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富山市科学博物館では，富山湾をはじめ，北陸地方

670個体の目録を作成した。

の生物相解明とその変化の記録の基礎を作るために生

北陸地方の多板類相についての詳細な研究はなく，

物標本収集を始めており，これまでにいくつかの分類

従来の多板類目録や図鑑等では，例えば北海道，本州

群について標本目録等を公表している（例えば，富山

四国，九州，あるいは北海道南部から九州までといっ

湾産多毛類：布村・花岡・大谷，2009；コエビ類：

た分布範囲が示されている種についても，富山湾ある

奥野ほか，投稿中)。多板類（ヒザラガイ類）につい

いは北陸地方に分布することは予想できるものの，確

ては収蔵目録第2号（布村，1988)，7号（布村，1994)。

実に分布するかどうかが不明な場合があった。北陸地

22号（布村，2008）に一部が記録されているが，北陸

方の多板類相の調査・研究は緒についたばかりで，本

地方産のものについても，また日本国内他地域産の標

目録に掲載された種数は少ないが，掲載された種の標

本についても未同定標本が多く残されていたたため，

本は全て証拠標本として保管されており，比較的詳し

2009年にこれらの同定を行った。さらに上記収蔵目録

い標本情報を挙げることで各種の分布を確認できるよ

に掲載された標本についても近年の分類学的研究の成

うにした。今後，調査・研究を進め，この地域の多板

果を取り入れて再同定を行い，同館所蔵多板類全標本

類相を明らかにしていきたい。

*富山市科学博物館業績第387号
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斎藤寛・布村昇

海陸の等脚類調査のため，布村は房総半島に何

主な採集地点の概要

度か訪れた。主として転石など磯の採集品が多

上述のように本目録に掲載された標本は富山湾や能

1､

登半島産のものが多いことが特徴であるが，他地域産

V」o

和歌山県白浜町

のものも含まれている。これらの標本の多くは著者の

1人，布村によって磯採集や素もぐりで採集されたも

京都大学瀬戸臨海実験所があり，臨海浦，田尻

のであるが，研究者や貝類収集家から寄贈されたもの

の鼻，江津良などの岩礁が見られる。
熊本県天草

も含んでいる。

苓北町富岡には九州大学天草臨海実験所があり，

富山湾と能登半島の主な採集地の状況は次の通り(東

前は干潟だが通詞島などの岩礁も近い。また，

から西に配列）

松島町には熊本大学合津臨海実験所があり，干

富山県魚津市沿岸

潟の中に岩が散在する。

ほとんど操か砂利の海岸であり，護岸も多い。魚津
結果

水族館があり，高山茂樹氏からの寄贈品が多い。

本調査によって確認された多板類は，10科29種で，

富山県富山市岩瀬，四方，打出

岩瀬には海水浴場などの砂浜が基本であるが，古く

北陸地方産の種は5科9種であった。北陸地方産の種は

から神通川河口右岸の漁港，燈台などの人工物が多

アカヤスリヒザラガイを除くとすべて潮間帯から潮下

い。八重津浜海水浴場などの砂浜のほか，四方漁港

帯に分布する浅海性の種で，暖流域に分布の中心をも

には突堤，石などがみられ，西隣の打出は突堤と砂

つものであった。これらはすべて従来この地域からの

浜が交互する。

出現記録があったもので，記録されているにもかかわ

富山県高岡市雨晴

らず調査標本中に見られない種はサメハダヒザラガイ

海水浴場になっている砂浜と隣接して義経岩，女岩，

(能登半島：Higoeta1.,1999）とハコダテヒザラガイ

男岩などの岩礁が見られ，天然の岩礁と近年入れた

(富山湾：1W､Taki，1962)の2種のみであった。一方，

石等が交互する。

分布記録はないが，近隣地域での分布情報等から本地
域にも生息する可能性がある種もあり（例えば浅所で

富山県氷見海岸

中泊，宇波，大境は岩礁と転石からなる海岸で，中

はハチノスヒザラガイやニシキヒザラガイなど)，今

波，脇は汀線が砂浜と堤防などが混在するが亜潮間

後の調査によって潮間帯など浅海域からも新たな記録

帯は転石からなる場所である。

が追加される可能性は大きいと思われる。また潮下帯

下部以深の多板類相については殆ど知られておらず，

石川県七尾市黒崎

能登半島富山湾側のから比較的近いかなりの広さを

今後の調査研究が望まれる。

持つ岩礁と隣接して転石海岸，砂浜があり，岩礁の
潮間帯には潮だまりも見られる。

謝辞

石川県羽咋市柴垣長手島岩礁

本事業は，地球規模生物多様性情報機構(略称：

柴垣は砂浜で海水浴場になっているが，砂の堆積に

GBIF)への標本データ提供を目的として独立行政法人

より陸続きになった長手島には岩礁があり，突堤も

科学技術振興機構から受託した平成19年度データベー

ある。

ス作成課題「無脊椎動物の標本データベースの構築」
事業の一環としておこなわれたもので，同法人の援助

富山湾・能登半島以外の主な採集地

を受けて整理を進められたことに対し，厚く御礼申し

岩手県山田町，大槌町

上げる。なお，GBIF事業関連の富山湾産標本調査と

布村が東京大学海洋研究所付属施設での等脚目甲殻

しては布村・花岡・大谷（2009)の富山湾多毛類に続

類の研究の際，採集したもので，吉里吉里などの岩

くものである。また，この標本については宮本望氏，

礁地帯が見られる。

大田希生氏，高山茂樹氏，富山市科学博物館の南部久

新潟県佐渡島相川達者

男学芸員はじめ，多くの人々から寄贈された標本を含
んでおり，御礼申し上げる。

新潟大学臨海実験所における等脚目甲殻類の研

究の際，布村が採集したもので，外洋性の岩石
海岸である。
千葉県房総地方
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多板綱標本リスト

潟県相川町達者，19770808,布村昇；3個体（98105‑

調査標本の記載は個体数，登録番号（括弧内)，調
査地の市町村名町域名，環境・水深など，採集年月日
(年月日の順に8桁の数字で表示)，採集者の順に示す．
登録番号は富山市科学博物館の登録番号で，TOYA

98107)，新潟県相川町達者，19790629,布村昇；2個

体（98047‑98048)，新潟県相川町達者，19890419,
南部久男；l個体（97791)，富山県魚津市沖，19930807，
高山茂樹；5個体（9956‑9959,9973)，富山県朝日町
宮崎，19820902,布村昇；l個体（9982)，富山県富山

Mo‑の番号部分である。多板綱の分類体系は(SirenkQ
2006)に従った。

ClassPolyplacophoI‑aGray，l821

市打出，19840703,布村昇；l個体（9975)，富山県高
岡市雨晴，19840515,布村昇；l個体（9978)，富山県
高岡市雨晴，19760819,布村昇；2個体(8463‑8464)，

SubclassLoricataShumacher，1817

富山県高岡市雨晴19780906,布村昇；3個体(8334‑

OrderLepidopleuridaThiele，1910

8336)，富山県高岡市雨晴，19760820,布村昇；2個体

SuborderLepidopleurinaThiele，1910

(8467‑8468)，富山県氷見市中泊，l984070L布村昇；

FamilyLeptochitonidaeDall，1889

l個体（8469)，富山県氷見市九殿浜，19790801,布村

サメハダヒザラガイ科

昇；l個体（97784)，富山県氷見市小境，19820808,
南部久男；l個体(9954)，富山県氷見市大境，19790518,
数井教隆；2個体（8489‑8490)，富山県氷見市中波，
19780721,布村昇；l個体（8434)，富山県氷見市中波，
19780825,布村昇；l個体（9946)，富山県氷見市脇，
19820906,布村昇；2個体（8454‑8455)，石川県七尾

L r ん加廊 sj 腕（Thiele，1909）

エゾサメハダヒザラガイ

l個体（82616）北海道門別町沖'50‑200,,1973‑‑‑‑,
宮本望．

備考：本標本は布村（2008）でコトノツメヒザラガイ
と報告されたものである。

FamilyNierstraszellidaeSirenko，1992

市黒崎，19800902,布村昇；2個体(8442‑8443)，石川
県七尾市黒崎19790911,布村昇；l個体（97834)，
石川県七尾市黒崎19910809,布村昇；l個体（9988)，

フカヅメヒザラガイ科

石川県七尾市黒崎19810901,布村昇；2個体（lOOO7‑

M s" Ze伽〃"Eα、（NierstraSz，1905）
フカヅメヒザラガイ

10008),石川県七尾市黒崎19840819,布村昇;4個

体（lOOl7‑lOO20)，石川県七尾市黒崎19840625,
布村昇；l個体（97812)，石川県能登島町，199508‑
不明；l個体（10004)，石川県内浦町九十九湾蓬来島，
19790612,布村昇；2個体（lOOl2‑lOOl3)，石川県穴
水町岩車，19840625,布村昇；1個体（10014)，石川
県穴水町カガタ鼻，19840625,布村昇；12個体(lOO24‑

l個体（82643)，三重県志摩半島沖200m（トロール〉
1994‑‑‑,宮本望．

FamilyProtochitonidaeAshby，1925
フタバヒザラガイ科

lOO35)，石川県能都町藤波長島，19840627,布村昇；

、 " e亜e"Zzc" αmPilsbry,1892

カギヅメヒザラガイ

l個体（10541)，石川県内浦町小木岩城沖，19840626,

l個体（98036)，岩手県釜石市箱崎，19930507,布村

布村昇；3個体（lOOO9‑lOOll)，石川県羽咋市柴垣長

昇
．

手島，19840814,布村昇；l個体（8462)，石川県羽咋
市柴垣，19780813,布村昇；2個体（9778,197782)，
石川県志賀町大島，19810803,布村昇；2個体(98008‑

OrderChitonidaThiele，l910

98009)，千葉県白浜町白浜下沢，19950418,布村昇；

SuborderChitoninaThiele，l910

SuperfamilyChitonoideaRafmesque，l815

l個体（98140)，千葉県富浦町大房岬，19870612,布

Familylschnochitonidae

村昇；4個体（98030‑98033)，千葉県天津小湊町内

ウスヒザラガイ科

浦，19950417,布村昇；4個体（lO677‑lO680)，和歌

（cﾙ" ん"〃 "Zpms（Gould，1859）

山県白浜町番所崎，19870710，野田泰一；3個体（lO6

ウスヒザラガイ

布村昇；2個体（98099‑98100)，山形県酒田市飛烏小

78‑lO680)，和歌山県白浜町番所崎，19870710，野田
泰一；l個体（82637)，和歌山県南部町，19910321,
宮本望；2個体（97923,98176)，広島県向島町干汐広
島大学実験所付近，19930602,布村昇；2個体（98103‑

松浜，19900907,布村昇；3個体（98226‑98228)，新

98104)，愛媛県中島町，19911007,布村昇；l個体

l個体（98175)，青森県青森市浅虫裸島，19830615,
布村昇；l個体（98098)，岩手県山田町織笠，19930509

ql
J J

斎藤寛・布村昇

（98128)，長￨崎県長崎市茂木，19800726,布村昇；堂
個体（9006)，熊本県苓北町富岡19910514,布村昇；

布村昇；l個体（9945)，富山県氷見市脇19820807,

l個体（98120)，熊本県富岡町赤岩，19880727,布村
昇；5個体(98199‑98203)，熊本県苓北町赤岩≦

19820906,布村昇；l個体（97838)，富山県氷見市，
'990‑‑‑‑,布村昇；5個体（97814‑97818)，石川県七

19800727,布村昇；9個体（97928‑97936)，鹿児島県

尾市黒''1奇岩礁20000730,布村昇；14個体（97819‑

垂水市海潟,19810702,布村昇；6個体(97937‑97942)，
鹿児島県（種子島）西之表市州之橋，19810701,布村
昇；5個体（97848‑97852)，鹿児島県（屋久島）上屋

97832)，石川県七尾市黒崎岩礁，20010729,布村昇；
l個体（97833)，石川県七尾市黒崎，19910809,布村
昇；4個体（8444‑8447)，石川県七尾市黒'11奇，197909

久町一湊，19810629,布村昇；l個体（98240)，鹿児

はウスヒザラガイとして報告されたものである（布村，

11,布村昇；2個体（8451‑8452)，石川県能都町姫，
19790611,布村昇：6個体（8456‑8461)，石川県七尾
市黒崎，19800902,布村昇；5個体（8476‑8480)，石
川県七尾市黒崎，19820822,布村昇；4個体（9983‑
9986)，石川県七尾市黒崎，19820822,布村昇；l個体
(9989)，石川県七尾市黒llI奇，19810901,布村昇；l個

1988)。また，9954はホソウスヒザラガイ，8454はク

体（98043)，石川県能登島町緩目勝尾崎19900730,

サズリガイとして報告されたものである（布村，1988)。

南部久男；l個体（10005)，石川県内浦町九‑'一九湾蓬

南部久男；2個体（9947‑9950)，富山県氷見市脇，

島県（屋久島）上屋久町志戸子，19810629,布村昇；

8個体（98013‑98021)，鹿児島県（屋久島）屋久町湯
泊，19810628,布村昇．
備考：8334〜8336,8434〜8464,8494〜8490,9973

来島，19790612,布村昇；13個体（9990‑10002)，石
川県志賀町大島，19810803,布村昇；4個体（98154‑
98157)，千葉県館山市香，布村昇；11個体（98141‑
98151)，千葉県大房岬，19870612,布村昇；l個体
(97987)，千葉県富浦町，19870612,布村昇；l個体

胸cﾙ" ん加死sp・

ウスヒザラガイ属未詳種

l個体（97847)，鹿児島県（屋久島）上屋久町一湊
19810629布村昇．

(97990)，千葉県館山市沖ノ島，19870611,布村昇；l
個体（98007)，千葉県白浜町白浜下沢，19950418,布
村昇；2個体（98161‑98162)，千葉県鴨川市太海浜，

ISCﾙ"0c〃 """j"e" Bergenhayn 1933
ホソウスヒザラガイ

村昇；l個体（98101)，山形県酒田市飛鳥小松浜，

19970903,布村昇；4個体（'0682‑10683)，和歌山県
白浜町番所lll奇，19870710，野田泰一；l個体（82630)，

19900907,布村昇；10個体（98050‑98059)，山形県

和歌山県美浜町三尾，19720802,宮本望；l個体

酒田市飛烏小松浜，19900908,布村昇；9個体（98109‑
体（97911‑97915,98224)，新潟県相川町達者，

(82636)，和歌山県印南町，19901118,宮本望；4個体
(97842‑97845)，和歌山県白浜町江津良，19780703,
布村昇；l個体(98027)，島根県西郷町加茂，19940524,

19770808,布村昇；13個体（9960‑9972)，富山県朝

布村昇；5個体（98178‑98182)，広島県向島町下江府

日町宮崎19820902,布村昇；4個体（97792‑97795)，

島付近，19930603,布村昇；2個体（98023‑98024)，

富山県魚津市沖，19930807，高山茂樹；2個体(97798‑

広島県向島町干汐広島大学実験所付近，19930602,布

97799)，富山県魚津市青島沖1,,20090101,大田希

村昇；l個体（98102)，愛媛県中島町，19911007,布

生；l個体(82638),富山県富山市水橋海岸,19910120,

村昇；l個体（98234),長崎県平戸市志々伎，19940607,

宮本望；l個体（8465)，富山県高岡市雨晴，19780906,

布村昇；1個体（98022)，長崎県平戸市志々伎，

l個体（98074)，岩手県大槌町大槌湾，199308‑‑,布

98117)，新潟県相川町達者，19790629,布村昇；6個

布村昇；l個体（9974)，富山県高岡市雨晴，19810724,

19940608,布村昇；2個体（98004‑98005)，熊本県苓

布村昇；2個体（9979‑9980)，富山県高岡市雨晴，

北町富岡19910514,布村昇；l個体（98242)，熊本

19760819,布村昇；l個体（9981)，富山県氷見市中泊，

県苓北町白岩崎19800729,布村昇；7個体(98192‑

19840701,布村昇；1個体（9944)，富山県氷見市小境，

98198)，熊本県苓北町富岡，19800727,布村昇；l個

19820808,南部久男；6個体（8470‑8475)，富山県氷

体(98219)，熊本県五和町通詞島，19910513,布村昇；

見市九殿浜，19790801,布村昇；2個体（97810‑

5個体(97894‑97908),熊本県五和町通詞島，19800728,

97811)，富山県氷見市虻が島，19980802,布村昇；4

布村昇；5個体（97956‑97960)，熊本県五和町通詞島，

個体（8491‑8494)，富山県氷見市中波，19780721,

19910513,布村昇；8個体（97943‑97950)，鹿児島県

布村昇；l個体（8441)，富山県氷見市中波，19780825,

(種子島）西之表市州之橋，19810701,布村昇；l個体

布村昇；l個体（8496)，富山県氷見市脇，19820906,

(98012)，鹿児島県（屋久島）屋久町湯泊，19810628,
９

富山市科学博物館所蔵多板類(軟体動物門〉

布村昇；41個体（97853‑97893)，鹿児島県（屋久島》

10022)，石川県能登島町曲，19840630．布村昇；l個

上屋久町一湊，19810629,布村昇．

体（97813)，石川県七尾市黒崎岩礁，20000730,布村

備考：8444〜8447,8464〜8475,8478〜8480,843

昇；l個体（10003)，石川県志賀町大島，19810803,

6,9945,9960〜9963,9979〜9981,9983〜9986,999§

布村昇；3個体（'0023,10036‑10037)，石川県能都

〜'0002,10005，10016,10033は以前ウスヒザラガイ

町藤波長島，19840627,布村昇；l個体（98160)，千

として報告したものであり（布村，1988)，82638も同

葉県白浜町野島崎19970622,布村昇；l個体（98010)、

様に報告したものである（布村，2008)。また，8455

千葉県白浜町白浜下沢，19950418,布村昇；l個体

〜8461はクサズリガイとして，8441,8451〜8452,

(10681)，和歌山県白浜町番所￨崎，19870605，野田泰

8465,8591〜8494,9944,9965〜9972,9988〜9989は

一；2個体(82628‑82629)，和歌山県美浜町三尾，l97Z

ヤスリヒザラガイとして報告したものである（布村，

O802,宮本望；l個体（97840)，和歌山県白浜町江津良。

1
9
8
8
)
。

19780703,布村昇；l個体（50905)，広島県向島町子

汐，19930602,布村昇；l個体（98177)，広島県向島
町下江府島付近，19930603,布村昇；5個体（98129‑

ISCﾙ"0c〃伽〃んakO血叱"8曲PilSbry，1893

ハコダテヒザラガイ

98133)，長崎県長''1奇市茂木，19800726,布村昇；l個

l個体（98165)，北海道南茅部町臼尻， 979‑‑‑‑,布村

体（97926)，熊本県松島町合津前島，19850604,布村

渉；l個体（97955)，青森県青森市浅虫，19830614,

昇；l個体（98046)，熊本県苓北町富岡19910515,

布村昇；4個体（98094‑98097)，岩手県山田町荒神，

布村昇；l個体（97927)，鹿児島県垂水市海潟，

19920731,布村昇；3個体（98075‑98077)，岩手県山

19810702,布村昇．

田町荒神船越湾19930805,布村昇；3個体（98089‑

備考：9955,10003,10036〜10037はウスヒザラガイ

98091)，岩手県山田町荒神船越湾19920731,布村昇；

として，9990〜9997はホソウスヒザラガイとして報告

9個体（97992‑98002)，岩手県大槌町吉里吉里弁天島、

したものである（布村，1988)。また，82628〜82622

19830516,布村昇；4個体（98037‑98040)，岩手県大

はクサズリガイとして報告したものである（布村，

槌町吉里吉里，19920730,布村昇；2個体（98085‑

2
0
0
8
)
。

98086)，岩手県大槌町吉里吉里，19920730,布村昇；

6個体(98065‑98070)，岩手県大槌町大槌湾199308‑‑

L j zo"αα/〃 ん〃（Schrenck91862）

布村昇．

エゾヤスリヒザラガイ

l個体（98164)，北海道南茅部町臼尻，19791103,布
L "り "α r "j （Reeve，1847）

村渉；l個体（97954)，青森県青森市浅虫，19830614,

ヤスリヒザラガイ

布村昇；l個体（98092)，岩手県山田町荒神船越湾，

2個体(98071‑98072)，岩手県大槌町大槌湾199308‑‑．

19920731,布村昇；l個体（98083)，岩手県大槌町吉

布村昇；l個体（97916)，新潟県相川町達者，1977080＆

里吉里，19920730,布村昇；l個体（98093)，岩手県

布村昇；l個体（98108)，新潟県相川町達者，197906犯

釜石市両石，19930517,布村昇．

布村昇；1個体（9964)，富山県朝日町宮崎19820902
布村昇；l個体（97788)，富山県魚津市沖，199308脈

L i 加zO"αα碗α〃"s（Berry，1917）

高山茂樹；9個体（97800‑97808)，富山県魚津市青島

アカヤスリヒザラガイ

沖1,,20090101,大田希生；l個体（9955)，富山県

l個体（98025)，富山県魚津市沖，19911127,布村昇

富山市水橋，19781017,布村昇；l個体（10542)，富

山県富山市岩瀬浜沖，19840103,明瀬正則；1個体

FamilyChitonidae

(8333)，富山県高岡市雨晴，19760820,布村昇；l個

クサズリガイ科

体（8466)，富山県氷見市中泊，19840701,布村昇；f

SubfamilyChitoninaeRa血esque，1815

個体（8435‑8440)，富山県氷見市中波，19780825,

R勿卿 I zxk"

』（1s．＆1W、Taki，1929）

布村昇；3個体（9951‑9953)，富山県氷見市脇，

クサズリガイ

19820906,布村昇；l個体（42590)，石川県七尾市黒

l個体（97796)，富山県魚津市青島沖1,,20090101,

崎19920807,布村昇；l個体（9987)，石川県七尾市

大田希生；7個体（8427‑8433)，富山県氷見市大境，

黒崎，19810901,布村昇；l個体（97785)，石川県能

19820821,布村昇；l個体（97783)，石川県能登島町

登島町勝尾崎，19900730,南部久男；2個体（10021‑

八ケ崎19880428,布村昇：1個体（97989)，千葉県

9
霊

斎藤寛・布村昇

和歌山県日高郡南部町，19910321,宮本望；2個体

館山市沖ノ島，19870611,布村昇；2個体（'0666‑

10667)，和歌山県白浜町番所崎，198605‑‑,野田泰一；

('0782‑10783)，和歌山県白浜町番所崎，19870710，

l個体(97841)，和歌山県白浜町江津良，19780703,布

野田泰一；l個体（98173)，和歌山県白浜町江津良，

村昇；l個体（97909)，熊本県五和町通詞島，19800728

19780316,布村昇；l個体（98169)，和歌山県白浜町

布村昇；l個体（97961），熊本県五和町通詞島，

瀬戸(臨海)，19780703,布村昇；8個体（50897‑50904)，

19910513,布村昇；l個体（97951)，鹿児島県（種子

広島県向島町干汐，19930602,布村昇；l個体(48963)，

島）西之表市州之橋，19810701,布村昇．

香川県津田町津田，19930224,布村昇；l個体（45752)，

徳島県海部町靭浦，19920601,宮本望；l個体（97985)，
R"yss ﾉaxko碗 α"〃（1s．＆1W．Taki，1929）

愛媛県中島町，19911007,布村昇；5個体（98134‑

オオクサズリガイ

98138)，長崎県長崎市茂木，19800726,布村昇；l個

l個体（97846)，鹿児島県（屋久島）上屋久町一湊、

体(98119)，熊本県富岡町赤岩，19880727,布村昇；2

19810629,布村昇．

個体（98216‑98217)，熊本県五和町鬼池宮津，

19941003,布村昇；l個体（98213)，熊本県松島町合
津前島19850604,布村昇．

SubfamilyToniciinaePilsbry，1893
0""加c〃"〃ルか ejPilsbry，1901

ニシキヒザラガイ

SuborderAcanthochitoninaBergenhayn，l930

l個体（98029)，千葉県天津小湊町内浦，19950417,

SuperfamilyMopalioideaDall，l889

布村昇；3個体（'0672‑10674)，和歌山県白浜町番所

FamilyTonicellidaeSimroth，1894

崎19870729，野田泰一;2個体(82625‑82626),和

マダラヒザラガイ科

歌山県美浜町三尾，19720802,宮本望；l個体（9802仇

B e ん"〃9m""ﾉ

（Yakovleva，1952）
エゾマダラヒザラガイ

島根県西郷町加茂，19940524,布村昇．

4個体（98231‑98233)，北海道稚内市声問，198407
布村昇;l個体(98035)，岩手県釜石市箱崎19930507̲

SubfamilyAcanthopleurinaeDall，1889
4 "鋤 ん αﾉ0 ん α"a（BroderiP＆Sowerby,182兜

布村昇．

リュウキュウヒザラガイ

備考：82619はアカマダラヒザラガイして報告された

2個体(97952‑97953)，鹿児島県（種子島）西之表市

ものである（布村，2008)。

州之橋，19810701,布村昇；l個体(98011)，鹿児島県
(屋久島）屋久町湯泊，19810628,布村昇．

"j "α〃"

"/ Sirenko，1973

アオスジヒザラガイ

4 "油 ん αノ 0"j （Lischke，1873）

l個体（98073)，岩手県大槌町大槌湾

ヒザラガイ

村昇．

199308‑‑,布

2個体（97786‑97787)，富山県高岡市雨晴，l990080a
南部久男；l個体（97835)，富山県氷見市虻が島，

FamilySchizoplacidaeDall，1889
セワケヒザラガイ科

19610710，石浦邦夫；l個体（8426)，富山県氷見市大
境，19820821,布村昇；2個体（82640‑82641)，石1屡

Sc〃Z叩雌x〃α"伽が（Middendorffl847）

県七尾市黒崎，20000730,宮本望；l個体（42591)，

セワケヒザラガイ

石川県七尾市黒崎19920807,布村昇；l個体（27040入

2個体（98229‑98230)，北海道稚内市ノシヤツブ

石川県能登島町八千崎19900724,南部久男；4個体

19840727,布村昇．

(27041‑27044)，石川県能登島町野崎19900725,南
部久男；l個体（9721)，石川県内浦町赤￨￨￨奇，19840628

FamilyMopaliidaeDall，1889

ヒゲヒザラガイ科

布村昇；2個体（8448‑8449)，石川県珠洲市狼煙，
19850904,布村昇；l個体（9722)，石川県能都町前波

M α"α′er擁"αThiele，1909

長島，19840624,布村昇；l個体（82639)，千葉県館

ヒケヒザラガイ

山市，19730728,宮本望；l個体（32665)，京都府宮

l個体（82620)，北海道三石町，19960706,宮本望；2

津市奈具，19910530,宮本望；l個体（33065)，三重

個体（97790,97809)，富山県魚津市沖，19930807，

県志摩町和具，19820320，後藤道治；l個体(74050)，

高山茂樹；l個体（9977)，富山県高岡市雨晴，198110

9
零

富山市科学博物館所蔵多板類(軟体動物門｝

30,布村昇；l個体（98045)，千葉県天津小湊町内浦、

ケハダヒザラガイ科

19950417,布村昇；2個体（98152‑98153)，千葉県館

SubfamilyAcanthochitoninaePilsbly，l893

山市香，19870611,布村昇；l個体（98166)，和歌山

L j 雌x e火r "』（Thiele，1909）

県串本町潮岬，19910613,布村昇；1個体（10671)，
和歌山県白浜町番所崎19860527,野田泰一.
備考：82620はアミヒザラガイとして，82617はナガヒ

ウスベニヒザラガイ

布村昇；l個体（97991)，千葉県館山市沖ノ島．

ゲヒザラガイとして報告されたものである（布村，

19870611,布村昇。

l個体（98028)，千葉県天津小湊町内浦，1995041,

2
0
0
8
)
。

M'pα"asch7e"c"Thiele 1909

4 "rﾙ ん加"α ﾉ"" 〃（Ta arone‑Canefri，1874）
ケハダヒザラガイ

ホソヒゲヒザラガイ

2個体（82633‑82634)，和歌山県美浜町三尾，197208

2個体（97962‑97963)，北海道厚岸町厚岸湾奥，

02,宮本望；3個体（97986,98186‑98187)，愛媛県

19820713,布村昇．

中島町，19911007,布村昇；1個体（98127)，長崎県
長崎市茂木，19800726,布村昇；4個体（98188‑9819

M0pα"αsaaYakovleva，1952

1)，熊本県苓北町富岡，19800727,布村昇；5個体（9

オオヒゲヒザラガイ

8122‑98126)，熊本県富岡町赤岩，19880727,布村昇；

l個体（97964‑97974)，北海道厚岸町厚岸湾奥≦

l個体（97910)，熊本県五和町通詞島，19800728,布

19820713,布村昇．

村昇；2個体（98205)，熊本県五和町通詞島，1980072
8,布村昇；l個体（97984)，熊本県松島町合津，1991
0517,布村昇；2個体（98214‑98215)，熊本県松島町
合津，19910517,布村昇．

〃｡〃α"α "ｾ" r"〃（Schrenck，1861）

ナガヒゲヒザラガイ

l個体（82617)，北海道三石町19950706,宮本望
A "r〃 ん"0"α んαr （Gould，1859）

ヒメケハダヒザラガイ

P"cわん0'e伽加γ 〃 ZpoJ" Saito＆Okutani，198霞
エゾババガセ

l個体（82618)，北海道三石町19950706,宮本望；真

2個体（98087‑98088)，岩手県大槌町吉里吉里：

個体（98174)，青森県青森市浅虫，19830615,布村昇；

19920730,布村昇．

9個体（97975‑97982,98049)，岩手県山田町荒神船
越湾，19920731,布村昇；4個体（98078‑98081)，岩

〃αcわ伽re"α "Zp "i（Gould，1859）
ババガセ

手県山田町荒神船越湾，19930805,布村昇；l個体
(98084)，岩手県大槌町吉里吉里，19830821,布村昇；：

l個体（98082)．岩手県山田町荒神船越湾，19920731

個体(98003),岩手県大槌町吉里吉里弁天島,19830516,

布村昇；l個体(98225)，新潟県相川町達者，19770808
布村昇；l個体(98118)，新潟県相川町達者，198807

布村昇；l個体（98183)，山形県酒田市飛鳥小松浜，
19900908,布村昇；4個体(98220‑98223)，新潟県柏

布村昇；l個体（97837)，富山県朝日町宮崎海岸，
19570714，石浦邦夫；l個体（27052)，石川県能登島

崎市鯨波，19820709,布村昇；l個体（97836)，富山
県朝日町宮崎海岸，19570714，石浦邦夫；l個体

町鰻目勝尾崎19900730,布村昇；l個体（98139)，
千葉県富浦町大房岬，19870612,布村昇；l個体（98i

(97789)。富山県魚津市沖，19930807・高山茂樹；l個

体（97797)，富山県魚津市青島沖1,,20090101,大
田希生；l個体（9976)，富山県高岡市雨晴，

67)，和歌山県串本町大島権現坂，19970707,布村昇；

l個体（98168)，和歌山県白浜町瀬戸(臨海)，198806畠
7，布村昇；l個体（98170)，和歌山県白浜町瀬戸(臨

19820528,布村昇；l個体（8450)，石川県珠洲市狼煙，

海)，19910613,布村昇；4個体(98060‑98063)，愛媛
県中島町，19911007,布村昇；3個体（98206‑98208)。

19870612,布村昇；l個体（98034)，千葉県天津小湊
町内浦，19950417,布村昇；l個体（98172)，和歌山

熊本県松島町大池島，19850603,布村昇．

県白浜町江津良，19780316,布村昇；4個体（10668−

19850904,布村昇；l個体（97988)，千葉県富浦町，

10670,10675)，和歌山県白浜町番所崎，19870710，
Supel‑familyCryptoplacoideaH．＆A・Adams，185§

野田泰一；3個体（82631‑82632,90131)，和歌山県

FamilyAcanthochitonidaePilsbry，1893

美浜町三尾，19720802,宮本望；l個体（98243)，岡
︵ｕ︺

斎藤寛・布村昇

山県牛窓町前島，19930531,布村昇；2個体（98244‑

和歌山県白浜町田尻クズレノ鼻，19940228,布村昇：

98245)，広島県宮島町厳島，19931022,布村昇；6個
体（97917‑97922)，広島県向島町干汐広島大学実験

宮本望；2個体（98184‑98185)，愛媛県中島町，

所付近，19930602,布村昇；l個体（98235)，長崎県

19911007,布村昇；l個体（98042)，愛媛県北条市鹿

平戸市志々伎，19940608,布村昇；l個体（36053)，
愛媛県中島町久兵衛小島，19911007,布村昇；2個体

島，19911006,布村昇；4個体（98236‑98239)，長
崎県平戸市志々伎，19940608,布村昇；l個体（98218)，
熊本県五和町通詞島，19910513,布村昇；l個体

l個体（82635)，和歌山県美浜町日ノ岬，19720802,

(97924‑97925)，熊本県松島町合津前島，19850604,

(98041)，熊本県苓北町富岡3,,19910505青木優和；
4個体(98209‑98212),熊本県松島町大池島，19850603,

布村昇；l個体(98121)，熊本県富岡町赤岩，19880727,

布村昇；l個体（98204,98241)，熊本県五和町通詞島，
19800728,布村昇；l個体（97983)，熊本県松島町合

布村昇．

津，19910517,布村昇．

備考：8495はコケハダヒザラガイとしてとして報告さ
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