
コイボコモンサンゴ

Montipora conferta Nemenzo, 1967
群体は被覆状もしくは準塊状～塊状をなす。群体表面に長径 1～ 2㎜の小型の疣状突起が密生し、

突起の大きさや形は不揃いである。個体は基本的に疣状突起間に分布するが、しばしば疣状突起の側

面もしくは上面にも現れる。莢径は 0.7 ～ 0.8 ㎜。方向隔壁は明瞭で、長さは 0.8 ～ 1.0R、歯状板を
形成し、かつ上方に突出する。1 次隔壁の長さは 0.8R 以下、2 次隔壁は 0.4R 以下である。軸柱栓は
ほとんど発達しない。共骨は緻密もしくはやや粗く、共骨や疣状突起の表面は繊細な霜降状の細分棘

に被われる。写真は八重山諸島竹富島北沖の石西礁湖内で観察された長径約 1ｍの準塊状群体。詳し
くは本文を参照されたい。 野村 恵一
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コモンサンゴ類の同定の話（28）

国内産種の紹介 16

イボコモンサンゴ種群（3）

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）

イボコモンサンゴ種群の残りの種を紹介す

る。また、末尾に本種群の種の検索表を記す。

コイボコモンサンゴ

Montipora conferta Nemenzo, 1967
図 59（A ～ F）

Montipora conferta Nemenzo, 1967: 34, pl. XI figs. 1-2;
野村, 2015b: 1, 1 fig.

Montipora monasteriata-白井, 1995: 213, fig. 17;
西平・Veron, 1995: 48（part）, 図上, 中下, 下.

Montipora verrucosa-内田・福田, 1989: 158.
形態：群体は被覆状、準塊状～塊状。群体表面

に長径 1 ～ 3 ㎜（通常 1 ～ 2 ㎜）の小型の疣状

突起がほぼ均一に分布する。疣状突起の大きさ

や形は不揃いで、疣状突起が互いに接合して短

い畝状突起を形成する場合がある。個体はしば

しば 1 つの疣状突起の側面もしくは上面に 1 つ

出現し、突起はやがて個体の成長に伴って浸食

・分断される。個体は共骨中に埋没し、個体分

布は不均一で、個体間隔は個体 3 個分以内であ

る。莢径は 0.7 ～ 0.8 ㎜で、基本的に共骨壁を

欠き、莢壁輪は細いリング状をなすか、不明瞭

で、裸地帯はほとんど認められない。方向隔壁

は 1 枚もしくは 1 対が明瞭に認められ、長さは

0.8 ～ 1.0R で、歯状板を形成し、かつ上方に突

出する。1 次隔壁は完全・規則的で長さは長い

ものでは 0.8R あるが、たいていは 0.6R 以下で

ある。2 次隔壁は不完全・不規則で、長さは 0.4R
以下である。軸柱栓はほとんど発達しない。共

骨の肌理は細かいかやや粗く、共骨や疣状突起

の表面は繊細な霜降状の細分棘に被われる。微

小突起を欠く。生時の色彩は共肉・ポリプ共に

一様な緑褐色か淡褐色で、共肉上に明色の小斑

点が混ざる場合がある。また、共肉は淡褐色で

ポリプが淡緑褐色または淡紫色の場合もある。

産地：国内では宮古諸島（宮古島、八重干瀬）、

八重山諸島（新城島、西表島、黒島、竹富島）、

海外ではフィリピン（タイプ産地）。

近縁種との関係：本種は疣状突起の長径が通常

1 ～ 2 ㎜と小さいこと、疣状突起の形状が不揃

いであること、しばしば疣状突起の側面や上面

に個体が出現することなどの特徴で、他の近縁

種と区別される。本種の中で畝状突起の多い群

体は次に紹介するウネコイボコモンサンゴに酷

似するが、この種の方向隔壁を含む 1 次隔壁は

突出せず 2 次隔壁は完全・規則的であること、

棘の先端は霜降状に細分されないこと等の相違

点が認められる。また、本種はトゲクボミコモ

ンサンゴ M. monasteriata とも混同されること

が多いが、この種は疣状突起を欠きかつ微小突

起を備えることで本種と明瞭に区別される。

和名：白井（1985）が M. monasteriata と同定

しコイボコモンサンゴの新称和名を提唱したも

のは本種である。

マリンパビリオン 特別号 No. 3, 2015

図 59. コイボコモンサンゴ Montipora conferta.
A, 生時群体（SMP2229, 石西礁湖）. B, 個体とその周

囲の骨格（標本はA と同じ）. C, 生時群体（SMP2260,
石西礁湖）. D, 個体とその周囲の骨格（標本はC と同

じ）. E, 生時群体（SMP2714, 八重干瀬）. F, 個体とそ

の周囲の骨格（標本は E と同じ）. スケールは 1 ㎜.
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ウネコイボコモンサンゴ（仮称）

Montipora sp. UNEKOIBO.
図 60（A ～ D）

形態：群体は準塊状。表面に長径 2 ㎜前後の疣

状突起が密に分布する。疣状突起は互いに接合

する傾向が強く、最長で 20 ㎜程の畝状突起を

形成するが、群体周縁で放射状の列を形成する

ことはない。個体は基本的に疣状・畝状突起上

には分布せず突起間に並ぶが、しばしば突起の

側面に個体が 1 つ出現し、突起はやがて個体の

成長に伴って浸食・分断される。個体は不均一

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、ごく浅い窪みを伴う傾

向がある。莢径は 0.8 ㎜である。莢壁輪は不明

瞭で、裸地帯を欠く。方向隔壁はやや不明瞭で 1
枚もしくは 1 対が認められ、長さは 0.6 ～ 0.8R
で、歯状板を形成し上方に突出しない。1 次隔

壁と 2 次隔壁は完全・規則的で、両者は不等長

である。1 次隔壁の長さは 0.6R 以下、2 次隔壁

の長さは 0.3R 以下である。軸柱栓はほとんど

発達しない。共骨や疣状突起の肌理は緻密で、

共骨上には短く均一な棘が密生し、棘の先端は

針状かやや単純に細分され、繊細な霜降状には

ならない。典型的な共骨壁は形成されないが、

疣状突起上に生じた個体が突起を浸食していく

過程で共骨壁を有する場合がある。生時の色彩

は共肉は淡桃褐色で、ポリプの色彩は不明。

過程で共骨壁を有する場合がある。生時の色彩

は共肉は淡桃褐色で、ポリプの色彩は不明。

産地：宮古諸島八重干瀬。

近縁種との関係：本種は前出のコイボコモンサ

ンゴに似るが、この種の疣状突起は基本的に接

合頻度が低いこと、2 次隔壁は不完全・不規則

なこと、共骨は繊細な霜降状の細分棘に被われ

ること等の相違点が認められる。

仮称和名：疣状突起が小さくかつ互いに接合し

て畝状突起を形成する傾向が強い特徴に因む。

ミダレイボコモンサンゴ

Montipora aff. spongodes Bernard, 1897
図 61（A ～ D）

Montipora aff. spongodes-杉原他, 2015: 59.
形態：観察は長径約 30 ㎝の被覆板状の 1 群体

のみに基ずく。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 ～ 3 ㎜、高さ 3
㎜以下の大きさや形が不揃いな疣状突起が疎ら

に、かつ不均一に分布する。疣状突起は頻繁に

接合して最長 10 ㎜ほどの長さの短い畝状突起

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。個体は通常疣状突起や畝状突起の

間に分布するが、しばしばこれらの突起の側面

にも出現する。個体分布は不均一で、概して疎

生し、個体間隔は個体 5 個分以内である。個体

は共骨中に埋没し、共骨面からはほとんど突出

しない。莢径は 0.7 ㎜である。莢壁輪は細いリ

ング状をなし、通常共骨面から突出しないが、

個体によりわずかに盛り上がる場合がある。莢

壁輪の上縁には共骨上と同様の棘が生える。隔

壁は著しく不規則・不完全。方向隔壁は通常不

明瞭で、明瞭な場合は片側 1 枚もしくは 1 対が

認められ、長さは 0.7 ～ 1.0R、不完全な歯状板

を形成しやや上方に突出する。1 次隔壁の長さ

は 0.7R 以下、2 次隔壁の長さは 0.4R 以下であ

るが、1 次・2 次隔壁が亜等長に揃うことが多

い。軸柱栓はほとんど認められない。共骨は繊

細な多孔質の骨組みよりなり、その表面を細く

て短い棘が被うため、共骨表面の肌理の質感は

滑らかで緻密である。棘の先端は単純か細分（粗

図60. ウネコイボコモンサンゴ Montipora sp. UNEKOIBO.
A・B, 生時群体（SMP2729, 八重干瀬）. 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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いか霜降状）される。共骨壁や微小突起を欠く。

生時の色彩は群体周縁と疣状・畝状突起の共肉

は淡桃褐色、その他の共肉とポリプは淡褐色。

群体板状部下面ではエピテカが発達し、周縁か

ら 1 ㎝付近までを被う。疣状突起を欠き、共骨

表面は滑らかである。個体は小さく莢径は 0.5
㎜で、疎らに分布し突出しない。

産地：種子島西之表市西浦。

近縁種との区別：不揃いな疣状突起が疎らに分

布すること、短い畝状突起を有するが群体周縁

で放射状に列生しないこと、隔壁は著しく不規

則・不完全で、1 次隔壁と 2 次隔壁は亜等長に

揃う傾向があること、共骨表面の肌理が細かい

こと等の特徴によって、他の近縁種と区別され

る。当初は外見的特徴が似る次種 Montipora sp.
KUSHIMOTOIBO. と同種と見なしていたが、多

数の形態的相違点（この種は瘤状ならびに柱状

突起を持つこと、疣状突起が分布する部分とそ

れが分布しない平滑な部分とが混在すること、1
次隔壁と 2 次隔壁は不等長であること等）が認

められたため両者を異種として扱った。また、

ミトコンドリアをマーカーに用いた遺伝子解析

の結果では、両者は属するクレードが明瞭に異

なった。

和名：不規則な疣状突起を持つことに因む。

クシモトイボコモンサンゴ（仮称）

Montipora sp. KUSHIMOTOIBO.
図 62（A ～ D）

Montipora spongodes-野村他, 2008: 195.
形態：群体は被覆板状もしくは塊状で、最大長

径は約 1 ｍである。群体板状部では通常個体は

上下両面に分布する。群体上面には不規則・不

均一な瘤状突起または瘤状突起を分布させたや

や扁平な柱状突起を備える。共骨表面には長径

1 ～ 5 ㎜（通常 2 ～ 3 ㎜）の疣状突起が極めて

不均一に分布し、群体中に疣状突起が密集する

部分とそれがないか少ない部分とが混在する。

疣状突起は長径よりも高さの方が長いものもあ

れば短いものもあるが、概して丈は低い。疣状

突起の大きさや形は不揃いで、疣状突起が互い

に接合する場合があるが、瘤状突起等の大型突

起の頂端部を除いて顕著な畝状突起はほとんど

出現しない。個体は通常疣状突起間に分布する

が、しばしば疣状突起の側面に出現し、突起は

やがて個体の成長に伴って浸食・分断される。

個体は極めて不均一に分布し、個体間隔は個体

10 個分以内であるが、疣状突起間の狭い谷間

では密に、疣状突起の少ない平坦部では疎らに

分布する傾向がある。個体は基本的に共骨中に

埋在するが、一部の個体では莢壁輪や隔壁の伸

長に伴って共骨面よりもわずかに突出する場合

図61. ミダレイボコモンサンゴ Montipora aff. spongodes. .
A・B, 生時群体（SMP2523, 種子島）. 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㎜.

図 62. クシモトイボコモンサンゴ Montipora sp.
KUSHIMOTOIBO. A・B, 生時群体（SMP898, 串本町双

島）. C, 骨格標本（SMP2410, 串本町錆浦）. 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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がある。莢径は 0.8 ㎜。莢壁輪は細いリング状

をなし、共骨よりも幾分突出する場合がある。

隔壁は細く、わずかにねじれる場合がある。方

向隔壁は不明瞭か 1 枚もしくは 1 対が認めら

れ、長さは 0.7 ～ 1.0R で、たいていは歯状板

を形成し、かつ上方に突出する。1 次隔壁は完

全・不規則もしくは不完全・不規則で長さは

0.8R 以下で、幾分突出する場合がある。2 次隔

壁は不完全・不規則で、長さは 0.5R 以下であ

るが、痕跡的な場合が多い。軸柱栓は基本的に

発達しないが、個体によっては弱く発達する。

共骨は繊細な多孔質の骨組みで形成され、肌理

は細かい。棘は細く短く、先端は比較的単純で

基本的に繊細な霜降状には細分されない。共骨

壁、微小突起を欠く。生時の色彩は共肉・ポリ

プ共に一様な褐色をなす。群体板状部下面はエ

ピテカが発達し、末縁から 1 ㎝以内までを被う。

エピテカに被われない部分の表面は滑らかで疣

状突起等の付属突起を欠く。個体は上面に比べ

てより疎らに分布し、また小さい。なお、エピ

テカが末縁近くまで被う場合は個体は認められ

ない。

産地：和歌山県串本町（潮岬、錆浦、双島）。

近縁種との関係：疣状突起の大きさや形が不揃

いでしばしば疣状突起側面に個体が分布するこ

と、基本的に畝状突起を欠くこと、疣状突起の

長径は 1 ～ 5 ㎜（通常 2 ～ 3 ㎜）であること、

群体中に疣状突起が密集する部分とそれがない

か少ない部分とが混在すること、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

は細かく、通常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。特に個体や共骨面の特徴

は Montipora spongodes Bernard, 1897 に良く似る

が、この種は疣状突起を欠くことで本種と区別

される。また、ミダレイボコモンサンゴ

Montipora sp. MIDAREIBO. にも似る。この種と

の区別は、前項の記載を参照されたい。

仮称和名：本種の唯一の産地に因む。

ウラヅツイボコモンサンゴ（仮称）

Montipora sp. URADUTSUIBO.
図 63（A ～ D）

形態：観察は長径約 30 ㎝の被覆板状の 1 群体

のみに基ずく。個体は群体板状部の上下両面に

分布する。群体上面は不規則・不均一でやや尖

った瘤状突起を備える。共骨表面には長径 1 ～

3 ㎜（通常 2 ㎜前後）、高さ 2 ㎜以下の疣状突

起がやや密集して分布するが、群体周縁部では

疣状突起は疎らである。疣状突起の大きさや形

は不揃いである。疣状突起同士はしばしば接合

し、10 ㎜ほどの短い畝状突起を形成するが、

群体周縁で放射状に列生しない。個体は通常疣

状突起もしくは畝状突起間に分布するが、しば

しば疣状突起の側面や稀に上面に出現し、突起

はやがて個体の成長に伴って浸食・分断され

る。個体はやや均一に分布し、個体間隔は個体 3
個分以内であるが、群体周縁部ではより疎らに

分布する。個体は莢壁輪や方向隔壁の伸長に伴

って共骨面よりもわずかに突出する傾向があ

る。莢径は 0.7 ㎜。莢壁輪は細いリング状をな

し、共骨よりも幾分突出し、上縁には共骨上と

同様の棘が生える。隔壁は細く、わずかにねじ

れる場合がある。方向隔壁は不明瞭か 1 枚もし

くは 1 対が認められ、長さは 0.7 ～ 1.0R で、

たいていは歯状板を形成し、かつ上方に突出す

る。また、1 対が上縁中央で接合する場合があ

る。1 次隔壁は不完全・不規則で長さは 0.7R
以下で、しばしば歯状板を形成する。2 次隔壁

は不完全・不規則で、長さは 0.4R 以下で、1
次隔壁よりも短く細い。軸柱栓は個体により弱

く発達する。共骨は肌理がやや粗く、棘はやや

大きな針状もしくは薄片状で、先端は細分され

るが、繊細な霜降状にはならない。基本的に共

骨壁を欠くが、疣状突起の頂端部に個体が生じ

た場合は、円錐状の共骨壁を持つように見える。

微小突起を欠く。生時の色彩は共肉・ポリプ共

に一様な褐色をなす。群体板状部下面はエピテ

カの発達が悪く、疣状突起を欠く。個体は上面

に比べてより疎らに分布し、また小さい（莢径

は 0.5 ㎜）。莢壁輪は顕著に突出し、また、個
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体の周囲の共骨も幾分盛り上がり、円錐状の共

骨壁を形成する。

産地：和歌山県串本町潮岬。

近縁種との関係：疣状突起の大きさや形が不揃

いでしばしば疣状突起側面や上面に個体が分布

すること、疣状突起の長径は 1 ～ 3 ㎜（通常 2
㎜前後）であること、疣状突起は群体周縁部を

除いてやや密集すること、畝状突起を持つが群

体周縁で放射列を形成しないこと、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

理はやや粗く、棘は発達し先端は細分されるも

のの繊細な霜降り状にはならないこと、群体板

状部下面の個体は顕著に突出した莢壁輪を持つ

こと等の複数の特徴によって、他の近縁種と区

別 さ れ る 。 特 に 個 体 や 共 骨 面 の 特 徴 は

Montipora spongodes に良く似るが、この種は疣

状突起を欠くことで本種と区別される。また、

ク シ モ ト イ ボ コ モ ン サ ン ゴ Montipora sp.
KUSHIMOTOIBO. やミダレイボコモンサンゴ

Montipora sp. MIDAREIBO. にも似るが、本種に

特徴的な群体下面の良く突出した莢壁輪はこれ

らの種では認められないことで区別される。

仮称和名：群体板状部下面の個体の莢壁輪が筒

状に突出する特徴に因む。

アイマイイボコモンサンゴ（仮称）

Montipora cf. capricornis Veron, 1985
図 64（A ～ D）

形態：観察は長径約 15 ㎝の葉状の 1 群体のみ

に基ずく。個体は群体葉状部の上下両面に分布

する。群体上面には長径 2 ～ 3 ㎜、高さ 1 ㎜程

の平たくて輪郭が不明瞭な疣状突起がやや疎ら

に、かつ不均一に分布する。これらの一部は所

々で 2 ～ 3 ㎜の高さに立ち上がり、一般的なド

ーム状の疣状突起を形成する。また、しばしば

疣状突起同士が接合して最長 10 ㎜ほどの長さ

の畝状突起を形成し、特に群体周縁付近では疣

状突起と共に放射状に列生する。個体は通常疣

状突起や畝状突起の間に分布するが、しばしば

これらの突起の側面や稀に上面に出現する。個

体分布は不均一で、概して疎生し、個体間隔は

個体 5 個分以内である。個体は共骨中に埋没し、

共骨面からは突出しない。莢径は大型の個体は

0.9 ㎜あるが、通常は 0.7 ～ 0.8 ㎜である。莢壁

輪はリング状をなし共骨面から突出せず、上縁

には共骨上と同様の棘が生える。隔壁は棒状の

列よりなり、1 次隔壁と 2 次隔壁は不等長であ

る。方向隔壁は通常不明瞭で、明瞭な場合は長

さは 0.7R あり、他の 1 次隔壁よりも幅広くか

つやや長い。1 次隔壁はほぼ完全・規則的で長

さは 0.7R 以下、2 次隔壁は不完全・不規則で

長さは 0.4R 以下で、1 次隔壁よりも細い。軸

図 63. ウラヅツイボコモンサンゴ Montipora sp.
URADUTSUIBO. A・B, 生時群体（SMP2535, 串本町潮

岬）. C, 群体板状部上面の個体とその周囲の骨格（標本

はA と同じ）. D, 群体板状部下面の個体とその周囲の骨

格（標本はA と同じ）. スケールは1 ㎜.

図64. アイマイイボコモンサンゴ Montipora cf. capriconis.
A・B, 生時群体（SMP2854, 八重干瀬）. 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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柱栓は通常弱く発達する。共骨はやや太い多孔

質の骨組みよりなり、その表面をややがっしり

とした薄片状の棘が被うため、共骨表面の肌理

は粗く見える。棘の先端は単純か細分され、後

者の場合は霜降状に細分される場合がある。基

本的に共骨壁を欠くが、群体周縁では個体の周

りを盛り上がった共骨が被い、網目状の共骨壁

を形成する。微小突起を欠く。生時の色彩は共

肉は淡紫褐色をなし、ポリプの色彩は不明であ

る。群体葉状部下面ではエピテカは不規則に発

達し、均一に分布しない。疣状突起を欠き、表

面は滑ら。個体は疎らに分布し、突出せず、群

体上面のものよりもやや小さく莢径は 0.7 ㎜。

産地：宮古諸島八重干瀬。

近縁種との関係：疣状突起の大きさや形が不揃

いで輪郭が不明瞭なこと、畝状突起を持ち群体

周縁付近で放射状に列生すること、隔壁は長く

1 次隔壁と 2 次隔壁は不等長なこと、群体周縁

では網目状の共骨壁が形成されること等の複数

の特徴によって、他の近縁種と区別される。特

に本種はグレートバリアリーフをタイプ産地と

する Montipora capricornis Veron, 1985 に外見が

酷似するが、タイプ標本とは個体の分布や疣状

突起の有無、莢径等に相違が認められ、現時点

では本種の分類学的位置は特定できない。

仮称和名：疣状突起の輪郭が不明瞭である特徴

に因む。

ウラソココモンサンゴ（仮称）

Montipora sp. URASOKO
図 65（A ～ F）

形態：小型群体は被覆板状をなすが、長径 50
㎝程の大型群体では丸い板状を呈する。個体は

群体板状部上面のみに分布する。群体上面には

長径・高さ共に 1 ～ 3 ㎜の、通常中央に 1 つの

個体を伴った不揃いな疣状突起が分布する。ま

た、群体周縁ではごく短い畝状突起を形成する

場合がある。個体はほぼ均一に分布し個体間隔

は個体 2 個分以内であるが、隆起の谷間ではよ

り密集し、群体周縁部ではより疎らになる。莢

径は 0.8 ㎜で、個体は共骨中に浅く窪み突出し

ないが、疣状突起上の個体は共骨から突出して

いるように見える。莢壁輪は不明瞭か、細いリ

ング状もしくはやや幅広いテラス状をなし、共

骨面から突出しない。裸地帯はほとんど認めら

れない。方向隔壁はやや不明瞭、長さは 0.7 ～

1.0R で歯状板を形成し、莢奥で互いに接合し、

さらに 1 次隔壁の一部とも接合して弱い軸柱栓

を形成する場合がある。1 次隔壁はほぼ完全・

不規則で長さは 0.8R 以下である。2 次隔壁は

不完全・不規則で長さは 0.5R 以下で、概して

発達が悪い。共骨は骨太の多孔質の骨組みより

なり、肌理はやや緻密であるが、群体周縁部の

肌理は粗い。棘は掌を広げたように平坦部の周

囲に複数の短い分枝があり、それぞれの先は繊

細な霜降り状に細分される。共骨は微小突起を

欠く。個体が生じた疣状突起は、個体の成長に

伴い共骨壁として様々な形に変化する。特に一

部の個体では、共骨壁が蛸の吸盤状に丸い縁取

りを伴って突出する場合がある。生時の色彩は、

共肉・ポリプ共に淡緑褐色。群体裏面は薄いエ

ピテカに被われ、個体を欠き、不明瞭な疣状突

図65. ウラソコイボコモンサンゴ Montipora sp. URASOKO.
A・B, 生時群体（SMP2319, 石垣島浦底湾）. C・D, 個
体とその周囲の骨格（標本はA と同じ）. E・F, 生時

群体（SMP2320, 石垣島浦底湾）. スケールは1 ㎜.
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起がごく疎らに分布する。

産地：八重山諸島石垣島浦底湾。

近縁種との関係：疣状突起の多くに 1 つの頂端

個体を持つユニークな特徴は Montipora studeri
Vaughan, 1907 と共有するが、この種の個体は

小さい（莢径 0.5 ～ 0.6 ㎜）こと、疣状突起は

放射状に並ぶことで本種と区別される。また、

ミトコンドリアをマーカーに用いた遺伝子解析

においては、本種は単独でクレードを形成し、

イボコモンサンゴ種群のみならず他のコモンサ

ンゴ類とも系統を異にしている。

仮称和名：初産地の地名に因む。

国内産イボコモンサンゴ種群の種の検索表

1. 疣状突起は粒が揃い個体は分布しない........2
-. 疣状突起は不揃い、個体が分布.......................7

2. 群体型は枝状にはならない.............................3
-. 群体型は枝状......................................................6

3. 群体周縁は放射状の畝状突起列を持つ......4
-. 群体周縁は放射状の畝状突起列を欠く......5

4. 疣状突起の長径は 1.5 ～ 4 ㎜（大凡 2 ㎜）

....... デーナイボコモンサンゴ M. cebuensis
-. 疣状突起の長径は 1 ～ 2 ㎜（大凡 1.5 ㎜）

.............................................. M. cf. verruculosus

5. 1 次隔壁は短く長さは 0.4R 以下

................... イボコモンサンゴ M. verrucosa
-. 1 次隔壁は長く長さは 0.8R 以下

.....ソロイイボコモンサンゴ M. sp. SOROIIBO.

6. 枝先端は畝状突起を欠く

..... エダイボコモンサンゴ M. sp. EDAIBO.
-. 枝先端は短い畝状突起を備える

..... ウネイボコモンサンゴ M. sp. UNEIBO.

7. 通常疣状突起の頂端に 1 つの個体が分布

..... ウラソココモンサンゴ M. sp. URASOKO.
-. 通常は疣状突起の頂端に個体は分布しない

がしばしば疣状突起の側面に分布 ............8

8. 疣状突起は高さが低く輪郭が不明瞭、群体

周縁付近には放射状の畝状突起列がある

..... アイマイイボコモンサンゴ M. cf. capricornis
-. 疣状突起は粒立ちが明瞭、群体周辺は放射

状の畝状突起列を欠く ...................................9

9. 疣状突起は密集...............................................10
-. 疣状突起は疎らもしくは疎密がある.........13

10. 疣状突起の長径は平均 3 ㎜以上...............11
-. 疣状突起の長径は平均 2 ㎜.........................12

11. 疣状突起は大きく最長で 10 ㎜、棘の先端は

霜降状に細分され共骨の肌理は細かい

..... オオイボコモンサンゴ M. sp. OHIBO.
-. 疣状突起は最長で 6 ㎜、棘の先端は霜降状

に細分されない、共骨の肌理は粗い

.....アラメイボコモンサンゴ M. sp. ARAMEIBO.

12. 通常疣状突起は接合しない、棘は霜降状

に細分...... コイボコモンサンゴ M. conferta
-. 疣状突起は良く接合、棘は非霜降細分

..... ウネコイボコモンサンゴ M. sp. UNEKOIBO.

13. 瘤状・柱状突起を持たない、疣状突起は全

面に分布、1 次・2 次隔壁は亜等長

...... ミダレイボコモンサンゴ M. aff. spongodes
-. 瘤状・柱状突起を持つ、疣状突起が少ない

面がある、1 次・2 次隔壁は不等長...........14

14. 板状部下面の莢壁輪は顕著に突出しない

... クシモトイボコモンサンゴ M. sp. KUSHIMOTOIBO.
-. 板状部下面の莢壁輪は顕著に突出する

..... ウラヅツイボコモンサンゴ M. sp. URADUTSUIBO.
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