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相模湾産トウカムリガイ科の貝類

池田 等

Seashells of the Family Cassidae Collected from Sagami Bay 

Hitoshi IKEDA 

はじめに ピ篭（アカザエビが目的で，水深200-400mrこ任掛け

学術的に貴重なオキナエビスやシロウリガイなどの る。〕による調査も行なし り ドレッジや打ち上げ採集

産地と して名高い相模湾には，多種多様の貝類が分布 も行なった。

していることは言うまでもなく，天皇陛下の御採集品 結果と考察

をまとめた相模湾産貝類（黒田ほか，1971）でほぼ明 トウカムリガイ科の貝類は南方系の種類が多く，世

らかにされている。 界でおよそ60種，日本近海で29種が知られ， 三重県で

筆者は 1964年から相模湾で貝類の調査を続け，将 は20種〔松本，1979）駿河湾では 5種〔波部ほか， 19

来，相模湾産貝類目録を作成しようと手がけている。 86）が報告されてL唱。

それらは英大な数に及び，一度に公表することは不可

能なため，今後，まとまったグノレープを少しずつ報告

することにし，今回はトウカムリガイ科の貝類につい

てお知らせする。

本文をまとめるに当り ，投稿の機会を与えていただ

き御指導下さった神奈川県立博物館専門学芸員中村一

恵氏，横須賀市博物館学芸員林公義氏，ならびに調査

に御協力をいただいた相模貝類同好会々員の河辺訓受

氏，間瀬欣弥氏，渡辺政美氏および横須賀市長井町漁

業組合の方々，貴重な標本を拝見させていただいた伊

藤宏氏に深く感謝申し上げる。

調査海域と方法

調査海域は江ノ島から城ケ島に至る三浦半島西側沿

岸の相模湾と，城ケ島から叙崎を経て金問に至る沿岸

海域とした。（図 1) 図1 調査海域

調査方法として， トウカムリガイ科の貝類は大部分

が浅海の砂士山にすむため，漁業者の行なう底刺網に掛

かる資料を中心に収集した。特に，クノレマエビやヒラ

メを目的とする底刺網l土砂，砂泥地に任掛けるので重

点的に調査した。（イセエピの底刺網は岩礁に任掛け

るため対象としなかった。また地図上の地名は底刺網

の行なわれている漁港である。〉その他に手操網やエ

1 江ノ島 Of高沢市〉

3 葉山〈三浦郡〉

5 秋谷〔横須賀市〕

7.佐島（横須賀市〕

9 長浜 （横須賀市〕

11.三 崎 （三浦市〕

13.籾 崎 （三浦市）

2.小坪（逗子市〉

4.久留和〔横須賀市〉

6.芦名（横須賀市〉

8 長井（横須賀市〉

10.三戸（三浦市〉

12.城ケ島（三浦市）

14.金田（三浦市）
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筆者の調査では相模湾新記録のナンパンカ ブトウラ 砂底〉 K N，⑪ 

シマ〔図－ 2〕と ワダチウラシマ〔図－3〕を含む17 6.コダイコ ガイ P. areolum (LINNAEUS) 

種が記録され， 相湾産貝類で紹介されている 6種はす 秋谷沖（細谷〉， 三戸沖，城ケ島沖 （20～30m,

べて確認された。また，横須賀市博物館に所蔵されて 砂底） K N，③ 

L、る故細谷角次郎氏の収集品には15種あり， それらの 7.カズラガイ P. va円egatum(PERRY〕

うち，カブトウ ラシマ，ヒナヅノレは筆者が来記録の種 江ノ 島沖，三JI崎沖 〔10～20m，細砂底， R少泥底〕

である。従って，相模湾には19種の分布が明らかにさ K N，⑬ 

れた。この数は 三璽県 における記録数に劣らぬもの 8. ナガカズラガイ P. flammijer 

てや，キ日模｛湾の貝類の豊富さがう治、がわれる。 葉山沖，久留和沖，秋谷沖，長井沖，三戸れi＂，金

今回の調査でウネウラシマは江ノ 島，葉1J1，秋谷の 回沖 〔10～30m，砂底〉 K N，。

沖合水深60～lOOm付近に他の海域より 多く見られ， 9. ウラシマガイ Semicassis戸ersimilisKrnA 

ウラシマガイはZ震1J1，久宙和，秋谷の沖合およ ひや金回 江ノ島沖，小坪i"i＂，葉i幻れ1＇，久留和i'I'＇， 秋谷計・I'

沖の水深10～30mlこ多度することがわカ、つた。また， 戸名沖，長列二戸＇［＇， 三戸沖，三崎沖，金田 〔10～80

同種か別種か疑問の残されているウラシマガイとタマ m，砂底， I沙泥底〉 KN, HN, T, D，③ 

ウラシマ，ウネウスとマメシボリウラシマ，カズラガ 10. タマウラシマ s.戸ila(REEVE) 

イとナガカズラガイは生息する底質に多少差があるら 葉山川：I ， 久留和沖，秋谷川I，金田~［ 1 (20～50rn, 

しいことをここでは指摘しておく 。コダイコガイには 細砂底〉 K N，⑥ 

2型が記録され（ひとつは別種の可能性がある〕， 未同 11. ワダチウラシ マ S. bisulcatum (ScHUBE!lT巴t

定のレンジ ャクの一種もあり，これらについてはし、ず WAGNER）〔図2:3-4〕

れの機会に報告する。 久留和沖，長井沖 （30～50m，細砂底）K N，③ 

12. ウスウラシマ S. bulla RABE 

目録について 長井？中 （80～lOOm，砂底〕 HN，⑫ 

採集方法の111各号 13. ウネウラシマ S. japonica (REEVE〕

K N・・・クノレマエビ底刺綱 ； HN・・・・・・ヒラメ底利 江ノ島沖，小坪沖，葉山沖，久留和沖，秋谷沖，

網， LP  －－－エビ篭 ； T・・・・一手操f,1t]; D・・・ ・・・ 長井ドi＇，三戸川l，城ケ島沖，金田沖， ( 50～200 

ドレ ッジ， B・・・・・・打ち上げ m，砂泥底〉 KN, HN, LP, T，③ 

相模湾における個体数の略号 14. マメシボリウラシマ S. minor (KusmR) 

⑧ ....・1>/fi産 ， ⑪ ・・・少産 ， ＠・・・普通 ； ③ ・ 小坪沖，葉山沖，秋谷沖，長井沖，金田沖（30～

・・多産 Som, 細1沙底，l沙泥底〕 KN, HN, c 

トウカムリガイ科 CASSIDAE 15.ヒメタ イコガイ S. inornata〔PrLSBLY)

1 .ゴエボシ Mo何 m mac仰 d印刷（SOWERBY) 久留和沖， 長井和［＂， 城ケ島沖 （70～250m，釧7沙

長井戸［1，城ケ島沖，籾崎沖〔 50～120m,i沙底， 底，E少泥底〕 KN, HN, L P，⑪ 

砂際底〕 KN, HG, D，⑪ 16. レンジ ャク Casmaria ponderosa nψ戸onensis

2. カブトウラシマ Echinophoria kurodai ABBOTT ABBOTT 

三戸沖（細谷） 横須賀市博物館所蔵貝類資料（Y 佐島沖，長井沖， 長浜，金田yq1〔10～30m,砂

CM. Z H-1069〕 ⑧ 底） KN, B，⑫ 

3. ナンハンカブ トウラシマ E. 叩•yvillei w ATOSON 17. アメガイ C. ponderosaρonderosa (GMELIN〕

長井沖 〔亀域礁南西〉 〔200～300m，砂泥底〉 長浜，三戸i"i'(10～20m，砂底〕 KN, B，③ 

H N，⑧ （図2:1-2〕 18目 ヒナヅノレ C. erinaceus〔LINNAEUS)

4. カンコ Phalium glaucum〔LINNAEUS) 相模湾〔細谷〉 1!i［須賀市博物館所蔵貝類資料 CY

久留和i"i',J5名沖 〔細谷〕 〔20～40m，砂底〉 CM. ZM  1089) ⑧ 

K N，⑥ 19. レンジャ クの一種 Casmarza sp. 

5. タイコガイ P. bandatum (PERRY) 金田沖 〔河辺〕（20～30m，砂底〕 K N，⑧ 

久留和沖，秋谷j中，長井沖， 三11崎沖 （20～40m,
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図2:1-2 ナンハンカブ トウラシマ Echinophoria wyvillei 

相模湾産， 1987年4月採集，殻高 114IIIlll 殻径75IIIlll

3-4 ワダチウラシマ Semicassis bisulcatum 

相模湾産， 1969年6月採集，殻高47皿殻径33mm
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