
おさかな
Weｂ限定公開

特別号

◆ 特 集 内 容 ◆
・魚のエサについて
・よく食べられている魚介類
・シャコパンチの威力！

国立研究開発法人　水産研究・教育機構編集・発行

SNSやってます

100号記念瓦版
ウェブ　げんていこうかい

とくべつごう

ごうきねん

　     とくしゅうないよう

 さかな

　　 　　　た　　　　　　　　　　　　 ぎょかいるい

　　　　　　　　　　　　　　　いりょく

　　　　　　　

へんしゅう　 はっこう            こくりつけんきゅうかいはつほうじん　 すいさんけんきゅう・きょういくきこう

エスエヌエス

Twitter Facebook YouTube

Twitter
Facebook
YouTube

https://twitter.com/fra_go_jp
https://www.facebook.com/fra.go.jp/
https://www.youtube.com/channel/UC1lTVadqC6P9vmHAUieAN9Q



は じ め に
　今回の100号記念特別号は、
「おさかな瓦版記念特設ページ」で募集した
みなさんからのリクエストをもとに作成しています。
　内容は、

 ◆魚のエサについて
 ◆よく食べられている魚介類
 ◆シャコパンチの威力！

の３つのテーマについて特集しています。

　https://www.fra.affrc.go.jp/forkids/kawaraban100/
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ここでは、自然界の魚と養殖されている魚に分けてご説明します。
  

  自然界の魚のエサ

　自然界の魚（天然魚といいます）は、プランクトンを食べたり、海藻やサンゴを食べ
たり、自分より小さな魚を食べたり、魚の種類によってエサの好みは様々です。
　例えば、サメのなかまのうち、肉食で有名なホオジロサメは、アジやサバなどの魚は
もちろん、アザラシやカモメなどの大型の哺乳類や鳥類も食べます。一方、世界で一番
大きな魚といわれているジンベエザメは小さなエビや植物プランクトンを大量に食べま
すが、アザラシやカモメなどを襲うことはないと言われています。毒を持つことで有名
なフグは、実は自分で毒を作りだすのではなく、毒を持つ細菌や、その細菌を食べるカ
ニやヒトデを食べることで、その毒を体の中にためていきます。
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  養殖されている魚のエサ

　養殖されている魚（養殖魚といいます）は、人間からエサを与えられます。エサには
冷凍された魚などが使われることがありますが、養殖がさかんなマダイなどの魚では、
いろいろなエサを混ぜ合わせて作られた人工飼料（ペレット）が与えられることが多い
です。ペレットには、モイストペレット（MP）というしっとりしたものや、ドライペレッ
ト（DP）という乾燥したものがあります。ドライペレットは乾燥していて水に溶けに
くく、溶ける前に魚たちがエサを食べきることができるので、海を汚しにくいといわれ
ています。
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　よく食べられている魚介類
　日本でよく食べられている魚介類はなんでしょうか？

魚介類の中で購入量の多い順に、１位から５位までのシルエットを載せてみました。
どんな魚介類か考えてみましょう！（５ページに答えがあります。）
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1 位「さけ」２位「まぐろ」３位「ぶり」
４位「えび」５位「いか」
【総務省　「家計調査」　（令和元年度版）　より】

みなさんの好きな魚はランクインしていましたか？

【料理の例】塩焼き、ムニエルなど

【料理の例】刺身、ステーキなど
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【料理の例】刺身、イカリングなど
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  シャコってどんな生き物？

　寿司などで食べられるシャコ。見た目はエビと似ていますが、エビとは別の分類の生
き物です。シャコは水中で生活していて、捕脚と呼ばれる脚の一部をハンマーのように
振ってパンチを繰り出します。食用のシャコでは、この捕脚のつけ根部分の肉（シャコ
ツメ）を珍味として食べられます。シャコは生でも食べられますが、死んでしまうと自
分の体を溶かす酵素を分泌するので、酵素がはたらかなくなるように、獲れたらすぐに
茹でられてしまうことが多いです。
 

  シャコはみんなパンチが強いの？

　実は、すべての種類のシャコパンチが強力なわけではありません。シャコのなかまの
中でも、大きな体をもつ種類のシャコパンチが強いといわれています。現在確認されて
いる中では、特にモンハナシャコという種類のシャコが放つシャコパンチが一番強い力
を持っているといわれています。
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  ここがすごい！シャコパンチ！

   （モンハナシャコの場合）

　　１．時速８０キロの速度！
　　　　プロボクサーのパンチが時速３０～５０キロ程度といわれています。

　　２．およそ 150ｋｇの威力
    　　 この威力で、アサリなどの貝殻を破壊して食べます。

　　３．パンチの周りの海水が蒸発する！
　　　　あまりのパンチの速さに、周りの海水が圧縮加熱されるそうです。  　

  意外な弱点も・・・

　水中で強力なシャコパンチ。水の抵抗の少ない陸上ではもっと強くなりそうですが、
その力は１０分の１程度になってしまうようです。理由として、陸上で思い切りパンチ
すると、自分自身も傷つけてしまう危険があるので、シャコが手加減しているのではな
いかと考えられています。
（ 注意 ）危険なので、陸上でも生きているシャコを素手で触るのはやめましょう。
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