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Nemuro Strait is situated On the north-eastern coast tn HOkkaid0, Japan and in known aS one Of the

most important fishing grounds. This paper is a report 0n fishes collected from commercial catches Of

set net, gillnet and long line Operations. The f@shes listed here belonging to 46 families, inc@uding 98

genera and 130 species.

北海道沿岸に分布する魚類相にっいては・噴火湾 (Hikita, 1951; Sat0,Kobayashi, 1956; /@、林 ・阿部，

1962) ， 尻岸内□ 、林 ・池田，1962) ，日高 (新井・阿部，1973) 厚岸 (Sat0, 1937, 1940) ，日本海北部 (上

田・ 三栖， 1952 ;上野，1972) ，オホーツク海能取湖(疋田， 1952) などの報告があり。近海産主要魚類にっいて

上野 u965-  1967, 1972a, b@ が総括的に記述している。他方北海道の隣接海域に棲息する魚類分布に

関して，上田，1938( 未発表資料); 山本，1948@1949; 黒沼。1973; mMHAT, 1950;JlHre3a, 1956;J]HHa6epr

他， 1959;JIuHA6epr, J]Hre3a,1965 らによって報告されている。

ここに報告しようとする知床半島は，東北海道の東北端に位置して，オホーツク海に突き出ている東西

約 10 数 km ，南北80km の細長い半島で，その東側は根室海峡を隔てて，現在はソ連頷になっている国後

島と相対している。半島の南部を除いて，先端沿いの陸棚は他の沿岸より狭小なために，沿岸から沖合に

むかって，水深が急、勾配に深くなっている (図)。 また，沿岸帯は殆んど石浜からなっている。

細長い根室海峡―帯は北海道における重要な漁場の―つになっており， この知床半島水域は特に漁獲が

多い。半島の沿岸には，回遊魚，沿岸性魚類を捕獲する定置 (建網， 底建網) が建てられ，我国領海内の

金水域では中層，皮層 性魚類を漁獲する刺牒と丸政肋劣こなわれている。この地方の主な水産物として魚類では

タラ類， ホッケ類，サケ・マス類・ カレイ類他，軟体動物はタコ， イカ類， ツブ (巻貝)類・ 甲殻類はエ

ビ，カ二類および海藻の昆布があげられよう。魚頬を例にとれば，最近10 年間(1970-1979) の羅白における

平均漁獲量をみると，首位はスケトウダラ・ 次いでサケ (時不知，秋サケを含む)，ホッケ，イ；，タラの

順位になっている。

現在まで漁業を目的とした主要対象魚に関する諸調査結果の報告はみられるけれども， この水域に棲息

分布する魚種について調査した報告がないようなので， これまでに採集された魚種を主体に概略を記述す

  
   
北海道さけ・ますふ化場研究業績第272 号

57



北海道さけ・ますふ化場研究報告 第 3B号

Fig. 1. Map Of the Shiretoko Peninsula showing river sites, water depth

Of the Nemuro Strait and fish collecting localities.

調査 魚について

1952年から1980年の間，機会がある毎に，羅白， 知円81J (現在の岬BT@ ， 相泊を本拠に数日間滞在して魚

を採集，標本固定した。持に羅白は此の地方最大の漁港で，漁獲物陸上げの中心になっているので， 羅白

魚卸市場を重点的に調べた。また―部は現地に依頼して標本固定してもらった。魚体測定は大形魚につい
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ては現地で，標本魚は研究室に持ち帰って計測と同定をおこなった。報文中に著者が実物を観察する機会

がなかった也については。聞き込みによって分布が確かなもの ( ， ) についてはここに含めてある。

魚類の分類配列は原則的に松原 (1955) に従ぃ ， 各魚種には現地の呼び名を主に，俗名，外国名，大凡

の出現程度，漁具，採集地，全長，分布などを列記した。

魚L 宅

軟骨魚類 Chondrichthyes

ネズミザメ科 Lamnidae

I ． ネズミザメ Lamna d?tf加o@pis Hubbs ぬd FOHett

モウ；・モウヵザメ，カトザメ， Salmon shark, THHO0KeaHCKaa ce@i@AeBaH aKyJia  

稀 ; 定置，知日別・ 1830mm ．北海道全沿岸 ; 太平洋の温帯，亜寒帯・

シュモクザメ科 Sphyrinidae

・ 2．シュモクザメ，Sゆん y/%azysae 仰 (Linne)

Smo0th humnmierhead shark,Requin ・ 側rteau-commun,o66blKHoBeHHaHR aKyJia ・ MOJicT  

稀 ;北海道各沿岸 ; 太平洋，大西洋，地中海の温熱帯 

 リノ ザメ科 Saualidae

3．アブラッノザメ SqmMlnsa 口ntんぬ Linne

アブラザメ ，ツノザメ, Spiny dogfish,Aiquilletcommun, Spurdog, KO@@iKmHaH aKyJia, HOKTHHua  

普通 ;刺網・ 延紐で多獲， 612-860mmU 。 北海道殆んど全沿岸;本邦中部以北の北太平洋。北太西洋 

ガンギエイ科 Randae

4・ソコガンギエイ Breviram 七。加。hys (Giinther)

時折 ; 北海道の日本海，オホーツク海， 干島

5．アイヵスべ B ・ 5inim 。杭 (SO@datov 抑dPavlenko)

ドブヵスべ， ゴソゴソ，アイヌヵスべ， CKaT CMHDHOBa.

普通 ;北海道の日本海，オホーツク海; 沿海州，サハリン。南十島 

6 ． メガネヵスべ F幽クulchraa Lin

ヵスべ・ マカスべ， H3H 山 U@H CKaT.

普通 ;刺網，延縄，時に定置，北海道全沿岸。沿海州。 南十島 

アカエイ科 Dasyastldae

， 7・アカエイ DぬW 比 akajei (Muller and Henle)

CKaTb@-XBoCToK@lbl

稀 ; 夏季，北海道各地;本邦各地，朝鮮，支那 

硬骨魚類 Osteichthyes
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ニシン科 Clupeidae

8．ニシン □ゆeabal応i Cuvierand Valenciennes

Pacific herring, Arctic herring, Hareng pacifique, iHxo0KeaHCKan ce@ibAa, BOcToqmHaH ce@ibaa.

，北太平洋，北米普通 ;主に定置と刺網。 81 ． 2-107mm ・北海道各沿岸; 朝鮮，沿海州， サ@¥ リン

西海岸・

9 マイワシ Siardw刑体 mel0.nn5tir血 (TemminckandSchlegel)

ナナツボシ。イワシ，Sardine ． AaJibHoBoCToHaH canHHa.

普通 ;定置，春と秋，北海道全沿岸 ;支那肛朝群，沿海州，南十島と小諸島，暖かい年にはヵム

チャッヵ まで分布・

カタクチイワシ才斗 Engraulidae

10 ．カタクチイワシ Ensraulisia加Wた@a(Houttyn)

マルイワシ, Anchovy, Widemouth, HnoHCKHH aHqoye.

普通 ;春定置，92-107mm ，北海道各沿岸;本邦各地，支那，朝鮮，南サハリン西岸 

サケ科 Salmnnidae

11 ．サケ On7corhyn妨us ぬe.ぬ (Walbaum)

アキサケ， トキ。 アキアジ，シロ。Chumsalmon, DOesalmon, KeTa.

普通 ; 沿岸定置で多獲，北海道全沿岸 ; 本邦日本海側山口県，太平洋側神奈川県以北，朝鮮東岸，

沿海州，子島，カムチヤツカ，北極海 (レナ川 ―マッケンジー川 )，アラスカーオレゴンまで  

12 ．カラフトマス O ． eoめMxha (Walbaum)

マス，セッパリマス, P@nksalmon,Humpbacksalmon, Saumonrose, 「 opoyuia.

普通; 定置，羅白川に湖上，501-609iimi，北海道沿岸;朝鮮東岸，沿海州，サハリン，干島，カムチ

ヤツカ，北極悔 (レナ)1l―アラスカ西部)。 カリフォルニア北部まで，

13．ギンザケ O．ゐぬひた hh (Wa@baum)

ギン，ケージ Silversa@mon, COhos 山 @mon,Salmonplatead0, KH 爪 yu.

時折; 定置，知日別． 羅白， 623-636mm ，北海道各沿岸;朝鮮東岸，子島，カムチヤツ； ，ベーリ

ング海。 北米カリフオルニア以北沿岸．

14 サクラマス O ． masoM (Brevo0rt)

マス，ヤマべ (河川残留型)， CHina.

普通 ; 定置，羅日川にヤマべが棲忘、 するが少なくなった。

北海道沿岸 ;本邦日本海側はlL口県，太平洋側は相模川 以北，南サハリン，カムチヤツカ西部水域，

北西太平洋にも広がる・

15 ．マスノスケ O ． だ。ha川比肋 (W 引baum)

@,@, King salmon, Chino0k salmon, MaBbiMa 

時折 ; 定置，北海道各沿岸; 本邦では新潟，福島沿岸以北，オホーツク海， 干島，ベーリング海，

北米カリフォi@ニア西海岸以北・
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Oncorhynchus masou (Brevo0rt) Rausu river. Oct. 1952

AboVe; Sea-run form Bel0w; RiVer reSldent form ・

I6 ．オショロコマ Sぬ此Z而硲肌J川は (W 司 baum)

オショロコマ，カラフトイワナ (河川残留型)，イワナ。 DOLy Varden ， BuH trout ， TMXO0cKeaHcK ・

HM ro 山 Ieu, K))KHaa npoxoAHaF Ma@iHMa, MaJiHMa ・

普通 ;半島諸河川 l， 殆んど降悔しない。127-214mmn ，北海道道商域を除く 殆んど全域の河川l最上

流部 ; 沿海州，子島，北太平洋，アラス； ，北西アメリ；・

Salvelnus ・ malma (Walbaum) Rausu river, Oct. 1952

17 ・アメマス S ． 仁叱仰W 幼心 (Pallas)

イ ワナ，エゾイワナ(河川残留型)， KymAwa  

普通 ;定置，相泊， 290-300 ・mm ，北海道全沿岸と河川 ;新潟以北，北千島，カムチヤツ；  

キュウリ ウオ科 Osmeridae
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Ia ．キュウリウオ Osmfr 硲 dp.nt 低 Steindachner

Rainbow smelt, A3MaTCKaH KOp 田山 Ka.

， 南子島，アナデイール沿岸 時折 ;定置，北海道全沿岸; 沿海州， 南サ@¥ リン

19 ． チカ けlyp@m7esusla 加miens (Brevo0rt)

MOpcKaH MCu 刀 opoTaH KOp@oiL@Ka ・

普通 ;定置，釣。 70-79inm ，北海道全沿岸; サハ1 ン 西海岸・ベーリング海南部 

ハダカイワシ矛斗 Myctophldae

20 ． トド ハダ； D ぽゆん usthe 加 Eigenmannand Eieenmann

時折 ;刺網， 延縦， 53 25-92mmn ，本邦東北岩手沖以北，北西太平洋 

21 ． マメハダヵ Lani 加nycCtusJo0r血mi Gilbert

時折 ;刺網， 延純， 144-148mm ，本邦東北沖，北海道根室。熊野灘 

  
cm   

I@J ・ 川タ dnyctus 7oぬ口 ni Gilbert 1958

ミズウオダマシ不斗 ノ@@@mLotopteni血e

22 ． ミズウオダマシ A 朋如仁朋タ harmo ZLigrnayer

ギンナガシ, Daggerto0th,pharaon, KHH>Ka 刀 03y6.

稀 ; 890mm ，北海道太平洋東部;北千島，南氷洋，寒帯・亜寒帯水域 

コイ 不斗 Cyprlnidae

23 ．ウグイ T冊OJM0% 仇比彬乃応 (Gunther)

アヵハラ

時折 ;定置，知円別． 相泊，北海道沿岸，河川;本邦各地 

ホ、 ラ アナゴオ斗 Synaphobranch@dae

6
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24 ． 示、 ラ アナゴ SW ゆぬ 0bmH 肋硲如而心 GQnther

クロハモ

稀 ; 知日別標本。501-637mmL ，北海道の日本海，太平洋沖;南十島と小諸島・相模灘，ハワイ 

サヨリ科 Hemirhamphidae

25 ．サヨリ Hegw ゆ仇m 力乃 uss の ori (Temminck and Schlegel)

Hal比eak fish, HnoHCKHH noJiypbiH 

時折; 夏定置。知円別， 相泊，北海道各沿岸 ;本邦各地沿岸，台湾，朝鮮，沿海州， サ/¥ リ ン  

サンマ科 Scombresocidae

26 ．サンマ Cnln伍ゐ@ssaw 仰 (Brevo0rt)

Pacific saira, Can pa  

， 干島。 北米普通 ; 定置，棒受網， 相泊， 212mm ，北海道各沿岸; 九州南方，朝鮮，南サ@¥sリン

アラスカーメキシコ沿岸・

マトウダイ科 Zelriap

27 マトウダイ 左硲 Wpo 仕us Cuvier 胡d Valenciennes

@noHCKHH COJIHe4HHK

稀 ;定置，羅白， 相泊， 325mm ，本邦中部以南，オーストラリア， 南アフリ；  

ボラ科 Mugilidae

28 ． メナダ L比肋g川口 勿Cぬila (Temm 而 Ck andSchlegel)

ポラ， R田@lp mullet, BeJiem 「 iac.

時折 ;定置。知日別。 北海道全沿岸;本邦沿岸 

サバ科 Scomhnidae

29 ．サバ Pnp.%m. 。勺仙inrus ね加micus HOuttyn

マサバ，大サバ，小サバ，Chubmackere@, CKyM6pHH nnoHCKaR.

普通 ;春と秋定置，羅白，知日川．北海道全沿岸;フィリピン，台湾，支那，本邦各沿岸，沿海州，

，南十島 南サハ 1 ン

30 ．マグロ T ねぬ u乃硲妨ynnus (Linne)

ゴンタマグロ，クロマグロ。 コ マグロ．Bluefin tuna, Thon rauge,BocToHHbiti,CHHenepb 巾 ，

06b@KHoBeHb@H TyHeH.

稀 ;秋定置，知円別。 北海道の夏日本海―樺太，太平洋―千島に達しオホーツク 海にも出現 ;世界

の温熱帯水域・

シ イラ科 COryphaenidae

6
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31 ． シイラ Co 仰hLennaah屯仰rus Linne

DOlph@n,Dauphin, 出@ibman KOpmpeHa.

時折 ;秋定置，520mm ，北海道各沿岸;支那海，台湾，沿海州，南十島 

シ マガッオ科 Bramidae

32 ． シ マガッオ B川maJa 加乃比 Hilgendorf

エチオピア，クロンボ，ハマシマガツオ，Paciflc pomfret, MODCKOH @ie 山 

稀 ;春， 秋定置，北海道太平洋，オホーツク海沿岸; オホーツク海，子島，カムチヤツカ，北西大

平洋  

アジ不斗 C丑釦gidae

凹．マアジ Tra 。乃 urus ね加れれs (Temmmnck and 士Megel)

アジ, Japanese horse mackerel,Rungh scad, 刃 noHCKaa cTaBpMAa  

時折 ;定置，北海道殆んど全沿岸;本邦各地沿岸，朝鮮北東部以南 

% . @7@iJ Sen 也血qumwqueradiata (Temminck. and Schleel)

フクラゲ，アオ， YellowtM ， XeJIToXBCTaf 山 aKeApa  

稀 ;秋定置，北海道日本海 ; 台湾，朝鮮東海岸．

ハタハタ才斗 Trichodontidae

35 ．ハタハタ Arc 如wcゆ%s ね却mieMs (Steindachner)

刃noHCKHn BO@iocoay6

普通 ; 夏， 秋定置，刺網，北海道全沿岸; 本邦新潟以北，沿海州， 干島， カムチヤツ； ，ベーリン 

グ悔，アラス；  

イシダイ科 Oplegnathidae

36 ・イシダイ Oゆlegn%口妨硲ねsC七tus (TemiTiinck and Schlegel)

シ マダイ, noJ@ocaTb@H OnJ@erHaT ．

時折 ;定置。北海道全沿岸 ; 本邦各地沿岸，オホーツク海 

スズキヰ斗 Serr 凹iriae

.37．スズキ Late血みwax 九iponzcus (Cuvier)

刃 noHCKHH MODCKOH CVAUK

時折 ;定置，知円別，北海道の太平洋と日本海沿岸;本邦各地沿岸，台湾。支那，朝鮮 

イカナゴ科 Ammodytidae

% ． イカナゴ HmmM ッfe5 必woW 加 Girard

ムグリ，コナゴ，チュウナゴ，オオナゴ，チリメン， PaC 旧C MHd @飢巳， THxo0KeaHcKaH necHWKa  

山
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普通 ; 夏定置，知円別， 相泊， 160-177m 町北海道全沿岸 ; 本邦各地沿岸，沿海州， 南サハリン，

子島 

シワイカナゴ HypoptyChidaC

39 シワイカナゴ ガfypopゆ研usdybowski Steindacher

KOpoTKonepafR necqaHKa ・

稀 ; 定置，相泊， 71hmm ，北海道各沿岸; 本邦新潟，三陸以北。沿海州， 南サ@¥ リン 

  

 
オオカミウオ不斗 Anarrhichadldae

40 ．オオカミウオ Afiar 所たんwsonfentalis Pallas 図版 I  

チップカムイ, CO6aKapbl6a 3y6aTaTKa BOCTOWHWH, JIanbHeBoCToHHaf 3y6aTKa ・

稀 ; 刺網， 延離，北海道各沿岸 ; 沿海州， 南サハリン・北千鳥，ベーリング海， 北氷洋 

タウエ カジ科 Stichadeldae

4I ガジ Oゆた tん iocentrusocellatus (Ti@esius)

ガンジ, 0nHCToueHTp r@ia3HaTbiH・

普通 ; 定置，知日別， 相泊， 148-18amm ，北海道日本海。太平洋沿岸，本邦新潟以北，沿海州。 南

干島 

 
  

0pisthocentrus ocellatus (Tilesius)
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42 ． オキガズナギ O ． znno 体 JOrdanandsnyder

OnncToAeHTp onoacaHHbin  

，南十島 普通 ;定置，相泊， 142mmU ，北海道日本海。太平洋。本邦新潟以北，沿海州，サハリン

O少七廿比 e乃ム松 zomw 巾eJordan and Snyder

43 ． エゾガジ 少。れぬガたり昭ramma@ (Hilgendo 山

ガジ，ゴマギンボ，KapJlHKoBbIH CTHXetn.

普通 ;岩礁地帯釣， 羅白， 相泊。 181- 211mm 。 北海道沿岸; 本邦東北以北，サハリン西海岸 

仏 ． ナガズヵ Sttc如eusgngorjew Herzenstein

サイドウ , CTHxen rpHi， opheBa.

普通 ; 刺網，北海道全沿岸沖 ; 本邦日本海側山陰，太平洋側茨城以北，朝鮮，沿海州，南十島 

45 ．クウエガジ S ． no@auiaeJordanand Snyder 図版 I ・

C THXeH 。 HO3aBb[

普通 ;延維， 405mmU ，北海道全沿岸沖 ;本邦新潟以北，南サハリン，南十島と小諸島，オホーツク

海南部水域 

46 ．ヌイメガジ 1.u川必W硲 m 此如w Gi@bert 図版I 

普通 ;刺網，時に定置・北海道全沿岸 ; 沿海州， 南サy¥ リン，南十島・オホーツク海南部水域 

ゲンゲキ斗 ZOarcidae

47 ．カンテンゲンゲ Zeestたahthysぬ仰枕i JOrdan

スシ, Je@ly eelpout.

稀 ;刺網。 羅白，知日別沖， 593-791mmm ，本邦日本海側新潟・太平洋側茨城県以北の深海。南サハ

リン．

クモハゼ GObiidae

蛆 ． ウキゴリ C比例昭nniぬ %ro0 ぬ e乃わ (Hilgendorf)

べ口ヵジ；

時折; 羅日川，釣， 77-92"m ．北海道全域河川;奄美大島以北，朝鮮，沿海州， サ@@¥リン 

モ ンガラヵ ワハギ科 Balistinae

49 ． ウマズラハギ N 。vodon modestus (Gunther) 図版2 ・

%
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ヵワ" ギ, Filefish， Black, Scraper.

普通; 定置，知日別， 相泊，北海道全沿岸 ;本邦各沿岸 

フグ科 Tetraodont@dae

50・マフグ R昭uverm 七.ulans力or力wihyreus (Temmieck andSch@egel)

フグ，ナメラフグ，Geniuinpuffer.

普通 ; 夏定置，知日別。 相泊，北海道各沿岸 ;本邦沿岸，東支那海，沿海州，サハリン南西沿岸 

マンボウ科 MOlidae

51 ．マンボウ MO0ル川ぬ (Linn 引

キナダイ，キナンボ, 0cean sunhsh,Mo@ecommun, JIyHa ・ pbl6a  

稀 ;春。 秋定置，知日別標本・北海道各沿岸 ;全世界の温熱帯 

フ サカサゴ科 Scorpaenidae

52 ．クロメパル SebasStese如比us Hileendorf

アオゾイ

普通 ;刺網。 定置，248 ． 5―昭Omm ，北海道各沿岸沖 ; 沿海州。 サ@¥ リン，カムチヤツカ東岸，べ―

リング海・

巳．ヤナギノマイ S． stffwぬCん彬nHilgendorf

キハダ，モイ， Redrockfish ，

普通 ;刺網。 羅白， セセキ沖， 240-300mm 。 水深250m 附近，北海道会沿岸 ;本邦北陸以北，沿海

州， 南サハ1 ン ，南十島，オホーツク海南部水域．

% ．エゾメパル S． 奴czanowski(Steindachner)

ガヤ

普通 ;定置。釣， 166-174mmL ，北海道全沿岸;東北沿岸以北，沿海州， 南サハリン，南子島 

55 ．オオサガ s ． irar.u而us(Jordanand Starks)

オオメヌキ，メヌキ， ホンメヌキ 

普通 ;刺網， 延純， 罹白， 618m 町北海道太平洋， オホーツク沿岸; 東北茨城沖以北，千島 

56 ．サンコウメヌキ S・ゆme 硲 (JOrdan釦d Starks)

サガ

普通 ;刺網， 延純， 羅白， 395-444mmL ・北海道太平洋沖; 東北三陸沿岸 

57 パラメヌキ s ． 比ramenuki (W 北iya)

稀; 刺網，北海道太平洋沖; 東北茨城沖以北，南千島と小諸島 

55， 恥 57 を ―般に "アヵモノ" と呼んでいる。

58 ．クロゾイ S ． schlegeli Hilgendor

ク a カラ, Jacopever, THxo0KeaHCKHii MOPCKHH ep@i.

普通 ;刺網，定置，168-255mm ，北海道全沿岸;本邦各地。支那，朝鮮。沿海州， 南サハ lJン  

6ア



北海道さけ・ますユ、 化場研究報告 第 35号

59 ． シマゾイ S． trivittatusHilgendorf 図版2．

普通 ; 刺網，定置。224-,324mm 。 北海道全沿岸;本邦東北々部以北，朝鮮，沿海州， 南サハリン，

南十島， オホーツク海南部水域．

60 ．キツネメパル S. VU 仏es SteinriachnRr ann DOnerleln

マゾイ

時折 ; 定置，180-218mm ，本邦神奈川l県以北，北海道，朝鮮 

61 ． ゴマゾイ S． mvosusHileendorf

稀 ; 定置・ 北海道沿岸 ;新潟以北・

62 ． キチジ Seb 岱tolo 仇sm川@のL仏ir (Guneher)

キンキ，キンキン，メンメ， メ イセン，U@iHHHonepb 巾 MOpcKoH epu ，

普通 ;春， 秋， 刺網， 延網。 190-242mm ， 北悔道オホーツク海，太平洋沖，本邦新潟，三陸以北・

干島， オホ、 ―ツク海南部水域 南サハリン，

ギンダラ科 Anoplopomidae

63 ．ギンダラ A 乃ゆ wopoり口万別hn血 (Pallasj

アブラメ，北洋ムツ, Sablefish ， Blackcod, Beshow, COalfish, yraJibHan pbl6a, AHOpJionoMa.

普通 ;刺網， 延純。 羅白，二本城沖， 790-883mm ，北海道近海; 干島，ベーリング海，アラスカー；

リフ オルニア沖・

アイナメ科 Hexagrammidae

64 ．ホッケ PlZeu 切2eramw 硲 azonus lord杣

Atka 血ckerel

普通 ;春， 秋定置「 刺網， 延離，水深100-150m ，北海道全沿岸;本邦日本海側，東北地方，沿海州，

。 南十島と小諸島 朝鮮，南サ@¥ リン

65 キタノホッケ L m 。乃 。確Wgf 硲 (PallaS) 図版3．

シ マボッケ， チシマボッケ，エゾアイナイ，ユビアイナメ，Atka maCkere@ ， AtkafiSh ， YeLow fiSh ，

OAHOnepblH Tepnyr, MOpcKoH OKyHb, MOpcKoH cyAaK ・

普通 ;刺網， 422- 425mm ，北海道東部沖 ;本邦新潟以北，沿海州・ 干島，オホーツク海，ベーリン

グ海・

66 ． スジアイナメ Hegxagram 肌soc 加oigrammus (Pallas) 図版3．

ハゴトコ，ハモトコ， Masked greeline ， Tepny 「 BOCbMHJlHHeHHhlH.

普通 ;定置，刺網， 羅臼。 知円別， 相泊， 153-2h3mm ，北海道全沿岸;本邦新潟以北，沿海州，サ

ハリン，子島。オホーツク悔，ベーリング海， カナダ西岸北部 

67 アイナメ 0.a mki加 JOrdan and Starks

アブラコ

， オホーツク海南部水域 時折 ;定置，315-317mm ，北海道各地沿岸; 沿海州， 南サ/¥¥リン

68 ウサギアイナメ H ぬzeo0cゆ肋lus (Pallas)

68
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ROckgree@ing, Tepnyr 3aHueroJioBbifi・

普通 ;刺網， 夏定置，336-385mm ，北海道全沿岸; 沿海州，サハリン，干島，オホーツク海，べ―

リング海， 南カリフオルニア・

当地方では66, 67, 68 を "ハゴトコ" と言って区別していない。

カジカ才斗 COttidae

69 ．ヨコスジヵジヵ Hg.wがゆ wotusBil 比爪i JOrd 肋 andStarks

ネヵジ；

普通 ;刺網， 羅白， 知円別，カモイウンべ沖， 243 ・ 5-267mm ，北海道各沿岸;サハリン，干畠， ；

ムチヤツカ東岸，ベーリング海・

  
  

Hemilepidotus gilberti JOrdan and Starks

70 ．クジャクヵジヵ MgZZgfgSp乙が佑 Kner

Butterfly sculpin, BbNoK-fiaSoiKa  

稀 ;知円別標本，180 ． 5-214mm ，サハリン，オホーツク海，ベーリング海北部，アナデール沿岸 

71. ヵ ギヵジヵ Eno ゆthysclaviger(Cuvler and Valencinnes)

稀 ;刺網， 204mm ， カムチヤツカ，ベーリング海， アラスカ，ブリストル湾．

72 ． オ二ヵジヵ C@p.xuaぬのttus dicera ぬ namimf JOrdan 乱dStarks 図版 4．

ツノヵジヵ，ノコギリヵジ； ， Elf sculpin, K))KHbln aByporHn OU@HOK.

普通 ; 刺網，定置，200 ． 5-264mm ，北海道日本海，太平洋岸; 本邦新潟以北，朝鮮，沿海州，サハ

リン，南十島と小諸島．・

69
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73 ．カンキョウカ ジカ 山ttぬ乃口乃与 めれ .ee6ns心 Mnrl

キクノカジ；

稀 ;釣， 羅白川 l， 1952.10 ． 2， Ifi3mm ， ノ し海道河川; 本邦東プ L々部以北，朝鮮 

山MM5 桁側印 0几咋船ぬMOrl

74 ．オクヵジヵ Mノ似%ゆぬJぬ70M (CuVier租d ValenCinneS)

NOrthemmdaddysculpin, Kep4aK ・ fR0K.

普通 ; 刺網， 218.5mm ，北海道全域;本邦新潟以北，沿海州，南十島と小諸島，オホーツク海，ベー

リング海， ビュゼット・サウンド，

75 ・シモフリカジカ M.b 用ndti (Steindachner)

普通 ;刺網， 175mn ，北海道沿岸;朝鮮東海岸，南サハリン，オホーツク海 

76 ． ヤリヵジヵ Az 朋KO ぱ.usens 如r (JOrd 胡 and Starks)

マヵジ；。ナべコワシ．

普通 ;刺網，時に定置。319mm ，北海道沿岸;本邦新潟以北，沿海州，オホーツク海，ベーリング

海，アメリカ北部．

77 ．ガンコ Dasycottusねiponicus Tanaka

マガンコ

"@.y

  
5 

Dacycottus japonicus Tanaka
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時折; 刺網， 284-423mm ，北海道日本海;本邦日本海側山陰，太平洋側茨城以北の深海．

78 ． ツ マグロヵジヵ Gymnocant んmus ル確硲ぬ  m  JOrdanandStarks

ギスカジ；, Black-edged sculpin・

普通 ;刺網．時に定置，羅白， 知円別， 206-289.5mm ，北海道殆んど全沿岸;本邦新潟以北，沿海

。 南十島と小諸島 州， サハ 1 ン

79 ．セビロヵジヵ G． detr 七 ¥us Gilbert and Burke

時折 ;刺網。 2h4mm ，北海道日本海 ;沿海州， 南サハリン，干島，カムチヤツヵ 。 オホーツク海 

80 ． 二ジヵジヵ Alichthysalcicornis (Hilgendorf)

べ口ヵジヵ， Elkhorn scu@pln.

普通 ;刺網， 延締， 秋。 冬多獲， 279 ． 5mm ，北海道沿岸沖; 本邦新潟以プヒ ，沿海W  

81 ． キヌヵジヵ Aれ rcinaoshimai JOrdanand S由rks

稀 ; wm 網。 232mmL ，北海道の日本海，太平洋以南 

82 ． べ口 比roel 昭ans (Stelndachner)

Bern ・ elegans (Steindachner)

普通 ;釣，定置，相泊， 105-127 ・ 5mm ，北海道各地沿岸; 本邦中部以北，沿海州， 南サハリン 

田．ケムシヵジヵ Heemztfnゆゆusvil わ5硲 (Pallas) 図版4．

トウべツヵジヵ， オイランカジヵ ， B0 山 OcaTbm 6blqoK  

普通 ;刺網・時に定置，羅白， セセキ沖， 知円別， 279-355mm 北海道全沿岸 ;本邦新潟以北，サ

ハリン，子島，カムチャツカ， オホーツク海・ベーリング海．

84 ・ コブヵジヵ M0?眈@ottufszonurus Bean

水ガンコ，アンコウヵジヵ， Humpbacksculp@n.

時折 ; 北海道日本海; 本邦北陸以北・千島，オホーツク海，ベーリング海，アラスカ湾 

□
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Malacottus ・ zonurus Bean Rausu Sep. 1958

85 ．イトヒキヵジカ Areyッ印co@@uszぱ はればen Herzenstein

シャミセンカジヵ Cepe6pHCTbiii 6bi40K.

稀 ;定置，相泊， 178mm ，北海道日本海沿岸; サハリン南部，南十島．

86 ．イソバテング 川ゆszascirrrhes硲 draciscus JOr血n 荊d Starks 図版 4 

 
 ―

2 

Argyrocottus zanden Herzenstein

サチコ, Silverspot出 sculpin， Silverspot.

普通 ;定置，知日別， 相泊， 69mm ，北海道各地沿岸;本邦北陸以北，サハリン，子島，カムチヤツ

； ，オホーツク悔，カリフオルニアまでの西海岸．

87 ． ホヵケアナハゼ B'.bilosus Cuvlerand Valencinnes

Crested sculp@n, AByxJionacTHblH ycaTbm 6m@HoK.

普通 ;刺網， lh1- 246.5mm ，北海道各地沿岸;本邦北陸以北，沿海州，アリュシヤン列島，ベーリン

72
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グ海， カナダ西海岸 

ウ ラナイヵジヵヰ斗 Psychrolutldae

88 ． ヤギシリカジヵ EぱゆWgW のr所M GHbert andBurke

アヵ トンコ

稀 刺網， 羅白， 相泊沖， 281mm ，北海道南東沿岸;沿海州， 南サハリン，カムチヤツ； ，ベー

リング海・

ト クビレ不斗 Aeo ぬdae

89 ． イヌゴチ Perc 七 7a加nica (Pallas) 図版 5・

時折 ;定置，知円別， 295mm ，北海道各地沿岸;本邦北陸以北．南サハリン，沿海州， 干畠，オホー

ツク海，ベーリング悔．

90 ． クマガイウォ Agonomalus かんni ScrimirkL

マメガラ，Barbed poaCher  

時折 ; 定置，知日別標本，119mm ，北海道各地沿岸沖;本邦北陸以北，沿海州， 南サハリン，オホー

ツク海・

91 ．アッモリウオ H  すり ms 。心@alis (Valenclnnes) 図版 5．

アカシゲトク

稀 ; 刺網。 北海道各地沿岸 ; 本邦北陸以北，サハリン西岸，南子島と小諸島 

92 ・ ト クビレ POdothecussachi(JordanandSnyder)

ハッカク

時折 ;刺網，時に定置，羅白， 知円別標本，北海道殆んど全沿岸;本邦北陸。東北以北，朝鮮束悔

岸。 沿海州， 南サ/¥ リン西海岸。南十島・オホーツク海南部水域．

93 ．サブロウ Oc 田必血0 TOrdanandStarks 図版5 

時折 ;刺網，北海道太平洋沿岸 ;本邦茨城沖以北．

94. ヤギウオ P@2ZZ仏タ W ham・比加 (Steindachner)

  
  

Pallasina barbata (Stemdachner)

7
3
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MrJioBH.aHaa JincHMKa

時折 ; 夏定置，相泊， I仏． 5-181mm ，北海道各地沿岸;本邦北陸以北，沿海州，サハ1 ン・南十島

と小諸島。ベーリング海，オレゴン沿岸まで 

95 ． シチロウウオ BmCAW かたり5f化f硲 (THeSiuS)

時折 ;定置，相泊，北海道各地沿岸 ; 本邦北陸以北。沿海州， サ/¥ リン，子島，カムチャツカ．

亦ウポウ科 THgHdae

96 ．カナガシラ Lゆ肋 fr叱Jd m 七化ゆめぬ G血ther

Gurnard

稀 ; 定置，相泊。 知日別標本，北海道日本海太平洋 岸 ;支那，本州各地沿岸 

ダンゴウオ科 Cyclopter血e

97 ．ホテイウォ AUOcycl ぬ此 ntricosus (Pallas) 図版 3 

コ。     

時折 ;定置．214 ― 乙3mm 北海道各地沿岸 ;本邦北陸，神奈川以北，沿海州，北千鳥，カムチヤツ

ヵ ， オホーツク海，ベーリング海， カナダ西海岸 

クサウオ科 Lipani血e

98 ． イサゴビクニン Li加心 ochotens七 Schmid 十

時折 ;刺網・ 延純， 羅白， 4h2@ 510mm ，サハ1 ン ， オホーツク海 

% ．ビクニン L ・ tessellat妬 ・(Gilbert祖d Burke)

・南普通 ; 刺網．時に定置，200-280mmL ，北海道各地沿岸; 本邦中国地方以北・朝鮮，南サ@¥ リン

子島 

Im ． アオビクニン cd化ク此f硲必J/MC肋仏 GH 卜n and Burke

稀 ; 刺網， 延純， 羅白， 285mm 。 北海道北部日本海 ;本邦東北太平洋以北，南サハi)ン ．

101 ．カラフトビ クニン C． 5怨aZ;e 松七Gil@ert 飢dBurke

稀 ;延純， 耀白， 294-319mmn ，北海道日本海北部;本邦北陸以北，サハリン，オホーツク海 

102 ．バラビクニン C ． 妨。dcm雁ぬ Gibert 祖riBurke

稀 ;・ 延純， 409mmL ，本邦豊復水道，駿河湾の深海．

103 ． ザ・ラビクニンC.trachys 。乃幻 Gilbert andBurke

稀 ;延細， 345-42hmm ，北海道西北部沖 ; 本邦北陸以北・南サハリン，ダッタン海峡，オホーツク

海・

104 ．サケビ クニン C． のistnf乃硲 Gilbert 祖d Burke

稀 ;延純， 343-412 ． 加m ， 南サハリン東海岸，オホーツク海水域 

乙
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山花ゆハ@octus 叩strinus G@lbert and Burhe

105 ・アパチヤン Crys 勿il応 ma ぬushimaeJordanandSnyder

稀 ;延維， 刺網， 冬， 309-334mmD ，北海道各沿岸沖 ;本邦北陸，東北地方以北。朝鮮，沿海州， サ

， 南子島，オホーツク海 ハ 1; ン

クサウオ類をこの地方では "クサゼ と総称している。

 
  

Cりstallias 仰tsushz 側eJordan and Snyder

コバンザメ科 Echeneidae

106 ・クロコバン 比morabra 。り'p@era (LOwe)

稀 ;定置，知円別，北海道日本海北部，太平洋沿岸 ; 本邦北陸以北，太平洋，印度洋，大西洋 

ヵ L@イ不斗 Pleuronectidae

7
5
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107 ．アブラガレイ Af ぬ ep.rg.sthp.@ p.iiermwanm  

JOrdan and Starks 図版 6 

 
 

A3H3TCKHH CTpeJio3y6bie na.frrycbi,

シュロクシヤマンべ (アイヌ語) 

普通 ; 刺網， 延純，冬期間多穫。 385-51I

m叫 水深400- 600m より 深所，北海道各

沿岸沖; 本邦北陸・北部太平洋岸以北・

沿海州，サハリン，千島，オホーツク悔

南部水域，ベーリング海 

Gill raker Of Ath のぬ th岱 eve 柵れ wi

108 ．カラスガレイF日W比KdfMs m4 ぬ Mぱ Mf

JOrdan and Starks

キンガレイ，エゾカラスガレイ．PaC@flC

black halibut, Greenland habibut,

   opbiii naJiTyc, rpeHJiaH.acKHB na@iTyc  

 普通 ; 刺網・ 延純， 秋，年多穫， 505-890  ，千島，オmrn 北海道近海 ; サハリン

ホーツク海南部水域  
107, 108は外見上類似するが， 鯛紀の形

Gill ・ raker Of Reinharbius matsuuraiが相違している。

I的 ． オ ヒョウ 研力向B比.S.su.Ssぁ eennlゆぬSchmidt 図版 6．

べビウ, Pacific halibut, THxo0KeaHcKHH 6e@ioKopb@ naJiTyc  

普通 ;刺網， 延純，冬期多獲， 580-1 ， 700mmm ， 北梅道沿岸主に東部沖 ;本邦東北地方以北，サハリ

ン， 干島， カムチヤツカ， オホーツク海ベーリング 海， カリフオルニア沖．

110 ．アカガレイ Hゆ加必os$iぬ dubius (Schmidt)

Red halibut, HnoHoMopcKafR na@iTycoBMAHaR KaM6a@@a.

，南十島，カムチヤ普通 ;刺網， 269mm ，北海道全沿岸;本邦中部日本海以北，沿海州，サハリン

ツ ； ，オホ□ツク海南部水域．

I11 ．ウロコメ ガレイ Acanth ゆ5e加 ndd 勿 hnyi Schmidt

チョウセンブタ・ 口 ウソク，トゲガレイ，KaM6a@ia Ha ae． 爪 HOr 山 KO@iioHaH KaMoaJia.

稀 ;刺網， 冬， 297mm 。 北海道西岸 ;本邦日本海，朝鮮東海岸，沿海州， 干島，オホーツク海。 ベー

リング海西部・
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1]2 ．ソウハチガレイ Clezsthenuss力inetorum JOrdanand Snyder

オカダガレイ。ソウハチ，ワッヵコシヤマンべ， OcTporo@ioBafqKaM6a@@a.

普通 ;刺網，定置，相泊，ガンコ沖，水深110m, 186-217mm ，北海道全沿岸;黄梅から北，朝鮮。

サハリン，オホーツク海南部水域．

113 ．マガレイ L而例血ぬ@rgensteimf JOrdan and Snyder

サルボキシヤマンべ，)KeJiTonoJiocaHKaM6a@@a.

普通 ;刺網，定置，知日別， 相泊， 194-228.5mm ，北海道全沿岸;本邦各沿岸，支那，朝鮮東海岸，

沿海州，サハ¥ ン ， オホーツク海南部水域．

114 ・クロガシラ ガレイ L ． 5rhrencki Schm]idt

クロガシラ， イロネシヤマンべ・

普通 ;刺網， 夏定置・ 羅白，知日別， 290-292mm ，北海道各沿岸;本邦東北以北，朝鮮東海岸。沿

海州，サハリン，オホーツク海南部水域，

1I5 ．スナガレイ L ． punctatissima (Steindachner)

Sand fnounder, XO60THaH KaM6aJ@a.

普通 ;定置，刺網，知日別， 羅白， 230mm ，北海道全沿岸;本邦東北以北，朝鮮。沿海州， サ リ

ン ，千島．

I16 ． ヌマガレイ Platz妨妨がStel伍 tus (Pallas)

ヵワガレイ，タカノハガレイ，べツシャマンべ， Starry flounder, 3Be3a@TafR KaM66aJia 

普通 ;定置，刺網，知日別， 羅日， 294mm ，北海道全沿岸; 本邦茨城。福井以北，朝鮮，沿海州，

サハリン，干島，オホーツク海。 ベーリング海，アラスカ北部からカリフオルニア沿岸．

H7 ．イシガレイ K& ノ化 fUs みた。め川ぬs (Basilewsky)

イシモチ， シュマコロシヤマンべ．

普通 ;刺網，定置，羅白，知日別， 328mm 。 北海道全沿岸．本邦各地沿岸，北支邦，朝鮮。サハリ

ン・ 千島，オホーツク海．

H8 ． サメガレイ Clidoderma 岱pernnum (Temi@nckandSchlegel)

ゴソガレイ，アイヌシヤマンべ， 50poaaB4aTafR KaM6aJia.

普通; 刺網， 羅白，カモイウンべ沖， 秋， 冬多獲， %3 ― 刊0mm ・北海道太平洋，日本海沖;本邦北

， 干島， 酉ベーリング海 陸以北，朝鮮東海岸，サ@@¥リン

119 ． ツノガレイ Pleu 叩mectesquadn/tu 比化u@@it応 PallaS

キ ガレイ, A@askap@ace ， >KeJiTo6pK)xaH KaM6aJia.

干島，ベーリング海， カムチヤ稀 ;刺網，北海道日本海中部，太平洋東部沖; 沿海州，サハリン，

ツ；，オホ□ツク海，アラスカ湾．

120 ． ヒレグロ G句ゆめ。ゆ肋luss レ,1leri(SchmHidt)

べタガレイ・ ナメタ，オイランガレイ， ZU刀 HHHaRR KaM6a@ia ．

普通 ;刺網，時に多獲， 323mm ，北海道全沿岸;沿海州・サハリン ， 干島，南部オホーツク海 

121 ． ババガレイ M ゐ印5加musachne (JOrd 乱訓 d Starks)

バツコンヤマンべ， Ma 山 fopoTaR Kain6a@@a 
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時折 ;刺網， 羅白，ガンコ沖， 322mm ，北海道日本海。太平洋沿岸 ;本邦福岡以北，朝鮮，サハリ

ン， 干島，南部オホーツク海・

122 ． アサバガレイ LゆM。め勿加mochiearei Snyder

ブタガレイ，ツボコロシャマンべ， K))KHaRq 4ByxJiHHeHHaR, Be@io6pK)xaR KaM6a@@a.

普通 ;刺網，定置。ガンコ沖， 相泊， 265-360mm ，北海道全沿岸; 本邦福井，宮城以北，朝鮮東海

岸，沿海州， 干島，オホーツク海南部水域．

タラ寸斗 Gadldae

123 ．マグラ Gadusmacroc ゆhalus Tileaius

タラ, Pacific cod, Alaska codflsh,THxo0KeaHCKaR TpecKa.

普通 ;刺網， 延純，幼魚は定置，秋，年多獲， fi.@3- 870mm ，北海道各地沿岸; 本邦山陰，太平洋中

部以北，朝鮮，沿海州。 南サハリン，干島。 オホーツク海，ベーリング海，アラスカ湾―カI フォ

ルニア沿岸沖・

124 スケトウグラ Th%p./agm肋ぁ arcoBramma Pallas

スケソ，メンタイ, Alaskapollack,Walleyepollack, Whiting, MHHTaR

普通; 刺網，延縄。羅白・知日別沖．定置(幼魚)， 秋 ・ 冬多穫， 450-54.5)nmim ，北海道全沿岸;本邦山

干島，アリューシヤン水域，ベーリンク  海，チュコ口県以北，朝鮮東海岸。沿海州， 南サハリン，

チ海・

125 ．コマイ ElZeginusg似C.U?七 (Tilesius)

カンカイ, NOrthern 山d, Wachna cod, Fare 肚tern novaga, nnna刀 bHeBocTo4HafR HaBara,

THxo0KeaHCKaH TpecKa.

普通 ;刺網。 延純，定置 (幼若魚)， 羅白，知日別， 319-395mm ，北海道殆んど全沿岸;朝鮮東海岸，

沿海州， 南サハリン，子島，アラスカ北極域，アラスカ湾 

ソコダラ不斗 COryphaenol山dae

126 ． ヒモダラ NeCmatonurus 作C加raiis (Girard) 図版 I・

コウゾ， ドンコ，

時折 ;延純， 羅白，知日別沖， 820mm ，北海道。サハリン，子島，オホーツク海南部水域，ベーリ

ング海， オレゴン沿岸まで．

127 ． イバラヒゲ N.ac 用Jゆis (Bean)

トウジン

稀 ;延純， 羅白沖， 645mmn ，北海道太平洋東部深海; 本邦茨城沖以北，干島・ベーリング海，北西

アラスカーカリフオルニア・

128 ．カラフトリコグラ Coのゆ比enoidescinereus (Gilbert)

稀 ; 延締， 571 M ，北海道太平洋，オホーツク海沖 ; 南カラフト東海岸，子島，オホーツク海南部

水域・

129 ．イトヒキダラ Laemonemaz lone メ如s Schmidt
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ウケグチダラ

稀 ;刺網， 延純， 羅白沖， 422mm ，北海道太平洋の深海 ; 本邦駿河清以北太平洋の深海。オホーツ

ク 海， カムチヤツカ．

アンコウ科 LOphidae

130 ．キアンコウ ぬゆmiuslituぬれ (JOrdan)

アンコウ，Aneler, Sea-devi1.

普通 ;延紘刺網 。 羅白，北海道全沿岸沖 ; 本邦各地，朝鮮南部，南サハリン酉沿岸 

以上，知床半島東側の河川と海域産魚類を含め。 今までのところ46 科， 98 属， 130 種の棲息分布が確認さ

れた。魚類からみて， この地方産の大半は寒流性魚類で占められていることがわかる。それ故半島の西側

水域も， 恐らく東側と同じような傾向を示しているだろうことが推察される。また年によL 時期によって違

いがあるが。マンボウ，マグロ・ シイ うなどの暖流性魚類がたまたま出現することから。主に夏季海峡に

暖流が流れ込んでいることを物語っている。なお，海産魚のうちこの地方に見出される普通種は 62 種 (47

%) である。

次に半島の小河川は―般に河口からの流程も短かく，かなり傾斜が急なために，淡水佳類相が貧弱で，渓

流性色 類が棲息するにすぎない。羅日川を例にとるとオショロコマ， イトウ，川ドジョウ(フクドジョウ? )

アメマス，カジカ ，ハゼ，ヤマべ，オショロ コマのほかは・未だ実物に接する機会がない。近年この地方の各

河川にもダムが設置されているため，ますます淡水魚類の棲息範囲が狭められてゆくことが懸念される。

今後，さらにこの水域で漁獲される魚、 を詳しく調べることによって，数多くの魚種が追加されるである
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図版3 
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