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越後能生及び附近泊岸産海藻目録

斎 藤 譲

〈能生水産高等学校〉

List of the Marine Algae from NO!l， Echigo Provincョ，

and its Vicinity 

Yuzuru SAITO 

Abstract 

The list of the marine algae here prel記ntedcontains 136 species known from Nou， Fchigo 
Prov.， and its vicinity on the Japan Sea side of Honshu (Main Island of Japan)， of which 9 

species belong to Chlorophyαae， 35 species∞ntaining one form to Phaeophyceae， and 92 speci，国
∞ntaining 12 forms to Rhodophy，ωae. Of these algae， 115 species were ∞Ilxted by the writer 
himseIf at Nou， Kcdomari， or Momogawa， during the period lasted from A pri11954 to J uly 1955， 

while 21 species have been reported from Nou by previous authors but not colJected by the writer 
yet. The foIlowing 8 species are worthy of可児cialmention: Galaxaura fastig;ata Tas been 
known to have its northem limit of distribution at Toyama Eay， Etchu Prov. (Okamura，1936， 

p. 445) but is now a舵 ertainedby the writer's coIlection to disbibute teyond the Bay as far 
northeast as Nou; Enteromor，ρhaρlumosa， ~cTothrixμc~fica， Rhodochorto据 Daviesii，Hypnω 
Ch01均 cea，Hy如何 nidulans，Callithamnion corymbosum， and Callithamnion callophyllidi-
cola are reported here for the first time to occur on the Japan Sea ∞ast of Honshu， of which 
Hypnea chordac，ωis new to the marine fIora in the present territory of Japan. 

新潟県能生及び附近沿岸の海藻については断片的な記録があるほかは，今日までまとまった報告は未だ出

ていない。筆者は昭和29年4月能生水産高等学技にj主任して以来，附近沿岸の海藻調査を計画し.30年 7月

までの間，毎月 1回叉は 2回，岩礁やタイドプールに恵まれた能生，小泊叉は百JIIで採集を行い，脂葉とホ

Jレマり y潰の標本を作ったが，偶々30年 7月から12月までの6ヶ月間，産業教育苦言興法による内地留学生と

して北海道大学水産学部水産植物学教室で，教授時国iJll博士指導のもとに研究に従事する機会を与えられた

ので，上記標本の査定を行った。それと共に文献をしらべ能生が産地として挙げられている種類を拾い上

げ，合計136積の呂録を作製することができたのでここに発表する。このうち 9種は緑藻.35種1品種は褐

藻.92種12品種は紅藻に属する。この 136種のうち21種は文献に能生が産地としてあげであるが筆者の未だ

採集できなかったもの(目録中に※印を附して示す)， 18種は文献に能生(内 1種はF付近地名〉が産地として

あげられており筆者も採集できた種類(⑥印を附して示す)，これらの合計38種を除いた残り98種は文献に能

生叉は附近の地名が産地としてあげてない種類で，その多くは木州の日本海沿岸に分布することが文献によ

ってわかっているO ただ次に挙げる 8種は分布上注目に値するものである。

即ち.Galaxaurafastigiataガラガラは日本海沿岸では富山湾以南に分布することが知られていたもので

く伺村1936，p.445)，能生の採薬品中に本質を見出したことは，日本海沿岸の木種の分布北限が富山湾をこ

えて能生附近に在ることを示すものである。叉，次の 7掻は木州の日本海沿岸に分布することが今回はじめ

て知られた種類であるく目録中に種名を太字で記して示すJ。

Enteromorphaρlumosaワタゲアオノリ . ~croth，.ix 向dfica ニセモグ九 Rhodochorton Davi，俗的

Hyか軍eachordaceaヒモイパラ，Hypnea nidulansムラサキコケイバラ，Callithamnion corymbosum， 

Callithamnion callo.ρhyllidicolaキヌイトグザ。
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このうち Hyp附 'achordaceaは今日まで台湾と Javaに知られていたもので〈問中1941，p.沼的，木州は

勿論，今日の日本国内として新発見のもので日本新産 (Newto Japan)と言うことのできる種類である。

この目録作製にあたって御指導と校闘を賜わった恩師時図解教授に深〈感謝すると共に，この研究のため

tこ種々便宜を与えられ御助言を恭くした能生水産高等学校長野中一郎先生はじめ駿員諸賢に厚く御礼を申し

上げる。

CHLOROPHYCEAE緑藻綱
Cladophora，α泡e ~オグサ科

1. Chaetomorpha melagoniumくWeb.et Mohr) Kutz. 
岡村1936，p.67;来1936，p.1;大烏1950，p，l1. 

能生 G融班4，5月).

⑥2. Chaetomorpha moniligera Kjellm. 
岡村1936，p.66;東1936，p.1;高松1939，p.27;大島1950，p.12. 

能生(斎藤1954，9月;岡村1936).
3. Cladophora glauωsans (Griff.) Harv. 

岡村1936，p.55; ~1936 ， p.1;高松1939，p.26;大烏1950，p.lO. 

能生〈斎藤1954，5月).
4. Cladophora albida (Huds.) Kutz. 

岡村1936，p.54;束1936，p.1;高松1939，p.26. 

百川(斎藤1954，9月).

U1va田 ae アxサ科

ハリガネジュズモ

タマジ品ズモ

ハイイロシオグサ

ワ タ ゲ シ オ グ サ

5. Enteromorpha plumosa Kutz. ワタゲアオノリ

凶村1936，p，18. 

能坐〈斎藤1954，10月， 1955， 7月).本チi同本海治岸新産掻.
6. Enteromorpha Linza CL.) J. Ag. ウスパアオノリ

岡村1936，p.15;東1936，p.1;大島1950，p.7. 

能生 C斎藤1954，5月).

7. Enteromorpha∞mpressa CL.) Grev. ヒラアオノリ

I河村1936，p.16;来1936，p.1;高松1939，p.22;大島1950，p.6. 

小泊〈斎藤1955，7月).
8. UIva pe此usaKjeIIm. アナアオサ

附村1936，p.8;束1936，p，l;高松1939，p.24;大島1950，p.4. 

能生く斎藤1954，5月， 9月入小泊(同， 54， 10月， ， 55， 7月)，百川〈同， 54， 9月).

Codiaceae ミル科

9. Codium fragiIe (Sur.) Hariot ミル

岡村， 36. p.123;東， 36， p.2;高松， 39. .p.28;大島 '50，p.16. 

能生(斎藤， 54， 9月;， 55， 7月).

PHAEOPHYCEAE褐藻綱
Spha<白laria，四ae クロガシラ科

10. Sphacelaria variabiIis Sauv. 
岡村， 36， p.152;東， 36， p.3;高松， 39， p.31;大島， 50， p.19. 

能生〈斎藤， 55， 7月)， /1、泊〈同， 55， 7月)，百川く同， 54， 9月).

Ecto:::arpaceae 手/オミドロ科

マタザキタロガシラ

11. Ectocarpus sp. シオミドロ一種

体は全長約1cm，ホyダワラの葉に着生し，主軸は太さ20-50μ，細胞は直径の7fから 2倍の長さを有し，

帯色体は小盤状。多くの校を有し，校の細胞は主軸に於けるより長<，直径の 1-3倍あり，時には，殊に先

端部では.4-6倍の長さに達し，その部には帯色帯が少ない。複子嚢は卵形で先端多少尖り，少しく内側に

脅曲すること多く，長さ25-:50内幅15-3Q，u，ノJ、校の内側に並んで着き，無柄。単子・嚢は未詳。
本種は欧米に産する Ectocarp附 SandrianusZanard.によく似ているが，細胞が直径に比して長い点が
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該種の記載と一致しなν、。もっと材料を集めて更に倹対したとで極名を決定したいと思う。

小1自〈斎燦 ，54， 9月).

Leathesiaceae ネバリモ科

12. Leathesia difformis CL.) Aresch. 

I"j村 ，36， p.187;束 ，36， p.2;高松 '39，p.34;大島 ，50， p.29. 

能生(斎藤 ，54， 6月)，小1自〈同， 55， 7月).

Chordariaceae ナカ'マツモ科

'@13. Sphaerotrichia divaricata Kylin f. typica Inagaki 

稲垣 ，54. p.ll. 

能生(稲垣 ，54)，小泊〈斎燦 J55， 6月，7月).

※14. Chordaria flagelliformis CMulI.) Ag. 

r~j村 ' 36 ， p.196;大島 ，50. p.31. 

能生(岡村 ，36). 

不 パリモ

イ シモヅク

ナ ガマ Y モ

.(!)15. Paj:削fussiellakuromo (Yendo) Inagaki ク ロ モ

Myriocladia Kuromo Yendoとして，遠藤 ，20， p.l;附村 ，36， p.204;束 '36，p.3;高松， 39， 

p.36;大島 ，50， p.34. 

能生 〈斎藤 ，54， 5月;'55， 4月;遠藤 ，20). 

Acrothricaωae ニセモヅク科

16. Rcrolhrix pacifica Okamura et Yamada 

岡村 ，36， p.206;稲垣 '54，p・6.

小泊〈斎藤 ，55， 6月).'yノレモに着生.木州日:本海沿岸新産極.

Fig. 1. ュセモ グク Fig.2. オキナウテワ x4/5 
ツノレモに7官主主 x1/2 

Speロnatoclmaceae モ グ ク科

セモ ッ・ グ

17. Nemacystus decipiens CSur.) Kuckuck モ ヅ F

間村 ，36， p.208; :w:.' 36， p.3;高松 ，39， p.35;大島 ，50， p.34;稲t!i'54，p.l. 

小泊〈斎燦 ，55， 7月).

Punctariaα~e ハパ モドキ;科

18. Punctaria latifolia Grev. 
問村 ，36， p.219;束 '36，p.2;高松 ，39， p.37;大島 ，50， p.36. 

能生(斎~'54， 5月)，小泊(悶 ，55， 6月).

Scytosi phonaceae カヤモ ノ P科
19. Scyt回 iphonlomenlaria (Lyngb.)"]. Ag. 

問村 ，36， p.227;東 '36，p.2;耳石松 ，39， p.37;大島 ，50， p.38. 

能生〈斎館長， 54， 4月，5月).
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20. Colpomenia sinuosa (Roth) D-erb. et So1. プグロノリ

岡村 '36，p.230;東 '36，p.2;高松 '39，p.38;大島 '50，p.39. 

能生〈斎藤 '54，5月;'55， 6月).
21. Endarachne Binghamiae J. Ag. ハパノリ

岡村， 36， p.253; :来， 36， i>.2;高松 '39.p.39;大島 '50，p.生1.

能生(斎藤 '54，5月， 11月;'55， 7月).
22. Hydroclathrus c1athratus (Bory) Howe カ プ メ ノ P

間村 '36，p.232;高松， 39， p.39;大島 J50， p.39. Hydroclathrus cancellatus Boryとして，

東， 36， p.2. 

小泊(斎藤， 55，6月).

Laminaria白鴎コシプ科

23. Chorda Filum (1..) Lamour，、

阿村 '36，p.243;束 '36，p.3;高松， 39， p.40;大島 J50， p.43. 

小泊(斎藤 '54，6月;'55， 7月).
業24. Ecklonia kurome Okamura 

岡村 '36，p.271; :束 '36，p.3;大島， 50， p.46. 
能生(岡村， 36). 

25. Undaria pinnatifida (Harv.) Suring. 

岡村 '36，p.281;東 '36，p.3;高松 '39，p.40;大島 '50，p.46. 

能生〈斎藤 '54，4月， 5月)，小泊〈同 '55，4月. 7月).

Dictyotaceae アミデグサ科

26. Dictyota dichotoma (Huds.) Lamour. 

岡村 '36，p.160;束 '36，p.4;高松 '39，p.31;大島 '50，p.20. 

能生〈斎藤 '54. 5月， 9月).小泊〈悶 '55. 7月).

※27. Dictyota linearis (Ag.) Grev. 
附村 '36，p.162; :東 '36，p.4;高松， 39， p.31;大島 '50，p.21. 
能生〈岡村， 36). 

@28. Pachyrii:tyon∞daceum (Holm.) Okamura 
岡村 '36，p.165;来 '36，p.4;大島， 50， p.21. 

能生〈斎藤 '54，5月河村， 36). 
※29. Dilophus marginatus (non J. Ag.) Okamura 

岡村 '36，p.167;来 '36.p.4;大島 '50.p.22. 
能生く岡村， 36). 

':1 )v モ

グ ロ メ

ワ カメ

アミ ヂグサ

イト アミヂ

サナダグサ

ブグリシアミヂ

30. Dictyopteris undulata Holm. シワヤハズ

束， 36. p.4. Neurocal仰 sundulatus CHolm.) Okam.として，岡村 '36.p.172;高松， 39. 

p.32;大島 '50.p.2生.

小泊(斎藤 '55，6月).

⑥ 31. Dictyopteris prolifera (Okam.) Okamura へラヤハズ

東 '36.p.4. N<側 rocaゆusprolifera (Okam.) Okamuraとして，岡村 '36.p.174;高松， 39. 

p.32;大島 '50.p.25. 

能生(斎藤 '54，11月;岡村， 36);小泊〈斎藤 '55，7月).
担 . Padina crassa Yamada 

問村 '36，p.183;来 '36.p.3;高松 '39.p.33;大島 '50.p.27. 

小泊(斎藤 '54，9月， 10月).

コナウミウチワ

33. Padina japonica Yamada オキナウチワ

岡村， 36. p.184;束 '36.p.3;高松， 39. p.33;大島 '50.p.28. 

IJ、泊(斎藤 '55，6月).

34. My姥 rOIぉismyagroid凶 (Tum.)Fensholt ジ，ロモグ

Cystophyllum sisymbrioides J. Ag.として，岡村， 36. p.31O;束， 36. p.4;高松 '39.p.壬1;

大島， 50. p.48. 

ノJ、泊(斎藤 '54.9月).

-99ー



北 大 水 産主主報

t性物

Fig.3. コナウミウチワ x4/5 

35. Sargassum piluliferum Ag. 

間村 '36.p.321;京 ，36. p.4;高松， 39. p.“;大!:{;.50. p.51. 

能生(斎藤 '55，7月).

※36. Sargassum patens Ag. 

附村 ，36. p.324;来， 36. p.4;高松 ，39. 1'.44;大向 ，50. p.50. 

能生(阿付 ，35). 

37. Sargassum Horneri Ag. 

l品村 ，36. 1'.328; Jk ' 36. 1'.4;高松 ，39. p.43;大ぬ ，50. 1'.56. 

小泊(斎藤 '55，6月).

38. Sargassum tortile Ag. 

岡村 ，36. p.330;京 ，36. 1'.4;高松 ，39. p. 生日; 大，f':~ '50. p.55. 

能生(斎藤 '55，7月).

39. Sargassum confusum Ag. 

1刈村 ，36. p.335; )1(' 36. p.4;高松， 39. p.生1;大島 ，50. p.61. 

小泊(斎際 '55，6月.7月).

(VII， 2 

マメダワラ

ヤ ツ マ タ モ F

アカモ F

ヨレモク

フシスジモグ

40. Sargassum fulvellum (Turn.) Ag. ホ : / 'J' ワラ

SargassU1仰 enerveAg として，I~j村， 36. p.335; >it ' 36， p.4;高松， 39， p.42;大lゐ'50.p.53.

能生(斎藤 '54，5月).

41. Sargassum Thuncergii (Mert.) Kuntz. 

岡村 ，36. p.337;束 ，36， p.4;高松， 39， p.45;大鳥 '50.p.53. 

能生(斎藤 '54，4月)，小泊(同 '55，7月)，百)11(同 '54，9月).

42. Sargassum nipponicum Yendo 
岡村 '36，p.341;東 ，36， p.4;高松 ，39， p.43;大向 '50，p.58. 

小泊(斎藤 '54，9月).
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43. Sargassum hemiphylIum Ag. 

岡村 '36.p.342;束 '36.p.4;高松 '39.p.42;大島， 50. p.59. 
能生〈斎藤 '54'，5月)、

44. Sargas唱ummicracanthum (Kutz.) Yendo 

凶村， 36. p.343;来， 36. p.4;高松， 39. p.43;大島 '50.p.57. 

能生(斎薦 '54，10月， 11月)，ノJ、泊(問 '55，6月).

RHODOPHYCEAE紅藻綱
Bangia'田 ae ウシケノ F科

45. Erythrotrkhia reflexa (Crou，.) Thuret 

問中 '44.p.87. 

イソモグ

トグモク

ユミガタホシノオピ

小泊(斎藤 '54，9月).カタノリの体上に RkodockortonDaviesiiと共に着生・
46. Bangia fusco-purpurea (C: iIlw.) Lyngb.， ウ シ ケ ノ リ

岡村 '36.p.377;束 '36.p.4;高松 '39.p.46;大島 1 50. p.6ι 
能生ぐ斎瀧 '54，12月〉ノJ、泊〈同 '55，2月).

47. Porphyra Okamurai Ueda グロノリ

l削寸 '36.p.381;束， 36. p.4;高松， 39. p.46;大島， 50. p.65. 

能主('斎，意義 '54，4月， 12月)，小泊(向 '55，4月).
48. Porphyra pseudolinearis Ueda ウップルイノリ

附村 '36.p.387;束 '36.p.5;高松， 39， p.生8;大烏 '50.p.67. 

能生〔斎蕗 '54，11舟).

49. Porphyra tenera Kjel1m. アサグ+ノリ

lif11'寸 '36.p.383;東 '36，p.5;高松 '39.p.47;大烏 '50.p.66o 

能生〈斎藤 '54，11月入小泊く同 '55，2月).

Cbantransiaceae 
50. RhodoこhortonDaviesii (Dillw.) D問 W ロドコルト y一種

中村'仏.p.l06. 

能生(斎藤， 54， 11月)，小泊く同 '54，9月)，百川く同 '54，9月九 ジヤパラノリ.カタノ
リに着A。日本語証沿岸新主主極.

Helmiilthocladiac回 e
51. Nemalion vermicuJare Sur. ウミゾウメシ

14村 '36.p.生13;高松 '39.p.ω;大島 '50.p.69. Nemalion kelmintkoidesとして，来， 36. 
p.5. 

能生〈斎藤・ 54，6月， 7月;'55， 7 )1). /J、泊〈同 '55，6月).

⑨52. Helminthocladia austra1is Harv. 

liGl村':16.p.4J5;束 '36.p.5;大島 '50.p.70. 

百川(斎藤 '54，9月).能生〈岡村， 36). 

Bonnemaisoniaceae カギノ P科

ペニモヅグ

※53. Asparagopsis hamifera (Hariot) Okamura カギノリ

併j村 '36.p.430;来 '36.p.5;大烏 '50，p.71. 

能生〈岡村， 36). 

Cbaetangiaceae ガラガラ科

54. Galaxaura fastigiata Dcsne. ガラガラ

IiGJ，i寸 '36.p.4生5;，束 '36.p.5;大島 '50.p.72. 
能生〔斎藤 '54，11月〕。能主J土木掻の日本海沿岸分布'~fj良と考えられる・

Gelidiaceae テングサ科

55. Gelidium AmansiI Lamour. f. typicum Okamura マグサ

岡村 '36.p.壬58.460;束 '36.p.5;高松 '39.P.49;大島 '50.p.76. 

能生 f斎藤 '54，5月， 11月〉。
56. Pterocladia tenuis Okamura オパクサ

liI;l1"]-'36. p.467;束， 36. p.5;高松， 39. p.50;大島 '50.p.77. 

能主(荒藤 '54，9月).
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Fig.4. ポンイ トゲサ

λ ジムカ デに芳生 x4/5 

Dumontiaceae Y ~ウモy ソウ李十

@57. Hya:osiphonia caespitosa Okamura 

Fig.5. ヵ・ラプfラ x1 

If.Gj村 '36.p.479;来， 36. p.6;高松， 39. p.51;大向 '50，p.79. 

能生(斎藤 '54，5月， 10月;岡村 ，30). 

Rhizophyllidaceae ナミノハナ科

※58. Chondr回目cusiaponicus (Harv.) Okamura 

間村 '36.p.488;エIi.'36. p.6:大烏 '50.p.81. 
能生 〈岡村， 36).. 

Corallinaceae サ y ゴモ科

59. Lithophyllum Okamurai F惜し f. iaponica Fosl 

岡村 ，36. p.512;束， 36. p.6;大島， 50. p.84. 

小泊〈斎藤 '55，7月).

60. Amphiroa aberrans Yendo 

r.~i寸， 36. p.520;来 '36.p.6;高松 ，39. p.52;大向 '50.p.86. 

能生〈斎藤 '54，7月， 11月).小泊(同 '54，11月;'55， 7月).
※61. Amphiroa cra盟 1田 imaYendo 

問村 '36.p.521;大向 '50.p.86. 
能生(岡村， 36). 

(VII， 2 

ヤ匂司耐守司....，..-網開F 角 -酔

イソウメモドキ

ナミノハナ

ヒライボ

プサカニノテ

カニ ノテ一種

62. CoraJlina pilulifera P，田t.et Rupr. f. sororia Rupr. ピりヒパ一品種

I河村 '36.p.527;来 '36.p.6;高松 '39.p.52;大応 '50.p.87.
能生(斎藤 '54，4月. 6月， 11月).小泊 〈同 ，54， 10月;'55， 7月).百川(同 '54，9月).

63. Jania ungulata Yendo モサヅキ 一 種

問村 '36.p.530;東 '36.p.6;大 j烏 '50.p.89. 
小泊(斎藤 '55，6月).

※64. Jania arbor白居間 Yendo
問村 '36.p.531;束 '36.p.6;大烏 '50.p.89. 
能生〈岡村 ，36). 

Grateloupiaceae ムカデノリ科

65. Halymenia acuminata (Holm.) J.Ag. 
問村 '36.p.535;高松 '39.p.53. 
能生(斎藤 '54，4月. 5月).

66. Grateloupia filicina (Wulf.) Ag. 
1河村 '36.p.538;束 '36.p.5;高松， 39. p.54;大応 '50.p.91. 
能生 〈斎藤 '54，4月， 5月 '55，7月).
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67. Grateloupia livida (Harv.) Yamada ヒラムカデ

間村 ，36. p.541; 7:;'j松 ，39. p.55;大山 '50.p.96. 

能生〈斎藤 '54，11月;， 55， 7月).

68. Grateloupia divaricata Okamura カタノリ

問1寸，36. p.541;米 '36.p.5;両信':'39. p.53;大ル ，50. p.92. 

能生(斎終 '54，9月 '55，7月)，小泊(同 '54， ~) 月) . 百 ) 11 (同 '54，9月下

69. Grateloupia ramosissima Okamura ス ジ ム カ デf

I~lt寸 ' 36 ， p.542; ~':j :ti~ ， 39， p.55. 

小泊(新隊 '54，9月).

70. Grateloup旧 OkamuraiYamada キ ョウノ ヒモ

Cratel側 !tialallcifoliaとして，附H'36. p.542;来 '36.p.6;川'":' 39. p.55;大山 '50.p.93. 
能生〈斎隊 '55，7月).

※71. Grateloupia imbricata Holm. f. flabellata Okamura 

1，併す '36.p.543; JR' 36. p.5;高松， 39. p.54;大品 '50.p.91. 
能生(岡村， 36). 

サクラノリ

72. Pachymenio開 iselliptica CHolm.) Yamada タ y パノ リ

C"ateloupia eliiρticaとして.1柑キ:1'36. p.543; 51~ ' 36. p.e;高松 ，39. p.53;六日 '50，p.9.). 

能生〈斎終 '54.4月， 5月. 6月).

73. Pachy陀 eniopsisYendoi Yamada 

Pachymenia carnosaとして.[lGj村 '36.p.545. 

能生(斎終 '54. 5月. 7月).

74. Carpopeltis affinis (Harv.) Okamura 

li唱1'1'36. p.553;点 '36.p.6;高松， 39. p.56;大 JJ'50. p.97. 

小泊(斎藤 '54，5月).

Endocladiaceae フノ P季}

75. GloiopeItis furcata (Post. et Rupr.) ]. Ag. 
liGj村 '36.p.562;米 ，36. p.5;大 jみ'50.p.99. 
小泊 (斎終 '55，6月).

Hypneaceae イノくラノリ手;f
76. Hypつeachordacea Kutz. 

日1中 '生1.p.230. 
小泊(斎燦 '55，6月).木州新産極.

アカ ター

マツノリ

フクロフノリ

ヒ eモ イ>，ラ

Fig.6. ロ ド ヨルトン I幸屯 X56 Fig.7. ヒモイバラ x4/5 

77. Hypnea flagelliformis Gr町. スジ イバ ラノリ

4( ， 36. p.8; [11中 '41.p.232;大ぬ '50.p.l03. 
能生(斎民主 '54，11月).小泊 (同 '54，10月).百)11(同 '54，9月).

78. Hypnea iaponica Tanaka カギ イ パ ラノリ

rJI中 '41.p.236;大山 '50.p.10~. Hypn印刑制ciformisとして.fi司村 '36.p.609. 
小泊(斎民主 '54，5月).
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79. Hypnea charoid巴sLamour. イバラノリ

[円中 '41.p.243;た烏 '50.p.104. Hytn哩aseticulosaとして，岡村 '36.p.611;来 '36.p.8; 

高ヰ公 '39.p.58. 
能生(斎藤 '55，7月).小泊(同 '54，9月.10月;'55.， 7月).ウ ξ トラノオその他の海藻に着生.

80. Hypnea nidulans Setch. ムラサキコケイパラ

岡村， 36. p.609;問中 '41.p.246. 

小泊 C斎藤 '55，7月).本州日本海沿岸新産種.

Spbaerococこaceae グマミ科

81. Cau!acanthus Okamurai Yamada 
阿村 '36.p.620;来， 36. p.5;大島 '50.p.108. 

能生(斎藤'日， 6月).

Gracilariaceae オゴノ P科

イソ !l' :/ '9ウ

82. GraciIaria verruc醐 (Huds.)Papenf. オプノリ

Gracilaria confervoidesとして，岡村 '36.p.628;東 '36.p.8;高松 '39.p.60;大烏 '50.p.109. 

小泊(斎燦 '54，9月， 10月.，日， 7月九

※83. GraciIaria bursa-pastorisくGmel.)SiIva シラモ

Gracilaria c<ω四tressaとして. I刈村 '36.p.630;束 '36.p.8;高松 '39.p.59;大島 '50.p.ll0. 

能生(岡村， 36). 
84. Gracilaria Textorii (Sur.) J. Ag. カノζ ノリ

F"，j村 '36.p.632;来 '36.p.8;高松， 39. p.60;大島， 50. p.1l0. 

能生(斎藤 '55，7月).

Phyllophoraceae ~キツノ P 科
85. Gymnogongrus flabelliformis Harv. オキツノリ

阿村 '36.p.643;束 '36，p.7;高松 '39，p.61;大島， 50， p.ll1. 

能生(斎燦 '54，5月).

Gigartinaceae スギノ P科

86. Chondrus ocellatus Holm. f. typicus Okamura ツノマタ

岡村 '36.p.653. 655;来 '36.p.7;高松， 39. p.64;大烏 '50.p.1l4. 

能生(斎藤 '54，5月).

f. crispus Okamura トチャカ

岡村 '36.p.656;束 '36.p.7;高松， 39. p.64;大島 '50.p.1l4. 

能生(斎藤 '54，5月).

f. nipponicus Okamura 
凶村 '36.p.656. Cho咽drusniAρoni.岬 SとLて，遠藤， 20. p.4. 

能生〈斎藤 '54，5月， 9月).

87. Chondrus armauts (Harv.) Okamura 
脳j村 '36.p.657;来 '36，p.7;高松 '39.p.63. 

能生(斎藤 '54，11月)，小泊(同 '54，9月).

88. Gigartina tenella Harv. 
岡村 '36.p.650;束 '36.p.7;高松 '39.p.62;大島， 50. p.112. 

能生(斎藤 '54，5月)，小泊(問 '54，9月).

Rhod戸lleniaceae グルス科

89. Chrysymenia Wrightii (Harv.) Yamada 

岡村 '36.p.667;束 '36.p.7;高松 '39.p.65;大島， 50， p.115. 

小泊(斎藤 '55，6月).

※卯. Rhodymenia intricata (Okam.) Okamura 

岡村 '36.p.677;束 '36.p.7;高松， 39. p.66;大島 '50.p.116. 

能生 C岡村， 36). 

Cbampiaceae ワツナギソウ科

91. Lomentaria catenata H紅 v.
岡村， 36. p.682;来 '36.p.7;高松， 39. p.66;大r.;;'50. p.117. 
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能生 G事F燦， 54， 9月).

92. Champia parvula (Ag.) J. Ag. 

岡村， 36， p.686;東， 36， p.7;高松， 39， p.67;大島 '50，p，118. 

百JII(斎藤， 54， 9月).

Cぽ amiaceae イギス科

ワ Y ナ ギ ソ ゥ

93. Callithamnion corymbosum Lyngb. キヌイトグサ一種

tr~:t寸， 36， p.702. 

能生(斎藤， 54， 5月〉。オオムカデノリ』こ着生.本州日本海沿芦新産種.

94. Callithmnion calIophyllidicola Yamada キヌイトグサ

岡村， 36， p.703. 

能生(斎藤， 54， 11月).トゲヲノマタに着生.木州日本海沿岸新産種.

(!:;95. Crouania attenuata (Bonnem.) J. Ag. ヨヲノサデ

岡村， 36， p.710;東， 36， p.8;大島， 50， p.122. 

小泊〔斎藤， 55， 6月).トゲモグに着生.能生(岡村， 36). 

⑨96. WrangeIia argus Mont. ラシゲリア

岡村， 36， p.712;東， 36， p.8;大島 '50，p.123. 

小泊(斎藤'日， 7月)，能生く岡村， 36). 
97. Griffithsia tenuis Ag. ケカザシグサ

阿村 '36，p.719;来 '36，p.8;大島， 50， p.125. 

百川〈斎藤 '54，9月).石灰藻に着生.

⑨98. Spyridia filamentosaくWulf.)Harv. ウプゲグザ

阿村 '36，p.733;束 '36，p.8;高松， 39， p.68;大島 '50，p.126. 

小泊〔斎蕗 '55，7月)，能生(岡村， 36). 

99. Ceramium tenerrimum (Mart.) Okamura 
岡村， 36. p.736;東 '36，p.8;高松， 39， p.70;大P.i'50， p.127. 

小泊〔斎藤 '55， 7月).

⑨1∞ Ceramium Kondoi Yendo 

遠藤 '20，p.9;中村 '50，p.160. 
能生(遠藤 ，20). 

f. typicum Nakamura 
rT:t寸， 50， p.163. 

小泊 f斎柊 '54，5月).浜に打揚げられたもの.

f. abbreviatum Nakamura 

中村 '50，p.164. 

能1';(斎藤 '54，5月).岩tこ生じたもの.

f. trichotomum Nakamura 

中1寸， 50， p. 164. 

能生 G訴事 '54，5月).浜に打傷げられたもの.

ケイギス

イ ギ ス

※101. Ceramium japonicum Okamura ハネイギス

岡村 '36，p. 742;東 '36，p.8;高松 '39，p.69;大島， 50， p.130. 
能生 f岡村， 36). 

※102. Campylaephora cra翻 (Okam.)Nakamura f. elongata Nakamura フトイギス一品種

中村 '50，p 169. Ceramium secundafum として，遠藤， 18， p.79. 
能生(遠藤， 18;中村'印).

103. Campylaephora hypnaeoides J. Ag. エプノリ

中村 '50，p.170. Ceramium h;Y.ρnaeoidesとして，岡村 '36，p.740;束， 36， p.8;高松 '39，p.69; 
大烏， 50， p.129. 

小泊(斎藤 '54，5月).

104. Centroceras c1avulatum (Ag.) Mont. トゲイギス

岡村 '36，p.743;東 '36，p.8;高松， 39， p.71;大島 '50，p.131. 
小泊(斎藤， 55， 7月九
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⑥105. Micr∞ladia dentata Okamura 

問村 '36.p.745. 

北大水産嚢報

小泊(斎藤 '54，5月)，越後藤i埼(岡村， 36).藤崎は百川の近接地.

Dasya，印ae ダジア科

※106. Heterosiphonia pu1chra (Okam.) Falkenb. 

岡村 '36.p.798;東 '36.p.9;高松 '39.p.73;大島， 50. p.186. 
能生(岡村， 36). 

⑥107. Heterosiphonia iaponica Yendo 

凶村 '36.p.799;来， 36. p.9;大島 '50.p.135. 

f. nip凹nicaYendo 
遠藤， 20. p.8. 

小泊(斎藤'55，6月).能主く遠藤， 20). 
※108. Dasya elongata Sond. 

遠藤 '18.p.71;来 '36.p.9;高松， 39. p.72. 

能生〈遠藤， 18). 

Dele部 eriac回 e コノハノ P科

lVII， 2 

コスジサエダ

ζノマダジア

イソハギ

ダジア一種

1叩 AcrosoriumYendoi Yamada ハイウスパノリ

岡村 '36.p.786;東 '36.p.8;高松， 39. p.71;大島， 50. p. 13生.

能生(斎藤 '55，7月)，小泊く同 '54，9月λ 百JIIC同 '54，9月九ホ y ダワラ類その他の海藻

に着生.

Rhodomelaceae フジマツモ科

110. Laurencia intermedia Yamada グロゾゾ

山田・ '31，p.181;東 '33，p.9;大島 '5::1， r.147. 
百)11C斎藤 '54，9月).

111. Laurencia venusta Yamada ヒメソゾ

山岡 '31.p.203;岡村 '36.p.855;高松， 39. p.76. 

小泊(斎藤 '55，7月).

112. Laurencia iaponica Yamada オモテソゾ

山田 '31.p.21l;岡村 '36.p.855;高松， 39. p.75. 

能生(斎藤 '54，9月)，小泊〈同 '55，7月).
@113. Laurencia nip卯 nicaYarnada ウラソゾ

山田 '31.p. 209;岡村， 36. p.855;来 '36.p.8;高松， 39. p.75;大島， 50. p.148. 

能生(斎藤 '54，5月;山田， 31). 
114. Laurencia Okamurai Yamada ミツデソグ

山田 '31.p.206;岡村 '36.P.856;東 '36.p.9;高松 '39.p.76;大島， 50. p.150. 
小泊(斎藤 '55，6月).

115. Laure恥 iacompc:渇itaYamada 
山岡， 31. p.236; I白~;j:寸 '36. p.856. 

能生〈斎藤 '54，5月).
116. Laurencia glandulifera Kutz. 

山田 '31.p.218;問村 '36.p.858;大島， 50. p.149. 

能生(斎藤 '54，5月).
@117. Laurencia hamata Yamada 

岡村 '36.p.859;来 '36.p.8;高松， 39. p.75;大島， 50. p.149. 

小泊く斎嬢 '55，7月)，能生〈岡村， 36). 
118. Laure恥 iapinnata Yamada 

山田 '31，p.242;河村 '36.p.859;来 '36.p.9;大鳥 '50.p.149. 

能生〈斎藤 '54，6月)，小泊〈同 '55，7月).
来119. Chondria tenuissimaくG∞d.et Wα刈w.)Ag. 

岡村 '36.p.812;高松， 39. p.74;大島 '50，p.143. 
能生(岡村， 36). 
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業120. Chondria dasyphylla CWoodw.) Ag. ヤ ナ ギ ノ リ

岡村， 36. p.843;来 '36.p.9;高松 '39.p.7壬;大島 '50.p.14ι 
能生(岡村， 36). 

121. Chondria crassicaulis Harv. 

岡村 '36.p.844;東 '36.p.9;高松， 39. p.73;大島 '50.p.144. 
小泊(斎藤 '54，9月).

ニエ ナ

※122. Chondria expansa Okamura モザヤナギ

間村， 36. p.846;東 '36.p.9;大島， 50. p.145， 

能生(岡村， 36)~ 

※123. Polysiphonia scopulorum Harv. オ ワ リ イ ト グ ザ

瀬木 '51.p.200. Polysiphon;a ferulaceaとして，遠藤， 18. p.75. 

能生(瀬木， 51). 

124. Polysiphonia decumbens Segi リポシイトグザ

7樹木， 51. p.218. 

小泊(斎藤 '54，9月).スジムカデに着生.木種は出雲三侭闘で瀬木博士が発見命名された種類.

125. Polysiphonia japonica Harv. キプリイトグサ

阿村， 36. p.830;東 '36.p.9;高松， 39. p.73;大島 '50.p.140;瀬木 '51.p.228. 

小泊(斎藤 '54，5月).岩上，叉はツノマタその他の海藻に着生.

126. Polysiphonia urceolata CDillw.) Grev. ショウジョウケノリ

附村 '36.p.824;東 '36.p.9;大鳥 '50.t.142;淑木 '51.p.239. 

能生〈斎藤 '54，5月).岩の上に生ずる.

127. Polysiphonia Morrowii Harv. モロイトグザ

附村 '36.p.826;束 '36.p.9;高松 '39.p.72;大島 '50.p.141;瀬木， 51.p.244. 

能生(斎藤 '54，5月).岩の上に生ずる.

128. Symphyocladia marchantioides CHarv.) Falkenb. コザネモ

附村 '36.p.865;東 '36.p.9;大島 '50.p.151. 

小泊(斎藤 '54，5月).

⑥ 129. Symphyoc1adia linearis COkam.) Fal鳩山. ホソコザネモ

附村 '36.p.866;大島， 50. p.153. 

小泊(斎藤 '55，6月).能生(岡村， 36)・
.@130. Symphyωladia pennata Okamura ヒメコザネ

問村 '36.p.867;来 '36.p.9;大烏 '50.p.152. Pteros幼honi・aρ'arasiUcaとして，遠藤， 18. 
p.265. 

能生(斎藤 '54，11月;遠藤， 18). 

131. Symphyocladia latiusculaくHarv.)Yamada イゾムラサキ

Sym.ρ'hyocladia gracilisとして，間村 '36.p.868;来 '36.p.9;高松 '39.p.77;大島 '50.p. 
152. 

能生(斎藤 '54，5月， 10月).小泊(同 '55，7月).

132. Her凹siphoniainsidiosa CGrev.) Falkenb. カギヒメプケ

岡村 '36.p.871. 

百)11C斎藤 '54，9月).

1詔 Herぴ:>siphoniafissidentoides CHolm.) Okaml.lra ヒメプケ

岡村 '36.p.872;来 '36.p.9;大島 '50.p.157. 

能生(斎藤 '54，11月).
-@134. Euzoniella flaαida CHarv.) Falkenb. グシノハ

岡村， 36. p.876;来 '36.p.9;大烏， 50. p.155. 

能生(斎藤 '54，11月;岡村， 36). プサカユノテに着生.

135. Levei11ea jungermannioidesくMart.et Her.) Harv. ジャパラノリ
阿村 '36.p.878;東 '36.p.9;高松， 39. p.77;大鳥 '50.p.156. 

能生(斎藤 '54，11月).小泊(同 '55，6月).ホy ダワラその他の海藻に着生.

一107ー



北大水産嚢報 [VII， 2 

Coral1inaceae サシゴモ科 く迫加〉

※136. Corallina squamata Ellis et So!. サ y プモ-f.重

l品tl1寸'36.p.528. 
能生(岡村， 36). 
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