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香 川 県 海 産 旦 頼 目 線（その1、

燵灘東部●億酸瀬戸西部）

香川県立高瀬高等学校 畠山祥一郎
ト．蜜えがき
種名、属名など分頬についではすべて稲葉（／9占3）

貝類に周する網査報告は香川県￣l、てはこれきてにその例
をみないょうである。モこで筆者は県下の貝類相を明らか

に従った．

にしたいと思い，先づ筆者の住む三豊海域での採集調査を

試みた．一応の成果を得たので，その結果を報告しその後

3．結果と考察
瀬戸内海に生息する貝頬−ま絢9ヱ♂櫨；（9ゲ／−ヱ／）

の資料としで記錦してお薄たい。

採集は軟体動物のうち貝類（多殻綱●脊足綱，膿足綱，

で、そのうち三塵海域に生息する貝類は約占ざさ種で瀬戸

掘足綱）のみを対象とし，鎖足綱と，腹足綱中の後絶類（直

内海全体の虚8／92●＝7、3％にあたる．表1は相集（／9
d3）の貝類（分母）と筆者の採集した機赦（分子）を不し
てある●採集組数／97種のうち／ぎ占種は瀬戸内海全域

神経亜綱）に属するウミウシ類、アメフラシ類は対象にし
なかっ、た．梯足類は全弁詫採集できなかった●広大附属向島
臨海実験所の稲葉明鹿生によれば，一地域で約3ク♂種を

に分布する頑で、残り／／種は分布域の限られでいるもので

採集し得るとのことであるが、採；集も九が多く、その約

ぁる．その〝機は次の通りである．斧足綱のうちアッシ

占∫％を採集したにすぎない．今後は採集方法を改め、更

オガマはⅠ区、イナカタチペニはBg区、ミミエガ1ノ、ンレイ

に】拘査地域を拡けたいと思っでいる．

ヒバリガイ，シロサルは0区、エゾマテは軍区、ペンケイガ1
マダラチゴトリガイはW区にのみ記録のある種であった．

シナハマグリは輩殖のため移入されたもので除外抱でぁろ

2．採集地，採集時覿，採集方法

う．駿足チjではクロアワビ，コウダカアオガイは0区のみに

採集地は近くで行きやすい海樺を選んだ．阻1の3−る，

遠仁5録のろる；憧でぁった．この他にも、娘られた地．区でしか

12・〜1引よ睦続きで数臥7〜11，16は夏休みに船を貸りで
生物部員とともにヱ・−3臥2はエビ⊃ギ網漁船、lは貝
コギ繊魚船に同乗してそれぞれ／世の採集をした．17はエ
ビコギ網の漁くずから採集した．採集は迫75年6月・〜祁年

記録されていない種がいくつか採集された●これは県下で

の貝嫡の硝査が進んでいないためであろう．
褒1．瀬戸内海慮貝頒の分布と三豊海域の貝類

6月の／牛樽巨rある・7・、・∂月（夏休み）に大潮の干潮時

をみはからっで採集に行き、潮間帯での採集や低潮線付近
を潜水して採集した●スぎ月以外は干潮時の潮間帯での採
集が主でめる．

（注）

ro；外区（雷…霊芝：誇鞄驚泡装灘
8名一億覇劾戸東部，備前i毎域
‡；
内区 Bt−傭読瀬戸西部，水島灘
Bg−備後灘，よ遂灘
（東半，西半は備報瀬戸を境とす右⊥）

▲LL；全域

図1．採集地点の佐屋

図1の番号は次の通りである・ 1観音寺汽2大焉
島周辺，3父母海亀4小嘉島海卑5大浜海薦d生呈海草
789荘内半島突端、10粟島、11＝面島、12楠浜海j革、
13香田海岸、14高瀬川河口、15津島海岸、16伊吹、
17三崎・−六亀岡
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表4、生息地別採集率求

表2には、三盟海域での採集率と瀬戸内海全域での採集
率を示した．堀足掛よ全然採集できなかった．腹足類中の
アメフラシ，ウミウシ類約9♂種は採集対象にしなかったの

多数綱

で、腹足娘の採集率19％は、それを巨余いても81／伍38
−90）＝23％となり、斧足頒にくらべてかなり低い●

砂，泥地帯

斧足綱

その他
表2、採集率※

25
28

／ 選一9 諾
−7

25 37 旦

分布 網 多飯綱 斧足綱 拘足網 鹿足綱 料
瀬戸内う毎会城に
対する採集率 も25 岩船 言 0 茂−3 諾2−

盲十

・7

鱒考石地帯 孟25 諾一。

なる．採集場所を拡け採集方法を改めていきたい．

駿足綱

，蕾39 言0 裁ほ 諾

混在地滞

貝類全体の採集率29％はJこの9♂種を除いても197／
（d88一−90）＝34％となり、約1／3を採東したことに

凋足綱

59 24

畠3 逮 d
5

0

品−3 諾2−

4．要約
1）／97、ぎ年d月〜7占年占月にかけて三豊海域て貝類
の採集を行ない、斧足頼／／J．種，臓足頼∂′櫨，多殻頗

三豊海域に対す る採集率 も25 ㌶52 ○ iO 息−9 諾29

ゲ唾の計／97種を採集した．
2）三塾i毎域に生息すると思われる貝芙員の約Jク％を採集
表3には垂直分布からみた亨采集率を示した●各綽ほも水
傑が深くなるほど種類数は多くなるが、採集率は低下しで

した●

3）採集率は斧足類，多殻頼，恨足穎の順に少なくなってい

いる．これまての採集は潮間帝を主にしでいたからである●

る●

今後は潮下帯での採う最も多くし、更に）魚船等にも依頗し採
集していきたい．斧足頑にくらべ、腹足頑の 採集率が低い

4）Ⅳ帯での採集率が特に低い．また、Ⅳ帯の岩，石，れき地
礪ーこ．多い種娘の採集方ラ去を検討しなくてはならない●

のはアメフラシ王制等を採免対象にしなかった他に生息地と
手業集方ラ去の開通でぁろうと思われる●

5．劫綿

採塊にあたりご協力をいただいた漁帥の方々，満潮楢校の
生糊部属の三者（大平，名越，福岡），標本の同定を心Jく

表3、垂直分布からみた採集率※

おひきうけくだ至った広大附属出払ン毎実牧所の硝東明彦先生
，これまでいろいろご精強ご助言をいただいた香川大挙の

垂直分 多殻綱 斧足綱 掘足綱 腹足綱 計

房水哲雄′じ窯．に心より感【粛の虜を申しゎけます●

』0 8 昔 0

湖上帯 く℡○）

潮間帯く℡） ⊥25 4 き・・
卜Ⅳ 雷宕 ヱ25 12 ぷ39
潮下帯 くN）
計

／

岩31 票35
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汲部忠盛．／974∠．琉鼠色日本兵頬阻哀監．イ呆育社，大阪
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蕾封 号 0
這25 諾371号0

奥谷潜司．／97、タ。学研中高図鑑．貝工．学習研究■杜，

諾8 ・d

讃

東京．

−3 2−

奥谷禽司・渡部忠盛．ノ97∫・学研中高題鑑，貝工Ⅰ．

盈 諾

学習研究社，東京．

柏葉明彦．／9d3．瀬戸内海の生物柏。pp．る3へ・1る2・

袋4は生息地州こみた採集率でろる．N備の砂泥地に生

向島臨海実機所創立30周年記念出版．広島大学理学

息する腹足越、斧足頒l封鄭紆絹，エビコギ綱等で採塊しうる
が、岩，石れき地滞に多い碩尖射よ、この方法では採集適職

部付属向励由如毎実検所，広也

小菅貞男・汲部忠盛．／97∫．標準原色劇場全集，3・貝．

であろう．生息地に応じた採集方法をイ失言寸しなくてはなb

保育社，大阪

ない●

吉良智明。／97こヲ・．原色日本兵類似塩．保常社，大漁
同日童・瀧鰭．′97（フ。原色動物大図鑑，Ⅱ．北隆館，東京，
奥谷禽司・竹村盛大．／97d。原色自然の争破，日本の貝．

以上に述べた全採集物の日掛ま3p．〜旭p．に記赦した●

鵠云炎社，東京

※：表2′，表3，表4中の分母は生息数、分子は採集数、
右の数字は採集率（％）を示す●
−2−
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ALISTOF卜仏RIN SHELLS（pHYLUM㈹l⊥USCA）
IN KAGAMA PREFECTUREJPARTI

ぶ士露α㌘eα「卑る乃βαクeαノそ乃fβ呼Zるeα七α（Gr∂bauet叫′

1928）＝血eα「βα戒α七るαノねたoyαmα宜伽a，1933
ヨ⊃乎マ三三エがイ

Ⅳ；S埼（c）．

ClassⅨm工且COPHOR諷 多数綱
OrderI寸e010ricata 新ヒサ ラがイ員

S準ご￡am土1yI細1acea イがイ上科

Sl加血工■工Sd血止to出＿na ウスヒワ≠ラがイ亜白

6Fa血1y吋ヒ11idae イがイ料

1．．Fam土1y工SC血hl血dae ウスヒサ ラがイ科

地成oZ祝∂柁るppoれ宜e祝β（Oyar限，1950）

∫βeあ托クeわ宜ねれけβeわ乃Oeわ乞われノeク〝甲ね8（Gould，1859）
T欄；旦；（c）・

ウスヒサ

2りFan止1yα止bnエdaeクワス りがイ科

ラがイ
助成0言祝g柁宜士宜血さ（Reeve′185L7）

StbfamilyChitoninaeクサス りがイ虫科

そ0乙αノ

助成oZα乃壱士る（払1ischke．18174

トNラ5堅；（c）

司わd￡○乙以ββ壱㌘αわβ乃さそ∂Jbusse∽．1891

Stわfa血1yAcan也opleu出n詑 り＝ヒサ うがイ亜科
エる0乙呼わ㍑PαJ呼ク乃るeα几isd庇e．1873）

ヒサ

N；叩；（c）．

うがイ

肋d乞oZれβわα乃乙eyるmr血鉦′1882

で；GR；（m）

ルレイヒハ≠りがイ

＝lbZさeZZα花子fる（払auct．mn僅eeve′1857；助成oZαノJ

Subrder Aca打出1Odlitonina ケ憎≠ヒサ≠ぅがイ戯目

no工・（LIsd庇e．1874；肋♂乙oZα）

3．FamilyA〇an也旧dlitⅦ止dae ケJⅦ≠ヒサ≠ぅがイキ斗

N；SIIq；（a）．（d）．

S止ばamま1yAc血hi血ae 加がヒサ ラがイ史料

物士‡Z㍑∂e血乙そ∂L止m詑闇．1−758v拡．

Aく，α乃士わoeわ乞わ乃ユつ！虎㌘0乙宜乃eαね8几iscⅢくe，1873）

ムラ憐イがイ

ヒメケハダヒサ≠ラがイ N7 R；（m）．
物右・；乙祝βeOmβe㍑β駿）uld．186ユ

Class pEm 斧足綱

で」勘 R；（m）．
他ほe祝Z祝さr助ge祝乙そ∂如ノ8￠励α祝ざ惹祝g（Benson．1842）朴トキ≠ス

SⅥ驚rfamilyÅmacea フ袖 イ上科
4 陶血1y糎ごはae 野牛がイ科

で−N；SM；（m）．

G乙ye財mβ元β化ム・訂eyme㌘るきノびeβ詰るね「DⅦ虫訂′1877）クマ辛がイ

励βe祝Z祝さ「助∂e祝Zるβ士αノJ一年p（フ托そe祝8（DⅦ庇erノ1857）

N；S；（r）メ（d）．

Ⅳ；S≠＝（c）．

G乙訂ey研eヱイ8「GZ訂e封me㌘る∂ノα乙あoZ宜乃βαね仏iscbke，1872）

何朴卜千≠ス

励βe㍑乙㍑さ「鞄￠乃βZZαノe呼㌘eg∂（Q汎止d′1861） タマ工がイ

へ≠コケイがイ

N；S；（a）；（d）．

勃さe以Z祝8ナ協柁祝βauCt．nOn（mmke工・．1857；エαれるβ詰る㌢氾ノ

5．Fお止1yA工℃idae フネカ イ料

A㌘eαあ0祝eα㌘d宜ゐussem′1894

イがイ

均士るZ祝さe和8βる士β如αL土scbke′1868

0王der Filib工・arld止a 糸鮭臼

劫さe祝Z祝8乃egZeeね∂粗1r⊂da．1942
コへ≠ルトフ袖≠イ

T−N；R；（m）．

T−N；E；（c）；はl．

AあZαα士㌘αねrLl∝加ke，1871）

βαめα士るα作αりるg乃yα㌘eαルる㌘eさee乃80加祝∂0乞（おβ（吋St，
1848）T；R；（c）．

リサがラス

ニ粕‡ββ‡乙αβZp喝αね8auCt．m（知ainson，1821；励d−

月わ訂β80〆αた祝ア0（おi化s・et工W・Tak土．1929）クサス りがイ

で−N；GR；（m）

ヒハ≠りがイ

T−N；R；（c）．

クロク≠チ

T；R；（m）．

カリがネ工がイ

AI昭血m（助呼ね㌘eαノあpo喝ぁわ乃壬乞（馳hご蝕⊂欠，1867）ァ肋 イ

St笹erfamilyPteriacea ウグイスがイ上科

N；S旺；（c）．

7．Family Pヒehldae ウク イスがイ科

Aれα血㌘αrβeαpわα㌘eαノ∂1ゐeヱ，βγ協士α（hsd血e′1869）サル汁 オ

Pる乃eねゐ伽αね（度〉uld，1850）

N；S机（c）．

AwdαPα√βe甲奴ヱ｝eαル㌘∂∽Tm∂ka′1959

アコMコ≠イ

〒Pる偲士αゐmα㌘士eγばる宜（mmker．1872）

クマ加ホ≠オ

N7GR；（c）；（d）．

N；S勒（ご）．
A乃αゐ㌘αけe〆ZZα㌘eαノダ㌘α乃0βαあそ8β乃e乃8‡8Sdhendくet
飴ir血aれ1938 T−N；勒（rr）；（d）．

Su匹rfarnilYPimacea冊り‡がイ上科
ハイがイ

β七銘α㌘eα（Gα乙αe士e乙Zαノ∂封me士元eα（Re聞．1844）≡≡エがイ

8・Fa血1yPimidae ′冊り辛がイ科
露乃憬「C封γねpもれγ昭ノα古土e乃∽ねReeve．1858 」冊り‡がイ

T⊥N；≦堅；（a）・

N；S拍（m）．

β七元αeα「蝕‡αeね乙Zαルy併αるHab′1953 ＝ヨリ≡三エがイ

新地有Ⅶ（Sβm，α七㌘る閻ノpee去る乃αねブ呼0乃るeα（R盟Ⅵ≡′1858）

T−N；！選；（m）．

N；S呵（Ⅳ）．
−5−
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SuperfamilYPectinaceaイ5ZT，がイ上村

N；S坤（ご）；（d）．

スタ≠レモシ方がイ

9．Familypectin土dae 作和 イ科
Superf如止1yCard土taceaトマ柏 イ上科

rたZ併封8薄㌘㌘e㌘それるppo乃￠閥るβⅩu工da．1932 アス マ＝シ千

15．FamilYCarditidaeトマT＞b≠イ科

村JGR；（c）．
侮‡αeわ乙叩∂わ宜㌘α8e宜（呵′1904）

Cα㌘（泥七α乙βαγはm∬庇er，1860

陀ノ＝シ‡

＝Cわ乙鞘∂九る㌘αgβるeeクβねね餌y．1904

トマ和≠イ

コCα㌘d乞ねe∽7も喝もαれαDしmker■′1860

N；R；（ご）．

T−N；R；（m）．

侮ZαeわZαJ喝さわ惹㌘αさeる仇フαJ宜β憬る∂（Pll由工y，1905）
アワシ

N；R；（ご）．

チヒロ

P（∋e七βれ仰0ねび0乙αノαZあるeα乃β（SclⅡ6ter．1802）

Su渾rf甜止1yqⅦ止acea ノ三ハマデリ上科
16小Family Sprヒellldae ケツ メがイ牙

＝P￠e士β乃Zαq祝eαねさ訣Ⅳe工by，1842

イタ用≠イ

血宜β。ゐれねγeeZ㍑之イ（独唱，1864）

N；S；（ご）．

J＼マカセ がイ

N；GS；くご）；（d）．

10．Famj．1y Spndylldae ウ三幸≠ク科
チリホ≠タン

卑0れ砲Z祝βeme乃ねさLisd血e′1868

SuperfamilYLucinacea マンケ≠畑 イ上科

℡−N；R；（m）．

17．FamilYDipIcdmtidae（Ungulinidae）フ鋸 汚がイ科
C財e乙α成eαmαe祝m㌘α惹（肋be．1960）

Sq騨・f訂正1yL加誠飽 三ノがイ上科

とま′オがマ

N；S町（ご）；（d）．

11．F甜止1yI血止dae 三ノがイ紳

旬eヱα成e仰αお祝eわ壱宜（Yambet‡始be，1959）アlルオがマ
ウスコ‡三ノ

助扉βZヱ㍑mぁるγαββ惹仲ilsb工y，1901）

N；GR；（ご）；（d）．
フクレユ‡三ノ

肋乃ねZZ研わαた0ゐ士β乃さ￠（1政umga′1907）

N；S門；（「）；（d）．
18．F訓土吋叫aslri血e ハナシがイ料

率匝紛肋畑q仰成（＝由e′1962）

N；白帆 GR；（c），

マル′廿シがイ

N；S即；（「）；（d）．

19．F甜止1yLuci∫止dae マンケ りがイ中

餌p班family地底acea T≡マがシウ上科

山e宜乃αβ士eαm8惹αれα（（暫∂Ⅳa．1954）

12・Fa血1y加r止土d詑 丁三マがシウ杓

ナ≡マがシウ

A仰戒αさる乃￠乃さぞ8P比1土甜i′1849

TJN；GR，Sh；（m）．

≠b㌘惹pe8あ惹αヱαね（Pil由エy，ユ8957nOnSe卯enZa；臨1ト
ardi1854．Aれ0ゐ乃七宜αア

＝．4I；0粁こa Z・ise兢eimutse血erg et Fisdler，1907
肋れそα抑TZ）0乃αね（Goul（ヨ，1861）

イセ三万力

N；SM；（ご）；（d）．

Cね那（おZるeαねZα（P土1sb工y．1904）
シマたマがシウモト ‡

＝PZ・αe㍑乃αmクれでαPαdるα士α決Werby′1914

PるZZ祝e五れαr勉ZZ㍑e宜ⅧノZαmy惹（α1m，1938） チヂ≡ウメ

N；GR′Sh；（c）．

N；SM；（c）；（d）．

Sup∋rfamilyOs也eacea イ釦 が干上科
13F∂m土1y Os也eidae イ郊≠がキ科

S準rfa血1yE工平山迫00aコフシ がイ（シタ別がイ）上科

虎ば08士㌘eαeeわ宜γはね（師y etG加・d．1835） りが‡

20．F甜止1yE巧Cinidaeコフゾがイ（シタ列がイ）科

T7 R；（m）．
0ざ士㌘eαd￠憬￠Z・αme乙Zoさα1iscbke．1869

り三ア勺

N；S；（ご）．

P∂￠㍑ゐp釘乞わ省乃αβめβ乞乃㍑α士α（工丘sd永e，1871） ⊃フシ がイ
イタホ≠が‡

N；Po「β年初宜ZZαシャコ）■；（工う・

N；ぐS；（m）．

0さ七♪eαeる㌘e叩宜eね pil盛⊃q／．1904

コウコ≠ロモ

で−N；R；（m）．
C㌘α∂∂0∂士㌘βα〆gα8（Thmberg．1−793）

Sup≡rfam土1yα即aCea キクサ J≡・上科
21．FaI止1yα畑山dae キクワ ル科

マが手

で−N；R，GS；（m）．

Cわαmα㌘β∫Z￠∬α只eeve．1846

キクワ≠ル

＝C九αmαα8Pe㌘SαReeveJ1846
で−N；R；（m）．

Order Et止amellibrandlia 典弁鹿邑

C7ぬmαあ㌘αSβ乞eαReeve，1846

Sl血order胃etercdcnta 輿㌫亜目

シロサ≠ル

T−N；R；（a）．

時rf訂止1yAstarヒacea エゾシラオがイ上科

C71αmd仔8e祝（おeわα研αノ㌘e士㌘クツe㌘8αLisd永e，18 70 ウルノ乃≡斤

14、FamilY Crassate11itidae モシオがイ科

で−N；R；（m）．

C㌘α8βα七eZ乙る七e8乃α乃㍑∂（Adams et下絵eve，1850）

一句−

イ
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エβ祝たomαmα元eαJ呼○れるeαK止−a．1954

Sup∋rf訓j・1yC肛dlacea ワ≠ルがイ上科

22．Fam土1yC甜diid詑 サ≠ルがイ料
S血f肌i．1ylaevica畑土1nae マ乃サ≠ルがイ酎斗

チチ小≡九ノ〕アサリ

で−N；S；（c）．
Ⅴ￠㌘￠mOZpαm宜e㌘α（p土1d⊃ry′1904）
N；Sm；（ご）；（d）．

トリがイ

ダ㍑乙びるαm㍑古老eα（丑eeve′1844）

ヒメカノ〕アサリ

S血f∂mllyでa声tin∂e アサリ亜科

N；巧；（c）．
ア祝乙りるα九祝乃ge㌘．笹竹嘉（Sowで江by．1901）

チコ トリがイP㌘0わ乞わαeαブeゐe乃β宜8（止schke．1874）
TJN7 GS；（m）．

N；SM：（c）．

斤祝d惹七呼e8Jαpクれ五eα（Desh野eS・1853）

エαeび壬eα㌘成仰視乃血坤るeね耶（p土1血叩） マダラチコ トリがイ

＝グ呼eさβem宜ゐe㍑8βαね触∇e．1864

N；SIl：（工）．

イシカウ≠がイ ＝TdPeS Pた：こipFt｝‥エ2−こdT auCt・nOn（Adams et Reeve′18

C乙る仰eα㌘d乙㍑〝！あ蓑乙クリ惹（Rolle，1896）
N；S机；（rr）；（d）．

50；ye乃祝β）

T−N；S；（m）．

SuperfarnilYVeneracea マルスダしがイ上稗
23．FamilYVeneridae マルスダレがイ科

ク呼九惹α作也pあ宜αノe祝gZ封pね（phlll琵）土′1紺7）
N7 S；（ご）．

イブ三がイ

StbfamilY Gafrariinae（Circinae）（宗論イ）酎斗
Cる㌘ee8e㌘惹pね（L出maeus．ユ758）

P呼ぁるα仔呼ぁるαルem壬eo8α（GOuld′1861）

済オがイ

＝グαPe8g㌘eβ∫仲惹Dur血er′18■7 7

＝C宜㌘e￠βね士zeアる（mmvan，1834；Ve乃祝8）

T−N；S；（c）．

T−N；S；（m）．

P呼九るα「勉㌘α士呼e∂ル乃血乙α士α（政〉m，1 788）

s血f加．1yp止arhaeオ三チエシ（ユウ肘JWク≠リ）亜科
蝕加埴画甲瑚小四揖醐m血a

N；Sm．Il；（c）．
et X卸am七0．19−

〃0七惹m8mそ士イさ（Desh∂yeS．1854）
ウスハマク≠リ TJl寸；E（H01es of rock）；（C）．

56 N；SM；（工・）；（d）．
CαZ乙るs七αeわで乃eれ8る8（Ⅰわ1ten．1803）

24．Fa血1yPetr・i∞1土dae イウ初がイ科

マl井マウスレ

＝ye乃㍑8Pαe乞．移eαDillwyn，1817

CZα祝dるeoれeわαブ呼0乃そeα（n】nker′1882）

＝Cお乞わe㌘eα∂五和e†娼惹8決We工by′1855

七三アサリ

T7ア（（YSte工■）；（c）・

で−N；S；（c）．
ウチムラサ辛

βα訂でゐm∂p㍑ヱp∽・αね（知7eごby′1852）

T−N；S伸；（c）．

StjbfarnilyMeretricinae ハマク≠り亜料

Cc．？Ceニ；C e；：i†ZeγLSごs Deshayes，1855

地㌘β士或ぶ乙㍑80㌘惹α「軋呵．1798）

26．．Fam土1y Mactridae ハ 力がイ科

焼㌘e抄る∝Pe士eeわ五α乙壬8（工点m虻故）

ワード；S；（c）．

S止血血1yIわS土nllnae 力が三がイ加科

助e士㌘α「鵬e㌘Omαe士㌘αノα乃g祝乙乞食㌘αReeⅦ′1854 ウカ三ルカ イ

∂08惹乃るαrPわαeOβ∂mαノブαpOれるeα（Reeve，1850） 乃が三がイ

I了；SG；（ご）；（d）．

T−N S；（c）．

斤αβね「勉￠士β乙三甲βノp㍑Zeたe乙Zα（Adams etReeve．ユ850）

∂08惹乃宜α伊あαeO80椚αノγ0βme昆ひ皿1ker．Var． マルヒナがイ

N二・M；（m）．

TJN；Sノ（c）；（d）．

チヨノハブがイ
‡ルクイ

ア㌘βさ㍑∂たee乃αe（mⅡ（ガa et Habe．1950）
タフカが三

＝エ祝士㌘α㌘宜αmα戎mα加工ddendorff′1849；m Reeve

＝∂08惹乃宜α0㌘あ乞e祝乙α士α弧t．nOn Dur永er′1877

弓Seぁる名0士わαe㌘㍑∂犯㍑士ね乙壱auct．non（Conrad．1837；グ㌘−

T」Ⅸ−；S；（C）；は）．

CyeZ宜れα8壱乃e憬るβ（聯肥1in，11791）

ハ≠力がイ

敏之e士㌘αβ祝Zeαね元αReeve．1854

T−N；S；（a）．

SubfarrilYCYClininae オ手シシ小≡亜科

クチハ≠がイ

T；SG；（m）．

ワーN；S；（c）．

Do8仕れ惹α佃0き惹乃乞seαノsめα乙αね蝕「丘廿1，1916

SuperfarnilyMactracea ハ 力がイ上科
25．Family♪つes∝ヨe訂旧七1dae 升 リマスか情

eさ祝さノ T−N；GSIl；（c）．
エ祝七㌘αヱ互αm00宜mαJbnas′1844
ス‡シシ≠三
T」Ⅸ■；S；（c）；（d＜）．

オズトリがイ

＝Cye乙五？∽0㌘宜eれねZ惹8決We血y

ごt】FerfamilyTell土naceaサうがイ（＝ツコウがイ）

で；現；（c）ヱ（d）。

Subf∂血1yCho止nae カノコアサ」（シ評がイ）立科
P乙αeαmβ乃士るα㌘α（Dil坤．1817）

2・7・F即土1ySan卯1止c01ari土d詑 マス椚がイ司斗
八丁がイ

7」N；S；（ご）；（d）．
ー5−

（髄1i土dae′Asa匝idae）（アシがイ．リユウキユウマスオ科）
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βoZ￠ねZZ惹γ昭雄祝電ねZZるαル乙るびαeeα（呵．1857） イソシが≡

＝グe乙三省γ氾m士そ乙α加er．1860
で−N；SM；（c）．

TJN；珂J（m）．

ムうサ千がイ 此血戒心∽打直徹也（L土schke，1872）

5b乙e士eZZ壬ア氾dるpあ0∂（Llnnaeus．1 7 71）

＝Sorzg次ごTWZar・ia adcuT：SiReeve，1857

℡−N；S机；（工）．

TふN：Sy；（工う．

ダめ㍑乙壱Ⅷ乃る七宜血Zα（Du永er．1860）

フシ ナ≡

βクZeねZZる乃α如e威喝あα祝βる（Lisc独e′1870）

T−N；SM；（c）．

T−N；S；（ご）．

Sl血○鹿坤On七a 無面亜出

β0‡βe祝㌘ね∂ 戯びα元eα士∽（Liscbke，1869） ‡宍タアデマキ

S騨f甜111y S01enacea マテがイ上科

℡−N；SM；（C）l．

29．Fお止1y∈blenldae マテがイ科

Azo㌘る乃摘めわ㌘eび壬αね8（Go山d，1861） ス ンダリアウ マ手

βoZeれgO㌘ゐ柁る∂Yok脚色，1920

T−N；SM7（工 ）；（d）．

28．Fa血1yワel止血d詑 サラがイ（＝ツコウがイ）柑

アカマテがイ

で−N；S；（c）．

シロハ 卜がイ

Aあ昆闇Z祝乃eZ・乙α（Go止は，1861）

オオマテがイ

βoZ￠乃g㌘α乃dるg Dunker，1861

s血fa血1ySe陀1imeアサシ がイ（サメサ ラ朴 千）銀科

N；S；（ご）．
工ゾマテ

βク‡e乃たm8β犯さ七em宜SdⅡenCk′1867

＝AZ）戎†氾あαた祝きわαわ乃eI倭るβ（下brmlra′1933；励e∂椚αノ

N；S；（ェう；（a）．

＝姐あ㌘αたαれd〝？αmるMa，1951

5b乙βれ㌘0∂eOme祝Zα七祝∂Pilsbry．1901

N；SH；（c）；（d）．

シス≠クがイ

′グわβ0㌘α Zα士α（Hin由．1843）

ハ≠ラフマテがイ

で−N；S；（c）；（ご）．
マテがイ

β0乙β乃古土戎eねβGOuld．1861

召−わeo㌘α乙めユイeα（Ould，1861

で−N．M；（m）．

＝βb乙eれgO祝乙dるCon工■ad．186L7

S血f甜止1yTelllnimeサラがイ（＝リコウがイ）亜科

T−N；S；（c）．

β￠meZα御乙闘わため￠るるHめe′1961

コメサ≠乃

Su匹ご知止1y軋a七ellacea 手ヌ訃イがイ上科
30・Fお止1y比atelli血e（Sa近c郡idae）‡ヌマトイがイ村

召−￠ZZる†氾たれ㌘0ゐるauct．nonMakiyama．1927
N；S；（ご）．

方るα士β乙乙α．声αee宜ゐ（Gould′1861）

βemβZα御乙祝合m惹yα士e憬るさ（肋yam′1920） ＝クイロサ≠乃

‡ヌマトイがイ

＝βα正eαリαα㌘e七そeαal疋t．mn工一im，1176−7

N；S；（工り；（d）．
血eoP昭るα佃e元∂eαノdる呼わα批と（恥Shayes．1855）イチョウシラトリ

＝融eαびα∂元￠乃ね乙る8YbIくOy甲氾′1920

で−勘SM；（r）；（d）．

T−N；（；R（R）OtS OfAlgae）；（m）．
丁≡がイ

PαれOPeα∂呼ク乃乞eα蜘S．1850

A㌘呼野宜α√焼㌘そ∂eαノ∂め如陽乃eαね（H狐1野′1844）ユウヒワ≠クう

N；S；（ご）；（d）．

功乃OPeα伽gるZそ8 Gould，1861

A㌘eOpα〆α（伽α加z閥ノさ〆仰βα伍ml野，1844）げ璃がイ

N；S即；（ご）．

N；S；（c）．

助eomαわたyoβ憬るβ糎，192 7

コ

イ塀

がイ

で−N；丹；（c）；（d）．

故炊m2加肌明押M（Ⅴ．Marヒens．1865）
トN；S呵（m）・

肋∂mα値e嘉七7∽em∂ノ∂e士る0γq′ama，1950

N；S；（ご）；（d）．

A乃惹80eクヱ加Zα仇PpO乃宜eαHabe．1961
アワゾ知 イ
サ‡≠がイ

＝助eomα8βe士αauCt．mn（（bn＝・ad，18377グeZ‡宜，Ⅵノ

AれるざOeOユめ祝Zαびβれ㍑さ七α（Got止d，1861）

クチへ≠＝デ

N；S；（c）；（d）．

物α仙ウe偲叩αノαe憬㌘るαJ呼ク乃るeαJ町．1857 札がイ

助eomα仔βe祝ゐm￠士るさノp呼訂Pαeeα（輌1er，1798）var・

で−N；m；（c）．

＝グe乙Zる憬士m偲αねJonas．1843；nOnIJ血eu弓1767

yeⅧわ喝α≠m偲αね（Gould′1861）

＝アe乙乙か氾p㌘αemPねSali或〉1JヱY′1934var・
肋β㌘eZ‡αみびβ乃る乙るβ仕払nley，1844）

イ：仇クチへ ＝

N；SH；（a）．

32．Fお止吋町idae オわがイ科

N；SM；（c）；（d）．

N；S材；（c）；（d）．

クチへ≠ニ

ヒメシラトリがイ 5b乙惹（托e∂㌘あ祝Zαe将士あ㌘0ゐ乃（加dく．1818）

故旧卯氾作翫耶Ⅷ抽押隠柏兢げむ肋戎虐S仇喧血y．1914
N；SH；（c）；（d）．

Su声工・f訓j・1yMy詑飽 オオノがイ上科

31．FamilyCoごbulidae コダ辛がイ科

アフけ手 がイ
ユウシ才がイ
ー6−

票〃マスオ

司プ巧pわ〝智αeZ乙乞p七るeαmユr此er′18畠2；肌Adams．1851
N；Sy；（ご）；（d）．
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Order Amldesmacea 異靭帯自
S準rfamllypando工aCea 和がイ上科

S血f甜止1y Q上bulinae カク トチク サ亜科
Cα乃士わα昆血8J呼∂乃宜e㍑ざ（蝕加．1851）

33．F甜止1yL舐e工n血1dae ソト加がイ科

チグサがイ

N；R（Crevice）；（r）；（d）．

StbfandlYか氾nCdontinae イシタ タ≡亜科

エα士em㍑乙α化α士em加ZαノZ宜m乞eo‡α（m詑Ve′1863）ソトオリがイ

軍AⅦ士乞wたαmαた祝㌘α耽Z pil≡わry．1895

イシタ≠タ三

肋仰ゐ乃ね乙αぁる0（エ土meus，1−758）

T；GR；（m）．

T−N；SM，材；（c）．

㌘βダ祝乙αrC九Z∂γ0βわmαノ00離勉離勾鱒（Ad∂r臆．1853）
Class抑R（Ⅱ℃DA 腹足綱

＝Cわ乙○γクβわmα乙る∂e兢eるpllsky，1889；nOn糎One−

疾神経亜綱

Subclass STREPmm（Proscbranchia）（前酢蛸）

クマノコがイ

Canef止．1874

Order Scutibrand止a（Asp土d血工・anCh土a）楯地目

で−N；（㌢勘（ご）．

（Archaeogastropcda）（原始腹足類）

グ￠g㍑Zα「伽甲たαZ惹祝βノmβ士宜eα（Gi肥土h，1791）⊃シダカがンがラ

S止0血■Zeugめ工■and止a 双姐亜員

TJN；R；（m）．

Supe工famllyPleurotomrlacea オ‡乃ビスがイ上科

S血f訂止1y旭niinae 叩コ 亜科

34．Family Hal土ot土dae 三三がイ科

抽加珊h両庖通好描ノeo8ね士∽7（Kiener．1838）

助Z宜○士惹8仰クわわαZ惹0士壬βノdる8e㍑βR既Ve，1846 クーlアワビ

手サコ

で−N；S；（工）；（d）．

N；R；（a）

亡加ゎ0乃宜卿r馳eぁる抑ノmo托るZ‡薄m椚（工成一arれ1822）仰 手サコ

35F郡上1y F土ssurelllda寧 スカシがイ科

1」N；S；（m）．

Sub蝕m土1yF土ssu工・姐1in∂e スカシがイ史料
勉eア○∂eぁる￡mα8去れe†娼e伽′1855

スカシがイ

N；GR；（工う．

39，Familyでu工bl血daeリコウテン科
S血familYnn：bininaeリコウラン亜科
叩、、Ⅰ

グ祝㌘あorβα士るZZ㍑さノeom祝士祝βS01ande】： ′1786

T−N；R；（m）．

S止DrderAヱeugd⊃rand止a 単幾重日

ェ㍑乃eZZαeO㌘○憬七αeO㌘ββ閥惹β（R女1uz．1853） スがイ

Superfami．1y Pate11acea（】わCOglossa）

で；GR7（m）．
力つがイ上科（梁舌類）

36、Fam土1y patelllぬe ツタノハ科
SⅦ篭rf加＿1yNer土tacea アマオフ ネ上村

Slわf∂mllyNacellh誠 ヨメが椚亜科
マッハ≠がイ

CβZZα乃α乃壱g㌘○ヱる乃eαね（Reeve′1854）
T；R（Crevices）；（m）．

40．Fa汀土1yNer■itidae アマわ ネ科

S血f甜止1yN∝・itin∂e アマオヂネ亜科

ヨメがカサ ニ・：・、・●−∴・、、●・、・‥●−・∴∴・・、・∴、（【、dこer．こP60） て−−■ 一●

CeZZα門αわ㌘e㍑mα（n≡eVe．1855）

T；R；（m）．

T；R；（m）．

37．．Fa血1yAcmaei由e ユ‡カサ（ウノアシ）科
Order Ctend⊃ranChia（Pectinibranchia）櫛比El

f也士eZZoそ血「CoZZ宜さeZZ惹γ∽ノβαeeわα蕗乃α乙αγば（Reeve′18

ウノアシ

55） T；R；（m）．

（Caenogastrq画a）（新生俊足頼）
Stjborder

ね士eZ乙0宜血r舶士e㌘αemβαノpygmαeα（加nk∝・，1860）ヒメコワ ラ

Ar■Chitaenl巧lossalT伽esogastropcda）

て叶 R；（c）．
〃0わαemβαeO乃e惹れ†∽（L土scI永e．1870）

原始紐舌亜旨

コウダカアオがイ

41．F訂正ly工止七tor土nidaeクマキビがイ科

で7 R；（c）．

〃0わαemeα伽eoγそ元d宜βTerana血い949 クサイ研がイ

エる乞わ㌘でmあγeび宜e祝乙α（ph土1ifpl′1844）

タマキビ

T；Ⅰ㍉（m）．

T；R；（c）．
〃。わαemeαge九㌘βれeた宜老（Lまscbke′1868）

Sup∋工■famLlyI止tto工土naoea タマ‡どがイ上科

アスがイ

Ⅳク戊乙老台わ㌘宜†旭g㌘α乃㍑Z・α戎∂（Gray．1839） アラレタマ千ビ
T；R；（m）．

T−N；R7（ご）．

昆抽抑打払即納新鹿（エ1scNくe，18 71） マJl／ブス 労マ牝
＝〃eZαユ功呼わe∂eαあ㌘αauCt．nOn（工′土meus．1 7587ガβ乙る∬ノ

Sup≧rf∂milyTヒ0血acea ＝シ芋ウス 上科

或惹士わ㌘α㌘惹α惹乃士emed￡αauCt．r沿n（功止11【p土′1846；

38F甜止1yでrochldae ＝シ寺ウス≠科

エ乞士わユ豆粕ユノ

E．血familyCalliostomtinae ＝ビスがイ重用

ー一打7】㌔（m）．

CαZZで○βわmαけ㌘惹8士宜：eた0ねoeわ祝βル花王e祝m（DuI永er．1860）

で一勘G勘（c）．

エビスがイ
ー7−
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Su膵rfamilyRissoaceaリソ舛 （チタ初ホ ．マリホ ）上科

Ⅳα士乞eα㌘乞㍑∂eク乃e王妃乃㍑8（Mer．1860）

フロがイタ≠マシ

T−N；SM；（c）；（d）．

42．F即1ilyTomidaeイ＼々イマイ（丁‡ 顆イマイ）科
グbm㍑∂p乙α乃㍑β（AdaI憶，1850）

グβeわれα古老eα♂α花台わ08わmo乞de8（Kurcda et‡王abe．1949）

イゾ？イマイ

＝〟α土石eα8eびe㌘αauCt．m Gould′1859

℡−N；SM；（ご）；（d）．

ニ〃a士ileaJan士ho8tOma auCt．ParS nm Deshayes，1839
Suprfami1YTurrite11acea キリがイダマシ上科

工ゾタマがイ

N7SI4；（ご）．

43．Fa血1yVemt土血e ムカデがイ（へどがイ）科

飢罰￠αα血さるα乃α（Mer，1861）

βeヱp祝わ通る∂宜め元eα士描（Mer．1860）

オスへどがイ

で−N；R；（m）．

アタ ムス タフがイ

℡−N；SM曙（c）；（d）．
Pαγα士ee士のα七壱eα士壬g元乃α園近in9．1798】

コ≠マフタ小マ

＝〝α士乞eαmαe㍑乙08α加rck，1822
Sup∋rfamilYCerithiacea オ＝ノリノがイ上料

℡−N；SIイ；（c）i（d）．

44．F甜止1y fbtami血dae ウ≡＝丁科

β惹乃祝明「βヱ乃紺乃ル乃血Zα士祝m（1ischke．1872）

Ce露地乙d￠α「Ce露台わ宜ゐαノ㌘ぁる之呼如㌘αユつ冴γAdams′1855

で；Br．Es，Ⅳ．R；（c）．

N；S朗；（c）．
g∽α士宜e宜れαp呼五Z乙α（GI聡1in．1791）

フトへ丁5り

助士そZZαヱイαe抑正昭宜乞（Crosse．1862）

で−N；SH；（c）．

「りり三＝丁

で；SM7（m）．

g祝れα士るe宜乃α乙の77α㌘eたすα乃α（R占cluz）

βα士宜Z乙α元αmZ餌付m宜β（1ischke．1869）

T−N；SM：（ご）；（d）．

ウ≡＝ナ

G￠乃乃αeOさ乞れ∽乃アあα士わyγ呼わβ（pll∈わ工y，1911）礼イレシラタマがイ

で；SM；（m）．
βα士る乙Zα元α之0乃αZ￡g（Brug山．白黒，1792）

T−・N；SM G；（c）；（d）．

イホ≠ウ≡＝ナ

ワ7SM：（c）．

45．Fam土1yCe正也土id即ヨプにノウノがイ（タケノコ虹モリ）科

Stprfan止1Y Hip四1icacea（加且Itheacea）

Stbfmi1Y Cer．ithiinaeJ＝ノ1Wがイ艶

スス≠メがイ（‡クスス≠メ）上科

PユウOeZαツαた∂eわ乞（Philippl．1848）

48・F血1y軋p阿土c土ぬe伽1也e通e）嵩深炉

力＝モリがイ

キクスス≠メ

βαぁるαeO托そeα（Schumcher，1817）

℡−N；S；（c）．
Co乃亡び77αた0あeZ士る（m∬血er，1877）

T−N；Sh（ア㍑㌘あ0．肋Zで0士壱8ノ；「Cノ．

コオロ手≠がイ

で−N；￠R；（c）．

Su膵rf郡土1yCalyptraeacea カリハ がサ上科
49．FaⅣ土1yCalyptraei血e カリハ がサ料

Subo血・P叫10SSa 米舌登呂

Cpe〆血Zαrg惹pわopαね乙ZαノぴαZ8わ乞（Reeve′1859）ヒラフ袖 イ

S騨血milyEp土血acea イトカウがイ上科

N；dSh；（c）．

46．FarnilyEpitoniidaeイトカケがイ科
クリンイトカケ

Amαeα娩宜￠乙β壬（de Boury′1913）

Sup∋rfamily Strc訂bacea スイショウがイ上科

N；S材；（c）；（d）．
ヒメネシ≠がイ

地名e∂eα乙αJ曜〉0柁るeα（Dunker，1861）

50Family馳IlO如ridaeクマサカがイ1」
0れ祝さね8 e助ね∂（飴eve，1843）

m；GR；（ご）．

‡ヌがワがイ

N；SM；（c）‡（d）．
51．Fam土1y St工・αbid∂e スイショウがイ科

Stb∝der Neotaeniog10SSa．T 新紐舌敷Ej

∂ク∬α乃ゐ㌘びそ古土α士祝βJ呼0乃五e祝β（Reeve．1851）

Su【杷rfamj．1yNat土cacea タマがイ上科
47．Fam土1yNaticidae タ初 イ科
PoZる乃るee88αgα戒βれ8五βPilsb工y，1904

ウ升マタマッハ 手
Sup≧rfam土1y Tbnnacea ヤワシ［がイ上科

N；S朽；（c）；（d）．

彪耶m乞ZZαた祝㌘0血‡加．でaki．1943

シト≠口

T−N；S；（c）．

オオネス≠三がイ 52．FamllyCass土dldaeトウ払り相
PわαZ乞∽耶値β之0α㌘dイeeヱ乙αノ￡士㌘そgα±㍑Ⅵ（Gmel土n′1791．）

N；S147（ご）；（d）．

N；S財：（ご）；（d）．

〃eジe誠ね「GZク88α祝‡αノ成砲mα配h9′1■798】 ウメ効 イ

カス≠ラがイ

53．Familymrsid∂e オ羊＝シ相

℡−N；SM；（c）．

和露乃e㍑m「勒ユ互乃e祝椚ルα柁α（Lhnael逓．1−758）

〃eびeヱ互ね（G乙osさα㍑Zαルeで乃るα乃α（地，1877） ハブウメタ

N；SH：（c）．

N；S打；（C）；（d）．
ー8−
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S血order Sten呵10SSa 狭舌亜自
Sup≧rfami】Y伽icacea ア舛がイ上科

勧〆Ⅶ「加之乞仰P∂宜さ加e乃たeαⅦ（Mer，1860）
℡−N；GR；（c）．

54．Fam土1y抽∬icidae アリ‡がイ科

丁がコ≠マフホラタ≠マシ

露和巌㈲㊥裾免壷井∽切（R詮Ⅷ．1847）

βeゐび乞wあるp宜乙￠．椚（Ⅰユsd庇e，1871）

旭≠メがイ

イリ＝ナ

トN；GR；（巾

で−N；SGR；（m）．

山花士わαm8eee宜Z乙g壬（p比1ipp土，1844）
チリメンホ≠ラ

斤呼α柁αあegoαア（Ⅰ血maeus．1 767）
N；S；（c）；（d）．

オがイ

T−N7 GR；（q）．

58・F認止1yGal∝did詑（軌道y∞止血e）テンゲ＝シ科

点呼α，昭士わα7αさそα乃α（C工・OSSe，1861）

アカユ 助成舟β闘士βmね乃捕（Gmel血，1792）

N；S；（c）．

テンク≠＝シ

N；S封；（c）．

到ねムぎ改作珊崩（Dw血er．1860）

59・Fa血1yFasciolari土dae イトマ朝 ラ科

レイシ

T−N；R；（m）．

九8るれ祝∂P￠甲乙e孤さ（蝕．1864）

グあαる8eZαり宜ge㌘α（軋始ter．1858）

ナが＝シ

で−N；Sれ；（c）．

イホ ＝シ

で7 R；（m）．

Su匹rf訓土1yⅥ）1止aceaリユウク ウホ ラ（ヒ労北 ）上科

S準エ■f∂milyBucc土n土acea 工ゾハ≠イ上科

60．Fお111y Olivldae マクラがイ料

55・Fa叫伽1血elliidae（糎一血浣料

S止血mily Oli血ae マプラがイ亜科

〟￡七㌘β乙ヱαあるe宜乃eね（Gould．1860）
ム‡≠がイ

『4m訂eZαびαユイα乃きMer．1860
で−N；旦堅；（m）．
屁士㌘e乙Zα≠β乃祝宜さ匿asko土n．1852）

軍AmyeZαあ祝㌘eあα㌘dZ mnker，1877

0乙古びαm∂ね乙そγ妃Ⅰ加工て欠，1810

マクラカ≠イ

N；Sh：（ご）；（d）．

61．Fami．1Y Cancellariidae ⊃ロモがイ料
⊃ウタ≠カマリムシ
地㌘惹eα乙α詰るeo8士α（Ⅰ月bbecke，1881）

コンコ≠ウホ≠ラ

N7 S朗J（c）．

m；GR；（ご）．

β釘血pあβ㌘α呼e喝Ze露m（馳Sh戦唱S．1830）

56．FamllyNass鑑・iidae オリイレヨウハ イ科

コ胱がイ

N；S杷；（工）．

∬乞乃るα薄∂士乞びα（p（WyS，1835）

アラムシ0

で；SmQ；（m）．
ヒメムシロ

月e七惹e祝乃α∂βα￠e祝七ide乃ね七α（致止th．1879）

＝Na88a domimiZtiS Pilsbry，1895TnOn Tappme−Can

Superf訂止1y Conacea イ功≠イ上科

62．F甜止1ynlrridaeクダホ ラ（クダマ‡がイ）科

あ

−efri．18 74

P旬eわ0eZαJe伊eyβる宜（Smith，18 75）

で；SH；（c）J（d）．

モミシ小ホ≠ラ

N；SH；（c）．

βe七乞e祝乃αββαde抑e8士乞I∽（G仇11d．1860）

S血f訂−iユ．y n】ごrinaeクダホ≠ラ重科

℡−N；GIモ；（ご）；（d）．

砧肌ZαpOZg士叩α仕短】ム1ing′1 7−79）

アα㌘αヱ￠眈宜さ8祝〝Zαね8（G仇止d．1860）

カリカ≠ネ

N；SM；（rr）．

＝〃α8さαあα乙士eαね1isc址e．1869
『7とZ∂8αあ宜乃Omそれα士αPilミわ工y，1895

Slわclass Em 直神経亜綱

T−N；S14他eside the rock）；（c）．
ハブムシロ

Ze必8eαg乙αねさ（伽，1852）
N；S廿＝（m）．
〃壬0挽αe乙α士わ㌘α士α（L訂1ardく，1816）

S叩erfarnilY PYrarnidellaceaトウが効≠イ上西
アラレカ

イ

＝β㍑ee宜乃∽即ge〝mJヱα士∽¶Lmck，1822；mn触．1818
仏ロがイ

で−N；SH；（m）．

マ群

宍

N；SH；（ごり（d）．

S準rf訂正1yActeonacea 千シ ビ辛がイ上村

5■7．Famj＿1y Bu∝1nidae ェソ≠ハ イ科

64・FamilyH血血dae（Aty血）（か斗

βイpわク柁αZ壬αeαささそ血元αe西成β（Reeve′1846） ≡クリがイ

占bZoαブ（甲∽ieα（Pilsb工y，1895）

N；S；（m）；（d）．
β惹pあ0乃αZ惹α施さ0惹くおさ（馳eve，1846）

63．Family矩・邸止dellidaeトウが効≠イ柑

エe祝eO古老闇〆g∽士eα（Mer．187 7）

N；SIl；（m）．
〃壬ク士ろα乙乞リeさe￠ β「P旭1土Ⅳi．コ．849）

（q〉is也d〇r訂Id止a）（後絶類）

Cbder Cephalaspidea 頭楯日

デドゥがイ

軸そ乃Oeαeymあα乙祝mauCt．mn（伽qy etGa血d′1833
トウイト
；β祝ZZα）

N7 S；（c）；（d）．
ー9−
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劫乙0α㌘0血托（払士αauCt．m（Adams．1850；β祝Zヱα）

なお、上紀臼1録中の各種の説明は8）垂直分布，b）生息
地，0）産二伏，d）生死の別 の順に配した●各々の紀号は次

T；SH；（工）；（d）・

の通りである●

A均さrAZ・るe㍑Zが古川耶ノ野Zる乃ゐ壱eα（馳址1hg．1779）

8）垂直分布、 ℡：潮間帯，℡−Ⅳ：j朝間帯〜）蔑〉毎帯に
またがる，Ⅳ：浅海帯

N；SM；（ご）；（d）．
65．FamilyP姐1立正d詑 手セウタ科

b）生息地、 ▲；汽水性，冒；埴生性，E8：河口，
Q：れき地，M；泥地，Po：外部寄生，R；岩礁地，S；

P九るZる乃eαヱ甘β乃士αねGbuld，1859
≠Pあ乞Z宜乃eJ呼0作るeαⅠユsd永e．1874

砂地，Sb；殻上，

TしN；S訳；（m）．

0）慮状、m：多い，0：普通，r：少ない，汀；錦
8：偶存種

（Puユ∬灯nata）有肺検

d）生死の別、 d；死殻，dの冨己入のない櫨はすペて生

出erBasom坤○工・a 基眼目

貝である●

SⅦX江f抑止吋Si囲1marlacea カラマツがイ上科
66F甜一土1y Si画Ona工ユidae カラマリがイ科
βるpわ0れα露α「gαe動乙∂金宜p九ow㌘宜αノブ呼0乃るeα（Donovan′182

4）で；R；（c）．

カラマリがイ

−10−

