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潮だまりや磯には、

いろいろな形の魚がすんでいます。

形の違いを確認してみよう。
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 魚の基本の形
　みなさんが、普段、よく見る魚の形というと、アジやタイなど左右に平たい形ではないでしょ

うか。一方で、アンコウやエイなど、上下に平たい形の魚もいます。

　これらの魚には、口と鰭
ひれ

があります。口の位置は、魚の種類によって、上を向いていたり、

下を向いていたりします。ひれは、多くの魚で、背びれ、胸びれ、腹びれ、しりびれ、尾びれ

をもっています。背びれは、スピードをコントロールしたり体の横ゆれをふせぎます。魚の種

類によっては１～３つにわかれています。胸びれ、腹びれは左右で対になっており、体のバラ

ンスをとります。しりびれは、肛門より前にあります。尾びれは、前に進む力をつくります。

魚の種類によって形が違います。

魚のかたち

胸びれ

第２背びれ第１背びれ

尾びれ

しりびれ腹びれ
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キットの中にある魚は、どの形？

アジ  見慣れた魚のかたち。

ハゼ
頭が上からおしつぶされたように平たい。

マグロ
尾びれは大きな三日月のようなかたち。
泳ぎにすぐれ、速度も速い。

チョウチョウウオ
平べったいかたちで小回りが得意。

フグ
まるいかたちは波や潮の流れの影響をうけやすい。ウツボ

にょろっと細長いかたち。
岩穴にかくれるのが得意。

カレイ
体が横だおしにぺたんとなったような
かたち。海底生活に適している。

アンコウ
体が上下につぶれたようなかたち。
海の底でえものをまつ。

カサゴ
肉厚のくちびると大きなトゲトゲ。
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クサフグ

　フグに特徴的な比較的丸い体型をしています（大きくなると 10 ～ 25cm くらい）。腹びれはあり

ません。背中は緑色から濃緑色、腹側は白色です。

泳ぐときは、尾びれをほとんど動かさず、上下左右にある胸びれ、背びれ、しりびれを、パタパタと

動かして器用に泳ぎます。警戒心が強く、攻撃的ではありません。他の魚に追いかけられると、砂に潜っ

て隠れる習性があります。

　クサフグは小型の甲殻類、海藻についた貝類など様々なものを食べます。

　フグは、猛毒のフグ毒テトロドトキシンをもちます。毒の強さはフグの種類と部位によって異なり

ますが、クサフグは、卵巣、肝臓、腸にもっとも強い毒があり、皮膚には強い毒、筋肉と精巣には弱

い毒があります。

胸びれ 背びれ
尾びれ

しりびれ

いろいろな 形 の 魚
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胸びれ

胸びれ

背びれ

背びれ

尾びれ

尾びれ

ハオコゼ

　体の長さに対して、頭が比較的大きい魚です（大きくなると 10 ～ 12cm くらい）。背びれが前の

方にむかって頭の上まで伸びています。背びれを支えている櫛
くし

のような鰭
きじょう

条は毒があります。刺され

ると、とても痛いです。

　小さいうちは、潮だまりで暮らしています。浅い岩
がんしょう

礁や潮
ちょうかんたい

間帯（岩礁、潮間帯の特徴については、

磯の生き物ブックをごらんください）に生息します。岩や水草などがある場所に多くいます。肉食性で、

無脊椎動物や他の小型の魚を食べます。

イダテンカジカ

　磯の浅いところ、潮だまりにいる魚です（大きくなると 10cm くらい）。波あたりの強い岩礁域に

生息しています。体は太く短く、鱗
うろこ

はありません。磯で素早く泳ぎ回ります。肉食性で、甲殻類や小

型の魚などを食べます。

しりびれ

しりびれ

腹びれ

腹びれ
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背びれ

尾びれ

尾びれ

キヌカジカ

　海藻のある潮だまりにいる魚です（大きくなると 6 ～ 15cm くらいになります）。大きくなると小

型の魚、小型の甲殻類を食べます。冬場、岸
がんぺき

壁などを網で探ると、かかることがあります。壁や底に

はりついていて、流れてくる餌を食べます。

カサゴ

　浅い岩礁域にいる魚です（最大で 30cm くらいになります）。昼は物陰にかくれ、夜になると餌を探

して動き回ります。肉食性で、ゴカイ類や甲殻類、小型の魚などを、大きな口をあけて素早く食べます。

　卵胎生で体内受精を行い、卵ではなく、仔魚を産みます。秋に交尾した雌は 1 ヶ月から 3 ヶ月くら

いに数万尾の仔魚を産みます。ただ、仔魚と母魚の間に「へその緒」はなく、仔魚は自分がもつ卵黄

の栄養分で育ちます。

しりびれ

しりびれ

腹びれ

腹びれ

神奈川県立生命の星・地球博物館提供（瀬能 宏撮影）

背びれ

胸びれ

胸びれ
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背びれ

背びれ

尾びれ

尾びれ

イシダイ

　大型の魚です（最大 50cm くらいになります）。浅い岩礁域にいます。小さいうちは、潮だまりで

みられます。大きくなると、海底の岩陰等に潜んだり、海底付近を泳ぎ回ります。

　体型は、左右から押しつぶされたように平べったく、顎
あご

が前の方にでます。口は、頑丈なくちばし

のような形になっています。

　肉食性で、甲殻類、貝類、ウニ類などを食べます。硬い殻も、くちばし状の顎でかみ砕いて中身を

食べます。

チョウチョウウオ

　温帯域の岩礁やサンゴ礁域に生息する魚です（大きくなると 20cm くらいになります）。夏になる

と本州沿岸の潮だまりや磯でみられるようになります。大きな群れをつくります。体は平べったく、

口は小さくて「おちょぼ口」です。藻類などを食べます。

しりびれ

しりびれ

腹びれ

腹びれ
神奈川県立生命の星・地球博物館提供（瀬能 宏撮影）

神奈川県立生命の星・地球博物館提供（瀬能 宏撮影）

胸びれ

胸びれ
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背びれ

尾びれ

尾びれ

メジナ

　浅い岩礁息に生息する魚です（最大 45cm くらいになります）。雑食性で、夏は主に甲殻類などを

食べ、冬は主に海藻を食べます。小さいうちは、潮だまりでみられます。

　皮は厚くしっかりとしていて、硬い鱗がしっかりとついています。

カエルウオ

　岩礁や潮だまりに生息する魚です（大きくなると 12cm くらいになります）。海藻の少ない岩場で

みられます。岩の小さな穴をすみかとして、餌を探して外にでて、餌を食べてはまた戻ります。藻類

などを食べます。潮だまりで潮の満ち引きにより水位が変化する頃、磯の上をぴょんぴょん跳びはね

て移動するのがみられることもあります。

しりびれ

しりびれ

腹びれ

腹びれ

背びれ

神奈川県立生命の星・地球博物館提供（瀬能 宏撮影）

神奈川県立生命の星・地球博物館提供（瀬能 宏撮影）

胸びれ

胸びれ
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尾びれ

尾びれ

アゴハゼ

　岩礁地帯に生息し、潮だまりでもよくみられる魚です（最大で 8cm くらいになります）。ハゼの仲

間で、頭が上から押しつぶされたように平たく、口が大きいのが特徴です。

　腹びれが左右あわさって吸盤状になっています。

　潮だまりの中では、敵がくると岩陰や海藻の陰に隠れますが、比較的水中にただよっています。雑

食性で、藻類や小動物を食べます。

ナベカ

　岩礁、潮だまりに生息する魚です（大きくなると７cm ～ 10cm くらいになります）。体は細長く、

頭が大きく、体の色は黄色っぽいのが特徴です。

　雑食性で、プランクトン、藻類などを食べます。

　春頃、オオヘビガイの殻や岩の穴などに産卵し、オスは卵が孵
ふ か

化するまで守ります。

しりびれ

しりびれ

腹びれ

腹びれ

背びれ

背びれ
胸びれ

胸びれ
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尾びれ

尾びれ

しりびれ

しりびれ

腹びれ

腹びれ

こども

おとな

背びれ

背びれ

ゴンズイ

　岩礁に生息する魚です（大きくなると 15 ～ 25cm くらいになります）。

小さいときは群れることがあり、群れが大きな団子状になるため、

「ごんずい玉」といわれます。

　夜行性です。背びれ、胸びれには毒があり、これに刺されると、

とても痛いです。

　毒の成分は死んでも失われないので、注意が必要です。

ごんずい玉

神奈川県立生命の星・地球博物館提供（瀬能 宏撮影）

神奈川県立生命の星・地球博物館提供（瀬能 宏撮影）

胸びれ

胸びれ
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カメノテ
　エビやカニなど甲殻類の仲間です。岩礁にいます。岩と岩のすきまやくぼみに寄り添うようにくっ

ついています。潮間帯の上の方、潮が引いたときに水面の上にでるような場所に群れでくらしていま

す。先端に、とがった三角の硬い殻が二枚貝のようについになっているのが、さわるとわかります。

固着性なので移動できませんが、カメノテに潮が満ちて波しぶきがかかりはじめると、二枚貝のよう

にくっついている部分が開いて、中から黒い触手がわしゃわしゃとでてきて、海水中のプランクトン

などを食べます。

写真提供：久保田  信

トゲトゲな生き物

変わった形の生き物

ウ ニ
　岩にはりついたり、岩のくぼみなどにいま

す。全身にトゲをもっています。動きは遅く、

トゲと管
かん

足
そく

を使ってゆっくりと移動します。

トゲは、その根元から大きく動かすことがで

き、トゲを動かして岩の穴に入ったり、トゲ

をつっかえ棒にして敵に引っ張り出されない

ようにします。トゲは、ウニが身を守るため

の大切なものです。海藻を食べます。
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