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はじめに
北里大学海洋生命科学部（旧水産学部）は、1972年に岩手県南部に位置する大船渡市三陸町（旧気仙郡三
陸町）に開設され、沖合を流れる親潮、黒潮と、広大な森林を後背地とする自然豊かな三陸沿岸域をフィー
ルドとして教育研究を進めてきた。この三陸キャンパスは、2011年に発生した東日本大震災後も教育研究施
設として継続され、2014年には同学部附置共同教育研究施設「三陸臨海教育研究センター」が設置されて、
学部創設以来約半世紀に渡る教育研究を担ってきた。一方、三陸キャンパス周辺海域の主要生物群の一つで
ある海藻類については、学部設置当初の1 9 7 4年に「原色海藻図譜 岩手県越喜来半島周辺海域産の海藻」
（高松, 1974）が出版されているが、同書の出版から40年以上経過し、その後に発生した東日本大震災は同
海域の海藻相に大きな影響を与えたと考えられる。そこで、本報告には震災前1997〜2010年と震災後2012〜
2017年にかけて三陸キャンパス周辺海域で観察・採集された海藻と海草を掲載した。すなわち、震災前から
現在まで同学部の学生実習（磯採集）フィールドとなっている吉浜湾の舟作海岸と、越喜来湾の袖の沢海
岸、浪板海岸、浦浜海岸、鬼沢海岸および両湾の港湾、養殖施設を主な調査海域とし（下図）、大槌湾、山
田湾、綾里湾、綾里港湾の調査結果も加えた。
本報告における海藻の分類は「新日本海藻誌」（吉田, 1998）と「日本産コンブ類図鑑」（川嶋, 1993）、
海草の分類は「ネイチャーウォッチングガイドブック 海藻」（神谷, 2014）に基づき、和名、学名と分類
上の位置は「日本産海藻目録（2015年改訂版）」（吉田ら, 2015）に準じた。本報告に記載した海藻、海草
の水平・垂直分布、生育場所、大きさ、形態的特徴は、前述の図鑑（吉田, 1998; 川嶋, 1993; 神谷, 2014）に
準じ、本調査の結果に基づいて改変した。海藻の生活史は前述の図鑑（吉田, 1998）と鈴木（2014）の報告
に従い、繁茂期は本調査の結果に基づいて記載した。また、食材としての利用状況は、前述の図鑑（神谷,
2014）、「食材魚貝大百科 第4巻 海藻類+魚類+海獣類ほか」（多紀・近江, 2000）と岩手県立宮古水産高
校ホームページ（http://www2.iwate-ed.jp/myf-h/index.html）から得た情報に、本調査の結果を加えた。そし
て、本報告作成に用いた文献を最後に記載した。
本報告に掲載した海藻、海草の中で、全国または特定の地域で食材として利用されている種は41％の海藻
34種（緑藻5種、褐藻12種、紅藻17種）と海草1種であったが、全国で利用されている種は14％の海藻12種
（緑藻3種、褐藻6種、紅藻3種）に限られた。四方を海に囲まれた本邦沿岸域に生育する海藻、海草は身近
な生物群の一つで、その色、形、風味、食感も様々であるが、未だ未利用種は多く、今後の進展を期待した
い。
本報告のフィールド調査に協力いただいた越喜来漁業協同組合と吉浜漁業協同組合の皆様に深く御礼申し
上げる。フィールド調査および標本作成に助力いただいた北里大学海洋生命科学部沿岸生物学研究室（旧海
洋基礎生産学研究室）の学生諸君に感謝申し上げる。震災後の調査の一部は文部科学省の「東北マリンサイ
エンス拠点形成事業」の助成を受けて実施した。本報告が、北里大学海洋生命科学部の教育研究および三陸
沿岸域の漁業活動等の一助になれば幸いである。
イボツノマタ
フダラク

ミル
アナアオサ

本調査海域に生育する海藻の天ぷら

調査海域
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東日本大震災の影響
本調査では海藻83種（緑藻14種、褐藻24種、紅藻45種）と海草2種が観察・採集され、震災後新たに確認
された種はなかった。そして、震災前に観察された種の71%、すなわち海藻58種（緑藻10種、褐藻21種、紅
藻27種）と海草2種が、東日本大震災6年後の2017年3月までに確認された。
震災前の2005年6月に吉浜湾舟作海岸においてラインセクト法により30地点で実施した調査では、潮上帯
で7種（緑藻3種、紅藻4種）、潮間帯上部で14種（緑藻3種、褐藻4種、紅藻7種）、中部で24種（緑藻3種、
褐藻9種、紅藻12種）、下部では26種（緑藻1種、褐藻12種、紅藻12種、海草1種）が確認され、潮上帯では
紅藻フクロフノリ（30地点での出現頻度57%）、潮間帯上部ではフクロフノリと褐藻マツモ（出現頻度63%
と43%）、中部ではマツモと紅藻イボツノマタ（出現頻度70%と40%）、下部では褐藻エゾノネジモクとホソ
メコンブ（マコンブの亜種）（出現頻度60%と47%）が優占種になっていた（左下の図）。

震災前

スサビノリ
フクロフノリ

マツモ

イボツノマタ
クロハギンナンソウ
アカバギンナンソウ
マツノリ
ハリガネ

エゾノネジモク

震災後

フクロフノリ

ツヤナシシオグサ
マツモ

震災前の調査結果

そして、東日本大震災前の2010年まで、これら優占種が安定
した帯状構造を形成していた。一方、震災は岩手県南部沿岸域
に津波による破壊と地盤沈下を引き起こした。舟作海岸の調査
海域で震災1年後に確認された海藻、海草は1 0数種に激減し、
潮上帯から潮間帯下部にかけてフクロフノリ、ツヤナシシオグ
ホソメコンブ
サ、マツモ、ホソメコンブが優占する単純な構造に変化した。
その後、出現種と優占種は増加するとともに変化を続けてお
り、震災から5年以上経過した現在においても舟作海岸の海藻、海草群落は回復途上であると推測される。
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海藻 Seaweed

緑藻綱 Chlorophyceae

ヒトエグサ
【学名】Monostroma nitidum Wittrock
【水平分布】本州太平洋岸北部〜南部、本州日本海
岸南部、瀬戸内海、九州、南西諸島
【垂直分布】潮間帯上部
【生育場所】岩場
【繁茂期】春季
【大きさ】長さ10〜20cm
【生活史】異形世代交代型：微視的胞子体と巨視的
配偶体

配偶子

シワヒトエグサ
【学名】Protomonostroma undulatum (Wittrock)
Vinogradova
【水平分布】北海道、本州太平洋岸北部
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】他の海藻
【繁茂期】春季
【大きさ】長さ5〜20cm
【生活史】異形世代交代型：微視的胞子体と巨視的
配偶体
【形態的特徴】体は薄く柔らかい披針形〜卵形の葉
状で、ねじれて多数のシワができる。 1 層の細胞
からなり、基部細胞で作られた仮根糸の束で付着
する。体は鮮緑色である。

【形態的特徴】体は薄く柔らかい円形〜倒卵形の葉
状で、縁辺にシワができる。 1 層の細胞からな
り、基部細胞で作られた仮根糸の束で付着する。
成熟藻体の縁辺には配偶子嚢が形成され、黄緑色
になる。

3 cm

【食材】生、乾燥または板状に乾燥し、汁の具、佃
煮として食べる。沖縄では「アーサ」と呼ばれ
る。
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海藻 Seaweed

緑藻綱 Chlorophyceae

シリオミドロ

ヒラアオノリ

【学名】Urospora penicilliformis (Roth) Areschoug
【水平分布】北海道、本州太平洋岸北部〜中部
【垂直分布】潮間帯上部
【生育場所】岩場、港湾

【学名】Ulva compressa Linnaeus
【水平分布】日本各地
【垂直分布】潮間帯
【生育場所】タイドプール、汽水域の岩場、港湾や
他の海藻
【繁茂期】春季
【大きさ】長さ10〜40cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的胞子体・配偶体
【形態的特徴】体は円筒形の葉状で、細い下部で枝
分かれする。下部は 1 層の細胞からなる管状で中
空だが、幅広い中部〜上部は管状がつぶれて 2 層
の細胞でできているように見える。体は淡緑色
で、基部細胞で作られた仮根糸の束で付着する。
【食材】生または板状に乾燥して、汁の具、ふりか
けとして食べる。

【繁茂期】春季
【大きさ】長さ3〜10cm
【生活史】異形世代交代型：微視的胞子体と巨視的
配偶体
【形態的特徴】体は直
径10〜145µmの細い
無分岐の糸状で、 1
列の円柱状細胞か
らなる。下部から
上部にかけて太く
なり、基部細胞で
作られた仮根糸で
付着する。
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海藻 Seaweed

緑藻綱 Chlorophyceae

ボウアオノリ

アナアオサ

【学名】Ulva intestinalis Linnaeus
【水平分布】日本各地
【垂直分布】潮間帯
【生育場所】タイドプール、汽水域の岩場、港湾に
群生する優占種

【学名】Ulva pertusa Kjellman
【水平分布】日本各地
【垂直分布】潮間帯下部
【生育場所】岩場、港湾に群生する優占種
【繁茂期】春季
【大きさ】長さ5〜30cm
【生活史】同形世代交代
型：巨視的胞子体・配
偶体
【形態的特徴】体は比較
的硬い卵形や楕円形の
葉状で、不規則な穴や
裂片を生じる。体は 2
層の細胞からなり、基
部細胞で作られた仮根
糸の束で付着する。成
熟藻体の縁辺には、胞
子体では胞子嚢、配偶
帯では配偶子嚢が形成
され、黄緑色になる。

【繁茂期】春季
【大きさ】長さ1〜100cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的胞子体・配偶体

3 cm
【形態的特徴】体はほとんど無分岐の棒状で、下部
から上部にかけて太くなる。体全体が 1 層の細胞
からなる管状、中空で、空気が入った体は水中で
立ち上がる。体は淡緑色で、基部細胞で作られた
仮根糸の束で付着する。

仮根糸

【食材】乾燥した後粉末にして、ふりかけとして食
べる。生または冷凍し、天ぷらや唐揚げとして食
べても美味しい。愛媛県では生、すまし汁、雑
煮、酢の物として食べる。
-5-
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スジアオノリ

タルガタジュズモ

【学名】Ulva prolifera Müller
【水平分布】日本各地
【垂直分布】潮間帯
【生育場所】タイドプール、汽水域の岩場、港湾や
他の海藻

【学名】Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kützing
【水平分布】北海道、本州太平洋岸北部、本州日本
海岸
【垂直分布】潮間帯
【生育場所】岩場、タイドプール
【繁茂期】春季
【大きさ】長さ5〜30cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的胞子体・配偶体

【繁茂期】春季
【大きさ】長さ5〜30cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的胞子体・配偶体
【形態的特徴】体は円筒形の葉状で全体から多数の
枝を出す。体の下部は 1 層の細胞からなる管状で
中空だが、幅広い中部〜上部は管状がつぶれて 2
層の細胞でできているように見える。体は淡緑色
で，基部細胞で作られた仮根糸の束で付着する。

3 cm
【形態的特徴】体は小盤状の付着器から多数直立す
る無分岐の糸状で、下部から上部にかけて太くな
る。体は 1 列の円柱状や樽型の細胞からなり、上
部の細胞の直径は150〜500µmである。

【食材】生または板状に乾燥して、汁の具、ふりか
けとして食べる。
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タマジュズモ

ツヤナシシオグサ

【学名】Chaetomorpha moniligera Kjellman
【水平分布】北海道、本州太平洋岸北部
【垂直分布】潮間帯
【生育場所】岩場、タイドプール
【繁茂期】春季
【大きさ】長さ5〜20cm

【学名】Cladophora opaca Sakai
【水平分布】北海道、本州太平洋岸北部、本州日本
海岸
【垂直分布】潮間帯
【生育場所】岩場

【生活史】同形世代交代型：巨視的胞子体・配偶体

【繁茂期】春季
【大きさ】長さ5〜20cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的胞子体・配偶体

【形態的特徴】体は小盤状の付着器から多数直立す
る無分岐の糸状で、下部から上部にかけて太くな
る。体は 1 列の細胞からなり、下部の細胞は円柱
状、上部の細胞は球形で、上部の細胞の直径は
1.5〜2mmに達する。
【形態的特徴】体は多数直立する1列の円柱状細胞か
らなる糸状で、直径80〜100µmの主軸は叉状分岐
する。主軸に形成される小枝は密に互生、偏生ま
たは対生し、最末小枝は小枝とともに櫛状をな
す。体は柔らかくて細く、白緑色または黄緑色で
ツヤがない。
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アサミドリシオグサ
【学名】Cladophora sakaii Abbott
【水平分布】北海道、本州、四国、九州
【垂直分布】潮間帯
【生育場所】岩場

【形態的特徴】体は盤状の付着器から単独または数
本直立する円柱状で、主軸は叉状分岐する。巨大
な単細胞から出来ている多核嚢状体で、体表面に
並ぶ棍棒状の小嚢と、髄部を占める密に入り組ん
だ髄糸からなり、小嚢の頂端に突起を持つ。体は
フェルトのような感触を持つ深緑色である。

【繁茂期】夏季
【大きさ】長さ5〜20cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的胞子体・配偶体
【形態的特徴】体は多数直立する1列の円柱状細胞か
らなる糸状で、直径150〜280µmの主軸は二、三叉
状または多叉状に分岐する。体は硬く、濃緑色で
ある。

5 cm

ミル

【食材】生、湯通し
または塩蔵して、
酢の物、和え物と
して食べる。生ま
たは冷凍し、天ぷ
らや唐揚げとして
食べても美味し
く、磯の香りが強
い海藻である。古
来、朝廷や伊勢神
宮などに献納され
てきた。

【学名】Codium fragile (Suringer) Hariot
【水平分布】本州、四国、九州
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場、養殖施設
【繁茂期】秋季〜冬季
【大きさ】長さ10〜40cm
【生活史】複相世代型：巨視的配偶体
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髄糸
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髄糸
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ハイミルモドキ

ハネモ

【学名】Codium hubbsii Dawson
【水平分布】北海道西部、本州太平洋岸北部、本州
日本海岸北部、九州北部
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場、養殖施設

【学名】Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh
【水平分布】北海道南部、本州、四国、九州、南西
諸島
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場、養殖施設

【繁茂期】春季
【大きさ】体の直径3〜10cm
【生活史】複相世代型：巨視的配偶体

3 cm
【形態的特徴】体は多肉質で、岩の表面を匍匐して
不規則に拡がる。巨大な単細胞から出来ている多
核嚢状体で、体表面に並ぶ円柱状の小嚢と、密に
入り組んだ髄糸からなり、小嚢の頂端に蜂の巣状
の小孔がある。体はフェルトのような独特の感触
を持つ深緑色である。

【繁茂期】夏季〜冬季
【大きさ】長さ5〜10cm
【生活史】異形世代交代型：微視的胞子体と巨視的
配偶体
【形態的特徴】体は多数直立する糸状で、直径500〜
800µmの主軸の両縁に複羽状に小枝を出し、小枝
は無分岐の小羽枝を出す。小枝は下部から上部に
かけて短く、ピラミッド状になる。巨大な単細胞
から出来ている多核嚢状体で、淡緑色である。

小嚢
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形の単子嚢（遊走子嚢）、配偶体では同化糸の下
部細胞が 1 〜 2 列の小室に変成した複子嚢（配偶
子）が形成される。
【食材】生、湯通しまたは板状に乾燥して、酢の物、
汁の具として食べる。岩手県ではワカメ、コンブ
類につぐ食用海藻で、干して炙った焼きマツモと
して食べる。

マツモ
【学名】Analipus japonicus (Harvey) Wynne
【水平分布】北海道、本州太平洋岸北部〜中部
【垂直分布】潮間帯中部〜下部
【生育場所】岩場、港湾に群生する優占種

コモングサ
【学名】Dictyopteris pacifica (Yendo) Hwang, Kim et
W.J. Lee
【水平分布】本州太平洋岸中部〜南部、本州日本海
岸、九州
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場
【繁茂期】夏季
【大きさ】長さ10〜40cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体
【形態的特徴】体は直立する幅2〜4cmの葉状で、楔
形の下部から扁平な葉が不規則な又状に分岐し、
上部ほど幅広くなる。生長すると先端が縦に裂
け、成熟藻体の葉の表面には生殖器官が作る斑点
模様が見られる。

付着器
【繁茂期】春季
【大きさ】長さ10〜35cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的胞子体・配偶体

【形態的特徴】体
は繊維状根が密
に入り組んだ盤
状の付着器と、
多数直立する円
単子嚢
柱状〜偏円で無
分岐の主軸から
なる。主軸は各
複子嚢
方面に多数の小
枝を出し、主軸
と小枝の表面は
細胞が1列に並ん
だ同化糸に覆わ
れる。体は緑褐色〜暗褐色であるが、古くなると
黄褐色になり、主軸は中空になる。付着器は多年
生で、成熟藻体の小枝表面には、胞子体では楕円
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アミジグサ

フクリンアミジ

【学名】Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux
【水平分布】日本各地
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場

【学名】Ruglopteryx okamurae (Dawson) Hwang, W.J.
Lee et Kim
【水平分布】本州、四国、九州、南西諸島
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場

【繁茂期】夏季
【大きさ】長さ10〜35cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体

【繁茂期】夏季
【大きさ】長さ3〜20cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体

5 cm

3 cm

【形態的特徴】体は直立する幅2〜5mmの葉状で、短
い茎部から扁平で細い葉が又状に分岐する。先端
は丸く、多くの場合、中央部分が浅く窪む。葉は
皮層（1層の色素が濃い小型細胞）と内層（1層の
大型細胞）で構成される。

【形態的特徴】体は多数直立する幅3〜10mmの葉状
で、短い茎部から扁平で細い葉が又状に分岐す
る。先端は丸く、多くの場合、中央部分が浅く窪
む。葉は皮層（ 1 層の色素が濃い小型細胞）と内
層（ 1 層の大型細胞）で構成されるが、葉の先端
の内層は多層細胞からなる。

- 11 -

海藻 Seaweed

褐藻綱 Phaeophyceae

クロモ

フトモズク

【学名】Papenfussiella kuromo (Yendo) Inagaki
【水平分布】北海道南部、本州、四国、九州
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場、他の海藻
【繁茂期】春季
【大きさ】長さ10〜30cm
【生活史】異形世代交代型：巨視的胞子体と微視的
配偶体

【学名】Tinocladia crassa (Suringar) Kylin
【水平分布】本州太平洋岸北部〜南部、本州日本海
岸中部〜南部、四国、九州、南西諸島
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場、他の海藻
【繁茂期】夏季
【大きさ】長さ10〜30cm
【生活史】異形世代交代型：巨視的胞子体と微視的
配偶体

【形態的特徴】体は小盤状の付着器から単独または
数本直立する円柱状で、幅1〜3 m mの主軸は各方
面に多数の枝を出す。主軸下部は太く、上部ほど
細くなる。体は粘質に富んで柔らかいが、主軸は
比較的硬い。体の表面は細胞が 1 列に並んだ同化
糸に覆われる。

【形態的特徴】体は小盤状の付着器から直立する円
柱状で、直径1〜3 m mの主軸は不規則に互生的に
枝を出す。体は粘質に富んで柔らかい。体は中軸
（糸状細胞の束）、皮下層（数回分裂する細胞
糸）と皮層（無分岐またはわずかに分岐する同化
糸）で構成される。

皮層
同化糸
中軸

皮下層
【食材】生または湯通して、酢の物、汁の具として
食べる。東北地方や日本海沿岸では「坊主ごろ
し」と呼ばれる。

【食材】塩蔵し、酢の物として食べる。
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ネバリモ

ワタモ

【学名】Leathesia difformis (Linnaeus) Areschoug
【水平分布】北海道、本州、四国、九州
【垂直分布】潮間帯中部〜下部
【生育場所】岩場

【学名】Colpomenia bullosa (Saunders) Yamada
【水平分布】北海道、本州、四国、九州
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場、港湾

【繁茂期】春季
【大きさ】体の直径1〜6cm
【生活史】異形世代交代型：巨視的胞子体と微視的
配偶体
【形態的特徴】体は球形または不規則な塊状で、単
独または多数集まって基質に付着する。表面に凹
凸があり、肉厚で粘質に富み、生長すると中空に
なる。

【繁茂期】春季
【大きさ】長さ5〜30cm
【生活史】異形世代交代型：微視的胞子体と巨視的
配偶体
【形態的特徴】体は、袋状の基部から単独または数
本直立する幅2〜3cmの管状で、粘りはなく中空で
ある。薄い膜質で管状の体には空気が入ってい
て、水中ではその浮力で立ち上がる。

3 cm
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フクロノリ

セイヨウハバノリ

【学名】Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth) Derbès
et Solier
【水平分布】日本各地
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場、港湾

【学名】Petalonia fascia (O.F. Müller) Kuntze
【水平分布】北海道、本州、四国、南西諸島
【垂直分布】潮間帯下部
【生育場所】岩場、港湾、養殖施設

【繁茂期】冬季〜春季
【大きさ】長さ10〜30cm
【生活史】異形世代交代型：微視的胞子体と巨視的
配偶体
【繁茂期】春季
【大きさ】体の直径2〜20cm
【生活史】異形世代交代型：微視的胞子体と巨視的
配偶体
【形態的特徴】体は凸凹した球形の袋状で、粘りは
なく、薄い膜質の体は中空である。

【形態的特徴】体は多数直立する幅0.5〜4cmの扁平
で披針形の葉状で、楔形の基部を持つ。体は髄層
（大型細胞）と、皮層（数層の色素が濃い小型細
胞）で構成される。

3 cm

【食材】生または板状に乾燥して、ふりかけ、餅の
巻物、酢の物、汁の具として食べる。千葉県、神
奈川県、鳥取県、島根県などでは「年初めにハバ
ノリを食べれば、一年中ハバを利かすことができ
る」として、正月の雑煮に入れて食べる。
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カヤモノリ

ウルシグサ

【学名】Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Link
【水平分布】日本各地
【垂直分布】潮間帯中部〜下部
【生育場所】岩場、港湾

【学名】Desmarestia japonica Kawai et al.
【水平分布】北海道、本州太平洋岸北部
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場、港湾
【繁茂期】春季
【大きさ】長さ20〜100cm
【生活史】異形世代交代型：巨視的胞子体と微視的
配偶体
【形態的特徴】体は直立する細く扁平な葉状で、幅3
〜6mmの主軸は対生的に枝を出す。枝からも小枝
が対生して羽状になる。古くなると枝の縁辺は小
鋸歯状になる。生きた藻体は褐色だが、死ぬと硫
酸を出して緑色になる。

【繁茂期】春季
【大きさ】長さ10〜50cm
【生活史】異形世代交代型：微視的胞子体と巨視的
配偶体
【形態的特徴】体は盤状の基部から多数直立する幅3
〜8mmの細長い円柱状または扁平で、枝分かれし
ない。薄い膜質の体は中空で、生長すると規則的
にくびれる。

【食材】硫酸を出すので食材には不適である。

【食材】生または板状に乾燥して、酢の物、汁の具、
ふりかけとして食べる。東海地方では「麦わら海
苔」、徳島県では「がねがす」と呼ばれ、干して
炙ったものをふりかけにする。
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る。多年生種で、成熟藻体の茎には直線状からプ
ロペラ状の胞子葉（遊走子嚢を形成する葉）が羽
状に形成される。

ケウルシグサ
【学名】Desmarestia viridis (O.F. Müller) Lamouroux
【水平分布】北海道、本州太平洋岸北部、本州日本
海岸、瀬戸内海
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場、港湾
【繁茂期】春季
【大きさ】長さ20〜90cm
【生活史】異形世代交代型：巨視的胞子体と微視的
配偶体
【形態的特徴】体は直立する細い円柱状で、直径
3mmまでの主軸は対生的に枝を出す。枝は毛のよ
うに細い小枝を対生する。生きた藻体は褐色だ
が、死ぬと硫酸を出して緑色になる。

上部

胞子葉

【食材】硫酸を出すので、食べると下痢を起こす。

チガイソ
【学名】Alaria crassifolia Kjellman
【水平分布】北海道南部、本州北部
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場に群生する優占種
【繁茂期】春季
【大きさ】長さ50〜200cm
【生活史】異形世代交代型：巨視的胞子体と微視的
配偶体
【形態的特徴】体は低い円錐状の付着器と、直立す
る短い茎に繋がる幅5〜20cmの広い線状で長い葉
状部からなる。円柱状〜扁平な茎の下部には叉状
分岐する太い繊維状根が生じ、絡み合って付着器
を形成する。茎は長さ3〜15cmで、上部は葉状部
中央を貫通して中肋になる。葉状部の中肋から縁
辺に向かってシワがあり、先端部は不規則に破れ

下部
5 cm

【食材】生、湯通し、塩蔵または乾燥して、酢の物、
汁の具、和え物、サラダ、ふりかけとして食べ
る。胞子葉は「めかぶ」と呼ばれ、湯通しして、
惣菜、煮物などとして食べる。「ごさるめん」、
「すっけーこ」などと呼ぶ地方もある。
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ぶ」をしゃぶしゃぶにして食べる。一方、オース
トラリア、ニュージーランドなどでは移入種とし
て問題になっている。

ワカメ
【学名】Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar
【水平分布】北海道南部、本州、四国、九州
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場、港湾、養殖施設に群生する優占
種で、岩手県は養殖ワカメの主産地

スジメ
【学名】Costaria costata (C. Agardh) Saunders
【水平分布】北海道、本州北部
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場、港湾
【繁茂期】春季
【大きさ】長さ100〜300cm
【生活史】異形世代交代型：巨視的胞子体と微視的
配偶体
【形態的特徴】体は低い半球
形の付着器と、直立する
短い茎に繋がる幅 1 0 〜
7 0 c mの披針形〜楕円形で
長い葉状部からなる。円
柱状で長さ1 0〜2 0 c mの茎
の下部には叉状分岐する
太い繊維状根が輪生して付
着器を形成する。葉状部
には 5 本の縦脈（片側に 3
本、反対側に 2 本が交互に
隆起する）があり、凹凸
のシワと小さな穴が全面
に生じる。一年生種で、
成熟藻体の葉状部には子
嚢斑（遊走子嚢の集ま
り）が形成される。

【繁茂期】春季
【大きさ】長さ50〜200cm
【生活史】異形世代交代型：巨視的胞子体と微視的
配偶体
【形態的特徴】体
は団塊状の付着
器と、直立する
短い茎に繋がる
幅30〜50cmの羽
状で長い葉状部
からなる。偏円
な茎の下部には
多少不規則に叉
状分岐する太い
繊維状根が生
じ 、 絡 み 合 って
付着器を形成す
る。茎は長さ数
1 0 c mで、上部は
葉状部中央を貫
通して中肋になる。一年生種で、成熟藻体の茎に
は左右対になったひだ状の胞子葉（棍棒状の遊走
子嚢と、長い側糸を有する葉）が形成される。

側糸

遊走子嚢

150 µm

【食材】葉を生、湯通し、塩蔵または乾燥して、酢
の物、汁の具、和え物、サラダ、ふりかけなどと
して食べる。胞子葉は「めかぶ」と呼ばれ、湯通
して細かく刻むと粘りが出る。三陸地方では、
「早採りわかめ」と呼ばれる若い藻体や「めか

【食材】若い藻体を湯通しまたは冷凍して、煮付
け、酢の物などとして食べる。「ぞうか」、「ざ
らめ」、「じょがめ」、「ソーガ」などと呼ぶ地
方もある。岩手県立宮古水産高校では「シャキ
シャキスジメ」として商品化を進めている。
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マコンブ

ホソメコンブ（マコンブの変種）

【学名】Saccharina japonica (Areschoug) Lane, Mayes,
Druehl et Saunders
【水平分布】北海道南部、本州北部
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場、港湾、養殖施設に群生する優占
種で、岩手県は養殖コンブの主産地

【学名】Saccharina japonica var. religiosa (Miyabe)
Yotsukura et al.
【水平分布】北海道西部、本州太平洋岸北部
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場、港湾、養殖施設に群生する優占
種

【繁茂期】春季
【大きさ】長さ50〜700cm
【生活史】異形世代交代型：巨視的胞子体と微視的
配偶体
【形態的特徴】体は円錐状の付着器と、直立する短
い茎に繋がる幅20〜35cmの笹の葉状で長い葉状部
からなる。円柱状で長さ5〜12cmの茎の下部には
叉状分岐する太い繊維状根が多数縦列して付着器
を形成する。葉状部中央は厚くて浅く窪み、葉幅
の1/3〜1/2を占める中帯部となる。葉状部の両縁
は薄く、大きく波打つ。三陸沿岸に生育する藻体
の大部分は一年生で、成熟藻体の葉状部には黄褐
色の子嚢斑（遊走子嚢の集まり）が形成される。
【食材】コンブ類の
代表種で、生また
は 乾 燥 して 、 だ
し、酢の物、煮
物、茶、和え
物、サラダなど
として食べる。生
でそのまま食べ
るか、湯通した
後細かく刻むと
粘りと甘みが出
て美味しい。

【繁茂期】春季
【大きさ】長さ40〜400cm
【生活史】異形世代交代型：巨視的胞子体と微視的
配偶体
【形態的特徴】体は低い円錐状の付着器と、直立す
る短い茎に繋がる幅5〜15cmの線状〜笹の葉状で
長い葉状部からなる。円柱状で長さ4〜6cmの茎の
下部には叉状分岐する太い繊維状根が多数不規則
または輪生して付着器を形成する。葉状部中央は
厚くて浅く窪み、葉幅の1/3ほどを占める中帯部と
なる。葉状部の両縁は薄く、ゆるやかに波打つか
ほとんど平坦である。一年生種で、成熟藻体の葉
状部には黄褐色の子嚢斑（遊走子嚢の集まり）が
形成される。
ホソメコンブはYotsukura et al. (2008) によりマコ
ンブの変種とされたが、水産的価値はマコンブに
劣る。
【食材】生また
は乾燥して、
酢の物、煮
物、和え物、
サラダなどと
して食べる。
生でそのまま
食べるか、湯
通した後細か
く刻むと粘り
と甘みが出て
美味しい。

子嚢斑
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フシスジモク

ヒジキ

【学名】Sargassum confusum C. Agardh
【水平分布】北海道西部〜南部、本州太平洋岸北
部、本州日本海岸、瀬戸内海、九州北西部
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場に群生する優占種

【学名】Sargassum fusiforme (Harvey) Setchell
【水平分布】北海道南部、本州太平洋岸、本州日本
海岸中部〜南部、四国、九州、南西諸島
【垂直分布】潮間帯中部〜下部
【生育場所】岩場に群生する優占種

【繁茂期】春季〜夏季
【大きさ】長さ100〜200cm
【生活史】複相世代型：巨視的配偶体
【形態的特徴】体は盤状の付着器から直立する長さ
約20cmまでの無分岐で円柱状の茎と、その茎から
互生的に生じる数本の長い主枝（主軸）からな
る。円柱状または多少角ばった主枝はよく発達す
る側枝を出し、多数の葉と気胞が形成される。主
枝下部の葉は大きく楕円形〜披針形で中肋を持つ
が、上部では小さく線形になる。小さな球形〜洋
梨形の気胞に冠葉はなく、空気が入っていて水中
ではその浮力で立ち上がる。体は暗褐色である。
多年生種で雌雄異株、成熟藻体の枝には多数の小
さな紡錘形の生殖器床（卵または精子の集まり）
が形成され、雄性生殖器床は雌性生殖器床よりも
細くて長い。

【繁茂期】春季〜夏季
【大きさ】長さ15〜100cm
【生活史】複相世代型：巨視的配偶体
【形態的特徴】体は繊維状の付着器から直立する長
さ約1 c mまでの無分岐で円柱状の茎と、茎から生
じる数本の長い主枝（主軸）からなる。円柱状の
主枝は円柱状〜偏円の側枝や葉を羽状に互生し、
葉の一部が膨らんで気胞になる。気胞には空気が
入っていて、水中ではその浮力で立ち上がる。体
は緑褐色である。多年生種で雌雄異株、成熟藻体
の枝には多数の小さな紡錘形の生殖器床（卵の
入った生卵器または精子の入った造精器の集ま
り）が形成され、雄性生殖器床は雌性生殖器床よ
り細くて長い。

【食材】煮た後乾燥して、惣菜として食べる。主枝
は「長ひじき」、短い側枝や葉は「芽ひじき」と
して区別する。
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【食材】湯通しまたは乾燥し、惣菜として食べる。
細かく刻むと粘りが出て美味しい。東北地方、日
本海沿岸や神奈川県では「ぎばさ」、「じんば」、
「ながも」、「ながらも」などと呼ばれている。

アカモク
【学名】Sargassum horneri (Kützing) Endlicher
【水平分布】東部を除く北海道、本州、四国、九州
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】内湾の岩場に群生する優占種
【繁茂期】春季〜夏季
【大きさ】長さ100〜800cm

ウミトラノオ

【生活史】複相世代型：巨視的配偶体
【形態的特徴】体は表面
に凹凸がある仮盤状の
付着器と、付着器から
直立する 1 本の長い茎
（主軸）からなる。無
分岐の茎には縦の溝が
数本あり、短い棘を持
つことが多い。茎は多
くの枝を出し、多数の
葉と気胞が形成され
る。披針形〜線状披針
形の葉は深く切れ込ん
だ鋸歯縁を持つ。気胞は円柱状で、頂端に鋸歯縁
を持つ冠葉をつけ、空気が入っていて水中ではそ
の浮力で立ち上がる。体は赤褐色である。一年生
種で雌雄異株、成熟藻体の枝には多数の円柱状の
生殖器床（卵の入った生卵器または精子の入った
造精器の集まり）が形成され、雄性生殖器床は雌
性生殖器床より細く長い。
上部

下部

【学名】Sargassum thunbergii (Mertens ex Roth) Kuntze
【水平分布】日本各地
【垂直分布】潮間帯中部〜下部
【生育場所】岩場

【繁茂期】春季〜夏季
【大きさ】長さ30〜100cm
【生活史】複相世代型：巨視的配偶体
【形態的特徴】体は盤状の付着器から直立する長さ
約1 c mまでの分岐する円柱状の茎と、茎から生じ
る数本の長い主枝（主軸）からなる。やや角ばっ
た主枝は多数の小さな葉と気胞を形成し、よく生
長すると側枝を出す。鱗状〜線状の葉は鋸歯縁を
持つ。気胞は紡錘形で、中には空気が入っていて
水中ではその浮力で立ち上がる。体は暗褐色であ
る。多年生種で雌雄異株、成熟藻体の枝には多数
の小さな紡錘形の生殖器床（卵の入った生卵器ま
たは精子の入った造精器の集まり）が形成され、
雄性生殖器床は雌性生殖器床より細く長い。

5 cm

雌性生殖器床

生卵器

雄性生殖器床

造精器
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のヘラ状の生殖器床（卵の入った生卵器または精
子の入った造精器の集まり）が形成され、雄性生
殖器床は雌性生殖器床より細く長い。

エゾノネジモク
【学名】Sargassum yezoense (Yamada) Yoshida et
Konno
【水平分布】北海道西部、本州太平洋岸北部、本州
日本海岸、九州北部
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場に群生する優占種

ウガノモク
【学名】Stephanocystis hakodatensis (Yendo) Draisma et
al.
【水平分布】北海道、本州太平洋岸北部
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場に群生する優占種
【繁茂期】春季〜夏季
【大きさ】長さ100〜200cm
【生活史】複相世代型：巨視的配偶体

上部
（主枝）

【繁茂期】春季〜夏季
【大きさ】長さ40〜80cm
【生活史】複相世代型：巨視的配偶体
【形態的特徴】体は岩の表面を匍匐する分岐した円
柱状の茎と、茎から生じる数本の長い主枝（主
軸）からなる。匍匐する茎のところどころに小盤
状の付着器が形成され、茎同士や岩に付着する。
三綾形の主枝は多くの側枝を出し、多数の葉と気
胞が形成される。長楕円形〜広線状の葉は鋸歯縁
を持つ。気胞は長楕円形〜紡錘形で、頂端は尖る
か線状の冠葉をつけ、中には空気が入っていて水
中ではその浮力で立ち上がる。体は黄褐色であ
る。多年生種で雌雄異株、成熟藻体の枝には多数

【形態的特徴】体は円錐状の付着器から直立する長
さ約30cmまでの分岐する円柱状の茎と、茎から生
じる数本の長い主枝（主軸）からなる。基部が紡
錘形に膨れる主枝は多くの側枝を出し、多数の葉
と気胞が形成される。葉は細い笹の葉状〜線状、
気胞は楕円形〜卵形で数珠状に密着して2〜5個連
続する。気胞には空気が入っていて、水中ではそ
の浮力で立ち上がる。体は黄褐色である。多年生
種で雌雄異株、成熟藻体の枝には多数の細い円柱
状で表面に凹凸のある生殖器床（卵の入った生卵
器または精子の入った造精器の集まり）が形成さ
れ、雄性生殖器床は雌性生殖器床より細く長い。

気胞

【食材】食材ではないが、ハタハタやニシンの産卵
場として重要な藻場を形成する。
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ウシケノリ
【学名】Bangia fuscopurpurea (Dillwyn) Lyngbye
【水平分布】北海道、本州、四国、九州
【垂直分布】潮上帯〜潮間帯上部
【生育場所】岩場
【繁茂期】春季
【大きさ】長さ3〜15cm
【生活史】異形世代交代型：微視的胞子体と巨視的
配偶体

【形態的特徴】体は幅2〜20cmの笹の葉状〜卵形の
薄い葉状で、シワができる。 1 層の細胞からな
り、縁辺に微視的な鋸歯はなく、基部細胞で作ら
れた仮根糸の束で付着する。雌雄同株で、成熟藻
体には精子嚢と造果器（雌性配偶子嚢）が形成さ
れ、受精後の造果器は果胞子嚢になる。精子嚢は
白い筋状の斑を作る。

2 cm
【形態的特徴】体は細い無分岐の糸状で、直径2 5〜
75µmの1列または多列の細胞からなり、基部細胞
で作られた仮根糸で付着する。

【食材】乾燥して、ふりかけとして食べる。

果胞子嚢

精子嚢

スサビノリ
【学名】Pyropia yezoensis (Ueda) Hwang et Choi
【水平分布】北海道、本州太平洋岸北部、本州日本
海岸北部
【垂直分布】潮間帯上部〜中部
【生育場所】岩場、港湾に群生する優占種
【繁茂期】冬季〜春季
【大きさ】長さ5〜50cm
【生活史】異形世代交代型：微視的胞子体と巨視的
配偶体

【食材】生、乾燥または板状に乾燥して、巻物、汁
の具、佃煮などとして食べる。ノリ養殖の原藻で
あり、日本各地の養殖場周辺で見られる。
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ダルス
【学名】Palmaria palmata (Linnaeus) Weber et Mohr
【水平分布】北海道、本州太平洋岸北部
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場、養殖施設

【食材】北欧では乾燥してサラダ、スナック、スコー
ン、オムレツなどとして食べる。

ベニモズク

【繁茂期】冬季〜春季
【大きさ】長さ5〜30cm
【生活史】異形世代交代型：同形の巨視的四分胞子
体・雄性配偶体と微視的雌性配偶体

【学名】Helminthocladia australis Harvey
【水平分布】本州、四国、九州、南西諸島
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場
【繁茂期】夏季
【大きさ】長さ15〜45cm
【生活史】異形世代交代型：巨視的配偶体・雌性配
偶体上の果胞子体と微視的四分胞子体
【形態的特徴】体は小盤状の付着器から直立する円
柱状で、幅約1 0 m mまでになる主軸は不規則に広
い角度で枝を出す。枝は先端ほど細くなる。体は
粘質で柔らかい。

【形態的特徴】体は小盤状の付着器から単独または
多数直立する帯状〜楔形の葉状で、無分岐か数回
枝分かれする。赤色〜紫褐色の体は、髄層（大型
細胞）と皮層（色素が濃い小型細胞）で構成され
る。
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海藻 Seaweed

紅藻綱 Rhodophyceae

ウミゾウメン

エゾシコロ

【学名】Nemalion vermiculare Suringar
【水平分布】北海道西部、本州、四国、九州
【垂直分布】潮上帯〜潮間帯上部
【生育場所】岩場

【学名】Alatocladia yessoensis (Yendo) Gabrielson,
Miller et Martone
【水平分布】北海道南部、本州太平洋岸北部〜中部
【垂直分布】潮間帯中部〜潮下帯
【生育場所】岩場、タイドプール

【繁茂期】夏季
【大きさ】長さ10〜20cm
【生活史】異形世代交代型：巨視的配偶体・雌性配
偶体上の果胞子体と微視的四分胞子体
【形態的特徴】体は単独もしくは数本直立する円柱
状で、直径1.5〜2mmの主軸はふつう分岐しない。
体は粘質に富み、髄層（糸状
細胞の集まり）と皮層（上部
が数珠状に分岐する同化糸）
で構成される。
【食材】生、湯通し、乾燥また
は塩蔵して、酢の物、汁の具
として食べる。

【繁茂期】春季
【大きさ】長さ2〜7cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は直立し、石灰質を沈着して硬
い。基部は細い円柱状で、中部〜上部は扁平にな
り、節間部は両側に翼片をつけて縁辺は丸くな
る。

3 cm
同化糸
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海藻 Seaweed

紅藻綱 Rhodophyceae

サンゴモ

ピリヒバ

【学名】Corallina officinalis Linnaeus
【水平分布】北海道、本州太平洋岸北部
【垂直分布】潮下帯
【生育場所】岩場

【学名】Corallina pilulifera Postels et Ruprecht
【水平分布】北海道、本州、四国、九州
【垂直分布】潮間帯中部〜潮下帯
【生育場所】岩場、タイドプールに群生する優占種

【繁茂期】春季
【大きさ】長さ5〜10cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は直立する円柱状で、石灰質を沈
着して硬い。不規則な又状、三又状に分岐する。
イソキリをサンゴモの異名同種（シノニム）とし
たHind et al.（2014） に従ったが、日本産のサン
ゴモとイソキリは異なる分類群の可能性があるた
め今後検討を要する（吉田ら, 2015）。

【繁茂期】春季
【大きさ】長さ1〜4cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は直立し、石灰質を沈着して硬
い。基部は細い円柱状で、平面的に羽状に枝を出
し、体は扇状になることが多い。

1 cm
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海藻 Seaweed

紅藻綱 Rhodophyceae

ノリマキ

イソダンツウ

【学名】Titanoderma tumidulum (Foslie) Woelkerling,
Chamberlain et Silva
【水平分布】北海道南部、本州、四国
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】他の紅藻
【繁茂期】春季
【大きさ】体の直径2cmまで
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は石灰質を沈着して硬く、様々な
紅藻に付着して部分的にもしくは完全に取り巻
く。体の表面は平滑で所々に稜がある。

【学名】Caulacanthus usutulatus (Turner) Kützing
【水平分布】北海道、本州、九州、南西諸島
【垂直分布】潮間帯上部〜中部
【生育場所】岩場、貝
【繁茂期】春季
【大きさ】長さ0.5〜1cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は直径175〜350µmの細い糸状で、
円柱状〜偏円の枝は不規則に又状様羽状に分岐し
て横に広がる。体のところどころに形成される付
着器で匍匐し、岩に付着する。枝先は鋭く尖る。

1 cm

1 cm

オバクサ

ヘラリュウモン

【学名】Pterocladiella tenuis (Okamura) Shimada,
Horiguchi et Masuda
【水平分布】北海道西部、本州、四国、九州、南西
諸島
【垂直分布】潮間帯中部〜潮下帯
【生育場所】岩場、タイドプール
【繁茂期】春季
【大きさ】長さ10〜20cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は匍匐糸から多数直立する細く扁
平な葉状で、幅1〜2 m mの主軸は羽状に枝を出し
て平面的に伸びる。小枝の付け根はくびれ、先端
は丸くなる。

【学名】Dumontia simplex Cotton
【水平分布】北海道、本州北部
【垂直分布】潮間帯下部
【生育場所】岩場
【繁茂期】春季
【大きさ】長さ5〜15cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は小盤状の付着器から多数直立す
る無分岐の葉状で、幅 5 〜 1 5 m m の長楕円形にな
る。葉状部下部は楔形で短い茎になり、縁辺は全
縁で頂端は広い円頭になる。体は柔らかく粘質
で、古くなると表面にシワができる。

【食材】乾燥し、ところてん、寒天として食べる。
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海藻 Seaweed

紅藻綱 Rhodophyceae

アカバ

フクロフノリ

【学名】Neodilsea yendoana Tokida
【水平分布】北海道、本州太平洋岸北部
【垂直分布】潮間帯中部〜下部
【生育場所】岩場

【学名】Gloiopeltis furcata (Postels et Ruprecht) J.
Agardh
【水平分布】日本各地
【垂直分布】潮上帯〜潮間帯中部
【生育場所】岩場、港湾に群生する優占種

【繁茂期】春季
【大きさ】長さ10〜60cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は殻状の付着器から直立し、幅
30cmまでになる倒卵形〜長楕円形の葉状で、しば
しば左右非対称になり、裂けることもある。葉状
部下部は楔形で、全体に波打ったシワができる。
体は紫紅色で上部は黄緑色になり、軟骨質で脆
く、痛みやすい。

【繁茂期】春季
【大きさ】長さ3〜15cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は盤状の付着器から多数直立する
直径2〜5 m mの円柱状で、中空の枝は不規則な叉
状に分岐し、分岐部分などでくびれる。

【食材】生、湯通し、乾燥または塩蔵して、汁の具、
サラダとして食べる。食材の他、糊料の原料にも
なる。
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海藻 Seaweed

紅藻綱 Rhodophyceae

イボツノマタ

【形態的特徴】体は殻状の付着器から多数直立する
やや厚い葉状で、楔形の基部から単葉か叉状分岐
して卵形〜長卵形に広がる。黄褐色〜暗紫紅色
で、水中では青い蛍光色を発して見えることがあ
る。体は髄層（糸状細胞）、皮下層（数層の中型
細胞）と、皮層（数層の色素が濃い小型細胞）で
構成される。成熟すると、四分胞子体では赤色の
四分胞子嚢斑（四分胞子嚢の集り）、果胞子体で
は体の両面に半球状に隆起する嚢果（果胞子の形
成器官）が形成される。

【学名】Chondrus verrucosus Mikami
【水平分布】本州太平洋岸北部〜中部
【垂直分布】潮間帯中部〜下部
【生育場所】岩場、港湾に群生する優占種

【繁茂期】春季
【大きさ】長さ5〜17cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は小盤状の
付着器から多数直立する扁
平な葉状で、細い楔形の基
部から数回叉状分岐する。
体の両縁が反り返ってU字型
に窪む。紫紅色〜黄緑色
で、先端は丸く、中央部分
が浅く窪む。体は髄層（糸
状細胞）、皮下層（数層の
中型細胞）と、皮層（数層
の色素が濃い小型細胞）で
構成される。成熟藻体の上
部に、四分胞子体では赤色
の点（四分胞子嚢斑）、果
胞子体では体の片側で隆起
し、反対側で窪む眼球状の
嚢果（果胞子の形成器官）
が形成される。
【食材】生、湯通しまたは乾燥して、汁の具、サラ
ダ、ところてんとして食べる。生または冷凍し、
天ぷらや唐揚げとして食べても美味しい。食材の
他、糊料の原料にもなる。

四分胞子嚢

嚢果

クロハギンナンソウ
【学名】Chondrus yendoi Yamada et Mikami
【水平分布】北海道、本州北部
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場に群生する優占種
【繁茂期】春季
【大きさ】長さ5〜35cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体

【食材】生、湯通しまたは乾燥して、汁の具、サラ
ダ、ところてんとして食べる。「仏の耳」と呼ぶ
地方もある。食材の他、漆喰用の糊原料のほとん
どを占める。
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海藻 Seaweed

紅藻綱 Rhodophyceae

アカバギンナンソウ

ムカデノリ

【学名】Mazzaella japonica (Mikami) Hommersand
【水平分布】北海道、本州太平洋岸北部
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場に群生する優占種

【学名】Grateloupia asiatica Kawaguchi et Wang
【水平分布】北海道、本州、四国、九州
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場

【繁茂期】春季
【大きさ】長さ10〜35cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は小盤状の付着器から多数直立す
るやや薄い葉状で、細い楔形の基部から急に広が
り、単葉か数回分岐して卵形〜長卵形に広がる。
体は黄紅色〜紫紅色で、髄層（糸状細胞）、皮下
層（数層の中型細胞）と、皮層（数層の色素が濃
い小型細胞）で構成される。成熟すると、四分胞
子体では赤色の四分胞子嚢斑（四分胞子嚢の集
り）、果胞子体では体の両面に半球状に隆起する
嚢果（果胞子の形成器官）が形成される。

【繁茂期】夏季
【大きさ】長さ20〜30cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は小盤状付着器から単独または数
本直立し、幅約3mmの線状扁平の葉状で、細い主
軸は無分岐または数回叉状分岐して両縁から羽状
に小枝を出す。小枝の付け根はくびれ、先端は尖
る。表面から小枝を出すことがある。体は髄層
（糸状細胞）、内皮層（数層の中型細胞）と、外
皮層（数層の色素が濃い小型細胞）で構成され
る。
【食材】湯通しまたは乾燥して、サラダ、ところて
んとして食べる。

【食材】生、湯通しまたは乾燥し、汁の具、サラ
ダ、ところてんとして食べ
る。岩手県北部〜青森県南
部では、蒸してすり潰し型
に は め 、 冷 や して 固 め た
「あかはたもち」が郷土料
あかはたもち
理 に な って い る 。 食 材 の
他、糊料の原料になる。
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海藻 Seaweed

紅藻綱 Rhodophyceae

カタノリ

フダラク

【学名】Grateloupia divaricata Okamura
【水平分布】北海道、本州太平洋岸北部、本州日本
海岸
【垂直分布】潮間帯中部〜下部
【生育場所】岩場
【繁茂期】春季
【大きさ】長さ10〜30cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は小盤状の付着器から多数直立
し、幅約3mmの線状扁平の葉状で、細く硬い主軸
は叉状分岐する。下部は枝が少なく、上部では両
縁から羽状に小枝を出す。体表面から小枝を出す
ことがある。体は髄層（糸状細胞）、内皮層（数
層の中型細胞）と、外皮層（数層の色素が濃い小
型細胞）で構成される。

【学名】Grateloupia lanceolata (Okamura) Kawaguchi
【水平分布】本州、四国、九州
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場、港湾、養殖施設

【繁茂期】春季
【大きさ】長さ15〜60cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体

【食材】新潟県上越地方では乾燥して、汁の具、炒
め物などとして食べる。

タンバノリ
【学名】Grateloupia elliptica Holmes
【水平分布】本州太平洋岸、四国、九州
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場
【繁茂期】春季
【大きさ】長さ10〜30cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は無柄の厚い葉状で、裏面にある
盤状の付着器で付着して水平に広がる。生長する
と 列 片 に 別 れて
ヘラ 状 や 舌 状 に
なる。体は髄層
（糸状細胞）、
内皮層（数層の
中型細胞）と、
外皮層（数層の
色素が濃い小型
細胞）で構成さ
れる。

【形態的特徴】体は盤状の付
着器から単独または多数
直立し、幅2 0 c mまでにな
る厚い葉状で、短い柄か
ら披針形に広がる。体は
無分岐かまたは不規則に
裂ける。体は髄層（糸状
細胞）、内皮層（数層の
中型細胞）と、外皮層
（数層の色素が濃い小型
細胞）で構成される。
【食材】生または冷凍し、天ぷらや唐揚げとして食
べると美味しい。
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海藻 Seaweed

紅藻綱 Rhodophyceae

ヒラムカデ
【学名】Grateloupia livida (Harvey) Yamada
【水平分布】北海道南部、本州、四国
【垂直分布】潮間帯
【生育場所】場
【繁茂期】春季〜夏季
【大きさ】長さ10〜30cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は盤状の付着器から多数直立する
幅1〜2cmの葉状で、細い茎状の下部から扁平な線
形に広がり、無分岐か数回枝分かれする。下部か
ら上部にかけて細くなり、先端は尖る。両縁から
羽状に小枝を出すことがあり、まれに体表面から
も小枝を出す。体は髄層（糸状細胞）、内皮層
（数層の中型細胞）と、外皮層（数層の色素が濃
い小型細胞）で構成される。

ツルツル
【学名】Grateloupia turuturu Yamada
【水平分布】北海道、本州、四国、九州
【垂直分布】潮間帯下部
【生育場所】岩場
【繁茂期】夏季
【大きさ】長さ20〜40cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は小盤状の付着器から直立する幅5
〜10cmの薄い葉状で、基部が楔形で披針形のもの
や、基部が丸く複数の列片になるものがある。縁
は波打ち、先端は尖ることが多い。縁から小枝を
出すこともある。体は髄層（糸状細胞）、内皮層
（数層の中型細胞）と、外皮層（数層の色素が濃
い小型細胞）で構成される。

【食材】湯通しして、サラダとして食べる。

スジムカデ
【学名】Grateloupia ramosissima Okamura
【水平分布】本州太平洋岸、南西諸島
【垂直分布】潮間帯下部
【生育場所】岩場
【繁茂期】夏季
【大きさ】長さ15〜30cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は仮盤状の付着器から多数直立
し、幅約1.5mmの細く硬い葉状で、幅はほぼ一定
である。主軸の下部は円柱状、上部はやや偏圧
で、各方面にやや不規則な羽状に枝を出し、枝か
らは小枝が羽状に出る。枝の付け根は多少くび
れ、先端は尖る。体は髄層（糸状細胞）、内皮層
（数層の中型細胞）と、外皮層（数層の色素が濃
い小型細胞）で構成される。
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海藻 Seaweed

紅藻綱 Rhodophyceae

マツノリ

キョウノヒモ

【学名】Polyopes affinis (Harvey) Kawaguchi et Wang
【水平分布】北海道、本州、九州
【垂直分布】潮間帯下部
【生育場所】岩場

【学名】Polyopes lancifolius (Harvey) Kawaguchi et
Wang
【水平分布】北海道南部、本州、四国、九州
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場
【繁茂期】夏季
【大きさ】長さ15〜30cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は盤状の付着器から単独または多
数直立する幅4 c mまでの葉状で、円柱状の茎部か
ら線状披針形の扁平な葉に広がり、先端や中部か
ら分岐することがある。体の縁や表面から多数の
小枝を出し、付け根はくびれて先端は尖らない。
体は肉質で柔らかい。

【繁茂期】春季
【大きさ】長さ5〜10cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は盤状の付着器から多数直立する
幅5mmまでの葉状で、円柱状の茎部から扁平な葉
が繰り返し又状分岐して扇型になる。先端は丸
く、多くの場合、中央部分が浅く窪む。体の縁や
表面から小枝を出すことがある。

【食材】湯通しして、酢の物として食べる。岩手県
北部では「すずめのあしからみ」と呼ばれ、味噌
和えで食べる。
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5 cm

海藻 Seaweed

紅藻綱 Rhodophyceae

コメノリ
【学名】Polyopes prolifer (Hariot) Kawaguchi et Wang
【水平分布】北海道西部、本州太平洋岸中部〜南
部、四国、九州
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場

2 cm
ハリガネ
【学名】Ahnfeltiopsis paradoxa (Suringar) Masuda
【水平分布】本州太平洋岸、四国、九州
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場
【繁茂期】春季
【大きさ】長さ3〜10cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は盤状の付着器から多数直立する
幅1 . 5 c mまでの葉状で、楔形の茎部から扁平な葉
が繰り返し又状分岐して扇型になる。先端は丸
く、多くの場合、やや膨れて中央部分が浅く窪
む。体の縁や表面から小枝を出すことがある。

【繁茂期】春季
【大きさ】長さ10〜80cm
【生活史】異形世代交代型：巨視的配偶体・雌性配
偶体上の果胞子体と小型四分胞子体

【食材】湯通しして、酢の物として食べる。岩手県
北部では「すずめのあしからみ」と呼ばれ、味噌
和えで食べる。

オキツノリ
【学名】Ahnfeltiopsis flabelliformis (Harvey) Masuda
【水平分布】北海道南部、本州、九州
【垂直分布】潮間帯
【生育場所】岩場、タイドプール
【繁茂期】春季
【大きさ】長さ3〜6cm
【生活史】異形世代交代型：巨視的配偶体・雌性配
偶体上の果胞子体と小型四分胞子体
【形態的特徴】体は直立する幅約1.5mmまでの細く
硬い葉状で、主軸は基部が円柱状で、中部〜上部
は扁平になり、繰り返し又状分岐して扇型にな
る。体は髄層（数層の大型細胞）と皮層（数層の
色素が濃い小型細胞）で構成される。

5 cm
【形態的特徴】体は直立する幅約3mmまでの細く硬
い葉状で、主軸は基部が円柱状、中〜上部は扁平
になり、まばらに又状分岐する。主軸の縁から小
枝を出し、叉状
分 岐 して 扇 型 に
なることもあ
る。体は髄層
（数層の大型細
胞）と皮層（数
層の色素が濃い
小型細胞）で構
成される。
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海藻 Seaweed

紅藻綱 Rhodophyceae

ユカリ
【学名】Plocamium telfairiae (Hooker et Harvey)
Harvey
【水平分布】本州北部〜南部、四国、九州、南西諸
島
【垂直分布】潮下帯
【生育場所】岩場
【繁茂期】夏季
【大きさ】長さ5〜15cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は直立する幅1〜2 m mの線状扁平

【繁茂期】春季〜秋季
【大きさ】長さ10〜50cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体

で薄い葉状で、主軸は縁辺から枝を 2 本ずつ互生
し、無分岐の枝と分岐して伸びる枝が交互に並
ぶ。枝は分岐部で少しジグザグに曲がる。

5 cm

3 cm

【形態的特徴】体は小盤状の付着器から単独または
多数直立する直径2〜3 m mの細い円柱状で、主軸
は不規則に枝分かれして伸びる。枝の付け根は多
少くびれ、先端に向かって細くなる。体は髄層
（数層の大型細胞）と皮層（数層の色素が濃い小
型細胞）で構成される。

オゴノリ
【学名】Gracilaria vermiculophylla (Ohmi) Papenfuss
【水平分布】日本各地
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】汽水域の岩場や小石

【食材】湯通しまたは乾燥して、汁の具、サラダ、
ところてん、寒天として食べる。生で食べると中
毒の危険がある。食材の他、糊料の原料になる。
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海藻 Seaweed

紅藻綱 Rhodophyceae

フシツナギ
【学名】Lomentaria catenata Harvey
【水平分布】北海道南部、本州、四国、九州
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場
【繁茂期】夏季
【大きさ】長さ5〜18cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は盤状の付着器から直立する直径
1〜1.5mmの細い円柱状で、主軸は対生または輪生
に枝を出す。体は中空で、ほぼ一定の間隔でくび
れ、枝の付け根もくびれて先端は丸い。基部から
不規則に枝分かれする匍匐枝を出す。

【形態的特徴】体は盤状の付着器から直立する直径
0.8〜1.3mmの細い円柱状で、主軸は対生または輪
生に枝を出す。体は中空で柔らかい粘質で、ほぼ
一定の間隔でくびれ、枝の付け根もくびれて先端
は尖る。基部から不規則に枝分かれする匍匐枝を
出す。成熟藻体の枝には、四分胞子体では膨らん
だ部分の窪みに多数の四分胞子嚢が、果胞子体で
は乳頭状の嚢果（果胞子の形成器官）が表面に形
成される。

四分胞子嚢

コスジフシツナギ
【学名】Lomentaria hakodatensis Yendo
【水平分布】北海道、本州太平洋岸北部、本州日本
海岸、瀬戸内海
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場

【繁茂期】春季
【大きさ】長さ5〜15cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
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嚢果

海藻 Seaweed

紅藻綱 Rhodophyceae
【繁茂期】春季
【大きさ】長さ5〜30cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は直径0 . 3〜1 . 5 m mの細い円柱状
で、叉状分岐して伸びる。小枝や毛のような枝を
出して絡み合い、他の海藻などに絡みつく。枝の
先端は内側に曲がる2叉状になる。

エゴノリ
【学名】Campylaephora hypnaeoides J. Agardh
【水平分布】北海道、本州、四国、九州
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】大型海藻、養殖施設

5 cm
【食材】乾燥し、ところてん、寒天として食べる。

シマダジア
【繁茂期】夏季〜冬季
【大きさ】長さ10〜30cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は直径約 1 m m までの細い円柱状
で、叉状分岐して各方面に伸びる。枝の先端は鉤
状（フック状）になって絡み合い、他の海藻など
に絡みつく。

【学名】Heterosiphonia pulchra (Okamura) Falkenberg
【水平分布】北海道西部、本州、四国、九州
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場
【繁茂期】春季
【大きさ】長さ3〜6cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は直径200〜300µmの偏円で細い糸
状で、主軸は3〜4回羽状に枝を出す。体は中軸細
胞と4つの周心細胞で構成され、皮層はない。

【食材】乾燥して、ところてん、寒天として食べる。
福岡では「おきゅうと」、新潟県では「えごねり」
と呼ばれる。

アミクサ

3 cm

【学名】Ceramium boydenii Gepp
【水平分布】北海道、本州、九州
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】大型海藻、養殖施設
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海藻 Seaweed

紅藻綱 Rhodophyceae

ハイウスバノリ
【学名】Acrosorium yendoi Yamada
【水平分布】北海道、本州太平洋岸北部〜中部、本
州日本海岸、九州北部
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】他の海藻
【繁茂期】春季
【大きさ】長さ5〜10cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は幅2〜5mmの薄い線状の葉状で、
数回複羽状に枝分かれして広がる。縁辺や裏面か
ら根様突起を出して葉状部下部は這い、他の海藻
などに付着する。縁辺は全縁で、鉤状（フック
状）にならない。

【形態的特徴】体は薄い膜質の葉状で、主軸には明
瞭な中肋がある。主軸の中肋から先の尖った薄い
膜状の枝を出
嚢果
し、枝の中肋か
らも小枝が出
る。果胞子体で
は、小枝の基部
近くに嚢果（果
胞子の形成器
官）が形成され
る。

ユナ
【学名】Chondria crassicaulis Harvey
【水平分布】北海道、本州、四国、九州
【垂直分布】潮間帯中部〜潮下帯
【生育場所】岩場に群生する優占種

3 cm
ヌメハノリ
【学名】Cumathamnion serrulatum (Harvey) Wynne et
Saunders
【水平分布】北海道、本州北部
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場
【繁茂期】春季
【大きさ】長さ10〜30cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体

【繁茂期】春季
【大きさ】長さ3〜20cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は小盤状の付着器から多数直立す
る直径2〜5 m mの円柱状または偏円で、主軸は各
方面に互生に枝を出す。枝の付け根はくびれ、先
端は丸い。枝から出る小枝は棍棒状である。体は
肉質で、主軸基部から匍匐枝を出し、岩上に付着
する。
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海藻 Seaweed

紅藻綱 Rhodophyceae

ウラソゾ
【学名】Laurencia nipponica Yamada
【水平分布】北海道、本州太平洋岸北部、本州日本
海岸、瀬戸内海、九州北部
【垂直分布】潮間帯下部
【生育場所】岩場
【繁茂期】春季〜夏季
【大きさ】長さ10〜40cm
【生活史】同形世代交代
型：巨視的四分胞子
体・配偶体・雌性配偶
体上の果胞子体
【形態的特徴】体は小盤
状の付着器から直立す
る 円 柱 状 で、 直 径 約
3 m mまでになる主軸は
不規則にらせん状に枝
を出す。枝は棍棒状の
短い小枝を出す。主軸
基部から匍匐枝を出
し、岩上に付着する。

ミツデソゾ
【学名】Laurencia okamurae Yamada
【水平分布】北海道、本州太平洋岸、四国、九州
【垂直分布】潮間帯下部
【生育場所】岩場、港湾

ハネソゾ
【学名】Laurencia pinnata Yamada
【水平分布】北海道南部、本州、四国、九州、南西
諸島
【垂直分布】潮下帯
【生育場所】岩場、養殖施設
【繁茂期】春季
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は小盤状の付着器から数本直立す
る。偏圧で幅約5mmまでになる主軸は平面的に羽
状互生に枝を出す。枝は羽状に分岐し、棍棒状の
短い小枝を出す。主軸基部に匍匐枝はない。

【繁茂期】春季〜夏季
【大きさ】長さ5〜20cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は小盤状の付着器から直立する円
柱状で、直径約0.8〜1.2mmの主軸は3方向に枝を
出す。枝は棍棒状の短い小枝を出す。主軸基部か
ら匍匐枝を出し、岩上に付着する。
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海藻 Seaweed

紅藻綱 Rhodophyceae

フジマツモ
【学名】Neorhodomela aculeata (Perestenko) Masuda
【水平分布】北海道、本州北部
【垂直分布】潮間帯下部
【生育場所】岩場
【繁茂期】夏季
【大きさ】長さ10〜35cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は盤状の付着器から直立する円柱
状で、直径約2mmまでになる主軸は各方面に不規
則に枝を出す。主軸や枝はトゲ状または剛毛状の
小枝を密生させる。体は黄褐色から暗褐色で、褐
藻ウミトラノオに似る。多年生種である。

3 cm
【形態的特徴】体は匍匐部から多数直立する細い糸
状で、直径約0.4mm以下の主軸は各方面に枝を出
す。枝はさらに小枝
を出し、絡み合って
房状になる。体は暗
紅色で、 4 つの周心
細胞を持ち、皮層は
ない。

イソムラサキ
【学名】Symphyocladia latiuscula (Harvey) Yamada
【水平分布】北海道、本州太平洋岸北部)、本州日本
海岸
【垂直分布】潮間帯下部
【生育場所】岩場
【繁茂期】春季
【大きさ】長さ5〜15cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
【形態的特徴】体は多数直立する細く扁平な葉状
で、幅1〜1.5mmの主軸は縁辺から数回互生、羽状
に枝を出す。主軸や枝の中央部は中肋状に厚く、
枝の先端は真っ直ぐで尖る。体は紫褐色で硬く、
押し葉にすると台紙が紫色に染まることがある。

ショウジョウケノリ
【学名】Polysiphonia senticulosa Harvey
【水平分布】北海道、本州、四国、九州
【垂直分布】潮間帯下部
【生育場所】岩場、他の海藻、養殖施設

【繁茂期】秋季〜春季
【大きさ】長さ5〜20cm
【生活史】同形世代交代型：巨視的四分胞子体・配
偶体・雌性配偶体上の果胞子体
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海草 Seagrass

単子葉植物綱 Liliopsida

スガモ
花穂

【学名】Phyllospadix iwatensis Makino
【水平分布】北海道、本州北部
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯
【生育場所】岩場に群生する優占種

アマモ
【学名】Zostera marina Linnaeus
【水平分布】日本各地
【垂直分布】潮間帯下部〜潮下帯

【繁茂期】春季
【大きさ】長さ100〜150cm
【形態的特徴】体は岩上を匍匐して付着する匍匐茎
と、直立する幅2〜5 m mの細く長い葉からなる。
葉は先が丸く、平行の葉脈が 5 本あり、縁に鋸歯
がある。多年生種で、成熟期には花を咲かせて受
粉し、花穂の中に錨型の種子を作る。
【生育場所】内湾の砂泥地に群生する優占種
【繁茂期】春季
【大きさ】長さ50〜100cm
【形態的特徴】体は砂泥中を匍匐する地下茎と、直
立する幅3〜5 m mの細く長い葉からなる。葉は先
が丸く、平行の葉脈が5〜7本あり、縁に鋸歯はな
い。多年生種で、成熟期には生殖するための細長
い花枝を形成して花を咲かせ、受粉して花穂の中
にイネの籾とよく似た形の種子を作る。

花枝

【食材】「藻塩草」とも呼ばれ、昔は塩を取るため
に使われた。

- 40 -

参考文献
Hind, K. R., Gabrielson, P. W., Lindstrom, S. C., Martone,
P. T. 2014. Misleading morphologies and the
importance of sequencing type specimens for
resolving
coralline
taxonomy
(Corallinales,
Rhodophyta): Pachyarthron cretaceum is Corallina
officinalis. J. Phycol. 50. 760-764.
堀輝三. 1993. 藻類の生活史集成 褐藻・紅藻類. 内田
老鶴圃. 東京. pp.1-367.
堀輝三. 1994. 藻類の生活史集成 緑藻類. 内田老鶴圃.
東京. pp.1-345.
神谷充伸. 2014. ネイチャーウォッチングガイドブッ
ク 海藻. 誠文堂新光社. 東京. pp.1-271.
川嶋昭二. 1993. 日本産コンブ類図鑑. 北日本海洋セン
ター. 札幌. pp.1-206.
鈴木雅大 2014. 激変する真正紅藻綱の分類. 藻類. 62.
166-171.
高松正彦. 1974. 原色海藻図譜

岩手県越喜来半島周

辺海域産の海藻. 北里大学水産学部. 岩手. pp.142.
吉田忠生. 1998. 新日本海藻誌. 内田老鶴圃. 東京.
pp.1-1222.
吉田忠生・鈴木雅大・吉永一男. 2015. 日本産海藻目
録（2015年改訂版）. 藻類. 63. 129-189.
Yotsukura, N., Kawashima, S., Kawai, T., Abe, T., Dreuhl,
L. D. 2008. A systematic re-examination of four
Laminaria species: L. japonica, L. religiosa, L.
ochotensis and L. diabolica. J. Jpn. Bot. 83. 165-176.
多紀保彦・近江卓. 2000. 食材魚貝大百科 第4巻 海
藻類+魚類+海獣類ほか. 平凡社. 東京. pp.8-40.
岩手県立宮古水産高校. 2017. http://www2.iwate-ed.jp/
myf-h/index.html（アクセス: 2017年1月21日）.

和名索引
アカバ

ア
・・・・・・・・・・・ 27

アカバギンナンソウ
アカモク

・・・・・・・・・・・ 29
・・・・・・・・・・・ 20

アサミドリシオグサ
アナアオサ
アマモ

・・・・・・・・・・・ 8
・・・・・・・・・・・ 5
・・・・・・・・・・・ 40

アミクサ
アミジグサ

・・・・・・・・・・・ 36
・・・・・・・・・・・ 11

イソダンツウ
イソムラサキ
イボツノマタ

・・・・・・・・・・・ 26
・・・・・・・・・・・ 39
・・・・・・・・・・・ 28

ウガノモク
ウシケノリ

・・・・・・・・・・・ 21
・・・・・・・・・・・ 22

ウミゾウメン

・・・・・・・・・・・ 24

ウミトラノオ
ウラソゾ
ウルシグサ

・・・・・・・・・・・ 20
・・・・・・・・・・・ 38
・・・・・・・・・・・ 15

エゴノリ
エゾシコロ

・・・・・・・・・・・ 36
・・・・・・・・・・・ 24

エゾノネジモク
オキツノリ
オゴノリ

・・・・・・・・・・・ 21
・・・・・・・・・・・ 33
・・・・・・・・・・・ 34

オバクサ
カタノリ

・・・・・・・・・・・ 26
カ
・・・・・・・・・・・ 30

カヤモノリ
キョウノヒモ
クロハギンナンソウ

・・・・・・・・・・・ 15
・・・・・・・・・・・ 32
・・・・・・・・・・・ 28

クロモ
ケウルシグサ

・・・・・・・・・・・ 12
・・・・・・・・・・・ 16

コスジフシツナギ
コメノリ
コモングサ
サンゴモ
シマダジア

・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・
サ
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・

ショウジョウケノリ
シリオミドロ
シワヒトエグサ

・・・・・・・・・・・ 39
・・・・・・・・・・・ 4
・・・・・・・・・・・ 3

スガモ
スサビノリ

・・・・・・・・・・・ 40
・・・・・・・・・・・ 22

スジアオノリ
スジムカデ
スジメ

・・・・・・・・・・・ 6
・・・・・・・・・・・ 31
・・・・・・・・・・・ 17

セイヨウハバノリ
タマジュズモ

・・・・・・・・・・・ 14
タ
・・・・・・・・・・・ 7

タルガタジュズモ
ダルス
タンバノリ

・・・・・・・・・・・ 6
・・・・・・・・・・・ 23
・・・・・・・・・・・ 30

チガイソ
ツヤナシシオグサ

・・・・・・・・・・・ 16
・・・・・・・・・・・ 7

ツルツル

・・・・・・・・・・・ 31
ナ
・・・・・・・・・・・ 37
・・・・・・・・・・・ 13

ヌメハノリ
ネバリモ
ノリマキ

35
33
10
25
36

ハイウスバノリ

・・・・・・・・・・・ 26
ハ
・・・・・・・・・・・ 37

ハイミルモドキ
ハネソゾ

・・・・・・・・・・・ 9
・・・・・・・・・・・ 38

- 41 -

ハネモ

・・・・・・・・・・・ 9

Chaetomorpha aerea

・・・・・・ 6

ハリガネ
ヒジキ
ヒトエグサ

・・・・・・・・・・・ 33
・・・・・・・・・・・ 19
・・・・・・・・・・・ 3

Chaetomorpha moniligera
Chondria crassicaulis
Chondrus verrucosus

・・・・・・ 7
・・・・・・ 37
・・・・・・ 28

ヒラアオノリ
ヒラムカデ

・・・・・・・・・・・ 4
・・・・・・・・・・・ 31

Chondrus yendoi
Cladophora opaca

・・・・・・ 28
・・・・・・ 7

ピリヒバ
フクリンアミジ
フクロノリ

・・・・・・・・・・・ 25
・・・・・・・・・・・ 11
・・・・・・・・・・・ 14

Cladophora sakaii
Codium fragile
Codium hubbsii

・・・・・・ 8
・・・・・・ 8
・・・・・・ 9

フクロフノリ
フシスジモク

・・・・・・・・・・・ 27
・・・・・・・・・・・ 19

Colpomenia bullosa
Colpomenia sinuosa

・・・・・・ 13
・・・・・・ 14

フシツナギ
フジマツモ
フダラク

・・・・・・・・・・・ 35
・・・・・・・・・・・ 39
・・・・・・・・・・・ 30

Corallina officinalis
Corallina pilulifera
Costaria costata

・・・・・・ 25
・・・・・・ 25
・・・・・・ 17

フトモズク
ベニモズク

・・・・・・・・・・・ 12
・・・・・・・・・・・ 23

Cumathamnion serrulatum

・・・・・・ 37

ヘラリュウモン
・・・・・・・・・・・ 26
ボウアオノリ
・・・・・・・・・・・ 5
ホソメコンブ（変種） ・・・・・・・・・・・ 18
マ
マコンブ
・・・・・・・・・・・ 18
マツノリ
・・・・・・・・・・・ 32
マツモ
ミツデソゾ
ミル

・・・・・・・・・・・ 10
・・・・・・・・・・・ 38
・・・・・・・・・・・ 8

ムカデノリ

・・・・・・・・・・・ 29
ヤ
・・・・・・・・・・・ 34

ユカリ
ユナ

・・・・・・・・・・・ 37
ワ
・・・・・・・・・・・ 17
・・・・・・・・・・・ 13

ワカメ
ワタモ

D
Desmarestia japonica
Desmarestia viridis

・・・・・・ 15
・・・・・・ 16

Dictyopteris pacifica
Dictyota dichotoma

・・・・・・ 10
・・・・・・ 11
・・・・・・ 26

Dumontia simplex
G
Gloiopeltis furcata
Gracilaria vermiculophylla

・・・・・・ 27
・・・・・・ 34

Grateloupia asiatica
Grateloupia divaricata

・・・・・・ 29
・・・・・・ 30

Grateloupia elliptica
Grateloupia lanceolata
Grateloupia ramosissima

・・・・・・ 30
・・・・・・ 30
・・・・・・ 31

Grateloupia turuturu
Grateloupia livida

・・・・・・ 31
・・・・・・ 31
H

Helminthocladia australis

・・・・・・ 36

Heterosiphonia pulchra

学名索引

・・・・・・ 23

L

A
Acrosorium yendoi
Ahnfeltiopsis flabelliformis

・・・・・・ 37
・・・・・・ 33

Ahnfeltiopsis paradoxa
Alaria crassifolia

・・・・・・ 33
・・・・・・ 16

Alatocladia yessoensis
Analipus japonicus

・・・・・・ 24
・・・・・・ 10
B

Bangia fuscopurpurea

・・・・・・ 22

Bryopsis plumosa

・・・・・・ 9

C
Campylaephora hypnaeoides
Caulacanthus usutulatus

・・・・・・ 36
・・・・・・ 26

Ceramium boydenii

・・・・・・ 36

Laurencia nipponica
Laurencia okamurae

・・・・・・ 38
・・・・・・ 38

Laurencia pinnata
Leathesia difformis

・・・・・・ 38
・・・・・・ 13

Lomentaria catenata
Lomentaria hakodatensis

・・・・・・ 35
・・・・・・ 35
M

Mazzaella japonica

・・・・・・ 29
・・・・・・ 3

Monostroma nitidum
N

・・・・・・ 24
・・・・・・ 27

Nemalion vermiculare
Neodilsea yendoana

・・・・・・ 39

Neorhodomela aculeata
P
Palmaria palmata
- 42 -

・・・・・・ 23

Papenfussiella kuromo

・・・・・・ 12

Petalonia fascia
Phyllospadix iwatensis
Plocamium telfairiae

・・・・・・ 14
・・・・・・ 40
・・・・・・ 34

Polyopes affinis
Polyopes lancifolius

・・・・・・ 32
・・・・・・ 32

Polyopes prolifer
Polysiphonia senticulosa
Protomonostroma undulatum

・・・・・・ 33
・・・・・・ 39
・・・・・・ 3

Pterocladiella tenuis
Pyropia yezoensis

・・・・・・ 26
・・・・・・ 22
R

Ruglopteryx okamurae

・・・・・・ 11

S
Saccharina japonica
Saccharina japonica var. religiosa

・・・・・・ 18
・・・・・・ 18

Sargassum confusum
Sargassum fusiforme
Sargassum horneri

・・・・・・ 19
・・・・・・ 19
・・・・・・ 20

Sargassum thunbergii
Sargassum yezoense

・・・・・・ 20
・・・・・・ 21

Scytosiphon lomentaria
Stephanocystis hakodatensis
Symphyocladia latiuscula
T
Tinocladia crassa
Titanoderma tumidulum
U
Ulva compressa

・・・・・・ 15
・・・・・・ 21
・・・・・・ 39

Ulva intestinalis
Ulva pertusa
Ulva prolifera

・・・・・・ 5
・・・・・・ 5
・・・・・・ 6

Undaria pinnatifida
Urospora penicilliformis

・・・・・・ 17
・・・・・・ 4

・・・・・・ 12
・・・・・・ 26
・・・・・・ 4

Z
Zostera marina

・・・・・・ 40

- 43 -

2016年度北里大学海洋生命科学部附属
三陸臨海教育研究センター年次報告
Vol. 3 （特別号）

岩手県南部海域の海藻
Seaweeds on the southern coast of Iwate Prefecture,
Japan
公開日
2017年7月17日
著

者
北里大学海洋生命科学部
北里大学海洋生命科学部
北里大学大学院海洋生命科学研究科
北里大学海洋生命科学部
北里大学大学院海洋生命科学研究科

難波
岡本
篠塚
加戸
片寄

信由
侑己
美佐希
隆介
剛

本報告の利用条件について
１．本報告は、北里大学の公式サイトに掲載された電子媒体と
して公開され、誰もが閲覧することができます。
２．本報告の著作権は、学校法人北里研究所にあります。
３．著作権上認められた場合を除き、本報告の全て、あるいは
本報告の内容に記載されている全てのコンテンツ（文章、写
真、図など）を無断で利用する（転載、複製、貸与、また
は配布・配信など）ことは著作権の侵害になります。
４．本報告の全て、あるいは本報告のコンテンツの利用を希望
する場合は、事前に学校法人北里研究所の許諾を得て下さ
い（サイトの利用条件：h t t p s : / / w w w. k i t a s a t o . a c . j p / j p /
s i t e _ p o l i c y . h t m l ）。手続きの詳細については、
serc@kitasato-u.ac.jpまでお問い合わせ下さい。
５．本報告を引用する場合は、出典（著作者名、公開年、題
名、雑誌名（巻、号）、ページなど）を明示してくださ
い。
【引用例】
難波信由・岡本侑己・篠塚美佐希・加戸隆介・片寄剛
（2017）岩手県南部海域の海藻．2016年度北里大学海洋生
命科学部三陸臨海教育研究センター年次報告書．3（特別
号）：1-43.
Nanba, N., Okamoto, Y., Shinotsuka, M,. Kado, R., Katayose, G.
(2017) Seaweeds on the southern coast of Iwate Prefecture,
Japan. Annu. rep. SERC. 3 (Special issue): 1-43.

