ISSN

2022. 1

特別号

1341-6928

No.14

コモンサンゴ類の同定の話（51）. 国内産種の紹介 37,
霜柱状突起を持ち、被覆状・塊状群体を成し、瘤状突起以外の大型突起を欠く種.
野村恵一（錆浦海中公園研究所）・鈴木

豪（水産技術研究所八重山庁舎）

Marine Pavillion, Supplement No. 14 2022
Identification of Montipora corals (51). Introduction of the Japanese species 37,
species with papillae and incrusting or massive colonies.
Keiichi Nomura (Sabiura Marine Park Research Station) and
Go Suzuki (Yaeyama Station, Fisheries Technology Research Institute)

串本海中公園センター

マリンパビリオン

特 別 号 No. 14, 2022

は 2 mm を越える場合がある。個体は大型で

はじめに

平均莢径は 1.0 mm
..................セノビコモンサンゴ M.

今回は霜柱状突起を持つ残りの種、すなわち、
被覆状もしくは塊状の群体を成し、瘤状突起以

02

composita

霜柱状突起の短径は莢径を越えない。個体

外の上方に伸びる大型突起を欠く種（イワトゲ

の高さは 3 mm、太さは 2 mm を越えない。

コモンサンゴ種群）を紹介する。今回で日本産

個体は小型で平均莢径は 0.6 mm

コモンサンゴ属の種の一渡りの紹介を完了す

...............................オ ネ グリ セ ア コ モ ン サ ン ゴ

る。しかしながら、コモンサンゴ類の資料が増

M. sp. ONEGURISEA

えるに従い、タクソンの解釈において誤認や不

03

莢壁冠を構成する霜柱状突起の平均短径は

備が少なからず認められるようになった。そこ

0.6 mm、しばしば肥大して莢径を越え疣状

で、それらについては今後も紹介を行いたい。

突起を形成
........＊フトトゲコモンサンゴ M.

以下に形態に基づいたイワトゲコモンサンゴ

（野村・鈴木 2021b）参照

種群の種検索表を示す。本検索表には形態が類
似した別の種群の種も含まれており、それらに

03

霜柱状突起の平均短径は 0.5 mm 以下
..............................................................................04

は種名の前に＊を付してある。なお、これまで
と同様に、この検索表は真の系統とは無関係な

trabeculata

04

莢壁冠を構成する霜柱状突起は著しく細く
平均短径は 0.2-0.3 mm.....................................05

便宜的なものである。
種索で用いる形質は、できるだけ目視可能な

04

0.3 mm 以上.......................................................07

ものを選んでいる。しかしながら、種の区別に
おいては微細な形質に頼らざるを得ない場合も

莢壁冠を構成する霜柱状突起の平均短径は

05

個体はほぼ埋没

少なからずあり、この検索表の使用にあたって

...........＊トゲアバタコモンサンゴ M. orientalis

は生体画像だけでなく、標本とルーペもしくは

（野村・鈴木 2021a）参照

実体顕微鏡が必要とされることもある。
記載における種の配列は、検索表の種の出現

05

個体 の一 部は 多か れ少な かれ突出 ..........06

06

一部の個体は顕著に突出、ポリプは白色

順に合わせた。専門用語や形質の測定方法は野

...........................＊ オ キナワ トゲ コモンサ ンゴ

村 (2021) に従った。本研究で用いた標本の内、

M. sp. OKINAWATOGE

BMNH はロンドン自然史博物館に、KAUM は
鹿児島大学総合研究博物館に、SMP は 錆浦海

（野村・鈴木 2021b）参照
06

...............ムラサキコモンサンゴ M. peltiformis

中公園研究所にそれぞれ所蔵されている。調査
標本は各都道府県の許可を得て採集した。種同

07

群体上面には丸みがある 1cm 前後の小瘤
状 突 起 が 密 生 ....................................................08

定は基本的にタイプ標本もしくはタイプ標本を
07

撮影した画像と比較照合して行った。

個体は突出してもわずか、ポリプは紫色

群体上面には小瘤状突起は密生しない
...............................................................................09

08

イワトゲコモンサンゴ種群の種検索表

1 次隔壁は長く 0.5R 以上、2 次隔壁は完全
......................コブトゲコモンサンゴ M. stilosa

01

08

個体の一部は筒状に著しく高く突出し、
高さは 2 mm を越える....................................02

01

（野村・鈴木 2021b）参照

個体は高くは突出せず、突出しても高さ
は 2 mm を越えない.........................................03

02

1 次隔壁は 0.5R 以下、2 次隔壁は不完全
.............＊ハシラコモンサンゴ M. efflorescens

09

莢壁はたいてい筒状を成して突出

霜柱状突起は稀に肥大して短径が莢径を越

....*サボテンコモンサンゴ M. sp. HONDOTOGE

える場合がある。個体の高さは 3 mm、太さ

（野村・鈴木 2021b）参照
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09

島北水深 12 ｍ。SMP-HC

莢壁はたいてい筒状を成して突出しない
.............................................................................10

10
10
11

2207、2211、竹富島

沖タケルンジュ水深 8.1 ｍ。SMP-HC 3931、八
重山諸島石西礁湖水深 5 ｍ。

霜柱状突起の太さは不均一
....................イワトゲコモンサンゴ M. nodosa

比較標本：M. composita のホロタイプ、BMNH

霜柱 状突起の太 さはほぼ均一...................11

1934-5-14-303、 グレートバリアリーフロウアイ

個体の多くは明瞭に突出、突出個体優占

ルズ。

......................グリセアコモンサンゴ M. grisea

記載：群体形は被覆板状か被覆状、稀に周縁に

11

個体の 1 部は突出するが埋没個体優占...12

短い板状部のある塊状を成し、長径は 60 cm に

12

霜柱状突起は短くほぼ同形同大で敷き詰め

達する。板状部はやや薄く、厚さは末縁で約 2
mm、末縁から 5 cm の距離で 5-10 mm である。

られた様に密生、莢壁冠は不明瞭
..........イシダタミコモンサンゴ M.
12

granulata

霜柱状突起は敷き詰められた様に密生しな

群体上面には様々な大きさの粒状突起や小瘤状
突起が密生する（図 137AGH、138A）。

い、個体はたいてい莢壁冠を備える

共骨上には霜柱状突起が分布し、群体によっ

....................イワトゲコモンサンゴ M. nodosa

て大きさや分布が不均一な場合と（図
137BCD）、ほぼ均一な場合がある（図 138BCD）。

記載

霜柱状突起は基本的に個体周囲で発達して莢壁
冠を形成する。莢壁冠を構成する霜柱状突起は

セノビコモンサンゴ

ドーム状、円柱状もしくは側扁した円柱状を成

野村・鈴木・岩尾, 2017

し、平均短径は 0.5 mm、高さは最大で 1.5 mm

Montipora composita Crossland, 1952

に達する（図 137CDE、 138C-F）。莢壁冠を構

（図 137、138）

成する霜柱状突起はしばしば部分的に接合して

Montipora composita Crossland, 1952: 195, pl. 28,

個体壁を形成し（図 137E、138C）、また一部は

figs. 1, 5, pl. 29 figs. 1, 3, 4 [Low Isles, GBR];

ごく稀に肥大して疣状突起を形成する。板状部

Wells 1954: 439, pl. 148, figs. 4, 5, pl. 150, figs.

周縁では霜柱状突起同士が接合して短く不明瞭

1-3; 野村･鈴木･岩尾 2017: 5, 図 2 (22) (セノ

な放射状のコリン列を形成する場合がある（図

ビコモンサンゴ新称).

137C）。

Montipora suvadivae Pillai & Scheer, 1976: 37, pl.
14, figs. 1-4 [Maldives].

個体は多少なりとも莢壁の伸長に伴って共骨
面から突出するが、しばしばその一部は個体を

Montipora grisea: 西平･Veron 1995: 71 (part), 図

頂端に乗せたまま莢壁冠と共に円錐状に細長く
伸長し、最大高は 7mm、最大幅は 5 mm に達

上段と中段.
not Montipora composita: 野 村 2017: 98, 図 1 (2)
(= M. sp. OKINAWATOGE).

する粒状突起を形成する。粒状突起の側面はた
いてい霜柱状突起もしくは共骨によって完全に

調査標本：SMP-HC 2477、慶良間諸島阿嘉島マ

被われる。粒状突起の大きさが 5 mm を越える

ジャノハマ水深 4.6 ｍ。SMP-HC 2712、2713、

と側面に個体が増殖し、小瘤状突起へと成長す

2715、2720、2763、2765、2789、2856、2859、2858、

る。個体は不均一に分布し、個体間隔は個体 5

宮 古 諸 島 八 重 干 瀬 水 深 5.8- 18.5 ｍ 。 SMP-HC

個分以内である。莢径は 1.0（範囲 0.8-1.1）mm

2705、 宮 古諸 島大 神島 西水深 13 ｍ 。 SMP-HC

で、個体は大きい（図 137B-F、138B-F）。

2550、2710、宮古島狩俣水深 5.7-7.4 ｍ。SMP-HC

隔壁はほぼ完全、莢開口面から突出しないか

2158、 八 重 山 諸 島 西 表 島 崎 山 湾 水 深 6.4 ｍ 。

わずかに突出し、軸柱はたいてい不明瞭である。

SMP-HC 2175、2176、2644、西表島網取湾水深 6.6

方向隔壁の長さは 0.9（範囲 0.5-1.0）R で、半

-9.7 ｍ。SMP-HC 2243、2249、八重山諸島竹富

板状もしくは鋸歯状を成す。1 次隔壁は規則的
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で長さは 0.7（範囲 0.5-0.8）R で、鋸歯状もし

個体が大きい特徴で、イワトゲコモンサンゴ種

くは半板状をなす。2 次隔壁はたいてい規則的

群に属する他の種と容易に区別される。

で長さは 0.4（範囲 0.2-0.6）R で、1 次隔壁よ
りも明瞭に短い（図 137CDE、138CF）。

オネグリセアコモンサンゴ
野村・鈴木・岩尾, 2017

莢壁は明瞭で、多かれ少なかれ共骨面から突

Montipora sp. ONE

出し、裸地帯は不明瞭か部分的に認められる（図
137CDE、138CF）。

（図 139、140）

網目状共骨表面の目合いは 0.10 mm で、網目

Montipora nodosa: Veron & Wallace 1984: 94
(part), figs. 243-248, 252.

はフレームよりも明瞭に幅狭い。棘は基本的に
霜柱状突起上に分布し、細かくて短く、棒状も

Montipora sp. ONE 野村･鈴木･岩尾, 2017: 6, 図 2
(28) (オネグリセアコモンサンゴ新称).

しくは細い薄片状をなし、時に先端が分岐し、
たいてい細かな顆粒状突起に被われる（図

Montipora sp. SHIWA 野 村･鈴木･岩尾, 2017: 6,

137E、138F）。

図 2 (29) (シワトゲコモンサンゴ新称).

板状部下面ではエピテカ（図 137Fa）がよく

not Montipora sp. ONE: 野 村 2017: 140, 図 1 (22)
(= Montipora sp. OKINAWATOGE).

発達して末縁近くまでを被い、エピテカに被わ
れない部分は霜柱状突起を欠き滑らかで、個体

調査標本：SMP-HC 0896、和歌山県串本町潮岬

は小さく莢径は 0.4 mm で、共骨中に埋没する

沖水深 15 m。SMP-HC 2446、2472、慶良間諸

か共骨面からよく突出する（図 137F）。

島阿嘉島マジャノハマ水深 3.0-4.1 ｍ。SMP-HC

生時の色彩：軟体部は一様な褐色、淡褐色、緑

2607、2621、2660、八重山諸島西表島網取湾水

褐色、淡赤褐色、淡紫褐色等様々である（図

深 2.5-7.3 ｍ。SMP-HC 2196、2214、八重山諸島

137AGH、138A）。

竹富島沖タケルンジュ水深 2 ｍ。

産地：国内では慶良間諸島、宮古島諸島ならび

記載：群体はたいてい被覆状、稀に被覆板状も

に八重山諸島、海外ではモルジブ、グレートバ

しくは塊状を成し、長径は 60 cm に達する。群

リアリーフ、ならびにビキニ環礁。

体表面には大きさも分布も不均一な瘤状突起が

生息場：浅いサンゴ礁域（深度は 3.0-18.5m）。

散在するか密生する（図 139AC、140ABEGH）。

和名：個体が著しく長く伸びる特徴に因む。和

共骨上には霜柱状突起が不均一に分布し、た

名基準標本は SMP-HC

2477（阿嘉島産）であ

いてい個体周囲で発達して莢壁冠を形成する

る。

が、個体壁が形成されることは稀である。莢壁

備考：本種に同定した国内産標本群の中で、霜

冠上の霜柱状突起は細く、ドーム状もしくは円

柱状突起の分布や大きさが不均一なもの（図

柱状を成し、短径は 0.3（範囲 0.2-0.5）mm で、

137A-G）は、M. composita の タイプ標本（図

太さは群体内ではほぼ揃い、顕著に肥大せず疣

138GH）と全般的に形態がよく一致した。一方、

状突起は形成しない（図 139BFH、140DF）。霜

霜柱状突起の分布や大きさほぼ均一なものは、

柱状突起は稀に小瘤状突起上で互いに接合して

モルジブをタイプ産地とする M. suvadivae Pillai

細く短いコリンを形成する（図 140B）。

& Scheer, 1976 のタイプ標本とよく一致した。

個体は不均一に分布し、個体間隔は個体 5 個

この形態差から両者は別種である可能性が持た

分以内である。個体は莢壁の伸長に伴って多か

れるが、霜柱状突起以外の形態は互いによく似

れ少なかれ突出し、多くは莢壁冠を形成する霜

ること、両者は国内では同所的に分布すること、

柱状突起と共に筒状に長く伸び、最大高は 2.5

分子系統位置に差がないことにより、両者を同

mm、最大幅は 2 mm に達する（図 139、140）。

種と判断した。

筒状突出個体の側面は霜柱状突起もしくは共骨

本種は個体が異常な程に長く突出することと

によって完全には被われず、莢壁の一部は露出

－ 4－
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する（図 139G）。また、筒状突出個体は時に連

mm に達する）あること、本種の突出個体の側

結して列を成して並び、尾根状の隆起を形成す

面の一部は裸出するのに対し、セノビコモンサ

る（図 139DEF）。莢径は 0.6（範囲 0.5-0.7）mm

ンゴは共骨に完全に被われることの特徴の違い

で、個体は小さい（図 139BFH、140DF）。

で両者は区別される。また、グリセアコモンサ

方向隔壁の長さは 0.8（範囲 0.7-1.0）R、半

ンゴは個体が 2 mm 以上には突出しないのに対

板状もしくは鋸歯状を成し、たいてい莢開口面

し本種は 2.5 mm まで突出すること、グリセア

より上に突出する。1 次隔壁はほぼ完全・規則

コモンサンゴの霜柱状突起は群体内ではほぼ分

的、長さは 0.6（範囲 0.5-0.7）R、たいてい鋸

布や長さが均一であるのに対し、本種の霜柱状

歯状を成し、突出しないかわずかに突出する。2

突起は分布や長さは不均一で、特に莢壁冠を構

次隔壁は不規則・不完全、長さは 1 次隔壁より

成する霜柱状突起は他よりも長く伸びることの

も明瞭に短い（図 139BH、 140DF）。軸柱は稀

特徴の相違で両者は区別される。

に弱く発達する。
莢壁は明瞭で、多かれ少なかれ共骨面から突

ムラサキコモンサンゴ
杉原他, 2015

出し、裸地帯は不明瞭か、部分的に認められる
（図 139BH、140DF）。

Montipora peltiformis Bernard, 1897

網目状共骨表面の目合いは 0.12 mm で、網目
はフレームよりも幅狭い（図 139F、140F）。

（図 141、142）
Montipora patula: Quelch 1886: 174.

棘は細長く、最長で 0.15 mm に達し、針状も

Montipora peltiformis Bernard, 1897: 128, pl. 23,

しくは棒状を成し、時に先端は分岐し、顆粒状

figs. 1, 2 (= M. patula sensu Quelch 1886)

突起を欠くか弱く発達する（図 139H、140DF）。

[Amboyna (Ambon), Indonesia]; Veron & Wallace

生時の色彩：軟体部は一様な赤褐色、淡褐色、

1984: 37, figs. 72-81; 西 平･Veron 1995: 53, 2 図

淡紫褐色、淡黄褐色等を成し、時に霜柱状突起

(イタイボコモンサンゴとして); Veron 2000:

の先端が明色を呈する場合がある（図 139ACD、

vol. 1, 100 , figs. 1-4; 杉 原他 2015: 58, 4 図

140ABEGH）。

(ムラサキコモンサンゴ新称); 野村他 2016: 6

産地：国内では和歌山（串本）と沖縄（慶良間

(ムラサキコモンサンゴ); 野村 2016: 24, 図

諸島、宮古諸島、八重山諸島）、海外ではグレ

A-F (ムラサキコモンサンゴ); 野村･鈴木･岩

ートバリアリーフ。

尾 2017: 7, 図 2 (33) (ムラサキコモンサンゴ);

生息場：水質がよく、比較的浅い岩礁～サンゴ

野村 2017: 112, 図 1 (9) (ムラサキコモンサン

礁域（深度は 2-15 ｍ）。

ゴ).

和名：隆起した個体同士が連結して尾根状の連

Montipora informis: 西 平･Veron 1995: 69 (part), 図
上段 (ノリコモンサンゴとして).

なりを形成する特徴に因む。和名基準標本は
SMP-HC

2472（阿嘉島産）。シワトゲコモンサ

not Montipora peltiformis: 白 井･佐野 1985: 214,

ンゴは異名。

図 19 (= Montipora sp., イタイボコモンサンゴ

備考：本種は既知種の中では該当するものが見

新称).

当たらないため、未記載種と思われる。本種が

調査標本：SMP-HC 0271、0843、和歌山県串本

持つ霜柱状突起と個体の多くが明瞭に突出する

町有田湾水深 5 ｍ。SMP-HC 0292、0296、0833、

特徴は、セノビコモンサンゴならびにグリセア

0980、 2398、 2415 串 本 町 錆 浦 水 深 3- 10 ｍ 。

コモンサンゴと共有するため、それらの種と混

SMP-HC

同しやすい。本種は最も突出した個体でも高さ

ｍ。SMP-HC 1471、串本町紀伊大島ゾウバナ沖

2.5 mm、幅 2 mm までであるのに対し、セノビ

水深 15 ｍ。SMP-HC 2348、串本町下浅地水深 19

コモンサンゴはそれ以上（高は 7 mm、幅は 5

ｍ。SMP-HC

－ 5－

1026、2307、串本町潮岬沖水深 1.5-5

2507、串本町双島沖水深 3 ｍ。

マリンパビリオン
SMP-HC 1065、高知県大月町西泊沖水深 3 ｍ。

比較的大きい。

SMP-HC 1730、宮崎県南郷町大島沖水深 5 ｍ。
SMP-HC

2334、熊本県牛深崖の下水深 10 ｍ。
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方向隔壁の長さは 0.6（範囲 0.5-1.0）R、半
板状か板状を成し、莢開口面より上に突出する。

SMP-HC 1638、鹿児島県種子島馬立岩屋沖水深

1 次 隔 壁 は 完 全 ・ 規 則 的 、 長 さ は 0.5（ 範 囲

5 ｍ。SMP-HC 2512、種子島大原沖水深 7.3 ｍ。

0.3-0.6）R で、鋸歯状か半板状を成し、突出し

SMP-HC 2426、慶良間諸島阿嘉島クシバル礁池

ないか部分的にやや突出する。2 次隔壁は完全

水深 1 ｍ。SMP-HC 2462、2485、阿嘉島マジャ

・規則的か不完全・不規則、長さは 0.3（範囲

ノハマ水深 1.6-2.4 ｍ。SMP-HC 2775、2779、2853、

0.2-0.4）R で、時に 1 次隔壁と亜等長を成す。

宮 古 諸 島 八 重 干 瀬 水 深 1.5- 6.6 ｍ 。 SMP-HC

軸 柱 は 欠 く か 弱 く 発 達 す る （ 図 141BEFG、

2537、宮古島東平安名崎沖水深 14 ｍ。SMP-HC

142DF）。

2099、 八 重 山 諸 島 黒 島 仲 本 礁 池 水 深 2 ｍ 。

莢壁は明瞭で、しばしば共骨面よりも上にや

SMP-HC 2145、黒島北東沖ウラビシ水深 5 ｍ。

や伸長する。裸地帯は部分的に明瞭である（図

SMP-HC

141BF、142DF）。

2257、八重山諸島竹富島北沖水深 12

ｍ。SMP-HC 3275、 3280、3307、3403、小笠

網目状共骨表面の目合いは 0.2 mm で、網目

原諸島聟島北沖水深 6.5-11 ｍ。

はフレームとほぼ同幅かそれよりも幅広い（図

比較標本：M. peltiformis のホロタイプ、BMNH

141BF、142DF）。

1886-12-9-284（Quelch 1886 が M. patula として

棘は細長く、最長で 0.2 mm に達し、針状、

記載した標本）、インドネシアアンボン。

棒状、薄片状を成し、顆粒状突起を欠くか弱く

記載：群体は被覆状か被覆板状、稀に準塊状を

発達する（図 141BEFG、142DF）。

成し、長径は 1 ｍに達する。たいてい上面に小

板状部下面はエピテカがよく発達し、末縁か

瘤状突起が散在し、上方に伸びる他の大型突起

ら 1cm 以内までを被い、共骨が裸出している

を欠くが、ごく稀に小瘤状突起が束になった短

部分は霜柱状突起を欠き表面は滑らかで、小型

い柱状突起を形成する場合がある。板状部はあ

の個体（莢径 0.5 mm）がごく疎らに分布する

っても短く、厚さは末縁で 3mm、末縁から 1cm

（図 141H）。

の距離で 1cm である（図 141ACD、142ACE）。

生時の色彩：基本的に共肉は褐色か淡褐色で、

共骨上には霜柱状突起が分布し、密度や大き

ポリプは紫色、稀に軟体部が一様な紫色（図

さは群体により変異が認められるが、莢壁冠を

141ACD、142ABCE）。

構成する霜柱状突起の太さ（短径）や形は群体

産地：国内では和歌山県（串本町）、高知県（大

内ではほぼ揃う。霜柱状突起は個体周囲で発達

月町）、宮崎県（南郷町）、熊本県（天草市）、

して莢壁冠を形成し、形状はドーム状、円柱状

鹿児島県（種子島）、沖縄県（慶良間諸島、宮

もしくは側扁した円柱状を成し、短径は 0.3（範

古島諸島、八重山諸島）、ならびに小笠原諸島

囲 0.3-0.6）mm、長さは最長で 1.5

（聟島）。海外ではタンザニア、アンボン、グ

mm に達す

る。莢壁冠を構成する霜柱状突起は時に接合し

レートバリアリーフならびにハワイ。

て個体壁を形成するが、基本的にコリンは形成

生息場：潮通しの良い岩礁域ならびにサンゴ礁

しない。また、霜柱状突起は肥大成長して疣状

域の浅所（深度 1-14 ｍ）。

突起を形成しない（図 141BEFG、142DF）。

和名：特徴的な紫色のポリプに因む。和名基準

個体は密生し、個体間隔は個体 1 個分以内で

標本は SMP-HC 2512（阿嘉島産）。白井・佐野

あるが、稀にやや疎ら（個体 2 個分以内）に分

（1985）が M. peltiformis に同定しイタイボコモ

布する。個体は共骨中に埋没するか、莢壁の伸

ンサンゴの新和名を与えた標本は、疣状突起と

長に伴って共骨面よりも上にわずかに突出す

皺様のコリンを持つ種不明の別種である。

る。莢径は 0.9（範囲 0.7-1.1）mm で、個体は

備考：本種は群体により霜柱状突起の分布や大

－ 6－
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きさ、個体壁の発達度合いに変異が認められる

湾水深 5 ｍ。SMP-HC1461、串本町双島水深 3

が、被覆状群体をなし個体が密生する群体にお

ｍ。SMP-HC1482、 串本町有田沖イズスミ礁水

いては M. peltiformis のホロタイプ（図 142GH）

深 5 ｍ。SMP-HC 3624、奄美諸島加計呂麻島阿

と形態がよく一致した。

多地沖水深 14.2 ｍ。SMP-HC

3675、加計呂麻

本種は被覆状もしくは被覆板状群体を成し瘤

島呑之浦水深 3.9 ｍ。SMP-HC 3661、奄美大島

状突起以外の上方大型突起を欠くこと、個体は

嘉鉄沖水深 7.9 ｍ。SMP-HC 3688、奄美大島手

密生し著しく突出しないこと、霜柱状突起は莢

安沖水深 7 ｍ。SMP-HC 3734、奄美大島白浜沖

壁冠を形成し、群体内では太さや形がほぼ揃い、

水深 5.5 ｍ。SMP-HC 3804、 3805、奄美大島阿

肥大して疣状突起を形成しないこと、1 次隔壁

鉄湾水深 7 ｍ。SMP-HC 2718、2734、2860、 2864、

は概して短く時に 2 次隔壁と亜等長を成すこ

宮古諸島八重干瀬水深 1-10.4 ｍ。SMP-HC 2543、

と、生時のポリプは紫色を成すことの特徴の組

宮古島狩俣沖水深 17.5 ｍ。SMP-HC2594、 2595、

み合わせで、霜柱状突起を持つ他のコモンサン

2629、2637、 2640、 2652、 2655、 2656、2661、
2665、2667、八重山諸島西表島網取湾水深 1.7

ゴ類と区別される。
なお、本種はサボテンコモンサンゴ

-18 ｍ。 SMP-HC2315、 八重 山諸 島石垣島 浦底

Montipora sp. HONDOTOGE の 板状部と形態が

湾水深 3 ｍ。SMP-HC2241、八重山諸島竹富島

酷似し、同部標本との区別が難しい場合がある

北水深 12 ｍ。SMP-HC2263、SMP-HC2278、竹

が、サボテンコモンサンゴには以下の相違点が

富島沖タケルンジュ水深 3 ｍ。SMP-HC2102、

認められる：ポリプの色彩は褐色か緑色、成長

八重山諸島黒島水深 3 ｍ。SMP-HC 3110、小笠

すると柱状もしくは樹木状の大型突起を持つ、

原 諸 島 母 島 ウ エ ン ト ロ 水 深 10.5 ｍ 。 SMP-HC

個体の分布は不均一で個体間隔は個体 3 個分以

3350、小笠原諸島父島水深 7.4 ｍ。

内。また、両者は分子系統位置も異なるが、形

記載：群体は塊状もしくは厚みのある被覆状を

態はサボテンコモンサンゴに同定されるもの

成し、最大長径は 1 ｍに達する。群体上には直

の、分子系統はムラサキコモンサンゴを示す標

径 1cm 前後の丸みのある小瘤状突起が密生し、

本が少数存在することから、両種間で交雑が起

群体によって形や大きさが揃う場合がある。基

きている可能性が持たれる。

本的に瘤状突起以外の大型突起は欠く（図
143ACE、144ACEFH）。

コブトゲコモンサンゴ

共骨上には霜柱状突起が密生し、分布や大き

野村, 2017

さには変異が認められるが、成長したものは群

Montipora stilosa (Ehrenberg, 1834)

体内でほぼ揃う。形状はドーム状から細長い円

（図 143、144）

柱状を成し、時にやや側扁し、成長したものの

Porites stilosa Ehrenberg, 1834: 118 [Red Sea].

平均的な太さ（短径）は 0.4 mm、最大短径は 0.7

Manopora stilosa: Dana 1848: 500.

mm、最大長は 2mm に達する。莢壁冠は欠くか、

Montipora stilosa: Klunzinger 1879: 30, pl. 5, fig. 7,

あってもたいていは不明瞭であるが、稀に明瞭

pl. 6, fig. 5.

で、かつ莢壁冠を構成するもの同士が不規則に

Montipora efflorescens: Veron & Wallace 1984: 91,

接合して高く直立した個体壁を形成する場合が

figs. 233-241; Veron 2000: vol. 1, 104, figs. 1-6.

ある。また、逆に個体周囲の霜柱状突起はその

Montipora sp. KOBUTOGE 野 村, 2017: 132, 図

外側のものよりも短い場合もある。霜柱状突起

1-18 (コブトゲコモンサンゴ新称).

は著しく肥大して莢径を越えることはなく、疣

not Montipora stilosa: Veron 2000: vol. 1, 102, figs.
1-6 (= Montipora sp.).

状 突 起 は 形 成 さ れ な い （ 図 143BDFGH、
144BDG）。

調 査 標 本 ： SMP-HC293、 和 歌 山 県 串 本 町 有 田
－ 7－

個体密度は群体や部位によって粗密がある

マリンパビリオン
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が、たいてい個体はやや疎らに分布し、個体間

備考：本種のタイプ標本はベルリン博物館に所

隔は個体 3 個分以内である。個体は共骨中に埋

蔵されており、同博物館で標本調査された立川

没するか、莢壁の伸長に伴ってわずかに突出す

浩之氏から、同博物館が非公式に作成されたタ

るが、稀に共骨と共に円錐状に突出する場合が

イプカタログを見せていただいた。M. stilosa

ある。莢径は 0.9（範囲 0.7-1.2）mm で、個体

のタイプ標本は、長径 13 cm の塊状を成し、表

はコモンサンゴ類の中では大きい（図

面は小瘤状突起が密生し、小瘤状突起上の個体

143BDFGH、144BDG）。

周囲の霜柱状突起は互いに接合して、高く直立

方向隔壁は半板状もしくは鋸歯状、稀に板状

した個体壁を形成し、それらがサンゴ体全面に

をなし、長さは 0.8（範囲 0.5-1.0）R、時に莢

わたって特異な網目状模様を形成した。この特

開口面よりも上に突出する。1 次隔壁は完全・

徴は、国内産の標本（SMP-HC 2655、図 144EFG）

規則的、長さは 0.65（範囲 0.4-0.8）R、鋸歯状

と酷似し、本標本は M. stilosa に同定された。

もしくは半板状をなし、たいてい突出しない。2

また、国内産の多数の標本を形態と分子の両面

次隔壁はたいてい完全・不規則、時に不完全・

にわたって精査した結果、本種の霜柱状突起や

不規則、長さは 0.3（範囲 0.1-0.5）R で、まれ

個体壁の発達度合いには群体により大きな変異

に 1 次・2 次隔壁の長さが亜等長を成す場合が

があることが確かめられた。

ある。軸柱は認められないか、弱く発達する（図
143BDG、144BG）。

本種は被覆状もしくは塊状群体を成すこと、
丸みのある小瘤状突起が密生すること、分布や

莢壁は明瞭で時にわずかに共骨面から盛り上

大きさがほぼ均一な霜柱状突起が密生するこ

がり、裸地帯はたいてい明瞭である（図

と、莢壁冠は概して不明瞭であるが時に壁様の

143BDGH、144BG）。

個体壁を形成することがあること、個体は基本

網目状共骨表面の目合いは 0.14 mm で、網目

的に共骨中に埋没し顕著に突出するものは稀な

は丸くフレームよりも明瞭に幅狭い（図 143G、

こと、個体は大きいことの特徴の組み合わせで、

144BG）。

霜柱状突起を持ち類似した群体形を成す他のコ

棘はやや短く、長さは 0.1 mm 以下で、針状、

モンサンゴ類と区別される。

棒状もしくは細い薄片状をなし、時に分岐し、

Veron (2000) の記載した M. stilosa は霜柱状突

表面には細かい顆粒状突起が分布する（図

起の分布が不均一でかつ個体が頻繁に突出する

143DGH、144BDG）。

特徴を持ち、本種ではなく別種（種不明）であ

生時の色彩：軟体部は一様な褐色、淡褐色、淡

る可能性が持たれる。また、Veron & Wallace

赤色、淡紫色をなし、時に霜柱状突起の先や触

(1984)

手 が 明 色 を 呈 す る 場 合 が あ る （ 図 143ACE、

efflorescens は本種に再同定された。

ならびに Veron

(2000)

が記載した M.

144ACEFH）。 ま た 、 稀 に ポ リ プ が 黄 緑 色 を な
す場合がある。

イワトゲコモンサンゴ

分布：国内では和歌山県串本、奄美諸島、宮古

野村・鈴木・岩尾, 2017

諸島、八重山諸島ならびに小笠原諸島、海外で

Montipora nodosa (Dana, 1846)

は紅海、グレートバリアリーフならびにグアム。

（図 145-147）

生息場：様々な環境（潮通しの良い岩礁・サン

Manopora nodosa Dana, 1848: 501, pl. 46, fig 2

ゴ礁域から内湾域）の比較的浅所（深度 1-18

[Fiji].
Montipora amplectens Bernard, 1897: 143, pl. 34,

ｍ）。

fig. 8 [probably South China Sea].

和名：瘤状突起と霜柱状突起が密生する特徴に
因む。和名基準標本は SMP-HC

3350（小笠原

Montipora willeyi
Loyalty Islands].

諸島父島産）。
－ 8－

Bernard, 1897, 183 [Rifou,
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Montipora berryi Hoffmeister, 1925: 54, pl. 7, figs.
4a, 4b [American Samoa].

円柱状を成し、たいてい個体周囲のものはより

Montipora nodosa: Bernard 1897: 117; Veron &
Wallace 1984:

94,

figs.

状突起はドーム状か円柱状、もしくは側扁した

242-252;

伸長して莢壁冠を形成する。莢壁冠を構成する

National

霜柱状突起の短径は 0.4（(範囲 0.3-0.7）mm、

Museum of Natural History, Smithsonian Institute

長さは 1.0（(範囲 0.4-1.5）mm で、特に肥大し

2021: 3 figs. of lectotype.

て疣状突起を形成することはない。莢壁冠を構

Montipora sp. IWATOGE 野 村･鈴木･岩尾, 2017:
6, fig. 2 (26) (イワトゲコモンサンゴ新称).

成する霜柱状突起は時に接合して個体壁を形成
するが、不完全なものが多い。また、稀にごく

Montipora sp. MUSHIKOBU 野村･鈴木･岩尾, 2017:

短いコリンを形成する（図 145BDF、146ABDH）。

6, fig. 2 (27) (ムシコブコモンサンゴ新称）.

個体は共骨中に埋没するか、莢壁の伸長に伴

not Montipora nodosa: Veron 2000: vol. 1, 110, figs.
1-4 (= Montipora sp.).

ってやや突出し、群体内では前者が優占する。
突出個体の共骨面から莢開口面までの高さは最

2516 鹿児島県種子島大原

高で 1.5 mm である。また、群体によっては、

水深 6.2 ｍ。SMP-HC 3644、3649、奄美諸島加

個体の一部もしくは大半が虫瘤状に変形する場

計呂 麻 島須 子 茂 離南 ア マミ ホール 水深 8.8-12

合がある。個体は密集して均一に分布するか、

ｍ。SMP-HC 3655、奄美大島嘉鉄湾水深 7.6 ｍ。

やや疎らに不均一に分布し、個体間隔は個体 3

SMP-HC 2458, 2486、 慶良間諸島阿嘉島マジャ

個分以内である。莢径は 0.8（範囲 0.7-1.0）mm

ノハマ沖水深 1.2-1.9 ｍ。SMP-HC 2748、2766、

で、個体の大きさは中程度である（図 145BDF、

2780、2813、2836、宮古島諸島八重干瀬水深 1.5

146ABDH）。

調査標本：SMP-HC

-7.2 ｍ。SMP-HC 2575、2577、宮古島上野沖水

方向隔壁は半板状か鋸歯状を成し、長さは 0.8

深 3.3-4.5 ｍ。SMP-HC 2155、2156、2164、2166、

（範囲 0.5-1.0）R で、たいてい莢開口面より

2167、八重山諸島西表島崎山湾水深 2.7-6.3 ｍ。

上に突出する。1 次隔壁は完全・規則的で、長

SMP-HC 2092、八重山諸島石西礁湖シモビシ水

さは 0.7（範囲 0.4-0.8）R、2 次隔壁は完全・

深 3 m。SMP-HC 2097、石西礁湖ウラビシ水深

不規則もしくは不完全・不規則で、長さは 0.3

5 m。SMP-HC 2098、石西礁湖マイビシ水深 3

（範囲 0.1-0.5） R である。軸柱は認められな

m。SMP-HC 3283、小笠原諸島聟島北水深 10 m。

いか弱く発達する（図 145DE、146DH）。

SMP-HC 3291、3386、聟島小花湾水深 5.6 ｍ。

莢壁は明瞭で、たいてい共骨面より上にわず

SMP-HC 3428、3433、3438、小笠原諸島父島宮

かに突出する。裸地帯は認められないか、部分

之浜水深 1.5-2.4 ｍ。SMP-HC 3113、3130, 小笠

的に明瞭である（図 145DE、146DH）。

原諸島母島水深 2 ｍ。SMP-HC 3148, 小笠原諸

網目状共骨表面の目合いは 0.13 mm で、網目

島向島オービーチ水深 10 m。

はフレームよりも幅狭い（図 145DE、146DH）。

比較標本：Montipora amplectans のホロタイプ、

共骨断面は複数の層に分かれ、最下層はやや薄

BMNH 1884-2-26-24、 南 シ ナ 海 ？ 。 Montipora

く、緻密で著しく堅い（図 145C）。

willeyi のホロタイプ、BMNH 1884-2-26-24、リ
フォウ島。
記載：群体は被覆状～塊状、最大長径は 1

棘は基本的に霜柱状突起上に分布し、たいて
い細長く、針状、棒状もしくは薄片状を成し、

m

時に先が分岐し、表面には顆粒状突起がほとん

に達し、表面には大きさも分布も不揃いな瘤状

ど 認 め ら れ な い か 弱 く 発 達 す る （ 図 145DF、

突起が散在する（図 145AG、146ABCEFG）。

146DH）。

共骨上には霜柱状突起が分布し、たいてい分

生時の色彩：軟体部は一様な褐色、淡褐色、緑

布も大きさも不均一であるが、群体によっては

褐色、赤褐色、紫褐色、明色と褐色の斑模様等

均一に密生したり、幅が揃う場合がある。霜柱

様々で、時にポリプが共肉とは異なった明色や
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緑色になる場合がある（図 145AG、146ACEFG）。

ナワトゲコモンサンゴとムラサキコモンサンゴ

産地：国内では鹿児島（種子島、奄美諸島）、

は本種に比べて霜柱状突起が著しく細い（短径

沖縄（慶良間諸島、宮古島諸島、八重山諸島）

0.2-0.3 mm）；フトトゲコモンサンゴは霜柱状

ならびに小笠原諸島、海外では南シナ海（？）、

突起の一部が異常に肥大し疣状突起を形成する

グレートバリアリーフ、ロイヤルテイ諸島、フ

；グリセアコモンサンゴとイシダタミコモンサ

ィジー、アメリカ領サモア。

ンゴは霜柱状突起の大きさや分布がほぼ均一で

生息場：サンゴ礁域から内湾にかけての様々な

ある。

環境の比較的浅所（深度 1.2-12 ｍ）。

小笠原諸島産の個体群は本種に同定された

和名：塊状群体をなすことと、霜柱状突起を持

が、群体形が樹木状、葉状、もしくは板状部の

つ特徴に因む。和名基準標本は SMP-HC 2486

大きな被覆板状を成すものが多く、他の海域と

（阿嘉島産）。

は形状が大きく異なる（図 147）。分子系統で

備考：本種は以下の特徴の組み合わせで霜柱状

は他海域のものとは差は認められないが、小笠

突起を持つ他のコモンサンゴ類と区別される：

原諸島産の個体群の分類学的位置についてはさ

群体は被覆状～塊状で、上方に伸びる柱状や樹

らなる詳細な検討が必要とされる。

木状の大型突起を欠く；霜柱状突起の分布や大
きさは基本的に不均一、たいてい莢壁冠を形成

グリセアコモンサンゴ

し、それを構成する霜柱状突起の幅は約 0.4 mm

白井, 1985

で、肥大した疣状突起を形成しない; 個体は埋

Montipora grisea Bernard, 1897
（図 148、149）

没か突出のどちらかで前者が優占し、突出して
も著しく伸長しない（高さは 1.5 mm を越えな

Montipora variavilis Bernard, 1897: 114

い）；個体の大きさは中程度で莢径は約 0.8 mm
である。この種の記相には独特な形質は含まれ

[Great

Barrier Reef].
Montipora annularis Bernard, 1897 : 115, pl. 23, fig.
4, pl. 33, fig. 15 [New Guinea].

ず、また、これらの形質はどれもイワトゲコモ
ンサンゴ種群内では中間的なものばかりである

Montipora grisea Bernard, 1897: 123 [Tongatabu];

が、逆にこれといった明瞭な形質を持たないの

Veron & Wallace 1982: 98, figs. 254-261; 白 井･

が 本 種 の 特 徴 と も い え る 。 Montipora nodosa

佐野 1985: 211, 図 12 (グリセアコモンサンゴ

(Dana, 1848)、M. amplectens Bernard, 1897、 M.

白井新称); Veron 2000: vol. 1, 94 (part), fig. 3;

willeyi

1897、 な ら び に M. berryi

野村 2016: 20, 図 A-F (グリセアコモンサン

Hoffmeister, 1925 のそれぞれのタイプ標本の形

ゴ）; 野村 2017: 106, 図 1 (6) (グリセアコモ

質は上記の記相にほぼ合致し、これらの種名は

ンサンゴ); 野村･鈴木･岩尾 2017: 6, 図 2 (31)

シノニム関係にあると判断され、これらの中か

(グリセアコモンサンゴ).

Bernard,

ら提唱年が最も古い M. nodosa を 古参異名とし

not Montipora grisea: 西 平･Veron 1995: 71, 4 図

て選択した。また、国内から記録されたイワト

(グリセアコモンサンゴとして, = Montipora

ゲコモンサンゴ Montipora sp. IWATOGE な らび

composita Bernard, 1897).

に ム シ コ ブ コ モ ン サ ン ゴ Montipora sp.

Montipora cf. informis: 杉 原他 2015: 54, 3 図.

MUSHIKOBU は、M. nodosa に再同定された。

Montipora informis: 野 村･鈴木･岩尾 2017: 7, 図
2 (32) (ノリコモンサンゴとして).

本種は類似した群体形と霜柱状突起を持つ他
のコモンサンゴ類とは以下の特徴の違いで区別

調査標本：SMP-HC 2419、和歌山県串本町潮岬

される：セノビコモンサンゴとオネグリセアコ

GRW 水深 13.5 ｍ。SMP-HC 1576、1640、1641、

モンサンゴは本種よりも個体の一部が著しく高

鹿児島県種子島馬立岩屋沖水深 5 ｍ。SMP-HC

く突出する（高さが 1.5 mm を越える）；オキ

3529、 鹿 児 島 県 屋 久 島 春 田 浜 水 深 6.5 ｍ 。
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SMP-HC 3645、奄美諸島加計呂麻島須子茂離沖

148BCEFH、149BCE）。

アマミホール水深 11.8 ｍ。SMP-HC 2467、2470、

方向隔壁の長さは 0.9（範囲 0.6-1.0）R、板

慶良間諸島阿嘉島マジャノハマ水深 3 ｍ。

状もしくは半板状、まれに鋸歯状を成し、莢開

SMP-HC 2735、2737、宮古諸島八重干瀬水深 8.3

口面から強く突出するかわずかに突出する。1

ｍ。SMP-HC 2105、八重山諸島西表島鹿ノ川中

次隔壁は完全・規則的、長さは 0.7（範囲 0.5-

瀬水深 10 ｍ。SMP-HC 2108、八重山諸島新城

0.7）R、鋸歯状もしくは半板状を成し、たいて

島シモビシ水深 3 ｍ。SMP-HC 2239、八重山諸

い突出しない。2 次隔壁はたいてい完全・不規

島竹富島北沖水深 12 ｍ。SMP-HC

3383、小笠

則、長さは 0.4（範囲 0.3-0.5）で、1 次隔壁よ

原諸島聟島小花湾水深 6 ｍ。SMP-HC 3443、小

りも明瞭に短い。軸柱はたいてい認められない

笠 原 諸 島 父 島 二 見 岩 沖 水 深 23.2 ｍ 。 SMP-HC

（図 148CE、149CF）。

3170、 小 笠 原 諸 島 妹 島 ブ ル ー リ ボ ン 水 深 15.3
ｍ。

莢壁は明瞭で多かれ少なかれ共骨面から上に
突出し、裸地帯は部分的に明瞭である（図

比較標本：M.

variavilis のホロタイプ、BMNH

148CEF、149CE）。

1892-12-1-275、 ウ オ ー リ ア ー 島 。 M. annularis

網目状共骨表面の目合いは 0.11 mm で、網目

のホロタイプ、BMNH 1961-12-8-1、 ニューギ

はフレームよりも明瞭に幅狭い（図 148CEF、

ニ ア 。 M.

149CE）。

grisea の シ ン タ イ プ 、 BMNH

1891-3-6-117 (a-c)、トンガタブ。

棘は基本的に霜柱状突起上に分布し、長さは

記載：群体は被覆状を成し、時に周縁にごく短

やや短いものから長いものまで様々であるが群

い板状突起や、上面に不規則・不明瞭な瘤状突

体内では揃い、針状、棒状もしくは薄片状を成

起 を 備 え 、 最 大 長 径 は 40

し、先端は時に分岐し、表面にはたいてい細か

cm に 達 す る （ 図

148ADG、149ADF）。

い顆粒状突起が分布する（図 148CEF、149CE）。

共骨表面には霜柱状突起が分布し、ドーム状

板状部下面はたいていエピテカが縁まで発達

もしくは細長いドーム状を成し、基本的に群体

する。

内では分布も大きさもほぼ均一である。霜柱状

生時の色彩：軟体部は一様な褐色、淡褐色、赤

突起は莢壁冠を形成するが、共骨上の他の霜柱

褐色をなし、稀にポリプが紫色を呈する場合が

状突起と比べて特に発達しない。莢壁冠を構成

ある（図 148ADG、149ADF）。

する霜柱状突起はしばしば互いに接合したり、

産地：国内では和歌山（串本）、鹿児島（大隅

莢壁と一体化して個体壁を形成する。莢壁冠上

諸島種子島・屋久島、奄美諸島加計呂麻島）、

の霜柱状突起の短径は 0.4（範囲 0.3-0.6）mm、

沖縄（慶良間諸島阿嘉島、宮古諸島八重干瀬、

長さは 1 mm 以内である。霜柱状突起は肥大し

八重山諸島西表島・竹富島・石西礁湖）ならび

て疣状突起を形成しないが、稀に互いに接合し

に小笠原諸島（聟島、父島、妹島）、海外では

て短く不規則なコリンを形成する（図

グレートバリアリーフならびにトンガ。

148BCEFH、149CE）。

生息場：水通しの良い岩礁ならびにサンゴ礁域

個体はやや疎らに不均一に分布し、個体間隔

のやや浅所（深度 3-23.2 ｍ）。

は個体 5 個分以内で、基本的に著しく密集しな

和名：ラテン語の学名 griseus（= gray） に由

いが、互いに接近して短い列を成して並ぶこと

来し、原記載では色彩は青灰色（blue-gray）と

がある。個体は莢壁の伸長に伴って多かれ少な

ある。

かれ突出するが、著しくは突出せず、高さは 2

考察：シンタイプ(図 149GH）は同一の産地（ト

mm 以内で、成長した個体の高さは群体内で揃

ンガタブ島）のやや薄い板状標本破片群から構

う傾向がある。莢径は 0.7（範囲 0.6-1.0）mm

成され、基本的な形態は国内の個体群とほぼ一

で、個体の大きさは中程度かやや大きい（図

致した。本種は以下の特徴の組み合わせで他の

－ 11－

マリンパビリオン
コモンサンゴ類と区別される：被覆状群体と霜

特 別 号 No. 14, 2022

る（図 150B-F）。

柱状突起を持つ；霜柱状突起はたいていドーム

個体は疎らに分布し、個体間隔は個体 5 個分

状をなし分布も大きさもほぼ均一、莢壁冠上の

以内である。個体はたいてい共骨面下に埋没し、

霜柱状突起は中程度の太さ（平均 0.4

mm）で

霜柱状突起の中にやや埋もれるように分布する

疣状突起を形成しない；個体はやや疎らに分布

が、時に莢壁もしくは個体周囲の共骨と共にわ

し密集しない；個体は著しく長く突出せず（高

ずかに突出する。莢径は 0.7 mm で、個体は中

さは 2 mm 未満）、成長した個体の高さはほぼ

程度の大きさである（図 150C-F）。

揃う。本種は形態・分子系統共にセノビコモン

方向隔壁の長さは 0.8R 以下、半板状か鋸歯

サンゴ M. composita に酷似するが、この種は個

状を成し、たいてい莢開口面より上に突出する。

体の一部が異常に突出し（高さ 3 mm 以上）、

1 次隔壁は完全・やや規則的、長さは 0.7R、た

かつ個体の高さが不揃いであること、霜柱状突

いてい鋸歯状で上方には突出しない。2 次隔壁

起は分布も大きさも概して不揃いであることの

は不完全・不規則、長さは 0.3R 以下である。

特徴の相違によって本種と区別される。

軸柱は稀に弱く発達する（図 150DEF）。
莢壁は明瞭で時にわずかに突出し、裸地帯は
部分的に明瞭である（図 150DEF）。

イシダタミコモンサンゴ
野村･鈴木･立川･藤井, 2021

網目状共骨表面の目合いは 0.13 mm で、網目

Montipora granulata Bernard, 1897

はフレームよりも幅狭い（図 150EF）。

（図 150）

棘は短いかやや長く、針状、棒状もしくは細

Montipora granulata Bernard, 1897: 129, pl. 34, fig.
1 [Torres Strait, northern Australia]; Wells 1954:

い薄片状をなし、先端は時に分岐し、表面は細
かな顆粒状突起に被われる（図 150EF）。

439, pl. 148, fig.3; 野村･鈴木･立川･藤井 2021:
42, 図 1 (イシダタミコモンサンゴ新称).

サンゴ体板状部下面はエピテカが不均一に被
い、共骨が裸出する部分は霜柱状突起を欠き表

? Montipora informis: Veron & Wallace, 1984: 106,
figs. 281-287.

面は滑らかで、個体は小型でやや密に分布し、
莢壁が筒状に突出する。

標本：SMP-HC 3794、奄美大島阿鉄湾水深 13.5

生時の色彩：共肉は褐色, ポリプと霜柱状突起

ｍ。KAUM-CN-20、SMP-HC 3794 と同一群体。

の先端は淡黄緑色を呈する（図 150AB）。

比較標本：M.

granulata のホロタイプ、BMNH

産地：国内では奄美大島、海外ではトレス海峡

1897-3-9-202-205、トレス海峡。

ならびにビキニ環礁。

記載：群体は薄い被覆板状を成し、板状突出部

生息場：内湾のやや浅所（水深 13.5 ｍ）。

は短く、末縁の幅は 1.5mm、基盤の厚さは 1cm

和名：丈の低い霜柱状突起が均一に密生する様

に満たない。群体表面はほぼ平坦であるが、不

が石畳を連想させることに因む。和名基準標本

明瞭・不規則な起伏が認められる（図 150AB）。

は KAUM-CN-20（奄美大島産）である.

共骨表面はほぼ同形同大の霜柱状突起に密に

備考：奄美産の標本の形態は M. granulata のタ

被われる。霜柱状突起はドーム状を成し、時に

イ プ標 本（ 図 150GH） とよく 一致する。 本種

やや側扁し、成長した霜柱状突起の平均短径は

は被覆板状群体を成すこと、共骨表面はほぼ同

0.4 mm、最大短径は 0.5 mm、最大長は 0.5 mm

形同大の霜柱状突起に密に被われること、成長

で、肥大して疣状突起を形成しない。時に莢壁

した霜柱状突起の幅は約 0.4 mm で肥大して疣

冠が形成されるが、不明瞭である。また、稀に

状突起を形成しないこと、個体はたいてい霜柱

莢壁冠を構成する霜柱状突起同士が部分的に接

状突起の中にやや埋もれる様に分布することの

合して個体壁を形成したり、個体間の霜柱状突

複数の特徴の組み合わせで、同様の群体型と霜

起同士数個が接合してごく短いコリンを形成す

柱状突起を持つ他のコモンサンゴ類と区別され
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る。特に本種はグリセアコモンサンゴ M. grisea
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図 137. セノビコモンサンゴ Montipora composita Crossland, 1952. A-F, SMP-HC 2477 (和名
基準標本), 阿嘉島沖水深 4.6 ｍ: A, 群体; B, サンゴ体; C, 同板状部末縁; D, E, 同個体とその
周囲; F; 板状部下面, エピテカ (a). G, SMP-HC 2713, 群体, 八重干瀬水深 18.5 ｍ. H,
SMP-HC 2243, 群体, 竹富島北沖水深 12 ｍ. 定規の目盛り, 1 mm. スケールバー: AGH, 5 cm;
CDE, 1 mm.
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図 138. セノビコモンサンゴ Montipora composita Crossland, 1952. A-F, SMP-HC 2175, 西表島
網取湾水深 8.7 ｍ: A, 群体; B, サンゴ体; C, 同個体とその周囲; D, E, 同突出した個体; F; 同個
体とその周囲. G, H, ホロタイプ, BMNH 1934-5-14-303, サンゴ体, ロウアイルズ. 定規の目盛
り, 1 mm. スケールバー: AH, 5 cm; CDEF, 1 mm.
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図 139. オネグリセアコモンサンゴ Montipora sp. ONE. A, B, SMP-HC 0896, 串本町潮岬沖水
深 15 ｍ: A, 群体; B, サンゴ体, 個体とその周囲. C-H, SMP-HC 2472 (和名基準標本), 阿嘉島
沖水深 3 ｍ: C, D, 群体; E, サンゴ体; F, 同個体とその周囲; G, 同筒状に突出した個体 (側面);
H, 同筒状に突出した個体（上面）. 定規の目盛り, 1 mm. スケールバー: AC, 5 cm; D, 2 cm;
BGH, 1 mm.
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図 140. オネグリセアコモンサンゴ Montipora sp. ONE. A-D, SMP-HC 2446, 阿嘉島沖水深
4.1 ｍ: A, B, 群体; C, サンゴ体; D, 個体とその周囲. E, F, SMP-HC 2621, 西表島網取湾水深
3.1 ｍ: E, 群体; F, サンゴ体, 個体とその周囲. G, H, SMP-HC 2196, 群体, 竹富島沖水深 1.9
ｍ. 定規の目盛り, 1 mm. スケールバー: ABEGH, 5 cm; DF, 1 mm.
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図 141. ムラサキコモンサンゴ Montipora peltiformis Bernard, 1897. A, SMP-HC 2398, 群体, 串
本町錆浦水深 10 ｍ: B, 同サンゴ体, 個体とその周囲. C-H, SMP-HC 2512 (和名基準標本), 種
子島大原沖水深 7.3 ｍ: C, D, 群体; E, サンゴ体; F, 同個体とその周囲; G, 同莢壁冠を構成す
る霜柱状突起と棘; H, サンゴ体板状部下面, エピテカ (a). 定規の目盛り, 1 mm. スケール
バー: ACD, 5 cm; BFG, 1 mm.
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図 142. ムラサキコモンサンゴ Montipora peltiformis Bernard, 1897. A, SMP-HC 2307, 群体,
串本町潮岬沖水深 1.5 ｍ. B, SMP-HC 2426, 群体 (ポリプ), 阿嘉島クシバル礁池水深 1 ｍ.
C, SMP-HC 2779, 群体, 八重干瀬水深 2 ｍ: D, 同サンゴ体, 個体とその周囲. E, SMP-HC
3275, 群体, 聟島北沖水深 10.6 ｍ: F, 同サンゴ体, 個体とその周囲. G, H, ホロタイプ,
BMNH 1886-12-9-284, サンゴ体, アンボン. 定規の目盛り, 1 mm. スケールバー: ACEG, 5
cm; DFH, 1 mm.
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図 143. コブトゲコモンサンゴ Montipora stilosa (Ehrenberg, 1834). A, SMP-HC 1461, 群体, 串本
町双島水深 3 ｍ: B, 同サンゴ体, 個体とその周囲. C, SMP-HC 3805, 群体, 奄美大島阿鉄湾水深 7
ｍ: D, 同サンゴ体, 個体とその周囲. E-H, SMP-HC 3350 (和名基準標本), 父島二見湾水深 7.4 ｍ:
E, 群体; F, サンゴ体; G, 同個体とその周囲; H, 同個体周囲の霜柱状突起と棘. 定規の目盛り,
1 mm. スケールバー: AE, 5 cm; C, 1 cm; BDGH, 1 mm.
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図 144. コブトゲコモンサンゴ Montipora stilosa (Ehrenberg, 1834). A, SMP-HC 2864, 群体, 宮
古諸島八重干瀬水深 3.5 ｍ: B, 同サンゴ体, 個体とその周囲. C, SMP-HC 2667, 群体, 西表島網
取湾水深 6 ｍ: D, 同サンゴ体, 個体とその周囲. E-G, SMP-HC 2655, 網取湾水深 7 ｍ: EF, 群
体; G, 同サンゴ体, 個体とその周囲. H, SMP-HC 2315, 群体, 石垣島浦底湾水深 3 ｍ. 定規の目
盛り, 1 mm. スケールバー: AE, 5 cm; H, 1 cm; BDG, 1 mm.
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図 145. イワトゲコモンサンゴ Montipora nodosa (Dana, 1846). A-F, SMP-HC 2486 (和名基準標
本), 慶良間諸島阿嘉島マジャノハマ水深 1.9 ｍ: A, 群体; B, サンゴ体; C, 同共骨断面, 硬質の最
下層 (a); D, サンゴ体表面, 個体とその周囲, 虫瘤状に変形した個体 (a); E, 同個体; F, 同莢壁冠
を構成する霜柱状突起とその表面の棘. G, H, SMP-HC 2458 (ムシコブコモンサンゴ和名基準標
本), 阿嘉島マジャノハマ水深 1.2 ｍ: G, 群体 (大半の個体が虫瘤状に変形); H, サンゴ体, 虫瘤状
に変形した個体. 定規の目盛り, 1 mm. スケールバー: AG, 5 cm; CDEFH, 1 mm.
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図 146. イワトゲコモンサンゴ Montipora nodosa (Dana, 1846). A, SMP-HC 3649, 群体, 奄美諸島
加計呂麻島須子茂離沖水深 8.8 ｍ. B, SMP-HC 2836, 群体, 宮古諸島八重干瀬水深 2.2 ｍ. C, D,
SMP-HC 2766, 八重干瀬水深 5.7 ｍ: C, 群体; D, サンゴ体, 個体とその周囲. E, SMP-HC 2575, 群
体, 宮古島上野沖水深 3.3 ｍ. F, SMP-HC 2577, 群体, 宮古島上野沖水深 4.5 ｍ. G, H, SMP-HC
2164, 八重山諸島西表島崎山湾水深 5 ｍ: G, 群体; H, サンゴ体, 個体とその周囲, 虫瘤状に変形し
た個体 (右中央). 定規の目盛り, 1 mm. スケールバー: ACEFG, 5 cm; B, 2 cm; DH, 1 mm.
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図 147. イワトゲコモンサンゴ Montipora nodosa (Dana, 1846). A, B, SMP-HC 3386, 小笠原諸島聟
島小花湾水深 5.6 ｍ: A, 群体; B, サンゴ体, 個体とその周囲. C, D, SMP-HC 3428, 小笠原諸島父島
水深 1.5 ｍ: C, 群体; D, サンゴ体, 個体とその周囲. E, SMP-HC 3438, 父島宮之浜水深 2.4 ｍ. F,
SMP-HC 3148, 群体, 小笠原諸島向島オービーチ水深 10 ｍ. G, H, SMP-HC 3130, 小笠原諸島母島
水深 2 ｍ: G, 群体; H, サンゴ体, 個体とその周囲. 定規の目盛り, 1 mm. スケールバー: ACEFG, 5
cm; BDH, 1 mm.
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図 148. グリセアコモンサンゴ Montipora grisea Bernard, 1897. A-C, SMP-HC 2419, 串本町潮岬
GRW 水深 13.5 ｍ: A, 群体; B, サンゴ体; C, 同個体とその周囲. D-F, SMP-HC 3529, 屋久島春
田浜水深 6.5 ｍ: D, 群体; E, F, サンゴ体, 個体とその周囲. G, H, SMP-HC 3645, 加計呂麻島須
子茂離沖水深 11.8 ｍ: G, 群体; H, サンゴ体, 個体とその周囲. 定規の目盛り, 1 mm. スケールバ
ー: D, 5 cm; AG, 1 cm; CEF, 1 mm.
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図 149. グリセアコモンサンゴ Montipora grisea Bernard, 1897. A-C, SMP-HC 2239, 竹富島北沖
水深 12 ｍ: A, 群体; B, サンゴ体; C, 同個体. D, E, SMP-HC 3443, 父島二見岩沖水深 23.2 ｍ: D,
群体; E, サンゴ体, 個体とその周囲. F, SMP-HC 3170, 群体, 妹島ブルーリボン水深水深 15.3 ｍ.
G, H, シンタイプ, トンガタブ島: G, BMNH 1891-3-6-117a; H, BMNH 1891-3-6-117c. 定規の目盛
り, 1 mm. スケールバー: ADFG, 5 cm; BH, 1 cm; CE, 1 mm.
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図 150. イシダタミコモンサンゴ Montipora granulata Bernard, 1897. A, B, D-F, SMP-HC 3794,
奄美大島阿鉄湾水深 13.5 ｍ: A, B, 群体; D-F, サンゴ体, 個体とその周囲. C, KAUM-CN-20
(和名基準標本),

サンゴ体,

SMP-HC

3794 と同一群体.

G, H,

ホロタイプ, BMNH

1897-3-9-202-205, サンゴ体, トレス海峡. 定規の目盛り: 1 mm. スケールバー: ABCGH, 1 cm;
DEF, 1 mm.
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