
 

 

Ⅱ．分布と回遊 

 

Ⅱ－１．総論 

 

Ⅱ－１－１．マグロ類の棲息海域の性状 

 すべての種を合わせると、マグロ類の分布する海域は、熱帯から亜寒帯に及ぶ。これら

の海域の性状を、山中（1966）は以下のように記述している。 

 

a)．海流大循環の共通性 

 大洋における海水の循環は、どの大洋でも大体において同様である。すなわち、貿易風

を主な原因とする南北の赤道流と、大陸の存在、地球自転、偏西風などの種々の力の複合

による上層水の大循環が南北両半球に存在する。また海水の冷却、氷結による塩分の析出

などによって海水の密度が高まるため、深層水の循環があるが、マグロ類にとって重要な

のは前者である。 

 

a)-1．赤道流循環 

 太平洋、大西洋ともに北半球で左旋流、南半球に右旋流が存在する。これらのうち、低

緯度の西流は南北の赤道海流で主に貿易風の応力、東流部分は偏西風の応力に加わるに大

陸の存在、自転の影響など種々の原因によって保持される。赤道海流には西岸強化現象が

みられ、北半球の太平洋ではアジア大陸、大西洋では米大陸によったところで流幅がせま

くなり、かつ流速が大きくなることが知られている。南半球でも、大西洋とインド洋では

明らかに認められるが、南太平洋ではそれほど著しくない。 

 

a)-2．赤道反流 

 南北の赤道海流の間には東流する赤道反流があり、これは前者と合していまひとつの大

環流をそれぞれの半球に形成する。太平洋では赤道反流がよく発達しているが、大西洋で

は東部のアフリカよりの部分だけに発達し、インド洋では北半球の冬季のみにみられる。

太平洋の赤道反流では、位置や流速に変動が大きいが、他の大洋のものに関してはあまり

研究されていない。 

 

a)-3．赤道潜流 

 この他、マグロ類の棲息する海洋に存在する海流として重要なものに赤道潜流がある。

これは赤道直下の 100～200m の深さで、幅も厚さも小さいが、流速は非常に大きい海流で

ある。太平洋と大西洋では著しいが、インド洋ではあまり強大ではない。 

 

 



 

 

b)．各大洋の性状 

 

b)-1．太平洋 

 前章で述べた基本的な海流構造は、太平洋でもっとも典型的な形状となっている。すな

わち、南赤道流（South Equatorial Current）は赤道から 8～10°S の間を、また北赤道流

（North Equatorial Current）は 8～20°N の間をそれぞれ西に流れ、その間を赤道反流

（Equatorial Counter Current）がフィリピンからパナマに渡って東流している。このよ

うに、太平洋の大循環は赤道に対して南北対称でなく北に偏しているが、これは貿易風帯

が南北対称でないためである。 

 北赤道流の流速はハワイ付近で 25～30cm/sec である。しかし、これは一定したものでは

なく、ときには弱くなり、あるいは停止することもあると報告されている。南赤道流の流

速はこれよりも大きく、45～60cm/sec であるが、変動についての研究は乏しい。 

 太平洋の赤道反流は、季節的にも長年的にも変動が大きい。太平洋中部での平均流速は、

南北赤道海流の中間の 35～60cm/sec であるが、3～4 月には 20cm/sec 程度に減ずる。この 

海流の北縁は 6～8°N、南縁は 2～4°N にあり、北半球の夏には北に移るが、季節変動と

して規則正しいものではない。観測結果をみると、1958 年には北縁が著しく北に偏し、1965

年秋には南縁が 2°S に達している。また地球観測年（IGY）の観測では、僅か半月の間に

反流の南縁が緯度 4°も移動した例があるし、1933 年 9 月、1953 年 6～7 月のように反流

が認められなかった例もある。 

 南赤道流の西端附近は、太平洋では最も水温が高い海域である。北赤道流がフィリピン

群島附近で黒潮を分かつのとくらべて、南赤道流の西端であるソロモン群島、ニューギニ

ア、オーストラリア北部にかけての流れは非常に複雑であり、オーストラリア東岸を南下

する東オーストラリア海流は、その流速、流幅、流量などいずれも規模が黒潮に比較して

小さい。上述のオーストラリア北方海域では、宇田（1966）によると、北半球の夏季に、

オーストラリアから吹き出す季節風によって、ニューギニア北岸を西に流れるニューギニ

ア海流を発達せしめ、南北太平洋の高鹹水を進出させる現象がある。 

 東部太平洋では、西風皮流がペルー海流となって南米沖を北上するが、これにつらなっ

て冷たい水が舌状に赤道に沿って西方にひろがっている。ペルー海流の北辺と北赤道反流

との境界は、1～3 月（南半球の夏）には 5～6°S、8～9 月には北半球に存在している。し

かし、ときにはこれが 12°S あたりまで南下しエルニーニョ（El Niño）となることがある。

Bjerknes（1961）によれば、El Niño は、北太平洋での貿易風の弱い年またはその翌年に

生ずるといわれ、Reid（1959）は、南赤道反流（後述）が急にその勢力を増大したときに

生ずるといっている。 

 上述の南北赤道流と赤道反流とは古くからその所在が知られている。これらの他に近年

発見された海流として、南赤道反流と赤道潜流とがある。 

南赤道反流は、Reid（1959）、Yoshida（1961）等により 5～10°S に存在することが理



 

 

論的に予言されたものであるが、幅が狭く、流れが弱いために実存は確認されなかった。

1962～1963 年の照洋丸の調査によって、東部太平洋に存在が認められた。しかし、これが

中部および西部太平洋にも定常的に存在するか否かはまだ明らかでない。 

 太平洋赤道潜流は、発見者の名をとってクロムウェル海流と呼ばれている。この潜流は

赤道直下にあり、南北緯 2°の間にある。水面下 100～300m にかけておよそ 200m の厚さ

をもつ流れであり、太平洋では最大の海流で、その輸送量はメキシコ湾流に匹敵し、ガラ

パゴス島附近での流速は 120cm/sec に及んでいる。存在する場所は丁度マグロ漁場内であ

るので、延縄が東に流されたり、また海洋観測中にワイヤーが東に張ることなどは知られ

ていた。しかし、これはむしろ南赤道流によって船が西に漂流することによるものと考え

られていた。1952 年 Cromwell によってこれが東に流れる潜流であることが確かめられ、

1958 年 Knauss によって前記のように命名された。 

 この潜流はソロモン群島附近に起源をもつと考えられているが、1965 年の俊鷹丸1の“南

十字星”航海では、160°E でついにこれを確かめることができなかった。92～150°W 附

近ではこの潜流の存在がもっとも明瞭である。この潜流の変動についてはまだ充分な研究

がない。しかし、マグロ類の漁場構成や、その生産力に影響を与えることは充分に想像さ

れるので、研究の必要が考えられる。 

 北太平洋の大循環流の中には、さらに小さな環流も考えられる。木村（1964）は、黒潮

続流はそのまま米大陸岸に達するのではなく、ハワイ附近で右旋し、小笠原列島に沿って

北上する環流があり、これが年によって変動するとしている。 

このほか、北太平洋でみられる重要な現象として、アジア側と米大陸側とで位相を逆に

する長年的な水温のサイクルがある。宇田（1965）、Uda（1962）は、これは黒点の周期性、

北半球の気圧配置、貿易風、季節風などの気象條件によるもので、この影響は南赤道流々

域にまで及び、既述の El Niño、黒潮の変動や、太平洋西部での赤道反流の変動などをおこ

しているとしている。 

 風によって生ずる海洋現象として重要なものに東部太平洋の湧昇がある。東部太平洋で

は、カナダから 35°S にわたる広い海域で、風によって上層水が発散し、中層水の湧昇が

みられる。この湧昇には、下層の冷水が表層にまで達するものと、コスタリカ沖にみられ

る Dome のように、表層近くまで押上げられている場合がある。これらの場合には、中層

水が表層水と混合し、生産力が増大する原因となる。 

 

b)-2．インド洋 

 南半球のインド洋では、南太平洋によく似た海流の循環が発達している。北半球では北

東貿易風が発達せず、春秋に大きく変化する季節風が発達する。11～3 月の海流構造は太平

洋とぼほ同様であるが、北赤道流は 6～10°N、赤道反流は 2～8°S、南赤道流は 8～20°

S にあり、太平洋のそれぞれの海流よりもかなり南に偏っている。 

                                                  
1 水産庁調査船（編者注：当時） 



 

 

 4 月になると季節風は一変し、北赤道流は消滅して東に向かう季節風海流となり、赤道反

流はみられなくなる。このとき、南赤道流の一部は逆に右旋してソマリ海流となり、黒潮

にも比すべき 2m/sec という速度でアフリカ東岸を北上するが、この沿岸に冷水を湧昇させ

ている。 

 

b)-3．大西洋 

 大西洋の海流構造は太平洋のそれによく似ている。しかし、主な海流の流路が太平洋の

ように緯度線とは必ずしも平行でない。太平洋と同じく、南赤道流はもっとも著しい海流

で、10～15°S に沿って流れるが、西方では一部は赤道を越えて北赤道流と合し、他はブ

ラジル海流となって南米東岸を南下し、ここを北上するフォークランド海流とブラジル沖

で接触している。 

 北赤道流の流路は、太平洋のそれよりも湾曲し極に向かって凹んでいるが、西岸におい

て南赤道流と合し、一部は西インド諸島の外側を通ってアトランチヤ海流2となる。他の一

部はメキシコ湾に入り、ここから湾流となりその延長である北大西洋海流はノルウェーに

達するほか、イベリア半島からアフリカ西岸を南下する環流を形成する。 

 赤道反流は中部以東のアフリカ大陸側にのみ発達している。また大西洋に赤道潜流が存

在することは既に述べたところである。さらに、最近、大西洋においても南赤道反流が発

見されている。 

 主要な海流の分布状態の概要は第 27 図の如くである。 

 

 

 

第 27 図 海流分布 

Fig. 27  Distribution of Ocean Currents (Pickard, 1965) 

 

                                                  
2 （編者注）アンティル海流のことか？ 



 

 

 

Ⅱ―１－２ 分布と回遊にみられる法則性 

 

 マグロ類の生息海域の海洋構造は上述の如くである。マグロ類各種を合わせた分布範囲

は、赤道を中心におおむね南北緯 45°に及ぶものとされてきた。しかし、例えばメキシコ

湾流の直接的な影響下にある北欧では、分布範囲が北方に拡大されてノルウェー沿岸にも

及んでいる。また、ごく近年には、日本の延縄漁船の稼働範囲が 50°S を超えた西風皮流

（West Wind Drift）域にまで達している。したがって、従来考えられていたところよりも、

かなり高緯度にまで分布することは明らかである。しかし、上述のような高緯度海域に出

現するものは、ほとんどクロマグロとその近縁種とされているミナミマグロに限られてい

る。 

 カジキ類の分布範囲は、おおむねマグロ類のそれに一致するが、メカジキの分布範囲は

極めて広く、赤道から南北緯 80°附近に達するといわれている。 

 かように分布範囲は極めて広大であるが、かような広大な海域に各種のマグロが混然と

して、しかも一様な密度で分布するものではない。日本の延縄漁業の驚異的な発展は、分

布の様相が海域に特長的であることを明らかにしている。 

 マグロ類の分布や回遊については、大まかに見て二つの分野から解明が試みられてきた。

それらは； 

 

a) 温度を支配要因とみて、これに対する適応現象とするもの 

b) 海洋構造との関係を基調とするもの 

 

である。b)はさらに以下のように区分されよう。 

 

c) 渦流、潮境、水温躍層、海底地形などのような、やや局地的なもの 

d) 海洋の基礎生産力（Primary productivity）を増大させる海洋構造との関係 

e) 海流の流域や水塊（Water mass）、水型（Water type）などをそれぞれの個有の生

活領域（Habitat）あるいは生態圏（Ecological sphare）と考え、種により、ある

いは成長（生態）の過程により、それぞれ棲分けている（Area selection）との理念

を基調とするもの 

 

 

a) 温度に対する適応現象とするもの 

 温度に対する適応現象とみる研究の基本理念は、“マグロ類は種によっても、生態（成長）

の過程によっても、それぞれ至適水温（Optimal temperature）と適正水温範囲（Tolerable 

temperature）をもち、分布や回遊はこれらの温度に支配される”というものである。 



 

 

 至適水温は、“特定の生理的または生態的現象において、最大多数の個体が反応を示す温

度と定義され、適正水温範囲は、全個体が反応を示す温度の範囲と定義されている（相川, 

1949）。 

 宇田（1940）は、適温スペクトルを設定し、多くの魚類の行動をこれに基づいて解明し

ようと試みているが、クロマグロやキハダには複数の至適水温を認めている。しかし、複

数となる事由については明確な説明がない。 

 かような理念に基づく研究は、19 世紀の初期から行われ、現在もなお強力にすすめられ

ており、枚挙に暇ないほどの報文がある。一般的にみて、このような理念に基く研究は、 

漁業が局地的なものであるところにことに盛んである。しかし後述のように、温度が分布

や回遊の支配的要因となる場合は、むしろ限られたものと考えるべきである（中村, 1951; 

1954; 1965; Radovich, 1961）。そのため、温度に基く所論は、多くの場合に現象論的であ

るか、または局地的なマグロの動きを説明するに止まるむしろ断片的なもので、全分布域

にわたるマグロ類の行動に法則性を与え得るまでには至らず（山中, 1966）、局地的な利用

度あるいは来遊率（Availability） 

の予測などに役立つ以上には出ていない。 

 マグロ類の分布や回遊に温度が支配要因であろうとする理念の最も重要なよりどころは、

いままでマグロ類が狭温性（Steno thermal）の代表的なものと考えられてきたことにあろ

う。中村（1951）は反対に、マグロ類は広温性（Eurythermal）の魚と考えるべきである

としている。マグロ類のいずれの種についてみても、全分布範囲内の温度差は十数℃に達

するのが一般である。日本近海のクロマグロの場合には、5℃（樺太: 諫早, 1936）から、

30℃（フィリピン近海: 中村, 1938）に及ぶことが知られ、ミナミマグロの場合には 8～28℃

に達することが明らかにされている。かような事情の下では、特定な海域で設定されたい

わゆる至適水温が普遍性をもち得ないことは当然であろう。 

 川合（1967）は、海洋の水温構造（Thermal structure）とマグロ類の分布との対応の 

研究において、いわゆる適温が多くの場合に効果的でないことを指摘し、その理由を、例

えば 1010 ミリバールの気圧は、ある場合には高気圧であり、ある場合には低気圧であるこ

とになぞらえ、相対的なものである、と説明している。相対的なものであるとする論拠は

明らかにされていないが、もし異なった分布海域間の温度の差異を単に対比したものであ

るならば、この理念は“適温のスペクトル”と全く同工異曲のものといえよう。かような

観点からの研究が、マグロ類の分布や回遊に法則性を付与し得るか否かは疑わしい。何故

ならば、分布に関する生物学的背景の考察に欠けているからである。マグロ類は、後述の

ように、成長あるいは生態の過程によって生活領域を変えるが、かような生活領域の転換

は、魚自体の生理・生態的要求の変化に基くもので、環境の能動的な選択であって、環境

に対する受身の行動とは考え難い。生活領域が変われば、それぞれの生活領域間に温度の

差異が認められる場合もあり得て当然である。 

 といっても、温度が極めて重要な環境要因の一つであることを否定しようとするもので



 

 

はない。また、それが最も容易に計測できる環境要因であることのもつ意義を無視しよう

とは考えていない。けれども、マグロ類の生活環境とは、種々の要因の複合体であって、

それらがときによりあるいはところによって、それぞれ支配要因となっている、と考える

べきであろう。特定な要因のみによって、マグロ類の行動が解明され得るものとは考え難

い。 

 問題を温度に限ると、温度もきわめて重要な環境要因の一つであること、測温が生活領

域に関する情報獲得の一手法であること、などを基本理念とし、研究をすすめるべきであ

ろう。言葉をかえると、温度がマグロ類の分布や回遊に関連している役割を正しく評価し

認識することが、研究の方向を誤らせない所以と考えられる。マグロ類が； 

 

イ）生涯を通じてみると、上述のように十数℃乃至 20℃を越える温度の変化に耐え得る

こと 

ロ）生理・生態的の要求に伴っては、後述3のように、短時日に間に生活領域を転換し、

急激な温度の変化を克服していること 

ハ）近年の魚群探知機その他の研究によれば、後述4のように、ビンナガは同一生活領域

内で、400m 内外の深層から表層附近まで分布し、短時間内に深層から表層まで直

線的に遊泳し、かなりの温度差を乗り越えることが明らかにされていること 

 

などが、いかなる生理・生態的な意義をもち、如何なる機構や機能によるものかを明らか

にすることが、マグロ類の漁業生物学に課せられた重要な研究課題と考えられる。 

 

 

b) 海洋構造との関係を基調とするもの 

 

b)-1 過流、潮境、温度躍層、海底地形などとの関係 

 Uda（1961）は、北西太平洋では、ビンナガが前線に沿う低温側の反時計回りの渦に、

カツオが高温側の時計回りの渦に、クロマグロは低温の沿岸海域に分布するとし、これら

の３種が分離して分布することを示している。また、太平洋の西半分では、キハダが赤道

反流に沿って順次に並ぶ渦と関連した生産力の大きい海域で漁獲されると、述べている。

しかし、上村・本間（1959）は、キハダの分布密度が南赤道流域に最も大きいことを示し

ている。 

 潮境とマグロ漁場との関係は古くから論議されてきたが、基本的な考え方は、潮境がマ

グロ類の行動に対して抑制的な効果をもつこと、潮境にはマグロ類の餌料生物が蓄積され

ることなどとなっている。さきに記した Uda（1961）の過流も潮境と関連したものであり、

                                                  
3 回遊の項参照。 
4 回遊の項参照。 



 

 

キハダの場合には、さらに基礎生産力（Basic productivity）が結びつけられている。川合

（1959）は、北太平洋域のビンナガ漁場について、黒潮前線の北側の混合水域が漁場とな

るが、塩素量が 19‰以上の時に漁場が発達し、18.8‰以下では魚群が分散すると論じてい

る。中村・山中（1959）は、150～160°E の範囲を経度 2°毎に刻み、緯度 2°経度 10°

内における 12～1 月と 5～6 月の長年の平均釣獲率5（Hook rate）と、北太平洋流、北赤道

流、赤道反流、南赤道流等の諸海流の平年的な分布とを比較し、 

 

イ）潮境に集まる性質が強いと考えられるものとして、メバチの産卵群などを挙げ、 

ロ）潮境には無関係に、海流々域の中心部に分布の中心をもつものとして、ビンナガ、

キハダ及びメバチの索餌群を挙げている（第 28 図）。 

 

第 28 図 魚種別の釣穫率の地域差 

Fig. 28  Regional difference of hook-rates by species 

 

 この場合には、釣穫率は分布密度に比例すると前提されているが、この前提に基づけば、

潮境とマグロ類の集中との関係は、常に認められるものとはいい難く、種によっても、生

態の過程によっても異なることといえそうである。 

 温度躍層との関係については、次項に述べるが、次項に述べるものとは異なった観点に

立つものとして井上（1965）は、北太平洋のビンナガ漁場は、第 2 躍層の浅いところに形

成されるとしている。 

 海山や海底隆起などがあると、その周辺が好漁場となる場合が多く知られている。昭和

の初期頃までは、マグロ類の漁場はこのような地形のところにのみ形成されると考えられ、

新漁場の探検とかような海底地形の探索とは同義と考えられていたほどである。かような

地形のところに魚群が集積される理由としては、地形に伴って湧昇が生じ、深層の栄養塩

類が表層に押上げられ、光合成が活発となり、ひいてはマグロ類の餌料生物の発生や集中

を促すためと説明されている。したがって、次項に述べる海洋の生産性を増す海洋構造の

場合の基礎理念と完全に一致することになる。 

 Nishimura（1963）は、津軽海峡における海底隆起とクロマグロの分布状態との関係を、

魚群探知機（以下魚探と略称する）によって調査した結果に基づいて、第 29 図のように示

している。 

 

第 29 図 海底地形とクロマグロの分布の関係 

Fig. 29  Relation between the sea bottom topography and the distribution of 

bluefin tuna 

 

                                                  
5 延縄の鈎 100 本当たりの漁獲鈎数、数値としては漁獲尾数／100 鈎に等しい。 



 

 

 第 29 図は、クロマグロの分布密度が、潮上に当る海底隆起の斜面の直上附近では、これ

につづく隆起の平坦部上方のそれの凡そ 10 倍となっていることを示している。海山や海底

隆起の附近にマグロ類が集まる状態は、第 3 図の場合と同様に、潮上の部分に密集すると

一般に言われていることは注目に値するものといえよう。 

 柴田（1965）は、ルソン島に近い南支那海における魚探の記録から、高さ 1300m と 1500m

の 2 つの海山の嶺の中間では、マグロ魚群（キハダと推定）が 100～200m の浅層に、周辺

では凡そ 300m の深層に分布していたことを報告している（第 30 図）。 

 

第 30 図 海山とマグロ（キハダ？）の分布（ルソン島近海） 

Fig. 30  Sea mounts and the distribution of tuna (yellowfin tuna?) (adjacent waters 

of Luzon) 

 

 第 30 図の場合は、周辺部ではマグロが延縄漁具の到達深度以深にあり、山頂間では以内

にあるため。後者が見かけ上魚群密度の大きい好漁場となっている可能性を示唆している 

海底隆起や海山の存在がマグロ類の分布に何等かの影響を与え、漁場形成に重要な役割を

演じていることは、第 29・30 図によって示された如くである。かような役割については、

上述のように解説されているが、栄養塩あるいは海洋の基礎生産力とマグロ類の分布とが

直結するか否かには、後述のように疑問が残されている。 

 

 

b)-2 海洋の生産力を増大させる海洋構造との関係 

 Sette（1955）によって提唱された考え方で、要は、“湧昇が下層の栄養塩類の豊富な水

を表層に押上げ、植物プランクトンを繁殖させ、動物プランクトンの繁殖を促し、次第に

高度の栄養段階（Trophic level）の動物に移行し、ついにはマグロ類の集中の原因となる“と

いうものである。 

 熱帯太平洋についてみると、表層には栄養塩の乏しい水が分布し、その下方には顕著な

温度躍層（Thermocline）があって、下層の栄養塩の豊かな水との境となっている。東部熱

帯太平洋では、貿易風の吹き出しによって表層水が西方に押しやられ、下層水が円頂形

（Dome）や稜状（Ridge）に湧昇し躍層は浅い。躍層の位置は西に向かって次第に深くな

る。躍層の浅いところでは、太陽光線も充分に到達するので、下層水の栄養塩が光合成に

利用され餌料生物が豊富となる。これが東部熱帯太平洋域にキハダやカツオが集中する原

因であると説明されている（Brock, 1959; Schaefer, 1961）。 

 以上の理論は、キハダの若年魚などの場合にはかなりうまく適用されるものといえそう

であるが、すべてのマグロ類の全生涯にあてはまるとはいえない。例えば、熱帯太平洋で

はメバチの分布の重心が東太平洋に偏し、キハダのそれは西太平洋に傾いていると認めら

れる現象の説明にはならない。かような重心の偏りは、太平洋のみでなく、インド洋にも



 

 

大西洋にも認められる。また後述のように、ビンナガの分布海域と湧昇とは結びつかない。 

 湧昇とマグロ類の分布、あるいは基礎生産力とマグロ類の分布の関係を論じている人々

はかなり多い。Uda（1961）の過流との関係にしても、湧昇が考慮されている。 

 Sette（1955）、King and Hida（1957）、Cromwell（1958）は南赤道流と赤道反流の接

触部では、湧昇のあるところに動物プランクトンの量が大きいが、キハダの分布が濃密な

海域は、それらよりもやや北方に距たっているとしている。また、Blackburn（1965）は、

南米沖合では湧昇部の温度が低すぎるためにマグロ類の分布がみられないとし、制約要因

を温度に求めている。 

 Murphy and Shomura（1953, 1955a, b）は、1951～1954 年に、1°～5°N、150°～

155°W の海域で行われた延縄の漁業試験の結果から、キハダが南赤道流々域に、メバチが

赤道反流々域に卓越することを指摘している。彼等は、はじめには、かような分布状態の

差異を、“水温の相違か両魚種間の食性の差異によるものであろうとした。しかし、後者即

ち食性の差異の場合は、両魚種の胃内容物間に本質的な差異が認められないとの研究結果

から、彼等自身がその可能性を否定している。同じ著者等（1958）は最終的に、キハダが

南赤道流々域に卓越する理由を、基礎生産力が、赤道反流々域よりも南赤道流々域に大き

いことにあるものと想定している。 

 Murphy and Shomura の上述の想定即ち基礎生産力ひいては餌料生物の豊富さが、南赤

道流々域にキハダを誘引する、との考え方が、仮にキハダの場合にはうまく適用されると

しても、本質的には食性を同じくするメバチが生産性の低い赤道反流々域中に卓越する理

由の説明には全く無力といわざるを得ない。このことは、King and Ikehara（1956）が既

に指摘している。もしも、メバチの行動を抑制する原因がなにもなければ、メバチもまた

食物の豊富な南赤道流々域に入るはずである。南赤道流々域にはメバチは全く分布しない

ということではない。北赤道流々域に比較すると、分布密度は著しく低下するが、常に若

干は分布している。問題の焦点は、かような種による分布域の分離が何によるかを究める

ことにあると考えられる。 

 北太平洋のビンナガの分布域が亜熱帯環流（Subtropical gyre）に当ることは、須田（1958）

によって指摘されたところである。川合（1967）は、海洋の水温構造とマグロ類の分布と

の対応の研究において、“ビンナガの主漁場は亜熱帯環流内の均質水（Homogeneous water）

域である。北大西洋ではいわゆる 18℃海水がこの均質水に当る。各大洋を通じて、400m

層の深さでほぼ 10℃以上の高温帯の上部にこの均質水が存在する場合が多く、その経度は

20°～40°N および 10°～40°S である“と述べている。この均質水域には湧昇は殆んど

なく、基礎生産力が小さいところと知られていることは注目に値しよう。このことは環境

のよしあし（ここでは基礎生産力の大小）にかかわらず、それぞれの環境に適応した動物

相（Fauna）が存在することを示唆するものと考えられる。かように考えて差し支えなけ

れば、この考え方は、次に述べる中村（1954）の仮説の基本理念と完全に一致する

（Nakamura, 1969）。 



 

 

 基礎生産力の大きいところには、マグロ類の食物も多く、マグロ類の集中を促す、との

理念は、一般的には合理性の大きいものと理解されよう。しかし、上述のように、この理

念をもってしては、全てのマグロ類やそれらのいろいろな成長（生態）の過程における分

布や回遊に法則性を与えることは困難である。 

 先に記した南赤道流と赤道反流の接触部の動物プランクトンの多い湧昇部とキハダの分

布密度の大きい海域とのズレについて、Murphy and Shomura（1955）は、かようなズレ

は基礎生産力からキハダの餌料生物となるまでに多くの栄養段階があることによる時間的

なズレによるものと考えている。この考え方ではしかし、キハダの分布密度の大きい海域

が何故南側にのみ認められるか、という疑問には説明を与え得ないであろう。中村（1965）

は、マグロ類の成魚には一般に成群性が乏しく、大洋に分散的に分布すると認められるこ

との原因として、成魚の餌料生物が、魚類、イカなどを主とする栄養段階のかなり高いも

のであり、これらと基礎生産力との間にはいくつもの栄養段階が考えられることから、“マ

グロ類、なかんずくそれらの成魚の分布を基礎生産力と直結して論じ得るか否かは疑問で

ある“としている。成魚の分布が分散的となるもう一つの原因としては、後章の繁殖生態

の項で述べるように、稚魚の食物の問題を考えるべきであるかも知れない。 

 さきに海底地形とマグロ類の分布について、“分布密度が海山や海底隆起の潮上に当る斜

面の上方に大きいことは注目に値する“と述べたが、上記の Murphy and Shomura（1955）、

中村（1965）などの考え方に基づけば、この現象も湧昇に伴う基礎生産力の増大では説明

が困難となろう。むしろ湧昇という物理現象が何等かの理由でマグロ類を誘引するためと

考えるか、湧昇が下層にあるマグロ類の餌料生物を押上げるため、と考える方が妥当性が

大きそうに考えられる。 

 

 

b)-3 海流や水塊などを個有の生活環境と考えるもの 

 海域別および季節別の魚種組成（Species composition）、魚体組成（Size frequency 

distribution）などに基いて、中村（1954, 1959）は、マグロ類の分布や回遊について、以

下のような作業仮説を提出している。 

    

   仮説 

１）マグロ類は種によって海流系6別に分布の中心を異にしている。 

２）また生態（成長）の過程でも海流系別に棲み分けている。 

３）したがって、海流系はそれぞれ異なった生態圏で、それぞれ漁場として異なった性格

をもつ。 

４）大洋中の海流はおおむね東西の流向をもっているから、ほぼ均質と認められる漁場が、

南北には狭く、東西に長い帯状に形成され、それらの境界はおおむね潮境に一致する。 

                                                  
6 海流の流域の意。 



 

 

５）回遊は２つの場合に大別される。第１の場合は同一海流系中の回遊で、第２の場合は

海流系間の回遊である。前者は同一生態下の回遊で、後者に移行するまでの回遊とい

え、回遊は魚自体の動きというよりも、海流系の季節変動を反映したものとみられる

場合が多い。後者は生態の転換に伴うもので、魚自体の積極的な行動である。 

６）同一海流系中の魚群の地域的な移動は、むしろ緩慢で追跡し易い場合が多い。しかし、

海流系間の回遊では、その規模も速度も大きいらしく、追跡はむずかしい。 

７）海流系間の回遊の行われる時期は、魚種によって多少の差はあっても、3 月と 9 月を中

心とするやや限られた期間と想定される。なぜならば、これらの季節を境に、分布状

態が夏型と冬型7となり、各海流系の漁場として性格が一変する。 

 

 以上の仮説の基本理念は、 

 

a) 海流の流域や水塊などが固有の生態学的意義をもつ生活環境で、マグロ類は種によっ

ても、生態（成長）の過程によっても、それぞれ特定な生活環境を選択している。 

b) 回遊は、生活領域間の回遊（生態の転換に伴うもの）と同一生活領域内の回遊 （同

一生態下の回遊）とに区分される。 

 

と要約され得よう。このことは、潮境はマグロ類にとって、通常は越えがたい障壁である

ことを示唆する。仮説７）はしかし、 

c) 春秋の彼岸を中心としたやや限られた時期には、その障壁を突破する回遊が行われる。 

 

ものと想定している。 

 先に記した温度、渦流、潮境、海底地形、湧昇などとマグロ類の分布との関係と、上揚

の仮説とは、性格を全く異にするものといえよう。上揚の仮説では、“生活領域”という理

念が取り入れられ論議の中心課題となっている。ここにいう生活領域とは、一般に広大な

海域で、いわゆるキハダ漁場とかビンナガ漁場とかと呼ばれている海域である。他の諸事

項の場合にはしかし、生活領域という理念はなく、あるマグロのある生活領域内のある海

域に、そのマグロが出現したり集中したりする理由や条件が論ぜられている。生活領域を

“広義の漁場”と呼ぶとすれば、他の諸事項の場合は“狭義の漁場”とか“商業的漁場”

と呼ばれるべきものである。 

 狭義の漁場に関する諸理論は、それぞれ重要な意義をもつものであろうが、規模に大小

はあっても、その名の示すように局地的なものであり、分布の一断面が論ぜられているに

すぎぬものといえよう。したがって、あるマグロの分布の全域をカバーする法則性には発

展しがたいものと考えられる。このことが、ごく局地的なマグロの動きを除くと、回遊に

は殆んど論議が及んでいない原因であろう。また漁業生物学（Fishery biology）に最も重

                                                  
7 夏・冬の季節は北半球の季節である。以下これに準ずる。 



 

 

要なものとして解明が要請されている魚群体の構造（Population structure）とか魚群体の

大きさおよびその変動などに論議が及び難いのも当然といえよう。 

 上揚の仮説ではこれらと異なり、生活領域なる理念がとり入れられ、生活領域の分離が、

魚種間にも生態（成長）の過程の間にもみられるとし、これらと海洋構造との関係が論じ

られている。また回遊も性格を異にする２つの場合に区分されて考えられている。これら

のことは、魚群体の構造、魚群体の大きさとその変動などの解明に不可欠な手がかりであ

ろう。言葉をかえれば、いわゆる資源研究の諸分野の出発点となるものと 

いえよう。 

 さきに揚げた諸事項の研究は、比較的局地的な資料によって推進が可能となろうが、上

揚の仮説の吟味には、各魚種の全分布域からの生物学的および海洋学的諸資料が必要とな

る。したがって、仮説の吟味は容易ならぬ仕事となろう。上揚の仮説が生まれたのは、日

本の延縄漁業が大規模な発展をとげ、広い海域からいろいろなマグロの分布に関する情報

が得られたことによる。もし、日本のマグロ延縄漁業が今日のような発展をとげなかった

ならば、仮説は着想さえもされなかったであろう。 

 カジキ類については、まだ知見がよく整理されていない。整理がすすんでいないのは、

カジキ類が産業的にみてマグロ類ほどの重要性がないためである。 

 カツオについては、知見が断片的で、マグロ類にくらべるとわからぬことが多い。知見

が断片的である原因は、漁業が活餌や巾着網などのいわゆる表層漁業であり、全般的にみ

て局地的なものであることに求められよう。稚魚は熱帯から亜熱帯にかけて広く分布する

ことが知られている（第 図）。その状態はキハダのそれに似ているから、これら両種の成

魚の分布はよく似たものである可能性が考えられる。 

 魚種によってそれぞれ固有の分布をしめすことは当然と考えられるが、カジキ類やカツ

オの分布や回遊にも、基本的にはマグロ類にみられる法則性が認められるものと推量され

る。種による生活領域の分離（Species segregation）と生態（成長）の過程に伴う生活領

域の分離（Ecological or size segregation）が理解されれば、分布や回遊にみられる法則性

が自から理解されよう。 

 Kawasaki（1958）、川崎（1960）は、後述（Ⅱ－２－２E）のように、主として三陸沖

合から得られた資料に基き、さらに他の海域からの知見を加えて、クロマグロ、ビンナガ、

メバチおよびキハダの漁場と海洋構造の関係を論じている。川崎の見解は、これらのマグ

ロ類の分布や回遊が魚自体の生理・生態的な要求に基く能動的な行動によるものである、

ということであり、温度や塩分に支配されるとされた従来の考え方が魚の受け身の行動と

みたところとは著しく異なっている。また、彼はマグロ類の種間に“棲み分け”が明瞭に

認められることを指摘している。しかし、“生活領域”の理念は全く表明されていない。 

 


