が短いため、骨格標本では

莢内部がはっきりと空いて見える。莢開口面か

ら軸柱までは深く、深さはたいてい 2㎜ほどで
ある。共骨は微小突起を欠く。共骨や疣状突起

はやや骨太の多孔質の骨組みよりなり、肌理は

粗い。共骨上の棘はやや短く針状か薄片状をな

し、先端は単純か粗く刻まれ、繊細な霜降状に

細分されない。生時の色彩は共骨・ポリプ共に

淡褐色で、疣状突起は明色に染め分けられる場

合が多い。

産地：国内では八重山諸島石西礁湖（竹富島沖）

ならびに石垣島、海外ではフィリピン、インド

ネシア。

近縁種との関係：同じ樹枝状群体を形成するウ

ネイボコモンサンゴ Montipora sp. UNEIBO. に
似るが、この種はかなり込み入った叢生群体を

形成すること、疣状突起は長く突出しないこと、

枝先にしばしば畝状突起を備えること、1 次隔
壁と 2次隔壁は基本的に不等長であること等の
相違点が認められる。

改称和名：イボコモンサンゴの和名は、白井

（1977）によって本種に対し提唱されたもので
あるが、前出の M. verrucosaの解説で述べてあ
る理由により、この和名は M. verrucosaに対応
させ、本種の和名については新たに提唱した次

第である。なお、改称和名は樹枝状の群体型に

因む。

備考：本種にはこれまで Montipora capitata
(Dana, 1846) の学名が充てられてきたが（西平
・Veron, 1995；Veron, 2000）、M. capitataのタ

図 54. エダイボコモンサンゴ Montipora sp. EDAIBO.
A・B,生時群体（SMP2202,八重山諸島石西礁湖）.
C・D, 個体とその周囲の骨格（標本はAと同じ）.
スケールは 1㎜.
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イプ標本は枝状とは言い難い不規則な突起を持

つ群体型を有し、さらに、疣状突起は低く、1
次隔壁と 2次隔壁は不等長である等の相違点が
認められ、この種は本種とは別種であると考え

られる。また、Bernard（1897）や Vaughan（1907）
は M. capitataを M. verrucosaのシノニムとして
いるが、両者の間には複数の形態的相違点が認

められるため、彼らの判断は誤りであると見な

される。

ウネイボコモンサンゴ

Montipora sp. UNEIBO.
図 55（A～ D）

Montipora malampaya-白井, 1977: 507 (part), 骨格
写真 .

Montipora verrucosa-白井, 1985: 216, fig. 26.
Montipora capitata -Veron, 2000: vol. 1, 144 (part),

fig. 3 .
形態：群体型は灌木状で、明瞭な基盤は認めら

れない。群体の長径は 30㎝、高さは 15㎝ほど
で、枝は叢生しかつ不規則に接合する。枝基部

の最大幅は約 4㎝、末枝の長さは最長で約 2㎝、
末枝基部の太さは 0.5 ～ 0.8 ㎝である。枝先は
丸みがあり、表面は滑らかか畝状の隆起が走り、

基本的に枝先には疣状突起を欠く。群体基部付

近にはエピテカが認められる。群体表面には長

径 1～ 2 ㎜（大凡 1.5 ㎜）の疣状突起がやや密
に分布する。疣状突起の形状はドーム状で、高

さは長径と同じかそれよりも短い。疣状突起は

枝の尖端付近では小さくて未発達なものが多

く、また、個体のすぐ下側に位置して、ちょう

どミドリイシ属の一部の種の放射サンゴ個体の

ように下唇状の形状をなす傾向がある。また、

枝先以外でも、個体は疣状突起間の中央ではな

くて疣状突起側に寄って位置する傾向がある。

個体は疣状突起間にやや密に分布し、個体間隔

は個体 1個分以内で、たいていは共骨中に埋没
するが個体によっては共骨面からわずかに突出

する。莢径は 0.9㎜。莢壁輪はリング状をなし、
個体によっては共骨面からやや突出し、また、

莢壁輪が莢内方向に傾くことによって莢開口部

は幾分すぼまる。裸地帯は不明瞭。隔壁は短く、

方向隔壁は不明瞭で、1 次隔壁と 2 次隔壁は不
等長である。1 次隔壁はやや完全・不規則で長
さは 0.4R 以下、2 次隔壁は不完全・不規則で
長さは 0.2R以下である。軸柱栓は弱く発達し、1
次隔壁の一部はしばしば莢奥で軸柱栓に接合す

る。莢壁はほぼ垂直に落ち込み、かつ隔壁が短

いため、骨格標本では莢内部がはっきりと空い

て見える。莢開口面から軸柱までの深さは 1～
2 ㎜で、たいてい 1.5 ㎜ほどである。共骨は微
小突起を欠く。共骨や疣状突起はやや繊細な多

孔質の骨組みよりなるが、肌理は粗い。棘の先

端は単純か粗く刻まれ、繊細な霜降状に細分さ

れない。生時の色彩は共骨・ポリプ共に淡褐色

で、疣状突起や枝の尖端は明色に染め分けられ

る。

産地：宮古島、石垣島、フィリピンセブ島。

近縁種との関係：同じ樹枝状群体を形成するエ

ダイボコモンサンゴ Montipora sp. EDAIBO. に
似るが、この種は枝振りが比較的単純なこと、

疣状突起は細長いこと、枝先は疣状突起で終わ

り畝状突起を欠くこと、1 次隔壁と 2 次隔壁は
短く亜等長であること等の相違点が認められ

る。

和名：和名は白井（1977）による。なお、白井
（1977）は本種を Montipora malampaya の種名

図 55. ウネイボコモンサンゴ Montipora sp. UNEIBO.
A・B, 生時群体（SMP2579, 宮古島上野博愛前）.
C・D, 個体とその周囲の骨格（標本はAと同じ）.
スケールは 1㎜.
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で記載しているが、記載と 2つの掲載写真の内
の骨格写真は本種であるが、生態写真は種不明

である（少なくとも本種でも M. malampayaで
もない）。

オオイボコモンサンゴ（仮称）

Montipora sp. OHIBO.
図 56（A～ F）

形態：群体は準塊状で、観察された最大長径は

約 50 ㎝である。群体表面には形や大きさが極
めて不揃いな疣状突起が密生する。疣状突起の

輪郭は歪な円形～楕円形で、長径は 3～ 10㎜、
高さは最大で 10 ㎜。疣状突起は所々で互いに
接合して最長で 15 ㎜程の短い畝状突起を形成
するが、群体周縁部で放射状に列生することは

ない。個体は基本的に疣状突起もしくは畝状突

起間に密集して分布するが、しばしばこれら突

起の側面もしくは上面に分布し、突起はやがて

個体の成長に伴い浸食・分断される。個体間隔

は突起間では個体 1個分以内であるが、突起表
面では疎らである。個体は共骨中に埋没し、莢

開口面は共骨面よりも幾分窪む場合がある。個

体は大きく、莢径は 1.0 ㎜である。莢壁輪は不
明瞭。方向隔壁は明瞭かやや不明瞭で、前者の

場合は 1対が認められるが、後者の場合は片側
1枚のみの場合が多い。長さは 0.8 ～ 1.0Rで、
上方に突出しない。1 次隔壁は完全・規則的で
長さは 0.8R 以下、2 次隔壁は完全・規則的か
完全・やや不規則で、長さは 0.7R以下である。2
次隔壁は基本的に 1次隔壁よりも短くかつ細い
が、まれに両者が亜等長に揃う場合がある。軸

柱栓は不明瞭か、弱く発達する。共骨の肌理は

細かく、棘は短く非常に繊細で先端が霜降状に

細分される。生時の色彩は共肉は褐色で、ポリ

プの色彩は不明。

産地：沖縄県宮古諸島大神島ならびに八重干

瀬。

近縁種との関係：疣状突起の大きさや形が不揃

いで、群体周縁部において明瞭な畝状突起の放

射列を形成しないこと、疣状突起は大きく 10
㎜程になること、個体は大きく（莢径は 1.0㎜）
疣状突起上にも分布すること、隔壁は長く基本

的に 1 次・2 次隔壁は不等長なこと、共骨の肌
理は細かく、繊細な霜降り状に細分された棘に

被われること等の複数の特徴によって、他の近

縁種と区別される。なお、大型の疣状突起を持

つ特徴は Montipora danae (Milne Edwards &
Haime, 1851) と共有するが、この種の疣状突起
は比較的粒揃いが良く、また輪郭が整ったドー

ム状をなすことで本種と区別される。

仮称和名：疣状突起が大きい特徴に因む。

アラメイボコモンサンゴ（仮称）

Montipora sp. ARAMEIBO.
図 57（A～ F）, 58

形態：観察は長径約 60 ㎝の丸い板状の 1 群体
のみに基づく。個体は群体板上部の上下両面に

分布する。群体上面には形や大きさが不揃いな

疣状突起が密生する。疣状突起の大きさは長径

図56.オオイボコモンサンゴ Montipora sp. OHIBO.
A, 生時白化群体（SMP2706, 宮古諸島大神島西）.
B・C, 個体とその周囲の骨格（標本はAと同じ）.
D・E, 生時群体（SMP2774,宮古諸島八重干瀬,
松本 尚撮影・採集）. F,個体とその周囲の骨格
（標本はDと同じ）. スケールは1㎜.
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1 ～ 6 ㎜（だいたい 3 ㎜前後）、高さは 1 ～ 3
㎜。疣状突起は接合傾向が強く、最長で 10 ㎜
程の短い畝状突起を形成するが、群体周縁部で

放射状列は形成されない。個体は基本的に疣状

突起ならびに畝状突起間に分布するが、しばし

ば突起側面のも分布する。個体間隔は個体 3個
分以内で、個体は共骨中に埋没する。個体はや

や大きく、莢径は 0.9 ㎜。莢壁輪は明瞭でリン
グ状をなし、基本的に突出しない。隔壁は比較

的長く、1 次隔壁と 2 次隔壁は不等長である。
方向隔壁はやや不明瞭で、1本（枚）もしくは 1
対が認められ、長さは 0.7 ～ 1.0R で、やや突
出し歯状板もしくは不完全な歯状板を形成す

る。1 次隔壁は完全・不規則で長さは 0.7R 以
下、2 次隔壁は不完全・不規則で長さは 0.5R
以下である。軸柱栓は基本的に形成されない。

共骨の肌理は粗く、棘は針状か薄片状で、後者

の場合先端は粗く刻まれるが、霜降り状に細か

く細分されない。基本的に共骨壁を欠くが、接

合した疣状突起に囲まれた個体や、疣状突起上

に生じた個体は共骨壁を伴う場合がある。生時

の色彩は共肉は桃褐色でポリプは共肉よりもや

や明るい色合いを呈する。群体板状部下面の個

体は上面よりも小さく莢径は 0.5 ㎜で、不均一
に分布し個体間隔は個体 3個分以内である。莢
壁輪はリング状で明瞭に区画される。共骨の肌

理は細かく、棘は細く短く、かつ疣状突起等の

付属突起を欠くため表面は滑らかである。エピ

テカは認められるが発達は悪い。

産地：沖縄県宮古諸島大神島。

近縁種との関係：疣状突起の大きさや形が不揃

いで、群体周縁部において明瞭な畝状突起の放

射列を形成しないこと、個体はやや大きいこと

（莢径は 0.9 ㎜）、隔壁は長く 1 次隔壁と 2 次
隔壁は不等長なこと、共骨の肌理は粗く棘の先

端は繊細な霜降り状に細分されないこと等の複

数の特徴によって、他の近縁種と区別される。

仮称和名：共骨の肌理が粗い特徴に因む。
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図57.アラメイボコモンサンゴMontipora sp. ARAMEIBO.
A-C,生時群体（SMP2709,宮古諸島大神島西）.
D-F, 個体とその周囲の骨格（標本は A と同じ）.
スケールは 1㎜.

図58.アラメイボコモンサンゴMontipora sp. ARAMEIBO.
生時群体（SMP2709,宮古諸島大神島西）.


