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*本稿は『輸入される外国産魚類の標準和名について

1. はじめに

(第 15 版)』[おさかな普及センター資料館年報 37 号

「標準和名は, 日本において学名の代わりに用

(2018): 5-16] を増補・改訂したものである。

いられる生物の名称であり, 発音がしやすいこ

**2005 年 9 月, 日本魚類学会は魚類の標準和名を定義し,

と, 意味を容易に理解できること, 記憶しやす

(日本産魚類の標準和名の) 起点, 使用範囲などを公表し

いことなど, 一般的になじみがない学名の短所

た。また同学会は 2007 年 2 月, いくつかの差別的名称の

を補う便利なものとして, 対象とする生物やそ

改称を行った (日本魚類学会の HP を参照)。

の関連分野の研究の進歩や普及, 教育に大きく

***ここでいう日本産魚類は, 『日本産魚類大図鑑 第 2

貢献してきた」[日本魚類学会標準和名検討委員

版』

会 (2003 年 3 月設置) 要項より (魚類学雑誌,

(益田他編, 1988) や『日本産魚類検索 全種の同定 第二

50 : 92)]**

版』(中坊編, 2013) に掲載されているものを指す（ニジ

水産物の流通過程においても, 標準和名が使

マスなどの移入種も含まれる)。たとえば, 天皇海山から

用されることが望ましいことはいうまでもない。

のみ報告されているオキカサゴやベニメヌケは日本産で

しかしながら, 実際の流通過程で標準和名が使

あって, 外国産魚類には含めない。また, 北部北大西洋で

われることは少ない。これは外国産魚類の場合

漁獲されたものがアイスランドやノルウェーなどから輸

には特に顕著で, 業界名・流通名・商品名など

入されるカラフトシシャモ, 中国などから輸入されるハ

様々な名称が使用されているのが現状である。

モ・マアナゴなども同様に外国産魚類に含めない。

ところで, 食用として輸入される外国産魚類につ

****同物異名（1 つの種に複数の名称が与えられているこ

いては多くの種に標準和名が与えられているが,

と）や異物同名 (異なる種に同じ名称が与えられているこ

日本産魚類***の場合と異なり, 種と標準和名が

と) を処理する場合, より古い名称が優先されるという

必ずしも一対一に対応していない場合が少なから

原理。学名は, 国際命名規約にのっとって, この原理に

ずみうけられる。既に標準和名があるにもかかわ

より処理される。標準和名の場合には, このような規約

らず, 後の出版物において既存の標準和名につい

はない。しかし, 別種と思われていたものが同一種(たと
えば雌雄)であることがわかった時には, 先に発表された

おさかな普及センター資料館年報, (38): 5-15 (2019)

名称が優先されることが多い(中坊, 2013; 瀬能, 2002 を
参照)。
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現状は, よく知られた種であればともかく, なじ

報で扱った魚種に限っても, 次のようなものが

みのない外国産魚類では甚だ不都合である。

ある：タイセイヨウサケ, プタスダラ, シロイ

本報の目的は, 食用として輸入される (ある

トダラ, モンツキダラ, ニシアンコウ, ニシサ

いは可能性のある) 外国産魚類の標準和名を紹

ンマ, モトアカウオ, チヒロアカウオ, ニシマ

介することである。さらに, 複数の標準和名が

アジ, ニシォォカミウオ, イシビラメ (両方と

通用していると考えられる場合には, その魚種

も「新称」とされている) およびニシカワガレ

の適切な標準和名を選択するための基礎資料を

イ。本報では, 上記の理由から, これらの和名

提供することである。

は『新顔の魚』からそれぞれ引用した。
文献: 当該標準和名の提唱者または使用者を記

2. 輸入される（あるいは可能性のある)

した。( ) 内の数字は出版年。

外国産魚類の標準和名一覧（表 1）

阿部については,『新顔の魚』の他に個別の論

魚種の選定にあたっては,『水産貿易統計』

文があるので, 出典が『新顔の魚』であるとき

(水産庁) や『東京都中央卸売市場年報』(東京

には備考欄にその旨を明記した。

都), 築地市場での流通状況, おさかな普及セン

海洋水産資源開発センターの図鑑の引用にあ

ター資料館に寄せられる問い合わせなどを参考

たっては, 備考欄に図鑑名 (一部は簡略化) を

にした。表 1 には, 172 種および亜種が掲載され

記した。また, 1983 年以降出版されたものでは

ている。

魚種ごとに著者が明らかにされているので, 文

学名: 学名は, 原則として, それぞれの引用文

献欄はその著者名 (出版年) とした。

献に従った。分類体系は Nelson (1994) [但し,

遠洋水産研究所 (遠水研) 監修の 2 つの出版

カレイ科は坂本 (1998)], 目と科の標準和名は

物 (1972, 1976) についても, 備考欄に『遠洋漁

上野・坂本 (1999, 2005) に従った。

場の底魚類』と記した。第 2 集 (1972) では魚

標準和名: 表 1 に掲載した標準和名の出典は,

種ごとの担当者が明記されているので, 文献欄

写真や標本, 記載などによって種の同定ができ

はその著者名 (出版年) とした。

る文献に限定した*。標準和名は魚種そのものに

新称の表記:「新称」の表記がなくても, これに

与えられるものだからである。したがって, 学

相当すると判断されたものは新称とした。たと

名のリストのなかで命名されたようなものは標

えば, 上野 (1965: 532) の「便宜的に新たに和

準和名とみなさなかった。たとえば, 阿部

名を与えておく」など。

(1977) は,『新独和辞典』(付録Ⅲ ヨーロッパ
の魚)で 500 種および亜種のヨーロッパの魚類の

3. 参考文献

分類表を作成し, 和名（標準和名のこと）のない

Abe, T. 1955.

Notes on the adult Cubiceps gracilis

ものに対して新和名を与えた。しかしながら,

from the western Pacific.

これらの新和名は, 学名のリストに単に対応さ

Japan, 11(2): 1-6.

せたものであり, 魚種に与えたものかどうか不

阿部宗明. 1970-1995.

明であるので, 標準和名とみなさず, したがっ

Journ. Oceanogr. Soc.

新顔の魚.

伊藤魚学研究振興財

団, 東京. (リーフレット, 平均 8 頁, 全 25 回発行)

て本表には掲載されていない (瀬能, 2002: 205
を参照）
。

*種の同定が可能な既存の文献を引用して標準和名を提唱

ところで,『新独和辞典』で新和名が提唱され,
その後『新顔の魚』で使用された和名には, 本

したり, 議論している文献もこれらと同等のものとみな
せる。
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中坊徹次. 2000. エボシダイ科. 中坊徹次(編). 日

vi+147 頁.
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遠洋水産研究所(監). 1976. カラー遠洋漁場の底魚類

東海大学出版会, 東京.

第 2 集. 日本トロール底魚協会, 東京. iv+189 頁.
稲田伊史・中村 泉.

第二版. 963-965 頁.

中坊徹次(編). 2013. 日本産魚類検索 全種の同定

1975. ニュージーランドおよびパ

三版. 東海大学出版会, 東京.

タゴニア・フォークランド海域から得られたタラ科

第

1+xxxii+xvi+2428

魚類 Micromesistius australis の比較研究. 遠洋

頁.
仲谷一宏他 4 名(編). 2009.
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ペルー海域の深海魚類図

鑑.日本トロール底魚協会, 東京. 355 頁.
Nelson, J. S. 1994. Fishes of the world.

<付録 1>
3rd ed.

JAS 法改正と水産庁の「魚介類の名称のガイド
ライン」について

John Wiley & Sons, Inc., New York. xvii+600

2000 年(3 月 31 日告示, 7 月 1 日施行), JAS 法が改正

pp.

され, 生鮮食品に名称や原産地を表示することが義務づ

岡田 篤・小林喜雄.

1968. 北洋魚類図説. 北洋鮭鱒

けられた。名称については,「その内容を表す一般的な名

資源調査研究会・日本水産資源保護協会, 東京.

称を記載すること」とされた。そして, 水産庁の水産物

179 頁.

表示検討会は, 2002 年 11 月 15 日に「魚介類の名称のガ

岡村 収他 5 名(編).

1995. グリーンランド海域の水族

イド

深海丸により採集された魚類・頭足類・甲殻類. 海

ライン(中間とりまとめ(案))」を公表して, 一般および

洋水産資源開発センター, 東京. 304 頁.

関連学会 (日本魚類学会・日本甲殻類学会・日本貝類学

坂本一男. 1998. カレイ科. 日高敏隆(監). 中坊徹
次・望月賢二(編). 日本動物大百科 6 魚類.

184-

187 頁. 平凡社, 東京.
瀬能 宏.

会)の意見を求めた。2003 年 3 月 28 日には, 一般および
関連学会からの意見と検討会での議論を踏まえて,「魚介
類の名称のガイドライン(中間とりまとめ)」を公表し

2002. 標準和名の安定化に向けて. 青木淳

た。

一・奥谷喬司・松浦啓一(編). 虫の名, 員の名, 魚
の名

和名にまつわる話題. 192-225 頁. 東海大学

出版会, 東京.

このガイドラインで検討会は, 生鮮魚介類の名称につ
いて,「(Ⅲ. 魚介類の名称のあり方 1. 生鮮魚介類の名
称 (2) 一般ルール) ・・・ , 原則として, 生鮮魚介類

富永義昭. 1966. 南緯 40°付近で獲られる三種のマグ

の名称として「種名」(標準和名)を記載することとす

ロ類似の魚類について. 魚類学雑誌, 14(1/3): 41-

る」とした。また, 水産加工品の原材料名についても,

48.

「(Ⅲ. 魚介類の名称のあり方 2. 水産加工品の原材料名

上野達治. 1965. 北海道近海の魚 11 ソイ・メヌケ

(2) 一般ルール) ・・・, 生鮮魚介類の名称のルールを

類. 北水試月報, 22(12): 2-28.
上野輝爾・坂本一男. 1999.

魚の分類の図鑑

基本としつつ, …」としている。
世界の

2007 年 7 月, 「魚介類の名称のガイドライン」では,

魚の種類を考える. 東海大学出版会, 東京.

「・・・種に応じて, 標準和名を基本としつつ

xxxvi+155 頁.

も, ・・・ 」となった (水産庁のＨＰを参照) 。

上野輝爾・坂本一男. 2005.

新版 魚の分類の図鑑

世

界の魚の種類を考える. 東海大学出版会, 東京.

<付録 2> 標準和名が付いていないと思われる魚類の取扱

xliv+159 頁.

いについて（案)

上野輝爾・松浦啓一・藤井英一(編). 1983. スリナ

属にしか標準和名が付いていない場合:

ム・ギアナ沖の魚類. 海洋水産資源開発センター,

○○属の 1 種として後ろに学名*を付ける

東京. 519 頁.

例: ○○属の 1 種 Aus xus*
科にしか標準和名が付いていない場合:

4. 謝辞

○○科の 1 種として後ろに学名*を付ける
例: ○○科の 1 種 Bus wus*

本報 (2003 年, 初版) に対して貴重なご意見をいただい
た次の方々に感謝する (敬称略)： 松浦啓一・篠原現人
(国立科学博物館), 矢部

衛 (北海道大学)。

*カタカナ表記でもよい。学名のカタカナ表記 (読み方)
については上野・坂本(1999, 2005)などを参照。
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表 1. 輸入される (あるいは可能性のある) 外国産魚類の標準和名一覧
学
名
Anguilliformes
Anguillidae

Anguilla anguilla
Anguilla rostrata
Ophichthidae

Ophichthus remiger
Clupeiformes
Engraulidae

Engraulis ringens
Clupeidae

Clupea harengus
Strangomera bentincki
Siluriformes
Ictaluridae

Ictalurus punctatus
Osmeriformes
Argentinidae

Argentina silus
Osmeridae

Osmerus mordax
Thaleichthys pacificus
Salangidae

Protosalanx hyalocranius
Salmoniformes
Salmonidae

Coregonus lavaretus
maraenoides
Salmo salar
Ophidiiformes
Ophidiidae

Genypterus blacodes

Genypterus capensis
Gadiformes
Macruronidae

Macruronus magellanicus
Macruronus novaezelandiae
Merlucciidae

Merluccius australis

標準和名
ウナギ目
ウナギ科
ヨーロッパウナギ
アメリカウナギ
ウミヘビ科
マルアナゴ
ニシン目
カタクチイワシ科
ペルーアンチョビ
ニシン科
タイセイヨウニシン
ベンティンクニシン
ナマズ目
アメリカナマズ科
アメリカナマズ
キュウリウオ目
ニギス科
オオメニギス
キュウリウオ科
ニジワカサギ
ユーラコン
アラスカシシャモ
シラウオ科
オオクチシラウオ
サケ目
サケ科
シナノユキマス
タイセイヨウサケ
アシロ目
アシロ科
リング

ミナミアカヒゲ
キングクリップ
タラ目
マクルロヌス科
デコラ
ホキ
メルルーサ科
ニュージーランドヘイク

ヒタチダラ

Merluccius
Merluccius
Merluccius
Merluccius

capensis
gayi
hubbsi
senegalensis

Gadidae

Boreogadus saida

メルルーサ
チリヘイク
アルゼンチンへイク
セネガルヘイク
タラ科
ホッキョクダラ

新称の表記 著者（出版年）

備

考

無
無

阿部 (1972) 『新顔の魚』
阿部 (1975) 『新顔の魚』

有

阿部 (1989) 『新顔の魚』

有

Romero (2009)『ペルー海域の深海魚類図鑑』

無
有

阿部 (1985) 『新顔の魚』
稲田 (1986) 『パタゴニア海域の重要水族』

無

阿部 (1994) 『新顔の魚』

有

尼岡 (1995) 『グリーランド海域の水族』

有
無
有

阿部 (1990) 『新顔の魚』
遠水研 (1972)『遠洋漁場の底魚類』
阿部 (1986) 『新顔の魚』

有

阿部 (1983) 『新顔の魚』

無
無

阿部 (1993) 『新顔の魚』
阿部 (1983) 『新顔の魚』

無
無
無
無

中村 (1986) 『パタゴニア海域の重要水族』
（2 月 28 日発行）
町田 (1990) 『ニュージーランド海域の水族』
阿部 (1986) 『新顔の魚』(3 月 25 日発行)
阿部 (1970) 『新顔の魚』

無
無
無

稲田 (1986) 『パタゴニア海域の重要水族』
阿部 (1983) 『新顔の魚』
山田 (1990) 『ニュージーランド海域の水族』

有
無
無
有
無
無
無
無
無

阿部 (1976) 『新顔の魚』
稲田 (1986) 『パタゴニア海域の重要水族』
稲田 (1990) 『ニュージーランド海域の水族』
Abe & Funabashi (1993) 註 1
中坊（2000）
阿部 (1970) 『新顔の魚』
遠藤 (2009) 『ペルー海域の深海魚類図鑑』
稲田 (1986) 『パタゴニア海域の重要水族』
阿部 (1985) 『新顔の魚』

有

岡田・小林 （1968）
『北洋魚類図説』

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――-―――――――――
註 1) 茨城県沖からの 1 個体は「暫定的に本種に同定された」とあるので、本表に掲載した
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Gadus morhua
Gadus ogac
Melanogrammus aeglefinus

標準和名

新称の表記 著者（出版年）
備
考
無
遠藤 (1995) 『グリーンランド海域の水族』
無
遠藤 (1995) 『グリーンランド海域の水族』
無
遠藤 (1995) 『グリーンランド海域の水族』
無
阿部 (1986) 『新顔の魚』
無
遠藤 (1995) 『グリーンランド海域の水族』
有
阿部 (1985) 『新顔の魚』

タイセイヨウマダラ
グリーンランドマダラ
モンツキダラ

Microgadus tomcod
カナダコマイ
Micromesistius australis
australis パタゴニアミナミダラ
Micromesistius australis
pallidus ミナミダラ
Micromesistius poutassou

プタスダラ

Molva molva
Pollachius virens

クロジマナガダラ
シロイトダラ
グリーンポラック
アンコウ目
アンコウ科
ニシアンコウ
トウゴロウイワシ目
トウゴロウイワシ科
ペヘレイ
ダツ目
サンマ科
ニシサンマ
ハシナガサンマ
サヨリ科
カクザヨリ
ミナミオーストラリアサヨリ
キンメダイ目
ヒウチダイ科
オレンジラフィー

Lophiiformes
Lophiidae

Lophius piscatorius
Atheriniformes
Atherinidae

Odontesthes bonariensis
Beloniformes
Scomberesocidae

Scomberesox saurus
Hemiramphidae

Hemiramphus robustus
Hyporhamphus melanochir
Beryciformes
Trachichthyidae

Hoplostethus atlanticus

Berycidae

Centroberyx affinis
Zeiformes
Zeidae

Cyttus novaezealandiae
Cyttus traversi

オレンジラフィ
キンメダイ科
アカネダイ
ゴウシュウキンメ
マトウダイ目
マトウダイ科
ヒメマトウダイ

有
無

稲田 (1986) 『パタゴニア海域の重要水族』
阿部 (1995) 『新顔の魚』

無
無
無
無
無
無
有

稲田・中村 (1975)
山田 (1990) 『ニュージーランド海域の水族』
阿部 (1978) 『新顔の魚』
遠藤 (1995) 『グリーンランド海域の水族』
阿部 (1995) 『新顔の魚』
阿部 (1994) 『新顔の魚』
遠藤 (1995) 『グリーンランド海域の水族』

無

阿部 (1995) 『新顔の魚』

無

阿部 (1976) 『新顔の魚』

無
無

阿部 (1980) 『新顔の魚』
中村 (1986) 『パタゴニア海域の重要水族』

有
有

阿部 (1982) 『新顔の魚』
阿部 (1987) 『新顔の魚』

無
有
無
無

中村
阿部
尼岡
清水

有
有

阿部 (1987) 『新顔の魚』
清水 (1990) 『ニュージーランド海域の水族』

有

James・稲田 『ニュージーランド海域の水族』
(1990)
阿部 (1983) 『新顔の魚』
James・稲田 『ニュージーランド海域の水族』
(1990)

ギンマトウ
ギンマトウダイ

無
有

Allocyttus niger

オオメマトウダイ科
クロマトウダイ

有

Neocyttus rhomboidalis

ツノマトウダイ

無
有

Pseudocyttus maculatus

ヒョウマトウダイ

Oreosomatidae

(1986)
(1988)
(1995)
(1990)

『パタゴニア海域の重要水族』
『新顔の魚』
『グリーンランド海域の水族』
『ニュージーランド海域の水族』

有

James・稲田
(1990)
阿部 (1994)
James・稲田
(1990)
阿部 (1993)

有

清水 (1983) 『スリナム・ギアナ沖の魚類』

無
無

『ニュージーランド海域の水族』
『新顔の魚』
『ニュージーランド海域の水族』
『新顔の魚』

中村 (1986) 『パタゴニア海域の重要水族』
James・稲田 『ニュージーランド海域の水族』
(1990)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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Scorpaeniformes
Scorpaenidae

標準和名

ラプラタユメカサゴ
パタゴニアユメカサゴ

Helicolenus percoides

ミナミユメカサゴ

Pontinus furcirhinus
Scorpaena cardinalis
Sebastes fasciatus
Sebastes maliger

アカヒオドシ
ホノオカサゴ
アメリカアカウオ
ハリナガメバル
キマダラメヌケ
モトアカウオ
タイセイヨウアカウオ
チヒロアカウオ
オキアカウオ
アラスカアカゾイ

Sebastes mentella
Sebastes ruberrimus
Sebastes viviparus
Sebastolobus altivelis
Trachyscorpia capensis
Chelidonichthys kumu

ニシアカウオ
ヒレナガキチジ
ミナミキチジ
ホウボウ科
ミナミホウボウ

Lepidotrigla brachyoptera
Pterygotrigla pauli
Pterygotrigla picta

ミナミカナガシラ
キマダラソコホウボウ
コクテンホウボウ

Triglidae

Hexagrammidae

Ophiodon elongatus
Perciformes
Centropomidae

Lates niloticus
Siniperca chuatsi
Moronidae

Roccus saxatilis
Acropomatidae

Polyprion moeone
Polyprion oxygeneios

アイナメ科
キバアイナメ
スズキ目
アカメ科
ナイルアカメ
モトケツギョ
モロネ科
シマスズキ
ホタルジャコ科
ニュージーランドバス
ミナミオオスズキ
ニュージーランドオオハタ

Serranidae

Caprodon longimanus

考

カサゴ目
フサカサゴ科

Helicolenus dactylopterus
lahillei
Helicolenus lengerichi

Sebastes marinus

新称の表記 著者（出版年）
備
無
阿部 (1993) 『新顔の魚』

ハタ科
ミナミアカイサキ
オナガアカイサキ

有
有
無
有
有
有
有
有
有
有
無
有
無
有
有
無
無
有
有

稲田
中村
阿部
阿部
石田
今村
阿部
阿部
上野
阿部
阿部
石田
阿部
石田
上野
阿部
石田
上野
石田

(1986)
(1986)
(1987)
(1988)
(1990)
(2009)
(1992)
(1989)
(1965)
(1984)
(1989)
(1995)
(1989)
(1995)
(1965)
(1989)
(1995)
(1965)
(1990)

『パタゴニア海域の重要水族』
『パタゴニア海域の重要水族』
『新顔の魚』
『新顔の魚』
『ニュージーランド海域の水族』
『ペルー海域の深海魚類図鑑』
『新顔の魚』
『新顔の魚』

有
無
有
有
有
無

阿部
矢部
矢部
矢部
阿部
矢部

(1980)
(1990)
(1990)
(1990)
(1987)
(1990)

『新顔の魚』
『ニュージーランド海域の水族』
『ニュージーランド海域の水族』
『ニュージーランド海域の水族』
『新顔の魚』
『ニュージーランド海域の水族』

有

阿部 (1991) 『新顔の魚』

有
有

阿部 (1993) 『新顔の魚』
阿部 (1993) 『新顔の魚』

有

阿部 (1979) 『新顔の魚』

有
有
無
無
無

阿部 (1992) 『新顔の魚』
Abe & Arai (1968)
阿部 (1988) 『新顔の魚』
中村 (1986) 『パタゴニア海域の重要水族』
Roberts (1990) 『ニュージーランド海域の水族』

有
有

『新顔の魚』
『新顔の魚』
『グリーンランド海域の水族』
『新顔の魚』
『グリーンランド海域の水族』
『新顔の魚』
『グリーンランド海域の水族』
『ニュージーランド海域の水族』

阿部 (1984) 『新顔の魚』
藍澤・松浦 『ニュージーランド海域の水族』
(1990)
Epinephelus bleekeri
キテンハタ
有
久新他 (1977)『インド洋の魚類』
無
阿部 (1992) 『新顔の魚』
Epinephelus niphobles
ホシフリハタ
有
Romero &
『ベルー海域の深海魚類図鑑』
Velez (2009)
Hemanthias signifer
オトメハナダイ
有
Romero &
『ペルー海域の深海魚類図鑑』
Velez (2009)
Lepidoperca aurantia
コガネオキハナダイ
有
藍澤・松浦 『ニュージーランド海域の水族』
(1990)
Paralabrax humeralis
ペルーイソハタ
有
Romero &
『ペルー海域の深海魚類図鑑』
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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Priacanthidae

Pristigenys serrula
Epigonidae

Epigonus crassicaudus

標準和名

新称の表記 著者（出版年）
Velez (2009)

備

考

キントキダイ科
ビックリクルマダイ

有

Romero &
『ペルー海域の深海魚類図鑑』
Velez (2009)

ヤセムツ科
ツマリムツ
ツマリヤセムツ
ミナミヤセムツ
オオヤセムツ

有
無
有
有

阿部
中村
望月
望月

オオツマリムツ
キス科
キビレギス
アメギス
コガネギス
キツネアマダイ科

有

『新顔の魚』
『パタゴニア海域の重要水族』
『ニュージーランド海域の水族』
『ニュージーランド海域の水族』
(2 月 25 日発行)
阿部 (1990) 『新顔の魚』(4 月 25 日発行)

無
無
有

阿部 (1982) 『新顔の魚』
阿部 (1975) 『新顔の魚』
阿部 (1982) 『新顔の魚』

シマアマダイ
ミナミアマダイ
キスジナミダアマダイ

有
有
有

ウグイスアマダイ

有

阿部 (1984) 『新顔の魚』
久新他 (1982)『南シナ海の魚類』
Romero &
『ペルー海域の深海魚類図鑑』
Velez (2009)
阿部 (1973) 『新顔の魚』

トサカアマダイ
アジ科
ニシアオアジ
ムロダマシ
フタホシヒラアジ
コクチアジ
ニュージーランドマアジ
ミナミマアジ

有

阿部 (1979) 『新顔の魚』

無
有
有
無
無

阿部
阿部
宮原
宮原
阿部
川原

(1975)
(1985)
(2009)
(2009)
(1974)
(1990)

Trachurus lathami

タイセイヨウマアジ

Trachurus murphyi

ヒガシアジ
チリマアジ

有
無
有
無
無
無

松浦
稲田
阿部
中村
川原
阿部

(1983)
(1986)
(1990)
(1986)
(1990)
(1979)

有
有

松浦 (1983) 『スリナム・ギアナ沖の魚類』
阿部 (1987) 『新顔の魚』

有

Romero &
『ペルー海域の深海魚類図鑑』
Velez (2009)
阿部 (1985) 『新顔の魚』
阿部 (1978) 『新顔の魚』

Epigonus parini
Epigonus telescopus

Sillaginidae

Sillgo analis
Sillago bassensis
Sillago robusta
Malacanthidae

Branchiostegus
semifasciatus
Branchiostegus wardi
Caulolatilus affinis
Caulolatilus princeps
Lopholatilus
chamaeleonticeps
Carangidae

Caranx rhonchus
Chloroscombrus orqueta
Oligoplites refulgens
Trachurus declivis

Trachurus trachurus

ニシマアジ
フエダイ科
Pristipomoides aquilonaris モモイロヒメダイ
ニシヒメダイ
Haemulidae
イサキ科
Conodon macrops
ペルークロオビイサキ

(1978)
(1986)
(1990)
(1990)

『新顔の魚』
『新顔の魚』註 2
『ペルー海域の深海魚類図鑑』
『ペルー海域の深海魚類図鑑』
『新顔の魚』
『ニュージーランド海域の水族』;
註3
『スリナム・ギアナ沖の魚類』
『パタゴニア海域の重要水族』
『新顔の魚』註 4
『パタゴニア海域の重要水族』
『ニュージーランド海域の水族』
『新顔の魚』

Lutjanidae

Pomadasys incisus
Pomadasys jubelini
Sparidae

Cantharus cantharus

ニシミゾイサキ
ニシオオイサキ
タイ科
メジナモドキ

有
有

無
赤崎 (1962)
無
遠水研 (1972)『遠洋漁場の底魚類』
無
川原 (1976) 『遠洋漁場の底魚類』
無
阿部 (1982) 『新顔の魚』
無
阿部 (1985) 『新顔の魚』註 5
Dentex angolensis
アンゴラレンコ
無
阿部 (1970) 『新顔の魚』
無
遠水研 (1972)『遠洋漁場の底魚類』
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
註 2）改称とある；註 3）川原（1990）では T. novaezelandiae がニュージーランドマアジ；註 4）正誤表でタイセイヨウ
マアジに訂正（1991）
；註 5）再出とある
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標準和名

Dentex dentex
Diplodus vulgaris

ヨーロッパキダイ
アフリカチヌ

Evynnis ehrenbergii

カナリーチダイ

Pagellus bellottii

アサヒダイ

Pagellus bogaraveo

スペインダイ

Pagrus africanus

アフリカマダイ

Pagrus auratus

ゴウシュウマダイ

Pagrus auriga

マルダイ

Pagrus pagrus

ヨーロッパマダイ

Pterogymnus laniarius
Sparus aurata

キレンコ
ヨーロッパヘダイ

Nemipteridae

Nemipterus japonicus

Nemipterus mesoprion
Nemipterus nemurus
Kyphosidae

Girella tricuspidata
Scorpis aequipinnis
Arripidae

Arripis georgianus
Cheilodactylidae

Nemadactylus macropterus
Latridae

Latridopsis ciliaris
Latris lineata

イトヨリダイ科
ニホンイトヨリ

ユメイトヨリ
アカテンイトヨリ
イスズミ科
シマメジナ
アオイサキ
マルスズキ科
マルスズキ
夕カノハダイ科
タラキヒ
ユメタカノハダイ科
ユメタカノハダイ

新称の表記 著者（出版年）
備
考
無
佐藤 (1976) 『遠洋漁場の底魚類』
有
赤崎 (1962)
有
赤崎 (1962)
無
遠水研 (1972)『遠洋漁場の底魚類』
無
川原 (1976) 『遠洋漁場の底魚類』
有
赤崎 (1962)
無
遠水研 (1972)『遠洋漁場の底魚類』
無
阿部 (1992) 『新顔の魚』
無
阿部 (1970) 『新顔の魚』
無
遠水研 (1972)『遠洋漁場の底魚類』
無
佐藤 (1976) 『遠洋漁場の底魚類』
有
赤崎 (1962)
無
川原 (1976) 『遠洋漁場の底魚類』
無
佐藤 (1976) 『遠洋漁場の底魚類』
有
赤崎 (1962)
無
遠水研 (1972)『遠洋漁場の底魚類』
無
佐藤 (1976) 『遠洋漁場の底魚類』
有
赤崎 (1962)
無
遠水研 (1972)『遠洋漁場の底魚類』
無
阿部 (1972) 『新顔の魚』
無
山田 (1990) 『ニュージーランド海域の水族』
有
赤崎 (1962) 註 6
無
遠水研 (1972)『遠洋漁場の底魚類』
無
佐藤 (1976) 『遠洋漁場の底魚類』
有
赤崎 (1962)
無
遠水研 (1972)『遠洋漁場の底魚類』
無
阿部 (1974) 『新顔の魚』
無
川原 (1976) 『遠洋漁場の底魚類』
無
稲田 (1986) 『パタゴニア海域の重要水族』
無
阿部 (1970) 『新顔の魚』
有
赤崎 (1962)
無
遠水研 (1972)『遠洋漁場の底魚類』
無
川原 (1976) 『遠洋漁場の底魚類』
無
阿部 (1984) 『新顔の魚』
無
無
無
無
有
有

赤崎 (1962)
佐藤 (1976) 『遠洋漁場の底魚類』
阿部 (1978) 『新顔の魚』
久新他 (1982)『南シナ海の魚類』
久新他 (1982)『南シナ海の魚類』
久新他 (1982)『南シナ海の魚類』

有
有

阿部 (1990) 『新顔の魚』
阿部 (1974) 『新顔の魚』

有

阿部 (1982) 『新顔の魚』

無

Hardy (1990)『ニュージーランド海域の水族』

有
無
有

阿部 (1978) 『新顔の魚』
Hardy (1990)『ニュージーランド海域の水族』
Hardy (1990)『ニュージーランド海域の水族』

フエフキタカノハダイ
オオカミウオ科
Anarhichas lupus
ニシオオカミウオ
無
阿部 (1994) 『新顔の魚』
シロオオカミウオ
有
三木 (1995) 『グリーンランド海域の水族』
Nototheniidae
ノトテニア科
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
註 6) 学名は Bauchot & Hureau (1986) に従った
Anarhichadidae

－ 9 －

学

名

Dissostichus eleginoides
Dissostichus mawsoni
Lepidonotothen squamifrons
Notothenia microlepidota
Channichthyidae

Champsocephalus gunnari
Channichthys rhinoceratus
Pinguipedidae

Parapercis colias
Parapercis gilliesii
Uranoscopidae

Kathetostoma averruncus
Kathetostoma giganteum
Kathetostoma laeve
Pleuroscopus
pseudodorsalis
Sphyraenidae

Sphyraena piscatorum
Sphyraena sphyraena
Gempylidae

Rexea solandri

Thyrsites atun

Trichiuridae

Lepidopus caudatus
Scombridae

Allothunnus fallai

標準和名
マジェランアイナメ
オオクチ
ライギョダマシ
ウロコノト
ボウズノトセニア
コオリウオ科
コオリカマス
ワニグチコオリウオ
トラギス科
ミナミアオトラギス
ミナミキトラギス
ミシマオコゼ科
ハダカミシマ
オオミシマ
ナメラミシマ
ムカシミシマ
カマス科
ニシアフリカオオカマス
モトカマス
クロタチカマス科
ミナミカゴカマス

オオカゴカマス
ミナミオオスミヤキ
バラクータ

ミナミクロタチ
オオシビカマス
タチウオ科
オビレダチ
オビレタチ
サバ科
ホソカツオ

Scomber scombrus
Thunnus atlanticus

オキビン
ウロコマグロ
カストロ
ガストロ
タイセイヨウサバ
タイセイヨウマグロ

Thunnus maccoyii

クロヒレマグロ
ミナミマグロ

Gasterochisma melampus

Thunnus thynnus

新称の表記 著者（出版年）
備
考
有
阿部 (1972) 『新顔の魚』
無
中村 (1986) 『パタゴニア海域の重要水族』 .
有
Abe & Hoshiai (1972) 註 7
有
阿部 (1972) 『新顔の魚』註 8
有
岩見 (1990) 『ニュージーランド海域の水族』
有
有

阿部 (1972) 『新顔の魚』
阿部 (1972) 『新顔の魚』註 9

有
無
有

中村 (1990) 『ニュージーランド海域の水族』
阿部 (1991) 『新顔の魚』
中村 (1990) 『ニュージーランド海域の水族』

有
有
有

小谷 (2009) 『ペルー海域の深海魚類図鑑』
岸本 (1990) 『ニュージーランド海域の水族』
岸本 (1990) 『ニュージーランド海域の水族』

有

岸本 (1990) 『ニュージーランド海域の水族』

有
有

阿部 (1976) 『新顔の魚』
阿部 (1976) 『新顔の魚』

無

無
有
無

中村 (1990) 『ニュージーランド海域の水族』
(2 月 28 日発行)
阿部 (1990) 『新顔の魚』(4 月 25 日発行)
Nakamura & Parin (1993)
Abe & Arai (1968)
中村 (1986) 『パタゴニア海域の重要水族』
(2 月 28 日発行)
中村 (1990) 『ニュージーランド海域の水族』
阿部 (1986) 『新顔の魚』(3 月 25 日発行)
Nakamura & Parin (1993)

有
有

阿部 (1974) 『新顔の魚』
中村 (1990) 『ニュージーランド海域の水族』

有
無
有
有
無
無
無
無
無
有
無
無
無

富永 (1966)
中村 (1990) 『ニュージーランド海域の水族』
阿部 (1973) 『新顔の魚』
富永 (1972)
阿部 (1972) 『新顔の魚』
中村 (1990) 『ニュージーランド海域の水族』
阿部 (1984) 『新顔の魚』
岩井他 (1965)
阿部 (1970) 『新顔の魚』
中村 (2002)
岩井他 (1965)
中村 (2002)
阿部 (1989) 『新顔の魚』
；註 10

有
無
有
無

タイセイヨウクロマグロ
イボダイ科
Centrolophus niger
クロナガメダイ
有
中村 (1990) 『ニュージーランド海域の水族』
Hyperoglyphe antarctica
ミナミメダイ
無
阿部 (1973) 『新顔の魚』
ナンキョクメダイ
無
中村 (1990) 『ニュージーランド海域の水族』
Hyperoglyphe moselii
ミナミクロメダイ
有
中村 (1990) 『ニュージーランド海域の水族』
Seriolella brama
オキヒラス
無
阿部 (1976) 『新顔の魚』
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
註 7) Erratum (date unknown) で Trematomus sp. を D. mawsoni に訂正；註 8, 9）学名は岩見他（2001）に従った；註
10) 大西洋に分布；クロマグロ（太平洋に分布）の学名は T. orientalis（北川他, 2007)
Centrolophidae
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学

名

Seriolella caerulea

Seriolella punctata
Nomeidae

Cubiceps caeruleus
Psenes sio
Stromateidae

Peprilus paru
Peprilus ovatus
Peprilus snyderi
Peprilus triacanthus
Stromateus stellatus
Pleuronectiformes
Psettodidae

Psettodes erumei
Scophthalmidae

Scophthalmus maximus
Paralichthyidae

Paralichthys californicus
Paralichthys dentatus
Paralichthys woolmani
Bothidae

Mancopsetta milfordi
Pleuronectidae

Atheresthes stomias
Glyptocephalus cynoglossus
Glyptocephalus zachirus

標準和名
ワレフー
オキメダイ

シロヒラス
シルバー
ギンワレフー
エボシダイ科
ミナミオキメダイ
ヒガシハナビラウオ
マナガツオ科
ニシマナガツオ
ヒメマナガツオ
ヒカリニシマナガツオ
ナガニシマナガツオ
バターフィッシュ
ホシゴマシズ
カレイ目
ボウズガレイ科
ボウズガレイ
スコプタルムス科
イシビラメ
ヒラメ科
カリフォルニアビラメ
ナツビラメ
セキドウビラメ
ダルマガレイ科
ムテカツビラメ
カレイ科
アラスカアブラガレイ
タイセイヨウヒレグロ
ヒレナガナメタ
アメリカヒレグロ

新称の表記 著者（出版年）
備
考
有
中村 (1990) 『ニュージーランド海域の水族』
無
稲田 (1986) 『パタゴニア海域の重要水族』;
註 11
無
中村 (1990) 『ニュージーランド海域の水族』
有
阿部 (1993) 『新顔の魚』
無
阿部 (1976) 『新顔の魚』
有
中村 (1990) 『ニュージーランド海域の水族』
有
有

島崎 (2009) 『ペルー海域の深海魚類図鑑』
島崎 (2009) 『ペルー海域の深海魚類図鑑』

有
有
有
有
無
有
無

清水
阿部
島崎
島崎
阿部
中村
島崎

無
無

Amaoka (1969)
久新他 (1982)『南シナ海の魚類』

有

阿部 (1983) 『新顔の魚』

有
有
有

阿部 (1991) 『新顔の魚』
阿部 (1982) 『新顔の魚』
阿部 (1993) 『新顔の魚』

有

阿部 (1983) 『新顔の魚』

有
無
有
有

岡田・小林 (1968)『北洋魚類図説』
尼岡 (1995) 『グリーンランド海域の水族』
岡田・小林 (1968)『北洋魚類図説』
阿部 (1981) 『新顔の魚』

Hippoglossoides
platessoides
Hippoglossus hippoglossus
Limanda limanda
Microstomus pacificus

(1983)
(1990)
(2009)
(2009)
(1970)
(1986)
(2009)

『スリナム・ギアナ沖の魚類』
『新顔の魚』註 12
『ペルー海域の深海魚類図鑑』
『ペルー海域の深海魚類図鑑』
『新顔の魚』
『パタゴニア海域の重要水族』
『ベルー海域の深海魚類図鑑』

グリーンランドアカガレイ
有
尼岡 (1995) 『グリーンランド海域の水族』
タイセイヨウオヒョウ
無
尼岡 (1995) 『グリーンランド海域の水族』
ニシマガレイ
阿部 (1988) 『新顔の魚』註 13
ニシナメタガレイ
有
阿部 (1981) 『新顔の魚』
アメリカナメタガレイ
阿部 (1986) 註 14
Pelotretis flavilatus
セダカシタビラメガレイ
有
尼岡 (1990) 『ニュージーランド海域の水族』
Platichthys flesus flesus ニシカワガレイ
無
阿部 (1989) 『新顔の魚』
Rhombosolea tapirina
カタヒレシタビラメガレイ
有
尼岡 (1990) 『ニュージーランド海域の水族』
Soleidae
ササウシノシタ科
Solea solea
ホンササウシノシタ
有
落合 (1976) 『遠洋漁場の底魚類』
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
註 11）オキメダイは鳥島沖などにも分布するエボシダイ科 Cubiceps baxteri の標準和名（Abe, 1955; Butler, 1979;
中坊, 2000)；註 12）正誤表でニシマナガツオに訂正 (1991)；註 13）阿部（1977）のモトマコガレイの改称とある；註
14）
『新顔の魚』の正誤表で訂正
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