
山口県瀬戸内海側で使用されている魚介類の地方名称について

木村

目 的

平成14年度に山口県水産部ホームページ (海鳴りネッ

トワーク)の一環として､漁獲情報システムが構築され

た｡このシステムは､日本海側 5市場､瀬戸内海側17市

場 ･漁協の毎日の水揚げデータを水産研究センター外海

研究部のサーバに集め､集計処理した結果を漁模様情報

および市況情報 としてホームページで公開している｡

この集計処理を行う過程で魚介類の地方名称を標準和

名に変換する必要があるので､瀬戸内海側で使用されて

いる魚介類の地方名称についての整理を行った｡

方 法

基本的な地方魚種名-標準和名対応表は既往文献1ト 4)

および内海研究部内部資料により作成した｡表 1に示す

17の地方卸売市場 ･漁協から取 り扱い魚種の名称一覧表

(魚種マスタ)を収集 して､前述の対応表により地方魚

種名から標準和名への変換を行い､変換不能の魚種およ

び疑問のある魚種については当該市場 ･漁協の担当者に

聞き取 りを行った｡聞き取 りに際しては､写真入りの図

書※1を補助的に使用した｡

なお､表 1には山口県漁連 (本会)ならびに唐戸魚市

場が日本海側の響灘に区分されて入っているが､両市場

は瀬戸内海と日本海の境界に位置し､これらの市場のシ

ステム構築については内海研究部が対応したことから調

査対象に含めた｡また､瀬戸内海側市場は消費地市場の

性格が強いため､県外産あるいは外国産 と考えられる魚

博

介類が多種類扱われていたが､これらについては対応表

の対象外とした｡

結 果

既往文献および内海研究部内部資料から作成 した地方

魚種名一標準和名対応表に聞き取 り調査の結果を加えた

ものを表2に示した｡表2の ｢文献等｣の欄に掲げる1

- 4の数字は対応する番号の文献により得た結果である

ことを表し､5は内海研究部の内部資料あるいは聞き取

り調査による結果であることを表す｡表2をもとに標準

和名一地方魚種名対応表を作成 して､表3に示した｡地

方名称を使用 している地区の単位は県から市町村内の漁

業地区までさまざまであるが､内海研究部が把捉したも

のについては漁業地区の代表的なものを掲げ､文献の引

用の場合はその記述にしたがった｡
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表 1 漁獲情報システムを構成する瀬戸内海側の卸売り市場および漁業協同組合

海域区分 地 方 卸 売 市 場 お よ び 漁 業 協 同 組 合

広 島 湾 岩国市市場､浮島漁協､東和町

漁協伊 予 灘 県漁連柳井支部､柳井魚市場､柳井港魚市場､光市場､安下庄漁協､室津漁協､平

生町漁協周 防 灘 徳山市場､防府市漁協連合市場､防府水産物荷受魚市場､秋穂市場

､宇部魚市場響 灘 県漁連 (

本会)､唐戸魚市場※ 1 食材魚貝大百科 1- 4巻､1999年および2000年発刊､平凡社



表 2 山口県瀬戸内海側における魚介類の地方名称と標準和名の対応

地 方 名 称 標 準 和 名 地方名称を使用している代表地区 文
献 等あい アイゴ

東和町 5あいぎよう
アユ 柳井 1あいた

ろう アイゴ 下関 1あいば

ち アイゴ 山口県 秋穂 3,5あおあじ マルアジ 山口県 柳井 光 平生 2,
4,5あおいらぎ ヨシキ

リザメ 小野田 1あおえび

モエビ 山口県 3あおかなと
クロサバフグ 下関 4あおきだみ

キユウセン (班) 平生 5あおこ.あおご マルアジ (幼) 山口県
3あおした コウライア

カシタビラメ 山口 4あおまる

クロサバフグ 下関 4あおやぎ アオザメ 小野田

1あおらぎ アオザメ

小野田 山口県 1,3あか ト

ラエビ他小型えび 秋穂 5あかあし クマエビ 光 5
あかあじ マアジ 光 平生 5
あかあま アカアマダイ 山

口県 2あかいか ケンサキイカ 光 平
生 5あかえい ヒラタエ

イ 下関 1あかえび トラエ

ビ 山口県 徳山 3,5あ

かごち ウバゴチ 下関 4あかした アカシタビラメ 下関 山口県
1,2あかした イヌノシ夕

下関 4あかしたびらめ

イヌノシ夕 下関 1あかでん イヌノシ夕 柳井

5あかでんちよう イヌノシ夕 東
和町 5あかばな カンパ

チ (幼魚) 下関 1あかはね カンパチ 山口県 2,3
あかひも アカタチ 山口県 2

あかみづ ノミノクチ 下関 1あかむろ オアカムロ 下関 4

あかめ メナダ 下関 山口県 1,2,3あか めばる

カサゴ 山口県 2あか

めばる キントキダイ 下関 4あかれ

ん アカシタビラメ 柳井 5あきよ

し シイラ 小野田 山口県 1,3あご トビウオ 小野田 山口 下関 柳井
1,5あご ホソトビウオ

山口県 2あこう.あこお キジハ夕 山口県 平生 下関 室津 1,2,3,5
あこうめぼる キジハ夕 徳山

5あじ マアジ 下関 平生
室津 光 祝島 上関 I,5あしあ

か クマエビ 山口県 上関 室津 3,5あなご マアナゴ 下関 徳山 室津 光 祝島 上関 1,5
あぶ アイナメ

柳井 平生 5あぶらこ カジカ 厚狭郡書部

1あぶらめ アイナメ 小野田 下関 柳井 室津 1,
4,5あぶらめ ササノハベラ

山口県 3あま アカア

マダイ 下関 1,4あまがれい マコガレイ 山口県 3
あまだい アカアマダイ 徳山

5あまて マコガレイ 山口県 山口 柳井 室
津 上関 1,3,4,5あまてがれい マコガレイ

山口県 2,3あら クエ

下関 1あら マハ夕 下関

1あらかぶ カサゴ 下
関 4あらこう.あらこお イシダイ 山口 山口県 室積 1,3

,4あわ



地 方 名 称 標 準 和 名 地方名称を使用 している代表地区 文
献 等いLやき イサキ

平生 5いだ ウ

グイ 山口県 3いたじようら

クロウシノシ夕 周防 1いたじよろう クロウシノシ夕 山口県
3いたら イ夕ヤガイ 平生 室津
5いとひき イ トヨリダイ 山口

県 2,3いとより イ トヨ

リダイ 小野田 下関 1いとより

ソコイ トヨリ 下関 1いな ボラ 小野田 下関 山口県 1,
2いわし マイワシ 下関 山口

県 柳井 1,4いわし カタクチ

イワシ 光 5いんどがれい

パパガレイ 下関 4うしのした

アカシタビラメ 下関 1うしのした

イヌノシ夕 下関 1,4うしのした クロウシノシ夕 下関
1,4うしのした ミナミアカシタビラ

メ 下関 1うしのした ム

ラサキシ夕ビラメ 下関 1うつぼ

アミウツボ 下関 1うどは-ご-

カサゴ (大) 周防沖家室 1うまづら ウマヅラハギ 山口県 2
うみあんこう ミシマオコゼ 山口

県 3うみうま タツノオ トシ

ゴ 小野田 山口県 1,3うみぐちなわ ダイナンウミヘビ 小野田
1うみどじょう ギンポ

小野田 1うみへび ダイナンウミ

ヘビ 下関 1うみへび ホ夕テウミヘビ 下関 1
うるめ ウルメイワシ 山口県

2,3,4うれぎ クロソイ 柳井 光 平生
5えいた アカエイ 山

口県 3えいたん アカエイ 山口県
下関 2,3,4えー アカエイ

平生 室津 5ええたん アカ

エイ 小野田 1えそ

トカゲエソ 平生 徳山 室津 光 5えそ

マエソ 下関 4えだごつ

はぜ類 周防 1えだごり はぜ類 都濃郡 1えんぼう キヌ
バ リ 牛島 山口県 1,2,3おいしや アイゴ 小野田 山口県

1,3おいちばあ

オハグロベラ 下関 1おうせ サカタザメ

平生 5おおえび クルマエビ

山口県 上関 秋穂 3,5おお

がれい ヒラメ 山口県 1,4おお くち .おおぐちがれい ヒラメ 小野田 山口県 平生 柳井 室津 上関 1,2,
3,5おおば マイワシ 下関 柳井 光
1,5おおば マ トウダイ

山口県 3おかやま

ヒラ 下関 4おきあじ カイワリ 小野田 山口県 平生
1,2,3,5おきごうち

アヤメカサゴ 下関 1,4おきごうち フサカサゴ 下関 1
おきめいぼ .おきめんぼ ウマヅラハギ 山口県 下関 1

,3おきめんぼ ソウシハギ

下関 1おご オゴノリ 徳山 5おこぜ オこオコゼ 下関 平生 室津 光 1,■5
おこぜ オニカサゴ 下関

1おこで オニオコゼ 祝島
5おせん スズメダイ 光
5おちょぼ ヤナギムシガレイ 山口県 3

おつむぎ



地 方 名 称 標 準 和 名 地方名称を使用 している代表地区 文
献 等がしら カナド

山口 4かすご マダイ

(小) 平生 5かすりえび アカ
エビ 山口県 平生 3,5かせふか

アカシユモクザメ 山口県 2かせぶか シロシュモクザメ 小野
田 下関 1がぞう ガザ

ミ 柳井 光 平生 5がたうなぎ

ギンポ 下関 1がたなぎ ギンポ
下関 山口県 1,2かたにぎり ギンポ 山口 山

口県 1,2,3かつお マナガ

ツオ 徳山 5か つちよ ギ
ンポ 下関 1かつちよ コモンイ トギンポ 下関 1

かつちよ ダンナンギンポ

下関 1がっつ カナガシラ 下関 平生
4,5がっつ

カナド 山口 4がビー イシ

ガこ 平生 柳井 光 5かな カナガシラ 下関 上関
室津 光 平生 4,5かな カナド 山口

4かながしら カナド 山口

徳山 4,5かなぎ イカナゴ 山口県 小野田 下関 山
口 光 1,2,3,5かなと

シロサバフグ 下関 徳山 室津 1,2,5かなやま カタクチイワシ 下関
1かに (おん .めん) ガザミ (雄 .雌) 平生 室津 光 上関 5

がにくい ウナギ 厚狭郡吉

部 1がふ くめぼる クロソイ 山口県 平生 柳井 室津 2,3,
5かぶと サルエビ 山口県 3

がは クロソイ 東和町
5かます アオカマス

下関 徳山 光 上関 1,5かます アカカマス 下関 1
かます ヤマ トカマス 下関 山口県 1,2,4
がら カサゴ 徳山 5
からいさき ヨコスジフエダイ

下関 1からかご カサゴ 下関 小
野田 1からかさご カサ

ゴ 下関 4からこ カサゴ 下
関 1 1,4からこぎ ハ

オコゼ 柳井 5から

す イシナギ 山口県 3からす メジナ 厚
狭郡 1かれい マコガレ

イ 光 祝島 5がんずか ボ

ラ (大) 山口県 3がんぞう 夕マガ

ンゾウビラメ 山口県 2がんぞう ホ

シガレイ 下関 4がんぞうがえい ガンゾウビラメ

下関 1がんま かに類の

総称 秋穂 5ぎぎ ゴンズイ 山口県

2ぎぎゆう.ぎぎよう ゴンズイ 小野田 下関 山口県

1,2きこり タカノハ

ダイ 下関 1きこり ユウダ
チタカノハ 下関 1ぎざみ オハグロベラ 山口 山口県

1,2,3ぎざみ キユウセン 山口県 室津 光 1,3,5
きすご シロギス 平生 下関 山口県 室津 光 1

,2,3,4,5ぎだみ オハグロベラ 山口県 1

ぎだみ (青､赤) キユウセン (雄､雌) 平生
5きちん キヂヌ 下関 1

ぎつちよ シリヤケイカ 東和町

5きつね ソウハチ 下関
4きのかわ ヨシエビ (小) 山口県 3

きのこ



地 方 名 称 標 準 和 名 地方名称を使用 している代表地区 文
献 等きんたろう テツボウイシモチ

下関 1きんたろう テンジクダ

イ 下関 1,4きんたろう
ネンブツダイ 下関 1きん

たろう マ トイシモチ 下関 4きんたろう ヒメジ 山口大海 三田尻 小野田 下関 山口県 柳井 1,2,
3,5ぎんたん ヒイラギ (小)

山口県 3きんちゃく キン
チヤクダイ 下関 1きんとき キントキダイ 山口県

2ぎんふぐ シロサバフグ

下関 1ぎんぽ イソ

ギンポ 山口県 2きんめ キントキダイ 山口県

2ぐぐ ゴンズイ 山口県

3くずな アカアマダイ 小野田 下関 山口県 平生 1,2,4,
5ぐち イシモチ 柳井 光

室津 祝島 5ぐち シログチ 下関 小野田 平生

1,5くちぐろ イシダイ 山口

4くちみ フエフキダ

イ 下関 1くつぞこ クロウシノシ夕 山口県 下関
柳井 2,4,5ぐらまん アカシユモクザ

メ 山口県 2くるま ク

ルマエビ 平生 5くろ カラ

ス 下関 4くろ メジナ 山口県 東和町 3,5くろいお .くろいを メジナ 下関 山

口県 1,3くろいか シリヤケイカ

上関 5くろかなと クロサバフグ

山口県 2くろくち .くろぐち イシダイ 小野田 山口

県 平生 柳井 室津 光 1,2,3,5くろげた エビジヤコ 5
くろした クロウシノシ夕 山

口県 下関 2,4くろした コウライアカシタビラメ 山口 4

くろだい メジナ 下関 1くろだち

イシダイ 山口県 3くろでんちよう アカシタビラメ 東和町

5くろは イシダイ 光

5くろはぎ ウマヅラハギ

山口県 3くろまな クトアジモドキ

下関 4くろむつ エビジ

ヤコ 山口県 3くろや .くろやい メジナ 厚狭郡 山口県 1,3,5
げいLやふぐ シマフグ 徳山 5
けしつぶ テンジクダイ 山口県 3
けつぴよう ソウハチ

山口 ･4げんかいふぐ ト

ラフグ 下関 1,4けんさき サカタザメ 小野田 山口県 1,3
けんだい クロダイ 下関

1,4げんちよう イヌ

ノシ夕 下関 1,4げんちよう クロウシノシ夕 下関. 1,4
げんちよう ミナミアカシタビラ

メ 下関 1げんちよう ムラサキシ夕ビラメ 下関 1
げんな ナベカ 下関

1げんない テンジクダイ

山口県 3けんぶつ

テンジクダイ 小野田 1けんぶつじ
ゃこ テンジクダイ 小野田 1こいか ジンドゥイカ 平生

5ごうち カサゴ

下関 I,4ごうち ムラソイ

山口県 2ごうち .ご-ち オニカサゴ 下関 平生
1,5こうぼうふぐ ハコフグ

小野田 1こ-た- コロダ



地 方 名 称 標 準 和 名 地方名称を使用 している代表地区 文

献 等こベん ゲンコ
平生 5ご ま マア

ナゴ 小野田 1こ

ますず ダツ 平生 5ころ セ トダイ 光 柳井 平生 室津

5さくらだい マダイ 下

関 4さこう サカタザメ 山口県東部

3さごし サワラ 山口
県 徳山 安下庄 2,4,5ささ ヤナギムシガレイ 下関 4

ささがれい ヤナギムシガレイ

下関 4さつきえび
モエビ 山口県 3さば

マサバ 室津 光 祝島 5さ

ばふぐ ゴマフグ 下関 1さばふ

ぐ シロサバフグ 平生 5さめえい ウチワザメ 小野田 1
さんがれい ヤナギムシガレイ

山口県 3さんばそう イシダイ (小) 下関 山口県 1,3

しくち メナダ 山口県 3ししいか ヒメコ

ウイカ? 平生 5しす .しず イボダイ 下関 山口県 平生 柳井 徳山 室津 光 1,2,3,
4,5じないがれい 夕マガンゾウビラ

メ 山口県 1,3,4しび クロマグロ 下関 -1
しぶうちわ ウチワザメ 平生

5しまいさき コトヒキ 下関
1しまうしのした セ トウシノシ夕 下関 1

します イボダイ 下関 1,4しまだい イシダイ (小) 平生

5じゃこ カタクチイワシ 柳井

5しやりれんちよう ゲンコ 山口県

2しゆくち メジナ 下関 1しゆす イボダイ
下関 1,4しゆもくざめ アカシ

ユモクザメ 山口県 2しようじらう ブリ 周防野島 1
しようじんご ブリ 下関 山口県

1,3しようベんたれ カ
ンギエイ 山口県 下関 2,4しよん .しよんがれい ムシガレイ 山

口県 柳井 平生 2,3,5しよんがれい ガンゾウビラメ 山口県

3しらさ シバエビ 山口県

3,5しらさ ヨシエビ 山口
県 平生 3,5しりぐされ シリヤ

ケイカ 山口県 5しりふり ギンポ 山口県 3
しろあま シロアマダイ 下関 山口県

2,4しろいか ジンドゥ

イカ 光 5しろえび シバ

エビ 山口県 3しろ

かなと シロサバフグ 山口県 2しろこ カタクチイワシ (幼) 山口県 3

しろじゃこ テンジクダイ 秋穂 5しろはぜ

マハゼ 小野田 山口県 1,3しろみる ナミガイ 宇部 秋
穂 5しろぶか シロザメ

下関 4じんがめ ヒイラギ 山口県
2,3,5じんけん ムラソイ

山口県 2じんない ムシガレイ 室津 上関 5
しんめ えび類 (小)

5すえい .すえ- カンギエイ 下関 山口県 1,2,4
すえび ヨシエビ 山口県 防府

3,5すきさき .すきざき

コモンサカタザメ 山口県 平生 2,5すきさき .すきざき

サカタザメ 小野田 山口県 平生 1,2,3,5すきたけ サカタ



地 方 名 称 標 準 和 名 地方名称を使用 している代表地区 文
献 等せだい へダイ

下関 1せとがい

イガイ 光 5ぜんご

マアジ (小) 平生 5せんちふき タカノハダイ 下関
1せんねんがい ト

コブシ 下関 5そぎ ヒラメ

柳井 5そろじゃこ テンジクダイ

山口県 2たい マダイ 下関 室津 光 祝島 上
関 1,4,5だいがんじ ダツ 小

野田 下関 山口県 1,2,3,5だいがんじよお ダツ 小野田 山口県 1,3
たけのこ タケノコメバル 宇部

山口県 1,2たけのこめぼる キツネメバル 下関
1たけのこめぼる クロソイ

下関 4たち タチウオ 小野田 下関 山口県 室津 光
祝島 1,2,4,5たちのうお

タチウオ 山口県 3たなご ウミタナゴ 小野田 下関 山口県 平生 室津 光 1,2,
5たなばた ギンポ 小野田

山口県 1,3たもり セ ト

ダイ 山口県 室津 2,3たも

り コショウダイ 5たら マダラ 下関

4だるま ハナビラウオ 山口県
2だるま メブトカン

ダリ 山口 4たれ カタクチイワシ

防府 徳山 5たれくち カタクチイワシ 下

関 山口県 柳井 1,3,5ちいか シ

リヤケイカ 平生 室津 光 秋穂 5ちがい アカガイ 光 防府 5
ちこ チダイ (小) 山口県 下関 2

,3,4,5ちこだい チダイ 下関 山口県
1,2,3,4,5ちこだい ヒレコダイ 山口県 下関 3,4

ちLや イシガキダイ 下関 秋穂 1,5ち

しやだい イシダイ 下関 1ちしやっぱ イシダイ (小) 山口県 3
,5ちぬ クロダイ 下関 平生 徳山 室

津 光 1,4,5ちゆうば マイ

ワシ 下関 柳井 1,5ちようせんまんま キヌバリ 下関
1ちようはん ツバクロエイ 小野田 柳井 平生 1,5

ちようまな コウライマナガツオ 下関
4ちよおたかばあ ウチワザ

メ 小野田 1ちろ アイナメ 山
口県 柳井 光 徳山 3,5ちろ .ちろり クジメ 山口県 2,

5ちん クロダイ 山口県
下関 2,3,4ちんだい

クロダイ 下関 1ちんと

うだい マダイ 下関 4つち ブリ (
中) 山口県 3つなし コノシロ 下関 山口県 1,2,5

つのぶか フトツノザメ 小野田 1

つばくろうお トビウオ 山口 山
口県 1,3つんこ 夕マガン

ゾウビラメ 光 5てかぐり

カエルウオ 下関 1てかぐり
ニジギンポ 下関 1てかぐり ホシギンポ 下関 1

てなが テナガダコ 室津 上関 5でびら.でベら 夕マ
ガンゾウビラメ 山口県 2でんきえい シビレエイ 小野

田 1でんご マアジ (小)
東和町 5でんちよう ア

カシタビラメ 柳井 光 祝島 5でんちよう クロウシノシ夕 柳井 5
とううちわ ウチワザメ 小野田

1どう



地 方 名 称 標 準 和 名 地方名称を使用 している代表地区 文
献 等ビーらん シシイカ ?

東和町 5どじょう コウラ
イガジ 下関 4とのさば マサバ 周防 1

とび サルエビ 山口

県 3とび トビエイ

山口県 2とびうお トビエ

イ 下関 1どベうお

ハナビラウオ 山口県 2とベえい トビエイ 小野田 1
どようえび シバエビ (

小) 山口県 3とら トラギス 平生

柳井 5とら トラハゼ 平生

5とらはぜ クラカケ トラギス 徳山 光 上関 2,5
とらはで クラカケ トラギス

室津 5とらふ く ト

ラフグ 徳山 5どろばう
ヌ夕ウナギ 小野田 1とんが り ヨシエビ 山口県

3どんこ アカハゼ 山口県
3どんこつ アカ

ハゼ 山口県 2どんこはぜ コモチジヤコ 柳井 5
とんぼ ビンナガ 下関

1なぎつちよう ウツ

ボ 厚狭郡刈屋 1なきり ギ

ンポ 下関 1なきり ダンナンギンポ 山口県 2

なごや コモンフグ 平生
5なごや ナシフグ

下関 4なごや ヒ

ガンフグ 下関 4なだえび シバエビ (小)

山口県 3なだらふ ぐ マフグ

山口県 3なつかん イボダイ

下関 1なべたたき ギ

ンポ 山口県 2,3なべわ

り イラ 下関 1なべ

わ り テンス 下関 1なまんず

ナマズ 厚狭郡 1な

めた マフグ 下関 4なめたがれい パパガレイ 下関 1
,4なめら マフグ 下関 山口

県 1,2,4にし アカニ

シ類 室津 光 5に べ コイチ

山口県 徳山 2,5によろ コウライガジ 下関 4
にらみおこぜ ミシマオコゼ

山口県 2ぬじか メイタ

ガレイ 山口 4ぬめりごち セ トヌメリ 山口県 2
ぬめりごち トビヌメリ 山口県

2ぬめりごち ネズ
ミゴチ 山口県 2ねこぶか

ネコザメ 下関 1,4ねじか メイタガレイ

山口県 周防 1,3ねずみぶか ニ夕リ 下関 1
ねぶ と テンジクダイ

光 5のうそぶか ホシザメ 柳

井 5のお くれ ホシザメ

山口県 2,3の-そ

- ドチザメ 室津 上関 5の

こぎり ノコギリザメ 下関 1のこぶか ノコギリ

ザメ 小野田 1のどぐろ

ムツ 下関 1のめたれ ネズミゴチ

小野田 1はげ ウマヅラハギ 山口県 平生 柳井 室津

祝島 上関 2,3,5はげ ニザダイ 下関

1はしら タイラギ 宇部 秋穂 5
ほじろ キ



地 方 名 称 標 準 和 名 地方名称を使用 している代表地区 文
献 等はまち ブリ 下関 室

津 祝島 1はまふぐ クサフグ
下関 山口県 1,2はむ ノヽモ 山口県 3

ばらばあ マンボウ 小野田 1ぼり アイゴ 下関 小野田 山口県 光 1,3
,5ぼりたれ アイゴ 小野

田 山口県 1,3ばれん バショウカジキ 下関 1
ひ-ひ- クジメ 平生 安下庄

5ひがん ヒガンフグ

下関 4ひがんふ ぐ アカ

メフグ 下関 1ひくち メナダ

山口県 2,3ひこぜ ササノハベラ 下関 1
ひこたん ササノハベラ 山口

県 2,3ひごち ウバゴ

チ 下関 4ひこで キユウセン 山口県

3びこん くろう キユウセン 下関 1

ひしがに ワタリガニ 柳井 5
ひじぬ キビレ

平生 5ひじん キヂヌ

山口県 2ひだ りぐち ヒラメ 周防 山口県 1,2,3,4
ひだ りまき ユウダチタカ

ノハ 山口県 2ぴち ギンポ

5ひちくろう ニザダイ 下
関 1ひふ り ギンポ 山口県 秋

穂 3,5ひめがい イヨスダレガイ

秋穂 5ひめがい

バカガイ 光 5ひやつかん ダイナンウミヘビ 山口県 2
ひよこたん ササノハベラ

光 平生 5ひら サツパ 小野田 下関 山
口県 1,3ひらあじ カイワリ 下関 山口県 1,2,4

ひらあじ マアジ 柳
井 5ひらいわし マイワ

シ 山口県 2ひらご マイワシ 山口県 2,3,
4ひらす ヒラマサ 下関 1

ひらそ ヒラマサ 小野田 下関 山口県

1,2,3びりめ .びり アイナメ 秋穂 5ぴん

くろう ホンベラ 下関 1ふうせ
フウセイ 下関 4ふ

えふき アカヤガラ 下関 1ふえふき

コトヒキ 下関 1ふえふ

き シマイサキ 下関 1__重
く ショウサイフグ 小野田 1ふ く トラフグ 下関 平生 室津 光 1,

4,5ふじば .ふじばだい コショウダイ 山口県 平生 柳井 室
津 光 3,5ふじめぼる

かさごの種類 室津 安下庄 5ぶぜんをち トビウオ

周防 1ぶ と サルエビ (大) 山口県 平生 徳山 3
,5ふなえとり コバンザメ

小野田 1ふなや とり コバンザメ 周防沖家室
1へいたろう オキヒ

イラギ 下関 山口県 1,2,4へいたろう ヒイラギ 下関 1
べた イシガレイ 5
べたがれい ヤナギムシガ

レイ 下関 4ベにさし

ヒメジ 両日 1ベら (育､赤) キユウセン (雄､雌) 山口県 光 安下庄 3,5
ベろ うしのした類 浮島 5



地 方 名 称 標 準 和 名 地方名称を使用 している代表地区 文

献 等ぼて マコガレイ 平
生 柳井 5ぼま マアナゴ

山口 小野田 4はんえい アカエ
イ 小野田 山口県 1,3ほんえび クルマエビ 山口県 3

ぽんえび シバエビ (小)

山口県 3ほんごち マゴチ

山口県 3ほんふぐ トラフグ

下関 柳井 4,5まがれい マコガレ

イ 山口県 山口 2,4まついか スルメイカ 下関 平生 光 4
,5まつかわ ヨシエビ

山口県 3まつぼ メイタガ

レイ 周防 山口 1,4まとう マ トウダイ 下関 4
まな コウライマナガツオ

下関 4まな マナガツオ 下関 光
4,5まは マナガツ

オ 下関 1,4まぶか ホシザメ 下関 1,
4まふぐ トラフグ 下関 山口県 山口 1,2

まるあじ ムロアジ 平生 5
まるにし ツメタガイ

5まるはげ カワハギ 室津 5まんさく シイラ 小野田 山口 下関 山口県
1,2,3まんだらえび クルマエビ

山口県 3まんと カスザメ 下関 室津
1みこ .みこうお ミノカサゴ

山口県 下関 1,2みこのおび イツテ

ンアカタチ 山口 1,4みこの

おび スミツキアカタチ 熊毛 1みこのひも アカタチ

山口県 平生 周防 2,3,4みしまあんこう

アオミシマ 下関 1,4みしまあんこう

ミシマオコゼ 下関 1,4みずいか アオリイカ 平生 柳井 光
5みずがれい ムシガレイ 山口県 下関 柳井 徳山 光

2,3,4,5みずよそ オキエ

ソ 周防 山口県 山口県南岸 1,3,4みやじまさまのへこのおび アカタ

チ 周防牛島 1みるがい ミルクイ

宇部 秋穂 防府 5みるくがい ミルク

イ 平生 5むぎうらし

イサキ 小野田 1,4むぎだい

マダイ 下関 4むぎづこ

お ムギツク 周防小野 1むしまふぐ ミシマオコゼ 山口県 周防沖家室

1,3むつ アカムツ 下

関 4めあか .めあかふぐ ヒガンフグ 室津 上関 5
めいし テンジクダイ 小野

田 山口県 1,3めいた クロダイ 山口県 2,
3めいた メイタガレイ

下関 1,4,5めいぼ

カワハギ 山口県 2,3めいぼ ウマヅラハギ 光 柳井 2,5めくらどじょう ドゥクツミミズハゼ 山

口 1めごち コチ 山口県 上関 3,
5めごち セ トヌメ

リ 山口県 2めごち トビヌメリ 山口県 2
めごち ネズミゴチ 山口

県 2めごち ハ夕夕テヌメ

リ 山口県 2めじ ブリ

下関 1めじか ヒラソ

ウダ 山口県 3めだか クロダイ

山口県 3めだか .めだかかれい メイタガレイ 山口県 下関 平生 室津 光 上関 1,2,3,4,5
めだまがれい メイタガレイ 小野田



地 方 名 称 標 準 和 名 地方名称を使用 している代表地区 文
献 等もがに タイワンガザミ

平生 5もくぎょ ミシマ
オコゼ 下関 5もぐ

し コブダイ 下関 1もくらえ アイゴ 小野田 山口県 1
,3もごうち イソカサ

ゴ 下関 1もさ ドチザメ 山口県 2
もさ ホシザメ 柳井 光

5もたま ドチザメ 下関 1

もちうお イボダイ 下関 4もちはげ カワハギ 牛島 平生 1,5
もどろえそ オキエソ 周防 山口県 山

口県南岸 1,3,4もふぐ ヒガンフグ 小野田 1
もぶし アカブチムラソイ 下関

光 1もぶし オウゴンムラソ
イ 下関 1もぶし

カンダイ 柳井 5もぶ
し コブダイ 山口県 光 2,5もぶし ホシナシムラソイ 下関

1もぶし ムラソイ 下関
1もぶし ヨロイメバル 下関 1

もみだねうしない アイナメ 玖珂郡 山口県 山口 周防徳山
1,2,3,4,5もんがに ジヤノメガザミ 平生 5

もんがれい ホシガ
レイ 山口県 下関 2,3,4もんこいか .もんこういか カミナリイカ

室津 上関 平生 5もんつき アカエビ 山口県 3
もんつき トラフグ 下関

1,4やいと スマ 下関 1
やず ブリ (ハマチ) 下関

徳山 光 祝島 1.5やたいお スズメダイ 山
口県 3やたぎだい コロダイ 山口県西部 3

やなせ アラ 下関 1
やはぎ スズメダイ 山口県

2やはげ スズメダイ 山口 山口県 1

,3やはん スズメダイ 山口県 3やまぶしがれ ホシガレイ 小野田
山口県 1,3,4ゆ-た

コショウダイ 5よこわ
クロマグロ 下関 1よそ
マエソ 小野田 下関 1よなき ナガニシ 柳井 室

津 光 平生 5れんこう.れんこだい
キダイ 小野田 下関 1れんちよう クロウシノシタ 柳井 室津 周防 上関 1

れんちよう イ
ヌノシタ 徳山 5ろくえび

サルエビ 山口県 3わいな メバル (小) 東和町 浮島



表 3 魚介類標準和名と山口県瀬戸内海側の地方名称の対応

標 準 和 名 山 口 県 瀬 戸 内 海 側 の 地 方 名 称

アイゴ あいたろう あいばち あわ おいしや ばり ばりたれ もく
らえ

あいアイナメ あぶ あぶらめ おつむぎ ちろ もうお もみだねうし
ない びりめアオカ

マス かますアオザメ
あおやぎ あおらぎアオミ

シマ みしまあんこうア
オリイカ みずいか もいかアカアマダイ あ

かあま あま あまだい くずな ばとうアカエイ えいた えいたん えー ええたん はんえい
アカエビ かすりえび ご-ビー もんつき

アカガイ ちがいアカカマス かますアカシタビラメ あかした くろでんちよう あかれん うしのした でんちよ
うアカシユモクザメ かせふか ぐらまん しゆもくざめ

アカタチ あかぴも みこのひも みやじまさまのへこのおび

アカニシ類 にしアカハゼ ビー
アカハゼ どんこ どん

こつアカブチムラソ
イ もぶしアカムツ

むつアカメフグ ひがんふぐ
アカヤガラ ふえふき
アサヒアナハゼ

ばつかアナハゼ ば
つかアミウツボ

うつぼアヤメカサゴ
おきごうちアユ
あいぎようアラ いかけ きよせ やなせ

イカナゴ かなぎイサキ むぎうらし いLやき

イシガキダイ ちLやイシガニ がビー もがに

イシガレイ べたイシダイ かぐろ くち
ぐろ くろくち .くろぐち くろだち ばだ

いくろは きようげんばこ ちしやだい あら
こう.あらこおイシダイ (小) さんばそう しま

だい ちしやっぱイシナギ か

らすイシモチ ぐちイソカサゴ もごうちイソギンポ ぎんぽ
イ夕ヤガイ

いたらイツテンアカタチ みこのおびイ トヨリダイ いとひき いと
よりイヌノシ夕 あかした うしのした げんちよう れんちよう あかしたびらめ べんちよう

イネゴチ こちイボダイ しす .しず します しゆす なつかん ぼう

ぜ もちうおイラ なべわりウグイ いだウチワザメ さめえい しぶうちわ とううちわ ちよおたかば
あ とおちわ .とうちわウツボ

なぎつちようウ
ナギ がにくいウバゴチ あかごち ひごち

ウマヅラハギ うまづら くろはぎ はげ めいぼ めば めんぼう おきめいぼ
ウミタナゴ

たなごウルメイワシ
うるめエビジヤコ くろむつ くろ

げたえび類 (小) しんめオア
カムロ あかむろオウゴンムラソイ もぶし

オキエソ はだかよそ_みずよそ もどろえそオ
キヒイラギ へいたろうオゴノ

リ おごオニオコゼ
おこぜ おこでオニカサゴ
おこぜ ごうち .●ご-ちオハグロベラ おいちばあ ぎざみ ぎだ

みカイワリ おきあじ ひ



標 準 和 名 山 口 県 瀬 戸 内 海 側 の 地 方 名 称
カタクチイワシ いわし かなやま じやこ たれ くち

たれカタクチイワシ (大)
せ ぐろカタクチイワシ (幼) しろこ

カツオ すじ

カツオ すじがつおカナガ
シラ がっつ かな めんぼカナ ド

がしら がっつ かな かながしらカミナリイカ もんこいか .も

んこういかカラス が-ぶ く くろカワハギ あんぼう まるはげ めいぼ もちはげ
カンギエイ しようベんたれ すえい .すえ-
ガンゾウビラメ がんぞうがえい しよんがれ

いカンダイ こぶだい も

ぶしカンパチ あかはねカンパ

チ (幼魚) あかばなキジハ夕 あこう.あこお あ
こうめぼるキダイ ほじろ ばじろ .ばじろだい れんこう .

れんこだいキヂヌ きちん きびれ
ひじんキツネ

メバル たけのこめぼるキヌバ リ えんぼう ちよう
せんまんまキビレ ひじぬ

キユウセン ぎざみ とうりぴん く ひこ
で びこん くろう ベらキユウ

セン (雄) あおきだみキユウセン (
雄､雌) ぎだみ (青､赤)キンチヤクダイ きんちゃ

くキントキダイ あかめばる きんとき き

んめギンポ うみどじょう がたうなぎ
がたなぎ かたにぎり かつちよしりふ り たなばた なきり なべたたき ひふ り

クエ あら

クサフグ すなふ ぐ はまふ ぐクジメ
おつむぎ ちろ .ちろり ひ-ひ- もうおクトアジ

モ ドキ くろまなクマエビ あしあ

かクラカケ トラギス とらはぜ とらはで ごずクルマエビ
おおえび くるま はんえび まんだらえびク

ロアナゴ と-ひ- とうへい .と-へ-クロウシノシ夕 いたじようら いたじよろう うしの
した くつぞこくろした げんちよう でんちよう れ
んちようクロサバフグ あおかなと あおまる ぎろ くろか

なとクロソイ うれぎ がふ くめぼる

たけのこめぼるクロダイ けんだい ちぬ ちん ちんだい めいた めだか

クロマグロ しび よこわゲンコ
こベん しやりれんちようケンサ

キイカ あかいかコイチ にべコウイカ いか こぶいか

コウライアカシタビラメ あおした く
ろしたコウライ

ガジ どうじう どじょう によろコウライマナガ
ツオ ちようまな まなコショウダイ こたい たもり ゆ-た ふじば .ふじば

だいコチ めごちコ

トヒキ しまいさき すみつき ふえふきコノシロ つ

なしコバンザメ ふなえとり ふなや とり こぽんいただき

コブダイ こぶ もぐL もぶしゴマフグ さ

ばふ ぐコモチジヤコ どんこはぜコモン
イ トギンポ かつちよコモンサカタザメ かあめ .かあめん すきさき .すきざ

きコモンフグ な
ごやコロダイ こ
-た- こたあ やたぎだいゴン

ズイサカタザメ ぎ

ぎ ぐぐ ぎぎゆう .
ぎぎようおうせ けんさき ことう さこう かあめ

.かあめんすきたけ す
きさき .すきざきササノハベラ あぶらめ ひこぜ ひこたん ひよこた

んサツパ
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シマイサキ いさき .いさざ すみつき ふえ

ふきシマフグ おまん げい
Lやふぐシャ

コ ほ-しジヤノメガ
ザミ もんがにシ

ョウサイフグ ふ くシリヤケイカ くろいか ちいか しりぐされ ぎつちよ
シロアマダイ

しろあまシ

ロギス きすごシログチ ぐちシロサバフグ かなと ぎろ ぎんふ
ぐ さばふぐ しろかなとシロ

ザメ しろぶかシロシュモクザメ かせぶか
ジンドゥイカ こい

か しろいかスズキ (小) せいごスズキ (中)
はねスズメダイ おせん かげきり やたい

お やはぎ ゃはげ やはんスマ

やいとスミツキアカタチ
みこのおびスルメイ

カ おにいか まついかセ トウシノシタ しまうしのした

セ トダイ ころ たもりセ トヌメリ ずるごち ぬめ

りごち めごちソウシハギ おきめんぼソウハ
チ きつね けつぴようソコイ トヨリ いとより

ダイナンウミヘビ うみぐちな
わ うみへび ひやつかんタイラギ かいばしら はしら

タイワンガザミ もがにタカノハダイ きこり せんちふき

タケノコメバル たけのこタチウオ たち たちのうお
ダツ こますず だいがんじ だいが

んじよおタツノオ トシゴ うみうま
夕マガンゾウビラメ がんぞう じないがれい つんこ でびら.でべ

らダンナンギンポ
か つちよ なきりチダイ
ちこだいチダイ (小

) ちこツバクロエイ ちようはんテツボウイシモチ いしもち きんたろう

テナガダコ てながテナガテツポウ ばっちんえび

テングカスベ ビ ー ご まテンジクダイ いしもち きんたろう
けしつぶ げんない けんぶつ けんぶつじゃこ しろじゃこ

そろじゃこ ねぶ
と めいし めんぱち めぶとテンス なべわり

ドゥクツミミズハゼ めくらどじ
ょうトウゴロウイワシ とうごろう

トカゲエソ え
そドチザメ の-そ- もさ も

たまトバカスベ が-めトビウオ あご つばくろう
お ぶぜんをち めちかあごトビエイ とび とびうお
とベえいトビヌメリ ずるごち ぬめりご
ち めごちトラエ

ビ あかえびトラギス
とらトラハゼ
とらトラフグ げんかいふぐ とらふ く ふ く はんふぐ まふぐ も

んつきトラフグ (小) めんこ わかふく

ナガニシ よなきナシフグ
すなふぐ なごやナベカ げん

なナマズ なまん

ずニザダイ はげ ひちく
ろうニジギンポ

てかぐりニ夕リ
ねずみぶかメタウナギ どろば
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はぜ類 えだごつ えだ

ごりハ夕夕テヌメリ
めごちハナビラウオ だ

るま どべうおパパガレイ いんどがれい なめたがれ
いノヽモ はむ

ハモ (小) こはも
ハ リセンボン いがふぐ
ヒイラギ じんがめ へい

たろうヒイラギ (小) ぎんたんヒガンフグ なごや ひがん もふぐ めあ

か .めあかふぐヒメコウイカ? ししいかヒメジ きんた きんたち きんたろ きんた
ろう べにさしヒラ

おかやまヒラソウダ めじか

ヒラタエイ あかえいヒラマサ はつちよう ひらす
ひらそヒラメ おおがれい そぎ ひだりぐち おお くち .おお

ぐちがれいヒレコダ
イ ちこだいビンナ

ガ とんぼフ
ウセイ ふうせフエ

フキダイ くちみフサカサゴ おきごうち
ブダイ こぶだい
フトツノザメ つの

ぶかブリ しようじらう しようじ

んご はまち ほしのこ めじブリ (小) わかなブリ (中) つ
ち やずへダイ せ

だいホウボウ ほ-ぼ-ホシガレイ がんぞう きびかれい はだかがれい もんがれい やまぶし
がれホシギンポ てか

ぐりホシザメ のうそぶか のおくれ はしぶか まぶか もさ
ホシナシムラソイ

もぶしホソトビウオ

あごホタテウミヘビ うみ

へびボラ いなボラ (大) がんずかホ
ンベラ ぴん くろうマ

アジ あじ ひらあじマアジ (小) ぜんご でんごマアナゴ あなご ごま ぼて ぼま
マイワシ いわし おおば ちゆ

うば こぼ ひらいわし ひらごマエソ えそ はしえそ よそ
マコガレイ あまがれい あまて あまてがれい かれい ぼて ぼて まがれい

マゴチ こち はんごちマサ
バ さばマサバ との

さばマダイ さくらだい たい ちんとうだい むぎだ
い めぬめだいマダ

イ (小) かすごマダラ
たらマ トイシモチ い

しもち きんたろうマ トウダイ おおば ばとう まとう

マナガツオ かつお まな まはマナマコ (赤) きびなまこマハゼ しろ

はぜ はぜマハ夕 あら きよせマフグ
なだらふぐ なめた なめらマルアジ あおあじ あをご

マルアジ (幼) あおこ.あお
ごマンボウ ばら

ばあミシマオコゼ いしおこぜ うみあんこう むしまふぐ にらみおこぜ
みしまあんこう もくぎょミナミアカシタビラメ うしのした げんちよう

ミノカサゴ きよも

り みこ.みこうおミミズハゼ どうかんミルクイ みるくがい みる
がいムギツク

むぎづこおムシガレイ じんない みずがれい しよん .しよんがれい

ムツ のどぐろムラサキシ夕ビラメ うしのした
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メバル (小) わ

いなメブトカンダリ
だるまモエビ あおえ

び さつきえびヤツコ
エイ どおごまヤナギムシガレイ おちょぼ ささ ささがれい さんがれい べたがれい

ヤマ トカマス かますユウダチタカノハ きこり ひだ りまき

ヨコスジフエダイ からいさきヨシエビ きのこ すえび とんが り まつ
かわ しらさヨシエビ (小

) きのかわヨシキリザメ あおいらぎ
ヨロイメバル




