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能都町漁協市場で見られる魚類能都町漁協市場で見られる魚類能都町漁協市場で見られる魚類能都町漁協市場で見られる魚類 
 

河本幸治  

（1999 年 10 月 31 日受付） 

 

 

                                                   
 石川県水産総合センター海洋資源部（〒927-0435 石川県鳳至郡能都町字宇出津新港 3-7） 

 石川県能都町地区に分布する魚類(円口類を含む)につ

いては，町中(1980)が「能都町史」に海水魚・淡水魚合わ

せて 281 種を記載しているが，筆者が 1988 年 4 月から

1989 年 3 月および 1997 年 4 月から 1999 年 10 月にかけて

の 4 年間，主に能都町漁協市場で新たに 48 種(表 1)を確

認したので，それらを追加(下線)して一覧表とした(表 2)。 

 なお，分類，和名，学名および記載順は「原色魚類大図

鑑(北隆館；1987)」により，同図鑑に記載のないものにつ

いては，「魚類検索(東海大学出版会；1993)」によった。 

 

 

表1 能都町市場で新たに確認された魚類 

 目  科  種 漁獲年月日  漁法  目  科  種 漁獲年月日  漁法 

 カライワシ  カライワシ カライワシ   99/11/10 定置網  スズキ  アジ マルアジ   97/6/6 定置網 

  イセゴイ イセゴイ   95/10/16 定置網   オアカムロ   97/10/9 定置網 

 ウナギ  ウミヘビ ミナミホタテウミヘビ   98/11/14 定置網   ツムブリ   98/10/20 定置網 

  アナゴ ギンアナゴ   97/7/9 定置網   オニアジ   88/10/20 定置網 

 サケ  サケ ギンザケ   97/10/7 定置網   イケカツオ   99/8/25 定置網 

  マスノスケ   98/5/3 定置網   オキアジ   97/10/2 定置網 

 ワニトカゲギス  ヨコエソ キュウリエソ   99/3/18 底びき網   シマガツオ シマガツオ(ｴﾁｵﾋﾟｱ)   98/5/27 定置網 

 タラ  サイウオ トヤマサイウオ   98/11/19 底びき網   ツルギエチオピア   99/2/11 定置網 

 アシロ  アシロ シオイタチウオ   97/5/28 底びき網   ハチビキ ハチビキ(ﾁﾋﾞｷ)   99/3/12 定置網 

 アカマンボウ  フリソデウオ サケガシラ   89/2/12 定置網   マツダイ マツダイ   97/7/24 定置網 

  リュウグウノツカイ リュウグウノツカイ   88/12/20 定置網   タイ キチヌ   98/9/29 定置網 

 キンメダイ  イットウダイ エビスダイ   97/7/3 定置網   イスズミ ノトイスズミ   97/6/16 定置網 

 トゲウオ  クダヤガラ クダヤガラ   98/6/30 定置網   カゴカキダイ   97/12/3 定置網 

 ヨウジウオ  ヤガラ アオヤガラ   98/10/28 定置網   スダレダイ ツバメウオ   97/7/11 定置網 

 カサゴ  フサカサゴ ヤナギメバル   99/3/18 底びき網   カワビシャ テングダイ   98/1/23 定置網 

  シマソイ   99/4/7 定置網   ツバメコノシロ ツバメコノシロ   99/10/28 定置網 

  イボオコゼ アブオコゼ   99/3/11 底びき網   ゲンゲ サラサガジ   97/9/9 底びき網 

 カジカ  カジカ ノドグロオキカジカ   98/5/26 底びき網   オオカミウオ オオカミウオ   97/10/17 定置網 

  オキヒメカジカ   98/5/26 底びき網   ハゼ ミミズハゼ   99/5/10 定置網 

  マツカジカ   97/9/10 底びき網   サバ ハガツオ   99/6/30 定置網 

  トクビレ ヒゲナガヤギウオ   98/6/16 底びき網   エボシダイ ハナビラウオ   99/2/5 定置網 

  ダンゴウオ コンペイトウ   98/10/16 底びき網  カレイ  ダルマガレイ ヤリガレイ   99/3/11 底びき網 

 スズキ  スズキ アオハタ   97/10/2 定置網  フグ  フグ ホシフグ   99/1/7 定置網 

       シマフグ   97/11/13 定置網 

       ヨリトフグ   99/2/10 定置網 
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表2 能都町市場に水揚げされた魚類-(1) 

綱   目   科   種   属名   種名   命名者 

軟骨魚 ネコザメ ネコザメ ネコザメ Heterodontus japonicus (Duméril) 
 ネズミザメ ネズミザメ ニタリ Alopias pelagicus Nakamura 
   ホホジロザメ Carchardon carcharias (Linnaeus) 
   アオザメ Isurus oxyrinchus Rafinesque 
    ネズミザメ Lamna ditropis Hubbs et Follett 
  トラザメ ナヌカザメ Cephaloscyllium umbratile Jordan et Fowler 
   トラザメ Scyliorhinus torazame (Tanaka) 
  メジロザメ メジロザメ Carcharhinus plumbeus (Nardo) 
   ホシザメ Mustelus manazo Bleeker 
   ヨシキリザメ Prionace glauca (Linnaeus) 
  シュモクザメ シロシュモクザメ Sphyrna zygaena (Linnaeus) 
 ツノザメ ツノザメ アブラツノザメ Squalus acanthias Linnaeus 
   ツノザメ Squalus fernandinus Molina 
  カスザメ カスザメ Squatina japonica Bleeker 
   コロザメ Squatina nebulosa Regan 
 エイ ガンギエイ ソコガンギエイ Bathyraja bergi Dolganov 
   ドブカスベ Bathyraja smirnovi (Soldatov et Pavlenko) 
   コモンカスベ Rjia kenojei Müller et Henle 
   ガンギエイ Raja kawangtungensis Chu 
  アカエイ アカエイ Dasyatis akajei (Müller et Henle) 
   ヒラタエイ Urolophus aurantiacus Müller et Henle 
  トビエイ トビエイ Myliobatis tobijei Bleeker 
   イトマキエイ Mobula japonica (Müller et Henle) 
       

硬骨魚 カライワシ カライワシ カライワシ Elops hawaiensis Regan 
  イセゴイ イセゴイ Megalops cyprinoides (Broussonet) 
 ウナギ ウナギ ウナギ Anguilla japonica Temminck et Schlegel 
  ウミヘビ ダイナンウミヘビ Ophisurus macrorhynchus Bleeker 
   ミナミホタテウミヘビ Pisodonophis cancrivorus (Richardson) 
  アナゴ マアナゴ Conger  myriaster (Brevoort) 
   ギンアナゴ Gnathophis  nystromi nystromi (Jordan et Snyder) 
    ハモ Muraenesox cinereus (Forsskål) 
 ニシン ニシン ウルメイワシ Etrumeus microps T. et S. 
   コノシロ Konosirus punctatus (Temminck et Schlegel) 
    マイワシ Sardinops melanosticta (Temminck et Schlegel) 
  カタクチイワシ カタクチイワシ Engraulis japonica (Houttuyn) 
 コイ コイ ヤリタナゴ Acheilognathus  lanceolatus (Temminck et Schlegel) 
   ギンブナ Carassius  auratus langsdorfii Temminck et Schlegel 
   コイ Cyprinus  carpio Linnaeus 
   タナゴ Paracheilognathus moriokae (Jordan et Thompson) 
   アブラハヤ Phoxinus  lagowskii steindachneri (Sauvage) 
   タカハヤ Phoxinus  oxycephalus jouyi (Jordan et Snyder) 
   ウグイ Tribolodon hakonensis (Günther) 
   オイカワ Zacco platypus (Temminck et Schlegel) 
   カワムツ Zacco temmincki (Temminck et Schlegel) 
  ドジョウ ドジョウ Misgurnus anguillicaudatus (Cantor) 
 ナマズ ナマズ ナマズ Silurus asotus Linnaeus 
 サケ サケ カラフトマス Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum) 
   シロザケ Oncorhynchus keta (Walbaum) 
   ギンザケ Oncorhynchus kisutch (Walbaum) 
   サクラマス Oncorhynchus  masou masou Brevoort 
   ヤマメ Oncorhynchus  masou masou Brevoort 
   マスノスケ Oncorhynchus tshawytscha (Walbaum) 
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表2 能都町市場に水揚げされた魚類-(2) 

綱   目   科   種   属名   種名   命名者 

硬骨魚 サケ ニギス ニギス Glossanodon semifasciatus (Kishinouye) 
  キュウリウオ ワカサギ Hypomesus nipponensis McAllister 

  アユ アユ Plecoglossus altivelis Temminck et Schlgel 
  シラウオ シラウオ Salangichtys microdon Bleeker 
 ワニトカゲギス ヨコエソ キュウリエソ Maurolicus muelleri (Gmelin) 
 ヒメ ヒメ ヒメ Aulopus japonicus Günther 
  エソ マエソ Saurida undosquamis (Richrdson) 
 タラ チゴダラ イソアイナメ Lotella phycis (Temminck et Schlegel) 
  サイウオ トヤマサイウオ Bregmaceros nectabanus Whitley 
  タラ マダラ Gadus macrocephalus Tilesius 
   スケトウダラ Theragra chalcogramma (Pallas) 
 アシロ アシロ シオイタチウオ Neobythites sivicola (Jordan et Snyder) 
 アンコウ アンコウ キアンコウ Lophius litulon (Ｊordan) 

  イザリウオ ハナオコゼ Histrio histrio (Linnaeus) 
 メダカ トビウオ ツクシトビウオ Cypselurus  heterurus doederleini (Steindachner) 
   ホソトビウオ Cypselurus hiraii Abe 
   ハマトビウオ Cypselurus  pinnatibarbatus  japonicus (Franz) 
  サヨリ サヨリ Hyporhamphus sajori (Temminck et Schlegel) 
  ダツ ダツ Strongylura anastomella (Valenciennes) 
  サンマ サンマ Cololabis sarira (Brevoort) 
   メダカ メダカ Oryzias latipes (Temminck et Schlegel) 
 アカマンボウ アカマンボウ アカマンボウ Lampris quttatus (Brunnich) 
  フリソデウオ サケガシラ Trachipterus ishikawae Jordan et Snyder 
  リュウグウノツカイ リュウグウノツカイ Regalecus russellii (Shaw) 
 キンメダイ マツカサウオ マツカサウオ Monocentris japonica (Houttuyn) 
  キンメダイ キンメダイ Beryx splendens Lowe 
  イットウダイ エビスダイ Ostichthys japonicus (Cuvier) 
 マトウダイ ソコマトウダイ マトウダイ Zeus faber Linnaeus 
   カカミダイ Zenopsis nebulosa (Temminck et Schlegel) 
 トゲウオ クダヤガラ クダヤガラ Aulichthys japonicus Brevoort 
  トゲウオ イトヨ Gasterosteus  aculeatus aculeatus Linnaeus 
 ヨウジウオ ヤガラ アカヤガラ Fistularia commersonii Rüppel 
   アオヤガラ Fistularia petimba Lacepède 
  サギフエ サギフエ Macrohamphosus scolopax (Linnaéus) 
  ヨウジウオ タツノオトシゴ Hippocampus coronatus Temminck et Schlegel 
   サンゴタツ Hippocampus japonicus Kaup 
   ヨウジウオ Syngnathus schlegeli Kaup 
 セミホウボウ セミホウボウ セミホウボウ Dactyloptena orientalis (Cuvier) 
 カサゴ フサカサゴ エボシカサゴ Ebosia bleekeri (Doderlein) 
   ミノカサゴ Pterois lunulata Temminck et Schlegel 
   フサカサゴ Scorpaena onaria Jordan et Snyder 
   オニカサゴ Scorpaenopsis cirrhosa (Thumberg) 
   ヨロイメバル Sebastes hubbsi (Matsubara) 
   メバル Sebastes inermis Cuvier 
   ヤナギメバル Sebastes itinus (Jordan et Starks) 
   トゴットメバル Sebastes joyneri Günther 
   アコオダイ Sebastes matsubarae Hilgendorf 
   タケノコメバル Sebastes oblongus Günther 
   ハツメ Sebastes owstoni (Jordan et Thompson) 
   クロソイ Sebastes schlegeli Hilgendorf 
   ウスメバル Sebastes thompsoni (Jordan et Hubbs) 
   シマソイ Sebastes trivittatus Hilgendorf 
   キツネメバル Sebastes vulpes Doderlein 
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表2 能都町市場に水揚げされた魚類-(3) 

綱   目   科   種   属名   種名   命名者 

硬骨魚 カサゴ フサカサゴ アヤメカサゴ Sebastiscus albofasciatus (Lacepède) 
   カサゴ Sebastiscus marmoratus (Cuvier) 
  オニオコゼ オニオコゼ Inimicus japonicus (Cuvier) 
   ヒメオコゼ Minous monodactylus (Bloch et Schneider) 
  イボオコゼ アブオコゼ Erisphex potti (Steindachner) 
  ハオコゼ ハオコゼ Hypodytes rubripinnis (Temminck et Schlegel) 
  ホウボウ ホウボウ Chelidonichthys spinosus (McClleland) 
   ソコカナガシラ Lepidotrigla abyssalis Jordan et Starks 
   カナド Lepidotrigla guentheri Hilgendorf 
   カナガシラ Lepidotrigla microptera Günther 
  コチ イネゴチ Cociella crocodila (Tilesius) 
   コチ Platycephalus indicus (Linnaeus) 
   メゴチ Suggrundus meerdervoorti (Bleeker) 
  アイナメ クジメ Hexagrammos agrammus (Temminck et Schlegel) 
   アイナメ Hexagrammos otakii Jordan et Starks 
   ホッケ Pleurogrammus azonus Jordan et Metz 
  カジカ ニジカジカ Alcichthys alcicornis (Herzenstein) 
   ベロ Bero elegans (Steindachner) 
   ノドグロオキカジカ Artediellus fuscimentus Nelson 
   オキヒメカジカ Cottiusculus gonez Schmidt 
   カマキリ Cottus kazika Jordan et Starks 
   カジカ Cottus pollux Günther 
   オニカジカ Enophrys diceraus (Pallas) 
   キヌカジカ Furcina osimae Jordan et Starks 
   ツマグロカジカ Gymnocanthus herzensteini Jordan et Starks 
   イダテンカジカ Ocynectes maschalis Jordan et Starks 
   アナハゼ Pseudoblennius percoides Günther 
   マツカジカ Ricuzenius pinetorum Jordan et Starks 
   スイ Vellitor centropomus (Richardson) 
  ウラナイカジカ ガンコ Dasycottus setiger Bean 
   セッパリカジカ Malacocottus gibber Sakamoto 
  トクビレ クマガイウオ Agonomalus jordani Schmidt 
   ツノシャチウオ Hypsagonus quadricornis (Cuvier) 
   ヤギウオ Pallasina barbata (Steindachner) 
   ヒゲナガヤギウオ Pallasina eryngia Jordan et Richardson 
   トクビレ Podothecus sachi (Jordan et Snyder) 
   ヤセトクビレ Podothecus thompsoni Jordan et Gilbert 
  ダンゴウオ アバチャン Crystallias matsushimae Jordan et Snyder 
   コンペイトウ Eumicrotremus birulai Popov 
   クサウオ Liparis tanakai (Gilbert et Burke) 
   ビクニン Liparis tessellatus (Gilbert et Burke) 
 スズキ スズキ アカムツ Doederleinia berycoides (Hilgendorf) 
   スズキ Lateolabrax japonicus (Cuvier) 
   オオクチイシナギ Stereolepis doederleini Lindbery et Krasjukova 
  ハタ キジハタ Epinephelus akaara (Temminck et Schlegel) 
   オオモンハタ Epinephelus areolatus (Forsskål) 
   アオハタ Epinephelus awoara (Temminck et Schlegel) 
   ノミノクチ Epinephelus fario (Thunberg) 
   アカハタ Epinephelus fasciatus (Forsskål) 
   マハタ Epinephelus septemfasciatus (Thunberg) 
   アラ Niphon spinosus Cuvier 
  シマイサキ シマイサキ Rhyncopelates oxyrhynchus (Temminck et Schlegel) 
  キントキダイ チカメキントキ Cookeolus boops (Schneider) 
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表2 能都町市場に水揚げされた魚類-(4) 

綱   目   科   種   属名   種名   命名者 

硬骨魚 スズキ テンジクダイ テンジクダイ Apogon lineatus (Temminck et Schlegel) 
   ネンブツダイ Apogon semilineatus Temminck et Schlegel 
  キス シロギス Sillago japonica Temminck et Schlegel 
  キツネアマダイ アカアマダイ Branchiostegus japonicus (Houttuyn) 
  ムツ ムツ Scombrops boops (Houttuyn) 
  スギ スギ Rachycentron canadum (Linnaeus) 
   コバンザメ コバンザメ Echeneis naucrates Linnaeus 
  アジ マルアジ Decapterus maruadsi (Temminck et Schlegel) 
   ムロアジ Decapterus muroadsi (Temminck et Schlegel) 
   オアカムロ Decapterus tabl Berry 
   ツムブリ Elagatis bipinnulata (Quoy et Gaimard) 
   カイワリ Kaiwarinus equula (Temminck et Schlegel) 
   オニアジ Megalaspis cordyla (Linnaeus) 
   イケカツオ Scomberoides lysan (Forsskål) 
   カンパチ Seriola dumerili (Risso) 
   ヒラマサ Seriola lalandi Valenciennes 
   ブリ Seriola quinqueradiata Temminck et Schlegel 
   マアジ Trachurus japonicus (Temminck et Schlegel) 
   オキアジ Uraspis helvola (Forster) 
  シイラ シイラ Coryphaena hippurus Linnaeus 
  ヒイラギ ヒイラギ Leiognathus nuchalis (Temminck et Schlegel) 
  シマガツオ シマガツオ(ｴﾁｵﾋﾟｱ) Brama japonica Hilgendorf 
   ツルギエチオピア Taractes rubescens (Jordan et Evermann) 
  ハチビキ ハチビキ(ﾁﾋﾞｷ) Erythrocles schlegelii (Richardson) 
  マツダイ マツダイ Lobotes surinamensis (Bloch) 
  イサキ ヒゲソリダイ Hapalogenys nitens Richardson 
   イサキ Parapristipoma trilineatum (Thunberg) 
   コショウダイ Plectorhinchus cinctus (Temminck et Schlegel) 
  タイ キチヌ Acanthopagrus latus (Houttuyn) 
   クロダイ Acanthopagrus schlegeli (Bleeker) 
   キダイ Dentex tumifrons (Temminck et Schlegel) 
   チダイ Evynnis japonica Tanaka 
   マダイ Pagrus major (Temminck et Schlegel) 
   ヘダイ Sparus sarba (Temminck et Schlegel) 
  ニベ ニベ Nibea mitsukurii (Jordan et Snyder) 
  ヒメジ ヒメジ Upeneus bensasi (Temminck et Schlegel) 
  イスズミ メジナ Girella punctata Gray 
   イスズミ Kyphosus lembus (Cuvier) 
   ノトイスズミ Kyphosus bigibbus Lacepède 
   カゴカキダイ Microcanthus strigatus (Cuvier) 
  スダレダイ ツバメウオ Platatx orbicularis (Forsskål) 
  チョウチョウウオ ゲンロクダイ Chaetodon modestus Temminck et Schlegel 
  カワビシャ テングダイ Evistias acutirostris (Temminck et Schlegel) 
  イシダイ イシダイ Oplegnathus fasciatus (Temminck et Schlegel) 
   イシガキダイ Oplegnathus punctatus (Temminck et Schlegel) 
  ウミタナゴ ウミタナゴ Ditrema temmincki Bleeker 
   オキタナゴ Neoditrema ransonneti Steindachner 
  スズメダイ スズメダイ Chromis rotatus notatus (Temminck et Schlegel) 
   ソラスズメダイ Pomacentrus coelestis Jordan et Starks 
  タカノハ ミギマキ Goniistius zebra (Doderlein) 
   タカノハダイ Goniistius zonatus (Cuvier) 
  アカタチ イッテンアカタチ Acanthocepola limbata (Valenciennes) 
   スミツキアカタチ Cepola schlegeli (Bleeker) 
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表2 能都町市場に水揚げされた魚類-(5) 

綱   目   科   種   属名   種名   命名者 

硬骨魚 スズキ ボラ メナダ Liza haematocheila (Temminck et Schlegel) 

   ボラ Mugil  cephalus cephalus Linnaeus 

   カマス アカカマス Sphyraena pinguis Günther 

  ツバメコノシロ ツバメコノシロ Polydactylus plebejus (Broussonet) 

   ベラ イラ Choerodon azurio (Jordan et Snyder) 

   キュウセン Halichoeres poecilopterus (Temminck et Schlegel) 

   ホンベラ Halichoeres tenuispinnis Günther 

   ササノハベラ Pseudolabrus japonicus (Houttuyn) 

   オハグロベラ Pteragogus flagellifera (Valenciennes) 

   コブダイ Semicossyphus reticulatus (Valenciennes) 

   イトベラ Suezichthys gracilis (Steindachner) 

  ゲンゲ ノロゲンゲ Allolepis hollandi Jordan et Hubbs 

   サラサガジ Davidijordania poecilimon (Jordan et Fowler) 

   クロゲンゲ Lycodes nakamurai (Tanaka) 

   タナカゲンゲ Lycodes tanakai Jordan et Thompson 

   アゴゲンゲ Petroschmidtia tyamensis Katayama 

  タウエガジ ダイナンギンポ Dictyosoma burgeri Van der Hoeven 

   ウナギガジ Lumpenus sagitta Wilimovsky 

   ナガヅカ Stichaeus grigorjemi Herzenstein 

  ニシキギンポ ギンポ Pholis nebulosa (Temminck et Schlegel) 

  オオカミウオ オオカミウオ Anarhichas orientalis Pollas 

  ハタハタ ハタハタ Arctoscopus japonicus (Steindachner) 

  ミシマオコゼ アオミシマ Gnathagnus elongatus (Temminck et Schlegel) 

   ミシマオコゼ Uranoscopus japonicus Houttuyn 

  トラギス トラギス Parapercis pulchella (Temminck et Schlegel) 

   クラカケトラギス Parapercis sexfasciata (Temminck et Schlegel) 

  ヘビギンポ ヘビギンポ Tripterygion etheostoma Jordan et Snyder 

  イソギンポ ナベカ Omobranchus elegans (Steindachner) 

  イカナゴ イカナゴ Ammodytes personatus Girard 

  ネズッポ トビヌメリ Repomucenus beniteguri (Jordan et Snyder) 

   ヌメリゴチ(ﾈｽﾞｯﾎﾟ) Repomucenus lunatus (Temminck et Schlegel) 

   ネズミゴチ Repomucenus richardsonii (Bleeker) 

   ハタタテヌメリ Repomucenus valenciennei (Temminck et Schlegel) 

   ハゼ マハゼ Acanthogobius flavimanus (Temminck et Schlegel) 

   ニクハゼ Chaenogobius heptacanthus (Hilgendorf) 

   ウキゴリ Chaenogobius urotaenia (Hilgendorf) 

   イトヒキハゼ Cryptocentrus filifer (Valenciennes) 

   ウロハゼ Glossogobius olivaceus (Temminck et Schlegel) 

   シロウオ Leucopsarion petersi Hilgendorf 

   ミミズハゼ Luciogobius guttatus Gill 

   キヌバリ Pterogobius elapoides (Günther) 

   ニシキハゼ Pterogobius virgo (Temminck et Schlegel) 

   チャガラ Pterogobius zonoleucus Jordan et Snyder 

   ヨシノボリ Rhinogobius brunneus (Temminck et Schlegel) 

   サビハゼ Sagamia geneionema (Hilgendorf) 

   チチブ Tridentiger obscurus (Temminck et Schlegel) 

   シマハゼ Tridentiger trigonocephalus (Gill) 

  ニザダイ テングハギ Naso unicornis (Forsskål) 

   ニザダイ Prionurus scalprus Valenciennes 

  アイゴ アイゴ Siganus fuscescens (Houttuyn) 

  タチウオ タチウオ Trichiurus Lepturus linnaeus 

  サバ カマスサワラ Acanthocybium solandri (Cuvier) 

   ヒラソウダ Auxis thazard (Lacepède) 
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表2 能都町市場に水揚げされた魚類-(6) 

綱   目   科   種   属名   種名   命名者 

硬骨魚 スズキ サバ カツオ Ｋatsuwonus pelamis Linnaeus 
   ハガツオ Sarda orientalis (Temminck et Schlegel) 
   ゴマサバ Scomber australasicus Cuvier 
   マサバ Scomber japonicus Houttuyn 
   サワラ Scomberomorus niphonius (Cuvier) 
   ビンナガ Thunnus alalunga (Bonnaterre) 
   クロマグロ(ﾏｸﾞﾛ) Thunnus thynnus (Linnaeus) 
  マカジキ バショウカジキ Istiophorus platypterus (Shaw et Nodder) 
   マカジキ Tetrapturus audax (Philippi) 
  イボダイ メダイ Hyperoglyphe japonica (Döderlein) 
   イボダイ Psenopsis anomala (Temminck et Schlegel) 
  エボシダイ ハナビラウオ Psenes pellucidus Lütken 
  マナガツオ マナガツオ Pampus argenteus (Euphrasen) 
 カレイ ヒラメ ヒラメ Paralichthys olivaceus (Temminck et Schlegel) 
   ガンゾウビラメ Pseudorhombus cinnamoneus (Temminck et Schlegel) 
   タマガンゾウビラメ Pseudorhombus pentophthalmus Günther 
   アラメガレイ Tarphops oligolepis (Bleeker) 
  ダルマガレイ ヤリガレイ Laeops kitaharae (Smith et Pope) 
  カレイ ソウハチ Cleisthenes  pinetorum herzensteini (Schmidt) 
   サメガレイ Clidoderma asperrimum (Temminck et Schlegel) 
   ミギガレイ Dexistes rikuzenius Jordan et Starks 
   ムシガレイ Eopsetta grigorjewi (Herzenstein) 
   ヒレグロ Glyptocephalus stelleri (Schmidt) 
   アカガレイ Hippoglossoides dubius Schmidt 
   イシガレイ Kareius bicoloratus (Basilewsky) 
   マガレイ Limanda herzensteini Jordan et Snyder 
   スナガレイ Limanda punctatissima (Steindachner) 
   マコガレイ Limanda yokohamae (Günther) 
   ババガレイ Microstomus achne (Jordan et Starks) 
   ヌマガレイ Platichthys stellatus (Pallas) 
   メイタガレイ Pleuronichthys cornutus (Temminck et Schlegel) 
   カラスガレイ Reinhardtius hippoglossoides (Walbaum) 
   ヤナギムシガレイ Tanakius kitaharai (Jordan et Starks) 
   マツカワ Verasper moseri Jordan et Gilbert 
   ホシガレイ Verasper variegatus (Temminck et Schlegel) 
  ウシノシタ アカシタビラメ Cynoglossus joyneri Günther 
   クロウシノシタ Paraplagusia japonica (Temminck et Schlegel) 
  ササウシノシタ トビササウシノシタ Aseraggodes kobensis (Steindachner) 
   ササウシノシタ Heteromycteris japonica (Temminck et Schlegel) 
   セトウシノシタ Pseudaesopia japonica (Bleeker) 
   シマウシノシタ Zebrias zebra (Bloch et Schneider) 
 フグ モンガラカワハギ アミモンガラ Canthidermis maculatus (Bloch) 
  カワハギ ウスバハギ Aluterus monoceros (Linnaeus) 
   アミメハギ Rudarius ercodes Jordan et Fowler 
   カワハギ Stephanolepis cirrhifer (Temminck et Schlegel) 
   ウマズラハギ Thamnaconus modestus (Günther) 
  ハコフグ ハコフグ Ostracion immaculatus Temminck et Schlegel 
  フグ ホシフグ Arothron firmamentum (Temminck et Schlegel) 
   アカメフグ Fugu chrysops (Hilgendorf) 
   クサフグ Fugu niphobles (Jordan et Snyder) 
   ヒガンフグ Fugu pardalis (Temminck et Schlegel) 
   コモンフグ Fugu poecilonotus (Temminck et Schlegel) 
   トラフグ Fugu rubripes (Temminck et Schlegel) 
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表2 能都町市場に水揚げされた魚類-(7) 

綱   目   科   種   属名   種名   命名者 

硬骨魚 フグ フグ ゴマフグ Fugu stictonotus (Temminck et Schlegel) 
   マフグ Fugu  vermicularis porphyreus (Temminck et Schlegel) 
   ショウサイフグ Fugu  vermicularis vermicularis (Temminck et Schlegel) 
   シマフグ Fugu xanthopterus (Temminck et Schlegel) 
   シロサバフグ Lagocephalus wheeleri Abe.Tabeta et Kitahama 
   ヨリトフグ Sphoeroides pachygaster (Müller et Troschel) 
  ハリセンボン ハリセンボン Diodon holocanthus Linnaeus 
  マンボウ マンボウ Mola mola (Linnaeus) 

       
頭 甲 ヤツメウナギ ヤツメウナギ カワヤツメ Lampetra japonica (Martens) 

   スナヤツメ Lampetra reissneri (Dybowski) 

 
 




