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中村原稿（遺稿）の背景と、そのプロフィール 

 

須田 明（2012/1/10） 

（2012/10/15：一部修正と追加） 

（2012/10/29：一部修正） 

 

南海区水研のマグロ研究チームでは、何年か毎に研究成果の総括を行うとともに、その

結果を漁業者にも伝達する工夫を重ねてきた。このような考え方を受けて、はじめて、マ

グロ漁業平年漁況図：昭和 27 年版が取りまとめられ、1954 年に刊行された。ついで、昭

和 33 年版（南海区水産研究所編集、日本鰹鮪漁業協同組合連合会発行）が 1959 年に刊行

された。さらに、このような取り纏めは、日本水産学会の昭和 41 年度の年会に際して企画

された「鮪漁業に関するシンポジューム」において行われ、その要約は、水産学会誌 32(9)

の別刷りとして刊行されている。 

このような平年漁況図的な知見の取り纏めとは別に、年毎の漁業の推移や、研究成果に

ついては、国のマグロ研究の最高機関として毎年開催される「マグロ漁業研究協議会」（南

海区水産研究所主催、昭和 42 年度以降は遠洋水産研究所主催）のなかで、南海区水産研究

所経過報告（昭和 42 年度以降は、遠洋水産研究所経過報告）として、逐年、報告されてい

る。その内容には、後日の研究課題や研究体制に重要な関連を持つ問題が含まれていたが、

紙面の関係で、一部、その細部が記録として残されていないものがある。 

 

一方、昭和 24 年（1949 年）、南海区水産研究所（在高知）の発足以来、マグロ資源の組

織的研究をリードしてきた中村は、昭和 39 年に退職し、野の人となった。そして、さきの

日本水産学会主催のシンポジュームで議論しきれなかった知見や考え方についての補足と、

その後数年間のマグロ漁業の動向や研究の進展を踏まえて、前回の平年漁況図からほぼ 10

年を経た昭和 40～45 年の段階での知見の総集成を目指して「マグロ資源と漁業」の執筆に

取り組み始めた。 

そして、この段階で須田は中村から、漁業活動の近況と資源評価に関する部分の執筆協

力を要請された。この段階での中村の大凡の執筆構想は、添付した資料の如くであった。

また、この書の印刷、刊行は恒星社厚生閣が引き受けることで話が進んでいた。恒星社厚

生閣では、400 字詰め原稿用紙 600～700 枚、表、図版を合わせて 1000 枚程度のものを予

定していた模様である。執筆にあたっての中村の姿勢は、平年漁況図構想に沿ったもので

あった。須田は、平年漁況図構想に共感していたので、中村からの要請を受諾した（昭和

45 年頃）。 

 

しかし、間もなく、須田の執筆環境が急速に困難なものとなる。昭和 46 年に中村が病に

斃れる。この頃から、須田は 200 海里態勢（特にデータ収集態勢）の構築や、立場上、国



 

 

際機関への対応に時間とエネルギーを奪われることになる。昭和 50年には、ついに（突如）、

研究部参事官として霞が関への転出を命じられ、遠洋水研から離れることとなり、マグロ

の研究から絶縁状態になる。この段階でも須田は、時間を都合しながら、添付資料・第Ⅳ

章、第 V 章について執筆を進めていたが、作業は滞りがちであった。加えて、その頃から

漁業の国際環境が急速に変化し、その後のマグロ漁業は昭和 40～45 年段階のものとは大き

く変質してしまう。こうして、その当時の漁業や資源の状態を記述しても、その内容は現

段階では殆ど意味のないものとなってしまった。かくて、中村の努力にもかかわらず、本

書の刊行は実現に至らず、中村が執筆した原稿は須田が保管したまま今日に至った。これ

は須田にとって苦渋の局面である。 

 

とは言いながら、須田が保管してきた中村の原稿（添付資料、第 I 章～第Ⅲ章）には、印

刷して、後世で共有するだけの価値があるものと考えられる。中村は昭和 24 年から南海区

水産研究所で始まったマグロ資源研究チームに対して、将来的な展開が期待されるいくつ

かの方法論や研究情報を提供してきた。そのうち、 

1) マグロ類の漁場形成にかかわる「海流系の役割」理論 

2) 平年漁況図構想による研究情報の開示 

については、方法論として、さらに将来の展開が期待できる。 

1)の海流系理論は、魚種間と、成長段階間での「棲み分けと共存」を他の環境理論よりは

うまく説明してくれるし、水塊論と調和させれば、さらに発展して、環境容量の計算にま

で進めそうである。適水温説なんかよりはずつと面白い。 

2)の平年漁況図構想は、研究結果を数年ごとに総括し、その期間の平均的な資源像を基本

像として描きながら、研究サイドとしては、この平均像と、個々の年に現実に経験される

実測値とのズレを理解して、漁業管理の進め方を探ろうとするもので、研究手法としては

オーソドックスなものである。むしろ、この構想の注目点は、研究情報を研究と産業の共

同財産と考え、これを双方に興味と利益をもたらす形に整理し、開示しようと試みている

ことである。研究サイドと産業、特に漁業サイドが、平年漁況という形で資源の現状認識

を共有しつつ、共通の関心事、例えば、漁況の早期予察、漁場の利用パターンの確立（例

えば、適水調査戦術の開発）、安定操業に必要な情報バンクの整備（例えば、各種漁場図の

作成、刊行）等について議論しながら、共に進歩してゆこうという考え方である。情報の

行き来のない研究は枯れるというのが中村イズムであった。この種の試みは、大変だけれ

ども、将来、研究と産業とが共存してゆく上で重要であり、研究の外郭運動としても大切

にしたいものである。 

また、3) 中村がカジキ類研究の先駆者であったことを想起していただきたい。その蘊蓄

には耳を傾ける値打ちがある。シロカワ、クロカワが、マカジキ群とは形態的にも、生態

的にも著しく異なつていること、その結果、漁場の追跡や資源管理の手法が他のカジキ類

やマグロ類とは異なることを教えてくれたのは中村であった。 



 

 

以上のような視点で中村の遺稿を見ると、考えさせられるところ、教えられるところが

多いというのが須田の意見である。 

 

須田は以下の方針で遺稿の整理にあたった。 

(1) 当初の中村案では、中村、須田の共著になっているが、上記のような理由で須田が担

当していた部分：Ⅳ章、V 章の未完の原稿は全部削除することにした。従って、この遺

稿の著者名は中村単独とし、遺稿のタイトルも何か適当なものに変更するのが、後世

に人から見て分かり易い。中村が不在の場で、勝手に題名を与えるのは心苦しいが、

例えば、マグロ漁業資源の生物学：1970 年版 とでもするのは如何か。 

(2) 当初、この遺稿の一部分だけでも印刷できないかというのが、須田の希望であった。

しかし、問題は図表、特に図の準備にあった。印刷に向けて、引用された 272 個の図

の原図の入手はほとんど不可能だし、転写が困難なものもあった。図によっては、研

究所に蓄積されたデータを使わせてもらって原図を作り直すことも考えた。しかし、

手続きや経費のことを考えると、それは極めて困難なことである。幸いなことに、表

については、66 表のすべてが本文中に書き込まれていて、図で遭遇したような困難は

なかった。それでも、幾つかの表については、近年の充実したデータに基づいた再編

が望ましいと思われるものもあったし、事実、中村とこのようなことを話し合ったこ

ともある。しかし、やはり、手続きや経費の問題、さらには須田の在宅作業で進める

ことの効率の悪さを考え、不可能と判断した。こうして、中村遺稿は、中野くろまぐ

ろ資源部長の手引きを頂きながら、国際水産資源研究所に、関係者、とくに研究者仲

間が使い易い形にして保管して頂くことになった次第である。 

(3) 遺稿の本文の構成は、別添資料(1)の通り。全部、恒星社厚生閣の 400 字詰め原稿用紙

に書かれている。その内訳は、 

1) 諸言      8 ページ（枚） 

2) Ⅰ分類    152 〃 

3) Ⅱ分布と回遊   840 〃 

4) Ⅲ繁殖と成長及び食性  388 〃 

5) 引用文献    35 〃 

（合計 1423 ページ（枚）、図表を含む） 

注1) ページ数の与え方：各章ごとにページ数を与えている。 

なお,第Ⅱ章、第Ⅲ章では、一旦清書された後に添削が行われた箇所がある。 

この場合、添削のあった箇所より後の各ページに、須田が鉛筆書きで修正され

たページ数を与えた。 

注2) 「見出し」の一部変更：当初、須田が執筆する予定であった第Ⅳ章、第 V 章が

削除され、第Ⅲ章で全体を完結することになった。その結果、全体のバランス

を取り直すため、第 I 章一第Ⅲ章の各部の見出しの一部を変更した。この箇所



 

 

についても、変更した見出しを鉛筆書きしてある。 

注3) 引用文献に関する項は、下書きのままで十分に整理されていない状態にある。

中村の病状が進んで、これ以上作業を進められなかったのであろう。しかし、

現役を離れた須田にとつても、原典へのアプローチが困難なために、この部分

の整理は手に負えない。こういう状況であるので、この部分は、現状のまま保

管をお願いしたい。 

なお、文献名の前（左側の余白部分）に鉛筆書きされている番号は、当該文献

を原典として引用した本文中の図の番号である。 

 

(4) 中村遺稿を原稿のままで、研究所に保管して頂くことになったが、ここで、元共著者

である須田に新たな責任が生まれる。それは、遺稿の中で引用されている図の原典を

出来るだけ追跡し易くしておくことで、そのために、「本文中の図の原典一覧表」を作

成した。原典の大半が手元にない状況の下での在宅作業の結果なので、作業の精度が

低いことは否めない。何方か、気付かれた時に、逐次手入れして下さることを願って

いる。 

全部で 9 枚、添付資料(2)として、別添資料(1)の後ろに付けた。 

 

 

  



 

 

マグロ漁業資源の生物学：1970 年版 

 

理学博士 中村広司 

農学博士 須田 明 

 

緒 言 

 

 海産魚に関する漁業生物学的知見は、おおむねその魚を対象とする漁業の歴史と規模に

比例するものといえよう。知見の充実に必要な資料が、主として漁業に依存してきたこと

を想えば当然である。漁業が局所的なもので、研究資料がその局地のみから得られるとい

うような条条件下での研究の成果が、その局地にのみ効果的なものとなりがちなのは止む

を得ない。また、その局地では法則的なものとみとめられた事象が、新たな漁場の開拓に

伴って、その法則性を否定されるようなこともあり得ておかしくない。 

 マグロ漁業には、延縄漁業と表層漁業とがある。延縄漁業は外洋を漁場とし、日本、台

湾、韓国で行われ、他の諸国ではほとんど行われていない。活餌、旋網、曳縄などを含む

表層漁業は、一般に沿岸や近海を漁場とし、日・米両国を筆頭に、ペルー、フランス、ス

ペイン、オーストラリアなどで行われている他、規模に大小はあっても、世界各地で行わ

れている。他に定置網漁業があるが、全く局地的なもので、漁業としての意義は小さい。 

 延縄漁業が普遍性をもち、熱帯から亜寒帯に及ぶ各大洋で行われているのに比較すると、

表層漁業の漁場は局地的なもので、いままでのところ沿岸域に限られている場合が多い。

また、対象となる魚も異なり、前者でとれるものは、一般に成魚でしかも単一種に限られ

ず、程度に差はあっても、多くのマグロ・カジキ類とサメ類などが混獲されている。後者

の場合には、主対象は未成魚で、単一種を対象とする場合が多く、混獲される場合があっ

ても、魚種は一般に限られたものとなっている。 

 かような事情を反映して、表層漁業を対象とする研究は、一般に局地的で、マグロ類の

生涯のある段階のみに限られ、生涯を通しての分布域をカバーするような知見は生まれに

くい。延縄漁業を対象とする場合には、漁業が広大な海域で行われ、種によっては、分布

の全域から種々の研究資料が得られている。かような事情から、両者の研究には自ら差異

があり、例えば漁場に関する研究も、表層漁業の場合には、局地的な漁場形成の要因など、

主としていわゆる利用度の問題が対象となり、資源研究に基礎となる生活領域という概念

に欠ける場合が少なくない。後者の場合には、生活領域なる理念が基本となり、種による

生活領域の分離や生態あるいは成長の過程による生活領域の分離が認識され、それらと海

洋構造との関連が考究されている。 

 マグロ類の漁業生物学的研究は、日本と米国（ Inter-American Tropical Tuna 

Commission を含む）で最も活発に行われてきたが、近年では他の諸国での研究も活発とな

り、知見は急速に充実しつつある。しかし、かえりみると、研究者が漁場開拓の尖兵とな



 

 

った場合や、尖兵とはならないまでも、ある可能性を示唆し、それが漁場開拓の動機とな

った場合はむしろ稀である。業界の果敢な漁場開拓に研究者が追従し、過去の知見の誤謬

を訂正したり、新たに得られた知見の整理や体系化に追われていたのが近年までの実情と

いえよう。例えば、ミナミマグロの分布が 50°S を越えた高緯度に及ぶことを明らかにし

た近年の漁船隊の業績が、この魚に関する従来の見解を大幅に改めさせている。 

 延縄漁業はおおむね全世界の漁場を開拓しつくしているが、漁場となりうる可能性をも

ちながらまだ開拓の及んでいない海域がないわけではない。かような可能性が期待される

海域は、すべて高緯度に位置している。これらの海域からは、情報がきわめて乏しいか、

まだ全く得られていない。しかし、既往の知見を総合すれば、これらの海域のマグロ漁場

としての意義や性格が想像も及ばぬということではなさそうである。確言できることは、

これらの海域が漁場として利用される時がきても、そこで獲れるマグロは処女資源ではな

く、既に利用されつつある資源の一部である、ということである。 

 他方資源の利用状況をみると、世界のマグロ類の漁獲量は年間約 100 万トンで、カツオ

を除くと、多くの種では既に頂点に達し、これ以上に漁業規模を拡大しても、漁獲量の増

大は望み得ず、単位漁獲努力量当たりの漁獲量の低下をもたらすものと考えられている。

従って、何等かの形で漁業の規制を行うべき段階に達したものといえよう。今後における

研究は、既往の知見を基礎として、如何に資源を維持し、それを最も合理的に利用するか

を指向すべきものと考えられる。 

 マグロ類に関する生物学的知見は、大西洋(1)、太平洋(2)およびインド洋(3)などの地域会議

で整理された後、FAO 主催の世界会議（FAO, World Scientific Meeting on the Biology of 

Tunas and Related Species. La Jolla, California, 1962）で締め括られ、Proceedings of the 

World Scientific Meeting on the Biology of Tunas and Related Species, FAO Fisheries 

Report No.6, vol.1~3, 1963、となっている。したがって、当時までの知見については改め

て述べるまでもないことになるが、世界各地から提出された知見は、甚だしく精粗まちま

ちで一貫性に欠けている。 

 ここに述べることは、FAO 世界会議の後に得られた主要な知見も加えたもので、できる

だけ一貫性をもったものとなるように心がけたつもりである。しかし、すべてが研究途上

にある問題であり、定説というほどのものはほとんどなく、知見の紹介と問題点の指摘以

上には遺憾ながらほとんど出ていない。 

FAO の世界会議では、ハガツオ、スマガツオ、ソウダガツオなどもとりあげられている

が、ここではカツオ（Euthynnus pelamis）を除くカツオ類は省略した。生物学的にみる

と、カジキ類をマグロ類と同時にとりあげることには問題があろう。しかし、日本のマグ

ロ漁業の主体となっている延縄漁業では、カジキ類はマグロ類に次いで重要であるし、こ

                                                  
(1) Symposium on Thunnidae, Dakar, Senegal, Dec. 1960 
(2) Pacific Tuna Biology Conference, Honolulu, Hawaii, Aug. 1961 
(3) Symposium on Scombroid Fishes, Mandapam Camp, India, Jan. 1962 



 

 

の両者は生態学的には類似点のきわめて多いもので、漁業生物学的な立場からは、同時に

とりあげられた方が便宜でもあり有意義であると考えられるので、カジキ類についても記

述することとした。 

生物学的分野（分類、分布と回遊、産卵習性その他）については中村が執筆し、資源の

動態や漁業については須田が記述した。生物学的な分野では、”分布と回遊”に多くの紙数を

さいたが、理由は、分布と回遊が、生物学的な研究にも、資源や漁業の問題の考察にも、

すべて基礎となると考えられたからである。 

 本書執筆に当たっては、旧南海区水産研究所、遠洋水産研究所、東北区水産研究所その

他の御協力を得た。記して深謝の意を表す。 
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Ⅰ．分類 

 

 Ⅰ-A．マグロ類 

 

 マグロ類に関する学術的な記述は、まず Linneus （1758）によって行われているが、多

くは 19 世紀以後に行われている。魚体が大きいために、Type Specimen の保存ができなか

ったり、世界各地に産するものを蒐集して比較研究する方法がなかったりしたため、記載

がたまたま入手した標本について行われたり、甚だしい場合には、ごく粗雑な図や、あま

り適当でない写真によって行われたりしている。このような事情から、分類は長い間混乱

をつづけてきたので、その確立が緒言に記した Dakar, Honolulu, Mandapam Camp の地

域会議で要請されている。FAO World Scientific Meeting on the Biology of Tunas and 

Related Species ではこれらの要請に基づき、混乱をさけるため、Collette（1961）および

Collette and Gibbs（1963）を暫定的に採用することを決議している。その内容は下記の如

くである。 

 

 1) Parathunnus、Neothunnus、Kishinoella の諸属は、Thunnus におきかえられるべき

である。 

2) キハダ、メバチ、ビンナガおよびカツオは 1 種である。Thunnus tonggol（コシナガ）

と T. atlantics（タイセイヨウマグロ）は各独立の種と思われる。鰓耙数からみると、

太平洋産のクロマグロと大西洋産のクロマグロは亜種となり、前者は Thunnus 

thynnus orientalis、後者は T. t. thynnus となる。 

 

上述の分類について、同じ会議では同じ決議中に、（1）U. S. National Museum, 

Washington、（2）京都大学水産学科松原教室、（3）Museum National d’Histoire Naturella, 

Paris をマグロ類の分類のセンターに指名し1 、分類の確立を急ぐように要請している。 

 マグロ類分類の沿革は、岩井他（1965）に詳述されているので、ここには主要なもの 2、

3 を揚げるに止める。 

 Kishinouye（1923）は、主として解剖学的知見に基づき、新たに叉骨目（Order Plecostei）

を設け、これにマグロ科（Family Thunnidae）とカツオ科（Family Katsuwonidae）をお

いた。その内容は以下の如くである。 

 

 Order Plecostei  叉骨目 

  Family Thunnidae   マグロ科 

   Genus Thunnus South マグロ属 

                                                  
1 FAO Expert Panel for the Facilitation of Tuna Researchはその第 2 回会議（Tokyo, 1966）
において、（1）を世界センターに、（2）、（3）を地域センターに変更した。 



 

 

    Thunnus orientalis (Temminck and Schlegel) マグロ2 

       T. germo (Lacépède)    ビンナガ 

      Genus Parathunnus Kishinouye  メバチ属 

       Parathunnus mebachi Kishinouye   メバチ 

      Genus Neothunnus Kishinouye  キハダ属 

       Neothunnus macropterus (Temminck and Schlegel)キハダ 

       N. rarus (Kishinouye)   コシナガ 

Family Katsuwonidae  カツオ科 

     Genus Katsuwonus Kishinouye  カツオ属 

    Katsuwonus pelamis (Linneus)   カツオ 

Genus Euthynnus Jordan and Gilbert スマ属 

  以下略 

 

 叉骨目は Takahashi（1924）によって抹消されたが、Kishinouye による上記の分類は、

日本近海産のもののみでなく、各地に産するものの分類の基準として、近年に至るまで用

いられてきた。 

 Jordan and Evermann（1926）は、マグロ科として全世界から次の 5 属 21 種を記載し

ている。 

 

 Gen. Thunnus South 

  1）Thunnus thynnus (Linneus) 

    地中海を含むヨーロッパ産 

  2）T. saliens Jordan and Evermann 

    北米太平洋沿岸産 

  3）T. coretta (Cuvier and Valenciennes) 

    カリブ海産 

  4）T. subulatus (Poey) 

    西インド諸島近海産 

  5）T. secundodorsalis (Storer) 

    ノバスコチア以北の西部大西洋産 

  6）T. phillipsi Jordan and Evermann 

    ニュージーランド近海産 

  7）T. maccoyii (Castelnau) 

    オーストラリア沿岸産 

  8）T. orientalis (Temminck and Schlegel) 

                                                  
2 マグロという和名は紛れ易いのでクロマグロに改められた。 



 

 

    日本及びハワイ近海産 

 

 Gen. Germo Jordan 

  9）Germo alalunga (Gmelin) 

   大西洋の暖海域、西インド諸島、ケープ・コッドに至るメキシコ湾流域、コーンウ

ォール以南のアフリカ沿岸産 

  10）G. germo (Lacépède) 

   日本、ハワイ、南カリフォルニア沖合産 

 

 Gen. Parathunnus Kishinouye 

  11）Parathunnus sibi (Schlegel) 

   日本、ハワイ近海産 

  12）P. obesus (Lowe) 

   マデイラ、セントヘレナ産 

 

 Gen. Neothunnus Kishinouye 

  13）Neothunnus catalinae Jordan and Evermann 

   サンタバーバラ島、南カリフォルニア近海産 

  14）N. macropterus (Schlegel) 

   日本近海産からハワイに至る海域産 

  15）N. albacora (Lowe) 

   マデイラ近海産 

  16）N. tonggol (Bleeker) 

   ジャワ近海産 

  17）N. itosibi Jordan and Evermann 

   日本及びハワイ近海産 

  18）N. albacores (Bonnaterre) 

   西インド諸島からフロリダに至る海域及びマデイラ産 

  19）N. allisoni (Mowbray) 

   フロリダ東沿岸産 

 

 Gen. Kishinoella Jordan and Hubbs 

  20）Kishinoella rara (Kishinouye) 

   日本近海産 

  21）K. zacalles Jordan and Evermann 

   ハワイ近海産 



 

 

 

 Fraser-Brunner（1950）は、腹鰭間突起（Inter-pelvic Process）の形態がサバ科魚類の

分類に重要な意義を持つとの見地から、主としてここの形質に基づいて分類している。彼

は、マグロ科（Thunnidae）、カツオ科（Katsuwonidae）、およびサバ科（Scombridae）

のすべてをサバ科（Scombridae）に統合し、サバ科に次の 2 亜科を設けている。 

 

 Subfamily 1）Gastrochismatinae 

 Subfamily 2）Scombrinae 

 

 彼はさらに、Kishinouye（1923）が設けたマグロ科の各属と、Kishinoella Jordan and 

Hubbs, 1925 とは、属としての存在理由がないとし、すべてをマグロ属の亜属としている。

Fraser-Brunner の分類は以下の如くであるが、*印で示したように、若干の疑問点と明ら

かに誤りと思われる点を含んでいる。 

 

Family Scombridae サバ科 

 Subfamily Scombrinae サバ亜科 

  Genus Thunnus South, 1845 マグロ属 

1）Thunnus (Thunnus) thynnus (Linneus) クロマグロ 

syn.  Thynnus vulgalis, brachypterus and corretta Cuvier and Valenciennes, 1831 

        Thynnus orientalis, Temminck and Schlegel, 1842 

        Thynnus secundodorsalis Storer, 1875 

        Orcynus sublatus Poey, 1875 

        Orcynus schlegeli Steindachner and Döderlein, 1885 

 

  汎存種（Cosmopolitan species）であるが、一層広汎な比較研究が行われた場合には、

上記のように synonymとされたもののうち、若干は種族あるいは亜種となるかも知れない。 

 

2）Thunnus (Thunnus) alalunga (Bonnaterre, 1788) ビンナガ 

syn.  Scomber alalunga Gmelin, 1789 

     Scomber germon Lacépède, 1800 

     Thynnus atlantics Lesson, 1828* 

     Thynnus balteatus Cuvier and Valenciennes, 1831 

     Thynnus pacificus Cuvier and Valenciennes, 1831 

  主として北半球の暖海*に分布する。 

 

 3）Thunnus (Parathunnus) obesus Lowe, 1839  メバチ 



 

 

 syn.  Thunnus sibi Temminck and Schlegel, 1844 

     Thunnus maccoyi Castelnau, 1872* 

     Parathunnus mebachi Kishinouye, 1923 

     Thunnus phillipsi Jordan and Evermann, 1926* 

     Parathunnus rosengarteni Fowler, 1934* 

  全世界の暖海に分布する。 

 

 4）Thunnus (Neothunnus) albacora (Lowe, 1839)  キハダ 

 syn.  Scomber albacares Bonnaterre, 1788 

     Scomber sloani Cuvier and Valenciennes, 1831 

   ? Thynnus argentivittatus Cuvier and Valenciennes, 1831 

     Thynnus alvacora Lowe, 1839 

     Thynnus macropterus Temminck and Schlegel, 1842 

     Thunnus allisoni Mowbray, 1920 

     Neothunnus itosibi Jordan and Evermann, 1926 

     Neothunnus catalinae Jordan and Evermann, 1926 

     Thunnus saliens Jordan and Evermann, 1926* 

     Semathunnus guildi Fowler, 1934 

     Thunnus nicolsoni Whitley, 1936* 

 

 5）Thunnus (Kishinoella) tonggol Bleeker, 1852  コシナガ 

 syn.  Neothunnus rarus Kishinouye, 1915 

     Thunnus nicolsoni Whitley, 1936 

  アデン湾から日本、オーストラリアに至る海域に分布する。 

 

 6）Thunnus (Kishinoella) zacalles Jordan and Evermann, 1926* 

 

 岩井他（1965）のマグロ類の分類に関する見解と属の標徴、種の検索は以下の如くであ

る。 

 

A. 科および属の問題 

 

 マグロ類は何科に所属さすべきかという点についても研究者の間で見解が一致せず、未

だに統一された体系がない状態である。初期の研究者、例えば Günther（1860）や Jordan 

and Evermann（1896）などは、マグロ類をサバ科の中に入れている。Starks（1910）も

骨格形の研究結果にもとづいて Regan（1909）のサバ科の分類体系を支持し、サバ科の下



 

 

に 5 亜科を設け、マグロ類をマグロ亜科 Thunninae におさめた。その後、マグロ類の種が

細かく分けられるようになって、マグロ類を一括して科の段階に昇格させようとする傾向

がみられるようになった。岸上（1915）はシビ科（マグロ科）Thunnidae にマグロ類をお

さめていたが、1917 年には、ついに、マグロ類が特殊な皮膚血管系と骨格系を有すること

を主な理由に、この類を当時の硬骨類から分離して新しく設けた叉骨目 Plecostei へ編入し

た（岸上, 1917）。そして、叉骨目をシビ科 Thunnidae とカツオ科 Katsuwonidae に分け、

前者にマグロ類を、後者にはカツオ･ソウダガツオの類を含めた。しかし、叉骨目には

Takahashi（1924）をはじめとし多くの研究者によって否定され、近年では Berg（1955）

によって認められているだけである。しかし、マグロ科を用いる研究者は、Kishinouye

（1915）、Jordan and Hubbs（1925）、Jordan and Evermann（1926）、Barnhart（1936）、

蒲原（1941; 1955）、Fowler（1944）、Morice（1953）および、Andriashev（1954）など、

古くからかなりある。この間においても Jordan and Jordan（1922）、Barnard（1927）あ

るいは Smith（1949）など、マグロ類をサバ科 Scombridae に包含する研究者も少なくな

かった。また Whitley（1936）はマグロ類を Sardidae に含めていた。このような混乱期を

経て、Fraser-Brunner（1950）は、サバ型魚類で思い切った科の統合を行ない、サバ科、

マグロ科、カツオ科、サワラ科、およびカマスサワラ科をすべてサバ科に統合した。これ

を契機として、マグロ類はふたたび多くの研究者によってサバ科 Scombridae に入れられる

ようになった（de Beaufort, 1951; Rivas, 1951; 松原, 1955; de Sylva, 1955; Gosline and 

Brock, 1960; Jones and Silas, 1960; Collette, 1962; Collette and Gibbs, 1963）。 

 このようにして現在では、マグロ類は一般にサバ科に包含されるようになったが、マサ

バ、サワラ、ニジョウサバ、イソマグロ、マグロ類など、体形においても内部形態におい

てもかなり変異に富む多くの種を一括してサバ科に包含するには、分類学的にみても系統

分類学的にみても多少無理な点がある。かような点を考慮に入れて、サバ科の下に亜科を

設け、マグロ類をその亜科の 1 つであるマグロ亜科 Thunninae におさめる研究者もある

（Starks, 1910; 松原, 1955; Jones and Silas, 1960）。マグロ亜科を設けることについては、

内部形態からみてもうなずけることで、本報告でもこの分類体系にしたがうことにした。

但し、ここでいうマグロ亜科は、マグロ属 7 種とカツオ･スマおよび Euthynnus alleteratus

の 10 種で構成される。 

 属の問題にしても同様で、はじめは Scomber 属とか Thynnus 属（この名は Orcynus と

ともに他の動物の属名として先取されていたので無効となった）にすべてマグロ類が属し

ていたが、種の分類が細かくなるにしたがって属の数も増加した。Jordan（1888）によっ

て Germo 属が設けられ、Kishinouye（1923）にいたって、Thunnus（クロマグロ･ビンナ

ガ）、Parathunnus（メバチ）および Neothunnus（キハダ･コシナガ）の 3 属に分けられ

た。この分類法はその後長く踏襲され、現在でもなお一部使用されている。コシナガはさ

らに、Jordan and Hubbs（1925）によって Kishinoella 属に分けられた。しかし、属名も

近年になって次第に統合されるようになり、Fraser-Brunner（1950）は、マグロ類を



 

 

Thunnus 属に統合し、その下に Thunnus、Parathunnus、Neothunnus、および Kishinoella

の 4 亜属をつけ、Germo を完全に抹消した。Rivas（1961）などはこれらの亜属を認めて

いるが、最近では亜属を残す必要もないとしてすべてを抹消した研究者もある（Bullis and 

Mather, 1956; Collette, 1962; Collette and Gibbs, 1963）。一時は 20 種にも分けられたマ

グロ類がわずか数種に統合された現在では、多くの属を設けると 1 属 1 種となるものが多

く、二命名法の意味がなくなるというのがマグロ類 1 属を主張する人々の論拠の一つとな

っている。かような主観的な属の評価法には必ずしも賛成できないが、皮膚血管系と一部

の内部形質を除けば、分類形質にそれほど顕著な差のみられないマグロ類を 1 属にまとめ

ることは、魚類の他の群における分類学的基準からみても、そう不合理ではないように思

われる。 

 

 

B. マグロ属の標徴 

 

 体は紡錘型形で、全体が鱗でおおわれている。鱗は円形で大きさは体の部位によって異

なるが、一般に小さく、頭部･胸甲および側線上ではやや大きい。眼下部から眼後部にかけ

て多数の細長い鱗からなる鱗叢が発達する。胸部に胸甲が発達する。側線は胸部から尾柄

へ縦走するが、不規則に屈折し、胸鰭上方で著しく弯曲する。口裂は大きく、後縁は眼下

に達する。前上顎骨は主上顎骨と重なり、口は伸出不能である。両顎にやや側扁した小円

錘歯がある。鋤骨、口蓋骨および翼状骨上に繊毛歯帯がある。 

 無対鰭は、第 1･第 2 背鰭、臀鰭、および背･臀鰭副鰭とからなる。尾鰭条条の基部は深く

2 叉し、下尾軸骨に強く付着する。胸鰭条条数は多い（30～36）。胸鰭上縁の接する体側の

皮膚に縦走する欠刻縁がある。腹鰭間突起は左右に分枝する。尾柄は細いが強固で、両側

の中央に隆起縁とその上下に各 1 個づつの小隆起縁をそなえる。 

 鰓弁は前 4 対の鰓弓に発達し、各鰓弁の中軸には鰓弁条条（gill ray）がある。偽鰓があ

る。鰓耙は第 1 鰓弓に発達し、形は棒状で内縁に小歯列がある。鼻孔は各側 2 個あり、前

鼻孔は孔状で小さく、後鼻孔は大きく裂口状である。鼻腔は尾骨下にあり、下後方に延長

して主上顎骨内側に達する副嚢を具える。鼻腔前部の前鼻孔下に嗅板（olfactory lamina）

が放射状にならび菊花状の嗅房を形成する。 

 内耳はよく発達し、延髄の両側に位置する。3 個の半規管と、通嚢、小嚢および壷よりな

るが壷はとくに大きい。通嚢の耳石（磔石）は小さいが、小嚢と壷の耳石（扁平石と星状

石）は大きい。後二者は前後に長く、前耳骨と基底後頭骨の境界上縁の内側に位置する。 

胃は大きく盲嚢部が発達する。幽門垂は多数の小盲管に分枝し、その数は無数。腸は比

較的長く Z 型を描いて肛門へ開く。肝臓は 3 葉よりなる。胆嚢は細長く管状で、腸と平行

して走る。脾臓はきわめて大きい。コシナガ以外の 6 種は鰾をそなえる。筋肉は赤味を帯

び血合肉がよく発達する。皮膚血管がよく発達する。 



 

 

頭蓋骨は強固で部厚く、その背面観はほぼピラミッド型である。背面に 1 対のろ頂孔と 1

個の松果体窓がある。頭蓋骨の背面には、中央を縦走する上後頭骨隆起を中心に、1 対のせ

つじゅ隆起と、さらにその外側を走る 1 対の翼耳骨隆起と、合計 5 つの縦走隆起がある。

頭蓋骨の側面に前耳骨孔（prootic pit）がある。 

脊椎骨数は 39。第 1 脊椎骨は縮小する。関節突起はよく発達し、椎体の関節を強固にし

ている。尾椎骨は一部の椎体に椎体下孔（inferior foramen）をそなえる。尾柄部の椎体は

両側に隆起縁をそなえ、神経棘と血管棘はともに板状となり椎体と平行して伸長する。下

尾軸骨は第 1 番目のものを除いて尾部棒状骨と癒合して下尾骨板を形成する。 

 

 

C. マグロ属魚類の種の検索 

 

マグロ類の検索は外部形質によって作製するのが望ましいが、この類の外部形質は魚の

成長とともに著しく変化するので、全成長段階に適用できる簡単な検索を案出することは

困難である。そこで、ここでは外部形態にもとづく検索（約 70cm 以上の個体を対象とした

もの）、内部形態にもとづく検索、および新しく考案した頭部だけによる検索に分けて記載

する。 

 

1）外部形態にもとづく種の検索 

 

a1. 胸鰭は短く頭長の 4/5 以下で、後端は第 2 背鰭の起部下に達しない。 

b1. 尾柄隆起は黄色。体長は胸鰭長の 4.4～4.6 倍 

…ミナミマグロ T. maccoyii (Castelnau) 

 

b2. 尾柄隆起は黒色（未成魚では半透明）。体長は胸鰭長の 4.6～6.0 倍 

…クロマグロ T. thynnus (Linnaeus 

 

a2. 胸鰭はややあるいは著しく長く、頭長の 4/5 以上あり、第 2 背鰭起部下にわずかに達し

ないか、またははるかにこえる。 

 

c1. 尾鰭後縁は白く縁どられる。胸鰭はきわめて長く、背鰭第 2 副鰭下に達す。 

…ビンナガ T. alalunga (Bonnaterre) 

 

c2. 尾鰭後縁は白く縁どられない。胸鰭（成魚の）は長くても背鰭副鰭下に達しない。 

 

d1. 第 1 鰓弓の鰓耙数は 25～33。 



 

 

 

e1. 体は肥満し、体高は尾叉体長の約 1/4 以上。第 2 背鰭と臀鰭はあまり伸長しない。

臀鰭は鰓蓋後縁と尾柄隆起後縁を結ぶ線の中央より後方に始まる。眼および頭は大

きい。 

…メバチ T. obesus (Lowe) 

 

e2. 体はやや細長く、体高は尾叉体長の約 1/4 以下。第 2 背鰭と臀鰭は成長とともに著し

く伸長する。臀鰭は鰓蓋後縁と尾柄隆起後縁を結ぶ線の中央より前方に始まる。眼と

頭は比較的小さい。 

…キハダ T. albacares (Bonnaterre) 

 

d2. 第 1 鰓弓の鰓耙数は 19～25。 

 

f1. 副鰭は生時には黄色くない（生時には背鰭副鰭は薄青銅色で、臀鰭副鰭は暗灰色であ

るが、死後両者ともあせて黄色となることがある）。第 2 背鰭起点は吻端と尾柄後縁

を結ぶ線の中央より後方にある。 

…タイセイヨウマグロ T. atlanticus (Lesson) 

 

f2. 副鰭は生時には黄色。第 2 背鰭起点は吻端と尾柄隆起後縁を結ぶ線の中央附近にある。 

…コシナガ T. tonggol (Bleeker) 

 

 

 2）内部形態にもとづく種の検索 

 

a1. 完全血管弧は第 10 脊椎骨に始まる。肝臓腹面に脈管条条が発達する。 

 

b1. 副楔骨は幅狭い。第 1 血管棘は著しく側扁する。 

…ビンナガ T. alalunga (Bonnaterre) 

 

b2. 副楔骨は幅広い。第 1 血管棘は側扁しない。 

 

c1. 翼楔骨は眼窩の中央より下方へ突出し、成魚ではほとんど副楔骨に接着する。 

…クロマグロ T. thynnus (Linnaeus) 

 

  c2. 翼楔骨は眼窩の中央部まで突出するが、成魚になっても副楔骨に接着するようなこと

はない。 



 

 

…ミナミマグロ T. maccoyii (Castelnau) 

 

a2. 完全血管弧は第 11 脊椎骨に始まる。肝臓腹面に脈管条条がないか、あっても縁辺部に

限られる。 

d1. 肝臓下面の縁辺部にのみ脈管条条がある。椎体下孔は小さい。後血管関節突起は短い。 

…メバチ T. obesus (Lowe) 

 

 d2. 肝臓下面に脈管条条がない。椎体下孔は大きい。後血管関節突起は長く針状 

 

e1. 副楔骨下面は中央部でくぼむ 

…タイセイヨウマグロ T. atlanticus (Lesson) 

 

e2. 副楔骨下面は平坦 

 

f1. 鰾がある。側突起はよく発達する 

…キハダ T. albacares (Bonnaterre) 

f2. 鰾がない。側突起の発達程度はふつう 

…コシナガ T. tonggol (Bleeker) 

 

 

3）頭部だけによる種の検索（第 1 図） 

 

a1. 鼻腔の嗅房の外半部に肉質隆起が発達する。 

 

b1. 肉質隆起はきわめてよく発達し、嗅房の外半部には嗅板が全くない 

…ビンナガ T. alalunga (Bonnaterre) 

 

b2. 肉質隆起は発達するが、一部では嗅板のヒダが嗅房の縁辺まで延長する。 

…メバチ T. obesus (Lowe) 

 

a2. 嗅房の外半部に肉質隆起がない。 

 

c1. 嗅板の縁辺は一般に円滑で切込みがないか、あってもごくわずかである。 

 

d1. 嗅板の縁辺は円滑で、切込みは全くない 

…クロマグロ T. thynnus (Linnaeus) 



 

 

 

d2. 嗅板の縁辺はふつう円滑であるが、成魚では縁辺にわずかに切込みがある 

…ミナミマグロ T. maccoyii (Castelnau) 

 

c2. 嗅板の縁辺には不規則な切込みが多数ある。 

 

e1. 嗅板の縁辺の切込みは著しく発達し、成魚では嗅房の中心部に黒色素胞が密に沈着す

る。第 1 鰓弓の鰓耙数は 27～34。 

…キハダ T. albacares (Bonnaterre) 

 

e2. 嗅板の縁辺の切込みは発達する。第 1 鰓弓の鰓耙数は 19～25。 

 

f1. 嗅板の縁辺部はしだいに薄くなり反転しない。 

…コシナガ T. tonggol (Bleeker) 

f2. 嗅板の縁辺は多少上方へ反転する。 

…タイセイヨウマグロ T. atlanticus (Lesson) 

 

 

第 1 図．マグロ類の嗅房模式図． 

A. ビンナガ  B. メバチ  C. クロマグロ（成魚） D. 同（若魚） E. ミナミマグロ    

F. キハダ G. コシナガ H. タイセイヨウマグロ． 



 

 

 

Gibbs and Collette（1967）は、マグロ属の魚類を以下のように分類している。 

 1）Thunnus alalunga (Bonnaterre, 1788) Albacore（ビンナガ） 

   汎存種 

 2）Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788) Yellowfin Tuna（キハダ） 

汎存種3 

 3）Thunnus atlanticus (Lesson, 1830) Blackfin Tuna（タイセイヨウマグロ） 

西部大西洋産 

 4）Thunnus obesus (Lowe, 1839) Biggeye Tuna（メバチ） 

   汎存種4 

 5）Thunnus maccoyii (Castelnau, 1872) Southern Bluefin Tuna（ミナミマグロ） 

   30°S 以南の海域（？）とインドネシア近海産 

 6）Thunnus thynnus thynnus (Linnaeus, 1758) Atlantic Bluefin Tuna（クロマグロ） 

   大西洋産 

 7）Thunnus thynnus orientalis (Temminck and Schlegel, 1844) Pacific Bluefin Tuna

（クロマグロ） 

   太平洋産 

 8）Thunnus tonggol (Bleeker, 1851) Longtail Tuna（コンナガ） 

   西部太平洋およびインド洋産 

 

 以上のように、太平洋産と大西洋産のクロマグロには、それぞれ亜種としての地位を与

えられているが、かような分類は暫定的なものとされている。また、多くの研究者が種の

特長としている諸形質にはいうべきほどの差がないことから、同じ著者らは、ミナミマグ

ロ T. maccoyii とクロマグロ T. thynnus とを別種とすることにはむしろ懐疑的であること

を述べている。さらに、メバチについても、体長 1m 以下の小型魚の胸鰭の長さが、太平洋

産のものでは大西洋産のものより著しく長いことから、大西洋産のものは、亜種の段階で

太平洋産のものから分化したものである可能性を示唆している。 

 いずれにせよ現状では、かつてのような甚だしい混乱はなくなったが、すべての研究者

が納得できる分類はまだ確立されていないといわざるを得ない。問題の解決は将来に待た

なくてはならぬが、文献のみに基く研究では、問題の解決は困難であろう。漁業生物学的

知見も加え、各地に産するものの種々の成長段階について、充分な比較研究を行うべきで

あろう。さらに、ミナミマグロの延縄漁場に稀に出現するクロマグロ（中村･藁科,1965; 

                                                  
3 能勢（対話）によれば、大西洋産のものの鱗は、インド･太平洋産のもののそれより著し

く小さいとのことである。 
4 Gibbs（対話）によれば、大西洋産とインド･太平洋産との間には若干の形態差があると

のことである。 



 

 

Talbot and Penrith,1963）についても、さらに分類学的知見の充実を図ることが望ましい。 

 

 

D. 種の記載 

 

岩井他（1965）による、マグロ属 7 種の記載は以下の如くである。 

 

 

1. ビンナガ Thunnus alalunga (Bonnaterre) （第 2 図） 

 
 第 2 図 ビンナガ 

    Fig.2. T. alalunga 

 

呼称： ビナガ（宮城）； カスシビ（三重）； カンタ；カンタロオ（三重）； トンボ･

トンボシビ（関西）； ビンチョウ（関東） 

Albacore（オーストラリア、カナダ、フィリピン、南ア、米国）； Albacora（メ

キシコ）； Albacóra（ポルトガル）； Atun de aleta larga（チリ）； Atún blanco

（スペイン） 

 

外部形質： 第 1 背鰭 13～14 棘、第 2 背鰭 14～16 軟条条、背鰭副鰭 7～8。臀鰭 14～15

軟条条、臀鰭副鰭 7～8。胸鰭 31～34 軟条条。1 縦列の側線鱗数約 210。第 1 鰓弓の鰓耙数：

上枝 7～10；下枝 18～22；計 25～31。 

 体は紡錘形で（体長は体高の 3.6～4.3 倍；尾叉体長は体高の 3.7～4.2 倍）、頭は大きい

（体長は頭長の 3.1～3.6 倍；尾叉体長は頭長の 3.2～3.5 倍）。尾部は比較的短く、尾柄部

は急に細くなる。全身は小円鱗でおおわれ、胸甲部の鱗は大形である。胸甲は小さくて不

明瞭。側線は胸鰭上方でかなり湾曲する。胸鰭は著しく長く（体長は胸鰭長の 2.2～3.0 倍；

尾叉体長は胸鰭長の 3.2 倍内外5）、通常背鰭の第 2 副鰭下に達する。ただし、30cm に達し

                                                  
5 原記載には 2.2～3.1 倍と記されているが、標準体長の場合と同じであり、誤りと思われ



 

 

ないような個体では胸鰭は短い。第 1 背鰭と第 2 背鰭の高さはほぼ等しい。臀鰭は第 2 背

鰭とほぼ同形同大。眼はやや大きい。口裂は大きく、後縁は眼下に達する。歯は小円錐歯

で両顎に固着する。嗅房の外半部に肉質隆起が発達する。嗅板の縁辺に切込みがない。 

 第 1 背鰭の鰭膜は黄色。第 2 背鰭と臀鰭は淡黄色。副鰭は淡黄色で黒色帯で縁どられる。

尾鰭後縁は白く縁どられている。体の背部は濃青色、腹部は銀白色。 

 

内部形質： 腹腔は比較的狭い。肝臓は 3 葉よりなり、中葉が最大である。肝臓の腹面に

多数の脈管条条をそなえる。皮膚血管系はよく発達し、第 5 脊椎骨の位置に始まり後方へ

走る。 

 頭蓋骨は篩骨域で幅狭くなり、やや突出する。上後頭骨隆起はよく発達し、後端は第 3

脊椎骨上に達する。左右の翼楔骨は腹面に接合するが、眼窩の中央より下へは突出しない。

基底後頭骨の突出部の後縁は直角。 

完全血管弧は第 10 脊椎骨に始まり、脊柱と約 45 度の角度に前方へ突出する。腹椎骨の後

血管関節突起は短く、あまり突出しない。側突起は発達する。とくに第 9 側突起は水平に

突出した後、鋭く下方へ屈折し特長的である。椎体下孔は小さく、第 23 脊椎骨に始まる。

第 1 血管棘は側扁する。脊椎骨数：18＋21＝39。 

 

最大体長： マグロ類のうちではあまり大きい方ではなく、体長約 120cm に達する。 

分布： ビンナガは広範囲の回遊を行い、分布域もきわめて広い。全世界の暖海に広く分

布するが、かなり高緯度の海域でも漁獲される。北太平洋では 45°N 附近まで分布し

（Otsuand Uchida, 1963）、大西洋ではアイルランド北岸からの記録もある（Tucker, 1954）。

日本近海でも漁獲されるが、外洋性が強く、日本海にはほとんど出現しない。 

 

付記： 本種は太平洋と大西洋とで種を分けられたこともあったが、種々の分類形質を比

較検討した結果、全世界のビンナガは 1 種として差し支えないと判断し、ここでは T. 

alalunga として記載した。 

ビンナガは著しく長い胸鰭をはじめとし、尾鰭後縁が白く縁どられていることなど、いく

つかの顕著な特長をそなえているので、マグロ類中では見誤りの少ない種である。しかし、

胸鰭が長いという点にのみ重点をおくと、若魚期にはキハダもメバチもかなり長い胸鰭を

そなえているし、30cm 以下の標本では、ビンナガといっても胸鰭は短く眼も大きくて種の

査定を誤る恐れがあるから注意を要する。 

 

 

2. クロマグロ Thunnus thynnus (Linneus)（第 3 図） 

                                                                                                                                                  
る。 



 

 

 

第 3 図 クロマグロ 

   Fig.3. T. thynnus 

 

呼称： マグロ； クロ； クロシビ； シビ（東北地方）； イモシビ（宮崎）； オオ

タロ（富山）； ホンシビ（和歌山）； ホンマグロ（東京）； ゴンタマグロ（北

海道）； オオマグロ（東京）； カキノタネ（浦賀）； シビコ（和歌山）； メ

ジ（関東）； ヨコ（四国）； ヨコワ（関西） 

Bluefin tuna（カナダ、米国）； Thunny（英国・アイルランド・南アフリカ）； 

Thon rouge（ベルギー、フランス）； Roter Thun（ドイツ）； Atún rojo（スペ

イン）； Atum（ポルトガル） 

 

外部形質： 第 1 背鰭 13～15 棘。第 2 背鰭 14 軟条条。背鰭副鰭 8～9。臀鰭 13～15 軟条

条。臀鰭副鰭 7～8。胸鰭 31～38 軟条条。1 縦列の側線鱗数約 230。第 1 鰓弓の鰓耙数：上

枝 9～16；下枝 21～28；総数 32～43。 

 体は紡錘形で肥満する（体長は体高の 3.2～4.3 倍）。頭は円錐形で大きい（体長は頭長の

3.2～3.5 倍）。尾部はやや長く尾柄部は細い。全身は小円鱗でおおわれ、胸甲部の鱗は大き

い。胸甲はあまり発達せず不明瞭。側線は発達し、胸鱗上方で湾曲する。胸鰭は短く（体

長は胸鰭長の 4.8～6.0 倍）、第 2 背鰭起部下に達しない。第 1 背鰭と第 2 背鰭の高さはほぼ

等しい。第 2 背鰭と臀鰭はほぼ同形同大で鎌状を呈し、体長 200cm 以上の個体ではやや伸

長する。眼は成魚では小さい。口裂は大きく、後端は眼の前部下方に達する。両顎に小円

錐歯をそなえる。嗅房の外半部に肉質隆起が発達しない。嗅板は発達するが、縁辺に切込

みがない。 

 第 1 背鰭の鰭膜は鈍い黄色。第 2 背鰭と臀鰭は灰黄色。副鰭は灰黄色で縁辺は黒色。体

の背部は暗青色、腹部は銀白色。尾柄隆起は黒色。若魚では体側に十数条条の淡色横帯が

ある。 

 

内部形質： 肝臓は 3 葉からなり、中葉が最も大きい。肝臓の腹面に多数の脈管条条が並



 

 

ぶ。皮膚血管系はよく発達し、第 5 脊椎骨の位置に始まって後方に走る。 

 頭蓋骨の篩骨域はやや幅広い。上後頭骨隆起の後縁は第 2 脊椎骨上に達する。左右の翼

楔骨は腹面で接合し、眼窩の中央より下方へ突出し、成魚ではほとんど副楔骨へ接着する。

基底後頭骨の後突出部の後縁はほぼ直角である。副楔骨は比較的幅広い。 

 完全血管弧は第 10脊椎骨に始まる。腹椎骨の後血管関節突起は短く、あまり突出しない。

側突起はほぼ水平に突出するが、あまりよく発達しない。椎体下孔は小さく、第 22、23 ま

たは 24 脊椎骨にはじまる。第 1 血管棘は棒状で側扁しない。脊椎骨数：18＋21＝39。 

 

最大体長： マグロ類のうちで最も大きくなり、体長 300cm に達するといわれる。 

 

分布： 全世界の熱帯から温帯を経て亜寒帯の一部に及んで分布する。地中海、黒海、日

本海など内海性の海にも分布する。 

 

付記： 大西洋と太平洋に分布するものは種または亜種とされたこともあるが、ここでは

全世界のクロマグロを 1 種とした。大西洋のクロマグロでは、ミナミマグロのように、体

腔背壁の筋肉が腹腔内へ膨出していたり、鰓耙数が太平洋のクロマグロのそれより多い（大

西洋型 34～43；太平洋型 32～39）ことなど、両者の間に多少の相違がみられる。かつイン

ド洋での本種の記録が非常に少なく、全世界にわたる帯状分布がやや不完全である。これ

らの点から、今後なお慎重に比較検討の必要がある。 

 

 

3. ミナミマグロ Thunnus maccoyii (Castelnau)（第 4 図） 

 

第 4 図 ミナミマグロ 

   Fig.4. T. maccoyii 

 

呼称： インドマグロ； ゴウシュウマグロ； バチマグロ 

Southern bluefin tuna（オーストラリア； ニュージーランド） 

 



 

 

外部形質： 第 1 背鰭 13～14 棘。第 2 背鰭 14～15 軟条条。背鰭副鰭 8～9。臀鰭 13～14

軟条条。臀鰭副鰭 7～9。胸鰭 30～34 軟条条。1 縦列の側線鱗数約 220。第 1 鰓弓の鰓耙数：

上枝 9～13；下枝 21～28；総数 31～37。 

 体形はクロマグロに似て紡錘形で肥満する（体長は体高の 3.6 倍；尾叉体長は体高の 3.3

～3.6 倍）。尾部はやや細長い。全身は小円鱗でおおわれる。成魚では胸甲はやや不明瞭で

あるが、この部分の鱗は大きい。側線は明瞭で、胸鰭上で湾曲する。胸鰭はやや短く（体

長は胸鰭長の 4.4～4.5 倍；尾叉体長は胸鰭長の 4.8～5.5 倍）、第 2 背鰭下に達しないが、

クロマグロのそれと比較するとやや長い。第 2 背鰭は第 1 背鰭よりわずかに高い。第 2 背

鰭と臀鰭はほぼ同形同大。眼はクロマグロのそれよりもやや大きい。口裂は大きく、後端

は眼下に達する。両顎に小円錐歯がならぶ。嗅房の外半部に肉質隆起が発達しない。嗅板

は発達し、多くの個体ではその縁辺に切込みがほとんどないが、ときには切込みがいくら

かあることもある。 

 第 1 背鰭の鰭膜は黄色。第 2 背鰭と臀鰭は黄色。副鰭は黄色で縁辺は黒色。体の背部は

濃青色、腹部は銀白色。尾柄隆起が多少黄色いのが顕著な特徴。若魚では体側に十数条条

の淡色帯がある。 

 

内部形質： 体腔背壁の筋肉は腹腔へ向かって著しく隆起していて腹腔は狭い。肝臓は 3

葉よりなり、中葉が最も大きい。肝臓の腹面に多数の脈管条条がならぶ。皮膚血管系はよ

く発達し、第 5 脊椎骨の位置に始まり後走する。 

 頭蓋骨の篩骨域は幅広い。上後頭骨隆起の後端は第 2 脊椎骨上に達する。左右の翼楔骨

は腹面で接合し眼窩の中央部まで突出するが、副楔骨に接着するようなことはない。基底

後頭骨の後突出部の後縁はほぼ直角である。 

 完全血管弧は第 10 脊椎骨に始まる。血管弧の先端はやや側扁する。腹椎骨の後血管関節

突起は短く、あまり突出しない。側突起はあるが、あまりよく発達しない。椎体下孔は小

さく、第 22 脊椎骨に始まる。第 1 血管棘は棒状。脊椎骨数：18＋21＝39。 

 

最大体長：大型のマグロで体長 190cm 前後に達する。 

 

分布6： オーストラリア西沖のインド洋東部から、オーストラリア南岸・南東岸・ニュー

ジーランドを経て、南太平洋東部のチリ沖7まで分布する。すなわち、インド・太平洋の南

半球水域に広く分布する。 

 

付記： 本種は 1952 年からオーストラリア北西沖合のインド洋でまとまって漁獲されるよ

                                                  
6 分布については後に述べるが、分布範囲はインド･太平洋域のみでなく、南大西洋にも及

んでいる。 
7 編者注）岩井の原著ではペルー 



 

 

うになり、インドマグロと一般に呼ばれてきた。その後オーストラリア東岸沖にも漁場が

開発され、この方面で漁獲されるものはゴーシューマグロと名づけられ、前者と区別され

た。しかし、これらは同種であり（三村・藁科,1962）、上記のように分布域が広いので、

インドマグロとかゴウシュウマグロというような地域名を和名として用いるのは好ましく

なく、かつ混乱のおそれがある。できれば種の特長を生かすような和名を与えるのが望ま

しい。しかし、適当な名がないので、分布が南半球に限られるという意味で、ミナミマグ

ロを本種の和名とすることをここに提唱する。 

 ミナミマグロは記録の上では標本が少なく、しばしばクロマグロとして、あるいはその

亜種として取扱われてきた。本種はいくつかの分類形質においてクロマグロに類似するが、

インド洋東部とかニュージーランド近海のように、本種が漁獲される海域でクロマグロも

漁獲されることを考慮に入れ、種の分類形質を比較検討したところ、本種を種として扱う

のが望ましいとの結論に達した。 

 Serventy（1956）は T. phillipsi Jordan and Evermann を原記載の写真から判断して T. 

maccoyii と同種であろうとしているが、この写真の標本の胸鰭がやや短いようなので、こ

こでは一応 T. thynnus つまりクロマグロと推定した。 

 

 

4. メバチ T. obesus (Lowe) 

 
 第 5 図 メバチ 

 Fig.5. T. obesus 

 

呼称： バチ（東京）； メッパ、メンパチ（和歌山）； メブト（宮崎）； メッパチ（三

重）； ダルマ（和歌山・静岡）； ダルマシビ（三重）； バチッコ（東京）； ト

ックリバツ（高知） 

Bigeye tuna（米国、オーストラリア、南アフリカ）； Atún de oje grande（メキ

シコ・ペルー）； Patudo（スペイン） 

 



 

 

外部形質質： 第 1 背鰭 14～15 棘。第 2 背鰭 13～15 軟条条。背鰭副鰭 8～9。臀鰭 13～

15 軟条条。臀鰭副鰭 8～9。胸鰭 32～35 軟条条。1 縦列の側線鱗数約 190。第 1 鰓弓の鰓

耙数：上枝 7～10；下枝 18～19；計 26～28。 

 体は紡錘形で著しく肥満する（体長は体高の 3.3～3.5 倍；尾叉長は体高の 3.5～3.7 倍）。

頭は大きい（体長は頭長の 3.1～3.4 倍；尾叉長は頭長の 3.4～3.6 倍）。尾部はやや短く、

尾柄部は急に細くなる。鱗は小円鱗で、全身をおおうが、胸甲部ではやや大きい。胸甲は

若魚では比較的明瞭であるが、成魚では不明瞭となる。側線は発達し、胸鰭上で湾湾曲す

る。胸鰭は比較的長く（体長は胸鰭長の 3.9～4.2 倍）、若魚では背鰭第 1 副鰭下あたりまで

達するが、老成魚ではやや短くなり、第 2 背鰭起部下附近に達する。第 2 背鰭は第 1 背鰭

よりわずかに高い。第 2 背鰭と臀鰭はほぼ同形同大で鎌状を呈する。眼は著しく大きい。

口裂は大きく、後端は眼下に達する。両顎に小円錐歯がある。嗅房の縁辺部に肉質質隆起

が発達する。嗅板は発達し、嗅板のヒダは嗅房の縁辺まで延長するところと、途中で肉質

質隆起に変るところがある。 

 第 1 背鰭の鰭膜は灰黄色。第 2 背鰭と臀鰭は淡黄色。副鰭は淡黄色で縁辺は黒色。体の

背部は濃青色、側面は紫色に多少黄色が混合し、腹側は銀白色。若魚では灰白色の斑点が

体の腹側面に現われる。 

 

内部形質質： 肝臓は 3 葉からなり、中葉が最も大きい。肝臓腹面の縁辺部のみに脈管条

条がならぶ。皮膚血管系はよく発達し、第 7 脊椎骨の位置に始まり後走する。 

頭蓋骨の篩骨域は幅広い。上後頭骨隆起の後端は第 2 脊椎骨上に達する。左右の翼楔骨は

腹面で接合するが、眼窩の中央部まで突出しない。眼窩域は広い。基底後頭骨の後突出部

の後縁は円い。 

 完全血管弧は第 11 脊椎骨に始まる。腹椎骨の後血管関節突起は短く、あまり突出しない。

側突起は非常によく発達し、水平に突出する。椎体下孔は小さく、第 22 または 23 脊椎骨

に始まる。第 1 血管棘は棒状であるが、ときには僅かに側扁する。脊椎骨数 18＋21＝39。 

 

最大体長：体長 160cm あまりになるが、肥満体であるため体重は魚体の成長につれて著し

く増大する。 

 

分布： 太平洋・大西洋・インド洋の温・熱帯海域に広く分布するが、外洋性の種で、内

湾にはあまり棲息しない。日本近海でも漁獲されるが、日本海にはほとんど出現しない。 

 

付記： メバチもビンナガと同様に、成魚では外部形質にはっきりした特長がみられるの

で、どちらかといえば混乱の少ない種である。太平洋と大西洋とで種を分けた時代もあっ

たが、現在では世界のメバチは 1 種8と考えられている。 

                                                  
8 Gibbs and Collette（1967）が、インド･太平洋産と大西洋産とは T. obesus の亜種である



 

 

 眼が大きいという顕著な特長は、たしかに本種の査定に有効であるが、体長 40cm 前後の

若魚期には、ビンナガ・タイセイヨウマグロ・キハダなどの眼もかなり大きく、胸鰭も同

様に長いので、一見してこれらを見分けるのに苦しむ場合が少なくない。 

 

5. キハダ Thunnus albacares (Bonnaterre)（第 6 図） 

 

 第 6 図 キハダ 

 Fig.6. T. albacares 

 

呼称： キハダ、ゲスナガ（静岡）； イトシビ9（三重、和歌山、四国）； シビ（関西）； 

オオイトシビ（関西）； キワダマグロ（東京）； キンヒレ（宮崎）； ホンハツ

（四国）； キハダッコ、キメジ（関東、関西） 

Yellowfin tuna（オーストラリア、カナダ、フィリピン、南アフリカ、米国）； 

Yellowfin albacore（セイロン）； Atún de aleta amarilla（メキシコ、チリ、ス

ペイン）； Thon à nageoires（フランス） 

 

外部形質： 第 1 背鰭 12～14 棘。第 2 背鰭 14～15 軟条条。背鰭副鰭 8～9。臀鰭 14～15

軟条条。臀鰭副鰭 8～9。胸鰭 32～35 軟条条。1 縦列の側線鱗数約 220～270。第 1 鰓弓の

鰓耙数：上枝 8～11；下枝 19～24；計 27～34。 

 体は紡錘形でやや細長い（体長は体高の 3.6～4.1 倍；尾叉長は体高の 4.1～6.1 倍）。臀

鰭が多少前位にあり、尾部は細長い。頭はあまり大きくない（体長は頭長の 3.1～4.0 倍；

尾叉長は頭長の 3.8～4.0 倍）。鱗は小円鱗で、全身をおおい、胸甲部ではやや大きい。胸甲

は若魚では発達するが成魚では不明瞭となる。側線は発達し、胸鰭上方で湾曲する。胸鰭

は比較的長く（体長は胸鰭長の 3.1～4.2 倍；尾叉長は胸鰭長の 2.6～4.4 倍）、若魚では背

鰭第 1 副鰭下附近まで到達するが、成長とともに相対的にやや短くなり、老成魚では第 2

背鰭起部下に達しないものもある。第 2 背鰭と臀鰭は魚体の成長にともなって著しく伸長

                                                                                                                                                  
可能性を示唆していることは既に記した如くである。 
9 沖縄でもイトシビという。 



 

 

し、大型の成魚では両鰭の前部の数軟条条は頭長より長くなる。眼は比較的大きく、若魚

ではとくに顕著である。口裂は大きく、後端は眼下に達する。両顎に小円錐歯をそなえる。

嗅房の縁辺部に肉質隆起がない。嗅板は著しく発達し、縁辺に多数の切込みがあり、軸に

近い部分には黒色素胞が密に分布する。 

 第 1 背鰭の鰭膜は淡黄色。第 2 背鰭と臀鰭は黄色。副鰭は黄色で縁辺が黒色。体の背部

は濃青色、側面は黄金色、腹面は銀白色。120～130cm 以下の個体では、体側に虫喰いまだ

ら状の斑紋がある。 

 

内部形質： 肝臓は 3 葉よりなり、右葉が最も大きく長く後方へ伸長する。肝臓の腹面に

脈管条条が全くみられない。皮膚血管系はよく発達し、第 7 脊椎骨の位置に始まり後走す

る。 

 頭蓋骨の篩骨域は幅広い。上後頭骨隆起の後端は、第 2 脊椎骨上に達する。左右の翼楔

骨は腹面で接合するが、眼窩の中央部まで突出しない。基底後頭骨の突出部の後縁は多少

くぼむ。 

 完全血管弧は第 11 脊椎骨に始まる。腹椎骨の後血管関節突起は長く針状に突出する。側

突起はよく発達し、水平に突出する。椎体下孔は大きく、第 20、21 あるいは 22 脊椎骨に

始まる。第 1 血管棘は棒状であるかまたはわずかに側扁する。脊椎骨数：18＋21＝39。 

 

最大体長： マグロ類中では大型の種類で体長 170cm を超す。 

 

分布： 太平洋・大西洋・インド洋の温・熱帯海域に広く分布する。 

 

付記： キハダは成長にともなって、眼径・胸鰭長、第 2 背鰭長・臀鰭長などの外部形質

にかなりの変化を生じ、種の査定において著しい混乱をまねいた種である。現在では全世

界のキハダは 1 種と考えられているが、すでに述べたように、1920～1930 年頃には世界の

キハダは約 7 種に分けられていた。体長 70cm くらいより大型の個体では、鰭とか体色な

どにキハダの特長が現われ、比較的容易に識別できるが、40cm 前後の若魚では、眼は大き

く、胸鰭長も長く、また第 2 背鰭・臀鰭ともに伸長していないので、キハダと査定するの

に迷うことがある。とくにメバチの若魚とキハダの若魚を見分けるのにはかなりの経験を

必要とする。この場合、鼻の嗅板の形態を比較すれば一見して区別できる。 

ここでは、インド洋から報告されている T. argentivittatus を一応キハダのシノニムとして

取扱ったが、T. argentivittatus は紅海からも報告されており、かつその“後模式標本”を

調査してコシナガと考えた研究者もあるので（Watson, 1963）、この点についてはなお検討

の必要がある。 

 

6. タイセイヨウマグロ Thunnus atlanticus (Lesson)（第 7 図）  



 

 

 

  第 7 図 タイセイヨウマグロ 

  Fig.7. T. atlanticus 

 

呼称10： Atlantic blackfin tuna（米国）； Blackfin tuna（米国、英領西インド）； Bermuda 

tuna（米国）； Albacora（キューバ） 

 

外部形質： 第 1 背鰭 13～14 棘。第 2 背鰭 12～15 軟条条。背鰭副鰭 8～9。臀鰭 12～14

軟条条。臀鰭副鰭 7～8。胸鰭 31～35 軟条条。1 縦列の側線鱗数約 190～220。第 1 鰓弓の

鰓耙数：上枝 4～5；下枝 15～19；計 19～24。 

 体は紡錘形（体長は体高の 3.1～4.1 倍）。尾部はあまり長くなく、尾柄部は急に細くなる。

頭は大きく（体長は頭長の 3.2～3.6 倍）、円錐形。体は一様に小円鱗でおおわれるが、胸甲

部の鱗はやや大きい。胸甲は小さくて不明瞭である。側線は明瞭で、胸鰭上方で湾曲する。

胸鰭はやや長く（体長は胸鰭長の 3.7～4.7 倍）、後端は若魚では第 2 背鰭下に達する。第 2

背鰭と臀鰭はほぼ同形同大で、第 1 背鰭より高い。眼はかなり大きい。口裂は大きく、後

端は眼下に達する。両顎に小円錐歯をそなえる。嗅房の縁辺部に肉質隆起がない。嗅板の

縁辺に切込みが発達する。 

 第 2 背鰭と臀鰭は黄色。背鰭副鰭は暗青銅色。臀鰭副鰭は暗灰色。体の背部は黒青色、

腹面は銀白色。体側に淡色横帯をそなえる個体がある。 

 

内部形質： 肝臓は 3 葉よりなり、右葉が大きく細長い。肝臓の腹面には脈管条条がない。

皮膚血管系は発達し、第 7 脊椎骨の位置に始まり後走する。 

 頭蓋骨の篩骨域の幅は中庸。上後頭骨隆起の後端は第 2 脊椎骨上に達する。左右の翼楔

骨は腹面で接合するが、眼窩の中央部まで突出しない。基底後頭骨の後突出部の後縁は鈍

角。副楔骨腹面が中央部でくぼむのが特長。 

 完全血管弧は第 11 脊椎骨に始まる。腹椎骨の後血管関節突起は長く、針状に突出する。

                                                  
10 日本の漁業者はミニマグロと呼ぶ。 



 

 

側突起は普通。椎体下孔は大きく、第 22 脊椎骨に始まる。第 1 血管棘は棒状。脊椎骨数：

19＋20＝39。 

 

最大体長： マグロ類中では小型種に属し、体長約 70cm になるが、まれに 90cm 近い個体

も採集される。 

 

分布： 大西洋西部の熱帯海域に棲息し、メキシコ湾、カリブ海、ブラジル北東岸、バミ

ューダ島附近からよく採集される。マグロ類中では比較的分布域が狭い。 

 

付記： 本種は西部大西洋の限られた海域に生息するので、日本にはまだなじみの少ない

種類である。しかし、大西洋におけるマグロ漁場の開発がすすめば、日本の業者の眼にふ

れる機会も多くなり、また、日本の市場に出現する可能性もある。 

 小型の種類で、比較的眼が大きく、胸鰭も長いので、メバチやキハダの若魚との区別が

困難なこともあるが、鰓耙数が少ない点で両者と見分けることができる。また、生時に副

鰭が黄色くないことも本種の特徴となっている。 

 

 

7. コシナガ Thunnus tonggol (Bleeker)（第 8 図）  

 
  第 8 図 コシナガ 

  Fig.8. T. tonggol 

 

呼称： シロシビ； ビンケツ； コシビ 

Northern bluefin tuna（オーストラリア）； Longtail tuna（米国）； Pla Oa（タ

イ）； Aboe aboe（インドネシア） 

 

外部形質： 第 1 背鰭 13 棘。第 2 背鰭 14～15 軟条条。背鰭副鰭 8～9。臀鰭 13～14 軟条

条。臀鰭副鰭 8～9。胸鰭 30～35 軟条条。1 縦列の側線鱗数約 210～220。第 1 鰓弓の鰓耙

数：上枝 5～8；下枝 14～17；計 20～25。 



 

 

 体は紡錘形でやや細長く（体長は体高の 4.0～4.6 倍）、尾部が比較的長い。頭はそれほど

大きくない（体長は頭長の 3.5～4.0 倍）。鱗は小円鱗で、全身をおおう。胸甲はやや不明瞭

であるが、鱗はこの部分で多少大きくなっている。側線は明瞭で、胸鰭上方で湾曲する。

胸鰭はやや長く（体長は胸鰭長の 4.8～6.4 倍）、ほとんど第 1 背鰭起部下に達する。第 2 背

鰭は第 1 背鰭よりわずかに高い。第 2 背鰭と臀鰭はほぼ同形同大で、他の種に比してわず

かに前位にある。眼は比較的大きく、若魚ではかなり大きい。口裂は大きく、後端は眼下

に達する。両顎は小円錐歯をそなえる。嗅房の縁辺部に肉質隆起がない。嗅板は発達し、

縁辺に切込みがある。 

 第 1 背鰭の鰭膜は淡黄色。第 2 背鰭と臀鰭は黄色。副鰭は黄色で縁辺が黒い。体の背部

は濃青色、腹面は銀白色。体の側面に小淡色斑点をそなえた個体がある。 

 

内部形質： 鰾を欠く。肝臓は 3 葉よりなり、右葉が大きくて細長く、後方に伸長する。

肝臓の腹面に脈管条条がない。皮膚血管系は発達し、第 7 脊椎骨の位置に始まり後走する。 

 頭蓋骨の篩骨域はやや広い。上後頭骨隆起の後端は第 2 脊椎骨の上に達する。左右の翼

楔骨は腹面で接合するが、眼窩の中央部まで突出しない。基底後頭骨の後突出部の後縁は

鈍角である。 

 完全血管弧は第 11 脊椎骨に始まる。腹椎骨の後血管関節突起は長く、針状に突出する。

側突起はあまりよく発達しない。椎体下孔は大きく、第 21 脊椎骨に始まる。第 1 血管棘は

わずかに側扁する。脊椎骨数：18＋21＝39。 

 

最大体長： マグロ類中では小型の種類で、体長約 70cm に達す。まれに 100cm 前後の標

本が記録されている。 

 

分布： インド洋、タイ、マレーシア・インドネシア・オーストラリア北岸～東岸にかけ

て分布し、日本近海では九州西岸～南岸から知られている。沿岸性の種類である。 

 

付記： 本種は小型のうえ、分布海域が汎世界的でないため、マグロ漁業の対象となる機

会が少なかった。したがって、過去の記載も比較的少ない。近年の操業調査などの結果か

ら、本種はインド洋から南支那海、オーストラリア北岸にかけてかなり多く生息している

ことが明らかになった。本種は種々の形質においてキハダに似ているところが多いが、鰾

のないことと、鰓耙数および色斑などの形質で区別することが可能である。 

 

 

E. 類縁関係 

類縁関係について、岩井他は以下のような見解を述べている。 

 



 

 

外観的にはマグロ類はみなよく似た種類のようにみえるが、外部形質・内部形質を総

合して種間の類縁関係を検討すると、種間の相違点とか類似点がいくつかあることに気

づく。1 例として、鼻、肝臓、脊椎骨および皮膚血管系の各形質をとりあげ、互いに共通

した形質をそなえる種を線で結ぶと、第 9 図のようになる。 

 

 
第 9 図. マグロ類 7 種の類縁関係 

1. 嗅房の縁辺部に肉質隆起が発達し、嗅板に切込みがない  

1’. 嗅房の縁辺部に肉質隆起がなく、嗅板に切込みがほとんどまたは全くない  

1’’. 嗅房の縁辺部に肉質隆起がなく、嗅板の縁辺に多数の切込みがある  

2. 肝臓腹面に脈管条がある  

2’. 肝臓腹面に脈管条がない  

3. 完全血管弧は第 10 脊椎骨に始まる  

3’. 完全血管弧は第 11 脊椎骨に始まる  

4. 椎体下孔は小さい  

4’. 椎体下孔は大きい  



 

 

5. 皮膚血管系は第 5 脊椎骨の位置に始まる  

5’. 皮膚血管系は第 7 脊椎骨の位置に始まる 

 

イ）嗅板の形態では；a）ビンナガ・メバチ；b）クロマグロ・ミナミマグロ；c）キハ

ダ・タイセイヨウマグロ・コシナガの 3 群に分けられる。 

ロ）肝臓と椎体下孔では；a）ビンナガ・クロマグロ・ミナミマグロと b）キハダ・タ

イセイヨウマグロ・コシナガの 2 群に分けられる11。 

ハ）第 1 完全血管弧の位置と皮膚血管系では；a）ビンナガ・クロマグロ・ミナミマグ

ロと b）メバチ・キハダ・タイセイヨウマグロ・コシナガの 2 群に分けられる。 

 

第 9 図では、種間を結ぶ線が多い種ほど共通形質を多くそなえていることになる。つま

り、ⅰ）ビンナガ・クロマグロ・ミナミマグロの 3 種およびⅱ）キハダ・タイセイヨウマ

グロ・コシナガの 3 種は、それぞれの群内では共通形質を多く有するが、第ⅰ群の種と第

ⅱ群の種の間には、これらの形質において共通点が全くない。メバチは両群の中間に位置

することになる。このような関係は二・三の外部形質にもみることができる。たとえば、

キハダ・タイセイヨウマグロ・コシナガの若魚は、体形・胸鰭長・眼の大きさなどの諸点

でメバチの若魚によく似ているし、若魚期に胸鰭が長く、眼が大きい点ではメバチはまた

ビンナガによく似ている。 

さらに、第 9 図に示された各群が、従来設けられていた属とある程度関係あるのは興味

深い。いま、この関係を Kishinouye（1923）のマグロ類の分類体系と比較してみると、マ

グロ属（Thunnus）が第 9 図の左側のビンナガ・クロマグロを含む群に相当し、メバチ属

（Parathunnus）が同図中央のメバチを含み、キハダ属（Neothunnus）が同図右側のキハ

ダ・コシナガを含む群に相当する。ただし、タイセイヨウマグロはかつてメバチ属に入れ

られたことはあったが、キハダ属に入れられたことはない。このようにマグロ類を 3 群に

大別することは可能であるが、数多くの形質を比較すると、メバチが一部の形質では第 1

群に属し、他の形質では第 2 群に属すというようになり、3 群を明確に分離できなくなる。

また、さきにも述べたように、外部からみても 3 群の間に顕著な属的差異は認められない。

このようなことから考えて、マグロ類をいくつかの属または亜属に分ける必要はなく、現

在多くの研究者に認められているように、マグロ属 Thunnus 1 属のもとに統合するのが合

理的であろう。以上のような理由で、筆者らはマグロ属をサバ科 Scombridae の 1 属とし、

これに 7 種を含めるのがよいと考える。 

 

 

                                                  
11 藤井・日笠（1963）は血球中の DNA の含量に同様な種間関係がみられることを報告し

ている。 



 

 

Ⅰ－B カツオ 

 

カツオの場合にはマグロ類の場合ほどの分類学上の混乱はない。しかし、大西洋産を

Katsuwonus vagans 、太平洋産を K. pelamis と別種としている研究者もあり、充分な比

較研究の必要がある（川崎、1965）。 

 Kishinouye（1923）は既述のように叉骨目を設け、これにマグロ科（Thunnidae）とカ

ツオ科（Katsuwonidae）の２科をおいている。カツオ科には下記のように、カツオ、スマ

およびソウダガツオの３属が含まれる。 

  

  Family Katsuwonidae   カツオ科 

    Genus Katsuwonus   カツオ属 

    Katsuwonus pelamis   カツオ 

     Genus Euthynnus      スマ属 

    種名省略 

   Genus Auxis           ソウダガツオ属 

    種名省略 

 

 FAO 世界マグロ生物学会議で暫定的に採用が決議された Collette and Gibbs (1963)の分

類とそれに対する見解のあらましは以下の如くである。 

 

Family Scombridae   サバ科 

 Genus Euthynnus  Jordan and Gilbert, 1882  スマ属 

  Euthynnus pelamis  (Linneus)  カツオ 

 

 かなり多くの研究者が Katsuwonus と Euthynnus の 2 属を認めている。前者は 1 属 1

種の Katsuwonus pelamis によって構成され、後者には Little tuna（スマ類）が含まれて

いる（Godsil and Byers, 1944; Fraser-Brunner, 1949; Rivas, 1951; Godsil, 1954）。これに

対し、Fraser-Brunner (1950)は、Katsuwonus を Euthynnus の亜属としている。 

 外部形質についてみると、E. pelamis は Euthynnus の他の種とは、側線上方に黒色の

斑紋がなく、腹面に黒色条条がある点で異っている。内部形質についてみると、E. pelamis 

では、皮膚血管の腹背分枝がほぼ同様に発達している点で、他の Euthynnus 属の種よりも

すすんでいる。Euthynnus のものでは、一般に腹分枝が短く樹枝状となっている（Godsil, 

1954）。また、Enthynnus の他の種では脊椎骨数が 36～39 であるのに、E. pelamis では

41 個でいくらか多くなっている。 

 

 以上のような差異が認められるにもかかわらず、著者らは Fraser-Brunner が行ったと同



 

 

様にこれらを 1 属とするのがより合理的であると考える。その理由は、Katsuwonns と

Euthynnus とを Euthynnus Lütken, 1883 に統合した場合に、Euthynnus が Thunnus 

（マグロ属）とも大きく距たり、Auxis （ソウダガツオ属）とも著しく距たったものとな

ることにある。 

 

 ここでは、FAO 世界マグロ生物学会議ととりきめにしたがい、カツオ学名を Euthynnus 

pelamis とする。 

 

種の記載（蒲原、1940 による） 

 

カツオ Euthynnus pelamis 

  （第 10 図） 

 

 第 10 図 カツオ Euthynnus pelamis 

 

呼称： カツオ（一般）；マンダラ（北陸） 

     Skipjack tuna（米国）； Bonito（ポルトガル、スペイン） 

 

標徴： 第 1 背鰭 15～17 棘。第 2 背鰭 2 棘 12～14 軟条条、8 離鰭。脊鰭 2 棘 12～15 軟

条条、7 離鰭。脊椎骨数 20＋21＝41。鰓耙数 15～20＋36～39＝51～59。 

 体長は頭長の 3.1～3.3 倍、体高の 3.4 倍～4.4 倍。頭長は眼径の 6～7 倍、両眼間隔の 3.5

～4 倍。吻長の 3.3～4 倍、尾柄の高さの 12.6～19 倍である（全長 230～500ｍｍの標品に

よる）。 

 体はやや長い紡錘形で甚だしくは側偏せず、横断面は円形に近い。尾柄はすこぶる痩形

である。頭はやや大型で先端は尖り、眼は中庸大で、両眼間隔は幅が広くて、緩やかに円

形を呈し、ほぼ吻長に等しい。吻は短く、口は斜め上方に向い、下顎は突出している。上

顎主骨は瞳孔の前縁下にまで延長する。両顎には絨毛状歯があるが、鋤骨と口蓋骨には歯

はない。鰓蓋主骨の後縁は円形を呈し、極めて弱い鋸歯がある。第 1 鰓弓にある鰓耙は側

偏し、小刀状で、その辺縁には歯を具えている。両背鰭は共にその前部が隆起している。

離鰭は遊離縁に近い部分の幅が広くて、その後方には膜を有しない。胸鰭はやや短くてわ

ずかに鎌型を呈し、尾鰭は二叉している。尾柄の両側の中央隆起縁は細長である。胸甲は

胸鰭附近のやや大きい面積を占有し、胸甲および側縁部以外にも少数の微小鱗が散布する

が、厚い皮膚下に埋没している。側線は高く、やや波状を呈し、第 2 背鰭下方で強く下方

に曲がる。 

  体色は鉛青色で、下部は銀白色を帯びている。体の下部に褐色の 4 またはそれより多

い縦帯がある。幼魚では多いが、長ずるにつれてその数を減ずる傾向がある。すべての鰭



 

 

はやや晴色で斑紋はない。 

 

体長： 稀に 100cm にも達するが、普通は 50cm 位である。 

 

分布： 大西洋にも産するが、太平洋では北海道から南洋方面、Galapagos 群島までわた

っている。朝鮮南部にはみられるが、日本海では稀である。 

 

 

Ⅰ－C カジキ類 

 

 カジキと呼ばれている魚は、カジキ科（ISTIOPHORIDAE）とメカジキ科（XIPHIIDAE）

に属するものである。メカジキ科は 1 属（Xiphias）1 種（gladius）のみで、分類上の問題

はない。しかし、カジキ科に属するものの分類は、混乱をつづけてきた。近年マイアミ大

学の研究者が中心となって、一応統一見解が打出されているが、マグロの場合と同様に、

なお問題が残っている。 

 分類学的研究は 18 世紀の末期から行われているが、マグロ類について述べたのと全く同

じ理由から、充分な比較研究が行われず、しばしば写真による判定も行われている。 

 Jordan et Evermann (1926)は、全世界に産するものを以下のように分類している。 

 

Family Istiophoridae  カジキ科  

 Genus 1. Tetrapturus Rafinesque  フウライカジキ属 

  Tetrapturus belone Rafinesque  

 地中海産 

  Tetrapturus angustirostris (Tanaka)  

 日本沿岸産 

  Tetrapturus illingworthi Jordan et Evermann 

  ハワイ沿岸産 

  Tetrapturus krausei Jordan et Evermann  

 ハワイ近海産 

  Tetrapturus brevirostris (Playfair)   

 インド洋産 

  Tetrapturus ectenes Jordan et Evermann  

 ハワイ近海産 

 Genus2. Istiophorus Lacépède   バショウカジキ属 

  Istiophorus gladius (Broussonnet)   

 インド近海産 



 

 

  Istiophorus americanus (Cuvier et Valenciennes) 

  熱帯大西洋産 

  Istiophorus greyi Jordan et Evermann  

 サンルーカス岬からパナマに至る米大陸沿岸産 

  Istiophorus wrighti Jordan et Evermann  

 フロリダ沿岸産 

  Istiophorus immaculatus (Rüppell)   

 紅海からインド沿岸に分布する 

  Istiophorus maguirei Jordan et Evermann  

 西インド諸島沿岸産 

  Istiophorus orientalis (Temminck et Schlegel)  バショウカジキ  

 日本近海産 

  Istiophorus valador Jordan et Evermann  

 フロリダ沿岸産 

  Istiophorus eriquius Jordan et Ball  

 ハワイ近海産 

 Genns 3. Makaira Lacépède 

  Makaira mazara (Jordan et Snyder) クロカジキ  

 太平洋（日本、ハワイ）産 

  Makaira grammatica Jordan et Evermann  

 ハワイ近海産 

  Makaira georgii (Lowe)  

 マデイラ産 

  Makaira lessonae (Canestrini)  

 イタリア沿岸産 

  Makaira ensis (Lacépède)  

 フランス西方沿岸産 

  Makaira glacilirostris (Cuvier et Valenciennes)  

 フランス沿岸産 

  Makaira marlina Jordan et Hill  シロカジキ 

 サンルーカス岬以南のメキシコ太平洋沿岸産 

  Makaira mitsukurii (Jordan et Snyder) マカジキ  

 日本、ハワイ、サンタバーバラ島近海産 

  Makaira holei Jordan et Evermann  

 メキシコ太平洋沿岸産 

 Makaira zelandica Jordan et Evermann  



 

 

 ニュージーランド近海産 

 Makaira audax (Philippi)  

 チリ沿岸産 

  Makaira albida (Poey)  

 西インド諸島からウッズホールに至る西洋産   

  Makaira indica (Cuvier and Valenciennes)  

 スマトラ近海産 

  Makaira nigricans Lacépède  

 フランス近海産 

  Makaira ampla (Poey)  

 西インド諸島近海産 

  Makaira herscheli (Gray)  

 南アフリカ沿岸産 

Family Xiphiidae  メカジキ科 

 Genus Xiphias  メカジキ属 

  Xiphias gladius   メカジキ 

 

中村（1938）は、西部太平洋方面からの標本に基づき次の 2 科 4 属 6 種を報告し、カジ

キ科魚類に脊椎骨数 12＋12＝24 と、11＋13＝24 の 2 群が認められるとしている。 

 

Family Istiophoridae マカジキ科 

Genus Tetrapturus フウライカジキ属 

1) Tetrapturus angustirostris フウライカジキ 

Genus Istiophorus バショウカジキ属 

2) Istiophorus orientalis バショウカジキ 

Genus Makaira マカジキ属 

3) Makaira mitsukurii マカジキ 

4) M. mazara クロカジキ 

5) M. marlina シロカジキ 

Family Xiphiidae メカジキ科 

Genus Xiphias メカジキ属 

6) Xiphias gladius メカジキ 

 

Hirasaka and Nakamura（1947）は、上述のような脊椎骨にみられる差異に重点をおき、

マカジキ科を 2 つの sub-family すなわち、フウライカジキ亜科（Tetrapturinae 脊椎骨 12

＋12）とシロカジキ亜科（Marlinae 脊椎骨 11＋13）に分け、前者に上述の 1)～4)を後者



 

 

に 5)～6)を属せしめている。 

松原（1955）はしかし、上述のような脊椎骨の差異は分類学上、亜科を設けるほどの重

要性はないとし、これを認めていない。 

 マイアミ大学の研究者を中心とする研究グループは、カジキ科魚類の分類を以下のよ

うに提案し、大方の研究者の同意を得ている。提案された分類では、脊椎骨にみられる差

異は、亜科としてではなく、属の標徴と考えられている。提案された分類では、全世界に

産するカジキ科魚類は、3３属 8８種となっている。 

 

Family Istiophoidae マカジキ科 

Genus Tetrapturus フウライカジキ属 

1) Tetrapturus angustirostris フウライカジキ 

インド・太平洋産 

2) T. belone チチュウカイフウライ  

地中海産 

3) T. pfluegeri クチナガフウライ   

大西洋産 

4) T. audax マカジキ   

インド・太平洋産 

5) T. albidus ニシマカジキ  

大西洋産 

 Genus Istiophorus バショウカジキ属 

6) Istiophorus orientalis バショウカジキ  

インド・太平洋産 

7) I. albicans ニシバショウカジキ  

大西洋産 

 Genus Makaira クロカジキ属 

8) Makaira nigricans 12クロカジキ  

汎存種 

9) M. indica シロカジキ  

インド・太平洋産 

 

 中村他（1968）は、全世界から多数の標本を蒐集し、カジキ類の分類を行っている。 

 その概要は以下の如くである。 

                                                  
12 中村（1965）は、インド・太平洋産と大西洋産とには形態上の差異があるとみて、汎存

種とするにはさらに研究の要があるとし、このような条条件の下で、この提案を暫定的に

受け入れるとした。 



 

 

 

１）カジキ上科魚類の形態 

 

体は伸長形で巨大になり、マカジキ科魚類では多少側扁するが、メカジキ科魚類ではほ

どんど側扁しない。 

条条 マカジキ科魚類では、体と鰓蓋骨上に真皮に埋没し表皮を被った細長い骨質鱗があ

るが、メカジキ科魚類では稚魚期から若魚期にかけてのみ体は棘状鱗でおおわれ、成魚に

なるにしたがって鱗は退化消失の傾向を示す。 

 この類で、最も特徴的なのは鼻骨、節骨、主上顎骨、額骨などで支えられた前上顎骨が

いちじるしく伸長し、剣状の吻を形成することである。下顎もやや突起する。吻はメカジ

キ科魚類では縦扁して幅広く、両刃が刀身状であるが、マカジキ科では伸長した円錘状で、

長く尖った槍状を呈する。マカジキ科の魚類では両顎に鑢状歯があるが、メカジキ科のも

のでは、成長に伴って歯は退化の傾向を示す。 

  側線はマカジキ科魚類では生涯存在するが、メカジキ科のものでは成魚になるにした

がって退化消失の傾向を示し不明瞭となる。主上顎骨は前上顎骨に重なり、吻は伸出不能

である。口裂は大きく、主上顎骨の後縁は眼下を越す。背鰭を臀鰭はそれぞれ 2 基あり、

幼期にはそれぞれ連続する。第 1・第 2 の両背鰭は、メカジキ科魚類の成魚では著しく離れ

るが、マカジキ科のものの成魚ではあまり離れない。第 1 背鰭と第 1 臀鰭とは、マカジキ

科魚類では溝中にたたみこむことができるが、メカジキ科では溝は発達していない。胸鰭

は下位でよく発達する。腹鰭はメカジキ科のものにはないが、マカジキ科のものでは 1 棘 2

軟条条からなり固く接着して紐状となり、腹鰭溝中にたたむことができる。尾鰭は大きく

て広く二叉し下尾軸骨に深く接着する。尾柄部両側にメカジキ科魚類では 1 対、マカジキ

科魚類では 2 対の尾柄隆起がある。メカジキ科魚類は尾柄部背側と腹側に 1 個づつの欠刻

を有するが、マカジキ科魚類には欠刻はない。 

 鰓は 4 個で、第 4 鰓弓の後部に 1 裂孔がある。鰓弁は 4 対の鰓弓に発達し、各鰓弁の間

に鰓弁条条（gill ray）が存在する。鰓耙はない。偽鰓がある。鰓条条骨は 7 本。左右の鰓

膜はマカジキ科の魚類では合するが、メカジキ科のものでは離れ、ともに峡部から分離す

る。 

 マカジキ科の魚類では口蓋骨に刷毛状の小歯が存在するが、メカジキ科のものには存在

しない。一般に仔魚期に、この類は大形の棘を前鰓蓋骨に有するが、成長とともに棘は消

失する。 

 鼻孔は各側に 2 個あり、前鼻孔は孔状で小さく、後鼻孔は三角形でやや大きい。前鼻孔

は相接近し、その中間に小さな鼻弁がある。鼻腔はあまり広くなく、後下方に伸長して、

主上顎骨と涙骨の下に達する副嚢をそなえる。鼻腔前部の前鼻孔下に嗅板（olfactory 

lamina）が放射状にならび、嗅房（olfactory rosette）を形成する。嗅房の形態はメカジキ

科魚類およびマカジキ科魚類を通じてよく似ているが、嗅板の数が前者ではほぼ 36～39 で



 

 

あるのに対して、後者では 50 前後である。 

 内耳は魚体に比較して小さく、延髄の両側に位置する。3 個の半規管と通嚢、小嚢よりな

るが、壺ははっきりしない。クチナガフウライ 5 個体とニシマカジキ 1 個体の内耳を調べ

た限りでは、耳石は発見できなかった。 

 マカジキ科魚類の腹腔はいちじるしく長く、肛門を越えて第 2 腎鰭基底中間まで達する

が、メカジキ科魚類の腹腔はみじかく、その後端は第 1 腎鰭起部前方で終わる。 

 胃はきわめて伸縮性に富み、非常に長大で、特に空胃時に伸長する傾向がある。 

幽門垂は大きく、多数の小盲管に分枝し、その数は無数である。 

 肝臓は、マカジキ科魚類では左右両葉が非常に長く、中葉は非常に短いがメカジキ科魚

類では中葉が少し突出する程度で、左右両葉は不明瞭である。胆嚢は、マカジキ科魚類で

は非常に細長く、メカジキ科魚類では先端部が長楕円形である。 

 脾臓は大きく、マカジキ科魚類では腹側から見えるが、メカジキ科のものでは胆嚢の裏

側に位置しているので腹側からは見えない。鰾はマカジキ科魚類では多くの泡沫状の小室

からなり、ほぼ腹腔の背面の全域にわたり後端は第 2 臀鰭起部あたりまで達するが、メカ

ジキ科魚類では単室で、その後端は肛門のあたりで終わる。 

 腸はメカジキ科魚類では幾重にも折れ曲がり、直腸部がきわめて太いが、マカジキ科魚

類では 2 つの弯曲部を有するのみで直腸部は太くならない（第 11 図） 

  

 

 

第 11 図．カジキ類の内臓腹面模式図 

A. メカジキ Xiphias gladius B. バシ

ョウカジキ Istiophorus platypterus  

1. 肝臓（liver） 2. 幽門垂（pyloric caeca） 

3. 胃（stomach） 4. 胆嚢（gall bladder）

5. 腸（intestine） 6. 直腸（rectum） 7. 肛

門（vent） 8. 脾臓（spleen）． 

 

 

 

 

 

 生殖巣は左右相称であるが、マカジキ科

の魚類中フウライカジキとクチナガフウライ（おそらくチチュウカイフウライも）では左

右不相称で Y 字型となっている。 

 腎臓は脊椎骨の下に位置し、細長い。一般に輸尿管の末端は著しく膨大し膀胱を形成す



 

 

る。 

 筋肉はマカジキ科魚類では多少とも赤味をおびるが、メカジキ科のものでは脂肪に富み、

白っぽい。 

 頭蓋骨は強固で、吻部が伸長し、眼後部がつまっている。額骨、前額骨、鼻骨主上顎骨

などは長く突出した前上顎骨を支える。メカジキ科魚類では頭蓋骨後端に短い上後頭骨隆

起があるが、マカジキ科のものでは、上後頭骨隆起はほとんど発達しない。メカジキ科魚

類ではせつじゅ隆起と翼耳骨隆起は頭蓋骨背面後端部でやや発達するのみで、上耳骨と翼

耳骨の後突起はほとんど発達しない。マカジキ科のものでは、せつじゅ骨隆起と翼耳骨隆

起が発達し、上耳骨と翼耳骨の後突起の後方への突出も著しい（第 12 図） 

 

 

 

第 12 図．メカジキ(A)とフウライカジキ(B)の頭蓋骨（中村他 1968 より）．Fig12, The skull 

of X,gladius (A)and T angustirostris (B) (After Nakamura et al, 1968) 

1. 鼻骨（nasal） 2. 前上顎骨（premaxillary） 3. 主上顎骨（maxillary）4. 篩骨（ethmoid） 

5. 額骨（frontal） 6. 楔耳骨（sphenotic） 7. 上後頭骨（supraoccipital）8. ろ頂骨（parieta1） 



 

 

9. 翼耳骨（pterotic） 10. 上耳付（epiotic） 11. 外後頭骨（exoccipital）． 

 

 マカジキ科魚類では歯骨の前端に 1 個の前歯骨（predentary）があるが、メカジキ科の

ものにはこれがない。 

 鼻骨はマカジキ科魚類では幅広くて短く、額骨、節骨、前額骨などに囲まれるが、メカ

ジキ科のものでは吻に沿って伸長する。節骨は細長く前方に伸長し、後端は左右の額骨に

はさまれている。主上顎骨は前上顎骨に接着し、口は伸出不能である。 

 左右の 3 頂骨の間に上後頭骨が位置するので、左右の 3 頂骨は直接には接しない。動眼

筋室の開口はきわめて広いが奥行はあまりない。 

 頭蓋骨背面は、メカジキ科ではほぼ平坦であるが、マカジキ科魚類では額骨後部が円屋

根状に多少背方に膨出し、その外側に 1 対のせつじゅ隆起と翼耳骨隆起が発達する。副楔

骨は眼窩中に隆起するが、マカジキ科魚類では薄くて高く、メカジキ科のものでは厚くて

低い。 

 副楔骨腹面の前端部と鋤骨腹面は平坦である。基底楔骨はメカジキ科魚類では腹方尖起

を欠くが、マカジキ科魚類では基底楔骨の腹方尖起は副楔骨の背方突起と合する。副楔骨

の後半部に背方に伸びる突起がある。 

 脊椎骨数は、マカジキ科魚類では 24 であるが、クロカジキ属のものでは 11＋13＝24、

その他の属のものでは 12＋12＝24 である。メカジキ科の魚類では 16＋10＝26 である。 

 マカジキ科魚類では、中央部の脊椎骨の神経棘と血管棘は扁平である。前神経関節尖起

は幅広く、水平に長く前方に伸び、直前の脊椎の神経突起を挟んでいる。前血管関節突起

と直前の脊椎の血管突起との間にも同様な関係が認められる（第 13 図） 

 



 

 

 

第 13 図．カジキ類の中央部脊椎骨の模式図（中村他、1968 より）． 腹面図は翼状突起の

発達の様子を示す． A. メカジキ Xiphias gladius B. バショウカジキ Istiophorus 

platypterus  C. ニシバショウカジキ  Istiophorus albicans  D. フウライカジキ 

Tetrapturus angustirostris E. クチナガフウライ Tetrapturus pfluegeri F. ニシマカ

ジキ Tetrapturus albidus G. マカジキ Tetrapturus audax H. クロカジキ Makaira 

mazara I. ニシクロカジキ Makaira nigricans J. シロカジキ Makaira indica． 

 

 

後神経関節突起と後血管関節突起はほとんど突出しない。肋骨はやや突出した側突起の前

部で推体に関節する。 

 メカジキ科魚類では、中央部脊椎骨の神経棘も血管棘も、やや扁平な棘状を呈するのみ

である（第 13 図-1）。神経棘と血管棘はそれぞれ上後方と下後方に突出している。前神経

関節突起は斜上方に突出し、その直前の脊椎骨の神経棘とわずかに重なっている。後神経

関節突起も斜上方に伸び、その長さは前神経関節突起よりもやや短い。前後血管関節突起

はともにほとんど突出しない。肋骨は太くて短い側突起から発している。 

 翼状突起（lateral apophysis）は、マカジキ科のものでは多少とも発達するが、メカジキ

科のものでは全く発達しない。 

 下尾軸骨は柄状を呈し、その後縁の中央部に深い欠刻がある。メカジキ科魚類では最初

の 1 個と最後の 2 個の下尾軸骨が下尾軸骨板と分離しているが、マカジキ科魚類ではすべ

ての下尾軸骨は癒合して完全な下尾軸骨板を形成する（第 13 図-2） 



 

 

 

２）カジキ類（成魚）の科・属および種の検索 

 

a-1. 腹鰭がない。尾柄隆起は 1 対。吻は長く剣状で、その横断面は扁平である。体に鱗が

ない。歯がない。第１背鰭の基底は短く、第 2 背鰭と著しく離れている（メカジキ科

Xiphiidae, メカジキ属 Xiphias）。 

  …メカジキ Xiphias gladius Linnaeus 

 

a-2. 腹鰭がある。尾柄隆起は 2 対。吻は比較的短く、その横断面はほぼ円形である。体は

細長い棘状の骨質鱗で被われる。歯は小さい。第 1 背鰭の基底は長く、第 2 背鰭と接

近している（マカジキ科 Istiophoridae）。 

 

b-1. 第 1 背鰭は著しく高くて、帆状である。腹鰭条条は非常に長くて、鰭膜がよく発達

する（バショウカジキ属 Istiophorus）。 

 

c-1. 体長 90cm 前後の個体では、胸鰭および尾鰭が短い。インド・太平洋に分布する。 

…バショウカジキ Istiophorus platypterus (Shaw and Nodder) 

 

c-2. 体長 90cm 前後の個体では、前種より明らかに胸鰭および尾鰭が長い。大西洋に

分布する。 

…ニシバショウカジキ I. albicans (Latreille) 

 

b-2. 第１背鰭は体高より僅かに高いか等高または僅かに低い。腹鰭条条はあまり長くな

く、鰭条条はあまり発達しない。 

 

d-1. 第１背鰭前部は体高とほぼ等しいか、体高より高い。体の側扁度は著しい。眼前

部から第１背鰭起部に至る頭部外縁の隆起はないか、やや著しく認められる。 

（フウライカジキ属 Tetrapturus）。 

 

e-1. 第１背鰭の前部の鰭条条はやや高いが、以後は後部までほぼ同じ高さである。

肛門は第１臀鰭起部よりかなり前方に位置する。第 2 臀鰭は第 2 背鰭よりも

かなり前方に位置する。 

 

f-1. 胸鰭は幅狭く短い。 

 

g-1. 吻は著しく短い。 



 

 

…フウライカジキ T. angustirostris Tanaka 

 

g-2. 吻はやや長い。 

…チチュウカイフウライ T. belone Rafinesque 

 

f-2. 胸鰭は幅が広く長い。 

…クチナガフウライ T. pfluegeri Robins and de Sylva 

 

e-2. 第 1 背鰭前部の鰭条条は体高よりやや高いかほぼ同じ高さで、後方に至るに

したがって次第に低くなる。肛門は第 1 臀鰭起部の直前に位置する。第 2 背

鰭と第 2 臀鰭はほぼ対位する。 

 

h-1. 胸鰭は幅広く、先端は円い。第１背鰭および第１臀鰭の先端は円みを

おびる。 

 …ニシマカジキ T. albidus Poey 

 

h-2. 胸鰭は幅狭く、先端は尖る。第１背鰭および第１臀鰭の先端は尖る。 

…マカジキ T. audax (Phillipi) 

 

d-2. 第 1 背鰭前部は体高より低い。体の側扁度は著しくない。眼前部から第 1 背鰭

起部に至る頭部外縁は極めて著しく隆起する（クロカジキ属 Makaira）。 

 

i-1. 胸鰭は体側に接着させ得る。側線は１本でなく複雑である。 

 

j-1. 側線は単純なループ状である。 

…クロカジキ M. mazara (Jordan and Snyder) 

 

j-2. 側線は複雑な網目状である。 

…ニシクロカジキ M. nigricans 

 

i-2. 胸鰭は体側に対してほぼ垂直に直立し、体側に接着させ得ない。側線は不明

瞭であるが、1 本ある。 

…シロカジキ M. indica (Cuvier) 

 

  

 カジキ類の外部形態による検索は、この類の外部形態が魚の成長とともに著しく変化す



 

 

るので、全成長段階に適用できる検索を作成することは困難である。ここに示した検索は

ほぼ成魚のみに適用できるものである。将来各成長段階について充分な資料が得られたな

らば、各成長段階に応じた検索を案出することが望ましい。 

 

 

３）種の記載 

 

1) メカジキ（第 14 図）Xiphias gladius Linnaeus 

 

第 14 図．メカジキ Xiphias gladius 

 

 

 

呼称： メカ、メカジキ（東京）； ツン（西日本）； ゴト（鹿児島）； シュウトメ（紀

州）； メサラ（神奈川） 

Pezespada（スペイン）； Peixe espada（ブラジル）； Broadbill swordfish、

Swordfish（カナダ・アメリカ）； Espadon（フランス）； 丁挽旧旗魚、白肉丁

版（台湾） 

 

外部形質： 第 1 背鰭 38～45 鰭条条（最前の 3 鰭条条は完全な棘、つづく 10 条条内外は

軟条条となり、以後は再び棘となる。第 1 背鰭鰭条条は成魚になるにしたがって、後方に

おいて皮下に埋没する傾向がある。体長 1m 内外の個体で調べたところでは、第 1 背鰭は

41～49 鰭条条であった）。第 2 背鰭 4～5 軟条条。第 1 臀鰭 12～16 鰭条条（最前の 2 鰭条

条は棘、ついで 7 条条前後は軟条条となり、再び後方では棘となる）。第 2 臀鰭 3～4 軟条

条。胸鰭 17～19 軟条条。 

 体は伸長し（体長※13は体高の 4.5～5.3 倍）ほぼ円柱状である（体長は体幅※の 7.4～8.7

倍）。吻は非常に長く（頭長※は上顎長の 0.41～0.51 倍）、扁平である。下顎は上顎よりも

著しく短いが、やや突出する。主上顎骨後縁は眼の後縁下よりも後方に達する。体長 1m 前

                                                  
13 体長：下顎先端から尾又まで。頭長：下顎先端から鰓蓋後端まで。上顎長：上顎先端か

ら眼の後縁まで。体高：最大体高。体幅：胸鰭基部における体の厚さ。 



 

 

後のものではまだ小棘を具えた鱗を有するが、成長とともにそれらは退化消失の傾向を示

す。側線は甚だ明瞭であるが、少なくとも体長 1m 内外の個体では、波状の曲線として縦走

するのが認められる。体長 1m 内外のものではまだ微小な鑪状歯があるが、成長とともにそ

れらは退化消失の傾向を示す。頭は大きく（体長は頭長の 3.7～4.3 倍）、眼も大きい。胸鰭

は下位でかなり長く（頭長は胸鰭長の 1.2～1.4 倍）、鎌状を呈し、自然の状態では後下方に

向かい、やや強直性を有する。第 1 背鰭は前方では体高よりやや高いが、急に高さを減じ

て第 2 背鰭よりはるか前方で終わる。第 2 背鰭は小さく、第 2 臀鰭とほぼ同形同大である

が、後者は前者よりやや前方に位置する。第 1 臀鰭や中庸大で幅の広い鎌状を呈する。尾

鰭は強大で深く二叉する。尾柄部はやや扁平で、両側に１つづつ大きな隆起がある。尾柄

部の腹側と背側に１つづつ欠刻がある。 

 第 1 背鰭の鰭膜は濃褐色、その他の各鰭も褐色ないしは黒褐色を帯びる。体の側面は黒

褐色で、腹側は淡褐色であるが、その境界は不明瞭である。 

 

内部形偵： 嗅房は典型的な放射状で、ほぼ 37～39 の嗅板からなる。嗅板上には肉眼で毛

細血管が明瞭に認められる。 

 腹腔は非常に広く、胃は長大で、腸は細長く幾重にも折れ曲がり、直腸部は著しく太い。

幽門垂は大きな一塊をなし、無数の小盲管からなる。肝臓は大きく、その中葉がやや突出

する。胆嚢は細長く、長楕円形の先端部のみが腹側から見える。脾臓は胆嚢の裏側に位置

するので腹側からは見えない。鰾は細長い袋状である。生殖巣は左右相称である。腎臓は

脊椎骨の下に位置し非常に細長い。肛門は第１臀鰭起部に接近している。 

 頭蓋骨は油気が多く、やや強固で、吻部が伸長し、眼後部が短く、せつじゅ隆起と翼耳

骨隆起は頭蓋骨背面後端部でやや発達する。上耳骨と翼耳骨の後突起はあまり発達しない

が、上後頭骨隆起はやや発達する。副楔骨の背面の隆起は厚くて低い。基低楔骨は腹方突

起を欠く。鼻骨は前上顎骨に沿って前方に伸長する。鋤骨腹面と腹楔骨腹面の前端部はき

わめて幅広い。 

 脊椎骨は 15＋11＝26 または 16＋10＝26。中央部の脊椎骨の神経棘と血管棘はやや扁平

である。前神経関節突起は斜上前方に突出し、その直前の脊椎骨の神経棘とわずかに重な

る。後神経関節突起は強く上方に伸び、その長さは前神経関節突起よりやや小さい。翼状

突起は発達しない。最初の 1 個と最後の 2 個の下尾軸骨が下尾軸骨板から分離している。 

 

最大体長： 1953 年 5 月 7 日、チリのイキイケで全長約 4.5ｍ、体重約 536ｋｇのものが

漁獲された記録がある（Schwartz, 1961）。 

 

分布： 本種は全世界の熱帯・温帯さらには寒帯にまで広く分布し、かなり沿岸まで回遊

する。また、地中海・黒海・紅海などのいわゆる附属海にも出現する。 

 本種の仔稚魚は、メキシコ湾やメキシコ湾流域（Arata, 1954）、北西大西洋の温帯域



 

 

（Tåning, 1955）、北西太平洋の熱帯・温帯域（Nakamura et al, 1951; 矢部, 1951; 矢部

他, 1959）などから報告されている他、インド洋（Jones and Kumaran, 1962）からも採集

されている。 

 

付記： 本種は成長に伴って顕著な形態の変化を示す。成長と共に両顎の形態と体形が大

きく変化し、各鰭の分化がすすむ。 

 

2) バショウカジキ Istiophorus platypterus (Shaw and Nodder) （第 15 図） 

 

第 15 図．バショウカジキ Istiophorus platypterus 

 

 呼称： バショウカジキ（東京）； アキタロウ（鹿児島）； カンヌシ（富山県魚津）； 

コウモリ（出雲）； スギヤマ（紀州）； ハイオ（壱岐）； バレン（関西）； ナ

イラゲ、ノウラゲ（高知） 

Sailfish（南ア連邦、ハワイ、フィリピン）； Pacific Sailfish（米国）； Malasugi

（フィリピン土語）； 東方旗魚（中国）； 雨傘旗魚（台湾）。 

 

 外部形質： 第 1 背鰭 42～48 鰭条条（最前の 3 鰭条条は棘条条、つづく 9 条条内外に軟

条条となり、その後方は再び棘条条となる。以下の種でもほぼ同様である）。第 2 背鰭 6～7

軟条条。第 1 臀鰭 12～15 鰭条条（最前の 2 鰭条条は棘条条、それ以後は軟条条となる。以

下の種でもほぼこれと同様である）。第 2 臀鰭 6～7 軟条条。胸鰭 17～20 軟条条。腹鰭 1

棘 2 軟条条。 

 体は長く（体長は体高の 6.4～7.2 倍）、側扁度は著しい（体長は体幅の 15.5～21.2 倍）。

吻は長く（頭長は上顎長の 0.8 倍前後）。その横断面はほぼ丸い。鱗は１尖頭のものが多く、

先端はあまり鋭くなく、その配列はやや疎である。体長 80cm 内外の個体の鱗は、まだ種の

特長を示していない。両顎と口蓋骨に微小な鑢状歯がある。側線はかなり明瞭で、胸鰭の

上方で湾曲し、以後尾部まではほぼ直走する。頭は大きく（体長は頭長の 4.3～4.8 倍）。眼



 

 

は中庸大。眼前部から第 1 背鰭起部に至る頭部外縁上の隆起はやや著しい。尾鰭は強大で、

深く二叉し、尾柄部附近の両側にそれぞれ 2 条条づつの隆起線がある。胸鰭はやや下位で、

かなり長く（頭長は胸鰭長のほぼ 1.2～1.4 倍）、その先端は尖る。第 1 背鰭は帆状を呈し、

前方で高く、次第に湾曲して中央部で最も高くなり、徐々に弧状に高さを減じ、第 2 背鰭

起部直前で終わる。第 2 背鰭は小さく、第 2 臀鰭とほぼ同形同大で、前者は後者よりもや

や後方に位置する。第 1 臀鰭は中庸大で、その先端は尖る。腹鰭は胸鰭よりも著しく長く、

ほぼ肛門に達し、その鰭膜はよく発達する。 

 第 1 背鰭の鰭膜は濃青色で、その上に小黒点が散在する。その他の各鰭はおおむね黒褐

色で、ときには濃青色を帯びる。第 1 臀鰭基底部と第 2 臀鰭基底部は銀白色を帯びる。体

側には淡青色の数個の円点からなる横縞模様が十数列あるが、個体によって明瞭さが異な

る。体の背面は黒青色、体側は褐色がかった淡青色、腹側は銀白色である。 

 

内部形質： 嗅房は放射状で、嗅板数は 48 内外である。肉眼では嗅板上に毛細血管を認

め得ない。 

 腹腔は著しく長く、肛門を超えて第 2 臀鰭基底部中間にまで達する。胃は非常に長大で

ある。幽門垂は大きく、やや細長い一塊をなし、無数の小盲管からなる。肝臓は右葉が著

しく長く、左葉もかなり長いが、中葉はほとんど突出しない。胆嚢は非常に細長い。脾臓

は細長い三角形で腹側からはっきり見える。腸は細く、2 つの湾曲部をもつが、直腸ははっ

きりしない。生殖腺は左右相称である。鰾は多泡状でほぼ全腹腔の背面にわたり、後方は

第 2 臀鰭起部あたりまで達している。腎臓は脊椎骨下に位置し、非常に細長い。肛門は第 1

臀鰭起部に近接して位置する。 

頭蓋骨は強固で吻部が伸長し、眼後部が短く、幅が狭くて細長い。鋤骨腹面および副楔

骨腹面の前端部の幅はやや狭い。せつじゅ隆起と翼耳骨隆起はほぼ平行に走る。中央部脊

椎骨の神経棘と血管棘はほぼ三角形で、翼状突起はあまり発達しない。脊椎骨数は 12＋12

＝24。 

 

 最大体長： 尾叉長で 2.8m くらいに達するといわれる。本研究中に測定した最大のもの

は体長で 219.7cm（尾叉長に換算して約 2.6m）であった。 

 

 分布： インド・太平洋の熱帯・亜熱帯・温帯域に広く分布する。沿岸海域を回遊する

傾向が強く、洋心部ではあまり漁獲されない。ニューギニア近海、ソロモン群島、フィリ

ピン近海から日本近海にかけての黒潮流域、および中米太平洋沿岸などはこの魚の回遊域

として知られている。オーストラリア・タヒチ・ハワイなどにも出現するが、南米太平洋

沿岸にはほとんど出現しない。インド沿岸やセイロン近海にも出現する。日本海でも秋に

なると対馬海流域で獲れる。稀には瀬戸内海にも出現する。 



 

 

 仔稚魚※14はフィリピンから南日本にかけての黒潮流域やバンダ・フロレス海などで多く

採集されている（Ueyanagi, 1962b）。インド洋ではスマトラ西方沿岸、インド西岸、マダ

ガスカル近海などで採集されている（Jones and Kumaran, 1962b） 

 

 

 

3) ニシバショウカジキ Istiophorus albicans   （第 16 図） 

 

第 16 図．ニシバショウカジキ Istiophorus albicans 

 

 呼称： Aguhhao de veaa, Agulhao（ブラジル）； Sailfish, Billfish（英領西インド諸

島）； Aguja voladora（キューバ）； Voilier（フランス）； Sailfish、 Atlantic 

sailfish（米国） 

 

 外部形質： 第 1 背鰭 42～47 鰭条条。第 2 背鰭 6～7 軟条条。第 1 臀鰭 11～15 鰭条条。

第 2 臀鰭 6～7 軟条条。胸鰭 17～20 軟条条。腹鰭 1 棘 2 軟条条。 

 体は長く（体長は体高の 6.4～7.3 倍）、側扁度は著しい（体長は体幅の 17.4～23.0 倍）。

吻は長く（頭長は上顎長のほぼ 0.77～093 倍）。その断面は丸い。鱗は多くは１尖頭形で、

先端はあまり鋭くなく、やや疎に並ぶ。鱗の形態もその配列様式もほとんどバショウカジ

キのそれらと同じで区別がつかない。両顎と口蓋骨に微小な鑢状歯がある。側線は胸鰭の

上方あたりで湾曲し、以後は尾部まで直走する。頭は大きく（体長は頭長のほぼ 4.0～4.6

倍）。眼は中庸大。頭部の眼上域はやや隆起する。尾鰭は強大で、深く二叉し、尾柄部附近

の両側に 2 対の隆起がある。胸鰭はやや下位で、かなり長く（頭長は胸鰭長の 1.1～1.5 倍）、

先端は尖る。第 1 背鰭の形には個体差がみられ一概に記述するのは困難であるが、ほぼバ

ショウカジキのものと同様である。第 1 背鰭は中央部で最も高く、体高よりもはるかに高

く、帆状を呈し、その外廓は前半ではくぼみ、後半では隆起し、第 2 背鰭起部の直前で終

                                                  
14体長 30cm 位までの若魚は向光性が強く、集魚灯によってしばしば採集される。 



 

 

わる。第 2 背鰭と第 2 臀鰭は小さく、同形同大で、後者は前者よりもやや前方に位置する。

第 1 臀鰭は中庸大で、その先端は尖り鎌状を呈する。腹鰭は胸鰭よりも著しく長く、ほぼ

肛門に達し、その鰭膜はよく発達する。 

 第 1 背鰭の鰭膜は濃青色ないし黒青色で、その上に小黒点が散在する。その他の各鰭は

ほぼ黒褐色である。第 1 臀鰭基底部と第 2 臀鰭基底部は多少銀白色を帯びる。体側には淡

青色ないしはコバルト色の数個の斑点からなる横縞模様が十数列あるが、これには個体差

がある。体の背側は濃青色、体側は褐色がかった青色、腹側は銀白色である。 

 

内部形質： 嗅房は放射状型で 47 内外の嗅板よりなる。肉眼では嗅板上にも毛細血管は

認められない。内臓の形態はバショウカジキのそれとほぼ同様である。生殖巣は左右相称

である。肛門は第 1 臀鰭起部に近接して位置する。 

頭蓋骨は強固で、吻部が伸長し、眼後部が短く、全体として細長い。鋤骨腹面および副

楔骨腹面の前端部の幅はやや狭い。せつじゅ隆起と翼耳骨隆起はほぼ平行に走る。 

中央部脊椎骨の神経棘と血管棘の形状はほぼ三角形で、翼状突起はほとんど発達しない。

脊椎骨数は 12＋12＝24。 

 

 最大体長： 尾叉長でほぼ 2.5m になるといわれる。本種の最大体長は太平洋産のバショ

ウカジキよりも小さいといわれる（LaMonte, 1945, 1952）。本研究中に測定した最大体長

は 200cm であった。バハマで全長約 3m のものが漁獲された記録がある（Schwartz, 1961）。 

 

 分布： 大西洋の熱帯から温帯に及んで広く分布する。とくに、メキシコ湾・カリブ海・

西インド諸島・フロリダ近海などに多い。北方ではニューイングランド近海でとれた記録

がある（Baird, 1873;  Kendall, 1908;  Nichols and Breder, 1927）。また地中海への回遊

も知られているが、報告は少ない。 

 標識放流の結果（Mather, 1960）から推定すると、本種はマグロ類が行うような大規模

な渡洋回遊を行わないもののようである。 

 

 付記： 本種は大西洋域のマグロ延縄漁業でかなり漁獲されている。インド・太平洋域

のものとの区別を明確にするために、ニシバショウなる和名を与えるよう提唱する。 

 成魚期のものはインド・太平洋域のバショウカジキに酷似し、両種を区別する明確な種

的差異は見出し得ぬ状態にある。しかし、少なくとも体長 90cm 前後の段階では、本種がイ

ンド・太平洋域のものより長い胸鰭と大きな尾鰭をもつため、両者をこれらの形質によっ

て明確に区分できる。 

 

 

4) フウライカジキ Tetrapturus angustirostris Tanaka （第 17 図） 



 

 

 

第 17 図．フウライカジキ Tetrapturus angustirostris 

 

 呼称： スギヤマ（東京、神奈川県三崎）； フウライカジキ※15（一般） 

Shortnose spearfish、Slender spearfish（ハワイ）； Shortbill spearfish（Robins 

and DeSylva, 1960; Jones and Silas, 1962; Howard and Ueyanagi, 1965）； 

Japanese spearfish（Jordan and Evermann, 1926）； 狭吻四鰭旗魚（中国） 

 

 外部形質： 第 1 背鰭 47～50 鰭条条。第 2 背鰭 6～7 軟条条。第 1 臀鰭 12～15 鰭条条。

第 2 臀鰭 6～7 軟条条。胸鰭 18～19 軟条条。腹鰭 1 棘 2 軟条条。 

体は長く、体高は著しく低く（体長は体高の 8.3～10.4 倍）、側扁度も著しく大きい（体

長は体幅の 16.1～22.2 倍）。吻は短く（頭長は上顎長の 1.6 倍内外）、その横断面は円い。

体表に細長い骨質鱗を被り、鱗の先端は 3～5 尖頭に分かれ、それらの鱗が体表に密に分布

する。両顎と口蓋骨に微小な鑢状歯がある。側線は胸鰭の上方で湾曲し、以後尾部までは

直走する。頭は大きく（体長は頭長のほぼ 4.2～4.7 倍）。眼は中庸大である。頭部眼上の隆

起はなく、吻部から第 1 背鰭起部に至る頭部外縁は直線状である。尾鰭は大きく、深く二

叉するが上下両葉の幅はやや狭い。尾柄部附近の両側にそれぞれ二条条の隆起がある。胸

鰭はやや下位で短く（頭長は胸鰭長の 1.6～2.3 倍）、先端は尖る。第 1 背鰭は前鰓蓋骨後縁

上方に始まり、前端部は体高よりやや高く、以後第 10 鰭条条の前後まではやや低くなり、

再びやや高くなり、ほぼ同じ高さを保って第 2 背鰭起部の直前で終わる。第 2 背鰭と第 2

臀鰭は小さく、ほぼ同形同大で、後者は前者より基底の長さの半分ほど前方に位置する。

第 1 臀鰭はやや小さく鋭い鎌形である。腹鰭は胸鰭より長い。 

 第 1 背鰭の鰭膜は濃青色で斑点は存在しない。その他の各鰭は褐色ないしは黒褐色であ

る。第 1・第 2 臀鰭の基底部は銀白色を帯びている。体の背側は濃青色で、体側はやや褐色

がかった青色、腹側は銀白色である。 

 

内部形質： 嗅房は放射状型で 45～47 内外の嗅板からなる。嗅板上には肉眼では毛細血

管が認められない。内臓の形態はほぼバショウカジキのそれと同じであるが、生殖腺が左

右不相称で Y 字型をなし、左側の生殖腺の発達が著しい。肛門は第 1 臀鰭よりかなり前方

                                                  
15 マグロ延縄漁業者にはサンマカジキと呼ぶ人々が多い。 



 

 

に位置する。 

頭蓋骨は強固で、吻部が伸長し、眼後部が短く、全体として細長い。せつじゅ隆起と翼

耳骨隆起は額骨との縫合部附近で接近する。鋤骨腹面および副楔骨腹面の前端部の幅が狭

い。額骨背面に細長い小さな隆起線が発達する。 

中央部脊椎骨の神経棘と血管棘は高さの低い平行四辺形で、翼状突起はほとんど発達し

ない。脊椎骨数は 12＋12＝24。 

 

 最大体長： 尾叉長で約 2m になるといわれる。 

 

 分布： インド・太平洋の熱帯から温帯に及ぶ海域に広く分布する。外洋性が強く、沿

岸海域にはあまり出現しない。 

 

 付記： 本種も成長に伴って体形に著しい変化が現れる。稚魚期から若魚期にかけて一

旦上顎が著しく伸長し、成体では短くなる（第 18 図）。 

 

 
第 18 図．フウライカジキの成長に伴う外形の変化 



 

 

 

 

 

5) チチュウカイフウライ Tetrapturus belone Rafinesque （第 19 図） 

 

第 19 図．チチュウカイフウライ Tetrapturus belone 

 

 呼称： Aouglia imperiale（イタリア）； Mediterranean spearfish（Robins and DeSylva, 

1963） 

 

 外部形質： 第 1 背鰭 39～46 鰭条条（通常 41～46 鰭条条）。第 2 背鰭 5～7 軟条条（通

常 6 軟条条）。第 1 臀鰭 11～16 鰭条条（通常 12～15 鰭条条）。第 2 臀鰭 6～7 軟条条。胸

鰭 16～20 軟条条（通常 17～18 軟条条）。 

肛門は第 1 臀鰭起部よりはるかに前方にあり、肛門と臀鰭起部との間隔は、第 1 臀鰭の

高さに等しいかそれを越える。第 1 背鰭に斑点はなく、全体の形はフウライカジキのそれ

に似るが、高さはクチナガフウライのそれより低い。第 1 背鰭の第 25 鰭条条の高さは、体

長 126.8cm のものでは体長の 13％、170cm 以上のものでは 5～6％である。胸鰭は小さく

（体長の 10～13％）、上縁は湾曲し、下縁は真直ぐで、先端は尖る。第 1 背鰭起部から眼

前部にかけての頭部外縁は直線的である。吻は短く、上顎長は体長の 15～20％である。第

1 背鰭は低く、体長の 7.2～9.3％。側線の湾曲部は胸鰭中央部と先端部の間で終わる。 

体は背側が灰青色で、腹側は白濁色または灰色である。 

 

内部形質： 肉の色は側線の下の部分のほかは白っぽい。 

 

 最大体長： 186.8cm が記録されている（Robins and DeSylva, 1963）。 

 

 分布： 知られた限りでは、本種の分布域は地中海のみとなっている。 

 

 付記： フウライカジキ T. angustirostris やクチナガフウライ T. pfluegeri によく似



 

 

ている。和名としてチチュウカイフウライを提唱する。 

 

 

6) クチナガフウライ Tetrapturus pfluegeri (Robins and DeSylva) （第 20 図） 

 

第 20 図．クチナガフウライ Tetrapturus pfluegeri 

（中村他、1968 より） 

 

呼称： クチナガフウライ（Howard and Ueyanagi, 1963） 

Longbill spearfish（Robins and DeSylva, 1963） 

 

 外部形質： 第 1 背鰭 44～50 鰭条条。第 2 背鰭 6～7 軟条条。第 1 臀鰭 13～17 鰭条条。

第 2 臀鰭 6～7 軟条条。胸鰭 17～21 軟条条。腹鰭 1 棘 2 軟条条。 

 体は長く（体長は体高の 6.6～9.7 倍）、側扁の度が著しい（体長は体幅の 11.8～21.3 倍）。

吻はやや長く（頭長は上顎長の 0.9～1.2 倍）、その横断面はほぼ円い。体表は細長い骨質鱗

を被り、鱗の先端はやや開き 2～5 尖頭に分かれ、それらの鱗が体表に密に分布する。両顎

と口蓋骨には微小の鑢状歯がある。側線は胸鰭の上方で湾曲し、以後は尾部まで直走する。

頭は大きく（体長は頭長の 4.0～4.4 倍）、眼は中庸大である。第 1 背鰭起部から眼前部に至

る頭部外縁はほぼ一直線上である。尾鰭は強大で深く二叉し、尾柄部附近の両側にそれぞ

れ 2 条条ずつ隆起線がある。胸鰭はやや下位で長く（頭長は胸鰭長の 1.0～1.4 倍）、その形

には個体変異が多く、その先端は円いものが多い。第 1 背鰭は前鰓蓋骨後縁の上方に始ま

り、前端部は体高より高く、そのあとはやや低くなり、以後ほぼ同じ高さを保って第 2 背

鰭起部の直前で終わる。第 1 背鰭の形態にも個体変異が多い。第 1 臀鰭はやや大きく、先

端は円味をおびることが多いが、その形には個体変異が多い。第 2 臀鰭と第 2 背鰭はほぼ

同形同大で、前者の方が後者より基底の 1/3 ほど前方に位置する。腹鰭は胸鰭とほぼ同長か、

それよりやや長い。 

 第 1 背鰭の鰭膜は濃青色で斑点はない。第 2 背鰭も濃青色である。胸鰭は黒褐色、とき

に灰白色をおびる。第 1 臀鰭は先端部が濃青色で基底部は灰白色である。第 2 臀鰭は先端

部が黒褐色で、基底部は銀白色である。尾鰭は黒褐色で腹鰭は黒青色である。体の背側は

黒青色、体側はやや褐色がかった銀白色、腹側は銀白色である。 



 

 

 

 内部形質： 嗅房は放射状で 46～50 の嗅板からなる。肉眼では嗅板上に毛細血管の分布

は認められない。内臓の形態はバショウカジキのものとほぼ同様であるが、生殖腺は左右

不相称で Y 字型をなし、左側の生殖腺の方が右側のものより大きい。肛門は第 1 臀鰭より

かなり前方に位置する。 

 頭蓋骨は強固で吻部が伸長し、眼後部が短く、全体として細長い。せつじゅ隆起と翼耳

骨隆起は額骨との縫合部附近でかなり接近する。鋤骨背面と副楔骨腹面の前端部はやや幅

狭い。額骨上に細長い小さな隆起線が発達する。 

 中央部脊椎骨の神経棘と血管棘はやや脊の高い平行四辺形で、翼状突起の発達が悪い。

脊椎骨数は 12＋12＝24。 

 

 最大体長： 体長 183.7cm のものが記録されている。 

 

 分布： Robins and DeSylva （1963）によって新種として報告された。当時には北西

部大西洋にのみ分布するものとされていたが、その後熱帯から温帯に及ぶ南北大西洋に広

く分布することが明らかにされた。 

 

 付記： 本種も和名は 1963 年 2 月 18～22 日に高知市で開催されたマグロ漁業研究協議

会でクチナガフウライとするよう提唱された。 

 体長 36.8cm の個体が Robins and DeSylva（1963）によって報告されているが、これよ

り小さいものについてはまだ知られていない。 

 

7) ニシマカジキ Tetrapturus albidus (Poey) （第 21 図） 

 

第 21 図．ニシマカジキ Tetrapturus albidus （中村他、1968 より） 

 

呼称： White marlin（英領インド諸島、米国）； Aguja de paladar； Aguja blanca （キ

ューバ） 



 

 

 

 外部形質： 第 1 背鰭 38～46 鰭条条。第 2 背鰭 5～6 軟条条。第 1 臀鰭 12～17 鰭条条。

第 2 臀鰭 5～6 軟条条。胸鰭 18～21 軟条条。腹鰭 1 棘 2 軟条条。 

 体は長く（体長は体高の 5.6～7.3 倍）、側扁度がやや著しい（体長は体幅の 11.4～19.4

倍）。吻は長く（頭長は上顎長の 0.78～0.99 倍）、その横断面はほぼ円形である。鱗は体表

に密に分布し、その先端は鋭く尖る。両顎と口蓋骨に微小な鑢状歯がある。側線は胸鰭の

上方で湾曲し、それより後方部は直走して尾鰭基部に至る。頭は大きく（体長は頭長の 3.7

～4.3 倍）、眼は中庸大である。第 1 背鰭起部から眼前部にいたる頭部外縁はやや隆起する。

尾鰭は強大で深く二叉し、尾柄部附近の両側に 2 条条ずつの隆起線がある。胸鰭はやや下

位で長く（頭長は胸鰭長の 0.9～1.5 倍）、先端は多少とも円味をおび、その形は個体変異に

富む。第 1 臀鰭はやや大きく、先端は多少とも円味をおび、その形は変異に富む。第 2 背

鰭と第 2 臀鰭はほぼ同形同大であり、後者の方が前者よりやや前方に位置する。腹鰭は胸

鰭とほぼ同長である。 

 第 1 背鰭の鰭膜は濃青色で、黒色の斑点が散在する。第 2 背鰭も濃青色である。胸鰭は

黒褐色で、ときには灰白色をおびる。第 1 臀鰭は先端部が濃青色で基底部は灰白色である。

第 2 臀鰭は先端部が黒褐色で基底部は銀白色である。尾鰭は黒褐色でときには濃青色をお

びる。腹鰭は黒青色である。体の背側は黒みがかった濃青色、体側は褐色がかった銀白色、

腹側は銀白色である。 

 

 内部形質： 嗅房は放射状で 44～50 の嗅板からなる。嗅板上にははっきりした毛細血管

の分布は認められない。内臓の形態はほぼバショウカジキのものと同様であり、生殖腺は

左右相称である。肛門は第 1 臀鰭の基部の直前に位置する（やや前方に開く個体も若干見

られた）。 

 頭蓋骨は強固で吻部が伸長し、眼後部が短く、全体としてはやや細長い形をそなえる。

鋤骨腹面と副楔骨腹面の前端部はやや幅が狭い。せつじゅ隆起と翼耳骨隆起はほぼ平行す

る。額骨背面上に細長い小さな隆起線がやや発達する。 

 中央部脊椎骨の血管棘および神経棘は脊の高い平行四辺形で、翼状突起の発達は悪い。

脊椎骨数は 12＋12＝24。 

 

 最大体長： La Monte（1955）および Schwartz（1961）によると、全長または標準体

長で約 2.6m に達するといわれる。 

 

 分布： 地中海を含めて南北大西洋の熱帯から温帯に及ぶ全域に分布する。標識放流実

験の結果（Mather, 1960）によれば、本種はマグロ類のような大規模の回遊を行わないも

ののようである。 

 



 

 

 付記： 本種の和名は 1963 年 2 月 18～22 日に高知市で開かれたマグロ漁業研究協議会

でニシマカジキとするように提唱された。 

 

 

8) マカジキ Tetrapturus audax (Philippi) （第 22 図） 

 

第 22 図．マカジキ Tetrapturus audax (Philippi) 

 

呼称： マカジキ（一般）； ハイオ、アメナシ（対馬・天草）； カジキ（東京）； ナイ

ラギ、ナイラゲ（紀州・土佐）； ノウラギ（紀州・伊勢）； マグラ、マザラ（神

奈川県） 

Pez aguja（チリ）； Pacific striped marlin、Barred marlin（ハワイ）； Striped 

marlin、Pacific striped marlin （米国）； 箕作氏検魚（中国）； 紅肉旗魚、紅

肉丁版（台湾） 

 

 外部形質： 第 1 背鰭 37～42 鰭条条。第 2 背鰭 6 軟条条。第 1 臀鰭 13～18 鰭条条。第

2 臀鰭 5～6 軟条条。胸鰭 18～22 軟条条。腹鰭 1 棘 2 軟条条。 

 体は長く（体長は体高の 5.9～7.3 倍）、側扁度がかなり大きい（体長は体幅の 10.6～16.3

倍）。吻は長く（頭長は上顎長の 0.88～0.99 倍）、その横断面はほぼ円形である。鱗は体表

に密に分布し、その先端は鋭い。体長 1m 以下の個体では、鱗はまだ種の特長を示していな

い。両顎と口蓋骨に微小な鑢状歯がある。側線は胸鰭の上方で湾曲し、その後部は直走し

ている。頭は大きく（体長は頭長の 3.6～3.8 倍）、眼は中庸大である。第 1 背鰭起部から眼

前部にいたる頭部外縁はやや著しく隆起する。尾鰭は強大で深く二叉し、尾柄部附近の両

側にはそれぞれ 2 条条ずつの隆起線がある。胸鰭はやや下位で頭よりやや短く（頭長は胸

鰭長の 1.14～1.99 倍）、その先端は尖る。第 1 背鰭は前鰓蓋骨の後縁上方に始まり、前端部

は体高より高く、後方にいくにしたがって徐々に低くなり、第 2 背鰭の起部直前で終わる。

第 1 臀鰭はやや大きくて鎌状をなし、その先端は尖る。第 2 背鰭と第 2 臀鰭はほぼ同形同

大で、後者は前者よりわずかに前位にある。小さな個体では腹鰭は胸鰭より長いが、大き



 

 

な個体では反対である。 

 第 1 背鰭の鰭膜は濃青色で、体の背側は黒みがかった濃青色で腹側にいたるにしたがっ

て銀白色となる。体側に明瞭なコバルト色の 10 数条条の横帯がある。各鰭は黒褐色で、鮮

時には濃青色をおびる。第 1 臀鰭と第 2 臀鰭の基底部は銀白色をおびる。 

 

 内部形質： 嗅房は放射状で 46～51 の嗅板からなる。嗅板上にはっきりした毛細血管の

分布が認められない。内臓の形態はほぼバショウカジキのそれと同様で、生殖腺は左右相

称である。肛門は第 1 臀鰭基部の直前に開く。 

 頭蓋骨は強固で吻部が伸長し眼後部が短く、全体としてはやや細長い。鋤骨腹面および

副楔骨腹面の前端部の幅はやや狭い。せつじゅ隆起と翼耳骨隆起はほぼ平行する。 

 中央部脊椎骨の神経棘と血管棘は丈の高い平行四辺形状を呈し、翼状骨はあまり発達し

ない。脊椎骨数は 12＋12＝24。 

 

 最大体長： 尾又長で約 3m に達するといわれる。 

 

 分布： インド・太平洋の熱帯から温帯にわたって広く分布する。太平洋における主な

分布域は南北太平洋にわたって馬蹄形にみとめられる（Howard and Ueyanagi, 1965）。 

 稚仔魚は北太平洋ではマリアナ諸島、カロリン諸島、ウェーク島および小笠原諸島に囲

まれる海域で多く採集されている（Ueyanagi, 1963a）。また、インド洋ではスマトラ島の

西側とマダガスカル近海で多く採集されている（Jones and Kumaran, 1962b）。 

 

 付記： 上村・本間（1958）および本間・上村（1958）は、太平洋の南北両半球に分布

するマカジキについて比較研究し、胸鰭の長さのちがいと２・３の生態的な差異をあげ、

南北両太平洋に分布するものが、高度に隔離された状態にあり、種の段階(1)として分化して

いる可能性が考えられると述べている。しかし、分類学的な考察は行っていない。充分な

資料をあつめて、分類学的研究を行う必要がある。 

 

 

9) クロカジキ Makaira mazara (2) 

                                                  
(1) 南北太平洋に分布するものが T. audax とされた理由は、胸鰭の長さが成長に伴って変化

することにある。 
(2) mazara については問題がある。Jordan and Evermann（1926）が Type として掲げて

いる写真は明らかにマカジキであってクロカジキではない。 



 

 

第 23 図．

クロカジキ Makaira mazara 

 

呼称： カツオクイ、カトクイ（紀州）； クロカワ（東京）； ゲンバ（鹿児島） 

Pez zuncho（チリ）； Blue marlin（米国）； Marlin negro（メキシコ）； 藍

検魚（中国）； 鳥皮旗魚（台湾） 

 

 外部形質： 第 1 背鰭 40～44 鰭条条。第 2 背鰭 6 軟条条。第 1 臀鰭 12～15 鰭条条。第

2 臀鰭 6～7 軟条条。胸鰭 21～23 軟条条。腹鰭 1 棘 2 軟条条。 

 体は長く（体長は体高の 4.0～4.4 倍）、側扁度は小さい（体長は体幅の約 10 倍）。吻(3)

は長く（頭長は上顎長の 0.9 倍内外）、その横断面はほぼ円形である。鱗(4)は体表に密に分

布し、その先端は長くて鋭い。両顎と口蓋骨には微小な鑢状歯がある。側線(5)はやや複雑な

ループ状をなし、皮下に埋没し、表皮が剥がれると現れる。頭は大きく（体長は頭長の 4.0

～4.4 倍）、眼は中庸大である。第 1 背鰭起部から眼前部に至る頭部外縁は著しく隆起する。

尾鰭はすこぶる強大で二叉し、尾柄部附近の両側にそれぞれ 2 条条ずつの隆起線がある。

胸鰭はやや下位で、体調 1m 内外の小さな個体では短いが（頭長は胸鰭長の 2 倍内外）、体

調 1.9m 内外の大きな個体では長く（頭長と胸鰭長はほぼ等しい）、先端は尖る。第 1 背鰭

は前鰓蓋骨の後縁上方に始まり、前端部は体高より低く、尖り、後方に向かって高さを減

じ、第 2 背鰭基部のやや前方で終わる。第 1 臀鰭は大きく、三角形で、その先端は尖る。

第 2 背鰭と第 2 臀鰭ほぼ同形同大で、後者は前者よりもやや前方に位置する。大きな個体

では腹鰭は胸鰭より短い。 

 第 1 背鰭の鰭膜は黒味をおびた濃青色で、その他の各鰭は黒褐色をおび、ときに濃青色

をおびる。体の背側は黒青色(1)で、腹面は銀白色である。体側には十数条条のコバルト色の

横帯があるが、マカジキほどには鮮明でない。 

 

                                                  
(3) スズメカジキと漁業者が呼ぶ幼魚期には上顎は短く、体長 1m 内外をすぎると上顎が伸

長しはじめる。 
(4) 他種に比べてやや剥離し易い。 
(5) 個体差があって皮下に埋没していないものもみられる。 
(1) 鱗が剥離すると褐色となる。 



 

 

 内部形質： 嗅房は放射状で 48～51 の嗅板からなる。嗅板上にハッキリした毛細血管の

分布は認められない。内臓の形態はバショウカジキのそれとほぼ同様であり、生殖腺は左

右相称である。肛門は第 1 臀鰭の基部直前に位置する。 

 頭蓋骨は強固で、吻部が伸長し、眼後部は短く、全体としては幅の広い頑丈は形態をそ

なえている。鋤骨腹面と副楔骨腹面の前端部の幅が広い。せつじゅ隆起と翼耳骨隆起はほ

ぼ平行に走る。 

 中央部脊椎骨の神経棘と血管棘は丈の高い台形状で、翼状突起はきわめてよく発達する。

脊椎骨数は 11＋13＝24。 

 

 最大体長： 全長で約 4.3m に達するといわれる。1967 年 5 月 31 日焼津に水揚げされた

ジャワ近海産のものは、体長 3.51m、体重(1)490kg（内蔵、鰓、上顎、各鰭の先端を除いて）

であった。 

 

 分布： インド・太平洋の熱帯から亜熱帯にかけて広く分布する。温帯海域にはむしろ

稀である。 

 稚仔魚はインド・太平洋の熱帯海域から数多く報告されている（Jones and Kumaran, 

1962b; Ueyanagi, 1962b; Howard and Ueyanagi, 1965）。 

 

 付記： 成長に伴い体形の変化は第 24 図の如くである。吻は成長の初期にやや長く、一

度その相対的な長さを減じ、再び長くなって成魚の形となる。第 1 背鰭は幼魚期に著しく

高く、成長に伴ってその相対的な高さ

を減じ、ついに成魚の形状となる。 

 

 

第 24 図．クロカジキ Makaira 

mazara の成長に伴う外形の変化 

Fig.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
(1) 東京市場には、かつて体重（内蔵、鰓除去）670kg のものが水揚げされたことがある。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) ニシクロカジキ Makaira nigricans Lacépède 

 
第 25 図．ニシクロカジキ Makaira nigricans Lacépède 

 

呼称： Peito（マデイラ）； Aguja de caste、Castero（キューバ）； Blue marlin、Squadron

（英領西インド諸島）； Blue marlin、Cuban black marlin（米国） 

 

 外部形質： 第 1 背鰭 41～43 鰭条条。第 2 背鰭 6～7 軟条条。第 1 臀鰭 13～15 鰭条条。

第 2 臀鰭 6～7 軟条条。胸鰭 18～21 軟条条。腹鰭 1 棘 2 軟条条。 

 体は長く（体長は体高の 4.9～5.6 倍）、側扁度は小さい（体長は体幅の 9.5～12.4 倍）。

吻は長く（頭長は上顎長の 0.86～1.03 倍）、その横断面はほぼ円形である。鱗は体表に密に

分布し、その先端は長く鋭い。両顎と口蓋骨に微小な鑢状歯がある。側線は複雑な網目状

で、表皮下に埋没し、表皮が剥がれると現われる。頭は大きく（体長は頭長の 4.0～4.3 倍）、

眼は中庸大である。第 1 背鰭起部から眼前部に至る頭部外縁は著しく隆起する。尾鰭は非

常に強大で深く二叉し、尾柄部附近の両側にそれぞれ 2 条条ずつ隆起がある。胸鰭はやや

下位で長く（頭長は胸鰭長の 1.0～1.2 倍）、その先端は尖る。第 1 背鰭は前鰓蓋骨の後縁上

方に始まり、前端部は体高より低く、後方に向かって次第に低くなり、第 2 背鰭起部のや

や前方で終わる。第 1 背鰭の前端部の先端は尖っている。第 1 臀鰭は大きく三角形をなし、



 

 

その先端は尖る。第 2 背鰭と第 2 臀鰭ほぼ同形同大で、後者は前者よりもやや前方に位置

する。大きな個体では、腹鰭は胸鰭よりも短い。 

 第 1 背鰭の鰭膜は黒みがかった濃青色で、その他の各鰭は黒褐色でときに濃青色をおび

る。第 1 臀鰭と第 2 臀鰭の基底部は銀白色をおびる。体の背側は黒青色で、腹面は銀白色

である。体側に 10 数条条のコバルト色の横帯があるが、一般に不鮮明である。側線系のち

がいを除くと、本種とクロカジキの外部形態※には大きな差異は認められない。 

 

 内部形質： 嗅房は放射状で、嗅板数は 47～54 である。嗅板上にハッキリした毛細血管

の分布は認められない。嗅板の基部にわずかに毛細血管の認められるものも少数はある。

内臓の形態はほぼバショウカジキのそれに類似している。生殖腺は左右相称である。肛門

は第 1 臀鰭起部の直前に開く。 

 頭蓋骨は強固で吻部が伸長し、眼後部が短く、全体としては幅広く頑丈である。せつじ

ゅ隆起と翼耳骨隆起はほぼ平行する。鋤骨腹面と副楔骨腹面の前端部の幅は広い。 

 中央部脊椎骨の神経棘と血管棘は丈の高い台形状で、翼状突起はきわめてよく発達する。

脊椎骨数は 11＋13＝24。 

 

 最大体長： 最大体長は 3.9m に達する（Schwartz, 1961）。 

 

 分布： 南北大西洋の熱帯から温帯に及んで広く分布する。 

 

 付記： 延縄漁業によってかなり多く漁獲されている。一般にはインド・太平洋域のも

のと区別されることなくクロカジキと呼ばれているが、漁獲統計などには両者を区別する

ことが望ましいので、ここにニシクロカジキなる和名を提唱する。両者はよく似ており、

さらに充分な資料による比較研究が必要である。 

 

 

11) シロカジキ Makaira indica (Cuvier) 

 

                                                  
※ 老成した個体では、体の側扁度が本種においてやや著しいもののようである。 



 

 

第 26 図．シロカジキ Makaira indica (Cuvier) 

 

呼称： シロカワ（東京）； シロマザアラ（神奈川県三崎）； シロカジキ（紀州）； カ

タハリ（鹿児島） 

Pacific black marlin、Giant black marlin（米国）； 立翅旗魚（台湾） 

 

 外部形質： 第 1 背鰭 38～42 鰭条条。第 2 背鰭 6～7 軟条条。第 1 臀鰭 13～14 鰭条条。

第 2 臀鰭 6～7 軟条条。胸鰭 19～20 軟条条。腹鰭 1 棘 2 軟条条。 

 体は長く（体長は体高の 4.8～5.2 倍）、側扁度※はやや小さい（体長は体幅の 11.0～13.4

倍）。吻は長く（頭長は上顎長の 0.95 倍内外）、その横断面はほぼ円形である。鱗は体表に

密に分布し、その先端は長く鋭い。両顎と口蓋骨に微小な鑢状歯がある。側線は不明瞭で

あるが直線状である。頭は大きく（体長は頭長の 4.0～4.2 倍）、眼は中庸大である。第 1 背

鰭起部から眼前部にいたる頭部外縁は著しく隆起する。尾鰭はきわめて強大で深く二叉し、

尾柄部附近の両側にそれぞれ 2 条条ずつの隆起線がある。胸鰭はやや下位で長く（頭長は

胸鰭長の 1.1～1.3 倍）、その先端は尖り、体側に対してほぼ直角に直立し、体側に接着させ

ることができない。第 1 背鰭は前鰓蓋骨の後縁上方に始まり、前端部は体高より低く尖り、

後方に向って次第に高さを減じ、第 2 背鰭起部の前方で終わる。第 1 臀鰭は大きく、三角

形で、先端は尖っている。第 2 背鰭と第 2 臀鰭ほぼ同形同大で、両者はほぼ対位するか、

前者の方が後者よりもやや前方に位置する。腹鰭はあまり発達せず、その長さは胸鰭より

も短い。 

 第 1 背鰭の鰭膜(1)は濃青色でその他の各鰭は黒褐色であるが。ときとしては第 2 背鰭、第

1 背鰭などが濃青色を帯びる。体側には横帯はない。体の背部は黒味をおびた濃青色で、腹

側は銀白色である。死後時間を経過したものは灰白色を呈するのでシロカジキの名がある。 

 

 内部形質(2)： 嗅房は放射状で 50 内外の嗅板からなる。肉眼では嗅板上に毛細血管の分

布が認められない。内臓の形態はバショウカジキのそれとほぼ同様であり、生殖腺は左右

相称である。肛門は第 1 臀鰭起部直前に開く。 

 頭蓋骨は強固で、吻部が伸長し、眼後部は短く、全体としては幅広く頑丈である。鋤骨

腹面と副楔骨腹面の前端部の幅は広い。せつじゅ隆起と翼耳骨隆起はほぼ平行して走る。 

 中央部脊椎骨の神経棘と血管棘は丈の高い台形状で、翼状突起はよく発達するが、クロ

カジキやニシクロカジキのそれらに比べると発達は悪い。脊椎骨数は 11＋13＝24。 

 

                                                  
※ クロカジキに比較すると側扁度はやや大きい。 
(1) 通常第 1 背鰭の鰭膜には斑紋が無いが、稀には黒色の斑紋をもつものがある。 
(2) 本種の鰾は他種と著しく異る。他種では気泡状の気室がおおむね 1 層で、これらを覆う

膜がないが、本種では気室が 2～3 層となり、その外側を厚い被膜が覆っている。 



 

 

 最大体長(1)： 全長で約 4.6m に達するといわれる。 

 

 分布： インド・太平洋の熱帯から温帯まで広く分布するが、かなり沿岸性が強く、濠

印諸島近海に分布密度が大きい。 

 日本の延縄漁業の操業報告には、大西洋にも本種の漁獲が記録されている場合がある。

しかし、生物学的に本種が大西洋に出現することが確認された例はない。ニシクロカジキ

の老成魚の魚体の側扁度がやや大きいことから、外見的にはシロカジキに類似するので、

あるいは見誤っている可能性が考えられる。しかし、充分な調査が行われないと、大西洋

における分布の有無は断定できない。 

 

 

 マグロ類、カツオおよびカジキ類の分類に関する知見の概要は上述の如くである。かつ

ての混乱から脱却し、研究者間の見解が統合に近づきつつあるものといえよう。 

 後述のように、マグロ類もカジキ類も種によって分布の様相を異にしていることが、日

本の延縄漁業の発展に伴って次第に明らかにされつつある。各大洋における分布状態をみ

ると、種によって程度に差はあっても、大まかにいえば、マグロ類とカジキ類は生活領域

を共有しているものといえる。 

 マグロ類についてみると、インド・太平洋域に固有の種はコシナガ T. tonggol 1 種のみ

で、大西洋域に固有の種はタイセイヨウマグロ T. atlantics 1 種のみである。他はすべて両

海域に共通の種とするのが FAO 世界マグロ生物学会議の暫定的とり決めであり、岩井他

（1965）はこれを支持している。※ 

 カジキ類についてみると、Cosmopolitan と考えられているものはメカジキ Xiphias 

gladius のみで、カジキ科の各種は、クロカジキを除くと、それぞれ明らかな特長を持ち、

インド・太平洋域のものと大西洋域のものは、すべてそれぞれの海域の固有種とされてい

る。 

 現実には生活領域を共有しているマグロ類とカジキ科魚類の分布にみられる上述のよう

な相違は注目に値するものであり、生物学的にみてきわめて興味深いものと思われる。し

かし、既に記したように Gibbs and Collette (1965) は、マグロ類のうちクロマグロは太平

洋域のものと大西洋域のものは亜種として区分すべきものとしている。また、メバチにつ

いても、インド・太平洋域のものと大西洋域のものとは亜種の段階で分化していると考え

るべきであろうと示唆している。これらのことは、他のマグロ類についてもさらに詳細な

検討の必要性を示唆するもののように考えられる。 

 カジキ科魚類についてみると、この科の魚が脊椎骨数 12+12=24 …（A 群）と 11+13=24 

                                                  
(1) 著者は体重 570kg のものを漁獲したことがある。 
※ カツオについては、Fujino (1969) が大西洋産と太平洋産とは遺伝学的に異なったもので

あることを明らかにしている。 



 

 

…（B 群）に分けられ、外部形質と内部形質に基いて 3 属に分類されている。A 群に属す

るものと B 群に属するものとの成長に伴う形態の変化が著しく異なること（第 18 図、第

24 図参照）は、これら両群の類縁関係の考察に重要な意義を持つものと考えられる。さら

に Makaira 属の 3 種についてみると、クロカジキ Makaira mazara とニシクロカジキ 

Makaira nigricans とはきわめて近縁なものといえようが、シロカジキは胸鰭の構造、鰾

の形態などの形質からみて、クロカジキやニシクロカジキからは相当に離れたものといえ

そうである。従来取り上げられてきた分類学上の形質と、成長に伴う形態の変化の差異や

胸鰭の構造にみられる差異などとが、分類学的に如何に評価されるべきであるかは、今後

の研究課題として重要な意義をもつもののように思われる。漁業生物学的知見を充分に取

り入れた研究が行われるべきであろう。 
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