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シリーズ：東シナ海のさかなたち

第４回「マアジ」
〜東シナ海はマアジの本場〜
「いかめし」は遠い海からやってくる？
ニュージーランドスルメイカ いか釣り調査

ハモの仔魚に餌を食べさせることが出来ました
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１．カラス

実在する魚はどれ？

２．スズメ
３．ツバメ

「いかめし」は遠い海からやってくる？
ニュージーランドスルメイカ いか釣り調査

ニュージーランドスルメイカと「いかめし」

いか釣り漁船にとってどれぐらい
の価値があるのかを調べました。
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ハモの仔魚に餌を
食べさせることが出来ました

水揚げされたハモ

ウナギやアナゴやハモの仔魚

ら光を当てる」→「仔魚が光から

集まるようになり、最長でふ化後

逃げて水槽の底に集まる」→「底
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に撒いた餌と出会う」→「摂餌す

開始時は 11mm）まで飼育する

る」という順序です。

ことが出来ました。これで、少し

志布志栽培漁業センター（鹿児
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（稚魚になる前の段階）はレプト

原因は、ハモの「負の走光性」
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こで仔魚の行動観察を行った結

室レベルの飼育が成功しているだ

果、光を強くすることで、底へ逃

けです。

げる仔魚の割合が高まることがわ

ウナギの仔魚に餌を与える方法
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この結果を応用し、照度をこ

の走光性」（光を当てると逃げる
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答え

カラス
標準和名の一部分に鳥の名前が

ます。

消化管内に餌を取り込んでいます

トガラスなどですから、さかなの

カラスは東シナ海や黄海に棲ん

カラスとは違いますが、シマアジ

でいる、トラフグと非常に近いフ

やウミスズメのように、さかなと

グで、姿形も似ていますし、味も

全く同じ標準和名の鳥もいます。

トラフグに負けないほどおいしい

しかし同じ名前だからと言って、

さかなです。遺伝的にも近いため、

必ずしも姿形や色が似ていると言

トラフグとの交雑種と思われるも

うことはないようです。

のもよく見つかります。

付いているさかなは、スズメダイ

トラフグとは、尻びれが白いか

やツバメウオ、ヒバリガイやムラ

黒いかで見分けられ、名前の通

サキインコなど、数え切れないほ

り、尻びれの色が黒いのがカラス

どたくさんいます。カラスと名の

です。また、背中の色もトラフグ

付くさかなだけでもカラスガイ、

より黒い色をしています。

カラスガレイなど 10 種類以上い
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トラフグより色黒の「カラス」
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